
◇ 学びの交流会 開催講座
教員養成大学らしい企画として、大学教員が中心となり教科ごとの研究会を開催します。

13：00-13：30は各交流会の受付時間となります。
終了時間は各交流会により異なります。
開催内容の変更、荒天等による開催状況はHPよりお知らせします。　

在学生歓迎

開催時間 開催場所

13:30-14:50 開会行事及び生活科教育領域修了生による実践研究発表
15:00-16:20 生活科30年・総合的学習20年を振り返る
                       ～生活科・総合を生誕から支えてきた先達による座談会～
16:20-16:50 研究交流及び閉会行事

テーマ

対　象

プログラム

大学院修了生、現役大学院生、生活科選修学生、日本生活科・総合的学習教育学会愛知支部（通称LES愛知）会員

生活科・総合的学習のこれまでの歩みを振り返り、これからを創造する
13:30 - 16:50 第二共通棟 2階 講義室421

愛知教育大学 生活科・総合的学習研究会生活科④

開催時間 開催場所

13:30-14:10 視覚障害領域の追加
14:20-15:00 「なんでも相談室」（障害学生支援）開室
15:10-15:50 特殊教育学会第55回大会事務局報告

テーマ

対　象

プログラム

特別支援に関心のある方

特別支援教育の未来
13:30 - 16:00 特別支援教育棟 共通511教室

特別支援③

開催時間 開催場所

13:30-14:30 講演 津金美智子先生
　　　　　 （名古屋学芸大学教授 前文部科学省初等中等教育局視学官）
14:45-15:45 交流会

テーマ

対　象

プログラム

卒業生・現役学部生・院生

講演と交流会「私の歩んできた幼児教育界」
13:30 - 15:45 第二共通棟 1階 講義室411

幼児教育研究会幼児教育②

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

本学職業指導教室(進路指導履修モデル)を卒業した方，キャリア教育の研究に関心のある方

キャリア教育の現状と課題
13:30 - 16:30 第一共通棟 1階 115室

愛知教育大学 キャリア教育研究会

13:30-14:30 教員による研究紹介
14:30-16:00 在校生による卒業研究中間・テーマ発表と質疑応答
16:00-16:30 意見交換・交流会

学校教育①

開催時間 開催場所

1. 参加者自己紹介
2. 意見交換、交流会

テーマ

対　象

プログラム

教育支援専門職に関心のある方々、学校事務職・教育行政職等の方々、在学生

教育支援専門職養成課程・教育ガバナンスコースがめざすもの
13:30 - 16:00 第二人文棟 1階 教育ガバナンス講座共同研究室

教育ガバナンス⑮

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

教職大学院修了生及び教職大学院講師

教育現場における実践・経験の交流－教育・学校づくり実践のさらなる発展を目指して－
13:30 - 17:00 教育未来館２Ａ、多目的指導室、第１学生自習室

第６回フォローアップ研修会

13:30-14:25 挨拶、実践発表（基礎及び応用修了生各１名）
14:30-16:30 グループ交流、グループ発表及び講評
16:30-17:00 意見交換・相談会

教職大学院⑯

教育未来館多目的ホール開催時間 開催場所

13:40-14:20 研究発表（内容未定）
14:20-15:00 ワークショップ
15:10-16:50 パネルディスカッション

テーマ

対　象

プログラム

国語専修、国語・書道専攻学生（4年）、愛知教育大学国語教育研究会会員、卒業生、国語に興味のある方

読むこととしての詩／書くこととしての詩
13:30 - 17:00

愛知教育大学国語教育研究会国語⑤

第二共通棟 1階 講義室412開催時間 開催場所

13:30-14:50 実践報告（大学院修了者2名）
14:50-15:30 意見交換、活動紹介

テーマ

対　象

プログラム

日本語教育コース・選修 在学生、卒業生、大学院修了生

外国人児童生徒への日本語支援の現状と課題
13:30 - 15:30

日本語教育研究会日本語⑥

開催時間 開催場所

13:30-14:30 卒業生による講演
14:30-15:30 意見交換、相談会
15:30～　    ご自由に、思い出の校舎・キャンパスをお巡り下さい。

テーマ

対　象

プログラム

外国語教室、外国語教育講座等を卒業された方

外国語教師の悩み相談
13:30 - 15:30

愛知教育大学外国語教育講座教科研究会外国語
第一人文棟 2階 セミナー室

⑧

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

社会科に関心のある方

新指導要領のポイントと授業づくり
13:30 - 17:30

愛知教育大学社会科教育学会

13:30-14:30 新指導要領のポイントと授業づくり
14:30-15:00 参加者交流（質疑・応答を含む）
15:00-17:30 社会科教育の研究発表（修士論文中間発表）

社会科
第一共通棟 2階 201室

⑦

第二共通棟 2階 講義室422開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

学校数学に興味のある方

学校数学発展研究会
13:30 - 16:30

学校数学発展研究会

13:30-15:10 数学に関する研究発表
15:20-16:30 数学に関する講演会

数学⑨

13:30-13:50 高分子化学の話題の紹介（長 昌史）
13:50-14:10 シャープ芯の錬金術師～イオン化傾向と酸化還元に関する演示実験の一例～（日野 和之）
14:10-14:30 ウイルスと糖の有機化学（中野 博文）
14:40-15:40 化学演示実験教材（化学マジック）の紹介（戸谷 義明）

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

理科を卒業した方、理科を専攻している方、化学に興味のある方

化学教材から最新の化学まで
13:30 - 15:40

愛知教育大学・理科化学研究会理科
自然科学棟 2階 化学系理科実験実習室（201）

⑩

音楽棟 演奏室開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

音楽・音楽教育に関心のある方

音楽授業の事例紹介と交流会
13:30 - 15:30

音楽授業の事例報告と情報交換会

13:30-14:30 現職教員による授業事例の紹介
14:30-15:30 意見交換会

音楽⑪

（1）10:00-15:00 再び思い切りガラスを吹こう（経験者のみ）
（2）13:30-17:00 美術・造形のＯＢ・ＯＧの集い
                       　 ※ 15:00～ 吹きガラス体験

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

美術・造形のＯＢ・ＯＧ、在学生

ＯＢ・ＯＧの集い、再び思い切りガラスを吹こう、吹きガラス体験
10:00 - 17:00

美術・造形のＯＢ・ＯＧの集い美術・造形
美術第１実習棟 図画工作演習室Ⅰ、美術第３実習棟 ガラス工房

申込みの際は、
（1）または（2）のコース番号を
記入ください。

⑫

保健体育棟 １階 保健体育講義室Ⅰ開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

保健体育講座を卒業修了した方、保健体育科に興味がある方

保健体育科における「主体的・対話的で深い学び」をどう実現するか
13:30 - 15:00

愛知教育大学体育学会

13:30-14:30 参加者の交流（研究紹介・実践交流）
14:30-15:00 相談会

保健体育⑬

愛知教育大学技術教育研究会技術⑭
開催場所開催時間

テーマ

対　象

プログラム

1.参加者自己紹介
2.大学における技術教育・研究 
    教育・研究体制報告/教育内容紹介/研究内容紹介/技術教育教材提案/学会・研究機関の動向等
3.各教育現場等における取組 (参加者からの紹介) 
4.技術教育の未来へ
本学技術専攻の卒業生、技術教育関係者

技術教育の未来
13:00 - 15:00 技術第1実習棟 第1講義室


