
3 研修会等講師情報



所属団体等 問合せ先

講師名 電話番号

かみえちご山里ファン倶楽部 上越市社会教育課

－ 025-545-9245

上越ものづくり振興センター 上越市社会教育課

－ 025-545-9245

メイドイン
上越特産品の販売を促進する会 上越市社会教育課

山本　幹雄 025-545-9245

吉田バテンレース 上越市社会教育課

吉田　節子 025-545-9245

妙高市教育委員会学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

佐藤　慎 0255-74-0034

小松短期大学名誉教授・有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

由谷　裕哉・川上　昭治 0255-74-0034

郷土史家 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 0255-74-0034

詩人 妙高市教育委員会生涯学習課

国見　修二 0255-74-0034

妙高市文化財調査審議会委員 妙高市教育委員会生涯学習課

土田　孝雄 0255-74-0034

上越市公文書センター上席学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

福原　圭一 0255-74-0034

妙高市文化財調査審議会委員 妙高市教育委員会生涯学習課

清沢　聰 0255-74-0034

森林インストラクター 湯沢町公民館

高橋　正明 025-784-2460

椎谷　良平 0254-23-3756

山北地区公民館

増子英子・板垣京子 0254-77-3798

金融広報アドバイザー 佐渡市教育委員会社会教育課

横山　清子 0259-58-7356

放送大学　教授 佐渡市教育委員会社会教育課

魚住　孝至 0259-58-7356

新潟県立歴史博物館 佐渡市教育委員会社会教育課

田邊　幹 0259-58-7356

佐渡ももしき会 佐渡市教育委員会社会教育課

末武　真紀子 0259-58-7356

立命館大学　准教授 立命館大学食マネジメント学部事務室

鎌谷　かおる 077-561-4801

帝京大学　准教授 帝京大学

相澤　央 03-3964-1211

新潟地域学1 直江津まなびカレッジ 第2回「くわどり市民の森」
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分　　類 事業名 目的・テーマ（演題）

新潟地域学

新潟地域学

第3回「メイド・イン上越」

第3回「メイド・イン上越」

新潟地域学
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新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

社寺仏閣めぐり
～社寺仏閣から故郷を知る「関山神社」～

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

湯沢の自然と歴史に触れる講座

ふるさと講座

直江津まなびカレッジ

直江津まなびカレッジ

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

妙高の顔　堀口大學
～堀口大學を語る～

妙高の芸能・まつり

妙高の史跡めぐり
～ふるさとの山城　「春日山城」～

地域に残る古文書を読む
～古文書が語る妙高文化～

湯沢の自然に触れ、歴史を学ぶことによって
より身近に湯沢に接しより深く湯沢を知る

直江津まなびカレッジ 第4回「上越の産業　バテンレース」

歴史文化コース講座
妙高の遺跡めぐり

～発掘資料から地域文化を知る～

19

令和元年度　市民大学講座

令和元年度　市民大学講座

令和元年度　市民大学講座

第１回歴史講座

笹だんご作り講座

令和元年度　市民大学講座
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古文書から読み解く江戸時代の生産力

上越の近代化産業遺産
～関川水系の電源開発～

郷土の歴史を学び
古き思い郷土の魅力を再発見！

昔から家庭で作られてきた笹団子作りを楽しみ　学ぶ

省エネライフで家計もハッピー

武士の剣術鍛錬とその美学
～宮本武蔵を中心に～

北前船が運んだもの

やってみよう！百人一首！！

第２回歴史講座

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

古代の貴族・民衆と雪



㈱越後みそ西 柏崎市教育委員会文化・生涯学習課

杤堀　佳倫 0257-20-7500

㈱ティックス 見附市まちづくり課生涯学習推進係

朝日　由香 0258-62-7801

アロマ・ティカ アロマサロン＆スクール　アロマティカ

木下　和美 0256-93-0333

スノー・ドロップ 花のアトリエ＆スクール

加藤　恵 0256-93-6355

大信音楽教室 刈羽村教育委員会

大信　ひとみ 0257-45-3933

NPO法人　マミーズ・ネット 刈羽村教育委員会

中條　美奈子 0257-45-3933

村上ohanaネット 村上地区公民館

代表　渡辺　ひろみ 0254-53-5111

糸魚川市教育相談センター 糸魚川市教育相談センター

横澤　富士子 025-553-1617

新潟青陵大学 中越教育事務所社会教育課

准教授　齋藤　恵美 0258-38-2652

(株)雪の日舎　代表取締役 中越教育事務所社会教育課

佐藤　可奈子 0258-38-2652

新潟労働衛生コンサルタント事務所 中越教育事務所社会教育課

鈴木　美和 0258-38-2652

NPO法人ohanaネット代表 下越教育事務所社会教育課

渡辺　ひろみ 0254-27-9158

新潟県立大学　 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　　角張　慶子 025-284-6110

