
専 門 研 修

（職 能 別 等）



校長講座

内　　容

　文部科学省生涯学習政策局情報教育課情報教育振興室長　安彦　広斉

　名城大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　木岡　一明

　第４次産業革命ともいわれる社会の変化を踏まえ、教育の未来をＩＣ

Ｔの分野から考えていく。

　本府教育の現状と課題を踏まえ、「働き方改革」の良好な実現を図る

ため、学校組織マネジメントの考え方を活用し、特色ある学校づくりに

生かす方策を学ぶ。

801

受講対象
校（園）長（幼・小・中・義・高・特支）

定　員 400名

講座の
ねらい

　教育をめぐる今日的課題を踏まえ、より
一層の学校経営の充実と改善に生かす。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 平成30年 13:00～17:006月29日（金）

副校長・教頭・事務長講座

内　　容

　国立教育政策研究所初等中等教育部　　　総括研究官　藤原　文雄

　大阪教育大学大学院連合教職実践研究科　教授　　　　木原　俊行

　「チーム学校」を更に推進するために、副校長・教頭と事務長が心得

ておくべき内容について学ぶ。

　新学習指導要領の趣旨を踏まえて、校内で教職員自身が校内研修等で

どのように学べばよいかについて学ぶ。

802

受講対象
副・頭、事務長（小・中・義・高・特支）
※発令後２年目の府立学校副校長は必ず受講

定　員 400名

講座の
ねらい

　教育が抱える今日的課題を踏まえ、副校
長・教頭・事務長としての見識を高め、自
校の学校経営の充実と改善を図る。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 平成30年 13:00～17:00

すること。

12月11日（火）

管理職「特別支援教育・メンタルヘルス」講座

内　　容

   東北福祉大学　教授　樋口　一宗

   京都教育大学　教授　森　　孝宏

　インクルーシブ教育システム構築のための合理的配慮の提供や新学習

指導要領等を踏まえ、学校マネジメントに生かす視点を学ぶ。

　組織的・計画的にメンタルヘルス対策を推進するために、管理職が果

たすべき役割について学ぶ。

803

受講対象
校（園）長、副・頭、事務長、総括主事
（幼・小・中・義・高・特支）

定　員 200名

講座の
ねらい

　年度当初に管理職として必要な特別支援
教育、メンタルヘルスの知識を得て、学校
経営に生かす。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 特別支援教育部（075-612-2953）

開催日時 平成30年 13:00～17:00

※新任の管理職は必ず受講すること。

5月25日（金）



養護教諭講座

内　　容

　岡山大学大学院　教授　中塚　幹也

　

　性同一性障害や性的指向・性自認に関する基礎知識を学び、「性別違

和」のある児童生徒への支援の在り方について考える。

　多様な性に対する理解を深め、児童生徒が安心して学校生活を送るこ

とができる環境づくりの推進など、学校や養護教諭に求められる役割に

ついて考える。※講座番号１８８と合同実施

804

受講対象
養護教諭（小・中・義・高・特支）

定　員 120名

講座の
ねらい

　多様な性に対する理解を深めるととも
に、学校や養護教諭に求められる役割につ
いて考え、指導力の向上を図る。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 13:00～17:008月 3日（金）

栄養教諭・学校栄養職員講座

内　　容

　昭和大学医学部小児科学講座研究補助　　管理栄養士

　小児アレルギーエデュケーター　　　　　　　　　　長谷川   実穂

　京都府立大学京都和食文化研究センター　客員教授

　淑徳大学　　　　　　　　　　　　　　　客員教授　田中　延子

　食物アレルギーへの対応や学校給食実施基準に基づく「児童又は

生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準」の策定について学ぶ。

※講座番号１９６と合同実施

805

受講対象
栄養教諭・学校栄養職員（小・中・義・
特支）

定　員 70名

講座の
ねらい

　学校における食育を推進するための専門
的な知識や指導の在り方、食に関する指導
に係る全体計画の作成上の留意点について
理解を深め、栄養教諭・学校栄養職員とし
ての指導力の向上を図る。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 地域教育支援部（0773-43-2934）

開催日時 平成30年 10:30～17:007月23日（月）

府立学校「校務」講座

内　　容

　行政関係者

　京都府立工業高等学校　教職員

　府立学校の特色ある教育活動を支える施設設備について、予算に基づ

く整備計画の策定を学ぶ。

　講義、演習を通して３路スイッチ、４路スイッチの電気工事を身に付

ける。　　　　　　　　　

※講座番号２１8と合同実施

806

受講対象
技術職員、施設管理職員（高・特支）

定　員 20名

講座の
ねらい

　学校環境整備を行うための知識と技能を
習得する。
　府立学校施設設備の現状と課題を認識
し、中長期的視野で管理対応をする実践力
の向上を図る。

No.

