
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・中・高校生 奈良県外国人教育研究会 「ちがうことこそすばらしい！子ども作文コンクール」審査員 作文コンクール審査員 H30.11 学校教育講座 教授 渋谷　真樹

高校生 富田林高等学校 出張講義 子どもの世界をひもとく保育実践に関する授業 H30.12 学校教育講座 准教授 廣瀬　聡弥

高校生 京都府立西城陽高等学校 京都府立西城陽高等学校模擬授業 「学校の先生になることに興味のある人へ」講義 H30.6

高校生等 株式会社フロムページ 夢ナビライブ2018 大阪会場 「未来開拓型の教育（ESD）と地理学」講義 H30.6

中学生 京都府南丹市立美山中学校 アンビシャスタイム講演会 「地域を生かした学びと地域づくり」講演 H30.10

高校生・現職教員 奈良県教育委員会 奈良県高等学校等英語弁論大会 審査委員長 H30.9 英語教育講座 教授 佐藤　臨太郎

中学生 奈良教育大学附属中学 ゲストティーチャー授業 現代コミュニケーション的英語学習についての研修 H30.6 英語教育講座 准教授
アムンルド　トー
マス  マーティン

幼稚園児・小学生 奈良市教育委員会 プラスチックのふしぎを調べよう 奈良市教育センターの理科教室 H30.5

幼稚園児・小学生 奈良市教育委員会 コイン選別機を作ろう 奈良市教育センターの理科教室 H30.9

幼稚園児・小学生 化学の日実行委員会・日本化学会 プラスチックのふしぎを学ぼう 化学啓発イベント　入浴剤作りとスーパーボールつくり H30.10

小・中学生 曽爾村・奈良教育大学 サマースクール ｉｎ 曽爾　2018
曽爾小学校の児童に対し、河川環境に関する授業
（河川を汚すものは何か？）

H30.8

小学生 五條市教育委員会 第3回　サイエンス・スクール　ｉｎ　五條 五條市内の小学生に対し、河川環境に関する授業 H30.8

高校生 一条高等学校 一条高等学校課題研究 課題研究に対する指導 H30.6

高校生 一条高等学校 一条高等学校課題研究 課題研究に対する指導 H30.9

高校生 日本河川協会 日本ストックホルム青少年水大賞審査部会 書類審査 H30.10

高校生 関西創価高等学校 高大連携講座 カンボジア理科教育支援についての講演 H30.10

小学生・中学生・高校
生

読売新聞社 日本学生科学賞奈良県審査 審査 H30.10

高校生 日本河川協会 日本ストックホルム青少年水大賞審査部会 発表審査 H30.11

高校生 一条高等学校 一条高等学校課題研究 課題研究に対する指導 H30.12

高校生 奈良北高等学校 奈良北高等学校課題研究 課題研究に対する指導 H31.1

高校生 一条高等学校 一条高等学校課題研究 課題研究に対する指導 H31.1

高校生 奈良市立一条高等学校 課題研究 化学実験についての課題研究指導 H30.6-H31.1 理科教育講座 教授 山崎　祥子

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解説

H30.9

中学生・高校生 奈良県立青翔中学校・高等学校 「紀伊半島地学実習」実習講師

和歌山県白浜町、すさみ町、串本町、古座川町において、奈良県
では見られない特徴的で大規模な地質構造や火成岩等を見学し、
自然現象についての科学的理解の方法を知るとともに、理科の学
習内容の定着を図る。

H31.3

高校生 青翔高等学校 スーパーサイエンスハイスクール指導 研究活動の指導 H30.4-H31.3

高校生 奈良市立一条高等学校 課題研究指導 研究活動の指導 H30.4-H31.3

小学生・現職教員 五條市役所 五條市サイエンススクール サイエンススクールで授業、教員との研修会 H30.8

高校生 徳島県立名西高等学校 外部講師特別授業 作品鑑賞について H30.11

高校生 徳島県立名西高等学校 外部講師特別授業 作品鑑賞について H30.11

高校生 奈良県立桜井高等学校 高大連携授業 作品鑑賞について H31.2

高校生 奈良県立桜井高等学校 高大連携授業 作品鑑賞について H31.2

高校３年生 奈良県立桜井高等学校 高大連携講座 ―落款印を作ろう―　(講義と実技) H30.6 美術教育講座 教授 豊田　宗児

中学生・中学教職員・
教育委員会職員・関

係者
天川村立天川中学校 出前授業 天川村来迎院の仏像について H31.3 美術教育講座 教授 山岸　公基

小学生 京都市立境谷小学校 黒と白とであざやかに 図画工作科指導 H31.1 美術教育講座 准教授 竹内　晋平

高校生 広島県高等学校書道連盟事務局 広島県高等学校総合文化祭書道展審査会 広島県高等学校総合文化祭の作品審査 H30.11

高校生 広島県高等学校書道連盟事務局 広島県高等学校総合文化祭書道展講評会 広島県高等学校総合文化祭の作品講評 H30.11

高校生 広島県高等学校書道連盟事務局
「なんかいい！」発見から創作へ―『関戸本古今集』をもとにした

大字仮名作品制作―
古筆の学習、半切大字仮名作品制作 H30.12

高校生・教職員 徳島県立名西高等学校 仮名古筆の鑑賞・臨書 『関戸本古今集』の鑑賞と臨書、半切大字仮名作品への展開 H31.2

小学生 葛城市体育協会 ｱｸﾃｨﾌﾞﾁｬｲﾙﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 葛城市スポーツ少年団入団式において実施 H30.4

小学生 芦屋市立山手小学校 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 H30.6

中学生 生駒市立生駒南中学校 熱中症研修会 熱中症についての研修会 H30.6

中学生 生駒市立生駒南中学校 熱中症グループワーク
熱中症についての研修会（グループ討議形式）を本学学生が主体
となり実施

H30.7

高校生 奈良文化高校 熱中症研修会 熱中症についての研修会（ワークショップ形式） H30.7

高校生 奈良文化高校 奈良マラソン救護サポート勉強会 研修会「奈良マラソン救護サポート勉強会」 H30.11

全校生徒及び
現職教員

奈良市立北登美ヶ丘中学校 熱中症予防講習会 熱中症予防のための食事と水分補給に関する内容 H30.7

高校1年生 大阪府立北野高等学校 「知的世界への冒険」
「感染症予防からスポーツ栄養学まで、どこまでも役に立つ健康科
学」講演

H30.9

小学生 奈良市環境政策課 教えてECOキッズ！審査会 児童作品の審査会 H30.１１

中学生 熊本市立北部中学校 修学旅行研修 古都奈良の文化財とESDに関する講演 H30.12

中学生 東北学院中学校 修学旅行研修 古都奈良の文化財とESDに関する講演 H30.12

高校生 西大和学園 平成30年度SGH等カンボジア合同研修会 SDGｓに関する講演とワークショップ H31.1

高校生 奈良県立畝傍高等学校 職業人から学ぶ 授業「研究職（文系）の仕事」 H31.1 教職開発講座 准教授 前田　康二

中澤　静男准教授教育連携講座

笠次　良爾教授保健体育講座

髙木　祐介 准教授保健体育講座

谷川　雅夫教授美術教育講座

北山　聡佳特任准教授美術教育講座

和田　穣隆教授理科教育講座

常田　琢准教授理科教育講座

藤井　智康理科教育講座 教授

森本　弘一教授理科教育講座

平成３０年度　講習会等（児童・生徒対象）

河本　大地准教授社会科教育講座

梶原　篤教授理科教育講座


