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令和３年度 南信教育事務所出発のごあいさつ
南信教育事務所

所長

佐々木

博邦

観測史上最も早く桜が満開となる中で新年度がスタートしましたが，今もなお新
型コロナウイルス感染症に対する不安が大きくなっています。このような状況では
ありますが，子どもたちが困難を乗り越えてたくましく生き抜いていけるように，
学びの力で未来を切り拓いていく必要があります。
当所では，子どもたちが笑顔で，元気に活動し，安心して過ごせるよう，「より
学校や地域に密着し頼られる教育事務所」を目指して，所員一丸となって取り組ん
でまいります。どうぞよろしくお願い致します。

学校教育課 課長
西村 政春
昨年度は，コロナウイルス感染
症拡大に伴い，様々な教育活
動が制限されました。当たり前
であった学校の日常のありがた
さを改めて感じるとともに，当た
り前であった学校の日常や学
校の安心安全を吟味し直す機
会を得ることにもなりました。こ
ういう時だからこそ，思考停止
に陥ることなく，学校の安心安
全のために，また，コロナ禍にお
ける子どもの学びを推進するた
めに，「共につながり 共にひろ
がる」を合い言葉に全力で学
校をお支えできればと思ってお
ります。どうぞよろしくお願いい
たします。

生涯学習課 課長
山田 典史
日本は健康寿命が世界一の
長寿社会を迎えています。
「人生１００年時代」をより
充実したものにするためには，
幼児教育や学校における学び，
社会人となってからの学び直
し，そして老後を迎えてから
の豊かな学びまで，生涯にわ
たる学習が重要です。「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」「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」「多様性
を認め合い人権が尊重される
地域社会」を目指し，本課職
員も共に学び，共に歩ませて
いただきます。

飯田事務所 所長
曽我 佳伸
平成20年7月に県行政機構
審議会より「6所ある教育事
務所を４所に再編統合案」が
提案されました。それに対し
て，飯伊市町村連絡会等様々
な団体から「飯田教育事務所
存続の要望書」が出されまし
た。その中で最も県を動かし
たのは,飯田下伊那地域
41,124 名 の 皆 さ ん に よ る
「存続を求める署名」でした。
この大きな思いを受け,現在
も飯田事務所として,地域と
共に歩んでいます。南信教育
事務所と一体となって創意工
夫を凝らし学校教育・生涯学
習を進めたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
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◇総務課

