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日頃より長野県生涯学習推進センター（以下：センター）の運営に格別なるご理
解とご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。
本年度はコロナ禍という、後世の歴史にも残るであろう未曽有の事態の中で、私
たちは暮らしを営むことになりました。
「非常時は平時のありがたみを痛感する。…そして平時のつながりの大切さを知る。
子ども食堂は、非常時に平時のつながりの大切さを痛感してきた人たちが広げてき
た。それが今回の非常時に生きた。…コロナでオンライン空間が広がる一方で、…
身の回りの生活圏域に対して、従来以上にきめ細かく目を向けられるようになったと思う。…2020 年がこ
のような年になった意味を 20年代の暮らし方に活かしていく。それがコロナに一矢を報いる方法だと考え
ている」これは 2020 年９月３日の信濃毎日新聞に寄稿された社会活動家の湯浅誠さんの「市井の人々のた
くましさと粘り」と題した記事からの引用です。
センターの上半期事業は、多くが延期や中止を余儀なくされましたが、その中断の時間を、事業の進め方
を研究する機会に充て、８月29日（土）「共生社会の実現～障害当事者視点で長野県の地域づくりを考える～」
では、手話通訳と要約筆記を整えた、初めてのオンライン講座を開催することができました。
オンライン講座を開催したことで、障害者だけでなく、シニア世代や子育て真っ最中の母親など、講座に
関心はあるけれども、広い長野県でなかなかセンターまで足を運ぶことができない方たちが多くおられるこ
とを改めて実感しました。そしてオンライン講座には、そういう方たちにセンター講座を届けることができ
る有効な手段ともなりうる、ということも知りました。
湯浅さんの言葉や、センター講座組み立ての経験から、逆境をむしろ大事な機会ととらえ、自分たちの取
り組みを見直すという視点が大切であるということも学びました。
下半期は延期となった事業も含め、今の地域や社会にとって大切なテーマ、素晴らしい講師や実践者の方
を迎えた、たくさんの講座を計画しています。
当センター講座への多くの皆様の参加など、これまで以上にセンター機能をご活用いただきますようお願
い申し上げ、挨拶といたします。

刊行にあたって

所長 木下 巨一

地域の教育力向上研修 運動遊びで体とこころを育てる
講　義：「“見取り・聞き取り・やりとり”のコミュニケーション」
実　技：「“やる気・元気・根気”のコミュニケーション」
講　師：�日本グループワークトレーニング協会
　　　　長野県レクリエーション協会　犬飼　己紀子　氏
　生活習慣の変化に伴い、子どもたちの体力や運動頻度の変化が問題になっています。
発達段階に適した運動遊びが脳に与える影響や、運動遊びを通してどのようにコミュ
ニケーション能力が育まれるかを学び、実技ではバランスの良い運動遊びの例を通し
て、子どもと向き合う姿勢を学びます。午前中の講義と午後の実技を通して、体感し
ながら学びましょう！

11/18水

松本大学�名誉教授、日本グループワークト
レーニング協会�GWT�上級アドバイザー。
日本体育大学�体育学部�体育学科卒業。上
田女子短期大学幼児教育学科教授、松本大
学人間健康学部スポーツ健康学科長を経
て、昨年度まで松本大学にて教鞭を執る。
長野県レクリエーション協会にも所属し、地
域で様々な年齢層を対象に講座を開くな
ど、精力的に活動をしている。

地域づくり推進研修

公民館の現代的役割を考える ～“温故創新”草創期と今、そして未来をつなぐ～

講　義：「公民館の現代的役割を考える」
講　師：�日本公民館学会会長　日本体育大学スポーツマネジメント学部�

　　教授　上田　幸夫　氏
　コロナ禍という災厄は、改めて地域や社会の在り方を見直すきっかけを与えてくれ
ています。長野県民にとってかけがえのない学びや交流の拠点としての役割を担って
きた、公民館の現代的な役割について、草創期の原点と現代、未来をつないで考えます。
　当日は講師による講義、塩尻市（広丘公民館長 三澤深氏、同中央公民館主事 安藤
寿秀氏）と飯田市（下久堅公民館未来塾 原豊氏、同公民館主事 小澤亮氏）からの実
践発表、講師と実践発表者による座談会などを予定しています。

