
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 天理大学教職員組合 教研集会 教育にとって大切なこと－生涯教育心理学の立場から H30.12

現職教員 安堵町立安堵中学校 学内研修 研究授業に関する研修　学力向上に関する助言 H31.1

現職教員 奈良県教育委員会
奈良県道徳教育振興会議

奈良県小・中学校道徳教育推進担当教員研修会
道徳教育についての研修 H31.2 学校教育講座 准教授 板橋 孝幸

現職教員等 和歌山幼年美術の会 和歌山幼年美術の会　第50回研修会 講演・鼎談「アートから始まる自分づくり，仲間づくり，地域づくり」 H30.6

現職教員等 つつみ会社会福祉法人 社会福祉法人内合同研修 講演「子どもの安心できる環境構成」 H30.6

現職教員等 日本保育協会石川県支部 幼児教育実践研究会検討会
公開保育型研修「安心感・信頼感と好奇心・探究心を支え育む保
育」講師

H30.8

現職教員等 日本保育協会石川県支部 平成30年度中堅職員研修 メンタルヘルス（離職防止）研修　講師 H30.8

現職教員等
奈良市子ども未来部こども園推進

課
奈良市職員研修幼保合同研修会 奈良市立平城こども園公開保育研究会 講師 H30.9

現職教員等 日本保育協会青年部 日本保育協会青年部研修会
「保育プロセスの質ふり返りシート」研修（子どもの「自立心・自発
性」・「多様性」を考える）

H30.10

現職教員等
奈良市子ども未来部こども園推進

課
文部科学省委託「幼児教育推進体制構築事業」講座８ 大宮保育園保育実践検討会 講師 H30.10

現職教員等
奈良市子ども未来部こども園推進

課
文部科学省委託「幼児教育推進体制構築事業」講座９ 「論文の書き方」研修講師 H30.10

現職教員等
奈良市子ども未来部こども園推進

課
文部科学省委託「幼児教育推進体制構築事業」講座１０ 「プレゼン作成と報告」研修講師 H30.10

現職教員等 日本保育協会青年部 第24回  日本保育協会青年部セミナー
講演・鼎談「これからの園と保育者の実践～変わることと変わらない
こと～」

H31.2

現職教員等 　(社福)石川県社会福祉協議会 平成30年度　保育中堅職員研修-マネジメントコース1（第3回） キャリアアップ研修「働きやすい環境づくり」　講師 H31.2

現職教員等 日本保育協会石川県支部 幼児教育実践研究会検討会
公開保育型研修「安心感・信頼感と好奇心・探究心を支え育む保
育」講師

H31.3

現職教員 奈良県教育委員会 小学校若手教員育成研修
拠点校における授業への指導助言、および2年目・3年目の現職教
員の研修の一部担当

H30.4-H31.3 学校教育講座 准教授 橋崎　頼子

現職教員・保育者 八尾市教育委員会 幼・保・小教職員合同研修会 接続期教育の在り方と展望に関する研修 H30.4

園長 奈良県立教育研究所 奈良県幼稚園経営研修講座 遊びの重要性について，小学校への接続に関する研修 H30.6

保育者 奈良県立教育研究所 奈良県教育研究部会実践検討部会 カリキュラムマネジメントの概要に関する研修 H30.6

保育者 奈良県立教育研究所 奈良県教育研究部会実践検討部会 カリキュラムマネジメントの計画に関する研修 H30.7

保育者・園長 公益社団法人日本幼年教育会 夏季幼年教育研修会 幼児の道徳に関する研修 H30.7

保育者・園長 公益社団法人日本幼年教育会 夏季幼年教育研修会 幼児の遊びと発達に関する研修 H30.7

保育者・園長 西宮市教育委員会 西宮市公立幼稚園・幼児教育研究会
多様な体験活動を通して学びの基礎を培う，魅力のある子供の遊
びや保育における人的・物的環境に関する研修

