
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