11/27金

1950年生まれ、日本体育大学スポーツマネ
ジメント学部�教授、日本公民館学会会長、川
崎市社会教育委員・議長。月刊社会教育編
集長、社会教育推進全国協議会委員長など
歴任。主な著書・編著に「公民館を創る～地
域に民主主義を紡ぐ学び～」「現代の貧困と
社会教育」など。調査研究活動で長野県に
もたびたび訪れている。

                 11月は、生涯学習月間　お出かけください！
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～学びが支える地域づくり・人づくり～
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

　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。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため多くの講座が中止・延期となり、７月からようやく少しづつ開催できるようになりました。開
催された貴重なセンター会場開催２講座と、現地会場での開催２講座を紹介します。

発達障がいのあるひとは、どのような歩みをして
大人になっていくのか ～様々なライフステージにわたる支援を考える～

セ ン タ ー 開 催 講 座

講義・質疑応答： �「発達障がいのあるひとは、どのような歩みをして大人になっていくのか��
～様々なライフステージにわたる支援を考える～」

講　　　　師：�信州大学医学部　子どものこころの発達医学教室　教授　本田　秀夫　氏

共生社会の実現～障害当事者視点で長野県の地域づくりを考える～
パネルディスカッションⅠ：�「コロナ禍での障がい」
パネルディスカッションⅡ：�「コロナ禍で障がいを共有できるか」
講　　　　　　　師：�東京都立大学人文社会学部社会福祉分野　教授　杉野　昭博　氏
パ ネ リ ス ト：�CIL上田groping　代表　井出　今日我　氏�

東京都立大学理学部数理科学科２年　金坂　律　氏　�
塩尻手話講座運営委員会　委員長　森下　尚子　氏

今年度も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、発達障がいの中で最も多い
自閉スペクトラム症を中心に、特性や支援方法についてご講義いただきました。

今回は、幼児期だけでなく成人期までの様々なライフステージで、どのような育て方や支援をしていくことが望ましいのかについてお
話いただきました。個々に合わせた「視覚的構造化」や「支援付き試行錯誤」について学び、「就労が目的ではない」「学校での一斉指導
の中で、発達障がいのある子どもは相当なストレスを感じている」という先生のことばにハッとさせられ
る場面も多く、学校や家庭でどのように接していけばよいのかを考えるよい機会となりました。
コロナ禍であるため、時間短縮と定員を減らしての講座となりましたが、講師の先生と対面でお話を聴き、
直接やりとりができる機会はとても貴重でした。　

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」の現状と課題について、障害者福祉を専門とされる講師から学びました。
新型コロナ禍における障がい者の生活様式の具体例を通して、障害を当事者視点から考えることは、自
分自身も障害を持ち得る存在として支援を考えていくことである、と受講者一人一人が考えを深めていき
ました。また、新型コロナ禍で障がいを共有できるか、難病や書字障害、聴覚障害当事者によるパネルデ
ィスカッションを通して、障害当事者視点での地域づくりを考えました。
講座を通して、受講した一人一人が「共生社会の実現」に向けて、自分ができることは何か、主体的に
考えるきっかけとなりました。

◆受講者感想◆
● 自分の凝り固まった教育や社会に対する価値観、考え方、捉え方を変えていこうと思いました。
● 共感しているつもりでいたが、結局上から目線でしか話せていなかったと気付かされました。
● 本田先生による、幼児期から大人になるまでのお話は今までに聞いたことが無かったので、とても興味深かったです。

◆受講者感想◆
●�さまざまな障害の方がこのコロナ禍で、どのような困難と向き合い、どのように克服しようとしているのか、それを私たちも共に考え、改善するきっ
かけをいただけました。
●�今は養護学校に勤務しているので「たしかにそうだな」と思うお話が多かったですが、特に井出さんのお話の中の「○○の障害の～さん」ではなく、「～
さん」個人として、ということは本当に同感で、その捉え方が広まってほしいと感じました。
●�ブレークアウトセッションで、多様な方とかかわりあって状況をお聞きする中で、さらに深く考えることができたように思います。お互いがかかわって、
共同的な活動をしていきたいという前向きな話し合いになりました。

