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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　上田崇仁、外国人児童生徒支援リソースルーム）

(刈谷市総合文化センター)
連携公開講座　４講座

・「不登校の支援（発達障害を抱える子どもも含む）を考える」（教育臨床学講座　原田宗忠）
・「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落の現状と保全」（理科教育講座　渡邊幹男）
・「子育て・子育ちの「現在」を考える　－ジェンダーとネットワークの視点から－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家政教育講座　山根真理）
・「ソーシャルワーカーを知ろう」（障害児教育講座　岩満賢次）

その他　イベント出展協力、講師派遣等
・刈谷市総合文化センター「生涯学習フェスティバル」ものづくり教室（美術教育講座　樋口一成）
・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）
・発達障害外国人への学習支援（障害児教育講座　都築繁幸）　　　　　　ほか

(刈谷市南部生涯学習センター)
「ものづくり体験教室委託事業」１講座（６回）

小学生を対象としたものづくり体験教室の開催
（美術教育講座　樋口一成）

(刈谷市北部生涯学習センター)
「親子体験教室受託事業」２講座（6回）

小学生（親子）を対象とした親子体験教室の開催
（保健体育講座　山下純平、美術教育講座　樋口一成、
　　　　　　　　　　　　理科教育講座　岩山　勉、技術教育講座　清水秀己）

ハーモニーカレッジ事業
「平成27年度子育てカレッジ」（全８回）

育児中の女性を対象にした「子育てカレッジ」講座の講演（５回）　（家政教育講座　山根真理）

「刈谷産業まつり2015」出展協力

子ども向けワークショップ『たのしいものづくり教室』の開催
（技術教育講座　清水秀己、北村一浩、磯部征尊）
　・「自分だけの永久磁石をつくろう」
　・「金属を溶かしてキーホルダーをつくろう」
　・「フルフル発電機をつくろう」
　・「形状記憶合金で熱エンジンをつくろう」

刈谷市内における生き物（植物）調査
刈谷市内における生き物の生態実態を把握し、生物多様性の保全を図るための、生き物（植物）調査
（理科教育講座　渡辺幹男）

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（障害児教育講座　吉岡恒生）

子育て支援事業 子育て支援事業「子育て講座」の講師派遣（養護教育講座　藤井千惠）

情報公開・個人情報保護審査会委員 刈谷市における情報公開・個人情報保護審査会委員（学長　後藤ひとみ）
平成27年度
　　～平成29年度

総合評価審査委員会委員 刈谷市における総合評価審査委員会委員（障害児教育講座　都築繁幸）
平成27年度
　　～平成28年度

刈谷市教育委員会

平成２７年度　地域との連携事業一覧　（地域連携センター担当分）

刈谷市
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連携依頼先 事　業　名 内　　容 備　考

行政評価推進事業 刈谷市行政評価委員会委員（障害児教育　都築繁幸）
平成27年度
　　～平成28年度

自治基本条例検証委員会委員 刈谷市条例検証委員会委員（学校教育講座　生嶌亜樹子）

共存・協働のまちづくり推進委員会委員 刈谷市にける共存・協働のまちづくり推進委員会委員（学校教育講座　大村惠）
平成27年度
　　～平成28年度

男女共同参画推進懇話会委員委員
「第２次男女共同参画プラン」の推進を図るために設置している「刈谷市男女共同参画推進懇話会」委
員（家政教育講座　山根真理）

平成27年度
　　～平成28年度

職員研修における講師派遣 刈谷市全職員を対象とした男女共同参画意識の啓発目的とした研修（家政教育講座　山根真理）

西池等水質浄化事業 地域交流と水質浄化を目的に西池等の池もみを実施（理科教育講座 渡邊幹男）

井ヶ谷町（刈谷市） 牛池水質浄化事業
地域交流と水質浄化を目的に、刈谷市・井ヶ谷町内会・大学が連携し、牛池の池もみを実施（理科教育
講座　渡邊幹男）

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　上田崇仁、外国人児童生徒支援リソースルーム）

連携公開講座　２講座
・「明治を知ろう　－全国の方言と標準語の確立－」（理事　中田敏夫）
・「ユダヤ人の歴史と思想」（社会科教育講座　黒川知文）

スポーツ教室講師派遣
・未就学児・小学低学年向け体力づくり教室（全10回）（保健体育講座　山下純平）
・小中学生を対象としたダンス教室（全10回）（保健体育講座　成瀬麻美）

