
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繋ぐ→支える→発信・リードする教育センター 

〔研修番号〕 №１２９ 

〔日 時〕 １１月１５日（木）１４：２０～１７：００ 

〔場 所〕 佐井寺小学校 

〔研 修 名〕 英語教育研修 

       「小学校外国語活動 公開授業・研究協議」 

〔授 業 者〕 佐井寺小学校  教諭 和志武 玲子 

〔指導助言〕 関西大学大学院 教授 竹内 理 

 

第５号 

令和元(２０１９)年１０月２日発行 
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大阪府吹田市出口町２－１ 
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メール s-educ@city.suita.osaka.jp  

【ＩＣＴ研究グループより】 

ＩＣＴ研究グループでは、研究テーマにせまるための授業２本を情報教育研修として公開予定です。 

 

 

 

 

 

 

スーパーバイザーの松本教授を指導助言者に迎え、実践と理論から学べる研修を予定しています。 

多くの先生方の受講をお待ちしています。（詳細については別途各校に通知しますので御確認ください） 

〔研修番号〕 №３３０ 

〔日 時〕 ２月実施予定 

〔場 所〕 片山中学校 

〔研 修 名〕 情報教育研修 

       中学校数学科 公開授業・研究協議 

〔授 業 者〕 片山中学校  教諭 山田 寿樹 

〔指導助言〕 大和大学 教授 松本 宗久 

 

〔研修番号〕 №３２９ 

〔日 時〕 １０月２５日（金）１４：３５～１７：００ 

〔場 所〕 佐竹台小学校 

〔研 修 名〕 情報教育研修 小学校第４学年 

総合的な学習の時間 公開授業・研究協議 

〔授 業 者〕 佐竹台小学校  教諭 松風 望 

〔指導助言〕 大和大学 教授 松本 宗久 

 

 配置教室  ：全普通教室（来年度使用予定） 

設置工事時期：１０月中旬～３月下旬の土日祝日 

       及び冬季休業日 

 

 

 

 

 

 支援学級、特別教室では、学校配備済のプロジェ 

クター、無線ＬＡＮアクセスポイントを使用して 

ください。 

注意 設置工事が終了しても・・・ 

契約上、 

◇使用開始は令和２年４月１日からです。 

 

◇今年度中の使用は、契約期間外の使用となり、

一切の保守対応を受けることができません。 

 

◇契約期間外の使用として、使用料の請求を 

される可能性もあります。 

【授業づくり研究グループより】           

新学習指導要領に示されている！ 

「主体的・対話的で深い学び」に迫る授業づくり！ 

～カリキュラムマネジメントを取り入れた授業実践～ 

［研修番号］ No.２４７ 

〔日 時〕 １０月２１日（月）１４：２０～１７：００ 

〔場 所〕 第一中学校 

〔研 修 名〕 授業づくり研修 

       「中学校数学科 ２年 公開授業・研究協議」 

〔授 業 者〕 第一中学校  教諭 奥本 直己 

〔指導助言〕 大阪教育大学大学院連合教職実践研究科  

教授 木原 俊行 

【関連教科】数学科と国語科 

〔研修番号〕 №２４５ 

〔日 時〕 １１月１５日（金）１４：３５～１７：００ 

〔場 所〕 吹田第六小学校 

〔研 修 名〕 授業づくり研修 

       「小学校国語科 ６年 公開授業・研究協議」 

〔授 業 者〕 吹田第六小学校  教諭 山田 忍 

〔指導助言〕 大阪教育大学大学院連合教職実践研究科  

教授 木原 俊行 
 

【関連教科】国語科と図画工作科 

深い学びに迫る授業って？？ 

カリキュラムマネジメントとは聞くけれど… 

どうやれば良いの？ 

授業づくり研究グループ研究委員が教科横断を意識した

授業実践をします！！ 

百聞は一見に如かず！見学してみませんか！？ 新学習指導要領に先駆けて実践！ 



 

 