DVD
貸出あり

7/16木

地域の教育力向上研修

8/29土

地域づくり推進研修
手話通訳・要約筆記�（字幕）�つきの
オンライン�（Zoom）�で開催しました！初！
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公 民 館 ・ 社 会 教 育 基 礎 講 座

こ れ か ら 開 催 さ れ る 研 修 講 座

安曇野市三郷公民館  公民館・社会教育基礎講座A
講　　義：「これからの公民館を考える～地域づくりとつながりづくり～」
講　　師：長野県生涯学習推進センター　公民館支援専門員　筒井　美保子
事例発表：「地区公民館長（役員）の楽しみ・やりがい」　
　　　　　安曇野市三郷地区二木公民館　館長　手塚　雄二　氏

防災！一瞬の判断と備え
講 座 内 容：�日頃から備えておくべきことや、地域での人と人との繋がりの大切さを

考えるとともに、演習を通じて災害時の対応について学びます。
講義・演習：「一瞬の判断と備え～あなたは突発的な自然災害に対応できますか～」
講　　　師：兵庫県広域防災センター防災教育担当
　　　　　　神戸大学大学院工学研究科
　　　　　　東京大学生産技術研究所リサーチフェロー
　　　　　　東京大学災害対策トレーニングセンター講師　田中　健一　氏

塩尻市宗賀公民館  公民館・社会教育基礎講座Ｆ
講義・体験：「Zoom体験講座～災厄下の助け合いとつながりづくりのために～」
講　　　師：長野県生涯学習推進センター　所長　木下　巨一　他所員

三郷地域の地区公民館役員を対象とした今回の講座は、コロナ禍での活動を踏まえた、公民館の歴史、地域づくり・人とのつながりづ
くりの必要性を学びました。長野県公民館の大きな特徴は、全国一を誇る公民館数であり、本館・分館・自治公民館合わせて約4000館が
地域に密着した活動をしていること、また、昭和25年に結成された長野県公民館運営協議会の組織が県下の公民館を支えていることにあ
ります。館長、主事公民館の関係者自らが公民館を楽しむことにより、地域が元気になると学びました。その後、二木公民館のリンゴ狩
り事業を紹介する事例発表がありました。

コロナ禍で、3密回避や移動自粛がさけばれる中で、オンラインでのやり取りが着目されてい
ます。そこで、今一番使われているオンライン会議アプリZoomを使った体験講座を開催しまし
た。PCやタブレットなどでZoom会議への参加方法、使い方の基礎などを学びました。参加者
の多くはシニア世代でしたが、災厄下でのつながりづくりの方法として、関心の高さを知ること
ができました。

◆受講者感想◆
●�「集い、学び、結ぶ」の機能と、3つの「た」（楽しい・為になる・頼りになる）と1つの「も」（地場産業を興しもうける）の精神など、公民館の基本が、
コロナ対策、災害対策にも生きるかな、公民館活動の大切さが分かりました。　
●�地域活動がひとつになっての公民館活動だと思いますが、行政がすべて縦割りであることから、自分たちには情報が入らないことが多いです。今日の
講義にあったような地域全体で子育てするとか「地域学校共同活動」について広めていきたいです。

◆受講者感想◆
●�「初めての体験で勉強になりました。後期高齢者ですが、これを機会に他のWEBの勉強に力づけられました。
● 講師の話にありました、Zoomでの飲み会をやってみたいです。
● 遠くに住む知人同士で、顔を見て話ができそうです。

コロナ禍で今年度、ようやく開催 !
「スタート講座」

今年度、センターで力を
入れて取り組んでいます！

「オンライン講座」開催

※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程が
変更になった講座があります。今後も中止なる場
合がありますので、ホームページより開催有無を
確認のうえ、ご参加ください。�

 学び続けるために
講座内容：�現代の諸課題をひも解いていただき、私たちがどのように学び合い、地域

づくりを進めていくのか、また公民館にはどのような役割が期待されるの
かを考えます。

講　　義：「学び続けるために」
講　　師：ジャーナリスト　池上　彰　氏

［申込み受付12/1～より開始します］

7/5日

地域づくり推進研修

9/5土

地域づくり推進研修

12/11金
センター

R3/2/9火
センター
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  子どもの貧困問題と
対策

講座内容：
　県内でも子ども食堂などの支援活動が広がっています。
今回は、飯田市に出向き、貧困問題に取り組む団体の事
例発表をお聞きして、今私たちができることを考えます。

