
2019年度（令和１年度） 教員による社会貢献一覧（出張講座含む） 
教員名 

（敬称略） 
依頼元 ・ 内容 出張先 所在地 実施日時 

後藤和史 出張授業「心理学」 光が丘女子高等学校 岡崎市 6/21 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 4/23,5/14,5/23 

土田満 豊田市学校給食協会評議員選定委員会 豊田市学校給食協会 豊田市 5/17 

土田満 
教養講座「人生を謳歌する長寿と食２」 主催：愛

知県シルバーサービス振興会 
名古屋商工会議所 名古屋市 10/22 

川瀬基弘 
講演「身近で不思議な貝類の魅力」 主催：鳳来

寺山自然科学博物館友の会 
鳳来寺山自然科学博物館 新城市 4/21 

川瀬基弘 
『環境』分科会型講演会「貝の不思議と魅力と多

様性」 
椙山女学園高等学校 名古屋市 5/8 

川瀬基弘 
「ヨットで佐久島へ」化石採集 講師 主催：愛知の

海グリーンマップ 
西尾市佐久島 西尾市 5/11 

川瀬基弘 
学習会講師「鳳来寺山参道の生きもの観察」 主

催：鳳来寺山自然科学博物館友の会 
鳳来寺山 新城市 5/26 

川瀬基弘 豊田市史ガイドツアー講師 豊田市教育委員会 豊田市 6/29 

川瀬基弘 「化石の秘密をさぐる」 主催：安城まちの学校 サーラプラザ安城 安城市 7/28 

川瀬基弘 
「化石・岩石の採集と観察」 主催：ボーイスカウト

日進第２団 
木曽川 美濃加茂市 9/22 

川瀬基弘 
土曜プログラム「自然のふしぎ体験学習」 主催：

名古屋市教育委員会 
大宝小学校 名古屋市 2/1 

安念保昌 
出張授業：「身近な心理学から：社会心理学、認

知心理学を中心に」 
犬山南高校 犬山市 3/15 

川瀬基弘 
アドバイザー：「リニア中央新幹線」建設に伴うアセ

スメント結果（生物への影響） 

愛知みずほ大学（JR東海訪

問） 
名古屋市 5/9 

川瀬基弘 ラジオ出演『三河みちくさ散歩道 
愛知みずほ大学（学内収録） 

Pitch FM83.8 
名古屋市 5/10 

川瀬基弘 

ラジオ出演『北野誠のズバリ』内「地元に聞いちゃ

うぞ」「絶滅とされていた『幻の貝』20年ぶりに発

見！」 

愛知みずほ大学（学内収録） 

CBC ラジオ 
名古屋市 5/13 

佐藤祐造 

講師「内科的疾患(脂質異常症・糖尿病)予防改善

のためのアクアフィットネスの適応と禁忌」（2019

年度第 2回メディカルアクアフィットネスインストラ

クター(内科的疾患予防改善)講習会） 

シュアステイプラスホテル会議

室主催：日本スイミングクラブ協

会 

大阪市 6/8 

土田満 （出張講座）「病気予防の栄養学」 西陵高校 名古屋市 12/9 

佐藤祐造 
日本運動療法推進機構セミナー講師「糖尿病運

動療法における最新の知見:理論と指導方法」 
横浜スポーツ医科学センター 横浜市 6/30 

後藤多知子 
日本養護教諭養成大学協議会 教育課程・養成

制度検討委員および養成教育セミナー担当 
京都女子大学ほか 京都市ほか 

4/14, 6/16, 8/8, 

8/28, 9/9 

後藤多知子 
愛知県教育委員会 健康推進学校事業審査委員

（最終実地審査） 
蒲郡市立大塚小学校 蒲郡市 6/4 

後藤多知子 
愛知県教育委員会 健康推進学校事業審査委員

（最終実地審査） 
田原市立中山小学校 田原市 6/17 

後藤多知子 
愛知県教育委員会 健康推進学校総合審査会

（審査講評） 
愛知県三の丸庁舎 名古屋市 7/18 

後藤多知子 
