
講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

7月11日(金) 401 京都府学力診断テスト(小学校)活用講座(センター) 総合教育センター
行政関係者
センター所員

7月15日(火) 402 京都府学力診断テスト(小学校)活用講座(北部) 北部研修所
行政関係者
センター所員

7月11日(金) 403 京都府学力診断テスト(中学校１年)活用講座(センター) 総合教育センター
行政関係者
センター所員

7月15日(火) 404 京都府学力診断テスト(中学校１年)活用講座(北部) 北部研修所
行政関係者
センター所員

1月20日(火) 405 京都府学力診断テスト(中学校２年)活用講座(センター) 総合教育センター
行政関係者
センター所員

1月23日(金) 406 京都府学力診断テスト(中学校２年)活用講座(北部) 北部研修所
行政関係者
センター所員

6月16日(月) 407 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座理科シリーズⅠ 北部研修所 京都大学大学院　准教授　石井　英真 ★

8月7日(木) 408 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座理科シリーズⅡ 北部研修所 奈良女子大学附属小学校　主幹教諭　谷岡　義高 ★

8月22日(金) 409 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座理科シリーズⅢ 北部研修所 山梨大学大学院　教授　堀　哲夫 ★

11月25日(火) 410 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座理科シリーズⅣ 北部研修所 センター所員 ★

6月16日(月) 411 小学校｢学びの本質を追究する授業づくり｣講座理科 北部研修所 京都大学大学院　准教授　石井　英真

8月7日(木) 412 小学校｢単元構想から考える授業づくり｣講座理科 北部研修所 奈良女子大学附属小学校　主幹教諭　谷岡　義高

11月25日(火) 413 小学校｢実践事例から考える授業づくり｣講座理科 北部研修所 センター所員

6月16日(月) 414 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座図画工作科シリーズⅠ 北部研修所 京都大学大学院　准教授　石井　英真 ★

7月28日(月) 415 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座図画工作科シリーズⅡ 北部研修所 大阪成蹊大学　准教授　岩野　勝人 ★

9月4日(木) 416 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座図画工作科シリーズⅢ 北部研修所 大阪成蹊大学　准教授　岩野　勝人 ★

12月2日(火) 417 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座図画工作科シリーズⅣ 北部研修所 大阪成蹊大学　准教授　岩野　勝人 ★

6月16日(月) 418 小学校｢学びの本質を追究する授業づくり｣講座図画工作科 北部研修所 京都大学大学院　准教授　石井　英真

7月28日(月) 419 小学校｢題材構想から考える授業づくり｣講座図画工作科 北部研修所 大阪成蹊大学　准教授　岩野　勝人

12月2日(火) 420 小学校｢実践事例から考える授業づくり｣講座図画工作科 北部研修所 大阪成蹊大学　准教授　岩野　勝人

6月16日(月) 421 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座体育科シリーズⅠ 北部研修所 京都大学大学院　准教授　石井　英真 ★

7月28日(月) 422 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座体育科シリーズⅡ 北部研修所 奈良女子大学附属小学校　教諭　阪本　一英 ★

9月4日(木) 423 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座体育科シリーズⅢ 北部研修所 センター所員 ★

