
令和４年度 幼稚園・保育所（園）・認定こども園等 研修講座一覧         
三重県教育委員会事務局（三重県総合教育センター）                            

津市大谷町12 番地  

●●● 乳幼児教育研修 ●●●                【担当：テーマ研修班 ℡ 059-226-3517】                    

講座番号／講座名 日 時 講座のねらい 
研修会場・ 

形態 
講 師 

定

員 

T0801 
【遠隔】児童虐待の 
現状と教職員の役割 

配信期間未定 

児童虐待の現状を正しく把握すると
ともに、保育者の専門性を活かした
虐待の防止・早期発見や保護者支援
など、保育者としての役割について
研修します。 

受講者の 
所属園等 

（動画配信） 

県内児童相談所等 

職員 
50 

T0802 
【遠隔】０・１・２歳
児からの発達と学び 

配信期間未定 

保育を進めていくうえで重要な、乳
幼児の発達について理解を深め、総
合的な指導力の向上をめざして研修
します。 

受講者の 
所属園等 

（動画配信） 

三重大学教育学部 

教授 富田 昌平 
50 

T0803 
【遠隔】保育の質向上
につながる ICT 活用
と危機管理（情報モラ

ル・情報セキュリティ） 

12 月26 日（月） 
10:00~12:45 

保育の質向上につながるＩＣＴ活用
と危機管理（情報モラル・情報セキ
ュリティ）について研修します。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による
遠隔研修 

三重大学教育学部 

講師 水津 幸恵 

県教育委員会事務局 

職員 

40 

 

●●● 乳幼児教育関連講座 ●●●                  【担当：教育相談班 ℡ 059-226-3728】 

  講座番号 日 時 講座のねらい 研修会場 講 師 定員 

教
育
相
談 

ベ
ー
シ
ッ
ク
研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S0102 
【集合】教育相談 
ベーシック研修２ 

ー教育相談の 
エッセンスー 

７月21 日（木） 
13:00~16:00 

臨床心理学における子どもの心
の理解について分かりやすく学
び、子どもの主体性を育むための
カウンセリングマインドをもっ
たかかわり方について事例（※1）を
通して学びます。 

三重県総合 
教育センター 

放送大学 
教授 桑原 知子 

70 

※1 学齢期以上の子どもたちの事例を扱いますが、子どもの心の理解について学ぶ研修講座として紹介しています。 

S0102の他に、不登校やいじめ、特別支援に関わる教育相談研修講座も予定しています。詳細は三重県総合教育センターWebページ等でご確認くださ

い。 

 

●●● 乳幼児教育関連講座 ●●●                 【担当：テーマ研修班 ℡ 059-226-3517】 

講座番号／講座名 日 時 講座のねらい 研修会場 講 師 定員 

T0101 
【遠隔】一緒に 

始めよう、考えよう、 
人権教育 

－心に響く人権学習の進
め方－ 

７月26 日（火） 
14:30~16:45 

三重県人権教育基本方針をもと
に、人権問題を自分事としてとら
え、主体的に学ぶ人権学習や、部
落問題をはじめとする個別的な人
権問題を解決するための学習につ
いて、基本的な考え方や授業の進
め方、子どもとの関わり方など具
体的な取組について研修します。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

県内教職員（大阪教
育大学長期派遣研修
修了者） 
県教育委員会事務局
職員 

50 

T0102 
【集合・遠隔】誰もが
自分らしく生きられる

社会へ 
－多様な性のあり方－ 

8 月26 日(金) 
14:00~16:45 

子どもも教職員も自分らしく安心
して過ごせる学校づくりや、多様
な性のあり方について児童生徒が
理解を深めるための具体的な取組
について、当事者の体験談やグル
ープワークを通して主体的・対話
的に学びます。 

三重県総合 
教育センター 

及び 
Zoom による 

遠隔研修 

一般社団法人ELLY 
        
ＮＰＯ法人ＬＧBＴ 
の家族と友人をつな 
ぐ会  
理事 浦狩 知子 

30 
 

※2  

T0103 
【集合】未来を拓く 

人権教育       
－一人ひとりの自己実現

をめざして－ 

8 月17 日(水) 
13:30~16:45 

差別の現実から深く学ぶ同和教育
の理念と成果を柱とする人権教育
を継承、発展させていくため、教
職員の人権感覚を磨き、人権問題
を解決する実践行動力を育成する
教育実践について研修します。 

三重県 
人権センター
大セミナー室  

大阪多様性教育 
ネットワーク 
共同代表 
土田 光子 

45 

T0201 
【遠隔】通常学級に 
おける特別な支援 

8 月8 日（月） 
14:00～16:00 

発達障がいのある子の理解として
認知面に焦点をあて、その感覚や
行動を理解し、具体的な対処法を
学び、学校等で取り組める認知行
動療法を基にした指導・支援の方
法について研修します。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

三重大学教育学部       
教授 松浦 直己 

100 



T0203 
【遠隔】困り感のある 

子への支援 
－見る機能と身体の動き－ 

８月４日（木） 
14:00~16:00 

発達障がいのある子の見る機能と
身体の動きについて、学校等で取
り入れやすいビジョントレーニン
グ等具体的な指導・支援方法につ
いて理学療法学から学びます。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

