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森林インストラクター
玉川大学農学部昆虫学・生態
学専攻卒業。旧農林省農業技
術研究所、東大医科学研究所
にて害虫、寄生虫を研究。（アル
バイト、助手）務め、石川茂雄図
鑑刊行委員会事務局で種子図
鑑の刊行と販売を担う。
森林インストラクターとなり、新潟
県立自然科学館を始め市内外の
小学校、公民館の自然体験活
動をサポートしている。

植物、昆虫、鳥類、野生動物の
専門的な知識を基に、身近な生
き物の生態系について、自然に親
しむネイチャーゲームやプロジェクト
ワイルド等の自然教育プログラムを
取り入れた、解りやすく楽しい自然
体験活動を指導している。また、
野外活動における安全とマナー、
ルールの指導と実施を行っている。

●R1　大沢公園デイキャンプ
●R2　自然体験教室、親子で楽しむ
昆虫採集

森林インストラクター

家庭裁判所参与員
公益社団法人　家庭問題情報セン
ター　新潟ファミリー相談室　正会員

昭和43年3月早稲田大学第一
文学部卒業
昭和43年4月～平成18年3月
（38年間）家庭裁判所調査官とし
て家事事件と少年事件の調査を
担当。（新潟・東京・千葉・横浜・
仙台・津・名古屋ほかの家裁に勤
務）
平成18年4月～平成28年3月
（10年間）育休代替家庭裁判所
調査官（仙台・山形・新潟の家裁
に勤務）

永年、家庭裁判所の実務に従事
した経験からの知見を次世代を担
う方々や、支援者たちにお伝えし
てきました。お役に立ったかどうかは
分かりませんが、私自身は、新潟
市内或いは県内で活躍されてい
る方々とお知り合いになれ、その
活動の実態を学ばせていただき、
大きな学びの機会を得ることがで
きました。今後も機会があれば、
互いに学び合いたいと思います。

●R1　養育費・面会交流についての
相談と支援
●R2　面会交流支援の課題－その難
しさと素晴らしさー

前・新潟市立大野小学校長 新潟大学教育学部（理科専攻）
卒業後、新潟県公立小学校の
教諭、教頭・校長（管理職20年
間）として勤務。新潟市立大野小
学校長として、平成29年3月定年
退職。黒埼地区校長会長（小・
中）、新潟市小研理事「理科・図
工・保健」、下越美研理事、全国
教育美術展地区審査員、県ジュ
ニア展委員、理科センター兼任所
員、県地学教育研、教材生物研
等、経験有。

教職8年目、巻北小学校在職
時、全国レベルの教育論文に応
募し入賞。『池上式図工指導法
①絵画指導』『同　②彩色指導』
（単著）及び、理科、音楽、学校
行事（共著）等が書籍化・全国出
版。※可能な講演→「描画で子
どもが自信を持つ」「弥彦山・角田
山東縁部丘陵の地質」「地域活
性化の一翼を担う学校づくり」「子
どものこころ～子どもは変わる～」
等

●H29　子育て学習出前講座『家庭
教育の大切さ』～「子どものこころ」につ
いて～学校でのエピソード：◎「せんせ
い、いままで生きてきて、こんなにほめら
れたことがなかった。」等
●H30　子育て学習出前講座『同上』
◎共感・待つこころ！→「ほっとするとこ
ろ」「児童画にあらわれる子どもの気持
ちと感性！」「クイズ」等
●R1　 子育て学習出前講座『同上』
◎５つのエピソード：「感動！子どもは
変わる！」「子どもを勉強嫌いにしない
ための秘訣！」「クイズ」等

小学校教諭専修免許状
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

スクラップブッキング講師

2007年インストラクターの資格を取
得

自宅と公民館でスクラップブッキン
グの講師活動。家庭教育学級の
企画経験から、市内公民館の
乳・幼児期家庭教育学級や一般
向け、高齢者向けの講座の依頼
あり。

●H29～30　親子でスクラップブッキン
グ

㈱サクラクレパス事業部メモラビリアー
ト講師

保育士

県立新潟女子短期大学幼児教
育学科を卒業後私立幼稚園に5
年間勤務。
その後公立保育園にて臨時職員
として1年、（任期付）臨時的任用
職員として2年働いた後、正規職
員として働いている。（4年目）幼稚園教諭、保育士資格
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元小学校長

平成２６年３月小学校長を定年
退職。その後、３年間、新潟市特
別支援教育サポートセンターに非
常勤の指導主事として勤務。平
成２９年４月より１年間、新潟市
中央区健康福祉課こども支援係
家庭児童相談員として勤務。

