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ちいきの大学をめざして 地域連携センター長　早瀬　和利

愛知教育大学は教員養成に特化した広域拠点型教員養成大学として、
広く社会と連携し、教育研究の成果を還元しながら社会の発展に貢献します。
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中日新聞社との相互連携協定 高校生を対象とした公開講座

　11月に、地域連携フォーラム2016「医教連携による子どもの健康課題への貢献－食物アレルギ－への対応－」を開催しまし
た。当日は、現職教員を中心に、教員志望の学生など多くの参加があり、現在の教育現場で大きな課題である食物アレルギ－へ
の対応について貴重な機会を提供することができたとともに、学校教育現場での緊急時のあり方を考えることの大切さを改め
て実感いたしました。
　さて、大学の使命として、研究・教育とともに社会貢献が求められており、本学は「教育の総合大学」として、教育に特化した社
会貢献を果たすように努めています。ICT教育、特別支援教育、アクティブラーニング、外国人児童生徒支援、いじめ不登校問題
等の教育現場が抱える現代的教育課題に、大学の人的資源を有効に活用して、これらの課題解決に向けての教育支援を進め
ていくつもりです。これからも、地域に貢献できる大学、地域とともに成長できる大学を目指していきますので、皆様の温かいご
支援とご協力を宜しくお願いします。

愛知県ユネスコスクール指導者交流会

http://www.aichi-edu.ac.jp



　平成28年12月14日（水）KKRホテル名古屋にお
いて、愛知教育大学・愛知県内教育委員会地域教育連
携推進協議会を開催しました。
　今回で15回目の開催となる同協議会には、愛知県
教育委員会荻原学習教育部長を始め11名の教育委
員会関係者と、白井理事（連携担当）始め12名の大学
教員の合計23名の委員が参加し、地域教育の連携推
進に関する協議を行いました。
　協議会では、愛知県総合教育センターと本学との
連携及び本学の地域連携事業について報告した後、
地域教育連携に関する当面の課題として、『大学・学
校・教育委員会とのコラボレーションの可能性』を
テーマに活発な意見交換が行われました。

　教育委員会との相互連携に関する協定に基づき、
連携協力に関して協議及び情報交換を行うことを目
的に開催しているもので、平成28年度は、名古屋市、
東三河5市、知多地区5市5町の教育委員会と連携推
進協議会を開催し、今後の連携や協力・支援について
協議を行いました。
主な協議内容は、以下のとおりです。
<名古屋市教育委員会>
　◇特別支援学校教諭免許状取得
　◇ICTの導入や活用について
　◇現職教員研修関係
<東三河5市教育委員会>
　◇共同開催事業（ミドルリーダー研修）
　◇各市個別支援事業への対応
<知多地区5市5町教育委員会>
　◇共同開催事業（教務主任研修）
　◇各市個別支援事業への対応

　平成28年7月30日（土）豊橋市教育会館（ライフ
ポートとよはし）第三研修室において、東三河5市教
育委員会との共同開催事業である「現職教員を対象
とした連携公開講座」を行いました。この講座は、平
成28年2月22日に締結した「本学と東三河5市教育
委員会の相互連携に関する協定」に基づき実施され
たもので、管内教育委員会の学校管理職や指導主事
を対象に、自主参加型の管理職研修として「学校マネ
ジメント」をテーマとした講座で、約30名の受講が
ありました。講義は、本学教職実践講座倉本哲男教授
により、1時間目は「リーダーシップ論」、2時間目は
「カリキュラムマネジメント」として、学校経営を行
う上での役割など、講師が実際に小学校教諭として
勤務していた頃の経験や、失敗談を紹介しながら講
義や演習が行われました。

 

県内教育委員会地域教育連携推進協議会

各市教育委員会との連携推進協議会

東三河5市教育委員会との共同開催事業
（教員対象の連携公開講座）

ちいきの大学

　本学は、教員養成大学に特化した教育の総合大学
として、高度化、実践力の育成、現職教員の再教育（学
び直し）を核に、広域拠点型の教員養成大学を目指し
ており、特に愛知県全体の教育委員会と強〈関わって
いきたいと考えています。

