
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・保育者 八尾市教育委員会 幼・保・小教職員合同研修会(全2回) 接続期教育の在り方と展望に関する研修 H31.5〜R2.1

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(全4回) 幼児理解に関する研修 R1.5〜R1.12

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 教育という行為に関する研修 R1.7

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 幼児の楽しい学びに関する研修 R1.7

保育者 東登美ヶ丘こども園 東登美ヶ丘こども園園内研修 幼児理解と実践に関する園内研修 R1.9

保育者 大阪市私立幼稚園連合会 大阪市私立幼稚園連合会研修会 幼稚園教育要領の理解に関する研修 R1.9

園長 公益社団法人日本幼年教育会 富士宮市リーチェル幼稚園園内研修会 保育を語り合う研修 R1.11

保育者・園長 奈良県立教育研究所 奈良県研究大会　東登美ヶ丘こども園 公開保育の指導・助言 R1.11

保育者・園長 長浜市就学前教育研究会 長浜市就学前教育研究会教育講演会 教育・保育における遊びと学びに関する研修 R1.11

保育者・園長 八尾市教育委員会 公開保育　八尾市立龍華幼稚園 公開保育の指導・助言 R1.12

保育者・園長 大和郡山市立平和幼稚園 公開保育　大和郡山市立平和幼稚園 公開保育の指導・助言 R2.2

現職教員 五條市立牧野小学校 校内研修会 説明的文章の指導に関するの研修 R1.6

現職教員 八尾市教育センター 夏季研修（午前　小学校，午後中学校） 「書くこと」を中心にした国語の授業づくりについての研修 R1.6

現職教員 枚方市立中宮北小学校 校内研修会 説明的文章の指導に関するの研修 R1.7

現職教員を含む一般 福井県教育委員会 白川静漢字教育賞表彰式（審査を含む） 漢字教育に関する研究実践の審査・表彰 R1.11

現職教員 五條市立牧野小学校 校内研修会 説明的文章の指導に関するの研修 R1.11

現職教員 奈良県立教育研究所 令和元年度　小学校若手教員育成研修（全4回） 道徳教育についての指導助言および講義 R1.6-R1.11 社会科教育講座 准教授 梶尾　悠史

現職教員等 人文地理学会地理教育研究部会 どうせなら楽しくやろう『地理総合』 ～実際のとこ、どうなん？～ 高等学校の新科目「地理総合」に関する研修の企画・実施 R1.5

現職教員 奈良県教育委員会 平成31年度小学校若手教員育成研修　授業校研修① 指導助言 R1.6

現職教員
奈良教育大学と奈良県教育委員会
との連携協力に関する協議会　へ
き地教育部会

令和元年度第２回奈良県複式学級・小規模学級担任等研修会 川上村立川上小学校での指導助言 R1.7

現職教員
奈良教育大学と奈良県教育委員会
との連携協力に関する協議会　へ
き地教育部会

令和元年度第３回奈良県複式学級・小規模学級担任等研修会 十津川村立十津川第一小学校での指導助言 R1.10

現職教員 奈良県教育委員会 令和元年度 小学校若手教員育成研修（社会科） 五條市立牧野小学校での指導助言 R1.12

現職教員 木津川市立恭仁小学校 校内研修
複式学級・小規模学級における学習指導のあり方や、小規模校な
らではの豊かな教育活動の可能性等について

R2.1

現職教員 奈良県教育研究所 令和元年度若手教員育成研修
令和元年度小学校若手教員育成研修の進め方について (授業打
ち合わせ)  (於: 斑鳩町立斑鳩東小学校)

R1.7

現職教員 奈良県教育研究所 令和元年度初期研修講座 (2年目) 小学校
令和元年度小学校若手教員育成研修、初期研修講座、全体研修。
各班の模擬授業についての指導助言、講師として  (於:奈良県立教
育研究所)

R1.8

現職教員 奈良県教育研究所 令和元年度若手教員育成研修 授業校研修
令和元年度小学校若手教員育成研修、授業校研修、第2日目、講
師として (於: 斑鳩町立斑鳩東小学校)

R1.10

現職教員 奈良県教育研究所 令和元年度若手教員育成研修 授業校研修
令和元年度小学校若手教員育成研修、授業校研修、第3日目、講
師として (於: 斑鳩町立斑鳩東小学校)

