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京都府総合教育センター講座の受講について 
 

１ オンライン研修講座 

＜遠隔会議システムによる講座の受講＋受講報告提出＞ 

  遠隔会議システムによる講義の受講と受講報告の提出による研修講座です。 

  研修形態をオンライン研修としている講座以外にも、感染症拡大防止等の対応のため、講座の実施形態 

等を変更する可能性があります。変更等がある場合は事前に通知します。 

 

 (1) 受講の流れ・諸注意 

ア 事前に通知するミーティングＩＤ、パスコードを確認し、講座に参加してください。 

(ｱ) マイク、カメラ機能のある端末を使用し、１人１台で入室してください。 

(ｲ) 通知する入室時間を厳守してください。 

イ 表記名は「氏名_所属校（園）名」（例：京都千太_○○立□□小）としてください。ただし特別な 

 指示がある場合は、その指示に従ってください。 

ウ 資料は、原則前日に京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）に掲載します。各自でダウ 

ンロードしてください。 

エ やむを得ず講座中に一定時間席を離れる場合は、管理職から京都府総合教育センター担当部に電話 

連絡してください。 

オ 講座中の背景には個人情報等が映らないように配慮してください。 

 

(2) 受講報告の提出 

「オンライン研修の受講報告（オンライン受講提出用）」は、ＰＤＦ形式にて講座の実施要項に示され 

ている提出期限までに担当部宛に電子メールで提出してください。 

また、電子メールの件名は「講座番号_所属校（園）名」とし、ファイル名は「講座番号_氏名_所属 

  校（園）名」としてください。 

なお、受講報告はアンケート集計ソフトを用いて提出する講座もあります。 

※講座受講後「オンライン研修の受講報告（オンライン受講提出用）」は各所属校（園）にも提出し 

てください。 

 

【提出・連絡先】 ※原則、提出された受講報告は返却しません。 

担当部 提出アドレス 電話番号 

企画研究部 

研修・支援部 

特別支援教育部 

教育相談部 

地域教育支援部 

ed-center-kikaku@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-kensyu@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-tokushi@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-soudan@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-chiiki@kyoto-be.ne.jp 

075-612-2950 

075-612-2952 

075-612-2953 

075-612-2959 

0773-43-2934 

 

  



２ オンデマンド研修講座 

＜指定動画コンテンツ視聴＋レポート（受講報告）提出＞ 

指定動画コンテンツの視聴とレポート（受講報告）の提出による研修講座です。 

 

(1) 令和５年度実施講座 

No. 講座名（略称） 
指定動画コンテンツ

視聴期間 
受講申込期間 

119 初「地域連携・情報教育」講座 ６月５日～７月３日 

不要 
195 新「学校事務職員１」講座 ４月18日～５月16日 

200 新「学校施設管理職員１」講座 ４月18日～５月16日 

221 ２年目教員「ステップアップ１」講座 ４月27日～５月12日 

301 ビジネスマナー講座（企業連携） ６月１日～６月30日 ６月講座に準ずる※１ 

426 中堅期へのジャンプアップ講座 ７月18日～８月25日 ７月講座に準ずる※１ 

430 全国学力・学習状況調査活用講座 10月23日～11月30日 10月講座に準ずる※１ 

453 学級、ホームルーム経営講座 ８月４日～８月31日 ８月講座に準ずる※１ 

455 生徒指導講座 ７月24日～８月25日 ７月講座に準ずる※１ 

456 はじめての特別支援学級・通級による指導講座※２ ６月１日～６月23日 ６月講座に準ずる※１ 

458 特別支援教育コーディネーター推奨講座【基礎】※２ ７月24日～８月18日 ７月講座に準ずる※１ 

501 道徳教育の推進講座 ６月１日～９月１日 ６月講座に準ずる※１ 

502 教育法規演習講座 ８月１日～８月31日 ８月講座に準ずる※１ 

503 ミドルからはじめるマネジメント講座 ６月28日～７月31日 ６月講座に準ずる※１ 

504 ミドルからはじめる学校の特色づくり講座 ９月27日～10月31日 ９月講座に準ずる※１ 

505 校内研修の充実講座Ⅰ 11月20日～12月25日 11月講座に準ずる※１ 

751 実務初任者「学校事務職員」講座 ６月27日～７月18日 ６月講座に準ずる※１ 

※１・・・申込についての詳細はＰ．１９７を参照してください。  
※２・・・４５６・４５８は動画視聴のための事前登録が必要です。  

（下の二次元コードを参照してください。） 
 

なお、上記の講座以外にも、感染症拡大防止等の対応のため、講座の実施形態等を変更する場合があり

ます。変更等がある場合は事前に通知します。 

 

