
第７回　愛知教育大学　ホームカミングデー 2022年11月20日(日)

 ① 生活科教育 生活科・総合的学習研究会  ⑩ 社会科教育 愛知教育大学社会科教育学会

開催時間 14:15-16:15 開催場所 次世代教育イノベーション棟 開催時間 14:15-17:30 開催場所 第一共通棟　２１０室

テーマ 教師として生きる〜若手・中堅・ベテラン・学生・研究者の各視点から考える〜 テーマ 未来の社会を共に創る社会科授業

プログラム 14:15-14:25 プログラム 14:15-14:20 開会のことば

14:25-15:15 14:20-16:05 大学院生による社会科研究発表①

15:25-16:05 現職大学院生によるプレゼンテーション 16:15-16:45 大学院生（現職）による社会科研究発表②

16:05-16:15 閉会行事 16:50-17:20 グループディスカッション

17:20-17:30 閉会のことば

対象 本学卒業生、学会県支部会員、本学学生 対象 社会科に興味・関心のある方の参加を歓迎します！

 ② 特別支援教育 愛知教育大学　特別支援教育ネットワーク  ⑪ 外国語教育 外国語教育研究会

開催時間 14:15-16:45 開催場所 特別支援教育棟　共通講義室５１１（オンライン同時開催） 開催時間 14:15-16:30 開催場所 第一共通棟　３０５室

テーマ 未来の特別支援教育を共に創るためにできること テーマ これからの英語教育を担うみなさんへ

プログラム 14:15-15:30 プログラム 14:15-15:15

15:45-16:45 15:30-16:30 在学生・卒業生・修了生との意見交換会

対象 本学在学生、卒業生、特別支援教育に興味・関心のある方 対象

申込者には、オンラインでの参加方法を事前にメールなどでお伝えします。

 ③ 幼児教育 愛知教育大学幼児教育研究会  ⑫ 数学教育 学校数学発展研究会

開催時間 14:15-16:00 開催場所 第二共通棟　４３１室 開催時間 14:15-16:30 開催場所 自然科学棟　授業研究室（５３４）

テーマ 講演と交流会「生涯を支える幼児期の教育」 テーマ 数学を楽しもう

プログラム 14:15-14:20 講師紹介 プログラム 14:15-16:30 講演と研究発表

14:20-15:30

（卒業生・同朋大学特任講師。元名古屋市立幼稚園長）

15:30-16:00 質疑応答

対象 幼児教育専攻・選修の学部生、院生及び卒業生 対象 学校教員、数学に興味を持つ一般の方、本学学生

 ④ 養護教育 愛知教育大学養護教育研究会  ⑬ 情報教育 情報教育・教育の情報化　学びの交流会

開催時間 14:15-16:10 開催場所 養護・幼児棟　共同演習室Ⅰ（１５９） 開催時間 14:15-16:30 開催場所 教育交流館　第４ＰＣルーム（オンライン同時開催）

テーマ 養護実践に関する研究紹介と情報提供 テーマ 情報教育・教育の情報化についての情報提供と意見交換

プログラム 14:15-14:40 教職大学院修了生の研究紹介 プログラム 14:15-16:30 情報に関する研究発表と意見交換

14:40-15:10 教職大学院生による情報提供

15:10-16:10 意見交流会

対象 申込者には、オンラインでの参加方法を事前にメールなどでお伝えします。

 ⑤心理 愛知教育大学心理臨床の集い  ⑭ 理科教育 愛知教育大学　理科教育講座

開催時間 14:15-17:00 開催場所 第一共通棟　２０１室 開催時間 15:30-17:40 開催場所 自然科学棟　地学系実験実習室（４３３）

テーマ 心理臨床に関する講演会と事例検討会 テーマ 素粒子〜宇宙のよもやま話

プログラム 14:15-15:15 講演会（一般向け） プログラム 15:30-16:15 講演１（松田正久 氏）（本学元学長・本学名誉教授）

15:15-15:30 休憩 16:20-17:05 講演２（澤 武文 氏）（本学名誉教授）

15:30-17:00 事例検討会（公認心理師・臨床心理士向け） 17:10-17:40 座談会

対象 対象 理科教育講座関係者、地球・宇宙に興味のある方

 ⑥ 福祉 福祉研究会  ⑮ 保健体育 保健体育講座・愛知教育大学体育学会

開催時間 14:15-17:00 開催場所 教育未来館　３Ｃ講義室 開催時間 14:00-15:40 開催場所 保健体育棟　多目的スタジオ（１０１）(オンライン同時開催）

