
対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

現職教員 奈良県立教育研究所 国語科の授業づくり研修講座／中堅教諭等資質向上研修講座 「言語文化の担い手を育成する古典指導」についての研修 Ｈ29.8 国語教育講座 准教授 有馬　義貴

奈良県宇智小学校 宇智小学校の若手教員育成研修に係る講師（全5回） 算数についての授業研究 H29.4-H30.3

和歌山県中貴志小学校
中貴志小学校校内研修における助言（全4回）及び研究大会にお

ける記念講演
算数についての授業研究、研究大会において算数教育について
の講演

H29.5-H29.11

京都府長岡第四小学校 長岡第四小学校校内研修における助言（全3回） 算数についての授業研究 H29.5-H29.11

和歌山県朝来小学校 朝来小学校校内研修における助言（全6回） 算数についての授業研究 H29.5-H30.2

奈良県郡山北小学校 郡山北小学校校内研修における助言（全4回） 算数についての授業研究 H29.6-H29.11

京都市教育委員会
京都市教育委員会数学科夏季研修講座「数学科教員指導力向上

講座」講師（於：京都市総合教育センター）
中学校の数学教育についての研修 H29.7

大阪府さだ小学校 さだ小学校校内研修における助言（全3回） 算数についての授業研究 H29.7-H29.11

大阪府明倫小学校 明倫小学校校内研修における助言（全3回） 算数についての授業研究 H29.7-H30.2

やまぐち総合教育センター
やまぐち総合教育支援センター「問題解決の過程を説明する学習
活動の充実を図る算数科・数学科授業づくり研修講座〔小・中連

携講座〕」講師（於：やまぐち教育支援総合センター）
算数・数学教育についての研修 H29.8

奈良市教育委員会
奈良市教職員研修講座（小学校算数）講師（於：奈良市教育総合

センター）
算数教育についての研修 H29.8

現職教員・学生・一般 日本数学教育学会 第99回全国算数・数学教育研究（和歌山）大会中学校部会講演 中学校の数学教育についての講演 H29.8

現職教員・学生・一般 日本数学教育学会 第99回全国算数・数学教育研究（和歌山）大会講習会講師 中学校の数学教育についての研修 H29.8

大阪府枚方市教育委員会
大阪府枚方市教育委員会「授業研究研修〔算数・数学講座〕」講師

（於：枚方市立教育文化センター）
算数・数学教育についての研修 H29.9

和歌山県富田小学校 和歌山県富田小学校校内研修における助言（全2回） 算数についての授業研究 H29.10-H30.2

奈良県算数数学教育研究会
奈良県算数数学教育研究大会記念講演（於：橿原市立白橿北小

学校）
算数・数学教育についての講演 H29.11

東大阪市数学教育研究会
東大阪市立中学校数学教育研究会統一授業研究会講師（於：東

大阪市立弥刀中学校）
中学校の数学教育についての研修 H29.11

大阪府高槻市教育研究会
大阪府高槻市教育研究会中学校数学部会講演　（於： 高槻市教

育会館）
中学校の数学教育についての講演 H30.1

奈良市教育委員会 数学科教育研修講座（中）
新学習指導要領を見据えた中学校数学科の在り方についての研
修

Ｈ29.7

五條市教育委員会
平成29年度 主体的・対話的で深い学びの推進事業 -学力向上実

践研究-研究発表会
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の視点に
ついての講演

H29.12

奈良県算数・数学教育研究会 平成２９年度　第３学期 奈良県算数数学教育研究発表会 中学校部会の研究発表の内容に対する指導助言 H30.1

現職教員

現職教員

現職教員

平成２９年度　校内研修・講習会等（現職教員・保護者等対象）

数学教育講座 教授 近藤　裕

数学教育講座 准教授 舟橋　友香



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

現職教員 へき地教育部会 平成29年度第1回奈良県複式学級・小規模学級担任研修会
ＩＣＴ機器を活用した遠隔合同授業など複式学級・小規模学級の特
性を生かした指導方法についての講義、演習及び指導上の課題
や指導改善へ向けた取組等についての協議

Ｈ29.10 社会科教育講座 准教授 河本　大地

西日本私立小学校連合会 西日本私立小学校連合会研修会 講演「学校園における傷害の現状と予防戦略」 Ｈ29.5

奈良県教育委員会 平成29年度学校体育担当者会議 講演「熱中症予防戦略」 Ｈ29.5

市内教職員 奈良市 奈良市熱中症事故防止研修会 講演「熱中症予防戦略」 Ｈ29.7

教職員・保護者 大和高田市立五位堂小学校 五位堂小学校学校保健委員会
講演「よい姿勢とバランスのとれた体を作る運動とは？－スポーツ
整形外科医の提案－」

Ｈ29.7

現職教員 奈良県教育委員会 平成29年度地域スポーツ人材活用支援事業 講演「熱中症予防戦略」　（於：十津川高等学校） Ｈ29.7

管理職教員 大和郡山市教育委員会 大和郡山市管理職研修会 講演「学校・園におけるリスクマネジメント」 Ｈ29.8

奈良県教育委員会 平成29年度地域スポーツ人材活用支援事業
講演「①熱中症予防戦略②ケガをしない身体の使い方をウォーム
アップから考えよう-ダイナミックストレッチング-」（於：御所中学校）

