
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も夏季休業中の研修では、酷暑の中たくさんの先生方の参加がありました。それぞれの研修で、

今後の指導につながる実践的な内容も多く、参加者の活発な意見交流を通して、指導に対する考えを深

める機会になったと思います。研修に参加したことで自分の成長につなげるだけでなく、他の教職員に

広め、各学校園全体にとっても有意義なものになるよう期待しています。 

                                   (延べ数7/22～8/22) 

管理職研修 ４講座 ２２３名 教育課題別研修(10 年研含) １０講座 ３５６名 

初任者・フレッシュ研修  １０講座 ２９０名 教科領域別研修 ６講座  ３２名 

ステップアップ研修 ５講座 ４１１名 特別支援教育研修 ５講座 ３８５名 

ヤングリーダー研修 ３講座  ４８名 情報教育研修 １８講座 １６５名 

 合計 ６１講座１９１０名 

※今年度は夏季に研修マナー向上推進のための呼びかけをさせていただきました。ご協力いただき、

ありがとうございました。引き続き研修のマナーについてよろしくお願いいたします。 
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繋ぐ→支える→発信・リードする教育センター 

 特別支援教育研修  

 今回は、「当事者からのメッセージ」ということで、ご自

身の体験談をまじえながら、当事者が周囲にわかってほし

い！と思っていることや、言われてショックな言葉などをと

てもわかりやすくお話いただきました。周りから否定されな

い安全な場所が確保されることが社会適応につながってい

くという具体的なエピソードも聞かせていただきました。      

まずはその子の特性を理解し、受け入れることから支援が始

まります。当事者ならではの説得力のある 

ご講演でした。「発達凸凹活用マニュアル」 

という小冊子もご紹介いただきました。 

ぜひご活用ください。Ｗｅｂサイトからも 

ご覧いただけます。 

２１７「発達障害の特性と支援のあり方 

～当事者からのメッセージ～」 

講師：NPO法人発達障害をもつ大人の会 

代表 広野 ゆい さん 

 

講師：巡回コーディネーター 

 

 5/20に行った「個別の指導計画の書き方①」に引

き続き、２回目の今回（8/7）は、動画を見て指導計

画について考えた後、中学校ブロック別ワークを行

い、実際に指導計画を作成し、発表し合いました。 

参加された先生方からは、「具体的な短期目標の立

て方を実際にできて良かった。」「グループで話すこと

で、自分では思い浮かばないアイデアや具体的な手立

てが見つかった。」などの感想をいただきました。 

ぜひ、今後の各校園での指導に活かしていた

だきたいと思います。 

２１２「個別の指導計画の書き方②」 

講師：大阪府立箕面支援学校  

教頭 早野 眞美 先生 

今年度の支援学級研修は８/２１に大和大学で開催し、２００名の参加がありました。「発達障がいの子どもへの支

援の在り方」と題し、発達障がいの特性に触れた後、２学期に控えている様々な行事を想定し、実践例・具体例を交

えながら分かりやすくお話していただきました。「発達障がいのある子どもにとって、『慣れさせる』という指導はあ

りえない」という合理的配慮のお話や、「発達障がいの子どもが問題行動をとる時点で二次障がいになっている」とい

うお話を聞くことで、参加者が今までの自分自身について振り返り、これからの指導や支援について考える機会にな

りました。また、アンケートにも「具体的な手立てをたくさん知ることができたので２学期以降活用していきたい。」

「合理的配慮を取り入れながら成功体験を積み重ねられる支援をしていきたい。」「子どもの立場に立って考えられる

支援者でありたいと思いました。」など前向きな感想が多く、２学期に向けて実りのある研修になったと思います。 

 

 

 

２００ 支援学級研修「発達障がいの子どもへの支援の在り方」 

講師：大阪府立大学 教育福祉学類 准教授 里見 恵子 先生 
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 初任者研修 

 

 

 

 

 小学校と中学校に分かれ、それぞれ 

２つのプログラムを体験しました。 

 小学校は、公園内の植物や昆虫の 

自然観察活動を通して環境学習への 

認識を深めました。後半は、枝や木の 

実といった自然素材を使った工作に 

チャレンジし、素敵な作品を完成させ 

ました。中学校は、小学校同様自然 

観察のフィールドワークのほか、「緑 

の循環システム」について学びました。 

 

