
年度 番号 職名 講師名 授業名 実施学校名 日時

H２７ 1 ピアニスト 今川　裕代 新しい自分に出会う 武生商業高校１年 11月4日

H２７ ピアニスト 今川　裕代 悔いのない選択 武生商業高校２年 2月1日

H２７ 2 ＪＸホールディングス社長 内田　幸雄 集団の中で生きる 高志高校・中学 8月27日

H２７ 3 （一財）外務精励会理事長加藤　重信
グローバル化を勝ち取る条件
～外交の最前線の体験から～　　　　　　　講話・質問

大野高校２年 4月30日

H２７ （一財）外務精励会理事長加藤　重信
グローバル化を勝ち取る条件
～外交の最前線の体験から～　　　　　生徒発表・講評

大野高校２年 7月15日

H２７ 4 ㈱日立製作所　名誉顧問 熊谷　一雄
一度しかない人生を生き生きと楽しく生きるために①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講話・質問

若狭高校２年 9月16日

H２７ ㈱日立製作所　名誉顧問 熊谷　一雄
一度しかない人生を生き生きと楽しく生きるために②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒発表・講評

若狭高校２年 11月6日

H２７ 5
伊藤忠商事株式会社
取締役会長

小林　栄三 福井の未来について考える① 藤島高校２年 10月5日

H２７
伊藤忠商事株式会社
取締役会長

小林　栄三 福井の未来について考える② 藤島高校２年 12月10日

H２７ 6 指揮者 小松　長生 指揮者はなぜ必要か① 金津高校１年 10月29日

H２７ 指揮者 小松　長生 指揮者はなぜ必要か② 金津高校１年 11月19日

H２７ 7
スペースシャワーネット
ワーク㈱社長

清水　英明
付加価値プロデュースの面白さ
～デザイン思考と価値を高め広める～①　講話・質問

丹生高校１・２年 7月13日

H２７
スペースシャワーネット
ワーク㈱社長

清水　英明
付加価値プロデュースの面白さ
～デザイン思考と価値を高め広める～②　生徒発表・講評

丹生高校１・３年 9月14日

H２７ 8 ㈱ジェイティービー会長 田川　博己 地域の活力を生み出すために必要なこと 奥越明成高校２年 1月13日

H２７ 9 葛西臨海水族園　園長 田畑　直樹 動物園と野生動物の保全 足羽高校２年 12月14日

H２７ 10
元ブラックロック・ジャパ
ン㈱社長

出川　昌人 若い人たちに～チャレンジを恐れない 武生東高校３年 6月9日

H２７ 11
元ブラックロック・ジャパ
ン㈱社長

出川　昌人 若い人たちに～チャレンジを恐れない 武生第六中学校２年 6月10日

H２７ 12
元ブラックロック・ジャパ
ン㈱社長

出川　昌人 若い人たちに～チャレンジを恐れない 丸岡高校２年 10月19日

H２７ 13 ㈱小松製作所　会長 野路　國夫 世界の変化とコマツの取り組み 武生高校１年 11月16日

H２７ 14 華道家 前野　博紀 未来に花を咲かせるために～花が教えてくれること 丹南高校 11月25日

H２７ 15
日本体育協会スポーツ
少年団副本部長

三屋　裕子 夢を実現させるために 勝山南部中学校３年 9月29日

H２７ 16
日本体育協会スポーツ
少年団副本部長

三屋　裕子 夢を実現させるために 勝山高校１年 10月26日

H２７ 17
シンフォニアテクノロ
ジー㈱会長

武藤　昌三 新しいことを考える力をつけよう 敦賀工業高校２年 11月10日

H２９ 1
伊藤忠商事株式会社
取締役会長

小林　栄三 福井の未来について考える 若狭高校２年 10月6日

H２９ 2
元宮内庁病院看護師
長

中川　直美 身に着けよう！礼儀作法とその心 若狭東高校２年 10月3日

H２９ 3
山王病院アイセンター
センター長

清水　公也
私の道のり～何故医師を目指し、医師になって何を考
えたか～

鯖江高校１年 7月14日

H２９ 4
東京証券取引所　取締
役常務執行役員

