令和元年 ５月２２日発行 Ｎｏ．３４２.

◆令和元年度研修会がスタートします！◆
新学習指導要領の移行期であることを踏まえ、様々な教

申し込みはホームページから

「授業が変わり、学校を変えて、子どもを伸ばそう」「個に応じた指導・支援で子どもを伸ばそう」

１研修会への申し込み

２「◎」マークがある研修会

校長先生の確認のもと、セン
ターホームページより申し込みく
ださい。幼稚園・保育園からの申
し込みは、電話・FAX・メールで
お願いします。

この研修会は市内小中学校に確実に伝
えたい内容が含まれています。各学校１
名以上の参加をお願いします。

「☆」マークがある研修会の対象者は
全員参加をお願いします。

3 研修会情報
研 修 会の 情報 は教 育セ ン
ター所報「けやきだい」でお
知らせしています。日程等変
更の場合もありますので、必
ず御確認ください。

4 研修開始・終了時刻
記載時刻は全て開始時刻です。（記載が無
い場合の終了時刻は、午前は１２：００、午
後は１６：３０です。）

所沢市立教育センター 〒359-1118 所 沢市けやき台２－４４－２（TEL2923-2396・FAX2923-2395・E-mail：edc@tokorozawa-stm.ed.jp）

研修会名

月日

主体的・対話的で深い学びの実現を目指す授
未定
業づくり研修会
わかる授業づくり研修会

道徳科授業づくり研修会

新規
事業

備 ◎印＝各校１名以上必ず参加
考 ☆印＝対象者は全員参加

研修案内

担当者

元文教大学

教授

嶋野道弘

児童生徒の主体的・対話的で深い学びを目指す授業づくりについて研修します。

髙島広樹

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

国立教育政策研究所

総括研究官

山森光陽

わかる喜びを味わわせるための授業づくりのための方策について学びます。

岩土陽裕

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

埼玉大学

教授

及川 賢

新学習指導要領の要点を踏まえた授業づくりについて研修します。

坪井健

中富小学校

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

聖徳大学大学院

教授

吉本恒幸

平成３０・３１年（小・中）から全面実施された「特別の教科 道徳」に向けての授業改善や評価の実際などについて、学校研究
の成果を授業で公開した後、専門家が講演を行います。

髙島広樹

三ヶ島小学校

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

明星大学

教授

小貫 悟

誰にでもわかりやすい授業づくりについての研修を推進します。

坪井健

山口中学校

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

國學院大學

教授

杉田 洋

楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動に向けての研修を推進します。

岩土陽裕

美原中学校

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

十文字学園女子大学

准教授

川瀨基寛

タブレットや電子黒板、プログラミング教育などのＩＣＴを活用した授業づくりについての研修を推進します。

刈谷和哉

南陵中学校

＊市教研と共催

埼玉大学

准教授

本橋幸康

言語活動の充実した授業を通して、一人一人が言語能力を伸ばす授業を考えます。

三上陽照

市内小・中学校

＊市教研と共催

埼玉大学

教授

二宮裕之

数学的に思考し、論理的に表現する活動を通して、数学のよさを実感するような授業の作り方を考えます。

岩土陽裕

直山木綿子

小学校外国語活動の早期化・教科化に向けて、今からできることを学びます。

坪井健

山田誠志

小中連携も踏まえた、これからの英語教育についての実践的な研修会です。

坪井健

2月5日 (水)
2月19日 (水)
未定

言語活動の充実を図るための国語科授業研
未定
修会
数学的な思考力・表現力を育成するための授
未定
業研修会
外国語活動の教科化に向けた研修会

10月10日 (木)

15:00 教育センター

◎各校１名以上は参加

外国語教育の充実に向けた研修会

10月16日 (水)

15:00 教育センター

◎各校１名以上は参加

7月25日 (木)

9:00 教育センター

英語教育推進教員養成研修会

指導者

＊学び創造アクティブプラン研究校支援研修

所沢小学校

未定

ＩＣＴを活用した授業づくり研修会

会場
西富小学校

13:30 柳瀬中学校

2月5日 (水)

ユニバーサル・デザインの視点に立った授業づ
くり研修会
特別活動授業づくり研修会

開始
時刻

1月30日 (木)