愛知県教育委員会 健康推進学校総合審査会

（審査講評） 
ウイルあいち 名古屋市 10/16 

後藤多知子 
愛知県教育委員会 養護教諭 5年目経験者研修

（講演） 
愛知県総合教育センター 名古屋市 11/8 

佐藤祐造 
公開講座「糖尿病の予防と治療:食事・運動療法

の効果」 
医療法人鉄友会宇野病院 岡崎市 9/3 

安念保昌 （出張講座）「切れる中高年」ときわ愛補会 北京料理百楽 名古屋市 9/14 

土田満 
名古屋市教育委員会（大学連携シリーズ講座）

「健康へ栄養学からの誘い」 
イーブルなごや 名古屋市 11/5,11/19 

土田満 （出張講座）「アンチエイジングで生活習慣予防」 
南区地域女性活動促進事業

実行委員会 
名古屋市 12/9 

土田満 講座「アンチエイジングから長寿へ」 名古屋市高年大学鯱城学園 名古屋市 2/12 

加藤隆広 
名古屋市教育委員会（大学連携シリーズ講座）

「パソコン入門」 
（愛知みずほ大学） （名古屋市） 10/19 

佐藤祐造 
なごや健康カレッジ「第 1回 健康寿命を延ばし

ましょう」講師 
（愛知みずほ大学） （名古屋市） 10/3 

佐藤祐造 
第 71回愛知県糖尿病療養指導研究会 学術講

演会「糖尿病合併症と運動療法」講師 
名古屋大学医学部附属病院 名古屋市 10/13 

山根基 
（出張講座）「スポーツの現場における取組とその

理論」講師 
誠信高等学校 丹羽郡扶桑町 10/16 

後藤和史 出張講座）「ストレスとセルフケアの心理学」講師 岡崎市福祉事業団 岡崎市 111/19 

中林恭子 研修会講師 中央児童相談所 名古屋市 6/14 



田中清子 

NPO法人 健康推進プラネット 健康システムコー

ディネーター養成講座「これからの健康教育につ

いてポイントをどこにおくのかを一緒に考えましょ

う」講師 

イーブルなごや 名古屋市 10/19 

安念保昌 名古屋土曜学習プログラム：錯視の体験学習 名古屋市立大宝小学校 名古屋市 10/26 

桜井栄一 
（出張講座）「仕組みを知ってインターネットを使お

う」 
岡崎市南部地域福祉センター 岡崎市 10/30 

中林恭子 （出張講座）「臨床心理学から見えるもの 発達」 西陵高校 名古屋市 10/11 

中林恭子 （出張講座）「見つけよう 自分らしい子育て」 豊田生活クラブ生協センター 豊田市 10/14 

中林恭子 一時保護所スーパービジョン 名古屋西部児童相談所 名古屋市 11/14 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 7/16,9/24,11/5,1

1/19（日程追加） 

川瀬基弘 化石マイスター（化石発掘と学習会）講師 瑞浪市化石博物館 瑞浪市 8/10 

川瀬基弘 岐阜市自然環境保全会議 岐阜市役所環境保全課 岐阜市 10/23 

川瀬基弘 「西尾市の貝類と化石」（講演） 西尾市岩瀬文庫 西尾市 11/24 

川瀬基弘 開発前の生物移植のヒアリング 本学（担当者が来校） 名古屋市 11/25 

川瀬基弘 海の砂の顕微鏡観察講座 沖縄県久米島 沖縄県久米島町 12/1 

川瀬基弘 「佐久島の生物と化石」（講演） 南生涯学習センター 名古屋市 12/8 

川瀬基弘 「土曜プログラム：自然のふしぎ体験学」 大宝小学校 名古屋市 2/1 

中林恭子 一時保育所スパービジョン 名古屋東部児童相談所 名古屋市 12/4 

中林恭子 （出張講座）「見つけよう！自分らしい子育て－育

てにくい子どもの対応に悩む方へ」 

ルカ子ども発達支援ルーム 尾張旭市 
3/7 

 