H30.8

保育者 奈良県立教育研究所 奈良県教育研究部会実践検討部会 カリキュラムマネジメントの実践に関する研修 H30.8

現職教員・保育者 吉野町教育委員会 町職員研修 接続期教育の在り方と展望に関する研修 H30.8

現職教員 八尾市教育委員会 幼・保・小教職員合同研修会 スタートカリキュラムの実践と今後のあるべき姿に関する研修 H31.1

保育者 奈良県立教育研究所 奈良県教育研究部会実践検討部会 カリキュラムマネジメントのまとめに関する研修 H31.1

現職教員・保育者 交野市教育委員会 交野市こ・幼・小連絡協議会 幼児教育と小学校教育の接続の必要性に関する研修 H31.2

園長 公益社団法人日本幼年教育会 関東SPE研究会 保育における発達心理学の応用に関する研修 H31.3

保育者・園長 公益社団法人日本幼年教育会 春季幼年教育研修会 発達心理学を踏まえた保育実践に関する研修 H31.3

保育者・園長 公益社団法人日本幼年教育会 春季幼年教育研修会 接続期教育の在り方と展望に関する研修 H31.3

現職教員 奈良市教育委員会 奈良市教職員研修講座（小学校社会） 「小学校での社会科授業の展開や工夫」 H30.8 -6 社会科教育講座 教授 岩本　廣美

現職教員
京都教育大学教職キャリア高度化

センター
修士レベル対応学修プログラム Webコンテンツとして「『身近な地域』の学習をもっと面白く!!」を公開 H30.4

現職教員 奈良県教育委員会 平成30年度第1回奈良県複式学級・小規模学級担任等研修会 指導助言 H30.5

現職教員 奈良県教育委員会 小学校若手教員育成研修（全４回） 河合町立河合第三小学校にて研修 H30.6 -11

現職教員 奈良県教育委員会 平成30年度　小学校若手教員育成研修（センター研修Ⅰ） 講師 H30.7

現職教員 奈良市教育委員会
奈良市教職員研修講座　初任者研修講座「教科指導の工夫（１）」

（中学校社会科）
講義およびフィールドワーク H30.8

現職教員
十津川村へき地教育研究会・十津

川村人権教育研究会
十津川村へき地教育研究会・十津川村人権教育研究会合同学習

会
「辺境の地から未来が見える」と題して講演 H30.8

現職教員 近畿ESDコンソーシアム ESDティーチャープログラム 研修II（広陵町） 「広陵町とSDGs（持続可能な開発目標）」と題して講義および演習 H30.9

現職教員 奈良県教育委員会 平成30年度英語指導パワーアップ講座(高等学校） 指導法についての講演・ワークショップ H30.7

現職教員 東大阪市教育委員会 平成30年度東大阪市中学校「英語」研修 指導法についての講演・ワークショップ H30.8

現職教員 奈良県教育委員会 平成30年度英語指導パワーアップ講座(中学校） 指導法についての講演・ワークショップ H30.8

現職教員 奈良女子大学付属中学校 奈良女子大学付属中学校　公開研究会 指導助言・講演 H30.11

ALT 奈良県教育委員会 ALT Skill Development Conference 指導法についての講演・ワークショップ H30.11

ALT 三重県教育委員会 ALT Skill Development Conference 指導法についての講演・ワークショップ H31.1

現職教員 奈良県教育委員会 奈良県教育委員会パワーアップ講座 英語教育のためリーディング学習についての研修 H30.8 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 奈良市立一条高等学校