R1.11

現職教員 福井県教育総合研究所 小学校算数科研修講座 算数科についての研修 R1.5

現職教員 兵庫県姫路市立広嶺中学校 姫路市数学教育研究会（全3回） 中学校数学科についての研修 R1.6-R1.11

現職教員 私立奈良学園小学校 校内研修（全4回） 算数科についての研修 R1.6-R2.2

現職教員 奈良県大和郡山市立昭和小学校 校内研修（全6回） 算数科についての研修 R1.6-R1.11

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研修 R1.6-R1.10

現職教員 京都府城陽市立富野小学校 校内研修（全5回） 算数科についての研修 R1.7-R2.2

現職教員 大阪府枚方市立明倫小学校 校内研修 算数科についての研修 R1.7

現職教員 和歌山県柱本小学校 校内研修（全2回） 算数科についての研修 R1.8－R.2.3

現職教員・学生・市民 静岡県教育研究会 夏季研究大会講演会 算数・数学科についての講演 R1.8

現職教員 滋賀県教育研究会 夏期研修会 算数・数学科についての研修 R1.8

現職教員・学生 和歌山県龍神算数授業勉強会 第100回記念大会 算数科についての講演 R1.8

現職教員 京都府長岡第四小学校 校内研修 算数科についての研修 R1.10

現職教員 奈良市興東小学校 校内研修 算数科についての研修 R1.11

現職教員
第66回近畿算数・数学教育研究会
(大阪)大会会長

第66回近畿算数・数学教育研究会(大阪)大会 中学校部会分科会の指導・助言 R1.11

現職教員 京都府綾部市立綾部小学校 算数科研究会 算数科についての研修 R1.12

現職教員 大阪府吹田市中学校学研数学部 数学科研究会 中学校数学科についての研修 R2.1

令和元年度　校内研修・講習会等（現職教員・保護者等対象）

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

国語教育講座 教授 棚橋　尚子

川崎 謙一郎教授数学教育講座

数学教育講座 教授 近藤　裕



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 奈良県中学校理科研究会 奈良県中学校理科研究会 理科授業研究に関する研修 R1.6

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修 初期研修講座（２年目）小学校の研究の推進の仕方の講師 R1.6

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修 初期研修講座（２年目）小学校での研究授業の参観とその指導 R1.6

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修 初期研修講座（２年目）理科研究授業に関する指導 R1.8

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修 初期研修講座（２年目）理科研究授業の改善指導 R1.10

現職教員、保護者等 奈良教育大学PTA 3 附属交流会　 防災講義
「センター協働防災教育プロジェクト」の紹介及び本学の災害対策
準備状況に関する情報等についての講義

R1.12 理科教育講座 教授 石田　正樹

現職教員 泉大津市小学校理科研究会 泉大津市小学校理科研究会 泉大津市小学校理科研究会で講習を行った。 R1.6

現職教員 奈良県立教育研究所 令和元年度　第２回　理科の観察・実験における実技研修会
令和元年度　第２回　理科の観察・実験における実技研修会で実技
講習を行った。

R1.12

現職教員 奈良市教育委員会 令和元年度 奈良市初任者研修
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた中学校美術科の授業
づくり

R1.7 美術教育講座 准教授 竹内　晋平

現職教員 枚方市教育委員会 平成31年度 枚方市授業力向上研修〔小中学校図画工作・美術講座〕 「主体的・対話的で深い学び」をめざした美術科の指導 R2.2 美術教育講座 准教授 竹内　晋平

保護者及び教職員 大和郡山市立治道小学校 学校保健委員会講演会 望ましい食生活と運動に関する内容について講演した。 R1.8 保健体育講座  准教授 髙木　祐介

現職教員 奈良県教育委員会 第一回生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業協議会 指導助言 R1.6

現職教員 奈良県教育委員会 令和１年度英語指導パワーアップ講座(高等学校) 指導法についての研修会 R1.7

現職教員 香川県教育委員会 第43回香川県中学校教育研究会英語部会夏季研修講師 テスト作成についての講演会 R1.7

現職教員 奈良県教育委員会 令和１年度英語指導パワーアップ講座(中学校) 指導法についての研修会 R1.8

現職教員 奈良県高等学校英語教育研究会 　夏季英語授業研修会 テスト作成についての講演会 R1.8

現職教員 奈良県立登美ヶ丘高等学校 生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業協議会研修会 指導法についての研修会 R1.8

現職教員 奈良県教育委員会
第二回生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業協議会
公開研究会

指導助言 R1.11

現職教員 兵庫県教育委員会 外国語指導所助手の指導力等向上研修会 ティームティーチングについての講演会 R1.11

現職教員 奈良県教育委員会
生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業協議会　研究発
表会

指導助言 R1.11

現職教員・大学生・一
般

奈良教育大学英語教育研究会 奈良教育大学英語教育研究会令和２年２月の会 指導法についての講演会 R2.2

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 生徒の学習活動におけるエンゲージメントを実現する方法 R1.8

現職教員 奈良県教育委員会 Nara ALT Skills Development Conference (SDC) 2019 現職教員のチームワークのコツ R1.11

現職教員・学生 本学次世代教員養成センター 第1回　非言語体験から学ぶカウンセリングマインド
さまざまな非言語的媒体を通して自らのコミュニケーションふりかえ
りを検証する講座

R1.7

教師、臨床心理士、
公認心理師、スクー
ルカウンセラーなど

本学次世代教員養成センター .教育臨床研究会
教育臨床領域における非言語的な媒体の使用についての事例検
討、体験学習を行う研修会

R1.8

現職教員・学生 本学次世代教員養成センター 第2回　非言語体験から学ぶカウンセリングマインド
さまざまな非言語的媒体を通して自らのコミュニケーションふりかえ
りを検証する講座

R1.11

現職教員・学生 本学次世代教員養成センター 第3回　非言語体験から学ぶカウンセリングマインド
ダンスセラピー・運動療法の専門家を招聘し、子どもの動きに関す
るアセスメントとそれについての支援についての学習会