講　義：
「１ミリでも進める子ど
も・若者の貧困対策」（仮）
講　師：�
東京大学特任教授　社会活動家�
NPO法人全国子ども食堂支援
センター・むすびえ　�
理事長　湯浅　誠　氏

 子育て支援に関する 
講座D・情報モラル

講座内容：
　子どもたちをスマホ・ゲーム依存や、ネットいじめ、
ネット犯罪から守るために、保護者を含めた地域社会の
大人が、どのように考え行動したらよいかを学びます。

講　師：
�子どもとメディア信州代表
佐久市立野沢中学校�
校長　松島　恒志　氏

災害復興と公民館

講座内容：
　2019年10月には、千曲川流域の県内各地も被災しま
した。災害発生時や復興時の地域の取組を振り返り、こ
れからの地域づくり・公民館活動のあり方を考えます。

講　義：
「地域のレジリエンスと
公民館」
講　師：
東北大学大学院教育学研
究科　准教授
日本公民館学会　副会長
石井山　竜平　氏

 生涯学習推進者実践
講座・南信

講座内容：
　障がい者福祉を専門とされる講師から、共生をキー
ワードに多様性を大切にしつつ、村民が一体となった新
たな地域づくりについて学びます。�

講　師：
�東京都立大学人文社会学
部社会福祉分野　
教授　杉野　昭博　氏

地域づくりの支え手入門講座
講座内容：
　この講座は、県内各地の地域課題に向き合う取組から、
活動の成果や課題に学び、自らの地域活動につなげるこ
とをねらいとして開催します。多彩なテーマ、様々な立
場の人と共に学ぶことにより、活動に対する視野やつな
がりを広げます。

 生涯学習推進者実践
講座・北信

講座内容：　
　長野市立公民館連絡協議会が主催する実践発表会に併
せて開催します。講師からは、災害時に活きる平時の公
民館活動の大切さについてお話していただきます。

講　義：
「災害時に活きる、平時
の公民館活動」
講　師：
尚絅学院大学
教授　松田　道雄　氏

11/30月 長野市中条音楽堂

12/14月 松本市第三地区公民館

R3/1/18月 上田市塩田公民館

R3/2/初 長野県生涯学習推進センター

11/11水
小 諸 市

11/21土
南箕輪村

R3/1/20水
長野市

R3/2/4木
飯田市

R3/3/7日
須坂市

第３回

第４回

第５回

第６回
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令和元年度「公民館活動アワード」
　令和元年度長野県公民館活動アワードを受賞された団体の取り組み内容を紹介します。�
　本来ですと、令和2年2月28日「長野県公民館活動アワード・フォーラム」を開催し、表彰式と、受賞された団体の
皆様の活動紹介と参加者による交流会を予定していましたが、新型コロナ禍により中止となってしまいました。�
　そこで、フォーラムに代えて、受賞団体の活動を中心的に担ってこられた皆様の紹介とともに動画を撮影し、ＷＥ
Ｂ公開させていただくことになりました。
　受賞された５つの団体の活動を紹介します。

受賞団体を紹介します

� 松本市第三地区公民館「第三地区まちづくり協議会」
大型ショッピングモールの出店計画をきっかけに、公民館広報委員の有志が発意して、

地域について学ぶ「まちづくり学習会」を連続して開催。
学習会に集ったメンバー有志が住民アンケートを行い、その結果を背景に同モールと話

し合いの場を設け、多くの要望が店舗づくりに反映され、事業所側も全国的なモデル事例
として認めている。
その後住民有志のグループから地域のいくつもの組織をつなぐ公的な組織「第三地区ま

ちづくり協議会」として発展する。
地域と商業者を公民館が結び、課題解決につなげた貴重な取組事例。

公民館の講座からはじまった住民主体のまちづくり

宗賀地区地域振興協議会／塩尻市宗賀公民館
「どんぐりプロジェクト♪」は、地域住民の発意で、荒廃していた学有林を地域の里山と
して再生する取組みを、地元宗賀小学校の児童や教師とともに進めているグループ。
取組からは、公民館をはじめ各団体の垣根を超えて、地域の里山を住民の「心のふるさと」

