
対象 日数

１月13日（金） 21　幼児に表現する喜びを味わわせる音楽活動 教育研究所　指導主事（講義・演習）

13　幼児の主体的な体験活動を促す自然遊び 県立野外活動センター　職員（講義・演習）

場所は右欄参照

11　ワークライフバランスとメンタルヘルス 教職員課　職員　（講義・演習）

帝塚山大学　准教授　德永加代
　　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

７月29日（金） 人権･地域教育課　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00
８  幼稚園と小学校の接続 就学前教育センター　就学前教育アドバイ

ザー（講義・演習）
教育研究所　学校経営アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

８月16日（火） 10　カウンセリングマインドを生かした保育の在り方 教育研究所　指導主事（講義・演習）

教育研究所 人権･地域教育課　指導主事（講義・演習）

15　幼児に創造する喜びを味わわせる造形遊び

９　コミュニケーション能力のスキルアップ

9:00～16:00

教育研究所

9:30～16:00 14　体をつかった運動遊び 健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

11月11日（金）
9:00～12:00
教育研究所

16　いのちの大切さを考える
　　　ーうだ・アニマルパークにおけるいのちの教育についてー

12　子どもの言葉と心を育む絵本

うだ・アニマルパーク振興室　職員
　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

教育研究所　指導主事（講義・演習）

19　人権意識の基礎を培う保育の在り方

４　保育参観（幼稚園または認定こども園訪問研修）

２　幼児教育の基礎・基本

５月13日（金）

６　保育参観から学んだこと(所外未定）

５　本園の保育について 公立幼稚園又は認定こども園　園長（講話）

奈良県町村教育長会　代表（講話）

18　子どもの虐待の現状と教職員の役割
県中央こども家庭相談センター　職員
　　　　　　　　　　　　　　（講義）

17　特別な支援を要する幼児の理解と指導

9:30～16:00

●初期研修
●新規採用者
●幼稚園等

幼稚園等新規採用教員研修講座
講座番号 対象校種

1010 幼・特

　　　　公立幼稚園等の新規採用教員 受講定員 対象者全員 ８日

講座の目的

　新規採用された教員に対して、幼児教育に関わる基礎的・基本的な内容について理解を深め、実践的な指導
力を高めます。

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

13:00～16:00

公立幼稚園又は認定こども園　保育者
　　　　　　　　　　　　　（公開保育）

１　新任教員に期待するもの

教育研究所 ３　指導計画の作成と保育の展開・評価 就学前教育センター　就学前教育アドバイ
ザー（講義・演習）

国公立幼稚園・こども園長会　代表（講話）

就学前教育センター　就学前教育アドバイ
ザー（講義・演習）

７  学校と家庭・地域との連携・協働

６月17日（金）

教育研究所 奈良教育大学　教授　粕谷貴志
　　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

教育研究所　指導主事（講義・演習）

12月27日（火）

9:00～16:00

20　幼児理解に基づく指導・援助の在り方

　　　県立野外活動センター(奈良市都祁吐山町2040）

８月26日（金）

特別支援教育推進室　指導主事（講義）

課題研修

9:00～16:00
教育研究所

22　私のこの一年とこれから 就学前教育センター　就学前教育アドバイ
ザー（講義・演習）
学ぶ力はぐくみ課　指導主事（講義・演習）

指定



対象 日数

19　いのちの大切さを考える うだ・アニマルパーク振興室　職員

　　ついて－

20　人権教育の在り方と指導Ⅱ
　　　水平社博物館（御所市柏原235-2）

課題研修 　　－うだ・アニマルパークにおけるいのちの教育に

生　　活
音　　楽

家　　庭
道　　徳 これらから１教科

選択して受講外国語活動・外国語

７月29日（金）
9:00～16:00
教育研究所

　　－学校と家庭・地域との連携・協働－

　　侵害の防止－

人権･地域教育課　指導主事(講義・演習）

教育研究所　学校経営アドバイザー

就学前教育センター　就学前教育アドバイ

人権･地域教育課　指導主事(講義・演習）

      県立添上高等学校(天理市櫟本町1532-2)
６月23日（木） 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:30～16:00

４　新任教職員に期待するもの 県教育委員会　教育長（講話）

５月10日（火） ５　学級経営Ⅰ　－規範意識を高める指導の工夫－ 教育研究所　指導主事（講義・演習)

５月12日（木） ６　学級経営Ⅱ　－学級経営の在り方を学ぶ①－ 教育研究所　指導主事（講義・研究協議）

9:00～16:00 ７　教科等指導Ⅰ　－教科等指導の在り方を学ぶ①－ 教育研究所　指導主事（講義・研究協議）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

１　新規採用教職員研修を始めるに当たって 教育研究所　指導主事（説明）

２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）
４月１日（金）

初任者研修講座　小学校

場所は右欄参照 　　－子どもの体力を向上させる体育の指導－

●初期研修
●新規採用者
●小学校

講座番号 対象校種

1020 小

　　　　初任者研修対象者 受講定員 対象者全員 18日

講座の目的
　新規採用された教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題
への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。（旅費は教育研究所が負担
します。）

３　学校教育の充実のために 学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

教育研究所

５月24日（火） ９　教科等指導Ⅲ 健康・安全教育課　指導主事等

教育研究所

５月26日（木） 　　－体育科授業づくりの基礎・基本－                     （講義・演習）

16　児童理解と指導Ⅰ

10　教科等指導Ⅳ

　　－子どもの体力を向上させる水泳学習の指導－

８　教科等指導Ⅱ　－Google Workspace for
　　　　　　　　　　Educationの活用方法－

教育研究所　指導主事（講義・研究協議）

    －授業研究の充実に向けて（学習指導案の書き方等）－
12  情報教育と情報モラル

７月27日（水） 14　教科等指導Ⅵ 畿央大学　教授　島恒生

　　－道徳教育の進め方と指導の工夫－ （講義・演習）

15　教科等指導Ⅶ（教科等選択） 教育研究所　指導主事（講義・演習）★

図画工作

８月２日（火）

13:00～16:00 人権･地域教育課　指導主事(講義・演習）

場所は右欄参照

６月28日（火） 　　－教科等指導の工夫と授業展開①－

教育研究所

13  健康教育
    －学校安全・学校保健・食育－

7月25日(月）から
8月31日(水)までの
任意の一日に実施

課題研修

教育研究所　指導主事（講義）

教育研究所　指導主事（講義）

健康・安全教育課　指導主事（講義）

17　児童理解と指導Ⅱ
　　－幼稚園と小学校の接続－

18　人権教育の在り方と指導Ⅰ
　　－人権教育の指導の工夫と体罰など子どもへの人権

9:00～16:00 　　（国語・算数）

　　－教科等指導の工夫と授業展開②－

9:00～16:00

11  教科等指導Ⅴ

ザー（講義・研究協議）

セレクセレクセレクセレクト

指定



　

