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◆

平成３０年度 研修講座のご案内

◆ さまざまな地域課題に視点をおき、

学びが広がっています
◆

推進しています ～公民館活動支援～

◆ キラリ !
◆

地域で活躍する受講生

お知らせ 平成２９年度 研修講座ＤＶＤ貸し出し

春の里山に咲く
筆りんどう

研修講座のご案内

平成30年度

地域社会が抱えるさまざまな課題解決に向け、一歩を踏み出す人材や住民自身が主役とな
る実践活動をリードできる人材を養成するための講座を開催します。
今年度は、新たに「みんなの学び」
「持続可能な社会づくり」「子どもの理解」
などの講座や、新たな講師を多数お迎えして、さらに講座の充実を図っています。
… 地域づくり推進研修

… 地域の教育力向上研修

… 地域と学校の連携推進研修

… 地域開放

５月・６月

7 月・8 月

7/2月 公民館ステップアップ講座【白馬村・白馬高校】

5/30水 みんなの学び
社会の変化が進むなか、
自ら課題を見つけ、
地域で
協働しながら解決策を導き出していく主体的・創造
的な行動が、
これからの時代には求められていま
す。この講座は、
人々が生涯にわたって学び続け、
地域の課題解決を主体的に担うことができるよう
に、
講義と演習を通して学びます。

講師

長野県教育委員会事務局

文化財・生涯学習課企画幹
木下 巨一 氏

6/6水 持続可能な社会づくりに向けた教育の
新しい在り方

「持続可能な社会づくり」を目指して、
今、
自らが課題を発見し、
その解
決に向けて実際に行動することが求められています。この講座は平
成26年に岡山市で行われた国際会議で、
日本を代表して講演された
講師をお迎えし、
ＥＳＤ
（持続可能な開発のための教育）の考え方と県
内の推進状況について学び、
私たちに何ができるかを考えます。

講師

湊川短期大学

学長 末本

誠氏

6/22金 公民館の現代的役割
公民館は地域の様々な課題解決のため活動して
います。この講座では、
国内や海外のボランティア・
NPO活動推進の研究やプログラム開発に携わり、
市民参画の運営による
『世田谷ボランティア協会』
を立ち上げた講師から、
諸外国の状況を含め、
学校
支援や防災など様々な観点から、
公民館に期待さ
れる現代的な役割を学びます。

講師

昭和女子大学グローバルビジネス学部

土
A 坂5/城26高校 B 9/大桑2日村

松本大学総合経営学部

教授

白戸

洋氏

7/11水 命を守るための備え
近年、
経験したことのない災害が全国各地で発生し
ており、
災害に対する備えが欠かせません。この講座
は、
阪神・淡路大震災の体験談をもとに、
日頃から備
えておくべきことや人と人とのつながりの大切さに
ついて考えるとともに、
演習を通じて、
学校を避難所
に想定した災害時の対応について学びます。

託児あり

8/29水 子どものトラウマの理解と支援

子育て支援に関する講座 A・B

5/10木 6/17日 公民館基礎講座
筑北村
木祖村

講師

講師 兵庫県防災センター 防災教育専門員 田中 健一 氏

特任教授
興梠 寛 氏

【移動講座】

地域の活性化において、
二村が協力
して学校との連携により成果を上げ
ている活動に学びます。
白馬高校は、
白馬村、
小谷村の地域
づくりと一体となってコミュニティス
クールを行っている県内唯一の高校
です。特色ある国際観光科の設置に
より、
県外からも多くの生徒が集まっ
てきています。今回は、
共に関わって
いる白馬村公民館において、
講義、
寮生による事例発表などの他、
青鬼
地区など地域の探索を通してステッ
プアップを図ります。

突然きれて怒りを抑えられなくなる、
リストカットが
やめられない、
不登校やひきこもりになってしまう。
こんな時、
子どもたちには何が起こっているので
しょうか。
トラウマ治療の第一人者として東日本大
震災後にトラウマ外来設立や学校支援にも携わっ
た講師をお招きし、
困難を抱える子ども達の支援
方法について学びます。

講師 こころとからだ・光の花クリニック 院長 白川 美也子 氏

小諸市・諏訪市・飯山市でも開催します（期日調整中）

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の職員として知っておきたい基礎的な知識
を学ぶとともに、
地域づくりを推進する中心的な役割を担う公民館職員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、
公民館職員の地域ネットワークの形成を支援します。