R2.1

現職教員 尼崎市小学校情報教育研究会 全体研究授業及び研究協議会 授業講評＆カリキュラム検討への助言 R1.11

現職教員 御所市教頭会・御所市教育委員会
教頭会研修会（プログラミング教育について）
新学習指導要領における小学校プログラミング教育の在り方研修
会

プログラミング教育 R2.1

教員 Ｇ２０大阪市民サミット
G20大阪市民サミット分科会「ＥＳＤをホントに現場で使える道具に
するには・・・！」

Ｇ２０の分科会の事前研修 R1.4

教員 奈良教育大学附属幼稚園 附属幼稚園ＥＳＤ研修会 幼児教育におけるＥＳＤの研修 R1.4

教員 橋本市教育委員会 橋本市ESD研修会 新学習指導要領とＥＳＤ R1.6

教員 熊本市立北部中学校 熊本市立北部中学校ESD研修会 ＥＳＤの授業研究 R1.7、R1.10

教員 橿原市立今井小学校 橿原市立今井小学校校内研修会 新学習指導要領とＥＳＤ研修 R1.7

教員 奈良県教育委員会 第1回へき地教育研修会 へき地教育研修会 R1.7

教員 福井市教育委員会 福井市ESD環境教育研修会 ＥＳＤの授業理論研修 R1.8

教育委員会 大牟田市教育委員会 ESD支援教育委員会サミット 教委の取り組みの講評 R1.8

教員 大牟田市教育委員会 ユネスコスクール・ESD全国実践交流会 分科会の指導助言・講演 R1.8

教員 大阪市立瓜破西小学校 大阪市立瓜破西小学校校内研修会 新学習指導要領とＥＳＤ R1.8

教員 長浜市立高時小学校 校内ＥＳＤ研修会
ＳＤＧｓの理解促進・ＥＳＤの学習理論に関する研修・優良実践事例
の分析・授業構想案の相互検討会・ＥＳＤ学習指導案の相互検討

R1.9-R2.1

教員
ソニー幼児教育支援プログラム大
阪自主研究会

ソニー幼児教育支援プログラム大阪自主研究会 科学する心とＥＳＤ R1.10

教員 名張市立蔵持小学校 名張市立蔵持小学校校内研修会 第4学年授業研究指導助言 R1.10、R2.2

教員 奈良教育大学附属中学校 奈良教育大学附属中学校公開研修講座 地域教材で育てる持続可能な社会の創り手 R1.11

教員 奈良教育大学附属幼稚園 園内研修会 フォトチャットに関する研修 R2.2

教員 菊池市立菊池南中学校 菊池市立菊池南中学校校内研修会 ＥＳＤの授業理論研修 R2.2

幼稚園長 富田林市幼稚園長会 富田林市幼稚園長・代理園長全体研修会 ESD的幼稚園教育の講演 R2.2

佐藤　臨太郎教授

准教授

准教授教育連携講座

英語教育講座

教育連携講座 教授 市来　百合子

教育連携講座 教授 伊藤　剛和

中澤　静男

アムンルド　トー
マス  マーティン

森本　弘一

石井　俊行教授理科教育講座

英語教育講座

理科教育講座 教授



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 Ｒ１.8 教職開発講座 教授 木下　理恵

現職教員・保護者 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 H31.4-R1.3

現職教員・保護者 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 H31.4-R1.3

現職教員、専門家 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 R1.12

現職教員・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

【 特別支援教育推進セミナー 】
「寄り添うやさしさと、立ち向かう強さと〜少年院の子どもたちととも
に歩んで〜」

特別支援教育についての研修会 R1.12

現職教員 奈良市立富雄第三小中学校 校内研修会 教育評価についての研修 R1.8

現職教員 津市立久居東中学校 校内研修会
主体的・対話的で深い学びについての研修および2019年３月修了
生の授業見学と授業検討会

R1.10

現職教員 三重県高等学校国語教育研究会 第二回評価方法小研究会 教育評価についての研修 R1.12

現職教員
奈良県教育委員会事務局学校教
育課・奈良県立王寺工業高等学校

第１回 文部科学省の事業（「地域との協働による高等学校改革改
革推進事業」申請に向けたカリキュラム開発のための研修会

授業見学と授業検討会およびカリキュラム開発についての研修 R2.1

現職教員
奈良県教育委員会事務局学校教
育課・奈良県立王寺工業高等学校

第２回 文部科学省の事業（「地域との協働による高等学校改革改
革推進事業」申請に向けたカリキュラム開発のための研修会

成果発表会の見学および申請に向けた研修 R2.2

現職教員 大阪府内小学校 校内研修会 指導助言 R1.4

現職教員 大阪府内小学校 校内研修会 指導助言 R1.5

現職教員 大阪府内小学校 校内研修会 指導助言 R1.6

現職教員 大阪府内幼稚園 研修会
「幼児期・低学年期に育てたい姿−運動遊びでつながる−」講演・講
習会

R1.7

現職教員 大阪府内小学校体育研究部 部会研修会 「児童の学びを保証するボール運動の授業づくり」講演 R1.7

現職教員 大阪府内小学校 校内研修会 「小学校体育授業の計画・実践・評価について」講演 R1.7

現職教員 大阪府内小学校 校内研修会 指導助言 R2.1

現職教員 大阪府内幼稚園 研修会 「幼児期・低学年期に育てたい姿−運動遊びでつながる−」講習会 R2.1

現職教員 大阪府内教育研究会 体育研究部会研修会 「体育おける主体的・対話的で深い学び」講演 R2.2

現職教員 王寺町立王寺小学校 国語科学習指導に係る校内研修会
「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくり」（国語科）
についての研修

