
２ 生涯学習推進センター 

 

(1) 事業の概要 

県民誰もが、自らの個性や能力を伸ばし、その成果を地域や社会の中で活用して、生きが

いのある充実した人生を送るために、市町村や関係機関との連携を図り、生涯にわたる学習

活動を総合的に支援するための県的拠点施設として、学習情報の提供や指導者養成講座の開

催、生涯学習に関する調査研究などを行った。 

 

(2) 職員組織 

所長（行託）－ 教員２、行託３ 

 

(3) 情報提供事業 

学びの成果を地域に生かした活動の情報発信として、平成 25年度から引き続き高校・大学

が実施している開放講座の紹介等、テーマに沿った情報発信を実施した。 

また、平成 22年度から実施している研修講座の内容を撮影したＤＶＤの貸出を継続して行

った。 

・トップページアクセス件数  48,425件 

・ＤＶＤ貸出数          66枚 

 

(4) 研修事業 

市町村職員、社会教育指導者、ボランティア関係者など、地域活動に意欲をもつ者を対象

とした指導者研修講座を開催した。また、総合教育センター・生涯学習推進センターの施設

を開放し、一般の方々に学習機会を提供する講座を開催した。 

・講 座 数    23   

・受講者数    2,119人 
 

講座名 内        容 期日 人員 

学校と地域の連携 

（学社連携推進講座・学

校支援ボランティア研修

講座） 

＜公開講座＞ 

講義「学校支援ボランティアの意義と可能性」 

「学校で活動するボランティアが 

知っておきたいこと」 

講師  日本大学文理学部教授 佐藤 晴雄 氏 

 

演習「子どもの力を引き出す関わり方」 

26.5.30 160 人 

生涯学習から 

地域をつなぐ 

（公民館 

ステップアップ講座） 

 

合同主催： 

長野県公民館運営協議会 

＜公開講座＞ 

 

講義「人と人がつながる『希望への社会学』」 

講師 筑波大学人間系教育学域教授 手打 明敏 氏 

 

話題提供①「学びを力に地域で生きる 

～飯田型公民館の取組から～」 

飯田市公民館副館長 木下 巨一 氏 

話題提供②「松本市の地域づくりと公民館」 

 松本市松原地区地域づくりセンター長 高橋 伸光 氏 

26.6.16 139 人 



困難を有する子ども 

・若者の支援 

～地域の資源を 

生かしてつなぐ～ 

＜公開講座＞ 

事例発表「やさしさが子どもに集まる地域づくり 

     ―須坂市野ぷれジョブの取組―」 

須坂市教育委員会学校教育課指導主事 久保田 博 氏 

ぷれジョブ推進会議会長 菅沼 美知子 氏 

須坂市立日滝小学校特別支援コーディネーター 田幸 康宏 氏 

講義「地域を創る就労支援 

―伴走型支援『静岡方式』の理念と実際―」 

講師 ＮＰＯ法人「青少年就労支援ネットワーク静岡」理事長 

   静岡県立大学国際関係学部教授 津富 宏 氏 

26.7.10 79 人 

地域づくりと防災 

〔生涯学習月間講座〕 

 

＜公開講座＞ 

講義「社会総ぐるみでの人づくり」 

講師 文部科学省教科調査官・生徒指導調査官 

国立教育政策研究所総括研究官・教育課程調査官 

 長田 徹 氏 

事例発表Ⅰ「公民館における地域防災推進の取組について」 

前松本市寿台公民館館長 吉村 幸代 氏 

事例発表Ⅱ「社会福祉協議会・地域・保護者と連携した 

防災教育の取組について」 

 篠ノ井高校犀峡校副校長 依田 彰 氏 

演習「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）の実際」 

長野県危機管理防災課 防災指導員 玉野井 博 氏 

26.11.6 79 人 

シンポジウム 

子どもの生きる力を 

育てる体験活動 

＜公開講座＞ 

講義「生涯学習社会と子どもの休日・放課後 

―米国と日本の先進事例に学ぶ―」 

講師 ＮＰＯ法人「教育支援協会」代表理事 吉田 博彦 氏 

事例発表 

「『若者が創る 信濃の国 再発見物語』について」 

「夏休みや放課後の小中学生の居場所づくり」（上田市） 

「地域取材ですすめる高校生のオブジェ制作」（松川町） 

「大学生や地域ボランティアとすすめる体験活動」（麻績村） 

「異年齢集団での交流の場『通学学舎』」（山形村） 

「親育ちのための支援プログラム」（朝日村） 

「不登校やニート・引きこもり等の居場所づくり」（飯田市） 

 

26.12.4 62 人 

子どもの豊かな未来を 

育む読書活動 

（図書館講座） 

 

共催： 

県立長野図書館 

長野県図書館協会 

＜公開講座＞ 

「東京子ども図書館の取組」 

講師 公益財団法人 東京子ども図書館 護得久 えみ子 氏 

事例発表「親子で本を楽しむ『おはなしの会』の取組」 

 山形村図書館 司書 百瀬 恵津子 氏 

情報交換「子どもの読書活動推進のために」 

 

26.1.22 90 人 

生涯学習推進者実践講座 

【５回連続講座】 

＜公開講座＞ 

講義・ワークショップ・情報交換 

講師 松本大学総合経営学部 教授 白戸 洋 氏 

26. 5.29 

6.16  

9.11  

12.18  

27. 2.17 

42 人 

学校支援コーディネータ

ースキルアップ①② 

 

