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京都府総合教育センター 

平成2６年4月16日(水) 

TEL：075-612-3266 センターマスコット センタ君 

 

【アドバイザーが行う学校支援】 

  ＊ 校長の人材育成計画を具現化するための 

   支援 

  ＊ 学校運営にかかる助言 

  ＊ 学校へのコンサルテーション業務 

  ＊ 教職員からの各種相談･助言 

【人材育成支援室連絡先】 

（総合教育センター）075-612-2956 

（北部研修所）     0773-43-2934 

（メールアドレス） 

 edc-jinzaiikusei@pref.kyoto.lg.jp 

［総合教育センター］                     

    勝間 喜一郎 元府立高等学校 校長【室長】 

  木村 義二  〃公立中学校 校長【総括】    

  松本 公雄  〃府立特別支援学校 校長【チーフ】  

  後野 文雄  〃公立中学校 校長【チーフ】 

    山内 司郎  〃公立小学校 校長【チーフ】 

    細井 滋樹  〃府立高等学校 校長 

  田中 泰弘  〃公立中学校 校長 

    登    博美  〃公立中学校 校長 

    田中 久美子 〃公立小学校 校長 

  中島  収    〃公立小学校 校長 

    東  壽亮    〃公立小学校 校長 

  細井 明夫  〃府立高等学校 事務長(企画研究部在籍) 

［北部研修所］ 

    木村 正純    〃公立小学校 校長【チーフ】 

    井上 泰夫  〃府立高等学校 校長 

    倉垣  誠  〃府立高等学校 校長 

  長野   幸富      〃公立中学校 校長  

    平岡 知代    〃公立小学校 校長 

    

 

 京都府総合教育センターでは、「学校・教職員を支援するセンター」をコンセプトに、教職員の皆様

の教育実践に役立つ研修をはじめとして、教育に関する研究事業、児童生徒・保護者や教職員への教育

相談事業等を展開してまいりました。 

 本年度も、教職員の皆様の意欲を大切にしながら、ライフステージに応じて必要な研修を計画的・継

続的に受講していただけるよう研修講座を工夫改善し、「単位制履修制度」を充実させてまいります。 

 また、京都府教育委員会が策定した京都府教育振興プランに基づき、「京都の未来を創造する人づく

りに向けた教育の推進」「京都の力を活かして一人一人の学びを支える教育環

境づくり」のための事業を発展させてまいります。 

 本年度は、京都府総合教育センターホームページ（ITEC）をさらに充実さ 

せ、教職員の皆様に活用していただける情報を発信していきたいと考えていま

す。また、これまで多くの学校等に御活用いただいてきました「出前講座」に

ついても精選と充実を図ってまいります。 

 展望する力、つながる力、挑戦する力を育むために・・・。 

 本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

       京都府総合教育センター所長  角南 ちえみ 

 開設６年目となる「人材育成支援室」、各

アドバイザーは、府内全小・中・府立学校を

訪問し、人材育成や学校・教職員の支援につ

いて意見交流を行っています。本年度もま 

た、新たなメンバーで活動してまいります。 



番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

501 
特別活動講座 

【会場：総合教育センター】 
６月13日(金) 

 特別活動における集団活動の在り方について理解を深め

るとともに、児童生徒の自主的・実践的な態度を育て、人

間関係の形成を図るための方策を学びます。 

【講師：文部科学省初等中等教育局 視学官 杉田 洋】 

502 
道徳教育推進講座 

【会場：総合教育センター】 
6月２日(月) 

 「道徳教育の進め方 京都式ハンドブック」を効果的に

活用した校内研修の進め方や「私たちの道徳」の活用方法

など、道徳教育の推進に向けた方策を学びます。 

【講師：東京学芸大学 教授 永田 繁雄】 

507  
生徒指導講座 

【会場：総合教育センター】 
６月20日(金) 

 いじめ問題の理解と対応の実際について、講義・演習を

通して学び、指導力の向上を図る講座です。 

【講師：兵庫教育大学 教授 新井 肇】 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

 

 

