2019 年度 「出文教育講演会 講師紹介･助成」実施要項
一般社団法人
１

趣

静岡県出版文化会

旨

静岡県内の国公立の幼稚園 (こども園を含む)・小・中・高等学校に対して，学校(園)およびそのＰＴ
Ａ，校区健全育成会等が主催する教育講演会や研修会等に講師を紹介したり，講演料の一部を助成し
たりすることにより，本県教育の振興に寄与する。
２

内

容

事業①

講師紹介

・対象…静岡県内の国公立の幼稚園 (こども園を含む)・小・中・高等学校と，そのＰＴＡ，校区健全育
成会等が主催する教育講演会や研修会等
・講師リスト（静岡県出版文化会ホームページに掲載）から，希望の講師を紹介する。
・１回の講演は１時間～１時間半程度。
・講演料は３万円（税込 33,411 円）。※税の処理については，講師に事前にご相談ください。
・交通費は実費。講演会主催校が講演料とともに講師に直接支払う。
・当日，講師紹介の際に，静岡県出版文化会の講師であることを紹介し，講演会終了後，「講演会の
記録」用紙に記入して提出する。
依頼と申し込みの手順
①電話で，静岡県出版文化会の「出文教育講演会」担当者に，講演会の実施予定日時，希望講師名，
希望する講演内容，対象者・聴衆の予定人数などを伝える。
②「出文教育講演会」担当者が希望の講師と連絡を取り，日程や内容を交渉する。
③「出文教育講演会」担当者より，決定事項を依頼校に伝える。これ以降は，依頼校と講師との直
接連絡で進める。
事業②

助成

・対象…静岡県内の国公立の幼稚園 (こども園を含む)・小・中・高等学校と，そのＰＴＡ，校区健全育
成会が主催する教育講演会や研修会
・１講演につき１万円を助成する。
・先着順で年間 60 校(園)。１校(園)１回のみ。
・助成を受けた学校(園)は，講演会場にて，静岡県出版文化会より助成があったことを紹介し，講演
会終了後，「講演会の記録」用紙に記入して提出する。
申し込み方法
講演会の実施日と講師が確定してから，はがきに

①実施日時 ②講師名 ③演題(仮でもよい)

④対象者・聴衆の予定人数 ⑤係の氏名 ⑥所在地と学校名 ⑦連絡先電話番号
名(要：職印)で提出する。
３

申し込み先・問い合わせ
一般社団法人
〒420-0856

静岡県出版文化会

「出文教育講演会」担当

静岡市葵区駿府町 1-12

TEL:０５４－２５５－４４５１

静岡県教育会館 3 階

FAX:０５４－２５４－５７７９

を記入し，所属長

2019 年度

出文教育講演会 講師リスト

※五十音順

おもな肩書きと講演テーマ
◎印の講師には 児童･生徒向けの講演も依頼することができます

うえふじ み き よ

新…新しい講師
おお た じゅん こ

新太田 淳 子 [静岡市] 心療カウンセラー。保育士
歴 40 年。期間限定の子育てを大切に，思い出深いも
のにするためのポイントを紹介。『乳児期…忙しい
のは当たり前の育児』『幼児期…人間らしくなって
いく子育てには発見がいっぱい』『青年期…成長を
見守り，親としての自覚をもつ』
こ じま まさ よ

新◎小島真代 [島田市] 日本カラーコーディネータ
ー協会認定講師，ワントゥーカラー代表。『親子で
楽しくコーディネート 似合う色の選び方（パーソ
ナルカラー）』『色のチカラで笑顔になろう! 心を
元気にする色彩心理』『色で遊ぼう！ 色の不思議』
ひら た たい にん

新◎平田泰忍 （平田忍） [磐田市] 元公立中学校
長。『禅寺修行で学んだこと～集中力を養う座禅･心
の垢を取り除く掃除・思考感情を左右する食事～』
虚無僧尺八の演奏有り。
ふじ わら みち お

新◎藤原 道生 [浜松市] ペップトーク講演講師。
『ポジティブな言葉でベストゲームをしよう』『リ
スペクトの精神を養う』『スポーツマンシップ教育
による人材育成』『監督が選手にかけるポジティブ
な言葉(ペップトーク)を活用したモチベーションア
ップ』
＊

