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教育
Johns Hopkins University （ジョンズホプキンズ大学大学院） ボローニャ,イタリア
Diploma 取得
School of Advanced International Studies (SAIS)
Master of Arts, International Relations/ European Studies
（1 年間）
（修士課程の１年目のみ修業：ディプロマ・国際関係）
2007 年 6 月卒業
 専攻: ヨーロッパ研究、国際経済
 The Wilton Park Conference, Atlantic Youth Forum 参加（英国）
東京, 日本
Sophia University（上智大学）
2006 年 9 月卒業
法学部 国際関係法学科
 専攻: 国際関係法
 副専攻: 国際関係、国際政治
 ゼミ: 国際政治、国際法
 グローバル・ソサイエティー（サークル）設立、副部長 (2004 年 10 月- 2006
年 8 月)、シンポジウム（題名：“How to Coexist in the Diverse World”）開催責
任者、司会進行担当 (2004 年 12 月開催)
 IT 委員会委員、上智競技ダンス部所属
 翔飛中国・日中文化交流センターの短期留学プログラム参加（北京語言大学
及び、上海の同済大学にて語学・文化交流研修、両大学より修了証を拝受）

ACCORD, Paris, Language School（語学学校）


パリ, フランス
2006 年 5 月

フランス語研修・文化研究

Sciences Po: Consortium Spring Program of European Studies
パリ,フランス
題名：“Europe and Its Future” （シアンス・ポーにて）
2006 年 3 月
 Sciences Po, 慶応大学, 上智大学;ヨーロッパ研究における春季特別合同プログ
ラム:“Europe and Its Future, and International Economics” (EU 展望・国際経済)
 英文にて論文執筆、プログラム修了証取得
 フランス語研修
静岡,日本
2002 年 3 月卒業
中・高の 6 年間、英語劇部所属（脚本制作・演出監督・キャスト出演経験）
中・高、公式の各英語スピーチコンテスト（市、県、全国大会）にて受賞
夏期ナース研修（静岡日本赤十字病院の外科にて、インターンシップ）

静岡雙葉学園（中高一貫制）




静岡市立城内小学校




児童会副会長
各種美術作品、絵画、書道、創作（小説等）にて受賞
バドミントン部、スポーツ部

静岡,日本
1996 年 3 月卒業
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職務経歴 及び 経験
静岡,日本
2010 年 4 月- 2011 年 3 月

常葉学園短期大学（非常勤講師）

2010 年 12 月 The Wilton Park Conference へ参加
長谷通り沿いで喫茶店運営（2010 年 12 月～2012 年 5 月末）/福祉就労支援 B 型受入れ
静岡,日本
2008 年 8 月- 2009 年 3 月

追手町法律事務所（勤務）

各種アルバイト経験：サンマルクカフェ静岡呉服町店・リアルフードマーケットあ
くつ・ホテルサンルート清水・清水末廣鮨・モスバーガー松崎・西伊豆伊東園ホテ
ル・ガスト伊豆大仁店・すき家・マクドナルド（136 号線沿い、及び東京都恵比寿駅
前店新規オープンスタッフ）・カルビ一丁大仁店・セブンイレブン中田二丁目店・
セブンイレブン駿河町店・ビストロ HaRyu（はりゅう）・両替町 REST Noble・静岡
市駿河区八幡公民館管理人・自治会事務局・玄国茶屋（都度、必要に応じて協力）
パリ（フランス）
在仏日本国大使館・広報文化部（長期インターン）
2007 年 7 月- 2008 年 3 月
6 ヵ月後、会計班へ移動
 広報文化部及び会計班にて インターンシップ 及び 勤務（常勤 8 ヶ月）

A.A.A.言語学院にて短期アルバイト、同時に著作の執筆を開始 (現在停止中)

2008 年 4 月～7 月（パリにて 5 月まで執筆活動後帰国、選挙応援、入退院）

Sophia University, Faculty of Law（上智大学法学部）
猪口邦子法学部国際政治教授、アシスタント（TA）

国際政治授業の資料準備、分析方法の補助講義

教授のホームページ作成補佐

東京, 日本
2003 年 4 月– 2005 年 8 月

学生インターン
長島昭久衆議院議員
2003 年 2 月 – 2006 年 7 月（断続的に従事）

諸会議代理出席、議事録記録・報告書作成

ホームページ更新、書簡作成・投稿、選挙活動補佐

政治家、NGO、記者とのミーティングアレンジメント補佐
名渓予備校、笹塚・明大前校舎

東京, 日本

東京, 日本

英語教師
2003 年 3 月– 2004 年 9 月

中学、高校生への団体授業（クラス担任）及び個人授業（指導）準備、講師

その他
技術:
ワード、エクセル、パワーポイント、ホームページ作成・更新経験有
リーダーシップ: 第 26 回国際学生シンポジウム実行委員 (2004 年 5 月－12 月)
東アジア共通の家（学者・学生合同会議）参加者 (2005 年 12 月)
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趣味:

アロマセラピー、運動、ハイキング、森林浴、旅行、音楽・映画・芸術
鑑賞・創作、建築・インテリア・アンティーク鑑賞、茶道、歌 等

所属団体（会員）
・清水中央ロータリークラブ ・静岡県防衛協会 ・十日会
・自衛隊協力会 ・人の集まる街づくり市民会議 ・清水一魂会 ・図書館友の会
・前静岡人権フォーラム ・茶道表千家同門会青年部 ・静岡地区更生保護協力雇用主会
・NPO 法人世界女性会議ネットワーク静岡 ・前静岡日英協会 ・消防第 4 分団
・静岡青年会議所（JC） ・大学女性協会 ・NPO 法人静岡塾 ・百々勇司政経塾
・海のみらい静岡友の会 ・聖一国師顕彰会 ・駿府城を愛する会
・スピーチを楽しむ会 ・公益財団法人オイスカ ・世界緑茶協会
・静岡市国際交流協会 ・静岡市文化財協会 ・静岡日仏協会 ・静岡県ソフィア会
・（一般財団法人）静岡経済研究所 ・するが観光企画局 ・静岡商工会議所

抱負
今まで学んできたこと、多くの人に支えられて今があることに心から感謝して、善良
なる市民の誰もが素直に幸せを感じられる環境を構築する同志の皆様と、具体的な
責任を、多角的な方法で果たしていきます。自分の信条・理念に合致する活動は、国
際的なネットワークにも繋がります。誰もが、自分の「世界（視野）」を広げ、異文化を寛
容に受入れ、自分の価値観やキャパシティを広げられる環境づくりを進めて参ります。
情報共有と実働により出来ることから一つ一つ実現させます。改革の必要性が迫ら
れている現代政治で、ニューノーマルを迎えたこの時代の新しい働き方を提案します。
2017 年に市議会議員に当選させていただきましてから「防災」の観点で責任ある政
治を貫くため自動失職を迎えた 2019 年より、議員任期 1 期 4 年間の内、2 年間は民
間の文脈で、そしてそのまま、初立候補時からの公約実現を図っております。次回の
挑戦は 2023 年以降の立候補となります。自由にそして柔軟に、政策の更なる深化と
具体化、そして広域化を図っています。具体的な企画・イベント一つひとつ、私の活動
の全ては、私の公約を実現させるものであります。真摯に実直に、具体化を進めます。