新潟青陵大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　 碓井　真史 025-284-6110

NPO法人
日本ファシリテーション協会

県立生涯学習推進センター

徳田　太郎 025-284-6110

新潟大学教育学部 県立生涯学習推進センター

神村　栄一 025-284-6110

上越教育大学 県立生涯学習推進センター

高橋　知己 025-284-6110

F＆Cヨシザキ 県立生涯学習推進センター

吉崎　利生 025-284-6110

蔵王のもり　こども園 県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 025-284-6110
家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会 家庭教育支援ガイドブックを活用した講座づくり

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会
 家庭教育支援に役立つ

 ファシリテーションの技術を体験から学ぼう
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家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

本音のやり取りを可能にする

横澤家の子育て
～親の覚悟　今日からできること～

子どものメンタルヘルスを支えるＰＴＡ

女性が鍵?!　未来の地域づくりに求められること

アサーショントレーニング講座

PTA指導者研修会

小・中・特別支援学校等
ＰＴＡ指導者研修会

中越地区公民館研究大会

発酵食品の効果

ワーク・ライフ・バランスの実現を目指して開催した
仕事や私生活に好循環を生み出すヒントや

時間の使い方のスキルを学ぶ講座
上手な息抜き方法やストレスとの付き合い方を学ぶ講座

からだも、心も温まろう！
入浴剤（バスボム）作り

リトミックをとおして
親子の絆を深める

子育てで一番大切なこと
～心が元気な子に育てよう～

かしわざき市民大学

生活充実講座・
ストレスバイバイ講座

子どもわくわく事業

子どもわくわく事業

親子リトミック

家庭教育講演会

夏に飾りたい！
ハーバリウム作り

家庭・地域 コミュニティリーダー研修会 「学びあいの場」のつくりかた

家庭・地域 中越地区公民館職員研修会
あなたに逢えてよかったと言われるための

コミュニケーション研修

家庭・地域 にいがた連携公開講座
子どもの心をつつみこむ

～子育てに悩む大人に伝えたいこと～

家庭・地域 にいがた連携公開講座
親から子へ、命のメッセージ

～社会問題を心理学で読み解く～

家庭・地域
下越地区

第１回公民館職員研修会
村上市家庭教育支援チームの取組について

家庭・地域 家庭教育支援基本研修会 子どもを取り巻く社会問題と親支援の必要性（不登校）

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会 学校と子どもの現状及び家庭教育支援のあり方（いじめ）
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妙高砂防事務所 妙高市教育委員会生涯学習課

磯部 茂 0255-74-0034

上越教育大学講師 妙高市教育委員会生涯学習課

蜂須賀　洋一 0255-74-0034

岩手大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

広田　純一 0255-74-0034

上越教育大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

辻村 貴洋 0255-74-0034

新潟大学男女共同参画推進室
准教授・特任助教授 妙高市教育委員会生涯学習課

中野 享香・西原 亜矢子 0255-74-0034

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

光永　伸一郎 0255-74-0034

新潟県立看護大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

川野　英子 0255-74-0034

株式会社 JobRainbow 新潟県教育庁生涯学習推進課

星 賢人・星 真梨子 025-280-5972

新潟産業大学　特任教授
新潟産業大学

経済学部経済経営学科

秋山　正道 0257-24-6655

敬和学園大学 中越教育事務所社会教育課

教授　藤野　豊 0258-38-2652

糸魚川市教育委員会事務局 子ども教育課

水澤　哲 025-552-1511

大町山岳博物館学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

宮野　典夫 0255-74-0034

日本地質学会会員 妙高市教育委員会生涯学習課

大山　賢一 0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

濁川　明男・春日 良樹
高澤 誠一・品田 やよい 0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

安原 典哲・沢田 賢一
岡田 周平 0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

松井　浩 0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

濁川　明男・春日 良樹
高澤 誠一・品田 やよい

0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

濁川　明男・春日 良樹
高澤 誠一・吉田 美栄 0255-74-0034

上越科学館 湯沢町公民館

館長　永井克行 025-784-2460

長岡技術科学大学 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　山本 麻希 025-284-6110