Tel

南信教育事務所

担当庶務分担

◇学校教育課

0265-76-6858
たきざわまさと

○主幹指導主事 栗林勝幸（諏訪）

まなべたくじ

うすいしんじ

○課長補佐 間部拓二

臼井慎詞（上伊那）

かとうやすお

○主任

しみずひでろう

加藤恭央
あきやまみつや

よしだたろう

秋山充也

吉田太郎

か み こ まき あ ず み

○主事

0265-76-6860

くりばやしまさゆき

○企画幹兼次長兼総務課長 滝澤眞人

○主査

Tel

○学校支援主任 清水秀朗
まきのたかひろ

○主任指導主事 牧野孝裕（特別活動）

うしこしまひろ

上小牧杏美 牛越万尋

○主任指導主事 生徒指導専門指導員

いとうしおり

こうさかひであき

伊藤汐里

高坂秀明

まつざわきよはる

○事務職員 松沢清春

○指導主事
すずきのぶゆき

こうのひろき

鈴木伸幸（国語） 河野寛樹（算数・数学）
なかじまりょうた

かわしもたかし

中嶋亮太（社会） 川下高志（理科）

◇生涯学習課

Tel

くるみざわてるひこ

0265-76-6861

胡桃澤輝彦（体育・保健体育）
おおつきおりえ

からさわしゅうじ

大槻織詠（外国語活動・英語）

たまおきりゅう

○指導主事 唐澤秀司

しろたりえ

玉置龍

代田理恵（道徳・人権）

たけざわなおこ

○上伊那市町村教委連絡協議会 竹澤尚子

ほさかみのる

保坂実 （特別支援教育）

からきひでき

○上伊那地方視聴覚教育協議会 唐木秀樹

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

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

ゆみたかおり

弓田香織
○スクールソーシャルワーカー

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

あかはねいくこ

い と う ま ゆ み

いぐちゆうこ

赤羽郁子

伊藤真由美

井口優子

かさいとしふみ

まついかずえ

河西俊文

松井一恵

たじまなつこ

田嶋奈津子

もりやこうすけ

森家康介

◇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

○主幹指導主事 滝澤勇一
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
○指導主事

いとうきみとし

くまがいしげる

伊藤公敏

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

○スクールソーシャルワーカー

若月知亜子

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
２
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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，先生方の実践に
つながるように，教育課題等につい
て参加する先生方と共に考え合う
研修を企画していきます。

「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。

「学校訪問」では，単元や題材のまと
まりを大切にした授業づくりの視点が，
学校全体に広がるような支援や，校内
の先生方が中心となって行う校内研修
への支援を充実させていきます。

「情報発信」では，教育情勢や
各学校の取組の様子 ，子供達の
笑顔を事務所だより等で紹介し，
より多くの先生方に見ていただけ
るようにタイムリーな内容を発信し
ていきます。
3

令和３年度

南信教育事務所生涯学習課

グランドデザイン

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

【 県の方針 】
しあわせ信州創造プラン2.0

【 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。

～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

＜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

社会教育

生涯学習の推進 ～

生涯スポーツ振興

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

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

社会人権教育
多様性を認め合い
人権が尊重される地域社会

【令和３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協働する学校への支援
○ 地域ぐるみで子どもを育てるフォーラムの推進
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続けることができる状況づくり
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令和３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

教師力向上
支援

学
校
教
育
支
援

社
会
教
育
支
援

特別支援教育
支援

生徒指導・
不登校対策
支援

○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
○「いかまいか！」授業づくり出前講座（松川北小）
○栄養教諭・学校栄養職員授業づくり研修会
○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）
◎単元訪問・ゾーン訪問等による学校訪問支援
◎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

○教育支援員スキルアップ研修会
○教師力ちょっとアップ研修会（特別支援）
◆LD等通級指導教室担当者連絡会

○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
◆個別高校進学説明会

学校
マネジメント
支援

○研究主任研修会
○教頭を対象とした学校事務研修会

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）

スポーツ振興
事業

○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
◆飯伊中学生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

５

令和３年度は，５月27日（木）に実施

「令和３年度 全国学力・学習状況調査問題」をいかして

子どもに力がつく授業改善を目指そう！
全国学力・学習状況調査の目的は「教育指導の充実や学習状況の改善」
全国学調の問題を見ると，「知識及び技能」だけでなく「思考力，判断力，表現力等」を
大切にした授業改善に向けたメッセージを読み取ることができますね。
そのメッセージを生かして，日頃からどんな学習をしていったらよいのでしょうか…？
こちらは，昨年度の小学校国語の問題です。問題文を読んでみると，「思考力，
判断力，表現力等」を大切にした授業がイメージできると思います。

言「
語物
活語
動を
を紹
設介
定し
し合
たう
学」
習等
，

自分の考えを付箋に書き出して話し合う等，
教材・教具を工夫，活用した学習
全国学調の問題文では，授業や日常生活の場面を想定して問題が設定され，問題解決の意識
に沿って解答を考えていきます。「どのような問題が出されているか」を，該当する教科・
学年の先生方に限らず校内の先生方同士で，ぜひ共有をお願いします。
さらに「このような単元や授業の構想で，この資質・能力の育成を目指したい」という日々
の授業の見通しを，全国学調の問題から考えてみませんか。

結果が届くのは８月中～下旬です。そこで

６月に「自校早期採点に係るオンライン説明・相談会」を実施します。
解説タイム：主に問題の意図や記述問題の採点基準についての解説。
協議タイム：検討したい教科と問題を選んでいただき，問題ごとのグループを作って授業改善
につなげるポイントについて情報共有。
自校早期採点をすることで，早く児童生徒の学習状況の実態を把握したり，授業改善へつなげた
りすることができます。詳細は後日メールにてお知らせします。お申し込み，お待ちしております。

