
総合教育センターだより 
第50号(通算第133号) 

京都府総合教育センター 

平成25年５月16日(木) 

TEL：075-612-3266 センターマスコット センタ君 

 次のような本も新しく入りましたので御利

用ください。 

◆「はじめての法教育Q＆A」 

◆「小学生の学力は『計画力』で決まる！」 

◆「いじめを絶つ！毅然とした指導３」 

 その他にも人材育成支援室アドバイザー

お薦めの本もあります。 

 総合教育センターのカリキュラムルームは平成19年度に開設し、教育図書や教育雑誌、

学習指導案等を多数備えています。 

 資料の閲覧をはじめ、授業研究や実践交流の場としても、気軽に御利用ください。 

コンサルテーションコーナー 
 

★｢教科指導で行き詰まってい

る｣｢学級経営で困っている」｢保

護者や地域との連携にいいアイ

デアが…」などの相談に答えま

す。 
 

 経験豊富なアドバイザーが

対応します｡ 

メディアコーナー 
 

★ＤＶＤ、ビデオ(授業

の達人、校内研修用、

教材用等)がその場で視

聴できます。 
 

 インターネットを利用

して調査研究もできま

す。 

 

【利用時間】 

平 日：  9時～17時 

土曜日：13時～17時 

※初任者研修実施日は20時まで。 

 ただし18時以降利用される場合は 

 18時までに、また土曜日に利用さ 

 れる場合は、前日の午前中までに 

 予約が必要です。 

【問い合わせ】 

企画研究部：075-612-2950 

北部研修所：0773-43-2934 

カリキュラムコーナー 

オープンスペース 

★研修の休憩時間の交流に、また打ち合わ

せや研究協議の場として御利用ください。 

総合教育センター 北部研修所 

総合教育センター 

北部研修所 

★教育月刊誌(バックナンバー含む)  

★学習指導案 

★教科書(府内小中学校採用各社)      

★教育図書 

★ＤＶＤ、ビデオ(授業の達人、 

 校内研修用、教材用等) 

★研究紀要(教育委員会、 

 大学、研究会、研究所等) 

書籍等、閲覧の

他に借りること

もできます。 

～教職員の教育活動を支援します～ 

教育情報・資料を提供しています。 



番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

503 
「道徳の時間」実践講座 

【会場：総合教育センター】 
10月４日(金) 

 読み物資料を活用した「道徳の時間」の授業づく

りについて具体的な方法を学びます。 

【講師：大阪教育大学 名誉教授 藤永 芳純】 

505 
人権教育講座Ⅱ（センター） 

【会場：総合教育センター】 
10月22日(火) 

 人権教育の校内研修を活性化させる具体的な方法

について学ぶ講座です。 

【講師：大阪大学人間科学研究科 教授 平沢 安政】 

507 
「京の子どもを守る」講座 

【会場：総合教育センター】 
９月30日(月) 

 実践発表や講義から学校における防災教育の在り

方について学ぶとともに学校の危機管理意識の高揚

を図る講座です。 

 【講師：京都大学防災研究所 教授 林 春男】 

512  

教育相談＜中級＞講座Ⅲ 

－描画からみる子どもの理解－ 

【領域③】 

【会場：総合教育センター】  

8月20日(火) 

 描画を通して子どもたちを理解し関わっていくた

めの知識や工夫について講義、演習から体験的に深

く学ぶ講座です。  

【講師：大阪樟蔭女子大学 教授 高橋 依子】 

514 

教育相談＜上級＞講座Ⅱ－心と体を

つなぐ精神医学からの理解：自傷行

為・依存をめぐって－【領域②】 

【会場：総合教育センター】 

10月１日(火) 

 摂食障害や自傷行為、依存といった困難な問題を抱

える子どもたちに焦点をあて、その理解と対応につい

て深く学びます。 

  【講師：京都教育大学 教授 森 孝宏】 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

407 

414 

421 

小学校｢授業づくり｣講座 

理科Ⅲ 

音楽科Ⅲ 

家庭科Ⅲ 

【会場：総合教育センター】 

11月22日(金) 

11月25日(月) 

11月26日(火) 

 「質の高い学力」を育むため、児童が理解する過

程を重視した授業づくりについて実践報告を通して

学ぶとともに、自らの実践を振り返り、よりよい授

業の在り方について考える講座です。 

 

434

435 

中学校英語科教育基礎講座Ⅰ 

中学校英語科教育基礎講座Ⅱ 

【会場：総合教育センター】 

８月21日(水) 

8月22日(木) 

 今、求められている英語力の指導法を学びます。

Ⅰでは、効果的な音声指導、書くことの指導につい

て、Ⅱでは、教科書の効果的な使い方の他、「読む力

を伸ばす英文教材集」の活用方法を学びます。 

【講師：京都外国語大学 教授 杉本 義美】 

444 

高等学校数学科教育講座 

（大学連携） 

【会場：京都産業大学】 

8月７日(水) 

 新課程の数学Ⅰの「データ分析」の内容に関わっ

て、生徒の数学的感覚を養うための指導力の向上を

図り、数学的活動を取り入れた授業づくりについて

学びます。 

   【講師：京都産業大学 教授 牛瀧 文宏】 

445 

高等学校英語科教育講座 

（大学連携） 

【会場：キャンパスプラザ京都】 

8月2日(金) 

 講義、グループ・デイスカッション､実習を通して

学習指導要領に対応した授業を進めるための指導法

を学びます。 

【講師：京都外国語大学 教授 鈴木 寿一】 

 平成25年度8月以降に開催する講座の一部を紹介します。  

詳しくは、『平成25年度研修講座の概要』を御覧ください。 専門研修 ―教科ー 

専門研修 ― 領域等 ー 



番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

606 

プレゼンテーション能力 

｢情報発信｣講座(企業連携) 

