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連　携　依　頼　先 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 備　　　　考

愛知県内・外
各種学校等

学校教育支援データベースによる地域貢献 講演会・研究会・現職教員研修会等への講師派遣、各種委員委嘱

高校訪問授業 高校生を対象とした授業の実施（21件）
明和SSH（スーパーサイエンスハイスクール）評価委員の委嘱 明和SSHの指導と助言（理科教育講座　戸谷義明）
SSH成果発表会及びSSH運営指導委員会 豊田市西高等学校SSHの指導と助言（理科教育講座　渡邊幹男）

模擬授業における講師派遣
総合探求の一環として、環境に関する課題研究（理科教育講座　大鹿聖公、日野和之、生活科教育講座　西野
雄一郎）

現職研修「ESDを軸とした教育活動」の講師依頼 「ＥＳＤを軸とした教育活動」持続可能な社会を生きる生徒のために（理科教育講座　大鹿聖公）
北山湿地保全活動の指導 北山湿地保全活動においての指導及び助言（生物学）（理科教育講座　渡邊幹男）
課題研究における講師派遣 課題研究におけるテーマの設定方法について（理科教育講座　大鹿聖公）
「あいちラーニング推進事業」における講師依頼 主体的に学び続ける生徒の育成（数学教育講座　青山和裕、理科教育講座　大鹿聖公）
「あいちラーニング推進事業」の授業公開及び研究協議会へのアドバイザー派遣 「あいちラーニング推進事業」の授業公開及び研究協議会へのアドバイザー派遣（情報教育　梅田恭子）
高大連携授業における講師派遣 水中の微生物に関する講義および観察をオンラインシステムにて実施（理科教育講座　上野裕則）

「アクティブラーニングを活用した事業改善方法の検討」（情報教育講座　齋藤ひとみ）
「タブレット端末を活用した主体的・対話的ｄ深い学びについて」（数学教育講座　飯島康之）

豊橋南高等学校教育コースとの連携 出前授業（生活科教育講座　清水克博）
南山高等学校女子部　SDGsフィールドワークへの協力依頼 生徒への指導・助言（養護教育講座　岡本陽、理科教育講座　大鹿聖公）
スーパーサイエンススクールの運営指導委員 ＳＳＨ研究開発事業の運営に際し、指導・助言を行う（理科教育講座　渡邊幹男・平野俊英） R2.4.1～R5.3.31

食物アレルギー緊急時対応研修会 エピペン講習等（養護教育講座　岡本　陽）

学校評議員の委嘱 盲学校学校評議員の委嘱（特別支援教育講座　青柳まゆみ）
医療的ケア運営協議会への委員委嘱 刈谷市刈谷特別支援学校における医療的ケア基本マニュアルの改訂他（特別支援教育講座　小倉靖範）
「あいちラーニング推進事業」の研究アドバイザー委嘱 授業改善・評価手法・ITC活用等に関する研修講師（情報教育講座　梅田恭子）
「PTA親子学習会」への講師派遣 講義及び実技研修（特別支援教育講座　小倉靖範）
みよし市立三好丘中学校評議会の委員委嘱 みよし市立三好丘中学校評議会の委員委嘱（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　中山弘之）
専任教員養成講座の委嘱 専任教員養成講習（情報教育講座 中西宏文、梅田恭子　教職実践 鈴木健二）
「訪問科学実験」 ・訪問科学実験の実施（令和3年度 実績 8件）
SSH生徒研究員制度「相対論・宇宙論プロジェクト」の指導助言 ・第16回日本物理学会Jr.セッション(2020)発表指導

共同研究者の委嘱
・校内授業研究会への共同者・研究協力者の派遣（数学教育講座　青山和裕、理科教育講座　戸倉則正、保健体育
講座　鈴木一成、特別支援教育講座　岩田吉生）

「プログラミング教育」に係る校内研修会への講師派遣 ・プログラミング教育への指導助言および講演（技術教育講座　磯部征尊）
食物アレルギー緊急時対応研修会 ・エピペン講習等（養護教育講座　岡本　陽）