11月28日(金) 424 小学校｢授業づくり〈発展〉｣講座体育科シリーズⅣ 北部研修所 センター所員 ★

6月16日(月) 425 小学校｢学びの本質を追究する授業づくり｣講座体育科 北部研修所 京都大学大学院　准教授　石井　英真

7月28日(月) 426 小学校｢単元構想から考える授業づくり｣講座体育科 北部研修所 奈良女子大学附属小学校　教諭　阪本　一英

11月28日(金) 427 小学校｢実践事例から考える授業づくり｣講座体育科 北部研修所 センター所員

8月1日(金) 428 小学校国語科教育講座ａ(大学連携)
同志社女子大学
京田辺キャンパス

同志社女子大学　教授　松崎　正治

8月8日(金) 429 小学校国語科教育講座ｂ(大学連携)
同志社女子大学
京田辺キャンパス

同志社女子大学　教授　松崎　正治

8月1日(金) 430 小学校社会科教育講座(大学連携) 大谷大学 大谷大学　教授　岩渕　信明

7月31日(木) 431 小学校算数科教育講座(大学連携) 京都教育大学 京都教育大学教員

6月20日(金) 432 小学校｢気付きの質を高める生活科教育｣講座 北部研修所 京都ノートルダム女子大学　教授　菅井　啓之

8月7日(木) 433 小学校音楽科教育講座(大学連携) 京都ノートルダム女子大学 京都ノートルダム女子大学　教授　小林　多津子

8月5日(火) 434 小学校図画工作科教育講座(大学連携) 京都ノートルダム女子大学 京都ノートルダム女子大学　特任准教授　藤本　陽三

8月6日(水) 435 小学校家庭科教育講座(大学連携) 京都ノートルダム女子大学
京都ノートルダム女子大学　教授　加藤　佐千子
　　　　　　　　　　　　　教授　米田　泰子

7月31日(木) 436 小学校体育科教育講座(大学連携)
同志社女子大学
京田辺キャンパス

同志社女子大学　教授　濱口　義信

6月2日(月) 437 小学校・中学校｢学びを育む理科授業の創造｣講座 総合教育センター 京都ノートルダム女子大学　教授　菅井　啓之

8月6日(水) 438 中学校英語科教育基礎講座Ⅰ 総合教育センター 京都外国語大学　教授　杉本　義美 ●

8月20日(水) 439 中学校英語科教育基礎講座Ⅱ 総合教育センター 京都外国語大学　教授　杉本　義美 ●

7月29日(火) 440 中学校数学科教育講座(大学連携) 京都橘大学 京都橘大学　教授　小寺　隆幸

6月17日(火) 441 中学校理科教育講座ａ 北部研修所 京都教育大学　准教授　谷口　和成

6月24日(火) 442 中学校理科教育講座ｂ 総合教育センター 京都教育大学　准教授　谷口　和成

5月20日(火) 443 中学校家庭科教育基礎講座Ⅰ 北部研修所 センター所員 ●

9月25日(木) 444 中学校家庭科教育基礎講座Ⅱ 北部研修所 センター所員 ●

7月30日(水) 445 中学校英語科教育講座(大学連携) キャンパスプラザ京都 京都外国語大学　教授　鈴木　寿一

8月20日(水) 446 中学校・高等学校国語科教育講座Ⅰ(大学連携) 京都教育大学 京都教育大学　教授　植山　俊宏

京都府総合教育センター

※受講対象等は、冊子｢平成26年度　研修講座の概要」又はセンターホームページで御確認ください。

　専門研修　－教科－　



講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

8月5日(火) 447 中学校・高等学校国語科教育講座Ⅱ(大学連携)
京都学園大学

京町家キャンパス
京都学園大学　教授　丸田　博之　教授　山崎　芙紗子
　　　　　　　教授　山本　淳子

8月20日(水) 448 中学校社会科・高等学校地理歴史・公民科教育講座(大学連携) 佛教大学 佛教大学　准教授　小林　隆

8月20日(水) 449 中学校・高等学校理科教育講座(大学連携) 佛教大学 佛教大学教員

8月6日(水) 450 中学校美術科・高等学校芸術科(美術)教育講座(大学連携) 京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学　教授　中野　仁人　　准教授　西村　雅信
　　　　　　　　　准教授　池側　隆之　助教　市川　靖史

8月19日(火) 451 中学校・高等学校保健体育科教育講座(大学連携) 京都教育大学 京都教育大学　教授　井谷　惠子

8月6日(水) 452 高等学校数学科教育講座(大学連携) 京都産業大学 京都産業大学　教授　牛瀧　文宏

7月31日(木) 453 高等学校英語科教育講座(大学連携) 京都外国語大学 京都外国語大学　教授　鈴木　寿一

6月27日(金) 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) 京都大学総合博物館
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