(2) 受講の流れ・諸注意 

 ア 京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）から講義資料等をダウンロードしてください。 

   ※資料等は、原則前日に掲載します。 

  イ 講座の実施要項を確認し、指定動画コンテンツを視聴してください。 

  ウ 視聴後、実施要項等で指定された様式にてレポート（受講報告）を作成し、管理職に提出してくださ 

い。 

  エ 管理職は提出されたレポート（受講報告）を講座ごとに取りまとめ、ＰＤＦ形式にて講座の実施要項

に示されている提出期限までに担当部宛に電子メールで提出してください。 

また、電子メールの件名は「講座番号_所属校（園）名」とし、ファイル名は「講座番号_氏名_所属

校（園）名」としてください。 

なお、受講報告はアンケート集計ソフトを用いて提出する講座もあります。 

  

【提出・連絡先】 ※原則、提出されたレポート（受講報告）は返却しません。 

担当部 提出アドレス 電話番号 

企画研究部 

研修・支援部 

特別支援教育部 

地域教育支援部 

ed-center-kikaku@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-kensyu@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-tokushi@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-chiiki@kyoto-be.ne.jp 

075-612-2950 

075-612-2952 

075-612-2953 

0773-43-2934 

事前個人登録方法

 



 

３ Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）研修（集合）講座 

＜指定動画コンテンツ視聴（＋レポート作成）＋センター講座の集合研修を受講＞ 

集合研修の事前（事後）に指定動画コンテンツ視聴及びレポート作成をする講座です。 

動画の視聴方法及び視聴する指定動画コンテンツについては実施要項を参照してください。 

 