会　　場 京都府立工業高等学校

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 10:30～17:007月24日（火）

福知山市石原上野４５



ＣＳ発想から考えるビジネスマナー講座（企業連携）

内　　容

　株式会社キャリア総研　講師　緒方　幹代

　求められるＣＳ意識と好ましい対応を知り、言葉遣いや面談時の基本

マナー、電話の取り次ぎ方などビジネスマナーの基本を学ぶ。

※講座番号２１１・２１３・２１６と合同実施

※事務職員指定講座は、講座番号９２８で申し込むこと。

807

受講対象
全教職員

定　員 15名

講座の
ねらい

　学校内外においてよりよい人間関係を築
き、仕事を円滑に進めるための基本的なビ
ジネスマナーを習得する。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 10:30～17:006月22日（金）

学校事務職員講座

内　　容

　兵庫教育大学大学院　教授　日渡　円

　行政関係者

　進展する教育改革や学校教育法・地教行法の改正にかかわり、学校事

務職員の業務に期待される役割を学ぶ。

　中丹・丹後教育局管内で実施の、小中高連携事業、地域連携事業、ふ

るさと創生事業などを学ぶ。

※事務職員指定講座は、講座番号９２９で申し込むこと。

808

受講対象
事務職員、学校施設管理職員（小・中・義・
高・特支）

定　員 200名

講座の
ねらい

　学校運営に積極的に参画する意識を習得
し、学校を取りまく課題を把握し、協働的
に解決するための実践力を養う。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 13:00～17:0010月10日（水）

学校事務職員（実務初任者向け）講座

内　　容

　給与事務、共済事務等に係る事務能力を養う。

※講座番号２１２・２１７と合同実施

809

受講対象
事務職員（小・中・義・高・特支）

定　員 30名

講座の
ねらい

　日々の業務に対応できる実務能力を養
い、正確な事務処理を行う力を習得する。

No.

会　　場 京都府総合教育センター北部研修所

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 10:30～17:00

※概ね２年目から６年目までの者

7月 3日（火）



学校事務職員パワーアップ講座

内　　容

　京都府立鴨沂高等学校の改築工事を通して、学校施設と教育活動の関

係、学校の教育活動を支える事務職員の役割等を学ぶ。

　事務職員に相応しい「支援型リーダーシップ」（ファシリテーショ

ン）を学び、チーム学校の中での事務職員の役割を考える。

810

受講対象
事務職員（小・中・義・高・特支）

定　員 30名

講座の
ねらい

　事務職員として教育活動への貢献意識を
高めるとともに、学校に勤務する行政職員
として、政策立案意識を高める。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 10:30～17:00

※概ね２年目から４年目までの者

10月23日（火）

府立学校副校長講座シリーズⅠ～Ⅲ
（講座番号８１１～８１３）

内　　容

シリーズⅠ　平成３０年　６月１１日（月）

シリーズⅡ　平成３０年　８月　６日（月）

シリーズⅢ　平成３０年１０月２２日（月）

※シリーズⅠ～Ⅲ（講座番号８１１～８１３）をすべて受講すること

（申込は不要）。

※副校長・教頭・事務長講座（講座番号８０２）を必ず受講すること。

811

受講対象
発令後２年目の府立学校副校長・首席副校長

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　学校経営に当たる一員としての自覚を高
めるとともに、学校経営・管理についての
知識・理解を深める。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 ※内容参照 13:00～17:00

新任教務主任（部長）講座

内　　容

　教務主任（部長）としての基本的な対応や組織的な対応の在り方につ

いて学ぶ。

※午後は講座番号５２０と合同実施（５２０の申込は不要）

814

受講対象
新任教務主任（小・中・義）、新任教務部長
（高・特支）

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　今日的な教育課題に対する教務主任（部
長）としての具体的な対応を身に付け、校
内組織の活性化を図る能力を高める。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 10:30～17:0010月 9日（火）



新任生徒指導主任（部長）講座

内　　容

　生徒指導主任（部長）としての基本的な対応や組織的な対応の在り方

について学び、校内体制の構築に生かす。

※午後は講座番号５１０と合同実施（５１０の申込は不要）

815

受講対象
新任生徒指導主任（小・中・義）、新任生徒
指導部長（高・特支）

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　今日的な教育課題に対する生徒指導主任
（部長）としての具体的な対応を身に付
け、校内体制の活性化を図る能力を高め
る。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 研修・支援部（075-612-2952）

開催日時 平成30年 10:30～17:007月13日（金）
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