
発行日 № タイトル サブタイトル等 講座名等 講師・内容等
2015/10/19 60 ほめ言葉のシャワーが子どもを変える こんな感想、あんな思い 第2回教育課題特別講座 教育実践研究家　菊池省三
2015/10/19 59 ほめ言葉のシャワーが子どもを変える ピグマリオン効果を信じる！ 第2回教育課題特別講座 教育実践研究家　菊池省三
2015/10/19 58 中学校体育 「体育教師としての指導力を高めよう」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 教育委員会事務局児童生徒支援課長　西口　隆

2015/10/13 57 小学校体育科・中学校社会科・中学校数学科 「授業づくりと学級づくり」「知って得する？社会科授業」「これからの数学授業を考えよう」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 谷八木小　今市　伸・高丘中　福永智広・野々池中　影山　徹

2015/10/13 56 小学校国語科・小学校社会科 「全員参加の国語の授業づくり」「子どもと子どもをつなぐ社会科授業」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 王子小　佐々直子・魚住小　窪　英樹
2015/10/5 55 小学校外国語活動・小学校算数科 「教科化を見据えた外国語活動の授業レシピ」「『自力解決できる子』を育てる算数科授業」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 中崎小　瀧本哲弘・二見北小　吉栖和哉
2015/10/5 54 中学校技術科・中学校美術科 「生徒も教師も楽しいものづくり」「３年間を見通した授業計画」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 二見中　山田久美彦・衣川中　村林　勲
2015/10/5 53 中学校英語 「楽しく力をつける英語の授業づくり」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 魚住中　髙橋　徹
2015/9/28 52 中学校国語・中学校音楽 「授業のやり方・すすめ方」「あれこれ工夫、充実した音楽授業を！」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 江井島中　米村貴之・大久保北中　渡邊優子

2015/9/28 51 理科便り（９月１日号） 明石のオニバスってすごいんだよ！

2015/9/24 50 自他を元気にする人権教育 感想特集 第２回初任者研修講座 元三木市立別所中学校長　春川政信
2015/9/24 49 自他を元気にする人権教育 人権教育実践７つのキーワード 第２回初任者研修講座 元三木市立別所中学校長　春川政信
2015/9/14 48 小学校理科・中学校理科 「子どもが生き生きと学ぶ理科の授業づくり」「理科授業のこつ」 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 沢池小　教諭　池野寛江・野々池中　教諭　中井尚人

2015/9/14 47 研修講座・研究グループ実施報告　６ 第２回「アセス」研究会 世話人　横田直季指導主事
2015/9/7 46 研修講座・研究グループ実施報告　５ 第２回人権教育研修講座 元三木市立別所中学校長　春川政信
2015/9/7 45 研修講座・研究グループ実施報告　４ 第２回国語科研修講座・第２回国語教室 元江井島小学校長　大江平治　元錦が丘小学校教諭　小俣育代・大阪教育大学准教授　住田勝