＊

＊

◎上藤美紀代 [静岡市] ヴォイス・セラピー実践研究
家。絵本専門士。元 SBS アナウンサー。『声の力は
生きる力』『相手を想う声遣い』『ヴォイス・セラ
ピーに基づく
“コミュニケーション・スキル”アップ』
『声のちから・絵本のちから』
うちやままさゆき

◎内山雅之 [浜松市] 子どもの自然・科学体験教室
代表｡『人生はアドベンチャー 挑戦するからおもしろ
い！』『子どもに伝えたい たくましく生きるための
五つの知恵』『花より根っこ お母さんあせらないで』
えんどうまさ ひろ

◎遠藤昌弘 [富士市] 公認心理師。心理相談員。日
本カウンセリング学会認定カウンセラー。『メンタ
ルヘルスケアについて』『教職員ストレスの特徴と
対処法』『対人コミュニケーションと心理ゲームを
学ぶ』『コミュニケーション能力の向上講座』
おお た まさよし

◎太田正義 [浜松市] NPO 法人子どもの体験活動サ
ポートセンター理事長。NPO 法人静岡県キャンプカ
ウンセラー協会理事。常葉大学教育学部心理教育学
科准教授。『キャンプにできること』『子どもたち
に必要な体験とは？』
お がわ ふみ こ

小川文子 [伊豆の国市] 静岡県家庭教育支援員｡｢子
育てセミナー｣講師。『よい子・心の危機(教育相談
の現場から)』『思春期の子どもとのつきあい方』
『子育ては親育ち』『より良い親子関係を築くため
に』『子どもに愛が伝わっていますか』
おくやまかずひろ

いし い としゆき

◎奥山和弘 [藤枝市] 男女共同参画講師。公益社団
法人日本漫画家協会会員。元公立高等学校長｡『男女
共同参画“途中の一歩”～｢しか｣から｢でも｣へ～』
『ジェンダーとデート DV(中学生以上)』『家庭教育
子どもにとっていちばん大切なこと』

いぬづかきょうた

◎各務真奈美 [秦野市] 障害者就労支援員。アスペル
ガー，重度四肢マヒ，ADHD の３人の子をもつ母親。
『支え合い，補い合うことの大切さ』『夢を持って
今を生きる』。車椅子ラグビーの紹介や，アコース
ティックライブを併せた講演も可。

◎石井利幸 [沼津市] 心療対話士｡心療カウンセラー｡
『子どもの話を上手に聴く方法』『子育てに必要な
脳の仕組みを知る』『うつ病の原因は子育てにあっ
た』『健全な社会人になるための子育て』『やる気
のある子に育てる』『子どもの気持ちを理解する』
◎犬塚協太 [静岡市] 静岡県立大学国際関係学部教
授。同大学男女共同参画推進センター長。『子ども
にとっての男女共同参画』『デート DV 防止のため
に』『一人一人の違いを大切にする社会へ』『未来
の進路と自分の仕事・生活』

かがみ ま な み

かげやままさ ひろ

◎蔭山昌弘 [静岡市] 城内カウンセリング研究会代
表。静岡雙葉高等学校講師。『子どもの心のもがき
と親の対応』『子どもたちに輝く目を』『相手を思
いやり自分を大切にする心』『ありのままの自分を
見つめて～自分を好きになる道すじ～』
かつ うら

のり こ

勝浦クック範子 [府中市] 國學院大學栃木短期大学
特任教授。NPO 法人保育:子育てアドバイザー協会
理事。専門は発達心理学。『男女児の育ちにみる今
日的課題と配慮』『幼児・児童の発達と環境：自然
・メディア・生活体験』『多文化を背景とする子ど
もの育ちと教育的配慮』

く め あきひろ

久米昭洋 [静岡市] 常葉大学大学院初等教育高度実
践研究科准教授。PHP 研究所公認ビジネスコーチ
(上級)，PHP 研究所公認チームコーチ。『教師のコ
ミュニケーション力を高めるコーチング』『チーム
コーチングを活用した学校づくり』『アクティブラ
ーニング「知識構成型ジグソー法」の実践』
さ とうよし こ

