青 少 年 育 成 指 導 者 リ ス ト
平成３０年４月
名前・住所

あんどう

しゅう じ

安藤 周 治
三次市

い し だ

む つ こ

石田 睦子
三次市

い ま だ

ひろ む

今田 弘武
広島市

職業･主な役職，プロフィール

柏屋安藤製菓舗代表
ＮＰＯ法人ひろしまＮＰＯセンター代表理事
ＮＰＯ法人ひろしまね理事長
広島県生涯学習審議会委員
マツダ財団評議員
ひろしま国際交流サミット幹事
総務省過疎問題懇談会委員
内閣府地域活性化伝道師
国土交通省水の里の旅のコンテスト審査委員長
コミュニティ政策学会理事

地域づくりやコミュニティ活動，集
落・自治組織活動支援
｢まちづくりから青少年を考える｣
「私がかわり,まちがかわる」
「地域の宝，青少年と地域を創る」

親業訓練シニアインストラクター
コミュニケーションリーダー・一級
三次市の不登校児童生徒の保護者の
教育相談
学校評議員
三次市教育委員会社会教育委員
三次市個人情報保護制度審議会委員

子育て・親育てコミュニケーション
「子どもの自立と意欲を育てる接し方」
「子どもに愛が伝わっていますか」
「子どもの未来の扉を開く」
「語りかけよう！親の本音」
「親業」子どもの安心・安全を守る
ためにー学ぶ力・生きる力を育むー

日本けん玉協会西中国地区総支部長，
国際指導員
日本けん玉協会認定八段
剣道四段（日本剣道連盟）
尺八師範（都山流）
広島県青少年育成ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー協議会理事
小学校非常勤講師（人間力を伸ばすけん玉）

「心づくり・ともだちづくり」
「じぶんづくり・がまんづくり」
「けん玉で広島から世界へ」
モンゴル・東アフリカ(ウガンダ，ケニヤ，ルワンダ，
コンゴ)・中国内モンゴル自治地区，ロシア(ｳﾗﾝ･ｳﾃﾞ)
ベトナム（ハノイ・ホーチミン）
「家庭の絆づくり」
「笑顔の平和づくり」

広島大学大学院総合科学研究科教授
いわなが

まこと

岩永

誠

東広島市

うえむら

上村

たかし

福山市

崇

専門分野，講演テーマ

日本感情心理学会常任理事

ストレス心理学，実験臨床心理学，
音楽心理学（音楽療法）
「青少年の心とケア」
「子どもの理解と保護者の関わり」
「現代青年の抱える『やさしさ』の病理」
子どもや青年の心の問題や発達に
関する問題について

福山平成大学福祉健康学部教授
教育倫理学,情報倫理学,性の哲学
(哲学，倫理学，道徳教育）
道徳教育,哲学教育
学校教育を研究対象に、教育現場と関 「学校における危機管理と安全教育」
わりながら道徳教育、情報教育、安全 「情報社会における安全教育」
教育、哲学教育について研究を進めて 「モラルの育成を阻害する社会的
いる。
諸要因」「哲学カフェ」

名前・住所

お

だ

たけし

小田

長

広島市

か と う

つねみつ

加藤 恒光
東広島市

きしふさ

やす ゆ き

岸房 康行
広島市

きっかわ

み

き

吉川 水貴
広島市

き む ら

た か し

木村 隆司
広島市

職業･主な役職，プロフィール

広島市社会教育委員会議長
広島県キャンプ協会副会長
廿日市キャンプ協会会長
ボランティア論

専門分野，講演テーマ

青少年育成スーパーバイザー
・キャンプ場の管理運営
・ボランティア活動について
・地域おこしのあり方

日本写真協会会員,カメラマン
ユネスコ,国際協力事業団などの派遣
で開発途上の国々40 カ国以上を撮影
取材した｡
1983 年総理府青年の船ﾘｰﾀﾞｰで参加
ナマステクラブ・ジャパン代表

地方の国際化のなかで異文化を
どのように理解するか
アジア諸国の訪問取材を通して
て学んだこと
ネパール／タイ，ラオス国境に
活動拠点建設

ＮＰＯ法人心豊かな家庭環境をつくる
広島 21 理事長
(公社)青少年育成広島県民会議理事
(株)広島ドラゴンフライズ前代表取締役社長
広島県農業協同組合中央会前専務理事

・地域の未来を拓く地産地消
・人格形成は家庭教育から
・何故 食育が必要なのか

㈱広島千茶荘専務取締役
「暴走族から子ども達を守るため
NPO 法人広島県就労支援事業者機構
に」
事務局長
「非行グループと向き合うための
広島佐伯警察署管内少年補導協助員
おやじクラブ」
連絡協議会会長
「地域におけるおやじの役割」
広島県「減らそう犯罪」推進会議委員
非行や犯罪に関わった方の就労支
NPO 法人青少年ｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ理事長
援(薬物含む)
暴走族少年並びに OB の青少年を対象
としたサッカーサークル，パソコン教
室を主宰
保護司