2015/8/31 44 同僚性を重視した校内研究の進め方 第2回校内研究担当研修講座 神戸女子短期大学　学長　長瀬荘一
2015/8/31 43 新しい部落史とこれからの同和問題 第3回3年目研修講座 京都産業大学文化学部　教授　灘本昌久
2015/8/24 42 「笑顔で子どもにむき合うために」 感想特集 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 山手幼稚園　主幹教諭　長谷川さゆり
2015/8/24 41 「笑顔で子どもにむき合うために」 幼児の生活する姿から 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 山手幼稚園　主幹教諭　長谷川さゆり
2015/8/17 40 自分の命は自分で守る！ いのちを守る防災教育 第１回教育課題特別講座 群馬大学　教授　片田敏孝
2015/8/17 39 研修講座・研究グループ実施報告　３ 第２回新しい理科教育を楽しむ会 南あわじ市で地層と化石を見る！
2015/8/10 38 一人一人が自己表現できる保育を考える 感想特集 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 二見北幼稚園　主幹教諭　竹中奈緒美
2015/8/10 37 一人一人が自己表現できる保育を考える 教えて！先輩・授業の達人チャレンジャー 二見北幼稚園　主幹教諭　竹中奈緒美
2015/8/3 36 ２学期に活かせる本の紹介 心理学を生かしたクラスづくり 明石小学校　濵田誠二郎校長　著
2015/8/3 35 研修講座・研究グループ実施報告　２ 第１回事務職員研修講座 世話人　髙嶋眞有美副主幹
2015/7/27 34 理科便り（７月８日号） 梅雨に元気な生物！
2015/7/27 33 研修講座・研究グループ実施報告　１ ２７年度に向けて 第１回「アセス」研究会 世話人　横田直季指導主事
2015/7/21 32 「一校一仕事、活私奉校」の言葉を胸に！ 感想特集 第１回中堅教員研修講座 兵庫教育大学　教授　浅野良一
2015/7/21 31 学校のミドルリーダーとは！ 『滅私奉公』ではなく『活私奉校』 第１回中堅教員研修講座 兵庫教育大学　教授　浅野良一
2015/7/13 30 「？」をいっぱい集めて「！」に！！！ 感想特集 第1回あかし若手教師塾 清水小学校　主幹教諭　河合健次
2015/7/13 29 “自分の目で見る”ということ　　 第56次日本南極地域観測隊に参加して 第1回あかし若手教師塾 清水小学校　主幹教諭　河合健次
2015/7/13 28 公務員として『大切にしてもらいたいこと』 第1回事務職員初任者等研修講座 学校教育課教職員係長　阪口勝利
2015/7/6 27 先輩から学ぶ（小学校班） 感想特集 第２回３年目研修講座 高丘西小学校　教諭　本山冴香
2015/7/6 26 先輩から学ぶ（小学校班） 俳句を楽しもう 第２回３年目研修講座 高丘西小学校　教諭　本山冴香
2015/6/29 25 先輩から学ぶ（中学校班） 感想特集 第２回３年目研修講座 朝霧中学校　教諭　北口邦子
2015/6/29 24 先輩から学ぶ（中学校班） 生徒指導の機能を授業に活かす 第２回３年目研修講座 朝霧中学校　教諭　北口邦子
2015/6/29 23 理科便り（６月８日号） 雑草と呼ばないで！
2015/6/22 22 生徒指導の現状 感想特集 第１回３年目研修講座 児童生徒支援課
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2015/6/22 21 生徒指導の現状 子どもの心を開くポイント 第１回３年目研修講座 児童生徒支援課
2015/6/15 20 お宝紹介３　研究紀要　第６号の２　第７号の２ 明石の通信史（明治・大正・昭和）
2015/6/15 19 お宝紹介２　　研究紀要　第７号の２ 明石の人口と産業の変遷（一部）
2015/6/8 18 「ICT導入目的の再考」とタブレットを活用した「学び合い授業」を目指して 感想特集 第１回タブレット活用研修講座 和歌山大学教育学部　教授　豊田充崇
2015/6/8 17 「ICT導入目的の再考」とタブレットを活用した「学び合い授業」を目指して ICTを活用した「学び合い」の具体例 第１回タブレット活用研修講座 和歌山大学教育学部　教授　豊田充崇
2015/6/1 16 校内研の在り方について 感想特集 第1回校内研究担当研修講座 立命館大学・京都教育大学連合教職員大学教授　井上　雅彦

2015/6/1 15 校内研の在り方について 「言語活動の充実」を例に挙げて 第1回校内研究担当研修講座 立命館大学・京都教育大学連合教職員大学教授　井上　雅彦

2015/5/25 14 とても元気が出ました！教師ってすばらしいです。がんばります！ 感想特集 第1回初任者研修講座 若手教師パワーアップセミナー「元気が一番」塾　主宰　仲島　正教

2015/5/25 13 「拍手を3回！」パン！ぱん！PANG! あーよかったな　あなたがいて 第1回初任者研修講座 若手教師パワーアップセミナー「元気が一番」塾　主宰　仲島　正教

2015/5/18 12 理科便り（５月１３日号） 最近見つけた春の虫たち！
2015/5/18 11 第１回世話人会を開催！ 平成２７年度受講者数一覧表
2015/5/11 10 お宝紹介１ 教育研究報告№４１の４ ふるさと明石の史跡と文化財の研究
2015/5/11 9 書籍コーナーは、ますます充実！
2015/4/27 8 理科便り（４月２０日号） やはり春は花いっぱい！
2015/4/27 7 ３月（平成２６年度）新規購入書籍 紹介図書「受ける日本人　繋がる日本人」

2015/4/20 6 今年も「教育研究所だより」は明石市教育委員会トピックスからもご覧いただけます。

2015/4/20 5 スーパーバイザー派遣事業とは？ 各学校園の感想
2015/4/13 4 理科便り（平成２６年度３月２日号回答） １秒間で世界を見直してみよう！の答え

2015/4/13 3 学び続ける明るい先生が、子どもを輝かす学校園に！ テーマと講座とスタッフが少々変わりました。

2015/4/6 2 究極の“異文化コミュニケーション”は「世界平和です！ 感想特集 平成２６年度第６回あかし若手教師塾 京都外国語大学大学院　ジェフ・バーグランド教授

2015/4/6 1 ARGUE　IN　ENGLISH,日本語で仲直り ジェフの異文化コミュニケーション 平成２６年度第６回あかし若手教師塾 京都外国語大学大学院　ジェフ・バーグランド教授
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