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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

愛知県内・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（32件実施）

愛知県内
各種学校等

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）

「訪問科学実験」及び「ものづくり教室」 ・訪問科学実験の実施
・ものづくり教室の実施

現職教員研修等 小・中・高等学校への各種現職教員研修等講師派遣　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

愛知県史編さん委員会 愛知県史編さん委員会中世１部会専門委員委嘱（社会科教育講座　松島周一）
平成30年度
　　～平成31年度

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30年度
　　～平成31年度

愛知県環境局 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　ワークショップ開催（数学教育講座　髙井吾朗）

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）

あいちＳＴＥＭ能力育成事業「知の探究講座」 ・あいちＳＴＥＭ能力育成事業「知の探究講座」推進会議委員委嘱（理科教育講座　渡邊幹男）
・高校生を対象としたあいちＳＴＥＭ能力育成事業「知の探究講座」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）
　・「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）
　・「天体望遠鏡で見る活動する太陽」（理科教育講座　政田洋平）

管理職リーダーシップ研修講師 管理職リーダーシップ研修（特別支援教育講座　小田侯朗）
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）
愛知県特別支援教育連携協議会にかかる愛知県発達障害者支援体制整備
推進協議会との連携のための打合せ

愛知県特別支援教育連携協議会にかかる愛知県発達障害者支援体制整備推進協議会との連携のための打合せへの出席
（特別支援教育講座　小田侯朗）

家庭教育コーディネーター研修会 家庭教育コーディネーター研修会への講師派遣（心理講座　高橋靖子）
「親の育ち」スキルアップ講座 スキルアップ講座講師派遣（学校教育講座　野平慎二　心理講座　高橋靖子　）

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　小田侯朗、森崎博志、吉岡恒生、青柳まゆみ、飯塚一裕、岩田吉生、学校教育講座　釜田史，小嶋佳
子，石田靖彦，竹川慎哉，野平慎二　心理講座　鈴木伸子，高橋靖子　養護教育講座　櫻木惣吉　特別支援教育講座　小倉
靖範）

愛知県ユネスコスクール ・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）
・ESD推進指導者セミナー講師（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
（国語教育講座　有働裕、社会科教育講座　宮村悠介、数学教育講座　淺井暢宏・野﨑寛、理科教育講座　稲毛正彦、外国
語教育講座　田口達也）

愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議 愛知県公立高校入学者選抜方法について
愛知県教科用図書採択地区適正規模化検討会議 愛知県教科用図書審議会委員委嘱（幼児教育講座　小川英彦　）
家庭教育企画委員会 家庭教育企画委員会への出席（学校教育講座　野平慎二）
家庭教育コーディネーター研修会 家庭教育コーディネーター研修会への講師派遣（心理講座　高橋靖子）
キャリア教育推進委員会 キャリア教育推進委員会への出席（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（数学教育講座　飯島康之）
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）

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）
平成30年度
　～平成31年度

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
　～平成32年度

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30年度
　～平成31年度

「あいち科学の甲子園ジュニア2019」作問委員会 「あいち科学の甲子園ジュニア2019」作問委員会委員委嘱（理科教育講座　大鹿聖公）
家庭教育企画委員会 委員委嘱（心理講座　高橋靖子，学校教育講座　野平慎二）
「親の育ち」スキルアップ講座 学校教育講座　野平慎二）
「放課後子ども総合プラン」推進委員会 （心理講座　鈴木伸子）
愛知県文化財保護審議会 （学校教育講座　高綱睦美）

2019年度（平成31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

愛知県教育委員会

愛知県
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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
　・小中学校・特別支援学校等初任者研修　2名
　・新規採用養護教諭研修　1名
　・栄養教諭5年経験者研修　1名
　・園長等運営官営研修

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）
大学連携協議会構成員委嘱 構成員委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）
学級作りに生かす教育相談講座 教育相談講座　講師派遣（福祉講座　厨子健一）

その他多数の講師派遣

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）

視聴覚教育研修会 講師派遣（情報教育　松永豊、梅田恭子）
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）
平成30年度
　　～平成31年度

児童（・障害者）相談センター新任研修 平成31年度児童（・障害者）相談センター新任研修（特任教授　田中清美）
令和元年度（・障害者）相談センター里親支援研修講師派遣（心理講座　安藤久美子）

