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令和３年度 島根県立大学
浜田キャンパス地域連携推進委員会 名簿

（任期：令和 3.4.1～令和 4.3.31）

職
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教授
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角 能
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・委員
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考

１

学生の地域貢献活動

1）学生ボランティア活動（災害ボランティア以外）
学生の地域貢献活動のひとつとして地域でのボランティア活動に従事している。今年度
は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、1 月より活動は制限された。
以下活動に参加した学生からの感想や活動の様子等を紹介する。

＜2021.5.23 開催＞ 江津市障がい児・者アート作品展+音楽祭

にぎやかな日々

5 月 23 日に江津市総合市民センターで行われた障がい児・者アート作品展＋音楽祭の
ボランティアに参加してきました。
私はボランティアに参加するのが今回初めてだったのですが参加してみるととても楽
しく、またボランティア活動に参加してみたいと思いました。
ボランティア活動の間にアート作品を鑑賞したり、音楽祭も会場で見学したりできてと
てもいい経験ができました。アート作品を観ているとどれも自分には思いつかないような
作品ばかりで、障がいというハンデは芸術作品の中では関係ないんだなと感じました。

（総合政策学部 3 年・原 佳宏）
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＜2021.4.28 開催＞ 地連カフェ

～ボランティアメンターオールスター～

地域に出て活動をしている先輩にそれぞれ特色のある活動について話してもらい、
参加することによって地域で活動したい学生の一歩目を応援できるような場として、
地連カフェ『ボランティアメンターオールスター』が開催された。当日は学生教員等
合わせて 43 名が参加した。

◆イベント名

地連カフェ～ボランティアメンターオールスター

◆日

時

令和 3 年 4 月 28 日（水）15：00～16：30

◆場

所

大講義室１

◆主

催

浜田キャンパス地域連携推進委員会
※発案 総合政策学部 2 年 古石

◆参 加 団 体

7 団体

・しまね防犯サークル SCOT
・よさこい橙蘭
・国際系サークル「セカイへ」
・環境倶楽部「しまえっこ」
・AWESOME
・海の家 Re:rie
・KAKEHASHI
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葵

＜2021.6.23 開催＞ 地連カフェ

～県大 CONNECT～

地域の方をお招きし、地域の方との繋がりを作りたい１年生を対象とした、対面式
の地連カフェが開催され、地域の方と学生教職員合わせて 18 名が参加した。

◆イベント名

地連カフェ～県大 CONNECT～

◆日

時

令和 3 年 6 月 23 日（水）14：00～15：30

◆場

所

会議室（体育館）

◆主

催

浜田キャンパス地域連携推進委員会
※発案 地域政策学部 1 年 向江

◆参 加 団 体

佳祐

7 団体

・浜田市 魅力化コーディネーター

大地本由佳様

・浜田高校 高大連携推進員

竹内

勇人様

・浜田青年会議所 副理事長

筆坂

寿之様

・浜田市地域おこし協力隊

浅見

治輝様

・つながるマルシェ共同代表

本多瑠美子様
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２ 地域に関する教育・研究活動

1）しまね地域マイスター論文完成後の研究発表会

令和 4 年 2 月 15 日（木）から令和 4 年 2 月 24 日（木）までの期間に開催された、令和 3
年度「ＫＥＮＤＡＩ縁結びフォーラム」の中のプログラムとして、「しまね地域マイスター
の学生研究発表」が行われた。従来は対面形式であったが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点からオンラインでの開催とした。
今年度はしまね地域マイスター課程履修登録している総合政策学部総合政策学科 2 名が
卒業研究・論文に取り組み、このうち最優秀賞には大串茉里望さん、浜田市長賞には院内誠
春さんが選ばれた。
なお、卒業研究・論文タイトルは以下のとおり。

氏 名 ※五十音順
いん ない

ま さはる

中山間地域におけるオンライン診療導入の可能性について

院内 誠春

おおぐし

ま

り

研究テーマ

も

大串 茉里望

外国人観光客に対する効果的な情報発信方法の考察
—島根県邑南町を事例とした研究—
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３

地域から／地域への応援・情報発信

1）公開講座

浜田キャンパスでは、地域に開かれた大学として地域の方々の知的好奇心に応えるため、
毎年度公開講座を開催している。

表：令和 3 年度公開講座
NO

テーマ

受講者数一覧

講師

講座名

受講者数

地域政策学部
教 授 久保田 典男

地域との協働による課題研究の方法

43

国際関係学部
教 授 江口 真理子

地域根差した英語教育

29

総合政策学部
教 授 張 忠任

エクセルによる統計分析の基本方法

20

4

地域政策学部
教 授 井上 厚史

「地域づくりコース」がめざすもの

25

5

地域政策学部
准教授 播本 崇史

「歴史の見方」

30

6

地域政策学部
准教授 伊藤 豊

遺跡保全と社会的行動

18

地域政策学部
准教授 豊田 知世

エネルギーと地域循環共生圏

15

地域政策学部
准教授 宮下 聖史

ライフスタイルの多様化と学びの意義

15

9

地域政策学部
講 師 西嶋 一泰

島根で活躍する地域おこし協力隊

17

10

地域政策学部
准教授 田中 輝美

ローカルジャーナリストとしての生き方

19

11

地域政策学部
講 師 平井 俊旭

地域にブランドは必要なのか？

23

1
2
3

7
8

聞いて得する！
大学教員の
“ちょっとココだけ”
の話

地域づくり新時代
~歴史編・環境編・
人編・表現編~

受講者数：計 254 名（1 講座あたり 23 名）

昨年度から引き続き、令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オ
ンライン（オンデマンド配信）により、令和 3 年 12 月 15 日から令和 4 年 1 月 31 日までの
期間で実施した。11 講座が本学ホームページ上の専用ページにて公開され、延べ 254 名（1
講座あたり 23 名）の受講者を得た。講座の開講数が昨年度より多かったこともあり、延べ
受講者数（視聴回数）が増加した（令和 2 年度：開講回数 6 回、延べ受講者数 164 人、１
講座あたりの平均受講者数 27 名）
。
最も受講者が多かった講座は、「地域との協働による課題研究の方法」で、43 名が参加
（視聴）した。
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2）津和野町立日原中学校３年生の島根県立大学訪問