Ｈ29.8

奈良県教育委員会 平成29年度学校保健総合支援事業　学校保健課題解決研修会
講演「「四肢の状態」の検査における課題と効果的な健康診断に向
けて」

Ｈ29.11

近畿学校保健学会 近畿学校保健学会第6回研修セミナー
講演「運動器検診について－現場が抱える課題とその対応策を考
える－」

Ｈ29.12

天理大学 天理大学アンチドーピング研修会 研修会「アンチドーピング研修会」 Ｈ29.12

教職員、保護者 大和高田市立五位堂小学校 五位堂小学校学校保健委員会
講演「ケガ予防体操の効果－アンケートならびに下肢バランス機
能テストの結果から－」

Ｈ30.2

大阪府立伯太高等学校 総合学科開設記念　平成29年第３回地域公開講座 研修講師 Ｈ29.6

寝屋川市教育委員会 北河内英語教育研究会 講演会講師 Ｈ29.6

奈良県教育委員会 平成29年度英語指導パワーアップ講座(高等学校) 研修講師 Ｈ29.7

奈良県教育委員会 平成29年度英語指導パワーアップ講座(中学校) 研修講師 Ｈ29.7

奈良市教育委員会 平成29年度奈良市教職員研修講座外国語科教育研修講座 研修講師 Ｈ29.7

大和広陵高校 大和広陵高校研究授業 授業助言 Ｈ29.11

奈良県中学校外国語科英語教育
研究会

平成２９年度奈良県中学校外国語科英語教育研究大会 講演会講師 Ｈ29.11

三重県教育委員会 三重県平成２９年度外国語教育の充実を図るための研修会 研修講師 H29.12

寝屋川市教育委員会 寝屋川市授業研究会 授業助言 Ｈ30.2

寝屋川市教育委員会 寝屋川市授業研究会 授業助言 Ｈ30.3

奈良県教育委員会 奈良県教育委員会のパワーアップ講座で講演する 英語教育のため省察的実践についての研修 Ｈ29.7 英語教育講座 准教授
アムンルド　トー
マス  マーティン

現職教員

現職教員

教授 佐藤　臨太郎

現職教員、学生

現職教員

保健体育講座 教授 笠次　良爾

英語教育講座



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

奈良市立伏見小学校
平成29(2017)年度奈良市立伏見小学校校内研究授業・協議会指

導助言
小２の公開授業に関する事前指導，当日の授業参観，協議会にお
ける指導助言

Ｈ29.11

第68回造形表現・図画工作・美術
教育研究大会 岡山大会運営委員

会

第68回造形表現・図画工作・美術教育研究大会 岡山大会「小」分
科会における指導助言者 於：岡山朝日塾小学校

公開授業に関する事前指導，当日の授業参観，協議会における指
導助言

Ｈ29.11

奈良県図工美術教育研究会
第69回造形表現・図画工作・美術教育研究大会 奈良大会に向け
ての第３回研究協議会における指導助言　於：奈良女子大学附属

小

次年度の全国大会発表に向け，小学校教諭、中学校教諭を対象
に、協議会における指導助言

H29.12

現職教員 奈良県図工美術教育研究会
奈良県図画工作・美術・実践報告・作品研修会(第69回造形表現・
図画工作・美術教育研究大会 奈良大会に向けての研究協議会)

における指導助言。於：奈良県立教育研究所

次年度の全国大会発表に向け，中学校教諭を対象に、協議会に
おける指導助言

H30.1

現職教員 奈良県図工美術教育研究会
第69回造形表現・図画工作・美術教育研究大会 奈良大会に向け

ての研究協議会における指導助言　於：奈良県立教育研究所
次年度の全国大会発表に向けての協議において，小学校教諭、
中学校教諭、高校教諭に対する指導助言

Ｈ30.3

京都市教育委員会
図画工作科・美術科夏季連携講座「図画工作・美術科を貫く『主体

的・対話的で深い学び』の実現」
平成29年告示の学習指導要領の動向を踏まえた図画工作・美術
科における授業改善に関する講演

Ｈ29.8

奈良市教育委員会
奈良市教職員研修講座「中学校美術科における『アクティブ・ラー

ニング』の視点」
中学校美術科におけるアクティブ・ラーニングの視点に基づいた学
習設計に関する研修

Ｈ29.8

現職教員等 滋賀県教育委員会 平成29年度第１回園長等運営管理協議会 講演「幼児教育における学びの芽生えの重要性」 Ｈ29.4 学校教育講座 教授 横山　真貴子

八尾市 認定こども園に向けての教育・保育の研究第１回全体会 講演「主体的に遊び込む＝学び」 Ｈ29.4

八尾市
平成29･30年度 八尾市認定こども園に向けての教育・保育の研

究 指導助言者
①園内研究会指導助言：５ブロック各１園　②第２回代表者会議に
おける指導助言

Ｈ29.4-Ｈ30.2

奈良市子ども未来部こども園推進
課

平成29年度 奈良市カリキュラム改訂研究会議　アドバイザー 指導助言（講話を含む）実施 Ｈ29.5-Ｈ30.2

八尾市 第１回　幼保小合同研修会
演題「幼児教育における改訂（改定）にともなう就学前教育・保育と
小学校教育との円滑な接続」

Ｈ29.5

奈良県立教育研究所 平成29年度　幼稚園教育理解推進事業（奈良県協議会）全体会 講演「幼稚園教育要領の改訂とこれからの就学前教育」 Ｈ29.5

奈良市子ども未来部こども園推進
課

平成29年度 第１回奈良市こ幼保合同研修会並びに第１回カリ
キュラム研修会

奈良市立大宮幼稚園公開保育研究会講師 Ｈ29.6

大和郡山市立郡山北幼稚園 大和郡山市立郡山北幼稚園　園内研究会講師 研究テーマ「わくわくと心動かす遊びを見つめて」（5歳児） Ｈ29.6

こども園保護者 奈良市立都跡こども園 奈良市立都跡こども園　土曜参観教育講演会 講演「遊びの中での学び」 Ｈ29.6

奈良県私立幼稚園連合会 平成29年度 奈良県私立幼稚園連合会 プロジェクト研究会　講師 ７回実施 Ｈ29.6-Ｈ30.1

東大阪市立幼稚園・こども園長会 東大阪市立幼稚園・こども園 幼児教育研究会合同研修会 講演「幼児教育の現状と課題」 Ｈ29.7

大和郡山市幼稚園教頭会 大和郡山市幼稚園教頭研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ29.7

枚方市教育委員会 園長研修（2） 講義・演習「就学前教育の質を考える」 Ｈ29.7

和歌山市立教育研究所 平成29年度 専門研修講座「幼稚園教育①」 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ29.7