・家庭で子どもたちに自己肯定感
や自己有用感をもたせるための工
夫についての話
・小学生が学校でどのように過ごし
ているかについての話
・特別支援教育の基礎についての
話
・発達に課題のある幼児や小学
生への接し方の話

●H30　児童期家庭教育学級　1回
目「子どものサイン」2回目「子どもの凹
凸」、自分らしく輝く子どもを育てる
●H30～R1　就学時家庭教育講座
子どもが安心して学校生活を送るには

ライフアドバイザー（子育て・進路・結
婚）

ホテル、文部科学省（国立大
学）、ＵＳＡ大学留学、専門学校
企画・教師、医療・社会福祉法
人企画、プロサッカークラブ講演
会、スポーツ系専門学校講師（ス
ポーツビジネス、地域活性化）、進
路支援センタ―専任講師、新潟
県出会いサポート事業アドバイ
ザー、若者自立支援活動、県立
高等学校ＰＴＡ会長

小中高大における進路指導アド
バイス（就職・進学）、面接指導、
小論文指導、子育て支援プログラ
ム企画運営、国際交流プログラム
企画運営、スポーツビジネス企画
指導、ＣＳＲ促進ノウハウ、コミュニ
ケーション向上セミナー、婚活セミ
ナー、親子遊び（父親と子ども）、
若者自立支援セミナー開催。

●H29　農家の次世代育成

生涯学習インストラクター1級、ビジ
ネスマナー検定2級、TOEIC Bレベル

非常勤講師

県内小・中・特別支援学校養護
教諭33年
新潟市教育相談センター訪問教
育相談員8年
東京福祉大学・姫路大学・にい
がたこども医療専門学校非常勤
講師8年

養護教諭経験から保健室の特性
を生かした健康教育・性教育分
野での講演が主である。
新潟市教育相談センターでは、
全国に先駆けて不登校児童生
徒の家庭訪問の制度を確立して
いる。学校に行きたくてもいけない
子どもたちに寄り添い、気持ちを
受け止め、自分らしく生きる力を
育てることを目的として活動してい
た。

●R1　「子どもと話せていますか？性の
話」、「子どもの世界をのぞいてみよう」
●R2　「入園前に心配なこと」

養護教諭
草月流華道師範

大学教授

新潟大学教育学部卒業、新潟
大学大学院教育学研究科修
了、新潟大学大学院現代社会
文化研究科修了。新潟県内の
公立小学校で10年間教員をしま
した。

新潟市公立学校の学校評議
員、学校教育分野の研究会や学
会の役員、ＮＰＯ法人の理事など
を務めていました。わくわくする授
業・学校地域づくりを目指して、
ファシリテーションの考え方や技法
を普及する活動に取り組んでいま
す。

●H30　コミュニティコーディネーター育
成講座、子育て学習出前講座

博士（教育学）

開業助産師

昭和55年京都市立看護短大卒
業。大学附属病院手術室勤務。
昭和57年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科修了。
白根健生病院、下越病院産婦
人科病棟勤務。平成2年開業届
を提出し、旧新津市、新潟市、
亀田町など近隣市町村の産婦・
新生児訪問、母子事業（両親学
級、検診事業など）に従事。

平成2年以降旧新津市や近隣市
町村で母子事業や産婦・新生児
訪問に従事。現在は子育て支援
センター数か所でベビータッチング、
マタニティスイミングで妊婦健診、
骨盤ケア教室、幼保小中学校で
「いのちの授業（思春期教室）」を
行っている。

●H29～R1　「大切なあなたのいのち
私のいのち」、「大切ないのちの講座」、
「ママと赤ちゃんのふれあいベビーマッ
サージ教室」

助産師
認定講師（日本タッチケア協会、国
際ボンディング協会、わらべうたベビー
マッサージ協会）
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子育て施設非常勤職員、上所地
区主任児童委員

元浜松市公立幼稚園教諭、元
新潟まるみ幼稚園教諭
鳥屋野公民館で親子ふれあい遊
びの指導
東区わいわいひろば非常勤職員
上所地区主任児童委員

0歳児～未就園児親子のふれあ
い遊びの指導
絵本の読み聞かせ
パネルシアター、エプロンシアター

●H27～R2　小学校工作クラブの指
導

幼稚園教諭一種免許、子育て支
援士二種、おもちゃインストラクター

新潟県学校生活協同組合本部顧
問、公益財団法人新潟教育会教
育研究所教育アドバイザー、新発
田市教育委員会教育長 38年間公立中学校教員、教頭と

して5年間、校長職として11年間
勤務。新発田市立本丸中学校
長で退職(2014･3)。文部科学省
喫煙・飲酒・薬物乱用防止資料
編集委員、新潟市教育委員会
総括指導主事、全日本中学校
長会専門部幹事、新潟県中学
校長会常任理事、新潟県下越
地区中学校体育連盟会長

