
専 門 研 修 

（基本的資質能力） 



ビジネスマナー講座（企業連携）

内　　容
　社会人として必要なビジネスマナーを身に付け、児童生徒や保護者、地域の

方々との人間関係の構築に役立てる。

※事務職員指定講座番号９５１
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受講対象
全教職員

定　員 定員を定めない

講座の
ねらい

　社会人として必要なビジネスマナーを身
に付け、児童生徒や保護者、地域の方々と
の人間関係の構築に役立てる。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 P.184参照

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

コミュニケーション講座～信頼関係の構築に生かす～（企業連携）

内　　容
　社会人としてのコミュニケーションの基本知識から、児童生徒や保護者との

コミュニケーションに必要な傾聴スキルや、学校内外の様々な場面での対応に

生かすことができるコミュニケーションスキルについて、講義だけでなくワー

ク等を通して学ぶ。

※事務職員指定講座番号９５２
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受講対象
全教職員

定　員 80名

講座の
ねらい

　児童生徒、保護者及び他の教職員とより
よい人間関係・信頼関係を構築するための
積極的なコミュニケーション能力を身に付
ける。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:008月21日（月）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

多忙化への対応とセルフマネジメント講座（企業連携）

内　　容
　求められる役割や期待について理解を深め、セルフマネジメントの重要性を

理解する。また、周囲との効果的な連携の手法や、生産性の高い仕事の実現に

向けたスキルや考え方について講義・ワーク等を通して学ぶ。
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受講対象
全教職員

定　員 80名

講座の
ねらい

　多忙化に対応し、効率的な業務の遂行に
向けて業務改善を図るため、生産性の高い
仕事を実現するためのセルフマネジメント
の考え方を学ぶ。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:009月22日（金）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示



これからのＩＣＴ教育講座

内　　容
　園田学園女子大学　教授　堀田　博史

　児童生徒の情報活用能力を育成するために、学校におけるＩＣＴ活用や情報

教育の最新動向等を知り、授業づくりの方法を学ぶ。
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受講対象
全教職員

定　員 500名

講座の
ねらい

　学習指導要領に示されている情報活用能
力の育成等を踏まえて、現在の情報教育の
動向を理解し、学校におけるＩＣＴ活用や
情報活用能力の指導力向上を図る。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 P.189参照

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

校長講座

内　　容
　総合地球環境学研究所　所長　山極　壽一（元京都大学　総長）

　講義と各校種校長とのパネルディスカッションにより教育の今日的課題と今

後の展望について考える。

※研修形態については、申込時に受講管理システムの備考欄に「集合」、「オ

ンライン」のいずれかを入力してください。
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受講対象
校（園）長（幼・小・中・義・高・特支）

定　員 400名（集合200名、オンライン200名）

講座の
ねらい

　社会や教育をめぐる今日的課題について
学び、校（園）長として学校経営の充実と
改善に生かす。

No.

会　　場 各所属校（園）又は京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:007月14日（金）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

副校長・教頭・事務長講座

内　　容
　京都府立大学　文学部長　教授　 　菱田　哲郎（元副学長）

　株式会社綿善（綿善旅館）代表取締役　小野　雅世

※研修形態については、申込時に受講管理システムの備考欄に「集合」、「オ

ンライン」のいずれかを入力してください。

306

受講対象
副・頭、事務長（小・中・義・高・特支）

定　員 450名

講座の
ねらい

　社会や学校が抱える今日的課題を踏ま
え、副校長・教頭、事務長としての見識
を高め、自校の学校経営の充実と改善を
図る。

No.

会　　場 各所属校（園）又は京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:00

※３０７・３０８講座の対象者は必ず受講

10月23日（月）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示



府立学校副校長講座シリーズⅠ

内　　容
※シリーズⅠ・Ⅱ（講座番号３０７・３０８）を全て受講すること（申込不

要）。

※講座番号３０６も必ず受講すること（申込必要）。
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受講対象
発令後２年目の府立学校首席副校長・副校長

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　学校経営にあたる一員としての自覚を高
めるとともに、学校経営・管理についての
知識・理解を深める。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:008月 1日（火）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