(1) 令和５年度実施講座 

No. 講座名（略称） 
指定動画コンテンツ 

視聴期間 
集合研修 
実施日 

受講申込期間 

101 初・新「開講式等」講座（セ） ４月３日～４月19日 ４月３日 

不要 

102 初・新「開講式等」講座（北） ４月３日～４月19日 ４月３日 

105 初・新「京の伝統文化体験」講座ａ ７月３日～７月25日 ７月25日 

106 初・新「京の伝統文化体験」講座ｂ ７月３日～７月26日 ７月26日 

107 初・新「京の伝統文化体験」講座ｃ ７月３日～７月27日 ７月27日 

108 初・新「京の伝統文化体験」講座ｄ ７月３日～７月28日 ７月28日 

113 初・新「コミュニケーション」講座ａ ８月９日～８月31日 ８月31日 

114 初・新「コミュニケーション」講座ｂ ８月18日～９月７日 ９月７日 

115 初・新「コミュニケーション」講座ｃ ８月25日～９月14日 ９月14日 

116 初・新「コミュニケーション」講座ｄ ９月１日～９月21日 ９月21日 

117 初・新「コミュニケーション」講座ｅ ９月22日～10月12日 10月12日 

122 初「道徳教育・生徒指導」講座（セ） ７月27日～８月17日 ８月17日 

123 初「道徳教育・生徒指導」講座（北） ７月28日～８月18日 ８月18日 

140 初「中学校教科教育２」講座（セ） ６月15日～６月29日 ６月29日 

141 初「中学校教科教育２」講座（北） ６月15日～６月29日 ６月29日 

142 初「中学校教科教育３」講座（セ） ７月20日～８月３日 ８月３日 

143 初「中学校教科教育３」講座（北） ７月20日～８月３日 ８月３日 

154 初「高等学校教科教育２」講座（セ） ６月７日～６月22日 ６月22日 

155 初「高等学校教科教育２」講座（北） ６月７日～６月22日 ６月22日 

156 初「高等学校教科教育３」講座（セ） ７月18日～８月２日 ８月２日 

157 初「高等学校教科教育３」講座（北） ７月18日～８月２日 ８月２日 

169 初「特別支援学校３」講座 ７月19日～８月２日 ８月２日 

191 新「栄養教諭７」講座 11月20日～12月５日 12月５日 

197 新「学校事務職員３」講座 ６月27日～７月18日 ７月18日 

202 新「学校施設管理職員３」講座 ６月27日～７月18日 ７月18日 

354 子どもの貧困と学習支援講座 ６月19日～７月３日 ７月３日 ６月講座に準ずる※１ 

409 中学校理科授業づくり講座【授業構想編】※２ ７月３日～８月10日 ８月21日 ７月講座に準ずる※１ 

429 学力充実講座 ６月５日～６月30日 12月12日 ６月講座に準ずる※１ 

439 特別支援学級における授業づくり講座※２ ５月25日～６月７日 ６月13日 ５月講座に準ずる※１ 

440 聴覚障害のある児童生徒の授業づくり講座※２ ６月１日～６月14日 ６月19日 ６月講座に準ずる※１ 

506 校内研修の充実講座Ⅱ ７月３日～８月７日 ８月７日 ７月講座に準ずる※１ 

※１・・・申込についての詳細はＰ．１９７を参照してください。      
※２・・・４０９・４３９・４４０は動画視聴のための事前登録が必要です。  

（次頁の二次元コードを参照してください。） 
 

なお、上記の講座以外にも、感染症拡大防止等の対応のため、講座の実施形態等を変更する場合があり 

ます。変更等がある場合は事前に通知します。 

 

 



(2) 受講の流れ・諸注意 

  ア オンデマンド研修 

   (ｱ) 京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）から講義資料等をダウンロードしてください。 

     ※資料等は原則前日に掲載します。 

(ｲ) 指定された動画コンテンツを視聴してください。 

(ｳ) 視聴後、実施要項等で指定された様式にてレポートを作成し、管理職に提出してください。 

(ｴ) 管理職は提出されたレポートを取りまとめ、ＰＤＦ形式にて講座の実施要項に示されている提出 

期限までに担当部宛に電子メールで提出してください。 

また、電子メールの件名は「講座番号_所属校（園）名」とし、ファイル名は「講座番号_氏名_所 

属校（園）名」としてください。 

なお、レポートはアンケート集計ソフトを用いて提出する講座もあります。 

     ※(ｳ)、(ｴ)が不要となる講座もあります。実施要項を参照してください。 

 

  イ 集合研修 

   (ア) 会場にて集合研修を受講してください。 

  (ｲ) 講座受講後、「研修講座の受講報告（総合教育センター提出用）」を会場で提出してください。 

なお、「研修講座の受講報告（学校提出用）」は各所属校（園）に提出してください。 

 

【提出・連絡先】 ※原則、提出されたレポートは返却しません。 

担当部 提出アドレス 電話番号 

企画研究部 

研修・支援部 

特別支援教育部 

教育相談部 

地域教育支援部 

ed-center-kikaku@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-kensyu@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-tokushi@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-soudan@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-chiiki@kyoto-be.ne.jp 

075-612-2950 

075-612-2952 

075-612-2953 

075-612-2959 

0773-43-2934 

 

