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リトミック研究センター新潟第一支局
長

国立音楽大学音楽学部作曲学
科卒業
リトミック研究センター教員養成東
京校卒業
東京の幼稚園にて幼稚園教諭
リトミック研究センター新潟第一支
局長
新潟こども医療専門学校教員

リトミック研究センター支局長として
新潟市音楽文化会館、保育園、
子育て支援、小学校等で大人向
け、又乳幼児や児童向けのリト
ミック指導
新潟こども医療専門学校にて、リ
トミック、ピアノ等の学生指導
小学校や保育園の校歌、園歌等
の作曲

●R2　リトミック夏期講座

リトミック研究センター認定リトミック
指導資格ディプロマA
幼稚園教諭1種免許状

アドラー心理学講師

大学卒業後、カネボウ化粧品株
式会社に入社。結婚後、新潟市
でパート、専業主婦時代にアド
ラー心理学を学び進め、2019年ア
ドラー心理学講師として起業。現
在はアドラー心理学に基づいた子
育て、コミュニケーションの講演、講
座を開催している。

◆アドラー心理学に基づいた、自
分も相手もOKなコミュニケーショ
ン。職場、家庭などあらゆる人間
関係の基盤を作ります。
◆アドラー心理学に基づいた、自
分で考え行動できる子に育てる、
怒らない・ほめない・第３の勇気づ
け子育て

●H30　ほめるよりのびるアドラー流子
育て
●R1 　怒らない　ほめない　第３の子
育て＝勇気づけでHappy親子になりま
せんか？、ほめるよりのびる「勇気づけ」
子育て

元子育てなんでもDaijobu代表

結婚を機に新潟市に住み、現在
は二児の母。自身の子育て中に
「Daijobu」の企画する講座を受講
し、運営主体が同じ子育て中のマ
マたちであることを知って加入。
H28年に代表を務める。

Daijobuで子育て中のママに対して
講座を企画し運営する。＜例＞
H28年度、乳児を持つママを対象
に保育付きの5回連続講座を開
催。キリン財団助成金事業。

●R2　西蒲区特色ある区づくり事業
親子の絆づくりプログラム　赤ちゃんがき
た！

BPファシリテーター

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）

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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保育士

保育士として30年以上勤務。
親子遊びの指導、リトミック指導、
NPプログラムのファシリテートを行
う。

乳幼児の親子を対象とした親子
遊び、運動遊び、絵本の読み聞
かせ。
子ども(親子)のためのリトミック指
導。
１歳児以上の乳幼児の母親を対
象としたNPプログラムのファシリテー
ター。

●R1　幼児期家庭教育学級「体を動
かすってこんなに楽しい♪」、「おとうさん
といっしょ！パパといっしょにあそぼう
♪」、「妻が育休後職場復帰します」

保育士
幼稚園教諭2級
リトミック指導者資格ディプロマA
NPプログラムファシリテーター

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

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

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

新潟青陵幼稚園園長　　青陵大
学短期大学部幼児教育学科非常
勤講師

平成6年　新潟青陵幼稚園勤務
平成14年　園長就任

幼児期の教育のあり方
保育者の資質向上
家庭教育のあり方
絵本を読んで子どもが受ける影響

●R1　ぎゅ～と子育て　大切な子育て
～１・２・３歳おうごん期、主任スキル
アップ研修会
●R2　絵本研修会「絵本が育む想像
力」～見えないものを見る力を育む～

幼稚園教諭
保育士資格
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小児科医師
昭和56年3月　秋田大学医学部
卒業
昭和62年5月　新潟大学医学部
小児科助手
平成2年7月　新潟大学医学部
小児科講師
平成6年4月　済生会新潟第二
病院小児科
平成9年4月　よいこの小児科さと
う開院
平成12年10月　病児保育室よい
このもり開設

早寝早起き、子供の生活習慣の
重要性に関して概説します。子ど
もとメディアの問題、メディアとのつ
きあい方、スマホで子守りをさせな
いための環境づくり、親の対応につ
いて概説します。予防接種の重
要性必要性に関して解説いたし
ます。病児保育子育て支援に関
して概説いたします。

●R1　多職種で関わるネウボラ的事
業、お医者さんのかかりかた、育てよう
すこやかな心と体　望ましい生活リズム
を作るために医学博士(新潟大学）、日本小児

科学会専門医、日本循環器学会
専門医、日本超音波医学会指導
医、地域総合小児医療認定医、
全国病児保育協議会新潟県支部
長、感染症対策委員会委員長

新潟医療福祉大学　健康科学部
健康スポーツ学科　准教授 新潟県幼児期からの運動習慣

アップ支援事業（アドバイザー）
2018～現在
村上市「幼児の体力向上事業」
（アドバイザー）2017～現在
新発田市「小中学生へのパラリン
ピック教育事業」（アドバイザー）
2019～現在
新潟県教育庁教育委員会オリン
ピック・パラリンピック推進委員会委
員長2019～現在