 教育課題別研修  
いじめ防止対応研修 8/２１（木） 

応急手当普及員研修8/１８（月）～２０（水） 

立命館大学の春日井 敏之 教授をお迎えして「い

じめ防止・対応」をテーマに講演いただきました。子ど

もがつながって生きることの大切さなど、現場でのエピ

ソード紹介をとおして、また受講者との対話を丁寧にし

ていただきながら、学ぶことができました。 

 

 この研修では AED を使った心肺蘇生法の指導を含

む応急手当普及員の資格を取得できます。今年度は、

３日間の研修に１２名が参加しました。吹田市消防本部

の救急課の指導を受け、心肺蘇生の重要性や模擬指

導など、意欲的に行いました。 

人権教育研修 ８/５（火） 

校内研修活性化 8/７（木） 

校内研究授業での研究協議を充実させるために、その

ポイントや協議の進め方について学びました。参加者で授

業ビデオを見て模擬研究協議を行い、全体交流でのファ

シリテーションについて学びました。 

 吹田市社会福祉協議会と共催で、大阪教育大学の新崎

国広 准教授をお招きし、「学校と地域・家庭でつなぐ福祉

教育」と題して講演をいただきました。福祉とは「ふだんの

くらしのしあわせ」を考えること。学校の教育活動で地域や

家庭と協働して教育活動を行うこと、少数に目を向けて助

け合うことが大切であると感じた研修でした。 

 発達障がいに焦点を当て、ＬＤ・ 
ＡＤＨＤ・ＡＳＤについてＤＶＤの 

視聴や疑似体験を通して学びまし 

た。「困った子は、困っている子」と 

いう子どもの捉え方に、多くの初任者 

が認識を深めていました。 

  

 

 

 

 

 

                  ワークに取り組みながら、一人ひ 

とりの「もちあじ」を尊重できる集団 

づくりについて考えました。 

                  隣や近くの席の人と交流してい 

                 るうちに、研修会場にもお互いを 

                 認め合う雰囲気ができました。 

「子ども理解」研修 

特別支援が必要な児童・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 

「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 

「授業づくり」研修 

自然観察・環境学習フィールドワーク 

講師 自然観察学習館   黒瀬 哲也 館長 

             ソラードの会のみなさん 

   万博記念公園事務所 緑地課スタッフのみなさん 

 

偏見や差別の違い、もちあじや人

間関係づくりなどが大事、というこ

とがとてもしっくりきました。教え

ていただいたワークも学校で試して

みたいと思いました。 

＜８月２０日（水） 万博記念公園にて＞ 

いじめの問題だけでなく、「生き

る」ということについて考えさせら

れた。肩の力をぬいて、もう一度ゆ

っくり丁寧に子どもに接し、仕事を

楽しいと思えるようになった。 

今までの研究協議では、グルー

プ協議が中心になっていたが、今

回は全体協議の時間が多かった。

そうしたほうが学びを感じた部

分が大きかったので、その時間が

大切なことを実感した。 

とても丁寧な指導でわかりやすか

ったです。今までは心肺蘇生法に対

して不安もありましたが、今後は自

信を持って取り組めそうです。 

 

＜８月 ８日（金） 大阪学院大学にて＞ 

・多くの知識と経験を学ばせていただいた

ことで、私自身のスキルアップにもなり、

授業づくりに大変役立てることができる

と思いました。 

・身の回りの小さなことに気づき、理解す

ることの面白さ・楽しさを学ぶことがで

きました。生徒にもこのような体験がで

きる学習に取り組ませたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報教育研修 
 

授業づくり研修 

『理科実験・観察』 
 
子どもたちにとって安全な魅力 

ある実験・観察の方法を習得し、 

実験・観察を有効に活用した理 

科の授業づくりのための研修が、 

８月１８・１９日の２日間に渡って、 

それぞれ午前・午後、全４講座 

行われました。 

 講師はH２５年度理科教育研究 

グループ研究員の先生方が務め 

てくださいました。 

 「磁石を飲み込むスライムづくり」・「酸性雨を降らそう」 

・「エッグドロップ」など、どの実験タイトルをみてもワクワ

クするものばかり。 「カメレオンやきそば」の実験では、

緑・黄・赤…と麺の色が変わるたびに受講者の先生方

から「ワァー！」と驚きの声が上がり、調理!?も盛り上が  

りました。もちろん試食あり！ 

基本の知識や操作を身につ 

け              けることにとどまらず、学ぶ楽し 

               さや実験・観察の魅力を実感で

きた研修となりました。 

 