８月２７日（火）に千里市民センターで実施しました吹田市教育 

研究大会に御参加いただき、ありがとうございました。 

今年は大阪体育大学 高橋 明 客員教授から「可能性を信じて 

～変化する素晴らしさ～パラリンピックを通して～」というテーマ 

で御講演いただきました。 

【参加者からの感想】 

・「失ったものを数えるな。残されたものを最大限に活かせ」という言葉がすごく印象に残りました。

障がいのある方と一緒に過ごす中で工夫したり、何がその人に対しての本当の思いやりなのか考えた

りすることを、子どもたちと一緒にしていきたいです。 

・いかに自分の視点が足りなかったか、今日は痛感しました。全盲の方の待ち合わせ、義足で分からな

い地面の感触など、視点を移したり、姿勢をもっと柔軟にしたりしながら、パラスポーツについても

っと色々学びたいと思いました。 

 

吹田市教育研究大会への参加ありがとうございました！ 

【 情報教育機器の利活用について 】 

今回は、『ラインズ ｅライブラリアドバンス』を紹介します。 

ポイント１ 小学校１年生から中学校３年生までの５教科(国語、算数(数学)、理科、社会、外国語(英語))

のドリル教材や提示教材等を収録。 

ポイント２ 中学校教職員用パソコンには、過去３年間の公立高校入試問題等が収録。 

ポイント３ Ｗｏｒｄ（ワード）での編集可能。 

※但し、国語科については、著作権上の理由で収録されていない場合があります。 

 

○公立高校入試問題の利用方法について 

①デスクトップにある「アプリケーション」フォルダを開く。 

②「e ライブラリ先生」アイコンをダブルクリックする。 

③「先生メニュー」画面の「指導教材」メニューをクリックする。 

④「指導教材メニュー」画面の「プリント教材」メニューをクリックする。 

⑤「プリント教材」画面の「高校入試過去問」メニューをクリックする。 

⑥「高校入試過去問」画面の閲覧したい都道府県名をクリックする。 

⑦実施年度及び教科名並びに閲覧方法(「ＰＤＦで見る」もしくは「ＷＯＲＤで見る」)をクリックする。 

経験年数の少ない教職員 Q&A 

 Q 

A 

個人懇談において、子供の課題はどの

程度まで伝えてもよいのか悩みます。 

課題については問題点だけ伝えるのでな

く、改善するためにできることを具体的

に提案する気持ちでお伝えしましょう。

2 学期は、行事が多く忙しいですが、行

事の頑張り等を記録しておき、良い点を

伝えられるといいですね。 

校務分掌の仕事内容を把握しきれず、

一緒に組んでいる先生に任せっきりに

なっています。 

少しずつ仕事を教えてもらいながら、

覚えていけば大丈夫ですが、事前に提

案資料を確認し、わからないことを調

べておくことや「印刷物があれば言っ

てください。」等、できることを積極

的に行う姿勢は大切ですね。 



 

 

 

 

 

本年度実施いたします、授業づくり研修「スーパーティーチャーに学ぶ」の実施予定日及び内容・講師等につい

てお知らせします。実施時間や講話テーマ等については、募集通知とともに詳細をお伝えします。 

 

 

 

 

実施予定日 内容 講師 実施予定場所 

１０月１６日（水） 

午後２時４５分から 
道徳科授業づくり 

一宮市立浅井中学校校長  

山田 貞二 先生 
青山台中学校 

１０月２８日（月） 

午後２時３０分から 
算数科授業づくり 

関西大学初等部教諭  

尾﨑 正彦 先生 
千里第三小学校 

１１月 ５日（火） 

（時間は調整中） 
国語科授業づくり 

明星大学常勤教授 

白石 範孝 先生 
調整中 

１１月１３日（水） 

午後２時３０分から 
ICT 授業づくり 

大和大学教育学部教授 

松本 宗久 先生 
片山中学校 

（情報教育推進委員会共催） 

番号 研修テーマ・講師名・概要等 会　　場 日　　時 対　　象

初任者研修
フレッシュ研修 56

「適応指導教室について」
  　　　　　　　　　　　講師　　不登校児童・生徒支援員　　　築谷　康夫 　他

吹田市自然体験
交流センター

１１月１４日（木）
13:45～17:00

中学校
初任者教員

新規任用講師

フレッシュ研修 70

「栄養教諭の指導の実際」
　  小学校第３学年　  授業者　　 北山田小学校　栄養教諭　瀧花　侑香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     教諭　藤岡　千晶
　　　　　　 　　　　　　　指導助言　吹田市立千里第二小学校　指導栄養教諭　遠藤　裕子
                                                吹田市立教育センター　　　　　 　指導主事　坂本　健一

