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繋ぐ→支える→発信・リードする教育センター 

理科はやっぱり観察・実験！「夏季実験観察研修」 

理数教育の充実が叫ばれる昨今ですが、「理科はやっぱり観察・実験！」ということで、今年度も夏季休

業中の2日間に「理科実験観察研修」を実施します。今年度は「吹田のでんじろう先生たちがお送りする

マニアックなコテコテ大実験」をテーマに、実験の楽しさを追求したおもしろ実験をたくさん紹介してい

きます。各実験は小学校の単元に位置づいており、授業の中で十分に活用できるものばかりですのでどし

どしご参加ください。実験タイトルの一部をご紹介します… 
 

実 験 タ イト ル 内 容 

アイスクリーム作り ころころペットボトルを転がし続けると、あーら不思議アイスクリームができちゃう。（4年） 
見える蒸散実験  植物の蒸散って実験で見ることができるんですよ！（6年） 
酸性雨を降らそう 通常の雨と酸性雨を水槽で降らせてみましょう。（6年） 
空気を実感しよう 空気ってあるのはわかるけれど実感できるものなの？（4年） 

地球温暖化実験  二酸化炭素による温暖化の影響を確認する実験。（6年） 

燃 え て ふわ っ 何の変哲もない紅茶のパックを燃やすとあら不思議…パックが○○していく（4・6年） 
磁石を飲み込むｽﾗｲﾑづくり 昔懐かしぐにゃぐにゃスライム。なんとこのたび意思を持って磁石を飲み込む新種スライムが！（3年） 

その他にも楽しい実験をいっぱい用意してお待ちしています… 
 
日時 8月18日（月）  〔研修№112〕理科実験観察研修①  9：30-12：30 

〔研修№113〕理科実験観察研修② 14：00-17：00 

19日（火） 〔研修№114〕理科実験観察研修③  9：30-12：30 

〔研修№115〕理科実験観察研修④ 14：00-17：00 

内容は各回違います。連続受講できますが、研修申込システムでそれぞれ個別に申し込みください。 

場所 教育センター 

実験室（地下） 

 

 ７月１日（火）より、発達相談員（作業療法士）として平井章子相談員が勤務しています。巡回相談等でお

世話になります。よろしくお願いします。 

発達理解研究グループ   

【スーパーバイザー】 

星槎大学大学院 伊藤一美 准教授 

【研究テーマ等】  

今年度は、小学校１年生段階での「読み」「書き」「計

算」におけるつまずきを分析し、そのつまずきに応じた

支援教材の作成を行っていく予定です。 

【研究員】                

吹田第三小 楫野良子 教 諭   

東佐井寺小 中 尾 結 教 諭   

江坂大池小 横井康子 教 諭 

片 山 小 有森清美 指導教諭   

藤白台小 長船伸子 教 諭   

青山台小 川向博子 指導教諭 

千里たけみ小 河瀬はるか 教 諭 

ＩＣＴ活用研究グループ   

【研究テーマ等】  

・今年度導入予定のタブレットを活用した授業事例

の研究と普及 

・既存の機器の授業活用を推進 

・情報教育における小・中一貫のカリキュラム検討 

【研究員】 

南千里中 守時 得裕  教 諭     

第 一 中 藤田 勝如  教 諭    

古江台小 大谷  誠  教 諭 

第 五 中  東條さおり   教 諭    

第 三 中 福永 千恵  教 諭    

江坂大池小 髙橋 美咲  教 諭 

豊津第二小 渡部 貴之  教 諭     

吹田南小 松本 直史  教 諭 
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 夏季休業中も多くの研修が行われますが、そのなかでも特にお知らせしたい研修を Pick Up しまし

た。参考にしていただき、是非奮ってご参加ください。 

 

〔研修番号〕 №８３

〔日 時〕 ８月１日（金）１５:３０～１７:００ 

〔場 所〕 教育センター 視聴覚室(２階) 

〔研 修 名〕 『国際社会が求めるこれからの人材と教育』 

〔講 師〕 (株)エフエム京都  

代表取締役社長 吉田 進 さん 

〔 〕 

講師の(株)エフエム京都の吉田社長は、オムロンマーケテ

ィング㈱代表取締役社長を経て、平成 17年に現エフエム京都

ラジオ代表取締役に就任しました。長年、企業の重責を担っ

てこられた吉田社長から、企業の目から見たグローバル社会

の現状と、吉田社長が考えるこれからの日本人のあるべき姿

や教育などについてお話いただきます。企業の立場からのお

話を聞く機会はなかなかないと思います。グローバル教育の

出口になにがあるのか、少し視野を広げて今後の英語教育に

ついて考えてみましょう。 

〔研修番号〕 №８６  

〔日   時〕 ８月６日（火）１５:３０～１７:００ 

〔場  所〕教育センター 視聴覚室(２階) 

