
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

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 WITHコロナ時代の幼児教育を考える R2.8

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 R2.9

保育者・園長 大和郡山市教育委員会 幼稚園教育部教育講演会
保育者の力量形成のために、保育の「とこしへ」と「うつろい」

を考える
R2.12

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 R3.1

園長 公益社団法人日本幼年教育会 春季幼年教育研修会 設置者・園長・後継者が考えるポストコロナの園内研修 R3.3

現職教員等
日本ＥＳＤ学会第４回近畿地方研

究会実行委員会・人文地理学会地
理教育研究部会

オンラインシンポジウム「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
とESD地域学習 ―『Withコロナ』の経験を共有し『Postコロナ』に活

かそう―」

コロナ禍の下の学校教育における地域学習の在り方に関する
情報交換と議論の場を企画・実施

R2.7

現職教員 奈良県教育委員会 令和2年度 初期研修講座（2年目）小学校（全4回）
教科等指導Ⅱ―実践的な教科等指導の工夫と授業展開―

（社会）
R2.8-

現職教員 奈良教育大学附属中学校
2020（令和２）年度 奈良教育大学附属中学校 公開研修講座（教

科・総合）
現職教員向けESDティーチャープログラム R2.8

現職教員 木津川市立恭仁小学校
木津川市「特色ある学校づくり推進事業」を活用した恭仁小学校校

内研修
複式学級・小規模学級における「主体的・対話的で深い学び」 R2.11

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２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「小規模学校における学級経営及び学習指導につ
いて」

R2.11

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２年度 第２回 奈良県複式学級・小規模学級担任等研修会 指導助言 R3.2

現職教員等 人文地理学会地理教育研究部会 第49回地理教育研究部会
「持続可能な地域づくりを考える視点としての流域」をテーマと

する研修の企画・実施
R3.3

現職教員 三重県教育委員会 小学校算数授業づくり研修 算数科についての研修 R2.6

現職教員 三重県教育委員会 中学校数学授業づくり研修 中学校数学科についての研修 R2.6

現職教員 京都府城陽市立富野小学校 校内研修（全2回） 算数科についての研修 R2.8-R3.2

現職教員 和歌山県教育委員会 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研修 R2.10

現職教員 奈良県大和郡山市立郡山北小学校 校内研修（全2回） 算数科についての研修 R2.10-R2.12

現職教員 東大阪市立鴻池東小学校 校内研修（全2回） 算数科についての研修 R2.10-R2.12

現職教員 奈良県大和郡山市立昭和小学校 校内研修（全3回） 算数科についての研修 R2.11-R2.12

現職教員 私立奈良学園小学校 校内研修 算数科についての研修 R2.11

現職教員 京都府城陽市立富野小学校 京都府小研算数科2年次発表会 算数科についての講演 R2.11

現職教員 大阪府高槻市教育委員会 算数・数学科研修 算数科・中学校数学科についての研修 R2.11

現職教員 和歌山県田辺市立龍神小学校 複式算数授業研修会（2日間） 算数科についての研修 R2.12

現職教員 東大阪市教育委員会 小学校算数・中学校数学合同研修 算数科・中学校数学科についての研修 R3.1

現職教員 名張市立百合が丘小学校 校内研修 算数科についての研修 R2.7-R2.12 数学教育講座 准教授 舟橋　友香

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 R2.8

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 R2.11

現職教員 奈良県立教育研究所 小学校若手教員育成研修 初期研修講座（２年目）理科研究授業の改善指導 R2.12

現職教員 奈良市教育委員会 高校教員研修会 奈良市立一条高校での教員研修会 R2.11
理科教育講座／
理数教育研究セ

ンター

教授／セ
ンター長

松山　豊樹

現職教員 三重県教育委員会 ネットＤＥ研修 小学校理科についての研修 R2.10 理科教育講座 教授 森本　弘一

現職教員 大和高田市立浮孔小学校 特別支援学級授業研究 バルシューレを教材とした授業研究の講師 R2.12 保健体育講座 教授 高橋　豪仁

現職教員・教員志望
大学生

東北英語教育学会岩手支部 岩手県英語教育研究会 指導法についての講演 R2.10

現職教員・教員志望
大学生

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11月の会 指導法についてのワークショップでのファシリテーター R2.11

