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４月１６日（火） 初任者研修がスタートしました
初任者研修は，今年度倉敷市立の小中学校で新任教諭となられた先生方を対象
とし，教育センターが実施する校外研修 20 回，各学校での校内研修 180 時間以上
で構成されています。1 年間の研修を通して着実に力をつけることができるように
全力で応援していきます。
【講話】
「倉敷の教育で大切にしていること」
倉敷市教育委員会 教育長 井上 正義
○ 子どもの命を大切に
・虐待，いじめ，不登校 ・一人で抱え込まず学校全体で

○ 倉敷市教育大綱
「
“From Kurashiki”が誇りとなるひとづくり」
・災害からの一日も早い復興 ・めざす市民の姿

【開講式 あいさつ】
倉敷教育センター 館長 有森 真理
○ 「ふるさと倉敷」を誇りに思う人材を育成
できるよう，主体的に研修に臨んでほしい。
○ 学校は自己研鑽に励む教師がいてこそ，子
どもたちの可能性を伸ばすことのできる場に
なる。

○ 地域を知る努力を

【講義・演習】
「めざす教師像」
岡山大学大学院
教育学研究科
教授 髙瀬 淳

＜受講者の感想より＞
今日の講義を受けて，学び続けることの重要さを痛感しました。自分自身を
客観的に見て，何が足りないか，これからどうしていかなければならないか，
常に考えていきたいです。その指針として，
「倉敷っ子憲章」をもう一度確認し，
また本校の子どもの実態もよく把握して，今の自分に必要なことを考えていき
ます。

本年度の中堅教諭資質向上研修は，教職経験年数 8 年目，9 年目，10 年目の
先生方を対象としています。受講者は，小学校教諭 73 名，中学校教諭 47 名の
120 名の先生方です。初回は，中堅教員の役割について理解を深めるために，
「教
職員の服務と中堅教諭の役割」と題し，講義・演習を行いました。初任者の頃
を振り返ることで，教職経験を積んだからこそより理解が深まっている自
分に気が付いたり，中堅教諭としての意欲が高まったりしました。
＜受講者の感想より＞
○ 経験年数を重ねるにつれ，勢いだけでなく，知識や教養，指導力をきちんと身に付けなくてはならないこと
を改めて感じました。また，先輩の先生方に教えてもらえていた立場から教える立場になっていることも感じ
ています。１年間，中堅研を通して，知識や教養を広げ，子どもや学校のために実践できる力を身に付けたい
です。そして，説得力のある言葉と姿で後輩たちに伝えられる先輩になりたいです。
○ 新採用の頃のことを振り返る中で，改めて教員を志していた頃の気持ちや，日々忙しい中でもこの仕事にや
りがいを感じている自分に気が付くことができました。今回の研修では，公務員として，教員として大切なこ
とを再確認することができました。
「言葉で知っておくよりも，自分のものとして考えを深めておくことが大
切。
」と言われたことを心に留め、さらに学びを深めていきたいです。
○ 教職経験を重ねた今，教員採用試験に向けて暗記だけをしていた言葉一つ一つの意味を理解できるようにな
ったと感じました。
「つかさどる」の中には，後輩に引き継いでいくことも含まれるというお話に，はっとし
ました。中堅教員として，ベテランと若手をつなげ，学校教育を推進できる存在をめざしたいです。

教員研修，今年度も多彩にラインナップ！！

経験年数別研修 ＆ 課題別研修
倉敷教育センターでは，経験年数別研修と専門性を高める課題別研修を次のように計画しています。経験年数別研修で
は，教育公務員特例法の一部改正を受け，研修の再編を行っています。各校で中核的な役割を果たすことが期待される中
堅教諭の資質・能力の向上を目的に，一昨年度より「１０年経験者研修」を「中堅教諭資質向上研修」に名称変更し，今
年度は，教職経験８年目・９年目・１０年目の先生方が受講しています。また，今年度より，
「１５年経験者研修」を「１
６年目研修」に名称変更しています。
既にいくつもの講座が開講し，いずれも，熱のこもった講義や参加者による熱心な協議・演習が行われています。
「講
師との出会い」
「仲間との出会い」
「新しい自分との出会い」というように，研修は出会いの場であることを改めて実感し
ています。今年度も，受講される先生方の学ぼうとする姿勢に応えられるよう，より充実した研修を提供していきたいと
考えています。そして，先生や保護者の方々の願いや思いに寄り添う機関として，ともに悩み，考え，共感しながら次な
る一歩を踏み出すお手伝いをする“応援団”でありたいと思っています。

専門性を高める
〈管理職のための〉
○校長研修
○副校長・教頭研修

〈ミドルリーダーのための〉
キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た

○新任教務主任研修
○学校組織マネジメント研修

・組織的･計画的な教育活動推進の
ための資質・能力の向上を図る。
・中核的な役割を果たすための

資質・能力の向上を図る。

経
験
年
数
別
研
修

・学級担任，教科担任としての意欲を
高め，指導力の向上を図る。
・学級担任，教科担任としての意欲を
高め，指導力の向上を図る。
・実践的指導力と使命感を養う。
・幅広い知見を身に付ける。