長野県生涯学習推進センター 公民館支援専門アドバイザー 筒井

◎すべての講座を無料で受講できます。
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美保子

◎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、

ト
新 年 度 スター

講座

講師

託児あり

5/17木 発達障がいの理解と援助
発達障がいのある子どもをどう理解し、
どのように支
援していけばよいかを学びます。幅広い臨床経験をも
ち発達障がい研究の第一人者として国際的に高く評
価されている本田先生のお話を１日お聞きできる貴
重な機会です。

信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部
部長・診療教授 本田 秀夫 氏

東京大学医学部卒業。
２０１４年より現
職。医学博士。精神保健指定医。日本児
童青年精神医学会代議員。日本発達障
害学会評議員。
「自閉症スペクトラムー
１０人に１人が抱える
『生きづらさ』の正
体」、
「子どもから大人への発達精神医
学―自閉症スぺクトラム・ＡＤＨＤ・知的障
害の基礎と実践―」等著書多数。

9 月・10 月

11 月・12 月

手話通訳・要約筆記あり

9/22土 いのち

グローバル化や高度情報化の進展で、
変化が激し
く先行きが不透明な時代となっています。この講座
は、
こんな混沌とした社会の中で、
私たちは何を価
値あるものとして貴び、
いかに生きるべきか、
人生の
あり方や「いのち」の方向付けを考えます。

講師

無量寺東堂

11/6火 幼児期にふさわしい運動遊び

子ども達の体格・体力の変化や、
動作のぎこちなさが報告されてい
ます。幼児期の運動遊びは、
体力や運動能力の基礎を培うだけで
なく、
脳の発達に大きな影響を与えます。
バランスの良い運動と脳の関係、
小学生
向けにもアレンジできる効果的な運動遊
びについて、
講義と実技を通して学びま
す。

愛知専門尼僧堂堂長
青山 俊董 老師

講師

10/26金 子どもの貧困問題と対策
子どもの貧困問題に高い関心が寄せられるなか、
県でも平成28年
度に「子どもの貧困対策推進計画」が策定され、
子ども食堂などの
様々な支援の輪も広がっています。困難を抱える子
どもたちのために有効な貧困対策をさらに進める
にはどうすればよいか、
湯浅誠先生をお招きして対
策のポイントを学びます。

講師 社会活動家・法政大学現代福祉学部 教授
湯浅 誠 氏

8/18土 地域から支える「わたしたちの信州学」

託児あり

松本短期大学幼児保育学科
准教授 白金 俊二 氏

11/29木 共生社会の実現

手話通訳あり

年齢・性別・国籍や障がいの有無などにかかわりなく、
誰もが安心し
て暮らせる共生社会の実現が、
今、
社会の大きな目標となっていま
す。講座では共生社会の現状と課題を、
その研究の第一線で活躍
してこられた講師から学ぶとともに、
難病や聴覚障がいをかかえな
がら、
障がい者の自立支援のため奮闘されているお二人からその日
常の様子をお聞きし、
今後の地域づくりを考えます。

講師
発表

山梨大学 名誉教授 三重野 卓 氏
CIL上田Groping代表 井出 今日我 氏
塩尻市手話講座運営委員会 委員長 森下

尚子 氏

12/6木 人口学から見た社会づくり（仮）

木 夏のスターウォッチング
8/21火ち~１23
日
のう

～見上げてみよう！月と惑星大集合～

この夏は、
明るい惑星がずらりと並び、
土
星の輪、
木星のしま模様と衛星、
15年ぶり
の大接近中の火星とともに、
月のクレー
ターまで観測できる豪華な天体ショーが期
待できます。

5/12土
茅野市

6/2土 10/16火 生涯学習推進者実践講座
塩尻市
佐久市

出生率が継続的に低下していく、
いわゆる
「少子化」
は社会保障をはじめ経済全般、
そして地域づくりに
も影響を与えています。人口データ分析から見える
現状と、
その原因や背景を学ぶとともに、
少子化対
策に取り組む事例から、
持続可能な社会づくりに向けて私たちは何が
できるのか、
これからの社会づくりについて考える機会とします。