奈良県市立幼稚園連合会
第32回近畿地区私立幼稚園教員研修大会　京都大会　分科会１ 

助言者
分科会１ 奈良県「聞くちからを育てる」（愛恵幼稚園）の助言者 Ｈ29.7

現職教員等

現職教員等

学校教育講座 教授 横山　真貴子

現職教員等

美術教育講座 准教授 竹内 晋平現職教員

宇田 秀士教授美術教育講座

現職教員



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

亀山市教育委員会 亀山市幼児教育研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ29.8

京都府総合教育センター
平成29年度　京都府研修講座「新規採用者研修『幼稚園教諭3』

講座」「幼児教育講座」
講義Ⅰ「新しい幼稚園教育要領について」、講義Ⅱ・演習「言葉に
よる伝え合いを育むための環境構成や教師のかかわりについて」

Ｈ29.8

大阪市立幼稚園長会 大阪私立幼稚園夏季園長研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ29.8

沖縄県糸満市教育委員会 保幼こ小連携支援事業　公開保育指導助言及び保育講演会 講演「幼児教育の充実と小学校への円滑な接続について」 Ｈ29.8

兵庫県教育委員会 阪神教育事務
局

平成29年度阪神・丹波地区幼稚園教育理解推進研修会
講演「改訂内容を踏まえ、幼児期における言葉の獲得などについ
て」

Ｈ29.8

枚方市教育委員会 幼稚園主任教諭研修 講義・演習「保育の質を考える」 Ｈ29.8

富田林市立幼稚園 園長･園長代理
会

園長・園長代理会全体研修会 講演「改訂内容を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」 Ｈ29.8

神戸市教育委員会 平成29年度　神戸地区幼稚園教育理解推進研修会 講演「改訂内容を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」 Ｈ29.8

茨木市教育委員会 平成29年度 幼稚園教員研修会 講話「幼稚園教育要領改訂とカリキュラム・マネジメントについて」 Ｈ29.9

高槻市教育委員会
平成29年度 高槻市立幼稚園・私立幼稚園・認定こども園合同研

修会
講演「改訂をふまえて、今後の幼児教育のあり方を考える」 Ｈ29.9

奈良市子ども未来部こども園推進課 乳幼児教育･保育研修講座
講演「幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども
園教育・保育要領の改訂について」

Ｈ29.9

泉佐野市民間保育士会 平成29年度 泉佐野市民間保育士会研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ29.9

ソニー奈良自主研究会 ソニー奈良自主研究会 講演「子どもと共に創りだす保育」 Ｈ29.9

高島市子ども未来部 保育園・幼稚園・認定こども園等職員研修会 講演「乳幼児期の言葉の育ちの保障」 Ｈ29.10

両丹地区私立幼稚園協会 両丹私立幼稚園協会講演会 講演「新幼稚園教育要領について」 Ｈ29.10

大津市 大津市 幼保共通カリキュラム公開保育研究会
指導助言　①大津市立瀬田北幼稚園（4歳児）、②大津市立青山幼
稚園（5歳児）

Ｈ29.10　-11

大阪府私立幼稚園連盟 平成29年度 大私幼設置者・園長研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ29.10

滋賀県教育委員会
平成29年度「学びに向かう力推進事業」にかかる実践研究指定園

への指導・助言、講演
講演「小学校への円滑な接続に向けて」（甲賀市立伴谷幼稚園・保
育園）

Ｈ29.11

NPOちゃいるどねっと大阪 第19回　大阪保育子育て人権研究集会 第4分科会 助言者 第4分科会「幼保一体化保育の現状」 Ｈ29.11

関西幼稚園・こども園連合会 第119回　関西幼稚園・こども園連合会教育研究大会　奈良大会 講演「今の充実を支え、未来の育ちにつなぐために」 Ｈ29.11

柏原市教育研究会 平成29年度柏原市教育研究会 幼稚園部会 講話「平成29年告示の幼稚園教育要領について」 Ｈ29.11

神奈川県教育委員会 幼・保・小連携研修講座　講演 講演「幼保小連携の可能性を探る」 Ｈ29.11

近江八幡市立保育所幼稚園こども
園教育保育研究会

平成29年度 近江八幡市立保育所・幼稚園・こども園教育保育研
究会研修会

講演「幼児期における学びの芽生えの重要性」 Ｈ29.11

現職教員等 学校教育講座 教授 横山　真貴子



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

和歌山県教育庁学校教育局義務
教育課

平成29年度 幼稚園・保育所・認定こども園関係職員合同研修「中
堅職員研修会」研修２

講義・演習「絵本から広がる子どもの世界」 Ｈ29.11

滋賀県教育委員会
平成29年度「学びに向かう力推進事業」にかかる実践研究指定園

への指導・助言、講演
講演「学びに向かう力を育むための保育のあり方 」（米原市立いぶ
き認定こども園）

Ｈ29.12

泉佐野市こども部子育て支援課 平成29年度 泉佐野市研修会
講演・演習「幼保連携型認定こども園教育・保育要領をもとに大切
にしたいことを考えよう」

Ｈ29.12

八尾私立幼稚園園長会 八尾市立幼稚園園長会研修会 講話・演習「園の保育力を高める園長としての役割とは」 Ｈ29.12

学校法人追手門学院 初等中等教
育長

追手門学院初等中等教員全体研修　講演会
講演「新学習指導要領等の趣旨とこれからの保育・教育の方向性
について」

Ｈ29.12

八尾市教育委員会 第３回幼保小合同研修会 
講演「アプローチカリキュラムとスタートカリキュラムを活用した
幼保小の円滑な接続について」

Ｈ30.1

栗東市子ども・健康部幼児課 栗東市幼保職員専門研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ30.1

