総合教育センターだより
京都府総合教育センターは創立３０周年を迎えました
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所長あいさつ

桜薫れり

春の陽に・・・

本年度、京都府総合教育センターは、
創立３０周年を迎えます。
「回顧と展望」に思いを馳せるとき、
センターの使命をますます痛感いたします。
「学校・教職員を支援するセンター」をコンセプトに、
より精選された“研修”と“研究”を通じて、
現地現場のニーズに応えていきたいと思います。
教職員の皆様がライフステージに応じて、
必要な研修を柔軟に受講していただけるように、
「単位制履修制度」を充実させ、
研修講座の“グレード化・シリーズ化”を図りました。
好評の「出前講座」
、
京都の地の利を活かした「大学・企業委託講座」、
研究開発校との共同研究による「カリキュラム開発」、
学習のつまづきを回復指導できる「ツール開発」も
更に充実させていきます。
研修全体をコーディネートするセンターとして・・・
人材育成システムの更なる充実を図るセンターとして・・・

京都府総合教育センター所長 山口恭一

センター顧問の紹介
山口

満氏

センター顧問に就任

この度、筑波大学名誉教授・びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授・中部学院大学特任教授の
山口満氏をセンター顧問に迎えることになりました。
ご専門分野の「教育課程の在り方」や「カリキュラム開発」
などに対する指導助言をいただくことになります。

センターでは、教職員が個々の職能、役割、経験などに応じて研修が受講できるように、
様々な研修講座を実施しています。本年度、前期（５月～８月）の特徴的な研修講座を紹介
します。（詳しい時間・場所等については、「講座の概要」を参照してください。）

“学力分析や授業改善の鍵”
を探りたい・・・
番号

センターが開発した個別データ整理表示
ツール「こべつ～る」を活用！

講座名

講座開催日

851 小学校学力の状況分析・活用講座(センター)

7月6日(火)

852 小学校学力の状況分析・活用講座(北部)

7月9日(金)

自校の“校内研修の活性化”
を図りたい・・・

小学校基礎学力診断テスト等から京都府児童
の学力状況を明らかにする「講義」と、分析
ツールを活用した分析や授業改善の方策につ
いて学ぶ「演習」で構成する講座です。

「授業研究」改善ポイントをつかむ！
目指すは「授業力」の向上！

855 授業力向上「校内研修」講座シリーズⅠ

“学ぶ子ども”を育てる授業
を作りたい・・・

お薦めポイント

「校内研修」充実させ、教師の授業力と学校
6月28日(月) 力を向上させる方策を学びます。
(大阪教育大学 木原俊行 教授の講義)

「ことばの力」の育成！
子どもを「学び手」として！

406 小学校「授業づくり」講座理科Ⅰ
412 小学校「授業づくり」講座図画工作科Ⅰ
418 小学校「授業づくり」講座体育科Ⅰ

子どもを学び手として育てるための授業づく
6月11日(金) りについて、言語活動の充実との関連から学
びます。(京都大学 田中耕治教授の講義)

407 小学校「授業づくり」講座理科Ⅱ
413 小学校「授業づくり」講座図画工作科Ⅱ
419 小学校「授業づくり」講座体育科Ⅱ

8月 4日(水) 先進的な実践に基づく講義を聴き、子どもを
8月 6日(金) 学び手として育てる具体的な指導計画作成の
8月 3日(火) 演習や研究協議を通して理解を深めます。

“理科の楽しさ”を子どもに
体感させたい・・・
445 中学校・高等学校実践講座理科(大学)
446 小学校実践講座理科(大学)

“防災教育”を積極的に推進
したい・・・
857 防災教育推進講座

教師が「発見する感動」を体感！
児童・生徒へ「理科の楽しさ」を！
7月30日(金) 化石の観察から様々なことを推理する等の演
※合同実施
習を通して、科学的な思考力や表現力を育て
る理科授業の在り方を考えます。
(京都大学総合博物館 大野照文 館長の講義)

子どもを災害から守る！
新しい防災教育の在り方！
学校における新しい防災教育の在り方を学
6月14日(月) ぶ。また、子どもを災害から守るための学校
災害対策を考える。(京都大学防災研究所 矢
守克也・飯尾能久 両教授の講義）

“気になる子どもの行動”
を理解したい・・・
番号

子どもへの理解から始まる！
少し視点を変えた見方で！

講座名

講座開催日

お薦めポイント

通常の学級の気になる子どもの行動をどのよ
526 特別支援教育「気になる子どもの気づきと 8月 5日(木) うに理解し、支援していけばよいのか。具体
支援（通常の学級）」講座
的な事例を通して学びます。
通常の学級に在籍する子どもの行動をどうと
532 特別支援教育「二次的障害による不適応へ 6月 7日(月) らえるかを考え、具体的支援方法について学
の支援（通常の学級）
」講座
びます。（鳥取大学 井上雅彦 教授の講義）

子どもの”できる”
を支援したい・・・

「できる」の積み重ねが重要！
新しい枠組「対人援助学」！

幼児期から青年期における子どもの行動を多
519 特別支援教育「子どもの『できる』を支え 8月 3日(火) 面的にとらえ、計画的に指導するための教師
る分析・評価と情報移行」講座(大学)
力向上を目指します。