講師 明治大学政治経済学部 教授 安藏 伸治 氏
実践発表 松本市子ども部 部長 伊佐治 裕子 氏
株式会社市民タイムス 取締役総合企画局長 吉田

A 10上/2田5市

木

B 11売/1木0村

土

誠氏

【移動講座】

情報モラルに関する講座 A・B

松本市・栄村でも開催します（期日調整中）

「地域づくり」を推進する方々が、
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。
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。
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さまざまな地域課題に視点をおき、学びが広がっています
～学びが支える地域づくり・人づくり～
生涯学習推進センターでは、地域課題を講座の中心にすえ、県内外の先進的な事例に学び、各地域
での即戦力として活躍できる講座の提供をしています。平成29年度、当センター（塩尻市）で開催
した講座を紹介します。

地 域 づ く り 推 進 研 修
「子どもを育む
『縁』
を結ぶ」～ともに学び、ともに生きる～
期
講
演
講

DVD
貸出あり

日：平成29年6月24日(土)
義：「子どもを育む
『縁』
を結ぶ」～ともに学び、ともに生きる～
習：「学校支援ボランティア活動をすすめるために」
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

現在学校支援の活動に取り組んでいる方、
これから取り組もうとしている方など参加者の立場や講座への思い
は、実にさまざまでした。講師の興梠先生には、幅広い参加者へ配慮し、講義・演習指導を工夫していただき、参加
者の課題解決を図るとともに、関心の薄かった受講者へも実践への意欲を掻き立てていただきました。講義、演習
（情報交換）は、詳細かつ具体的な内容で、実際に学校支援の活動に取り組む際に大いに参考になるものでした。
◆感想◆
●今 の地域社会の変化と、学校支援の進め方について、ヒント
をいくつかいただいた。
●
「自分も相手もハッピーになる」 というボランティアの原点が少
し分かり、自分が今まで思っていたこととの違いが理解できた。

●色々な立場の人の意見が聞けて、視野が広がった。 経験や地
域の異なる人との交流が楽しかった。
意識の高い方と話をして、つながれたことが良かった。

「人口学から見た地域づくり」
期
講
講
◆感想◆
●少 子化の原因、背景などていねいにわかりやす
く話してくださいました。この問題の解釈・改善
に向けて私達が取り組むべき事柄にいくつかの
ヒントをいただけたと思う。
●安藏先生はデータを駆使し、たいへんわかりやすく
ユーモアを交えて講義してくださり、とても有益で
あった。よく復習して、知識を確実なものにしたい。

日：平成29年12月7日(木)
義：「人口学から見た少子化問題の現状」
「人口学から見た地域づくり」
師：明治大学政治経済学部教授

DVD
貸出あり

明治大学付属明治高等学校・明治中学校校長

安藏

伸治 氏

講義では、
「少子化」の主な原因として「未婚化・晩婚化」
によることを、
各方面のデー
タ分析のお話からよく理解できました。未婚男性・女性にとって、母親から家庭サー
ビスを、父親からは経済的援助を受ける理想的な環境が整っていることが婚期を
遅らせていると指摘されました。対策としては、女性の結婚後の雇用安定、多様な
労働時間、労働環境の整備・導入、経済の安定、家族形成環境の確保等により、男女
が共に仕事を持ち、
家庭との両立ができるようにすることが必要と学びました。

地 域 と 学 校 の 連 携 推 進 研 修
地域から支える「わたしたちの信州学」
期
説

日：平成29年8月19日(土)
明：「わたしたちの信州学」

長野県教育委員会教学指導課 高校教育指導係指導主事 柳沢 忠男 氏
事 例 発 表：「地域課題の解決に向けて」 松本県ケ丘高等学校長 永原 経明 氏
「住民とつくる
『地域授業』」 北部高等学校生徒 飯綱町だんどりの会の皆さん
「松川高校＆松川町公民館『地域デザインプロジェクト』」
松川町教育委員会生涯学習課文教施設係長 望月 貴生 氏
パネルディスカッション：「地域は高校にどんな支援ができるか」

現在、県下の各高校では、
「信州学」に対する意欲的な取り組みが行われています
が、この講座ではそうした取り組みを、地域がどう支えるかをテーマに実施されま
した。
「信州学」とは、地域に根差した「探求的な学び」ですが、事例発表の三校は
地域住民の方々に支えられて大きな成果を上げており、他校の学びにとって大変
参考になりました。
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◆感想◆
●生 徒に対する地域の思いがひしひしと伝わって
きた。地域の意欲や配慮が高校生を育てている。
●地域を学ぶこと、地域に愛着を持つことは、地域
にたつ高校に誇りを持つことにつながるはず。