  
事前個人登録方法 



４ Ｗｅｂプラス（Ｗｅｂ＋）研修（オンライン）講座 

＜指定動画コンテンツ視聴（＋レポート作成）＋センター講座のオンライン研修を受講＞ 

オンライン研修の事前（事後）に指定動画コンテンツ視聴及びレポート作成をする講座です。

動画の視聴方法及び視聴する指定動画コンテンツについては実施要項を参照してください。 

(1) 令和５年度実施講座

No. 講座名（略称） 
指定動画コンテンツ

視聴期間 
ｵﾝﾗｲﾝ研修
実施日

受講申込期間 

109 初・新「健康安全教育」講座ａ ５月11日～５月25日 ５月25日 

不要 

110 初・新「健康安全教育」講座ｂ ５月18日～６月１日 ６月１日 

124 初「小学校教科教育１」講座Ａ ４月13日～４月27日 ４月27日 

125 初「小学校教科教育１」講座Ｂ ４月20日～５月11日 ５月11日 

128 初「小学校教科教育３」講座Ａ ７月６日～７月27日 ７月27日 

129 初「小学校教科教育３」講座Ｂ ７月５日～７月26日 ７月26日 

138 初「中学校教科教育１」講座（セ） ４月20日～５月11日 ５月11日 

139 初「中学校教科教育１」講座（北） ４月20日～５月11日 ５月11日 

151 初「中学校総合的な学習の時間、キャリア教育」講座 10月５日～10月19日 10月19日 

152 初「高等学校教科教育１」講座（セ） ４月27日～５月18日 ５月18日 

153 初「高等学校教科教育１」講座（北） ４月27日～５月18日 ５月18日 

166 初「高等学校総合的な探究の時間、キャリア教育」講座 10月５日～10月19日 10月19日 

182 新「養護教諭５」講座 ８月22日～９月５日 ９月５日 

192 新「実習助手１」講座 ４月27日～５月18日 ５月18日 

251 中堅教諭等資質向上研修「共通」講座Ⅰａ ６月16日～６月23日 ６月16日 

252 中堅教諭等資質向上研修「共通」講座Ⅰｂ ６月26日～７月３日 ６月26日 

401 小学校国語科教育講座 ６月19日～７月７日 ７月７日 ６月講座に準ずる※１ 

403 中高国語科教育講座 ５月22日～６月９日 ６月９日 ５月講座に準ずる※１ 

404 小学校社会科教育講座 ５月29日～６月16日 ６月16日 ５月講座に準ずる※１ 

405 中高社会科・地理歴史科・公民科教育講座 ５月30日～６月13日 ６月13日 ５月講座に準ずる※１ 

421 小中外国語教育講座 ６月６日～７月４日 ７月４日 ６月講座に準ずる※１ 

425 総合的な学習の時間・総合的な探究の時間講座 10月10日～10月27日 10月27日 10月講座に準ずる※１ 

434 新時代の学びを支えるＩＣＴ教育講座Ⅰ ４月19日～12月22日 ５月26日 ４月講座に準ずる※１ 

454 キャリア教育講座～学びを生かす実践～ 11月１日～12月１日 12月１日 11月講座に準ずる※１ 

※１・・・申込についての詳細はＰ．１９７を参照してください。

なお、上記の講座以外にも、感染症拡大防止等の対応のため、講座の実施形態等を変更する場合があり 

ます。変更等がある場合は事前に通知します。 



(2) 受講の流れ・諸注意

ア オンデマンド研修

(ｱ) 京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）から講義資料等をダウンロードしてください。 

※資料等は原則前日に掲載します。

(ｲ) 指定された動画コンテンツを視聴してください。

(ｳ) 視聴後、実施要項等で指定された様式にてレポートを作成し、管理職に提出してください。

(ｴ) 管理職は提出されたレポートを取りまとめ、ＰＤＦ形式にて講座の実施要項に示されている提出

期限までに担当部宛に電子メールで提出してください。 

また、電子メールの件名は「講座番号_所属校（園）名」とし、ファイル名は「講座番号_氏名_所 

属校（園）名」としてください。 

なお、レポートはアンケート集計ソフトを用いて提出する講座もあります。 

  ※(ｳ)、(ｴ)が不要となる講座もあります。実施要項を参照してください。 

イ オンライン研修

(ｱ) 京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）から講義資料等をダウンロードしてください。 

※資料等は原則前日に掲載します。

(ｲ) 各所属校（園）にて、オンライン研修を受講してください。

(ｳ) 講座受講後、「オンライン研修の受講報告（オンライン受講提出用）」を作成してください。

(ｴ) 「オンライン研修の受講報告（オンライン受講提出用）」は、ＰＤＦ形式にて講座の実施要項に示

されている提出期限までに担当部宛に電子メールで提出してください。

また、電子メールの件名は「講座番号_2_所属校（園）名」とし、ファイル名は「講座番号_2_氏名 

_所属校（園）名」としてください。 

なお、受講報告はアンケート集計ソフトを用いて提出する講座もあります。 

※講座受講後「オンライン研修の受講報告（オンライン受講提出用）」は各所属校（園）にも提出

してください。 

【提出・連絡先】 ※原則、提出されたレポート・受講報告は返却しません。 

担当部 提出アドレス 電話番号 

企画研究部 

研修・支援部 

地域教育支援部 

ed-center-kikaku@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-kensyu@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-chiiki@kyoto-be.ne.jp 

