The HANDS 10 year History

『HANDS 10年史』協力者リスト

協力者一覧
◆大学関係者
宇都宮大学国際学部教授・HANDS事業代表— ———————————————————————— 田巻
宇都宮大学国際学部教授・国際学部学部長— ———————————————————————— 佐々木
宇都宮大学国際学部教授・国際学部附属多文化公共圏センター長— ———————————————— 丁
宇都宮大学国際学部教授—————————————————————————————————— 倪
宇都宮大学教育学部准教授———————————————————————————————— 丸山
宇都宮大学国際学部講師————————————————————————————————— 立花
宇都宮大学国際学部客員准教授・多文化公共圏センター研究員— ———————————————— 若林
宇都宮大学国際学部特任助教—————————————————————————————— 佐々木
宇都宮大学地域創生推進機構 地域デザインセンター
（CRD）
特任助教—————————————— 坂本
宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センターコーディネーター— ———————————————— 鄭
宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター事務補佐員—————————————————— 小野寺

松雄
一隆
貴連
永茂
剛史
有希
秀樹
優香
文子
安君
櫻子

◆ガイダンス関係者
佐野市日本語教室指導助手・多文化公共圏センター研究員— ————————————————— 原田 真理子
真岡市立真岡東小学校教諭・多文化公共圏センター研究員— —————————————————— 佐藤 和之
栃木県中学校教育研究会 キャリア教育・進路指導部会研究委員長————————————————— 山中 亮
フィリピン語の翻訳・通訳者————————————————————————————————— 市川 恭治
◆協議会と学校関係者
宇都宮市教育委員会 学校教育課
鹿沼市教育委員会 学校教育課 担当主査・指導主事— ——————————————————— 髙橋 奈穂子
真岡市教育委員会 学校教育課 副主幹・指導主事— ————————————————————— 村上 正行
壬生町教育委員 学校教育課 課長補佐兼指導主事
（肩書は当時）
————————————————— 青木 圭
小山市教育委員会 学校教育課 副主幹兼英語教育推進係長————————————————— 大髙 知子
教育総務課 副主幹兼教育政策係長——————————————————— 早川 俊夫
栃木市教育委員会 学校教育課 副主幹兼指導主事————————————————————— 髙岩 香純
大田原市教育委員会 学校教育課 主査・指導主事— ———————————————————— 田中 伸太郎
那須塩原市教育委員会 学校教育課英語教育推進班 副主幹・指導主事— ——————————— 室井 健太郎
佐野市教育委員会 学校教育課 指導主事————————————————————————— 長竹 伸生
足利市教育委員会 学校教育課 指導主事
（主査級）
—————————————————————— 坂田 幸恵
宇都宮市立泉が丘小学校 校長—————————————————————————————— 鈴木 淑光
真岡市立真岡東小学校 校長—————————————————————————————— 佐々木 聡明
壬生町立睦小学校 校長————————————————————————————————— 潮田 裕子
小山市立大谷東小学校 校長—————————————————————————————— 上野
直哲
大田原市立西原小学校 校長———————————————————————————————— 篠山 充
教諭—————————————————————————————— 針生 真奈美
那須塩原市立三島小学校 校長—————————————————————————————— 深澤 桂一
日本語指導教室担当———————————————————————— 阿美 八寿子
那須塩原市三島中学校 教頭——————————————————————————————— 俵藤 秀之
佐野市立佐野小学校 校長——————————————————————————————— 津布久 節子
佐野市立城東中学校 校長———————————————————————————————— 島田 悦男
足利市立山辺小学校 校長———————————————————————————————— 福田 郁男
◆学外関係者
宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター

元コーディネーター— ————————————— 船山
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宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター 元コーディネーター— ————————————— 矢部 昭仁
真岡市国際交流協会 相談員———————————————————————————————— 高橋 隆
神奈川県立地球市民かながわプラザ
（あーすぷらざ）
外国人教育相談コーディネーター— —————— 加藤 佳代
帝京大学 宇都宮キャンパス総合基礎科目 講師——————————————————————— 石川 朝子
公益財団法人栃木県国際交流協会 元事務局長——————————————————————— 小林 忠教
下野新聞社 教育文化事業部—————————————————————————————— 小笠原 一夫
宇都宮市東生涯学習センター 生涯学習指導員———————————————————————— 鷹箸 雅子
AMAUTAスペイン語教室コーディネーター— ——————————————————————— カサノ・エンナ
AMAUTAスペイン語教室参加児童生徒保護者— —————————————————— アンジェリカ・ワカバヤシ
AMAUTAスペイン語教室参加児童生徒保護者 — —————————————————————— ヒガ・ファナ
AMAUTAスペイン語教室・夏期集団学習支援参加生徒—————————————— マリア・フェルナンダ・ラヴァド
◆学生執筆者・インタビュー協力者
（2020年度現在）
宇都宮大学大学院国際学研究科博士後期修了生———————————————————————小波津 ホセ
宇都宮大学国際学部卒業生————————————————————————————————— 王 希璇
宇都宮大学国際学部卒業生————————————————————————————————— 金 信穆
宇都宮大学大学院国際学研究科博士前期課程2年生——————————————————— オルティス ゆみこ
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科修士課程1年生—————————————————————— 于 稚楓
宇都宮大学国際学部4年生————————————————————— アギーレ ヘレーラ マニエル ナルミ
宇都宮大学国際学部4年生————————————————————————————————— 鈴木 アリサ
宇都宮大学国際学部4年生——————————————————————————————— 谷口 ジェニフェ
宇都宮大学国際学部4年生—————————————————————————————————— 熊谷 美陽
宇都宮大学国際学部4年生————————————————————————————————— 土田 美幸
宇都宮大学国際学部４年生————————————————————————————————— 藤崎 由佳
宇都宮大学国際学部４年生————————————————————————————————— 中村 茉央
宇都宮大学国際学部3年生——————————————————————————————— アティラ ナシル
宇都宮大学国際学部3年生———————————————————————————————— 五十嵐 ダリア
宇都宮大学国際学部3年生————————————————————————————— 木村 マリアナ リサ
宇都宮大学国際学部3年生—————————————————————————————— 久富 アリネ リサ
宇都宮大学国際学部3年生—————————————————————————————————— 孟 伶諭
宇都宮大学国際学部２年生—————————————————————————————————— 王 書鴻
宇都宮大学国際学部２年生—————————————————————————————————— 石 雯漢
宇都宮大学国際学部２年生—————————————————————————————————— 張 丹妮
宇都宮大学国際学部２年生—————————————————————————————————— 陳 泓宇
宇都宮大学国際学部２年生—————————————————————————————————— 楊 添植
宇都宮大学国際学部2年生———————————————————————————————— 下村 由紀那
宇都宮大学国際学部２年生————————————————————————————————— 高橋 歩夢
◆写真協力者
（とみやミニバスケットボールスポーツ少年団）
宇都宮市立富屋小学校6年生————————————————————————— 高松千乃・入江桜音・福田若奈
宇都宮市立富屋小学校5年生———————————————— 池田満実・荒井希花・荒井歩花・牛丸未衣・板倉加奈
宇都宮市立富屋小学校3年生————————————————————————————————— 入江凛音
◆書道家
毎日書道展審査会員、毎日書道展北海道展副実行委員長— ——————————————————— 山内

千恵
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太鶴