　　－夜間中学について－
　　－学習指導要領について－

　　－小中学校連携に係る取組－

　　－教科等指導の工夫と授業展開③－9:00～16:00

音　　楽

場所は右欄参照 　Ⅱ　森林環境教育の意義とリスクマネジメント 森林環境教育指導者（講義・演習）

9:00～12:00

9:00～16:00 　　－安全な理科実験と観察－
27　学級経営Ⅳ 公立小学校　教諭（実践発表）

　　－主体性・協働性を育む学級活動の指導と工夫－ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

　　　県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町2040）

８月19日（金）

29　学級経営Ⅴ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

図画工作

    県立二階堂養護学校（天理市庵治町358-1）

37　市町村教育委員会主催研修

　　－子どもの虐待の現状と教職員の役割－                     （講義・演習）

35　児童理解と指導Ⅴ 特別支援教育推進室　指導主事

★このプログラムについては、原則、複数の指導主事が対応します。
課題研修にはオンデマンド研修を含みます。

39　魅力ある教職員を目指して 有識者（講義）

教育研究所

                    （講義・演習）

26　教科等指導Ⅺ（教科等選択） 教育研究所　指導主事（講義・演習）

課題研修 30　教科等指導Ⅻ 学ぶ力はぐくみ課　指導主事（講義）

遠隔研修

28　児童理解と指導Ⅲ
　　－教育相談の進め方－

　　－学級経営の在り方を学ぶ③（２学期に向けて）－

教育研究所

31　市町村教育委員会主催研修

９月13日（火） 特別支援学校　校長（講話）

教育研究所 34　児童理解と指導Ⅳ 県中央こども家庭相談センター　職員

  ９月15日（木）
    県立奈良養護学校(奈良市七条町135）

36　教育課題の解決に向けて 教育研究所　指導主事

　　－特別支援教育とは／LD・ADHD等の理解と指導－                     （講義・演習）

課業中

社　　会
算　　数

教育研究所

理　　科 これらから２教科
選択して受講総合的な学習の時間

  ８月17日（水） 25　所外研修 県立野外活動センター　職員

9:00～16:00 　Ⅰ　野外活動の理論と実際                   （講義・演習）

　Ⅲ　森林環境体験学習に関わるプログラム

８月23日（火） 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00
教育研究所

　　－情報活用能力とは(３年目教員とともに)－
23　学級経営Ⅲ
　　－学級経営の在り方を学ぶ②(３年目教員とともに)

（講義・研究協議）

教育研究所　指導主事

（講義・研究協議）

これらから１教科
選択して受講

　　－教科等指導の工夫と授業展開②－
生　　活

教育研究所　指導主事（講義・演習）★

8月９日（火） 22　教科等指導Ⅸ 教育研究所　指導主事

国　　語

８月４日（木） 21　教科等指導Ⅷ（教科等選択） 教育研究所　指導主事（講義・演習）★

24　教科等指導Ⅹ（教科等選択）

家　　庭
道　　徳

外国語活動・外国語

    県立大淀養護学校（吉野郡大淀町下渕414-1）

9:00～16:00     －男女共同参画社会と学校教育－

9:30～16:00     県立奈良西養護学校（奈良市帝塚山西2-1-1） 特別支援学校　教諭（実践発表）

場所は右欄参照     県立奈良東養護学校(奈良市七条町2-670） 教育研究所　指導主事（講義・研究協議）

休業中

  ９月13日（火） 特別支援学校　教諭（公開授業）
32  特別支援学校の実践に学ぶ

９月15日（木）

12月26日（月） 33  人権教育の在り方と指導Ⅲ 県女性センター　職員等（講義・演習）

１月５日（木） 38　私のこの一年とこれから 教育研究所　指導主事（研究協議）

9:00～16:00
40　閉講に当たって 教育研究所　所長（講話）

セレクト

セレクト



対象 日数

県教育委員会　教育長（講話）

教育研究所　指導主事（講義）

14  健康教育 健康・安全教育課　指導主事（講義）

　　－夜間中学について－
15　教科等指導Ⅳ

奈良教育大学　教授　粕谷貴志
　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

　　－学級経営の実際②－

５月17日（火）

中

特別支援学校　教諭（公開授業）

教育研究所　指導主事（講義・演習）

教育研究所

　　－授業に生かす評価－

特別支援学校　校長（講話）

9:00～16:00 特別支援教育推進室　指導主事

●初期研修
●新規採用者
●中学校

初任者研修講座　中学校
講座番号 対象校種

４月1日（金） １　新規採用教職員研修を始めるに当たって 教育研究所　指導主事（説明）

２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）

３　学校教育の充実のために 学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

５月31日（火）

５　学級経営Ⅰ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

８　教科等指導Ⅱ　－学習指導要領の理解－

９　生徒理解と指導Ⅱ 健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

　　－いじめ・不登校問題の対応と未然防止①－
７　教科等指導Ⅰ－Google Workspace for Educationの活用
                    方法－

教育研究所　指導主事（講義)

　　　　初任者研修対象者 受講定員 対象者全員 17日

講座の目的

　新規採用された教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題
への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。（旅費は教育研究所が負担
します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

1030

４　新任教職員に期待するもの

教育研究所　指導主事（講義・演習）　★

５月19日（木） 　　－学級経営の実際①－
9:00～16:00 ６　生徒理解と指導Ⅰ

７月26日（火） 16　生徒理解と指導Ⅳ 県警察本部生活安全部少年課  職員

特別支援学校　教諭（実践発表）

　６月16日（木）
場所は右欄参照 　　　県立明日香養護学校（高市郡明日香村川原410） 教育研究所　指導主事（講義・演習）

12  特別支援学校の実践に学ぶ
６月16日（木） 　６月14日（火）

６月２日（木） 　  －部活動における安全指導（熱中症対策等）－
10  生徒理解と指導Ⅲ

教育研究所     －LD・ADHD等の理解と指導－ 　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

9:30～16:00 　　　県立ろう学校（大和郡山市丹後庄町456）

学ぶ力はぐくみ課　指導主事（講義）

7月25日(月）から
8月31日(水)までの
任意の一日に実施

13  情報教育と情報モラル

    －学校安全・学校保健・食育－
課題研修

　　　県立西和養護学校（北葛城郡上牧町下牧1010）
　　　県立大淀養護学校（吉野郡大淀町下渕414-1）

11　教科等指導Ⅲ 教育研究所　指導主事（講義・演習）　★

６月14日（火）

教育研究所

9:00～16:00     －効果的な連携の在り方－ 　　　　　　　　　　　　（講義・演習）

17　生徒理解と指導Ⅴ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

    －いじめ・不登校問題の対応と未然防止②－
教育研究所

８月１日（月） 19　コミュニケーション能力のスキルアップ

9:00～16:00 20  学級経営Ⅱ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

18　教科等指導Ⅴ 兵庫教育大学　教授　谷田増幸

　　－道徳教育の進め方と指導の工夫－ （講義・演習)