佐藤慶子 [藤枝市] 整理収納アドバイザー。
大人片づ
けインストラクター。『子どもに片づけを教える前
に親が学ぶ〈整理収納〉』『［終活・整活］人生後
半における快適な暮らし方セミナー』

さ

の

のぼる

◎佐野 登 [新宿区] 能楽師シテ方(宝生流)。重要無

すえなが み ゆき

◎末永美雪 [静岡市] 東海大学短期大学部食物栄養
学科教授。『子育てを楽しくできるクリニック(食生
活としつけ)』『絵本で食育をしよう』『楽しく学ぶ
キッズ・クッキング』『子どもの食と栄養』
すぎ い やすゆき

◎杉井保之 [焼津市] 一般社団法人日本 CL(建設的
な生き方)学会会長。『すてきな子どもを育てるため
に』『心のキャッチボール』『幸せに生きる秘訣』
『30 点からの出発』。著書…「不完全なあなたへ」
「超面接術」他多数。
すず き あつ し

◎鈴木敦士 [静岡市] 一般社団法人日本ほめる達人
協会認定講師｡笑いヨガティ－チャー｡ヘルスコーチ，
メンタルコーチ。『子どもがグングン育つ｢笑い｣と
｢ほめ達！｣の魔法』『自己肯定感を育む｢ほめ達！｣
コミュニケーション』(すべて体験型講演)
すず き けい こ

エキゾチック ク ラ ブ

◎鈴木恵子 [浜松市] 認定 NPO 法人魅惑的倶楽部理
事長(ハンディキャップのある人への支援活動，青少
年の健全育成に関する事業を行っている)。一般社団
法人未来学校理事。静岡県人権会議委員。『生まれ
てきてくれてありがとう』『ボランティアってなあ
に？』『社会貢献ってどんなこと？』
せい

◎清 ルミ [静岡市] 常葉大学外国語学部グローバル
コミュニケーション学科教授｡『異文化コミュニケー
ション』『日本の文化』『外国人とのつきあい方』
『国際理解教育』『国際人の条件』

形文化財総合指定(能楽)保持者。『思いやりの心，
たき い

和の心』『伝統に学ぶ体の軸・心の軸』『みて・き
いて・やってみる！ 五感フル活動』

しおざきあき こ

◎塩﨑明子 [袋井市] 地域スマイルプロデューサー｡

◎滝井なみき [静岡市] 子育てアドバイザー。性教育
クリエーター。絵本研究家。『大人が変われば子も
変わる』『思春期の心と体』『生と性はすばらしい』
『子育て絵本療法』『絵本は生きるヒントの宝の山』
『怒りをコントロール』

笑顔コーチ＆個性心理学認定講師。『つながる命，
生きる力，家族力』『子どもの個性を理解し子育て
を楽しむ方法』『子どものやる気を引き出す魔法の
質問』『イライラママから笑顔ママに 子どもの心の
根っこづくり』

しお や きょうこ

◎塩谷京子 [静岡市] 放送大学客員准教授。関西大
学非常勤講師。『調べる力を育てる授業』『考える
力を育てたい』『国語の授業と並行読書』『プレゼ
ンスキル up』『子どもを読書好きにするための技』

た なべ いち ゆう

◎田辺一邑 [川口市] 講談師。浜松市やらまいか大
使。『田畑政治～平和へのオリンピック』(大河ドラ
マ「いだてん」)，『テレビの父 高柳健次郎』他，
講談を交えながらお好みのテーマでの講演，講談を
使った｢声を出すワークショップ｣も可。
たにざわ く み こ

◎谷澤久美子 [静岡市] スクールカウンセラー。コミュ
ニケーション講師｡『自分も相手も大切にしたコミュ
ニケーション』『子どもの気持ち，わかりますか？』
『子どもとのコミュニケーションの方法』。ワーク
ショップも有り。

