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南信教育事務所 所長 武井 新彦

「不易流行」－30年ほど前、教学指導課（現 学びの改革支援課）で勤務していた時に指
導主事の先生から教えていただいた言葉です。読み・書き・そろばんに象徴される基礎的な
学力と意欲的に学び続ける姿勢（学習習慣）は、社会が大きく急速に変化する中にあって必
須のものです。幸せに生きていくためのパスポートのようなもので、「不易（変わらないも
の・変えてはいけないもの）」だと考えます。人生100年といわれる時代。「不易」を意識
しつつ、時代の変化に柔軟に対応し、誰一人取り残すことなく幸せな暮らしが実現できる地
域を目指して、皆さんと共に学び、考え、実践してまいりたいと思っています。どうぞよろ
しくお願いいたします。

令和４年度南信教育事務所 出発のごあいさつ
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河手 正彦

年間行事が精選された。一
つ一つの行事がスリムになっ
た。先生方、特にベテランの
ICT技能が向上した。子ども
間の情報共有が端末を介して
もスムーズになった。不登校
傾向の子が授業に参加できる
ようになってきた。児童会・
生徒会が新たな集会の方法を
見出した…各学校の熱心で献
身的な取組のおかげで、コロ
ナ禍におけるプラス面が顕在
化してきました。有難いこと
です。学校教育課では「共に
つながり 共にひろがる」を
合言葉に、そんな学校の今日
的な取組を精一杯支援してま
いります。よろしくお願いし
ます。

飯田下伊那地域41,124名の
皆さんによる「飯田事務所存
続を求める署名」と「飯田教
育事務所存続の要望書」によ
り、平成20年７月に「６所
ある教育事務所を４所に再編
統合案」が県行政機構審議会
より提案された後も、飯田事
務所は県の出先機関として飯
田下伊那と県とをつなぐ役割
をはたしつつ、地域と共に歩
み続けています。地域の皆様
の大きな思いを受け継ぎ、本
年度も、より一層地域や学校
に密着した支援を、熱意と誠
意をもって行い、地域や学校
に必要とされる事務所を目指
したいと思います。また、南
信教育事務所と一体となって
学校教育・生涯学習を進めた
いと思います。よろしくお願
いします。

生涯学習とは何でしょう。
定義は規定されてませんが、
教育基本法の第 3条に、
「人々が、生涯いつでも、自
由に学習機会を選択して学ぶ
ことができ、その成果を適切
に生かすことができる社会を
目指そう」という『生涯学習
の理念』が示されています。
学びの成果を生かすことがで
きる社会、それは長野県の第
３次教育振興基本計画の理念
にもつながります。その理念
に向け、『「つながり」をつ
くる「ひろがり」をつくる』
を重点に、共に学び共に歩ま
せていただきます。よろしく
お願いします。



