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

(刈谷市総合文化センター)
連携公開講座　４講座

・「子どもが「伸びる」ための子育てのポイント」（生活科教育講座　加納誠司）
・「1DAY ドイツ語講座」（教育ガバナンス講座　納谷昌宏）
・「日本語教育を考える」（日本語教育講座　上田崇仁）
・「本居宣長から学ぶ「やまと心」」（社会科教育講座　前田勉）

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）

子供相談センター「スクルアップ研修会」 子供相談センター「スクルアップ研修会」への講師派遣（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

(刈谷市北部生涯学習センター)
「親子体験教室受託事業」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、理科教育講座　岩山　勉、技術教育講座　北村一浩、磯部征尊
　　美術教育講座　松本昭彦）

理数大好き推進協議会 刈谷市理数大好き推進協議会委員委嘱（理科教育講座　岩山　勉）

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）

保育園職員の資質向上のための研修会 刈谷市内の保育園職員の資質向上のための研修会への講師派遣（美術教育講座　竹井　史）

絵画研修会 刈谷市内の現職教員を対象とした絵画研修会への講師派遣（美術教育講座　竹井　史）

公私立保育園主任研修 刈谷市内の公私立保育園主任研修への講師派遣（美術教育講座　竹井　史）

介護相談員研修 介護相談員研修「介護保険を取り巻く状況について」への講師派遣（福祉講座　岩満賢次）

職員人事研修 人事研修「障害者差別解消法について」への講師派遣（特別支援教育講座　青柳まゆみ）

「刈谷産業まつり2017」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」

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　吉岡恒生）

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）
・子育て講座「きょうだい仲良く育つコツ」の講師派遣（特別支援教育講座　恒次欽也）

自然環境基礎調査事業 植物（主に外来種）生息状況調査及び遺伝子解析、市民講座への講師派遣等（理科教育講座　渡邊幹男）

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委嘱（学長　後藤ひとみ）
平成27年度
　　～平成29年度

行政不服審査会委員 刈谷市における行政不服審査会委員委嘱（理事　中田敏夫）
平成28年度
　　～平成30年度

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　稲毛正彦）
平成28年度
　　～平成29年度

平 成 29 年 度 地 域 と の 連 携 事 業 一 覧

刈谷市教育委員会

刈谷市
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子ども・子育て会議 刈谷市の子ども・子育て会議へのアドバイザー派遣（家政教育講座　山根真理）

行政評価推進事業会議アドバイザー 刈谷市の行政評価推進事業会議へのアドバイザー派遣（福祉講座　佐野真紀）

いじめ問題対策委員会委員 刈谷市いじめ問題対策委員会委員委嘱（心理講座　廣瀬幸市）
平成28年度
　　～平成30年度

いじめ問題調査委員会委員 刈谷市いじめ問題調査委員会委員委嘱（学長　後藤ひとみ）
平成28年度
　　～平成30年度

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委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）
平成29年度
　　～平成31年度

青少年問題協議会委員 刈谷市における青少年問題協議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）

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）
平成29年度
　　～平成30年度

住生活基本計画策定委員 刈谷市における住生活基本計画策定委員委嘱（家政教育講座　山根真理）
平成28年度
　　～平成29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）
平成28年度
　　～平成30年度

放置自転車廃物判定委員 刈谷市における放置自転車廃物判定委員会委員（副委員長）委嘱（保健体育講座　榊原洋子）
平成29年度
　　～平成31年度

３歳児健康診断等における心理判定 刈谷市における３歳児健康診断等における心理判定員委嘱（特別支援教育講座　恒次欽也）
平成29年度
　　～平成31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委嘱（福祉講座　佐野真紀）
平成29年度
　　～平成30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）
平成29年度
　　～平成32年度

地域福祉計画推進事業 刈谷市における第３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）
平成28年度
　　～平成30年度

行政評価推進事業 刈谷市行政評価委員会委員（福祉講座　佐野真紀）
平成29年度
　　～平成30年度

連携公開講座　２講座
・「ペン画にチャレンジ-お菓子のスケッチ-」（美術教育講座　松本昭彦）
・「ソーシャルワーカーを知ろう」（福祉講座　岩満賢次）

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）

夏期研修講座 市内小中学校教員を対象とした研修講座への講師派遣（情報講座　磯部征尊）

小中学校合同音楽会 知立市小中学校合同音楽会への講師派遣（音楽教育講座　新山王政和）

スポーツ教室
・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）
・「キッズダンス」教室（全10回）（保健体育講座　成瀬麻美）
・パパ・ママと一緒に楽しく運動教室（全10回）（保健体育講座　上原三十三　山下純平　鈴木一成）

図書館主催大人向け講演会 知立市図書館イベント「大人向け講演会」への講演依頼（美術教育講座　鷹巣純）

社会教育審議会委員 知立市における社会教育審議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）
平成28年度
　　～平成29年度

文化財調査 知立市における文化財調査委員委嘱（美術教育講座　安田篤生）

市史編集委員会 知立市における市史編集委員会委員委嘱（美術教育講座　鷹巣　純）

知立市教育委員会
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生涯学習講座「高齢者教室」 高齢者を対象とした生涯学習講座（社会科教育教育講座　野地恒有、養護教育講座　古田真司）

生涯学習推進講座
・「中条・吉良の没落と信長・家康の領国化」（社会科教育講座　松島周一）
・「江戸時代の話し方－江戸と上方の違いとは－」（国語教育講座　矢島正浩）

「知を立てる講座」
・「只野真葛の生涯と思想について」（社会科教育講座　前田　勉）
・「南海トラフ巨大地震を迎える前に」（理科教育講座　戸田　茂）

図書館講演会「美術関係」 一般市民を対象とした美術関係講演会（美術教育講座　鷹巣純）

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）

小学生低学年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回講座予定）　（保健体育講座　成瀬麻美）

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(社会科教育講座　嶺崎　寛子）
H28.10.1
　～H30.9.30

連携公開講座　２講座
・「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）
・「空気環境と私たちの健康を考える」（保健体育講座　榊原洋子）