指定指定指定



   　 水平社博物館（御所市柏原235-2）

教育研究所等

12月26日（月）

9:30～16:00

31　教科等指導Ⅷ 公立中学校　校長（講話）

所外（未定） 　　－学校の実践に学ぶ－

33　人権教育の在り方と指導Ⅲ 県女性センター　職員等（講義・演習）

    －初任者の研究授業をもとに－
32　生徒理解と指導Ⅹ 教育研究所　指導主事（研究協議）

教育研究所　指導主事（講義・演習）　★

24　人権教育の在り方と指導Ⅱ

9:00～12:00 　　－人権教育の指導の工夫と体罰など子どもへの人権の侵害の
　　　防止－

特別支援教育推進室　指導主事
（講義・演習）     ）

27　生徒理解と指導Ⅸ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

休業中 29  市町村教育委員会主催研修

　　－特別支援教育とは－

28　教科等指導Ⅵ

    －教科等指導の工夫と授業展開②－

８月24日（水）

人権･地域教育課　指導主事（講義・演習)

13:00～16:00
場所は右欄参照

県立野外活動センター　職員（講義・演習）

県立野外活動センター　職員（講義・演習）

公立中学校　教諭（研究授業）

課題研修 25　生徒理解と指導Ⅶ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

　　－教育相談の進め方－
26　生徒理解と指導Ⅷ

８月16日（火） 人権･地域教育課　指導主事（講義・演習)

遠隔研修

10月13日（木）

    －子どもの虐待の現状と教職員の役割－ （講義・演習）

課業中 36  市町村教育委員会主催研修
１月５日（木） 37　私のこの一年とこれから 教育研究所　指導主事（研究協議）

9:00～16:00
教育研究所 39　閉講に当たって

    －学級経営の実際③－

38　魅力ある教職員を目指して 有識者（講義）

9:00～16:00

11月8日（火）

  ◆この日を標準日として勤務校で研修を実施します。

11月10日（木）

　　－教科等指導の工夫と授業展開①－

9:00～16:00     －生徒理解とSOSの受け止め方－ いこまカウンセリングルームこころ　代表　神澤創

教育研究所　指導主事（講義・演習）　★

10月11日（火） 30  教科等指導Ⅶ

9:00～16:00 　  －男女共同参画社会と学校教育－

35　学級経営Ⅲ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

教育研究所 34　生徒理解と指導Ⅺ 県中央こども家庭相談センター　職員

22  人権教育の在り方と指導Ⅰ 人権･地域教育課　指導主事(講義・演習）

８月３日（水） 21　生徒理解と指導Ⅵ
課題研修     －学校と家庭・地域との連携・協働－

　Ⅲ　野外活動の理論と実際 森林環境教育指導者（講義・演習）

　県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町2040）

場所は右欄参照 　Ⅰ　森林環境教育の意義とリスクマネジメント
　Ⅱ　森林環境体験学習に関わるプログラム

８月10日（水） 23　所外研修

教育研究所　所長（講話）

★このプログラムについては、原則、複数の指導主事が対応します。
課題研修にはオンデマンド研修を含みます。

教育研究所 （講義・演習）



対象 日数

４　新任教職員に期待するもの 県教育委員会　教育長（講話）

　　－教育課程と学習指導要領について－

　　－いじめ問題の対応と未然防止－

教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－生徒の情報活用能力を高めるためにー
遠隔研修 26　部活動の指導 健康・安全教育課　指導主事(講義・演習)

課題研修 23　主権者教育 教育研究所　指導主事（講義・演習）

７月26日（火）

20　教科等指導Ⅴ

　　－学校と家庭・地域との連携・協働－ 　　　　　　　　　　（講義・演習）

　　－人権教育の指導の工夫と体罰など子どもへの 　　　　　　　　　　（講義・演習）

9:00～16:00

9:00～16:00 　　　　　　　　　　（講義・演習）

　　－観点別評価と指導－

教育研究所 14　生徒理解と指導Ⅴ　ー教育相談ー 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:30～16:00

　　－ホームルーム経営の実際①－

　　人権の侵害の防止－
７　生徒理解と指導Ⅰ－規範意識を高める指導の工夫－ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

５月24日（火） 13　生徒理解と指導Ⅵ　－効果的な連携の在り方－ 県警察本部生活安全部少年課　職員

教育研究所 10　教科等指導Ⅱ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

　　－Google Workspace for Educationの活用方法－
11　生徒理解と指導Ⅲ

５月10日（火） ９  教科等指導Ⅰ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

対象者全員 17日

講座の目的

　新規採用された教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題
への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。（旅費は教育研究所が負担
します。）

●初期研修
●新規採用者
●高等学校

初任者研修講座　高等学校
講座番号 対象校種

教育研究所　指導主事（説明）

２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）

４月１日（金）

1040 高

　　　　初任者研修対象者 受講定員

9:00～16:00

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

１　新規採用教職員研修を始めるに当たって

６　人権教育の在り方と指導Ⅰ 人権・地域教育課　指導主事

３　学校教育の充実のために 学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

４月19日（火） ５　これからの高校教育の課題と解決に向けて 教育研究所　教育経営部長（講義）

22　教員のセルフマネジメント 教職員課　主査　（講義・演習）

６月21日（火） 19  教科等指導Ⅳ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－学習指導計画の立て方－

　　－教科等指導の工夫と授業展開－
教育研究所等

7月25日(月）から
8月31日(水)までの
任意の一日に実施

21　生徒理解と指導Ⅵ 人権・地域教育課　指導主事

６月７日（火） 16　森林環境教育とリスクマネジメント 県立野外活動センター　職員（講義・演習）

17　他校種との連携・協働について 教育研究所　指導主事（講義・演習）

18　人権教育の在り方と指導Ⅱ　－人権教育の実際①－ 人権・地域教育課　指導主事

　　県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町2040） 　　　　　（講義・演習）

教育研究所　指導主事（講義・演習）

※教科によっては、この日を標準日として勤務校で研修を実施します。

25　教科等指導Ⅵ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

24　国際教育－国際社会を支える人材づくり－ 国際課　国際交流員　ＣＩＲ（講義）

27　健康教育・安全教育・食育 健康・安全教育課　指導主事(講義・演習)