「子どもの人間関係力を育てる通学合宿」

DVD
貸出あり

期
日：平成29年10月12日(木)
講
義：「子どもの人間関係力を育てる通学合宿」
講
師：特定非営利活動法人 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
事 例 発 表：「王滝村通学合宿事例発表」 王滝村教育委員会地域おこし協力隊 鈴木 里奈 氏
「小布施町通学合宿」 小布施町教育委員会子ども支援係主任 勝山 貴代 氏
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る通学合宿について、講師からはその意義
について、事例発表は事業全体に関わる内容について示されました。受講者は、現在通学合宿に取り組
んでいる方、
これから取り組もうと考えている方、地域おこしや地域における子育て支援のために何ら
かの示唆を得たいと考えている方々で、今後の活用に向けて意欲的な思いを持つことができました。
◆感想◆
●通 学合宿の全体像が見えてきた。子どもへの関わり、学ぶことを見守ることの大切さがよ
くわかった。
●事例発表が具体的でイメージが深まりました。子どもへの接し方等、今までの自分をふり返
る機会にもなり勉強になりました。

地 域 の 教 育 力 向 上 研 修
「いのち」
期
講
◆感想◆
●わずかな光が見えた思いで、心が洗われ、心の靄が晴
れました。お言葉の重みを感じました。
●人としての生き方を豊かにしてくれる内容。自分の生き方
が他者の生き方を変えるのですね。
●今日一日どのように生きるか。自分自身の心の持ち方一つ
で変われることを実感しました。

講

DVD
貸出あり

日：平成29年7月29日(土)
義：「ほほえみと愛の言葉を」
～ぬくもりの修行～
師：無量寺東堂 愛知専門尼僧堂堂長 青山

俊董 老師

県内各地から２００名を超える多くの皆様に受講していただきました。今
回は、一昨年末に亡くなられたノートルダム清心女子大学の元学長渡辺
和子先生との長年の親交を振り返りながら、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。
なお、本講座では昨年度から手話通訳及び要約筆記を導入しています。

「発達障がいの理解と援助」
期
講
講

日：平成29年9月7日(木)
義：「発達障がいのある子どもの理解と対応」
師：信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部
部長・診療教授 本田 秀夫 氏

発達障がいの専門家として国際的に有名な本田先生をお招きし、
主に自閉症
スペクトラムの特性や支援方法についてお聞きしました。変化が苦手で不安を
感じやすく、
慢性的にストレスの多い環境に置かれやすいため、
特に就業後は
自律スキル(自分にできることは意欲的にやり、
無理をしない)とソーシャルスキ
ル(できないことを相談でき、
人として最低限守るべきルールを守る)が必要で
あること、
またインクルージョンの理念とは「すべての人が平等に参加できる」
ことであり、
ときにはオーダーメイドの支援も必要であることを学びました。
DVD
貸出あり

◆感想◆
●な ぜ運動することが大切なのか、脳の血流量の図から
具体的に知ることができた。また、園で行っている運動
遊びが間違っていなかったと思えた。
●車社会になり便利なメディアも増え、子ども達を外で十分に遊
ばせてあげられる環境がなくなってきたこと、さらに、一緒に
遊ぶ大人が減ったり、少子化・遊び方の制限など、大人に原因
があることも良くわかった。どうすれば脳を活性化させ、でき
るだけ体を動かして遊ばせてあげられるかを考えていきたい。

◆感想◆
●自分の価値観を一度取り払って、こうすべき、こうであるべ
き、しなければと思っていた態度を変えようと思いました。
●私が持っていた発達障がいのイメージと違い、とても魅力
的で個性的な人のことなんだと思いました。 子どものこと
などで悩んでいましたが、対応の仕方などとても勉強にな
りました。

「幼児期にふさわしい運動遊び」
期
講
講

日：平成29年11月21日(火)
義：「幼児期にふさわしい運動遊び」
師：松本短期大学幼児保育学科
准教授 白金 俊二 氏

最新データから、体格・体力・運動頻度の変化や、動作のぎこちなさ等、子
ども達の現状について解説いただきました。
「運動コントロール能力(知
覚を手掛かりに、運動を目的に合うようにコントロールする能力)」が最
も伸びる幼児期に効果的な運動を行う重要性や、動的な遊び・漢字練習・
ゲーム・お手伝いなど様々な活動時の脳の血流の違いについて学びまし
た。実技では、体の各部分をバランスよく使う運動遊びを実際に体験し、
年齢に合わせてアレンジする方法もご指導いただきました。
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推進しています

～公民館活動支援～

公 民 館 関 係 女 性 職 員 学 習 会

期日：平成29年12月14日(木)

