
　２　人文・社会科学分野講師団

分野 小分類 氏名
(雅号・ペンネームなど）

指導内容 活動歴 ＰＲ事項 指導対象 指導人数
指導可能
曜日・時間

活動希望
区域

1 郷土史（誌）・郷土に関すること 人文・社会科学１２

あゆかわ のぼる

・秋田弁の解説と楽しみ方
・文学を味わう（主に詩、川柳）
・地域おこしの提案

・県内各地の高齢者大学
・銀行など貯金会のあつまり
・公民館などの研修会

むずかしくなく楽しく
肩のこらない語り

全世代、高齢者 曜日制限なし
１時間半くらい

市内全域
県内全域

2 心理学 人文・社会科学２

石郷岡
    イシゴウオカ

  純子
 ジュンコ

コミュニケーション能力向上　子供
の能力を引き出すためのコミュニ
ケーション
コミュニケーション実践
コミュニケーションを学びイキイキ
子育て
美しい話し方　すてきな笑顔　相手
の心を引きつけるコミュニケーショ
ンetc

全県のハローワークでコミュニケーション
セミナー
話し方セミナー
笑顔セミナー
いろいろな職場でセミナー、講演を開催
秋田結婚支援センター講師

よい人生を創り出すためにコ
ミュニケーションや話し方を通
して自分のためだけではなく
相手の心を満たし、よい関係
を築くことが自分の幸せにつ
ながっていく。笑顔あふれる
社会づくりに貢献いたします。

全世代 要相談 要相談 県内全域

3 人文・社会一般、労働・社会問
題、社会学、民俗・習慣・文化
財、マスメディア、その他

人文・社会科学１、８、９、１１、
１３、１４

和泉
   イズミ

　浩
ヒロシ

社会学
様々な社会問題、社会現象
まちづくり、観光、環境、男女共同
参画、メディアリテラシー、芸術、文
化、教育、格差

大学教員として秋大や看護大学での講
義、講座・講演など

全世代 要相談 県内全域

4 歴史、郷土史 人文・社会科学４、１２

伊藤
　　イトウ

  幸司
　　コウジ

古文書解読学習を始めようとする
方へのアドバイス

・生涯学習２級インストラク
ター（古文書）認定資格保有
・初級者向けの時間を設定し
ている古文書講座が少ないこ
とから、これから古文書解読
を始めようとするレベルに特
化して、これまでの自分の経
験を役立てるようアドバイス
の機会を持ちたい。

全世代 少人数 要相談 市内および近隣
市町村

5 郷土史（誌）・郷土に関すること 人文・社会科学１２

小国
   　オグニ

  裕実
     ヒロミ

秋田近世・近代史
久保田城・城下に関すること

中央図書館明徳館における定期的な講
演会

画像を中心に分かりやすく解
説

全世代 市内全域

6 歴史・地理、民俗・習慣・文化
財、郷土史（誌）・郷土に関す
ること

人文・社会科学４、１１、１２

岸
  キシ

　茂男
　　シゲオ

・常羽会
　佐竹氏に関する藩政期、常陸の
国・出羽の国を支配した佐竹氏の
歴史的経緯の学習、常陸国（太田
市と近隣市町村）と交流。
・久保田城址歴史案内ボランティ
アの会
　秋田を支配した佐竹氏の歴史学
習、秋田県内自然・文化・民族等。
秋田市の憩いの場千秋公園を設
計した長岡安平にまつわる机上学
習、園内学習等。
・雄和ガイドボランティアの会
　雄和の自然・歴史・文化・地域の
民族などの机上、地域学習を行っ
ている。
・昔の秋田を見ていただく会
　平成２３年から、昭和年代の地域
生活を写真・映像を通じて、高齢者
入所施設で読み聞かせ。現在はコ
ロナ感染症対策で中止。