R1.6

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 「書くこと」における深い学びについての授業研究及び指導 R1.6

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 国語科学習指導案（「書くこと」）の検討 R1.7

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 国語科学習指導案（「書くこと」）の検討 R1.8

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 研修講座講師 R1.8

現職教員 広陵町立広陵東小学校 国語科学習指導に係る校内研修会
国語科授業研究：第１学年授業公開及び研究協議、指導　「国語科
における『主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業の創
造』」

R1.10

現職教員 宇陀市立榛原小学校 国語科学習指導に係る校内研修会
国語科授業研究：第２学年、第３学年授業公開及び研究協議、指導
「全ての子どもが主体的に学び合う授業の創造」

R1.10

現職教員 大和郡山市立平和小学校 大和郡山市国語部会授業研修会
片桐小学校における国語科授業研究：第５学年授業公開及び研究
協議、指導

R1.11

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修 榛原小学校における第３学年国語科授業公開及び研究協議、指導 R1.11

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４学年授業公開及び研究協議、指導「主体的
に学び、自分の思いや考えを伝え合うことができる児童の育成ｰ書
くことを通して」講師

R1.11

現職教員 天理市立井戸堂小学校 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　「『自分
の考えをもち、仕え合う力』を育てる指導法の工夫」

R1.11

現職教員 平群町教育委員会 平群町全国学力・学習状況調査結果分析報告会 平群町内の小・中学校４校の学力調査結果分析報告及び助言 R1.12

現職教員 奈良県立榛生昇陽高等学校 英語科校内研修会（全４回） 授業研究を中心とした英語授業の改善について H31.4-R1.11

現職教員 大和郡山市立郡山西小学校 校内研修会 「外国語科の学習評価」 R1.6

現職教員 奈良県立教育研究所 奈良県小学校若手教員育成研修（全４回） 外国語活動の授業づくりについて R1.7-R1.12

現職教員 葛城市立新庄小学校 校内研修会（全４回） 外国語科の指導と評価について R1.7-R2.1

現職教員 奈良県教育委員会 英語指導パワーアップ講座
「小学校外国語科における学習評価～パフォーマンス評価を中心
に～」

R1.7

現職教員 奈良県立西和清陵高等学校 第１回西和青陵セミナー 小中高の教員の交流「英語嫌いを生まない英語指導」 R1.8

校長等 吉野郡（東）校長会 夏季研修会 教職大学院について R1.8

現職教員 奈良県立登美ケ丘高等学校 英語科校内研修会 CAN-DOリストの作成について R1.8

現職教員 奈良県教育委員会 奈良県高等学校等外国語科学習指導研究会 「パフォーマンス評価について」 R1.11

教職開発講座 准教授 前田　康二

北川剛司

教職開発講座 准教授 東畠　智子

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

教職開発講座 准教授 中井　隆司

准教授



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

高校生 三重県立伊賀白鳳高校 自分に向き合う心理学 「メンタルヘルス講座」の一環としての講義 R1.9 学校教育講座 准教授 中山　留美子

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 R1.12 学校教育講座 准教授 廣瀬　聡弥

小学生 栃木県那須塩原市立東小学校 出前授業
電気、熱膨張の理科出前授業（小学５年２クラス、小学６年２クラ

ス）
R1.12 理科教育講座 教授 石井俊行

高校生 奈良県立奈良高等学校
SPP理科　奈良教育大学での実験研修への参加「蛍光顕微鏡を

用いたゾウリムシの自家生殖過程の観察」
「SPP理科　奈良教育大学での実験研修への参加」の開催 R1.6

高校生
奈良県立教育研究所研究開発部
教科教育係サイエンスチームなら

グリーンヒドラの出芽（光の波長の違いによる変化）
「グリーンヒドラの出芽（光の波長の違いによる変化）」に関する指
導・助言

R1.7

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 R1.5

幼稚園児・小学生 奈良市教育委員会 銀鏡反応で手鏡を作ろう 奈良市教育センターの理科教室 R1.9

幼稚園児・小学生 化学の日実行委員会・日本化学会 化学の日 化学啓発イベント　入浴剤作りとスーパーボールつくり R1.10