にしようとする強い意気込みを感じることができる。
また活動を通して子どもたち自身が里山の将来を描き、それを形にする取組として継続

しており、里山保全や環境学習という現代的な課題に向き合う取組でもある。

どんぐりプロジェクト♪

� 上田市塩田公民館「みんなのしおだ食堂」運営委員会
「みんなのしおだ食堂運営委員会」は、地区更生保護婦人会メンバーの思いを公民館が受
け止め、地域のいくつもの組織をつないで生まれた子ども食堂の取組。
取組にはシニア世代から大学生や高校生まで参加。基盤にあるのは、「地域で熱心に活動

する大人たちの背中を見せたい」という教師の思いを高校生をつなげたことである。
台風19号災害ではいち早く避難者の食事づくりに取り組んだり、地域の高齢者を対象と

した「おとな食堂」など、活動の広がりもみられる。
公民館がつないだことで、地域全体に広げることができた取組である。

公民館を拠点として行う『子ども食堂』の活動

池田町公民館「池田つむぐプロジェクト」
池田つむぐプロジェクトは、公民館が主催した若者対象の講座「池田みらい塾」に集った

メンバーが中心となり結成された。
地元出身者や県内の大学に通う若者たちが中心となり、住民、役場、議会を巻き込みな

がら「子育て教育」「空き家対策」「移住定住」など具体的な地域課題の解決に取り組んで
いる。
核となるメンバーは公民館が主催した小学生対象「ふるさとチャレンジ塾」のOBでもあ

り、公民館による次世代育成が花開いた取組でもある。

未来づくりのための「民家産官」連携プロジェクト

飯田市東野公民館「明日の東野をつくる集い」
「明日の東野をつくる集い」は、東京大学牧野研究室と飯田市公民館の共同研究地として
選ばれた東野地区で、研究成果を形にしようと公民館が呼びかけて集った有志によるグル
ープ。
グループでの学習が地区の将来構想づくりや構想の具体化の取組にも発展している。メ
ンバーには女性が多く、地域とのつながりが弱い子育て中の母親層や高校生の参加も実現
し、これからの地域の担い手が育つ場ともなっている。

大学との共同研究をきっかけとした地区基本構想実現のための取組

ぜひYouTubeをご覧ください

前半

後半

後半

前半

前半

後半

前半

後半

前半

後半

QRコードから
動画を視聴できます！
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筒井　文男�館長 奥原　直弥�主事

今回は松本市、弘法山の麓、防災と地域包括ケア
に力を注ぐ「松本市庄内地区公民館」をご紹介し
ます

Ｑ１　公民館は何年になりますか？
主事：５年になりました。月日が経つのは早いものです。館長：３年目になります。公民館はやりがいがありますね。

Ｑ２　運営する上で、どんなことを大事にしていますか？（運営方針）
主事： 庄内地区は防災と地域包括ケアに力を入れていま

す。どちらも実現には長く険しい道のりが待ち受
けていますが、一歩ずつ着実により良い方向に進
めるためにも学習の場作りと住民との話し合いが
積み重なっていくよう配慮しております。

館長：  庄内地区は小中学校が３校あり、コミュニティ 
スクール事業も活発に行われています。

  学校と地域住民を結ぶためのコーディネーター役
として、先生方や住民の方々との顔の見える関
係づくりが何より大切だと考えています。

Ｑ３　やっていてよかったことは？
主事： 多くの住民の皆さまとお話できる機会を頂き、公

民館の職員として様々なことを学ぶことができま
した。

館長： 「公民館に来て、話ができて良かった」、「新しい発
見があってうれしかった」等、参加された住民の皆
さんの喜ぶ笑顔が、何よりの元気の素になります。

Ｑ４　コロナ禍で困った事は？
当館は複合施設である「ゆめひろば庄内」の1Fにあり、他にもトレーニングルーム、屋内プール、体育館、また保育
園や公園も隣接している大勢の方が集まりやすい場所で、公民館エリアの図書コーナーで談笑していたり、ロビーでひ
と休みしているなど憩いの場となっています。新型コロナウイルス感染防止対策として３密を避けるために、館内に閑
古鳥が鳴いていることはとてもむなしく、早く賑わいが戻ってほしいと切に願っています。