・「毎日元気に活き活きと過ごしていくには」（養護教育講座　山田浩平）
・「ストレスとうまく付き合おう！」（養護教育講座　浅田知恵）

派遣研究生の研究授業における講師派遣 ・派遣研究生研究授業（生活）の指導（生活科教育講座　加納誠司）

特別支援学級保護者向け講演会における講師派遣
・応用行動分析を活用した、家庭でできる親と子どもの「困った」を笑顔に変えるアプローチ（特別支援教育講座
小倉靖範）

主題研究における講師派遣 ・学びを深める子の育成（生活科教育講座　加納誠司）
現職教員研修等 小・中・高等学校への各種現職教員研修講師派遣等　多数
あいちスポーツコミッション あいちスポーツコミッションへの情報共有及び提供等
愛知県環境審議会 愛知県環境審議会委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男、保健体育講座　榊原洋子） R2.11.1～R4.10.31
愛知県文化財保護審議会 愛知県文化財保護審議会　専門部会・審議会への参加（理科教育講座　渡邊幹男）
愛知県精神保健福祉センター 市町村ひきこもり支援多種専門チームの構成員の依頼(心理講座　下村美刈）

愛知県環境教育等推進協議会委員委嘱，高校生環境学習推進事業ファシリテーター（理科教育講座　大鹿聖公）

エコアクション推進フェア　（理科教育講座　大鹿聖公）

愛知県環境調査センター あいちｅｃｏティーチャー研修「環境講座『特別プログラムSDGｓ街づくり』講師研修会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公）

愛知県農業水産局
愛知県の令和元年度鳥獣被害防止総合対策交付金（都道府県活動支援事業）の取組に対する第三者意見の依頼
（理科教育講座　加藤淳太郎）

愛知県食育推進会議 愛知県食育推進会議委員委嘱（生活科教育講座　加納誠司）

愛知県特別支援教育連携協議会 愛知県特別支援教育連携協議会への出席（特別支援教育講座　岩田　吉生）

愛知県教育職員免許法認定講習

愛知県教育職員免許法認定講習講師委嘱
（特別支援教育講座　小倉靖範、森崎博志、吉岡恒生、青柳まゆみ、飯塚一裕、岩田吉生、大塚とよみ　学校教育講
座　山口匡、小嶋佳子、中井大介、鈴木健二、黒川雅幸、清水克博　心理講座　廣瀬幸市、樋口亜瑞佐　養護教育
講座　福田博美）

2020年度（令和2年度）　地域との連携事業一覧　

愛知県内
小中学校・各種団体等

愛知県

愛知県教育委員会

愛知県内
各種学校等

愛知県内・外
高等学校

学校保健委員会への講師派遣

愛知県環境局

「主体的・対話的で深い学びを推進するための取り組みの研究」における講師依頼
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・愛知県ユネスコスクール支援会議委員委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）

・愛知県ユネスコスクール交流会へのファシリテーター派遣（理科教育講座　大鹿聖公）

愛知県公立高等学校教育研究会 愛知県公立高等学校教育研究会委員委嘱（理科教育講座 大鹿聖公、数学教育講座 淺井暢宏）

家庭教育企画委員会 家庭教育企画委員会委員委嘱（心理講座　高橋靖子）
愛知県義務教育問題研究協議会専門部会 愛知県義務教育問題研究協議会専門部会委員委嘱（数学教育講座　飯島康之、情報教育講座　梅田恭子）
愛知県公立高校入学者選抜制度の改善に関する検討会議 愛知県公立高校入学者選抜制度の改善に関する検討会議の委員の委嘱（数学教育講座　飯島康之）
愛知県特別支援教育連携協議会 愛知県特別支援教育連携協議会への出席（特別支援教育講座　小田侯朗）
愛知県生涯学習審議会・社会教育委員会 愛知県生涯学習審議会委員及び社会教育委員の委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠） 平成30年度～令和2年度
愛知県文化財保護審査会委員 文化財の指定及び指定解除等についての調査審議(理科教育講座　渡邊幹男） R2.4.1～R4.3.31
視聴覚障害教育充実強化モデル事業　在り方検討委員会 1年間の実践と評価、次年度の計画と検討（特別支援教育講座　相羽大輔）
愛知県ユネスコスクール交流会への講師派遣 ファシリテーター（理科教育講座　大鹿聖公）
「放課後子ども総合プラン」推進委員会への委員委嘱 愛知県「放課後子ども総合プラン」の推進について（心理講座　鈴木伸子）
愛知県公立高等学校入学者選抜制度改善検討会議 ワーキンググループ委員委嘱（数学教育講座　飯島康之）
愛知県外国人児童生徒語学相談員合同教材作成 講師派遣（日本語教育支援センター　菅原雅枝）

「コミュニケーションと情報デザイン」についての講義及び実習指導（情報教育講座　梅田恭子、齋藤ひとみ）
「コンピュータとプログラミング」についての講義及び実習指導（情報教育講座　松永　豊）
「情報通信ネットワークとデータの活用」についての講義及び実習指導（情報教育講座　安本　太一）

