
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

   

今回は食育についてです。食育は、心身の成長や人格の形成に影響を及ぼし生涯にわたって健全な心と身体を

培い豊かな人間性をはぐくむ基礎となるものであること。また、栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病

の増加に加え、新たな「食」の安全の問題が生じており、食生活の改善の面からも「食」の安全の確保の面から

も、食に関する指導の充実が求められています。 

指導にあたっては、 

◇指導に関すること…食事の重要性、望ましい栄養や食事の摂り方、食品の品質・安全性を判断できる能力、食

物を大事にする生産者へ感謝する心を育てる 

◇指導の重点として…食育を明確に位置づけ、給食の時間や家庭科等の時間においても、発達の段階を踏まえつ

つ各学年を通した一貫した取組を推進することが大切 

 

－8/25に、小中一貫教育の中で食育を進め、独自の食育ノート(CD-ROM版)も作成している、愛知県の学校の9年間

を通した教材や実践事例の紹介をしていただく研修を実施します。多数の参加をお待ちしています！！－ 
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　　　　　　夏季集中研修（講座番号９２～９４）
《連続講座》
第１回　 ①日時　７月２９日（木）　１４：００～１７：１５
　　　　　 ②場所　教育センター　実技研修室
            ③講師　アルティアセントラル　吹田市英語講師
            ④内容　チャンツ・歌を中心に

第２回　 ①日時　７月３０日（金）　１４：００～１７：１５
　　　　　  ②場所　教育センター　視聴覚室
             ③講師　アルティアセントラル　吹田市英語講師
　　　　　  ④内容　ゲームを中心に
　
第３回　 ①日時　８月２日（月）　１４：００～１７：１５
　　　　　  ②場所　教育センター　視聴覚室
              ③講師　アルティアセントラル　吹田市英語講師
　　　　　  ④内容　英語劇等を中心に
授業ですぐに役立つアクティビティの数々を楽しく学びます！
※連続講座ですが、個別に受講しても構いません。

　
　　　　　　　　　　指導力アップ研修①
　　　　　マイクロティーチング研修（講座番号９１）

        ①日時　　８月２０日（金）　１４：００～１７：１５
　  ②場所　　教育センター　視聴覚室
　  ③講師　　（株）キャリアリンク　　三戸　康世さん
　  ④内容　　・英語ノートのアクティビティ
　　　　　　　　 ・外国語活動の理論解説
　　　　　　　　 ・実践ワークショップ
　　　　　　　　 ・グループワーク
　
　実際に様々な活動を楽しく体験するとともに、英語活動の理
論も学びます。研修のまとめとして、小グループでアクティビティ
プランを発表・実践します。英語活動の授業に直結した、実践
的な研修です！！

小学校理科実験観察（講座番号９９）
《連続講座》
　第１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　第２回
　①日　時：　８月６日（金）9:30～11:30　　　　　　　         　　①日　時：　８月９日（月）9:30～11:30
　②場　所：　片山小学校　理科室　　　　　　 　　　　              ②場　所：　吹田市立教育センター　実験室
　③講　師：　吹田市立片山中学校 教諭　　　　　　　　　        ③講　師：　吹田市立片山中学校 教諭
　　　　　　　　　　　　高畠　耕一郎 　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　 高畠　耕一郎
　　　　　　　   吹田市立千里丘中学校 教諭　　　　　　　　　　　　　　　    吹田市立千里丘中学校 教諭
　　　　　　　　　　    小栗栖　隆        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    小栗栖　隆
　　　　　　　   吹田市立竹見台中学校 教諭　　　　　　　　　　　　　　　 　  吹田市立竹見台中学校 教諭
　　　　　　　　　　　 三浦　幸紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  三浦　幸紀
　④内　容：　実験・観察器具の取り扱い　　 　　　　        　  ④内　容：　教科書で取り扱う実験・観察（実習２）
　　　　　　　　 教科書で取り扱う実験・観察（実習１）
　　　※連続講座ですが、個別に受講しても構いません。

　　　　ステップアップ研修では…。
◆　学び合い・高め合い・語り合いを大切にします！
◆　同期のネットワークを広げます！
◆　実践力を高めます！

申し込みが
まだの人は
急いで！！

ステップアップ研修Ⅰ・Ⅱ合同開催

　授業づくり（選択）研修会　７月26日（月）(13:30～17:15)

「図工」「音楽」「道徳」「算数」「理科」「国語」

教材研究・実技研修・模擬授業など、気になる教科領域の気になると
ころが少人数で学べます。講師は指導教諭中心に６講座を用意してい
ます！！２学期からの授業につながる研修です！