国立大学法人神戸大学大学院
人間発達環境学研究科研究
員、JKYB全国ライフスキル教育
研究会会員・生涯学習センター
講師（新潟市）・新潟教育研究
所教育アドバイザー・新発田市、
村上市いじめ防止対策委員・一
般社団法人Ｊ-CAPTA役員理
事・村上市市民センター運営審
議委員長

●H30　五泉市全教職員人権研修
会
●R1 　長岡市教育センター研修講座
「いじめ問題にどう向き合うか」
●R2 　いじめ見逃しゼロ県民運動県
民講座「子どもは未来の宝物」佐渡

小中高教員免許

公益財団法人 新潟県女性財団
専門員

大学卒業後、民間企業に勤務。
結婚を機に新潟市に住む。子育
てをしながら、子育てサークルの活
動に関わり「女性学」と出会う。新
潟市の家庭教育支援者養成事
業を修了し、公民館などで企画
運営に関わり、講師もつとめる。
NPO法人に10年間籍を置き事務
局長として運営に関わり、現在に
至る。

人権、男女共同参画の視点か
ら、子育てなどの家庭教育につい
て考える。また、夫婦など、パート
ナー同士で子育てすることについ
て、これからの女性、男性などの
生き方について、講義中心ではな
く、得意とするファシリテーションスキ
ルを使ってワークショップ形式で進
めていく。

●R1　ゆりかご学級、子育て学習出
前講座、家庭教育講座

社会教育主事

農業、巻北小学校・巻西中学校の
学校評議員

・昭和41年3月新潟大学教育学
部卒業
・昭和41年4月～小・中学校教
諭
・平成3年4月～黒川中学校長、
新潟市教育委員会管理主事、
燕東小学校長、巻北小学校長
・平成16年4月～新潟大学客員
教授

・小学校、中学校の学校教育の
在り方について
・小学生、中学生の家庭教育の
在り方について
・不登校児童、生徒の実際とその
解決方法について

●お子さんが新一年生として楽しく充
実した学校生活を過ごすために
●中一ギャップについて

管理栄養士・公認スポーツ栄養士・
産業栄養指導者・健康運動指導
士・国際中医薬膳師

日本栄養士会・日本スポーツ栄
養学会会員
新潟市幼児期・児童期・思春期
家庭教育学級講師
専門学校非常勤講師
アレルギー大学講師
スポーツ栄養指導・中高等学校
出張授業
講演（市民・企業・学校等）
料理教室（成人・男性・子ども
等）

乳幼児の離乳食から高齢者の介
護予防まで栄養や健康に関する
こと、スポーツ栄養、食物アレル
ギー、薬膳、特定保健指導、また
中高生の出張授業や、大人・子
ども・男性の料理教室など。誰も
が美味しく楽しく元気に暮らせるよ
うに、栄養の何でも屋さんです。

●R1　健康セミナー　夏こそバテずに元
気！！、知って安心　幼児食、幼児
食を楽しむ４つのトビラ、幼児食　お手
軽クッキング、かんたんお昼ごはん
●R2　免疫力アップで健康長寿

管理栄養士・公認スポーツ栄養士・
産業栄養指導者・健康運動指導
士・国際中医薬膳師
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小学校教諭(３６年間）　新潟市
こども創作活動館館長（平成２３
～２５年度）。
新潟市教育相談センター、幼稚
園・小学校等で、こどもの造形活
動を指導。
生涯学習課、幼稚園・小学校教
員やひまわりクラブ等の指導員研
修会で講師。

親子、幼児・小学生を対象にした
造形活動
上記に関係する教諭・指導員対
象の研修会

●H29～R2　造形授業、回るＵＦＯ・
親子ＵＦＯ、図工授業、造形チャレン
ジ、えのぐって　たのしいね、図画工作
の指導は難しい…のか？、チームでつく
ろう未来都市、40周年記念「未来タ
ワー」、造形バイキングor材料市場、生
かす→こわす→そして活かす、紙容器
から生まれた私の形、図工科指導法
こどもと造形表現

小学校教諭免許
中学校教諭免許（美術）

僧侶　曹洞宗　玉泉寺住職

駒沢大学卒業
永平寺にて修行
令和2年より玉泉寺住職
NEXT21朝粥坐禅会講師
その他
UXテレビ生放送番組出演
NHK「おはよう日本」での坐禅会
紹介で生放送出演