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）
平成29年度
　～平成30年度

現職教員研修会 安城市教育委員会における現職教員研修会への講師派遣（情報教育講座　梅田恭子）

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

「やさしい日本語」研修 「やさしい日本語」研修への講師派遣（日本語教育講座　上田崇仁）

安城市教育センター

教員派遣研究生の指導
安城市教員派遣研究生（６名）への指導・助言
　（保健体育講座　鈴木一成、生活科教育講座　加納誠司、学校教育講座　京免徹雄、
　　社会科教育講座　岩崎公、理科教育講座　大鹿聖公、教職実践講座　佐藤洋一）

ロボットプログラミングへの協力 安城市が開催するロボットプログラミング講座への学生講師協力

保育所設置運営者選考委員会委員 安城市における保育所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）

連携公開講座　２講座
・「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－」（学校教育講座　高綱睦美）
・「環境科学と日常生活の関わり」（理科教育講座　稲毛正彦）

キャリア教育研修会 小・中学校におけるキャリア教育研修への講師派遣（学校教委講座　高綱睦美）

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委嘱（学校教育講座　黒川雅幸）
平成29年度
　～平成30年度

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委嘱（心理講座　祖父江典人）
平成29年度
　～平成30年度

社会教育会委員 みよし市における社会教育委員会委員委嘱（教職実践講座　中山弘之）

キャリア・スタート・ウィーク実行委員会委員 みよし市におけるキャリア・スタート・ウィーク実行委員会委員委嘱（学校教育講座　高綱睦美）

事務点検評価委員会委員 みよし市教育委員会における事務点検評価委員会委員委嘱（教職実践講座　中山弘之）
平成28年度
　～平成29年度

みよし市
情報公開・個人情報保護審査会委員及びみよし市行政不服審査会委員

みよし市情報公開・個人情報保護審査会委員委嘱及びみよし市行政不服審査会委員委嘱
　（社会科教育講座　清田雄治）

平成28年度
　～平成29年度

知立市

安城市

みよし市教育委員会

安城市教育委員会
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連携公開講座　２講座
・「松本清張から見る民俗学 －あなたの知らない民俗学の世界について－」
　（社会科教育講座　野地恒有）
・「先端科学技術と日常生活の関わり」（理科教育講座　岩山勉）

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）

文化財講座 文化財講座への講師派遣（理科教育講座　渡邊幹男）

文化会館運営協議会 豊明市文化会館運営協議会委員委嘱（美術教育講座　富山祥瑞）
平成28年度
　～平成29年度

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）

夏季実技研修会
豊田市における夏季実技研修会への講師派遣
　（生活科教育講座　加納誠司、保健体育講座　鈴木一成）

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への講師派遣
　（生活科教育講座　加納誠司、保健体育講座　鈴木一成）

生涯学習審議会 豊田市における生涯学習審議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）
平成28年度
　～平成30年度

環境審議会 豊田市における環境審議会委員委嘱（理科教育講座　島田知彦）
平成28年度
　～平成29年度

子どもの権利擁護委員会 豊田市における子どもの権利擁護委員会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）
平成28年度
　～平成29年度

とよたものづくりフェスタ２０１７出展協力 とよたものづくりフェスタ２０１７出展協力（技術教育講座　磯部征尊）

碧南市教育委員会
連携公開講座　２講座

・「こんなに違う!?ドイツの子育て・ドイツの学校」（教育ガバナンス講座　マイヤー・オリバー・ルードビッヒ）
・「西洋美術　－絵画の見方－」（美術教育講座　浅野和生）

「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）

保育士・幼稚園教諭研修 碧南市における保育士・幼稚園教諭研修への講師派遣（特別支援教育講座　飯塚一裕）

高浜市教育委員会
連携公開講座　１講座 「身近な植物から自然遺産を発掘する」（理科教育講座　渡邊幹男）

こども貧困対策会議 高浜市におけるこども貧困対策会議委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）
平成28年度
　～平成29年度

市誌編集委員会 高浜市におけるこども市誌編集委員会委員委嘱（美術教育講座　鷹巣　純）

西尾市教育研究会
西尾市小中学校絵をかく会二次審査会 西尾市小中学校絵をかく会二次審査委員委嘱（美術教育講座　磯部洋司）

授業力・教師力アップセミナー（基礎編）
岡崎市内教員を対象とした授業力・教師力アップセミナー（基礎編）への講師派遣
　（生活科教育講座　加納誠司、養護教育講座　岡本　陽、美術教育講座　竹井　史）

文化財保護審議会 岡崎市における文化財保護審議会委員委嘱（美術教育講座　鷹巣　純）

教員免許状更新講習 豊橋市教育委員会の教員免許状更新講習への講師派遣（教職実践講座　倉本哲男）

夏季研修講座 豊橋市における夏季研修講座への講師派遣（家政教育講座　加藤祥子、保健体育講座　森　勇示）

リスクマネジメント研修 豊橋市におけるリスクマネジメント研修への講師派遣（教職実践講座　杉浦美智子）

豊橋市教育委員会

高浜市

岡崎市教育委員会

碧南市

豊明市教育委員会

豊田市教育委員会

豊田市
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小中学校研究部研究大会
豊橋市内小中学校研究部研究大会指導助言
　（数学教育講座　青山和裕、音楽教育講座　新山王政和、家政教育講座　筒井和美）

自然史博物館協議会 豊橋市自然史博物館協議会委員委嘱（理科教育講座　河村善也）
平成28年度
　～平成30年度

自然史博物館資料収集委員会 豊橋市自然史博物館資料収集委員会委員委嘱（理科教育講座　河村善也）
平成28年度
　～平成30年度

豊橋市立小中学校研究部研究大会 豊橋市立小中学校研究部研究大会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）