令和 3 年 11 月 5 日（金）
、津和野町立日原中学校 3 年生 15 名が修学旅行の一環として、
島根県立大学浜田キャンパスを訪問された。最初に大学内の施設見学をおこなった後、メデ
ィアセンターの見学をおこなった。語学学習支援室ではヴィクトリア先生と英語での交流
を楽しんだ。後半は田中恭子ゼミ生による「地域資源を活かしたコラボ商品開発」の発表や
リクリエーションをおこなった。また講義体験では田中典枝先生による英語の講義があり
「音声学に触れよう」
「英字新聞を読もう」という内容でおこなわれた。
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3）島根県立石見養護学校高等部３年生の島根県立大学訪問

令和 3 年 12 月 20 日（月）
、島根県立石見養護学校高等部 3 年生 9 名が島根県立大学浜田
キャンパスを訪問された。アイスブレイクをおこなった後、大学生活についての発表、田中
恭子ゼミ生による活動紹介をおこなった。大学生も養護学校の活動発表を聞き相互に理解
を深める機会となった。午後からはカフェテリアで昼食を摂った後、学内の施設見学や振り
返りをおこなった。

＜生徒さんの感想＞
今日初めて島根県立大学を見学させてもらいました。大学という所に初めて行きました。いまま
で大学のイメージは勉強づめで忙しいところだと思っていたけど、見学をして「自分のペースで学
べる」ということと、「学びたいことが学べる」というお話を聞いて、自分のペースでコツコツ学べるこ
とは、とてもいいことだと思いました。また、教室がとても広くてテレビで見る広さだったのでとても
びっくりしました。
図書室もとても広くて、言語などの場所もあって教室だけじゃなくて図書室でも勉強している方も
おられたので、自分の好きな場所で学べるっていいなと思いました。
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4）はまだ灯

2021（令和 3 年 10 月 26 日開催）

浜田市の安全で安心なまちづくりを目指して、浜田市民と島根県立大学生でつくる市民
団体「はまだを明るく照らし隊」が主催した。
「はまだ灯」は 2009 年 10 月に当時島根県立大学１年生であった平岡都さんの痛ましい
事件を契機として、事件の記憶を風化させないことを目的に始まった追悼行事である。
事件発生から 12 年目、10 回目の開催となった今年も昨年度に引き続き、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から規模を縮小して「はまだ灯 2021」を開催した。昨年度同様、
多くの人が参加できるよう Facebook のライブ配信を行った。当日は、浜田キャンパスの講
堂前に約 120 個の明かりを灯し、平岡さんへ追悼の意を表した。

【はまだ灯 2021 セレモニー】
本学学長、浜田市長、学生代表、しまね防犯サークル SCOT の代表、
「はまだを明るく照ら
し隊」の代表が、平岡都さんへの哀悼の意を込めた花壇（Garden of hope）を背に、挨拶を
行ない、安全安心なまちづくりへの思いを述べられた。
今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、来訪者の制限をした。更にセレモニーは挨拶のみ
という昨年度と同様、規模を縮小しての開催となった。
それでも、より多くの方に参加をしてもらい記憶に留
めてほしいという思いから、今年も Facebook のライブ
配信を行った。また、灯されるキャンドルについても、
はまだ灯開催当初に子ども達によって安全安心を願い作られたペットボトルを再使用し、
更にキャンドルを水に浮かべるという方法を試みた。コロナ渦以前と比べて、限られた状況
下でも工夫して追悼式を実施することが出来たと実感している。
来年度以降、
「はまだ灯」の式典の従来の在り方を検討する必要がある。感染症など困難
な状況下において、新しいものを取り入れていくことで、事件の記憶を風化させず、将来に
わたって、安全で安心なまちづくりへ繋いでいけるように一層努めていく。
（総合政策学部 4 年生・院内 誠春）
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5）MAKE DREAM 2021

2021 年 12 月 22 日（水）に、本学交流センターコンベンションホールにて本学の学生が
浜田の地域資源を活用したビジネスプランを提案する島根県立大学浜田を元気にするアイ
デアコンテスト「MAKE DREAM 2021」最終プレゼンテーションが開催された。
「MAKE DREAM」は、地域の企業や行政などに学生の発案する若者ならではの自由な発想
を聞いてもらい、新産業や新事業創出の参考にしてもらう「アイデア提供型」の企画であり、
今回で 11 年連続 11 回目の開催となる。
同コンテストの運営は主催であるはまだ産業振興機構をはじめ、行政、支援機関の幅広い
協力を得て行われている。審査にあたっては、久保田章市浜田市長を審査委員長とし、浜田
商工会議所、石央商工会、日本政策金融公庫浜田支店、島根県商工会連合会石見事務所とい
った各協力機関からトップクラスの方々が審査員として参画した。今年度は、新型コロナウ
イルス感染拡大予防のため、一般観覧者の来場を制限し、会場は観客席の間隔を空けるなど
様々な感染防止対策を講じた上で開催した。
コンテストには合計 16 組からの応募があり、書類選考を通過した上位 5 組が最終プレゼ
ンを実施した（表）
。
その結果、２年の井上瑞葵さん、小西風雅さんが発表した、石州和紙を素材としたウエデ
ィングドレスの制作・販売を行うプランである「和紙ドレス～TOWANI～」が最優秀賞を受
賞した。また、３年の遠藤圭記さんが発表した「新日本酒の開発・販売事業～浜田の日本酒
業界に革命を～」が優秀賞、他の３組が奨励賞を受賞した。
また今年度は、まちづくり法人での長期有償型インターンシップに参加し、地域課題解決
に向けたイベントの企画・運営を行っている１年の濵田真美さんの発表も行われた。