いつでも、どこでも、だれでもできる
「坐禅」を多くの人に届ける、をモッ
トーに、お寺以外の場所でも「やさ
しい坐禅会」を開催しています。

●H29　自分をみつめる坐禅体験、坐
禅体験～心と身体を調え自分を見つ
め直して見ませんか～

開業助産師
平成6年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科卒業。
平成6年より新潟市民病院11年
勤務。平成17年より開業助産師
として、新生児訪問事業、市内
安産教室等を担当。平成25～
27年新潟大学医学部保健学科
看護学教員代替勤務。平成29
年新潟大学大学院保健学研究
科看護学分野卒業。現在は、母
子保健相談員(イオン新潟南
店）、新潟医療技術専門学校で
勤務しながら、開業助産師として
活動している。

妊娠、出産、育児に関わる活動
（新生児訪問、育児相談、母乳
ケア等）を行っています。生まれてく
るいのちを家族で温かく迎え入れ
ることができるように、妊婦・夫・祖
父母等への講座も行っています。
また、いのちが誕生する瞬間に立
ち会っている助産師だからこそ伝え
られるいのちの授業を、小学校・
中学校・高校で行っています。

●R2　「性に関する指導」世界でたっ
た一人のあなたへ　生まれてきてくれて
ありがとう、「子どもを生み育てることの
重要性について」、1/2成人式　生まれ
てきてくれてありがとう

助産師・看護師

NPO法人みらいずworks 代表理事

若者の離職やニート・フリーター等
の社会問題に問題意識を持ち、
子どもと社会をつなぎ、子どもの自
立を促すキャリア教育の支援をす
べく「みらいずworks」を設立した。
文部科学省コミュティ・スクール推
進員「CSマイスター」。

【主な事業】
「自分軸」と「社会軸」が育つキャリ
ア教育の推進
子どもの学びを支えるネットワーク
の構築
社会に開かれた教育課程・学校
づくりの支援

●R1　地域連携コーディネーター養成
スクール、地域と学校が協働でつくる探
究学習、子どもを核として地域づくりセ
ミナー、探究を促し、深い学びを生み
出すファシリテーション研修会、コミュニ
ティ・スクール研修会

認定キャリア教育コーディネーター
学芸員
社会教育主事補

音楽療法士（日本音楽療法学会・
認定音楽療法士）、新潟県音楽療
法士協会会長、MUSIC ROOM
GOTO代表

・新潟大学教育学部音楽科（ピ
アノ専攻）卒業。
・公立中学校・高等学校で音楽
教員として38年間勤務－新潟県
立小出養護学校長で定年退職
－最後11年間は特別支援学校
管理職として勤務。
・教員退職後、聖徳大学音楽療
法コースに入学・卒業。・新潟市
教育委員会西蒲区教育事務所
指導主事として5年間勤務。・
H25.4自宅にMUSIC ROOM
GOTOを開設－音楽療法活動

音楽療法を活用した放課後支援
活動。世代間交流活動。音楽療
法を活用した不登校・ひきこもりの
人のための個人セッション及びグ
ループセッション。高齢者の介護予
防・認知症対象の音楽療法－個
人セッション・グループセッション。0
～3才母子愛着関係を築く音楽
療法。就学前の養育について－
保護者・保育者対象の講話。老
人クラブ連合会における「ミュージッ
クセラピー歌の花束コンサート」講
師－講話と演奏等。

●H29～R2　「ミュージックセラピーを活
用した放課後支援活動・世代間交流
活動」
●R1～R2　　新潟市西蒲区「いきい
きお達者プロジェクト、専門職訪問介
護予防事業」講師：地域の茶の間音
楽療法
●R2～R3　　新潟市西蒲区特色ある
区づくり事業「ふれあい、支えあう子育
て支援」講師：「ミュージックセラピー」

日本音楽療法学会認定音楽療法
士
教員免許状（小2、中1音、高1音、
養学2）
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質問家　魔法の質問キッズインスト
ラクタートレーナー

2012年から魔法の質問キッズイン
ストラクタートレーナーとして、小学
校や高校、PTA行事、専門学校
等で、出張授業を行う。
ゲームなどを交えて楽しく体験でき
る内容が好評。家庭や教育現場
ですぐに活用できるコミュニケーショ
ンについて講演・講座を行っていま
す。

〈質問家としての活動〉
コミュニケーション力講座。発問力
講座。朝活主催。
魔法の質問を使った各種相談。
ホームページ：
http://www.minnamitene.com/
〈ITサポート〉
スマホ・タブレット相談（主に高齢
者向け）。SNS活用講座。

●R2　新・情報発信講座～コミュニ
ティリーダーのためのSNS活用～

魔法の質問キッズインストラクター

ＮＳＧカレッジリーグ 事業推進部
元新潟会計ビジネス専門学校副
校長。簿記部の監督として全国
優勝を達成。教務部長と学ぶ心
を育てるための授業を学年集会
時に実施。それを現在は「生き方
の授業」と題して、中学生、高校
生、専門学校生、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
で講演を行う。また論語指導士の
認定を受け講演内で論語の紹介
も行っている。