 

情報教育では夏季の研修として、今年度は１８講座を

開講し、のべ１６５名の先生方にご参加いただきました。 

学校を会場とした研修を大幅に増やし、新たな研修も

新設いたしました。研修の感想を一部ご紹介します。 

☆校務で使える Daisy Picture Artist 

 

 

 

 

☆Movie Makerを使った行事ＤＶＤの作成 

 

☆情報技術校務員研修 

 

 

今夏の情報研修については研修ダイジェスト版（Ａ４・

１枚程度）を作成し、校務なびのライブラリに今後掲載の

予定ですので、校内研修等にぜひご活用ください。 

 

 

・画像編集ソフトの認識はありましたが、お絵かきができる事や 

 アニメーションの作成が行えることを知りました。 

・写真を加工できるソフトが職員室のＰＣに入っていることも 

 知らなかったので、研修を生かして加工していきたい。 

・ゆっくりていねいに教えていただいたので、わかりやすかった 

 です。テキストの順番にすすめてもらえたので、復習しやすかった。  

・学年、学校行事の記録に使ってみたいと思います。 

・行事用看板やポスターに活用できるので、活用する。 

・仕事にとても役立つ（即実践できる。） 

 

ステップアップ研修 

 
夏季の研修は「授業づくり」をステップⅠ・Ⅱ合同研修として行いました。さらに、ステップⅡでは「子ども理解」と「人

権教育」研修も開催しました。延べ３１８名の参加があり、どの講座も熱心に受講する姿でいっぱいでした。 

８月４日(月)ステップⅡ研修 

「支援学級在籍の子どもへの理解と指導の実際」 講師 古江台小学校 教諭 三谷江津 

 支援学級の児童が抱えている課題に注目し、それぞれに必要な具体的な

支援方法やその取組みの実際の様子について学びました。 

７月２８日(月)授業づくり① 

 前半は、小学校「国語」・「算数」、中学校「道徳」の講義や演習を行いました。

後半は、「食育」と「表現活動（音楽）」から選択し、それぞれの活動に取り組みま

した。講師は、市内の校長や指導教諭、インストラクターにお願いしました。 

   

８月４日(月)授業づくり② 
 

７月２８日の選択研修、国

語・算数・道徳で学んだことを

活かし、グループ毎に授業づ

くりの過程や指導の工夫を交

流し、授業案を作成しました。    

全体交流ではプレゼンテー

ション形式での発表や模擬授

業を通しての発表等、各グル

ープの工夫も見られ、大きな

学びの場となりました。 

 

 教材を通して、授業づく

りやつけたい力について

たくさん学んだ。説明文の

授業では、いろんなアプロ

ーチの仕方があることが

わかった。（国語） 

 苦手な道徳でしたが、生

指や教科との違いから教え

て下さり、わかりやすかっ

たです。中心発問のワーク

では、改めて道徳の難しさ

を感じました。（道徳） 

 子どもの興味のひき方

など、教師とは異なる視点

から授業づくりをみるこ

とができ、とてもためにな

った。出前授業のよさも感

じた。（食育） 

アンケートより 



 