一条高校公開研究会
【研究主題】

アクティブラーニングをつうじて 思考力・判断力・表現力を伸ばす
～授業力の向上とＩＣＴの有効活用～

公開授業についての指導助言 （数学(数学Ａ)｢三山の石取りゲー
ム｣）

H30.11 数学教育講座 教授 川崎 謙一郎

現職教員 龍神算数授業勉強会 第84回龍神算数授業勉強会 算数科についての講演 H30.4

現職教員 奈良県教育研究所 小学校若手教員育成研修（全2回） 宇智小学校における算数科の授業研究 H30.4-H31.3

現職教員 私立奈良学園小学校 校内研修（全2回） 算数科の授業研究 H30.4-H31.3

現職教員 大阪府枚方市立明倫小学校 校内研修（全3回） 算数科の授業研究 H30.4-H31.3

佐藤　臨太郎教授英語教育講座

近藤　裕教授数学教育講座

廣瀬　聡弥学校教育講座 准教授

河本　大地准教授社会科教育講座

平成３０年度　校内研修・講習会等（現職教員・保護者等対象）

学校教育講座 豊田　弘司教授

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

現職教員 大阪府枚方市立さだ小学校 校内研修（全3回） 算数科の授業研究 H30.4-H31.3

現職教員 京都府長岡京市立長岡第四小学校 校内研修（全4回） 算数科の授業研究 H30.4-H31.3

現職教員 和歌山県上富田町立朝来小学校 校内研修（全3回） 算数科の授業研究 H30.4-H31.3

現職教員 和歌山県白浜町立富田小学校 校内研修（全2回） 算数科の授業研究 H30.4-H31.3

現職教員 大阪府枚方市教育委員会 授業力向上研修〔中学校数学講座〕（全2回） 中学校数学科についての講演 H30.4-H31.3

現職教員、小学生 大阪府堺市教育委員会 堺市思考力コンテスト（全3回） 同コンテストの作問助言及び審査委員 H30.4-H31.3

現職教員 福井県教育庁嶺南教育事務所 中学校数学科専門研修 中学校数学科についての講演 H30.7

現職教員 三重県教育委員会 授業づくり（小学校算数）研修 算数科についての講演 H30.7

現職教員
第100回全国算数・数学教育研究

(東京)大会実行委員会委員長
第100回全国算数・数学教育研究(東京)大会 中学校部会・図形分科会の指導・助言 H30.8

現職教員 五條市立宇智小学校 宇智小学校研究発表会 算数科についての講演 H30.10

現職教員 和歌山県白浜町立富田小学校 白浜町教育委員会研究指定研究発表会 算数科についての講演 H30.10

現職教員 姫路市数学教育研究会会長 姫路市数学教育研究会研修会 中学校数学科についての講演 H30.10

現職教員 和歌山県教育センター 中学校・高等学校数学科教育研修講座 中学校・高等学校数学科についての講演 H30.10

現職教員 和歌山県上富田町立朝来小学校 上富田町教育委員会研究指定研究発表会 算数科についての講演 H30.11

現職教員 東大阪市立中学校数学教育研究会 統一授業研究会・講演会 中学校数学科についての講演 H30.11

現職教員
第65回近畿算数・数学教育研究会

(滋賀)大会会長
第65回近畿算数・数学教育研究会(滋賀)大会 中学校部会・学習指導法分科会の指導・助言 H30.11

現職教員 京都府長岡京市立長岡第四小学校 長岡京市教育委員会指定研究発表会 算数科についての講演 H31.1

現職教員 大阪府高槻市教育研究会 高槻市教育研究会中学校数学部会研修 中学校数学科についての講演 H31.1

現職教員 京都府長岡京市立長岡第八小学校 校内研修 算数科についての講演 H31.1

現職教員 京都府城陽市立富野小学校 校内研修 算数科についての講演 H31.3

現職教員 奈良県中学校理科研究会 奈良県中学校理科研究会 理科教育の授業についての研修 H30.5

現職教員 奈良県立教育研究所 奈良県立教育研究所 校内研修の在り方について考える研修講座講師 H30.6

現職教員 奈良県立教育研究所 初期研修講座（２年目）小学校の講師 初期研修講座（２年目）小学校の研究の推進の仕方の講師 H30.7

現職教員 宇都宮市教育委員会 陽南地域学校園小中一貫合同研修会 カリキュラム・マネジメントの推進 H30.8

現職教員 インテムコンティング カンボジア教員養成大学設立のための基盤構築の講師 カンボジア教員養成大学設立のための基盤構築の講師 H30.9

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修（センタ-研修Ⅱ） 小学校若手教員育成研修講師 H30.11