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）
平成30年度
　　～平成31年度

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）
平成30年度
　～平成32年度

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）
名古屋市親子カウンセリング事業 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

名古屋市男女平等参画苦情処理委員 名古屋市における男女平等参画苦情処理委員会委員委嘱（家政教育講座　山根真理）
平成30年度
　～平成31年度

名古屋市中央児童相談所における研修会 名古屋市中央児童相談所における研修会への講師派遣（養護教育講座　岡本　陽）
名古屋市中央児童相談所 スーパーバイズ講師（教職実践講座　田中清美）
名古屋市市場取引委員会 名古屋市市場取引委員会　委員派遣（家政教育講座　関根美貴）
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！』「企業の社会貢献活動から将来の仕事を選んでみよう！」（社会科教育講座　真島聖子）
現職教員研修「ミドルリーダー研修」への講師派遣（技術教育講座　磯部征尊）

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講師派遣（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

SSH（スーパーサイエンスハイスクール）運営指導委員会
SSH（スーパーサイエンスハイスクール）運営指導委員会での報告、協議、指導・助言（学校教育講座　竹川慎哉、理科教育講
座　稲毛正彦）

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）

小学校教科用図書採択意見聴取会 学識経験者としての参加（情報教科講座　梅田恭子）
社会教育委員 委員委嘱（教職実践　中山弘之）
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）
学校保健研修講座 学校保健研修講座[Aコース]への講師派遣（教職実践講座　浅田　知恵）
保育士研修会　 保育士研修会講師派遣（保健体育講座　鈴木一成）

ICT活用研修講座 ICT活用研修講座講師（技術教育講座　磯部征尊）

公民館指導者研修会 公民館指導者研修会への講師派遣（教育ガバナンス講座　大村惠）
日本語指導員研修会・情報交換会 日本語指導員研修会・情報交換会への講師派遣（日本語教育講座　西山幸子）
教科基礎講座 小学校社会科授業の指導法研修会（社会科教育講座　近藤裕幸、土屋武士）
食物アレルギー緊急時対応研修会 食物アレルギー緊急時対応研修会への講師派遣（養護教育講座　岡本　陽）

春日井市教育委員会 校務主任研修会 春日井市における校務主任研修会への講師派遣（技術教育講座　磯部征尊）
犬山市教育委員会 犬山市民総合大学道館における講師派遣 「南極大陸から地球を守る」（理科教育講座　戸田茂）

小牧市教職員研修講座 ・「子どもを育てる学級経営」（教職実践講座　鈴木健二）
生活科教育研究会講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）

稲沢市教育委員会 成人大学後期講座 「江戸の子ども絵本を読む」（国語教育講座　有働裕）
大府市 いじめ防止講演会 インターネットと人権～傷ついたり・傷つけたりしない使い方を考えよう～（情報教育講座　梅田恭子）

豊明市二村台地区新設校開設準備委員会 豊明市二村台地区新設校開設準備委員会委員委嘱（社会科教育講座　土屋武志）
平成30年度
　～平成32年度

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　樋口一成）
連携公開講座　２講座 ・「次世代社会をどう生きる？安全な情報コミュニケーション力を学ぼう！」（技術教育講座　磯部征尊）

・「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）

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、西山幸子、外国人児童生徒支援リソースルーム）

愛知県史跡整備市町村議会総会 講師（社会科教育講座　松島周一）
文化財講座 文化財講座　講師派遣（理科教育講座　渡邊幹男）

名古屋市教育センター

一宮市教育委員会

小牧市教育委員会

豊明市

一宮市

名古屋市教育委員会

愛知県
生涯学習推進センター

愛知県中央児童・障害者相談セ
ンター

愛知県総合教育センター

名古屋市

豊明市教育委員会
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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）

平成30年度
　　～平成31年度

あま市教育委員会 あま市教職員研修（夏季講座）講師依頼 あま市教職員研修（夏季講座）「プログラミング教育とは-プログラミング教育の進め方-」（情報教育講座　松永　豊）
長久手市

社会教育委員 長久手市における社会教育委員委嘱（教職実践講座　中山弘之）
平成30年度
　～平成31年度

豊橋市立小学校生活科研究部学習会 豊橋市立小学校生活科研究部学習会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）

小中学校総合的な学習研究部夏季研修会 小中学校総合的な学習研究部夏季研修会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）