〔研 修 名〕『部活動と体罰について』 

〔講 師〕摂津市教育センター 部活動相談員 田中 彰博 先生 

〔 〕 

社会問題としてメディアで取り上げられることも多い部活動で

の体罰問題。子どものためといいながら、意識せずにしている指

導が子どもを傷つけていることがあります。田中先生は摂津の教

員として長年サッカーの指導に携わり、教え子にはサッカー日本

代表の本田圭佑選手もいます。「日本サッカー協会・日本体育協会

公認Ａ級コーチ」のライセンスを持っている田中先生と、コーチ

ングの理論から部活動の指導をとらえ、部活動の意義や役割、「教

育としての部活動」のあり方を学んでみませんか。課外活動の指

導をすることのある小学校の先生にもおすすめします。 

 

〔研修番号〕№２００ 

〔日 時〕８月２１日（木）１０：００～１２：００ 

〔場 所〕大和大学 １０２教室 

〔研 修 名〕『（仮）発達障がいの子どもへの教育的支援』 

〔講 師〕大阪府立大学 

准教授 里見 恵子 先生 

〔 〕 
 講師の里見恵子先生は、言語聴覚士として障がい児教育と療育の現場で

働かれ、そこで実践研究を積んでこられました。現在は大阪府立大学准教

授、日本インリアル研究会事務局長、日本ＬＤ学会常任理事などを務めら

れながら、障がいのある子どもの言語とコミュニケーションを支援するイ

ンリアル・アプローチに基づき、実際の支援と実践研究を行っておられま

す。 

 今回の研修では、インクルーシブ教育や合理的配慮、ユニバーサルデザ

インの観点も踏まえながら、発達障がいの特性とそれに応じた教育的支援

についてお話いただきます。また、専門分野でもある言語とコミュニケー

ションにおける支援についても触れていただく予定ですので、２学期から

の指導、支援に活かすためにも是非ご参加ください。 

〔研修番号〕 №１３１（教育相談担当者会を兼ねる） 

〔日 時〕 ８月２０日（水）１４：００～１６：００ 

〔場 所〕 吹田市立保健センター３階 研修室 

〔研 修 名〕 自殺予防対策研修会 
           ～子どもの心のサインに気づいて、 

そして支援へ～ 

〔講 師〕 四天王寺学園小学校 

               教諭・カウンセラー 阪中 順子氏 

〔 〕 「自殺は防ぐことのできる死」といわれながら、全

国で毎年３万人前後の方が自ら命を絶たれ、吹田市では、年間６０

人前後の尊い命が自殺によって失われています。 

また、子どもの自殺者の数は少ないものの、教育機関においても、

悩みを抱えていたり、自殺リスクの高い児童生徒と出会っている可

能性があります。 

 吹田市では、教職員を対象に、相談者のサインに気づき、適切な

つなぎを行う「ゲートキーパー」（※）としての知識、及び技術を

習得するための研修会を開催いたします。ぜひご参加ください。 

※ゲートキーパーとは悩んでいる人のうつや自殺の兆候に気づき、

声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。 

〔研修番号〕 №８８  

〔日 時〕 ８月７日(木)１４：００～１７：００ 

〔場 所〕 吹田市立教育センター 視聴覚室(２階) 

