親野 智可等 講演実績
2016 年
神奈川県湘央地区私立幼稚園協会

東京都目黒区立東山小学校 PTA

千葉県南房総市 PTA 連絡協議会

福島県田村市 PTA 連合会

東京都目黒区烏森小学校家庭教育学級

東京都目黒区立五本木小学校

福井県越前町生涯学習センター

新潟県長岡市職員労働組合

秋田県仙北郡美郷町教育委員会

神奈川県横浜市青葉区 PTA 連絡協議会

愛知県瀬戸市子育て支援講演会

静岡県浜松市私立幼稚園 PTA 連絡協議会

親・子の片づけ教育研究所（東京都）

岐阜県可児市教育委員会

岐阜県本巣市連合 PTA 研修会

山形県遊佐町 PTA 連絡協議会・青少年育成協議会

新潟県新潟市北区自治協議会教育・文化部会

東京都世田谷区立上北沢小学校 PTA

愛知県岡崎市学研教室指導者研修会

栃木県東部地区保育研究会

徳島県公立学校教職員組合教育研究集会

東京都目黒区立向原小学校

佐賀県嬉野市商工会青年部

静岡県沼津市教育委員会「自信のもてる子育て講座」

兵庫県姫路市連合 PTA 協議会

東京都目黒区立駒場小学校

東京都目黒区立菅刈小学校

千葉県市川市 PTA 連絡協議会

静岡県静岡市家庭教育学級合同講演会

全日本家庭教育研究会(全家研ポピー)宮城県仙台市

全日本家庭教育研究会(全家研ポピー)宮城県石巻市

広島大学附属三原学校園 PTA

東京都目黒区立原町小学校

東京都世田谷区立中丸小学校 PTA

岐阜県立岐山高等学校

栃木県宇都宮市教育委員会全市対象親学講座

栃木県上三川町中央公民館

長野県松本市松商学園高等学校教職員組合

静岡県焼津市立大富小学校

愛知県豊橋市小中学校 PTA 連絡協議

兵庫県伊丹市立総合教育センター

東京都町田市役所「社会を明るくする運動」

東京都北区教育委員会小中学校 研修会

北海道千歳市家庭教育セミナー７

静岡県藤枝市立青島東小学校

愛知県私塾協同組合

鹿児島県知名町（沖永良部島）

神奈川県横須賀市立田戸小学校

全国育児介護福祉協議会

東京都目黒区立緑ヶ丘小学校家庭教育学級

広島県東広島市立中央中学校

全日本家庭教育研究会(全家研ポピー静岡市

静岡県沼津市教育委員会「自信のもてる子育て講座」 三重県四日市市 PTA 連絡協議会
東京都私立幼稚園 PTA 連合会

埼玉県草加市みのべ幼稚園

東京都江東区ひまわり

島根県教育文化研究所教職員向け講演会＠出雲市

静岡県労働者福祉基金協会（静岡市）

千葉県旭市家庭教育学級講演会

大阪ベネッセ教育セミナー

三重県御浜町教育委員会

東京都世田谷区立明正小学校

東京都港区立小中一貫校白金の丘小学校 PTA 文化部

愛知県蒲郡市小中学校 PTA 連絡協議会

東京都品川区私立幼稚園協会

栃木県真岡市家庭教育学級合同閉校式

神奈川県厚木市立森の里小学校

東京都相模大野伊勢丹ベネッセ教育セミナー

神奈川県茅ヶ崎市 PTA 連絡協議会

神奈川県横浜市学研教室指導者研修会

2015 年
神奈川県足柄上郡小中学校 PTA

岐阜県安八郡学校職員組合

東京都目黒区立東山小学校

島根県飯南町教育委員会飯南町人権週間イベント

東京都足立区立中学校 PTA 連合

株式会社アルク研修会＠東京

神奈川県清川村立緑中学校

栃木県足利市小中学校 PTA 連合会

東京都足立区児童虐待防止講演会

神奈川県藤沢市

群馬県邑楽町小中学校 PTA 連合会

兵庫県西宮市青少年健全育成のつどい

静岡県河津町教育委員会

神奈川県厚木青年会議所

パナソニック・セミナー（大阪）

兵庫県伊丹市立鈴原小学校

福岡県久留米地区私立幼稚園 PTA 連合会

滋賀県蒲生郡日野町立日野小学校

三重県三重郡菰野町立朝上小学校

千葉県千葉市学校法人笠川学園園生幼稚園

東京都目黒区立東根小学校

大阪音楽大学付属音楽幼稚園

東京都目黒区立碑小学校

東京都新宿マイナビ転職フェア

東京都町田市立第二中学校

栃木県上三川町中央公民館

愛知県新城市健康医療部地域医療支援室

島根県松江市立美保関小学校

東京都青山ベネッセ教育セミナー

千葉県木更津市 PTA 連絡協議会

千葉県千葉市磯辺小学校教職員と保護者の会

静岡県焼津市立和田小学校和田中学校

佐賀県唐津市文化講演会

全日本家庭教育研究会（全家研ポピー）

静岡県藤枝市立青島小学校

愛知県小牧市役所

岐阜県西濃地区 PTA 指導者研修会

東京都目黒区立不動小学校

福島県会津若松市児童虐待防止子育て講演会

北海道 PTA 連合会，上川南部 PTA 連合会

山梨県富士吉田市立教育研修所教育四者講演会

パナソニック ウチトコ学習イベント連動セミナー

群馬県高崎市本庄東高校保護者会群馬支部