「何のために勉強するの？」「何の
ために働くの？」「幸せとは」「感謝
とは」「使命とは」などを様々なエピ
ソードを紹介しながら、わかりやす
く、面白く、深く、をモットーに伝え
ています。中学、高校が中心で
あったが、専門学校、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
での活動も広がってきている。

●H29　「生徒のためのキャリア教育
フォーラム」、「創業意識育成促進事
業地元職業人講演会」、「マナー講演
会」、「進路意識啓発講演会」、「生き
方の授業」計県内外65回
●H30　「創業意識育成促進事業地
元職業人講演会」、「進路意識啓発
講演会」、「進路目標確立支援事業
講演会」、「生き方の授業」計県内外
69回
●R1　 「キャリア啓発事業地元職業
人講演会」1回、「進路意識啓発講演
会」、「学習習慣形成支援講演会」、
「生き方の授業」計県内外65回

論語指導士

北海道大学大学院で昆虫の研
究で博士号取得。博士（理学）。
2018年に昆虫はかせネットワーク
を設立。昆虫少年少女の育成の
ため、観察会などを開催。

観察会や環境教育イベント、講
演や総合学習の支援、昆虫の調
査・研究の相談など。

●R1　親子昆虫かんさつ会、まちキャ
ンこども大学「昆虫採集に夢中！」、
昆虫標本作り

博士（理学）
2級ビオトープ管理士（施工）

経営コンサルタント

新潟大学商業短期大学部卒
業。
第四銀行、新潟商工会議所勤
務の後、昭和５６年独立開業、
平成２年株式会社モアクリエイショ
ン設立。
長岡大学講師、新潟県人事委
員会委員、新潟市特別職報酬
審議会委員など歴任。

1.「江戸しぐさ」の伝承普及員とし
て、日本人が大切にしてきた考え
方や行動そして習慣などを広くお
伝えしている。
虎屋、千疋屋、山本海苔店など
の社長に取材して導いた、日本
的な経営を広く全国に広げる活
動をしている。
2.上記実績から「〇〇学校しぐさ」
を生徒と共につくり、各学校の校
風の向上を図っている。
3.中学生には、将来新潟が好き
な子供たちが、新潟に誇りを持つ
起業家として、新潟の未来を明る
くするためのプログラム「にいがた志
草」をつくり、この実践活動から「自
ら行う力」の養成を提案している。

●H29　江戸しぐさに学ぶ人の育て方
●R1 　江戸しぐさに学ぶ日本人の
心、「老舗の経営に学ぶ人づくり」長寿
企業に観る日本流経営の神髄

新潟県経営品質賞賞委員、同左
幹事、日本ファミリービジネスアドバイ
ザー協会アドバイザー、ＮＰＯ法人日
本のこころ・江戸しぐさ伝承普及員

サトウカウンセリングルーム代表・ス
クールカウンセラー・公認心理師

2003年～サトウカウンセリングルー
ム開室。同年から新潟県スクール
カウンセラー・新潟県学校派遣カ
ウンセラーとして、県内小中学校
に17年間勤めています。保護者や
教職員への講演や研修を多数
行っている他、開室以来、延べ1
万６千回を超えるカウンセリング実
績があります。

カウンセリングについて・話の聴き
方・メンタルヘルスについての講座・
子供の発達について・発達障害
者への支援や対応について（ワー
クショップも含む）・アンガーマネージ
メント・認知行動療法・円滑に働
くためのチームの作り方、等。

●H30　アンガーマネージメント、放課
後児童クラブスタッフ育成講座「スクー
ルカウンセラーの話を聞いてみよう。子
供の育ちをよりよく支えるために」
●R1　 チームで働くための体験講座公認心理師

ブレインスポッティングphase1、
phase2
ボディ・コネクト・セラピーTraining
Course(core skills)
ストレスチェック実施者
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リトミック研究センター　ディプロマA認
定講師 相模原市出身。結婚を機に新潟

に移り、子育て中にリトミックと出
会う。リトミック研究センター教員
養成校にてディプロマA資格取
得。現在は、自宅や子育て支援
センター、児童館での指導の他、
指導者養成の講師も務めてい
る。また、音楽ユニットコモド・マム
を結成し、リトミックを用いた参加
型音楽会も開催している。