2018年度（平成３０年度） 教員による社会貢献一覧（出張講座含む） 
教員名 

（敬称略） 
依頼元 ・ 内容 出張先 所在地 実施日時 

佐藤祐造 

講習会講師「肥満予防改善のためのフィットネス

の適応と禁忌」平成 29年度第 6回メディカルアク

アフィットネスインストラクター講習会 

新大阪ホテル 大阪市 3/17 

佐藤祐造 

講演会講師「糖尿病運動療法における最新の知

見:理論と指導方法」 第 65回愛知県糖尿病療養

指導研究会学術講演会 

名古屋大学医学部附属病院 名古屋市 3/18 

安念保昌 出張講座「心理学への道：身近な心理学から」 
クラーク記念国際高等学校名

古屋単位制キャンパス 
名古屋市 4/23 

佐藤祐造 
出張講座「老化防止と運動生涯現役を目指し

て」 

安城市公民館連絡協議会

（安城市教育センター） 
安城市 6/6 

川瀬基弘 シンポジウム講師「愛知の自然史をかたる」 名古屋市科学館 名古屋市 4/29 

中林恭子 
（出張講座）「見つけよう自分らしい子育て－子ど

ものほめ方、叱り方」 
稲葉地小学校 名古屋市中村区 6/14 

土田満 評議員選定委員会 豊田学校給食協会 豊田市 5/8 

安念保昌 
錯視の体験学習(名古屋市土曜学習プログラ

ム) 
豊岡小学校 名古屋市 5/19 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 5/22,7/17 

後藤和史 強度行動障がい支援研究会 
豊田市障がい福祉課・豊田

市福祉事業団 
豊田市 7/12,18 

上原治一 
（出張講座）体操で転倒予防 転ばぬ先のチ

ョキン 

大府市健康づくり推進員協

議会（大府市保健センター） 
大府市 8/29 

土田満 (出張講座)人生を謳歌する長寿と食 
公益財団法人愛知県シルバ

ーサービス振興会 
名古屋市 9/4※延期 

中林恭子 親支援教室「ほっとタイム」 一宮北保健センター 一宮市 
4/17,5/15,6/19,

7/17,8/21,9/18 

中林恭子 
発達に気がかりのある親子のサロン「カルデ

ィア」 
ルカ子ども発達支援ルーム 尾張旭市 6/2,7/7 

後藤多知子 愛知県健康推進学校表彰事業 愛知県教育委員会 名古屋市 6/15,6/28,7/24 

川瀬基弘 (出張講座)「砂の中の生き物探し(仮)」 
ガステックサービス(株) 