新潟大学 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　 西　亮一 025-284-6110

NPO法人
妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

澤田　賢一 0255-82-4321

NPO法人
妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

保田　卓夫 0255-82-4321

NPO法人
妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

長谷部　恒夫 0255-82-4321

社会・経済 ひと・まちコース講座
まちづくり講座Ⅱ

～発酵文化“妙高の一品”～

社会・経済 ひと・まちコース講座
防災講座

～地域の災害を日ごろから考える～

社会・経済 ひと・まちコース講座
現代課題講座Ⅰ

～差別やいじめのない社会を目指して～

社会・経済 ひと・まちコース講座
地域づくり講座

～地域協働のいろは～

社会・経済 ひと・まちコース講座
まちづくり講座Ⅰ

～そもそも「まちづくり」ってなに？～

社会・経済 ひと・まちコース講座
現代課題講座Ⅱ

～見直してみよう、男女の働き方・暮らし方～

社会・経済 ひと・まちコース講座
健康講座Ⅰ

～家族の健康を考える～

社会・経済 人権教育指導者研修会
ＬＧＢＴ講演会

　　「誰もが 自分らし く 輝ける社会へ
　　　　　　　　　　～地域社会 と教育が できること～」

社会・経済
社会同和教育

市町村巡回研修会
いじめの問題と人権のルーツ
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自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅱ

妙高の大地 　～大地の不思議～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅳ

～夏の大毛無山・名立を歩く～

社会・経済
中越地区社会同和教育

市町村巡回研修会
同和問題の現状と社会同和教育の視点

自然・科学 おとなのワクワク探検隊
学ぼう！

夏のナイトアクティビティ

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅰ

妙高の生きもの 　～ライチョウ～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅲ

～春の斑尾高原を歩く～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅴ

～妙高の植物～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅵ

～妙高の大地の成り立ち～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅶ

～秋の笹ヶ峰高原を歩く～

自然・科学 夏休みサイエンスショー

見て　触れて　楽しむことで
科学のおもしろさ　科学への親しみと

興味関心を持ってもらい
将来の科学者を目指すきっかけづくりとする

自然・科学
南極観測隊秘話

～生態系解明が地球を救う～
にいがた連携公開講座

自然・科学 にいがた連携公開講座
天の川銀河の謎に迫る
～星空のロマンと科学～

自然・科学 自然体験活動の特質
自然体験活動指導者

（NＥＡＬリーダー）養成研修

自然・科学
妙高自然体験活動
指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

自然体験活動の指導の実際（源流探検）

自然・科学
妙高自然体験活動
指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

自然体験活動の指導の実際（スノーシューハイク）
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(有)マックス・ゼン
パフォーマンス　コンサルタンツ

