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2018 年度/平成 30 年度 講演会実績 

（任意団体レインボーハートプロジェクト okinawa 時代） 

 

I. 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（70 校） 

1. 竹富町立小浜小中学校         小学校 1～3 年・4～6 年、中学校全校生徒 

2. 石垣市立石垣中学校          1 年生全クラス 

3. 那覇市立与儀小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

4. 沖縄市立美里小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

5. 宮古島市立下地中学校         全校生徒  

6. 沖縄県立伊良部高等学校        全校生徒 

7. 那覇市立松城中学校          全校生徒 

8. 沖縄県立美里高等学校         全校生徒   

9. 浦添市立浦西中学校          2 年生男子全員 

10. 糸満市立高嶺中学校                   全校生徒 

11. 本部町立本部小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

12. 浦添市立神森中学校          3 年生全員 

13. 石垣市立白保中学校          全校生徒 

14. 石垣市立大浜中学校          全校生徒 

15. 石垣市立明石小学校           全校児童、保護者 

16. 竹富町立上原小学校          全校児童 

17. 竹富町立船浦中学校          全校生徒 

18. 北海道立岩見沢東高等学校       1 年生、3 年生全員 

19. 岡山県津山市立高田小学校       全校児童（1～3 年、4～6 年） 

20. 岡山県津山市立秀実小学校       全校児童（1～3 年、4～6 年）、保護者 

21. 岡山県津山市立広戸小学校       4～6 年 

22. 沖縄県立沖縄水産高等学校       全校生徒 

23. 沖縄県立久米島高等学校        1 年生全員 

24. 久米島町立美崎小学校         全校児童（1～3 年、4～6 年） 

25. 久米島町立球美中学校         全校児童（1～3 年、4～6 年） 

26. 久米島町立清水小学校         全校児童（1～3 年、4～6 年） 

27. 久米島町立大岳小学校         全校児童（1～3 年、4～6 年） 

28. 久米島町立比屋定小学校        全校児童（1～5 年） 

29. 中城村立津覇小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

30. 浦添市立港川中学校          2・3 年生全員 

31. 岡山県美咲町立中央中学校        全校生徒 

32. 沖縄県立那覇工業高等学校       全校生徒 

33. 北中城村立北中城中学校        全校生徒 
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34. 那覇市立城北中学校          全校生徒 

35. 沖縄県立中部農林高等学校       全校生徒 

36. 宮古島市立西城中学校         全校生徒 

37. 宮古島市立久松中学校         2 年生全員 

38. 宮古島市立北中学校          全校生徒 

39. 宮古島市立平良第一小学校       6 年生全員 

40. 宮古島市立南小学校          5 年生全員 

41. 宮古島市立佐良浜小学校        4～6 年生全員 

42. 宮古島市立佐良浜中学校        全校生徒 

43. 沖縄県立前原高等学校         全校生徒 

44. 那覇市立城北小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

45. 沖縄県立豊見城南高等学校       全校生徒 

46. 沖縄県立与勝高等学校         全校生徒 

47. 石垣市立八島小学校          5 年生全員 

48. 石垣市立登野城小学校         6 年生全員 

49. 沖縄県立中部商業高等学校       全校生徒 

50. 沖縄県立具志川高等学校        全校生徒 

51. 今帰仁村立兼次小学校         3～6 年生全員 

52. 名護市立大北小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

53. 名護市立名護小学校          全校児童（1～3 年、4～6 年） 

54. 豊見城市立伊良波中学校        全校生徒 

55. 沖縄県立八重山商工高等学校定時制   全校生徒 

56. 沖縄県立八重山商工高等学校全日制   全校生徒 

57. 沖縄県立八重山特別支援学校      高等部全校生徒 

58. 沖縄県立八重山農林高等学校      全校生徒 

59. 沖縄県立八重山高等学校        全校生徒 

60. 沖縄県立北谷高等学校         全校生徒 

61. 沖縄県立与勝緑ヶ丘中学校       全校生徒 

62. 沖縄県立北山高等学校         全校生徒 

63. 岡山県津山市立中道中学校       2 年生全員 

64. 那覇市立仲井真中学校         全校生徒 

65. 名護市立久辺小学校          1 年生～4 年、5 年～6 年（中学生と合同） 

66. 名護市立久辺中学校          全校生徒 

67. 沖縄市立宮里中学校          2 年生全員 

68. アメラジアンスクールインオキナワ   5 年生～中学校 3 年生 

69. 石垣市立石垣小学校          4 年生～6 年生 

70. 石垣市立川原小学校          全校児童 
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II. 教職員研修・教育委員会主催研修（26 回） 

1. 那覇市立与儀小学校校内研修 

2. 糸満市学力向上推進協議会 市内教育関係者(学級担任・生徒指導主任・教育相談担当等） 

3. 国頭地区健康教育研究会 

4. 西原町教育委員会主催 西原東小・中学校合同家庭教育学級（保護者、教職員等） 

5. 国頭地区養護教諭研究会第 1 回研修会 

6. 本部町立伊豆味小中学校校内研修 

7. 北中城村・中城村・西原町三町村合同研修会 （三町村小中学校全教職員約 400 名） 

8. 沖縄県小中学校司書研究大会 

9. 那覇市立上山中学校校内研修 

10. 浦添市立教育研究所 夏期講座 

11. 岡山県勝北地区保幼小中連携合同研修会 

12. 岡山県教職員組合美作地区協議会 

13. 岡山県津山市保幼小中人権教育研究協議会・岡山県小学校教育研究会人権教育部会津山ブロ

ック 

14. 沖縄県人権教育指導者研修会 

15. 八重山教育事務所 中堅教諭等資質向上研修 

16. 浦添市学校保健会 保健部研修会 

17. 島尻教育事務所 中堅教諭等資質向上研修 

18. 豊見城市立伊良波中学校校内研修 

19. 八重山教育事務所 初任者研修 

20. 岡山県教職員組合美作地区協議会 

21. 昭和薬科大学附属高等学校中学校 

22. 岡山県学校保健会高等学校美作ブロック研修会 

23. 沖縄市教育委員会生涯学習課 思春期子育て講座 

24. 宮古島市立北中学校校内研修 

25. 岡山県小学校教育研究会美作支会研修会 

26. 岡山県津山市立北陵中学校・中道中学校ブロック人権教育研究協議会 

 

III. 大学 

1. 沖縄キリスト教学院大学 

2. 名桜大学 

 

IV. 自治体・行政主催 

1. 岡山県津山市主催 市役所職員研修 

2. 浦添市市民協働・男女共同参画課主催 平成 30 年度男女共同参画推進講座 

3. 岡山県倉敷市福田南公民館主催 一般対象 

4. 国頭村福祉文化まつり 一般対象 
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5. 宮古島市働く女性の家 一般対象 

6. 宜野湾市男女共同参画支援センターふくふく 一般対象 

7. 豊見城市・豊見城市商工会主催 一般対象 

 

V. その他 

1. 岡山県鏡野町花美人の里 後援：鏡野町、鏡野町教育委員会、津山市、津山市教育委員会等 

2. 沖縄県教職員組合八重山支部 

3. JTA 主催 LGBT 久米島地区講演会 

4. 連合岡山北部地域協議会 

5. 石垣市立石垣中学校 PTA 講演会 

6. 名護市立名護中学校 PTA 講演会 

7. 平成 30 年度石垣市女性団体ネットワーク会議加盟団体交流会 

8. 南城市立船越小学校 PTA 講演会 

 

以上 


