
岡山県男女共同参画推進センター　人材情報一覧

№ 氏　　　名 フリガナ 対応できる専門分野 対応できる関心分野

1 青木  耕治 アオキ コウジ 男女共同参画 結婚　地方再生

2 青山　融 アオヤ マトオル 岡山弁再発見 岡山と推理小説　横溝正史と金田一耕助

3 赤迫  康代 アカサコ ヤスヨ
子どもの心の発達　家庭教育　自己肯定感（子ども、大人）　子育て支援　子
どもとメディア　HSC（ひといちばい敏感な子）

父親の子育て支援

4 秋川  陽一 アキカワ ヨウイチ
幼児教育　 保育　 教育制度 政策 　子どもの人権　 子育て支援　女性問題
一般

育児

5 秋山　繁治 アキヤマ シゲハル 理科教育　生物学　性教育
生徒科学課題研究、両生類の繁殖生態
http://www.shigeharuakiyama.com/bio/2010/05/post-677.html

6 石原  達也 イシハラ タツヤ SDGｓ　災害支援　協働の支援
エリアマネジメント支援　コミュニティ財団　小規模多機能自治　コレクティ
ブインパクト　ワークライフバランス

7 市場  恵子 イチバ ケイコ
ジェンダー　男女共同参画　ＤＶ　セクハラ　高齢化　青少年　性　人権　夫
婦　親子　貧困　ストレス　ＰＴＳＤ　アサーティブトレーニング　認知の行動療

8 大平　秀子 オオヒラ ヒデコ ＤＶ防止　ＤＶの対応について

9 片山  ひとみ カタヤマ  ヒトミ
随筆　童話　家庭の中での主婦の自分らしい生き方について　家事、育児の
中でも自分を確立させる

10 金重  恵美子 カネシゲ エミコ
性教育　女性のヘルスケア　高齢女性の健康　骨粗鬆症予防　子宮頸がん
予防

11 川上　恵美子 カワカミ エミコ
エンディング全般　グリーフサポート　終活　看とり　葬送　供養　コミュニ
ケーション

エンゼルケア

12 上村　茂仁 カミムラ シゲヒト 婦人科学　性感染症　月経問題　性教育 ＳＮＳ問題

13 清野　幸代 キヨノ ユキヨ
DV防止（デートＤＶを含む） ハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハラ、アカ
ハラ等）防止 男女共同参画社会

離婚　相続

14 小林  鈴代 コバヤシ スズヨ
男女共同参画の歴史　ジェンダー問題　防災　女性の健康(社会福祉）　ボラ
ンティア　食育　パーソナルカラー

女性の健康（医学 保健衛生）　認知症　自分史　作詩　女性の人権　高齢
化問題

15 沢山　美果子 サワヤマ ミカコ 女性史（近世、近代女性史）

16 角南　勝弘 スナミ カツヒロ 学校教育　社会教育　生涯学習　考古学

17 角田　みどり スミダ ミドリ
自己肯定感の醸成　いじめ問題　男女平等教育　立志教育　志授業　男女
共同参画社会の推進　ジェンダー平等の実現　SDGs.No.5　幼児造形　児童
画の見方　対話型鑑賞法　造形遊び事例

職場における同僚性の構築　職場におけるハラスメントの防止　子育て上
手な親になる秘訣　健康寿命を延ばす生き方　女性が輝く時代の実現

18 千田　節子 センダ セツコ
幼稚園等の親子体操　高齢者大学　介護予防事業（イスに座って筋トレ、ス
トレッチなど）

19 田淵　泰子 タブチ ヤスコ
障害者の人権 精神障害者の差別 偏見 障害者差別 多文化共生 社会 イン
クルーシングな街づくり 地域メンタルヘルス 共生社会 メンタルヘルスリテラ
シー教育 人権教育　インクルーシブ教育　学校教育 福祉教育

シングルマザーの自立 子どもの貧困 育児と就労の両立 管理職としての
マネジメント 精神疾患（こころの病） 児童思春期 メンタルヘルス ストレス
マネジメント 精神障害の偏見解消 障害者の人権