表 「MAKE DREAM 2021」最終プレゼンテーション発表者とテーマ（発表順）
氏名
井口駿
（奨励賞）
開本恭代
（奨励賞）
松本凌汰
（奨励賞）
井上瑞葵・小西風雅
（最優秀賞）
遠藤圭記
（優秀賞）

学年

発表テーマ

２年 ハマるBOX
２年 移動販売車「KURUMI」～今必要とするものを必要とする人に届ける～
２年 Carwash Studio“viewtiful”
２年 和紙ドレス～TOWANI～
３年 新日本酒の開発・販売事業～浜田の日本酒業界に革命を～

（教授 久保田典男）
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6）NEAR センター市民研究員制度

日本海をはさんで北東アジア地域に接する島根県とその周辺には、さまざまな視点から
この地域に強い興味を抱き、それぞれに知識をたくわえている方がいる。島根県立大学北東
アジア地域研究センター（NEAR センター）では、日本を含む北東アジア地域の研究に強い
興味を持っているキャンパス外の方々に、NEAR センターの市民研究員として共に研究して
いただく「NEAR センター市民研究員制度」を平成 18 年度に創設した。
市民研究員はNEARセンターに所属し、研究会等への参画を通じて自らの興味関心に基づ
く研究活動に取り組むほか、研究テーマで意気投合した本学の大学院生と研究計画書を練
り上げ、学内審査のうえ研究助成を受けて共同研究を行う等、大学院生の研究に刺激とな
っている。
また、NEARセンター研究員（本学教員等で構成）は、「NEARセンター・アカデミック・
サロン」に登壇し、専門研究分野の最前線を市民研究員向けにわかりやすく解説する等、
市民研究員制度を通じた地域への「知」の還元を心がけている。

＜令和3年度における市民研究員の活動＞
〇交流懇談の集い
【日時】2021 年 4 月 17 日（土） 13:00～16:00
【場所】交流センター1 階 研修室
【内容】① NEAR センターについての概要説明、NEAR センター研究員紹介
②

NEAR センター市民研究員制度説明

③

参加者の自己紹介

④

グループ・リサーチ・サロン／参加者同士の意見交換・マッチング

〇第１回市民研究員全体会
【日時】2021 年 5 月 15 日（土） 13:00～16:00
【場所】講義研究棟 1 階 大講義室 1
【内容】① NEARセンター

アカデミック・サロン

中村圭研究員「なぜ中国企業は人材の流出をプラスに変えられるの
か」
②

参 加 者 自 己 紹 介 （ NEARセ ン タ ー 研 究 員 、 市 民 研 究 員 、 大 学 院 生 ）

③

グループ・リサーチ・サロン／共同研究の情報交換
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〇第 1 回市民研究員研究会
【日時】2021 年 7 月 17 日（土） 13:00～16:00
【場所】交流センター1 階 研修室
【内容】＜第１部＞
①

「大学院生と市民研究員の共同研究」審査結果発表と講評

②

NEAR センター アカデミック・サロン
李暁東 NEAR センター長・研究員「中国の法、西洋の法」

＜第 2 部＞ 市民研究員による研究報告
①

田中文也「記紀･風土記と魏志倭人伝等の整合性をはかる（第１報）」

②

髙橋優子「
「被爆ナショナリズム」を問う─韓国・朝鮮人被爆者の運動を事例
に―」

③

山崎京二「インバウンドとしての医療ツーリズム」

〇第 2 回市民研究員研究会
【日時】2021 年 12 月 4 日（土）13:00～16:00
【場所】講義研究棟 中講義室 3
【内容】① NEAR センター

アカデミック・サロン

角能准教授「親子関係に対するケアの考察―高齢者介護と保育の比較―」
②

「大学院生と市民研究員の共同研究」中間報告
楊東霖（大学院生）
・山崎京二（市民研究員）
・坂東朋子（市民研究員）
「インターネットにおける中日両国の若者の相手国に対するイメージの影響
力についての研究」

③

市民研究員による研究報告
田中文也「古代史検証ツアー（ＦＷ）
「否さの浜を求めて」
・・・国譲りの舞台
は中海周辺か・・・」

〇第 2 回市民研究員全体会
【日時】2022 年 3 月 5 日（土）13:00～15:30
【場所】講義研究棟 中講義室 3
【内容】＜第１部＞ 市民研究員と大学院生の共同研究成果報告
①

陳其柔（大学院生）
・趙氷（市民研究員）
【2019 年度採択】
「異文化適応の双方向性―島根県の中国人留学生とホスト社会の関係から―」

②

楊東霖（大学院生）
・山崎京二（市民研究員）
・坂東朋子（市民研究員）
【2021
13

年度採択】
「インターネットにおける中日両国の若者の相手国に対するイメージの影響力につ
いての研究」
＜第 2 部＞ 市民研究員による研究報告
①

田中文也「山陰世界遺産登録運動と国立博物館誘致について」、
「蒜山高天原の
実証的検証と世界遺産登録について」

②

岡崎秀紀「小泉八雲を崇拝した、辞書編纂の入江祝衛とその父・一迺夫（寿庵）
――浜田藩（松井松平家）の藩医・入江家のファミリーヒストリー」
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7）講演会講師・審査会委員等