“特別支援教育”を本格的に
深めていきたい・・・
521
522
523
524
525

５つの専門的講座を開講！
計画的に発展的内容を受講！

特別支援教育「障害の理解と支援〈発展〉」講座
特別支援教育「発達の理解と教育指導〈発展〉
」講座

7月15日(木)
7月29日(木)
特別支援教育｢アセスメントと個別の指導計画〈発展〉｣講座 6月15日(火)
特別支援教育「進路・就労〈発展〉
」講座
7月13日(火)
特別支援教育｢校内・関係機関との連携〈発展〉｣講座 8月23日(月)

“教育相談”を体系的に
習得したい・・・
508 教育相談「聴く」講座
509 教育相談「見立てる」講座
510 教育相談「関わる」講座

“いじめや暴力行為への対
応”を学びたい・・・

特別支援教育に関する５つの専門的講座で、
コーディネーターは３年間で推奨校種の講座
をすべて受講するようになっていますが、
コーディネーター以外でも受講できます。

計画的に全講座を順次受講！
必要な講座をタイムリーに受講！
6月15日(火) 教育相談のための力量向上に向け、担任や教
7月26日(月) 育相談担当者に不可欠な｢面接技法｣「見立
8月19日(木) て」等を学びます。受講条件はありません。

子どもの攻撃性の心理を理解！
問題行動に対する実践的な対応！

学校でのいじめや暴力行為の対応のために、
520 「いじめ加害、非行、暴力への対応」講座 8月17日(火) 非行臨床における最前線の講師から子どもの
「攻撃性」に視点をあてた対応を学びます。

信頼ある学校を創るための
“教育法規”を学びたい・・・
704 教育法規演習講座

学校・教職員の適切・迅速な対応！
法的な課題等についての考察！
学校に関わる教育法規について、具体的な事
6月18日(金) 例を通し、教職員の対応やその法的な課題等
にいて考察を行います。

本館９名
北部研修所５名

凛然と！

昨年度、「人材育成支援室」の経験豊富なアドバイザーは、府内全小・中・府立学校を訪問
し、学校長等と人材育成について意見交流を行いました。
本年もまた、新たなメンバーで学校・教職員の支援のための活動をして参ります。

［本館］
山本
下浦
中村
保田
岡田
後野
大嶋
西田
田代

世志男
悦子
俊孝
剛毅
美紀子
文雄
良子
隆夫
淑久

元府立高等学校長【総括】
〃公立小学校長 【チーフ】
〃府立高等学校長【チーフ】
〃公立小学校長
〃公立小学校長
〃公立中学校長
〃公立中学校長
〃公立中学校長
〃府立高等学校長

［北部研修所］
矢原
守
藤田 正博
木村 正純
仲田
隆
藤本 長壽

元府立特別支援学校長【チーフ】
〃公立小学校長
〃公立小学校長
〃公立中学校長
〃府立特別支援学校長

【アドバイザーが行う学校支援】
●センター研修講座の利活用の推進
●学校における教育課題等への助言
●教職員への教育活動に関する助言
●教材開発等へのアドバイス
●学校訪問による各種コンサル
テーション
など

【人材育成支援室連絡先】
（本
館）075-612-2956
（北部研修所）0773-43-2934
（メールアドレス）
jinzaishien@kyoto-be.ne.jp

お知らせ
◆カリキュラムルーム保管の「学習指導案」について

必 見

１ センターでは、府内の研究発表会等で公表された「学習指導案」を、皆さまのご理解・
ご協力により、収集・保管し、カリキュラムルームで公開しております。
２ ４月16日より、広く府内の教職員に自らの学びを深め、活用していただくために、すべ
ての「学習指導案」（幼・小・中・高・特支）をＰＤＦ化し、センターＨＰ（ＩＴＥＣ）に
掲載することとなりました。学校にいながら、必要な学習指導案を見ることができます。
＜ホームページ＞ http://www1.kyoto-be.ne.jp/ed-center/
３ 検索方法

＜クリック＞「検索ツール」→「２．教育資料」→「学習指導案検索」
＜検索項目＞①校種 ②学年 ③教科・領域 ④単元名・教材名（キーワード）

◆「体力つくり指導の手引き（Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｅｐ）」の動画配信について
センターHP「小学校楽しい授業のひと工夫〈体育編〉」に「体力つくり指導の
手引き」として、実際の指導場面を動画にしました。是非、ご活用ください。
［センター・ロゴ］
◆ 京都府総合教育センターは、１９８１年（昭和５６年）
４月に発足し、今年で３０周年を迎えます。
◆ 創立３０周年を記念してセンター・ロゴをつくりました。
京都府のｋｙｏをモチーフに、教職員が継続的な研修・研鑽により、自らの
資質能力をホップ・ステップ・ジャンプと向上させていく姿を表しています。

紹

介

センターからの一言
「視座」を高め、「視野」を広げ、「視点」の鋭さを磨く。すると色々なものが見えてくる・・