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 R2.4-R3.3

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 R2.4-R3.3

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 R2.12

現職教員 大阪府教育センター
令和２年度人権が尊重された学校づくり推進事業（小中学校）

研究テーマ⑤「多文化共生教育」に係る共同研究部会
日本語指導が必要な子どもとことばについての研修 R2.11 教育連携講座 准教授 和泉元 千春

現職教員等 奈良県立教育研究所 奈良県立教育研究所　教育セミナー２０２０
オンライン発表：「奈良県次世代教員養成塾」の取組と教育効

果の検証
R2.12 教育連携講座 准教授 竹村　謙司

現職教員 曽爾村立曽爾小中学校長 国語科の授業展開について 校内研修会講師 R2.8

現職教員 奈良県立教育研究所長 初期研修講座（２年目）小学校 研修講座講師 R2.8

現職教員 曽爾村立曽爾小中学校長 国語科学習指導に係る校内研修会① 第3学年国語科授業研究　指導助言 R2.10

現職教員 曽爾村立曽爾小中学校長 国語科学習指導に係る校内研修会② 第4学年国語科授業研究　指導助言 R2.10

佐藤　臨太郎教授英語教育講座

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

数学教育講座 教授 近藤　裕

石井　俊行教授理科教育講座

令和２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 教授

河本　大地准教授社会科教育講座

根來　秀樹

東畠　智子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

現職教員 生駒市立壱分小学校長 国語科学習指導に係る校内研修会 第2学年国語科授業研究　指導助言 R2.11

現職教員 奈良県立教育研究所長 小学校若手教員育成研修 国語科授業研究講師 R2.11

現職教員 奈良県立教育研究所長 小学校若手教員育成研修 国語科授業研究講師 R2.11

現職教員 奈良県立教育研究所長 初期研修講座（２年目）小学校 研修講座講師 R2.12

認定こども園教諭
堺暁福祉会 かなおか保育園・東三

国ケ丘保育園・あかつき保育園
発達心理学講座

発達心理学にかかわる研修並びに配慮を要する子どもの支
援ｱｾｽﾒﾝﾄとその評価

R2.4-R3.3

高等学校、特別支援
学校教頭

奈良県高等学校等教頭協議会 令和２年度　奈良県高等学校等教頭協議会研修会

テーマ　『生徒の行動の背景にある発達障害の認知特性から
支援の

在り方を探る：感覚，注意，記憶の働きから』
生徒の行動の背景にある発達障害の認知特性から支援の在

り方
について、具体的事例に基づく講義

R3.1

保育士、幼稚園・小学
校教諭

五條市教育委員会 令和２年度　五條市教育委員会新任研修

テーマ『子どもの障害特性の背景にある感覚，注意，
記憶の働きを知る』

子どもの障害特性の背景にある感覚，注意，記憶の働きから
支援

についての研修

R3.2

現職教員 奈良県立教育研究所 奈良県立教育研究所初期研修講座（２年目） 外国語（活動）の指導と評価について講義・助言 R2.8-R2.12

現職教員 奈良県立教育研究所 若手教員育成研修（橿原市立真菅小学校） 外国語活動の授業研究助言 R2.10-R2.11

現職教員 大和郡山市教育委員会 大和郡山市英語教育研究会研修講座 講演「パフォーマンス評価」 R3.1

現職教員 葛城市立新庄小学校 校内研修会・授業研究（４回） 外国語（活動）に関する講演・授業研究助言 R2.10-R3.1

現職教員・学生 近畿ESDコンソーシアム 奈良ＥＳＤ連続セミナー（全１１回） ＥＳＤについての研修会 R2.5-Ｒ3.3

現職教員・学生 近畿ESDコンソーシアム 「万葉集・明日香村」を中心とした授業づくりセミナー（全５回） ＥＳＤの授業づくり R2.5-Ｒ3.2

現職教員 近畿ESDコンソーシアム ＥＳＤティーチャー・オンライン研修・交流会（全５回） ＥＳＤについての研修会 R2.6-Ｒ3.2

現職教員・学生 近畿ESDコンソーシアム 森と水の源流館授業づくり（全５回） ＥＳＤの授業づくり R2.7-Ｒ3.2

現職教員・学生 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４回） ＥＳＤの授業づくり R2.7-Ｒ2.12

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についての研修会 R2.7-Ｒ2.12

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：大牟田（全３回）
ＥＳＤの授業構想案の立て方、授業構想の検討、学習指導案

の検討
R2.7-Ｒ2.10

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：山形（全５回）
ＥＳＤの授業構想案の立て方、授業構想の検討、学習指導案