北山田小学校
１１月１８日（月）
13:40～16:00

新規採用栄養教諭
経験年数の少ない臨時技師
※専門職研修と合同実施

97
ステップアップ研修Ⅰ（小学校）「授業づくり４」(代表研究授業)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業者　　 吹田南小学校　教諭　山田　翔太
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導助言　教育センター　指導主事

吹田南小学校
１１月７日（木）
13:35～17:00

ステップアップⅠ研修
受講者（小学校教諭）

98
ステップアップ研修Ⅰ（中学校）「授業づくり４」（代表研究授業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業者　　 片山中学校　教諭　藤村　一輝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導助言　教育センター　指導主事

片山中学校
１１月１９日（火）
14:30～17:00

ステップアップⅠ研修
受講者（中学校教諭）

102

ステップアップ研修Ⅱ　選択研修A「やまばと学級に学ぶ」
　　　　　　　　　　　　　　　授業者　　高野台小学校　　 教諭　　 西岡　由貴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教諭　　 森澤　智子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　　 田口　和希
　　　　　　　　　　　　　　　講義　　吹田市教育委員会　指導室　指導主事

高野台小学校
１０月２４日（木）
14：10～17：00

103
ステップアップ研修Ⅱ　選択研修A「通級指導教室に学ぶ」
　　　　　　　　　　　　　　  授業・講義　　山田第三小学校　指導教諭　  川向　博子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田第三小学校　教諭　　　　　萱野　美智子

岸部第一小学校
１１月１５日（金）
15:45～17:00

104
ステップアップ研修Ⅱ　選択研修A「光の森に学ぶ」
　　　　　　　　　　　　　　  講師　　不登校児童・生徒支援員　　　築谷　康夫  　他

吹田市自然体験
交流センター

１０月２９日（火）
13:45～17:00

105
ステップアップ研修Ⅱ　選択研修A「さくら広場に学ぶ」
　　　　　　　　　　　　　　  講義　　吹田市教育委員会　指導室　指導主事

竹見台中学校
１１月１３日（水）
15:15～17:00

ヤングリーダー
研修 125

「子供の援助ニーズにどう応えるか ～不登校・特別支援・いじめ～」
　                            　　講師　大阪教育大学　教授　水野　治久