特別支援教育相談における事例会議 特別支援教育相談における事例会議での指導・助言（特別支援教育講座　吉岡恒生）
愛知県
生涯学習推進センター

視聴覚教育研修会 「視聴覚教育研修」への講師派遣（情報教育講座　松永豊、梅田恭子）

生涯学習地域連携講座における講師派遣 生涯学習地域連携講座における講師派遣（技術教育講座　北村一浩）
　 愛知県生涯学習推進センター企画運営 愛知県生涯学習推進センター企画運営アドバイザー委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）

愛知県環境調査センター 愛知県絶滅危惧種等調査検討会 愛知県絶滅危惧種等調査検討会委員委嘱（理科教育講座　島田知彦） R2.7.10～R4.3.31
愛知県
旭高原少年自然の家

旭高原青少年自然の家運営委員会 旭高原青少年自然の家運営委員会委員委嘱（保健体育講座　鈴木英樹） 　

愛知県立
名古屋盲学校

愛知県立名古屋盲学校学校評議会 愛知県立名古屋盲学校学校評議会への委員委嘱（特別支援教育講座　青柳　まゆみ）

名古屋市環境審議会 名古屋市環境審議会の委員委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）
令和2年度
　～令和4年度

名古屋市介護認定審査会委員 名古屋市における介護認定審査会委員委嘱（養護教育講座　藤井千恵）
名古屋市男女平等参画推進会議委員 名古屋市における男女平等参画推進会議委員委嘱（心理講座　高橋靖子）
　 名古屋市男女平等参画推進センター相談室研修に係る講師依頼（心理講座　下村美刈）

名古屋市子ども・子育て支援協議会臨時委員の委嘱（心理講座　安藤久美子）
名古屋市親子カウンセリング事業への派遣（心理講座　下村美刈）

名古屋市総務局企画部企画課 SDGｓ　ＩＤＥＡコンテスト審査員の委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）
名古屋市中央児童相談所 アレルギー対応の基本研修会への講師派遣（養護教育講座　岡本陽）

名古屋土曜学習プログラム 名古屋土曜学習プログラムへの協力（技術教育講座　磯部征尊、保健体育講座　鈴木一成）

教職インターンシップ、土曜いきいきサポーター、トワイライトスクールへの協力 教職インターンシップ、土曜いきいきサポーター、トワイライトスクールへ学生ボランティア参加
特別支援学級におけるキャリア支援アドバイザーの依頼 特別支援学校におけるキャリア教育の指導・助言等
学校保健課題解決支援事業有識者会議 専門医による学校保健課題への相談事業創設について（養護教育講座　浅田知恵）

教育に関する事務の管理・執行状況に関する点検・評価
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に義務付けられている教育に関する意見聴取（家政教育講座
山根真理）

名東生涯学習センター後期講座への講師派遣 「名東区の自然を楽しもう～あなたも”森の案内人”になりませんか～」（理科教育講座　渡邊幹男）

大学連携懇談会
「大学連携事業」実施にかかる大学連携懇談会
　（大学連携講座及び名古屋土曜学習プログラムの実施協議及び情報交換）

名古屋市緑生涯学習センター主催講座への講師派遣 主催講座講師（教務企画課　玉田　弘）
名古屋市立高等学校数学研修講座への講師派遣 「問題解決力育成に向けた統計教育の在り方と具体例について」(数学教育講座　青山和裕）
特別支援教育推進講座 障害のある子ども理解のためのアセスメント（特別支援教育講座　岩田吉生）
学校保健研修講座 学校保健研修講座への講師派遣（養護教育講座　浅田　知恵）

名古屋市中川保健センター 子育て講座（親支援講座） グループミーティングにおけるファシリテーターの依頼（心理講座　安藤久美子）
子育て支援ネットワーク事業
守山チーム発達支援部会

子育て支援ネットワーク事業への講師派遣 「発達が気になるお子さんを持つ保護者への対応と支援」講師（心理講座　安藤久美子）

清須市教育委員会 生涯学習推進計画策定検討会委員委嘱 生涯学習推進計画見直し版の策定（教育ガバナンス講座　大村惠）
春日井市 かすがい熟年大学 かすがい熟年大学講師（国語教育講座　有働裕）
小牧市 小牧市公認スポーツ指導員養成講座 ・「スポーツ指導者に求められること」への講師派遣（保健体育講座　寺本圭輔）
豊明市 子ども・子育て会議 豊明市子ども・子育て会議委員委嘱（幼児教育講座　鈴木裕子）
豊明市教育委員会