・常羽会
　ＪＲ東日本秋田支社、駅たび：久保田城
跡案内、千秋公園。雄和地域史蹟巡り。
秋田市民団体とへそ公園案内。箱館戦争
１５０年講話。
・久保田城址歴史案内ボランティアの会
　千秋公園設計者、長岡安平・人とのつ
ながり講話。雄物川舟運講話：、土崎港
～新波港
・雄和ガイドボランティアの会
　雄物川舟運講話、今宿～院内、土崎～
神宮寺。雄和小学校地域学習。高尾山春
の山野草散策。地域水害の備え（山間
地、河川氾濫の備え）講話。雄物川災
害、災害と避難講話。雄物川の水の恩恵
「地域生活の視座から」講話。雄和文化
財巡り。エイジフレンドリー「雄和学習」。
明治天皇巡幸「矢立峠から羽州街道」を
辿る。

今年度の予定
　９月１日大仙市歴史団体、
久保田城跡・千秋公園研修
案内
　１０月中旬雄和市民団体、
久保田城跡・千秋公園研修
案内
　１１月初旬久保田城跡・千
秋公園研修案内
　１１月以降、雄和市民セン
ター地域学習予定

全世代 市内全域、雄和
学区

7 心理学、教育学 人文・社会科学２、１０

木場
　　キ バ

　和子
　カズコ

・傾聴講座、コミュニケーションの
大切さを学ぶ。
・メンタルケア、メンタルヘルス、心
理学を学ぶ。
・人間関係を良好にする内容。
・みんなで楽しくコミュニケーション
力をつけよう。

2017/11/19わがまち大好き秋田市長で
す。１５分番組で市長さんとの放送。
2018年こんにちは秋田市での活動を紹介
2018年 １月・４月～７月傾聴スキル講座
講師（センタースで８名から４０名参加）
2019年　５月～７月コミュニケーション力
講師
センタース出前講座、県生涯センター出
前講座

パワーポイントと資料に基づ
きコミュニケーションの大切さ
を学び、人間関係を良好に
し、日常を過ごすための講座
です。他にメンタルケア、メン
タルヘルスについての講座も
あります。年代を問わず仲良
く楽しい講座です。

高校生、成人、高齢
者

１５人～５０人 要相談 市内および近隣
市町村

8 教育学 人文・社会科学１０

腰山
  コシヤマ

　豊
ユタカ

児童文化財の製作、演出、実演。
県内で絵本、紙芝居等の製作指導
等の経験あり

釜石市認定こども園、１日目は子ども、２
日目は職員研修、ボランティアとして津波
被災地を訪問

腹話術、紙芝居、人形芝居 全世代 ３人以上 要望による 県内全域

9 歴史・地理、民俗・習慣・文化
財、郷土史（誌）・郷土に関す
ること

人文・社会科学４、１１、１２

小松
コマツ

  和彦
カズヒコ

秋田の郷土史・花街・花柳界・人形
道祖神をはじめとする民間信仰
世界の民族工芸

著作「秋田県の遊郭跡を歩く」「美人の秋
田」（復刻）「村を守る不思議な神様」東京
の書店、秋田の公立図書館などで講演多
数。

考古学、民俗学、アートなど
幅広いジャンルから秋田の郷
土史を読み解く

全世代 県内全域

10 人文・社会一般、哲学・宗教・
倫理学、歴史・地理、社会学、
民俗・習慣・文化財、郷土史
（誌）・郷土に関すること

人文・社会科学１、３、４、９、
１１、１２

齊藤
　サイトウ

  壽
  ジュイン

胤
  

民俗学
宗教学
神道学（神礼、祭礼、神事など全
般）

秋田市関係では
　秋田市民俗芸能伝承館講座
　秋田市赤れんが郷土館講座
　ひろば女性学級学習会

昭和５３年からＮＨＫ秋田放
送局番組レギュラー出演
平成２２年１０月から『楽園』
（雑誌）「ちゃんとワケあり民
俗学」連載、現在７２号

全世代 県内全域

11 歴史・地理 人文・社会科学４

齊藤
　サイトウ

  信夫
　　ノブオ

戦没者遺児の太平洋戦争
５１０年前土着した雄和水沢の伊
藤家と総墓（共同総墓制）
雄和の高尾山

秋田市立中通小学校の平和教育
雄和ガイドボランティアの会主催の太平
洋戦争
由利本荘市南内越公民館と雄和ガイドボ
ランティアの会との合同研修

不戦と恒久平和・二度と戦争
を起こさないために
共同総墓制
高尾山の歴史

全世代 市内全域

12 政治・経済・時事問題、財政・
統計、労働・社会問題

人文・社会科学５、７、８

財務省
ザイムショウ

秋田
　　　アキタザイムジムショ

財務事務所

日本の財政事情や課題・国の予算
のポイント、社会保障と財政の改
革、秋田県の経済の動き、振り込
め詐欺などの金融犯罪にあわない
ための注意点、身近なところで活
用されている国有財産など、財政・
経済・金融・国有財産に関する内
容

