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くまもと県民カレッジ認定講師 Q＆A 

 

Q:くまもと県民カレッジ認定講師とは？ 

A:生涯学習や仕事、趣味、ボランティア等の活動で培った知識やスキルを生

かし、講師として活動するための一助となるように始めた人材認証制度で

す。（本年度から実施） 

生涯学習講座の講師になりたいという方を対象に認定試験を実施し、一定

の水準に達していると認められた方々が認定講師となります。 

 

Q:くまもと県民カレッジ認定講師を証明するものは？ 

A:くまもと県民カレッジ認定講師には、次のような認定証を交付していま

す。 

 

 

 

 

 

 

Q:くまもと県民カレッジ認定講師を活用するには？ 

A:熊本県教育庁社会教育課へご連絡ください。くまもと県民カレッジ認定講師

の連絡先等をお教えします。 

 不明な点などは、お気軽にお問合せください。 

【問合せ先：熊本県教育庁社会教育課】 

☎ ０９６-３３３-２６９８ 

📧  shakaikyouiku@pref.kumamoto.lg.jp 

 くまもと県民カレッジ講師認定試験に 

合格したことを証します。 

氏名   熊本 花子 
認定日 令和２年（２０２０年）２月２２日 
 

熊本県教育委員会社会教育課長 



くまもと県民カレッジ認定講師 一覧（50音順） 

氏名 大久保 等（おおくぼ ひとし） 

分野 更生福祉  

学習 

内容 

・罪を犯した高齢者、障がい者の支援について 

準備物 プロジェクター、スクリーン 

対象者 成人一般、高齢者 

対象地域 県全域 

実施可能日 平日、土曜日、夜間は要相談 

経費 
講師料 要相談 

教材費 無し 

主な活動歴 
・2019，12 福祉系大学での講義「罪を犯した高齢者、障がい者への支援」 

・2020，２ 県内保護司会での講義「罪を犯した高齢者、障がい者への支援」 

 
氏名 太田 州保（おおた くにお）  

分野 野菜栽培（家庭菜園）、糖尿病改善・ダイエット（糖質制限）等 

学習 

内容 

・野菜栽培「土つくり」「農薬と上手く付き合う」「70種類以上の野菜栽培の

仕方」 

・有機肥料づくり 

・野菜と健康「野菜の栄養素」「糖質制限による糖尿病改善・ダイエット」 

・高齢者の生き方 

・ハーモニカ初級指導 

準備物 
プロジェクター、スクリーン 

ホワイトボード 

対象者 小学生、中学生、高校生、成人一般、高齢者 

対象地域 県全域 

実施可能日 原則 火・木・土・日曜日 

経費 
講師料 要相談（交通費程度） 

教材費 無し 

主な活動歴 
熊本市内の公民館（３ヶ所）で、月２回「家庭菜園講座」や「ハーモニカ講

座」を実施。 

 

 

 

 

 



