対馬里山繋営塾

過去の講演実績
～令和２年１２月

年
2020

2019

月

講演タイトル

12 上対馬の魅力と課題

上対馬高校「上対馬学」

11 生物多様性と産業

蕨高校SDGsプロジェクト

9 一般社団法人対馬里山繋営塾の起業と経営戦略

対馬グローカル大学「起業各論」

5 仁田の将来を見つめる

仁田中学校総合学習

11 地域づくりコーディネートと起業
11

9

福井県農業試験場

農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業について

「若手普及指導員資質向上研修会」

地域の「教育力」を活かす
農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業について

上対馬高校「上対馬学」
明治大学サマースクール

8 対馬における農泊推進の取り組み

九州農泊シンポジウム

6 地域おこし協力隊の現場から

中山間フォーラム

6 農山漁村地域の活力の創造：地域づくりと起業

市町村アカデミー

2 対馬における民泊での韓国人観光客受け入れの実態
12
10
10

生物多様性と地域振興
農林漁業体験民宿を活用した暮らしと学びのツーリズム

8
7
5
5
3
3
3

長崎県外国人観光客のグリーン・ツーリズ
ム誘致研修会
隠岐の島町「五箇こぞって会」

地域の「教育力」を活かす

つながるフェスタin県庁

農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業について

～NPO・じんけん・男女共同参画～

生物多様性と地域振興
農林漁業体験民宿を活用した暮らしと学びのツーリズム

8 グリーン・ブルーツーリズムに取組んでみて
「教材」の宝庫・対馬
農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業
「教材」の宝庫・対馬
農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業

公益財団法人高速道路調査会技術交流会
ながさきSUISANサマースクール
武蔵高等学校
鶏知中学校「対馬の魅力を知る」

地域の「教育力」を活かす

京都外国語大学

農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業について

「言語と平和」リレー講座

「教材」の宝庫・対馬
農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業

対馬高校「ESD対馬学」

ヤマネコ「も」住める地域に！

日本生態学会

～自然と文化を活かした地域振興を～

みんなのジュニア生態学

地域の「教育力」を活かす
農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業について

長崎県対馬振興局職員研修

地域の「教育力」を活かす

琉球大学：

農林漁業体験民宿を活用した学びの交流事業について

島々の学生の集い in Okinawa

1 農村・漁村の教育力を活かした交流人口の拡大
2017

長崎県地域おこし協力隊研修

地域の「教育力」を活かす

11 足もとの資源を活かす地域づくり

2018

場所等

11 地域の「教育力」を活かした交流人口の拡大

水産庁：渚泊推進対策説明会
JIBSN協会地域研究ネットワークセミナー

The value of farming village in education:
10 Promotion of Green-Tourism through cooperation with
universities

韓国グリーンツーリズムシンポジウム

2017

10

2016

地域と大学群との連携：
対馬市域学連携地域づくり事業の事例

9 みんなで守ろう！素晴らしい対馬の海

自治労対馬総支部

2 配食サービス『舌るんるん倶楽部』の取り組み

対馬市地域づくりフォーラム

2 『対馬』における自然と文化を活かした地域づくり

都市･農村共生社会創造シンポジウムin長崎

12 『対馬』における自然と文化を基盤とした地域づくり
8 地域の魅力を

2015

見つける・活かす・つなぐ

12 地域おこし協力隊からの起業・定住
12
12
11

10
6
5
3
3
2
12

大正大学地域人.CAFE
長崎県対馬病院サマーワークショップ
長崎県地域おこし協力隊 全体研修

「共有価値」を創造する仕事

弘前大学生涯学習センター：

地域おこし協力隊が生み出す社会的価値

地域おこし協力隊研修

「学び」の力で地域再生を！
－対馬市の域学連携の取り組み―
対馬の魅力とその資源を生かす取り組み
～「それは無理だよ」への挑戦～

10 農村を未来へつなぐ～地域資源を活かしたムラづくり～

2014

筑紫女学園大学公開シンポジウム

「学び」の力で農村再生を
地域資源を活かし外部サポーターを呼び込む仕掛けづくり
生物多様性保全と持続可能な地域づくり
－ツシマヤマネコも住める地域に―
「共有価値」を創造する仕事
地域おこし協力隊が生み出す社会的価値
若手研究者のキャリア形成：
「生態学人材」を社会で活躍させるには？
地域の魅力

見つけて、活かして、つなぎたい！

弘前大学
対馬市校長研修会
全国棚田サミット
九州大学：決断科学国際シンポジウム
東北大学生態適応センター主催セミナー
長崎県地域おこし協力隊 初任者研修
日本生態学会
総務省：