高校生 奈良市立一条高校 課題研究 高大連携授業 R1.4-R2.1 理科教育講座 教授 中村　元彦

小・中学生 五條市教育委員会 第4回　サイエンス・スクール　ｉｎ　五條
五條市内の小・中学生に対し、水環境に関する授業を行う（チリメ

ンモンスターを探せ　～海の環境について考える～）。
R1.8

小学生 曽爾村・奈良教育大学 サマースクール ｉｎ 曽爾　2019
曽爾小学校の児童に対し、水環境に関する授業を行う

（チリメンモンスターを探せ～海の環境について考える～）。
R1.8

小・中学生 大和郡山市教育委員会 スクールサポート 教育現場と共に行う教員養成 R1.5-R2.3

小・中学生 五條市教育委員会 サイエンス・スクールin 五條
生徒への理科・数学（算数）実験とその活動を通した現職教員へ

の研修。
R1.8

小・中学生 曽爾村教育委員会 サマースクール in 曽爾
生徒への理科・数学（算数）実験とその活動を通した現職教員へ

の研修。
R1.8-9

小学生 けいはんな記念公園 奈良教育大学生による生きもの観察会
生徒への理科・数学（算数）実験とその活動を通した現職教員へ

の研修。
R1.10

中学生 曽爾村教育委員会 曽爾中学校学力向上合宿支援
生徒への理科・数学（算数）実験とその活動を通した現職教員へ

の研修。
R1.12

高校生 一条高等学校 一条高等学校課題研究 一条高等学校課題研究の題材の説明 R1.5-R2.1

小学生・中学生・高校
生

奈良県学生科学賞審査委員会 奈良県学生科学賞審査 奈良県学生科学賞審査委員長 R1.10-R1.11

高校生 関西創価高等学校 関西創価高等学校高大連携講座 講演「カンボジアでの生物教育支援」 R1.12

高校生
日本ストックホルム青少年水大賞

委員会
日本ストックホルム青少年水大賞審査部会 日本ストックホルム青少年水大賞審査部会の審査 R1.12

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 R1.6-R2.1 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の解説
R1.11 理科教育講座 教授 和田　穣隆

高校生 徳島県立名西高等学校 作品鑑賞について 先人の尺牘の名品を鑑賞し、鑑賞力を養う R1.9 美術教育講座 教授 谷川　雅夫

高校生 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) Ｒ１.6 美術教育講座 教授 豊田　宗児

中学生 奈良教育大学附属中学校 ひらがなの不思議 仮名の歴史と造形についての講習 R1.9

高校生・教員 徳島県立名西高等学校 仮名古筆の鑑賞・臨書・創作
「関戸本古今集」の臨書および、「関戸本古今集」を基にした大字

仮名作品制作の講義及び実技講習
R2.2

高校生・教員
大阪府立北野高等学校硬式野球

部
部活動時の食事・栄養指導（web指導入れて全3回）

選手、マネージャー、顧問教諭に対し、スポーツ栄養学の理論に
基づいた食事・栄養指導

R2.1,R2.2 保健体育講座  准教授 髙木　祐介

小学生 五條市立牧野小学校 ホームメイドクラブ（全8回）の指導
家庭科教育講座全教員で学生を事前指導・派遣し、学生が小学

校でクラブ活動の指導を担った。
H31.4-R2.3 家庭科教育講座

教授
教授

准教授
特任准教授

杉山　薫
立松　麻衣子

中川　愛
村上　睦美

高校生・現職教員
奈良県高等学校等英語教育研究

会
奈良県高等学校等英語弁論大会 弁論大会審査委員長。助言・講評 R1.9 英語教育講座 教授 佐藤　臨太郎

小学生 奈良教育大学英語教育講座 Nara Kids English Podcast 阪南大学准教授Martin Parsons氏と共同開催 R1.12 英語教育講座 准教授 米倉　陽子

児童・生徒
奈良NPOセンター「もうひとつの学

び舎」実行委員会
プロからまなぶことばの伝え方

ネットで伝える～メディアとのつきあいかた～ R1.7 教育連携講座 教授 伊藤　剛和

中学生 奈良教育大学附属中学校 ESD-SDGｓ入門講座 ESDに関する出前授業 R1.5 教育連携講座 准教授 中澤静男

美術教育講座 准教授 北山　聡佳

藤井　智康理科教育講座 教授

森本　弘一教授理科教育講座

理科教育講座 教授 松山　豊樹

理科教育講座 教授 石田　正樹

令和元年度　講習会等（児童・生徒対象）

梶原　篤教授理科教育講座



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

学校教育講座 教授 板橋　孝幸

社会科教育講座 教授 根田　克彦

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67～68回研修会（計2回） 学校心理士資格更新に関する研修会 R1.6、R1.11 学校教育講座 准教授 出口　拓彦

職員（法務教官） 奈良少年院 自己愛の類型と健全な自己愛の理解 法務教官に対する研修 R2.2 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「女君から読み解く『源氏

