
 

 

 

 

    
教育センターでは、学校園の教職員の皆さんに研究員を委嘱し、スーパーヴァイザの先生のご指導のもとに、今
日的教育課題について研究を進めています。研究成果は、夏の教育研究大会や年度末に発行する研究紀要、教職
員研修会等で吹田市内に発信しています。今回は、５つある研究グループのうち、昨年度から引き続いて研究を
進めている２つのグループを紹介します。 
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情報教育・ＩＣＴ研究グループ   

【研究テーマ等】 『やってみよう！ＩＣＴを活用した授業』 

～もうここまで来ている情報教育～ 

                （１）情報モラル指導 

                （２）Web 会議システムの活用 

（３）ＩＣＴ機器の活用 

【研究員】吹一小   井上佐和子  吹田南小  西田まなみ  千里第三小  髙橋 美咲 

江坂大池小  横田 和也  山手小   南原 忠昭  山田第三小  熊野 厚博 

第一中    桂  弘子  片山中   中通 晴弘  南千里中    梶本 剛史 

豊津中    山田 寿樹   山田東中  西 慎一郎  高野台中   得能 通伸 

竹見台中  中川 一彦  古江台中  森脇 俊介 

【スーパーヴァイザ】 和歌山大学 教育学部附属教育実践総合センター 准教授 豊田 充崇先生  

           元吹田市立中学校教頭  山内 祐先生 

小学校英語研究グループ      

【研究テーマ等】 

 「担任が行う、小学校英語活動授業の研究  －コミュニケーション能力の素地を養う、楽しい英語活動－」 

・英語ノートを活用し、子どもたちが楽しみながら、積極的にコミュニケーションを図ろうとする授業について 

   研究しています。 

・Ａグループ：ＩＣＴの活用・教材づくり、Ｂグループ：授業の組立・活動例に分かれて研究を進めます。また、両グル

ーで、英語活動授業の評価についても研究します。 

【研究員】山田中   神崎由紀   第五中   石井佳代子  北山田小 村上悦子 吹田南小 大久保千穂

     岸二小   金崎栄一   高野台小 佐野彩子   藤白台小 木下佐知 桃山台小 植田京子 
     吹一小  山田敬司   南山田小 玉城明子   古江台小 大谷誠  吹三小  松岡由果 

津雲台小  土居春美 

【スーパーヴァイザ】   関西大学外国語学部 副学部長 竹内 理先生  

 

今年度は、情報モラル指導に

重点を置いて研究を進めてい

きます。 



　　　　　　夏季集中研修（講座番号８８～９０）
《連続講座》
第１回　 ①日時　７月２７日（水）　１４：００～１７：００
　　　　　 ②場所　教育センター　視聴覚室
            ③講師　吹田市ＡＥＴ
            ④内容　チャンツ・歌を中心に
第２回　 ①日時　７月２８日（木）　１４：００～１７：００
　　　　　  ②場所　教育センター　視聴覚室
             ③講師　吹田市ＡＥＴ
　　　　　  ④内容　ゲームを中心に
第３回　 ①日時　７月２９日（金）　１４：００～１７：００
　　　　　  ②場所　教育センター　視聴覚室
              ③講師　吹田市ＡＥＴ
　　　　　  ④内容　ストーリーを使って

※連続講座ですが、個別に受講しても構いません。

　基礎研修（講座番号８１）
　講演「小学校外国語活動の先進的な取組に学ぶ」
　　　講師　関西大学初等部　教諭　梅本　龍多先生
　
     ①日時　　９月１６日（金）　１５：４５～１７：００
　  ②場所　　教育センター　視聴覚室
河内長野市や関西大学初等部でご活躍されている梅本先生
から、いろいろな実践例を話していただきます。
（この研修は、小・中学校英語担当者会を兼ねます。）

理科実験観察（講座番号９５）　　場所：教育センター実験室

《授業づくり研修講座》
　

初級者対象の研修です。
授業にすぐに役に立つアクティビティの数々を吹田市のＡＥ
Ｔの先生達がいっしょに活動しながら教えてくれます。
「今さら基本的なことなんて聞けない・・・。」と思っている先生
や今年初めて５，６年の担任になって外国語活動に取り組ん
でいる先生、授業のバリエーションをもっと増やしたいと思っ
ている先生！みんなで一緒に楽しく学びましょう。