豊橋市立小中学校研究部研究大会指導者 豊橋市立小中学校研究部研究大会への講師派遣（保健体育講座　森勇示）

豊橋市立小中学校研究部研究大会指導者 豊橋市立小中学校研究部研究大会への講師派遣（家政教育講座　青木香保理）

豊橋市立小中学校研究部研究大会指導者 豊橋市立小中学校研究部研究大会指導者への講師派遣（音楽教育講座　新山王政和）

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、教育ガバナンス講座　風岡　治、教職実践
講座　山田浩一、松井孝彦、数学教育講座　青山和裕、音楽教育講座　新山王政和、保健体育講座　森　勇示、家政教育講
座　青木　香保里）

豊橋市立小中学校数学研究部授業研究会 豊橋市立小中学校数学研究部授業研究会への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
「小学校英語評価」研修及び英語教科化準備検討委員会 「小学校英語評価」研修及び英語教科化準備検討委員会への講師派遣（教職実践講座　松井孝彦）
生涯学習推進大会講師派遣 生涯学習講演会の講師派遣（教職実践講座　中山弘之）

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）
平成30年度
　　～平成32年度

スポーツ推進計画策定委員会 第２期岡崎市スポーツ推進計画策定委員会委員委嘱（保健体育講座　上原三十三）

障がい児連続研修 講師派遣（特別支援教育講座　岩田吉生）
平成30年度
　　～平成32年度

岡崎市教育委員会 教育委員 岡崎市教育委員会教育委員委嘱（保健体育講座　上原三十三）
手形アート協力依頼 （美術教育講座　遠藤透）
英語教育授業研究会 授業講師（外国語教育講座　建内高昭）
英語教育研修会 講師（外国語教育講座　建内高昭）

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）
連携公開講座　２講座 ・「地獄絵のたのしみ」（美術教育講座　鷹巣　純）

・「もうガソリン車には乗れない？～環境科学と日常生活の関わり～」（理科教育講座　稲毛正彦）
刈谷市総合計画審議会委員 刈谷市総合計画審議会委員委員委嘱（教育・学生担当理事/副学長　野田敦敬，福祉講座　佐野真紀） 令和元年度～2年度
子供向け1DAY講座 夏休み1DAY講座（理科教育講座　岩山勉教授）
刈谷市３０歳成人式実行委員会 亀城公園の池の現状調査への協力
「日本女性会議2020かりや」開催準備委員会委員 「日本女性会議2020かりや」開催準備委員会委員委嘱（家政教育講座　山根真理）

「（仮称）日本女性会議2020かりや」実行委員会 「（仮称）日本女性会議2020かりや」実行委員会委員委嘱（社会科教育　嶺崎寛子、家政教育講座　山根真理）
平成30年度
　　～平成32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　渡邊幹男）
平成30年度
　　～平成31年度

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（教則実践講座　川北稔）

共存・協働のまちづくり推進委員会委員 刈谷市における共存・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31年度
　　～平成32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）
平成30年度
　　～平成31年度

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）

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30年度
　　～平成31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） 令和元年度
子供子育て支援事業計画 アドバイザー委嘱（家政教育　山根真理）

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

選挙啓発連携事業 選挙啓発連携事業への協力（社会科教育講座　清田雄治）

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）
平成30年度
　　～平成32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）
平成31年度
　　～令和3年度

(刈谷市総合文化センター)連携公開講座　４講座 ・「家庭や近所づきあいで役に立つコミュニケーションのコツ」（福祉講座　岩山絵理）
・「ドイツの教育事情」（教育ガバナンス講座　マイヤー オリバー）
・「みんなのジェンダー論～身近な疑問から考えよう」（家政教育講座　山根真理）
・「オーブン粘土で干支づくり」（美術教育講座　永江智尚）

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、西山幸子、外国人児童生徒支援リソースルーム）

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

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30年度
　　～平成31年度

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）
平成30年度
　　～平成31年度

岡崎市

碧南市教育委員会

刈谷市教育委員会

豊田市

豊川市教育委員会

刈谷市

豊橋市教育委員会
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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、西山幸子、外国人児童生徒支援リソースルーム）

中学校学習診断テスト問題作成業務委託　業務選考委員会委員依頼 業務委託プロポーザルにおける書類及びヒアリングによる評価（社会科講座　土屋武志）
新修豊田市史総集編部会自然班の調査協力員依頼 協力員（理科教育　島田知彦）