物語』Ⅱ―后たちの物語―」）
全３回のうち、第２回「冷泉帝の后、秋好中宮の物語」の 講師 R1.5

一般 流通経済大学・松戸市教育委員会
市民大学講座（流通経済大学・松戸市教育委員会連携）「『更級

日記』の世界―上総国（千葉県市原市）から上洛千年紀―」
全３回のうち、第２回「シンポジウム 『更級日記』とその周辺」の講

師
R1.11

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「女君から読み解く『源氏

物語』Ⅲ―大臣の娘たちの物語―」
全３回のうち、第２回「左大臣の娘、葵の上の物語」の 講師 R1.12

一般 十津川村史編さん委員会
十津川村史編さん委員会「語ろう伝えよう十津川村―村の学校編

―」
十津川村の学校教育の歴史、全国の「へき地教育」の動向など R1.8 社会科教育講座 准教授 河本  大地

一般
環境省近畿地方環境事務所・上北

山村
自然再生ツアー講師 東大台を散策し自然再生事業の成果を紹介 R1.8 理科教育講座 教授 松井 淳

一般 天川村 天川村ネイチャーガイド養成講座講師
天川村が実施している「天川村ネイチャーガイド養成講座」におい

て、天川村の地形と地質をテーマに講師を務めた。
R1.11 理科教育講座 教授 和田　穣隆

一般 中国書法家協会 近現代日本王義之書法的展開 「王義之と二王学の構建」という中国紹興シンポジウムでの発表 R1.5

一般 中華民国書法教育学会 台北市国際書法展迎春揮毫大会 台北で新年の書き初め大会を書法展会場で行った R2.2

一般 彰化県文化局 「其逆放心：台日書法交流展」 台湾の鹿港で林俊臣・谷川雅夫の書道展を行った R2.2-R2.4

一般 奈良教育大学　谷川研究室 「手紙の書」展 教育資料館で日本・中国の手紙の書を展示した R2.3

大学生（外国人留学
生）

京都大学　学際融合教育研究推
進センター

日本文化講義（書道）
漢字と仮名の歴史講義および仮名書法実技（色紙作品制作）の講

習
R1.8 美術教育講座 准教授 北山　聡佳

一般
朝日新聞オリンピック　パラリン

ピック・スポーツ戦略室
第6回朝日新聞2020シンポジウム「応援のチカラ」 スポーツにおける応援に関するシンポジウムのパネリスト R1.8

スポーツ指導者
和歌山県教育庁生涯学習局ス

ポーツ課
和歌山県スポーツ指導者等研修会 バルシューレ（ボール運動プログラム）に関する研修 R1.11

社会教育職員、自治
体教職員、関係団体
職員、一般市民など

社会教育研究全国集会（奈良集
会）現地実行委員会・社会教育推

進全国協議会
第59回社会教育研究全国集会（奈良集会）

集会テーマ「まなぶNARA・であうNARA・ひろがるNARA
～未来を語りあえる社会教育をめざして～」；実行委員長

R1.8

子ども・若者支援関
係職員、関係団体職

員、市民など

奈良市福祉政策課くらしと仕事支
援室

令和元年度　不登校・ひきこもりの理解と対応講座 講義「第三の領域としての子ども・若者支援」 R1.10

子ども・若者支援関
係職員、関係団体職

員、市民など

奈良教育大学次世代教員養成セ
ンター　ＥＳＤ・課題探究教育部門
学校・地域教育支援領域；子ども・

若者支援専門職養成研究所

不登校・ひきこもりのための支援者養成セミナー
講義「“第三の領域”としての子ども・若者支援」「子ども・若者を取

り巻く困難と人権」
R1.11、R2.1

子ども・若者支援関
係職員、関係団体職

員
生駒市 生駒市子ども・若者支援ネットワーク 講演「不登校の理解と対応について─居場所と対話の役割─」 R1.11

子ども・若者支援関
係職員、関係団体職

員
内閣府

困難を有する子供・若者を支援する人材の「専門分野横断的研
修」

全体講義「子供・若者支援に従事する専門職と総合的な相談に応
じるための資質能力について─子供・若者支援に従事する者の専

門性と資質能力─」
R2.1

親子 奈良市立飛鳥小学校 親子環境・歴史散歩(５回） 飛鳥小校区のフィールドワーク R1.6-R1.12

ユネスコ協会会員 大阪ユネスコ協会 大阪ユネスコ協会研修会 地域遺産のＥＳＤとしての活用について R1.7

一般 円山の自然と文化を守る会 まるやまフェスタ ヨシ原と自然環境、人の集まりの運営 R1.8

一般
信州ESDコンソーシアム

（信州大学）
信州ESDコンソーシアム総会・研修会 ＳＤＧｓとＥＳＤ講演 R1.8

一般 富田林市市民公益活動支援センター ESD勉強会「ESDの基本と現状」 ＳＤＧｓとＥＳＤワークショップ R1.9

