
2．研修業務 

  (1) 各種組織との連携 

           ① 交野市小・中学校長会                             

           ②  交野市小・中学校教頭会                            

           ③  交野市小・中学校生活指導研究協議会及び学校警察連絡協議会 

           ④  交野市人権教育研究協議会                          

 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

 

  (2) 教育センター主催（共催）研修会 

 

   ①小・中学校初任者研修                                     

  実  施  日         内   容   等 

平成29年 5月16日 

平成29年 5月26日 

「応急手当（心肺蘇生法）、AEDの使用について」 

 講師：交野市消防本部救急隊員 

平成29年 6月29日 
「社会人としてのコミュニケーション力向上研修」 

講師：交野市立第四中学校 長谷川 由佳 教諭 

平成29年 6月 5日 社会体験研修オリエンテーション 

平成29年 6月23日 
「先輩の授業に学ぶ」（小初任者） 

 講師：交野市立星田小学校 菱沼 伸枝 指導教諭 

平成29年 7月 6日 
「先輩の授業に学ぶ」（中初任者） 

 講師：交野市立第一中学校 川原 まゆみ 指導教諭  

平成29年 8月21日 
「児童虐待防止と関係機関の役割について」 

 講師：金澤星稜大学教授 川並 利治 氏 

平成29年 8月10日 
「交野かるためぐり」 

  講師：元妙見坂小学校 校長 辻 昌美 氏 

平成29年10月24日 
「多文化理解」 

 講師：大阪府教育ｾﾝﾀｰ人権教育研究室   上出 仁美 氏 

平成29年8月中(2日間) 社会体験研修 

平成29年11月16日 
授業実践交流（中初任者）、異校種参観（小初任者） 

 講師：交野市教育ｾﾝﾀｰ 斉藤 喜幸 氏 

平成29年11月28日 
異校種参観（小初任者）、異校種参観（中初任者） 

 講師：交野市教育ｾﾝﾀｰ 斉藤 喜幸 氏 

  

②小・中学校 10年経験者研修                                     

平成30年 1月31日 
「道徳の授業づくり③」 

  講師：四天王寺大学准教授 杉中 康平 氏 

平成30年 1月30日 
「授業実践研究」 

 講師：交野市立私市小学校 小出 佳美 指導教諭 

    

 

 

 

 

 

 



 

  

③小中一貫研修 

平成29年 4月13日 
校長研修「小中連携から小中一貫へ向けて」 

講師：兵庫県立大学准教授  竹内和雄 氏 

平成29年 8月 1日 

小中一貫教育フォーラム及び第1回小中一貫拡大協議会 

講師：香里ヌヴェール学院 学院長 石川 一郎 氏 

   京都産業大学教授 西川 信廣 氏 

平成29年11月15日 
公開授業：星のまち学園（第三中学校区） 

講師：四天王寺大学准教授 杉中 康平 氏 

平成29年12月 1日 
「第2回小中一貫拡大協議会」 

 各校区実践発表 

平成30年 2月 5日 
「第3回小中一貫拡大協議会」 

 講師：京都産業大学教授 西川 信廣 氏 

    

④校長・教頭合同研修 

  実  施  日         内   容   等 

平成29年 8月 1日 

小中一貫教育フォーラム及び第1回小中一貫拡大協議会 

講師：香里ヌヴェール学院 学院長 石川 一郎 氏 

   京都産業大学教授 西川 信廣 氏 

 

⑤人権教育研修 

平成29年 8月 3日 
「LGBTを知る」 

 講師： NPO法人 QWRC（くぉーく）職員 

平成29年10月24日 
「多文化理解」 

 講師：大阪府教育ｾﾝﾀｰ 人権教育研究室   上出 仁美 氏 

       

⑥安全教育研修・学校危機管理研修 

平成29年 5月23日 
「学校における事故に関する統計データと防止及び対応に

ついて」  講師：交野市消防本部 職員 

平成29年 5月16日 

平成29年 5月26日 

「応急手当（心肺蘇生法）、AEDの使用について」 

 講師：交野市消防本部救急隊員 

平成29年 5月30日 
「器械運動（組み体操の指導について）」 

 講師：元交野市小学校教員 辻本 佳史 氏 

       