外国語活動授業づくり研修会

国立教育政策研究所教育課程
教育課程調査官
研究センター
国立教育政策研究所教育課程
教育課程調査官
研究センター

◎各校１名以上は参加（小学校教員対象）

東所沢小学校

教諭

佐伯拓也 他

新学習指導要領での小学校英語教育の充実に向けて、各校での英語教育の推進者を育成します。

坪井健

＊市教研と共催

女子栄養大学

特任教授

松尾鉄城

新学習指導要領実施に向けて、社会科における思考力、判断力、表現力の向上のための授業づくりの基本を学び、問題解決
的な学習の在り方について研修します。

原雅一

4月11日 (木) この研修会は終了しました。

◎各校１名以上は参加

担当指導主事及びH30社会科副読本編集研究協議会委員

社会科副読本改訂版及び新規に作成した副読本デジタル版の効果的な活用等について研修します。

原雅一

人権教育研修会

6月26日 (水)

15:00 教育センター

◎各校１名以上は参加
＊市教研と共催

道徳科の充実に向けた研修会

10月3日 (木)

15:00 教育センター

＊市教研と共催

学級活動スキルアップ研修会

8月23日 (金)

15:00 教育センター

＊市教研と共催

思考力・判断力・表現力の向上を目指した社会
１月
科授業研修会
社会科副読本等活用研修会

富岡小学校

ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）研修会 未定

小学校理科授業力向上研修会①

１学期

教育センター

小学校理科授業力向上研修会②

未定

教育センター

小学校理科授業力向上研修会③

未定

教育センター

外国語教育校内研修支援

通年

各学校

6月5日 (水)

初任者研修 施設体験研修説明会

ESDは持続可能な社会の創り手を育む教育です。このことを授業を通じて研修します。

坪井健

髙﨑 恵

人権問題に係る認識を深めるとともに、学校教育の中でどのように人権教育を進めていくかについて研修します。

坪井健

浅見哲也

平成３０・３１年（小・中）から全面実施された「特別の教科 道徳」の指導と評価や、各学校に置ける道徳教育の推進の在り方
について研修します。

岩土陽裕

安部恭子

小・中学校における特別活動、特に学級活動（１）の特質と意義を学び、望ましい集団活動を育成する指導の在り方について
研修します。

岩土陽裕

小学校理科で行う観察や実験方法、指導のポイントについて、実際の実験実習等を通して研修します。理科の魅力を味わえる、理科の
基礎基本が学べる研修会です。若手の先生や理科に苦手意識をもつ先生方も、ぜひ御参加ください。

髙島広樹

小学校理科で行う観察や実験方法、指導のポイントについて、実際の実験実習等を通して研修します。理科の魅力を味わえる、理科の
基礎基本が学べる研修会です。若手の先生や理科に苦手意識をもつ先生方も、ぜひ御参加ください。

髙島広樹

小学校理科で行う観察や実験方法、指導のポイントについて、実際の実験実習等を通して研修します。理科の魅力を味わえる、理科の
基礎基本が学べる研修会です。若手の先生や理科に苦手意識をもつ先生方も、ぜひ御参加ください。

髙島広樹

校内研修で、外国語指導の基礎を学びます。

坪井健

異業種施設（保育園）への挨拶、打合せ、研修依頼、御礼状の送付等の説明と研修の心構えについて学びます。

岩土陽裕

午前は異業種施設（保育園）での研修を行い、午後は教育センターで「夏休み明けの指導」について研修します。

岩土陽裕

初任者研修の充実を図るために、前半は拠点校指導教員、校内指導教員の情報交換を行います。また、後半は校内指導教
員を対象に、持参した学校研修計画書をもとに内容の確認します。

岩土陽裕

人間関係を円滑にするための方法や、教師としての接遇について学びます。

岩土陽裕

所沢市教育行政システムや、所沢市で行っている研究、教育センターの活用の仕方等について説明します。

原雅一

☆小・中学校初任者研修教員

教育センター

指導主事

午前 市内保育園
午後 教育センター

☆小・中学校初任者研修教員

教育センター

指導主事

東京学芸大学

特命教授

7月30日 (火)

初任者担当指導教員研修会

4月23日 (火) この研修会は終了しました。

接遇研修会

7月30日 (火)