NPO法人安城まちの学校 
安城市 8/11 

後藤和史 (出張講座)「ストレスの心理学(仮)」 
生活クラブ生活協同組合名

古屋センター 
名古屋市 9/12 

土田満 講演「人生を謳歌する長寿と食」 守山区女性会 名古屋市 10/24 

中林恭子 講演「(未定)」：瑞穂区女性会 瑞穂区役所 名古屋市 10/29 

後藤多知子 
養護教諭５年目経験者研修講師「養護教諭の

キャリア発達と組織マネジメント」 

愛知県総合教育センター

（愛知県教育委員会） 
名古屋市 11/8 

土田満 (出張講座)病気予防の栄養学 
名古屋市役所（市職員課安

全衛生係） 
名古屋市 9/27 

中林恭子 
(出張講座)より良い人間関係を築くために

(仮) 
中区役所（中区女性会） 名古屋市 10/30 

中林恭子 (出張講座)臨床心理学からみた子どもの発達 西陵高校 名古屋市 10/30 

高濱祥子 (出張講座)ポジティブ心理学 
昭和区役所（昭和区女性

会） 
名古屋市 11/6 

後藤和史 (出張講座)ストレスの心理学 
トヨタテクニカルディベロ

ップメント株式会社 
豊田市 11/22 

土田満 
（大学連携シリーズ講座）健康へ栄養学から

の誘い 

名古屋市教育委員会（イー

ブルなごや） 
名古屋市 11/27,12/4 

土田満 
(出張講座)「生活習慣病を予防する食事で、

いきいきと」 
西陵高校 名古屋市 12/18 

佐藤祐造 (出張講座)「生活習慣病を予防」 MELTEC-U 名古屋市 1/25 

土田満 (出張講座)「アンチエイジングから長寿へ」 名古屋市高年大学鯱城学園 名古屋市 2/13 

野村隆英 臨床薬理研究振興財団選考委員会 経団連会館 東京都千代田区 5/16 

梅本大介 講演「愛知県における幼児期教育」 
幼児教育研究所(早稲田大

学) 
東京都新宿区 8/4 

梅本大介 講演「愛知県における教育政策」 
幼児教育研究所(早稲田大

学) 
東京都新宿区 9/8 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 9/25 

佐藤祐造 
講演「糖尿病の予防:食事・運動面からのアプ

ローチ」一宮中央ロータリークラブ会員卓話 
一宮商工会議所ビル 一宮市 10/3 

佐藤祐造 
講演「健康寿命を延ばすコツ」 平成 30 年度

なごや健康カレッジ 
愛知みずほ大学 名古屋市 10/4 

佐藤祐造 糖尿病体質から脱出 ! セミナー講師 新横浜ウエルネスセンター 神奈川県横浜市 10/19 

佐藤祐造 ミツカンヒト試験審査部会委員 Mizkan Holdings 半田本社 半田市 10/24 

佐藤祐造 健康運動指導士養成講習会講師 
アクセス名古屋駅前フォー

ラム 
名古屋市 10/31 



後藤多知子 愛知県養護教諭 5 年目経験者研修講師 愛知県総合教育センター 愛知郡東郷町 11/6 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 11/20,2/19,3/15 

後藤多知子 
日本養護教諭養成大学協議会 2018 年度教育課

程・養成制度検討委員会 
関西福祉科学大学 大阪府柏原市 

8/10,11/25,2/

17 

安念保昌 出張授業「身近な心理学」 蒲郡高校 蒲郡市 9/10 

佐藤祐造 
福祉カレッジ「医師が教える生活習慣病基礎

医学: 糖尿病を中心に」講師 

福祉研究会 MAHARO ＠H&N 

ホールディングスジャパン

ホームケアスクール 

名古屋市 11/11 

中林恭子 
（出張講座）「児童生徒へのよりよい対応を

考える」 

愛西市保健主事・養護教諭

研修会 
愛西市 2/12 

後藤和史 強度行動障がい調査支援 

第２ひまわり園（豊田市障

がい福祉課・豊田市福祉事

業団） 

豊田市 12/27,2/15 

後藤和史 研究調査支援 

豊田市こども発達センター

（豊田市障がい福祉課・豊

田市福祉事業団） 

豊田市 12/28,1/7 

佐藤祐造 講話「糖尿病の予防-健康診断の必要性-」 
シルクプラザ 主催：医療

法人輝山会 
飯田市 1/14 

佐藤祐造 
講演「糖尿病の運動療法～理論と指導方法

～」 

グランドホテル浜松 主

催：はままつ CDE 研究会 
浜松市 2/9 

野村隆英 臨床薬理研究振興財団理事会 経団連会館 東京都 2/6 

川瀬基弘 
名古屋土曜学習プログラム「自然のふしぎ体

験学習」 

豊岡小学校 主催：名古屋

市教育委員会生涯学習課 
名古屋市 2/23 

中林恭子 児童相談所一時保護所スーパービジョン 

東部児童相談所(1/28) ＠中

央児童相談所(2/14) ＠西部

児童相談所(3/28) 