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、技術教育講座　磯部征尊、家政教育講座　青木香保里）

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、技術教育講座　磯部征尊、家政教育講座　青木香保里）

安城市 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）
連携公開講座　２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）

・「かな書道入門（好きな言葉を色紙に書く）」（国語教育講座　衣川彰人）
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）
3Dプリンター活用研修 講師（技術教育講座　北村一浩）

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（社会科教育講座　土屋武志，音楽教育講座　新山王政和，養護教育講座　藤井千
惠，教育実践講座　伊藤幹夫）

夏季実技講習会
西尾市教育委員会における夏季実技講習会への講師派遣（技術教育講座　磯部征尊、家政教育講座　青木香保理、理科
教育講座　戸田茂、稲毛正彦、保健体育講座　鈴木一成）

西尾市立家庭科研究会 講師派遣（家政教育講座　青木　香保里
社会教育関係者・公民館職員研修 講師派遣（教職実践講座　中山弘之）
幼児教育研修会 幼児教育研修会（学校教育講座　二井紀美子）
生命の海科学館サイエンスショー 講師（理科教育講座　阿武木啓朗）

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）
新城市教育委員会 教育研修会生活科部会 新城市教育研修会生活科部会への講師派遣（生活科教育講座　加納誠司）

環境審議会 知立市における環境審議会委員の委嘱（理科教育講座　上野裕則）

知立市史文化財調査員 知立市史文化財調査員委嘱（美術教育講座　安田篤生）
平成30年度
　　～平成31年度

知立市史編さん委員会 知立市史編さん委員会近代・現代部会の調査執筆委員委嘱（社会科教育講座　真島聖子）
平成30年度
　　～平成31年度

図書館講演会 講演会「アニメーション・童話から方言について」（国語教育講座　奥田浩二）
野外彫刻プロムナード展振興運営委員会 20周年記念事業実行委員会委員委嘱（美術教育講座　永江智尚）
連携公開講座　２講座 ・「天然記念物の保存と活用～カキツバタ群落の生物多様性を例に～」（理科教育講座　渡邊幹男）

・「子どもと家族～子どもを育む家族関係～」（心理講座　森川夏乃）

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、西山幸子、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「AIの歴史とその展開」（情報教育講座　松永　豊）
知立市生涯学習講座「知を立てる講座」 （国語教育講座　矢島　正浩）

（社会科教育講座　前田　勉）
（社会科教育講座　土屋　武志）
（教育ガバナンス講座　西尾　圭一郎）

夏期研修会講座 ・プログラミング教育講座（技術教育講座　磯部征尊）
研修会 ・講話「第１６版の改訂作業を進めるにあたっての指導・助言」（社会科教育講座　伊藤貴啓）
連携公開講座　１講座 「日常生活のはてな？～身の回りの科学技術のひみつ～」（理科教育講座　岩山　勉）
一斉授業会理科部会 指導者（理科教育講座　大鹿聖公）

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　樋口一成）
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）

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31年度
　～平成32年度

連携公開講座　２講座 ・「暮らしの中の民俗学～金魚・菊・朝顔を題材として～」（社会科教育講座　野地恒有）
・「西洋美術～絵画の見方」（美術教育講座　浅野和生）

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）

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　春日規克）
平成30年度
　～平成31年度

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（情報教育講座　松永豊，教育ガバナンス講座　大村惠）
みよし悠学カレッジ推進会議 みよし悠学カレッジ推進会議委員委嘱（家政教育講座　関根美貴）

幸田町教育委員会
郷土読本「こうた」編集委員会 郷土読本「こうた」編集委員会における監修員（社会科教育講座　近藤裕幸）

平成30年度
　　～平成31年度

武豊町 防災リーダーフォローアップ講座 防塵マスクによるワークショップ講師派遣（保健体育講座　榊原洋子）
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） 連携公開講座（学校教育講座　野平慎二）

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）
研究会・研修会等への講師派遣依頼 ・大府市民生児童委員協議会　障がい者部会勉強会（教職実践　川北稔）