新任・転入管理職研修会

4月18日 (木) この研修会は終了しました。

15:00 教育センター

4月1日 (月) この研修会は終了しました。

教務主任研修会 （「はじめに子どもありき」の
教育を考える研修会）

成田喜一郎

オフィスピュア

15:00 教育センター

初任者研修 施設体験研修・全体研修

転入教職員研修会

副学園長・最高学
部特任教授
男女共同参画政策
アドバイザー
国立教育政策研究所教育課程
教育課程調査官
研究センター
国立教育政策研究所教育課程
教育課程調査官
研究センター
教育研究会
市内教諭
教育研究会
市内教諭
教育研究会
市内教諭
学校法人 自由学園

☆拠点校指導教員
☆校内研修指導員
☆小・中学校初任者研修教員
※その他の参加も可能

☆転入教職員

所沢市教育行政システムや、所沢市で行っている研究、教育センターの活用や仕方等について説明します。

原雅一

平野朝久

「はじめに子どもありき」の考え方から、教員の研修の在り方を探るとともに、子ども主体の学びについて考える研修会です。
教務主任の方だけでなく、多くの先生方の（ 若手の先生方も） 参加をお待ちしておりま す。

髙島広樹

初任者研修に続く２年次教員としての資質向上を図るため、指導主事がマンツーマンで指導し、学級経営力を高めます。

岩土陽裕

児美川孝一郎

子ども達の生きる力を育むため、明るい未来を築くためのキャリア教育の在り方を学びます。２年次教員対象ですが、それ以外
の方も参加できます。

岩土陽裕

各指導主事

初任から２校目で所沢に転入してきた教員が教科等の研修を進め、これからの所沢の研究を担う人材を育成します。

岩土陽裕

エデュケーション・チームｺ
ﾝｻﾙﾀﾝﾄ・講師

鈴木博美

スティーブン・R・コヴィー著「７つの習慣」を活用し、自分の中のリーダーシップについて考える研修会です。ミドルリーダー研修
員対象ですが、それ以外の方も参加できます。

岩土陽裕
坪井健

☆教務主任
※その他の参加も可能

東京学芸大学

名誉教授
特任教授

２年次教員研修

5月9日 (木) この研修会は終了しました。

☆２年次教員（開講式は15:00）

教育センター・学校教育課・
スポーツ振興課・保健給食課

各指導主事

キャリア教育研修会

5月9日 (木) この研修会は終了しました。

☆２年次教員
※その他の参加も可能

法政大学

教授

14:30 教育センター

☆ミドルリーダー研修員（開講式は14:30）

教育センター・学校教育課・
スポーツ振興課・保健給食課

☆ミドルリーダー研修員
※その他の参加も可能

（株）フランクリン・コヴィー・ジャ
パン

6月12日 (水)

5月23日 (木)

ミドルリーダー研修員研修

15:00 教育センター

自分の中のリーダーシップを考える研修会

5月23日 (木)

14:50 教育センター

新規

新規

坪田まり子

☆新任・転入管理職

英語サロン①

5月30日 (木)

15:00 教育センター

教育センター

指導主事・ATE

他

ワークショップを通して、外国語の授業で使える活動を学びます。

英語サロン②

7月11日 (木)

15:00 教育センター

教育センター

指導主事・ATE

他

ワークショップを通して、外国語の授業で使える活動を学びます。

坪井健

英語サロン③

10月2日 (水)

15:00 教育センター

教育センター

指導主事・ATE

他

ワークショップを通して、外国語の授業で使える活動を学びます。

坪井健

育課題に対応した研修会を本年度も用意しました。
本センターの研修会を積極的に御活用いただき、各校で
の教育活動に活かしてください。詳細は、各校に配付した研
修案内（校務支援システム C4th の連絡掲示板にデータが添
付されています）を御覧ください。文部科学省の調査官や、
大学教授等、講師陣も大変充実しております。
申込みについては、
「所沢市教育ネットワーク校務ホーム
ページ」よりお願いします。校長先生の御確認の上、教頭
先生を通してお申し込みください。
多くの皆さんの参加をお待ちしております。

５ ～ ６ 月 研 修 会 の お 知 ら せ

◎は、1校1名以上の参加をお願いします。
☆は、対象者は全員参加をお願いします。

研修会名

内

容

等

日時

会場

☆自分の中のリーダー
シップを考える研修会
（ミドルリーダー研修
員開講式）

＊スティーブン・R・コヴィー著「７つの習慣」を活用
し、自分の中のリーダーシップについて考える研
修
指導者 フランクリンコヴィーエデュケーション
チームコンサルタント
鈴木 博美
※ミドルリーダー研修員の開講式の後に行います。研修
員対象ですが、その他の方も参加いただけます。