075-612-2950

075-612-2952

0773-43-2934 



５ ｅラーニング研修講座 

＜指定動画コンテンツ視聴（＋確認テスト・レポート等の課題）＞ 

指定動画コンテンツ視聴及び確認テストやレポート等の課題を実施する講座です。 

動画の視聴方法及び視聴する指定動画コンテンツについては実施要項を参照してください。 

 

(1) 令和５年度実施講座 

No. 講座名（略称） 
指定動画コンテンツ

視聴期間 
受講申込期間 

257 中堅教諭等資質向上研修「共通」講座Ⅳ 11月８日～11月29日 不要 

304 これからのＩＣＴ教育講座 ６月14日～７月５日 ６月講座に準ずる※１ 

309 新任副校長・新任教頭・新任事務長講座 ５月17日～６月７日 ５月講座に準ずる※１ 

310 新任管理職「ハラスメント防止」講座 ８月９日～９月６日 ８月講座に準ずる※１ 

312 管理職「教育の情報化推進」講座 ７月12日～８月２日 ７月講座に準ずる※１ 

436 最新ＩＣＴ動向講座 ８月９日～９月６日 ８月講座に準ずる※１ 

460 学校における教育相談講座【領域①②③】 ５月17日～６月７日 ５月講座に準ずる※１ 

467 
「今を生きる子どものこころ」講座～今、あらためて
不登校を考える～《ｅラーニング》 

９月13日～10月４日 ９月講座に準ずる※１ 

753 学校事務職員パワーアップ講座Ⅰ ５月17日～６月７日 ５月講座に準ずる※１ 

※１・・・申込についての詳細はＰ．１９７を参照してください。 

 

なお、上記の講座以外にも、感染症拡大防止等の対応のため、講座の実施形態等を変更する場合があり

ます。変更等がある場合は事前に通知します。 

 

(2) 受講の流れ・諸注意 

  ア 実施要項記載の方法によりｅラーニング外部サイトへアクセスしてください。 

  イ ログインＩＤ/パスワードは、別途通知を御確認ください。 

  ウ 資料は、ｅラーニング外部サイトからダウンロードしてください。 

  エ 指定動画コンテンツを選び、視聴してください。 

  オ 動画視聴後は、コンテンツ内の指示により課題に取り組んでください。 

※従来の「研修講座の受講報告」は提出不要です。 

 

 (3) その他 

不明な点は各講座担当部にお問い合わせください。 

担当部 アドレス 電話番号 

企画研究部 

教育相談部 

地域教育支援部 

ed-center-kikaku@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-soudan@kyoto-be.ne.jp 

ed-center-chiiki@kyoto-be.ne.jp 

075-612-2950 

075-612-2959 

0773-43-2934 

 

 

 

  



Ｗｅｂコンテンツ視聴研修 
（※受講管理システムからの申込は必要ありません。） 

＜Ｗｅｂコンテンツ視聴＋レポート提出＞ 

下に示す研究機関や大学のＷｅｂコンテンツを視聴し、レポートを作成・提出することで単位制履修制度 

における単位が認定される研修です。 

   

１ 令和５年度対象Ｗｅｂコンテンツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修の流れ・諸注意 

  (1) 管理職に連絡の上、対象Ｗｅｂコンテンツを視聴してください。 

※独立行政法人国立特別支援教育総合研究所及び国立大学法人 

京都教育大学のＷｅｂコンテンツ視聴には事前登録が必要です。 

(2) 視聴後、「動画（Ｗｅｂ）コンテンツ 視聴レポート」（様式３） 

を作成してください。 

ア  １コンテンツにつき１枚作成してください。 

イ  「動画（Ｗｅｂ）コンテンツ 視聴レポート」（様式３）は、京都府総合教育センターホームペ 

ージ（ＩＴＥＣ）からダウンロードしてください。 

(3) 作成したレポートを、管理職に提出してください。 

 