の検討
R2.8-Ｒ2.11

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
：長浜市立永原小学校（全４回）

ＥＳＤの授業構想案の立て方、授業構想の検討、学習指導案
の検討

R2.11-Ｒ3.2

現職教員・一般 近畿ESDコンソーシアム ユネスコスクール・オンライン近畿地方大会 講演「ＥＳＤの授業づくり」 R2.11

現職教員 熊本県菊池市立菊池南中学校 菊池南中学校校内研修 講演「ＥＳＤの授業づくり」 R2.11

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2020 講演「ＥＳＤの授業構想案の立て方」 R3.1

准教授教職開発講座

次世代教員養成
センター

特任
准教授

大西　浩明

堀田　千絵

前田　康二教授教職開発講座

教職開発講座 准教授 東畠　智子



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

中学生 奈良教育大学附属中学校 研究室訪問 平面世界の住人に，空間世界はどう映るのか？ R2.9 数学教育講座 准教授 舟橋　友香

中学生
曽爾小中学校・理数教育研究セン

ター
ウィンタースクール2021イン曽爾『タコを解剖しよう！』

ウィンタースクール2021イン曽爾　『タコを解剖しよう！』における学
生指導

R3.3 理科教育講座 教授 石田　正樹

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 R2.9

幼稚園児・小学生 奈良市教育委員会 絹の糸と化学の糸 奈良市教育センターの理科教室 R2.11

中学生、高校生 奈良県立教育研究所 「サイエンスチームなら」科学研究実践活動発表会 生徒の研究活動への指導・講評 R3.2 理科教育講座 教授 常田　琢

中学生 曽爾村・奈良教育大学 ウィンタースクール ｉｎ 曽爾　2021
曽爾中学校の生徒に対する理数に関する

（学生指導）
R3.3 理科教育講座 教授 藤井　智康

高校生・現職教員 奈良県立教育研究所 「サイエンスチームなら」 奈良県の中高生による科学研究実践活動　支援プロジェクト R2.4-R3.3

小・中学生 大和郡山市教育委員会 スクールサポート 教育育現場と共に行う教員養成 R2.11-R3.3

高校生 奈良県立奈良高等学校 まほろば・けいはんなSSHサイエンスフェスティバル オンラインポスター発表会の講評 R2.11

中学生 曽爾村教育委員会 ウィンタースクール in 曽爾 生徒への理科・数学実験とその活動を通した現職教員への研修。 R3.3

小学生・中学生
・高校生

日本学生科学賞奈良大会実行委
員会

日本学生科学賞奈良大会 奈良県学生科学賞審査委員長 R2.10

高校生
日本ストックホルム青少年水大賞

審査委員会
日本ストックホルム青少年水大賞審査委員会 日本ストックホルム青少年水大賞審査部会審査委員 R2.11

高校生 奈良高校 令和２年度まほろば・けいはんなサイエンスフェスティバル 指導助言 R2.11

高校生・中学生 日本学術振興会 ひらめき☆ときめきサイエンス
化学（炭素と炭素の間に結合をつくる有機合成反応で

分子をつくろう）
R2.10 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の観察指導およ

び
成り立ちについての解説

R2.11 理科教育講座 教授 和田　穣隆

高校生・仮名書道の
初学者を中心とした

一般
奈良教育大学仮名書道研究室

古筆の臨書シリーズ動画（youtube配信）作成のための実技指導
および動画監修

古筆の臨書の方法やポイントを動画にまとめて4回にわたって配信
する活動の指導および動画監修

R2.8-R3.1

高校生・教員 徳島県立名西高等学校 仮名古筆の鑑賞・創作
「関戸本古今集」を基にした細字および大字作品制作法の講義お

よび実技講習
R3.2

外国人留学生 京都大学国際高等教育院 Kyoto iUP春期講習文化体験（書道）（オンライン） 書道の講義および仮名書道作品制作の実技講習 R3.3

高校生・教員 徳島県立名西高等学校 仮名古筆の鑑賞・創作および作品添削（オンライン）
「関戸本古今集」を基にした細字および大字作品制作法の講義お

よび作品添削
R3.3

高校生 奈良高等学校 SSH 事業推進課 令和２年度まほろば・けいはんなサイエンスフェスティバル 発表についての講評 R2.11 技術教育講座 准教授 箕作　和彦

高校生・現職教員等 奈良県教育委員会 奈良県教育委員会YouTube動画配信 高等学校数学Ⅰ授業動画（因数分解基礎編） R2.4

高校生・現職教員等 奈良県教育委員会 奈良県教育委員会YouTube動画配信 高等学校数学Ⅰ授業動画（因数分解活用編） R2.4

中学生・現職教員等 奈良県教育委員会 中学校第３学年数学　学習支援講義 学習支援講義DVD（中学校第３学年数学：楽しい「平方根」） R2.5

高校生・現職教員等 奈良県立教育研究所 令和２年度　対話的で探究的な学びの構築事業
対話的で探究的な学びの充実に向けた数学の授業について（奈
良北高等学校での示範授業及び研究協議）