〔研 修 名〕 『校内研究授業の活性化 

～ビデオで模擬研究授業・協議をしよう～』 

〔講 師〕 吹田市立教育センター 指導主事 

〔 〕 

本研修では、学校としての研究授業の進め方、研究のやり方を、

ビデオを使った模擬研究協議を通してわかりやすく学び、校内研

究のファシリテーターを育成します。「研究授業はするけれど、

単発の研究授業で終わってしまう」「学校としての研究の方法が

よくわからない」「校内研究の担当になったけれど、どのように

協議を進めたら良いのか…。」こんなことを考えたことはありま

せんか？学校の中心になって研究を進めている方、これから進め

ていきたい方、是非参加してください。 

〔研修番号〕 №９６    

〔日 時〕 ７月３１日（木）１４：００～１６：００ 

〔場 所〕 吹田市立教育センター 視聴覚室 

〔研 修 名〕 英語教育研修『夏季集中研修』（小学校編） 

       「AETに学ぶ」指導者英語力スキルアップ 

〔 〕 

 吹田市の小学校に配属されたＡＥＴがいろいろなアクティ

ビティやチャンツ、イングリッシュソング等をわかりやすく

教えてくれます。また、クラスルームイングリッシュ（授業

中の英語でのあいさつ、指示等）も学べ、２学期からの授業

にすぐ活かすことができます。ＡＥＴと仲良く楽しく学べる

ので、英語が苦手でも大丈夫！優しく丁寧にアドバイスして

くれます。この機会にぜひ、参加してください。 

 Let's enjoy English！ 

７月のさつきらるーむは、７月

９日（火）１１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。 



 

 

 

 夏季休業中も多くの研修が行われますが、そのなかでも特にお知らせしたい研修を Pick Up しまし

た。参考にしていただき、是非奮ってご参加ください。 

 

〔研修番号〕 №８３

〔日 時〕 ８月１日（金）１５:３０～１７:００ 

〔場 所〕 教育センター 視聴覚室(２階) 

〔研 修 名〕 『国際社会が求めるこれからの人材と教育』 

〔講 師〕 (株)エフエム京都  

代表取締役社長 吉田 進 さん 

〔 〕 

講師の(株)エフエム京都の吉田社長は、オムロンマーケテ

ィング㈱代表取締役社長を経て、平成 17年に現エフエム京都

ラジオ代表取締役に就任しました。長年、企業の重責を担っ

てこられた吉田社長から、企業の目から見たグローバル社会

の現状と、吉田社長が考えるこれからの日本人のあるべき姿

や教育などについてお話いただきます。企業の立場からのお

話を聞く機会はなかなかないと思います。グローバル教育の

出口になにがあるのか、少し視野を広げて今後の英語教育に

ついて考えてみましょう。 

〔研修番号〕 №８６  

〔日   時〕 ８月６日（火）１５:３０～１７:００ 

〔場  所〕教育センター 視聴覚室(２階) 

〔研 修 名〕『部活動と体罰について』 

〔講 師〕摂津市教育センター 部活動相談員 田中 彰博 先生 

〔 〕 

社会問題としてメディアで取り上げられることも多い部活動で

の体罰問題。子どものためといいながら、意識せずにしている指

導が子どもを傷つけていることがあります。田中先生は摂津の教

員として長年サッカーの指導に携わり、教え子にはサッカー日本

代表の本田圭佑選手もいます。「日本サッカー協会・日本体育協会

公認Ａ級コーチ」のライセンスを持っている田中先生と、コーチ

ングの理論から部活動の指導をとらえ、部活動の意義や役割、「教

育としての部活動」のあり方を学んでみませんか。課外活動の指

導をすることのある小学校の先生にもおすすめします。 

 