～対馬市島おこし協働隊の任期を終えて～

地域おこし協力隊全国サミット

地域おこし協力隊って何だろう？

総務省：

対馬市市島おこし協働隊の場合

地域おこし協力隊ステップアップ研修

生物多様性と環境教育・自然体験
～ユネスコエコパーク登録を目指した対馬市の取り組み～

上勝町ESD研究会

12 ツシマヤマネコ育む米づくり

農水省：生物多様性連携シンポジウム

11 学びのツーリズム

九州離島観光地域づくりシンポジウム

10
10

～対馬における活動事例紹介～

学びの力で人を呼び込め！
大学と連携した地域づくりへの挑戦
対馬で学生たちが学んでいること

能登キャンパス構想推進協議会

そして島民はどう変わったのか

「地域・大学連携サミット」

9 「若い力」が地域を変える！対馬の島おこし
7

地域おこし協力隊および域学連携による対馬市の地域おこし
への挑戦

5 生物多様性保全と持続可能な社会づくり
5

ツシマヤマネコと共生する地域づくり
―生物多様性保全と持続可能な社会づくり―

5 対馬の魅力
3

対馬歴史講座

見つけて、活かして、繋ぎます！

「若い力」が地域を変える！
-地域おこし協力隊による取り組み事例紹介-

熊本県小国町：田舎暮らし実践スクール
福岡県地方自治研究所
九州大学：決断科学セミナー
京都大学：環境マネジメントセミナー
対馬農業士会
能登町

3

3

2
2013

12

対馬市の静かなる革命
～ユネスコエコパーク登録を目指した対馬市の取り組み～
対馬におけるツシマヤマネコの保全に向けた農業・地域活性
化の取組み

R&C：

農林水産分野の生物多様性保全に関するセ
ミナー
JＡ福岡中央会：

-地域おこし協力隊による取り組み事例紹介-

たべものと命を考えるシンポジウム

「よそ者」視点で魅力発掘！
-地域おこし協力隊による取り組み事例紹介-

九州グリーンツーリズムシンポジウム

12 生物多様性保全と地域づくり

長崎大学：進化生態学セミナー

10 私の履歴書：生物多様性保全と持続可能な社会づくり

対馬高校キャリアアップセミナー

5

11
9

会
京都大学：

-対馬での具体的な取り組み事例-

環境マネジメントセミナー

3 地域再生に向けた農村女性の活動と期待される役割
11

地域サポート人ネットワーク全国協議会総

生物多様性保全と地域振興

4 離島における島おこし恊働隊の取り組み

「生物多様性」で地域おこし
～持続可能な地域づくりを目指して～
地域で頑張る若手外部人材
～対馬市島おこし協働隊の取り組み～
「生物多様性」で地域おこし
～持続可能な地域づくりを目指して～

東北大学：
浦戸復興プロジェクト「浦戸かたりば」
農林水産政策研究所：
農村女性に関する研究会
長崎県農山漁村活性化研修
市町村特別セミナー「地域経営塾」
地域力創造セミナー

9 地域の中の研究者・・・レジデント型研究の多面的役割

地球環境知プロジェクト最終シンポジウム

8 「学び」のある体験型滞在型観光による地域再生

対馬市：島おこし協働セミナー

8

「生物多様性」で地域おこし
～持続可能な地域づくりを目指して～

8 観光王国対馬市の地域再生の取り組み
5
3

2

1

「生物多様性」で地域おこし
～持続可能な地域づくりを目指して～
「生物多様性」で地域おこし
～持続可能な地域づくりを目指して～
対馬市の生物多様性保全と企業連携
-集落再生を通じた新たな価値の創出事業生態学で学んだことがどう現場で活かされているか
～「生物多様性」で地域おこし～

1 自分自身の羅針盤をもつ
2011

三菱UFJ

「若い力」が地域を変える！

9 生物多様性保全と持続可能な社会づくり

2012

日本生態学会

12

「生物多様性」で地域おこし
～持続可能な地域づくりを目指して～

環境省対馬野生生物保護センター夏季実習
海民ワークショップ
総務省：地域おこし協力隊初任者研修
五島市：半泊サイエンスキャンプ
三井住友海上火災保険（株）：企業が語る
いきものがたり（企業におけるリスクと地
域との連携）
東北大学：生態適応GCOEセミナー
対馬市：成人式
長崎県：地域力創造講座