5月12日(月) 455 図画工作科・美術科・芸術科(美術)教育講座 北部研修所 センター所員

10月20日(月) 456 授業でのＩＣＴ活用講座 総合教育センター 大阪教育大学　教授　木原　俊行 ◆

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

6月13日(金) 501 特別活動講座 総合教育センター 文部科学省初等中等教育局　視学官　杉田　洋 ◆

6月2日(月) 502 道徳教育推進講座 総合教育センター 東京学芸大学　教授　永田　繁雄 ◆

7月29日(火) 503 ｢道徳の時間｣実践講座 総合教育センター 大阪教育大学　名誉教授　藤永　芳純 ◆

7月4日(金) 504 人権教育講座Ⅰ(センター) 総合教育センター 京都教育大学　教授　浜田　麻里 ◆

7月1日(火) 505 人権教育講座Ⅰ(北部) 北部研修所 京都教育大学　教授　浜田　麻里 ◆

10月21日(火) 506 人権教育講座Ⅱ 総合教育センター
同志社女子大学　教授　藤原　孝章
(公益財団法人世界人権問題研究センター　嘱託研究員) ◆★

6月20日(金) 507 生徒指導講座 総合教育センター 兵庫教育大学　教授　新井　肇 ◆

10月3日(金) 508 ｢京の子どもを守る｣講座 総合教育センター 滋賀大学　教授　藤岡　達也 ◆

5月30日(金) 509 教育相談〈初級〉講座(センター) 総合教育センター 天理大学大学院　教授　千原　雅代 ◆●

8月20日(水) 510 教育相談〈初級〉講座(北部) 北部研修所 天理大学大学院　教授　千原　雅代 ◆●

9月30日(火) 511 教育相談〈中級〉講座Ⅰ－家族からみる子どもの理解－ 総合教育センター 京都大学大学院　准教授　髙橋　靖恵

9月8日(月) 512 教育相談〈中級〉講座Ⅱ－精神医学からみる子どもの理解－ 総合教育センター 京都文教大学　准教授　平尾　和之

6月3日(火) 513 教育相談〈中級〉講座Ⅲ－描画からみる子どもの理解－ 総合教育センター 大阪樟蔭女子大学　教授　高橋　依子

9月18日(木) 514 教育相談〈上級〉講座Ⅰ－不登校事例への理解と関わり－ 総合教育センター 奈良女子大学　教授　伊藤　美奈子 ★

10月20日(月) 515 教育相談〈上級〉講座Ⅱ－心と身体のつながりの理解と関わり－ 総合教育センター 京都大学大学院　准教授　大山　泰宏 ★

11月7日(金) 516 教育相談〈上級〉講座Ⅲ－子どもの表現からの理解と関わり－ 総合教育センター 京都大学大学院　教授　皆藤　章 ★

7月28日(月) 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－

総合教育センター 島根大学　教授　岩宮　恵子 ◆

8月4日(月) 518 子どもと教職員のメンタルヘルス講座(センター) 総合教育センター 一般財団法人　京都工場保健会　専任カウンセラー　山根　英之 ◆

6月17日(火) 519 子どもと教職員のメンタルヘルス講座(北部) 北部研修所 一般財団法人　京都工場保健会　専任カウンセラー　山根　英之 ◆

5月27日(火) 520 学校運営のためのメンタルヘルス講座 総合教育センター 一般財団法人　京都工場保健会　専任カウンセラー　山根　英之 ★

8月8日(金) 521
特別支援教育〈基本〉｢アセスメント｣講座
－ＭＳＰＡの活用－

総合教育センター
京都大学　　　　　助教　　船曳　康子
平安女学院大学　　准教授　清水　里美 ◆●

5月27日(火) 522 特別支援教育〈基本〉｢特別支援教育概論｣講座 総合教育センター
京都教育大学　教授　郷間　英世
大阪大谷大学　教授　小田　浩伸 ◆●