教育研究所

８　生徒理解と指導Ⅱ－保護者との関係づくり－ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

12　ホームルーム経営Ⅰ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

15　教科等指導Ⅲ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

場所は右欄参照

　　水平社博物館（御所市大字柏原235−2）

指定



★このプログラムについては、原則、複数の指導主事が対応します。
課題研修にはオンデマンド研修を含みます。

教育研究所　指導主事（研究協議）

教育研究所 41　生徒理解と指導Ⅺ 県中央こども家庭相談センター　職員

８月５日（金） 31  教科等指導Ⅶ 教育研究所　指導主事（講義・演習）★

9:00～16:00 　　－若手教員で学び、高め合う授業力－

８月１日（月） 28　コミュニケーション能力のスキルアップ 奈良教育大学　教授　粕谷貴志

9:00～16:00 　　　　　　　　　　（講義・演習）

教育研究所 県立学校　養護教諭（実践発表）

　 　　　　　　　　　　（講義・演習）

29　生徒理解と指導Ⅶ－保健室からみた生徒の心と体－

30　人権教育の在り方と指導Ⅲ－人権教育の実際②－ 人権・地域教育課　指導主事

教育研究所 ◎初期研修講座（２年目・３年目）高等学校と合同で実施します。

キャリアサポートセンター　職員

９月13日（火） 34　特別支援学校の実践に学ぶ 特別支援学校　校長（講話）

８月18日（木） 32  生徒理解と指導Ⅷ 特別支援教育推進室　指導主事	

9:00～16:00 　　－特別支援教育とは／LD・ADHD等の理解と指導－ 　　　　　　　　　　　(講義･演習)

教育研究所 33  キャリア教育の進め方と進路指導の工夫 教育研究所　指導主事（講義・演習）

　　　　　　　　　　　（講義・演習）

35　教科等指導Ⅷ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－生徒が主体的に学ぶための授業展開と指導の工夫－
　
※教科によっては、この日を標準日として勤務校で研修を実施します。

　　  県立高等養護学校（磯城郡田原本町宮森34-1） 特別支援学校　教諭（公開授業）

場所は右欄参照 特別支援学校　教諭（実践発表）

9:30～16:00

教育研究所　指導主事（研究協議）

教育研究所等

43　ホームルーム経営Ⅲ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

　　る学習の実際－
39　生徒理解と指導Ⅹ

（講義・演習）

9:00～16:00 　  －男女共同参画社会と学校教育－

　　－子どもの虐待の現状と教職員の役割－ 　　　　　　　　　　　（講義・演習）

　　－生徒理解と指導の実際－ 　　　　　　　　　　（講義・演習）

11月15日（火） 38　教科等指導Ⅹ 高校の特色づくり推進課　指導主事

教育研究所　指導主事（講義・演習）

12月26日（月） 40　人権教育の在り方と指導Ⅳ 県女性センター　職員等（講義・演習）

9:00～16:00 　　－「奈良ＴＩＭＥ」郷土奈良の伝統、文化等に関す 　　　　　　　　　　（講義・演習）

教育研究所

9:00～16:00 45　魅力ある教職員を目指して 有識者（講義）

教育研究所 46　閉講に当たって 教育研究所　所長（講話）

    －ホームルーム経営の実際③－

42  ホームルーム経営Ⅱ 県立高等学校　教諭（実践発表）

    －ホームルーム経営の実際②－

１月５日（木）

県立学校　教諭（実践発表）

44　私のこの一年とこれから

　　ー生徒理解とSOSの受け止め方－ いこまカウンセリングルームこころ　代表　神澤創

10月25日（火） 36  教科等指導Ⅸ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:30～16:00     －初任者の研究授業をもとに－
教育研究所 37  生徒理解と指導Ⅸ 教育研究所　学校経営アドバイザー

10月４日（火）



対象 日数

４　新任教職員に期待するもの 県教育委員会　教育長（講話）

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

人権・地域教育課　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00
教育研究所

11　健康教育・安全教育・食育 健康・安全教育課　指導主事(講義・演習)

　　　 県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町2040）

1050 特

　　　　初任者研修対象者 受講定員 対象者全員 17日

●初期研修
●新規採用者
●特別支援学校

初任者研修講座　特別支援学校
講座番号 対象校種

３　学校教育の充実のために 学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

講座の目的

　新規採用された教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題
への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。（旅費は教育研究所が負担
します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

教育研究所　指導主事（説明）４月１日（金） １　新規採用教職員研修を始めるに当たって
２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）

５月17日（火） ９  人権教育の在り方と指導Ⅰ

４月12日（火） ５　各関係機関との連携

教育研究所     －高め合い、響き合う集団づくり－
７　特別支援教育にかける抱負

9:00～16:00 ６　教員間による連携・協働 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

６月７日（火） 13　森林環境教育とリスクマネジメント 県立野外活動センター　職員（講義・演習）

9:30～16:00 14　他校種との連携・協働について 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

　　－人権教育の指導の工夫と体罰など子どもへの人権
　　侵害の防止－
10　カウンセリングマインドを学ぶ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

12　教員のセルフマネジメント 教職員課　主査　（講義・演習）

６月28日（火） 16　地域の小学校の取組から学ぶ 公立小学校　校長（講話）

　　－小学校における多様な学びの場の実際ー 公立小学校　教諭（実践発表）

場所は右欄参照 15　人権教育の在り方と指導Ⅱ 人権・地域教育課　指導主事（講義・演習）

　　　 水平社博物館（御所市大字柏原235−2）

19　児童生徒理解と指導Ⅰ
　　－学校と家庭・地域との連携・協働ー

　　　香芝市立下田小学校（香芝市下田西2-9-41) 公立小学校　教諭（実践発表）

9:00～16:00 18　特別支援学校の教育課程 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

9:30～16:00
場所は右欄参照

9:00～16:00 21  アセスメントⅠ（視覚） 特別支援学校　教諭（実践発表）

人権・地域教育課　指導主事（講義・演習）

教育研究所

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

17  情報教育と情報モラル 教育研究所　指導主事（講義・演習）７月25日（月）

遠隔研修

７月27日（水） 20　道徳教育の進め方と指導の工夫 畿央大学　教授　島恒生　（講義・演習）

特別支援学校　教諭（実践発表）

遠隔研修 25　各教科等の指導Ⅰ（自立活動） 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 27　アセスメントⅢ（感覚・運動） 福祉事業所　職員（講義・演習）