人口減少社会において、持続可能な地域づくりを考えるにあた
り、公民館活動に女性の視点を持つことは、公民館を核とした住
民との協働社会を創るうえでも、大きな意義と成果が期待される
ものと考えます。この学習会は、それぞれの立場でいきいきと力
量を発揮している方々に学ぶことで、自分を高め、意欲を持って
仕事にあたれるよう開催しました。全県から男性１名を含む 27
名が参加し、公民館活動内容発表を中心に交流して和やかに盛り
上がりました。その中から、お二人の活動内容を紹介します。

◆松本市第三地区公民館の活動◆
平成 24 年度から公民館活動の担い手育成の一環として講座を開設し、地区の
歴史や地区内にあるカタクラ工業が行ってきた絹の生産などを学んできた。ちょ
うどカタクラモール跡地にイオンモールができることとなり、講座を受けた女性
たちが、イオンによって大きく変わる自分たちの地域をつくっていくチャンスと
考え、男性を含めて 12 名で「まちづくりを考える会」を発足させた。本来、大
企業の出店には行政が大きく関わっていくが、イオン松本店においては、公民館
が事務局を担い、考える会に町会長他、町会役員を巻き込んで「まちづくり協議
会」を作り、イオンとの交渉を行い、まちづくりにつなげることができた。今も
イオンとは、定期的に意見交換を続けている。

松本市第三地区公民館

中田

安子 館長

◆公民館活動は栄村全体をつくる構想として◆

栄村公民館

島崎

佳美 主事

栄村は、
人口が 2,000 人。地震もあった。役場職員 1 人当たりの仕事量が多く、
公民館主事が、生涯学習の兼務、青少年育成、図書館、公民館、歴史文化館の管理・
運営もやっている。子育て中の母親や、高齢の人たちと話すなかで、自分の仕事
は「心の豊かさを育むこと」
、栄村全体を作る意識で仕事をしていかなければい
けないと感じた。公民館での仕事は、村のどの部署にも通じる。様々な立場の
人の生活・状況を知って、住民側に立ったうえで役場の仕事をすれば、栄村をよ
くすることができる。栄村全体の構想という観点で、公民館活動を考えて行って
いる。

公 民 館 支 援 専 門 ア ド バ イ ザ ー に 相 談 ！
日頃、アドバイザーへ寄せられる相談について聞いてみました。

どんな相談が多いですか？
やはり貸館についての質問が多いですね。
「議会で公民館の貸
館に対して質問があった。この場合はどう答えればいいか」
、
「窓
口に初めての人が来た。この場合は貸せられるか」などです。具
体的には、政治に関することや物を売ることなどが多いですね。
それぞれ具体的にお聞きし、基本的な事をお話しして、アドバイ
スをしています。最終判断は、公民館でしていただくしかないで
すが、困ったことがありましたら、いつでも相談していただきた
いと思います。
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ほかには、どんな相談が
ありますか？
そうですね。講師の照会で、
「歌
舞伎の話をしてくれる人」
、
「絵画の
鑑賞について話せる人」というのが
ありました。ご要望をお聞きしなが
ら、講師を紹介しています。

キラリ！
地域で活躍する受講生
今回は飯田市、笠松山の麓、「伊賀良公民館」の
平田睦美館長と片岡博昭主事をご紹介します。

片岡

博昭 主事

平田

睦美 館長

Q1 公民館は何年目になりますか？（役職歴）
主事：公民館は４年目になります。伊賀良公民館は平成

館長：公民館活動には長年かかわってきていますが、
館長

29年度からですが、
昨年度までは上郷公民館で3

としては、
平成21年度からですので、
９年目になりま

年間お世話になりました。

す。

Q2 運営するうえで、どんなことを大事にしていますか？（運営方針）
主事：一人ひとりの気持ちを大事に考えています。それをもとに、

館長：地
 域の全世代の皆さんが、
顔と顔をつき

様々な企画を住民の方とつくっていく。公民館は人づくりの

あわせ、
心を通わせるコミュニティの場で

場ですので、
役員や講座参加者自身が考えて動けるように

ありたいと思っています。そのためには、

と心掛けています。

役員自身が互いに学び合い工夫しなが
ら、
より充実した事業を組み立てることが

「何で俺がやらなくては」と、役員への負担感を強く抱いていた
男性がいました。しかし、
真剣に準備し計画を練り、
迎えた当日は
役員みんなが積極的に動いてくれたそうです。その様子を見た
男性は「当初のマイナスな気持ちがゼロになった。来年はプラス
になる」と次年度への意欲が湧くようになりました。