6月13日(金) 523 特別支援教育〈推進〉｢校内支援体制と支援の実際｣講座 北部研修所 佛教大学　講師　青山　芳文 ◆

10月24日(金) 524
特別支援教育〈推進〉｢発達の理解｣講座
－新版Ｋ式発達検査２００１の活用－

総合教育センター 京都学園大学　教授　川畑　隆

7月29日(火) 525 特別支援教育〈推進〉｢行動障害のある子どもの理解｣講座 総合教育センター 香川大学　教授　坂井　聡 ◆

6月24日(火) 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－

総合教育センター 文部科学省　特別支援教育調査官　樋口　一宗 ◆

8月22日(金) 527 特別支援教育〈推進〉｢読み書き能力のアセスメント｣講座 総合教育センター 富山大学　教授　川崎　聡大

11月4日(火) 528
特別支援教育〈推進〉｢通常の学級の授業づくり｣講座
－ユニバーサルデザイン授業－

総合教育センター 明星大学　准教授　小貫　悟 ◆

10月7日(火) 529
特別支援教育〈推進〉｢特別支援学級の学級経営｣講座
－教育課程の編成－

総合教育センター 京都教育大学　教授　相澤　雅文

7月22日(火) 530
特別支援教育〈推進〉｢特別支援学級・学校の授業づくり｣講座
－感覚統合・体づくり－

総合教育センター 関西国際大学　教授　中尾　繁樹

8月28日(木) 531
特別支援教育〈発展〉｢読み書き困難の理解｣講座
－視覚・聴覚－

総合教育センター
神戸総合医療専門学校言語聴覚士科　学科長　太田　信子
かわばた眼科　院長　川端　秀仁 ◆★

9月3日(水) 532 特別支援教育〈発展〉｢Ｋ－ＡＢＣⅡ検査活用｣講座 総合教育センター 筑波大学　教授　熊谷　恵子 ★

9月17日(水) 533
特別支援教育〈発展〉サテライト
｢高等学校の進路支援｣講座－大学での支援の実際－

花園大学
花園大学　教授　小谷　裕実　京都教育大学　教授　相澤　雅文
佛教大学准教授　菅原　伸康　京都外国語大学学生相談室長  今野　芳子
立命館大学特別ニーズ学生支援室支援コーディネーター　片山　愛

◆★

11月21日(金) 534 特別支援教育〈発展〉サテライト｢自閉症教育｣講座 京都府立舞鶴支援学校ＴＳＣ 宇都宮大学　教授　梅永　雄二 ◆★

8月6日(水) 535 特別支援教育〈発展〉サテライト｢聴覚・視覚障害教育｣講座 京都府立宇治支援学校ＳＳＣ 京都スーパーサポートセンタースタッフ ◆★

6月27日(金) 536
特別支援教育〈発展〉サテライト｢肢体不自由･重度重複障害教育｣講座
－ＩＣＴを活用した授業づくり－

京都府立宇治支援学校ＳＳＣ 特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所　所長　飯野　順子 ◆★

　専門研修－領域等－

　専門研修－教科－



講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

7月1日(火) 537
特別支援教育〈発展〉サテライト｢各教科等を合わせた指導｣講座
－知的障害のある子どもの授業づくり－

京都府立舞鶴支援学校ＴＳＣ 岩手大学　教授　名古屋　恒彦 ◆★

12月5日(金) 538
特別支援教育〈発展〉サテライト｢知的障害教育｣講座
－キャリア教育－

京都府立宇治支援学校ＳＳＣ 筑波大学　教授　藤原　義博 ◆★

5月27日(火) 539
特別支援教育コーディネーター養成講座シリーズⅠ
(特別支援教育概論)

総合教育センター
京都教育大学　教授　郷間　英世
大阪大谷大学　教授　小田　浩伸 ●

6月13日(金) 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)