22  アセスメントⅡ（聴覚）
23　進路指導とキャリア教育 特別支援学校　教諭（実践発表）

８月５日（金） 26　実践から学ぶⅡ（２年目教員） 特別支援学校　教諭（実践発表）

８月２日（火）
9:00～16:00 24  実践から学ぶⅠ（知的障害教育） 特別支援学校　教諭（実践発表）

場所は右欄参照 　　　奈良県教育委員会事務局特別支援教育推進室
　　　（磯城郡田原本町多722）

（講義・演習）

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

８　児童のSOSの受け止め方 いこまカウンセリングルームこころ　代表　神澤創

指定



41  LD・ADHD等の理解と指導 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 44　魅力ある教職員を目指して

所外（未定）

教育研究所

42　授業研究の成果と今後の課題 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

教育研究所 45　閉講に当たって 教育研究所　所長（講話）

　　－子どもの虐待の現状と教職員の役割－ 　　　　　　　　　　　（講義・演習）

9:00～16:00 33  各教科等の指導Ⅱ（国語・算数） 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

10月11日（火） 35　授業研究Ⅰ　ー初任者の授業研究をもとに①ー 特別支援学校　校長（講話）

12月26日（月） 39　人権教育の在り方と指導Ⅲ 県女性センター　職員等（講義・演習）

教育研究所 34　模擬授業－子どもに何を学ばせたいのか考える－ 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）	

　　授業分析と課題の整理

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

所外（未定）

特別支援学校　教諭（実践発表）

30　実践から学ぶⅤ（病弱教育） 特別支援学校　教諭（実践発表）

9:00～16:00 29　実践から学ぶⅣ（医療的ケア） 特別支援学校　教諭（実践発表）

８月10日（水） 28　実践から学ぶⅢ（肢体不自由教育） 特別支援学校　教諭（実践発表）

教育研究所
31　アセスメントⅣ（心理検査） 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）

37  授業研究Ⅲ　ー初任者の授業研究をもとに③ー 特別支援学校　校長（講話）

9:30～16:00 　　授業分析と課題の整理 特別支援学校　教諭（授業研究）

所外（未定） 特別支援学校　教諭（実践発表）

所外（未定） 特別支援学校　教諭（実践発表）

11月29日（火） 38　授業研究Ⅳ　ー初任者の授業研究をもとに④ー 特別支援学校　校長（講話）

9:30～16:00 　　授業分析と課題の整理 特別支援学校　教諭（授業研究）

８月19日（金） 32　授業づくりとその評価 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）	

9:30～16:00 特別支援学校　教諭（授業研究）

9:30～16:00 　　授業分析と課題の整理 特別支援学校　教諭（授業研究）

11月15日（火）

特別支援学校　教諭（実践発表）

10月25日（火） 36　授業研究Ⅱ　ー初任者の授業研究をもとに②ー 特別支援学校　校長（講話）

40　児童生徒理解と指導Ⅱ 県中央こども家庭相談センター　職員

有識者（講義）

9:00～16:00 　  －男女共同参画社会と学校教育－

１月５日（木） 43　私のこの一年とこれから 特別支援教育推進室　指導主事（講義・演習）



対象 日数

４　新任教職員に期待するもの 県教育委員会　教育長（講話）

対象校種

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）

9:00～16:00 ６　災害共済給付制度について 日本スポーツ振興センター大阪支所

教育研究所 給付課職員（講義・演習）

健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

13　教育相談の進め方

　Ⅲ　森林環境体験学習に関わるプログラム 森林環境教育指導者（講義・演習）

9:30～16:00 　　　県立奈良養護学校（奈良市七条町135） 特別支援学校　教諭（公開授業）

新規採用養護教諭研修講座
講座番号

9:00～16:00 22　魅力ある教職員を目指して 有識者（講義）

　　　　新規採用者養護教諭研修対象者 受講定員 対象者全員 11日

県内医師（講義・演習）

９　学校環境衛生の実際 県薬剤師会　学校薬剤師部会長

磯城消防署救急係　職員（講義・演習）

講座の目的

　新規採用された養護教諭に対して、職務やその在り方を理解させるとともに、今日的諸課題や個々の事例に
対応できる能力を身に付けさせ、養護教諭としての専門性と実践的指導力を高め、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

４月１日（金） １　新規採用教職員研修を始めるに当たって

遠隔研修 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 15　人権教育の在り方と指導

（講義・演習）

人権・地域教育課　指導主事(講義･演習)	

教育研究所

10　食に関する指導の今日的課題

教育研究所　指導主事（説明）

●初期研修
●新規採用者
●養護教諭

４月15日（金）

８　保健管理の実際 郡山保健所　職員（講義・演習）

教育研究所

9:00～16:00 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

３　学校教育の充実のために 学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

9:00～16:00 田原宏一（講義・演習）

1060 小・中・高・特

　　－感染症の予防等－ 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

６月16日（木）

５　保健管理の進め方 健康・安全教育課　指導主事（講義）

５月13日（金） ７　救急救命処置と関係機関との連携

教育研究所

　　－人権教育の指導の工夫と体罰など子どもへの人権

所外（未定） 17　保健教育の進め方 健康・安全教育課　指導主事（講義）

８月17日（水） 18　所外研修

　　－食物アレルギーについて－ 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

9:00～16:00 12　特別支援教育の理解と指導 特別支援教育推進室　指導主事(講義･演習)	

６月30日（木） 11　保健室経営計画の進め方 健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

７月29日（金） 14  効率的なデータ処理と情報活用 教育研究所　指導主事（講義・演習）

　県立野外活動センター（奈良市都祁吐山町2040）

９月15日（木） 19  特別支援学校の実践に学ぶ 特別支援学校　校長（講話）

教育研究所　指導主事（講義・演習）

11月14日（月） 20  健康相談の実際 大阪女子短期大学　元教授　徳山美智子

　　侵害の防止－

9:30～16:00 公立学校　養護教諭（実践発表）

８月上旬 16　保健室経営の実際 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

9:00～16:00 　Ⅰ　野外活動の理論と実際 県立野外活動センター　職員

場所は右欄参照 　Ⅱ　森林環境教育の意義とリスクマネジメント                   （講義・演習）

教育研究所 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

１月５日（木） 21　私のこの一年とこれから 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

教育研究所 23　閉講に当たって 教育研究所　所長（講話）

9:00～16:00

場所は右欄参照 特別支援学校　教諭（実践発表）

指定



対象 日数

４　新任教職員に期待するもの 県教育委員会　教育長（講話）

健康・安全教育課　指導主事（講義）

9:00～16:00 ６　食に関する指導 健康・安全教育課　指導主事（講義）

７　学校給食管理

８　部活動における安全指導

教育研究所 10　成長期の栄養管理に関する理解Ⅰ 健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

教育研究所　所長（講話）

9:00～16:00 ９　特別支援教育の理解と指導 特別支援教育推進室　指導主事(講義･演習)	

