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◆『生涯学習推進センターは変わります
！』

平成２８年度研修講座のご案内
◆ キラリ
！地域で活躍する「学びの達人」
◆

開催講座ふりかえり

◆

お知らせ 平成２７年度研修講座ＤＶＤライブラリー

生涯学習推進センターは
変わります！
〜原点「生涯学習による街づくり」に立ち返り、
「集い・学び・結ぶ」センターに向け、
さらなる進化を〜

平成28年度

研 修 講 座 一 覧
５月

5/27

6月

7/13

地域づくり推進研修

東日本大震災後、
最大2,500人の人々を受け入
れる避難所となった「ビッグパレットふくしま」の
運営責任者であった講師をお招きし、
防災・減災
について考えます。
講師 福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター
客員准教授 天野和彦 氏

5/12

5/21

公民館基礎講座【東・南・中・北信】

地域と学校の連携推進研修

（A)

8月

高齢者福祉と社会教育
〜地域の連携と協働を考える〜

生涯学習・社会教育の意義や公民館の果たすべき役割といった公民
館関係者として知っておきたい基礎的な知識を学ぶとともに、
地域づ
くりの推進に中心的な役割を担う公民館関係者の意識の高揚とスキ
ルアップを図ります。県内４地区で開催して、
公民館関係者の地域ネッ
トワークの形成を支援します。
（南信・北信は、
期日調整中）
講師 公民館支援専門アドバイザー

6/28

住みよい街づくりには、
人権意識の醸
成を担う社会教育と、
地域ケアを行う
福祉が相互に連携し合うことが重要で
す。生涯学習や社会教育を推進する方
と、
福祉に関わる方が、
高齢者福祉に
ついて、
ともに考える機会とします。
講師 ＮＰＯ法人 やじろべー
理事長 中澤純一 氏

7/4

学校支援コーディネータースキルアップ （B)

A【佐久合同庁舎】
・Ｂ
【飯田合同庁舎】
学校支援コーディネーターや、
学校支援の中核と
なる方を対象とした講座です。学校支援を継続・
発展させるために、
大切なことを学びます。
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

5/23

通学合宿リーダー養成セミナー

（基礎A) 基礎Ａ
【センター】
・応用A【泰阜村】
〜子どもを真ん中に親も地域も育ちあう〜

6/25-26

（応用A)

通学合宿とは、
異年齢の子どもたちが地域の公民館などで宿泊しながら学校に
通い、
生活体験や協働体験をするものです。子どもたちの自主性や社会性、
自己
肯定感が育つといわれ、
長野県でも広まりつつあります。基礎講座はセンターで
基礎的な内容を、
応用講座はグリーンウッドで実践的な内容を研修します。
講師 グリーンウッド自然体験教育センター 事務局長 齋藤新 氏

5/16-18

地域の教育力向上研修

いずれかの１日
19:00〜20:30

天体観測講座

春のスターウォッチング

〜木星・火星や春の星座を見よう〜
総合教育センターに設置されている大望
遠鏡や天体望遠鏡を利用し、
観測条件の
よい天体（木星とガリレオ衛星、
地球に接
近中の火星）の観察と、
春の星座探しのポ
イントを学びます。
講師 長野県総合教育センター専門主事
天体観測サポーター

◎すべての講座を無料で受講できます。
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7月

地域づくりと防災

（東信） （中信）

公民館職員、地域づくり関係者、子育て支
援関係者にオススメ講座がいっぱい！！

7/12

7/2

学校支援ボランティア研修［1］

〜子どもが育つ「縁」を結ぶ〜
地域の子どもをどのように育てていくのか、
学校
と地域の人々が理念や願いを確認・共有すること
を目的として、
講義や情報交換を行います。
講師 昭和女子大学グローバルビジネス学部
特任教授 興梠寛 氏

7/18

（豊丘村）（小諸市）

メディア漬けを改善し、
子どもらしく育てたい
〜すてきな子どもが育ちます〜
【豊丘村、小諸市】
スマホ・タブレット等への依存や、
ネット上のいじめや犯罪につい
て、
保護者を含めた地域社会の
大
大人が、
どのように考え行動し
た
たらよいかを学びます。
講
講師
佐久市教育委員会
主幹指導主事
松島恒志 氏