氏名 大場 雅子（おおば まさこ） 

分野 演劇教育、イベント企画運営 

学習 

内容 

・演劇的思考と演劇教育 

・演劇教室 

・朗読教室 

・イベントの組み立て方と運営 

※演劇、イベントに関連する事柄であれば、内容に応じてプログラムを作成

しますので、ご相談ください。 

準備物 
プロジェクター、スクリーン 

演劇教室→自由に動ける場所 

対象者 小学生、中学生、高校生、成人一般、高齢者 

対象地域 県全域 

実施可能日 日中であればいつでも可、夜間は要相談 

経費 
講師料 要相談 

教材費 講座内容による（～1,000円程度） 

主な活動歴 

【菊池市中央公民館 主催講座】 

・2017 「音読が楽しくなる朗読講座」（大人向け） 

    「朗読を学ぶ」（小中学生向け） 

・2018 「55シアター（はじめての演劇）」 

・2020予定 「公民館サポーター養成講座」「昔話を演じる」 

 
氏名 岡田 富子（おかだ とみこ） 

分野 幼児教育、「親の学び」プログラム、親子レクレーション、いきいきサロン 

学習 

内容 

・幼児教育、「親の学び」プログラム 

・親子ふれあい遊び（昔遊び等） 

・高齢者いきいきサロン 

準備物 
運動できる場所 

音響機器 

対象者 幼児、小学生、成人一般、高齢者 

対象地域 八代市、熊本市、芦北・水俣地方、球磨地方 

実施可能日 土・日曜日（月～金曜日は要相談） 

経費 
講師料 要相談 

教材費 無し 

主な活動歴 

・幼稚園、保育園の遊び指導（手遊び、集団遊び等） 

・幼稚園、保育園の親子ふれあい遊び 

・「親の学び」プログラム 

・高齢者いきいきサロン 



氏名 小田 佳生留（おだ かおる） 

分野 日本の伝統文化（きもの）、日本の精神文化 

学習 

内容 

・きものを通して日本の精神文化を学ぶ。 

・「五感と想像力を育む  日本の民族衣装」 

「きものに学ぶ  先人の知恵」 

準備物 プロジェクター、スクリーン 

対象者 小学校、中学校、高校生、成人一般、高齢者 

対象地域 県北、県央 

実施可能日 要相談 

経費 
講師料 要相談 

教材費 無し 

主な活動歴 
・2018～ 夏休みゆかた子ども教室 

・2018～ きもので身に付ける和の所作、和の心 

 
氏名 鹿子木 和昭（かなこぎ わしょう） 

分野 健康体操 

学習 

内容 

・笑い＋健康体操にヨガの呼吸法を取り入れた運動 

・笑って健康になろう 笑って自己肯定感アップ 

準備物 
・運動できる場所 

・運動できる服装 

対象者 中学校、高校生、成人一般、高齢者 

対象地域 県全域（公共の交通機関を利用） 

実施可能日 原則 いつでも 

経費 
講師料 交通費のみ 

教材費 無し 

主な活動歴 ・2019,10 松橋公民館講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏名 國本 聡子（くにもと さとこ） 

分野 植物染色（草木染め・藍染め）、環境 

学習 
内容 

・身近な植物、染料植物を使った染色体験と講話 

・【環境】生ゴミリサイクルと在来種を育てる家庭菜園のすすめ 

準備物 

プロジェクター、スクリーン 

草木染め体験は、基本は調理室等の火気が使用出来る会場 

その他会場は、要相談。 

対象者 小学生  中学生  高校生  成人一般  高齢者 

対象地域 県央（公共の交通機関を利用） 

実施可能日 原則、土・日曜日・祝日 

経費 
講師料 要相談 

教材費 布・染料等実費 

主な活動歴 

・2010～ 熊本県ミュージアムパートナーズクラブ 草木染めの会で活動 

毎年「キッズミュージアム」で草木染め体験を指導 

・2016,６～11 宇城市松橋インダストリアル研修館講座「暮らしを彩る植物染め」 

・2018,７ 宇城市中央公民館ひまわり学級講座「健康寿命をのばすコツ」 

・2019,９ 障がい者ビジネススクー講座「藍染め・柿渋染め入門」        

・2019,10 くまもと県民カレッジ「キャリアアップ」コース「『趣味をいか

す』という選択肢～『好き』で『しごと』をつくる」～」 

 

 

