
第70号( 通算第153 号 ) 

京都府総合教育センター 

平成27 年4月16 日(木 ) 

TEL：075-612-3266 センターマスコット センタ君 

よろしくね!! 最後のページの紹介を見てね!! 

 

【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 

  ＊ 研修講座の講師 

【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】  

    登    博美  〃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 

    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］ 

    井上 泰夫  〃府立高等学校 校長【チーフ】 

    坂根 文伸  〃府立高等学校 校長 

  後野 文雄  〃公立中学校 校長 

  長野   幸富      〃公立中学校 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」とし

て、教職員の皆様の教育実践に役立つ研修をはじめ、教育に関する研究事

業、幼児児童生徒・保護者や教職員への教育相談事業を実施しております。 

 本年度は、「やってみたい」から、「できる」へというキャッチフ

レーズのもと、講座内容の充実を図り、講座のグレードも明確にし、受講して

いただきやすいように工夫いたしました。教職員の皆様のライフステージに応じた必要

な研修を「単位制履修制度」や「研修履歴一覧表」を活用しながら、計画的・継続的に

受講していただき、資質能力の向上にお役立てください。 

 また、当センターの北部研修所の科学技術教育部を地域教育支援部に変更し、京都府

北部地域の教育支援を視野に入れ、機能を充実し発展させてまいります。 

 京都府総合教育センターホームページ(ITEC)もさらに充実させ、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おります。 

当センターを積極的に御活用いただき、日頃の教育実践に活かしていただければと考

えております。 

 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  古市 文章 

 開設７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。 

-Be Connected- 

総合教育センターだより 



番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

504 
道徳教育講座Ⅱ 

【会場：総合教育センター】 
５月29日（金） 

 「特別の教科道徳」の実施に向けて、教育課程改善の

方向性が学べる講座です。道徳教育推進教師は必ず受講

してください。 

505 
人権教育講座Ⅰ 

【会場：総合教育センター】 
6月26日（金） 

 新条例「京都府障害のある人もない人も共に安心して

いきいきと暮らしやすい社会づくり条例」について理解

を深め、障害者の人権問題についての指導の在り方を学

ぶ講座です。 

546 
絵本から学ぶ食育講座  
【会場：北部研修所】 

６月９日（火） 

学校における食育は、全教職員の共通認識のもと、組

織的・計画的に取り組むことが重要です。絵本での間接

体験を調理実習という直接体験に結び付けることを一つ

の切り口とし、食育の基本について学び、それぞれの立

場で今後の実践に生かすことができます。 

548  
法教育講座 

【会場：総合教育センター】 
６月２日（火） 

 京都府の進める「法やルールに関する教育」の推進の

ため、昨年度から新設した講座です。講師に国立教育政

策研究所の樋口雅夫教科調査官を招聘し、基本的な理論

から、実践に向けて体験的に学ぶ演習まで用意していま

す。この講座を受ければ「法教育」の基本をマスターで

きる講座です。 

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７日（火） 

7月10日（金） 

 京都府学力診断テストの分析等から、自校の児童の学力

状況の把握や分析ができ、授業改善について提案する力が

つく講座です。 

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７日（火） 

７月10日（金） 

 京都府学力診断テストの分析等から、自校の生徒の学力

状況の把握や分析ができ、授業改善について提案する力が

つく講座です。 

417 

小学校音楽科 

「歌おう・奏でよう」講座 

【会場：北部研修所】 

６月９日（火） 

子どもたちの豊かな情操を養うためには、音楽活動を

支える実技指導力が必要となります。発声法を含めた基礎

的な歌唱や、リコーダー・打楽器・筝などの器楽の実習を

通して、題材構成を考える力と実技指導力アップをねらい

ます。 

446 

中学校・高等学校「みて、感じ

て、描く・つくる京の美術」講座  
【会場：北部研修所】 

７月24日（金） 

 文化都市京都の美術作品や伝統工芸の鑑賞やデザインな

どの実習から、発想や構想の能力をいかに高めていくかに

ついて考えていきます。講義や日々の取組を交流する中で

新しい題材構想のきっかけをつかみましょう。 

 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27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27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 

学校運営に生かすコーチング講座Ⅰ 

（企業連携） 

【会場：PHP研究所】 

７月３日（金） 

 最新の現場事例を用いて、組織の活性化につながるよ

り実践的なコーチングスキルを習得することができま

す。講師には過去にも数多くの研修講座を依頼していま

すが、受講者の満足度はとても高いものとなっていま

す。 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

510 

教育相談＜初級＞講座(北部) 

【領域①②③】 

【会場：北部研修所】 

７月30日（木） 

 演習等を通して「聴くこと」など、教職員として身に

付けたい教育相談の基礎・基本を学びます。 

(平成28年度からは中級・上級講座を受講する際は、初

級講座を受講していることが必要になります。) 

805 
府立学校教務部長対象教育相談講座 

【会場：総合教育センター】 
７月27日（月） 

 思春期の子どもたちのこころの深層をめぐる研究の第

一人者を講師に迎え、今どきの高校生の心理について、

様々な切り口から考えます。 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

 

704 

 

 

 

教育法規演習講座 

【会場：総合教育センター】 

 

 

６月４日（木） 

 

 実際に学校で起こった事故等の裁判例から、教職員

に求められる法律の知識について弁護士から学びま

す。また、具体的な事例の協議を通して、危機管理の

在り方について学びます。 

710 
企業から学ぶ組織の活性化講座 

【会場：総合教育センター】 
７月28日（火） 

 サントリーフーズ（株）を経て、ハーゲンダッツ

ジャパン（株）の設立に関わり、取締役営業本部長な

どを務められた講師から、企業・組織の経営革新や従

業員教育についての講義を通して、リーダーシップや

マネジメントの在り方を学びます。 

専門研修 ―教育相談ー 

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 ―特別支援教育ー 

番号 講座名 講座開催日 お薦めポイント 

530 

特別支援教育〈推進〉 

「特別支援学級の授業づくり」講座 

【会場：総合教育センター】 

７月27日（月） 
 児童生徒一人一人の教育的ニーズに合わせた目標の設

定から授業づくりまでの基本的な考え方が学べます。特

別支援学級担任にお薦めの講座です。 

531 

特別支援教育〈推進〉 

「高等学校の実践」講座 

【会場：総合教育センター】 

６月26日（金） 
 高等学校における特別支援教育の実践を知り、高等学

校につなぐ一貫した支援を考える全校種にお薦めの講座

です。 



 

  

 このリーフレットは、初任者及び新規採用者が教育

公務員としての「マナー」を身に付け、円滑に職務を

遂行するための啓発資料として作成しました。 

 タイトルを「心がけ」としているのは、「マナー」

より少し広い範囲の心がけていただきたい内容を扱っ

ているためです。 

 日常の接遇のあり方等に悩んでおられる教職員の 

方々にもお薦めです。 

 必要な時に見ることができるように、スマートフォ

ン等にダウンロードすることもできますので、各学校

（園）においても是非御活用ください。 

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。 

「平成27年度 研修講座一覧」の一部訂正のお願い 

平成27年４月当初に送付しました「平成27年度研修講座の概要」に一部誤りがありましたので、訂正をお願いします。 

No.504 「道徳教育講座Ⅱ」の講師 

 【変更前】元文部相 教科調査官 横山 利弘 → 【変更後】元文部省 教科調査官 横山 利弘 

「心がけのススメ～新しく教職員になる皆さんへ～」 
   学校の教育力向上を目指して-教職の手引き-別冊版- 