ステップアップ研修Ⅰ　７月28日（水）(14:00～17:15)

　子どもと子どもがつながるワークショップ
　　　　講師　岸部第一小学校　教諭　沖本　和子
子どもといっしょにできる「子どもたちの人間関係を豊かにするための様々
なワーク」を皆さんと一緒に体験しながら学びます！

ステップアップ研修Ⅰ

①実践交流②特別支援教育研修 ８月９日（月）(13:30～17:15)

　①１学期の実践を仲間と交流しよう！
授業づくりや集団づくりについて考えていることを同期の仲間と共有
しませんか。仲間の実践を知ることができるのも魅力です！

 ②特別支援を要する子どもへの情報収集と指導
　講師　千里たけみ小学校　指導教諭　森田　安徳
特別支援を要する子どもへの理解と支援の方法について、グループワークを

しながら考えていきます。クラスのあの子の理解のために！

ステップアップ研修Ⅱ　８月２日（月）(14:00～17:15)

　支援学級在籍(通級学級も含む)の子どもへの
　　　　　　　　　　　　　　　理解と指導の実際
　　　－担任としてのかかわり方の実際を学ぶ－
　　　　　講師　  青山台小学校　指導教諭　川向　博子
　　　　　　 佐竹台小学校　　教諭　　深山　純子

支援学級在籍の子どもを担任としてどう支援したらいいの？みんながクラス
で楽しく生き生きと過ごすために、学級担任としてできることを、具体の事
例をもとに学んでいきます。

ステップアップ研修Ⅱ　８月１９日（木）(14:00～17:15)

　人権教育　大阪人権教育ABC part3 を通して
　講師 大阪府教育センター人権研究室室長　溝口　千鶴
具体的な教材を使ったワークショップを通して、クラスの人間関係づくりにつ
いて学びます。子どもが生き生きする学級づくりをめざして！



新教育課程③（講座番号６５）

「新教育課程がめざす道徳教育
　　－道徳的実践力を高めるために－」

　①日　時：７月２９日（木）14：00～15:30
　②場　所：教育センター　視聴覚室
　③講　師：大阪教育大学教育学部教授
　　　　　　　　　　　　　藤永　芳純先生
　
　※「道徳の教材どうしたらいいの？」
　  「道徳と国語の読み取り、
        道徳・特別活動・総合の違いは？」
　  「学校全体で推進していくためには？」
　基本的なことも含めて、これからの道徳教育の
目指すもの・実践方法について学びます。

国語力向上　　（講座番号６８）

「読解力を軸とした各教科における授業改善
　ー小中一貫教育先進校の実践から学ぶー」
　①日　時：８月６日（金）14:00～16:00
　②場　所：教育センター　視聴覚室
　③講　師：京都市立御所南小学校校長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　知史先生
　※小中一貫コミュニティスクールとしても研究を進められ
ている御所南小学校。今回は、「読解力」を軸とした具体の
各教科での授業実践に焦点をあてたお話をいただきます。

「キャリア教育」（講座番号74）
「掃除を通して生きる力を育む」
　-子どもたちの力を伸ばす学校掃除セミナー
　
　①日　時：８月１０日（火）　14:00～17:15
　②場　所：教育センター　研修室
　③講　師：（株）ダスキン暮らしの快適化生活研究所ス
タッフ
　

　※日頃何気なく過ごしている掃除の時間ですが、
　掃除教育の観点から見直してみませんか？
　段取り力や工夫する力など掃除教育の指導の中に、
生きる力につながるヒントがたくさんあります。
　※総合的な学習の時間等で、学校で実践できる
　カリキュラムを学びます。

新教育課程②　食育（講座番号６４）

「小中一貫教育の中で、
　　　　心と体を育む食育を進める」
　　　　―寺津小・中学校の実践から学ぶー
　
　①日　時：８月２５日（水）14:00～16:00
　②場　所：教育センター　視聴覚室
　③講　師：愛知県西尾市立寺津中学校
　　　　　　　　栄養教諭　　山本　勝彦先生
　　※小学校も中学校も学校全体で食育を推進していくこと
　　が求められています。栄養教諭・学校栄養職員・家庭
　　科の教員だけでなく、教職員みなさんに是非聞いて頂
　　きたい研修です。
　※寺津小学校は、平成１１年から食育に取り組まれ、平成
　　１６年からは寺津中学校と一緒に文部科学省の研究開
　　発校として小中一貫教育の中で食育を進めてこられ、
　　昨年１１月には食育ノート（ＣＤーROM版）を作成さ
　　れました。　小学校から中学校までの９年間を通した
　　食育の教材・実践事例の紹介をして頂きます。