外国人児童生徒のための学習支援
外国人児童生徒の学習支援、教員向け研修会や講演会の開催など
　（日本語教育講座　川口直巳、外国人児童生徒支援リソースルーム）

日進市 環境まちづくり評価委員会 日進市における環境まちづくり評価委員会委員委嘱（理科教育講座　島田知彦） 令和2年度～令和4年度

愛知県総合教育センター 教科情報における文部科学省教材活用講座への講師派遣

愛知県ユネスコスクール

名古屋市子ども青少年局

名古屋市

名古屋市教育委員会

名古屋市教育センター
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豊橋市 こども未来部　講師派遣依頼（Zoomにて） 外国にルーツをもつ子どもの発達支援の背景にあるもの（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　二井紀美子）
豊橋市教育委員会 豊橋市立小中学校教頭（主幹教諭・主任養護教諭・事務長）研修会 豊橋市立小学校生活科研究部学習会豊橋市立小中学校教頭研修会への講師派遣（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　風岡　治）
岡崎市 環境審議会 岡崎市における環境審議会委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男） R2.12.1～R4.11.30

岡崎市30人学級実施検討会議 岡崎市30人学級実施検討会議委員委嘱（社会科教育講座　土屋武志）

岡崎市いじめ問題対策委員会 岡崎市いじめ問題対策委員会委員委嘱（学校教育講座　黒川雅幸） 令和2年度～令和4年度

愛知県立岡崎盲学校 愛知県立岡崎盲学校評議員 学校評議員会（年2回）（特別支援教育　青柳まゆみ）
豊川市教育委員会 豊川市の未来を拓く教育推進懇談会 委員委嘱（社会科教育講座　伊藤貴啓）
碧南市 「特別に支援の必要な幼児」のコンサルテーション 碧南市における「特別に支援の必要な幼児」へのコンサルテーション（特別支援教育講座　飯塚一裕）

夢と学びの科学体験館における特別講座「訪問科学実験」の企画運営 夢と学びの科学体験館において小中学生を対象とした訪問科学実験の企画運営（理科教育講座　岩山勉）

早期療育事業に対する指導援助 「ラッコちゃんルーム」来所の母子及び担当保育士に対する指導援助（特別支援教育講座　飯塚一裕）
子育て支援事業 子育て講座「食育の大切さ」の講師派遣（養護教育講座　藤井千惠）
環境審議会委員 刈谷市における環境審議委員会委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男）
男女共同参画推進懇話会委員会委員 刈谷市における男女共同参画推進懇話会委員委嘱（家政教育講座　山根真理） 令和2年度～令和3年度
ごみ減量化推進会議 刈谷市におけるごみ減量化推進会議委員（会長）委嘱（保健体育講座　榊原洋子）
幼稚園保育園保育技術向上研修会 幼稚園保育園保育技術向上研修会（幼児教育講座　樋口一成）
保育教諭資質向上研修会 保育教諭資質向上研修会への講師派遣（幼児教育講座　鈴木裕子）
中堅保育士（11年目）研修会 刈谷市における中堅保育士（11年目）研修会への講師派遣（幼児教育講座　林　牧子） 令和2年度～令和4年度
環境都市アクションプラン推進会議 刈谷市における環境都市アクションプラン推進会議委員委嘱（保健体育講座　榊原洋子）
地域福祉計画推進事業 刈谷市における第4次地域福祉計画懇話会委員委嘱及びアドバイザー派遣（福祉講座　佐野真紀） R210.1～R4.9.30
刈谷市保育協会 保育園保育士研修（幼児教育講座　鈴木裕子）
刈谷市歴史博物館協議会委員 刈谷市歴史博物館協議会委員（社会科教育講座　真島聖子） 令和2年度～令和3年度
刈谷市文化財保護審議会委員 刈谷市文化財保護審議会委員（社会科教育講座　真島聖子） 平成31年度～令和3年度
国指定文化財保護増殖事業 小堤西池カキツバタ群落保存対策調査委員会委員委嘱（理科教育講座　渡邉幹男） 令和2年度～令和3年度
高齢者と小学生の交流促進事業（愛知県モデル事業） 刈谷市多世代交流推進協議会委員会（福祉講座　岩山絵里） R2年度～R4年度
刈谷市青少年問題協議会委員 委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村恵） 令和2年度～令和3年度
生涯学習推進委員及び社会教育委員 委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村恵）
刈谷市入札監視委員会 委員委嘱（福祉講座　佐野真紀）
刈谷市婦人会連絡協議会 研修会講師（家政教育講座　山根真理）
第2次刈谷市食育推進計画策定委員会 第2次刈谷市食育推進計画策定委員会委員委嘱（家政教育講座　筒井和美）