・岡崎市教育研究大会推進委員会　リポート内容の指導助言（保健体育講座森　勇示、国語教育講座　丹藤博文　砂川誠
司、社会教育講座　土屋武志）

西尾市教育委員会

東三河5市教育委員会

愛知県内教育団体
（研究会・協議会等）

みよし市

豊田市教育委員会

知立市

蒲郡市

知立市教育委員会

みよし市教育委員会

高浜市教育委員会

安城市教育委員会
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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）
・豊橋市立小中学校研究部研究大会の指導助言者（生活科教育講座　加納誠司）
岡崎市教育研究大会推進委員会（美術教育講座　杉林英彦、保健体育講座　縄田亮太、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）
・安城市教育研究会　一斉研修会への講師派遣（養護教育講座　山田浩平）
・みよし市私立幼稚園協会　研修会（幼児教育講座　樋口一成）
・稲沢市教育研究会　研究集会への講師派遣（音楽教育講座　新山王政和、理科教育講座　大鹿聖公）
・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）
・刈谷市青少年問題協議会　出席（教育ガバナンス講座　大村惠）
・日本初等理科教育研究会　（理科教育講座　平野俊英）
・刈谷市理数大好き推進協議会（理科教育講座　岩山勉）
・名古屋市技術・家庭科研究協議会（家政科講座　関根美貴）
・丹陽地方教育事務協議会道徳教育推進教師会　（教職実践講座　鈴木健二）
・ソニー科学教育研究会愛知支部　講演会（理科教育講座　大鹿聖公）
・愛知県理科教育研究会　大学入試問題研究議会（理科教育講座　中野博文）
・日進市現職教育委員会　音楽発表会（音楽教育講座　金原聡子）
・三河教育研究会　講演（生活科教育講座　加納誠司）
・公社社団法人名古屋私立幼稚園協会　保育実践研修会（幼児教育講座　麓洋介）
・愛知県公立小中学校事務職員研究会　アドバイザー委嘱（教育ガバナンス講座　風岡治）
・長久手市現職教育協議会　プログラミング教育講演会（技術教育講座　磯部征尊）
・知立市教育研究会　一斉授業研究会（数学教育講座　青山和裕）
・三河教育研究会　夏季研修会助言（数学教育講座　青山和裕）
・岡崎市教育研究大会推進委員会　岡崎市教育研究大会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公　平野俊英、数学教育講
座　山田篤史、特別支援教育講座　飯塚一裕）
・刈谷市保育協会　研修会講師（幼児教育講座　鈴木裕子）
・三河教育研究会特別支援教育部　通級における指導（特別支援教育講座　小倉靖範）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 ・愛知県教育・スポーツ振興財団　生涯学習講座（美術教育講座　鷹巣純、技術教育講座　北村一浩）
・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）
・刈谷知立環境組合　環境組合行政不服審査会構成員（家政教育講座　加藤祥子）
・愛知県教育・スポーツ振興財団　相談ボランティア研修会（学校教育講座　黒川雅幸）
・愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会　浄化槽フォーラムへの講師派遣（保健体育講座　榊原洋子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 ・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）
・住民に求められる包括的支援体制の構築を目指すセミナーへの講師派遣（福祉講座　川島ゆり子）

愛知県内その他の団体 研修会への講師派遣依頼
・とよたものづくりフェスタ実行委員会　とよたものづくりフェスタ2019への講師派遣（理科教育講座　岩山　勉）

研修会・講習会・講演会等への講師派遣依頼、各種委員委嘱 ・浜松市教育委員会　浜松市教育研究会生活研究部講師への講師派遣（生活科教育講座　加納　誠司）
・近江八幡市教育委員会　外国語教育推進委員会アドバイザー及び講師派遣（教職実践講座　高橋美由紀）
・香川県教育委員会　SSS外部アドバイザー委嘱（数学教育講座　青山和裕）
・浜松市教育委員会　免許状更新講習講師　（心理講座　鈴木伸子）
・近江八幡市教育委員会　外国語教育推進委員会アドバイザー委嘱（教職実践講座　高橋美由紀）
・岐阜県教育委員会　「岐阜県が進めるインクルーシブ教育システム」コアスクールバイザー（特別支援教育講座　森崎博志）
・越知町教育委員会　越知小学校現職研修（技術教育講座　磯部征尊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　多数の講師派遣

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）
・広島県立教育センター　専門研修講座講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・三重県環境学習情報センター　学習推進員研修（理科教育講座　大鹿聖公）
・岐阜市子ども若者総合支援センター　幼児支援教室指導者研修（特別支援教育講座　岩田　吉生）