氏名 新屋敷 紀美代（しんやしき きみよ） 

分野 健康、災害、臨床美術、手芸 

学習 

内容 

・健康教室「肝臓のおはなし」「認知症になっても安心できる街」 

・災害 DIG「白地図を使って地域を知ろう」 

・臨床美術「コミュニケーション名人を目指して」 

・手芸「端切れでブローチ」「100均の造花で可愛い飾り」など 

準備物 

プロジェクター、スクリーン 

・健康教室は、無し 

・災害 DIGは、地域の地図 

・臨床美術は、クレヨン、色鉛筆など 

・手芸は、内容により相談（身近な材料を使用して実施） 

対象者 小学校、中学校、高校生、成人一般、高齢者 

対象地域 県北、県央 

実施可能日 原則土・日曜日、祝日（夜間は要相談） 

経費 
講師料 無料 

教材費 無し 

主な活動歴 

・2014～ 防災士会で学校、地域で災害時の避難訓練や避難所運営ゲームを実施 

・2016～ 避難所で下肢静脈の検査を実施する傍ら、認知症予防ゲームを実施 

・2019～ 田迎公民館で正しい手の洗い方と認知症予防ゲームをを実施 

・2019～ 熊本市社会福祉協議会の依頼でボランティアコーディネーター研修講師 



氏名 瀬井 まり子（せい まりこ） 

分野 大人のための絵本セラピー○R （自身でメンタルケア） 

学習 

内容 

絵本の「語り」と「絵」を通して心を癒し、その後「グループワーク」を通

して自分の内面に気付き、自己肯定感を高めていく。（実施時間は１時間 30分～２時間） 

準備物 

筆記具、バインダー（必要時） 

絵本を映し出すためのプロジェクター若しくは投影機（参加人数が 50 名を

超える場合） 

対象者 中学生、高校生、成人一般、高齢者、学校の保護者等 

対象地域 県全域 

実施可能日 実施２ヵ月前であれば希望日程で調整可能 

経費 
講師料 要相談（参加人数により変動） 

教材費 コピー代（参加人数により変動） 

主な活動歴 

・2016,11 認知症グループホームにて利用者へアロマテラピーを交え絵本

セラピーを実施 

・2017,５ アルコール依存症自助グループ（AA）ミーティングにて絵本セ

ラピーを実施 

・2019,８ グリーフケア「『人』として向き合う講演会」を企画し、絵本セ

ラピーを実施 

・2019,10 大人のための絵本朗読会にて「ミニ絵本セラピー」を実施 

 

 

氏名 髙木 正三（たかき まさみ） 

分野 福祉、健康、農業体験 

学習 

内容 

・障害者への理解を深めるため障害児の親の立場から提言 

・病気克服における心の持ち方、立て直り方法等 

・地産地消、身土不二等に関し農の大切さの普及 

準備物 プロジェクター、ホワイトボード 

対象者 小学校、中学校、高校生、成人一般、高齢者 

対象地域 県全域 

実施可能日 いつでも可 

経費 
講師料 要相談 

教材費 無し 

主な活動歴 

・2018,２ くまもと江津湖療育医療センター「施設と保護者会は車の両輪」 

・2018,４ 熊本市勤労福祉センター他「障害児を持つ親の本音～苦難に打

ち勝つ笑顔と感謝」 

・2019,８ 尾上校区自治会「心が折れた時の立て直し～苦難と闘病を乗り

越えて～」 

・2019,９ 松橋公民館自主講座「心が折れた時の立て直し」 



氏名 矢野 博（やの ひろし） 

分野 農業分野（ブルーベリーの栽培） 

学習 

内容 

・ブルーベリーの特性、効用（自家栽培） 

・ブルーベリーの植え方と注意する点 

準備物 投影機 

対象者 成人一般 

対象地域 県北、県央 

実施可能日 ブルーベリーの植え付け時期（１～3月ならいつでも） 

経費 
講師料 交通費のみ 

教材費 無し 

主な活動歴 

【くまもと県民カレッジ「講師養成」コースにおけるオープン講座】 

・2016,２ 「農事で一石三鳥」 

・2017,２ 「農事のススメ『お百姓で一石三鳥』 

・2018,２ 「最近の異常気象と野菜の高騰～あなたの『健康』と『家計』

を守る」 

 
氏名 吉田 紀子（よしだ のりこ） 

分野 世界遺産 

学習 

内容 

・世界遺産から世界遺産「学」へ～つながり合う遺産～ 

・ようこそ！世界遺産ツアーへ～豊かな人生に向かって GO！～ 

・みんなで楽しむ世界遺産すごろく（日本編） 

・世界遺産いじわるカルタ 

準備物 プロジェクター、スクリーン、マイク 

対象者 成人一般 

対象地域 県北、県央 

実施可能日 日曜日、祝日、平日は要相談 

経費 
講師料 要相談 

教材費 無し 

主な活動歴 

・2008 世界遺産検定ガイダンス３級ナビゲーター（熊本） 

・2009 世界遺産検定ガイダンス３級ナビゲーター（熊本、福岡） 

・2014 放送大学熊本学習センター同窓会「熊放会」第 28 回ミニ面白研究

会 

・2018 熊本市南部公民館講座「楽しく学ぼう！日本の世界遺産」 

 