8/20

発達障がいの理解と援助

発達障がいの特性や発達障がいのある子ど
もたちの思いを理解し、
その特性に応じて周
りの大人、
地域や学校がどのように支援し
ていけばよいかを学びます。
講師 長野県飯田養護学校
教頭 堀内澄惠 氏

8/4

障がい者と共生する
社会づくり

〜簡単な手話を覚えよう〜
ろう者の暮らしを理解するとともに、
簡単な
手話を学び、
ゲームや手話、
歌を楽しみなが
ら、
共生社会を育てる心を養います。
講師 長野県聴覚障害者協会
森下尚子 氏

◎会場が記載されていない講座は、長野県生涯学習推進センターで開催します。

◎各講座の詳しい内容は、

センターが取り組む重点活動
研修の充実
●地域の実情に応じた「とどける研修」の充実
県内４地区で開催する講座を 12 講座設定
●社会教育研修を体系化して、生涯学習・公民館活
動を支援
基礎講座

ステップアップ講座

実践講座

●地域課題（県政課題）への対応
学習による地域課題解決の促進を支援

9月

地域で活躍する人材の
人的ネットワークの再構築

市町村サポート機能
の強化
●公民館支援専門アドバイザーを配置
より具体的な相談への対応強化
現地での積極的支援の充実
●職員の専門性の向上

10 月

11 月

期日調整中

11/11 子ども・若者の支援

公民館ステップアップ講座

深刻化する子ども・若者の孤立と貧困
の現状を理解し、
社会・地域が今なすべ
きことを考えます。
『ドキュメント高校中
退』の著者をお迎えして開催します。
講師 NPO法人さいたまユースサポートネット
代表理事 青砥恭 氏

たくさんの方の受講を
お待ちしています！

合同主催：長野県公民館運営協議会
生涯学習に関わる人が、
今日の社会問
題と向き合い、
何ができるか、
どのよう
な使命があるかを考える講座です。
講師 松本大学 総合経営学部
教授 白戸洋 氏

生涯学習推進者実践講座
【東・南・中・北信】

10/14 学校支援ボランティア研修［2］
〜学校支援ボランティアの意義と可能性〜
地域住民による学校支援を充実させることを目的と
して、
この講座を開講します。全国の先進的な取組
も、
紹介されます。
講師 日本大学 文理学部 教授 佐藤晴雄 氏

9/10

●様々な分野で活躍する人々の交流
強化
地域を担う次世代の育成とシニア
層の参加促進
信州型コミュニティスクールを契
機とした学校支援ボランティアの
育成と連携の促進

通学合宿リーダー養成セミナー

（基礎B) 基礎B【センター】
・応用B【泰阜村】
〜子どもを真ん中に親も地域も育ちあう〜

「地域づくり」を推進する方が、
自ら取り
組もうとする課題の解決に向け、
地域
との連携・協働、
仕組みづくりなど、
より
具体的で実践的な方法を習得すること
を目的とします。県内４地区で開催し、
身近な地域の課題解決を考えるととも
に、
受講者が課題の発見から活動のし
くみづくりまでの実践力を身につける
研修を行います。
（４地区、
期日調整中）

10/22-23

（応用B)

通学合宿とは、
異年齢の子どもたちが地域の公民館などで宿泊しながら学校に
通い、
生活体験や協働体験をするものです。子どもたちの自主性や社会性、
自己
肯定感が育つといわれ、
長野県でも広まりつつあります。基礎講座はセンターで
基礎的な内容を、
応用講座はグリーンウッドで実践的な内容を研修します。
講師 グリーンウッド自然体験教育センター 事務局長 齋藤新 氏

9/27

がまんする力はどのようにして育つのか

子どもの心理療法を専門とする講師をお招きし、
がまんする力を
どのように育てたらよいかを学びます。演習は、
当センター専門
主事が担当し、
子どもの感情を受けとめる関わり方を学びます。
講師 東京学芸大学 教育心理学講座 教授 大河原美以 氏

9/24

いのち

何を価値あるものとして、
一度きりの人
生をいかに生きるのか、
自らの人生のあり
方や「いのち」の方向づけを考える契機と
します。地域づくり、
地域活動を担う方に
とっても多くの示唆が得られます。
講師 無量寺 東堂 青山俊董 老師