共催： 

長野県総合教育センター 

＜公開講座＞ 

①講義「これが大事！お互いのために」 

 演習「みんなが安心！ルールづくり」 

 講師 小平市立学校 学校支援コーディネーター 

連絡協議会 会長 布 昭子 氏 

 情報交換「コーディネーターとして取り組んでいること」 

 

②事例発表Ⅰ「地域とつながる学習の楽しさ 

～温泉学習を通して～」 

下諏訪南小学校教諭 中瀬 洋子 氏 

事例発表Ⅱ「美麻小中学校における総合学習 

『美麻市民科』での授業支援」 

美麻小中学校 学校支援コーディネーター 

 前川 浩一 氏 

 講義・演習「知っておきたい 地域の宝活用術」 

講師 小平市立学校 学校支援コーディネーター 

連絡協議会 会長 布 昭子 氏 

① 

26.6.5 

 

②

26.10.21 

① 

112 人 

 

② 

104 人 



子どもがよろこぶ、 

楽しい運動遊び 

＜公開講座＞ 

講義「スポーツにつながる楽しい運動遊び」 

実技「子どもがよろこぶ 

楽しい 運動遊びとコミュニケーション」 

講師 信州大学教育学部准教授 渡辺 敏明 氏 

26.6.9 36 人 

心育てと子どもの 

未来づくり 

～社会力・学力 

・生きる力～ 

＜公開講座＞ 

講義「子どもの社会力を育てよう」 

   ～家庭や地域で大人たちはどうしたらいいか～ 

講師 茨城県美浦村教育長 筑波大学名誉教授  門脇 厚司 氏 

事例発表 NPO法人ふじみ子育てネットワーク代表 松下 妙子氏 

26.6.24 63 人 

不登校の理解と対応 

～４つの維持要因と 

具体的対応～ 

＜公開講座＞ 

講義「不登校;認知行動カウンセリングの視点から」 

                                     講師 筑波大学人間

心理学域教授 藤生 英行 氏 

 

26.8.8 118 人 

【移動講座】 

スマホ・タブレット端末

等と今時の子どもたち 

 

共催：大町市教育委員会 

＜公開講座＞ 

講義「スマホ・タブレット端末等を今時の子どもたち」 

講師 佐久知教育委員会 主幹指導主事 松島 恒志 氏 

26.9.6 45 人 

夢が広がる 

パネルシアターの世界 

＜公開講座＞ 

講義「夢を育み心をつなぐ ～パネルシアターの魅力～」 

作成実習「パネルシアターづくり 楽しみながらスキルアップ」 

講師 パネルシアター創案者 古宇田 亮順 氏 

26.10.31 109 人 

発達障がいの理解と支援 

 

＜公開講座＞ 

講義「発達障がいの理解と支援」～行動面の対応を中心に～ 

講師 総合教育センター生徒指導・特別支援教育部 

                専門主事 堀内 澄恵 氏 

26.11.25 122 人 

男女共同参画フォーラム 

 

合同主催： 

男女共同参画センター 

共催： 

長野県公民館運営協議会 

＜公開講座＞ 

講演「妻が僕を変えた日～21 世紀の家族と夫婦を考える～」 

講師 中央大学教授 広岡 守穂 氏 

26.7.5 213 人 

いのち 

 

共催： 

長野県公民館運営協議会 

＜公開講座＞ 

演題「あなたならやれる、一度きりの人生だから」 

講師 無量寺東堂 愛知専門尼僧堂堂長 青山 俊董 老師 

26.9.20 118 人 

【移動講座】 

自分と相手を守るインタ

ーネット利用 

 

共催： 

根羽村教育委員会 

長野県公民館運営協議会 

＜公開講座＞ 

演題「スマホ・タブレット・ゲーム機・インターネット 

よく考えて利用を」 

  「メディア漬けを会全氏、子どもらしく育てたい 

            ～すてきな子どもが育ちます～」 

講師 佐久市教育委員会 主幹指導主事 松島 恒志 氏 

27.1.16 99 人 

春のスターウォッチング 

～月のクレーターや土星

の輪を見よう～ 

＜公開講座＞ 

星空観察 

講師 総合教育センター教科教育部専門主事 

26.5.13 100 人 

皆既月食を見よう！ ＜公開講座＞ 

皆既月食観察、星空観察 

講師 総合教育センター強化教育部専門主事 

26.10.8 152 人 

チャレンジ！ 

はじめてのパソコン 

①② 

＜公開講座＞ 

[１日目] 

・パソコン操作の基礎」 

・マウスの使い方、キーボード操作 

・文書の作成 

[２日目] 

・文書の作成・写真の加工 

① 

27.1.26 

   27 

② 

27.1.29 

     30 

 

16 人 

 

17 人 

香りを楽しみ、 

健康に生かす 

＜公開講座＞ 

講義「香りを楽しみ、健康に生かす」 

講師 愛原心理研究所所長 愛原 由子 氏 

26.8.23 54 人 



(5) 調査研究事業 

   平成 25年３月に、第２次教育振興基本計画が策定され、信州型コミュニティスクール創造

事業が実施された。これを受けて、平成 26 年度は、平成 25 年度から引き続き、信州型コミ

ュニティスクールに該当する（あるいはそれに類する取組を行う）学校の活動成果について、

調査研究を進めた。 

 