〔研修番号〕№２００ 

〔日 時〕８月２１日（木）１０：００～１２：００ 

〔場 所〕大和大学 １０２教室 

〔研 修 名〕『（仮）発達障がいの子どもへの教育的支援』 

〔講 師〕大阪府立大学 

准教授 里見 恵子 先生 

〔 〕 
 講師の里見恵子先生は、言語聴覚士として障がい児教育と療育の現場で

働かれ、そこで実践研究を積んでこられました。現在は大阪府立大学准教

授、日本インリアル研究会事務局長、日本ＬＤ学会常任理事などを務めら

れながら、障がいのある子どもの言語とコミュニケーションを支援するイ

ンリアル・アプローチに基づき、実際の支援と実践研究を行っておられま

す。 

 今回の研修では、インクルーシブ教育や合理的配慮、ユニバーサルデザ

インの観点も踏まえながら、発達障がいの特性とそれに応じた教育的支援

についてお話いただきます。また、専門分野でもある言語とコミュニケー

ションにおける支援についても触れていただく予定ですので、２学期から

の指導、支援に活かすためにも是非ご参加ください。 

〔研修番号〕 №１３１（教育相談担当者会を兼ねる） 

〔日 時〕 ８月２０日（水）１４：００～１６：００ 

〔場 所〕 吹田市立保健センター３階 研修室 

〔研 修 名〕 自殺予防対策研修会 
           ～子どもの心のサインに気づいて、 

そして支援へ～ 

〔講 師〕 四天王寺学園小学校 

               教諭・カウンセラー 阪中 順子氏 

〔 〕 「自殺は防ぐことのできる死」といわれながら、全

国で毎年３万人前後の方が自ら命を絶たれ、吹田市では、年間６０

人前後の尊い命が自殺によって失われています。 

また、子どもの自殺者の数は少ないものの、教育機関においても、

悩みを抱えていたり、自殺リスクの高い児童生徒と出会っている可

能性があります。 

 吹田市では、教職員を対象に、相談者のサインに気づき、適切な

つなぎを行う「ゲートキーパー」（※）としての知識、及び技術を

習得するための研修会を開催いたします。ぜひご参加ください。 

※ゲートキーパーとは悩んでいる人のうつや自殺の兆候に気づき、

声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。 

〔研修番号〕 №８８  

〔日 時〕 ８月７日(木)１４：００～１７：００ 

〔場 所〕 吹田市立教育センター 視聴覚室(２階) 

〔研 修 名〕 『校内研究授業の活性化 

～ビデオで模擬研究授業・協議をしよう～』 

〔講 師〕 吹田市立教育センター 指導主事 

〔 〕 

本研修では、学校としての研究授業の進め方、研究のやり方を、

ビデオを使った模擬研究協議を通してわかりやすく学び、校内研

究のファシリテーターを育成します。「研究授業はするけれど、

単発の研究授業で終わってしまう」「学校としての研究の方法が

よくわからない」「校内研究の担当になったけれど、どのように

協議を進めたら良いのか…。」こんなことを考えたことはありま

せんか？学校の中心になって研究を進めている方、これから進め

ていきたい方、是非参加してください。 

〔研修番号〕 №９６    

〔日 時〕 ７月３１日（木）１４：００～１６：００ 

〔場 所〕 吹田市立教育センター 視聴覚室 

〔研 修 名〕 英語教育研修『夏季集中研修』（小学校編） 

       「AETに学ぶ」指導者英語力スキルアップ 

〔 〕 

 吹田市の小学校に配属されたＡＥＴがいろいろなアクティ

ビティやチャンツ、イングリッシュソング等をわかりやすく

教えてくれます。また、クラスルームイングリッシュ（授業

中の英語でのあいさつ、指示等）も学べ、２学期からの授業

にすぐ活かすことができます。ＡＥＴと仲良く楽しく学べる

ので、英語が苦手でも大丈夫！優しく丁寧にアドバイスして

くれます。この機会にぜひ、参加してください。 

 Let's enjoy English！ 



番号 研修テーマ・講師名・概要等 会　場 日　時 対　象

37

人権教育研修
「吹田市の人権教育について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　教育政策室　指導主事　　内田　智子
「もちあじを尊重することから始める集団づくり」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　大阪多様性教育ネットワーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　共同代表兼事務局長　　沖本　和子

大阪学院大学
８月８日（金）
14:00～17:00

小・中学校初任者教員
新規採用養護教諭
新規採用事務職員
現職枠採用教員
元教職採用教員

小・中学校新規任用講師

38

子ども理解研修
　「特別な支援が必要な児童・生徒の理解と支援」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　豊津中学校　　 指導教諭　　山口　正剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山台小学校　指導教諭　　川向　博子

大阪学院大学
８月８日（金）
10:00～12:15

小・中学校初任者教員
新規採用養護教諭
新規採用事務職員

小・中学校新規任用講師

39 自然観察・環境学習フィールドワーク　　講師　万博自然学習館職員等
万博記念公園
自然文化園
自然学習館

８月２０日（水）
9:00～12:30

小・中学校初任者教員

54
ステップアップ研修Ⅰ・Ⅱ　合同研修
　　　　　　　　　　「授業づくり①　選択研修」

教育センター
研修室・視聴覚室他

７月２８日（月）
13:30～17:00

ステップアップⅠ・Ⅱ研修
対象者

55
ステップアップ研修Ⅰ・Ⅱ　合同研修
　　　　　　　　　　「授業づくり②　選択研修」

教育センター
研修室・視聴覚室他

８月４日（月）
14:00～17:00

ステップアップⅠ・Ⅱ研修
対象者

59
ステップアップ研修Ⅱ
「子ども理解」　　講師　吹田市立古江台小学校　　　教　　諭　　　三谷　江津
「人権教育」　　　講師　吹田市立教育センター　　　指導主事　　 大坪　直子