つかもと

まつ だ なお こ

◎塚本こなみ [浜松市] 樹木医。
公益財団法人浜松市

◎松田直子 [焼津市] NPO 法人 e-Lunch(イーラン

花みどり振興財団理事長(はままつフラワーパーク

チ)理事長。『思春期の子を持つ親のためのインター

の運営)。あしかがフラワーパーク元園長。日本女性

ネット講座』『小学生向け・インターネット安全教

樹木医第１号。『心根を育てる』『木のいのち，木

室』『大人の知らない子どものネット社会』

のこころ』。著書…「おおふじひっこし大作戦」他。
み うら ひろ ゆき

◎三浦弘行 [伊東市] 三浦教育研究所所長。教育評
つ く い とも こ

◎津久井智子 [熱海市] 消しゴムはんこ作家。『｢消

論家(作家)｡『ストレス９割減らすコツ』『小５から

しゴムはんこ作家｣という仕事について』。消しゴム

の記憶術(暗記力．不要)』
『プラス思考で花は咲く！』

はんこワークショップ(要別途材料費)…低学年以下

『ポジティブ教室』。著書…「プラス思考の力」他。

：押す，中学年以上：彫る/押す，大人：彫る/押す。
著書…「消しゴムはんこ｡で季節のごあいさつ」他。

みずぐち ち は る

◎水口千令 [伊豆市] 紙切り作家。『はさみで描く心
の原風景』『紙一枚，はさみ一本，切り抜くふるさ

つづ き かず こ

續木和子 [藤枝市] 一般社団法人ホルモンバランス

とつながる世界』『心をこめて手から手へ』『家族

研究所所長。『家庭でできる自己肯定感の育て方』

の形っていろいろ～つながる家族のシルエット』。

『すなおでかしこい子どもに育てる食事』『お母さ

作品展示・実演・ワークショップ有り。

んのホルモンバランスと子どもの成績』
みず の のぶひと

◎水野信人 [磐田市] 元公立中学校長。浜松･積志中
つのがえ ひろ し

◎ 替弘志 [静岡市] 静岡大学名誉教授。常葉学園

学校陸上競技部コーチ。『夢は人生をつくる』『子

大学名誉教授｡『生涯学習社会の課題』『昔の学校・

どもの可能性は無限』『玉磨かざれば光なし』『親

今の学校』『私の子ども時代』『学校外活動の意義』

の姿・教師の姿を見て子どもは育つ』

なが お

あきら

むらかみじゅんこ

◎長尾 彰 [世田谷区] 企業・団体・教育現場など

◎村上淳子 [静岡市] 静岡読書指導研究会会長。ど

で，1000 回を超えるチームビルディングプログラム

くしょ塾主宰。元静岡文化芸術大学講師。元常葉大

を実施。『学校をチームにしよう』『教室をチーム

学准教授。『読みきかせってすばらしい』『読みき

にしよう』『子どもの強みを見つけよう』

かせからひとり読みへ』『命・生きる』『子どもと
共に感動しよう』

まつ い たかひこ

よ り こ

◎松井孝彦・世利子 [浜松市] レクリエーションコー
もちづき み ゆ き

ディネーター。｢遊びの玉手箱｣主宰。脳トレ教室｢ニ

◎望月美由紀 [静岡市] つくり笑顔アドバイザー。う

コニコ会｣会長。上演…『夫婦で演じる楽しいパネル

つ病家族支援アドバイザー。『笑顔を忘れた親たち

シアター』(親子鑑賞)。レクリエーション実演…『歌

へ～子どもの笑顔を引き出す方法～』『笑顔を咲か

って笑って楽しいレクリエーション』。講演…『子

せるヒント』。20 年のクラウン(道化師)の経験及び

どもの感性を育む』。実技講演…手遊び・ゲーム・

自分自身のうつ病と夫の看病の経験から，笑顔の大

手品・腹話術・クラフト等。

切さや日常で笑顔をさかせるヒントを伝えている。

ま づか たけ じ

もちづき やすひろ

◎馬塚丈司 [浜松市] サンクチュアリエヌピーオー

◎望月 康宏 [藤沢市] メンタルトレーニングコー

理事長。『身近な自然と子どもの成長』『環境教育

チ。『保護者のためのメンタルトレーニング』『子

は感動教育』『わたしのボランティア人生』『アカ

どもの長所を伸ばすコミュニケーション』『子ども

ウミガメの来る浜辺』『海のプラスチックごみから

のやる気を高める目標設定』『受験のためのメンタ

見えてくる環境問題』

ルトレーニング』『指導者のためのメンタルトレー
ニング』