外国人児童生徒のための学習支援
外国人児童生徒の学習支援、教員向け研修会や講演会の開催など
（日本語教育講座　川口直巳、外国人児童生徒支援リソースルーム）

刈谷市スポーツ推進審議会委員 委員委嘱（心理講座　鈴木裕子）
子ども・若者支援地域協議会 刈谷市子ども・若者支援地域協議会委員委嘱（学校教育講座　川北稔）
子ども相談センター「スキルアップ研修会」 子ども相談センター「スキルアップ研修会」への出席（心理講座　廣瀬幸市）
その他　イベント出展協力、講師派遣等 市内小学校への訪問科学実験（理科教育講座　岩山勉、児玉康一）　ほか

豊田市 新修豊田市史総集編部会 新修豊田市史総集編部会の執筆協力員委嘱（美術教育講座　鷹巣　純）

外国人児童生徒のための学習支援
外国人児童生徒の学習支援、教員向け研修会や講演会の開催など
　（日本語教育講座　川口直巳、外国人児童生徒支援リソースルーム）

教員免許状更新講習
豊田市教育委員会の教員免許状更新講習講習動画作成依頼
　（養護教育講座　山田浩平）

豊田市立小・中・特別支援学校 外国人英語指導講師配置業務委託
プロポーサル選考委員会の委員就任

書類及びヒアリングによる評価（生活科教育講座　加納誠司）

教務主任研修 動画配信研修講師（教育実践グループ　野木森広）
新学習指導要領についての講演会 「新学習指導要領が目指す授業作りと学習評価」（教育実践グループ　野木森　広）
保育所等設置運営者選考委員会 安城市における保育所等設置運営者選考委員会委員委嘱（幼児教育講座　新井美保子）
安城市幼児教育研究会 安城市幼児教育研究会への講師派遣（幼児教育講座　新井美保子） R2.7.1～事業団設立の日まで
社会福祉法人安城市社会福祉事業団設立準備会 社会福祉法人安城市社会福祉事業団設立準備会委員委嘱（幼児教育講座　新井美保子） 令和2年度～令和3年度
安城市男女共同参画審議会 安城市男女共同参画審議会委員委嘱（心理講座　高橋靖子）
連携公開講座　２講座 「南極に行ってきた！」（理科教育講座　戸田茂）

「西洋美術～楽しい鑑賞の手引き～」（美術教育講座　浅野　和生）
スポーツ推進審議会 安城市におけるスポーツ推進審議会委員委嘱（保健体育講座　石川　恭） 令和3年度、4年度
安城市幼児教育研究会 講師派遣（幼児教育講座　新井　美保子）

安城市教員派遣研究生
安城市教員派遣研究生指導教員委嘱（生活科教育講座　加納誠司，教職実践講座　鈴木健二，音楽教育講座　新
山王政和，保健体育講座　森勇示）

蒲郡市 公民館グランドデザイン検討委員会 委員委嘱（教育ガバナンス講座　中山弘之）
　 蒲郡市子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業計画の令和元年度進捗状況の点検・評価（幼児教育講座　鈴木裕子）
蒲郡市教育委員会 就学指導委員・専門相談員 蒲郡市就学指導委員・専門相談員の委員委嘱（特別支援教育講座　岩田吉生）

蒲郡市の未来を拓く教育推進会議委員の委嘱 教育委員会の諮問に応じて、蒲郡市の小中学校規模適正化方針案についての協議（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　大村惠）
知立市 男女共同参画推進審議会委員 知立市における男女共同参画推進審議会委員委嘱(福祉講座　佐野真紀）

刈谷市教育委員会

刈谷市

岡崎市教育委員会

豊田市教育委員会

安城市

安城市教育委員会



4/6

連　携　依　頼　先 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 備　　　　考

外国人児童生徒のための学習支援
外国人児童生徒の学習支援、教員向け研修会や講演会の開催など
　（日本語教育講座　川口直巳、外国人児童生徒支援リソースルーム）

知立市生涯学習推進講座
知立市生涯学習推進講座「キャッシュレス化と日本経済の未来：中国、インドなどの例から見る 将来像」
（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ　西尾圭一郎）

知立市県内教育研究員の研修 ・教育研究員の研修（技術教育　磯部　征尊）
知立市教育委員会点検・評価外部評価委員 ・委員委嘱（連携・附属学校担当理事　杉浦慶一郎）
高浜版プログラミング教育に関する授業指導案の提供依頼 スクラッチの活用についての指導（情報教育講座　梅田恭子）