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）平成30年度～平成32年度
・豊中市　健康福祉審議会委員の委嘱（福祉講座　川島ゆり子）平成28年度～平成31年度
・岐阜市子ども若者総合支援センター　幼児支援教室指導者養成研修（特別支援教育講座　岩田吉生）
・美濃加茂市教育センター　相談主任研修会（心理講座　森川夏乃）
・広島県立教育センター　数学科専門研修講座への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）
・三重県環境学習センター　学習推進員研修（理科教育講座　大鹿聖公）
・和歌山県教育センター学びの丘　「統計を利用した授業づくり研修」への講師派遣（数学教育講座　青山和裕）

研修会・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　研修（数学教育　青山和裕）
・長野県特別支援教育研究連盟　難聴、言語障害教育部会講義（特別支援教育講座　岩田吉生）
・岡山市教育研究研修センター　岡山市教職員研修講座　（数学教育講座　青山和裕）
・鳥取県小学校教育研究会　「AI時代を視野に入れた統計教育の指導について」（数学教育講座　青山和裕）
・岐阜県数学教育協議会　東海地方連絡協議会への講師派遣（理科教育講座　大鹿聖公）
・学校教育相談研究会　滋賀県高等学校教育相談研究会　（学校教育講座　黒川雅幸）
・熊本県中学校教育研究会　全体講演講師、授業研究会助言者派遣（数学教育講座　青山和裕）
・紀北教育研究所　外国語講座（教職実践講座　高橋美由紀）
・奈良県立教育研究所　グループワーキング研修講座講師派遣（教育ガバナンス講座　風岡治）
・京都総合教育センター　数学指導力向上講座（数学教育講座　青山和裕）

その他多数の講師派遣

県外教育団体
（研究会・協議会等）

地方(県外)行政機関

地方(県外)
教育センター等

愛知県内行政関連団体
（協議会等）

地方(県外)教育委員会

愛知県内団体
（協会・連盟等）
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研修会・講演会等への講師派遣依頼 ・全日本盲学校教育研究会　松山分科会における助言者（特別支援教育講座　青柳まゆみ）
・全国英語教育研究大会実行委員会（教職実践講座　高橋美由紀）
・日本教職大学院協会委員会（教職実践講座　倉本哲男）
・全国聾学校教頭会（特別支援教育講座　岩田吉生，小田候朗）
・日本教育大学協会　国立大学教員養成の将来像検討ワーキンググループ委員委嘱（学校教育講座　竹下慎哉）
・福岡県社会福祉協議会市区町村社会福祉協議会会長・常務理事・事務局長研修会への講師派遣（福祉講座　川島ゆり子）

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）平成30年度～平
成31年度
・大学入試センター　教科科目第一委員会委員委嘱（国語教育講座　鈴木達明）平成29年度～平成31年度
・日本学術振興会　特別研究員等審査会委員等委嘱（保健体育講座　春日規克）
・国立教育政策研究所　プロジェクト研究「学校における教育課程編成の実証的研究」に係る委員委嘱（理科教育講座　平野
・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）平成30年度～平成32年度
・国立極地研究所　研究プロジェクト共同研究者（理科教育講座　戸田　茂）平成28年度～平成33年度
・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）平成30年度～平成32年度
・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）
・教職員支援機構　2019年度試験問題作成委員会委員委嘱（生活科教育講座　中野真志）
・教職員支援機構　校長研修講師派遣，カリキュラムマネジメント指導者養成研修（教職実践講座　倉本哲男)

・大学改革支援・学位授与機構国立大学教育研究評価委員会委員委嘱（理科教育講座　平野俊英、教職実践講座　倉本哲
・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）

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 ・エリザベス・アーノルド富士財団　理事就任（家政教育講座　早瀬和利）平成30年度～平成31年度

・エリザベス・アーノルド富士財団　選考委員委嘱（家政教育講座　早瀬和利）平成30年度～平成32年度

・NPO法人安城市体育協会　評議員委嘱（保健体育講座　石川恭）

・日本公認審理師養成機関連盟　研修会への講師派遣（心理講座　樋口亜瑞佐）
・公益社団法人蒲郡市シルバー人材センター蒲郡市介護支援ボランティア事業研修会への講師派遣（福祉教育講座　佐野
・Project　WILD20周年記念シンポジウム講演依頼（理科教育講座　大鹿聖公）