夏休みフレンドスクール（小学生対象）講師派遣 小学生を対象としたワークショップの開催（美術教育講座　樋口一成）

知立市生涯学習講座「高齢者教室」
高齢者を対象とした講座
「地域の歴史・文化について「民俗学」してみよう」（地域社会システム教育講座　野地恒有）
「役に立つ医学・健康情報の集め方」（養護教育講座　古田真司）

「生涯学習推進講座」様々な歴史、異文化に触れてみよう　6講座

歴史・異文化をテーマとしたシリーズ講座
　・「江戸の恋愛奇談」（国語教育講座　有働裕）
　・「移民の国ブラジルを知る」（外国語教育講座　二井紀美子）
　・「幕末志士の読書会」（社会科教育講座　前田勉）
　・「ジャズの誕生」（外国語教育講座　尾崎俊介）
　・「桶狭間の戦い後の西三河」（社会科教育講座　松島周一）
　・「琳脈」（美術教育講座　安田篤生）

「知を立てる講座」 「知立市史、三河史について」4回講座（社会科教育　西宮秀紀）

知立市スポーツ推進審議会委員 知立市におけるスポーツ推進審議会委員（保健体育講座　森勇示）

知立市教育委員会

知立市
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連携依頼先 事　業　名 内　　容 備　考

知立市環境審議会委員 知立市における環境審議会委員（理科教育講座　島田知彦）
平成27年度
　　～平成28年度

メンタルヘルス相談員 知立市職員を対象としたメンタルヘルス相談員（養護教育講座　五十嵐哲也）

未就学児・小学低学年向け体力づくり教室
未就学児及び小学低学年とその保護者を対象とした「体力向上」を目的とした教室（10回講座）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保健体育講座　山下純平）

小中学生を対象としたダンス教室 小中学生を対象としたダンス教室（10回講座）　（保健体育講座　成瀬麻美）

豊田市教育委員会 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　上田崇仁、外国人児童生徒支援リソースルーム）

共催公開講座　1講座（２回講座） 「日本語教育を考えよう」（日本語教育講座　上田　崇仁）

内閣府「子ども・若者支援地域設置促進事業」における講演事業 困難を抱える若者の現状と自律支援についての講演（教職実践講座　川北　稔）

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　上田崇仁、外国人児童生徒支援リソースルーム）

連携公開講座　２講座
・「豊明市における湧水湿地の現状と保全」（理科教育講座　渡邊幹男）
・「余暇と生きがい」（保健体育講座　石川　恭）

第32回 全国都市緑化あいちフェア（サテライト会場）への協力 「花の街とよあけの現状と未来について」の講演（理科教育講座　渡邊幹男）

第5次総合計画表紙等デザイン二次選考会審査委員 第5次総合計画の冊子の表紙及び挿絵のデザインの二次選考会審査委員（美術教育講座　富山邦夫）

高浜市教育委員会 連携公開講座　１講座 「待つこと、聞くこと、問いかけること」（学校教育講座　子安　潤）

碧南市教育委員会 連携公開講座　２講座
・「地域の歴史・文化について「民俗学」してみよう」（地域社会システム講座　野地恒有）
・「お父さんの子育てと子ども・家族の変化」（学校教育講座　尾形和男）

安城市教員派遣研究生の指導教員受嘱
安城市教員派遣研究生（６名）への指導・助言
（生活科教育講座　中野真志、養護教育講座　山田洋平、外国語教育講座　高橋美由紀、
地域社会システム講座　岩崎公弥、伊藤貴啓、数学教育講座　青山和裕）

第３次安城市生涯学習推進計画における策定アドバイザー 第３次安城市生涯学習推進計画策定委員会へアドバイザーとして参加（学校教育講座　大村　惠）

連携公開講座　２講座
・「平城京の歩き方」（社会科教育講座　西宮秀紀）
・「特命全権大使のみたオランダの現在」（地域社会システム講座　伊藤貴啓）

学校給食協会評議員委嘱 安城市内の学校給食協会評議員（家政教育講座　板倉厚一）
平成27年度
　～平成31年度

豊明市教育委員会

豊田市

豊明市

安城市教育委員会
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指導講話 「海外でのＩＣＴ視察のポイントについて」（情報教育講座　江島徹郎　梅田恭子）