生駒市教育委員会 生駒市公私立園長会研修会 講演「幼児期の小学校教育の育ちをつなぐ幼小接続について 」 Ｈ30.1

学校法人恵峰学園 杉の子幼稚園合同研修会 講演「これからの幼児教育を考える」 Ｈ30.1

米原市子ども未来部保育幼稚園
課・米原市教育センター

米原市教育センター教職員研修講座「就学前教育講座」 講演「子どもの育ちと学びをつなぐ保育の充実にむけて」 Ｈ30.1

奈良市子ども未来部こども園推進
課

平成29年度 第5回奈良市こ幼保合同研修会 奈良市立青和こども園公開保育研究会 講師 Ｈ30.1

泉州民間保育士会 泉州民間保育士会研修会 講演・演習「小学校との連携・接続について」 Ｈ30.1

大阪市保育・幼児教育センター 大阪市教育・保育施設等職員研修会「施設長研修会」 講演 「これからの幼児教育を考える」 Ｈ30.2

大津市
大津市立幼稚園・保育園「研修派遣による職員交流」～公開報

告・研修会～
講演「これからの幼児教育・トリプル改訂のポイント」 Ｈ30.2

甲賀市こども政策部保育幼稚園課 アプローチカリキュラム作成委員会
講話「幼児期の教育と小学校教育とを滑らかにつなぐ接続期カリ
キュラムの作成に向けて」

Ｈ30.2

八尾市 認定こども園に向けての教育・保育の研究報告会
指導講評・講演「様々な遊びの中で健やかに育つ子どもの育成を
めざして」

Ｈ30.2

教育長等 奈良県地域振興部教育振興課 平成29年度 第２回奈良県教育サミット
講演「就学前教育の充実について」、及びグループ討論における
指導

Ｈ30.2

平群町立ゆめさとこども園 園内研修会 講話「幼保連携型認定こども園教育・保育要領改訂について」 Ｈ30.3

四條畷市子ども政策課 四條畷市職員研修
講演「保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領
の改定（改訂）と教育・保育のあり方について」

Ｈ30.3

高砂市 高砂こども園造形研修会 公開保育の指導・助言 Ｈ29.6

奈良市 奈良市乳幼児教育・保育研修講座実技研修
「生活と遊びから生まれる造形表現〜身の回りのモノを素材に〜」
というテーマでの講義と実技からなる研修

Ｈ29.7

日本保育協会青年部 第３９回全国青年保育者会議
「乳児期の安心感・基本的信頼感を支え育む保育者の専門性ー環
境構成とかかわりをふり返る保育の質スケールを用いて」という
テーマでの研修

Ｈ29.9

現職教員、現職保育
者

兵庫県高砂市 第６９回兵庫県造形教育研究大会播磨東大会
「一貫教育で育まれる創造性」というテーマでの，高砂市立高砂こ
ども園の造形教育の取り組みについて講演，鼎談

Ｈ29.11

現職教員等

現職教員等

現職教員等

現職保育者

現職教員等

学校教育講座 教授 横山　真貴子

佐川　早季子准教授学校教育講座



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

日本保育協会石川県支部 メンタルヘルス（離職防止）研修 保育者の離職防止のための研修（キャリアアップ研修）。 Ｈ30.2

日本保育協会石川県支部 乳幼児教育実践研究会検討会 大徳学園で公開保育型外部研修（キャリアップ研修）。 Ｈ30.2

現職教員 奈良県立平城高等学校 アクティブラーニングについての研修会 アクティブラーニングの概念と具体的な推進方法について研修 Ｈ29.8

現職教員，
寄宿舎指導員

京都府立盲学校 職員研修 思春期の子どもの自己の特徴と必要な関わりについての研修 Ｈ29.8

保護者 東京大学附属中等教育学校 保護者会による研修会 思春期の子どもの発達的特徴と関わりについての研修 Ｈ29.11

現職教員 大和高田市立片塩中学校 職員研修 協同学習の具体的な進め方についての研修 Ｈ30.2

園長
社団法人大阪市私立幼稚園連合

会
大私幼南支部・阪私幼南地域園長研修会 教育の役割と教師の育ちについての研修 Ｈ29.11

熊本県和水町 保育士研修会 指針等の改訂についての研修 Ｈ30.3

公益社団法人日本幼年教育会 春季幼年教育研修会 指針等の改訂についての研修 Ｈ30.3

公益社団法人日本幼年教育会 春季幼年教育研修会免許更新講習 子ども同士の触れ合いを育む幼児体育の研修 Ｈ30.3

現職教員 日本語指導担当者懇話会　研修会 奈良市教育委員会
奈良市の現職教員及び日本語指導関係者を対象として「個別の指
導計画のための学習目標と指導のヒント」と題した研修