見附市まちづくり課生涯学習推進係

丸山　結香 0258-62-7801

日本絵手紙協会　公認講師 上越市社会教育課

中嶋　洋子 025-545-9245

ミシンキルト作家

石井　久美子 0254-22-5167

村上市美術協会 村上市総合文化会館

板垣　正吾 0254-72-6700

阿賀町教育委員会

齋藤　トシ子 0254-92-3333

ふるさと学習館

本間　信昭 0254-99-2253

ふるさと学習館

本間　雅子 0254-99-2253

きのと交流館

石山　浩 0254-46-2101

新潟産業大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　片岡　直樹 025-284-6110

新潟大学　　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　原　直史 025-284-6110

県立近代美術館　専門学芸員 県立近代美術館

松矢　国憲 0258-28-4111

県立近代美術館　美術学芸員 県立近代美術館

松本　奈穂子 0258-28-4111

県立近代美術館　専門学芸員 県立近代美術館

平石　昌子 0258-28-4111

県立近代美術館　主任学芸員 県立近代美術館

伊澤　朋美 0258-28-4111

県立近代美術館　学芸課長 県立近代美術館

藤田　裕彦 0258-28-4111

県立近代美術館　主任学芸員 県立近代美術館

濱田　真由美 0258-28-4111

元帝塚山学院大学教授
日本絵葉書会会長

新潟県立万代島美術館

山田　俊幸 025-290-6655

元帝塚山学院大学教授
日本絵葉書会会長

新潟県立万代島美術館

山田　俊幸 025-290-6655

パーソナルカラー&
専属スタイリストサロン

新潟県立万代島美術館

Alice（アリス） 025-290-6655

芸術・文化
「        パーソナルカラーで
 自分に似合うタータンを知ろう！」 パーソナルカラーと自己診断法についての説明

芸術・文化

芸術・文化 「　『押し入れの中の文化財』
                あれこれ          」

ギャラリートーク
「乙女のデザイン 大正イマジュリィの世界」の

展示作品に関する解説

『新潟日報』連載にちなみ
絵はがきにまつわる様々なエピソードについての講演

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化 彫刻台座　奥深き世界

1964年－現代美術の背景

長岡現代美術館賞と同時代美術

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座

ナビ派に親しむ

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化 にいがた連携公開講座
日本酒学ことはじめ

～日本酒が語る地域の歴史と文化～

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座 新潟の地域と美術

大光コレクションの岸田劉生

技術・技能 リーダースキルを学ぶ講座

家庭や職場　地域など　多様な分野で
いきいきと活動するために

男女共同参画の視点や　リーダーとしてのスキルを学びながら
今後リーダーとして活躍する女性の人材育成の

一助となるよう講座を開催

芸術・文化 絵手紙教室 絵手紙で思いを伝えよう

芸術・文化 ミシンキルト教室 素敵なオリジナルタペストリーを作ってみませんか！

にいがた連携公開講座芸術・文化
あなたの知らない大相撲の世界

～観戦のための基礎知識～

芸術・文化 わんぱく書道塾 冬休み期間を利用して書道教室を開催する

芸術・文化 阿賀町公民館事業「寿大学」 書道教室講師

芸術・文化

芸術・文化 迎春フラワーアレンジメント講座
作品を作りながら季節を感じ

ものを作る楽しさを学ぶことを目的とする

芸術・文化 切り絵教室講師

塗り絵教室講師

阿賀町公民館事業「寿大学」

阿賀町公民館事業「寿大学」
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NESTA認定
メンタルフィットネストレーナー

上越市社会教育課

濁川　久美子 025-545-9245

日本レクリエーション協会
レクリエーションコーディネーター 三条市中央公民館

井上　眞一 0256-32-4811

新潟お笑い集団NAMARA 三条市中央公民館

　森下英矢 0256-32-4811

国立環境研究所主任研究員 見附市中央公民館

谷口　優 0258-62-1058

株式会社シルバーウッド 見附市中央公民館

飛騨　愛 0258-62-1058

見附市健康福祉課 見附市中央公民館

見附市キャラバン・メイト 0258-62-1058

筑波大学大学院教授 見附市中央公民館

久野　譜也 0258-62-1058

つくばウエルネスリサーチ 見附市中央公民館

塚本　珠代 0258-62-1058

美波リンパケアセンター 湯沢町公民館

中町みえ 025-784-2460

高橋　麻里子 025-201-6114

糸魚川市教育委員会事務局 子ども教育課

糸魚川市ALT 025-552-1511

健康・スポーツ ヒーリングヨガ教室 ヨガで 体も心もリフレッシュ！！

健康・スポーツ

健康・スポーツ

認知症を理解しよう 認知症予防のための 食事と運動

セルフリンパケア講座
座学 実践にて リンパについて学び

疲労 むくみ 肩こりなど　自宅で自分をほぐす
「セルフリンパケア」を習得する

国際交流・語学 おみちよう英会話体験教室
糸魚川ジオパークを訪れる 外国人観光客への

対応を想定した 初心者向けの英会話教室

健康・スポーツ

健康・スポーツ

健康・スポーツ

健康・スポーツ

認知症予防のＡＢＣ

ＶＲ認知症体験

知ろう！ 学ぼう！ 認知症
 「認知症サポーター養成講座」

認知症予防のための 食事と運動

認知症を理解しよう

認知症を理解しよう

認知症を理解しよう

認知症を理解しよう

健康・スポーツ

健康・スポーツ

健康・スポーツ オーレン☆ナイト講座 心と体のリラクゼーション

プロに学ぶ はじめての
レクリエーション

プロに学ぶ はじめての
レクリエーション

イベントやコミュニケーションツールとしても
役立つレクリエーションを 学ぶ

イベントやコミュニケーションツールとしても
役立つレクリエーションを 学ぶ
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糸魚川市教育委員会事務局 子ども教育課