現職教員 埼玉県羽生市教育委員会 理科教育研究会 研究会講師 H31.1

現職教員 泉大津市小学校理科教育研究会 泉大津市小学校理科教育研究会研修会 小学校理科教材についての研修 H30.6

現職教員 奈良県中学校理科教育研究会 奈良県中学校理科教育研究会大会 中学校理科指導についての研修 H30.6

現職教員 JICA、岡山大学 JICAサブサハラ研修 理科教材についての研修 H30.10

現職教員 奈良県中学校理科教育研究会 奈良県中学校理科教育研究会大会 中学校理科指導についての研修 H30.11

現職教員 箕面市立彩都の丘学園 校内研修会 中学校理科指導についての研修 H30.11

現職教員 奈良県立教育研究所 ESDプログラム事業 放射線教材についての研修 H31.2

現職教員・教育実習
生

奈良教育大学附属中学校
2018年度奈良教育大学附属中学校教育研究会美術科分科会指

導助言　於：奈良教育大学附属中学校
附属中学校公開授業に関する事前指導，当日の授業を参観し，協
議会において指導助言

Ｈ30.4－Ｈ30.9

現職教員 奈良県図工美術研究会
平成30年度　奈良県図工美術研究会 総会 講演　於：奈良県文化

会館
講演「教育改革にどう向き合うか－美術教育における「遊び」をめぐ
る実践・研究からの示唆ふまえて－」

H30.6

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・美術教育研究全国大会 奈良大会に

向けての研究協議会。於：奈良市立富雄南中学校
奈良市立富雄南中学校公開授業を参観し，協議会において指導助
言

H30.6

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・美術教育研究全国大会 奈良大会に

向けての研究協議会。於：奈良市立平城東中学校
奈良市立平城東中学校公開授業を参観し，協議会において指導助
言

H30.6

現職教員・大学教員 和歌山大学美術教育研究会
和歌山大学美術教育研究会(永守基樹主宰)　第1期[結び]のシン
ポジウム：実践的美術教育研究の方法と場を探る「美術教育の実

践的研究への四つの視点」シンポジスト

視点3： 「美術教育研究会」の課題と展望−実践と理論の対話− に
ついて担当

H31.3

現職教員・教育関係
者・本学学生

台中市「藝術與人文」/「綜合活動」
/「自然」領域指導主事グループ(輔
導團)および彰化県「藝術與人文」

指導主事グループ(輔導團)