リトミック研究センターでリトミックを
学び、0歳から中学生と、成人の
方へのリトミック指導を行う。童
歌、自作の歌を用いたタッチケア、
絵本や手袋、パネルシアターを用
いたリトミックで、こども達の興味を
惹く内容を心掛けている。モンテッ
ソーリ教育に基づいたクラフト製作
も取り入れ、親子の触れ合いを大
切にしている。

●H29　たのしいリトミック
●H30　育児と育自とリトミック
●R1　 コモド・マムの小さな音楽会リトミック研究センター認定ディプロマ

A取得講師
1歳児リトミック指導資格
幼稚園保育園リトミック1級指導資
格
母親セミナー指導資格　ベビーサロ
ンPua認定ベビーマッサージ初級

代表取締役・コミュニケーションコンサ
ルタント 1968年生まれ、新潟大学法学部

卒。婚礼プロデュース会社を創業
し関わった顧客は1200組を超え、
現在は県内最長キャリア。
接客力向上を図る傍ら、12年以
上を費やし会話スキルを高める活
動で得た「会話の続く方法」「コミュ
ニケーション力向上術」を体系化。
これまで1万人以上に、300回を超
える講演や講師でそれらを伝えて
いる。

・企業・各種団体・学校等での
「会話の続く方法」や「コミュニケー
ション力向上」のための研修・講
演・セミナー
・企業・各種団体での「営業力向
上」のための研修・講演・セミナー
・学校や教育機関での、働く意
味・勉強する意味等の職業観醸
成の講演
※詳しくは、
https://www.proce.co.jpを参照

●R1　「絶賛され、稼げるようになる！
コミュニケーション術」、「今、絶対にやっ
た方がいいこと」と「成績を上げる方法」
●R2　「営業が確変する！7つの会話
術」

・著書：「“会話が続く男”のテクニック」
（セルバ出版）、「“人生を180度変え
る”ための15の方法」（フォレスト出版）
・新潟県　県立教育センターキャリア
教育推進ステーション知恵伝　講師
・新潟市　経済部雇用政策課キャリ
ア啓発事業　講師
・公益社団法人日本ブライダル文化
振興協会認定・上級ブライダルマネー
ジャー

新潟青陵大学　准教授

新潟県・新潟市の小学校で養護
教諭として勤務した後、新潟市教
育委員会で指導主事として勤
務。平成24年から新潟青陵大学
看護学部准教授として養護教諭
養成に関わっている。

養護教諭の経験を活かし、子ども
の心と体の健康についてお話しま
す。子どもたちが希望をもって生き
生きと生活し、健やかに成長でき
るよう、大人はどうしたらよいか一
緒に考えていきたいと思っていま
す。

●H29　知って描く　ＭＹ　ＬＩＦＥ　ＰＬＡ
Ｎ（人生の設計図）、家庭と取り組むメ
ディアコントロール

養護教諭、看護師

NPO法人子どものオンブズにいがた
副代表理事

1968年～　県内小学校・中学校
の養護教諭
1997年～　県保健体育課指導
主事
2001年～　退職・性と命の出前
授業を展開
2013年～　NPO法人子どものオ
ンブズ設立、子どもの相談業務を
開始

小中学校の養護教諭として勤
務。退職後、性と命の出前授業
を年間50校位実践。
2013年NPO法人を設立して、県
内の子どもたちの悩み（いじめ・不
登校・性など）に寄り添い元気に
生きていけるように支援をする活
動をしている。

●H29　赤ちゃん誕生（小学生）、性
情報について考えよう（中学生）
●H30　生命誕生（中学生）、命と性
のメッセージ（高校生）
●R1　 大きくなる体と心（小学生）、エ
イズについて学ぼう（高校生）

養護教諭、保健師、看護師、介護
福祉士

農家

東京農大を卒業し、東京でのサラ
リーマンを経験後、妻とともにUター
ン就農。３児の父。子どもの頃に
食べたものの味・感動した体験
は、決して忘れない…。という想い
で、農業経営をしている。Akiha森
のようちえんを運営するNPOアキハ
ロハス理事、菌ちゃん元気野菜づ
くりを広める、NPOにいがた農えん
隊理事長。

菌ちゃん元気野菜づくり、農業の
良さを伝える活動

●R1　人生に農のある暮らしを、大学
生だった自分へのメッセージ

新潟県指導農業士、菌ちゃん元気
野菜づくりアドバイザー
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愛知学泉大学　教授

新潟県内の小学校教諭、新潟
市教育相談センター（指導主
事）、大滝小学校（教頭）、下越
教育事務所佐渡出張所（指導
主事）、県立教育センター（指導
主事）、川内小学校（校長）、新
潟市教育委員会（指導主事）、
新潟医療福祉大学（講師）を経
て、現在に至る。

