
令和元年度地域別教育懇談会実施結果一覧

支部名   月日 （曜）
開催

市町村
開催会場名 対象地域 会員数 出席数 出席率

本部役員
※敬称略

事務局

岩手県支部 9月7日 （土） 花巻市 花巻市交流会館 岩手県 23 7 30.4% 神教育研究推進室長 小﨑准教授(M) 大田助教(E) 熊谷 鈴木(良)

田村准教授(S) 石原教授(I) 木下准教授(A)

山梨県支部 9月7日 （土） 笛吹市 ホテル春日居 山梨県 24 9 37.5% 辻村教務部長 長坂教授(M) 宇賀神教授(E) 濱川 古澤

安原教授(R) 吉野教授(A)

本部(北海道) 9月8日 （日） 札幌市 ホテルサンルート札幌 北海道 7 2 28.6% 磯財務部長 松本 穴井

本部(四国) 9月8日 （日） 高知市 高知県立県民文化ホール 四国 12 2 16.7% 藤田学園事務局長 遠藤 飯島

本部(九州) 9月8日 （日） 福岡市 デュークスホテル博多 九州 11 1 9.1% 松永教務部事務部長 若佐谷

青森県支部 9月14日 （土） 青森市 ラ・プラス青い森 青森県 66 24 36.4% 成田学長 加藤准教授(M) 上野教授(E) 松本 原

樋口教授(R) 白木教授(S/C) 大宮准教授(I)

樋口准教授(A/L)

福島県支部 9月14日 （土） 郡山市 清稜山倶楽部 福島県 120 36 30.0% 辻村教務部長 細田教授(M) 石川准教授(M) 濱川 大塚

木村准教授(E) 滝田准教授(R)  渡部教授(S/C) 堀越

生駒教授(I) 松浦准教授(I) 田中准教授(A)

板橋教授(A/L)

茨城県支部 9月14日 （土） 筑西市 ダイアモンドホール 茨城県 384 34 8.9% 中野教授(M) 竹本助教(E) 清水助教(E) 鈴木(隆) 江原(里)

鈴木教授(R) 伴教授(S) 北久保准教授(I) 森田

大山教授(I) 三坂教授(A) 勝木准教授(A)

北陸支部 9月14日 （土） 富山市 富山電気ビルディング 富山県 石川県 福井県 24 11 45.8% 二ノ宮教授(M) 山地教授(I) 吉村准教授(A) 宮下 森戸

上田助教(A)

栃木県支部 9月15日 （日） 宇都宮市 ホテル丸治 栃木県 333 42 12.6% 桑原准教授(M) 丹治講師(M) 青柳教授(E) 野口 初見

大田助教(E) 滝田准教授(R) 福田准教授(S) 沖田

松田准教授(I) 中村准教授(I) 小川教授(A)

工藤准教授(A)

近畿支部 9月15日 （日） 尼崎市 ホテルヴィスキオ尼崎 大阪府 兵庫県 京都府 12 5 41.7% 松永教務部事務部長 細田教授(M) 勝間田准教授(I) 鈴木(隆) 川島

奈良県 滋賀県 和歌山県 徐准教授(A)

蔵王支部 9月21日 （土） 山形市 悠湯の郷　ゆさ 山形県 宮城県 49 16 32.7% 長坂教授(M) 進藤助教(E) 中里教授(R) 鈴木(貞) 穴井

高瀬教授(I) 菊田准教授(A)

新潟県支部 9月21日 （土） 長岡市 長岡グランドホテル 新潟県 63 15 23.8% 成田学長 古閑教授(M) 清水助教(E) 遠藤 山本

宮川教授(S) 神林准教授(I) 那須教授(A)

伊藤准教授(A/L)

長野県支部 9月21日 （土） 長野市 ホテル信濃路 長野県 86 31 36.0% 竹内学生支援部長 野口教授(M) 竹村准教授(E) 熊谷 江原(慎)

内田教授(P) 櫛橋准教授(R) 佐野教授(S/C)

新井教授(I) 小川教授(A) 足立教授(A)

群馬県支部 9月21日 （土） 高崎市 ホテルグランビュー高崎 群馬県 296 33 11.1% 村田教授(M) 瀧澤准教授(M) 石川教授(E) 源本 杉村

木許准教授(E) 樋口教授(R) 新倉教授(S/C) 津留

佐藤教授(I) 片岡教授(A) 吉野教授(A)

野口教授(A)

秋田県支部 9月22日 （日） 秋田市 秋田温泉さとみ 秋田県 12 8 66.7% 張教授(M) 吉野教授(E) 芳賀准教授(C) 鈴木(貞) 塩入

橋浦准教授(I) 佐々木教授(A)

静岡県支部 9月22日 （日） 静岡市 男女共同参画ｾﾝﾀｰあざれあ 静岡県 29 11 37.9% 林総務部長 浦川教授(R) 丸山准教授(I) 若佐谷 菅原

箕輪助教(A) 勝木准教授(A)

千葉県支部 9月28日 （土） 千葉市 バーディーホテル千葉 千葉県 292 25 8.6% 磯財務部長 平山助教(M) 平栗教授(E) 宮下 吉田

飯塚教授(S/C) 粂野教授(I) 徐准教授(A) 小野瀬

沖縄県支部 9月28日 （土） 那覇市 パレットくもじ会議室 沖縄県 5 5 100.0% 鈴木(隆) 齊藤

本部(近県) 10月6日 （日） 宮代町 大学 東京都 埼玉県 神奈川県 2,181 119 5.5% 成田学長,辻村教務部長,竹内学生支援部長 役員10名 事務職員

神教育研究推進室長,林総務部長 27名

磯財務部長,松永教務部事務部長,課長7名,MP7名,

E6名,RSC7名,I6名,A5名,L2名,H3名

西中国支部 10月19日 （土） 岡山市 サンピーチOKAYAMA 広島県 山口県 島根県 6 1 16.7% 林総務部長 粂野教授(I) 足立教授(L) 鈴木(隆) 田中

東中国支部 岡山県 鳥取県 2 1

合計 21会場 4,037 438 10.8% 延べ158名（昨年160名）

※東海支部は出席希望者ゼロのため中止 1,826 314 17.2%

大学側出席者(担当学科)

参加のすすめ･説明資料印刷代,支部間交流補助金,資料送
料

支部主催のみ
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