初任者研修実施協議会 初任者研修実施協議会への講師派遣（学校教育講座　坂柳恒夫）

豊橋市
まちなか図書館地域連携等促進事業 豊橋市のまちなか図書館地域連携等促進事業への講師派遣（国語教育講座　水川敬章）

豊川市教育委員会
ファーストステップ研修 ファーストステップ研修への講師派遣（理科教育講座　伊東正人）

特別支援教育の地域連携を考える会 蒲郡市における特別支援教育の地域連携を考える会への講師派遣（特別支援教育講座　岩田吉生）

生命の海科学館サイエンスショー 生命の海科学館サイエンスショーへの講師派遣（理科教育講座　戸谷義明、岩山　勉）

就学支援委員・専門相談員 蒲郡市における就学支援委員・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
傾聴ボランティア養成講座 傾聴ボランティア養成講座への講師派遣（福祉講座　佐野真紀）

新城市教育委員会
数楽チャレンジ大会実行委員会 数楽チャレンジ大会実行委員会委員委嘱（数学教育講座　小谷健司、井上　歩）

設楽町
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）

平成29年度
　～平成30年度

東栄町
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（心理講座　原田宗忠）

平成29年度
　～平成30年度

豊根村
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　栗川雅幸）

平成29年度
　～平成30年度

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

共同開催事業（連携公開講座） スクールリーダー研修「学校マネジメント」（教職実践講座　倉本哲男）

連携公開講座「親子で学ぼう！」（2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！』
　・「楽器で会話してみよう」（音楽教育講座　國府華子）
　・「音・色・形によるアートな遊びを通した学び」（幼児教育講座　麓洋介）

名古屋土曜学習プログラム 名古屋土曜学習プログラムの開催（美術教育講座　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

幼児期の教育内容等深刻化充実調査研究にかかる調査研究実行委員会
幼児期の教育内容等深刻化充実調査研究にかかる調査研究実行委員会委員委嘱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活科教育講座　野田敦教）

契約事業者選定委員会の評価委員
旧名古屋市立江西小学校跡地活用事業
契約事業者選定委員会の評価委員委嘱（学校教育講座　京免徹雄）

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）

蒲郡市教育委員会

東三河5市教育委員会

名古屋市教育委員会
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現職教員研修「学校保健活動を推進するために」 現職教員研修への講師派遣（養護教育講座　福田博美）

現職教員研修「ミドルリーダー研修」
現職教員研修「ミドルリーダー研修」への講師派遣
　（教職実践講座　倉本哲男、技術教育講座　磯部征尊）

教員免許状更新講習
名古屋市教育委員会の教員免許状更新講習への講師派遣
　（教職実践講座　倉本哲男、特別支援教育講座　岩田吉生）

日本語指導を必要とする児童生徒指導法講座 日本語指導を必要とする児童生徒指導法講座への講師派遣（日本語教育講座　上田崇仁）

名古屋市
中川生涯学習センター 平成29年度 前期講座 平成29年度 前期講座への講師派遣（養護教育講座　藤井千恵）

名古屋市
名東生涯学習センター 平成29年度 後期講座 平成29年度 後期講座への講師派遣（理科教育講座　渡邊幹男）

児童虐待ケースにおけるスーパーバイザー講師 児童虐待ケースにおけるスーパーバイザー講師派遣（教職実践講座　田中清美）

多文化共生保育研修会 多文化共生保育研修会への講師派遣（日本語教育講座　上田崇仁）

総合保育スーパーバイザー 総合保育スーパーバイザー委嘱（心理講座　鈴木伸子）

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）
平成29年度
　～平成31年度

市場取引委員会 名古屋市における市場取引委員会委員委嘱（家政教育講座　関根美貴）

名古屋市消費生活センター
情報アドバイザー研修 情報アドバイザー研修（アクティブ･ラーニング）への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）

一宮市教育委員会
Pepper社会貢献プログラムコンテスト作品審査会

Pepper社会貢献プログラム（スクールチャレンジ）コンテスト作品審査会委員委嘱
　（技術教育講座　磯部征尊）

一宮市教育センター
夏季集中研修講座

一宮市内の現職教員夏季集中研修講座への講師派遣
　（生活科教育講座　加納誠司、技術教育講座　磯部征尊）

一宮市
要保護児童対策地域協議会研修会 要保護児童対策地域協議会研修会講師派遣（教職実践　田中清美）

春日井市
市民講座「かすがい熟年大学」

市民向講座
「南海トラフ巨大地震を迎える前に」（理科教育講座　戸田　茂）

瀬戸市
小中一貫校開設準備委員会 瀬戸市の小中一貫校開設準備委員会委員委嘱（教職実践講座　鈴木健二）

犬山市
子ども未来センター相談員 犬山市における子ども未来センター相談員委嘱（教職実践講座　田中清美）

平成29年度
　～平成30年度

小牧市
介護保険地域密着型サービス運営委員会委員 小牧市における介護保険地域密着型サービス運営委員会委員委嘱（福祉講座　佐野真紀）

尾張旭市教育委員会
思春期家庭教育学級（前期）研修 尾張旭市における思春期家庭教育学級（前期）研修への講師派遣（心理講座　鈴木伸子）

稲沢市教育委員会
成人大学教養講座 稲沢市における成人大学教養講座への講師派遣（国語教育講座　有働　裕）

清須市教育委員会
生涯学習推進計画策定検討委員会 清須市における生涯学習推進計画策定検討委員会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）

半田市
男女共同参画職員研修 半田市男女共同参画職員研修への講師派遣（家政教育講座　山根真理）

常滑市教育委員会
地域スポーツ指導者養成講習会 地域スポーツ指導者養成講習会への講師派遣（保健体育講座　筒井清次郎、鈴木英樹、寺本圭輔）

名古屋市教育センター

名古屋市
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おおぶアカデミー（連携公開講座）　１講座
「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？－」
　（家政教育講座　山根真理）