３ レポートの提出 

管理職は提出された視聴レポート（様式３）を取りまとめ、ＰＤＦ形式にて提出期間中に京都府総合 

教育センター企画研究部（ed-center-kikaku@kyoto-be.ne.jp）宛に電子メールで提出してください。 

なお、電子メールの件名は「999_所属校（園）名」とし、ファイル名は「999_氏名_所属校（園）名」

としてください。 

【提出期間】 ※原則、提出されたレポートは返却しません。 

前期受付 令和５年７月３日（月）～令和５年８月31日（木） 

後期受付 令和５年11月１日（水）～令和５年12月22日（金） 

 

４ 単位の認定 

(1) 京都府総合教育センターにて視聴レポート（様式３）の内容について審査し、単位認定します。 

(2) 単位制履修制度における当該分野の単位として認定し、「総単位数」に充当します。（選択単位には 

充当されません。） 

(3) 採用１年目の教職員についても「総単位数」に充当します。ただし、初任期育成研修で視聴した動 

画については「Ｗｅｂコンテンツ視聴研修」としての単位認定はしません。 

 

５ その他 

   不明な点はお問い合わせください。 

   京都府総合教育センター企画研究部 075-612-2950 

 コンテンツ配信機関 視聴動画数 提出レポート数 事前登録 

１ 
独立行政法人教職員支援機構 

「ＮＩＴＳのオンライン講座『校内研修シリーズ』」 
２コンテンツ ２枚 不要 

２ 
独立行政法人教職員支援機構立命館大学センター 

「オンライン教職員研修講座」 
１コンテンツ １枚 不要 

３ 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

「インターネットによる講義配信」 
２コンテンツ ２枚 必要 

４ 
国立大学法人京都教育大学 

「先生を“究める”Ｗｅｂ講義」 
２コンテンツ ２枚 必要 

事前個人登録方法 



出前講座 
 

学校等のニーズに応え、充実した研修を支援するために出前講座を実施します。 

１ 派遣先、形態等 

派 遣 先 形   態 

○学校出前講座 
 （小、中、義務教育学校、府立学校） 
○学校外出前講座 
 （市町（組合）教育委員会、教育局、 
 教育研究会等） 

センター所員等が学校等を訪問して実施するものです。 

 ※オンラインによる実施も可能です。 

 
２ 内容 
  「７ 出前講座一覧」を参考にしてください。 
  出前講座の内容等の詳細については別途配付する「出前講座の実施一覧表」を参照してください。 
 
３ 実施時期 

  (1) 期 間：令和５年６月１日（木）～令和６年２月２９日（木） 

          日程等の調整は、夏季休業中・夏季休業中以外に分けて行います。 
 (2) 時間帯：平日の午前９時から午後５時までの必要な時間（90分から半日程度） 
 
４ 実施回数 
 (1) 同一校又は同一機関での同一講座の実施は、年２回まで可能です。 
    京都府小学校教育研究会研究協力校での実施は、年３回までとします。   
 (2) 実施可能な回数には限度があるため、以下の調整等を行います。 
  ア 申込状況によっては、希望される日程でお受けできない場合があります。 
  イ 夏季休業中は、学校からの申込を優先します。 
 
５ 申込 
 (1) 申込方法 

ア 実施内容の希望に応じ、「７ 出前講座一覧」又は別途配付する「出前講座の実施一覧表」 

 の「担当部等」に、電話で問い合わせてください。 

イ 内容、日時等を調整の後、「担当」からの連絡を受け「出前講座」実施申込書（様式４） 

を電子メール（ demae@kyoto-be.ne.jp）又はＦＡＸ（075-612-3267）で提出してください。 

電子メールでの申込は、件名に派遣希望講座の番号及び講座名を明記してください。 

※「出前講座」実施申込書（様式４）は、京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ） 

からダウンロードしてください。 

  
(2) 実施時期及び申込受付期間 

実施時期 申込受付期間 決定までの経過 

夏季休業中 
７月21日（金） 

～  
８月31日（木） 

４月19日（水） 

～  
５月12日（金） 

①担当と電話で内容、日時等を調整 

②受付期間終了後、５月22日（月）までに担当か 

ら学校等に日程と担当者等の決定を連絡 

③担当からの連絡を受けて、様式４を電子メール 

（又はＦＡＸ）で提出 

夏季休業中以外 
４月20日（木） 

～  
申込順に日程調整 

①担当と電話で内容、日時等を調整 

②担当からの連絡を受けて、実施可の場合、様式 

４を電子メール（又はＦＡＸ）で提出 

 
(3) 注意点 

   夏季休業中の実施を希望する場合、申込時に希望する日時を第３希望までお知らせください。 
 
 