乳幼児期の発育発達、こころとか
らだ、身体教育

●R1　楽しさが先導する体の動きづくり
（親子、保育者対象）

社会福祉士

NPO法人　ハートフルコミュニケーショ
ン　チーム新潟代表
櫻井コーチ＆コンサルティング　みらい
サポート代表　ファイナンシャルプラン
ナー（AFP）

2004年　ファイナンシャルプランナー
資格取得
子どもの成長に伴うPTA活動（中
学校PTA会長等）
2011年　NPO法人　ハートフルコ
ミュニケーション　認定ハートフル
コーチ資格取得
2014年～県内外の小学校等で
講師活動
2017年～地域のお茶の間主宰

小学校就学前健診時の保護者
プログラムを県内外で担当。1/2
成人式での『思春期との向き合い
方講座』を提案中。得意分野は
子どもの自己肯定感を伸ばす『親
子のコミュニケーション』　学んだそ
の日から実践できる具体的な関わ
り方が好評。地域のお茶の間に
は、市内外より年間500名の親子
が訪れる。

●H29～　入学前プログラム『育てよ
う！子どもの解決力』、入学準備子育
て講座『伸ばそう！子どもの力』
●R1　子育て中のお金の貯め方・使い
方

NPO法人　ハートフルコミュニケーショ
ン　認定ハートフルコーチ
NPO法人　日本FP協会　認定ファ
イナンシャルプランナー（AFP）

開業助産師 助産師免許取得後、神奈川県
内の大学附属病院に勤務。結婚
を機に新潟市に転居し、市内の
総合病院に勤務。H7年に開業。
新生児訪問、安産教室、電話相
談、育児相談、支援センターでの
講座、命の出前講座（保育園～
高校）、お孫育て講座、ゆりかご
学級等の講師に携わる一方、日
本マタニティフィットネス協会認定イ
ンストラクターとして、妊産婦、乳
幼児、産後のママへのエクササイズ
指導を行っている。

助産師として：妊産褥婦、新生
児・乳幼児の保健指導、思春期
教室（命の講座・性教育）、受胎
調節、沐浴・授乳指導、育児全
般
孫育て世代への指導や相談
インストラクター：ベビーマッサージ、
乳幼児のエクササイズ、マタニティ
～産後のママのエクササイズ、子ど
もから高齢者に至るまでのエクササ
イズ（ヨガ（ベビーヨガ、ママヨガ、親
子ヨガ、マタニティヨガ）、エアロビク
ス、親子リズムダンス等）
・場所：保育園、支援センター、市
の体育館、地域の子育てサーク
ル、産婦人科クリニック内のホー
ル、公民館

●～現在　産後ママヨガ、親子ヨガ、マ
マヨガ、ベビーヨガ、命の出前講座助産師、受胎調節実地指導員、

日本マタニティフィットネス協会認定：
マタニティビクス、マタニティヨガ、ベビー
ビクス、ベビーヨガ、（産後のママのた
めの）アフタービクス、ママフィット、ママ
ヨガ、ママヨガwithベビーヨガ、ベビーマ
マアクア、一般社団法人日本コン
ディショニング協会認定：プロフェッショ
ナルコンディショニングインストラクター

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
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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

助産師、新潟県助産師会会員

県立中央病院附属高等看護学
院卒業
新潟大学医療技術短期大学部
助産学専攻卒業
白根健生病院就職　退職
開業（H10～）

・ゆりかご学級での子育て講座担
当
・母親学級での妊娠中での大切
なこと注意点などの講座担当（陣
痛時の上手なのりきり方のポイン
ト、生まれたあとの子育ての基本
的な大切なこと）

●H30　ゆりかご学級、子育て講座、
小学生の保護者向け子育て講座
●R1　 ふれることの大切さの講座・実
践、ゆりかご学級
●R2　 ゆりかご学級、ふれることの大
切さ講義と実践、小学生の保護者向
け子育て講座国際ボンディング協会認定ベビーマッ

サージ講師、日本タッチケア協会指
導者認定講師

ベビーダンス　インストラクター
3歳からクラシックバレエにはじまり
30年以上にわたり多種多様なダ
ンスを楽しむ。
自分の子育てで楽しんだ「抱っこ
でダンス」それに似た安全面にも配
慮し親子で楽しめるプログラムを提
案するベビーダンス協会の存在を
知り共感。
2010年　子連れで受講し、県内
初の認定インストラクターとなる。

健康チェック、歌を交えた手遊び・
ストレッチのあと、抱っこヒモを装
着。
ひとりずつ、抱っこヒモ調整のお手
伝い。安全性の高い装着法に加
え、抱っこ姿勢など体に痛みの出
にくいコツなどを指導。
赤ちゃんを抱っこしたまま音楽に合
わせて簡単なステップを踏み、五
感によるコミュニケーションダンスとし
て楽しむ。