教育委員会の評価委員委嘱 地教行法に基ずく教育委員会の評価委員委嘱（理事　西淵茂男）

大府市
高校生を対象とした人権講演会 高校生を対象とした人権講演会への講師派遣（情報教育講座　梅田恭子）

東海市
特別支援保育所入所等審査委員会 東海市福祉事務所における特別支援保育所入所等審査委員会委員委嘱（幼児教育講座　小川英彦）

武豊町教育委員会
食物アレルギー緊急時対応研修

武豊町における「食物アレルギー緊急時対応研修」への講師派遣
　（養護教育講座　岡本　陽、家政教育講座　筒井和美）

知多地区5市5町
教育委員会 共同開催事業（連携公開講座） 教務主任研修（教職実践講座　鈴木健二）

あま市教育委員会
社会教育講座 あま市における社会教育講座への講師派遣（理科教育講座　戸田　茂）

設楽町教育委員会
設楽町いじめ対策委員会 設楽町いじめ対策委員会（学校教育講座　中井大介）

日進市
日進市環境まちづくり評価委員会 日進市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）

平成29年度
　～平成30年度

あいちＳＴＥＭ能力育成事業「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）

愛知県公立学校スクールカウンセラー 愛知県公立学校スクールカウンセラー委嘱（心理講座　上田琢哉）

「親の育ち」子育てネットワーカー養成講座 「親の育ち」子育てネットワーカー養成講座への講師派遣（学校教育講座　野平慎二）

子どもの体力向上課題対策プロジェクト 子どもの体力向上課題対策プロジェクト「小４」への講師派遣（保健体育講座　森　勇示）

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
　（学校教育講座　山口　匡、弓削祥子、石田靖彦、片山悠樹、趙　卿我、心理講座　廣瀬幸市、
　　原田宗忠、養護教育講座　櫻木惣吉、特別支援教育講座　恒次欽也、吉岡恒生、小田侯朗、
　　吉岡恒生、森崎博志、飯塚一裕、青柳まゆみ、岩田吉生）

愛知県ユネスコスクール支援会議 愛知県ユネスコスクール支援会議委員委嘱（家政教育講座　早瀬和利）

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への講師派遣
　（国語教育講座　丹藤博文、外国語教育講座　道木一弘、社会科教育講座　岩崎公弥、
　　数学教育講座　淺井暢宏、理科教育講座　中野博文）

愛知県教科用図書選定審議会 愛知県教科用図書選定審議会委員委嘱（学校教育講座　坂柳恒夫、国語教育講座　高瀬正一）

家庭教育企画委員会 愛知県における家庭教育企画委員会委員委嘱（学校教育講座　野平慎二）

愛知県健康推進学校審査会審査員 愛知県健康推進学校審査会審査員委嘱（養護教育講座　山田浩平、保健体育講座　寺本圭輔）

キャリア教育推進委員会 愛知県におけるキャリア教育推進委員会委員委嘱（学校教育講座　高綱睦美）

愛知県義務教育問題研究協議会 愛知県義務教育問題研究協議会委員委嘱（生活科教育講座　野田敦敬）

大府市教育委員会

愛知県教育委員会
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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（教職実践講座　松井孝彦）

愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会 愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会委員委嘱（教職実践講座　佐藤洋一）

愛知県特別支援教育連絡協議会 愛知県特別支援教育連絡協議会委員委嘱（特別支援教育講座　小田侯朗）

特別支援教育推進モデル事業評価専門委員 特別支援教育推進モデル事業評価専門委員委嘱（特別支援教育講座　飯塚一裕）

愛知県「放課後子ども総合プラン」推進委員会 愛知県「放課後子ども総合プラン」推進委員会委員委嘱（心理講座　鈴木伸子）

若者未来応援協議会 若者未来応援協議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）

初任者研修実施協議会 初任者研修実施協議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）

幼稚園等新規採用教員研修運営協議会 幼稚園等新規採用教員研修運営協議会委員委嘱（幼児教育講座　小川英彦）

愛知県学校支援地域本部事業運営協議会 愛知県学校支援地域本部事業運営協議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）

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社会教育委員会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）

愛知県教育史編集委員会 愛知県教育史編集委員会委員委嘱（学校教育講座　釜田　史）

愛知県学力向上推進委員会 愛知県学力向上推進委員会委員委嘱（教職実践講座　佐藤洋一）

愛知県文化財保護審議会 愛知県文化財保護審議会委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男）
平成28年度
　～平成29年度

あいちの外国人児童生徒教育連携協議会 あいちの外国人児童生徒教育連携協議会委員委嘱（日本語教育講座　上田崇仁）

あいち科学の甲子園ジュニア2017運営委員会 あいち科学の甲子園ジュニア2017運営委員会委員委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）

防災マニュアル作成委員会 愛知県における防災マニュアル作成委員会委員委嘱（社会科教育講座　伊藤貴啓）

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

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への講師派遣（延べ人数）
　・小中学校・特別支援学校・養護教諭等初任者研修　2名
　・養護教諭5年経験者研修　　 1名
　・小中学校10年経験者研修　22名
　・高等学校10年経験者研修　9名
　・特別支援学校10年経験者研修　2名
　・課題研修　3名
　・専門研修　19名　　　　　　　　　　　　　　　　延べ　58名

コンサルテーション事業（教材・資料バンク支援）検討委員会 コンサルテーション事業 第１回検討委員会委員委嘱（特別支援教育講座　岩田吉生）

愛知県総合教育センター・大学連携協議会 愛知県総合教育センター・大学連携協議会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）

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

愛知県総合教育センター

愛知県
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子どもの目が輝く講座のつくり方講座 子どもの目が輝く講座のつくり方講座への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公）

愛知県史編さん委員会 愛知県史編さん委員会調査執筆委員委嘱（美術教育講座　鷹巣　純）

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）
平成28年度
　～平成30年度

愛知県地方精神保健福祉審議会 愛知県地方精神保健福祉審議会委員委嘱（心理講座　下村美刈）

ひきこもり家庭教室 江南保健所が行うひきこもり家庭教室への講師派遣（教職実践講座　川北　稔）

地域継続支援ネットワーク会議（ひきこもり対策）
江南保健所・半田市保健所が行う
地域継続支援ネットワーク会議（ひきこもり対策）への指導・助言（教職実践講座　川北　稔）

健康づくりチャレンジ普及講習会
衣浦東部保健所が行う
健康づくりチャレンジ普及講習会へに講師派遣（養護教育講座　藤井千恵）

難病患者在宅支援関係者研修会 知多保健所が行う難病患者在宅支援関係者研修会への講師派遣（健康支援センター　田中優司）

愛知県職業能力開発審議会 愛知県職業能力開発審議会委員委嘱（学校教育講座　高綱睦美）

生物調査指標種検討業務 生物調査指標種検討業務有識者検討会議 委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男）

