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「笑顔で元気アップ講座」
東信教育事務所長

丸山

隆一

学校、市町村教委における不登校児童生徒への対応を支援するため、所内に
「いじめ・不登校児童生徒支援チーム」を設置して学校・家庭・関係機関によ
る地域支援体制をバックアップしていますが、当所独自の取り組みとして平成
22年度から「笑顔で元気アップ講座」を開催しています。
この講座は、登校支援が必要であったり、引きこもり傾向にある子どもたち
が、遊びや運動をすることによって生まれる充実感や友人とのコミュニケーシ
ョンを通して心と体を開放し笑顔で過ごす時間を互いに共有することを目指しています。また、学校や
中間教室が主体となる同様な取り組みへのサポートも行っています。
具体的には、当所の指導主事が学校訪問の空き時間を利用して、開催を希望する学校や中間教室で用
意する施設に出向いて、運動系（卓球、ニュースポーツなど）、レクリエーション系（ふわっとテニス、
吹き矢など）等の活動を児童・生徒やその保護者、教師と一緒に行っているものです。
昨年度は、17か所、延べ104回実施し、児童生徒、保護者、教師を合わせて延べ759人に参加いただき
ました。今年度は、20か所、延べ123回開催する予定です。
年々講座実施回数も増え、参加者からは「教室では見られない生徒同士のやり取りや表情があり、大
変うれしく思っている。
」
、
「いつも接している方とは違う大人である先生方との活動は、生徒たちにとっ
て、とてもよい刺激になりました。ここで楽しく活動できたという経験は、生徒たちの大事な自信とな
ります。
」等の感想が寄せられ、児童生徒のコミュニケーション能力の向上と多くの職員で児童生徒を支
える体制づくりを実感しています。