ロボットの活用（情報教育講座　齋藤ひとみ）
東海市 特別支援児保育所入所等支援委員会 委員委嘱（幼児教育講座　小川英彦）

保育士研修会 保育士研修会への講師派遣（幼児教育講座　鈴木裕子、林牧子） 平成31年度～令和2年度
まち・ひと・しごと創生会議 会議への講師派遣（社会科教育講座　阿部亮吾）
スポーツ推進審議会委員 みよし市におけるスポーツ推進審議会委員委嘱（保健体育講座　縄田亮太）
みよし市新年教育研究会 「ICTを活用した学び合いの進め方」（技術教育講座　磯部　征尊）
みよし市教育振興基本計画推進委員 みよし市教育振興基本計画推進委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）
みよし市社会教育委員会 みよし市の社会行政に対する助言
みよし市指定管理者選定委員 委員委嘱（音楽教育講座　新山王政和）

設楽町教育委員会 いじめ防止対策委員会 いじめ防止対策委員会委員の委員委嘱（学校教育講座　中井大介） R2～R4
研究会・研修会等への講師派遣依頼 ・西春日井地区教育振興会（学校保健）養護教育研究会への講師派遣（養護教育講座　山田浩平）

・稲沢市科学教育研究会　理科部会推進委員会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公）
・西春日井地区国語科研究サークル授業力向上研修会への講師派遣（国語教育講座　丹藤　博文）
・日本初等理科教育研究会　三河支部総会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公）
・愛知県数学教育会　役員会委員委嘱（数学教育講座　飯島康之）
・尾張教育研究会愛日支部特別活動部研究集会への講師派遣（学校教育講座　高綱睦美）
・愛知県指導保育士連絡協議会研修会への講師派遣（幼児教育講座　鈴木裕子）
・名古屋市生徒指導研究会　講演への講師派遣（教職実践グループ　田中清美）
・海部地方現職教育委員会　指導法研究会への講師派遣（技術教育講座　磯部征尊）
・愛知県公立小中学校事務職員研究会活動に係るアドバイザー委嘱（教育ガバナンス　風岡治）
・愛知県NIE推進協議会　委員委嘱（社会教育講座　土屋武志、情報教育講座　梅田恭子）
・愛知県高等学校情報研究会総会及び研究協議会への出席依頼（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　江島徹郎、情報教育講座
梅田恭子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　多数の講師派遣

研究会・研修会等への講師派遣依頼 ・愛知県私立幼稚園連盟　2年目教員研修会への講師派遣（保健体育講座　鈴木一成）
・公益社団法人愛知県私立幼稚園連盟　中堅教員研修会への講師派遣（幼児教育講座　鈴木裕子）
・公益社団法人愛知県私立幼稚園連盟　免許状更新講習への講師派遣依頼（幼児教育講座　新井美保子）
・愛知県生涯学習推進センター企画運営アドバイザーの委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　多数の講師派遣

研修会・講演会等への講師派遣依頼 ・傾聴ボランティアにおける講師派遣（福祉講座　佐野真紀）
・阿久比町社会福祉協議会　「こころの相談」相談員の派遣（心理講座　安藤久美子）

研修会・講習会・講演会等への講師派遣依頼、各種委員委嘱 ・岐阜県特別支援学校コア・スクールスーパーバイザーの委嘱（特別支援教育　森崎博志）
・福井県　中学校数学科研修講座への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・スーパーサイエンスハイスクール外部アドバイザーについての委嘱（数学教育　青山和裕）
・横浜市特別支援教育総合センター教員研修事業への講師派遣（特別支援教育　相羽大輔）
・佐賀市教育委員会　日本語指導担当教員研修会への講師派遣（日本語教育支援センター　菅原雅枝）
・山梨県教育委員会教育職員免許法認定講習（特別支援学校教育講習）への講師派遣（特別支援教育講座
青柳まゆみ）
・弱視特別支援学級担当者等講習会（特別支援教育講座　相羽大輔）
・岐阜市幼少パートナーシップ協議会委員委嘱（生活科教育講座　加納誠司）
・伊万里市教育委員会 帰国子女・外国人児童生徒日本語指導研修会への講師派遣（日本語教育支援センター
菅原雅枝）

研修会・講習会・講演会等への講師派遣依頼 ・和歌山県教育センター学びの丘　統計を活用した授業作り研修への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・三重県環境学習情報センター「ESD実践講座2020」アドバイザー（理科教育講座　大鹿聖公）