第92回全日本盲学校教育研究大会名古屋大会
第92回全日本盲学校教育研究大会名古屋大会第一分科会への助言
　（特別支援教育講座　相羽大輔、青柳まゆみ）

愛知県立名古屋盲学校評議員 愛知県立名古屋盲学校評議員委員委嘱（特別支援教育講座　青柳まゆみ）

愛知県立岡崎盲学校評議員 愛知県立岡崎盲学校評議員委員委嘱（特別支援教育講座　青柳まゆみ）

視覚障害者教育担当者研修会 視覚障害者教育担当者研修会への講師派遣（特別支援教育講座　相羽大輔）

愛知県視覚障害者教育支援会議 愛知県視覚障害者教育支援会議委員委嘱（特別支援教育講座　相羽大輔）

愛知県立
総合看護専門学校 愛知県臨地実習指導者講習会 愛知県臨地実習指導者講習会への講師派遣（学校教育講座　坂柳恒夫、高綱睦美）

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）

児童・障害者相談センター児童福祉任用前講習 児童・障害者相談センター児童福祉任用前講習への講師派遣（教職実践講座　田中清美）

児童・障害者相談センター児童福祉任用後講習 児童・障害者相談センター児童福祉任用後講習への講師派遣（心理講座　下村美刈）

愛知県立
名古屋盲学校

愛知県立
岡崎盲学校

愛知県中央児童・障害者
相談センター
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・刈谷市教育研究会　生活科部一斉研修会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）
・刈谷市小中学校長会　現職教員研修会へのい講師派遣（技術教育講座　磯部征尊）
・知立市教育研究会　生活科部授業研究会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）
・安城市幼児教育研究会　研究会への講師派遣（幼児教育講座　新井美保子）
・安城市教育研究会　一斉研修会への講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀、
　養護教育講座　山田浩平、社会科教育講座　岩崎公弥、音楽教育講座　新山王政和）
・みよし市教育研究会　研究大会への講師派遣（外国語教育　建内高昭）
・豊田市教育研究会　生活科主任研修会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）
・高浜市教育研究会　一斉授業研究会への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・西尾市教育研究会　一斉授業研究会への講師派遣
　（保健体育講座　鈴木一成、家政教育講座　青木香保里）
・幸田町教育研究会　教育研究会夏季事前検討会への講師派遣（教職実践講座　杉浦美智子）
・幸田町教育研究会　生活科総合的な学習合同研修会への講師派遣（教職実践講座　倉本哲男）
・田原市教職員会　田原市算数・数学部会への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・知多地方教育研究会　知多地方教育研究集会への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・三河教育研究会　部会・研修会等への指導・講師派遣
　（養護教育講座　山田浩平、数学教育講座　青山和裕、技術教育講座　太田弘一、
　　家政教育講座　青木香保里）
・愛知県公立小中学校事務職員研究会　研究大会への講師派遣（教育ガバナンス講座　松原信継）
・愛知県特別支援学校給食研究会　食物アレルギー緊急時対応研修会
　　（養護教育講座　岡本　陽、家政教育講座　筒井和美）
・愛知県物化研究委員会　大学入試問題（物理・化学）研究協議会委員委嘱
　　（理科教育講座　中野博文）
・愛知県中学校産業教育研究協議会　協議会での指導助言（技術教育講座　磯部征尊）
・愛知県看護教育研究学会　愛知県看護教育研究学会への講師派遣（技術教育講座　磯部征尊）
・愛知県造形教育研究会　協議会への講師派遣（美術教育講座　竹井　史）
・岡崎市小中学校現職研修委員会　教育研究大会への指導助言
　　（理科教育講座　大鹿聖公、保健体育講座　上原三十三、技術教育講座　太田弘一、
　　　家政教育講座　青木香保里、音楽教育講座　新山王政和）
・西春日井地区教育振興会　小学校外国語部会研修会への講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀）
・稲沢市教育研究会　研究集会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公、美術教育講座　竹井　史、
　　家政教育講座　山根真理）
・稲沢市科学教育研究会　秋季研修会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公）
・尾張教育研究会　書写研究部研修会への講師派遣（国語教育講座　木村博昭）
・尾張教育研究会　技術・家庭科研修会への講師派遣（家政教育講座　青木香保里）
・尾教研愛日支部　特別活動部研究集会への講師派遣（学校教育講座　京免徹雄）
・尾教研円葉支部　部会・研究集会等への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・愛知数学教育研究会　研究会大会等への指導助言（数学教育講座　飯島康之、青山和裕）
・愛知算数教育研究会　名古屋支部夏季研修会への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・愛知県数学教育会　東海地方数学教育会　三県連絡協議会（教職実践講座　佐々木徹郎）
・愛知丹葉地区学校事務研究会　丹波地区学校教育研究会への講師派遣
　　（教育ガバナンス講座　松原信継）

・現職教研国語教育書道部会　書写指導法研修会への講師派遣（国語教育講座　木村博昭）
・現職教研技術教育部会　授業研究会への講師派遣
　　（技術教育講座　本多満正、家政教育講座　青木香保里）
・春日井市「総合的な学習」研究会への講師派遣（学校教育講座　高綱睦美）
・名古屋市立小中特別支援学校事務職員研究大会への講師派遣（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　松原信継）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　多数の講師派遣

愛知県内教育団体
（研究会・協議会等）

研究会・研修会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱
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愛知県内教育団体
（協会・連盟等）