鈴鹿医療科学大学 
保健衛生学部  
助教 多田 智美 

80 

T0204 
【遠隔】特別支援教育

基礎講座 
（８つの分科会） 

5 月12 日（木） 
5 月17 日（火） 
9:30～12:15   

13:45～16:30 

障がいの特性等把握し、他の教職
員と連携しながら、児童生徒の発
達段階に応じた適切な指導・支援
を進めることについて研修しま
す。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

県内教職員等 
各
5 

Ｔ0401 
【集合・遠隔】日本語
指導を必要とする児童

生徒への支援 

8 月23 日(火) 
13:30~16:45 

外国人児童生徒の学力・進路保障
のための日本語指導について研修
します。また、外国人児童生徒の
将来の社会適応と自己実現に向け
た、系統的な支援・指導について
も研修します。 

三重県総合 
教育センター 
多目的ホール 

東京学芸大学 
教授 齋藤ひろみ 

40 
 

※3  

T0701 
【遠隔】自分と相手を
大切にする言葉がけの

実践 

8 月３日（水） 
10:00~12:00 

気持ちの伝達手段としての言葉の
大切さに着目し、子どもたちの自
尊感情を高め、前向きな気持ちを
引き出す言葉がけを意識すること
により、自他の価値を認め尊重す
る心を育み、いじめや暴力を未然
防止する実践について研修しま
す。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

県外教職員等 50 

T0702 
【遠隔】子どもの気持
ちの聴き方・受け止め
方と感情コントロール 

7 月29 日(金） 
14:00~16:00 

子どものＳＯＳに気づくためのポ
イントを学ぶとともに、学校のさ
まざまな場面で活用できる子ども
への言葉がけについて研修しま
す。また、ＳＮＳをきっかけとし
た子どもの心の不安につけ込む消
費者トラブルなどに巻き込まれな
いように、落ち着いて対応するた
めの感情のコントロール法も研修
します。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

奈良大学社会学部 
心理学科 
教授 太田 仁 

70 

【集合】「ネットいじめ
から子どもを守る！」 
SNS いじめの未然防止

と解決に向けて 

８月１日（月）
14:00～16:30 

深刻化、低年齢化が進むＳＮＳい
じめの未然防止および、子どもた
ちに解決する力を育む指導のあり
方について研修します。 

三重県人権 
センター 

多目的ホール 

甲南女子大学   
非常勤講師    
冨田 幸子 

100 

【遠隔】不登校児童 
生徒への対応 

8 月19 日(金)  
13:30～15:30 

不登校児童生徒への対応として、
子どもの気持ちや行動を理解し、
具体的な子どもへの対応について
研修します。 

受講者の 
所属園等 

Zoom による 
遠隔研修 

ＦＲ教育臨床研究所  
所長 花輪 敏男 

100 

T0901 
【集合】身近な自然と

環境教育      
－学校の木から学べる 

ＳＤＧｓ－ 

7 月29 日(金）   
10:00~12:00 

学校等の教育現場で地域と連携し
て学ぶ、持続可能な開発目標を踏
まえた森林環境教育の学習展開方
法、生態系における森林の果たす
役割について講義と実習を通して
研修します。 

三重大学構内 
三重大学教育学部  
教授 平山 大輔 

20 

※2 Zoomによる遠隔研修は、別途30名の定員とします。 

※3 一覧表には集合研修の定員を記載しています。定員を超えた場合などは、Zoomによる遠隔での受講となります。 

 
 

●●保・幼・小・中・高・特別支援学校管理職（園長等）対象研修●●【担当：基本研修班 ℡ 059-226-3571】 

講座番号／講座名 日 時 講座のねらい 研修会場 講 師 定員 

M0801 
【集合】災害時における 
管理職のリーダーシップ 

研修 

6 月13 日（月） 
13:00~16:00 

管理職に求められるリーダーシップと

は何か、災害発生時の管理職の役割と

は何かについて研修します。 
三重県総合 

教育センター 

三重大学大学院 
工学研究科 
准教授 川口 淳 

10 

M0802 
【集合】管理職のための 

スクール・コンプライアン
ス研修 ―法的観点から教

育現場を考える― 

７月１日（金） 
10:00~12:00 

教育現場で業務を遂行する上での法律

上の問題点や実例をとおして、教職員

のコンプライアンス意識を高めるとと

もに、学校管理下における危機管理に

ついて学びます。 

三重県総合 
教育センター 

三重県総務部 
法務・文書課職員 

10 



 

※オンライン研修（Zoom による遠隔研修、動画配信）の受講方法や、テキストのプリントアウト等、詳細に 

ついては、三重県総合教育センターWeb 等でご確認ください。 

※動画配信研修講座については、各園よりネットDE研修（次ページ参照）にて視聴（受講）いただきます。 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★ ネットDE 研修受講方法 ★★★ 