●R1　新潟市体育館ベビーダンス講
座、育児まるごと応援フェア　ベビーダン
ス体験会、男性の生き方講座（子育
て期）パパだって寝かしつけ　ベビーダン
ス体験一般社団法人日本ベビーダンス協

会、ベーシックベビーダンス　認定イン
ストラクター、ヒーリングベビーダンスセ
ラピー　認定インストラクター、キッズ
☆ベビーダンス　認定インストラクター

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

スポーツインストラクター

2011年から現在まで、横越総合
体育館に勤務。

0から5歳までの親子を対象とした
運動遊び。大人を対象としたリズ
ムエクササイズ。

●R1　ボディケア&リズムエクササイズ、
親子運動遊び、キッズ運動遊び

JAFA エアロビクスインストラクター
OKJエアロビックファミリー認定インスト
ラクター
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全て

乳 東,中,西,蒲

キッズ虫歯予防アドバイザー

当時1歳だった息子を、母親であ
る私の知識の無さから虫歯にして
しまった経験から、夫の歯科医院
で子ども虫歯予防について学び、
3年ほど前から、院内外で、お子さ
んの虫歯予防についてのお話をさ
せていただいています。

妊婦さんを対象としたイベントに
て、お子さんの虫歯予防のお話会
を2回開催
乳児を持つママ向けに虫歯予防
のお話会を2回開催
公民館にて、虫歯予防のお話会
を2回開催

●H29～R1　お子さんの虫歯予防のお
話会

キッズ虫歯予防アドバイザー
トリートメントコーディネーター

絵本講師、絵本楽語家

世代・年代を問わない人たち向け
の「絵本らいぶ」（絵本の読み聞か
せ）を10年間900回行っている
わが子に絵本を読めるようになるた
めの「絵本講座」の講師として父
母・祖父母・教職員・保育士・学
生・ボランティアの皆さんにお話をし
ています
専門学校非常勤講師

どんな場所でも、だれにでも、いつ
でもできる絵本の読み聞かせ絵本
らいぶ
講座を受講したその日から誰でも
絵本を読めるようになる「絵本講
座」講師として活動しています
従来の「絵本を読む人・話す人」
の枠にとらわれない独自の世界を
「絵本楽語家」として活動している

●R2　こんなに楽しい絵本の世界、絵
本でつながる人と人、親子で絵本は楽
しい時間

絵本講師・絵本セラピスト（民間資
格）

一般社団法人子育て交流ぽーと
tete代表理事

親子のつながりを広げるための育
児支援活動として子育てサロンや
育児サークルを運営し、子育て講
座や交流会を開催している。新潟
市低出生体重児と親の会「プチト
マトクラブ」及び、新潟市中央区
特色ある区づくり事業「妊カフェ・
育カフェ」の運営を担当している。

・母乳育児、アタッチメント、食育
に関する講座や育児相談
とりわけ離乳食講座、乳幼児の
成長評価と栄養指導
・乳幼児のお世話全般についての
講座
ベビーマッサージ・赤ちゃん体操と
発達指導、乳幼児の事故や病気
の予防
・妊婦や母親の仲間作り、父親や
祖父母の育児参加の促進

●H29　子育て支援センター「マタニティ
プログラム」
●H30　乳幼児ふれあい体験授業
●R1　 総合的な探究の時間「新潟
市の子育て」保健師、看護師、アタッチメントベ

ビーマッサージ・キッズマッサージ・ベ
ビージムインストラクター、食育インス
トラクター、妊産婦食アドバイザー、
新潟市食育マスター

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

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
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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

REBIRTH食育研究所　代表
埼玉県熊谷市生まれ。環境学を
専攻後、東芝化学（株）生物理
化学研究所（現デンカ生研）へ勤
務。病院への生化学検査導入に
従事。その後、歯科材料メーカー
などを経てREBIRTH食育研究所
を設立。「健康な身体は健康な
食事から、健康な食事は健康な
作物から、健康な作物は健康な
土から」という視点で「食・農・環
境」をつなぐ活動を行っている。

なぜちゃんと食べなければいけない
のか、をテーマに小中学校の子ど
も達や保護者に向けて食育の講
演をしている。
2014年3月まで新潟市食育推進
会議委員を2期務める。2015年4
月まで食生活ジャーナリストの会
幹事を2期務める。

●R1　「今日の食が未来をつくる」～
食育は楽しい～、「夢をかなえる食
事」、「味覚の授業」

食生活ジャーナリストの会会員、ス
ローライフ学会会員、新潟市食育マ
スター、新潟市清掃審議会委員、
新潟市食育推進会議委員