台中市「藝術與人文」/「綜合活動」/「自然」領域指導主事グループ
(輔導團)および彰化県「藝術與人文」指導主事グループ(輔導團)と

の国際交流懇談会

講演：図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」（新学習指
導要領の内容と変更点等について）

H30.4 美術教育講座 准教授 竹内　晋平

現職教員等 奈良市教育委員会 熱中症研修会 熱中症についての研修会 H30.6

現職教員等 大和郡山市立郡山南中学校 熱中症研修会 熱中症についての研修会 H30.6

現職教員等 奈良県教育委員会 スポーツ医・科学指導校支援事業 研修会「運動部活動指導ガイドラインについて考える」 H30.7

現職教員等 京都府立学校養護教諭研究会 京都府立学校養護教諭研究会Dブロック研究会 講演「高校生に起こりやすいケガの予防について」 H30.7

現職教員等 上牧町立上牧第二小学校 ダイナミックストレッチング研修会 ダイナミックストレッチング研修会 H30.7

現職教員等 上牧町立上牧第二小学校 ダイナミックストレッチング研修会
研修会「ダイナミックストレッチング(ケガ予防体操)の動作と評価の
検討」

H31.2

現職教員、保護者等 香芝市立志都美小学校 志都美小学校学校保健委員会
講演「学童期に多い運動器の異常やスポーツ障害と、その予防を考
える」

H31.2

現職教員、保護者等 香芝市立五位堂小学校 五位堂小学校学校保健委員会
研修会「ダイナミックストレッチング(ケガ予防体操)の動作と評価の
検討」

H31.2

養護教諭 北葛城郡養護教諭研究会 郡養研研修会 講演「子どもたちのケガ防止のためのストレッチ」 H31.2

宇田　秀士教授美術教育講座

笠次　良爾教授保健体育講座

近藤　裕教授数学教育講座

森本　弘一教授理科教育講座

石井　俊行教授理科教育講座



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

現職教員等
NPO法人 大学院連合メンタルヘル

ス
センター

はじめよう健康生活セミナー 簡単で効果的なリカバリー方法に関する内容 H30.8

現職教員、保護者等 生駒市立桜ヶ丘小学校 学校保健委員会講演会 丈夫な体をつくるためのコンディショニング方法に関する内容 H31.1

現職教員 次世代教員養成センター 教師のための教育実践セミナー
年間を通して、卒業生および現職教員を対象に、クローズドのグ
ループ形式で、生徒指導・教育相談上の問題についてピアスーパー
ビジョン

H30.4-H31.3 教育連携講座 教授 市来　百合子

現職教員 次世代教員養成センター 教育実践セミナー
生徒指導・教育相談に関する事例についてクローズドのグループ形
式で、ピアスーパービジョン

H30.4-H31.3

現職教員・スクールカ
ウンセラー・ 臨床心理

士
教育臨床研究会 教育臨床についての研究会 教育臨床に関するトピックや技法について H30.6

現職教員 次世代教員養成センター .教員のためのリトリート（ストレス講座）
教員の働き方改革への対応として行った教員のためのメンタルヘル
ス改善のためのワークショップ

H30.8

養護教諭 奈良市養護部会健康相談活動班 奈良市部会班別研修 保健室でのアートワークを用いた子ども理解と支援（ケース会議） H30.8

養護教諭 奈良市養護教諭研究会部会 奈良市養護教諭研究会部会研修会 保健室における教育相談（描画による理解と支援） H30.8

現職教員、日本語指
導関係者

奈良市教育委員会 第5回日本語指導担当者会　講演 外国人児童生徒等教育についての講演 H31.2 教育連携講座 准教授 和泉元　千春

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 基礎学習理論研究会（全9回） 教育心理に即した授業についての研修 H30.4-H31.2

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 世界農業遺産勉強会（全9回） SDGｓの第2目標に関連した農業の授業開発 H30.5-H31.2

現職教員 奈良市立済美小学校 奈良市立済美小学校校内研修 新学習指導要領に関する研修 H30.5-H31.3

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 奈良ESD連続セミナー（全12回） ESDについての研修会 H30.5-H31.3

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 春日山原始林授業づくりセミナー（全5回） ESD授業づくり H30.6-H30.12

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 万葉文化館授業づくりセミナー（全3回） ESD授業づくり H30.7-H30.11

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 森と水の源流館授業づくりセミナー（全5回） ESD授業づくり H30.7-H31.1

現職教員 大牟田市教育委員会 大牟田市ESD研修会 ESDについての研修会 H30.8

現職教員
奈良教育大学ESD-SDGｓコンソー

シアム
ＥＳＤティーチャープログラム研修会：長崎 ESDについての研修会 H30.8

現職教員 広陵町教育委員会 広陵町教育講演会 新学習指導要領について H30.8

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 橋本市ESD連続セミナー（全4回） ESD授業づくり H30.8-H31.1

