
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

学校心理士等 日本学校心理士奈良支部 日本学校心理士奈良支部第65～66回研修会（計2回） 学校心理士資格更新に関する研修会 H30.5, H30.11 学校教育講座 准教授 出口　拓彦

一般 越谷市立図書館
「市制60周年記念 平成30年度 日本古典文学鑑賞講座 特別講

演」
講師を務め、「『源氏物語』の成立過程―ひろがりゆく物語世界―」
講演

H30.8

一般 奈良シニア大学 一般教養講座 「ひろがりゆく『源氏物語』の世界―増殖するエピソード―」講義 H30.11

一般
奈良・自然への感動を伝える会「な

らなぎ」
「奈良のシカ」の歴史に学ぶ

「奈良のシカ」の歴史に関する奈良公園周辺のフィールドワークと
講演

H30.10

研究者・一般
NPO法人・アジア砒素ネットワーク・

応用地質研究会
第23回アジア地下水ヒ素汚染フォーラム（宮崎市）

講演 「土呂久公害における被害者救済対策の独自性とその成立
過程」、パネリスト

H30.11

一般 地域情報ネットワーク株式会社 「月刊 大和路ならら」1月号で「奈良のシカ」の解説掲載 「奈良のシカ」と人との関わりに関する歴史の解説（22-24頁） H31.1