北部研修所 佛教大学　講師　青山　芳文

8月1日(金) 541 情報モラル教育講座 総合教育センター 佛教大学　教授　原　清治 ◆

8月6日(水) 542 高度情報化とセキュリティ講座(大学連携)
京都大学学術情報

メディアセンター南館
京都大学教員 ★

10月16日(木) 543 京の教育｢みやび｣講座 京都府京都文化博物館 京都府京都文化博物館　職員 ◆★

11月21日(金) 544 校内研究推進講座 総合教育センター 京都教育大学　教授　榊原　禎宏 ★

10月27日(月) 545 校内研修の活性化講座 総合教育センター 大阪教育大学　教授　木原　俊行 ★

7月28日(月) 546 食育推進実践講座 総合教育センター 福井県立若狭高等学校　教諭　小坂　康之

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

8月18日(月) 601 コミュニケーション講座Ⅰ(企業連携) 北部研修所 株式会社キャリア総研　代表取締役　実成　尚子 ◆

10月6日(月) 602 コミュニケーション講座Ⅱ(企業連携) 総合教育センター 株式会社チェンジ・アップ　代表取締役　荒尾　千春 ◆

11月11日(火) 603 コミュニケーション講座Ⅲ(企業連携) 総合教育センター 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  千葉　裕子 ◆

8月6日(水) 604 指導に生かすコミュニケーション講座Ⅰ(企業連携) 総合教育センター 株式会社チェンジ・アップ　代表取締役　荒尾　千春 ◆

10月7日(火) 605 指導に生かすコミュニケーション講座Ⅱ(企業連携) 総合教育センター ＰＨＰ研究所　講師　櫻井　直子 ◆

8月11日(月) 606 プレゼンテーション能力｢情報発信｣講座(企業連携) 総合教育センター 株式会社キャリア総研　講師　山本　みどり ◆★

6月26日(木) 607 コーチング実践演習講座ａ(企業連携) ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所　講師　國弘　隆子 ◆★

7月25日(金) 608 コーチング実践演習講座ｂ(企業連携) ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所　講師　國弘　隆子 ◆★

10月28日(火) 609 コーチング実践演習講座ｃ(企業連携) 総合教育センター ＰＨＰ研究所　講師　國弘　隆子 ◆★

7月1日(火) 610 授業に生かせるコーチング講座(企業連携) 総合教育センター 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

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

11月14日(金) 701 危機管理講座(センター) 総合教育センター
行政関係者
センター所員

★

11月21日(金) 702 危機管理講座(北部) 北部研修所
行政関係者
センター所員

★

8月1日(金) 703 地域とともに歩む｢学校内外環境分析｣講座 総合教育センター 兵庫教育大学大学院　准教授　大野　裕己

6月2日(月) 704 教育法規演習講座 総合教育センター
アクシス法律事務所　弁護士　置田　文夫
京都教育大学大学院連合教職実践研究科　教授　竺沙　知章 ◆★

9月16日(火) 705 学校評価演習講座 総合教育センター 茨城大学　准教授　加藤　崇英

9月26日(金) 706 組織の活性化とチームづくり講座 総合教育センター
同志社女子大学・京都教育大学大学院連合教職実践研究科
教授　水本　徳明 ★

10月15日(水) 707 企業体験講座(企業連携)
アミタ株式会社

京都商工会議所
アミタ株式会社　代表取締役社長　　　　 網田　知邦
アクセルコンサルティング株式会社代表　岡原　慶高 ◆★

8月7日(木) 708 多忙化への対応に向けた会議運営講座(企業連携) 京都商工会議所 株式会社マネジメント・ラーニング　代表取締役　久保田　康司 ◆

7月30日(水) 709 企業から学ぶ組織の活性化講座(企業連携) 京都商工会議所 株式会社大垣書店　代表取締役社長　大垣　守弘 ◆★

11月6日(木) 710 ワーク・ライフ・マネジメント講座(企業連携) 総合教育センター 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　安田　依鈴巳 ◆★