　　侵害の防止－

9:00～16:00

　（栄養教諭配置校訪問） 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

健康・安全教育課  指導主事（講義・演習）

教育研究所 　　－各教科との関連について－

８月９日（火） 18　成長期の栄養管理に関する理解Ⅱ

９月15日（木）
9:30～16:00 　　　県立大淀養護学校（吉野郡大淀町下渕414-1） 特別支援学校　教諭（公開授業）

場所は右欄参照 特別支援学校　教諭（実践発表）

教育研究所　指導主事（研究協議）

1070 小・中・特

　　　　新規採用者栄養教諭研修対象者

４月１日（金）

受講定員 対象者全員 11日

講座の目的

●若手教職員研修
●新規採用者
●栄養教諭

新規採用栄養教諭研修講座
講座番号 対象校種

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

　新規採用された栄養教諭に対して、職務やその在り方を理解するとともに、今日的諸課題への対応や個々の
事例に対応できる能力を身に付け、栄養教諭としての専門性と実践的指導力を高め、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

9:00～16:00 　　－学校給食の充実と食育の推進－ 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

教育研究所 12　食に関する指導の今日的課題 県内医師（講義・演習）

　　－食物アレルギーについて－ 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

７月１日（金） 13　食に関する指導の実際Ⅱ 公立学校　栄養教諭（見学）

16　人権教育の在り方と指導 人権・地域教育課  指導主事（講義・演習）

学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

６月16日（木） 11  食に関する指導の実際Ⅰ 公立学校　栄養教諭（実践発表）

教育研究所 学校給食衛生管理指導員（講義）

健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

５月31日（火） 健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

9:30～16:00 　※訪問校における学校給食衛生管理の実際 公立学校　栄養教諭（実践発表）

所外（未定）

　　－家庭・地域との連携－

教育研究所　指導主事（説明）

３　学校教育の充実のために

健康・安全教育課  指導主事（講義・演習）

教育研究所 15　食に関する指導の実際Ⅳ 健康・安全教育課　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－食に関する指導の全体計画－

　　－人権教育の指導の工夫と体罰など子どもへの人権

教育研究所

２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）

４月22日（金） ５　栄養教諭の職務

７月29日（金） 14　食に関する指導の実際Ⅲ

教育研究所　指導主事（研究協議）

9:00～12:00 　　初任研中学校等と合同実施 （講義・演習）

８月１日（月） 17 コミュニケーション能力のスキルアップ 奈良教育大学　教授　粕谷貴志

9:00～16:00 22　魅力ある教職員を目指して 有識者（講義）

教育研究所 23　閉講に当たって

20　特別支援学校の実践に学ぶ 特別支援学校　校長（講話）

１月５日（木） 21　私のこの一年とこれから 健康・安全教育課　指導主事（研究協議）

１　新規採用教職員研修を始めるに当たって

　　－学校給食献立の作成－

８月23日（火） 19　効率的なデータ処理と情報活用 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　
【遠隔研修】

教育研究所　指導主事（講義・演習）

指定



対象 日数

25　人権教育  人権・地域教育課　指導主事（講義）

４　新任教職員に期待するもの 県教育委員会　教育長（講話）

遠隔研修 30  特別支援教育 特別支援教育推進室　指導主事（講義）

所外（未定）

教職員課　課長（講義）

4月26日(火) 12  給与事務Ⅳ

1080 小・中

9:00～16:00 20　学校徴収金、就学援助事務

18  Google Workspace for Educationの活用

公立学校　事務職員（実践発表）

9:00～16:00 29  二学期以降の学校事務

24　ワークライフバランスとメンタルヘルス 教職員課　職員 (講義)

教育研究所 　　－学校事務職員の育成指標－

　　－学校事務職員の標準的職務内容－ 教育研究所　事務指導員（講義・研究協議）

教育研究所　指導主事 (講義)

教育研究所

8月30日(火) 28  効率的なデータ処理と情報活用 教育研究所　指導主事 (講義・演習)

教育研究所

21  旅費関係事務Ⅱ　－旅費システムの活用－ 公立学校　事務職員（実践発表）教育研究所

教育研究所　事務指導員（講義・演習）

6月14日(火) 19  危機管理　－情報の管理－ 教育研究所　指導主事 (講義)

17　旅費関係事務Ⅰ　－旅費規程、引率旅費－ 教職員課　職員 (講義・演習)

公立学校共済組合　職員（講義）

教職員課　職員 (講義・演習)

教職員課　職員 (講義・演習)

教育研究所　事務指導員（演習）

9:00～16:00 　　－e古都なら申請、非常勤講師の手続き－ 教育研究所　事務指導員（演習）

14  学校事務職員の職務と役割Ⅰ 教職員課　職員 (研究協議)

教育研究所

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

講座の目的

　新規採用された学校事務職員に対して、職務やその在り方を理解させるとともに、今日的諸課題への対応や
個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、学校事務職員としての専門性と実践力を高め、資質の向上を図
ります。（旅費は教育研究所が負担します。）

●若手教職員研修
●新規採用者
●事務職員

新規採用学校事務職員研修講座

教育研究所　教育経営部長（講義）

教育研究所　事務指導員（演習)

7月12日(火)

教育研究所 38  閉講に当たって 教育研究所　所長（講話）

教育研究所　事務指導員（研究協議）

9:00～16:00

教育研究所　事務指導員（講義・演習)

9:00～16:00 37　魅力ある教職員を目指して 有識者（講義）

教育研究所

36　私のこの一年とこれから

33　地域と学校の連携、協働

35  学校事務職員の職務と役割Ⅲ 教育研究所　事務指導員（講義・研究協議）

公立学校　校長（講話）

22　教科書、転出・転入事務

　　－学校組織マネジメントと事務部経営計画－

32　給与事務Ⅴ  －年末調整事務－ 教職員課　職員 (講義・演習)

教育研究所　事務指導員（演習）

9:30～16:00

34  教育環境整備と財務事務 公立学校　事務職員（実践発表）

公立学校　事務職員（実践発表）

公立学校　事務職員（実践発表）

9:00～16:00 23  児童生徒理解

10月27日(木) 人権・地域教育課　指導主事（講義・演習）

1月5日(木)

9月27日(火) 31  学校の実践から学ぶ

13  服務、休暇関係事務 教職員課　職員 (講義・演習)

8月1日(月) 26  コミュニケーション能力のスキルアップ 奈良教育大学　教授　粕谷貴志（講義・演習）

9:00～16:00 27  学校事務職員の職務と役割Ⅱ 教育研究所　事務指導員（講義・研究協議）

２　教職員の服務

教育研究所 ７　給与事務Ⅰ －年度当初の提出書類－ 教職員課　職員 (講義・演習)

9:00～16:00 ９　福利厚生事務Ⅱ　－教職員互助組合関係事務－ 教職員互助組合  職員 (講義)