研究会・研修会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱

・愛知県教育・スポーツ振興財団　面接相談事業への講師派遣（幼児教育講座　小川英彦）
・愛知県教育・スポーツ振興財団　生涯学習地域連携講座の講師派遣（美術教育講座　鷹巣　純）
・愛知県陸上競技会　日本陸上選手権大会競技役員委嘱（保健体育講座　筒井清次郎）
・愛知県金融広報委員会　消費生活等の講座への講師派遣（家政教育講座　関根美貴）
・愛知県スポーツ推進審議会委員委嘱（保健体育講座　森　勇示）
・愛知県高等学校体育連盟西三河支部　競技記録会役員委嘱　　（保健体育講座　筒井清次郎）
・愛知県私立幼稚園連盟　2年目教員研修への講師派遣（保健体育講座　鈴木一成）
・愛知県私学協会　第47回私学教育研修会への講師派遣（教育講座　倉本哲男）
・愛知県統計協会　セミナーへの講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・みよし市市立幼稚園協会　現職教員研修の講師派遣（幼児教育講座　鈴木裕子）
・名古屋市教育スポーツ協会　名古屋市学校給食用物資委員会委員委嘱
　　（家政教育講座　早瀬和利、板倉厚一）
・東海学生陸上競技連盟　全日本大学女子駅伝対校選手権大会東海地区選考会競技役員委嘱
　　（保健体育講座　筒井清次郎）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　多数の講師派遣

愛知県内行政関連団体
（協議会等）

研修会・講演会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱

・愛知県社会教育委員連絡協議会　総会シンポジウムでのコーディネーター
　　（教職実践講座　中山弘之）
・愛知県社会福祉協議会　福祉読本編集委員会委員委嘱（生活科教育講座　中野真志）
・愛知県社会福祉協議会　発達障害・児童虐待対応研修への講師派遣（教職実践講座　田中清美）
・豊橋市社会福祉協議会　東三河ボランティア集会への講師派遣（社会科教育講座　土屋武志）
・蒲郡市社会福祉協議会　傾聴ボランティア活動への講師派遣（福祉講座　佐野真紀）

地方(県外)教育委員会

研修会・講習会・講演会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱

・岐阜県教育委員会　教育職員免許法認定講習講師派遣（特別支援教育講座　森崎博志）
・三重県教育委員会　養護教諭職務推進研修への講師派遣（養護教育講座　山田浩平）
・三重県教育委員会　教育職員免許法認定講習講師派遣（特別支援教育講座　青柳まゆみ）
・滋賀県教育委員会　小中高英語授業研究会への講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀）
・滋賀県教育委員会　小学校教員研修会への講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀）
・滋賀県教育委員会　英語教員スキルアップ事業講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀）
・大阪府教育委員会　スクールソーシャルワーカー委嘱（福祉講座　荷出　翠）
・群馬県教育委員会　スーパープロフェッショナルハイスクール運営指導委員会委員委嘱
　　（学校教育講座　京免徹雄）
・富山県教育委員会　アクティブ･ラーニング推進リーダー研修への講師派遣
　　（数学教育講座　青山和裕）
・亀山市教育委員会　亀山市教員研修講座「学校経営」への講師派遣（教職実践講座　倉本哲男）
・東近江市教育委員会　東近江市外国語推進授業研究会講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀）
・札幌市教育委員会　札幌市小学校教育課程研究協議会講師派遣（生活科教育講座　野田敦教）
・奈良市市教育委員会　教職員養成塾への講師派遣（福祉講座　厨子健一）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　多数の講師派遣

地方(県外)
教育センター等 研修会・講習会・講演会等への講師派遣依頼

・福井県教育研究所　C221高等学校数学科研修講座への講師派遣（数学教育講座　飯島康之）
・和歌山県教育センター　統計教育推進研修への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・鳥取県教育センター　現職教員研修への講師派遣（生活科教育講座　中野真志）

地方(県外)行政機関

研修会・講演会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱

・岐阜県　難病・コミュニケション支援研修会への講師派遣（健康支援センター　田中優司）
・岐阜県　難病事例研究会への講師派遣（健康支援センター　田中優司）
・岐阜県　家庭における暴力防止等協議会配偶者暴力防止専門部会委員委嘱
　　（健康支援センター　田中生雅）
・静岡県　相談支援従事者・サービス管理責任者現任研修への講師派遣（福祉講座　佐野真紀）
・新潟県　ジュニア美術展覧会審査員委嘱（美術教育講座　竹井　史）
・山形県中央児童相談所　要保護児童対策調整機関担当者研修（教職実践講座　田中清美）
・多治見市　子どもの権利に関する研修会講師派遣（教育ガバナンス講座　松原信継）
・岡山市　教職員研修講座への講師派遣（美術教育講座　竹井　史）
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県外教育団体
（研究会・協議会等）

研修会・講演会等への講師派遣依頼

・東海地方数学教育研究会　三県連絡協議会への講師派遣（教職実践講座　佐々木徹朗）
・全国算数・数学教育研究会　研究大会分科会指導助言
　（教育ガバナンス講座　江島徹郎、数学教育講座　山田篤史、青山和裕）
・全国公立小中学校事務職員研究会　兵庫支部研究大会への講師派遣
　（教育ガバナンス講座　松原信継）
・島根県特別支援学校教育研究会　聴覚障害教育研究協議会への講師派遣
　（特別支援教育講座　小田侯朗）
・島根県中部地区理科部会　理科教育研修会への講師派遣
・津市教育研究会　北ブロック研修会への講師派遣（教職実践講座　鈴木　健二）
・桑名郡市乳幼児教育推進協議会　研修講座への講師派遣（美術教育講座　竹井　史）
・土佐教育研究会　支部合同研究発表会への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）

県外行政関連団体
（協会・連盟等）

研修会・講演会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱

・東海中学校体育連盟　東海中学校総合体育大会役員委嘱（保健体育講座　上原三十三）
・日本大学協会　卓越研究員候補者選考委員会書面審査委員委嘱（養護教育講座　福田博美）
・日本教職大学院協会　日本教職大学院協会専門委員会委員委嘱
　（教職実践講座　倉本哲男、浅田知恵）
・全高等学校長協会　入試点訳事業部事務局運営協力委員委嘱（特別支援教育講座　青柳まゆみ）
・日本視覚障害者柔道連盟　全日本視覚障害者柔道大会役員委嘱（保健体育講座　坂田利弘）
・三重県水泳連盟　国民体育大会夏季大会水泳競技選手団の選考委員委嘱
　（保健体育講座　寺本圭輔）
・奈良県社会福祉士会　スクールソーシャルワーカー養成研修講座への講師派遣
　（福祉講座　厨子健一）
・東海北信越学生体操連盟　新入生体操選手権大会役員委嘱（保健体育講座　上原三十三）
・社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験合格支援委員会委員委嘱（福祉講座　厨子健一）
・ソーシャルワーク教育学校連盟　教員講習会、課題評価等の講師派遣（福祉講座　厨子健一）
・滋賀県学校心理士会　支部研修会への講師派遣（学校教育講座　黒川雅幸）
・兵庫県統計協会　統計教育セミナーへの講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・日本ＡＬＳ協会　難病コミュニケーション支援フォローアップ講習への講師派遣
　　　（環境支援センター　田中優司）
・岐阜県身体障がい者施設協議会　指導・介護関係部会中堅者研修への講師派遣（心理講座　森川夏
乃）