６ 出前講座受講者の旅費 
  受講者の会場への移動に係る旅費については、センター研修に係る旅費に該当しません。 
 
７ 出前講座一覧 

番 号 講 座 名 担 当 部 等 

Ｄ０１ 
Ｄ０２ 
Ｄ０３ 
Ｄ０４ 
Ｄ０５ 

小学校国語科教育講座 
小学校社会科教育講座 
小学校算数科教育講座 
小学校外国語教育講座 
小学校道徳教育講座 

研修・支援部 
075-612-2952 

Ｄ０６ 
Ｄ０７ 
Ｄ０８ 
Ｄ０９ 

小学校理科教育講座 
小学校音楽科教育講座 
小学校図画工作科教育講座 
小学校家庭科教育講座 

地域教育支援部 
0773-43-2934 

Ｄ１１ 
Ｄ１２ 
Ｄ１３ 
Ｄ１４ 
Ｄ１５ 

中学校学力向上講座  
中学校国語科教育講座 
中学校数学科教育講座 
中学校外国語科教育講座 
中学校道徳教育講座 

研修・支援部 
075-612-2952 

Ｄ１６ 
Ｄ１７ 
Ｄ１８ 
Ｄ１９ 

中学校理科教育講座 
中学校音楽科教育講座 
中学校美術科教育講座 
中学校技術・家庭科（家庭分野）教育講座 

地域教育支援部 
0773-43-2934 

Ｄ２１ 
Ｄ２２ 

情報教育講座 
カリキュラム・マネジメント講座 

企画研究部 
075-612-2950 

Ｄ３１ 
Ｄ３２ 
Ｄ３３ 

特別支援教育基礎・理解講座 
特別支援教育授業づくり講座 
特別支援教育におけるＩＣＴ活用講座 

特別支援教育部 
075-612-2953 

Ｄ４１ 
Ｄ４２ 

教育相談講座 
事例研究講座 

教育相談部 
075-612-2959 

Ｄ５１ 
Ｄ５２ 

学校事務職員支援講座 
キャリア教育推進講座 

地域教育支援部 
0773-43-2934 

Ｄ６１ ＩＣＴ出前レッスン講座 
デジタル学習支援 
センター 
075-606-1323 

Ｄ９９ 
その他 
※上記以外でセンターが必要と認めたもの 

企画研究部 
075-612-2950 

 
※実施する講座や講座内容の詳細については、別途配付する「出前講座の実施一覧表」で確認し
てください。 

 



講師対象講座 

 

 小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師（講師経験年数を問わない。）を対象と

し、講師対象講座を実施します。 

 

１ 講師対象講座Ⅰ（Ｎｏ．ＫＴ１） 

 (1) ねらい 

   特別支援教育や学習指導における基本事項、生徒指導の基本的な在り方について学び、指導力の向

上を図る。 

 (2) 受講対象者 

   小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師及び部活動指導員のうち、勤務校の

校長が推薦する者 

 (3) 開催日時・会場 

   Ｎｏ．ＫＴ１ 講師対象講座Ⅰ（センター） 

    開催日時：令和５年５月 29 日（月） 13：30～17：00 

       会  場：京都府総合教育センター 

 (4) 内容  

   講義Ⅰ「特別支援教育の基本的な視点」 

   講義Ⅱ・協議Ⅰ「学習指導の基本事項」（校種別） 

   講義Ⅲ・協議Ⅱ「生徒指導の在り方」 

  ※Ｎｏ．ＫＴ２で実施する「道徳教育」の講座動画が後日視聴できるパスワードを発行します。 

 