教育研究所 10　給与事務Ⅱ －給与支給事務－ 教育研究所　事務指導員（講義）

4月14日(木) ８　福利厚生事務Ⅰ　－共済組合関係事務－

学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

4月1日(金) １　新規採用教職員研修を始めるに当たって 教育研究所　指導主事（説明）

３　学校教育の充実のために

11　給与事務Ⅲ －給与諸手当関係事務－

4月5日(火) ５　教職員としての心構え

講座番号 対象校種

　　　　新規採用学校事務職員研修対象者 受講定員 対象者全員 12日

13:00～16:00 ６　年度当初の学校事務 教育研究所　事務指導員（講義・演習）

5月17日(火) 15　学校事務職員に期待するもの 教育研究所　職員（講義）

9:00～16:00 16  文書管理事務 公立学校　事務職員（実践発表）

指定



対象 日数

県教育委員会　教育長（講話）

教育研究所

８月１日（月）

３　学校教育の充実のために 学ぶ力はぐくみ課　課長（講義）

２　教職員の服務 教職員課　課長（講義）

●初期研修
●新規採用者
●実習助手

新規採用実習助手研修講座
講座番号 対象校種

13:00～16:00 ６  人権教育 人権・地域教育課　職員 (講義・演習)

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

９　今後の実践のために 教育研究所　指導主事（研究協議）

４月１日（金） １　新規採用教職員研修を始めるに当たって

７  コミュニケーション能力のスキルアップ 奈良教育大学　教授　粕谷貴志

８　生徒理解と指導Ⅶ－保健室からみた生徒の心と体－ 県立学校　養護教諭（実践発表）

1090 高・特

　　　　新規採用実習助手研修対象者 受講定員 対象者全員 ３日

講座の目的

　新規採用された実習助手に対して、職務やその在り方を理解させるとともに、今日的諸課題への対応力や使
命感を養い、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

４　新任教職員に期待するもの

  　　　              （講義・演習）

教育研究所　指導主事（説明）

9:00～16:00
教育研究所

７月12日（火） ５　ワークライフバランスとメンタルヘルス 教職員課　職員（講義・演習）

指定



対象 日数

対象 日数

８月17日（水） ４　最新の教育事情について 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 ５　教科等指導の在り方について 教育研究所　指導主事（研究協議）

教育研究所 　　－３年目教員とともに高める確かな授業力－

２学期以降 ７　教科等指導Ⅳ 公立小学校　２年目教諭（実践発表）

13:00～16:00  　 －授業力向上を目指した授業研究の取組について－ 奈良教育大学　教授等（講義）

    －先輩の実践に学ぶ－ 教育研究所　指導主事（研究協議）

８月８日（月） １　教育相談の実際 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 ２　社会性を育む総合的な学習の時間 教育研究所　指導主事（講義・演習）

    －キャリア教育の視点とともに－
３　豊かな人間関係を育む学級経営 公立中学校　教諭（実践発表）

教育研究所

教育研究所 ８　教科等指導Ⅴ

　　　　２年目研修対象者 受講定員

８月22日（月） ６　教科等指導Ⅲ

教育研究所

教育研究所

教育研究所　指導主事（講義・演習）

講座の目的
　採用２年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

１　教科等指導Ⅰ
　　－実践的な教科等指導の工夫と授業展開①

２　生徒指導の課題と解決に向けて 教育研究所　指導主事（講義・演習）

７月25日（月） 教育研究所　指導主事（研究協議）

9:00～16:00
(協議)－

●初期研修
●採用２年目
●小学校

初期研修講座（２年目）小学校
講座番号 対象校種

1220 小

　　　　２年目研修対象者 受講定員 対象者全員 ４日

対象者全員 ２日

講座の目的
　採用２年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

教育研究所　指導主事（講義・演習）

    －教科等の実践的指導方法について－

●初期研修
●採用２年目
●中学校

初期研修講座（２年目）中学校
講座番号 対象校種

1230 中

８月12日（金） ３　児童生徒理解に基づいた支援 教育研究所　指導主事（講義・演習）

(協議)－
５　教育相談の実際 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 ４　教科等指導Ⅱ
　　－実践的な教科等指導の工夫と授業展開②

教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－実践的な教科等指導の工夫と授業展開③
奈良教育大学　教授等（講義）

教育研究所 　　　　　(模擬授業・協議)－

指定指定

指定



対象 日数

対象 日数

9:00～16:00 ５　組織の一員として果たすべき役割 特別支援学校　教諭（実践発表）

８月22日（月） ４　交流及び共同学習 特別支援教育推進室　指導主事
                    （講義・研究協議）

教育研究所 　　ー協働によるチーム力を高めるためにー 特別支援教育推進室　指導主事
                       （研究協議）

講座の目的
　採用２年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

教育研究所 　　ー若手教員の実践からー

３　障害のある幼児の教育に学ぶ 児童発達支援センター　職員
                      （講義・演習）

８月12日（金） １　児童生徒理解に基づいた支援 教育研究所　指導主事（講義・演習）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

9:00～16:00 ２　特別支援学校の実践に学ぶ 特別支援学校　教諭（実践発表）

特別支援教育推進室　指導主事
                      （研究協議）

講座の目的
　採用２年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

1250 特

9:00～16:00 　　－若手教員で学び、高め合う授業力－

教育研究所     －先輩の実践に学ぶ－ 教育研究所　指導主事（研究協議）

８月５日（金） ３　教科等指導の在り方 教育研究所　指導主事（研究協議）

２　豊かな人間関係を育むホームルーム経営 公立高等学校　教諭（実践発表）

教育研究所

●初期研修
●採用２年目
●高等学校

初期研修講座（２年目）高等学校
講座番号 対象校種

1240 高

　　　　２年目研修対象者 受講定員 対象者全員 ２日

　　　  ２年目研修対象者 受講定員 対象者全員 ２日

●初期研修
●採用２年目
●特別支援学校

初期研修講座（２年目）
特別支援学校

講座番号 対象校種

７月25日（月） １　教育相談の実際 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00

指定

指定



対象 日数

対象 日数

教育研究所 ３　実践発表※・研究協議 健康・安全教育課　指導主事
                       （研究協議）

1270 小・中・特

　　　　２年目・３年目研修対象者 受講定員 対象者全員 １日

講座の目的

教育研究所

１　効果的な保健管理に向けて

２　健康課題解決のための学校保健活動について

●初期研修
●採用２・３年目
●栄養教諭

初期研修講座（２年目・３年目）
栄養教諭

講座番号 対象校種

講座の目的
　採用２年目・３年目の養護教諭に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今
日的諸課題への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