行政機関(国)
独立行政法人等

研修会・講演会等への講師派遣依頼，
各種委員会における委員委嘱

・文部科学省初等中等教育局　資格認定試験問題作成委員会委員委嘱（生活科教育講座　中野真志）
・文部科学省初等中等教育局　スーパーグローバルハイスクール企画評価会議審査部会
　（生活科教育講座　加納誠司）
・文部科学省初等中等教育局　教師力向上フォーラムにおける事前発表（生活科教育講座　加納誠司）
・文部科学省初等中等教育局　学習指導要領等の改善に関わる作業協力
　（音楽教育講座　新山王政和）
・文部科学省高等教育局　大学設置・学校法人審議会専門委員会委員委嘱
　（教職実践講座　倉本哲男）
・大学入試センター　配慮事項実施企画部特別問題作成ワーキンググループ委員委嘱
　（特別支援教育講座　青柳まゆみ
・大学入試センター　教科科目第一委員会委員委嘱
　　（数学教育講座　岸　康弘、理科教育講座　伊藤正人）
・大学改革支援・学位授与機構　認証評価委員会専門委員会委員委嘱（教職実践講座　佐々木徹朗）
・日本学術振興会　特別研究員等審査会専門委員会委員委嘱（養護教育講座　福田博美）
・日本学術振興会　科研費委員会専門委員委嘱（家政教育講座　山根真理）
・日本学術振興会　科研費委員会専門委員委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）
・国立特別支援教育総合研究所　免許法認定通信教育における講師（特別支援教育講座　小田侯朗）
・科学技術振興機構　ＳＳＨ生徒研究発表会審査委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男）
・国際協力機構（JICA）　海外研修生対象研修への講師派遣（健康支援センター　田中生雅）
・国土交通省中部地方整備局　初任職員研修講師派遣（学校教育講座　高綱睦美）
・名古屋高等裁判所　講演会講師派遣　（学校教育講座　高綱睦美）
・総務省統計研究研修所　教育関係者向けセミナー講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・日本放送協会名古屋放送局　「NHKパパママフェスティバル」への協力（幼児教育講座　樋口一成）
・教職員支援機構　学校教育の情報化指導者養成研修講師派遣（教育ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ講座　江島徹郎）
・日本学術会議　環境学委員会・地球惑星科学委員会合同FE・WCRP合同分科会SPARC小委員会委員
委嘱（理科教育講座　田口正和）
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財団法人等

各種委員会における委員委嘱

・豊田市文化振興財団　青少年育成委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村　惠）
・エリザベス・アールド富士財団　理事会・選考委員会・評議員会委員委嘱（家政教育講座　早瀬和利）
・ダスキン愛の輪基金　障害者リーダー育成海外派遣研修事業実行委員会委員会委嘱
　（特別支援教育講座　青柳まゆみ）

愛知県内
小中学校・各種団体等 「訪問科学実験」及び「ものづくり教室」

・訪問科学実験の実施（平成28年度 実績 39件）
・ものづくり教室の実施（平成28年度実績　11件）

愛知県内・県外高等学校
高校訪問授業 高校生を対象とした授業の実施（30件実施）

愛知県内・県外
幼・小・中・高等学校等 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

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
・刈谷駅前美術展示作品の提供
・夏休み小学生を対象としたポスター作成のワークショップ
・夏休み小学生を対象とした工作(自由研究)のワークショップ
・まちづくり構想2020実行委員会委員委嘱依頼　　　　　など