　　　　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！

２学期からの授
業に生かせる
研修です！

ステップアップ研修Ⅰ・Ⅱ合同開催

　授業づくり研修会　８月８日（月）(13:30～17:00)

「国語」「社会」「算数」「理科」「外国語活動」
「道徳」
教材研究・模擬授業など、気になる教科領域の授業づくりについて少
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２５日（月）(13:30～17:00)

①通常学級に在籍する特別支援を要する
　　　　　　　　　　　　　　子どもへの支援
　講師　吹田市立教育センター　指導主事　小林　大介
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考えます。クラスの
あの子の理解のために！

②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・Ⅱ合同開催

指導案づくり　検討会 ８月１１日（木）(14:00～17:00)

①　指導案づくりのポイント
講師　吹田市立教育センター　参事　鷲尾　千恵
②　グループ指導案検討会
　指導案を実際にグループでつくりながら学びましょう。

　もう研究授業はこわくない！

ステップアップ研修Ⅱ　８月９日（火）(15:00～17:00)

　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　  佐竹台小学校　　教諭　　深山　純子
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８日（月）(9:30～11:30)

　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教育研究室
         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！

２学期から使える題材
を集めています。
理科に悩んでいる方は
是非参加してください！

第１回(講座番号９５－①)
①日時：８月３日（水）10:00～16:00（予定）
②内容：【小学校３・４年】
　　２・３学期に教科書で取り扱う実験・観察
                                                   （実習）

③講師：吹田市立豊津第一小学校
　　　　　　　教諭　鬼頭　孝雄
　　　　　吹田市立千里丘中学校
　　　　　　　教諭　小栗栖　隆

第２回(講座番号９５－②)
①日時：８月５日（金）10:00～16:00（予定）
②内容：【小学校５・６年】
　　２・３学期に教科書で取り扱う実験・観察
                                                  （実習）

③講師：吹田市立高野台小学校
　　　　　　　指導教諭　福島　太三
　　　　　吹田市立東山田小学校
　　　　　　　教諭　西岡　孝
　　　　　吹田市立竹見台中学校
　　　　　　　教諭　三浦　幸紀

第３回(講座番号９５－③)
①日時：８月９日（火）13:30～16:30（予定）
②内容：【中学校】
　　授業で役立つ実験・観察（実習）

③講師：吹田市立第二中学校
　　　　　　　教諭　須藤　渉
　　　　　吹田市立山田中学校
　　　　　　　教諭　中野　辰晃
　　　　　吹田市立千里丘中学校
　　　　　　　教諭　小栗栖　隆



 
 
 

新教育課程①（講座番号６４） 
「学習評価を生かした授業改善②」 

 ①日時：8 月 5 日（金）14:00～17:00 
 ②場所：教育センター 視聴覚室 
 ③講師：大阪教育大学准教授 馬野範雄先生 
 
６月の研修に続いて連続研修の２回目です。新教育
課程での評価について、具体的な授業場面を通して
学びます。また学習指導案への評価規準の示し方や
見取り方についても模擬授業を通して研修します。

キャリア教育（講座番号７１） 
子どもたちの意志決定力を育てる （プロから学ぶ） 

「自分で考え自分で決定する子どもを育てるために」－

『お金』を教材とした模擬授業を通して学ぶ－ 

①日時：７月２６日（火）14:00～16:30 

②場所：教育センター 視聴覚室 

③講師：（株）野村グループ社員 キャリアリンク社員 
 
今の子どもたちに求められる「自分で考える力」「自分で
決定する力」をつけるためには、どのような授業を行え
ばよいのでしょうか。「現代社会において子どもに必要
な力」を考え、「投資」を教材とした模擬授業形式で意
志決定のプロセスを体験を通して研修します。 
※指導資料・ワークシート・参考資料・教材ＤＶＤ付 

※教材は、道徳・特別活動・中学校公民の授業で活用す

ることができます。 

理数教育「エネルギーマネジメント」（講座番号 ７３） 
プロから学ぶエネルギー学習  

 「エネマネプランナーになろう」 

   ―エネルギーを“活かす”ためのしくみを探る－

① 日時 8 月１日（月）14:00～17:00 

② 場所 教育センター 研修室 

③ 講師 （株）パナソニック・三洋電機派遣講師 
 
「光電池」「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」について学び、
エネマネプランナーとして「エネマネプラン」を考えるとい
う実際の授業プログラムを体験授業を通して学びます。 
授業ですぐに使える教材・教師用指導書付きです。 