必要です。このようなプロセスを経て、
役
員一人ひとりが地域の担い手として育っ
ていくことを期待しています。

Q3 やっていてよかったことは？（やりがい）
主事：地 域を学ぶ講座の中で、
受講者の方が、
自身で調

館長：地
 域の方々が活動に参加して良かったと思ってく

べて発表することの楽しさを実感してくれたこと

ださること、
その喜びを役員と参加者がお互いに共

です。

有できることです。伊賀良小学校の校歌を題材に

Q4 最
 後に、センターの研修で参考に
なったことは？（学び）
主事：以前参加した講座で「子どもたちが地域を好きに

地域を学ぶ講座を行った時は、
大人自身が地域に
愛着と誇りを持ち、
その想いを子どもたちに伝える
ことで、
子どもの育ちにつながる活動となったこと
です。

なるとはどういうことだろうか？」という問題提起
がありました。受講して、
これは、
子どもたちが地域
の大人を好きになるということであり、
子どもたち
が地域の中で好きな大人が多ければ多いほど地
域を好きになるということがわかりました。そうい
う大人の姿が公民館活動から生まれていくと良い
なと思います。

公民館（大人）
小学校（子ども）
校歌
地域を学ぶ
ふるさとを学ぶ

「みつける」
「つなげる」
「そだてる」
地域（住民）
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お 知 ら せ

、
料ですので
貸出しは無
！
い
さ
だ
く
ぜひご利用

平成29年度 研修講座DVDを貸し出します。地域づくり・学校運営に
ぜひお役立てください。
貸し出しＤＶＤの一部内容をご紹介します。
子どもも育つ、親も育つ、親子の絆を育むコミュニケーション

国際連盟認定プロフェッショナルコーチの資格
を持つ山口順子先生をお招きしました。対等な
29-7
パートナーとしての横の関係が子どもの自信と
講義「子どもも育つ、親も育つ、
自主性を育て、健康なパーソナリティにつなが
親子の絆を育むコミュニケーション」
ることをお聞きし、演習を通して上手な認め方・
聴き方・伝え方を学びました。子育ての目的を
コーチングオフィス ジェイフィールド
代表 山口 順子 氏 再確認し、聴くことの大切さを改めて認識でき
る講座です。

（講座名）・「演題」

講

（子どもの貧困問題と対策）
29-1
29-2

無量寺東堂

講義「ほほえみと愛の言葉を ～ぬくもりの修行～」

（子どもの人間関係力を育てる通学合宿）
29-5
29-6

講義「子どもの人間関係力を育てる通学合宿」
事例発表「王滝村通学合宿事例発表」
事例発表「小布施町通学合宿」

29-9

講義「幼児期にふさわしい運動遊び」

（人口学から見た地域づくり）
29-10
29-11

講義「人口学から見た少子化問題の現状」
講義「人口学から見た地域づくり」

★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。詳しくは当センターのホーム
ページをご覧ください。

ホームページ

http://www.pref.nagano.lg.jp/shogaigakushu/

誠氏

特任教授

興梠

寛氏

愛知専門尼僧堂堂長

青山

俊董 老師

事務局長 齋藤 新 氏
王滝村教育委員会 地域おこし協力隊 鈴木 里奈 氏
小布施町教育委員会 子ども支援係主任 勝山 貴代 氏

講義「生きている 生きていく
ービックパレットふくしま避難所が教えてくれたことー」

（幼児期にふさわしい運動遊び）

湯浅

特定非営利法人グリーンウッド自然体験教育センター

（地域づくりと防災）
29-8

教授

昭和女子大学グローバルビジネス学部

講義「子どもを育む『縁』を結ぶ ～ともに学び、ともに生きる～」 

（いのち）
29-4

名

社会活動家・法政大学現代福祉学部

講義「１ミリでも進める子どもの貧困対策」
質疑・応答

（子どもを育む『縁』を結ぶ）
29-3

師

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター


松本短期大学幼児保育学科

特任教授

天野

和彦 氏

准教授

白金

俊二 氏

明治大学政治経済学部 教授
明治大学付属明治高等学校・明治中学校



校長

安藏

伸治 氏

★学びの達人（長野県生涯学習推進員）
受講の都度、まなびぃシールを差し上げます。
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。