　平成28年度は10月14日に知多地区5市5町教育
委員会（半田、常滑、東海、大府、知多、阿久比、東浦、南
知多、美浜、武豊）と、12月22日には、北設楽地方教
育委員会（設楽、東栄、豊根）と相互連携に関する協定
を締結しました。子どもの健やかな成長や学生の実
践力向上、現代的教育課題への対応、教員及び学校運
営の資質向上等について相互連携を図ることを目的
に、教育委員会や学校現場で抱えている教育問題等
にも対応していきたいと考えています。

教育委員会と新たなる相互連携協定

教育委員会との連携



　平成28年11月5日（土）本学教育未来館3階多目
的ホールにおいて、「地域連携フォーラム2016」を
開催しました。
　本フォーラムは、地域貢献のあり方や地域連携活
動などをテーマに毎年開催しているものです。平成
28年度は、平成27年3月に連携協定を締結した藤
田保健衛生大学との共同主催で、「医教連携による子
どもの健康課題への貢献ー食物アレルギーへの対
応ー」をテーマとし、栄養教諭や養護教諭等の現職教
員を中心に、教員志望の学生や保護者など、県内外か
ら約100人の参加がありました。

　高校訪問授業は、高等学校と大学との連携の一つ
の形として、大学で実際に行われている講義・授業等
を身近に体験することで、高校生の大学に対する理
解を深め、進学意欲を高めるとともに、今後の学習意
欲を喚起することを目的に年間約30件の高校訪問
授業を実施しています。
　平成28年度は、愛知県内外の31校の高等学校へ
本学教員が出向き、約1,400名の高校生に大学の模
擬授業を体験していただきました。
高校訪問授業の実施や申込等については、本学HP
（下記URL）をご参照ください。
http:/www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/sham.html

　緊急時の対応として、参加者が実際に人形と練習
用注射器を用いて体験する実技なども行われ、参加
者からは「自校でのアレルギ一対応への体制づくり
の参考になった」「緊急時のイメージがわいた」など
の感想が聞かれました。

　平成28年12月16日（金）、名古屋市のウインクあ
いち（愛知県産業労働センター）で、本学と文部科学
省の主催により「愛知県ユネスコスクール指導者交
流会」を開催しました。本交流会は，文部科学省の「日
本／ユネスコパートナーシップ事業」で、本学が行
う、ユネスコスクール活動支援の一環として、愛知県
内の加盟校における情報共有および未加盟校に対す
る加盟へのきっかけづくり，またユネスコスクール
相互の交流を目的に開催しました。
　当日は、公益財団法人ユネスコ・アジア文化セン
ター教育協力部長の進藤由美氏から「未来に向けた
ユネスコスクールの活動」と題し講演をいただいた
後、小中高各2校のユネスコスコール加盟校の先生
から活動実践発表がありました。今回は、実践発表を
小学校・中学校・高等学校の分科会形式とし、3つの
会場に分かれて行いました。発表後の質疑応答では、
参加者から発表者に対し、活動内容の詳細やその活
動を推進していくうえで苦労している点など多くの
質問や意見交換などが活発に行われ予定していた時
間を超える分科会もありました。
　参加者からは「先進校の取り組みが大変参考になっ
た。」、「実践をもとにした意見交流ができ、活動推進の
きっかけとなった。」などの意見がありました。

地域連携フォーラム

高校訪問授業

愛知県ユネスコスクール指導者交流会

愛知教育大学 地域連携センター 広報誌

食物アレルギーの教育開発プログラムの概要とその効果
　　　＜家政教育講座　筒井 和美 准教授＞

附属名古屋小学校における食物アレルギー対応
　－学校全体で子どもの命を守る－
　　　＜附属名古屋小学校　祖父江 恵 栄養教諭＞

食物アレルギーによるアナフィラキシーショックの対応
　　－状況判断演習と実技トレーニング－
　　　＜藤田保健衛生大学　石原　慎 教授＞

研究発表

ワークショップ

ヒヤリハットから学ぶ事例検討
　　　＜養護教育講座　岡本　陽 准教授＞

地域連携センターの主な活動



ちいきの大学

　外国人児童生徒支援リソースルームでは、外国人児
童生徒支援に関する方々やボランティアに参加したい
という関心のある学生を対象に、様々な勉強会や研修
会を行っています。