岩永　守幸 体験してわかる金融　株式会社を経営してみよう 福井商業高校１年 10月11日

H２９ 5
シンフォニアテクノロ
ジー㈱代表取締役会長

武藤　昌三 百年企業に学ぶ新しいモノを生み出す力 敦賀工業高校２年 9月21日

H２９ 6
元ブラックロック・ジャパ
ン㈱社長

出川　昌人 国際化の時代チャレンジを恐れない 武生高校１年 5月29日

H２９ 7 華道家 前野　博紀 花のチカラ～未来に花をさかせよう～ 科学技術高校１・２年 6月27日

H２９ 8
（株）スペースシャワーネッ
トワーク 代表取締役会長

清水　英明
ソフトパワーとコンテンツプロデュース～「いちほまれ」
の価値最大化に向けた参加型のグループ討議～

福井農林高校３年 7月12日

H２９ 9
（公財）日本バスケット
ボール協会会長

三屋　裕子 地方を担う僕たちのリーダー論 敦賀高校２年 1月31日

H２９ 10
ブックオフコーポレー
ション（株）取締役

橋本　真由美 誰にも負けない努力をする 奥越明成高校１年 10月13日

ふるさと先生　公開授業ＤＶＤ　「夢や希望を育て未来を築く教室」　



H２９ 11 指揮者 小松　長生 私の藤島高校時代 藤島高校１年 10月19日

H２９ 12
ＪＸTGホールディングス
（株）代表取締役社長

内田　幸雄 集団（組織）の中で生きる心構え 三国高校１年 10月20日

H２９ 13
（株）コマツ　取締役会
長

野路　國夫 世界の変化とコマツの取り組み 武生工業高校１年 10月25日

H２９ 14
（株）ジェイティービー
代表取締役会長

田川　博己 地域の活力を生み出すために必要なこと 坂井高校２年 11月21日

H２９ 15 ピアニスト 今川　裕代 音楽から見えたもの 金津高校１年 11月7日

H２９ 16
元外交官（在ヨルダン
特命全権大使）

加藤　重信
グローバル化時代に勝ち残るために異文化を理解し
世界を知ろう！～外交の最前線での体験から～

足羽高校２年 11月8日

H３０ 1 武藤　昌三 百年企業に学ぶ新しいモノを生み出す力 武生高校２年 7月10日

H３０ 2
タニコー株式会社　代
表取締役社長

谷口　秀一 仕事を通して誰かの役に立つ事 福井高校２年 7月12日

H３０ 3 橋本　真由美 誰にも負けない努力をする 金津高校１年 7月13日

H３０ 4 出川　昌人 先輩からのエール～国際化の時代に生きる皆さんへ～高志中学校３年 5月28日

H３０ 5 前野　博紀 花のチカラ～自分たちの未来に花を咲かせよう～ 武生工業高校２年 6月12日

H３０ 6 小松　長生 吹奏楽コンクール課題曲および新福井県民歌演奏指導三国高校　吹奏楽部員 6月20日

H３０ 7 小林　栄三 地域課題の見つけ方及び地域の活性化 羽水高校２年 7月17日

H３０ 8
（株）スペースシャワーネッ
トワーク 代表取締役会長

清水　英明 すてきな坂井市 丸岡高校　全校生徒 11月8日

H３０ 9 野路　國夫 世界の変化とコマツの取り組み
科学技術高校
機械システム科1・2年

11月9日

H３０ 10 岩永　守幸 体験してわかる金融　株式会社を経営してみよう
武生商業高校
商業科３年

11月15日

H３０ 11 加藤　重信 グローバル社会に勝ち残るために世界をそして異文化を知ろう
福井商業高校
国際経済科１年

11月21日

H３０ 12
元宮内庁病院看護師
長

中川　直美 身につけよう！礼儀作法とその心 美方高校１・２年 6月26日

H３０ 13 田畑　直樹 動物園と野生動物の保全 丹生高校１年 6月19日

H３０ 14 今川　裕代 音楽から見える故郷 若狭東高校２年 11月27日

H３０ 15 内田　幸雄 環境とエネルギー 敦賀高校１年 12月13日

H３０ 16
（株）ジェイティービー
代表取締役会長

田川　博己 地域の活力を生み出すために必要なこと
奥越明誠高校
ビジネス情報科２年

11月29日

H３０ 17 三屋　裕子 人生のデザイナー 敦賀工業高校２年 2月8日