大震災後、改めて注目されているエネルギー問題・・
今改めて、一緒に考えてみませんか？ 

国語力向上研修（講座番号６８） 

「これからの子どもたちに必要な言葉の力」―思考力・表現力を高めるための言語技術― 
①日時：９月１２日（月）15:30～17:00    ②場所：夢つながり未来館 多目的ホール（６階） 
③講師：つくば言語技術教育研究所 所長 三森 ゆりかさん  

・なぜ、日本の子どもたちは、自分の意見を言えないのでしょうか？ 
・「説明力」や「分析力」、新教育課程で重点化された「表現力・思考力」を高めるためには？ 

ドイツやフランスなどの外国の言語教育と日本の言語教育の違いから、今、日本の子どもたちに必要な言語技術
教育について、文部科学省等の数々の委員を歴任され、新学習指導要領での「言語力の充実」の方向性について
も多大な貢献を果たされた三森先生の講演です。 

人権教育研修（講座番号６９）  
「太鼓でつながる心 

－人と人とのつながりの大切さ－」 
① 日時 8 月４日（木）14:30～17:00 

② 場所 夢つながり未来館多目的ホール（６階） 

③ 講師 太鼓集団「魁」梅本正直さん  

中井和真さん 

太鼓を通じて「人権・平和」を訴えることを目的として活動

されている太鼓集団「魁」。実際の太鼓の演奏とお話を聞か

せていただきます。 

教育相談①（講座番号 66） 
「箱庭から見える子どもの行動や症状の裏側」
①日時：８月 8日（月）10：00～12:00 

②場所：教育センター 視聴覚室 

③講師：教育センター相談員 竹内 道子 

  
箱庭療法は、砂箱におもちゃ等のアイテムを置いて、心
の状態を表現するのに有効な心理療法の一つです。カウ
ンセラーとしての経験の中で出会った子どもたちの、外
に表れる現象の裏側について、箱庭を通して考えていき
ます。 

校内授業研究リーダ養成研修②（講座番号７０②） 
「学校が元気になるための校内授業研究を進める②」 

 ①日時：8 月１９日（金）14:00～17:00 
 ②場所：教育センター 視聴覚室 
 ③講師：教育センター 参事 鷲尾千恵 
６月の研修に続いて連続研修の２回目です。 
今回は、実際の授業研究の体験と各学校の実践交流を中心
に進めます。  

教育相談②（講座番号 67） 
「デートＤＶ・いじめ・虐待への気づき 

ー学校の教職員のすべきことー」 

①日時：８月 8日（月）13：30～15:30 

②場所：市民会館 大集会室 

③講師：湘南 DV サポートセンター瀧田信之さん 

・デートＤＶ・いじめ・虐待等の早期発見方法・未然防止

のための教育・被害に気づいたときの対応等、多数の事例
に対応され、各学校でのいじめ防止プログラムの作成など
に関わられている講師より話を聞きます。 
※教育相談研修①②は、８／8（月）午前・午後続けて受講
することができます。（申込は個別にお願いします） 

たくさんの方々の参加お待ちしています！ 



講座名 番号 研修テーマ・講師名・概要等 会　場 日　時 対　象

ラ
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っ
た
研
修

ステップアップ
研修ⅠⅡ 46

ステップアップ研修選択研修
「難聴学級センター校に学ぶ」
　　　　①吹田第二小学校　難聴学級授業参観
　　　　②報告会(吹田第二小・第六中・桃山台小)
※　この研修は小中難聴学級合同研修会及び公開授業を兼ねています。

吹田第二小学校
７月５日(火)
14:35～17:00

教職２・３年目
教職員

教
科
・

領
域
研
修

小学校英語活動研修 83

授業研修（第1回）
「中学校公開授業・研究会」
　授業者　吹田市立第五中学校　教諭　石井　佳代子
　※小・中学校英語担当者会を兼ねています。

第五中学校
１学年教室

７月５日（火）
14:35～

小学校教職員
中学校英語科教

員

課
題
別
研
修

健康教育
72

 「生活習慣病（脳卒中）予防・対応について学ぶ」
　　　－モデル授業見学を通して学ぶ－
　　国立循環器病センター医師　天野達雄先生・宮下史生先生
※国立循環器病センター医師による第二中学校３年生へのモデル授業を通
して学びます。循環器病センター医師の開発された教材資料等付き。

