
平成29年度 岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室 研修・行事計画

　★印の研修・行事は，岩倉市の担当者以外の方々に参加していただける研修です。
　　研修時間帯は，下記の通りです。なお，研修内容・担当を変更する場合がありますので，
　ホームページを確認してください。

　　参加ご希望の方は，会場校の校長先生へ連絡(電話・FAX等)をしてください。
　　参加を申し込まれる際には，下記の項目をお知らせください。

　　①学校，所属名等　②職名　③氏名　④所在地　⑤参加時間帯　⑥交通手段

　　　 岩倉南小学校 ℡ 0587-66-1008　FAX 0587-37-9512
　　　 岩倉東小学校 ℡ 0587-66-2311　FAX 0587-37-9513
　　　 岩倉北小学校 ℡ 0587-37-1221　FAX 0587-37-9511
　　　 曽野小学校 ℡ 0587-66-3214　FAX 0587-37-9515
　　　 五条川小学校 ℡ 0587-66-3125　FAX 0587-37-9514
　　　 南部中学校 ℡ 0587-66-3181　FAX 0587-37-9517
　　　 岩倉中学校 ℡ 0587-37-1208　FAX 0587-37-9516

岩倉市日本語・ポルトガル語教室 研修・行事計画　1学期

月日 会場校   担当 研修内容               開始時刻 ★

4月12日(水)岩倉南小学校 新・希 スキルアップ研修 15時10分

4月19日(水)岩倉南小学校            
加藤 担任の先生に周知しておきたいこと 15時10分

井上・牧野 ホームページの更新の仕方 15時45分

4月25日(水) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

5月17日(水)南部中学校 指導内容・指導方法検討 15時10分全担当者 （曽野・北・五条）

5月24日(水)岩倉南小学校▼
加納 モジュール指導（デモ授業） 15時10分 ★

松本 やさしい日本語 15時45分 ★

5月31日(水)南部中学校 全担当者 連絡協議会

6月2日(金)南部中学校 外国人向け進路説明会 16時30分全担当者 ★

6月6日(火)岩倉南小学校
海野 保護者・子どもとの関わり方（研修報告） 15時10分
牧野 夏休みの宿題教室について 15時45分

6月13日(火) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

6月14日(水) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

6月21日(水) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

6月27日(火)岩倉南小学校
加藤 外国人児童生徒が活躍できる場をつくる 15時10分 ★

社本 初期指導について（小学校　低学年） 15時45分 ★

7月19日(水)岩倉南小学校 全担当者 NIE全国大会　準備

8月3日(木) 名古屋国際会議場 NIE全国大会

8月4日(金) 名古屋国際会議場 NIE全国大会　発表
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岩倉市日本語・ポルトガル語教室 研修・行事計画　2学期

月日 会場校   担当 研修内容               開始時刻 ★

9月6日(水)岩倉南小学校 全担当者 指導内容・指導方法検討（南中） 15時10分

9月12日(火)岩倉南小学校
井上 放課後日本語教室（他市町の取組） 15時10分
全担当者 指導内容・指導方法検討（南小） 15時45分

9月27日(水)岩倉南小学校
鬼頭 子どものやる気スイッチのおし方 15時10分 ★
勝田 多文化共生（保護者とともに） 15時45分 ★

10月3日(火) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

10月18日(水)岩倉南小学校 全担当者
指導内容・指導方法検討（東小） 15時10分
指導内容・指導方法検討（岩中） 15時45分

10月25日(水)岩倉南小学校
土屋 学校生活適応指導について 15時10分 ★

加納 日本語教室での教科指導 15時45分 ★

11月1日(水)岩倉東小学校 全担当者 日本語公開指導　準備

11月6日(月)岩倉東小学校 日本語公開指導 終日全担当者 ★

11月14日(火) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

11月22日(水)岩倉南小学校
牧野 担任との連携 15時10分
勝田 教室で活躍できるための指導 15時45分

11月29日(水)岩倉南小学校
社本 学校適応に向けての支援 15時10分
加納 外国にルーツをもつ児童生徒の受け入れ 15時45分

12月20日(水)岩倉南小学校 全担当者 すぐに使える教材作成 15時10分
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1月17日(水)岩倉南小学校
相談部会 プレスクールについて 15時10分

土屋 初期指導について（小学校　中・高学年） 15時45分

1月24日(水)岩倉南小学校
海野 不登校について 15時10分
村瀬 日本語能力試験指導 15時45分

2月2日(金)岩倉東小学校 入学説明会　オリエンテーション東小担当者 ★

2月7日(水) 各中学校 入学説明会　情報提供会中学校担当者 ★

2月9日(金)岩倉東小学校 プレスクール開始　1回目 15時30分プレ担当 ★

2月14日(水) 各校 全担当者 翻訳文書・指導教材の準備

2月16日(金)岩倉東小学校 プレスクール開始　2回目 15時30分プレ担当 ★

2月21日(水)岩倉南小学校
山下 多義動詞の指導法 15時10分
松本 上級学校への進学について 15時45分

2月23日(金)岩倉東小学校 プレスクール開始　3回目 15時30分プレ担当 ★

2月28日(水)岩倉南小学校
勝田 15時10分外国にルーツをもつ児童生徒の支援（研修報告）

稲田 担任と日本語担当を経験して 15時45分

3月2日(金)岩倉東小学校 プレスクール開始　4回目 15時30分プレ担当 ★

3月9日(金)岩倉東小学校 プレスクール開始　5回目 15時30分プレ担当 ★