20 土屋  瞳 ツチヤ  ヒトミ
ＤＶ・1人親・等々の心のケアー　高齢者の方々の元気をとりもどして一歩前
に！　西日本豪雨の被害者としての体験から学んだ事

自分自身の子有を通して得たもの　5年間（10年間のうち）の父親と関わっ
て得たもの　20年間町づくりに関わって得たもの

21 時實  達枝 トキザネ タツエ 子どもと女性（人権・国際・福祉） 暮らしの政策

22 中塚　幹也 ナカツカ ミキヤ 医学・保健衛生 医学・保健衛生



23 中山  美保 ナカヤマ ミホ
女性問題一般（「源氏物語」にみる男と女）、家族（「金子みすゞ物語」を通し
て「家族」を語る）、芸術・言語・文学（「源氏物語」における日本語の豊かさと
男女差別）

岡山の歴史探訪（講・公演「津田永忠について～海神の妻～」「吉備津彦命とうら
伝説めぐり」「うらとあぞめ」）、芸術と文学（講・公演「夢二について～妻たまきが語
る竹久夢二～」「岡山と夏目漱石～漱石の忘れもん～」）

24 難波  玲子 ナンバ  レイコ 医学・保健衛生

25 納所  裕美子 ノウショ ユミコ 建築　住宅 女性　起業　後継者

26 久本  恵子 ヒサモト ケイコ 自分史 自分史　生涯学習　節目の自己分析

27 藤田  有美 フジタ ユミ 薬膳　食育　男女共同参画 手話　コミュニケーション

28 本多  公子 ホンダ キミコ
ハラスメント　働き方　青少年の育成　高齢者支援　夫婦やカップルのカウン
セリング　家族支援　メンタルヘルス関係（ストレスマネージメント等）全般
コミュニケーション　アサーション

ＤＶ　キャリア発達　女性活躍　ダイバーシティ　職場のメンタルヘルス対
策　ストレスチェック　働き方改革　ハラスメント対策　健康経営　思春期理
解　発達の課題(教育）

29 槙原　聡美 マキハラ サトミ
平成30年西日本豪雨災害の被災経験をもとにした水災害の実際と防災減
災の取組

30 松田  里美 マツダ サトミ 暮らしの税金・相続税対策　住宅・教育・老後資金準備

31 丸山  和子 マルヤマ カズコ ひきこもり　人権教育　初心者研修 幼児教育　家庭教育（子どもの発達と親のかかわり方）

32 三城  誠子 ミツシロ セイコ 日本のアンティーク着物　デザイン　文学　ＤＶ　ストーカー(体験より） 女性の起業　自立　経営　女性の生き方　家事・料理　趣味　ネット被害

33 村上  浩司 ムラカミコウジ
防災教育全般（減災教育講演会、被災地支援の現状講演会、防災減災イベ
ント、非常食等の展示）

いじめ・パワハラ問題講演並びに傾聴（心理カウンセラー民間資格）、応
急手当（心肺蘇生・AED・三角巾・担架搬送等）手技の指導

34 元井  恵子 モトイ ケイコ 家族　生活家事

35 元井  哲治 モトイ テツジ 家族　生活家事

36 山下  明美 ヤマシタ アケミ
青少年　性　人権　社会教育　家族　家庭　夫婦　DV　ジェンダー　虐待　心
理教育　暴力防止教育

ＤＶ　デートDV　災害時の支援（心、子ども、女性）　育児　虐待　子どもの
発達

37 山田　泉 ヤマダ イズミ
女性の働き方　男女雇用機会均等　育児介護　働き方改革等（ワークライ
フ・バランス）　ハラスメント対策

38 山田  加寿子 ヤマダ カズコ 女性問題一般　法律　労働（ ワークライフバランス　仕事との両立） 消費生活上のトラブル防止

39 横田  賢一 ヨコタ ケンイチ 芸術　言語　文学　家族


