令和３年度 南信教育事務所年度末のごあいさつ
南信教育事務所 所長

佐々木 博邦

新型コロナウイルス感染症との闘いは２年以上となり、今年度も感染症への対応に迫られる１年
でした。この間、学校現場では、ウイルスの特性も踏まえ、感染リスクを軽減し、子どもたちの学
びを最大限保障するための様々な取組をいただいており、心より感謝申し上げます。
今後は、ＩＣＴ教育の推進など新しい学びの形態が模索され、時代が大きく変わろうとしていま
すが、教育事務所といたしましても、市町村教育委員会や教育現場、教育に関わるすべての関係者
と連携し、時代の流れに対応し、全力で取り組んでまいりますので、一層のご支援、ご協力をお願
いいたします。１年間ありがとうございました。

学校教育課 課長
西村 政春
南信教育事務所学校教育
課の諸事業に対してご理解
とご協力をいただきました
ことに御礼申し上げます。
コロナ禍の困難な状況の中
にあっても、万難排して子ども
に向かう南信管内の多くの先
生方、教育関係の皆様と出会う
ことができました ことは、私に
とって、真の教育について考え
る大切な機会となりました。そし
て、日々真剣に子どもと向き合
う現場の先生方と伴走できる
だけの気概と構えをもたなくて
はならないと、そんな思いで課
員全員で課の諸事業に取り組
んで参りました。次年度も南信
の子どもたちのために取り組ん
でいければと思っております。一
年間お世話になりました。あり
がとうございました。

生涯学習課 課長
山田 典史
「人生100年時代を見据え
た生涯学習」を推進するため、
『このコロナ禍においても学
びや活動を止めない』を合言
葉に所員が協力一致で諸事業
を進めてまいりました。
それぞれのライフステージ
において、働きながらスキル
アップを図るために学ぶ、生
活を豊かにするために学ぶ、
リタイア後に新たなステージ
で活躍するために学ぶ生涯学
習は生きるうえで欠かせない
ことです。その学ぶ意欲の涵
養は、学校教育が果たす役割
が大きいことも実感しました。
今年度の生涯学習課の諸事業
に対しまして、ご理解とご協
力をいただきましたことに深
く感謝いたします。来年度も
よろしくお願いいたします。

飯田事務所 所長
曽我 佳伸
本年度は、学びの改革実践
情報交換会にて、諏訪地区の
小井川小・上諏訪中・富士見
小・諏訪南中、上伊那地区の
高遠中・箕輪北小・伊那中・
箕輪中より、MIMを用いた指
導、自立した学び・ジョイン
ト カ リ キ ュ ラ ム 開 発 、 Q-U
（学級経営）とCRT（学力）
の関連性、効果的なICT活用、
教師の意識改革、「教師の
枠」「学び」を問う学校づく
り、校内フリースクールの在
り方等、新たな学校づくりの
ヒントを頂きました。また普
段は関わり合いが少ない諏訪･
上伊那の先生方とグループ懇
談にて、共に学び合うことが
できました。下伊那だけでは
学べない貴重な経験でした。
次年度も南信３地域で、力
を合わせ進みましょう。
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R４ 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
研 修
諏
訪
・
上

会 名

第１回授業づくり研修会
第２回授業づくり研修会
第３回授業づくり研修会

伊
那

第４回授業づくり研修会

下
伊

教師力ちょっとアップ研修会

那

研究主任研修

日

会

場

自分の授業構

５月16日（月）
５月17日（火）
６月21日（火）
６月27日（月）
７月28日（木）

伊那合同庁舎
諏訪合同庁舎
伊那合同庁舎
諏訪合同庁舎
伊那合同庁舎

７月29日（金）
11月17日（木）
11月24日（木）
５月17日（火）
６月20日（月）
８月４日（木）
12月19日（月）

諏訪合同庁舎
伊那合同庁舎(予定)
諏訪合同庁舎（予定）
南信消費生活センター

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。

飯田合同庁舎
未定

対象：研究主任・研究係等、研究に関心のある先生方

研修会名

諏

期

研究主任研修会

訪
上
伊
那

研究主任研修会

下
伊
那

研究主任研修会

期日
会場
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)
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)
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

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！

対象：外国籍等児童生徒の指導に携わる教職員

研修会名

期日

会場

南信地区外国籍等児童生徒担当者研修会
南信地区英語専科教員情報交換会

４月21日（木）
５月20日（金）
第１回 ６月２日(木)
第２回 調整中

オンライン
オンライン
オンライン(予定)
検討中

外国籍等児童生徒指導研修会

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
第１回学校人権教育研修・連絡協議会（諏訪・上伊那）
第２回学校人権教育連絡協議会（諏訪）
第２回学校人権教育連絡協議会（上伊那）
第１回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那）
第２回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那）

生徒指導

期日
５月12日（木）
11月２日（水）
11月22日（火）
５月31日（火）
10月18日（火）

会場
総合教育センター
長野県岡谷東高等学校
長野県高遠高等学校
飯田合同庁舎・オンライン
飯田合同庁舎・オンライン

対象：不登校や不登校傾向等の中学生・保護者等

研修会名
高校進学説明会「ほんわか相談会」（上伊那）
高校進学説明会「ほっこり相談会」（下伊那）
高校進学説明会「ほんわか相談会」（諏訪）

期日
会場
11月 ２日（水）
伊那合同庁舎(予定)
１１月９日（水）・１１日（金） 飯田合同庁舎(予定)
11月18日（金）
諏訪合同庁舎(予定)
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南信教育事務所では、令和４年度より特別支援教育に係る研修会（任意参加）を開催します。
令和４年度

オンライン

南信地区 小・中学校

特別支援教育 研修

対象：小・中学校の特別支援教育コーディネーター，特別支援学級担任，
通常学級担任等 特別支援教育に関心があって希望される先生（任意参加）

こんな相談，不安や悩みに応えます
個別の指導計画を活用するには？
合理的配慮を進めたい。
気をつけることは？

どのような「個に応じた指導」があるの？
特別支援学級の担任をしていて、
自立活動の指導を進めたい。
等々

Zoom を使用して，
実践発表や講義・演習を行い，
参会者による協議・情報交換を行います。

期日
第１回

５月１２日（木）

令和４年

不安や悩みを解消し，
参会者同士でつながりましょう。

P.M4:00～4:50

第２回

開催日１週間前まで受付けます

６月３日（金）

令和４年

P.M4:00～4:50

年度初めにあらためて
二次元コードでご案内します。
問い合わせ先
長野県教育委員会事務局 南信教育事務所 学校教育課 担当（保坂 実）
☎０２６５－７６－６８６０ 📧 nanshinkyo-gakko@pref.nagano.lg.jp

３