教育センター
視聴覚室

１０月２５日（金）
15:30～17:00

教職員
※教育課題別研修と合同実施

134
中学校代表研究授業（数学科）
　                            　　　授業者　西山田中学校　　　教諭　河野　雄志

西山田中学校
１０月１８日（金）
14:30～17:00

中学校
１０年経験者研修受講者

133
小学校代表研究授業（道徳科）
　　　                  　　  　　授業者　山田第五小学校　　 教諭　樋口　健太

山田第五小学校
１１月２１日（木）
14:30～17:00

小学校
１０年経験者研修受講者

講座名

１０年経験者
研修

ステップアップ
研修Ⅰ

（２年次）

ステップアップ
研修Ⅱ

（３～５年次）

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
あ

っ
た
研
修

ステップアップ研修Ⅱ
受講者（研修選択者）



番号 研修テーマ・講師名・概要等 会　　場 日　　時 対　　象

152 「いじめについて　～未然防止・早期発見・早期対応～　」
　　　　　　　講師　大阪府公立学校スクールカウンセラースーパーバイザー　巽　葉子

教育センター
視聴覚室

１１月１３日(水)
15:30～17:00 首席

177
いじめ問題の理解と対応の実際
                      講師　関西外国語大学　教授　新井　肇

古江台小学校
１０月３日（木）
15:30～17:00

教職員
※生徒指導主事会・主担者会と合同実施

164
「授業における『深い学び』の議論を整理しよう」
　　　　　　　　　　　　　　　講師　京都教育大学　教授　黒田　恭史

千里山コミュニティ
センター

１０月２９日（火）
15:30～17:00

教職員
※教育課程推進担当者会と合同実施

178 「学校での自殺予防」　　　　講師　立命館大学　教授　　川野　健治
保健センター

研修室
１１月８日（金）
15:30～17:00

教職員
※教育相談担当者会と合同実施

176
「子供の援助ニーズにどう応えるか ～不登校・特別支援・いじめ～」
　                            　　講師　大阪教育大学　教授　水野　治久

教育センター
視聴覚室

１０月２５日（金）
15:30～17:00

教職員
※ヤングリーダー研修と合同実施

175 「職場でのコミュニケーション」
　　　　　　　講師　大阪メンタルヘルス総合センター　臨床心理士　髙橋　美智子

教育センター
第１会議室

１０月２８日（月）
15:30～17:00

教職員

173
「いじめや偏見に立ち向かう」～同和問題をとおして～（仮）
　　　　　　　　　　　吹田市立東佐井寺小学校　　　 教諭　  中尾　結
　　　　　　　　　　　吹田市立東山田小学校　　　　　教諭　  長船　有美

教育センター
視聴覚室

１１月２８日（木）
15:30～17:00

教職員
※人権教育担当者会と合同実施

239
スーパーティーチャーに学ぶ　道徳の授業づくり研修
　　　　　　　　中学校道徳科の講師師範授業及び講師講話
　　　　　　　　　　　　講師　一宮市立浅井中学校　校長　山田　貞二

青山台中学校
１０月１６日（水）

14:45～17:00
教職員

※ステップアップ研修Ⅱ（３～５年次）選択研修

238
スーパーティーチャーに学ぶ　算数の授業づくり研修
　　　　　　　　小学校算数科の講師師範授業及び講師講話
　　　　　　　　　　　　講師　関西大学初等部　教諭　尾﨑　正彦

千里第三小学校
１０月２８日（月）

14:30～17:00
教職員

※ステップアップ研修Ⅱ（３～５年次）選択研修

237
スーパーティーチャーに学ぶ　国語の授業づくり研修
　　　　　　　　小学校国語科の講師師範授業及び講師講話
　　　　　　　　　　　　講師　明星大学　常勤教授　白石　範孝

調整中
１１月５日（火）

PM
教職員

※ステップアップ研修Ⅱ（３～５年次）選択研修

236
スーパーティーチャーに学ぶ　ICTの授業づくり研修
　　　　　　　中学校技術・家庭科(プログラミング学習)の講師師範授業及び講師講話
　　　　　　　　　　　　講師　大和大学教育学部　教授　松本　宗久

片山中学校
１１月１３日（水）

14:30～17:00
教職員

※情報教育推進委員会と合同実施

247
授業づくり研究グループ　公開研究授業・協議
　　　　　　　　　　　　　　　授業者　　 第一中学校　教諭　奥本　直己
　　　　　　　　　　　　　　　指導助言　大阪教育大学　　教授　木原　俊行

第一中学校
１０月２１日（月）

14:20～17:00
教職員

245
授業づくり研究グループ　公開研究授業・協議
　　　　　　　　　　　　　　　授業者　　吹田第六小学校　教諭　山田　忍
　　　　　　　　　　　　　　　指導助言　大阪教育大学　　教授　木原　俊行

吹田第六小学校
１１月１5日（金）
14:35～17:00

教職員

232

指導者英語力スキルアップ研修①　　　〔小学校〕
　　　　　　　　３学期に行う授業のレッスンプラン他　【基礎編】
        　　　　　　　　　　 講師　株式会社　ブレーンパワー　ネイティブインストラクター他
　　　　　　　　※講座番号２３２・２３３は原則として連続受講