子どもを育てる楽しい運動遊び【安曇野市】
幼児期における意味のある「運動遊び」は、
発育の
促進や体力の増進のみならず、
豊かな感性、
コミュニ
ケーション能力を育むために欠かせません。この講座
では、
実技を通して「運動遊び」の楽しさや指導法に
ついて学びます。
講師 信州大学 教育学部 准教授 渡辺敏明 氏

親子の絆を育むコミュニケーション【須坂市】
講義とグループワークで、
コーチングの考え方を体
感しながら、
子どもの心の成長を支援し、
親子の絆
を育むためのコミュニケーションのあり方について
学びます。
講師 コーチングオフィス ジェイフィールド
代表 山口順子 氏

概ね１ヶ月前にホームページ掲載の開催要項をご覧ください。

3

キラリ！地域で活躍する

「学びの達人」

平成 25 年に「生涯学習推進者実践講座」を受講し、
「学びの達人」に認定されたお二人の取組を紹介します。

「美しい町づくりの一員です」事業
南木曽町教育委員会 生涯学習係
佐藤 ふた美 さん
平成25年度
「生涯学習推進者実践講座」受講
平成25年度
「学びの達人」認定

妻籠宿にて

後列右から 2 番目が佐藤さん

個人で講座を楽しむだけでなく、
参加者同士の仲間づく

が好きで「花壇を整備したい」というボランティアさんと一

りや社会貢献につながる講座づくりを目指してガーデニン

緒に、
より多くの地域の人、
子どもたちに声をかけ、
花壇整

グ教室を開催しました。

備やガーデニング教室を開催し、
参加者の皆さんに「皆さ

講師を招き、
南木曽町の景観にあった寄せ植えや、
草花

んは、
美しい町づくりの一員です」と伝えてきました。樹や

などに関する先進の知識の学習をし、
公共施設や空き家、

土、
花が持つ力を生きる力にする方法を今後は探っていき

妻籠宿などに寄せ植えを置き、
軒下の美化に取り組みまし

たいと思います。

た。また、
19号線沿いの荒れた花壇に花を植え、
中学生や
地域の皆さんと花壇の整備を続けています。町が好き、
花

「私の創る生涯学習事業」作成で学んだ事が今、
実践で
きているのだと実感しています。お世話になりました。

飯山市の魅力を発信する
飯山市公民館

常田 新吾 さん
平成25年度
「生涯学習推進者実践講座」受講
平成25年度
「学びの達人」認定

右側が常田さん

私は生涯学習実践者講座を受講し、
「まちづくり」、
「地
域の活性化」の方法を学びました。
現在は、
飯山市内10地区公民館と一緒に飯山市の魅力
を発信する共催事業を行っています。飯山には各地区に魅

回全国公民館インターネット活用コンクールで奨励賞を受
賞しました。事業に参加された皆さんも、
各々にブログ、
ツ
イッター、
フェイスブックなどで飯山の魅力を発信してくれ
ています。

力ある「宝もの」が沢山あります。それを多くの人に知って

今年はNHK大河ドラマ「真田丸」が始まりました。飯山市

もらい、
「まちづくり」、
「絆づくり」、
「ひとづくり」に繋げてい

には、
真田信之の子であり、
白隠禅師の師匠である正受老

くことで、
集落が元気になり、
飯山への愛着や文化が育ま

人が生涯修行した「正受庵」があります。
また、
3年に1度の

れます。

国の重要無形民俗文化財「小菅の柱松行事」が行われる

また、
その魅力を発信し、
沢山のお客様に訪れてもらう
ことが、
飯山の活性化に繋がると考えています。飯山市公
民館のブログへの訪問者は12万、
閲覧が43万を超え、
第1
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夏休み体験教室「正受庵で座禅体験」

年であり、
飯山市公民館でも文化財学習に力を入れていき
ます。皆さん、
魅力が詰まった飯山へぜひおこしください。

開催講座ふりかえり
地 域 づ く り 推 進 研 修
「生涯学習推進者実践講座」
全 体 講 師： 松本大学総合経営学部

教授

白戸 洋 氏

地域課題を解決するために、先進的な取組をされている現地視察やそこで活躍されている方々からの貴重
な体験談をお聴きしたり、地域づくりを実践している方と討論したりしながら、受講者が地域で実践するプログ
ラムを開発しました。受講者の悩みを皆で共有し、課題解決に向けて皆で知恵を出し合うことで、それまで気
づかなかった新たな視点や考え方にも気づくことができ、今後の実践につながる研修ともなっています。