秋田県保育士会

北海道十勝管内 PTA 研究大会広尾大会

茨城県つくば市家庭教育講演会

東京都目黒区立月光原小学校 PTA

東京都目黒区立田道小学校 PTA

兵庫県西宮市立高木小学校

東京都目黒区立鷹番小学校

広島県福山市立春日小学校

京都府中丹地区 PTA 指導者研修会

大阪府高槻市女性医師の会講演会

静岡県浜松市浜松学院大学付属幼稚園父母の会

東京都武蔵野市家庭教育講演会

岡山県岡山市 PTA 協議会

静岡県沼津市教育委員会「自信のもてる子育て講座」 テレビ寺子屋富士市さくら台幼稚園
福岡県ベネッセ教育セミナー

神奈川県川崎市宮前区地域課題対応子育て支援事業

静岡県藤枝市 SBS 学苑藤枝

兵庫県神戸市ベネッセ教育セミナー

東京都北区学校法人聖コルベ学園聖母の騎士幼稚園

富山県金沢子どもフォーラム

神奈川県鎌倉市 PTA 連絡協議会「第 41 回市 P 大会」 神奈川県横浜市ベネッセ教育セミナー
香川県教育フォーラム記念講演

愛知県名古屋市ベネッセ教育セミナー

静岡県東部地区社会教育委員連絡会研修会

東京都目黒区立上目黒小学校

神奈川県川崎市 PTA 連絡協議会

焼津市保育園保護者会連合会

愛知県豊橋保育協会母の会連合会

2014 年
北海道東神楽町教育委員会

静岡県長泉町幼稚園教諭研修会

ベネッセまなびミーティング教育シンポジウム

神奈川県横浜市立美しが丘東小学校

千葉県佐倉市西志津小学校

福岡県みやこ町立祓郷小学校

滋賀県野洲市 PTA

東京都品川区地域振興事業

東京都世田谷区立芦花小学校 PTA

群馬県みどり市立大間々中学校

東京都目黒区立中目黒小学校

東京都新宿区立早稲田小学校 PTA

東京都目黒区立東山小学校

東京都新宿区立四谷小学校

神奈川県川崎市高津区教育会議

東京都文京区私立幼稚園 PTA 連合会

長野県保育園連北信支部

愛媛県国公立幼稚園 PTA 連合会

島根県松江市立第一中学校

滋賀県草津市南笠東学区青少年育成すこやかセミナー

茨城県稲敷市新利根中学校

東京都目黒区立中根小学校

東京都稲城市立学校 PTA 連合会

埼玉県さいたま市立本太小学校

大阪府豊中市 PTA 連合会北部ブロック研究大会

全日本家庭教育研究会(全家研ポピー)宮城県仙台

全日本家庭教育研究会(全家研ポピー)宮城県石巻市

東京都大田区立新宿小学校

神奈川県横浜市立磯子小学校区

千葉大教育学部附属中学校 PTA

木曽岬町立木曽岬中学校

福井県マナビ・フェスティバル

奈良県北葛城郡広陵町保健センター

兵庫県三田市教育委員会

栃木県教育協議会

岡山県高梁市教育委員会子育てフェスティバル

兵庫県教職員組合

大阪府泉大津青年会議所

北海道札幌市啓明中学校

新潟県新潟市学研教室講演会

埼玉県吉川市 PTA 連合会と越谷人権啓発活動地域ネットワーク協議会
岐阜県岐阜市学研教室指導者勉強会

群馬県西部教育事務所 PTA 指導者研修会

栃木県鹿沼市教育委員会

東京都目黒区立油面小学校

京都府山城地方 PTA 協議会

新潟県長岡市学研教室講演会

神奈川県平塚市花乃幼稚園

栃木県教育委員会塩谷南那須教育事務所

群馬県教育委員会吾妻教育事務所 PTA 指導者研修会 長野県長野市学研教室講演会
三重県員弁郡東員町

栃木県宇都宮地区幼稚園 PTA 連合会

全日本家庭教育研究会(全家研ポピー)熊本県熊本市

宮崎県小林市保育会

山口県岩国市 PTA 連合

静岡県沼津市教育委員会「自信のもてる子育て講座」

栃木県河内郡上三川町中央公民館

福島県白河青年会議所

富山県射水青年会議所

静岡県学研教室指導者静岡市・浜松市合同勉強会

兵庫県尼崎青年会議所

学研講演会「図鑑のすごい力」

兵庫県青少年本部養父市

福井県生涯学習センター親学講座

千葉県長生郡睦沢町教育委員会と社会福祉法人九十九会
埼玉県さいたま市西浦和幼稚園

大阪府南河内地区 PTA 研修会（羽曳野市）

滋賀県高島市家庭教育講演会

岡山県津山市保育協議会

千葉県柏市私立みくに幼稚園

大阪府東大阪青年会議所

山梨県北杜市保育園保護者連合会・韮崎市保育所保護者連合会
北海道主催「親力イベント」

兵庫県学校厚生会

群馬県大泉町私立幼稚園 PTA 連絡協議会

長野県長野市 PTA 連合会

兵庫県明石市教育委員会あかし若手教師塾

上海日本人学校虹橋校

東京都練馬区小学校 PTA 連合協議会

静岡県長泉町教育委員会家庭教育学級講演会

宮崎県都城市青少年健全育成市民大会

東京都小平市中央公民館

群馬県利根郡川場村

福島県いわき市立小名浜東小学校 PTA

静岡県ことばと心を育む会

他実績多数