国際理解教育　（講座番号７２）
「社会が創ることば・社会を変えることば
　　　－女ことばの歴史から見えるものー」
　

　①日　時：７月３０日　（金）14:00～16:00
　②場　所：大阪学院大学１７号館　　レセプションルーム
　③講　師：大阪学院大学教授国際学部教授
　　　　　　　　　　　　　神田　靖子先生
　※今年で5年目となる大阪学院大学との連携講座。
　　今、消えて行きつつある「女ことば」…
　　男女の性差が小さくなってきている今、改めて「ことば」
の歴史の視点から「女らしさ」「男らしさ」の表現について考え
ます。日本語学のご専門の神田先生からことばに象徴される
その時代の「社会の考え方」についてお話を聞きます。
　講義の後は、大学の先生方や学生さんたちと一緒にディス
カッションをしながら深めていきます。

新教育課程①（講座番号６３）

　「各教科を貫く「言語力」を高めるー小中一貫教育を軸にした授業改善ー」
　①日　時：　９月６日（月）15:30～17:15　　　　　　②場　所：　吹田市立教育センター　視聴覚室
　③講　師：　京都女子大学発達教育学部教授　　井上　一郎先生　（前文部科学省教科調査官）

　※「言語活動の充実」を進めるために「各教科の授業をどのように改善すればよいかについて、新
　学習指導要領作成の中心を担われた井上一郎先生より小中一貫教育の観点を踏まえてお話をお聞き
　します。

今年度も、新教育課程に向けて夏季休業中の研修の充実をはかります。たくさんの方々の参加をお待ちしております。
詳細は、学校園に送付します実施要項をご確認の上、教育センターまで校務ナビ研修システムにより申し込んでください。

教育相談研修（講座番号６６）子ども理解
　「先生、受け止めて！私のメッセージ 」
　　－気になる子・普通（？）の良い子ー
　
　①日　時：　８月２日（月）　14:00～17:15
　②場　所：　吹田市立教育センター　実技研修室
　③講　師：　吹田市立教育センター教育相談員
　　　　　　　　　竹内　道子

　※子どものサインは、直接気になる行動として表
れるとは限りません。「普通の良い子」であるとし
て普段見過ごされがちな子どもにも、後に問題行動
や不登校等につながる芽がある場合が少なくありま
せん。
　子どもの見方・とらえ方を事例を通して学び、そ
の支援方法を考えていきたいと思います。

人権教育（講座番号６９）
　「共に働き、共に生きる」
　　　　～小さな町の牧童たち～
　
　①日　時：　８月４日（水）13:30～15:00
　②場　所：　吹田市立教育センター　研修室
　③講　師：　植村牧場主　黒瀬　礼子さん

　※　黒瀬さんは、奈良にある植村牧場のオーナーで
す。植村牧場では、15名の知的障害の青年たちがス
タッフとして働いておられます。そのひたむきでひょ
うきんな様子が、『小さな町の牧童たち』というド
キュメンタリー映画になりました。

校内授業研究リーダー養成研修②（講座番号７３）

　「学校力を高めるための
　　　　校内授業研究を考える」
　　　－模擬校内授業研究体験を通して学ぶー
　①日　時：８月５日（木）14:00～17:15
　②場　所：吹田市立教育センター　視聴覚室
　③講　師：関西大学文学部教授　山住　勝広先生
　　　　　　  吹田市立教育センター参事　鷲尾 千恵

　※　3回連続講座の2回目です。
　授業ビデオを視聴し、ビデオを効果的に活用した、
　ワークショップ形式の授業研究会の体験を通して
　学びます。

応急手当（講座番号６１①）

　「AEDを活用した応急手当」
　　　　　　　　（普通救命講習Ⅱ）
　
　①日　時：　７月２８日（水）13:30～17:15
　②場　所：　吹田南消防署　４階講堂
　③講　師：　吹田南消防署救急隊員

　※「普通救命講習Ⅱ」とは、AEDを設置してい
　　る施設に勤務しているなどAEDを一定の頻
　　度で使用する可能性のある場合の人に対する
　　講習です。各学校からの積極的参加をお願い
　　します。
　※受講者には、研修修了後、普通救命講習Ⅱの
修了証が発行されます。

新教育課程に向けての
　　　　　　研修の充実をはかります！

人権教育（講座番号７０）
　「偏見について考える」
　　　　～ワークショップを通して～
　①日　時：　８月４日（水）15:15～17:15
　②場　所：　吹田市立教育センター　研修室
　③講　師：　大阪府教育センター人権教育研究室
　　　　　　　　　　指導主事　古谷　秋雄