令和４年度 南信教育事務所 担当庶務分担

南信教育事務所各課共通
Fax 0265-76-6859
E-mail nanshinkyo@pref.nagano.lg.jp

学校教育課
E-mail nanshinkyo-gakko@pref.nagano.lg.jp

２

◇総務課 Tel 0265-76-6858
たきざわまさと

○企画幹兼次長兼総務課長 滝澤眞人
まなべたくじ

○課長補佐 間部拓二
かとうやすお

○主査 加藤恭央
あきやまみつや おがさわら さなみ

○主任 秋山充也 小笠原沙南
わしの ゆか

○主事 鷲野友香
いとう しおり

伊藤汐里
まつざわきよはる

○事務職員 松澤清春

◇生涯学習課 Tel 0265-76-6861

からさわしゅうじ たまおきりゅう

○指導主事 唐澤秀司 玉置 龍
たけざわなおこ

○上伊那市町村教委連絡協議会 竹澤尚子
からき ひでき

○上伊那地方視聴覚教育協議会 唐木秀樹

◇飯田事務所 Tel 0265-53-0461 Fax 0265-22-0044
E-mailnanshinkyo-iida@pref.nagano.lg.jp

たきざわゆういち ほんむらえいじ

○主幹指導主事 滝澤勇一 本村栄次
みやしたけんじ

○主任指導主事 生徒指導専門指導員 宮下健治
うちだ そういちろう くまがい しげる

○指導主事 内田総一郎 熊谷 繁
やざわさえこ

○スクールソーシャルワーカースーパーバイザー 矢澤朗子
わかつきちあこ こだいらりか わだ るい

○スクールソーシャルワーカー 若月知亜子 小平梨香 和田瑠伊
ひらいで たもつ

○行政嘱託員 平出 保
しおざわきわこ

○市町村教委連絡協議会 塩澤喜和子

◇学校教育課 Tel 0265-76-6860

いしいかつゆき

○主幹指導主事 石井克之（諏訪）
きりゅう あきら

桐生 彰（上伊那）
こまつ まさと

小松雅人
みやしたふじこ

○主任指導主事 宮下富士子（特別活動）

○主任指導主事生徒指導専門指導員
くらた せいじ

倉田誠司

○指導主事

かまくらやまと もろずみみのる

鎌倉大和（国語） 両角 穂（算数・数学）
たしろ ゆか かわしもたかし

田代佑夏（社会） 川下高志（理科）
なかつかようすけ

中塚洋介（体育・保健体育）
おおつきおりえ

大槻織詠（外国語活動・英語）
しろたりえ

代田理恵（道徳・人権教育）
ほさかみのる

保坂実 （特別支援教育）
かみじま たけし

○特別支援教育推進員 上島 猛
おざわ のりお

○いじめ不登校相談員 小澤徳夫

○スクールソーシャルワーカースーパーバイザー
ゆみたかおり

弓田香織

○スクールソーシャルワーカー
あかはねいくこ いとう まゆみ いぐち ゆうこ

赤羽育子 伊藤真由美 井口優子
かさいとしふみ まついかずえ たじま なつこ

河西俊文 松井一恵 田嶋奈津子
もりやこうすけ

森家康介

mailto:nanshinkyo@pref.nagano.lg.jp
mailto:nanshinkyo-gakko@pref.nagano.lg.jp
mailto:nanshinkyo-iida@pref.nagano.lg.jp
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令和４年度 南信教育事務所学校教育課 グランドデザイン

南信教育事務所学校教育課の今年度のテーマは「共につながり 共にひろがる」
です。学校の願いに寄り添いながら，その実現に向けて支援をしていきたいと考えて
います。

「研修会」では，参加される先生
方のニーズをとらえ，日々の実践に
つながる内容や次の研修会も参加
したいと思える内容を考えていきま
す。

「学校訪問」では，「単元訪問」での
授業づくり・「ゾーン訪問」での学校づく
りを通して得た学びが学校全体にひろ
がるように，訪問支援を充実させていき
ます。

「教育相談」では，いじめ不登校相
談員やＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー）の
訪問・相談を通じて，ＳＣ（スクールカウンセ
ラー）や外部関係機関と連携をとりなが
ら，子どもや保護者への支援を考えて
いきます。

「情報発信」では，各学校の取組
のよさや先生方の教育に対する熱
い思いを事務所だよりで発信してい
きます。各種研修会の様子や参加者
の声もお伝えします。



南信教育事務所主催の研修会の予定（※初任研以外）

対象：（諏訪・上伊那）臨時的任用教員・採用年数３年程度の教員
（下伊那） 臨時的任用教員・小・中・高・特別支援学校の教員

授業づくり

対象：研究主任・研究係等、研究に関心のある先生方研究主任研修

研修会名 期日 会場

諏

訪
研究主任研修会

第１回５月13日（金）
諏訪合同庁舎

第２回７月29日（金）

第３回１月16日（月） 諏訪合同庁舎(予定)

上
伊
那

研究主任研修会

第１回５月24日（火）
伊那合同庁舎

第２回７月28日（木）

第３回１月23日（月） 伊那合同庁舎(予定)

下
伊
那

研究主任研修会

第１回５月24日（火） 南信消費生活センター
第２回８月３日（水）

飯田合同庁舎(予定)
第３回１月16日（月）

外国語・国際理解教育 対象：外国人児童生徒等の指導に携わる教職員

研修会名 期日 会場

南信地区外国人児童生徒等担当者情報交換会 ４月21日（木） オンライン

南信地区英語専科教員情報交換会 ５月20日（金） オンライン

外国人児童生徒等指導研修会
第１回６月２日(木) オンライン

第２回10月28日(金) 伊那合同庁舎またはオンライン

人権教育 対象：学校人権教育に携わる教職員・社会人権教育担当者等

研修会名 期日 会場

第１回学校人権教育研修・連絡協議会（諏訪・上伊那） ５月12日（木） 総合教育センター

第２回学校人権教育連絡協議会（諏訪） 11月２日（水） 長野県岡谷東高等学校

第２回学校人権教育連絡協議会（上伊那） 11月22日（火） 長野県高遠高等学校

第１回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那） ５月31日（火） 飯田合同庁舎・オンライン

第２回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那） 10月18日（火） 飯田合同庁舎・オンライン