ユネスコ協会会員 大阪ユネスコ協会 ユネスコ協会近畿ブロック研修会
地域遺産・世界遺産分科会コーディネーター

全体シンポジウム・シンポジスト
R1.10

ユネスコ協会会員 奈良ユネスコ協会 奈良ユネスコ協会研修会 ユネスコ活動と持続可能な社会　講演 R1.10

研究者
UNESCO Chair in Research and

Education for Sustainable
Development（岡山大学）

The 6th Meeting of the Asian Network to Promote Teacher
Education on ESD

分科会ファシリテーター R1.11

一般 ＥＳＤ活動支援センター ESD推進ネットワーク全国フォーラム2019 分科会ファシリテーター R1.12

一般 ＥＳＤ活動支援センター ＳＤＧｓ深掘セミナー 対談 R1.12

一般 近畿地方ESD活動支援センター 近畿ESDフォーラム２０１９ ワークショップファシリテーター R2.1

一般 近畿地方環境事務所 近江八幡円山ワークショップ 講演・ワークショップファシリテーター R2.1

一般 近畿地方環境事務所
環境省ＳＤＧｓを活用した地域の環境課題と社会課題を同時解決

するための民間活動支援事業勉強会
プレゼンへの助言 R2.2

一般 奈良市教育委員会 第10回世界遺産学習全国サミット 全体会ワークショップのコーディネーター R2.2

一般 北陸ＥＳＤコンソーシアム 北陸ＥＳＤコンソーシアム成果報告会 ＳＤＧｓを踏まえたＥＳＤの展開・講演 R2.2

一般 BIOA 学校教育のためのESD研修会 ＥＳＤとＳＤＧｓの講演 R2.2

一般 羽曳野市 はびきの市民大学 SDGｓの背景の講演 R2.2

教授保健体育講座

美術教育講座 教授 谷川　雅夫

令和元年度　講習会等（専門職・一般の方対象）

有馬　義貴准教授国語教育講座

中澤　静男

教育連携講座 教授 生田　周二

上牧町学校適正化に向けての研修会 H31.4-R2.3教育委員会職員 上牧町教育委員会 学校適正化に関する研修会

教育連携講座 准教授

高橋　豪仁



委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名

奈良県農業農村整備環境配慮検討委員会　委員 H28.11-

奈良県河川整備委員会　委員 H28.4-

奈良県環境審議会　委員　（副会長） H23.12-R2.3

奈良県環境審議会水質部会 委員　（部会長） H23.12-R2.3

奈良県環境審議会環境影響評価審査部会委員
（部会長）

H23.12-R2.3

奈良県自然環境保全審議会　温泉部会　委員 H16.4-

「きれいに暮らす奈良県スタイル」推進協議会　委員 H28.10-

「きれいな奈良県づくり功労賞」選定委員会　委員 H29.8-

奈良のシカ保護管理計画検討委員会委員 H31.4-R2.3

春日山原始林保全計画検討委員会医院 H31.4-R2.3

奈良県自然環境保全審議会委員 H31.4-R2.3

奈良県古都風致審議会委員 R1.12-R2.3

奈良県優秀教職員表彰選考委員会（議長） R1.10 理科教育講座 教授 森本　弘一

奈良県教科用図書選定審議会　副委員長 R1.4-R1.8

奈良県教育支援委員会　副委員長 H30.4-R2.3

県立高等養護学校分教室評価会議　副委員長 R1.9-R2.3

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 H31.4-R2.3

奈良県教員メンタルヘルス委員会 委員 R1.10～R3.7

奈良県小学校若手教員育成研修推進委員会　委員 H31.4-R2.3

奈良県立教育研究所研究紀要編集委員会　委員 R1.12-R2.3

令和元年度学力向上実践研究推進協議会 委員 R1.6-R2.3 教職開発講座 准教授 東畠　智子

奈良県立国際高等学校検討協議会委員 H30.11-

奈良県立畝傍高等学校「グローバルな視野を持った次代のリーダー育成
コンソーシアム」運営協議会委員

R1.6-

奈良県小学校若手教員育成研修推進委員会委員 H27.4-

奈良県教員等の資質向上に関する指標等検討委員会委員 H29.4-

奈良県立教育研究所研究紀要編集委員会委員 H30.12-

奈良県立奈良高等学校 奈良高等学校SSH運営指導委員会 R1.12 理科教育講座 教授 森本　弘一

奈良県立青翔中学校・高等学校 SSH運営指導委員会　委員 H28.4- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