401 

402 

京都府学力診断テスト 

(小学校)活用講座 

【会場：総合教育センター】 

【会場：北部研修所】 

 

 

7月11日(金) 

7月15日(火) 

 京都府学力診断テスト等から児童の学力状況を明らかに

するとともに、分析・検証方法や授業改善の方策等につい

て理解を深める講座です。 

 

 

403 

404 

京都府学力診断テスト 

(中学校1年)活用講座 

【会場：総合教育センター】 

【会場：北部研修所】 

 

 

７月11日(金) 

７月15日(火) 

 京都府学力診断テスト等から生徒の学力状況を明らかに

するとともに、分析・検証方法や授業改善の方策等につい

て理解を深める講座です。 

 

411 

418 

425 

小学校「学びの本質を追究する 

授業づくり」講座 

理科 

図画工作科 

体育科 

【会場：北部研修所】 

６月16日(月) 

 「教師は授業で勝負」といわれるが、どのように授業を

つくればよいのか、学びの本質を追究する授業の在り方に

ついて学ぶとともに、自らの授業を振り返り、授業改善に

生かすことができる講座です。 

【講師：京都大学大学院 准教授 石井 英真】  

432 

小学校「気付きの質を高める生活科

教育」講座 

【会場：北部研修所】 

６月20日(金) 

 気付きの質を高めることの意味や意図を具体的な例を基

に学ぶことができ、フィールドワークを通して、児童が気

付きの質を高める過程について体験することができる講座

です。 

【講師：京都ノートルダム女子大学 教授 菅井 啓之】 

 

437 

小学校・中学校「学びを育む理科 

授業の創造」講座 

【会場：総合教育センター】 

 

６月２日(月) 

 フィールドワークや実物に触れることを通して、体験

的・実感的な学びの大切さを体験し、児童生徒に「観る

力」や「考える力」を育むための指導者の視点と働きかけ

について学ぶことができる講座です。 

【講師：京都ノートルダム女子大学 教授 菅井 啓之】 

454 

「博物館で学ぶ科学的なものの見

方・考え方」講座（大学連携） 

【会場：京都大学総合博物館】 

6月27日(金) 

 諸感覚を使う活動を通して、感性を磨き、「感じた」こ

とを表現することにより、科学的なものの見方や考え方が

育つ過程を体感することができる講座です。  
【講師：京都大学総合博物館 館長 大野 照文 

    京都造形芸術大学  教授 水野 哲雄】  

 子どもの豊かな成長を支えるために、センターでは教職員の資質や指

導力の向上を図る研修講座を実施します。今月号では、平成26年度６月

～7月の特徴的な講座を紹介します。詳しくは、センターのホームペー

ジ（ITEC）や『平成26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 

610 

授業に生かせるコーチング講座 

（企業連携） 

【会場：総合教育センター】 

７月１日(火) 

 コーチングスキルを活用し、グループ討議で問題発見か

ら解決までを導き出し、今後の学級経営や授業に生かす手

法を学びます。 

【講師：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  平山 陽子】 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

513 

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】 

６月３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

識や工夫を学びます。学校現場で子どもたちの描画に触れ

る機会の有無にかかわらず、教育相談のエッセンスに触れ

ることができる講座です。   

【講師：大阪樟蔭女子大学 教授 高橋 依子】 

517 

「今を生きる子どものこころ」講座 
-いじめ・不登校の裏側にある 

     「イツメン」「ぼっち」「リア充」問題- 

【会場：総合教育センター】 

７月28日(月) 