 8月1日（月） 健康・安全教育課　指導主事
                       （講義・演習）

9:00～16:00 健康・安全教育課　指導主事
                       （講義・演習）

●初期研修
●採用２・３年目
●養護教諭

初期研修講座（２年目・３年目）
養護教諭

講座番号 対象校種

1260 小・中・高・特

　　　　２年目・３年目研修対象者 受講定員 対象者全員 １日

　採用２年目・３年目の栄養教諭に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今
日的諸課題への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

 ８月８日（月） １　学校給食管理－魅力ある献立作成と適切な衛生管理－ 健康・安全教育課　指導主事
                       （講義・演習）

9:00～16:00 ２　学校給食や教科等と関連した食に関する指導の進め方 健康・安全教育課　指導主事
                       （講義・演習）

備考  ※本講座では、２年目栄養教諭全員が実践発表を行います。

指定

指定



対象 日数

●初期研修
●採用２･３年目
●事務職員

初期研修講座（２年目・３年目）
学校事務職員

講座番号 対象校種

１日

４　学校事務職員としての基礎形成 教育研究所　事務指導員
                  （講義・研究協議）

教育研究所 ３　学校事務実践 －先輩の実践に学ぶ（仮題）－ 公立学校　事務職員（実践発表）

9:00～16:00 ２　税のしくみ 税務課　職員（講義）

 8月18日（木） １　給与事務 －応用編－ 教職員課　職員（講義・演習）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

講座の目的

対象者全員

  採用２年目・３年目の学校事務職員に対して、実践力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに、今
日的諸課題への対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

　　　　２年目・３年目研修対象者 受講定員

1280 小・中

指定



対象 日数

対象 日数

教育研究所 　　－２年目教員とともに高める確かな授業力－

教育研究所

８月17日（水） ３　最新の教育事情について 教育研究所　指導主事（講義・演習）

２　生徒指導の課題と解決に向けて

9:00～16:00 ４　教科等指導の在り方について 教育研究所　指導主事（研究協議）

　採用３年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

７月28日（木） １　人権教育の在り方と指導 人権・地域教育課　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 教育研究所　指導主事（講義・演習）

1330 中

　　　　３年目研修対象者 受講定員 対象者全員 ２日

講座の目的

●初期研修
●採用３年目
●中学校

初期研修講座（３年目）中学校
講座番号 対象校種

８月９日（火） １　教科等指導Ⅰ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～12:00 ８　今後のキャリアを支える自己管理能力について 教職員課　管理主事（講義）

教育研究所 ９　自らの専門性を高める研究の取組について 各教科等研究会　代表（実践発表）

8月23日（火） ７　教員のキャリアプランニングについて 教育研究所　学校経営アドバイザー
　　　　　　　　　　 　　（講義・演習）

８月18日（木） ５　教科等指導Ⅱ 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－単元構想を踏まえた授業づくり－

教育研究所 ６　人権教育の在り方と指導 人権・地域教育課　指導主事(講義・演習)

9:00～16:00

　　－初任者とともに考える－

講座の目的
　採用３年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

　　　３年目研修対象者 受講定員 対象者全員 ３日

●初期研修
●採用３年目
●小学校

初期研修講座（３年目）小学校
講座番号 対象校種

1320 小

　　－情報活用能力とは－
教育研究所 ２　学級経営・教科等指導の在り方について 教育研究所　指導主事（研究協議）

３　学習評価について

４　特別支援教育の課題と解決に向けて

奈良教育大学　准教授　北川剛司
                         （講義・演習）

特別支援教育推進室　指導主事
　　　　　　　　　　　　 （講義・演習）

指定指定

指定



対象 日数

対象 日数

教育研究所 　　ー学び合い、高め合う関係の構築ー 特別支援教育推進室　指導主事
                       （研究協議）

講座の目的
　採用３年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

７月28日（木） １　人権教育の在り方と指導 人権・地域教育課　指導主事 (講義・演習)

9:00～16:00 ２　組織の一員として果たすべき役割 特別支援学校　教諭（実践発表）

●初期研修
●採用３年目
●特別支援学校

初期研修講座（３年目）
特別支援学校

講座番号 対象校種

1350 特

　　　　３年目研修対象者 受講定員 対象者全員 １日

８月５日（金） ３　教科等指導の在り方 教育研究所　指導主事（講義・演習）

9:00～16:00 　　－若手教員で学び、高め合う授業力－
教育研究所

７月28日（木） １　人権教育の在り方と指導 人権・地域教育課　指導主事 (講義・演習)

9:00～16:00 ２　生徒指導の課題と解決に向けて 教育研究所　指導主事（講義・演習）

教育研究所

　　　　３年目研修対象者 受講定員 対象者全員 ２日

講座の目的
　採用３年目の教員に対して、実践的指導力と使命感を養い、幅広い知見を得させるとともに､今日的諸課題へ
の対応や個々の事例に対応できる能力を身に付けさせ、資質の向上を図ります。
（旅費は教育研究所が負担します。）

日時・場所 内　　　　　容 講　　師　　等

●初期研修
●採用３年目
●高等学校

初期研修講座（３年目）高等学校
講座番号 対象校種

1340 高

指定

指定



日時 13:00～16:00
13:00～16:00
13:00～16:00

場所

★指標との主たる関連…人間力、情熱、実践、指導、学級経営

内容 　

1

2

3

1

2

1

2 講義
「特別支援教育の現状と課題について」
    講師:  特別支援教育推進室　指導主事

備考 受講可能日のみの受講もできます。（受講できない日の欠席届は必要です）

「生徒指導の現状と課題について」
    講師:  教育研究所  指導主事
講義
「人権教育の現状と課題について」
    講師:  人権・地域教育課  指導主事

＜３日目＞
講義
「不登校支援と教育相談について」
    講師:  教育研究所  指導主事

「教職員の服務について」
    講師:  教職員課　課長補佐
講義
「学級経営について（小）
    講師:  教育研究所  指導主事
講義
「効果的な学習の在り方について（中・高・特）」
    講師:  特別支援教育推進室　指導主事

講義
＜２日目＞

    　　　 教育研究所  指導主事

講座の目的
  今年度、新たに任用された講師（年間任用の臨時講師で教諭歴のない者）に対して、職務やその在り方を理解すると
ともに、今日的課題への対応力や使命感を養い、資質の向上を図ります。

教員としての職務の在り方や今日的課題にどのように対応すれば良いかなどを学びスキルアップ
を目指しましょう。

＜１日目＞
講義

1910 小・中・高・特

対象

指定

受講
定員 対象者全員今年度、新たに任用された講師

（年間任用の臨時講師で教諭歴のない者）
教育研究所

●新規任用者研修
●臨時講師

ＰＲ
ポイント

５月27日　(金)
６月３日　(金)
６月10日　(金)

新規任用臨時講師研修講座
講座番号 対象校種
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