府立学校副校長講座シリーズⅡ

内　　容
※シリーズⅠ受講該当者は必ず受講すること（申込不要）。

※講座番号３０６も必ず受講すること（申込必要）。
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受講対象
発令後２年目の府立学校首席副校長・副校長

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　学校経営にあたる一員としての自覚を高
めるとともに、学校経営・管理についての
知識・理解を深める。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:0010月 2日（月）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

新任副校長・新任教頭・新任事務長講座

内　　容
　リーダーとして不断の研鑽に励み、自らの人格や調整力等の資質能力を高め

ながら、学校経営に参画することについて学ぶ。

　また、自校の課題を踏まえ、人権や危機管理に配慮した学校経営の充実と改

善について学ぶ。
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受講対象
新任副・頭、新任事務長（小・中・義・高・
特支）

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　校長の方針のもと、自校の特色、課題を
踏まえ明確なビジョンを持ち、円滑な教育
活動及び学校経営の充実と改善を図る。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 P.189参照

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示



新任管理職「ハラスメント防止」講座

内　　容
　京都府教育庁管理部教職員企画課　服務・安全係

　「ハラスメント」について、管理職として必要な知識、果たすべき役割につ

いて学ぶ。
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受講対象
新任校（園）長、新任副校長・新任教頭、新
任事務長、新任総括主事（小・中・義・高・

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　管理職として「ハラスメント」について
理解を深め、職員の勤務環境及び児童生徒
の学習環境を守り、学校経営の充実と改善
に生かす。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 P.189参照

特支）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

府立特別支援学校総括主事講座

内　　容
　管理職として必要な資質を向上するとともに、自校の課題を踏まえ、総括主

事として果たすべき役割について学ぶ。

※受講対象者は別途通知（申込不要）
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受講対象
府立特別支援学校総括主事

定　員 ※該当者は全員受講

講座の
ねらい

　学校経営にあたる一員としての自覚を高
めるとともに、円滑な教育活動及び学校経
営についての知識・理解を深める。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:30～17:00

※詳細は内容参照

6月12日（月）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

管理職「教育の情報化推進」講座

内　　容
　佛教大学　客員教授　古市　文章

　最新の社会や国の動向と学校が目指すべき姿・ビジョンを踏まえた学校ＤＸ

について学び、学校経営の充実と改善に生かす。
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受講対象
校（園）長、副・頭、事務長、総（幼・小・
中・義・高・特支）

定　員 500名

講座の
ねらい

　ＩＣＴ教育について理解を深め、自校の
学校経営の充実と改善を図る。

No.

会　　場 各所属校（園）

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 P.189参照

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示



教職員のメンタルヘルス講座

内　　容
　公立学校共済組合近畿中央病院

　メンタルヘルスケアセンター　副センター長　井上　麻紀

　メンタルヘルスの視点から、教職員が職場で健康に過ごし、働くことができ

るための知識や対処法について、体験的に学ぶ。

※事務職員指定講座番号９５3
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受講対象
全教職員

定　員 100名

講座の
ねらい

メンタルヘルスについての知識や心理学
的理解を深め、ストレスへの実践的な対処
法を体験的に学び、教職員のこころの健康
づくりに生かす。

No.

会　　場 京都府総合教育センター

連 絡 先 教育相談部（075-612-2959）

開催日時 令和　5年 13:30～17:0010月31日（火）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示

絵本のひみつ〜絵本の仕掛けと読み聞かせの意義を探る〜研修講座
（奈良県連携）

内　　容
　鳴門教育大学大学院　教授　余郷　裕次

　絵本にかくされた仕掛けと絵本の読み聞かせや音読による効果を学ぶ。子ど

もから家庭にまで、読書の楽しみを届けられるようなスキルを探る。

314

受講対象
校長、副・頭、総、教諭、養、栄（小・中・
義・高・特支）

定　員 20名

講座の
ねらい

　読み聞かせの意義や実践方法について理
解を深め、子どもに本の魅力を伝えるため
の方途を探り、家庭まで届く読書活動の方
法を学ぶ。

No.

会　　場 奈良県立教育研究所

連 絡 先 企画研究部（075-612-2950）

開催日時 令和　5年 13:00～17:008月 4日（金）

指標観点 ステージ

ステー

画像を表示




