
専 門 研 修

（職 能 別 等）
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校長講座

内　　容

　京都大学学際融合教育研究推進センター　特任教授　

　京都光華女子大学　　　　　　　　　　　学長　　　高見　茂

　関西大学社会安全学部　社会安全研究センター長

　　　　　　　　　　　　特別任命教授　　　　　　　河田　惠昭

　Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の社会で求められる能力を育成する方法を学ぶ

とともに、子どもたちの安全を守るため、学校の周辺に存在するリスク

を常に意識し、災害等に事前に備えておくべきことを学ぶ。

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について理解を
深めるとともに、災害への備えや学校の安
全を守り、学校運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 令和　2年 13:00～17:006月26日（金）

副校長・教頭・事務長講座

内　　容

　京都府福祉人材・研修センター　講師

　龍谷大学　政策学部　　　　　　教授　深尾　昌峰

　早稲田大学文学学術院　文学部　教授　森山　卓郎

　京都府の福祉の在り方、児童生徒に起業家精神を身に付けさせる指導

方法及び新学習指導要領の基礎となる日本語の読解力について学び、自

校の学校経営の充実と改善に生かす。

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 450名

講座の
ねらい

　社会や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 令和　2年 10:30～17:00

すること。

12月11日（金）

管理職「特別支援教育・メンタルヘルス」講座

内　　容

　奈良女子大学　教授　伊藤　美奈子

　京都教育大学　教授　小谷　裕実

　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。

　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。

803

受講対象
校（園）長、副・頭、事務長、総（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 令和　2年 13:00～17:00

※新任の管理職は必ず受講すること。

5月22日（金）
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校長講座

内　　容

　京都大学学際融合教育研究推進センター　特任教授　

　京都光華女子大学　　　　　　　　　　　学長　　　高見　茂

　関西大学社会安全学部　社会安全研究センター長

　　　　　　　　　　　　特別任命教授　　　　　　　河田　惠昭

　Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の社会で求められる能力を育成する方法を学ぶ

とともに、子どもたちの安全を守るため、学校の周辺に存在するリスク

を常に意識し、災害等に事前に備えておくべきことを学ぶ。

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について理解を
深めるとともに、災害への備えや学校の安
全を守り、学校運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 令和　2年 13:00～17:006月26日（金）

副校長・教頭・事務長講座

内　　容

　京都府福祉人材・研修センター　講師

　龍谷大学　政策学部　　　　　　教授　深尾　昌峰

　早稲田大学文学学術院　文学部　教授　森山　卓郎

　京都府の福祉の在り方、児童生徒に起業家精神を身に付けさせる指導

方法及び新学習指導要領の基礎となる日本語の読解力について学び、自

校の学校経営の充実と改善に生かす。

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 450名

講座の
ねらい

　社会や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 令和　2年 10:30～17:00

すること。

12月11日（金）

管理職「特別支援教育・メンタルヘルス」講座

内　　容

　奈良女子大学　教授　伊藤　美奈子

　京都教育大学　教授　小谷　裕実

　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。

　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。

803

受講対象
校（園）長、副・頭、事務長、総（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 令和　2年 13:00～17:00

※新任の管理職は必ず受講すること。

5月22日（金）

養護教諭講座

内　　容

　地方独立行政法人　神奈川県立病院機構　

　神奈川県立精神医療センター　　　　　　医療局長　小林　桜児

　依存症になる背景や実際の臨床での治療法について学び、養護教諭と

しての対応やグループセラピーの実際について学ぶ。

※講座番号１８７と合同実施

804

受講対象
養護教諭（幼・小・中・義・高・特支）
※特に、６年目の養護教諭は受講することが

定　員 120名

講座の
ねらい

　薬物乱用や自傷行為など、複雑な問題を
抱える児童生徒への支援の在り方を学び、
養護教諭としての役割を理解し、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 令和　2年 13:00～17:00

望ましい。

8月 5日（水）

栄養教諭・学校栄養職員講座

内　　容

　文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課　食育調査官　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清久　利和

　「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」の改訂内容のポイントを

理解するとともに、「食に関する指導に係る全体計画」の作成を通し

て、組織的に推進することの重要性を理解し、実践的指導力を身に付け

る。※講座番号１９４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）※特に、６年目の栄養教諭は受講する

定　員 70名

講座の
ねらい

　「食に関する指導に係る全体計画」の作
成の必要性と手順・内容について理解を深
めるとともに、栄養教諭・学校栄養職員と
しての専門性を生かしながら組織的に食育
を推進する能力の向上を図る。

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 令和　2年 10:30～17:00

ことが望ましい。

8月 5日（水）

校務講座

内　　容

　行政関係者

　京都府立舞鶴支援学校　教職員

　

　京都府の特別支援教育について、その理念と教育内容について理解を

深める。

　木工作品制作を体験実習し、自校の教育環境整備に生かす。

※講座番号２１２と合同実施

806

受講対象
技術職員、学校施設管理職員（高・特支）

定　員 20名

講座の
ねらい

　府立学校に係る教育行政課題を認識し、
日々の業務に生かす。
　学びの環境充実のため、自校に必要とさ
れる対応を学び、日々の業務での実践力の
向上を図る。

No.