R2.6

高校生 奈良県教育委員会 奈良県次世代教員養成塾　第１回講座 講座：ガイダンス・教職へのビジョン R2.10

高校生・現職教員等 奈良県立教育研究所 令和２年度　対話的で探究的な学びの構築事業
対話的で探究的な学びの充実に向けた数学の授業について（奈
良北高等学校での示範授業・授業参観及び研究協議）

R2.10

高校生・現職教員等 奈良県立教育研究所 令和２年度　対話的で探究的な学びの構築事業
対話的で探究的な学びの充実に向けた数学の授業について（奈
良北高等学校での示範授業及び研究協議）

R3.2

令和２年度　講習会等（児童・生徒対象）

梶原　篤教授理科教育講座

松山　豊樹
教授／セン

ター長

理科教育講座／
理数教育研究セ

ンター

竹村　謙司准教授教育連携講座

森本　弘一教授理科教育講座

北山　聡佳准教授美術教育講座



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

学校心理士 日本学校心理士奈良支部 令和２年度日本学校心理士会近畿ブロック研修会 学校心理士資格更新に関する研修会の開催準備 R3.3 学校教育講座 教授 出口　拓彦

教員養成系大学・学
部の関係者

日本教育大学協会 令和2年度日本教育大学協会研究集会
大学と教育委員会の連携・協働で「へき地・小規模校教育」を充実
させよう―奈良教育大学と奈良県教育委員会による新科目設置と

教員研修― 　と題して発表
R2.10 社会科教育講座 准教授 河本  大地

一般（ジオパークガイ
ド）

南紀熊野ジオパーク推進協議会
（和歌山県庁内）

南紀熊野ジオパークガイド・エリア拡大講座における実技試験審
査員

ジオパークガイドの担当エリアを拡大するための実技試験におい
て審査を行った。

R2.12

一般（ジオパークガイ
ド）

南紀熊野ジオパーク推進協議会
（和歌山県庁内）

南紀熊野ジオパーク・スキルアップ講座
ジオパークガイドのガイドスキル向上のために実施される講座の

講師として、潮岬と橋杭岩について学術面から解説した。
R3.2

一般 奈良市生涯学習財団
奈良市中部公民館主催事業「ひきこもりクライシス─子どもと向き

あう─」
ひきこもり・不登校に関する講演 R2.10

市民、教員など

奈良教育大学次世代教員養成セ
ンター　学校・地域教育支援領域
共催：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ペアレント・トレーニング ひきこもり・不登校に関する研修 R2.10

一般 奈良市生涯学習財団
奈良市中部公民館主催事業「ひきこもりクライシス─子どもと向き

あう─」
ひきこもり・不登校に関するパネルディスカッション R2.11

一般
香川県健康福祉部

子ども政策推進局 子ども政策課
香川県「子ども・若者育成支援シンポジウム」 講演「子ども・若者の支援と居場所」 R3.1

研究者、子ども・若者
支援従事者、市民

子ども・若者支援専門職
養成研究所

支援論・方法論検討セミナー（Zoom開催） 子ども・若者支援に関する研修 R3.2

一般 奈良県登校拒否を克服する会 奈良県登校拒否を克服する会交流会
不登校に関する講演「心のエネルギーと居場所─支援のあり方に

ついて─」
R3.2

研究者、子ども・若者
支援従事者、市民

子ども・若者支援専門職
養成研究所

シンポジウム「子ども・若者支援研究のこれまでと今後の展開」
（Zoom開催）

子ども・若者支援に関するシンポジウム R3.3

地域の年少者日本語
支援者等

公益社団法人日本語教育学会

文化庁委託 「日本語教育人材の研修プログラム普及事業 (3)日
本語教育人材の研修

プログラムの活用・普及・普及④児童生徒等に対する日本語教師
【初任】研修」　(2020年度～)