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

5月9日(金) 801 校長講座 総合教育センター
立命館大学　教授　野田 正人
京都府教育庁指導部教育企画監

★

12月8日(月) 802 副校長・教頭・事務長講座 総合教育センター
文部科学省初等中等教育局教育課程課　教科調査官

国立教育政策研究所　教育課程調査官・学力調査官　冨山　哲也
京都大学大学院医学研究科　准教授　木原　雅子

★

6月3日(火) 803 管理職特別支援教育講座 総合教育センター
教育ジャーナリスト　　　　　　　　　品川　裕香
龍谷大学　教授　 滋野　哲秀

★

7月1日(火) 804 学校運営に活かす教育相談講座 総合教育センター 香川大学　教授　藪添　隆一 ★

7月10日(木) 805 養護教諭講座 北部研修所
滋賀県立小児保健医療センター小児科部長・保健指導部長　楠　隆
兵庫教育大学大学院　教授　西岡　伸紀

7月28日(月) 806 栄養教諭・学校栄養職員講座 総合教育センター 福井県立若狭高等学校　教諭　小坂　康之

5月13日(火) 807 栄養教諭・学校栄養職員｢実地研修｣講座Ⅰ 公立学校 センター所員

5月27日(火) 808 栄養教諭・学校栄養職員｢実地研修｣講座Ⅱ 学校給食共同調理場 センター所員

6月20日(金) 809 府立学校技術職員｢校務｣講座 京都府立桂高等学校
行政関係者
京都府立桂高等学校教職員

6月20日(金) 810 ＣＳ発想から考えるビジネスマナー講座(企業連携) 総合教育センター 株式会社キャリア総研　代表取締役　実成　尚子 ◆●

10月3日(金) 811 学校事務職員講座 総合教育センター
相模女子大学　　　　　非常勤講師　長谷川　邦義
株式会社キャリア総研　代表取締役　実成　尚子
行政関係者

7月24日(木) 812 学校事務職員(実務初任者向け)講座 総合教育センター 行政関係者 ●

7月17日(木) 813 学校事務職員(業務実践)講座シリーズⅠ 総合教育センター
アクシス法律事務所　弁護士　置田　文夫
行政関係者

　専門研修－領域等－

　専門研修－チームマネジメント能力－

　専門研修－コミュニケーション－

　専門研修－職能別等－



講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

9月19日(金) 814 学校事務職員(業務実践)講座シリーズⅡ 総合教育センター 行政関係者

11月21日(金) 819 図書館教育講座 京都府立図書館 京都府立図書館職員

8月4日(月) 820 保育技術専門講座Ⅰ 総合教育センター 東京学芸大学附属幼稚園　副園長　田代　幸代

8月28日(木) 821 保育技術専門講座Ⅱ 総合教育センター 平安女学院大学　准教授　清水　里美

6月9日(月) 822 府立学校副校長講座シリーズⅠ 総合教育センター センター所員 ★

8月5日(火) 823 府立学校副校長講座シリーズⅡ 総合教育センター センター所員 ★

10月27日(月) 824 府立学校副校長講座シリーズⅢ 総合教育センター センター所員 ★

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

6月9日(月) 815 学校業務改善講座(小・中学校)シリーズⅠ 総合教育センター
行政関係者

京都教育大学大学院連合教職実践研究科　教授　竺沙　知章
★

9月8日(月) 816 学校業務改善講座(小・中学校)シリーズⅡ 総合教育センター 京都教育大学大学院連合教職実践研究科　教授　竺沙　知章 ★

6月13日(金) 817 学校業務改善講座(府立学校)シリーズⅠ 総合教育センター
行政関係者
名城大学大学院　大学・学校づくり研究科　教授　木岡　一明 ★

9月5日(金) 818 学校業務改善講座(府立学校)シリーズⅡ 総合教育センター 名城大学大学院　大学・学校づくり研究科　教授　木岡　一明 ★

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

6月17日(火) 851 法教育講座 総合教育センター 国立教育政策研究所初等中等教育研究部　部長　大杉　昭英 ◆

10月23日(木) 852
子どもの心の健康講座－心理教育によるアンガ－マネジメント・友だち
づくり・自殺防止－(公募型講座)

