
◇ 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。

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

13:45-13:50 開会行事
13:50-14:50 【修了生による実践研究発表】　※終了後10分休憩
15:00-16:30 【講演　講師：京都造形芸術大学教授 寺脇研 先生】
16:30-16:45 研究会の振り返り・閉会行事

13:45-13:50 挨拶、趣旨説明
13:50-14:50 自己紹介・話題提供・事例紹介等（教員、参加者）
14:50-15:00 休憩
15:00-15:30 フリートーク「理科の面白さを語ろう」

テーマ

対　象

プログラム

大学院修了生、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（LES愛知）会員、研究会に興味をもった教育関係者

生活科・総合的学習が学校教育に果たした功績とこれからの方向性
13:45 - 16:45 第二共通棟 2階 421室

生活科教育講座学びの交流会
日本生活科・総合的学習教育学会愛知支部（LES愛知）研究会共同開催生活科④

開催時間 開催場所

13:45-15:00 講演「教師は、授業で勝負する！」
　　　　　 愛知教育大学　特別支援教育講座　講師　小倉靖範
15:15-16:30 シンポジウム「本音で語ろう！教育現場の今」
　　　　　 シンポジスト：現場で活躍している若手や中堅の先生方をお招きします。

テーマ

対　象

プログラム

本学の卒業生・在学生／特別支援教育に興味のある方

みんなで語ろう！これからの時代に求められる特別支援教育とは
13:45 - 16:30 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

13:45-15:15 鈴木照美先生（元名古屋市立幼稚園長、本学非常勤講師）
                     お話「私の歩んできた幼児教育界」
15:30-16:30 交流会

テーマ

対　象

プログラム

学部と大学院全学生、卒業生

自分の抱く幼稚園教諭・保育士像
13:45 - 16:30

愛知教育大学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

職業指導教室（進路指導履修モデル）を卒業された方、キャリア教育の研究に関心のある方

キャリア教育に関する研究とこれから
13:45 - 16:30 第一共通棟 1階 115室

第二共通棟 3階 431室

愛知教育大学 キャリア教育研究会

13:45-14:00 教員による最近のキャリア教育履修モデルの紹介
14:00-16:00 在校生による卒業研究中間発表会と質疑応答
16:00-16:30 参加者との交流会

学校教育①

開催時間 開催場所
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の学びのはじまり
13:45 - 16:30 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⑰

第二共通棟 1階 411室開催時間 開催場所

13:45-14:30 教員・大学院生による研究発表
14:30-15:00 質疑応答・休憩
15:00-16:10 講師によるディスカッションと朗読実演
16:10-16:30 質疑応答

13:45-14:00 趣旨説明と講師紹介
14:00-16:10 卒業生による講演
   14:00-15:00 「To be or not to be?? ～現在の高等学校英語教員に求められているもの～」 
　　　　　　  講師 伴野太郎氏（愛知県立昭和高等学校教諭）
   15:10 -16:10 「小中連携を見据えた現状と課題（仮）」　講師 吉本仁信氏（名古屋市立植田小教諭）
16:10-16:40 交流会 

テーマ

対　象

プログラム

国語教育講座を卒業した方、国語教育に関心のある方

言語活動としての朗読
13:45 - 16:30

愛知教育大学国語教育研究会　第六回公開講座国語⑤

第二共通棟 1階 412室開催時間 開催場所

13:45-15:15 研究発表、実践報告
15:15-15:45 情報交換

テーマ

対　象

プログラム

日本語教育コース・選修在学生、大学院生、卒業生、修了生

外国籍児童生徒への日本語支援をめぐる問題（仮題）
13:45 - 15:45

日本語教育研究会日本語⑥

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

外国語教室、英語選修・専攻、国際文化コース等を卒業された方、英語教育・外国語教育に関心のある方

英語教育の現状・課題・展望
13:45 -  16:40

愛知教育大学外国語教育講座教科研究会外国語
第一共通棟 1階 109室

⑧

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

学部生・大学院生・一般の方・現役教員・大学院入試希望者など

大学院生の修士論文発表会
13:45 - 17:00頃

愛知教育大学社会科教育学会

13:45-17:00 大学院生による修士論文中間発表

社会科
第一共通棟 1階 103室

⑦

第二共通棟 2階 422室開催時間 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

数学を楽しもう
13:45 - 16:30

学校数学発展研究会

13:45-16:30 数学および数学教育に関する研究発表

数学⑨

13:45-15:15 大学院生による研究紹介・質疑応答
15:15-16:00 意見交換会

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

情報科学、初等情報、中等情報を卒業した方、教科「情報」や小学校のALに興味のある方

「モデル化とシミュレーション」と「主体的・対話的で深い学びへの教師の支援」の情報提供と情報交換
13:45 - 16:00

教科「情報」・教育の情報化　学びの交流会情報
人文情報棟　行動科学実験室

⑩

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

理科に興味関心のある方、および本学OB, OG, 在校生

理科を楽しく学ぼう
13:45 - 15:30

現場で伝えよう、理科の面白さ理科
自然科学棟　401室

⑪

音楽棟 第３講義室開催時間 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
13:45 - 15:30

音楽授業の事例報告と情報交換会

13:45-14:45 現職教員による授業事例の紹介
14:45-15:30 意見交換会

音楽⑫

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

美術教育・造形文化の卒業生および在学生、そのほか関心のある一般の方

チェンバレン文庫秘蔵絵巻「百鬼夜行」「是害坊」見学ツアー
13:45 - 16:15

美術・造形　学びの交流会美術・造形
美術第一実習棟　図画工作演習室Ⅱ

⑬

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

保健体育の学生・院生・卒業生・教員

保健体育教師ライフヒストリー
13:45 - 16:00

保健体育保健体育⑭

技術教育交流会～技術教育の未来へ

教育ガバナンス研究会

技術⑮
開催場所開催時間

テーマ

対　象

プログラム

13:45-13:55 参加者自己紹介
14:00-14:40 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
14:50-15:30 各教育現場等における取組 (参加者からの紹介) 
15:30-15:40 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、技術教育に興味のある方

技術教育の実践と研究
13:45 - 15:40 美術・技術・家政棟　創造科学系会議室

13:45-14:00 図画工作演習室Ⅱに集合
14:00-14:10 附属図書館（会議室）へ移動
14:10-15:10 「百鬼夜行」絵巻の見学（解説あり）
15:15-16:15 美術・造形　研究室訪問

13:45-13:55 オリエンテーション
13:55-15:25 教師としてのこれまでの経験を報告
15:35-15:55 質疑、フリーディスカッション
15:55-16:00 閉会行事

13:45-14:00 あいさつ・コース紹介
14:00-14:30 講演「学校事務職とチーム学校の現状」
14:30-15:30 学生による学びの発表
15:30-16:30 意見交換・交流会

開催時間 開催場所
テーマ

対　象

プログラム

家政学教室、家庭専攻・選修、消費生活科学選修卒業生、家政教育専攻修了生、
在学生、家庭科・生活に関する教育・研究に関心のある方

家庭科の「学びの交流」を考える
13:45 - 16:00頃 第一共通棟 1階 114室

家庭⑯ 家庭科　学びの交流会

「百鬼夜行」は重要文化財絵巻の江戸時代模本。
原本にない箇所も残る貴重なバージョン。

「是害坊」は天狗の陰謀と失敗を描く。

13:45-14:15 参加者自己紹介
14:15-14:45 大学家政教育講座の現状
14:45-16:00頃 参加者意見交換