Ｈ30.2 教育連携講座 准教授 和泉元　千春

奈良市立済美小学校校内研修会 奈良市立済美小学校 生活科・理科学習におけるESD地域教材の開発に関する研修 Ｈ29.5

猪名川町立六瀬中学校校内研修
会

猪名川町立六瀬中学校 総合的な学習の時間におけるESDに関する研修 Ｈ29.7

名張市立蔵持小学校校内研修会 名張市立蔵持小学校 4年生のゴミに関する授業の参観と協議、資源に関する研修 Ｈ29.7

枚方市環境教育研修会 枚方市教育委員会 ESD環境教育入門に関する研修 Ｈ29.7

寝屋川市立寝屋川十中校区教職
員研修会

寝屋川第十中学校 次期学習指導要領とESDについての研修 Ｈ29.8

猪名川町立六瀬中学校校内研修
会

猪名川町立六瀬中学校 SDGsと次期学習指導要領についての研修 Ｈ29.8

橋本市立三石小学校校内研修会 橋本市立三石小学校 ESD入門をテーマとした研修 Ｈ29.8

第2回名張市立蔵持小学校校内研
修会

名張市立蔵持小学校 第1学年の研究授業と研究協議 Ｈ29.11

第3回名張市立蔵持小学校校内研
修会

名張市立蔵持小学校
5年生の総合的な学習の時間「エネルギー」の研究授業と研究協
議

H29.12

ユネスコスクール研修会in大牟田 大牟田市教育委員会 ESDとしての世界遺産学習に関する講演 Ｈ29.8

第55回全国小学校社会科研究協
議会研究大会奈良大会

全国小学校社会科研究協議会 学年別授業研究会（6年：歴史学習）の指導助言 Ｈ29.10

現職教員・一般
第8回世界遺産学習全国サミットin

大田
大田市教育委員会 世界遺産学習に関する分科会の指導助言 Ｈ29.11

中山　留美子准教授学校教育講座

佐川　早季子准教授学校教育講座

保育者・園長

現職教員

准教授 廣瀬　聡弥

現職保育者

学校教育講座

中澤　静男准教授教育連携講座



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

附属学校園保護者
 附属幼・小・中学校ＰＴＡ合同研修

会
附属幼・小・中学校ＰＴＡ ESDをテーマとしたならまちフィールドワーク Ｈ29.11

現職教員・一般
猪名川町立六瀬中学校ESD研究

発表会
猪名川町教育委員会 研究発表に関する研究講評 H29.12

舞鶴市ＥＳＤ研究会 舞鶴市ＥＳＤ研究会 ＥＳＤの具体的授業展開に関する研修 H29.12

 橋本市立三石小学校研修会 橋本市立三石小学校 ESDとコミュニケーション力の育成についての講演 Ｈ30.2

小中学校特別支援教
育コーディネーター

大和高田市教育委員会 大和高田市特別支援教育コーディネーター研修会 子どもの能力を最大限に伸長できる学ぶ場の選択にかかわって H29.12 教職開発講座 教授 木下　理恵

教育関係者、一般 王寺町 義務教育学校（小中一貫教育）講演会 講演会とパネルディスカッション Ｈ29.5

日本視聴覚教育協会（文部科学省
共催）

eスクール　ステップアップ・キャンプ2017東日本大会in静岡 講座、シンポジウムを担当 Ｈ30.2

県立教育研究所 平成29年度奈良県学力向上フォーラム 講演 Ｈ30.2

日本教育情報化振興会
（JAPET&CEC）

新学習指導要領を視野に入れたICT活用 講演 Ｈ30.2

広島大学 教育ヴィジョン研究セン
ター（EVRI）

教師教育者の役割、行動と成長（「教育の専門家」研究ユニット研
究拠点創成フォーラム）

講演 Ｈ30.3

奈良県立ろう学校 精神科校医（医師講師）（全6回） 在校生の精神科領域での健康相談
Ｈ29.4.1-Ｈ

30.3.31

奈良県立二階堂養護学校 精神科校医（医師講師）（全6回） 在校生の精神科領域での健康相談
Ｈ29.4.1-Ｈ

30.3.31

奈良県立平城高校 職員研修会講師 思春期の生徒理解についての研修 Ｈ29.10

奈良県教育委員会教育相談係  不登校ケース会議における指導助言 個別の事例への対応助言 H29.12

奈良県立桜井高等学校 奈良県立桜井高等学校校内研修会
奈良県立桜井高等学校校内研修会で講師として教育評価に関す
る講演

Ｈ29.7

奈良県高等学校教科等研究会国
語部会

奈良県高等学校国語科学習指導研究会
平成29年度奈良県高等学校国語科学習指導研究会の講師として
高校の国語科観点別評価に関する講演

Ｈ29.11

大阪府内小学校 校内研修会 校内授業研究会の在り方についての研修 Ｈ29.4

大阪府内小学校 校内研修会 校内授業研究会の在り方についての研修 Ｈ29.6

大阪府内小学校 校内研修会 体育授業づくりについての研修 Ｈ29.6

大阪府内小学校 校内研修会 児童の体力向上についての研修 Ｈ29.8

奈良県内幼稚園 園内研修会 運動遊びを中心とした保育についての研修 Ｈ29.10

大阪府内小学校 校内研修会 体育授業づくりについての研修 Ｈ29.11

大阪府内小学校 校内研修会 校内授業研究会の在り方についての研修 Ｈ29.11

現職教員

現職教員

現職教員

現職教員

現職教員

教育関係者

現職教員、保護者

中澤　静男准教授

根來　秀樹教授教職開発講座

根來　秀樹教授教職開発講座

教職開発講座 教授 小柳　和喜雄

教育連携講座

教職開発講座 准教授 北川　剛司

中井　隆司准教授教職開発講座



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

大阪府内小学校 校内研修会 校内授業研究会の在り方についての研修 Ｈ29.11

大阪府内小学校 校内研修会 体育授業づくりについての研修 Ｈ30.1

大阪府内小学校 校内研修会 体育授業づくりについての研修 Ｈ30.2

吉野町立吉野小学校 主体的に取り組む「読むこと」の指導 国語科の授業研究について指導 Ｈ29.6

生駒市立壱分小学校 小学校低学年における「書くこと」の指導 国語科の授業研究について指導 Ｈ29.6

奈良県立教育研究所 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善① 中堅教諭等資質向上研修における講師 Ｈ29.7

奈良県立教育研究所 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善② 中堅教諭等資質向上研修における講師 Ｈ29.8

 教職員　現職教員 宇陀市教育委員会 「子どもに力をつける」主体的・対話的な授業づくり 宇陀市内の幼・保・小・中の教職員を対象として講義 Ｈ29.8

奈良県立教育研究所 教科等指導ー教科等指導の工夫と授業展開①（国語） 中学校の初任者研修における国語科講師 Ｈ29.8

奈良県立教育研究所 教科等指導ー教科等指導の工夫と授業展開②（国語） 中学校の初任者研修における国語科講師 Ｈ29.10

 教職員　現職教員 野迫川村立野迫川中学校 中学校における「読むこと」の指導 国語科の授業研究について指導 Ｈ29.11

現職教員（中堅） 奈良県立教育研究所 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善③ 中堅教諭等資質向上研修における講師 Ｈ29.11

現職教員

現職教員（初任者）

 教職員　現職教員

現職教員（中堅）

准教授教職開発講座 東畠　智子

中井　隆司准教授教職開発講座



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

小学生 大阪府堺市教育委員会
大阪府堺市教育委員会主催「堺市思考力コンテスト」審査委員

（於：堺高等学校）
堺市思考力コンテスト（小学校の部）の審査 H29.12 数学教育講座 教授 近藤　裕

小学生 精華町立東光小学校 平成29年度 東光小学校ほかほか祭りにおける出前授業 小学校4年生を対象に、重さに関する出前授業 H29.12 数学教育講座 准教授 舟橋　友香