心の発達支援研究実践センター心理発達相談室指導員 名古屋大学心の発達支援研究実践センター心理発達相談室指導員委嘱（学校教講座　高橋靖子）

これからの生と民主主義を考える会第25回定例会 これからの生と民主主義を考える会第25回定例会への講師派遣（教職実践講座　川北　稔）

あいちサイエンスフェスティバル2017 サイエンストークへの講師派遣（理科教育講座　児玉康一）

岐阜大学
安全衛生講習会 教職員向け安全教育講習会への講師派遣（健康支援センター　田中生雅）

静岡大学
ＦＤ講演会 FD講演会「疑似体験を通して学ぶ発達障害とその支援」への講師派遣（心理講座　三谷聖也）

特別支援学校教員資格認定試験専門委員会委員 特別支援学校教員資格認定試験専門委員会委員委嘱（特別支援教育講座　青柳まゆみ）

自立教科等担当教員（理療）講習会 自立教科等担当教員（理療）講習会への講師派遣（特別支援教育講座　相羽大輔）

千葉大学
博士論文審査委員 千葉大学博士論文に係る審査委員委嘱（外国語教育講座　建内高昭）

免許法認定公開講座（特別支援学校教諭） 免許法認定公開講座（特別支援学校教諭）への講師派遣（特別支援教育講座　岩田恒生）

教員用成蹊大学・学部ならではの教職員ＰＤ講座 教員用成蹊大学・学部ならではの教職員ＰＤ講座への講師派遣（教職実践講座　中山弘之）

大阪教育大学
京阪奈三教育大学連携ＦＤ交流会 京阪奈三教育大学連携ＦＤ交流会への講師派遣（特別支援教育講座　岩田吉生）

愛媛大学
教職員研修会 学内教職員研修会への講師派遣（教職実践講座　倉本哲男）

九州大学
難病コーディネーター班会議 難病コーディネーター班会議委員委嘱（健康支援センター　田中優司）

心理カウンセラー 豊田工業高等専門学校の心理カウンセラー委嘱（学校教講座　上田琢哉）

東海･北陸地区高等専門学校学生支援連絡協議会 東海･北陸地区高等専門学校学生支援連絡協議会における講演（教職実践講座　川北稔）

東海･北陸・近畿地区高等専門学校学生指導力向上研修 東海･北陸・近畿地区高等専門学校学生指導力向上研修講師派遣（教職実践講座　鈴木健二）

石川工業高等専門学校
科研費申請にかかる勉強会 科研費申請にかかる勉強会への講師派遣（国語教育講座　奥田浩司）

名古屋大学

筑波大学

東京学芸大学

豊田工業高等専門学校
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藤田保健衛生大学

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
・医教連携プロジェクト（音楽が人の生理的反応に及ぼす影響）
・チャリティーコンサート「イメージ奏法コンサート」
・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

中部大学
国際協力機構（ＪＩＣＡ）課題別研修 中部大学で開催する国際協力機構（ＪＩＣＡ）課題別研修への講師派遣（技術教育講座　磯部征尊）

椙山女学園大学
キャリアコーディネーター 椙山女学園大学のキャリアコーディネーター委嘱（学校教育講座　京免徹雄、高綱睦美）

名古屋柳城短期大学
多文化共生保育講座 名古屋柳城短期大学多文化共生保育講座への講師派遣（外国語教育講座　二井紀美子）

南山大学
附属高等・中学校 南山「総合講座」 南山大学附属高等・中学校における南山「総合講座」への講師派遣（学校教育講座　中井大介）

芸術教養領域公開講座 名古屋芸術大学芸術教養領域公開講座への講師派遣（国語教育講座　水川敬章）

保育専門学校教育課程編成委員 名古屋芸術大学保育専門学校における教育課程編成委員委嘱（幼児教育講座　小川英彦）

岐阜聖徳学園大学
全国保育士養成セミナー 全国保育士養成セミナーへの講師派遣（幼児教育講座　鈴木裕子）

松山大学
博士論文学外審査委員 松山大学博士論文に係る学外審査委員委嘱（教育ガバナンス講座　西尾圭一郎）

特定医療法人共和会
共和病院 臨床心理士 病院の臨床心理業務委嘱（心理講座　下村美刈）

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）

医療法人偕行会
リハビリテーション病院ＥＰＡ看護師候補者日本語講師 リハビリテーション病院ＥＰＡ看護師候補者日本語講師委嘱（日本語教育講座　上田崇仁）

社会福祉法人みねやま福
祉会 施設内研修 施設内研修講師及びケースカンファレンスコメンテーターの依頼（心理講座　下村美刈）

東京都児童相談ｾﾝﾀｰ
児童心理士研修 児童心理士研修への講師派遣（教職実践講座　田中清美）

㈱デンソー
ＡＵＥサマースクールの開催

帰国子女や一時帰国の子どもを対象としたサマースクールの開催
　（日本挙教育講座　川口直巳、美術教育講座　永江智尚）

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協定に関する共同事業 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㈱
「出前教室・図解集活用事例」の作成および小中学校へのPRの実施

「出前教室・図解集活用事例」の作成および小中学校へのPRの実施
　（社会科教育講座　土屋武志、学校教育講座　京免徹雄ほか）

㈱中日新聞社
「新聞切り抜き作品づくり」の効果及び18歳選挙権とNIEに関する調査研究

「新聞切り抜き作品づくり」の効果及び18歳選挙権とNIEに関する調査研究
　（土屋武志、富山邦夫、江島徹郎、梅田恭子ほか）

小林クリエイト㈱
端材・廃材を用いた環境教育 生産工程で発生する端材・廃材を用いた環境教育への取組（科学・ものづくり教育推進センター）

日本文教出版
中学校道徳教育教科書編集委員 中学校道徳教育教科書編集委員委嘱（学校教育講座　野平慎二）

教育推進セミナー 教育推進セミナーへの講師派遣（教職実践講座　松井孝彦）
新興出版社啓林館

名古屋芸術大学



15/15

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

兵庫小学校英語セミナー 兵庫小学校英語セミナーへの講師派遣（教職実践講座　松井孝彦）

広報誌・理数啓林原稿執筆 広報誌・理数啓林原稿執筆（教職実践講座　松井孝彦）

教科書・教材資料執筆 教科書・教材資料執筆（生活科教育講座　中野真志）

教科書編集協力 教科書編集協力（教職実践講座　松井孝彦）

光村図書出版
中学校教科書用図書国語編集委員 中学校教科書用図書国語編集委員委嘱（教職実践講座　佐藤洋一）

開隆堂出版
教科書・教材資料執筆 教科書・教材資料執筆（美術教育講座　松本昭彦、家政教育講座　青木香保里）

東京書籍
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、家政教育講座　関根美貴）

NHK文化センター
NHK文化センター梅田教室での講座

NHK文化センター梅田教室への講師派遣
・西洋絵画の巨匠たち（美術教育講座　浅野和生）

東京労働安全衛生センター
東京労働安全衛生センター協力委員 東京労働安全衛生センター協力委員委嘱（保健体育講座　榊原洋子）

ＮＩＥ全国大会名古屋大会
ＮＩＥ全国大会名古屋大会特別分科会 ＮＩＥ全国大会名古屋大会特別分科会への講師派遣（情報教育講座　梅田恭子）

朝日カルチャーセンター
朝日カルチャーセンターでの講座

朝日カルチャーセンターへの講師派遣
・絵画から読みとく聖書物語（美術教育講座　浅野和生）

「CSR教育を学生に！ 企業ヒアリングと成果発表会」への講師派遣依頼 学生の調査活動「CSR活動」の指導及び発表会における講師派遣（教育ガバナンス講座　西尾圭一郎）

「第2回市議会啓発ポスターコンクール」における講師派遣依頼
刈谷市内中学生を対象としたポスターコンクールの審査委員及びアドバイザー
　（美術教育講座　永江智尚）

かりやなび