氏名

発令元

名称

期間

赤坂 一念

江津市

江津市個人情報保護対策審議会 非常勤委員

R3.3.1～R5.2.28

赤坂 一念

江津市

江津市情報公開審査会 非常勤委員

R3.3.1～R5.2.28

赤坂 一念

江津市都市計画課

江津市都市計画審議会 非常勤委員

R1.12.11～R3.12.11

赤坂 一念

島根県教育委員会

島根県立出雲高等学校 SSH 運営指導委員会運営指導委員

H31.4.25～R5.3.31

事業評価委員

R3.7.16～R6.3.31

赤坂 一念
赤坂 一念
赤坂 一念

島根県教育委員会教育
指導課
島根県高等学校総合学
科研究協議会
矢上高校と地域の未来を
つくる会

島根県高等学校総合学科発表会の審査委員
矢上高校と地域の未来をつくる会役員会アドバイザー

赤坂 一念

江津市建設政策課

江津市都市計画審議会都市計画に関する事項の審議を行う非常勤の委員

赤坂 一念

島根県立江津高等学校

「総合的な探求の時間」の成果発表会指導助言

大学共同利用機関法人

総合地球環境学研究所共同研究員

人間文化研究機構

高付加環境汚染問題に対処する持続可能な地域イノベーションの共創

伊藤 豊
犬塚 優司
岩本 浩史
岩本 浩史

公益財団法人しまね国際
センター
中国地方整備局道路部
地域道路課
大田市役所総務課法令
係

公益財団法人しまね国際センター評議員 (非常勤)
中国地方整備局道路協力団体指定 委員会
大田市情報公開審査委員、個人情報公開審査委員、行政不服審査会委員

岩本 浩史

浜田市

岩本 浩史

浜田市

岩本 浩史

浜田市

岩本 浩史

浜田市

浜田市公平委員会 非常勤委員

岩本 浩史

益田市

益田市個人情報保護運営審議会 委員

岩本 浩史

美郷町

岩本 浩史

三次河川国道事務所

江口 真理子

島根県立浜田高等学校

江口 真理子

島根県立浜田高等学校

地域政策学および国際関係学に係る出張講義

公益財団法人しまね女性

公益財団法人しまね女性センターの運営に関する審議を行う非常勤の評議

センター

員

岡本 寛
岡本 寛

公益財団法人しまね女性
センター

浜田市行政不服審査会 委員
浜田市情報公開審査会/浜田市個人情報保護審査会/浜田市個人情報保
護審議会
浜田市情報公開審査会/浜田市個人情報保護審査会/浜田市個人情報保
護審議会の委員 (非常勤)

美郷町情報公開審査委員(会長)、美郷町個人情報保護審査委員(会長)、
美郷町個人情報保護審議会委員(会長)
江の川河川整備アドバイザー会議
島根県立大学及び語学や国際関係の学部進学を志望する生徒を対象とし
た講演会講師

公益財団法人しまね女性センター評議会評議員 (非常勤)
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R4.2.8
R3.4.1～R4.3.31
R3.12.11～R5.12.10
R4.3.16
R3.4.1～R4.3.31
R3.5 月末
～R6.6 月
R3.2.1～R6.1.31
R2.10.30～R5.10.29
H31.4.1～R4.3.31
R1.10.1～R3.9.30
R3.10.1～R5.9.30
R2.11.18～R6.11.17
R1.10.2～R3.10.1
R3.2.20～R5.2.19
R3.11.19～R4.10.31
R3.5.14
R3.7.7
H29.7.1～R3.6.30
R3.7.1～R7.6.30

岡本 寛

浜田市

岡本 寛

浜田市

岡本 寛

浜田市

岡本 寛

益田市

岡本 寛
岡本 義朗
角 能
角 能

浜田市行政不服審査会 委員
浜田市情報公開審査会/浜田市個人情報保護審査会/浜田市個人情報保
護審議会
浜田市情報公開審査会/浜田市個人情報保護審査会/浜田市個人情報保
護審議会の委員 (非常勤)

H31.4.1～R4.3.31
R1.10.1～R3.9.30
R3.10.1～R5.9.30

益田市行政不服審査会 委員

R2.4.1～R4.3.31

益田市行政情報不服審査会 委員

R2.5.14～R4.5.13

文部科学省

国立研究開発法人化学技術振興機構有識者会議委員 (非常勤)

R3.4.1～R4.3.31

国立大学法人横浜国立

非常勤講師「現代社会福祉(1)、(2)」 「中級現代社会福祉(1)、(2)」オンライン

大学

授業

益田市役所総務部管財
課

国立大学法人横浜国立
大学

R3.10.5～R4.3.31

「現代社会福祉(1)、(2)」 「中級現代社会福祉(1)、(2)」

R3.10.5～R4.3.31

川中 淳子

島根県教育委員会

島根県総合教育審議会委員 委員

R3.7.30～R5.7.29

川中 淳子

浜田市

浜田市保健医療福祉協議会 非常勤審議委員

R2.5.20～R4.3.31

非常勤の理事

R1.6.1～R3.6.30

理事会理事 (非常勤)

R3.7.1～R5.6.30

河部 安男
河部 安男

公益財団法人しまね女性
センター
公益財団法人しまね女性
センター

清原 正義

大阪教育大学

大阪教育大学への提言委員会委員 (非常勤)