高校生 奈良育英高等学校 奈良育英高等学校進路相談会（出前授業）
「地域多様性と教育の世界」と題した、途上国や日本の農山村の
学校等の様子を含めた授業

Ｈ29.6 社会科教育講座 准教授 河本　大地

奈良市教育委員会 小学生対象の理科教室 理科教室「プラスチックのふしぎ」 Ｈ29.5

奈良市教育委員会 小学生対象の理科教室 理科教室「コイン選別機をつくろう」 Ｈ29.9

小・中学生 曽爾村・奈良教育大学 サマースクール　in　曽爾　2017 河川環境に関する授業（曽爾小学校児童対象） Ｈ29.8

小学生 五條市教育委員会・奈良教育大学 第2回　サイエンス・スクール　ｉｎ　五條 理科・算数に関する特別授業（五條市小学生対象） Ｈ29.8

中学生 奈良県立青翔中学校・高等学校 土曜授業「二上山地学実習」実習講師
香芝市屯鶴峯において、特徴的な地質について観察を指導し、そ
の成り立ちについての解説

Ｈ29.11 理科教育講座 教授 和田　穣隆

高校生 奈良県高等学校英語教育研究会 奈良県高等学校等英語弁論大会 審査委員長 Ｈ29.9 英語教育講座 教授 佐藤　臨太郎

奈良県教育委員会 平成29年度地域スポーツ人材活用支援事業 講演「熱中症予防戦略」　（於：生駒南中学校） Ｈ29.6

奈良県教育委員会 平成29年度地域スポーツ人材活用支援事業
講演「ケガをしない身体の使い方をウォームアップから考えよう-ダ
イナミックストレッチング-」　（於：生駒南中学校）

Ｈ29.8

大学院生 神戸大学大学院 神戸大学大学院高度教員養成プログラム 講演「学校管理下の災害の年次推移と校種別傷病予防」 Ｈ29.11

高校生 奈良文化高校 奈良マラソン救護サポート事前学習会 研修会「マラソンにおける救護について」 Ｈ29.11

小学生、中学生 NPO法人奈良野球少年を守る会 第8回奈良県野球肘検診 少年野球選手対象の肘検診 Ｈ29.11

大学生 近畿学生トライアスロン連合 近畿学生トライアスロン連合春季合宿研修会
講演「アンチドーピング研修会」「ぶれない体幹をつくるためのト
レーニング・ストレッチング」

Ｈ30.3

高校生 大阪府立北野高等学校 課題研究発表会におけるアドバイザー
課題研究発表会アドバイザーとして研究発表についてアドバイス、
研究手法に関する情報交換

Ｈ30.1 保健体育講座 准教授 髙木　祐介

小学生 京都市立境谷小学校 「黒と白とであざやかに（毛筆画指導）」（全３回） 図画工作科の出張授業 Ｈ29.6 美術教育講座 准教授 竹内 晋平

高校生 京都府立園部高等学校 京都府立園部高等学校生徒の研究室訪問 キャリア教育の一環として保育学について訪問調査 Ｈ29.8 学校教育講座 教授 横山　真貴子

中学生 山添村立　山添中学校 山添中学校　国際交流活動
教員研修留学生が参加した中学生を対象とした国際交流活動の
支援

Ｈ29.7

橿原市立耳成南小学校 耳成南小学校　国際交流活動
米国留学生が参加した小学2年生を対象とした国際交流活動の支
援

Ｈ29.10

本学附属小学校 奈良教育大学附属小学校「言語文化」
本学交換留学生・日本語日本文化研修留学生が参加した小学5年
生を対象とした「言語文化」活動の支援

Ｈ29.11

山添村立　山添中学校 山添中学校　国際交流活動
教員研修留学生4名が参加した中学3年生を対象とした国際交流
活動の支援

Ｈ29.11

山添村立　山添中学校 山添中学校　国際交流活動 米国留学生が参加した中学生を対象とした国際交流活動の支援 Ｈ30.3

小中学生 奈良市立富雄第三小中学校 奈良市立富雄第三小中学校ユネスコ委員会支援活動 ユネスコ活動やESDに関してのプレゼン H29.4

ユース 奈良ユネスコ青年部 奈良ユネスコ青年部キャンプ研修交流会 ESD入門をテーマとした研修 Ｈ29.6

小中学生 東大寺 第4回東大寺寺子屋 東大寺フィールドワークに関する勉強会 Ｈ29.8

中学生 東北学園 東北学園ＥＳＤ出前授業 東大寺大仏のＥＳＤ的な見方に関する講演 H29.12

ユース 奈良ユネスコ青年部 奈良ユネスコ青年部　ESD勉強会 ESDの２つの価値観に関する研修 Ｈ30.3

理科教育講座 教授 梶原　篤小学生、幼稚園児

教授 藤井　智康理科教育講座

准教授教育連携講座 中澤　静男

教授 笠次　良爾保健体育講座

准教授 和泉元　千春教育連携講座

中学生、現職教員

中学生

小学生

平成２９年度　講習会等（児童・生徒対象）



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

教育関係者、一般 放送大学和歌山学習センター 公開講演 子どもの学びの心理的基盤についての基調講演 Ｈ30.2 学校教育講座 准教授 中山　留美子

一般 龍谷大学・明治大学
龍谷大学・明治大学 連携講座「RECコミュニティカレッジ東京 in 明

治大学リバティアカデミー」（シリーズ「『源氏物語』の人間関係」
全３回のうち、第3回「『源氏物語』の友人関係―薫と匂宮を中心に
―」の講師

H29.12 国語教育講座 准教授 有馬　義貴

学会員・現職教員・学
生・地域づくりに関心

のある方
人文地理学会・奈良地理学会 シンポジウム「山の暮らしの未来を考える」

山の暮らしの未来を国民みんなで共有し形づくる道筋について、主
に教育に焦点を当てて考えるシンポジウム

Ｈ29.7

紀の川市関係者
近畿環境パートナーシップオフィス

（環境省 きんき環境館）
紀の川市の協働モデル創出に向けた意見交換会

環境・農・食を生かした新しい価値創造に向けた多様な主体間連
携のプラットホームを創出するための支援

Ｈ29.12

十津川村民 十津川村教育委員会 十津川村史編さん委員会第２回成果報告会 十津川村神納川区に関する地理学的研究の成果発表と意見交換 Ｈ30.2

学校教育とジオパー
クに関心のある方

日本地理学会ジオパーク対応委員
会

公開シンポジウム「新学習指導要領とジオパーク」
これからの学校教育におけるジオパークの可能性について、地理
教育とジオパークの関係者とで具体的に議論するシンポジウム