　※　「人権教育のための資料９」の中の資料を
　　　活用し、ワークショップ形式で学びます。

学力向上（講座番号７１）

　「大阪府の学力向上施策」
　
　①日　時：　８月１７日（火）15:00～17:15
　②場　所：　吹田市立教育センター　研修室
　③講　師：　大阪府教育センター学力向上推進室
　　　　　　　　　　主任指導主事　坂本　俊哉

　※  全国学力・学習状況調査等からみられる、学
力に関わる大阪府の課題は何なのか。そして、大阪
府が進める学力向上施策はどのようなものなのか。
大阪府のめざす教育の”今”を学びます。
　
　★学校パワーアップ研修と兼ねています。

学校事務職員研修（講座番号１０５）
「タイムマネジメントによりスキルアップ！！」

①日　時：８月２３日（月）９：３０～１１：３０
②場　所：吹田市立教育センター視聴覚室
③講　師：（株）キャリアリンク代表
　　　　　　　　　　　　　若江　眞紀さん

※今、企業や行政研修で注目されているタイムマ
ネジメント研修。業務の効率化を図るためのタイ
ムマネジメントの考え方や工夫をワークショップ形
式で学びます。
時間の使い方、日々の仕事を見つめなおすきっか
けとなることでしょう。
その結果、生み出された時間を効果的に活用し、
学校経営に参画する可能性を拡げることができる
のではないでしょうか。

学校図書館担当者研修（講座番号１０４）
「聞こう！知ろう！吹田や大阪のお話」

①日　時：９月３日（金）１５：４５～１７：１５
②場　所：吹田市立中央図書館第２集会室
③講　師：吹田市立千里山佐井寺図書館
　　　　　　　　司書　真木　美佐緒さん

※みなさん、吹田市の郷土に伝わる民話ってご
存知でしょうか？郷土の話はその土地とむすび
ついています。地図で場所を確かめながら、お話
を紹介していただきます。新教育課程で重要視さ
れた国語科の民話の学習や社会科3年生の「くら
しのうつりかわり」の学習とも関連付けて取り組む
ことができます。
　また、ブックトークの実演も通して紹介いただき
ます。

講座番号（２２１）　事例研修

「行動領域について」
　
①日　時：７月29日（木）14:00～16:00
②場　所：勤労者会館　大集会室②（2Ｆ）
③講　師：兵庫教育大学准教授
　　　　　　　井澤　信三先生

　事例研修とは、校園における実際の例に基づいて、
支援を必要とする児童・生徒にどんな支援のあり方が
出来るかを研究協議するものです。暴力や暴言・きれ
やすい・多動・友人とのトラブルでお困りの先生、一
緒に考えていきましょう。今回は行動領域の事例研修
を担当していただく井澤信三先生にガイダンスをして
いただきます。

講座番号（２１３）

「行動面のアセスメントと指導
　　　　自己評価低下への対応」

①日　時：8月２日（月）　10：00～12：00
②場　所：教育センター　視聴覚室
③講　師：吹田支援学校　指導教諭　藤城　光好先生

　行動面で発達に起因する課題がある児童・生徒を理
解し、必要な支援の検討や本人の自己評価が下がるこ
とへの対応を考えていきます。「支援学校による地域
支援体制」で吹田市を担当する吹田支援学校の藤城光
好先生を講師に迎えて学んでいきます。

講座番号（２１４）

「ケースの全体的理解
　　　　　　　と課題判断」

　 ①日　時：8月3日（火）　10：00～12：00
　②場　所：教育センター研修室
　③講　師：千里たけみ小指導教諭
　　　　　　　　森田　安徳

　支援に向けてどのような情報を収集し、課題を
判断して支援方法を生み出していけばよいのかを
考えていきます。

講座番号（２１５）

「個別の指導計画の書き方」
　　　（ワークショップ）
　 ①日　時：8月9日（月）　10：00～15：00
　②場　所：教育センター　研修室
　③講　師：吹田市内指導教諭等
　
　個別の指導計画とは、児童生徒の実態把握に
基づき、一人ひとりの実態に応じた指導内容・
方法等が行われるようにするための計画のこと
です。これからの特別支援教育を進めていく上
で大変重要なキーワードになる「個別の指導計
画」についてワークショップを通して実際に書
き方を学んでいきます。

★２１３・２１４・２１５は、特別支援教育コーディネータ
の方は必ず出席してください。（コーディネータ以外の
教職員も参加できます。）
★２２１は一般教職員研修です。
★校務なびの研修申し込みシステムにてお申し込み下
さい。（特別支援コーディネータも申し込みをお願いしま
す。）