研修会・講演会等への講師派遣依頼、各種委員委嘱 ・岐阜市　子どもの権利推進委員会委員の委嘱（生活科教育講座　加納誠司）令和2年度～令和4年度
・大阪府　地方統計職員業務研修への講師依頼（数学教育講座　青山和裕）
・京都市上京区役所　上京民生児童委員会研修会における講師派遣（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　川北稔）
・東京都弱視教育研究会への講師派遣（特別支援教育　相羽　大輔）

研修会・講演会等への講師派遣依頼 ・足立区立中学校教育研究会数学部・これからの統計教育講師依頼（数学教育講座　青山和裕）
・富山県統計教育研究会　夏期研修会講師依頼（数学教育講座　青山和裕）
・兵庫県統計教育セミナーへの講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・三重県算数・数学教育研究協議会への派遣（数学教育講座　飯島康之）
・連合教職大学院　実践研究福井ラウンドテーブルへの出席（心理講座　廣瀬幸市）
・川崎市立小学校外国語、国際教育研究会　講演会講師（日本語教育支援センター　菅原雅枝）

 地方(県外)教育センター等

地方(県外)教育委員会

地方(県外)行政機関

県外行政関連団体
（協会・連盟等）

愛知県内教育団体
（研究会・協議会等）

みよし市教育委員会

みよし市

高浜市教育委員会

知立市教育委員会

愛知県内行政関連団体
（協議会等）

愛知県内団体
（協会・連盟等）
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その他多数の講師派遣
研修会・講演会等への講師派遣依頼、各種委員委嘱 ・国土交通省中部地方整備局　岐阜国道自然共生アドバイザー会議委員委嘱（理科教育講座　島田知彦） R2年度～R3年度

・日本学術振興会　特別研究員等審査会委員等委嘱（理科教育　大鹿聖公・加藤淳太郎、養護教育　福田博美）
・日本学術振興会　科学研究費委員会専門委員委嘱（数学教育講座　植村英明、浅井暢宏、情報教育講座
梅田恭子）

R2.2.12～R3.11.30

・国立教育政策研究所　全国学力・学習状況調査問題作成委員会委員委嘱（数学教育講座　青山和裕）
・国立教育政策研究所　令和2年度教育課程研究指定校事業委員委嘱（音楽教育講座　新山王　政和）
・文部科学省総合教育政策局CSマイスターの委嘱（教育ガバナンス講座　風岡　治）
・文部科学省初等中等教育局　特別支援学校点字教科書の編集（特別支援教育講座　青柳まゆみ）
・教職員支援機構　教職員等中央研修への講師派遣（教育ガバナンス講座　風岡　治）
・日本気象学会中部支部　第22･23期役員の委嘱（理科教育　田口正和） Ｒ２．７．１～Ｒ４．６．３０
・国立特別支援教育総合研究所　免許法認定通信教育講師（特別支援教育講座　相羽大輔）
・大学改革支援・学位授与機構学位審査会専門委員委嘱（幼児教育講座　鈴木裕子）
・大学入試センター　問題作成分科会出席（数学教育講座　市延邦夫）
・初等中等教育局　総合的な学習指導資料の作成（生活科教育講座　西野雄一郎、加納誠司）
・初等中等教育局　福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想等を担う人材育成に関する事業審査委員の委嘱（理科教育講座
大鹿聖公）
・国立大学法人東海国立大学機構　社会教育主事講習（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　大村　惠）
・初等中等教育局　スーパーサイエンスハイスクール企画評価会議協力者委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）

・国立研究開発法人　スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会審査委員の委嘱（理科教育講座　渡邊幹夫）

研修会・講演会等への講師派遣依頼 ・一般財団法人理数教育研究所　算数・数学の自由研究審査委員委嘱（数学教育講座　青山和裕）

・一般社団法人　日本公認心理師養成機関連盟　研修会における講師派遣（心理講座　樋口亜瑞佐）
・公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団　視聴覚教育研究会への講師依頼（情報教育講座　松永豊、
梅田恭子）
・公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団　発達障がい理解講座への講師依頼（幼児教育講座　小川英彦）
・公益財団法人愛知県教育・視聴覚教育研修会への講師依頼（情報教育講座　松永豊、梅田恭子）
・特定非営利活動法人木づかいネットワーク　「木育活動支援・木育基本プログラムの作成」に関するワーキンググ
ループ委員の委嘱（技術教育講座　磯部征尊）
・日本遊戯療法学会　大会研究発表会の司会依頼（心理講座　樋口　亜瑞佐）
・社会福祉法人愛知県社会福祉協議会　福祉読本編集員会委員委嘱（生活科教育講座　中野真志）