県内各地で講演・出前講座などを実施 グループの人数、対象年齢
は問いません。ご要望に応じ
て講師を派遣いたします。お
気軽にご相談ください。

全世代 原則平日8:30～
17:15（夜間およ
び休日も相談に
応じます）

県内全域

13 その他 人文・社会科学１４

地域
チイキ

マイスターやどめ

代表
ダイヒョウ

　佐藤
　　サトウ

  大貴
　タイキ

・地域の歴史・文化の講座の企画・
運営について（地域マイスターとし
ての養成講座）
・ボランティア活動の経験を含めた
基礎講座
・ボランティア団体など市民任意団
体の設立に関して
・パソコンの使い方

H20～ボランティア活動を高校の部活動
にて開始
H21～H22学童保育ボランティア
H22～H23秋田パイロットクラブサポー
ター・御所野育成クラブ会員
H24～地域マイスターやどめ　代表
H25～太平山三吉神社協力会会員

・地域の歴史・文化の講座の
企画・運営について（地域マ
イスターとしての養成講座）
・ボランティア活動の経験を
含めた基礎講座
・ボランティア団体など市民任
意団体の設立に関して
・パソコンの使い方
などを今までの活動の経験を
生かして、指導・情報を提供
できます。

全世代 話し合いにより決
定
指導日程を決め
る際、基本的に１
か月半から２か
月前にお話をい
ただければ、助
かります。

県内全域

14 労働・社会問題、教育学 人文・社会科学８、１０

佐藤
　　サトウ

　存
タモツ

・志授業（小中高対象）
青少年キャリア教育
学習指導
まちづくり、ひとづくり講話（終活、
勤労、コミュニティ、地域作り、国際
理解など）

・追分フェスタ　地域イベント創出、交流事
業創出
・立志塾RISE　学習指導、志授業、不登
校支援
・NPO団体はにかむ　家庭教育支援
・あきたのファミリー　ホストとして１０人の
外国人サポート
・株式会社カタリスト　終活、起業、コミュ
ニティ創出、石材販売、シェアハウスほか
・令和４年　関係人口創出事業（秋田県）
・令和元年　秋田地域振興局表彰

小中高を中心にキャリア教育
可能です。
You Tubeチャンネル「秋田
RISEちゃんねる」有
大人対象の講座も数多く開講
経験あります。

全世代 いつでも（調整必
要）

県内全域

15 法律 人文・社会科学６

重久
　シゲヒサ

　愛
イツミ

ヨガや健康体操、また、ＩＴに関する
ことも教えてあげられると思いま
す。
ヨガは体が硬くてもＯＫです。認知
症や集中力ＵＰ、いろいろな用途に
合わせることができます。また、メ
ディケーションやオフィスの合間で
企業様に指導も行います。

ヨガフェスタを秋田で初めて開催、ヨガを
活用した交流会、キッズヨガ、企業様向け
ヨガ、チェリッシュカフェでのママヨガ、マタ
ニティヨガ、シニアヨガ、チェリッシュカフェ
でのヨガ、アジア最大級の５万人が来るヨ
ガフェスタに出演等々