現場レポート：
「第 21 回長野県高等学校総合文化祭」
教育総務課企画係担当係長

羽賀

淳一

長野県高等学校総合文化祭、通称「県総文祭」は、県内高等学校の文科系クラブが結集し、日頃の活
動の成果を発表しあう、高校生の文化の祭典です。
今年のテーマは、
「花鳥風月～僕らの青春を文化の懸け橋に～」。
「花鳥風月」は、長野県の豊かな自然
を表し、
「僕らの青春を文化の懸け橋に」には、高校生が行っている文化活動をより広げていきたいとい
う思いが込められています。
今年度は第 21 回目を迎え、10 月 31 日から 11 月２日にかけて、北信地域の各会場で多彩なプログラム
が行われました。その模様の一部をご紹介します。
◆パレード（10 月 31 日（金）
）
総文祭の開会に先立ち、マーチング
バンドやバトントワリング、チアリー
ディングなどが華やかに長野市内をパ
レードし、総文祭をアピールしました。
沿道では、多くの人が声援を送ったり、
写真撮影をしたり、賑やかにお祭りム
ードを盛り上げていました。
広場でのパフォーマンス
マーチングバンドのパレード
途中のトイーゴ広場と終点のイトー
ヨーカドー広場では、参加団体による
パフォーマンスが行われました。集まった人たちは、笑顔での迫力あるパフォーマンスに引き込まれ、
大きな歓声や拍手を送っていました。
◆オープニングセレモニー【総合開会式】
（11 月１日（土））
紅葉真っ盛りのホクト文化ホール。
セレモニーの幕開けは、実行委員会によるオープニングビデオの上映。総文祭を裏で支える実行委員
の皆さんの熱い思いを感じました。続いて、県内各校の書道部による書道パフォーマンス。大筆で今年
のテーマ「花」
「鳥」
「風」
「月」を力強く書き上げました。
実行委員長による開会宣言の後、ステージ
では邦楽、ギターマンドリン、放送、合唱、
オーケストラなど、盛りだくさんの発表が行
われました。
第１部のフィナーレは、北信地区高等学校
の合唱部・合唱班と、長野県高等学校選抜オ
ーケストラによる合同演奏。多くのクラブが
集まる、総文祭ならではのコラボレーション
北信リーダーズコールと長野
玄関ホールでは、そば打ちの実
県選抜オーケストラの大合奏
です。総勢約 180 名による、エルガーの「威
演や物産販売も行われました。
風堂々」第１番のメロディーに歌詞をつけた
楽曲「希望と栄光の国 Land of Hope and Glory」は、大迫力の演奏でした。
この他にも、演劇、バトン・チア、和太鼓、弁論、吟詠、華道パフォーマンス、ファッションショー
などの舞台発表や、写真や美術・工芸、書道などの展示発表が行われました。
どのプログラムも、日頃の活動の成果が発揮された質の高い発表で、高校生のエネルギーに圧倒され
ました。参加した高校生の皆さんにとっても、大会を通じて多くの仲間と交流し、お互いに刺激しあう
経験は、かけがえのない財産となったのではないかと思います。
４年後の平成 30 年度には、長野県で第 42 回全国高等学校総合文化祭が開催されます。多くの県民の
皆様に高校生の活動を知っていただき、全国総文祭長野大会が大成功を収められるよう、期待したいと
思います。
◆お問い合わせ◆
教育総務課企画係
TEL 026-235-7423 FAX 026-235-7487
E-mail：kyoiku@pref.nagano.lg.jp
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信州の山の文化財トレッキングツアーについて
（第３回：須坂市米子の瀑布・鉱山跡・奇妙山）
文化財・生涯学習課
今年度、文化庁の文化財を活かした地域活性化事業補助金を活用して、
「信州の山の文化財トレッキン
グツアー」を８月の第１回を皮切りに、９月に第２回、10 月に第３回、11 月に第４回と番外編の計５回
実施しました。
その中で、平成 26 年 10 月 19 日（日）に実施した第３回信州の山の文化財トレッキングツアーの様子
をご紹介します。
第３回信州の山の文化財トレッキングツアーは、須坂市指定名勝の米子の瀑布と、鉱山跡、また須坂
市指定史跡の奇妙山遺跡をトレッキングで巡るツアーです。
当日は、朝から申し分のない晴天で、参加者、スタッフ共々、気分良く
スタートできました。米子の瀑布、鉱山跡、奇妙山遺跡の順番にトレッキ
ングで巡り、米子瀑布、奇妙山遺跡では國學院大学の深澤先生に解説をい
ただきました。
米子の瀑布は須坂市指定の名勝ですが、名勝も文化財のひとつの種類で
あり、自然の風致景観からなる大規模なもので、我が国や長野県の国土美
を象徴するものとして保護すべきものなのです。
権現滝と不動滝を同時に眺めることができるビューポイントでは、紅葉
と併せて正に絶景を眺めることができ、多くの参加者が、カメラを構えて
その絶景を思い思いに撮影していました。
米子鉱山の硫黄採掘は、古くは奈良時代に始まったとも言われてい
ますが、明治時代以降になって、民間の会社が本格的に採掘を行い、
この場所に鉱山集落が形成され、硫黄の需要が拡大した第２次世界大
戦当時には、この地に生活する鉱山従業員とその家族は、約 1,500 人
となりました。
現在は何もない空き地となっていますが、当時はここに、社宅、発
電所、小学校の分校、食堂、売店、共同浴場、映画館やテニスコート
も整備され、ひとつの集落が存在したのです。

不動滝

トレッキングの様子

かめくらばんりゅうじかいざんたんしょうしょうにん

奇妙山遺跡は、亀倉万竜寺開山但 唱 上 人 の木食行信仰遺跡です。岩盤に但唱が 12 年間こもって、木
食行(※)をしながら刻んだ各種石仏や修験用具などの石造物が散在しています。この岩窟と浮島と呼ばれ
る岩盤及び石仏群は歴史・文化を認識するうえで貴重な文化財です。
※木食行･･･肉や五穀（米、麦、粟、豆、黍(きび)等）を断ち、
木の実や草のみを生のまま食べる修行のこと

以上の文化財を専門家の解説とともに見学し、トレッキングで巡っていくというツアーでしたが、多
くの参加者から、文化財の見学とトレッキングの両面で満足したという感想をいただくことができまし
た。
信州の山の文化財トレッキングツアーを実施することにより、山国信州の山々に所在する文化財をト
レッキングで訪れるという方法を普及することができました。今後も、文化財の情報発信や普及に努め
ることにより、文化財の保存、継承及び活用を図ってまいります。