教育センター
視聴覚室

８月４日（月）
10:00～12:00

ステップアップⅡ
研修対象者

25-
③

「部活動と体罰問題」
　　　　　　　　　 　　講師　摂津市教育委員会　部活動相談員　田中　章博

教育センター
視聴覚室

８月６日（水）
15:30～17:00

25-
④

「校内授業研究の活性化」
　　　　　　　　　　　講師　吹田市立教育センター　　指導主事

教育センター
視聴覚室

８月７日（木）
14:00～17:00

25-
⑤

「いじめ防止・対応」
　　　　　　　　　　　講師　立命館大学　教授　春日井　敏之

教育センター
視聴覚室

８月２１日（木）
15:00～17:00

96
夏季集中研修　「指導者英語力スキルアップ」　～ＡＥＴに学ぶ～
　（小学校編）　　講師　ＡＥＴ（吹田市雇用）
　　　　　　　　　　　　　　吹田市教育委員会　指導主事

教育センター
視聴覚室

７月３１日（木）
14:00～16:00 教職員

97
夏季集中研修　「国際社会が求めるこれからの人材と教育」
　　　　　　　　　　講師　(株)エフエム京都　代表取締役社長　吉田　進

教育センター
視聴覚室

８月１日（金）
15:30～17:00

教職員
※英担者会を兼ねる

112 小学校理科実験観察①　　　講師　H25年度 理科教育研究グループ研究員
８月１8日（月）
9：30～12:30

113 小学校理科実験観察②　　　講師　H25年度 理科教育研究グループ研究員
８月１8日（月）
14:00～17:00

114 小学校理科実験観察③　　　講師　H25年度 理科教育研究グループ研究員
８月１9日（火）
9：30～12:30

115 小学校理科実験観察④　　　講師　H25年度 理科教育研究グループ研究員
８月１9日（火）
14:00～17:00

76
応急手当普及員講習
　　　　　　　　　　講師　吹田市消防本部　救急課

教育センター
２階研修室

８月18日～20日
9:30～17:00 教職員

79
応急手当普及員再講習
　　　　　　　　　　講師　吹田市消防本部　救急課

教育センター
和室

８月20日（水）
14:00～17:00

再講習対象者

85
「当事者が語る、発達障がいの特性と支援のあり方」
　　　　　　　　　　　講師　発達障害をもつ大人の会  代表　広野 ゆい さん

教育センター
２階研修室

７月２４日（木）
10:00～12:00

教職員
※特別支援Co.研修を兼ねる

87
「いじめ防止・対応研修」
　　　　　　　　　　　講師　立命館大学　教授　春日井　敏之　先生

教育センター
視聴覚室

８月２１日（木）
15:00～17:00

教職員
※ヤングリーダー研修を兼ねる

89
人権教育研修　「学校と地域・家庭をつなぐ福祉教育
　　　　　　　　　　　　－学校と家庭・地域が協同していく視点から学ぶ－」
　　　　　　　　　　　講師　大阪教育大学　准教授　新崎　国広　先生

教育センター
視聴覚室

８月５日(火）
14:00～17:00

教職員
※人権教育担当者会を兼ねる

90
(定員超過のため申込不可)
「吹田の歴史を学ぶ　－バスツアーでまわる吹田の歴史－」
　　　　　　　　　　　講師　吹田市立博物館　学芸員

吹田市内史跡
※集合は本庁正面玄関前

７月２５日（金）
13:00～17:00 教職員２０名

支援学級研修 200
  「(仮）発達障がいの子どもへの教育支援」
　　　　　　　　　　　　講師　大阪府立大学　准教授　里見　恵子　先生

大和大学
１０２教室

　８月２１日（木）
10:00～12:00

教職員
(支援学級担当教員は申込不要。

希望参加は申込システムで)

212
特別支援教育コーディネータ研修〔共通研修③〕
  「個別の指導計画の書き方〔連続②〕」
　　　　　　　　　　　　　　講師　大阪府立箕面支援学校　教頭　早野　眞美先生

教育センター
視聴覚室

　８月７日（木）
10:00～12:00

教職員

217
特別支援教育コーディネータ研修〔アドバンス①〕
 「当事者が語る、発達障がいの特性と支援のあり方」
　　　　　　講師　ＮＰＯ法人発達障害をもつ大人の会　代表　広野　ゆい　さん

教育センター
２階研修室

　７月２４日（木）
10:00～12:00

教職員
(アドバンスコース登録教員は申込
不要。希望参加は申込システムで)

220 学習領域について①　大阪医科大学LDセンター　西岡　有香　先生
教育センター
２階研修室

　７月２４日（木）
15:30～17:00 教職員

222 行動領域について①　神戸親和女子大学　准教授　森田　安徳　先生
教育センター

視聴覚室
　８月２２日（金）

14:00～16:00 教職員
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番号 研修テーマ・講師名・概要等 会　場 日　時 対　象