心と身体を健やかに、そして
情操教育や秋田の抱える社
会問題にフィックスして指導
することができます。まずはご
相談ください。

全世代 一ヶ月以上前に
連絡いただけると
幸いです。不規
則で決まりはあり
ません。

県内全域

16 哲学・宗教・倫理学 人文・社会科学３

柴田
　　シバタ

　謙吉
　ケンキチ

学問の頂点に基づき各種の発明
発見をして役立ててきたこと。

西部公民館にてピンチヒッター依頼により
応じました。

人知の頂点の哲学を創案、
完全無欠の無臭トイレ、コロ
ナ問題全面解消

全世代 ３時間まで 県内全域

17 キャリアコンサルティング、ハラ
スメント

人文・社会科学２、８

簾
    スノウチ

内　聖子
   サトコ

ハラスメント防止セミナー（セクハ
ラ、パワハラ、マタハラ、アカハラ）
キャリアコンサルティング（セミ
ナー、個別相談）
自分史活用セミナー

県内外でハラスメント防止セミナーを実
施、年間５・６回

働く人、働きたい人がその人
らしくイキイキと働くためのサ
ポートを行っています。（ハラ
スメント防止、キャリアコンサ
ルティング、自分史などを活
用）

成人、高齢者 金曜日午後以外
（事前に日程調
整を希望）

県内全域

18 歴史・地理、教育学、民俗・習
慣・文化財、郷土史（誌）・郷土
に関すること

人文・社会科学４、10、１１、
１２

外
　　トノイケ

池　智
サトシ

秋田のふるさとかるた ６０人 要相談 市内全域

19 人文・社会一般、歴史・地理、
政治・経済・時事問題

人文・社会科学１、４、５

野中
   ノナカ

　和郎
   ワロウ

・過去２００～３００以上は行ってき
ている。（県外も含む）
・令和３年は年１０回程度（市内の
みならず、市外も）
・指導分野で参照ください。

主なテーマとして
①「世相雑感」としてその時の世界・日本
の動きなど
②「映画で観る２０世紀」
③「愉しい老後」を考えるetc.

眠い話はいたしません！ 成人、高齢者 県内全域

20 人文・社会一般、郷土史（誌）・
郷土に関すること

人文・社会科学１、１２

北条
ホウジョウ

　常
　ツネヒサ

久

日本近代文学、秋田の近現代文
学、国語教育

秋田県生涯学習センターあきたスマート
カレッジ
西部市民サービスセンター、東部市民
サービスセンター、勝平地区公民館

秋田県の近代文学、日本近
代文学

成人 １００人以下 県内全域

21 郷土史（誌）・郷土に関すること 人文・社会科学１２

武藤
　　ムトウ

  四郎
　　シロウ

（武藤
　　ムトウ

  素
    ソギョ

魚）

・人生１００年時代の心得
・或る画人の生涯を追い求めて
　－倉田松濤画伯傳の刊行－
・俳句入門講座

・秋田市内・各高齢者大学
・合川公民館
・雄和小学校・雄和中学校
・全県公民館大会

「誠実に」「正直に」「親切に」
を目標に対応します。

子ども（小学生、中
学生）、高齢者

要相談 県内全域
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分野 小分類 氏名
(雅号・ペンネームなど）

指導内容 活動歴 ＰＲ事項 指導対象 指導人数
指導可能
曜日・時間

活動希望
区域

22 心理学、教育学 人文・社会科学２、１０

森谷
　　モリヤ

  岳
　  タケトシ

寿
　

１、ディズニーに学ぶおもてなしス
キル向上講座
２、相手を動かすコミュニケーショ
ン能力向上講座
３、初めてのロジカルシンキング入
門講座

秋田市内中学校の総合学習の時間に
「働くに当たって大切なこと」の題名にて
講演。
民間企業で「コミュニケーション能力向上
講座」の研修講師担当

１、ディズニーランド、リッツ
カールトン、宝塚等での実体
験を踏まえ、楽しみながらお
もてなしの心を解説します。
２・３、職場等において実際に
活かせるコミュニケーション手
法や問題解決手法を易しく解
説します。

全世代 要相談 要相談 県内全域

23 歴史・地理、郷土史（誌）・郷土
に関すること

人文・社会科学４、１２

渡部
　ワタナベ

　育子
　　イクコ

秋田の古代史、女性天皇 平成３０年度秋田県埋蔵文化財センター
活用事業（２０１８年６月１７日於秋田県立
博物館）講演会「律令国家地方行政機構
のなかでみる払田柵跡」

指導内容に関する著書、論文
あり

全世代 県内全域
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