◆お問い合わせ◆
文化財・生涯学習課文化財係
TEL 026-235-7441 FAX 026-235-7493
E-mail：bunsho@pref.nagano.lg.jp

奇妙山遺跡
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★「木曽復興を応援する運動」にご協力をお願いします★
御嶽山噴火災害により、地域経済に大きな影響が生じている木曽地域を、個人、企業、団体、市町村
など県民の皆さまが、「自分でできること」で応援する運動を開始します。
より多くの皆さまが、この運動にご賛同いただき、「木曽を訪問する」「木曽で会議を実施する」「木
曽に宿泊する」「木曽の物産を購入する」「木曽の情報を発信する」などにより、木曽地域への応援に
ご協力くださいますようお願いします。
▼長野県関連ホームページ URL
http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/kiso-oen.html

★スポーツ課からのお知らせ★
◆メールマガジン「部活動ＮＡＧＡＮＯ」
本県の運動部活動を応援するメールマガジン「部活動ＮＡＧＡＮＯ」を平成26年６月
26日に創刊しました。以下のＨＰで登録方法をご案内しておりますので、 積極的に登録をお願
いします。
第１号（６月26日配信）
「今こそ見直そう！運動部活動のコーチング観」
第２号（９月４日配信）
「北信越中学校総合競技大会総括」
及び 「美味しく食べて疲れ知らず！元気でたくましい信州ジュニア・アスリート」
第３号（近日配信予定）
【長野県教育委員会 スポーツ情報 WEB ページ】
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/sport/index.html
◆お問い合わせ◆
長野県教育委員会スポーツ課
電話：026-235-7449
FAX：026-235-7476
E-mail：sports-ka@pref.nagano.lg.jp
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★長野県生涯学習推進センター研修講座のご案内★
12 月から１月までに開催する研修講座のご案内をいたします。詳細については、当センターの HP を
ご覧ください。皆様の参加をお待ちしております。
タイトル

日時

実習・講座

基調講演
「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

◆生涯学習月間講座
12月４日（木）
「シンポジウム 子どもの生 時間 9:40～16:00
きる力を育てる体験活動」

事例発表
「『若者が創る信濃の国再発見物語』について」
（長野県教育委員会事務局文化財生涯学習課）
「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『通学合宿』」（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・引きこもりの居場所づくり」（飯田市）
情報交換（県内各地の取組について）

◆【移動講座】 「自分と相
手を守るインターネット利
用」

１月16日（金）
時間 14:10～15:40

講義「ネット社会の落とし穴」
演習「自分を守る、相手も守るインターネット利用」

※会場
根羽村立根羽中学校

◆生涯学習推進講座「子ど
1月22日（木）
もの豊かな未来を育む読
時間 13:00～16:00
書活動」

◆パソコン講座「チャレン
ジ！はじめてのパソコン」

講義「東京子ども図書館の取組」
講師 東京子ども図書館 護得久 えみ子 氏
事例発表・情報交換

[１日目]
① 1月26日(月)、27日(火)
実習 「パソコン操作の基礎」
② 1月29日(木)、30日(金)
「マウスの使い方・キーボードの操作」
時間
「文書（Ｗｏｒｄ)の作成」
［１日目］ 9：40～15：00
［２日目］ 10：00～15：00
[２日目]
内容と時間（①・②共通）
実習 「文章（Ｗｏｒｄ)の作成の復習」
「写真の加工」

※受講は無料です
※会場に記載がない講座は、当センターにおいて開催します。
※詳細は、開催日の１か月ほど前に出される開催要項でご確認ください。生涯学習推進センターのホー
ムページは http://www.nagano-c.ed.jp/shogai/です。

◆お問い合わせ◆
長野県生涯学習推進センター
〒399-0711
長野県塩尻市片丘单唐沢 6342-4
電話：0263-53-8822 FAX：0263-53-8825
E-mail：shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

★県立長野図書館からのお知らせ★
１．「第６回 起業・経営無料相談会ｉｎ県立長野図書館」を開催します
当館では、一般社団法人長野県経営支援機構との共催により、ビジネスに関する相談を受け付ける相
談会を下記のとおり行います。どなたでも無料で相談でき、専門家が対応します。また、事前予約の内
容をもとに司書が相談の参考になる資料を紹介します。ぜひお気軽にご相談ください。
◆日