現職教員・学生 近畿ESDコンソーシアム 学ぶ喜び・ESD連続公開講座（全5回） ESDに関する研修会 H30.8-H31.2

現職教員 名張市立蔵持小学校 名張市立蔵持小学校校内授業研究 授業研究 H30.11

現職教員
全国生活科・総合的な学習の時間

教育協議会
小学校生活科・総合的な学習の時間研究大会・近畿大会 総合的な学習の時間実践発表会 H30.11

現職教員・一般 宗像市教育委員会 第9回世界遺産学習in宗像 世界遺産学習の実践交流会 H30.11

現職教員 熊本市立北部中学校 熊本市立北部中学校校内研修 ESD授業実践に関する研修会 H30.12

現職教員・学生 近畿ESDコンソーシアム 平成30年度近畿ＥＳＤコンソーシアム成果発表会 ESD授業実践交流会・研修会 H30.12

現職教員、一般
ESD活動支援センター（全国セン

ター）
ESD全国フォーラム ESDに関する研修会 H30.12

現職教員、一般 近畿地方ESD活動支援センター 近畿ESDフォーラム SDGｓについて講演とワークショップ H31.1

現職教員 奈良市教育委員会 わたしたちの奈良市改訂作業部会 新学習指導要領について H31.1

現職教員 近畿ESDコンソーシアム 熊本市立北部中学校ESD授業研修会 ESD授業実践に関する研修会 H31.2

現職教員 奈良市教育委員会 奈良市ユネスコスクール研修会 新学習指導要領とユネスコスクールについての研修 H31.2

現職教員 愛知県公立普通科高等学校校長会 教員の指導性を引き出す校内研修と学校文化の創造について 講演 H30.6

現職教員 大阪市教育センター 平成30年度　5年次研修会 講義 H30.6

現職教員 姫路市総合教育センター 姫路市　平成30年度第1回ブラッシュアップセミナー 講演 H30.7

現職教員 兵庫県教育委員会 播磨東地区管理職研修 講義 H30.7

現職教員 奈良教育大学
平成３０年度 奈良教育大学 教職員のための公開講座

講義 H30.7

現職教員
マイクロソフトウインドウズ協議会＆

奈良教育大学
平成３０年度 奈良教育大学 教職員のための公開講座 講義 H30.7 - 8

現職教員 滋賀県総合教育センター 平成30年度　教職３年次研修 講義 Ｈ30.8

現職教員 新潟市総合教育センター 平成30年度　『授業改革マネジメント研修会（小学校・中学校）』 講義 Ｈ30.10

現職教員 枚方市教育文化センター 平成30年度　８年目小中学校教諭研修(1) 講義 Ｈ30.11

現職教員 和歌山県教育センター学びの丘 　中堅教諭等資質向上研修共通研修６ 講義 Ｈ31.1

現職教員 奈良市立青和小学校 職員講師研修会 特別支援教育の基礎的理解と交流学級での合理的配慮 H30.7

現職教員 奈良市教育委員会 奈良市教職員研修講座 特別支援教育　現状と課題 H30.8

現職教員等 奈良養護学校 奈良養護学校人権研修会 障害の重い児童生徒に向き合う教師の人権意識を考える H30.11

現職教員・保育者 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 H30.4-H31.3

現職教員・保育者 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 H30.4-H31.3

現職教員 兵庫県立但馬やまびこの郷 平成30年度「不登校に関する研修会」 不登校についての研修会 H30.8

現職教員・専門家・学
生

奈良県立教育研究所特別支援教育
部と本学特別支援教育研究セン

ターの共同主催

【 教育セミナー 】
 「コグトレ体験〜認知機能強化トレーニング(COGET)と認知作業ト

レーニング(COGOT)〜」
認知トレーニングについての研修会 H30.12

木下　理恵教授教職開発講座

根來　秀樹
教授／セ
ンター長

教職開発講座／
特別支援教育研

究センター