Ｈ30.3

ガイド 小代ガイドクラブ 小代ガイドクラブ （兵庫県香美町）　講師 助言・指導, 情報提供
Ｈ29.4.1-Ｈ

30.3.31

ジオパークに関心の
ある方

山陰海岸ジオパーク推進協議会 山陰海岸ジオパーク講座支援事業　講師 講師
Ｈ29.4.1-Ｈ

30.3.31

奈良植物研究会 奈良植物研究会第３８８回例会「高円山を歩く」
研究会会員を中心とした市民と高円山に登り、出現する植物につ
いて解説するとともに、ナラ枯れ被害の実態の視察

Ｈ29.4

大阪自然環境保全協会 講演「本山寺の森林について」
本山寺のツガ-アカガシ林の価値と官民協働による保全対策のね
らいと進捗について

Ｈ29.5

奈良県森林インストラクター会 春日山観察会
春日山の植生を解説するとともに、奈良県が実施する春日山原始
林保全計画による防鹿柵を視察しねらいと効果についての解説

Ｈ29.10

一般 奈良テレビ放送 奈良テレビ「ならフライデー9」出演（2回） 番組内で天川村、曽爾村について、地質学的な面からの解説 H29.9、Ｈ29.11 理科教育講座 教授 和田　穣隆