時 12 月 13 日（土） 13:30-16:00

◆会

場 当館３階 第１会議室

◆対

象 県内の事業経営者をはじめ、起業等を考えている方

◆相 談 員 中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁理士・弁護士・公認会計士等
（参考資料の紹介や調査は司書がお手伝いします。）
◆申込方法 事前予約制（申込書に必要事項を記入の上、当館宛にメール・FAX・郵送でお送りいただく
か、直接ご持参ください。）
◆受付期間

11 月 25 日（火）～12 月５日（金）まで

□申込に関する問合せ：企画協力課（TEL:026-228-4939）
２．企画展「書評に載った本≪26 年度下半期≫」
平成 26 年度上半期（４月～９月）に新聞各紙の書評欄に掲載された本のうち、当館が所蔵しているも
のを一堂に集めて展示・貸出します。
書評ではその時々で注目されているテーマの本が紹介されることも多く、年の瀬を迎えたこの季節に、
1 年を振り返る機会にしてみてはいかがでしょうか。
◆実施期間

12 月２日（火）～12 月 27 日（土）

◆展示場所

２階 一般図書室

◆対象新聞

朝日新聞、産経新聞、信濃毎日新聞、中日新聞、日本経済新聞、
毎日新聞、読売新聞（五十音順）

□申込に関する問合せ：企画協力課（TEL:026-228-4939）
３．児童図書室 12 月のテーマ本コーナー「☆★☆メリー★クリスマス☆★☆」
児童室の 12 月のテーマ本は、恒例の「メリークリスマス」です！クリスマスに関する絵本やお話しを
たくさん集めました。世界で一番有名とされる新聞の社説を紹介した『サンタクロースっているんでし
ょうか？』のように、クリスマスの本には人の気持ちの温かさを伝えてくれるものが多くあります。
松本市出身の写真家、吉村和敏さんが世界各地で訪ね歩いて撮影した写真絵本『クリスマスツリー』
は、青味を残す夜空を背景にしたクリスマスツリーが本当にきれいです。
当日までの 1 ヶ月弱、ぜひご家族でお楽しみください。

４．休館日のお知らせ
11～12 月の休館日は、次のとおりです。
・月曜日

11 月 24 日、12 月１、８、15、22、29 日

・月末整理日

11 月 28 日（金）

・その他

12 月 28 日（日）～１月３日（土）年末年始休館

※新年は１月４日(日)から開館します。
■年間の図書館カレンダーは、下記からご覧いただけますのでご利用ください。
→

http://www.library.pref.nagano.jp/guidance/access#cft4

◆お問い合わせ◆
県立長野図書館
〒380-0928 長野県長野市若里 1-1-4
TEL：026-228-4500 FAX：026-228-4933
E-mail：naganotoshokan@pref.nagano.lg.jp

★第 983 回長野県教育委員会定例会の資料を掲載しました★
○平成 27 年度長野県立高等学校生徒募集定員について（PDF：305KB）
○職員の人事異動について（PDF：48KB）
○平成 26 年度長野県全国学力・学習状況調査分析委員会の報告について（PDF：4,408KB）
○平成 25 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について（PDF：2,238KB）
○「長野県中学生期のスポーツ活動指針」を踏まえた取組状況について（PDF：382KB）
○第 69 回国民体育大会における総合成績について（PDF：47KB）

↓資料掲載ページはこちら
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/goannai/kaigiroku/h26/teireikai/shiryo/983kai.html

メールマガジン12月号をお送りします。
「今年の干支はなんでしょう？」と不意に聞かれて、
「あれ、何だっけ？」と思うことがあります。
年賀状を書く時にあれほど目にしたはずなのに…。普段なかなか気にする機会が無いからでしょうか。
自分の干支と年齢から計算して、ようやく答えにたどり着きます。
さて、そろそろ来年の干支を見かける時期になりました。
寒さが段々と厳しくなる中、何となく忙しないこの頃ですが、風邪など引かぬよう体調には十分気
をつけたいものです。
（か）
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