テーマ テーマ 障がい者スポーツから学ぶ“共生体育”の世界観

プログラム 14:15-14:35 リアリティショックの現状説明 プログラム 14:00-14:50 オープニング・中道莉央先生（びわこ成蹊スポーツ大学）の講演

14:35-15:35 14:50-15:10 グループ対話・問いづくり

15:45-16:15 質疑応答 15:10-15:40 質疑応答・ディスカッション・クロージング

16:15-17:00 意見交換 対象 運動・スポーツ・健康の学びに興味・関心がある方

対象 申込者には、オンラインでの参加方法を事前にメールなどでお伝えします。

 ⑦ 教育ガバナンス 教育ガバナンス研究会  ⑯ 技術教育 愛知教育大学技術教育実践交流会

開催時間 14:15-16:45 開催場所 教育未来館　多目的ホール 開催時間 14:15-16:15 開催場所 第二共通棟　４１２室

テーマ 地方教育行政と学校を支える人財―教育行政専門職の育成― テーマ 担い手から学ぶ

プログラム 14:15-14:30 ガバナンスコース、ガバナンスキャリアコースの学びの現状 プログラム 14:15-14:30 自己紹介、問題意識の共有

14:30-15:15 大学院生による学校・自治体フィールド調査報告　（終了後15分休憩） 14:30-14:50 大学生からの質問で課題を共有する

15:30-16:15 教育行政職高度化シンポジウムPart 2「教育行政職の可能性」 15:00-15:40 現職の先生方のアドバイスや意見を聞く

※卒業生も含めた座談会 15:50-16:15 成果の確認、総括、次年度への課題の共有化

16:15-16:45 意見交換・相談会

対象 対象 本学在学生、本学卒業生、本学教員

 ⑰ 家政教育 愛知教育大学家政教育講座

開催時間 14:15-16:15 開催場所 教育未来館　２Ａ講義室 開催時間 14:15-16:00 開催場所 美術・技術・家政棟　家庭科教育実験実習室（３０６）

テーマ これからの学校教育について テーマ 改修された建物・スペースで、家庭科について語りあいましょう

プログラム 14:15-14:20 開会のあいさつ・趣旨説明 プログラム 14:15-14:20 本日の予定

14:20-15:20 グループ交流会（仕事での現状と課題等意見交流） 14:20-15:20 講演（日下部信幸名誉教授）　＊質疑を含む

15:30-16:15 15:20-16:00 交流

対象 平成31年度入学者までの教職大学院修了生

 ⑨ 国語教育 愛知教育大学国語教育研究会

開催時間 14:15-17:00 開催場所 第二共通棟　４１１室（オンライン同時開催）

テーマ 古典教育の理論と実践を考える

プログラム 14:15-15:15

15:15-15:45

15:45-16:45 質疑応答

16:45-17:00 コメント　川崎美穏（愛知教育大学）

対象 国語教育に興味のある方

申込者には、オンラインでの参加方法を事前にメールなどでお伝えします。

対象

講師 吉田とき枝先生の講演

現場におけるリアリティショックの経験、その立ち直りの先の福祉職の魅力

実践者によるリアリティショックの体験、立ち直りにかかわる報告

 ⑧ 教職実践（平成31年度入学者までの教職大学院）

※開催内容等は現在の予定です。最新の情報及び開催状況は本学HPで確認してください。

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

https://www.aichi-edu.ac.jp/event/2022/11/20.html

養護教育講座を卒業した方、教職大学院養護教育実践系に興味のある方　他

教育ガバナンスコース卒業生、学校事務職員、教育行政に携わる自治体職員、学部生

福祉コース学生、卒業生、臨床福祉心理コース卒業生

開会行事

グループカンファレンス

講演会「特別支援教育における教職の魅力」 本講座 教授 大塚とよみ

本学の学部英語科や大学院英語教育専攻等を卒業・修了した方、英語教育に興味のある方

◆参加申込フォームより、事前申込をお願いします。（申込〆切：11月11日(金)）

古典教育の実践研究／堀田忠孝（愛知教育大学附属名古屋中学校）

佐藤充宏先生（本学非常勤講師・元豊橋市立八町小学校長）の講演

対象

開催場所 講堂
◆ 全体説明会（12:30～13:45）

○ 学長による講演 ○ 担当副学長による説明（授業・成績、留学、学生生活、就職状況 等） ○ 学生、卒業生による就職活動体験談

主に（大学院）学校教育臨床専攻あるいは教育支援高度化専攻臨床心理学コース修了生、

心理コース卒業生・在校生（学部卒は講演会のみ）

フォローアップ研修会

グループ発表、神門大知先生（平成22年度応用領域授業づくり履修モデル修

了生・本学准教授）の講評・講演

情報科学、初等情報、中等情報を卒業した方、大学院ICTコースを卒業した方、情報教育や教

育の情報化に興味のある方

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、教職大学院

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

グループディスカッション「特別支援教育なんでも座談会・ようこそ先輩！」

古典教育の理論研究／井浪真吾（岡山理科大学）、諏訪園純（東海中学校・

高等学校）

TEL：0566-26-2115/2116

Mail：hcd@m.auecc.aichi-edu.ac.jp

H  P：https://www.aichi-edu.ac.jp/event/2022/11/20.html

問合先

総務課

保護者懇談会と合同開催！