西澤　隆 025-552-1511

郷土史家 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 0255-74-0034

妙高市文化財調査審議会委員
大字区長

妙高市教育委員会生涯学習課

清沢 聰・古川 守 0255-74-0034

(前) ㈱図書館流通センター 社会教育課 生涯学習推進係

高岡　容子 0256-77-8366

津川警察署交通課長 津川警察署

五十嵐　幸徳 0254-92-0110

女優・作家 新潟県教育庁生涯学習推進課

中江 有里 025-280-5972

「弱視の子どもたちに絵本を」理事 新潟県教育庁生涯学習推進課

山内　薫 025-280-5972

「おはなしポケット」
「布絵本をつくる会タッチ」代表

新潟県教育庁生涯学習推進課

六原　佳子 025-280-5972

佐渡国・草の会 下越教育事務所社会教育課

飯山　弘 0254-27-9158

ＮＰＯ法人ふるさと未来創造堂　 下越教育事務所社会教育課

中野　雅嗣　 0254-27-9158

宇都宮大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　 佐々木 英和 025-284-6110

立正大学 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　　髙橋 尚也 025-284-6110

新潟市生涯学習センター 新潟県立生涯学習推進センター

社会教育主事　　杉山 茂一 025-284-6110

ＮＰＯ法人みらいずworks　 新潟県立生涯学習推進センター

代表理事　　小見 まいこ 025-284-6110

東京大学大学院 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　牧野 篤 025-284-6110

国立教育政策研究所
生涯学習政策研究部

新潟県立生涯学習推進センター

統括研究官　　志々田 まなみ 025-284-6110

静岡大学教育学部 県立生涯学習推進センター

塩田　真吾 025-284-6110

信州大学教育学部 講師 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321

上越教育大学大学院　准教授 国立妙高青少年自然の家

関原　真紀 0255-82-4321

信州大学教育学部 講師 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321

NPO法人妙高山麓
自然体験活動指導者会

国立妙高青少年自然の家

藤井　清比古 0255-82-4321

NPO法人妙高山麓
自然体験活動指導者会

国立妙高青少年自然の家

大島　格 0255-82-4321

NPO法人妙高山麓
自然体験活動指導者会

国立妙高青少年自然の家

大島　孝子 0255-82-4321

環境教育事務所Life time 国立妙高青少年自然の家

小菅　江美 0255-82-4321

その他
妙高 自然体験活動

指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

妙高自然体験活動の安全管理/妙高自然と「遊ぶ・学ぶ」

その他
自然体験活動指導者

（NＥＡＬリーダー）養成研修
対象者理解/自然体験活動の指導・技術

その他
妙高 自然体験活動

指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

子供たちへの接し方と指導の工夫

その他
地域連携

コーディネーター養成スクール
「地域住民が学び活躍する学校へ

～コーディネートの充実からコラボレートへの成熟を目指して～」

その他 メディア研修特別講演会 「情報モラル教材支援 SNSノート の活用術」

その他
地域連携

コーディネーター養成スクール
「今、人生１００年を生きる子どもたちのために」

～地域総がかりで子どもを育てる社会を～

その他 基礎研修会
「自他を知り コミュニティの中で各人の力を活用し

 よりよい社会生活を送るために」
「調査研究法に基づくプログラム開発の在り方」

その他 基礎研修会
「《体験から学ぶ》事業改善に向けてフミダス一歩

～関わりの中から学び・気づくチカラ～」

その他
下越地区 第２回

公民館職員研修会

・パッククッキング
・防災レクリエーション

・情報交換「子どもも大人もワクワクする講座・取組を考えよう」

その他 基礎研修会
「学びの本質を問う」

「生涯学習によるまちづくり
～協働を効果的に推進するための方策～」

その他
地域連携

コーディネーター養成スクール
「理念と目的を共有し策略を立てるためのマインドセットと

現場で生きるファシリテーション」

本が大好きな子どものために
本の修繕方法を 基礎から学べる！

スマホ活用術

親子体験コース講座

図書修繕レベルアップ研修会その他

その他

その他

「youtube」「メルカリ」の活用により 生活力向上を図る

妙高水物語Ⅰ
～関川水系の電源開発を学ぶ～

その他 親子体験コース講座
妙高水物語Ⅱ

～世界かんがい施設遺産“上江用水”を学ぶ～

その他 阿賀町公民館事業「寿大学」 高齢者ドライバーの事故を防ごう

その他
大人の学びトークイベント

　　「女優・作家の中江有里さんが紹介する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～とっておきの学び～」

社会人の学び直し講演会

子ども読書
レベルアップ研修会

下越地区 社会同和教育
市町村巡回研修会

その他
子ども読書

レベルアップ研修会
すべての子どもに本の楽しさを
　～図書館職員の経験から～

その他

その他

読み聞かせと布絵本作り
　～本を楽しむ種をまく～

金山町の歌芸を通して
同和問題と人権問題を考える

その他
妙高 自然体験活動

指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

自然体験活動の指導の実際（仲間作り）

その他 学社共同参画セミナーⅠ・Ⅱ 体験による学びの手法について

その他
妙高 自然体験活動

指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

指導者としての心得

その他
妙高 自然体験活動

指導者養成研修
夏・冬 兼 体験会

自然体験活動の指導の実際（仲間作り）
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