外国人児童生徒等教育の理論と実践に関する研修 R2. 教育連携講座 准教授 和泉元 千春

療育に携わる支援者
（福祉施設、学校園

関係者）
発達協会

発達協会セミナー研修　講師　テーマ：「発達障害のある子の記
憶特性」

発達障害のある子の記憶特性から具体的な支援の在り方を探る R2.8 教職開発講座 准教授 堀田　千絵

一般 奈良新しい学び旅推進協議会 SDGs学び旅ガイド養成セミナー 講演「主体的な学びを引き出す」 R2.12

一般 奈良新しい学び旅推進協議会 SDGs学び旅ガイド養成セミナー 講演・案内「ならまちのガイド」 R3.1

令和２年度　講習会等（専門職・一般の方対象）

教育連携講座 教授 生田　周二

次世代教員養成
センター

特任
准教授

大西　浩明

和田　穣隆教授理科教育講座



委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名

奈良のシカ保護管理計画検討委員会委員 H25.12- 社会科教育講座 教授 渡邉　伸一

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-

奈良県優秀教職員表彰選考委員会（議長） R2.10 理科教育講座 教授 森本　弘一

奈良県次世代教員養成プログラム実行委員会委員 R2.4- 教育連携講座 准教授 竹村　謙司

奈良県教科用図書選定審議会委員 R2.4-R2.8

奈良県教育支援委員会 R2-R3

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 R2.4-R3.3

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 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

奈良県立藤の木学園 奈良県立藤の木学園第三者委員 Ｈ30-R2年度

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-R3.3

奈良県立盲学校 奈良県立盲学校 学校評議員 H31.4-R3.3

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-

奈良県立国際高等学校 奈良県立国際高等学校コミュニティースクール準備委員会  委員 R3.1-

奈良市スポーツ推進審議会委員　委員長 R2.12-R4.11

指定管理者選定委員会委員 R2.12-R3.1

奈良市発達支援ネットワーク会議　議長 H31.4-R3.3

奈良市障害者計画策定委員会委員 R2年度

奈良市教育支援委員会 委員 H31.4-R3.3

奈良市教育相談運営会議 委員 R2.4.-R3.3

奈良市特別支援教育連携会議 委員長 R2.4.-R3.3

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-R3.3 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

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

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

五條市学力向上推進委員会　委員長 H2.8-R3.2 数学教育講座 教授 近藤　裕

五條市史編集委員会専門部会（地理環境部会）員 H31.4- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

五條市史編集委員会 専門部会員 R1.8- 社会科教育講座 准教授 河本　大地

川上村 川上村環境審議会 委員（副会長） R2.4- 社会科教育講座 准教授 河本　大地

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

上牧町教育委員会 上牧町学校適正化協議会

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

R2.4-R3.3

教職開発講座奈良市

高橋　豪仁教授保健体育講座

前田　康二教授教職開発講座

奈
良
県
内
市
町
村

五條市教育委員会

木下　理恵教授

前田　康二教授教職開発講座

奈良県

木下　理恵教授教職開発講座

令和２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

奈
良
県

奈良県教育委員会
教職開発講座／特
別支援教育研究セ

ンター

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



委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名依頼元・主催者等

奈良家庭裁判所 奈良家庭裁判所委員会　委員 H30.8-R2.8 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 教授 前田　康二

大阪府教育委員会 大阪府立西淀川支援学校学校運営協議会　会長 R.2.4-R.3.3

寝屋川市教育委員会 寝屋川市地域保健審議会　委員 R.2.4-R.3.3

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

松阪市英語教育推進委員会委員長 H30.5-

令和２年度英語コミュニケーション力向上推進事業に係る外国語指導助手
（ALT）派遣業務プロポーザル審査委員

R2.2-R3.3

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委員会 R2.4- 学校教育講座 教授 廣瀬　聡弥

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 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-

日本で最も美しい村香美町小代協議会 アドバイザー H30.5-

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」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 R2.10 理科教育講座 教授 石井　俊行

奈良教育大学
  関西図工・美術教育研究会

令和2(2020)年度　奈良教育大学 関西図工・美術教育研究会 主宰 R2.4-R3.3

美術科教育学会
令和2(2020)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
R2.4-R3.3

美術科教育学会
令和2(2020)年度　美術科教育学会

叢書企画委員会委員
R2.4-R3.3

美術科教育学会
令和2(2020)年度　美術科教育学会
『 美術教育学』  賞選考委員会委員

R2.4-R3.3

奈良県NIE推進協議会 奈良県NIE推進協議会  会長 R2.4-

奈良学園登美ヶ丘 奈良学園登美ヶ丘学校関係者評価及び第三者評価委員会　委員 R2.11-

N
P
O
・
N
G
O
・
民
間
組
織
等

宇田　秀士美術教育講座

社会科教育講座 准教授 河本　大地

教授

前田　康二教授教職開発講座

そ
の
他
都
道
府
県

・
市
町
村

松阪市教育委員会 前田　康二教授教職開発講座

山中　矢展特任講師学校教育講座

省
庁