教育センター
第１会議室

１１月１１日（月）
15：30～17:00

小学校教職員
先着３０名程度

233

指導者英語力スキルアップ研修①-２　〔小学校〕
　　　　　　　　３学期に行う授業のレッスンプラン他　【応用編】
        　　　　　　　　　　 講師　株式会社　ブレーンパワー　ネイティブインストラクター他
　　　　　　　　※講座番号２３２・２３３は原則として連続受講

教育センター
視聴覚室

１１月２２日（金）
15：30～17:00

小学校教職員
先着３０名程度

235

指導者英語力スキルアップ研修①　　　〔中学校〕
　　　　　　　　全国学力・学習状況調査スピーキングテストより
　　　　　　　　即興的なスピーキング力を高める実践他
        　　　　　　　　　　 講師　株式会社　ブレーンパワー　ネイティブインストラクター他

教育センター
視聴覚室

１１月２７日（水）
15：30～17:00

中学校教職員
先着１８名程度

事務職員
研修 253

Te-Comp@ｓｓ スキルアップ
　            　    　　　　　　　　講師　ＰＣテクノロジー　北村　美穂

教育センター
情報科学室

１０月１７日（木）
15:00～17:00

学校事務職員

事務職員
研修 254

「今、学校事務職員に求められるもの
　　　　　　　　　　　　　～「つかさどる」・「学校間連携」・「地域連携」をキーワードに～」
　            　    　　　　　　　　講師　京都産業大学　教授　西川　信廣

教育センター
視聴覚室

１０月２９日（火）
15:00～17:00

学校事務職員

栄養教職員
研修 255

「栄養教諭の指導の実際」
　  小学校第３学年　  授業者　　 北山田小学校　栄養教諭　瀧花　侑香
                                                                          教諭　藤岡　千晶
　　　　　　 　　　　　　　指導助言　吹田市立千里第二小学校　指導栄養教諭　遠藤　裕子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  吹田市立教育センター　　　　　  指導主事　坂本　健一

北山田小学校
１１月１８日（月）

13:40～16:00
栄養教職員

※フレッシュ研修と合同実施

養護教諭
研修 258

養護教諭の視点から不登校を考える　～「学びの森」活動の実践に学ぶ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師 　不登校児童・生徒支援員　　　　笠井　一司

「学びの森」活動
竹見台多目的施設

１０月２３日（水）
15:00～17:00

養護教諭・養護助教諭

205 「状況調査について」共通③
　　　　　　　 　      　　　　　　吹田市立教育センター　　　指導主事　　加藤　弘靖

教育センター
研修室

１０月４日（金）
16:00～17:00

特別支援教育コーディネーター

211 発達障がいの理解と実践③
　　　　　　　　　　　　　吹田市立こども発達支援センター　発達指導員　藤田　南弥

教育センター
視聴覚室

１１月１８日（月）
15:45～17:00

特別支援教育コーディネーター
教職員

特別支援教育
事例検討研修 213

事例検討研修（学習領域）②
　　　　　　　　　　事例提供　市内学校園
　　　　　　　　　　助言　　　　大阪医科大学LDセンター　言語聴覚士　西岡　有香

教育センター
視聴覚室

１０月２４日（木）
15:45～17:00

特別支援教育コーディネーター
教職員

329
ＩＣＴ機器を活用した公開授業①　第４学年　総合的な学習の時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業者　　 佐竹台小学校　教諭　松風　望
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導助言　大和大学         教授　松本　宗久

佐竹台小学校
１０月２５日（金）

14:35～17:00
教職員

※情報教育推進委員会と合同実施

講座名

教
科
領
域
別
研
修

授業づくり研修

英語教育研修

　　　　　　　　　　　※各講座の詳細は、各学校に送付する実施要項をご覧ください。

専
門
職
研
修

特
別
支
援
教
育

研
修

情報教育研修

スクール
リーダー研修Ａ

特別支援教育
研修

教育課題別研修

教育課題別研修
（10年経験者研修における

吹田市選択研修）

１０・１１月のさつきらるーむ(初任者教員等相談室）は、
１０/8（火）、１0（木）、１１/12（火）、１4（木）です。

申込は、教育センターまで（メールまたは研修申し込みシステムにて）