生徒指導 対象：不登校や不登校傾向等の中学生・保護者等

研修会名 期日 会場

高校進学説明会「ほんわか相談会」（上伊那） 11月 ２日（水） 伊那合同庁舎(予定)

高校進学説明会「ほっこり相談会」（下伊那） １１月９日（水）・１１日（金） 飯田合同庁舎(予定)

高校進学説明会「ほんわか相談会」（諏訪） 11月18日（金） 諏訪合同庁舎(予定)

研究主任以外の先生も

大歓迎です。他地区への

参加や複数での参加もで

きます。

自校の研究推進のヒン

トを共有しましょう！
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研 修 会 名 期 日 会 場

諏

訪

・

上

伊

那

第１回授業づくり研修会
５月16日（月） 伊那合同庁舎

５月17日（火） 諏訪合同庁舎

第２回授業づくり研修会 ６月21日（火） 伊那合同庁舎

６月27日（月） 諏訪合同庁舎

第３回授業づくり研修会
７月28日（木） 伊那合同庁舎

７月29日（金） 諏訪合同庁舎

第４回授業づくり研修会 11月17日（木） 伊那合同庁舎(予定)

11月24日（木） 諏訪合同庁舎（予定）

下

伊

那

教師力ちょっとアップ研修会

５月17日（火） 南信消費生活センター

６月20日（月）
飯田合同庁舎

８月４日（木）

12月19日（月） 未定

自分の授業構

想等を持ちよっ

て、参会者と一

緒に明日の実践

につながる工夫

を考え合いま

しょう。



子ども・地域の幸せのために

「つながり」をつくる「ひろがり」をつくる

【国の方針】
第３期教育振興基本計画
○生涯学び，活躍できる環境を整える。

○誰もが社会の担い手となるための

セーフティネットを構築する。

令和４年度 南信教育事務所生涯学習課 グランドデザイン

【 県の方針】
しあわせ信州創造プラン2.0
～学びと自治の力で拓く新時代～

第3次教育振興基本計画
「学び」の力で未来を拓き，夢を実現する人づくり

社会人権教育

生涯スポーツ振興社会教育

５

＜重点目標＞
人づくり，ネットワークづくり，

地域づくり，活力あるコミュニティ

を目指して

～ 人生100年時代を見据えた

生涯学習の推進 ～

人と地域の絆づくりを深め

生きがいを持って生活できる

地域社会

自分の気持ちを大切にしながら

多様性を認め合い尊重し豊かで

暮らしやすい地域社会

いつでも，どこでも，

誰でも，スポーツに

親しむことのできる

地域社会

【令和４年度重点事業】

１地域と「つながる」，地域に「ひろがる」学校 ～信州型ＣＳの促進のために～
○地域の人材や資源を活用した教育活動への支援
○社会資源の一つとして地域と連携・協働する学校運営への支援
○地域連携・協働フォーラムの推進

２地域が「つながる」，笑顔が「ひろがる」生涯学習 ～学ぶ意欲の継続のために～
○コロナ禍でも学びやスポーツを楽しく続けることができる環境づくり

令和４年度 南信教育事務所 生涯学習課 グランドデザイン
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南信教育事務所 生涯学習課

８月25日（木） 会場：いなっせ

南信地区学校体育・スポーツ研究協議会

５月12日（木） 会場：諏訪合同庁舎

※体育学習に関わる先生方をサポートします。

不安や疑問がありましたらご相談ください。

南信地区スポーツ活動指導者講習会Ⅰ 南信地区スポーツ活動指導者講習会Ⅱ

７月12日（火） 会場：諏訪合同庁舎 10月12日（火） 会場：伊那市内保育園

※最新の運動遊びを学ぶ研修会を予定しています。 ※目の前で講師が園児へ指導をしながら技能を
楽しみながら体を動かしてみませんか。 高める指導法を学びます。実技もあります。