スマートフォン等インターネットに接続された端末で、場所や時間に拘束されることなく、何度でも研修が受けられます。 

○視聴方法  

三重県総合教育センターのWebページ → 「０２ ログインへ」 → ネットDE研修（Glexa）という画面が出た

ら、ログイン IDとパスワードを入力します。 （詳しくはマニュアルを参照ください） 

※１ 公立幼稚園・保育所（園）については、各園にユーザーID、パスワードが発行されています。 

ユーザーIDが発行されていない園で、視聴を希望される方は、研修推進課テーマ研修班までお問い合わせください。 

※2 ここで紹介している動画配信講座の中には、受講申込者限定配信（ユーザーID・パスワードを個別にお伝えします）

の講座もあります。その他、ご不明な点等ありましたら、研修推進課テーマ研修班までお問い合わせください。 

（℡ 059-226-3659・3517  e-mail kenshu-s@pref.mie.lg.jp） 

 

● ネットDE研修 マニュアル参照方法 ☆ダウンロード可 ● 
三重県総合教育センターのWeb ページ → 「２ ネットDE 研修」 → 「03 受講の方法」 

                           →「受講の手引き」をクリック 
 

★★★ 研修講座の申し込みについて ★★★ 

★ 三重県総合教育センターWeb ページから、「Word 版研修講座申込書」をダウンロードし、必要事項を記

入のうえ、E-mail に添付してお申し込みください。 

★ 各園、所属のメールアドレスからお申し込みくだ 

さい。また、申し込み後、取り消される場合は、 
各講座担当まで速やかにお電話等でご連絡ください。 

★ 定員になり次第、締め切らせていただきます。申込 
状況はセンターWeb ページでご確認いただけます。 

★ 「研修講座受講可否通知書」または「受講承諾通 
知書」を、E-mail またはＦＡＸで送付します。 

★ 「Word 版研修講座申込書」は、センターWeb 
  ページ「１ 研修講座 13 研修講座関係のお知らせ」 
  からダウンロードできます。 
★ 新型コロナウィルスの感染状況に応じて、会場や 

定員の変更、中止などの可能性がありますので 
あらかじめご了承ください。なお、最新情報は 
センターWeb ページ https://www/mpec.jp  
でご確認ください。 

発達障がいのある子の健康と身体づくり 
発達障がいある子の感覚の特性を理解するとともに、健康と身体

づくりに向けた実践について授業等で活用できる取組の初級編です。 

 

ネットDE 研修のご案内 

子どもの発達と心の理解 

乳幼児期から思春期、青年期における心の発達課題につい

て、主に非認知能力の側面から紹介し、様々な問題行動の背景

にある発達課題と適切な対応について学びます。 

受講できる講座はここが「受付中」となっています。 

三重県総合教育センターのWebページ → １ 研修講座 

（例）→ 07テーマ研修 → (T08)乳幼児教育研修 をクリック） 

日本語指導が必要な子ども達の学力保障をめざして 

ー在籍学級における支援や指導の在り方ー 

日本語指導が必要な子どもたちの学力保障をめざして、発達段階に応じた言語指導や、 

在籍学級での教科学習への支援等をどのように行っていけばよいか、具体例等を通して 

わかりやすく学びます。 

受付中 

mailto:kenshu-s@pref.mie.lg.jp


※ 送付先：三重県教育委員会事務局研修担当（三重県総合教育センター）    ☆送り状不要 

 e-mail:  theme@mpec.jp  FAX: 059-226-3706 
 

研 修 講 座 申 込 書 

下記のとおり申し込みます。 

     年   月   日 

園所名 

（公立・私立）        

            立 

所属長名  

電話番号  FAX番号 
  

(受講可否通知をFAXで受信する方は必須) 

メールアドレス 

    
                                     
（研修講座可否通知を返信しますので、受信可能な所属・園のアドレスを、大きく明瞭にご記入ください。申込の

際に使用したアドレスと違うアドレスを希望する場合は必ずご記入ください。） 

講座番号  講座期日  

講 座 名  

その他 【 集合 ・ 遠隔 】の研修講座はどちらかに〇をつけてください。 

 

 １ ２ ３ 

職  名    

ふ り が な 

名  前    

 ４ ５ ６ 

職 名    

ふ り が な 

名  前    

 
※大きく、明瞭にご記入ください 

受講の可否については、7 月上旬または講座実施2 週間前までにメールにて返信いたします。 

・・・・・・・・・・・・ 以下は、ご記入不要です。 ・・・・・・・・・・・・ 

研 修 講 座 受 講 可 否 通 知 書 （FAX 用） 

下記のとおり、受講の可否について決定いたしましたので連絡します。              年   月   日 

申 込 者 １ ２ ３ 

受講の可否 受講可 ・ 受講不可 受講可 ・ 受講不可 受講可 ・ 受講不可 

申 込 者 ４ ５ ６ 

受講の可否 受講可 ・ 受講不可 受講可 ・ 受講不可 受講可 ・ 受講不可 

連絡事項 等  

 
三重県教育委員会事務局 

研修企画・支援課 ・ 研修推進課     
                           班 担当者           TEL             

mailto:theme@mpec.jp