名古屋市 

1/28, 2/14, 

3/28 

中林恭子 子育て支援親グループ講師 一宮北保健センター 一宮市 2/19, 3/19 

田中 清子 
養護教諭が身に着けたい保険の知識講座「緊

急対応の校内研修について」 
愛知みずほ大学 名古屋市 2/23 

佐藤祐造 

メディカルアクアフィットネスインストラク

ター講習会講師「肥満予防改善のためのアク

アフィットネスの適応と禁忌」 

ビジョンセンター田町 主

催：一般社団法人日本スイ

ミングクラブ協会 

東京都 3/16 

後藤和史 出張授業講師「心理学」 聖霊高校 瀬戸市 3/15 

後藤和史 強度行動障がい検討会 
豊田市役所 主催：豊田市障が

い福祉課・豊田市福祉事業団 
豊田市 3/12 

川瀬基弘 新三フェア「海の砂の生きものさがし」 新三商事株式会社 安城市 3/10 

後藤和史 強度行動障がい調査支援 
第２ひまわり 主催：豊田市障

がい福祉課・豊田市福祉事業団 
豊田市 2/25,3/4 

佐藤祐造 

瑞穂区地域包括ケア推進講演会講師「老化防

止と運動～生涯現役を目指して～」(愛知みず

ほ大学・瑞穂区役所連携事業) 

瑞穂文化小劇場ホール 名古屋市 3/5 

 



2017年度（平成２９年度） 教員による社会貢献一覧（出張講座含む） 
教員名 

（敬称略） 
依頼元 ・ 内容 出張先 所在地 実施日時 

安念保昌 身近な心理学 内海高校 南知多町 3/9 

佐藤祐造 愛知健康づくり振興事業団 あいち健康プラザ 名古屋市 3/15 

佐藤祐造 新津糖尿病運動療法研究会 
キャトルセゾン（株） 

豊国セレモニー２階 
新潟県 3/11 

土田 満 豊田市学校給食協会 豊田市中部給食センター 豊田市 4/18 

川瀬基弘 ヨットで佐久島へ！（河和港～佐久島） 
「あいちの海」グリーンマ

ップ 
西尾市 5/13 

後藤和史 
出張講座「中年期・高年期女性の心とストレ

ス」 
幅下学区女性会 名古屋市 8/1 

土田 満 
出張講座（講演）「アンチエイジングへの誘

い」 
刈谷産業振興センター 刈谷市 7/29 

中林恭子 １０年経験者研修（講師） 豊田市教育会館 豊田市 6/13 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 5/23,7/4,7/18 