・子育て出前講座
・小中学生を対象とした学力と生
活習慣に関する講演
・保護者を対象とした子どもの話
を聴くことの大切さの講演やカウン
セリング実習
・成人を対象とした健康づくりのた
めの運動の必要性の講演
・幼児や小学生を対象とした縄跳
び指導
・子どもを対象とした動ける身体づ
くりを目指した運動指導

●H29　小学校での特別支援教育へ
の理解について
●R1　 縄やボールを使って、器用に身
体を動かそう！

ガイダンスカウンセラー
認定カウンセラー（日本学校教育相
談学会）

教育・学習支援業　スクール
NOBINOBI　代表

高校・大学を通して小中学生向
け野外教育活動のボランティア・
リーダーを７年継続。公立高校臨
任教諭7年、グラフィック・デザイ
ナー6年、環境省自然保護官補
佐（アクティブ・レンジャー）4年、介
護職員他の職務経験を元に、平
成26年、野外教育を含む小中学
生向け教育・学習支援事業をス
タート、現在に至る。

環境教育講演、親子向け教育
講演、就労支援事業の体験教
室指導、新潟市子どもふれあいス
クールを含む各種工作教室指
導、学習サポート教室主催、学
校ボランティアを含む未就学児童
及び小学生対象絵本読み聞かせ
講演、自然観察会の案内、ネイ
チャーゲーム指導、竹細工指導、
カウンセリング及びコーチング（全て
実績）

●H29～R1　読み聞かせ講演高等学校教諭１種免許（社会科
現地歴科）、中学校教諭１種免許
（社会科）、（公社）全国子ども会連
合会　子ども会KYT　指導員、（公
社）日本シェアリングネイチャー協会
指導員、（一財）コミュニケーショント
レーナー協会　心理カウンセラー、新
潟市ファミリー・サポート・センター　提
供会員

フリーアナウンサー、ベビーキッズママ
向け講座講師

フリーランスでラジオ局、インター
ネットＴＶのＭＣ、各種イベント司
会
現ＦＭ新津出演中、小学生向け
アナウンス講座
ベビーマッサージ＆ヨガ講師として
産後の親子講座
女性ホルモンバランスプランナーとし
て女性特有の不調のカウンセリン
グ

小学校向け「自分の声でわかりや
すく伝える」ための「日本語の音声
表現」を楽しく学ぶための声のプロ
によるワークショップ
思春期、妊活、産後、更年期と
様々な年代の女性が抱える不調
を女性ホルモンにポイントをおいて
解説とセルフケアアドバイス
ベビーマッサージヨガ講座によるス
キンシップを大切にした心身の健
全育成

●H30　じっくり向き合おう　私のココロと
カラダ、女性ホルモンを味方にしてハッ
ピーママに
●R1　 自分を知ればもっと楽しく　女
性ホルモンバランスの話こどもアナウンス発声協会会員講

師、ベビーマッサージインストラクター、
ベビーキッズ産後ママソフトヨガインス
トラクター、女性ホルモンバランスプラ
ンナー、女性の健康推進員、幼稚
園教諭

常時の茶の間寄りなせ「あいあい」代
表、ヘルプ下山事務局

小学校講師10年間
主任児童委員11年間
東区自治協議会委員2期
中地区公民館運営審議委員2
期
下山地区コミュニティ協議会副会
長6年間
有楽三丁目自治会長2年間
保護司 平成13年から17年間

・子どもの問題について
・親子のかかわりについて
・手話のうた
・レクリエーション
・ボランティア活動について
・地域活動について看護師、小学校教諭

新潟大学教職大学院　教授

新潟大学教育学部教授、新潟
大学キャンパスライフ支援センター
副センター長、新潟市スクールカウ
ンセラー

大学講義、教員研修講師、家庭
教育講師、スクールカウンセラー、
教育相談員

●H30　障害者理解・合理的配慮
●R1　  子そだて講座、明るい子そだ
て

特別支援教育士ＳＶ、上級教育カ
ウンセラー、ガイダンスカウンセラー、
特別支援学校専修免許状



成 全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

高,青,成,女 全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

全市

小,中,高,成 全市 新,阿

全て 全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

小学校、高等学校に養護教諭と
して勤務。新潟市内公民館に勤
務。新潟県立生涯学習推進セン
ターに生涯学習相談員として勤
務。

・思春期男子の悩みについて
・性を明るく語る

●H30　児童期家庭教育学級”思春
期のココロと身体”、就学時健康診断
時の家庭教育講話
●R1　 女性セミナー（性の話）

思春期保健相談士、看護師、養
護教諭

スクールカウンセラー

新潟市教育相談センターと新潟
県立教育センターに指導主事とし
て勤務、児童生徒、保護者の相
談業務にあたる。県内小学校長
として勤務の後，H25年退職。現
在，スクールカウンセラー。所属学
会　日本学校教育相談学会