第１回

6月30日（火）

第2回 8月20日（木）

講
義：「松本市巾上地区と上土地区の取組」
講
義：
巾上町会見学
：いばらん亭と街並見学（昼食）
「地域づくりと生涯学習」
店長 筒井 敏男 氏
グループディスカッション：
上土町会見学：上土町会の取組発表
「私の創る生涯学習」
増田写真機店 増田 志津子 氏
上土町会長 鈴木 秀三 氏
特別調査研究員 カフェあげつち 濵 由佳子 氏
松本大学白戸ゼミ生の引き売り体験

第3回 10月29日（木）

第4回 12月10日（木）

事 例 発 表：①駒ヶ根市赤穂公民館 塩澤 真洋 氏 事 例 発 表：
②上田市西部公民館 中村 文昭 氏 「私の創る生涯学習事業」
講
義：「地域づくり推進のポイント」
指導・助言：
向井
健
氏
松本大学
松本大学 教授 白戸 洋 氏
ゼミ形式演習：「私の創る生涯学習」

「地域づくりと防災」
実 施 日：１１月１７日（火）
講
義：「地域を創る ―誰もが生まれてきてよかったといえる社会へ―」
講
師： 福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター客員准教授
元おだがいさまセンター（富岡町生活復興支援センター）長 天野 和彦 氏
報告・対談：「白馬の奇跡」に学ぶ ―長野県神城断層地震を越えて―
白馬村神城堀之内区 前区長・自主防災組織会長 鎌倉 宏 氏
講師 天野 和彦 氏
演
習：「避難所運営の課題と対応 ―避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）―」
長野県危機管理防災課 防災指導員 玉野井 博 氏
東日本大震災直後、
「ビッグパレットふくしま」には福島県内最大の避難所が設けられ、一
時は2,500人の避難者が入所していました。当時、県庁運営支援チームの責任者として、いの
ちを守り、自治をつくることに取り組まれた天野和彦氏を講師としてお招きしました。また、
長野県神城断層地震では、倒壊家屋から全員が救出されたことが広く知られ、
「白馬の奇跡」
と呼ばれています。その白馬村神城から前区長・自主防災組織会長をお招きし、日頃からどの
ような取組がされていたのか、学びました。演習では、グループワークを行い、避難所運営の
課題や対応について具体的に考えました。
◆受講者の感想◆
●誰もが生まれてきてよかったと言える社会をつくるには『人と
人とがつながる仕組みをつくること』、これを子どもたちに伝え
ていきたいと思います。

●今後の地域づくりに信念を持って取り組めそうです。
●ふだんからの地域のつながりの濃さが、自然な助け合いや防災
時の共助につながっているということがよくわかった。
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「子ども・若者の支援と地域づくり」
実 施 日：１月２８日（木）
講

義：「若者の可能性を引き出す１０のポイント
〜支援者に必要なマインド・スキル・センスとは？〜」
講
師： 国立青少年教育振興機構 指導主幹 北見 靖直 氏
事例発表：「子ども・若者支援の紹介〜ＮＰＯ法人の立場から」
特定非営利活動法人ジョイフル 理事長 横山 久美 氏
ひきこもり、不登校等の青年を対象とした自立支援事業「30日間
のセルフチャレンジキャンプ」の企画・運営を担当されてきた講師を
お招きし、支援者として若者の可能性を引き出すポイントを学びま
◆受講者の感想◆
●今回ほど感動的であった講演会はありませんでした。涙するこ
とすらありました。フィードバックの大切さを意識しながら、子ど
もたちと接していきたいと思います。

した。また、
ＮＰＯ法人の子ども・若者の自立支援の取り組みについ
て学びました。

●親子関係にも通じるお話だと思いました。何とも宝物をいただ
いたように思います。
●今関わっている方と、どのように接すればよいのかが見えてき
たように感じて元気をいただきました。少しでも役に立てる活
動に向けて、行動をおこそうと思います。