302
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ16を活用したHPの作成(基礎)
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月１日（金）
14:30～17:00

幼小中学校
教職員

303
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ16を活用したHPの編集(応用)
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月４日（月）
14:30～17:00

幼小中学校
教職員

304
ブログシステムを使った効果的な情報発信のあり方
                     講師：富士通ＦＯＭ　ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

教育センター
情報科学室

７月３１日（木）
15:00～17:00

幼小中学校
教職員

305
「Word2010」による文書作成の基礎
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

７月２４日（木）
10:00～12:00

幼小中学校
教職員

306
「Word2010」による文書作成の応用
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月１日（金）
10:00～12:00

幼小中学校
教職員

307
「Excel2010」による表計算の基礎・基本操作
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月４日（月）
10:00～12:00

幼小中学校
教職員

308
「Excel2010」による表計算の応用
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月７日（木）
10:00～12:00

幼小中学校
教職員

309
「Excel2010」によるマクロ初級
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月５日（火）
10:00～12:00

幼小中学校
教職員

310
ＯｎｅＮｏｔｅを使った調べ学習・協働学習
                     講師：富士通ＦＯＭ　ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

山田第二小学校
８月１８日（月）
15:00～17:00

小中学校
教職員

311
Sky Menu14を使ったコンピュータ教室の活用
                     講師：スカイ　インストラクター

千里第二小学校
８月４日（月）
14:00～16:00

小中学校
教職員

312
校務で使えるDaisy Picture Artist(静止画処理）
                     講師：市川ｿﾌﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘ- ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

津雲台小学校
８月１日（金）
15:00～17:00

小中学校
教職員

313
児童・生徒による動画編集の授業づくり（ロイロエデュケーション）
                     講師：ロイロ　インストラクター

教育センター
情報科学室

７月２３日（水）
10:00～12:00

小中学校
教職員

314
学習探険なびを活用した授業づくり
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

千里たけみ小学校
８月６日（水）
10:00～12:00

小中学校
教職員

315
Windows Live Movie Makerを使った行事DVDの作成
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月５日（火）
15：00～17：00

小中学校
教職員

316
「PowerPoint2010」を活用したスライド作成（基礎）
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月６日（水）
15：00～17：00

幼小中学校
教職員

317
「PowerPoint2010」を活用したスライド作成（応用）
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

８月７日（木）
15:00～17:00

幼小中学校
教職員

325
ジャストスマイル活用講習
　　　　　　　　　   講師：JUSTSYSTEM　ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

千里新田小学校
８月１９日（火）
14:00～16:00

小中学校
教職員

327
タブレット型ＰＣを使った協働学習
                     講師：富士通ＦＯＭ　ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

千里丘中学校
８月１９日（火）
10:00～12:00

小中学校
教職員

328
仮想携帯を活用した情報モラル指導
                     講師：スカイ　インストラクター

吹田第三小学校
７月２４日（木）
15:00～17:00

小中学校
教職員

329
電子黒板の効果的な活用
                     講師：エプソン　インストラクター

片山中学校
８月１９日（火）
15:00～17:00

小中学校
教職員

情報技術校務員研修 345
ワードおよびプロジェクターを使用した看板作り
                     講師：ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-

教育センター
情報科学室

７月２４日（木）
14:00～16:30

校務員

文書作成講座

情
　
　
　
報
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
研
　
　
　
修

導入ソフト
活用講座

校内ＬＡＮとＩＣＴ機器を
活用した授業改革

表計算ソフト
活用講座

講座名

ホームページ
作成講座

プレゼンテーション
ソフト活用講座

【お詫びと訂正】 

 すでに各学校・園に配付しました『所報 第84号』の２ページ「教育センター 概要」において、 

  誤りがありました。 

①平成２5年度  学校組織マネジメント研究グループ 

    
 
 
 
 
 
 
  
 以上、お詫びとともに訂正いたします。  

正） 
浦 憲太（第二中学校）    林 泰一（第六中学校）      山本 照満（佐井寺中学校） 
木村 聡（千里丘中学校）   岡部 真希（竹見台中学校）      中野 稔郎（古江台中学校） 
古館 学（桃山台小学校）     角本 一省（千里第二小学校）   西村 留衣（千里第三小学校） 
松田 理香（東山田小学校）  大野 潤（津雲台小学校）      沖家 隆志（古江台小学校） 
乾 修彰（桃山台小学校）    村上 晃子（山田第二小学校） 