⑦支援教育研修・支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修 

平成29年 4月14日 
「支援教育①個別の教育支援計画の作成について」 

  講師：交野市教育委員会 指導主事 

平成29年 8月 3日 
「支援教育③ネットトラブル対応」 

 講師：交野市消費者センター 職員 

平成29年 8月 4日 
「子ども理解②成長に合わせた子どもの指導法」 

 講師：寝屋川市教育委員会特別支援教育士 山田 章 氏 

平成29年 8月 4日 
「子ども理解③傾聴スキルを使って次につなげる指導法」 

 講師：寝屋川市教育委員会特別支援教育士 山田 章 氏 

平成29年 8月 8日 
「支援教育②小学校2年生における聴写テスト等について」 

 講師：交野市リーディングチーム 



 

  

⑧生徒指導研修 

平成29年 5月 9日 
「家庭訪問・保護者対応等」 

 講師：交野市教育センター 職員 斎藤 喜幸 氏 

平成29年 8月21日 
「児童虐待防止と関係機関の役割について」 

 講師：金澤星稜大学教授 川並 利治 氏 

平成29年 9月15日 
「いじめ・不登校・虐待関係」 

講師：交野市教育センター 職員 斎藤 喜幸 氏 

平成29年10月27日 
「集団づくり①」 

 講師：帝塚山大学 心理学部 講師 関 智子 氏 

平成29年11月24日 
「集団づくり②」 

 講師：帝塚山大学 心理学部 講師 関 智子 氏 

  

⑨幼保小研修 

平成29年 7月 7日 

「幼稚園・保育所・認定こども園と小学校の連携～読書教育

でつなぐ子どもの成長～」 

 講師：関西国際大学非常勤講師 狩野 博美 氏 

 

⑩接遇研修 

平成29年 6月29日 
「社会人としてのコミュニケーション力向上研修」 

講師：交野市立第四中学校 長谷川 由佳 教諭 

 

⑪経験の浅い講師に対する研修 

平成29年 8月 7日 
「より良い授業づくりと児童・生徒との関わりについて」 

 講師：交野市教育委員会 指導主事 

 

⑫英語力向上専門研修講座 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ABC専門研修講座（アドベンチャー・カウンセリング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年 6月28日 

 

平成29年 8月 9日 

 

平成29年10月25日 

①「あいさつとコミュニケーション」 

 講師：ALT 

②「授業で使える英語表現」 

 講師：ALT 

③「シチュエーションから考える英語表現」 

 講師：ALT 

平成29年 6月27日 

 

平成29年 8月 7日 

 

平成29年12月12日 

 

平成30年 2月13日 

 

平成30年 2月27日 

①オリエンテーリング 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

②実践交流（１） 

講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

③授業見学（１） 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

④授業見学（２） 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

⑤実践交流（２）一年のふりかえり 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 



 

  

⑭道徳教育研修 

平成29年 8月 3日 

 

平成29年12月 1日 

 

平成30年 1月31日 

①「道徳の授業づくり（１）」 

  講師：花園大学文学部教授 中 善則 氏 

②「道徳の授業づくり（２）」 

  講師：花園大学文学部教授 中 善則 氏 

③「道徳の授業づくり（３）」 

  講師：四天王寺大学准教授 杉中 康平 氏 

 

⑮保健体育研修 

平成29年 5月30日 
「器械運動（組み体操の指導について）」 

 講師：元交野市小学校教員 辻本 佳史 氏 

 

⑯学力向上研修 

平成29年 8月21日 
「全国学力学習状況調査の対応について」 

 講師：甲南女子大学  教授  尾﨑 靖二 氏 

 

⑰消費者教育研修 

平成29年 8月 7日 
「消費者教育研修」 

 講師：交野市消費者センター 職員 

 

⑱事務職員研修 

平成29年 8月17日 
「小中一貫教育における学校事務について」 

 講師：交野市教育委員会 指導主事 

 

⑲外国語教育関係研修 

平成29年9月11日 

第6回GCP会議拡大研修会「小中学校におけるCAN-DOリスト

の作成と活用」 

講師：関西大学外国語学部教授 竹内 理 氏 

平成29年11月29日 
GC事業公開授業（旭小学校） 

講師：大阪府教育ｾﾝﾀｰ小中学校教育推進室 信田 清志 氏 

平成29年11月30日 英語授業改善ﾘｰﾀﾞｰ研修①（第三中学校 地村 直久教諭） 

平成29年 2月27日 英語授業改善ﾘｰﾀﾞｰ研修②（第一中学校 水口 洋子教諭） 

 

※先進校視察研修 

平成29年11月 1日 
先進校視察研修会①（小中一貫教育） 

とどろみの森学園（箕面市立止々呂美小・中学校） 

平成30年 1月25,26日 

先進校視察研修会②（小中一貫教育） 

第12回小中一貫教育全国サミットin京都（凌風学園・京都

御池中学校ブロック・九条中学校ブロック） 

   