学 校 と 地 域 の 連 携 推 進 研 修
「学校支援ボランティア研修②〜社会力を育てる〜」
実 施 日：１０月９日（金）
講
義：「なぜ、今、子どもの社会力育てが急務なのか」
講
師： 茨城県美浦村教育長 筑波大学名誉教授 門脇 厚司 氏
学校と地域の人々が、ともに子どもを育てる
上で、子ども観や教育観を共有する必要があり
ます。この講座では、地域の子どもをどのよう
に育てていくのか、理念や願いを確認・共有す
◆受講者の感想◆
●講師の先生のお話から、地域と学校がつながることで、子ども
同士、子どもと教師という関係だけでなく、子どもが多様な他者
と関わることがなぜ大切かということがよくわかりました。

ることを目的とし、講師の教育長としての教育実践をふまえた講義
から、子どもの社会力育成の重要性を学ぶことができました。また、
講師の地元の美浦村立木原小学校の取組から、子どもたちの中に
社会力をどのように育んだかを具体的に学ぶことができました。

●商工会等地域住民の方々の、子どもに対しての「成長してほし
い」の強い願いと、本気度がとても伝わってきました。

「学校支援コーディネータースキルアップ研修②
〜学校支援の可能性をひらく〜」
実 施 日：１１月１０日（火）
事 例 発 表：Ａ 地域の方によるコーディネーター 大町市 前川 浩一 氏
Ｂ 公民館を中心としたコーディネーター 上田市 伴 美佐子 氏
Ｃ 学校支援地域本部のコーディネーター 辰野町 栗林 良裕 氏
Ｄ 支援ボランティアからコーディネーターへ 長野市 西澤 和雄 氏
分科会・全体会 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
最初に、県内コーディネーター４人の方が、タイプ別の取組を発表
しました。次に、タイプ別の分科会で、事例発表者が受講者の質問
に答えたり、受講者が自分の取組を発表したりして、実践的な取組
◆受講者の感想◆
●4人の方のそれぞれの場での実践の中で、自分が今かかえてい
る共通した悩みややりがいにも触れていただき、さらに前向き
になった。
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について学び合いました。最後に、全体指導者の布昭子氏に、助言・
指導をいただきました。立場や経緯が違う様々な事例の発表と分科
会から、具体的な取組につながる内容が学べました。
●コーディネーターの方の存在の大切さ、果たす役割の大きさを
感じた。学校の中にどんどん地域が入り込んでいくことが大切
で、これからの時代を見据えてやっていかなければならないと
思った。

地 域 の 教 育 力 向 上 研 修
「がまんする力はどのようにして育つのか」
実 施 日：９月１５日（火）
講
義：「がまんする力はどのようにして育つのか？」
講
師： 東京学芸大学 教育心理学講座 教授 大河原 美以 氏
演
習：「傾聴から問題解決へ」
生涯学習推進センター 専門主事 藤江 玲子
子どもたちが抱える問題の深刻さが、さまざまな形で報告されてい
ます。講義では子どもの心理療法を専門とする講師から、がまんする
◆受講者の感想◆
<講義>
●子どもの感情にフタをしてしまっていると思いました。今日、帰
った後から、変えようと思いました。
●大人による制御ではなく、子どもたちがいかに制御する力を身
につけ成長していけるかを、頭の中に入れながら、支援・指導に
あたりたいと思いました。
●不快感情を承認するが、枠組みは変えない、という言葉を、子育
て中の娘に伝えたいです。

力はどのように育つのかを学びました。演習では、子どもの感情を受
けとめ、問題解決に導く方法を、ロールプレイ等を通じて学びました。

<演習>
●これからできるようになりたいと思う関わり方でした。明日から
学校で、すぐに実践できる方法であるという点でも、役に立つと
感じました。
●問題が起こった時、適切に質問してあげることで、子どもが自ら
解決方法の選択肢を考え、選び、行動していくということ、ほん
とうに勉強になりました。

「発達障がいの理解と援助」
実 施 日：１１月２７日（金）
講
義：「発達障がいのある子の理解と対応
〜行動面の対応を中心に〜」
講
師： 長野県飯田養護学校 教頭 堀内 澄惠 氏
生活面や学習活動で多くの困難を抱えながら、周囲からは理解さ
れにくい発達障がい。発達障がいの子どもたちの思いや特性を理
解し、その特性に応じて親や周りの大人がどのように関わっていく