南信地区社会人権教育研修会

６月24日（金） 会場：伊那市創造館

※障がい者の人権問題について話をお聞きしま

す。自分の言動を見直す機会にしませんか。

人権教育スキルアップ講座

２月２日（木） 会場：諏訪合同庁舎

※同和問題について話をお聞きします。正しい
知識をともに学びましょう。

※南信教育事務所最大のイベントです。それぞれの立場から情報交換を
行いながら地域活性化につながるヒントをみつけてみませんか。

南信地区 地域連携・協働フォーラム

上伊那地区社会教育関係者懇談会
11月11日（金） 会場：伊那公民館

※今年度は上伊那公民館連絡協議会の方の発表を
お聞きします。実践から共に学び合いましょう。

諏訪地区ＣＳコーディネーター研修会
11月29日（火） 会場：諏訪合同庁舎

上伊那地区ＣＳコーディネーター研修会
12月１日（木） 会場：伊那合同庁舎

※他校の実践を学べる機会です。毎年，好評の
研修会です。ご参加ください。

上伊那地区ＰＴＡ指導者研修会
５月８日（日）会場：伊那東小学校

諏訪地区ＰＴＡ指導者研修会
５月22日（日）会場：岡谷東部中学校

高等学校ＰＴＡ指導者研修会
10月１日（土）会場：高遠青少年自然の家

※魅力ある講演会・分科会を用意しています。
たくさんの方の参加をお待ちしています。



学校・社会人権教育連絡協議会
５月３１日（火）

10月１８日（火）

不登校支援について
考える研修会

７月２８日（木）

高校進学相談会
（ほっこり相談会）
① １１月 ９日（水）

② １１月１１日（金）
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令和４年度 南信教育事務所飯田事務所 事業紹介

地域・学校に必要とされる飯田事務所に を軸とした事業づくり「対話」

教師力ちょっとアップ研修会
① ５月１７日（火）

② ６月２０日（月）

③ ８月 ４日（木）

④１２月 ９日（月）

研究主任研修会
① ５月２４日（火）

② ８月 ３日（水）

③ １月１６日（月）

栄養教諭・学校栄養職員授業づくり研修会
６月１０日（金）

教育支援員スキルアップ研修会
８月 １日（月）

いっしょに

考える

『仲間』がいる

教職員研修

赤門スクール
① ７月１４日（木）

② ８月２６日（金）

③ １０月 ７日（金）

④ １２月 ２日（金）

CS推進学社連携
・協働意見交換会
７月 ８日（金）

CSｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会
１１月２２日（火）

スポーツ活動指導者講習会

① ４月２６日（火） 【延期】

② ６月１８日（土）

③ ９月 ４日（日）

④１０月１６日（日）

子どもの

学びを支える

そこには

大人の学びがある

生涯学習

対話から

生まれる自立支援

自立という

言葉が

胸に響いた

人権教育

ここに書かれた言葉は、令和３年度事業参加者の感想です。

令和４年度 南信教育事務所飯田事務所 事業紹介

同じことが

自分に

できるのだろうか

７



令和４年度 南信教育事務所飯田事務所 事業体系

○飯田事務所及び南信教育事務所 主催事業 ◎訪問支援事業 ◆関係機関と連携して行う事業

○教師力ちょっとアップ研修会
◆小学校英語専科教員研修会
○初任者研修
○栄養教諭・学校栄養職員授業づくり研修会
◆養護教員基礎力向上研修会
○スポーツ活動指導者講習会（器械運動・教科体育を学校行事に生かす）

◎学校訪問支援（教科に関わる訪問・学校支援に関わる訪問）
◎全国学力・学習状況調査を活用したPDCAサイクルづくり支援

教師力向上
支援

○教育支援員スキルアップ研修会
◆LD等通級指導教室担当者連絡会

特別支援教育
支援

○いじめ不登校相談員・スクールソーシャルワーカー
・生徒指導専門指導員による訪問支援

○不登校支援を考える研修会（シンポジウム）
◆高校進学相談会（ほっこり相談会）

○校長人事事務研修会
○教頭を対象とした学校事務研修会
○研究主任研修会

人権教育支援

○学校・社会人権
教育連絡協議会

◎人権教育研修会
（出前講座）

生涯学習推進
支援

○赤門スクール
○ＣＳ推進学社連携･

協働意見交換会
○飯伊地区CS

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会

○スポーツ活動指導者講習会
◎「運動遊び」実技研修会
◎親子レクなどの出前講座
◎新体力テスト支援
◎健康づくり講座
◆南信地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
◆飯伊地区ジュニア期のスポーツ活動検討委員会

生涯学習推進
事業

○コミュニティスクール活動だより発行
◆ＰＴＡ指導者研修会
◎学級ＰＴＡ出前講座
◎信州型コミュニティスクールなどの出前講座
◆放課後子ども総合プラン研修会

生徒指導・
不登校対策

支援

学校

マネジメント
支援

スポーツ振興
事業

学

校

教

育

支

援

社

会

教

育

支

援
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