　外国人児童生徒支援のボランティア活動から3つ
選んで報告します。
　一つ目は、知立東小学校で行っている「マスマス教
室」です。今年度から、形態を若干変えて、2年生に集
中して支援を行うターム、3年生に集中して支援を
行うタームという形をとることになりました。毎週
うかがうことで、子どもたちの変化が目に見えると
いう利点があり、次年度以降の活動の参考にしよう
と考えています。
　二つ目は、双峰小学校における放課後日本語教室
です。この知立東小学校と双峰小学校での活動は、子
どもたちと接する活動はもちろんですが、活動後に、
小学校の先生方との意見交換会、指導をしていただ
く時聞が非常に有意義だと参加学生から声が届いて
いる活動です。ぜひ今後もこの形を継続していきた
いと考えています。

　平成28年10月19日（水）には、本学幼児教育選修
の学生を中心に、将来外国人児童生徒と関わる可能
性が高いとされている教員や保育士志望の学生、ま
た、外国人児童生徒支援に関心のある学生を対象に、
「日本語で説明する力を育てる保育」というテーマで
勉強会を開催しました。

　平成28年11月9日（水）には、本学と提携してい
る刈谷市、豊田市、知立市、豊明市の先生方や、本学の
学生を対象に、「特別の教育課程」としての日本語指
導で、「書くこと」をテーマに、講義や指導方法など実
践形式のグループワークで、活発な意見交換が行わ
れました。

　平成28年12月17日（土）、本学第五会議室におい
て、恒例となっている外国人児童生徒支援リソース
ルームの講演会を開催しました。HATOプロジェク
トの活動の一つです。第一部では、講師に、静岡文化
芸術大学の池上重弘先生をお招きし、「第二世代の若
者たちがつなぐ21世紀の多文化共生社会」というお
話を、静岡文化芸術大学での取り組みを中心にお話
しいただきました。

　第二部では、静岡文化芸術大学2年生のミウラサ
ユりさんをお招きし、「あきらめないことの大切さ」
というテーマで、ご自身の経済的な理由による不就
学の経験や、不就学時に受けたサポート、大学進学か
ら今日までを振り返ってのお話を聞かせていただき
ました。池上先生も要所要所で事実を確認しつつ解
説を加えてくださったので、非常にわかりやすい講
演会となりました。会場からの質問も活発で現場の
先生方からも高く評価していただけた講演会でし
た。

 

学生のボランティア活動

HATOプロジェクト講演会
「世代をまたぐ支援の可能性と方向」

外国人児童生徒支援研修会

外国人児童生徒支援



　三つ目は、土曜日親子日本語教室です。リーマン
ショック以降、学習者が減り、当時の教室では、学習
者がゼロという日もありました。学生の熱心な広報
活動、授業への取り組みから、平成28年度には学習
者が増加し始めました。参加する学生の確保が課題
となっている活動ですが、今後もいい形で継続でき
ればと考えています。広報活動にご協力をお願いい
たします。

　本学は近隣四市に対して、外国人児童生徒の支援
活動をしています。
　派遣に必要な経費を頂き、学生の学びの場として
も子どもたちの学習支援の場としても現場の先生方
と協力して活動を進めています。

　外国人児童生徒支援リソースルームでは、幼保調
査として、日本語を母語としない子供たちに、日本の
ことばや文字に触れる機会を積極的に提供したり、
子どもたちの語彙や文字に関する調査を行っていま
す。調査報告は、学会や研修会で還元しています。
　ご好評いただいている五言語による『幼保ガイド
ブック』、『小学校ガイドブック』に続き、『中学校ガイ
ドブック』の準備を始めました。より良いものにして
いくために、現場の先生方の声をいただいていると
とろです。ご期待ください。

ご  　い

幼保調査・教材開発

愛知教育大学 地域連携センター 広報誌

名称

12 110

14 94

28 426

マスマス教室

（知立市立知立東小学校）

放課後日本語教室

（豊明市立双峰小学校）

土曜親子日本語教室

ボランティア学生
派遣のべ人数

集団支援

16 48

10 13

3 12

2 19

個別支援

学校数

（小中学校等）

ボランティア

学生派遣数

刈谷市

豊田市

知立市

豊明市

平成28年度ボ度ボランティア学生派遣状況
（29.1.31現在）

年間回数



ちいきの大学

　平成29年2月1日（水）本学第三会議室において、
中日新聞社と相互連携に関する協定を締結しました。
　中日新聞社とは、平成18年4月に市民参画型教員
養成事業「愛知教育大学新聞講座」として、授業連携に
関する覚書を取り交わして、連携授業や施設見学・体
験等を通して、マスコミ等について広く学修する事業
を実施してきました。近年若者の活字離れが進む中、
本学においてもNIE「教育に新聞を」を活用した授業
の展開等、NIEの推進を行ってきており、授業連携だ
けではなく、NIEの推進や学生の企業体験活動、中日
新聞社による寄附講座など、両者の社会貢献による発
展と教育研究の充実のために、相互連携協定を締結す
ることになりました。