６

R３ 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
（下 伊 那） 臨時的任用教員・小・中・高・特別支援学校の教員
研 修 会 名
期
日
会
場
５月17日（月）
諏訪合同庁舎
第１回授業づくり研修会
５月18日（火）
伊那合同庁舎
６月22日（火）
伊那合同庁舎
第２回授業づくり研修会
６月25日（金）
諏訪合同庁舎

臨任研

諏
訪
・
上
伊
那

第３回授業づくり研修会
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

伊那合同庁舎（午前）
諏訪合同庁舎（午後）

11月18日（木）

伊那合同庁舎

11月26日（金）

諏訪合同庁舎

５月25日（火）

南信消費生活センター

６月21日（月）

飯田合同庁舎

７月28日（水）

飯田合同庁舎

11月15日（月）

飯田合同庁舎

対象：研究主任，ミドルリーダー等

研修会名
諏

７月29日（木）

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
第１回 ５月14日（金）
第２回 ７月30日（金）
第３回 １月13日（木）
第１回 ５月14日（金）
第２回 ７月28日（水）
第３回 １月14日（金）
第１回 ５月21日（金）
第２回 ７月28日（水）
第３回 １月14日（金）

外国語・国際理解教育

外国籍等児童生徒指導研修会

第１回
第２回

伊那合同庁舎

飯田合同庁舎

期日
会場
６月７日（月）
オンライン
10月７日（木） 飯田市立旭ヶ丘中学校

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）
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）

生徒指導

今年度は3回実施しま
す。研究主任以外の先
生も大歓迎です。複数
での参加もできます。

対象：外国籍等児童生徒の指導に携わる担当者・学級担任等

研修会名

人権教育

会場
茅野市中央公民館
諏訪合同庁舎
諏訪合同庁舎
上伊那教育会館

期日
５月12日（水）
６月７日（月）
10月18日（月）
11月５日（金）
11月29日（月）

会場
総合教育センター
飯田合同庁舎
飯田合同庁舎
岡谷市立岡谷東部中学校
南箕輪村立南箕輪中学校

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
高校進学説明会「個別学校説明会」（下伊那） 10月22日（金）・25日（月）
高校進学説明会「ほんわか相談会」（上伊那）
11月 ２日（火）
高校進学説明会「ほんわか相談会」 （諏訪）
11月19日（金）
今後新型コロナウイルス感染症予防のため，研修の変更がある場合があります。

会場
飯田合同庁舎
伊那合同庁舎
諏訪合同庁舎
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南信教育事務所

生涯学習課

南信地区 地域ぐるみで子どもを育てるフォーラム
８月26日（木）

会場：いなっせ

※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
行いながら共に地域の子どもを育てるヒントをもち帰りましょう。

上伊那地区ＰＴＡ指導者研修会
５月９日（日）オンラインで実施
諏訪地区ＰＴＡ指導者研修会
５月16日（日）・23日（日）
会場：諏訪西中学校・オンライン
高等学校ＰＴＡ指導者研修会
10月２日（土）会場：南箕輪村民センター
※魅力ある講演会・分科会を用意しました。たくさん
の方の参加をお待ちしています。

諏訪地区ＣＳコーディネーター研修会
11月30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２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。

上伊那地区社会教育関係者懇談会
11月12日（金） 会場：伊那公民館
※今年度は社会教育委員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。

南信地区学校体育・スポーツ研究協議会
５月13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
７月５日（月） 会場：諏訪合同庁舎
※幼児期の運動遊びのプロから学びます。幼児
期に大切な動きを一緒に学びましょう。

南信地区スポーツ活動指導者講習会Ⅱ
10月12日（火） 会場：伊那市内保育園
※目の前で講師が園児への指導しながら技能を
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22日（火）

会場：諏訪市文化センター

※中国帰国者の人権問題について話をお聞きしま
す。満蒙開拓について考えてみませんか。
人権教育スキルアップ講座
２月３日（木） 会場：伊那公民館
※女性問題について話をお聞きします。男女共同
参画に向けて，学びましょう。
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