 「イツメン」「ぼっち」「リア充」等をキーワードに、い

じめ、非行、不登校等の裏側にある子どもたちのこころを

丁寧に読み取っていきます。教育相談や生徒指導の担当者

はもちろん、すべての教職員の実践に生かせる講座です。  
【講師：島根大学 教授 岩宮 恵子】 

525 

特別支援教育＜推進＞ 

｢行動障害のある子どもの理解｣講座 

【会場：総合教育センター】 

７月29日(火) 
 通常の学級に在籍する発達障害等のある子どもを理解

し、適切な対応をするための手法を学びます。 

【講師：香川大学 教授 坂井 聡】 

526 

特別支援教育＜推進＞ 

｢高等学校の生徒支援｣講座 
―支援の実際― 

【会場：総合教育センター】 

６月24日(火) 
 文部科学省事業指定３校の具体的実践例を通し、授業実

践及び校内支援体制の充実について学びます。 

【講師：文部科学省 特別支援教育調査官 樋口 一宗】 

523 

特別支援教育＜推進＞ 

「校内支援体制と支援の実際」講座 

【会場：北部研修所】 

6月13日(金) 

 特別支援教育推進のためのシステム構築に向けた校内支

援体制について理解し、併せて地域支援の実際について学

びます。 

【講師：佛教大学 講師 青山 芳文】 

540 

特別支援教育コーディネーター 

養成講座シリーズⅡ 

（校内支援体制と支援の実際） 

【会場：北部研修所】 

6月13日(金) 

 校内支援体制及び関係機関との連携を含めた地域連携に

ついて理解し、具体的な支援内容と支援体制プラン作成の

演習を通して特別支援教育コーディネーターの役割につい

て学びます。 

※上記５２３と合同実施 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

709 

企業から学ぶ組織の活性化講座 

（企業連携） 

【会場：京都商工会議所】 

7月30日(水) 

 カフェコーナーの設置など様々な形で、書籍文化の普及

に取り組む大垣社長から、企業の経営理念や人材育成方法

を学び、組織の活性化に生かす方策を考える講座です。 

【講師：株式会社大垣書店 代表取締役社長 大垣 守弘】 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

851 
法教育講座 

【会場：総合教育センター】 
６月17日(火) 

 よりよい社会の実現に向けて主体的に行動できる児童生

徒を育成するための具体的な方策を、講義や演習を通して

学びます。 

【講師：国立教育政策研究所初等中等教育研究部 

             部長 大杉 昭英】 

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 

特別研修 



 

  

  

 総合教育センターでは、平成25年度研

究事業として、「各教科等を合わせた指

導」に関する研究を行いました。 

 その研究成果として、ガイドブックを作

成し、府内の特別支援学校及び小学校・中

学校に配付しました。 

 知的障害のある子どもたちの障害特性や

教育課程編成についての解説、授業の特徴

を示した授業モデルを紹介しています。 

 今年度は、「各教科等を合わせた指導」

に関わる講座やガイドブックに関わる出前

講座等を実施しますので奮ってご参加くだ

さい。 

※本冊子は、総合教育センターのホーム

ページ（ITEC）に掲載しています。  

教育に関する専門的･技術

的事項の研究を推進 

子どもの成長や発達に関する 

支援･相談を実施 

 

学校、教育委員会等と連携した横断的研究体制 
   学校の課題や特色づくりに応じた研究 

 日々の教育活動や学校現場を支援する内容の研究 

 各学校に研究の成果を還元 

 （研修の場、研究発表、資料集刊行等） 

 

基本研修  

 経験年数と職能に応じた教職員としての基本的 

 事項に関する研修 

専門研修 
  職務遂行上必要な専門的事項に関する研修 

指導者養成研修 
 学校現場の次代を担う指導者層の養成に関す 

 る研修 

教職員の資質・能力の

向上を図る 

 

 電話教育相談（２４時間対応） 

 メール教育相談（ITECからも申し込めます。） 

 来所教育相談（センター、北部教育相談室） 

 巡回教育相談 

 （乙訓、山城、南丹、丹後各教育局、アグリセンター大宮） 

 センターでは、教職員や府民の皆様に親しんで

いただけるよう、マスコットキャラクターを作成

しています。 

 優しい瞳と優れた聴覚を備えたミミズクのセン

タ君は、京都府の教育をしっかりと見、聞き、分

析しながら、学校と教職員の方々を支援します。 

 大きな翼で、学校に飛びたっていき、子ども、

保護者、教職員の声を聴き、温かくこの翼で包み

込みます。 