番号 研修テーマ・講師名・概要等 会　　場 日　　時 対　　象

101
スーパーティーチャーに学ぶ②
「小学校国語科の公開授業と講演」
　　講師　筑波大学附属小学校　教諭　二瓶　弘行　先生

佐井寺小学校
１０月１０日(金)
14:15～17:00

教職員

102
スーパーティーチャーに学ぶ③
小学校社会科の講演「魅力ある社会科の授業づくりをめざして」
　　講師　國學院大學　　　　　　　教授　　安野　功　先生

教育センター
研修室１

１０月３１日（金）
15:30～17:00

教職員

106
道徳公開授業
　　授業者　千里第一小学校　　　三井真吾　教諭
　　講師　大阪府教育センター　酒匂雅夫　主任指導主事

千里第一小学校
１０月２２日(水)
14:45～17:00

教職員

英語教育
研修 92

中学校外国語（英語）科
「到達目標と評価について」
　　講師　大阪府教育センター　高谷陽子　指導主事

教育センター
第一会議室

９月５日(金）
15：45～17:00

教職員
※中学校英担者会を兼ねる

専
門
職
研
修

養護教諭
研修 129

保健指導の実際－研究授業・協議を通して学ぶ－
　　授業者　竹見台中学校　岡島奈央　養護教諭

竹見台中学校
９月３０日（火）
14:30～17:00 養護教諭

事例研 221
「学習領域について②」
　　　事例提供　市内小学校
　　　助　　　言　大阪医科大学LDセンター　西岡有香先生

教育センター
研修室

９月２５日(木）
15:45～17:00 教職員

特別支援教育
コーディネータ

研修
214

「状況調査について」
　　講師　吹田市立教育センター 指導主事　福井将人
                                    　        主幹　　　木谷美香

教育センター
視聴覚室

１０月２７日（月）
15:45～17:00 教職員

※各講座の詳細は、各学校ごとに送付する実施要項をご覧ください。

講座名

特
別
支
援

教
育
研
修

教
科
領
域
別
研
修

授業づくり
研修

   １０月のさつきらるーむ(初任者教員等相談室）は、 
          １０月１４日（火）、１６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） 

英語教育研修 【小学校編】 ７/３1（木） 
 ＡＥＴ３人による、楽しいアクティビティを、
実際に体験を通して学びました。また、アク
ティビティは楽しいだけで終わらせるのでは
なく、「ねらい」をもって行うことが大切だという
話も指導課指導主事からあり、参加者の一
人ひとりが学びの多い時間となりました。 
 

・２学期以降の授業に是非 
 取り入れたいです。 
・いろいろな活動を学ぶこ 
 とができて、中学校でも 
 活かせると思いました。 
・めあての意識をもつこと 
 をこれから大切にしてい 
 きたいです。 

 【国際社会が求めるこれからの人材と教育】 
                                                      ８／１（金） 
  ＦＭ京都(株)元社長で、長年オムロン(株)で要職を務

められた吉田 進さんをお招きし、企業経験から考える人
材育成等についてお話を伺いました。子どもたちの将来
の姿をイメージしながら、義務教育を終えた子どもたちに

必要な力について考えることができました。他業種の講
師による研修の機会は多くはありませんが、教育者として
の視野を広げる機会になりました。 
  国際社会ではどのような人材がも

とめられているのか、生の声を聞
かせていただきました。特に課題
形成力は自分のクラスの子どもた
ちにも足りていないと思います。
これからの指導に活かしたいです。 

－公開授業と講演－ 

講師 筑波大学附属小学校 夏坂 哲志 先生 
  
 毎年、小学校教育研究界算数部と共同開催してきた「スーパーティーチャーに学ぶ①(小学校算数)」の研修講座ですが、
今年度は９月に筑波大学附属小学校 教諭 夏坂 哲志 先生をお招きして開催いたします。 
 テーマは「算数科における『思考力・表現力』を高める授業づくり」で、授業では５年生の数量関係(伴って変わる２量の関
係)を扱います。是非この機会に、子どもたちが自ら考え表現できる算数の授業について、一緒に学びましょう。 
 
 

  

 

 

講師紹介  
 
１９６４年、青森県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、青森県公立小学校教諭を経て、現在、筑波大学
附属小学校教諭。國學院大學の非常勤講師、全国算数授業研究会理事、日本数学教育学会研究部幹事、学校
図書教科書「小学校算数」編集委員、「算数授業研究」編集委員など、多方面で活躍中。 
著書に「夏坂哲志のつながりを意識してつくる算数の授業」(東洋館出版社2013年)、「板書で輝く算数授業
―教師の表現力を育てよう!」(文溪堂2012年)など多数。 

○ 日  時   平成２６年９月１７日(水)  １４：００～(公開授業)  １５：００～(講演) 
○ 会  場   吹田市立東佐井寺小学校   体育館（公開授業・講演 【研修番号１００】で研修申込み 

システムにて申込みください。 