５月２３日（木）１４：５０
※ミドルリーダー研修員開講式 教育センター
は１４：３０

英語サロン①

＊外国語の授業で使える効果的な指導方法について
指導者 教育センター指導主事

５月３０日（木）１５：００

教育センター

◎不登校予防研修会

①組織的な不登校支援の推進について
指導者 早稲田大学教授 嶋田 洋徳
②発達障害の視点から見た不登校予防の在り方について
指導者 立教大学教授 大石 幸二

①５月３１日（金）１５：０
０
※管理職１名は参加
②６月 ７日（金）１５：０
０
※各校１名は参加

教育センター

小学校プログラミング
教育指導教員養成研修
会①②

＊小学校プログラミング教育についての理解を深め
指導者としての資質を全５回の中で養う研修
指導者 みんなのコード学校教育支援部
主任講師 竹谷 正明
講師 松川 厚雄

①６月 ４日（火）１４：３
０
②６月２５日（火）１４：３
０

清進小学校

☆初任者研修
施設体験研修説明会

＊異校種施設（保育園）体験研修についての説明、
心構え、打合せ

６月

５日（水）１５：００

教育センター

☆教務主任研修会
（「 は じ め に 子 ど も あ
りき」の教育を考える
研修会）

＊「はじめに子どもありき」の考え方から、子ども
主体の学びについて考える研修
※教務主任対象ですが、その他の方も参加いただけ
ます。多くの先生方の参加をお待ちしております。
指導者 東京学芸大学
名誉教授・特任教授 平野 朝久

６月１２日（水）１５：００

教育センター

◎人権教育研修会

＊人権問題に係る認識を深め、学校教育の中で人権
教育を進めていくための研修
指導者 オフィスピュア
男女共同参画政策アドバイザー 髙﨑 恵

６月２６日（水）１５：００

教育センター

４月の研修会より
≪転入教職員研修会≫
４月１日（月）今年度、他市町から所沢市に異動してきた教職員を対象に、
教育センターにて研修会を行いました。所沢市の教育の基本理念や教育セン
ターの研修会、研究員の制度等について紹介をしました。
さらに、所沢市の教育相談体制や教育ネットワークについても、今後すぐ
に活用できるようにするための説明も行いました。新年度初日ではありまし
たが、疲れも見せず、メモをとりながら熱心に臨む姿が多く見られました。
先生方の今後の活躍を大いに期待しています。
～参加者の感想から～
○心の中にある不安や疑問が解消された。これから所沢の教育のために力を尽くそうと思った。
○所沢市独自の教材や相談体制が充実していて素晴らしい。これらを活用し、より良い教育を行っていきたい。

≪初任者担当指導教員研修会≫
４月２３日（火）初任者研修の校内指導教員と拠点校指導教員が集
まり、１年間の初任者研修の計画や初任者の現状と課題、指導する上
での配慮事項等について話し合いました。拠点校指導教員を中心にグ
ループを作り、初任者研修を計画的に進める上での共通理解を図る場
となりました。グループ毎の話合いの中で、２年目以降の教員が生き
生きと職務に励んでいる様子も話題になりました。
～参加者の感想から～
○様々な情報交換をすることで初任者に対する声掛けやアドバイスを
知ることができ、大変有意義な時間を過ごすことができた。

学び創造アクティブプラン研究校支援研修がスタートしました！
所沢市学び創造アクティブプランの３年目がスタートいたしました。今年度も引き続き、学び創造アクテ
ィブプラン研究校支援研修「特別活動授業づくり」（所沢市立山口中学校）において、國學院大學教授
杉田洋先生に御指導いただきます。５月１７日（金）には、第１回目の授業研究会が開催され、学級活動の
授業を３学級が授業公開しました。授業研究会では、先生方の活発な意見が交わされ、授業の成果や課題が
明らかになりました。また、杉田先生の御講演では、山口中学校の実態を踏まえ、学級活動の原理原則や中
学校の学級活動の在り方、進むべき方向性を御示唆いただきました。その中で、「子供たちを信じて任せる
こと」、
「特別活動は合意形成と意思決定」というお言葉があり、子供たち自身が自分で課題を見つけ、自分
たちで解決を図るための話合い活動の必要性を御指導いただきました。
所沢市立教育センター
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