一般 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 講演 H30.4-H31.3

一般 小代ガイドクラブ （兵庫県香美町） 講師 講演 H30.4-H31.3

一般 近畿ESDコンソーシアム 近畿ESDコンソーシアム平成30年度総会・研修会 ＥＳＤ研修会 「100 年後の地域社会のために今、できること」 H30.7

一般 日本で最も美しい村香美町小代 日本で最も美しい村香美町小代フォーラム 総評 H30.11

一般 十津川村教育委員会 十津川村史編さん委員会報告会
「語ろう伝えよう十津川村 ―村の学校・温泉編―」と題して、村史
編さんのための調査（中間報告・意見交換）

H31.2

一般
北海道様似町アポイ岳ジオパーク

推進協議会
ふるさとジオ塾 「地域多様性とジオツアーの楽しみ方」講演 H31.2

奈良シニア大学学生 奈良シニア大学
奈良シニア大学奈良校・平成30年度一般教養講座で「戦後ドイツ

の『1968年』～日本との対比から～」と題して講演
地域における生涯学習の支援 H30.6 社会科教育講座 准教授 西田 慎

大学教員 日本教育大学協会・奈良教育大学 日本教育大学協会 研究集会 司会・進行 H30.10 数学教育講座 教授 川崎 謙一郎

一般 大和文華館 文華苑講座 園芸植物の増殖について講演 H30.7 技術教育講座 准教授 箕作　和彦

大学生（外国人留学
生）

京都大学アジア研究教育ユニット 日本文化講義（書道） 日本における書道、特に仮名書道の学習、作品制作 H30.8 美術教育講座 特任准教授 北山　聡佳

選手・指導者 NTTdocomo アンチドーピング研修会
NTTdocomoラグビー部に所属する選手ならびにスタッフに対する
研修会

H30.5

競技団体関係者
公益社団法人日本トライアスロン

連合
第7回JTUトライアスロン・パラトライアスロンフォーラム 講演「スイム事故を防ぐための提言」 H30.6

国体監督・担当者 奈良県体育協会 アンチドーピング研修会 アンチドーピング研修会 H30.6

保健師・看護師 市町村看護職員協議会 市町村看護職員協議会研修会
講演「幼小児期の運動遊びの意義について学校安全と運動器の
発育発達という視点から考える」

H30.7

選手 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 胸骨圧迫講習会 H30.7

選手
公益社団法人日本トライアスロン

連合近畿ブロック協議会
近畿ブロック国体・日本選手権候補選手強化合宿 講演「心の整え方」 H30.8

選手 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 胸骨圧迫講習会 H30.10

ボランティア 奈良マラソン実行委員会 奈良マラソン救命救急講習会 胸骨圧迫講習会 H30.11

ボランティア 奈良マラソン実行委員会 奈良マラソン救命救急講習会 胸骨圧迫講習会 H30.11

大学生 天理大学 天理大学アンチドーピング研修会 アンチドーピング研修会を担当 H30.12

指導者 ランニング学会 ランニング学会指導員更新講習会（1種）
 講義および実技
「ランニング中に発生する心肺停止ならびに重症事例の原因と対
応」

H30.12

トレーナー 日本ラグビーフットボール協会 2018年度JRFUトレーナーセミナーin関西 講義「内科的疾患／ドーピングコントロール」 H31.2

競技団体関係者
公益社団法人日本トライアスロン

連合九州ブロック協議会
JTU九州トライアスロン・パラトライアスロンフォーラム 講演「競技者の健康管理」 H31.2

指導者 奈良県くらし創造部 市町村対抗子ども駅伝指導員研修会 講演「アクティブ・チャイルド・プログラムのススメ」 H31.2

指導者 ランニング学会 ランニング学会指導員養成講習会  講義「スポーツ医学（整形外科系）」 H31.2

スポーツ指導者 公益財団法人　日本スポーツ協会 平成30年度日本スポーツ協会公認コーチ等養成講習会 共通科目Ⅱ・Ⅲ集合講習会において「社会の中のスポーツ」講義 H30.8

スポーツ指導者 公益財団法人　奈良県体育協会
平成30年度公益財団法人日本スポーツ協会公認上級指導員養

成講習会（共通科目Ⅱ）
共通科目Ⅱ「スポーツ組織の運営と事業」講義 H30.11

一般市民 奈良市生涯学習財団 平成30年度「がくえんまえサロン」 奈良時代の食生活から現代の食生活を見直す H31.3 保健体育講座  准教授 髙木 祐介

教育関係者 八尾市教育センター 八尾市学校校園長及び八尾市教育委員会事務局職員研修 講義 H30.5

教育関係者 日本義務教育学会
シンポジウム　これからの義務教育を展望する～問われる学校経

営力～
シンポジウム Ｈ30.12

教育関係者・一般市
民

大和郡山市教育委員会 平成29・30年度　大和郡山市立郡山南小学校　研究発表会 講演 Ｈ30.12

教育関係者
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長野 シンポジウム Ｈ31.2

教育関係者 県立教育研究所 平成30年度奈良県学力向上フォーラム 講演 Ｈ3１.2

教育関係者
日本教育情報化振興会

（JAPET&CEC）
情報教育対応教員研修全国セミナー　今求められる個別最適化

学習への取り組み
講演 Ｈ31.2

教育関係者・一般市
民

奈良市教育委員会 奈良市教育セミナー 「奈良市の未来型教育」 シポジウム Ｈ31.3

特別支援学校事務職
員

近畿地区特別支援学校事務長会 近畿地区特別支援学校事務職員研修会 特別支援教育の現状と課題 H30.11

一般市民 奈良市 奈良市理解促進研修・啓発事業講演会 奈良市民を対象とした障害者理解に関する講演会 H31.3

研究者・一般 日本ユネスコ国内委員会 日本ユネスコ国内委員会SDGｓ推進特別分科会 SDGｓ推進に関する研修 H30.6

一般
第７回森のムッレ全国シンポジウ

ム実行委員会
第７回森のムッレ全国シンポジウム SDGs目標１５に関する講演 H30.11

学生・一般 奈良ユネスコ協会 奈良ユネスコ青年部研修会 SDGｓに関する研修 H30.12

研究者 UnivNet UnivNet連絡会議・研修会 ESDに関する研修会 H30.12

一般 近畿環境パートナーシップオフィス  SDGｓを学び創造的にアイデアを交流する場づくり SDGｓについて研修 H31.1

一般 宝塚市 たからづか環境マイスター講座 ESD・環境教育についての研修 H31.2

学生 ユネスコクラブ ユネスコクラブ全国サミット SDGｓについて研修 H31.2

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

木下 理恵教授教職開発講座

笠次 良爾教授保健体育講座

高橋 豪仁教授保健体育講座

平成３０年度　講習会等（専門職・一般の方対象）

渡邉　伸一教授社会科教育講座

河本 大地准教授社会科教育講座

有馬　義貴准教授国語教育講座