理学療法士 奈良県理学療法士協会 奈良県理学療法士協会スポーツ勉強会 講演「スポーツイベント救護の考え方とその実際」 Ｈ29.6

奈良マラソン実行委員会 奈良マラソンランニングクリニック 研修会「胸骨圧迫講習会」 Ｈ29.7

奈良マラソン実行委員会 奈良マラソンランニングクリニック 研修会「胸骨圧迫講習会」 Ｈ29.8

トレーナー ＪＡＳＡ－ＡＴ関西連絡会 ＪＡＳＡ－ＡＴ関西連絡会研修会
講演「スポーツ現場におけるリスクマネジメント－トライアスロン・マ
ラソンを中心に－」

Ｈ29.9

選手、指導者、大会
主催者など

公益社団法人日本トライアスロン
連合

2017年JTUコーチングシンポジウム
講演「トライアスロン指導における安全対策 －合宿等におけるリス
クマネジメントと指導者の役割－ 1. 医師の立場から」

Ｈ29.10

一般 奈良マラソン実行委員会 奈良マラソンボランティア説明会 研修会「胸骨圧迫講習会」 Ｈ29.11

管理栄養士、
施設管理者

公益社団法人日本栄養士会 第40回全国矯正栄養士研修会 基調講演「所内における熱中症の予防と対策」 Ｈ30.1

指導者 ランニング学会 平成29年度第2回認定ランニング指導員養成講習会 講義「スポーツ医学・整形外科系」 Ｈ30.2

一般

一般

笠次　良爾教授保健体育講座

教授理科教育講座 松井　淳

社会科教育講座 准教授 河本　大地

平成２９年度　講習会等（専門職・一般の方対象）



対象者 依頼元・主催者等 事業（講座・講習会）名等 内容 日時・期間 所属 職名 氏名

競技団体関係者、
医療従事者

日本水泳トレーナー会議 日本水泳トレーナー会議関西ブロック研修会
講演「トライアスロン大会救護体制の構築から、ＯＷＳにおけるリス
クマネジメントを考える」

Ｈ30.2 保健体育講座 教授 笠次　良爾

スポーツ指導者 公益財団法人　日本体育協会
平成29年度 公益財団法人 日本体育協会公認スポーツ指導者養

成講習会
共通科目Ⅱ・Ⅲ集合講習会で「社会の中のスポーツ」についての講
義

Ｈ29.11 保健体育講座 教授 高橋　豪仁

奈良市生涯学習財団 講演会 病気を予防するための栄養処方と運動処方について Ｈ29.6

奈良市生涯学習財団 講演会と実習 1日目: 季節と体重変化の関係性 2日目:  低脂肪食の調理実習 Ｈ30.1、Ｈ30.2

放送大学奈良学習センター 放送大学面接授業 ESDやSDGｓ関する講義 H29.5

橿原市教育委員会 第1回まほろば大学校 地球的諸課題についての講義 Ｈ29.9

橿原市教育委員会 第2回まほろば大学校 奈良の世界遺産のESD的解釈の講義 Ｈ29.10

橿原市教育委員会 第3回まほろば大学校
世界遺産・地域遺産を通した持続可能な社会づくりのための人材
育成の講義

Ｈ29.11

春日山原始林を未来につなぐ会 セイブジャパンプロジェクト 春日山原始林のESD的価値についての講演 Ｈ30.2

奈良市総合財団 入江泰吉の眼を歩く～古都奈良の世界遺産を巡る～ 古都奈良の文化財のESD的解釈 Ｈ30.3

手話通訳者 奈良県手話通訳派遣センター 奈良県登録通訳者研修会 特別支援教育の現状と課題 Ｈ29.11 教職開発講座 教授 木下　理恵

職員 やまと精神医療センター 虐待防止委員会開催職員研修 障害の重い子どもの教育 Ｈ30.2 教職開発講座 教授 木下　理恵

一般

一般 准教授保健体育講座 髙木　祐介

准教授教育連携講座 中澤　静男



委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名

奈良県河川整備委員会　委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

奈良県農業農村整備環境配慮検討委員会　委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

奈良県自然環境保全審議会　温泉部会　委員 H16.4.1- 理科教育講座 教授 藤井　智康

奈良県環境審議会　委員　（副会長） H22.4- 理科教育講座 教授 藤井　智康

奈良県環境審議会水質部会 委員 H22.4- 理科教育講座 教授 藤井　智康

奈良県環境審議会環境影響評価審査部会委員
（部会長）

H23.4- 理科教育講座 教授 藤井　智康

奈良県保健研究センター及び
奈良県景観・環境総合センター調査研究評価委員会　委員　（委員長）

H25.4- 理科教育講座 教授 藤井　智康

「きれいに暮らす奈良県スタイル」推進協議会　委員 H28.10- 理科教育講座 教授 藤井　智康

「きれいな奈良県づくり功労賞」選定委員会　委員 H29.8.1- 理科教育講座 教授 藤井　智康

奈良のシカ保護管理計画検討委員会委員 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳

奈良県自然環境保全審議会委員 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳

春日山原始林保全計画検討委員会委員 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳

学力調査結果分析プロジェクト H29.5-H30.3 数学教育講座 准教授 舟橋　友香

奈良県幼稚園教員等の資質向上に関する指標等検討委員会委員 Ｈ30.3- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

奈良県教育委員会 スクールカウンセリング･カウンセラー Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 教職開発講座 教授 根來　秀樹

奈良県教職員の資質向上に関する指標等検討委員会 Ｈ29.7.7-Ｈ30.3.31 教職開発講座 准教授 北川　剛司

奈良県科学研究実践活動推進協議会委員 H28.10.1- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

奈良県地域振興部 奈良県就学前プログラム策定委員 Ｈ28.5- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

奈良県地域振興部教育振興課 奈良県版就学前プログラム策定 アドバイザー Ｈ29.2- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

奈良県立平城高等学校 学校評議員 H29.4.1-H30.3.31 学校教育講座 教授 横山　真貴子

奈良県立青翔中学校・高等学校 SSH運営指導委員 H28.4.1- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

奈良市指定管理者選定委員会委員 H29.8.15-H30.3.31 保健体育講座 教授 高橋　豪仁

子ども・子育て会議委員 Ｈ28.5- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

奈良市教育相談運営会議委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 教職開発講座 教授 根來　秀樹

奈良市特別支援教育連携会議委員（委員長） Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 教職開発講座 教授 根來　秀樹

高校生の基礎学力の定着に向けた学習改善のための調査研究事業 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 教職開発講座 准教授 北川　剛司

奈良市市民活動部スポーツ振興課 奈良市スポーツ推進審議会委員 H29.4.1-H30.10.31 保健体育講座 教授 高橋　豪仁

奈良市子ども未来部子ども政策課 奈良市幼保施設運営事業者選定委員会委員 Ｈ29.5- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

奈良市子ども未来部こども園推進課
平成29年度 奈良市幼児教育推進委員会委員

（平成29年度 文部科学省「幼児教育の推進体制構築事業」）
Ｈ29.5- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

学校評議員 H29.5-H30.3 学校教育講座 准教授 中山　留美子

学校運営協議会準備委員会委員 H29.9-H30.3 学校教育講座 准教授 中山　留美子

公益財団法人奈良市生涯学習財団　
奈良県公民館連絡協議会

地域課題の解決を目指すモデル公民館等プロジェクト事業
「Change the ASUKA―誇れるまちを未来につなぐ―」プロジェクト委員

Ｈ29.12.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

王寺町 王寺町義務教育学校推進委員会委員 Ｈ29.5 教職開発講座 教授 小柳　和喜雄

十津川村教育委員会 十津川村史編さん委員会　専門調査員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

文部科学省委託事業「教育研究開発事業」運営指導委員会委員 H28年度- 学校教育講座 准教授 中山　留美子

学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者
（中学校美術）

Ｈ29.4.4-Ｈ30.3.31 美術教育講座 准教授 竹内 晋平

近畿の食と農インバウンド企画委員会　委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

近畿の食と農インバウンド推進協議会　メンバー Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

国交省淀川河川事務所 木津川土砂環境検討部会 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳

環境省近畿地方環境事務所 大台ケ原自然再生委員会委員 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳
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委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名依頼元・主催者等

大阪府内小学校 学校評議員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 教職開発講座 准教授 中井　隆司

柏原市 子ども・子育て会議委員 Ｈ23.4- 学校教育講座 教授 横山　真貴子

和歌山県 南紀熊野ジオパーク推進協議会学術専門委員会委員 H25.7- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

愛知県 長良川河口堰最適運用検討委員会　委員 H24.6- 理科教育講座 教授 藤井　智康

竹林景観ネットワーク 竹林景観ネットワーク　運営委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 西日本国際ワークキャンプ推進委員会（にこわーく）　委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

日本ジオパークネットワーク ESD事業リソースパーソン Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

近畿ESDコンソーシアム 近畿ESDコンソーシアム　運営委員 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 社会科教育講座 准教授 河本　大地

地学オリンピック日本委員会事務局 地学オリンピック日本委員会　地区コーディネーター H29.7.1-H29.12.31 理科教育講座 教授 藤井　智康

日本植物分類学会 環境省第５次レッドリスト調査員 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳

日本ＭＡＢ計画委員会 日本ＭＡＢ計画委員会委員 H29.4-H30.3 理科教育講座 教授 松井　淳

奈良県図工美術教育研究会
平成30(2018)年度開催 造形表現・図画工作・美術教育　奈良市大会　

実行委員会　委員
Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 美術教育講座 教授 宇田 秀士

関西図工・美術教育研究会 平成29(2017)年度 関西図工・美術教育研究会 主宰 Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 美術教育講座 教授 宇田 秀士

日本教育大学協会 全国美術部門　
大学美術教育学会

平成29年度日本教育大学協会 全国美術部門/大学美術教育学会 
大会運営委員

Ｈ29.4.1-Ｈ30.3.31 美術教育講座 教授 宇田 秀士

日本学校心理士奈良支部 日本学校心理士会奈良支部委員（総務） H29.4.1-H30.3.31 学校教育講座 准教授 出口　拓彦

社団法人大阪府私立幼稚園連盟 大阪府幼児教育・保育質向上支援システム検討会 H29.4.1-H30.3.31 学校教育講座 准教授 廣瀬　聡弥
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