　中部電力からの2016年度委託事業として、前年
度に作成した『「電気」 「エネルギー」をテーマとする
授業のための図解集』の活用事例の開発を行いまし
た。大学教員、小・中学校現職教員、中部電力社員によ
るプロジェクトチームを発足させ、各教科における
図解集や出前教室を効果的に活用した学習指導案を
検討し、11月24日と12月7日には小学校において
研究授業を行いました。完成した『活用事例』には30
以上の指導案が掲載されており、新学習指導要領で
掲げられている「社会に開かれた教育課程」に寄与で
きる内容になっています。『図解集』および完成した
『活用事例』は、今後、中部電力のホームベージ等で公
開する予定です。

中部電力と連携したエネルギー教育の推進

中日新聞社との相互連携協定

　豊田市足助町で猪による獣害問題に立ち向かい、
駆除され廃棄される猪を山の資源として活用し、地域
経済の活性化を図りつつ里山保全を実現しようとす
る目的で、6次産業として設立された（株）山恵の活動
と連携する形で、本学の西尾圭一郎講師を代表とした
経済学のゼミ学生15名が、里山の保全に関する調査
活動を行いました。また、同時期に豊田市稲武地区に
ある「道の駅（どんぐりの里いなぶ）」で開催された「ジ
ビエ・グルメ・グランプリ2016」 への出店協力など
も行い、里山保全活動への連携協力を行いました。
　なお、この取り組みは「AUEチャレンジプログラム」
の一環としても行われており、地域と協力しながら主
体的に地域の問題に向き合う重要性を学び、かつ、実
感することのできる貴重な学習の機会ともなりまし
た。

足助町の里山保全活動

　本学の学生や教員が、近隣企業と連携しながら環
境教育への取組を行っています。
　この取組は、刈谷市内にあるトヨタ車体(株)と連携
し、敷地内にあるビオトープを活用し、近隣小中学校
等のＥＳＤ活動支援を行っています。
　また、刈谷市内で記録紙等の印刷・製造・販売を行っ
ている小林クリエイト(株)と連携し、製造工程で発生
する端材や廃材、ロール紙等の巻芯や梱包材など利用
した環境教育として、本学の『科学・ものづくりフェス
タ＠愛教大』へ出展していただき、端材や廃材を利用
したアート作品づくりを多くの子供たちが楽しみな
がら環境教育を学んでいました。
　今後も環境教育を通じて、企業との連携を深めてい
きたいと思います。

企業との連携による環境教育への取組

企業連携



　平成28年度は、ハンドボール教室（2回）、ものづ
くり教室（2回）、おもしろ科学実験教室、調理教室の
計6回教室を行いました。
　参加者からはとても好評で、今後も地域活性と生
涯学習の推進に協力していきたいと思います。

　平成28年7月26日（火）・27日（水）本学演習棟に
て、高校生対象の公開講座「数の不思議」を開催し、本
学附属高等学校および県立豊橋東高等学校の生徒あ
わせて37名が夏休みを利用して受講しました。
　本学では「数学に興味のある高校生」を対象に毎年
公開講座を開催しており、平成28年度は「小さな頃
から自然に親しんできた整数に潜む深い理論につい
て学ぶ」をテーマに講義が行われました。一日目は、数
や素数の性質について具体例に触れながら講義形式
で学び、二日目は実際に折り紙を折る作業をとおし
て「折り紙で折ることのできる数」について、手と頭を
使って考えました。生徒をはじめ引率の先生方も夢
中になって折り紙を手に考える姿が印象的でした。

　生徒からは「数の関係性やつながりがわかった時
にワクワクした。」、「折り紙を使っていろいろな図を
折る作業が新鮮で楽しかった。」、「あっという間と感
じるほど楽しかった。また来年も受講したい。」など
の感想が寄せられました。本学志望の生徒も多数受
講しており、ひと足早く愛教大生の気分を味わうこ
とのできる貴重な体験となりました。