R2.12.1～R4.11.30

清原 正義

吉林省翻訳協会

吉林省翻訳協会海外理事

H30.4.1～R5.3.31

清原 正義

島根県商業教育研究会

令和 3 年度島根県商業教育研究大会講演会 講師

R3.10.19

清原 正義

島根県立益田高等学校

進路指導に関する HR 活動の講師

R3.6.18

清原 正義

能海寛研究会

第 27 回能海寛研究会年次大会記念講演会 講師

R3.7.11

清原 正義

松江商工会議所

議員例会の講師

R4.1.26

工藤 祐司

はまだ産業振興機構

久保田 典男
久保田 典男

大田市産業振興部道の
駅推進室
江津市政策企画課政策
企画係

島根県立大学浜田を元気にするｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ「MAKE DREAM2021」学内調
整
大田市仁摩地区道の駅整備推進委員会 非常勤委員
江津市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

R3.6.14～R4.3.31
R3.2.1～R4.3.31
R2.11.16～R4.10.30

久保田 典男

島根県

島根県雇用表彰委員会「しまねいきいき雇用賞」非常勤審議委員

R2.7.7～R4.3.31

久保田 典男

中国地方整備局

中国管内の港湾における広域連携 BCP 検討会の有識者委員

R3.3.3～R5.3.31

島根県芸術文化センター指定管理業務評価委員

R2.6.1～R5.9.30

大田市総合計画・総合戦略等推進会議委員長

R3.7.1～R5.3.31

公益財団法人ふるさと島根定住財団 理事（非常勤）

R3.6.1～R5.6.30

久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男

島根県環境生活部文化
国際課
大田市政策企画課
公益財団法人ふるさと島
根定住財団
島根県雇用政策課

島根県雇用対策審議会 委員
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R1.11.1～R3.10.31

久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男
久保田 典男

松江市産業経済部まつえ
産業支援センター
(公団)ふるさと島根定住
財団
NPO 法人石見銀山協働
会議
公益財団法人しまね産業
振興財団

検討会議メンバー

R3.9.2～R3.10.31

ふるさと島根定住財団理事 (非常勤)

R1.6.1～R3.6.30

石見銀山基金事業公開審査会等委員

R1.6.1～R4.3.31

しまね産業振興財団 (非常勤)

R3.6.1～R5.3.31

公益財団法人中国地域

「中国地域におけるナチュラルワークスタイルの実現とナチュラルワーカー

創造研究センター

受入に向けた方策検討調査委員会」委員長 (非常勤)

島根県商工労働部雇用
政策課
島根県立平田高等学校
島根県立松江農林高等
学校
中国経済連合会
中国地域創造研究センタ
ー
中国地方整備局
特定非営利活動法人石
見銀山協働会議

島根県雇用対策審議会 委員
平田高校地域協働学習について講義
総合学科 2 年生へ研究についての講義
ワーケーションに関するオンライン講演会の講師

R3.4.1～R4.3.31
R3.11.1～R5.10.31
R3.6.1
R4.1.14・R4.1.21
R3.11.9

調査事業推進委員会 委員

R2.6.8～R4.3.31

中国地方国際物流戦略チームの有識者委員

R3.8.16～R4.3.31

石見銀山基金事業公開審査会 選定委員

R3.7.1～R4.3.31

久保田 典男

日本海信用金庫

「せがれ塾」第 10 期生セミナー 講師

R3.6.18

久保田 典男

日本海信用金庫

「せがれ塾」第 10 期生セミナー 講師

R3.8.6

久保田 典男

日本海信用金庫

「せがれ塾」第 10 期生セミナー 講師

R3.10.8

久保田 典男

日本海信用金庫

「せがれ塾」第 10 期生セミナー 講師

R3.12.3

久保田 典男

はまだ産業振興機構

久保田 典男

浜田市水産業振興協会

久保田 典男
小林 明子
小林 明子

浜田市総務部行財政改
革推進課
学校法人 KCP 地球市民
日本語学校
浜田市役所人権同和教
育啓発センター

島根県立大学浜田を元気にするｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ「MAKE DREAM2021」コーディ
ネーター

R3.6.14～R4.3.31

浜田地域水産業構造改革推進プロジェクト地域協議会 委員

R3.12.2～R6.3.31

浜田市支店管理者選定委員会 非常勤委員

R2.8.25～R4.8.24

日本語教師養成講座の理論編「認知言語学・心理言語学」科目

R4.2.1～R4.4.30

浜田市男女共同参画推進委員会 委員

R2.4.1～R4.3.31

金野 和弘

大阪市立大学

非常勤講師 「データマイニング」

R3.4.1～R3.9.30

金野 和弘

大阪市立大学

非常勤講師 「都市の経済とビジネス」

R3.10.1～R4.3.31

金野 和弘

浜田市政策企画課

浜田市情報課推進協議会委員 (非常勤)

R3.7.29～R8.3.31

浜田市まちづくり総合交付金課題解決特別事業選考委員会委員 (非常勤)

R3.7.1～R8.3.31

ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ等の整備にかかるワーキンググループの座長 (非常勤)

R3.7.1～R4.6.30

浜田市観光戦略構築会議 非常勤委員

R2.12.7～R4.3.31

金野 和弘
金野 和弘
西藤 真一

浜田市地域政策部地域
活動支援課
浜田市定住関係人口推
進課
一般社団法人浜田市観
光協会
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島根県浜田県土整備事