第二中学校
コンピュータ教室

7月1日（金）
14:30～

教職員

※　各講座の詳細は、各学校ごとに送付します実施要項をご覧下さい。

７ 月 (1 学 期 中 ） の 教 職 員 研 修 予 定

講座番号（２１５）
特別支援教育コーディネーター（アドバンス②）研修

「ケースの見立てについて」
　

①日　時：７月28日（木）13:30～15:00
②場　所：勤労者会館　大研修室①（2Ｆ）
           　※奥の舞台があるほうです。
③講　師：大阪府立吹田支援学校　　藤城 光好 指導教諭

　発達課題に対する支援方法を考えていく時、表面に現
れている子どもの姿だけで判断するのでは、的確な支
援方法がとれません。実際に非常に難しいのが「ケー
スを見立てる」ことです。研修では子どもをあらゆる
面から的確にとらえ、支援の方法につなげていく「見
立ての力」をつけるためにはどうしたらよいかを学び
ます。

〔申し込みについて〕　特別支援教育コーディネー
ター研修アドバンスコースに登録済の方は申し込み不
要です。登録をしていない方は校務なびの研修申し込
みシステムでお申し込みください。コーディネーター
以外の方も受講可能です 講座番号（２１７）

特別支援教育コーディネーター（共通②）研修
　　　　　　※事例研（学習領域）の1回目を兼ねます

「読み書きの指導について」

①日　時：８月４日（木）　1５：00～1７：00
②場　所：吹田市立教育センター　研修室（２階）
③講　師：大阪医科大学ＬＤセンター
               言語聴覚士　西岡 有香先生

　「言葉の音と意味が結びつかない」「本を読むときに
飛ばして読む」「拗音や促音が書けない」「ｂとｄが区別
できない」など読み書きに困難さをもつ児童・生徒はた
くさんいます。このような読み書き障がいをもつ児童・
生徒に対してどんな指導をしていったらよいかを学び
ます。講師は事例研修（学習領域）を担当いただく大
阪医科大学ＬＤセンターの西岡 有香先生です。

〔申し込みについて〕　特別支援教育コーディネータは
申し込み不要です。コーディネーター以外の方は校務
なびの研修申し込みシステムでお申し込みください。

　

講座番号（２１６）
特別支援教育コーディネーター（ベーシック③）研修

「授業ルールについて」

　 ①日　時：８月４日（木）　1３：00～1４：４0
　②場　所：吹田市立教育センター　研修室（２階）
　③講　師：青山台小学校 指導教諭　川向　博子

　障がいがある・ないではなく個のニーズに応える新し
い教育内容の創造が求められています。どの子も安
心して過ごせるために、どんなルールが必要で、どん
なそれを学級で活かしていくためにはどんな手立てが
有効なのでしょうかを学んでいきます。
〔申し込みについて〕　特別支援教育コーディ
ネーター研修ベーシックコースに登録済の方は申
し込み不要です。登録をしていない方は校務なび
の研修申し込みシステムでお申
し込みください。コーディネー
ター以外の方も受講可能です。

講座番号（２１８）
特別支援教育コーディネーター（共通③）研修

「個別の指導計画・個別の教育支援計画の立て方」
　　　　　　　　　　　　　　（ワークショップ）
  ①日　時：８月１０日（水）　10：00～15：30
　②場　所：吹田市立教育センター　研修室（２階）
　③講　師：巡回コーディネーター等
　
　個別の指導計画とは、児童・生徒の実態把握に基づき、一
人ひとりに応じた指導内容・支援方法等が行われるようにす
るための計画のことです。また、個別の教育支援計画とは個
別の指導計画より長期的な視点で一貫した教育的支援を行
うことを目的に作成するものです。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・個別の教育支援計画」の立て方をワークショップを通
して学んでいきます。

〔申し込みについて〕　特別支援教育コーディネータの方は
申し込み不要です。コーディネーター以外の方は校務なび
の研修申し込みシステムでお申し込みください。

研修時間等は年度当初に
案内したものから変更し
ているものもあります。
下記の日程をよくご確認
の上、ご参加ください。

同じ日に連続して
実施します。コー
ディネータ以外の
方もぜひ受講くだ
さい！

　７月のさつきらるーむは、７月５日（火）７日（木）です。
　

　　　　　　　　申し込みは、教育センターまで（メールまたは研修申込にて）

　※さつきらるーむとは、初任者等経験年
数の少ない教職員の学級づくりや授業づく
り等についての悩みを相談できる場です。