　近隣市との包括協定や、教育委員会との「学校教育
及び生涯学習を中心とした諸活動の連携に関する覚
書」により、締結各市との連携公開講座を開設してい
ます。これは、生涯学習の推進と学習機会の充実を目
的に、一般向け公開講座のうち、連携公開講座とし
て、刈谷市、知立市、豊明市、安城市、碧南市、高浜市、
みよし市、名古屋市において開設しているもので、平
成28年度は全52講座のうち、一般向け講座として
29講座を開設し、その中で16講座を連携講座とし
て開設しました。参加者からは、「わかりやすい内容
であった」「学習する機会が持て今後も受講したい」
などの声が多く寄せられました。
　平成29年度の開設講座は、裏面の公開講座・講習
開設一覧をご覧ください。

締結各市との連携公開講座

高校生を対象とした公開講座

　この事業は、スポーツやものづくりを通して、親子の
ふれあいを育んでもらいながら、生涯学習の推進のた
め、刈谷市北部生涯学習センターが実施しているもの
で、本学は、平成24年度から親子体験教室として企画
運営に協力を行っています。

親子体験教室

愛知教育大学 地域連携センター 広報誌

地域貢献

　四者協定（刈谷市、刈谷駅前商店街振興組合、刈谷
市商工会議所、本学）の一環として、刈谷駅北口駅前
広場に、本学の現代学芸課程造形文化コースおよび教
員養成課程美術科の学生の作品が展示されました。

　期間は昨年4月～9月、同年10月～今年3月の2期
間で、それぞれ4名ずつ、計8名の作品が展示されまし
た。展示作品はブロンズや木で造られた立体作品で、
動物や果実などの具象だけでなく、概念を具現化した
抽象などバリエーションに富む展示となり駅前に彩
りを添えました。
　また、刈谷市・かりや夢ファンド採択事業「歴史児童
文学『於大物語』制作」にあたり、挿絵を本学学生が担
当しました。このような活動は、世代を超えて地域で
つながる学びの可能性を感じさせるものでした。

　

刈谷駅前商店街との連携



平成29年度愛知教育⼤学公開講座･講習　開設⼀覧
対象 種別 区分 受講料

7/1･8･15･29 14:00〜15:30 2,400円
7/15、8/26 13:30〜15:00 1,200円
8/21・28 13:30〜15:00 1,200円

8/23 10:30〜16:30 2,000円
7/1 9:30〜14:30 1,600円

9/30、10/7･14･21 14:00〜15:30 2,400円
7/25･26 13:00〜15:30 無料

8/2 13:00〜17:00 無料
8/5 10:00〜12:00 無料
8/26 10:00〜16:00 無料
7/29 9:00〜12:00 無料
9/30 13:30~15:00 無料

名古屋市 6/3･10 14:00〜15:30 無料

⼤府市 9/2 13:20〜14:50 320円
6/10 10:00〜11:30 300円
6/24 10:00〜11:30 300円

10/15・29、11/12 10:00〜11:30 900円
11/11 10:00〜11:30 300円
7/9 10:00〜11:30 300円
7/15 10:00〜11:30 300円
8/22 14:00〜15:30 300円

10/28 10:00〜11:30 300円

7/29 10:00〜11:30
13:00〜14:30 600円

9/16 13:30〜15:00 300円
6/24 13:30〜15:00 300円
9/30 13:30〜15:30 300円

⾼浜市 9/30 10:00〜11:30 300円
9/8 10:00〜11:30 300円
12/2 13:30〜15:00 300円
7/15 13:00〜16:00 1,200円
8/5 13:20〜16:30 1,200円
8/5 13:30〜16:30 1,200円
8/6 14:00〜15:30 800円

漫画で分かる！学級⼒のススメ　基礎編 7/8 9:00〜12:00 1,200円
漫画で分かる！学級⼒のススメ　活⽤編 8/7 9:00〜12:00 1,200円
問題解決的な学習の作り⽅と板書指導のコツ 8/21 9:00〜10:30 800円
漫画で分かる！学級⼒のススメ　基礎編 1/7 9:00〜12:00 1,200円