少林寺拳法の修行を通して,青少年育
成と教育に携わっている。
青少年育成の現場の体験を通して語
りかける。
(宗)金剛禅総本山少林寺広島基町道院道院長
公益財団法人日本釣振興会理事
凜の会代表
草莾女性塾主宰
ミリオンエコー出版(株)代表取締役
｢釣り画報｣｢ﾎﾞｰﾄﾌｨｯｼﾝｸﾞ」発行
元広島テレビアナウンサー

「凜として生きる」
「青少年問題について」
｢今，世の中で気になること｣
｢ウソの時代に訣別を」
「今の時代と社会が失ったもの」
（新社会人向け）
｢君たちは大人になれるか｣
「君たちを信じていいか」
「君は自分を信頼出来ますか
－社会人が背負うべきもの―」
（中高生向け）
「オイ，そろそろ大人に
なろうじゃないか」

名前・住所

にしひら

たかは る

西平 孝 治
三次市

にのみや

二宮

あきら

晧

広島市

ふじえだ

よしのり

藤枝 義紀
三次市

職業･主な役職，プロフィール

酪農家
三次市子ども会育成連絡協議会
つるアート「風花」工房主宰
三次かっぱくらぶ・カヌ－

専門分野，講演テーマ

「総合学習と農業」
「子育てと親の役割」
子ども会活動全般
野外活動の実技と指導

広島大学名誉教授
比較・国際教育学
比治山大学・比治山短期大学部前学長 「世界からみた日本の家庭教育」
放送大学前理事・副学長
｢心の教育―世界と日本―」
広島大学前理事・副学長
「世界の学校を旅する」
広島県教育委員会委員
「学力を考える―世界の動向―」
「グローバル人材の育成」

元広島県立七塚原青年の家所長
生涯学習サポーター
文部科学大臣認定ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
指導者
社会教育主事資格有

社会教育全般
集団活動の理論と実技
リーダー育成のための理論と実技
人間関係･仲間づくりの理論と実技
野外活動全般の理論と実技
子ども会育成に関すること
（子ども会を育てるこどもと，その
子どもを育てるおとなのあり方等）

環境省認定環境カウンセラー
元中国放送コメンテーター
ふ じ の

か ん じ

藤野 完二

環境省 IPCC リポートコミュニケー
ター

岩国市

みやざき

ふみ たか

宮崎 文隆
三次市

「逆手塾」事務局長
「県北ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会」顧問
コミュニケーション能力１級資格取得
レクリエーションコーディネーター
｢抱きしめて笑湖ハイヅカ｣実行委員長
キャンプディレクター１級指導者
里山創造研究会事務局長

・今、地球で起きている現実と子ど
も達の未来
・環境学習と生きぬく知恵(ESD 教育)
・環境の世紀を生きるということ
・地球・温暖化問題の実状とこれか
ら
・ふろしきの色・柄・使い方を通し
て和の文化の可能性を考えます。
・川や森での環境問題をテーマとす
る体験学習指導

「青少年が輝き まちが輝く」
「夢づくり，人づくり，ふるさとづくり」
「人間交流術入門」
「コミュニケーション力を磨く」
・

｢夢それが輝爆剤｣
「話し方の輝爆剤」
「課題を逆手に！人をやる気にさせ
る力」
「里山資本主義の創造」
「元気の出る小さな拠点づくり」

名前・住所

み よ し

く

み

職業･主な役職，プロフィール

こ

三好 久美子
福山市

やまもと

こ う じ

山本 晃二

余暇開発士
公益財団法人ひろしまこども夢財団
理事長
ひろしま NPO センター副代表理事
ラーニングネットふくやま代表

(有)ヘイセイリフォーム代表取締役
(塗装業)
（株)豊生取締役(足場工事業)

専門分野，講演テーマ

余暇，生涯学習，社会教育
ボランティア，地域づくり
「こころのギアチェンジ」
「地域は子育て応援団」
「人が育ち，こころが育つ地域活動」
「人生，今が旬」
「出会って，知って，つながって」

「罪を犯して失ったもの得たもの」
「罪を犯してもなお社会で生きてい
く為に」
「罪人が社会で生きるということ」

福山市

わ

だ

和田

すすむ

晋

広島市

広島市教育委員会教育センター
主事（研修指導担当）
元公立中学校教員（国語科・生徒指導
主事・学年主任等担当）
元広島市教育委員会青少年育成部
暴走族対策・自立支援担当主幹
元公立中学校校長（元校長会長）
課題を抱えた中学校に勤務し、長年広
島市内を夜回りした経験から、多くの
青少年の立ち直る姿に学んできた。そ
の経験を基に、学校教育・家庭教育や
地域連携に活かしたいと考えている。

安心・安全の学校づくり
一体感のあるチーム学校づくり
学校・家庭・地域の連携と再生
いじめ・不登校の対応方法
子どもの生活指導や自立支援等
「可能性を引き出す教育とは」
「みんなの関わりから学力向上を」
「学校の再生を支援する PTA」
「みんなが輝く子育ての在り方」
「立ち直った子どもと家族の本音」
「元気が出る学校と地域の関係づ
くり」等