後藤多知子 
研修会講演「児童生徒の健康診断における成

長曲線」：瑞浪市教育委員会 
瑞浪市保健センター 瑞浪市 7/26 

後藤多知子 
養教 5 年経験者研修（講師）「養護教諭のキ

ャリア発達と組織マネジメント」 
愛知県総合教育センター 愛知郡東郷町 11/7 

後藤和史 
出張講座講演「女性のストレスとその対

処」：守山区女性会 
守山区役所 名古屋市 10/26 

安念保昌 
出張講座講演「臆病なネズミと攻撃的なネズ

ミの社会から見えてくるもの」 
天白区役所 名古屋市 11/10 

土田 満 

出張講座講演「笑顔あふれる元気な地域～生

活習慣病を予防してアンチエイジング」：中

村区女性会 

中村区役所 名古屋市 11/22 

山根 基 出張講座 岩津高校 岡崎市 7/26 

後藤和史 宇宙旅行訓練支援（心理アセスメント） 
名古屋セントラルクリニッ

ク（PD ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ） 
名古屋市 8/26 

永井靖人 
講演（出張講座）「学校と心理学の意外に深

い関係」 
豊明高校 豊明市 9/21 

安念保昌 
講演（出張講座）「”カワイイ”が人を進化

させた」 
瀬戸北総合高等学校 瀬戸市 10/23 

中林恭子 講演（出張講座）主催：熱田区女性会 熱田区役所 名古屋市 10/24 

土田 満 
講演（出張講座）「人生を謳歌する長寿と

食」主催：昭和区女性会 
昭和区役所 名古屋市 11/14 

中林恭子 講演（出張講座） 西陵高校 名古屋市 11/14 

中林恭子 講演（出張講座）主催：千種区女性会 千種区役所 名古屋市 11/28 

土田 満 講演（出張講座）「若者の食の乱れは深刻」 西陵高校 名古屋市 12/13 

安念保昌 
講演（出張講座）「臆病なネズミと攻撃的な

ネズミの社会から見えてくるもの」 
中央高等学院 名古屋市 1/10 

佐藤 祐造 ちた北部健康経営会議 大府市役所 大府市 10/2 

佐藤 祐造 
なごや健康カレッジ「第１回 健康寿命を延

ばそう」 
愛知みずほ大学 名古屋市 10/3 

佐藤 祐造 
なごや健康カレッジ「第３回 糖尿病合併症

の予防」 
愛知みずほ大学 名古屋市 10/17 

佐藤 祐造 ちた北部健康経営会議 東海市芸術劇場 東海市 10/12 

川瀬基弘 講演（なごや生物多様性センターまつり） なごや生物多様性センター 名古屋市 10/28 

後藤和史 調査支援 
豊田市障がい福祉課・豊田

市福祉事業団 
豊田市 10/30 

後藤多知子 養護教諭 5 年経験者研修（講師） 愛知県総合教育センター 名古屋市 11/7 

後藤和史 講演「ストレスの心理学」（出張講座） 中北薬品 名古屋市 11/18 

中林恭子 名古屋市高等学校研修会（講師） 名古屋市教育センター 名古屋市 11/24 

舘英津子 介護認定審査会 守山区役所 名古屋市 11/21 

土田 満 
大村知事と語る会「健康長寿あいちの推進―

健康でいきいきと暮らせる地域づくり」 
愛知県庁 名古屋市 11/30 

後藤和史 強度行動障がい者支援研究会(調査支援) 
豊田市役所 豊田市障がい

福祉課・豊田市福祉事業団 
豊田市 12/15 

土田 満 
講演「若者の食の乱れは深刻―生活習慣病を

予防する食事でいきいきと」 

三菱電機ビルテクノサービ

ス 
名古屋市 1/25 

土田 満 (出張講座) 「アンチエイジングから長寿へ」 名古屋市高年大学鯱城学園 名古屋市 2/7 

後藤和史 出張講座「(仮題)心理的ストレス対処」 
名古屋プレゼール学園(松陰

高等学校) 
名古屋市 3/6 



佐藤 祐造 ミツカンヒト試験審査部会(外部評価委員) (株)Mizkan 本社 半田市 12/8 

佐藤 祐造 
講義「肥満予防改善のためのアクアフィット

ネスの適応と禁忌」 

日本スイミングクラブ協

会，＠新大阪ホテル 
大阪市 3/17 

安念保昌 
講演（出張講座）「臆病なネズミと攻撃的な

ネズミの社会から見えてくるもの」 

ルネサンス豊田高校 豊田駅

前キャンパス 
豊田市 2/14 

安念保昌 
講演（出張講座）「身近な心理学 － 進化、

認知、社会心理学から見た日常生活 ー」 
蒲郡高校 蒲郡市 9/11 

後藤和史 
調査支援 主催：豊田市障がい福祉課・豊田

市福祉事業団 
豊田市こども発達センター 豊田市 2/13 

佐藤 祐造 講演会「糖尿病の予防」 (株)コアズ，＠ステージ錦 I 名古屋市 2/20 

佐藤 祐造 

講演「健康づくり指導者養成の重要性」 

第 7 回健康運動指導士養成大学全国連絡協議

会総会 

愛知学院大学名城公園キャ

ンパス 
名古屋市 3/1 

後藤和史 
強度行動障がい支援研究会（調査支援) 

豊田市障がい福祉課・豊田市福祉事業団 
豊田市こども発達センター 豊田市 3/5,6 

後藤和史 
強度行動障がい支援研究会（調査支援) 

豊田市障がい福祉課・豊田市福祉事業団 
豊田市役所 豊田市 3/16 

安念保昌 出張講座 岩津高校 岡崎市 3/7 

 