２ 講師対象講座Ⅱ（Ｎｏ．ＫＴ２） 

 (1) ねらい 

   特別支援教育や学習指導における基本事項、道徳教育の基本的な在り方について学び、指導力の向

上を図る。 

 (2) 受講対象者 

   小学校、中学校、義務教育学校、府立学校の常勤・非常勤講師及び部活動指導員のうち、勤務校の

校長が推薦する者 

 (3) 開催日時・会場 

   Ｎｏ．ＫＴ２ 講師対象講座Ⅱ（北部） 

    開催日時：令和５年５月 30 日（火）  13：30～17：00 

       会  場：京都府総合教育センター北部研修所 

 (4) 内容  

   講義Ⅰ「特別支援教育の基本的な視点」 

   講義Ⅱ・協議Ⅰ「学習指導の基本事項」（校種別） 

   講義Ⅲ・協議Ⅱ「道徳教育」 

※Ｎｏ．ＫＴ１で実施する「生徒指導の在り方」の講座動画が視聴できるパスワードを発行します。 

 

３ 受講申込 

 (1) 定員 

   Ｎｏ．ＫＴ１ 講師対象講座Ⅰ（センター） 100 名 

     Ｎｏ．ＫＴ２ 講師対象講座Ⅱ（北部）     70 名 

 



 (2) 申込方法 ※受講管理システムからの申込はできません。 

   管理職は受講対象者から希望があった場合、講師対象講座受講申込書（様式５）を使用して申込を

してください。講師対象講座受講申込書（様式５）は京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥ

Ｃ）からダウンロードしてください。 

  【申込期間】 

   「研修講座の申込等について ２ 受講申込期間」の４・５月講座（Ｐ．１９７を参照してくださ 

い。） 

  【申込先】 

   ・小学校、中学校、義務教育学校 

     所管する市町（組合）教育委員会に申込 

   ・府立学校 

     京都府総合教育センター企画研究部（ed-center-kenkyu@pref.kyoto.lg.jp）宛に電子メール 

にて直接申込 

    

４ その他 

 (1) 受講者の旅費については、センター研修に係る旅費とします。 

 (2) 受講者の単位認定は行いません。 

 (3) Ｎｏ．ＫＴ１を受講した者には、「道徳教育」の講座動画が視聴できるパスワードを発行します。 

 (4) Ｎｏ．ＫＴ２を受講した者には、「生徒指導の在り方」の講座動画が視聴できるパスワードを発行 

します。 

 (5) この講座の受講の有無については、教員採用選考には関係しません。 

  (6) 不明な点は以下にお問い合わせください。 

京都府総合教育センター企画研究部 075-612-2950 



京の教員特別セミナー 

 

 小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校小・中学部の教諭・常勤講師を対象とし、京都大学と京

都府教育委員会の連携事業「京の教員特別セミナー 令和５年度小中学校教員理科研修」を実施します。 

 

１ 京の教員特別セミナー 令和５年度小中学校教員理科研修（Ｎｏ．９７１） 

 (1) ねらい 

   最先端の研究をしている京都大学の様々な分野の研究者からの講義を受けることにより、児童生徒

の知的好奇心をくすぐる授業改善に役立てることを目的とする。 

 (2) 受講対象者 

   小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校小・中学部の教諭・常勤講師 

 (3) 開催日時・会場 

   開催日時：令和５年７月 25 日（火）から 27 日（木）までの連続３日間 

１日目 ７月 25 日（火） 10：00～17：00 

２日目 ７月 26 日（水） ９：30～17：00 

３日目 ７月 27 日（木） ９：30～17：00 

会  場：京都大学総合博物館等 

 (4) テーマ・概要 

   テーマ 「やってみよう！感じよう！理科の楽しさと不思議さを！」 

概 要 京都大学総合博物館等での３日間の研修です。京都大学の先生をはじめ様々な分野の研究 

者の講演や演習から新たな知識や視点を得て、最終日には受講者間で協働して教材づくり・ 

模擬授業を行います。 

 

２ 受講申込 

 (1) 定員 

   20名 

 (2) 申込方法 

   受講管理システムにて申込をしてください。 

   ※受講管理システムによる申込ができない場合は、研修講座受講申込書（様式１）を使用してくだ

さい。 

      

３ その他 

 (1) 詳細については、５月上旬に学校宛通知します。 

  (2) 不明な点は以下にお問い合わせください。 

京都府総合教育センター地域教育支援部 0773-43-2934 

                   