その他　多数の講師派遣
筑波大学 学位論文審査委員会への委員委嘱 学位論文についての審査【審査件数1件】（幼児教育講座　鈴木裕子）

医教連携協定に関する共同事業 医療・医学と教育学の連携による教育・研究・地域社会への社会貢献
・食物アレルギーなどの子どもの健康課題等に対する共同研究
・地域連携フォーラムの共同開催（養護教育講座　岡本陽）
・地域を支える人材育成プラットフォーム形成支援事業　　ほか

放送大学 放送大学教材作成 2022年度開設科目の印刷教材・放送教材の作成協力
「福祉心理学」放送授業出演 「福祉心理学における移行支援」について（心理講座　樋口亜瑞佐）
大学院情報学研究科招へい教員 招へい教員委嘱（理科教育講座　戸谷義明）
キャリア教育研究センター研究員 研究員委嘱（教育ガバナンス講座　二井紀美子、中山弘之）
心の発達支援研究実践センター心理発達相談室指導員の委託 心理発達相談指導業務（心理講座　高橋靖子）

医療法人社団至空会 臨床心理士 法人の臨床心理業務委嘱（心理講座　鈴木伸子）

トヨタ車体　刈谷ふれ愛パークを利用した環境学習取組
トヨタ車体　刈谷ふれ愛パークを利用し、ビオトープの生物評価や地域の環境学習など、地域の方々との連携した取
組（理科教育講座　島田知彦、常木静河）

かがやけ☆あいちサスティナ研究所 かがやけ☆あいちサスティナ研究所への講師派遣（理科教育講座　常木静河）
日本文教出版㈱ 小学校図画工作科教科書編集委員の委嘱 小学校図画工作科教科書（令和6年度版）編集委員（美術教育　杉林英彦） 平成30年度～令和2年度
新興出版社啓林館 教科書編集委員 教科書編集委員委嘱（生活科教育講座　西野雄一郎）

教科書・教材資料執筆・編集協力 教科書・教材資料執筆・編集協力（技術教育講座　本多満正、磯部征尊）
編集委員 編集委員委嘱（家政教育講座　関根美貴）
教科書著者委嘱 教科書著者委嘱（生活科教育講座　中野真志）
小学校教科別研究会 小学校教科別研究会への出席（生活科教育講座　西野雄一郎）

滋賀大学教育学部 「せいかつ・そうごう」研究会 「令和新時代に目指す生活科・総合的な学習時間の創造」についての講演依頼（生活科教育講座　加納誠司）
名古屋芸術大学保育専門学
校

教育課程編成委員 委員委嘱（幼児教育講座　小川英彦）

プライムプラネットエナジー
＆ソリューションズ株式会社

新事業開発にかかる協力 ディスカッション協力（美術教育講座　井戸真伸）

㈱フルハシ環境総合研究所
高校生環境学習推進事業（あいちの未来クリエイト部）におけるアドバイザー依頼

事業全体にかかるアドバイザー業務、イベントでの講義・コメント・総括およびイベント終了後の打ち合わせでの助言
（理科教育講座　大鹿聖公）

ICT教育フェア ICT教育フェア 講演コーディネート、登壇、相談コーナーのアドバイザー（情報教育講座　梅田恭子、技術教育講座　磯部征尊）

行政機関(国)
独立行政法人等

トヨタ車体㈱

藤田医科大学

財団法人等

新興出版社啓林館

東京書籍㈱

名古屋大学
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江戸川区児童相談所 児童相談所職員研修 講師派遣（教育実践グループ　田中清美）
同志社大学

「社会福祉実習Ⅲ」へ講師派遣
「社会福祉現場で働く実践家との対話を通して、実践家との対話を通して実践家が直面する状況について」に関する
講義

岐阜聖徳学園大学短期大学部
「短期大学部第1回FD研修会」への講師派遣

論文査読者・論文投稿者の立場から、論文執筆のポイントとその苦しさ等についての講演（幼児教育講座　鈴木裕
子）

みずほ情報総研株式会社 児童養護施設等の高機能化、小規模かつ地域分散化に伴う子どもの状態像に即
した人材育成に関する調査研究業務

検討委員会及びワーキンググループへの委員委嘱（心理講座　樋口亜瑞佐）

一般入試問題作成、採点 協力（国語教育講座　奥田浩司）
追試験入試問題作成、採点 協力（国語教育講座　奥田浩司）

名古屋市立中央看護
専門学校