のがよいか、学校や地域がどのように支援していけばよいかを、講
義や演習を通して実践的に学びました。

施 設 開 放
まなびぃ共育講座
「いのち」
実 施 日：９月２６日(土)
講
義：「今、ここから」
講
師： 無量寺東堂 愛知専門尼僧堂堂長 青山 俊董 老師
法句経を題材としながら様々な逸話にも触れて、何を価値ある
ものとして人生にどう向き合うか示唆に富んだお話をいただきまし
た。大変印象深く心に沁みるお話をお聴きし、参加者の多くが自ら

の生き方を振り返るとともに、
「アンテナをよい方向に立て、器を大
きくしたい。」等々、人生を前向きに生き抜く思いを強くする契機と
なりました。

「冬のスターウォッチング〜ふたご座流星群や星雲を見よう〜」
実 施 日：１２月１６日(水)
講
師： 長野県総合教育センター教科教育部専門主事 金山 賢 氏
天体観測サポーター：上田市立第三中学校 村石 令子 氏
塩尻星の会 百瀬 雅彦 氏 星 英夫 氏
備前 光正 氏 宮地 美由紀 氏
総合教育センター内設置の大望遠鏡を使用し、アンドロメダ銀河
の観測や、天体望遠鏡を使用しオリオン座大星雲、冬の星座の一等
星などの観測を行いました。
天体観測サポーターの方による「星空解説」は、ふたご座流星群

や冬の星座のポイントを解説いただき、冬の星空を堪能することが
できました。心配された天候も、すっきり晴れ渡り澄んだ星空の下、
充実した時間を過ごすことができました。
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お 知 ら せ
★平成27年度研修講座ＤＶＤライブラリー
（講座名）・「演題」・収録時間

講

( 学校支援コーディネータースキルアップ研修① )
27-1

「学校支援を始めるために必要なこと」

師

名

小平市立学校 学校支援コーディネーター
（110 分）

連絡協議会

布

昭子 氏

佐藤

晴雄 氏

会長

( 学校支援ボランティア研修① )
27-2
27-4

（120 分）
「学校支援ボランティアの意義と可能性」
「学校で活躍するボランティアが知っておきたいこと」

日本大学文理学部

教授

(60 分）

( 生涯学習推進者実践講座① )
27-3

生涯学習推進講座

「公民館で地域がよみがえる
−学習的手法による地域づくり−」

松本大学総合経営学部

白戸

教授

洋氏

（126 分）

( 学校支援ボランティア研修② )
27-5

「社会力を育てる」
−なぜ、今、子どもの社会力育てが急務なのか−」

茨城県美浦村教育長
筑波大学名誉教授

門脇

厚司 氏

（120 分）

（地域づくりと防災）
27-6

「地域を創る
−誰もが生まれてきてよかったといえる社会へ−」

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター客員准教授
元おだがいさまセンター（富岡町生活復興支援センター）長

天野

和彦 氏

（120 分）
27-7

報告・対談「
『白馬の奇跡』に学ぶ

白馬村神城堀之内地区前区長・自主防災組織会長

−長野県神城断層地震を越えて−」(60 分）

鎌倉

宏 氏

（子ども・若者の支援と地域づくり）

「若者の可能性を引き出す 10 のポイント
−支援者に必要なマインド・スキル・センスとは？−」
27-8 ①（前半）
（117 分）
27-9 ②（後半）
（115 分）
施設開放

( まなびぃ共育講座 )
27-10

「いのち −今ここから−」

★メール会員募集中 !!
センターで主催する講座の案内をメールで
お知らせします。詳しくはセンターのホーム
ページをご覧ください。

国立青少年教育振興機構

北見

無量寺
(120 分）

指導主幹

東堂

靖直 氏

愛知専門尼僧堂堂長

青山

俊董 老師

★学びの達人（長野県生涯学習推進員）
指定の講座を受講し、一定条件を満たした方を
「学びの達人」として認定し認定証を交付します。
受講の都度、まなびぃシールを差し上げます。