安城市小中学校教員研修 日本語教育担当教員研修

教員派遣研究生指導 安城市内教員派遣研究生の研究指導（6名）

教員研修海外派遣事業に関する指導 教員研修海外派遣事業に関する指導・助言（情報教育講座　江島徹郎　梅田恭子）

さわやかロゴマーク審査員 応募されたさわやかロゴマークの審査員（美術教育講座　永江智尚）

「やさしい日本語」研修 安城市職員を対象とした外国人住民とのコミュニケーション能力向上のための研修

連携公開講座　２講座
・「先端科学技術と日常生活の関わり」（理科教育講座　岩山　勉）
・「長～い時間スケールで見る地球、生命、地球環境」（理科教育講座　星　博幸）

みよし市教育基本計画策定委員会委員 みよし市における教育基本計画策定委員（学校教育講座　大村惠、教職実践講座　鈴木健二）
平成26年度
　～平成27年度

みよし市いじめ問題対策委員会委員 みよし市におけるいじめ問題対策委員会委員（学校教育講座　黒川雅幸）
平成27年度
　～平成28年度

みよし市いじめ問題調査委員会委員 みよし市におけるいじめ問題調査委員会委員（障害児教育講座　都築繁幸）
平成27年度
　～平成28年度

みよし市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（保健体育講座　春日則克）
平成26年度
　～平成27年度

みよし市文化協会
「第21回みよし美術展」審査委員の派遣

「第21回みよし美術展」出展作品の審査（美術教育講座　松本昭彦）

みよし市悠学カレッジ運営委員会委員 みよし悠学カレッジ運営委員会委員（家政教育講座　関根美貴）
平成26年度
　～平成27年度

みよし市まち・ひと・しごと創生会議委員 みよし市におけるまち・ひと・しごと創生会議委員（学校教育講座　大村惠）

連携公開講座「親子で学ぼう！」（3回）

小学生とその親を対象とした講座の開催
『親子で学ぼう！』
　・「ダンスでコミュニケーション」（保健体育講座　成瀬麻美）
　・「タンポポからわかる生物多様性～タンポポすごろくをつかって生物多様性を学ぶ～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理科教育講座　渡邊幹男）
　・「ことばを学ぶポイント～日本語教育の視点から～」（日本語教育講座　上田崇仁）

子供の体力向上コンソーシアム事業 地域を活用した学校丸ごとの子供の体力向上推進事業（保健体育講座　鈴木一成）

安城市教育センター

みよし市教育委員会

みよし市

安城市

名古屋市教育委員会
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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）

連携推進協議会 相互連携に関する協定に関しての協議及び情報交換

「平成27年度 全国学力・学習状況調査報告書」の監修
「平成27年度 全国学力・学習状況調査報告書」の監修
（生活科教育講座　野田敦敬、国語教育講座　丹藤博文、数学教育講座　山田篤史）

コンピュータ講座
名古屋市立学校教員を対象としたコンピュータ講座（2日）
　・「Ⅳ-ａ：はじめてのWord」（情報教育講座　斎藤ひとみ）

10年経験者研修
名古屋市内の現職教員を対象とした研修における講師派遣（見込人数：330名）
　・発達障害の可能性のある子どもの理解と支援（教育臨床学講座　原田宗忠）

ＩＣＴを活用した教育推進自治体応援事業推進会議
名古屋市が実施するＩＣＴを活用した教育推進自治体応援事業を推進するための会議（情報教育　江島
徹郎）

名古屋市 子どものまちサミット企画委員会委員 名古屋市における子どものまちサミット企画委員会委員（学校教育講座　大村惠）
平成26年度
　～平成27年度

一宮市教育委員会 保護者向け講座「お母さんの勉強教室」 小中学生の子どもを持つ保護者対象講座講師派遣（学校教育講座 高綱睦美）

日進市 環境まちづくり評価委員会委員 日進市における環境まちづくり評価委員会（理科教育講座　島田知彦）
平成27年度
　～平成28年度

豊橋市 市民向け講座「村上春樹の小説と音楽」 一般の方を対象とした講座の開催（国語教育講座　水川敬章）

あいち理数教育推進事業「知の探究講座」

高校生を対象とした理数教育講座の開催
『生物多様性と地球と宇宙の探究』
　・「タンポポのDNA鑑定からわかる生物多様性と系統」（理科教育講座　渡邊幹男）
　・「天体望遠鏡で見る活動する太陽」（理科教育講座　政田洋平）
　・「身のまわりの大地の成り立ちを探る」（理科教育講座　星博幸）
　・その他、「池もみ」への参加による外来種の生育確認　ほか

