
2．研修業務 

(1) 各種組織との連携 

 ①  交野市小・中学校長会                             

 ②  交野市小・中学校教頭会                            

 ③  交野市小・中学校生活指導研究協議会及び学校警察連絡協議会 

 ④  交野市人権教育研究協議会                          

 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

 

(2) 各種研修会への参加 

～講演会、研修会に講師として～ 

開催日 講演会・研修会 対象者 内容等 

令和3年 

6月23日 

第四中学校 

校内研修会 
第四中学校教職員 

「主体的に学習に取り組む態度の評価について」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年 

10月20日 

藤が尾小学校 

校内研修会 
藤が尾小学校教職員 

「校内研究授業（国語）研究討議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年 

11月9日 

藤が尾小学校 

校内研修会 
藤が尾小学校教職員 

「校内研究授業（国語）研究討議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和3年 

11月16日 

岩船小学校 

校内研修会 
岩船小学校教職員 

「校内研究授業（国語）研究討議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和4年 

1月20日 

社会教育課 

親学習 

小学校1年生～６年生

の保護者 

「家族とは」 

講師：交野市教育センター 教育相談員 

令和4年 

2月9日 

藤が尾小学校 

校内研修会 
藤が尾小学校教職員 

「校内研究授業（国語）研究討議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

(3) 教育センター主催（共催）研修会 

①小学校初任者研修、小・中学校 2年次研修                                     

実  施  日 内   容   等 

令和3年6月29日 
授業研究Ⅰ「先輩の授業に学ぶ」 

 講師：交野市教育センター 指導主事 

令和3年7月８日・28日 

8月30日 

令和4年1月１８日 

授業づくり研修（2年次研修） 

 講師：交野市教育センター 指導主事 

令和3年8月１日～3１日 
生徒指導研修「児童虐待と通告 ‐子どもを守る関係機関‐」 

 講師：花園大学 和田 一郎 教授   ※動画視聴による研修 

令和3年８月２３日 

環境体験型研修 

 「大阪市立大学附属植物園を校外学習等に活用する」 

 講師：大阪市立大学理学部附属植物園 職員 

令和４年1月17日 
授業研究Ⅱ「先輩の授業から学ぶ」 

 講師：交野市教育センター 指導主事 

令和４年1月31日 
授業研究Ⅲ「児童生徒理解を深めるために」 

 講師：交野市教育センター 指導主事 

令和４年2月8日 
人権教育研修「多文化共生・在日外国人教育」 

 講師：交野市教育センター 指導主事 



 

  

②小・中学校 10年経験者研修                                     

令和3年8月2日 
ストレスマネジメントについて 

 講師：一般社団法人スリーバランス 植屋 浩幸 氏 

 

③学力向上研修                                     

令和３年５月11日 
「学力向上に係る今年度の取組みについて」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年10月20日 
「授業改善推進事業実施校 公開授業・研究協議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年11月9日 
「授業改善推進事業実施校 公開授業」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年11月15日 
「ｽｸｰﾙ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ推進事業実施校 公開授業・研究協議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年11月26日 
「ｽｸｰﾙ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ推進事業実施校 公開授業」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和３年12月23日 
「タブレット端末の活用方法について」 

講師：株式会社 わけわけ 野中 健次 氏 

令和4年1月26日 
「ｽｸｰﾙ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ推進事業実施校 公開授業・研究協議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和4年2月2日 
「ｽｸｰﾙ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ推進事業実施校 公開授業・研究協議」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和4年2月9日 
「授業改善推進事業実施校 公開授業」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和4年2月21日 
「ｽｸｰﾙ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ推進事業実施校 公開授業」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和4年2月28日 
「今年度の取組みをふり返って」 

講師：株式会社 わけわけ 野中 健次 氏 

 

④学力充実支援（先進校視察）研修 

令和3年１１月26日 
先進校視察研修会  

近畿大学附属小学校 

 

⑤小中一貫教育研修 

令和3年８月５日 

交野市教育フォーラム 

「こどものために みんなでつなぐ 

地域とともにある学校 コミュニティ・スクール  

～小中一貫教育との一体的な推進にむけて～」 

 講師：京都光華女子大学 西 孝一郎 准教授 

令和3年11月17日 
たなばた学園公開授業 

  たなばた学園 教員による公開授業及び実践報告 

  

⑥外国語教育研修 

令和３年４月２３日 
「令和3年度交野市の外国語教育について」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 



 

  

令和３年６月15日 
中学校教諭による公開授業①（第三中学校２年２組） 

講師：文教大学 金森 強 教授 

令和３年７月１３日 
講演 「小中連携で行う外国語教育」 

講師：文教大学 金森 強 教授 

令和３年１０月２１日 
中学校教諭による公開授業②（第三中学校２年２組） 

講師：文教大学 金森 強 教授 

令和３年１１月１８日 
英語コーディネーターによる公開授業③（第三中学校３年１組） 

講師：文教大学 金森 強 教授 

令和４年２月１８日 
今年度のまとめ 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

⑦プログラミング研修 

令和３年６月２５日 

「レゴマインドストームEV３®の活用について」 

 講師：プログラボ香里園校室長 丸岡 大知 氏 

      交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

⑧人権教育研修 

令和３年1２月１日～ 

令和４年１月１４日 

「同和問題に関する人権学習を進めるために」 

※動画視聴による研修 

講師：交野市教育センター 指導主事 

令和3年2月8日 
人権教育研修「多文化共生・在日外国人教育」 

 講師：交野市教育センター 指導主事 

       

⑨生徒指導研修 

令和3年8月１日～31日 
生徒指導研修「児童虐待と通告‐子どもを守る関係機関‐」  

講師：花園大学 和田 一郎 教授 ※動画視聴による研修 

 

⑩支援教育研修・支援教育コーディネーター研修 

令和３年8月３日 
「インクルーシブ教育」 

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

⑪学校園所合同研修 

令和３年11月1日 

「『読み聞かせ』からつながる幼児教育と学校教育について」 

実践発表 発表者：交野市立倉治小学校 田村 美佐 校長 

                わかばこども園 吉田 元子 園長 

 

⑫授業づくり研修 

令和３年６月２５日 
「授業づくり・学級経営について」   

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和3年7月８日・28日 

   8月30日 

令和4年１月１８日 

授業づくり研修（2年次研修） 

 講師：交野市教育センター 指導主事 

 

 



 

  

⑬事務職員研修 

令和３年８月６日 

「池田市における学校事務の共同実施」 

～池田市共同学校事務室の取り組み～ 

 講師：池田市立渋谷中学校 岡本 正浩 主幹  

 

⑭小・中学校３年次研修 

令和４年２月１７日 
「児童・家庭支援について」  

講師：交野市教育委員会 交野市教育センター ピアサポーター  

 

⑮学校図書館活用教育研修 

令和３年６月17日 

「学校図書館の活用について」 

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

      交野市教育委員会 生涯学習推進部 図書館 職員 

 