8/5 10:00〜15:00 1,600円

8/9 13:20〜16:30 1,200円
東三河地区 7/29 13:00〜16:30 無料
知多地区 7/28 午後 無料

6/10・11 9:10〜16:30 5,000円
7/1･2 9:10〜16:30

7/29･30 9:10〜16:30
8/26･27 9:10〜16:30
10/7･8 9:10〜16:30

10/14･15 9:10〜16:30
10/21･22 9:10〜16:30
11/18･19 9:10〜16:30
12/9･10 9:10〜16:30

8/4〜8/7 9:10〜17:15
（8/7は11:25まで）

無料無料

＊詳細は本学ホームページ（http://www.aichi-edu.ac.jp/）にてご確認ください。

講座名

⻄洋美術　－絵画の⾒⽅－

知⽴市

豊明市

開催⽇時

親⼦で学ぼう！　
「⾳・⾊・形によるアートな遊びを通した学び」、　「楽器で会話してみよう」

国際⽐較でみた⽇本の⼦育て・⼦育ち　－どのような選択肢があるのか？－(託児あり）
夏休みの⼯作　－ガラス⼯芸で変装ミラーを作ろう－
イタリア、⽇本歌曲の歌い⽅の基礎を学ぶ
⽇本語教育の世界を⾒てみよう
⾼分⼦の化学

運⽤⼒を⾝につけるための⽇本語教育⼊⾨
数学の散歩道

本居宣⻑から学ぶ「やまと⼼」
⽇本語教育を考える
1DAY ドイツ語講座

教
員
対
象
の
公
開
講
座 免

許
法
認
定
公
開
講
座

⼦どもが「伸びる」ための⼦育てのポイント
国際⽐較でみた⽇本の⼦育て・⼦育ち　－どのような選択肢があるのか？－(託児あり）

ことばの学び⽅、教え⽅　－⽇本語教育からの提案－
⾷⽣活と健康について考えよう
かな書道⼊⾨　－好きな⾔葉を⾊紙に書く－
指揮法⼊⾨
無線LANの基礎

松本清張から⾒る⺠俗学　－あなたの知らない⺠俗学の世界についてお話しします－

講
習 〈夏季〉8/5〜8/31(予定）

〈冬期〉12/16〜12/24(予定）

8⽉中(予定）

安城市

碧南市

みよし市

⼀
般
対
象
の
公
開
講
座

カルチャー
コース

アカデミック
コース

⾼校⽣
コース

⼩中学⽣・⼦育て
⽀援コース

連
携
公
開
講
座

刈⾕市

特別⽀援教育基礎論A
視覚障害者教育課程・指導法概論A
知的障害者教育総論A

ソーシャルワーカーを知ろう
ペン画にチャレンジ　－お菓⼦のスケッチ－

先⽣のための発達障害-再現ドラマ⾵-
英語教育に役⽴つ第⼆⾔語習得論⼊⾨
学校におけるセクシュアルマイノリティ（LGBT）のキャリア教育⽀援
プログラミング⼊⾨　－算数との関わりを中⼼に－
環境科学と⽇常⽣活の関わり
⼦どものキャリアをどう⽀援する？　－家庭で取り組むキャリア教育－
⾝近な植物から⾃然遺産を発掘する

こんなに違う!?ドイツの⼦育て・ドイツの学校
空気環境と私たちの健康を考える

⻑〜い時間スケールで⾒る地球，⽣命，地球環境

先端科学技術と⽇常⽣活の関わり

教務主任研修
スクールリーダー研修　－学校マネジメント－

「学級⼒と授業⼒アップ講座」

「チームとしての学校」における教育⽀援専⾨職理解促進講座
－カウンセラー・ソーシャルワーカーとの連携－
アクティブ・ラーニングに対応したタブレット活⽤授業⼊⾨

保健医科学演習Ⅰ

LD等教育総論A
知的障害者教育総論Ⅰ
視覚障害者⼼理・⽣理・病理概論A
聴覚障害者⼼理・⽣理・病理概論A
重複障害者教育総論A
病弱者教育総論A
聴覚障害者教育課程・指導法概論A
肢体不⾃由者教育総論A

12/16･17 9:10〜16:30
1/6・7 9:10〜16:30

無料

5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円

10,000円

5,000円

専⾨性向上講座

シリーズ講座

特別⽀援
⼀種・⼆種

共 同
開 催
事 業

養護専修

⼤
学
主
催
公
開
講
座

学校図書館司書教諭講習

⼩学校英語の教科化に向けた免許法認定講習(中学校教諭⼆種）
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