【会場：総合教育センター】 

8月21日(水) 

 プレゼンテーションの目的、事前準備や内容の構

成、論理を図解で説明するための基本的な技術など、

プレゼンターの表現方法、プレゼンテーションの進め

方全般にわたっての知識を習得する講座です。 

【講師：株式会社キャリア総研 講師 山本 みどり】 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

526  

特別支援教育「中級・アセスメント

（通常の学級）」講座 

－子どもの読み書き能力－  
【会場：総合教育センター】 

10月１日(火) 

 読み書きはどのようにしてできるようになるのか、

読むのを嫌う、読みが遅い、読めないなど、読み書き

につまずきのある児童生徒をどのように評価し、指導

していくとよいのかを学ぶ講座です。  

      講師：大阪教育大学 教授 高橋 登 

         藍野大学   教授 若宮 英司 

531  

特別支援教育＜発展＞「上級・授業

づくり(特別支援学校・学級)」講座

―学校全体で行う授業改善― 

【会場：総合教育センター】 

８月８日(木) 

 実践発表と授業研究の専門家の講義等から全校体

制で研究する視点で授業改善について学びます。 

【講師：千葉大学 教授 太田 正己】  

536  

特別支援教育＜発展＞「上級・高等

学校の生徒支援」講座－学習のつま

ずきに関する理解と支援－   
【会場：総合教育センター】 

11月15日(金) 

 発達障害等のある生徒の学習のつまずきに焦点を

あて、具体的な事例からどのような支援や工夫がで

きるのか明らかにする講座です。 

【講師：花園大学 教授 小谷 裕実】 

539  

特別支援教育<発展>｢新版Ｋ式発達

検査2001活用｣講座－発達検査を

活用したアセスメント－(大学連携)

【会場：京都学園大学】 

9月10日(火) 

 新版Ｋ式発達検査2001の結果を分析し、子ども

のアセスメント及び指導について実践的に学ぶ講座

です。   

【講師：京都学園大学 教授 川畑 隆】 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

701 

702 

危機管理講座 

【会場：総合教育センター】 

【会場：北部研修所】 

10月25日(金) 

11月1日(金) 

 重大事案発生時の的確な対応について、「学校危機

対応ハンドブック」等を活用した演習を通して学び

ます。 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

815 
学校図書館機能充実講座 

【会場：京都府立図書館】 
11月22日(金) 

 学校図書館の学習・情報センターとしての機能に

ついて理解し、｢調べ学習｣に関する指導力を高める

講座です。 

専門研修 ―領域等ー 

専門研修 ―コミュニケーション能力ー 

専門研修 ―チームマネジメント能力ー 

専門研修 ー職能別等ー 

特別研修  

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

857 

｢意欲の発揮・継続のための組織づ

くり｣講座(公募型講座) 

【会場：総合教育センター】 

10月８日(火) 

 中堅教職員に期待される学校運営への参加や若手

教職員への指導的役割について学びます。 

【講師：大阪教育大学 理事 成山 治彦】 



 

     人材育成支援室より 

  お薦めの一冊 

 ＮＨＫの大河ドラマに取り上げられたの

で、篤姫のことは随分有名になりました。こ

の本は、幕末の激動の世の中を生きた女性

の自伝あるいは歴史小説として扱われてい

るようです。 

 新年度になり､環境も変わりました。この

機会に、江戸城大奥３千人の女性たちを束

ねたリーダーとして､この女性がどう生き

たのか、｢リーダー論｣として改めて読んで

みるのも良いと思います。（K．M） 

 所員が、学校等を訪問し、それ

ぞれのニーズに応じた内容を提供

している「出前講座」。 

 職場を離れずに研修できるの

で、子どもと向き合う時間を大切

にできるとともに、職場の活性化

につながります。 

センター作成ハンドブッ

ク等の活用法も紹介！ 
 

ハンドブック等名称 講座番号 講座名 

道徳教育の進め方京都

式ハンドブック 

904 

914 

小学校道徳教育講座 

中学校道徳教育講座 

中学校「読む力を伸ば

す英文教材集」 

912 中学校英語科講座 

ユニバーサルデザイン

授業 

918 特別支援教育講座 

算数・数学ナビつ～る 902 

911 

小学校算数科教育講座 

中学校授業力向上講座Ⅰ(数学科) 

－センター作成冊子等紹介－ 

 このハンドブックは初任

者・新規採用者が深い児童

生徒理解に基づいた指導・

支援、円滑な保護者への対

応が行えるよう、平成21

年度に作成したものです。 

 本文の内容は、センター

のホーム

ページか

らダウン

ロードで

き ま す。

是 非、御

活用くだ

さい。 

｢先生、わかってな｣ 

 申し込み方法や連絡先は、各校に配付している「平成

25年度研修講座の概要」のP.12～13で御確認くださ

い。センターホームページ（ITEC）トップページのバ

ナー（「出前講座申込書」）からも御覧になれます。 
子どもと向き合う時間を 

大切にできます。 

職場の活性化に 

つながります。 

初任者・新規採用者研修共通 

「初任期スタート」講座 

４月11日（木）、18日（木）        

於：ホテルルビノ京都堀川 

 初任者・新規採用者の講座が始ま

りました。各学校における教育活動

への展望や教職員としての自覚につ

いて学びました。 

 天璋院篤姫 
宮尾登美子 講談社文庫 