・一般財団法人教員養成機構　教員養成機構委員会委員委嘱（学校教育講座　鈴木健二）
・公益社団法人　日本金属学会　会報編集・セミナーシンポジウム・講演大会・調査研究委員委嘱（技術教育講座　北村一
・公益財団法人社会福祉事業振興会　社会福祉士試験委員委嘱（福祉講座　川島ゆり子）
・公益財団法人豊田市文化振興財団　青少年育成委員会委員委嘱（教育ガバナンス講座　大村惠）
国内希少野生動植物種の指定候補に係る優劣度等の再検討に関する意見交換会（両生類）における委員委嘱（理科教育講
座　島田知彦）

その他　多数の講師派遣

筑波技術大学 教育内容構成学開発研究機構 教育内容構成学開発研究機構研究協力員委嘱（理科教育講座　阿武木啓朗）
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
・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

名古屋芸術大学 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）
東北大学 大学院情報科学研究科第17回公開講演会 大学院情報科学研究科第17回公開講演会への講師派遣（数学教育講座　須田　庄）
鈴鹿大学短期大学部 教育職員免許状更新講習 教育職員免許状更新講習への講師派遣（養護教育講座　福田博美）
放送大学 教育職員免許状更新講習 教育職員免許状更新講習への講師派遣（教育ガバナンス講座　風岡　治）
名古屋大学 キャリア教育研究センター研究員 研究員委嘱（外国語教育講座　二井紀美子，教職実践講座　中山弘之）
野外彫刻プロムナード展振興運
営委員会

２０種年記念事業実行委員会 委員委嘱（美術教育講座　永江智尚）

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）
刈谷ハンドボールクラブ 刈谷ハンドボールクラブへの講師派遣（保健体育講座　山下純平）

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）
新興出版社啓林館

教科書編集委員 教科書編集委員委嘱（数学教育講座　青山和裕）
平成30年度
　　～平成32年度

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、外国語教育講座　建内
編集委員 編集委員委嘱（技術教育講座　本多満正、磯部征尊、家政教育講座　関根美貴）

教育出版㈱ 教科書・教授資料・指導書の執筆・編集協力 教科書・教授資料・指導書の執筆・編集協力（国語教育講座　有働裕、丹藤博文、砂川誠司）
医療法人春陽会 非常勤医師の派遣 非常勤医師派遣（養護教育講座　櫻木　惣吉）
トヨタ自動車株式会社 自然共生活動への講師派遣 自然共生活動への講師派遣（理科教育講座　阿武木啓朗）
特定医療法人共和病院 心理相談及び職員の研修指導 心理相談及び職員の研修指導（心理講座　下村美刈）
放送大学 免許更新講習 免許更新講習分担協力講師依頼（教育ガバナンス講座　風岡治）

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）
わくわく学習教室 わくわく学習教室講師（数学教育講座　青山和裕）

新興出版社啓林館

東京書籍㈱

行政機関(国)
独立行政法人等

藤田医科大学

財団法人等

県外行政関連団体
（協会・連盟等）

トヨタ車体㈱
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東京大学 発達保育実践政策学センター協力 研究者協力委嘱（福祉講座　厨子健一）
社会福祉法人　大和社会福祉
事業振興会

食物アレルギー緊急時対応研修会 研修会（養護教育講座　岡本陽）

福岡県立視覚支援学校 現職教員研修会 研修会（特別支援教育講座　青柳まゆみ）
株式会社コーエイサーチ＆コン
サルティング

「学校保健」実施講義 講師依頼（養護教育講座　藤井千惠）

NPO法人アスクネット キャリア・ブリッジ生徒受注協力 生徒受注協力（学校教育講座　高綱睦美）
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）
京都教育大学 特別支援教育セミナー セミナー講師（特別支援教育　岩田吉生）
お茶の水女子大学 科学研究費助成事業による研究 非可換確率論における直交多項式理論についての研究討論
兵庫教育大学 聴覚障害児教育の現状と課題に関する話題提供 聴覚障害児教育の現状と課題に関する話題提供(特別支援教育　　小田候朗）
株式会社かもがわ出版 「保育所・幼稚園・こども園のための外国人保護者支援の本（仮）」への執筆 幼稚園・保育所ガイドブックの企画趣旨と使い方（日本語講座　西山幸子）