中澤　静男准教授教育連携講座

小柳　和喜雄教授教職開発講座

髙木　祐介 准教授保健体育講座

市来　百合子教授教育連携講座



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

現職教員 平群町立平群小学校 学力向上に係る校内研修会 学力調査結果等を活用した学力向上のための取組について講義 H30.5

現職教員 奈良市立平城小学校 国語科学習指導に係る校内研修会① 「国語科の授業づくり～書くことを中心に～」講義 H30.8

現職教員
吉野郡（東）国語教育・学校図書館

教育研究会
吉野郡（東）国語教育・学校図書館教育研究会夏季研修会 「国語科の授業づくり ～確かで豊かなことばの力を高める～」講義 H30.8

現職教員
宇陀市立菟田野小学校

宇陀市教育委員会
国語科学習指導に係る研修会

「自分の考えを明確に表現する児童の育成～書く力を育てるための
学習活動の創造～」講義

H30.10

現職教員 奈良市立平城小学校 国語科学習指導に係る校内研修会② 国語科授業研究。第1学年授業公開及び研究協議、指導助言 H30.10

現職教員 生駒市立壱分小学校 国語科学習指導に係る校内研修会 国語科授業研究。第5学年授業公開及び研究協議、指導助言 H30.11

現職教員 奈良市立平城小学校 国語科学習指導に係る校内研修会③ 国語科授業研究。第5学年授業公開及び研究協議、指導助言 H31.1 教職開発講座 准教授 東畠　智子

現職教員 奈良県教育委員会 奈良県立登美ケ丘高等学校「英語指導改善協議会」
授業改善に向けた協議、指導助言、講演「コミュニケーション能力の
育成 に関する一考察 」

H30.4-11

現職教員
近畿英語科国際科設置高等学校校

長会
近畿英語科国際科設置高等学校校長会総会 講演「これからの高校英語教育」 H30.5

現職教員 田原本町立平野小学校 外国語活動校内研修会
講演「外国語・外国語活動授業づくりのポイント」、研究授業への指
導助言

H30.5- H31.2

指導主事 奈良県立教育研究所 奈良県教育委員会指定研究第2回担当者会 指導助言 H30.6

現職教員 天理市立福住小学校 外国語活動校内研修会
講演「外国語・外国語活動授業づくりのポイント」、研究授業への指
導助言

H30.6- 10

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員研修（平群町立平群小学校） 指導助言、講演「コミュニケーション能力の育成に向けて」 H30.6- 12

現職教員 奈良県立教育研究所 中堅教諭等資質向上研修　共通研修〔外国語教育〕 講演「外国語教育の進め方」 H30.7

現職教員 奈良県立教育研究所 初期研修講座（２年目）小学校 外国語活動の授業づくりについて指導助言 H30.7

現職教員 奈良市立伏見小学校 外国語活動校内研修会 講演「子どもの外国語の学びと小学校の授業づくり」 H30.7

現職教員 明日香村教育委員会 明日香村幼少中一貫教育第２回実践発表会 指導助言、講演「明日香に根差した国際人の育成」 H30.11

現職教員 奈良県立教育研究所 初期研修講座（３年目）小学校 教員の仕事における協働について指導助言 H30.12

現職教員 上牧町立上牧第三小学校 外国語活動校内研修会
研究授業への指導助言、講演「コミュニケーション能力の育成に向
けて」

H30.12

現職教員 奈良市教育委員会
外部専門機関と連携した英語指導力向上事業研究発表会（奈良市

立登美ヶ丘小学校）
講演「コミュニケーションを重視した外国語教育」 H31.1

指導主事 奈良県立教育研究所 奈良県教育委員会指定研究最終報告会 指導助言 H31.1

現職教員 大和郡山市教育委員会 大和郡山市教育研修会外国語活動部会「研修会」 研究授業への指導助言、講演「外国語科の学習評価」 H31.2

前田　康二准教授教職開発講座

東畠　智子准教授教職開発講座