会　　場 京都府立舞鶴支援学校

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　2年 10:30～17:007月13日（月）

舞鶴市字堀４－１
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ＣＳ発想から考えるビジネスマナー講座（企業連携）

内　　容

　株式会社ビジネスプラスサポート

　人財育成プロデューサー　菓子田　圭子

　ＣＳとビジネスマナーの重要性について理解し、基本マナー（表現

力、言葉遣い、電話対応、来客応対）を学ぶ。ワークやトレーニングを

通して「使えるマナー」を体得する。

※講座番号２０５・２０７・２１０と合同実施

※事務職員指定講座は、講座番号９５８で申し込むこと。

807

受講対象
全教職員

定　員 10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北部研修所

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　2年 10:30～17:006月25日（木）

学校事務職員講座

内　　容

　愛知教育大学　准教授　風岡　治

　教育改革が進展し、新学習指導要領による学習指導が実施される上

で、学校に勤務する行政職員としての事務職員が果たすべき役割等を学

び、パネルディスカッションで理解を深める。

※事務職員指定講座は、講座番号９５９で申し込むこと。

808

受講対象
事務職員（小・中・義・高・特支）、学校施
設管理職員

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高
め、学校を取り巻く諸課題を把握し、他と
の協働により解決に貢献する実践力を養
う。

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 令和　2年 13:30～17:0010月30日（金）

学校事務職員（実務初任者向け）講座

内　　容

　文書事務、給与事務、共済事務等に係る事務能力を養う。

※講座番号２０６・２１１と合同実施

809

受講対象
事務職員（小・中・義・高・特支）
※実務を担当して概ね６年目までの者が望ま

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

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　2年 10:30～17:00

しい。

7月 9日（木）
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ＣＳ発想から考えるビジネスマナー講座（企業連携）

内　　容

　株式会社ビジネスプラスサポート

　人財育成プロデューサー　菓子田　圭子

　ＣＳとビジネスマナーの重要性について理解し、基本マナー（表現

力、言葉遣い、電話対応、来客応対）を学ぶ。ワークやトレーニングを

通して「使えるマナー」を体得する。

※講座番号２０５・２０７・２１０と合同実施

※事務職員指定講座は、講座番号９５８で申し込むこと。

807

受講対象
全教職員

定　員 10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北部研修所

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　2年 10:30～17:006月25日（木）

学校事務職員講座

内　　容

　愛知教育大学　准教授　風岡　治

　教育改革が進展し、新学習指導要領による学習指導が実施される上

で、学校に勤務する行政職員としての事務職員が果たすべき役割等を学

び、パネルディスカッションで理解を深める。

※事務職員指定講座は、講座番号９５９で申し込むこと。

808

受講対象
事務職員（小・中・義・高・特支）、学校施
設管理職員

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高
め、学校を取り巻く諸課題を把握し、他と
の協働により解決に貢献する実践力を養
う。

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 令和　2年 13:30～17:0010月30日（金）

学校事務職員（実務初任者向け）講座

内　　容

　文書事務、給与事務、共済事務等に係る事務能力を養う。

※講座番号２０６・２１１と合同実施

809

受講対象
事務職員（小・中・義・高・特支）
※実務を担当して概ね６年目までの者が望ま

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

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　2年 10:30～17:00

しい。

7月 9日（木）

学校事務職員パワーアップ講座

内　　容

　学舎制の中で学校の教育活動を支える事務職員の今後の役割を考え、

また地域と学校の関係に理解を深める。

　日頃学校の窓口として、地域住民の方からの種々の業務に対応してい

る事務職員として、身に付けておくべき法令等の知識について、理解を

深める。

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北部研修所

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　2年 13:00～17:00

※概ね２年目から４年目までの者とする。

11月17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　令和２年　６月　９日（火）

　シリーズⅡ　令和２年　８月　５日（水）

　シリーズⅢ　令和２年１０月１２日（月）

※シリーズⅠ～Ⅲ（講座番号８１１～８１３）を全て受講すること（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

　大阪教育大学附属池田小学校　教員

　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。

　防災教育の意義と役割について理解し、非常災害時の初期対応、日常

の事故等の未然防止のための取組及び学校体制の構築について学ぶ。

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 令和　2年 13:00～17:006月18日（木）
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