奈良県立登美学園長 奈良県立登美学園 第三者委員 H30.4-R2.3

奈良県立奈良東養護学校 奈良県立奈良東養護学校 学校評議員 H31.4-R2.3

奈良県立盲学校 奈良県立盲学校 学校評議員 H31.4-R2.3

奈良県立平城高等学校 奈良県立平城高等学校学校評議員 H30.4-

奈良県立郡山高等学校 奈良県立郡山高等学校学校運営協議会委員 R1.4-

奈良市スポーツ推進審議会委員　委員長 H30.11 - R2.10 保健体育講座 教授 高橋　豪仁

おしえてECOキッズ！選考委員会 委員 R1.10-R2.3 教育連携講座 准教授 中澤　静男

奈良市発達支援ネットワーク会議　議長 H31.4-R2.3 教職開発講座 教授 木下　理恵

わたしたちの奈良市編集委員 R1.8-R2.3 教育連携講座 准教授 中澤　静男

奈良市教育支援委員会 委員 H31.4-R2.3 教職開発講座 教授 木下　理恵

奈良市教育相談運営会議 委員 H31.4-R2.3

奈良市特別支援教育連携会議 委員長 H31.4-R2.3

奈
良
県

奈
良
県
内
市
町
村

木下　理恵教授教職開発講座

前田　康二准教授教職開発講座

奈良県教育委員会

教職開発講座 准教授 前田　康二

北川　剛司准教授教職開発講座

奈良市

奈良県

令和元年度　委員会委員等

依頼元・主催者等

河本　大地准教授社会科教育講座

藤井　智康教授理科教育講座

根來　秀樹
教授／セ
ンター長

教職開発講座 教授 木下　理恵

教職開発講座／特
別支援教育研究セ

ンター

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

理科教育講座 教授 松井淳

奈良市教育委員会



委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名依頼元・主催者等

奈良市立東登美ヶ丘小学校 東登美ヶ丘小学校　学校運営協議会委員 R1.11-R2.3 教育連携講座 准教授 中澤　静男

奈良市立六条小学校 奈良市立六条小学校　学校コミュニティスクール委員 H31.4-R2.3 教職開発講座 教授 木下　理恵

田原本町 旧清掃工場周辺環境問題調査委員会　委員 H31.4- 理科教育講座 教授 藤井　智康

明日香村 英語教育創造スーパーバイザー H26.4- 教職開発講座 准教授 前田　康二

宇陀市教育委員会 宇陀市学校規模適正化検討委員会　副委員長 H31.4-R3.3 教職開発講座 准教授 東畠　智子

山添村立やまぞえ小学校 校内研修サポート H31.4-R2.3

五條市立西吉野小学校 校内研修サポート H31.4-R2.3

五條市学力向上推進委員会　委員長（全4回） H31.4-R2.3 数学教育講座 教授 近藤　裕

五條市史編集委員会委員 H31.4-R2.3

五條市立文化博物館運営委員会委員 H31.4-R2.3

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 H29.5- 社会科教育講座 准教授 河本　大地

環境省近畿地方環境事務所 大台ヶ原自然再生推進委員会委員 H31.4-R2.3

国土交通省淀川河川事務所 木津川土砂環境検討会会員 R2.1

奈良家庭裁判所 奈良家庭裁判所委員会　委員 H30.8-R2.3 教職開発講座 教授 木下  理恵

奈良女子大学附属中等教育学校 奈良女子大学附属中等教育学校関係者評価委員会委員 H30.4- 教職開発講座 准教授 前田　康二

神戸市教育委員会 神戸市立定時制高校のあり方検討委員会 R1.10-R2.3 学校教育講座 教授 板橋　孝幸

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

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

京都市立藤城小学校 学校運営協議会  顧問 H31.4-R2.3

長岡京市立長岡第七小学校 校内研修サポート H31.4-R2.3

長岡京市教育支援センター ＩＣＴ活用実践研究部門 H31.4-R2.3

松阪市教育委員会 松阪市英語教育推進委員会委員長 H30.5- 教職開発講座 准教授 前田　康二

日本学校心理士奈良支部 日本学校心理士会奈良支部役員（委員） H30.5- 学校教育講座 准教授 出口　拓彦

竹林景観ネットワーク 運営委員 H19.12-

小代ガイドクラブ（兵庫県香美町） 講師 H26.4-

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 H27.6-

近畿ESDコンソーシアム 運営委員 H29.7-

株式会社 全関西ケーブルテレビジョン 番組審議会　委員長 H30.4-

日本で最も美しい村香美町小代協議会 日本で最も美しい村香美町小代協議会　アドバイザー H30.4-

「日本で最も美しい村」連合 資格審査員 R1.11-

読売新聞奈良支局 読売新聞科学賞県審査 副委員長 R1.10 理科教育講座 教授 石井　俊行

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 R1.7 -R1.12 理科教育講座 教授 藤井　智康

奈良教育大学
  関西図工・美術教育研究会

令和元(2019)年度　奈良教育大学、関西図工・美術教育研究会 主宰 H31.4-R2.3

美術科教育学会
令和元(2019)年度　美術科教育学会

 副代表理事（研究担当)  /学会誌編集委員長
H31.4-R2.3

美術科教育学会
令和元(2019)年度　美術科教育学会

叢書企画委員会委員
H31.4-R2.3

美術科教育学会
令和元(2019)年度　美術科教育学会
『 美術教育学』  賞選考委員会委員

H31.4-R2.3

近畿地方ＥＳＤ活動支援センター 近畿地方ＥＳＤ活動支援センター企画運営委員 H31.4-R2.3

コミュニケーションデザイン機構 きんき環境館アドバイザリー委員 H31.4-R2.3

東京書籍 東京書籍教育課題アドバイザー H31.4-R2.3

 ＡＳＰＵｎｉｖＮｅｔ 評価検討委員会 R1.6

奈
良
県
内
市
町
村

省
庁

宇田　秀士

教授 伊藤　剛和

美術教育講座

社会科教育講座 准教授 河本　大地

教育連携講座

教授

教授 伊藤  剛和教育連携講座

そ
の
他
都
道
府
県

・
市
町
村

N
P
O
・
N
G
O
・
民
間
組
織
等

教育連携講座 准教授 中澤　静男

五條市教育委員会

理科教育講座 教授 松井淳

理科教育講座 教授 松井 淳