(主)浜田八重可部線(後野工区)総合交付金(改築)工事 環状交差点安全対

務所

策検討業務(その 2)にて実施する安全対策検討会のアドバイザー

西藤 真一

浜田市社会福祉協議会

浜田市ボランティアセンター運営委員

西藤 真一

浜田県土整備事務所

西藤 真一

鈴木 遵也
鈴木 遵也
鈴木 遵也

島根県地域振興部しまね
暮らし推進課
浜田市役所上下水道部
管理課
浜田市役所上下水道部
管理課

(主)浜田八重可部線(後野工区)総合交付金(改築)工事環状交差点安全対
策検討業務(その 2)にて実施する安全対策検討会のアドバイザー

R4.3.16～R4.3.31
R3.4.1～R5.3.31
R3.11.9～R4.3.31

島根県立しまね海洋館指定管理業務評価委員

R3.6.22～R5.3.31

浜田市水道事業審議会 委員

R3.4.1～R5.3.31

浜田市水道事業審議会 委員

R4.3.22～R6.3.21

髙須 佳奈

島根県立出雲高等学校

山陰探求サミット審査員

R3.7.29

髙須 佳奈

島根県立出雲商業高校

1・2 年生を対象として開催する進路講演会の講演講師

R4.3.17

髙須 佳奈

島根県立出雲商業高校

3 年生を対象として開催する課題研究発表会の講演講師

R4.2.8

髙須 佳奈

島根県立出雲商業高校

1・2 年生を対象として開催する特別授業の講演講師

髙須 佳奈

島根県立邇摩高等学校

3 年課題研究 指導および助言

髙須 佳奈

島根県立邇摩高等学校

島根県高等学校総合学科発表会の講演講師 (オンライン)

R4.2.8

島根県立松江北高等学校魅力化コンソーシアムの役員

R4.3.10

「課題研究の基礎」と題した高校生対象の講演講師

R3.10.14

髙須 佳奈
髙須 佳奈
髙須 佳奈

島根県立松江北高等学
校
大東高校
特定非営利活動法人石
見銀山協働会議

石見銀山基金事業公開審査会選定委員

R4.3.14～R4.3.16
R3.10.26～R3.12.17

R3.7.1～R4.3.31

髙須 佳奈

平田高校

探究学習やキャリアにかかわる講義の講師

R3.9.16

髙須 佳奈

平田高校

「職業人講演会」の講師

R3.10.27

髙須 佳奈

三刀屋高校

「課題研究の基礎」 講演会の講師

R3.10.14

髙須 佳奈
田中 輝美
田中 輝美

文部科学省研究開発局
宇宙開発利用課
MONJUnoCHIE(任意団
体)
一般社団法人しまね協力
隊ネットワーク

宇宙航空科学技術推進委託費審査評価会専門ワーキンググループ 委員

R3.5.24
R4.3.31

市民対象のオンライン講演会のゲストスピーカー

R3.8.22

島根県地域おこし協力隊初任者研修のオンライン講師

R3.6.29
R3.12.15

田中 輝美

小国まちづくりセンター

ふるさと地域学習会での講演

田中 輝美

株式会社 MYTURN

取締役 (非常勤)

株式会社シーズ総合政策

関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に向けた

研究所

調査・検討事業（内閣府)調査委員会 委員

田中 輝美

関西大学

非常勤講師 「地域メディア論」「制作実習(地域コンテンツ)」

R3.4.1～R3.9.20

田中 輝美

関西大学

非常勤講師 「地域メディア論」「制作実習(地域コンテンツ)」

R3.9.21～R4.3.31

田中 輝美

田中 輝美

公益財団法人ふるさと島
根定住財団

関係人口マッチング・イベントにおける対談他
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R3.4.1～R4.3.31
R3.5.31～R4.3.31

R3.10.12

田中 輝美
田中 輝美

江津市政策企画課
島根県政策企画局政策
企画監室

江津市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 (非常勤)
日本海沿岸地帯振興連盟政策研究会における講師

田中 輝美

島根県農業経営課

島根県農政審議会 委員

田中 輝美

島根県社会福祉協議会

くにびき学園西部校講義 講師

R3.4.1～R4.10.30
R3.10.6
R3.8.1～R5.7.31
R3.4.16

総務省地域力創造グルー
田中 輝美

プ地域自立応援課地域振

ふるさとづくり懇談会構成員 (非常勤)

R3.4.1～R4.3.31

興室
田中 輝美
田中 輝美
田中 輝美
田中 輝美

東海国立大学機構岐阜
大学地域協学 C
西日本旅客鉄道株式会
社
浜田市地域政策部政策
企画課
浜田市地域政策部政策
企画課

学生・一般を対象としたシンポジウムでの特別講演（オンライン）

R4.3.23

「おためし地方暮らし」オンラインセミナー出演

R3.4.21

若者会議ファシリテーター (非常勤)

R3.4.1～R5.3.31

「元気な浜田づくり市民委員会」のファシリテート (非常勤)