総合教育センター
京都教育大学　名誉教授
メンタルクリニック　ラッコリン　院長　中村　道彦 ◆

6月30日(月) 853 伝わる学校広報講座(公募型講座) 総合教育センター
株式会社　天空ＰＲ　代表取締役　並川　洋介
公益財団法人　京都デザイン協会　副理事長　古川　加津夫

◆

8月11日(月) 854 家庭科における消費者教育講座(奈良県連携) 奈良県立教育研究所 消費者教育支援センター　総括主任研究員　柿野　成美

別途連絡 855 思春期のライフスキル教育講座シリーズⅠ ルビノ京都堀川（予定） ライオンズクエスト認定講師

別途連絡 856 思春期のライフスキル教育講座シリーズⅡ ルビノ京都堀川（予定） ライオンズクエスト認定講師

講座開催日 番号 講　座　名 会　　場 予　定　講　師　等 備考

6月13日(金) 301 京のひと・まちづくり講座Ⅰ 京都府立山城郷土資料館
京都府山城郷土資料館　職員
センター所員

6月27日(金) 302 京のひと・まちづくり講座Ⅱ 京都府立丹後郷土資料館
京都府丹後郷土資料館　職員
センター所員

6月13日(金) 303 学校組織運営特別講座シリーズⅠ 総合教育センター 鳴門教育大学　教授　佐古　秀一

8月4日(月) 304 ＩＣＴ推進指導者養成講座シリーズⅠ 総合教育センター センター所員 ★

10月20日(月) 305 ＩＣＴ推進指導者養成講座シリーズⅡ 総合教育センター 大阪教育大学　教授　木原　俊行 ★

1月16日(金) 306 ＩＣＴ推進指導者養成講座シリーズⅢ 総合教育センター センター所員 ★

　

　

   特別研修

　中核職員養成研修

　指導者養成研修　

   専門研修－職能別等－

◆◆お願い◆◆ 
 センターホームページ（http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/）に、研修講座実施要項を掲載します。
（講座実施の前月15日までに掲載）携行品、準備物、事前の課題等を掲載しますので、必ず御確認ください。 

◆・・・全教職員対象の講座です。 
●・・・グレードが｢基礎・基本｣の講座です。 
★・・・グレードが｢実践の発展｣の講座です。 
   ・・・平成26年度、新設の講座です。 
   ・・・隔年開催の講座です。 
     

◆◆受講申込期間◆◆ 

●府立学校は、6月講座から受講管理システムによる申込みになります。 
●５月～８月講座は、申込期間が短くなっていますので御注意ください。 

◆◆研修講座のグレードについて◆◆ 
 教職員のライフステージ、興味・関心、職能に応じ、必

要な内容を必要な時期に受講しやすいように､｢基礎・基

本｣｢実践の推進｣｢実践の発展」の３グレードを設定してい
ます。 
 具体的には、冊子｢平成26年度 研修講座の概要｣16～
17頁を御覧ください。 
 
◆◆受講申込期間について◆◆ 
 左の表を参照の上、受講申込をしてください。詳しくは、
冊子｢平成26年度 研修講座の概要｣を御覧ください。 
 
◆◆法定研修等について◆◆ 
 初任期育成研修（初任者・新規採用者研修、2年目教員
ステップアップ研修）、10年経験者研修｢共通｣等の必修
講座は記載していません。冊子｢平成26年度 研修講座の
概要｣等で御確認ください。 
 
◆◆出前講座について◆◆ 
 総合教育センターでは、校内研修の活性化、学校等での
研修を支援するための｢出前講座｣を実施しています。セン
ター等で開催する講座とあわせて御活用ください。 
  なお、夏季休業中の実施については、申込期間が4月21
日(月)～5月23日(金)となっています。御注意ください。
詳しくは、冊子｢平成26年度 研修講座の概要｣の14～
15頁を御覧ください。 
 