スクールカウンセラーとして勤務
大学の講義　レジリエンス、思春
期・青年期について
ひまわりクラブ指導員研修　話の
聴き方、事例研修など
養護教諭研修　事例研究
校内研修　学校カウンセリングの
基礎、事例研修

●R1　思春期・青年期について、子ど
もとのコミュニケーション　事例研究、話
の聴き方について

学校カウンセラー(日本学校教育相
談学会)
ガイダンスカウンセラー(スクールカウン
セリング推進協議会)
教育カウンセラー(日本教育カウンセ
ラー協会)

ファイナンシャルプランナー
昭和４９年新潟市生まれ。ＣＦＰ
ファイナンシャルプランナー、１級ＦＰ
技能士、保育士、幼稚園教諭、
住宅ローンアドバイザー、相続診
断士、新潟県金融広報アドバイ
ザー。
個人相談業務、執筆、講演活動
に従事。
最近では、保育士、幼稚園教諭
の資格を活かし小学校等での金
銭教育にも力を入れている。

金銭教育、おこづかいの与え方、
金銭トラブルについて、ライフプラン
ニング、終活（エンディングノート・
遺言・相続）

●R2　「ラストステージは賢く、自分らし
く」～エンディングノートを活用した終活
～、子どもに伝えたい金融教育、おこ
づかいの話

ＣＦＰファイナンシャルプランナー、１級
ＦＰ技能士、保育士、幼稚園教
諭、住宅ローンアドバイザー、相続
診断士

コーチ・カウンセラー

新潟県内四校の県立高校でカウ
ンセラーを担当。
思春期の子どもから大人まで相談
に耳を傾けながら、大人や地域社
会はどうあるべきか、講師・講演活
動でアウトプットしている。

ゲートキーパー研修講師
スクールカウンセラーによる職員研
修講師
高等学校新入生教育講演会講
師
家庭教育講座「子どもが伸びる3
つの真実」講師
『「不登校でつながる」親のための
雑談部』主宰

●R2　新潟市豊栄地区公民館「はじ
めての子育て応援セミナー」講師、高
等学校教職員ゲートキーパー研修講
師、小学校家庭教育講座「子どもが
伸びる3つの真実」講師（一般財団法人）教育研修コーチン

グ協会認定コーチ
新潟県教育委員会スクールカウンセ
ラー
対人援助職のためのパーソナルコー
チ
中学校教員免許

新潟市食育・花育センター長
新潟市アグリパーク教育ファームアド
バイザー 新潟県公立学校教員（S56～

S59ソウル日本人学校）、豊栄市
教育委員会派遣社会教育主
事、県教育庁生涯学習推進課
社会教育主事、県立生涯学習
推進センター副参事、国立教育
政策研究所社会教育実践研究
センター社会教育調査官、燕市
教育委員会学校教育課長・主
幹、新潟市立青山小学校長、新
潟市アグリパーク教育ファーム園長

「小学校経営」・「家庭教育」・
「学校・家庭・地域との連携」、
「生涯学習社会における学校教
育・社会教育」・「青少年の体験
活動」

●R1　「生涯学習社会における学校
教育と地域連携」・新潟県地域連携
担当教員研修会、子どもたちの「生き
る力」をはぐくむ・新潟市子育て学習出
前講座、「青少年の体験活動の意義
と実際」・社会教育主事講習

社会教育主事



乳,障 全市

子育てアドバイザー ・平成11年新潟市公民館保育
者登録。坂井輪地区公民館主
登録（現在活動中）
・親子遊び指導者として各サーク
ル公民館等で行う。平成19年子
育て応援隊249結成、地域子育
て支援活動、保育士資格取得。
平成26年BPプログラムファシリテー
ター。平成30年NPプログラム
NPNCファシリテーター。令和元年
ひまわりクラブ支援員。保育園勤
務

お母さんたちのニーズに合わせ、親
子遊びの指導等、公民館、サーク
ル、保育園等で行う。公民館では
子育てアドバイザーとして双方必
要なテーマに合わせ講座を行う。
新潟市等委託にてBPプログラム
の開催、サークルにてNPプログラム
を行い子育て支援の活動を行う。
子ども、お母さん達が悩みを相談
できる仲間作り、子育ての仕方等
親子に寄り添う活動を行っていま
す。

●R2　乳児期家庭教育学級きらきら
学級（お友達になりましょう）、親子ふれ
あいニコニコ講座（子育て講座みんなで
子育て）、BPプログラム　赤ちゃんが来
た 

保育士、BPプログラムファシリテー
ター、NPプログラムNPNCファシリテー
ター