R3.6.1～R4.3.31

北陸先端科学技術大学

「移動前提社会の可能性と課題研究会」において関係人口の実態把握と今

院大学

後の展望に関する指導・助言

田中 輝美

島根県芸術文化センター

島根県芸術文化センター 協議会委員

丁 雷

学校法人慶應義塾

非常勤講師文学部 「中国語学・中国文学研究会Ⅱ・Ⅳ」 (オンライン）

寺田 哲志

島根県

島根県公共事業再評価委員会 非常勤委員

R3.4.1～R5.3.31

寺田 哲志

島根県土木部河川課

島根県河川整備計画検討委員会 委員

R4.3.1～R6.3.31

寺田 哲志

三次河川国道事務所

江の川河川整備アドバイザー会議

田中 輝美

豊田 知世
豊田 知世

(一社)持続可能な地域社
会総合研究所
雲南市市民環境部環境
政策室

R3.8.7
R4.3.1～R6.2.29
R3.12.16

R3.11.19～R4.10.31

地域経済循環研究プロジェクト共同研究者 （非常勤）

R3.5.20～R4.3.31

市内外の関係者を対象として開催する講演会の講師

R4.1.29

豊田 知世

大田市

大田市公共施設適正化推進委員会 非常勤委員

豊田 知世

邑南町

邑南町ゼロカーボンシティ促進事業公募型プロポーザル審査員

R3.5.18

豊田 知世

邑南町

令和 3 年度地区別戦略拠点等整備事業「ちくせんコンペ」審査員

R3.10.15

第 29 回サンレディーフェスタの記念講演 講師

R4.2.27

「しまね自治研集会」での基調講演

R3.7.16

豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世

公益財団法人大田市体
育・公園・文化事業団
自治労島根県本部
島根県土木部技術管理
課

R2.4.1～R4.3.31

島根県公共事業再評価委員会 非常勤委員

R3.4.1～R5.3.31
R2.12.15～R4.12.14

豊田 知世

島根県税務課

島根県固定資産評価審議会委員 （非常勤）

豊田 知世

島根県都市計画課

島根県都市計画審議会非常勤の委員

R4.2.1～R6.1.31

島根県都市計画審議会

R2.2.1～R4.1.31

豊田 知世
豊田 知世

島根県土木部都市計画
課
島根県立大田高等学校

「総合的な探求の時間」 講演会講師
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R3.6.7

豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世

島根県立浜田高等学校
島根県立松江農林高等
学校
島根県立松江南高等学
校
農林水産省中国四国農
政局
農林水産省中国四国農
政局

「バックキャスティング」と SDG`s に関する講演

R4.3.17

1 年生対象の SDGS 講義 （Web）

R4.2.1

「SDGs と探求活動講演会」 講師

R3.5.25

中国四国農政局国営等事業管理委員会に係る再評価技術検討会 委員

R3.6.18～R4.3.31

多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰選定 委員会委員

R3.8.16～R4.3.31

島根県立大学浜田を元気にするｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ「MAKE DREAM2021」最終審

豊田 知世

はまだ産業振興機構

豊田 知世

浜田市

浜田市行財改革推進委員会の委員 (非常勤)

R3.4.1～R5.3.31

豊田 知世

浜田市

浜田市再犯防止推進計画策定専門部会 非常勤委員

R3.2.22～R4.3.31

浜田市都市計画審議会委員 (非常勤)

R3.4.27～R4.8.31

浜田市 BUY 浜田運動推進委員会 非常勤委員

R3.5.24～R4.3.31

浜田市環境清掃対策審議会 委員

R2.4.1～R4.3.31

浜田市水道事業審議会 委員

R3.4.1～R5.3.31

「元気な浜田づくり市民委員会」のファシリテート (非常勤)

R3.6.1～R4.3.31

浜田市地球温暖化対策地域協議会 委員

R2.4.1～R4.3.31

浜田市水道事業審議会 委員

R4.3.22～R6.3.21

豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
豊田 知世
永田 瑞恵

浜田市建設企画課都市
計画係
浜田市産業経済部商工
労働課
浜田市市民生活部環境
課
浜田市上下水道部管理
課
浜田市地域政策部政策
企画課
浜田市地球温暖化対策
地域協議会
浜田市役所上下水道部
管理課
一般財団法人地域・教育
魅力化プラットフォーム
島根県環境生活部環境
政策課
島根県健康福祉部感染
症対策室

査員

しまね探究フェスタ２０２１ (探求学習発表会)のサポーター

R3.12.22

R4.2.4

しまね環境アドバイザー

R3.4.1～R5.3.31

島根県会計年度任用非常勤職員 (宿泊療養施設の看護職業務)

R3.6.23～R4.3.31

西嶋 一泰

大田高校

高校の大学研修における模擬授業の講師

R3.10.14

西嶋 一泰

益田東高校

大学訪問における模擬授業の講師

R3.10.14

西嶋 一泰

万葉の里高津未来の会

西嶋 一泰

大田高校魅力化コンソー
シアム

江戸時代より 300 年続く地域伝統文化、ホーランエンヤ神事の写真・舟歌等
の撮影・録画のデジタルアドバイザー

R4.1.27

大田高校魅力化コンソーシアム役員

R3.4.1～R5.3.31
R3.7.17～R4.1.22

西嶋 一泰

国立大学法人島根大学

非常勤ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾀｰ (令和 3 年度島根大学社会教育主事講習運営業務)

西嶋 一泰

自治労島根県本部

「しまね自治研集会」での事例報告

R3.7.16

西嶋 一泰

島根県立出雲高等学校

山陰探求サミット審査員

R3.7.29

西嶋 一泰

一般社団法人家の光協
会

雑誌 『地上』の記事の制作
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R3.4.21～R3.4.25

西嶋 一泰

一般社団法人しまね協力
隊ネットワーク

理事 (非常勤)

R3.4.1～R5.3.31

西藤 真一

鹿児島大学

非常勤講師 「経済政策論Ⅱ」

R3.10.1～R4.3.31

西藤 真一

鹿児島大学

非常勤講師 「経済政策論Ⅰ」

R3.4.8～R3.9.30

島根県立浜田高等学校学校評議員 (非常勤)

R3.5.14～R4.3.31

新田 典利

島根県教育庁学校企画
課

八田 典子

江津市建設政策課

江津市景観審議会 非常勤委員

R2.8.25～R4.8.24

八田 典子

島根県教育庁文化財課

島根県古代出雲歴史博物館協議会委員非常勤委員

R2.7.21～R4.7.20

八田 典子

島根県芸術文化センター

八田 典子

島根県芸術文化センター

八田 典子

島根県土木部都市計画
課

島根県芸術文化ｾﾝﾀｰ協議会委員 ｾﾝﾀｰ運営に関する審議を行う非常勤の
審議委員

R2.3.1～R4.2.28

島根県芸術文化センター協議会 委員

R4.3.1～R6.2.29

しまね景観賞審査 委員

R3.3.3～R5.3.31

八田 典子

浜田市

浜田市景観審議会 委員

R1.5.1～R3.4.30

濵田 泰弘

島根県立出雲高等学校

出雲高等学校課題研究指導員 (非常勤)