課題別研修

〈特別支援教育の充実をめざして〉
○特別支援教育新任担当教員研修
○特別支援学級スキルアップ研修
○特別支援教育コーディネーター研修
○通級指導教室担当教員研修
○生活支援員研修
○発達障がい研修
○発達検査研修
○特別支援教育に関する研修会
〈信頼と愛情に基づいた教育をめざして〉
○いじめ問題研修
○学校カウンセリング研修
○生徒指導に関する講演会
○国際教育研修会
〈指導力の向上をめざして〉
○小学校授業研修会
○中学校授業研修会
○学校・家庭・地域の地域連携促進事業関係者等
研修会
○学校事務職員研修会
○学校事務職員スキルアップ研修
○常勤講師研修（新任，２年目・３年目）
〈幼児教育の充実をめざして〉
○幼児教育に関する研修会
○幼稚園助教諭研修

「倉敷ふれあい教室」は，学校に行きたい気持ちはあっても登校しにくい小学生や中学生が通う教室です。
教育相談や集団生活を通して，集団への適応能力の回復と育成を図るとともに，学校への復帰をめざし，社会
的に自立できるよう支援していきたいと考えています。居場所づくり・人間関係づくり・生活習慣づくり・目標
づくり・基礎学力づくりという「５つのつくり」を指導方針として，支援をしています。
現在，５つの地域に教室があります。平成２９年４月１日より５教室の名称を変更しています。

倉敷ふれあい教室 倉敷教室
倉敷市阿知1 丁目7 番2-801-1
(くらしきｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ西ﾋﾞﾙ8階)
・FAX 086-424-3205

倉敷ふれあい教室 水島教室
倉敷市福田町古新田 940
(ライフパ－ク倉敷内)

086-454-0400
FAX 086-454-0403

倉敷ふれあい教室 児島教室
倉敷市児島味野 4 丁目 12-4
(旧味野南幼稚園)
・FAX 086-472-3954

ふれあい教室について
詳しいことが知りたいと
いう方の問い合わせをお
待ちしています。
倉敷ふれあい教室 玉島教室
倉敷市玉島中央町 3 丁目 14-2
(旧玉島児童館跡地)
・FAX 086-522-0028

倉敷ふれあい教室 真備教室
倉敷市真備町箭田 1141-1
(倉敷市真備保健福祉会館内 3 階)
・FAX 086-698-8341

●通 室 日・・・月曜日～金曜日
●活動時間・・・９：３０～１５：００（水・木９：３０～１３：００）
●活動内容
スポ－ツやゲーム，ものづくり，調理，音楽活動，奉仕活動など様々
な体験活動に挑戦しています。一人ひとりの学力に応じた学習（スタ
ディ）にも取り組んでいます。
●オ－プン活動
入室を考えている人を対象に，ふれあい教室の活動を知ってもらう
ための体験活動です。
（オープン活動は，倉敷教育センターホームペー
ジに掲載しています。参加希望の方は，各ふれあい教室へ御連絡をお
願いいたします。
）

連絡先
倉敷教育センター

086-454-0400
FAX 086-454-0403

一人で抱えないで
お話してみませんか？
倉敷教育センター
マスコット「サミー」
◎ 一般の教育相談（面談・電話相談）
学校園生活，子育てに関すること，就園・就学に関すること，不登校やいじめ等に関すること，進路に関する
こと，発達障がいに関することなどの御相談をお待ちしております。
● 相談日：毎週月曜日～土曜日 ９：００～１６：００
◎ 臨床心理士による教育相談（面談 ／ 要予約）
子どもの不登校や発達障がいに関して，専門的な知識を必要とする相談を行っています。まずは，お電話で
お申し込みください。
● 対 象：倉敷市内在住の幼児・児童・生徒とその保護者，学校園の先生など
● 相談日：毎週木曜日 １０：００～１５：００（１回が５０分程度）
● 受 付：毎週月曜日～土曜日 ９：００～１７：００
● 電 話：０８６－４５４－０４００
✤✤いずれの相談も無料，秘密は厳守します✤✤

◎ 子育てには悩みがつきません。子どもに発達障がいがあったり，その傾向があったりすると，将来のことに大き
な不安を抱くこともあります。
そんなストレスや悩み，不安などを打ち解けて語り合い，ほっとするひとときを過ごしませんか？
話合いには「いつ来て」
「いつ帰って」も構いません。お気軽に御参加ください。
● 場 所：ライフパーク倉敷 教育センター 研修室
● 日 時： ６／２２，７／２７，９／２８，１０／２６，１１／１６
１２／２１，１／２５，２／２２，３／２８
９：３０～１２：００
● １２／２１，３／２８は，川崎医療福祉大学講師 重松 孝治先生からアドバイスをいただくことができます。
上記の２日間のみ，定員各１０名（申込み先着順）参加申込み電話のみ（４５４－０４００）
日曜日・祝日を除く９：００～１７：００におかけください。
申込期間：各回の１か月前～開催日前日
※ 少人数の座談会形式であり，１対１の個別相談ではありません。

◎ 「かけはし」は，不登校に悩んでいる保護者同士が気持ちを共有したり，かつて悩んでいた先輩の保護者の体験
を聞いたりしながら，お互いにサポートし合える会です。また，助言者（スクールカウンセラー）の先生が悩みを
分析し，多くの事例をもとに専門的なアドバイスをくださいます。
● 場 所：ライフパーク倉敷 教育センター 研修室
● 日 時：原則 毎月第２・４土曜 １４：００～１６：００
１１月は第３，５土曜日（11/16，11/30）
，１２月は第２，３土曜日（12/14，12/21）に開催します。
● 保護者の感想
先輩の保護者や専門の先生からのアドバイスのおかげで，親として気持ちの整理ができ，子どもの気持ちを
理解することにつながりました。たくさんの方々が悩みを聞いてくれたり，心配して思いを共感してくれたり
することができる，とても良い場だと思います。