あいちの大学『学び』フォーラム2015
愛知県内の高等学校及び特別支援学校高等部に在籍する生徒を対象とした講座
「人の学びをのぞいてみよう！～覚える・理解する仕組み～」（情報教育講座　梅田恭子）

子供の体力向上コンソーシアム事業 地域を活用した学校丸ごとの子供の体力向上推進事業（保健体育講座　森　勇示）

体育スポーツ実践講座 運動量を確保する実践授業のあり方（保健体育講座　森　勇示）

愛知県内教育委員会地域教育連携推進協議会 地域教育のあり方や内容・方法等に関しての協議及び情報交換

第三次愛知県教育振興基本計画検討会議委員 第三次愛知県教育振興基本計画検討会議委員（理事　白井正康）

愛知県教育委員会

名古屋市教育センター
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愛知県総合教育センター 10年経験者研修　ほか

愛知県内の現職教員を対象とした研修における講師派遣（延べ人数）
　・小中学校・特別支援学校等初任者研修　3名
　・小中学校10年経験者研修　25名
　・高等学校10年経験者研修　10名
　・特別支援学校10年経験者研修　2名
　・課題研修　2名
　・専門研修　14名
　・その他　1名　　　　　　　　　　　　　　　　延べ　57名

生涯学習地域連携講座（知多市） 「松本清張から見る民俗学　～「或る小倉日記伝」を読む～」（地域社会システム講座　野地恒有）

生涯学習地域連携講座（碧南市） 「発達障害の理解と支援」（障害児教育講座　飯塚一裕）

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登録

第32回全国都市緑化あいちフェア参加 「花と緑の体験催事」に係る出展（理科教育講座　加藤淳太郎）

愛知県環境教育等推進協議会 愛知県環境学習等行動計画の実施に関わる連絡調整及び推進（理科教育講座　大鹿聖公）

県内外高等学校 高校訪問授業 高校生を対象とした授業の実施（31件実施）

愛知県内小・中・高等学校
及び幼稚園等

学校教育支援データベースによる地域貢献 各種講師派遣依頼

刈谷駅前商店街振興組合 刈谷市中心市街地活性化事業

・刈谷市中心市街地活性化のための四者協定連絡会
・訪問科学実験の実施
・刈谷駅前美術展示作品の提供
・子ども向けワークショップ「金属でプレートを作ってみよう」
・クリスマスコンサート（学生サークル）
・ものづくり教室　　　　　など

藤田保健衛生大学 医教連携に関する協定
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
・発達障害に関する教職員育成プログラム開発事業
・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

トヨタ車体㈱ 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）

エヌ・ティ・ティラーニング
システムズ㈱

ＩＣＴ教育における共同研究等の実施に関する協定 ＩＣＴ教育を活用した教育実践力を高めるための共同研究

中部電力㈱ 小中学校教員向け「電気事業に関する授業実施のための図解集」の作成
小中学校教員向けの「電気事業に関する授業実施のための図解集」の作成（社会科教育講座　土屋武
志、学校教育講座　京免徹雄、美術教育講座　磯部洋司、技術教育講座　本多満正　ほか）

中日新聞（株）
次世代教育「ＮＩＥの新たなカリキュラム開発」および「補助教材等作成」プ
ロジェクト

「ＮＩＥの新たなカリキュラム開発」及び「補助教材等作成」により次世代教育としての新聞活用プログラム
を提案する。（土屋武志、富山邦夫、江島徹郎、梅田恭子、倉本哲男ほか、非常勤講師２名）

愛知県

愛知県生涯学習推進セン
ター
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日本青年会議所
日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会　第４８回愛知ブロック大会
審査員

日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会か開催する第４８回愛知ブロック大会の審査員及びプレ
ゼンター（学長　後藤ひとみ）