R3.7.1～R4.3.31

濵田 泰弘

島根県立出雲高等学校

山陰探求サミット 審査員

R3.7.29

浜田市環境審議会 委員

R2.4.1～R4.3.31

濵田 泰弘
林 秀司
林 秀司
林 秀司
林 秀司
林 秀司
林 秀司
林 秀司
林 秀司
張 忠任

浜田市市民生活部
環境課
島根県立浜田高等学校
国土交通省中国地方整
備局
島根県
浜田市地域政策部政策
企画課
（公財）ふるさと島根定住
財団
島根県土木部都市計画
課
益田市
益田市建設部都市整備
課
浜田医療センター附属看
護学校

地域政策学および国際関係学に係る出張講義
中国地方整備局事業評価監視委員会 非常勤委員
河川整備基本方針及び河川整備計画等について審議する非常勤の審議委
員

R3.7.7
R2.7.7～R4.3.31
R2.3.30～R4.3.31

浜田市総合振興計画審議会委員 (非常勤)

R3.7.1～R7.3.31

公益財団法人ふるさと島根定住財団 評議員

R2.6.1～R6.6.30

島根景観審議会 委員

R2.2.1～R4.1.31

益田市入札・契約適正化委員会 委員

R3.4.1～R6.3.31

益田市景観審議会 委員

R3.7.2～R5.3.31

非常勤講師 「情報科学演習」

R3.5.1～R3.7.31

播本 崇史

東洋大学

非常勤講師 「中国哲学購読 A・B」 「中国学概論 A・B」

R3.4.1～R4.3.14

播本 崇史

東洋大学

非常勤講師 「漢文訓読法 1」

R3.9.15～R4.3.14

平井 俊旭

島根県広聴広報課

提案競技審査委員会の委員

R3.6.10

福原 裕二
福原 裕二

北海道大学スラブ・ユーラ
シア研究Ｃ長
大田高校

北海道大学スラブ・ユーラシア研究Ｃ境界研究共同研究員
高校の大学研修における模擬授業の講師
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R2.3.31～R4.3.31
R3.10.14

福原 裕二

広島大学

非常勤講師 「戦争と平和に関する学際的研究」

福原 裕二

益田東高校

大学訪問における模擬授業の講師

福間 純弘
福間 純弘
藤原 眞砂
藤原 眞砂
藤原 眞砂

島根県政策企画局統計
調査課
島根県政策企画局統計
調査課
浜田市
島根県立石見高等看護
学院
大田市役所建設部都市
計画課

R3.6.2～R3.8.27
R3.10.14

労働力調査の統計調査員

R3.12.15～R4.6.15

労働力調査の統計調査員

R2.12.15～R3.6.15

第 4 次浜田市都市計画審議会 委員

H30.9.1～R4.8.31

非常勤講師 「社会学」

R2.9.4～R3.10.9

大田市空家対策協議会 委員

R2.4.1～R4.3.31
R4.3.10

別枝 行夫

島根県立出雲高等学校

出雲高校 PDSｚセミナー 講師

別枝 行夫

浜田市教育委員会

浜田市子ども読書活動推進計画検討委員会

別枝 行夫

浜田市教育委員会

浜田市立図書館協議会非常勤 委員

R2.4.1～R4.3.31

ヘネベリー・ス

島根県立石見高等看護

ティーヴン

学院

非常勤講師 「看護英語」

R3.7.1～R4.1.25

ヘネベリー・ス

浜田医療センター附属看

ティーヴン

護学校

非常勤講師 「英会話」

R3.4.1～R4.1.31

島根県明るい選挙推進協議会 委員

R3.6.1～R4.5.31

島根県明るい選挙推進協議会 委員

R2.3.15～R3.5.31

益田市行財政改革審議会行政経営に関する審議を行う非常勤の審議委員

R2.3.1～R4.2.28

岡山県人権政策審議会

R4.3.17～R6.3.16

人権教育講演会の講師

R3.8.5

光延 忠彦
光延 忠彦
光延 忠彦
光延 忠彦
光延 忠彦
光延 忠彦

島根県明るい選挙推進協
議会
島根県選挙管理委員会
事務局
益田市
岡山県県民生活部人権
施策推進課
岡山県立誕生寺支援学
校
全国健康保険協会島根
支部

全国健康保険協会島根支部評議会評議委員 （非常勤）

R3.12.9～
推進計画策定の日

R2.11.1～R4.10.31

光延 忠彦

浜田市

浜田市行財改革推進委員会の委員 (非常勤)

R3.4.1～R5.3.31

宮下 聖史

長野大学

非常勤講師 「地域政策と地域づくり」

R3.8.31～R3.9.3

宮下 聖史
村井 重樹
村山 誠
村山 誠

一般財団法人地域・教育
魅力化プラットフォーム
島根県商工労働部
浜田市都市建設部建築
住宅課
浜田市都市建設部建築
住宅課

雪吹 重之

はまだ産業振興機構

李 憲

島根県

しまね探究フェスタ２０２１ (探求学習発表会) のサポーター
島根県商工労働部指定管理業務評価非常勤 委員
浜田市空家等対策協議会
浜田市雇用促進住宅民間譲渡検討委員会委員 (非常勤)
島根県立大学浜田を元気にするｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ「MAKE DREAM2021」 1 次審
査員
島根県消費生活審議会 委員
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R4.2.4
R2.7.1～R5.3.31
R4.2.10
R3.7.19～R4.3.31
R3.10.22
R2.7.27～R4.7.26
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