Q５　最後に、センターへの要望などありますか？
主事： まだまだ経験も知識も足りないことを日々痛感し

ます。生涯学習推進センターのお力を借りて、住
民の皆さんが求める学習の場を作っていきたいと
思っております。

  住民と共に学習を通じた地域づくりを目指すから
こそ、自分自身も日々研鑽の毎日です。

館長： 地区公民館の力だけでは、学習の場を作るにもお
のずと限界があります。県内外と関わりを持つ生涯
学習推進センターと協働で学習の場を作っていきた
いです。豊富な知識と経験を持つ講師の方々を、幅
広い住民の皆さまにご紹介していくことができれば、
それが住民自治のきっかけになると思っております。

R1年度事業ドリーム
庄内“秋のつどい”
防災運動会の風景。
防災と運動会をかけ
合わせ、老若男女誰
もが楽しみながら防
災を学ぶ。

R1年度開成中学校コ
ミュニティスクール
事業の風景。
生徒と地元住民協働
により、避難所の設
営訓練を行う。

地域で活躍する公民館［松 本 市
庄内地区公民館］

キラリ！
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ホームページ
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogaigakushu/

まつもと
医療センター

★�令和２年度　研修講座ＤＶＤを貸し出し中です。
地域づくり・学校運営にぜひお役立てください。

★令和元年度　研修講座ＤＶＤをピックアップして紹介します。

お 知 ら せ
貸出しは無料で

すので、

ぜひご利用くだ
さい！

�R2–1�

「�共生社会の実現�～障害者視点で長野県の地
域づくりを考える～」
東京都立大学人文社会学部社会福祉分野　
　� 教授　杉野　昭博�氏
東京都立大学理学部数理科学科　
� ２年　金坂　律�氏
CIL 上田Groping　� 代表　井出今日我�氏
塩尻手話講座運営委員会　委員長　森下　尚子�氏

共生社会の実現

　 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。この講座では、新型コロナ禍における
障害当事者の目線に立って、障がい者の自立と社会参加のあり方、
障がい者にとっての学校や地域、職場等におけるノーマライゼー
ションについて学びます。
　センターとして初開催となったオンラインによる講座で、講師
やパネリストはリモートでご参加いただき、一部の受講者もオン
ラインで受講しています。手話通訳・要約筆記も取り入れた、新
たな取組でもある講座です。

メール会員募集中 !! ★ センターで開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。

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」として認定し認定書・マナビィバッジ
を交付します。受講の都度、マナビィシールを差し上げます。

�R1–６�

講　　義「�１ミリでも進める子どもの�
貧困問題と対策」

�R1–７ 

質疑応答「�１ミリでも進める子どもの�
貧困問題と対策」

社会活動家・東京大学特任　教授　湯浅　誠�氏

子どもの貧困問題と対策

　子どもの貧困は、遠い国の話ではなく、ここ日本でも大きな問
題となっています。長野県では、子ども食堂などの支援が、自治
体や NPO によって徐々に広がっています。昨年に引き続き、子
どもの貧困問題に長年携わっておられる講師を迎え、「子どもの
貧困問題とは何か」「どのような対策があるのか」「私たちに今で
きることは何か」を学びます。

�R1–8�

「持続可能な社会づくりに向けた教育の
新しい在り方�ー何が求められているかー」
� 湊川短期大学　学長　末本　誠�氏
�R1–9�

「�ユネスコスクールを中心とした�
ESD／ SDGsの広がり」
信州大学学術研究院人文社会科学域教育学系　

准教授　安達　仁美�氏

持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方

　地域社会はさまざまな困難な課題に直面しています。課題解
決のためには、地域課題にも通じる地球的規模の課題を理解し
て、行動につなげていく必要があると言われます。この講座では
ESD（持続可能な開発のための教育）や SDGs（持続可能な開発
目標）の理念やユネスコスクール等の実践を学び、「持続可能な
社会」実現のためにできることを考えます。

認定指定講座
◉７/16㈭　�発達障がいのある人は、どのような歩みをして大人になっていくのか� ◉８/29㈯　共生社会の実現
◉９/29㈫　子どもの感情はどのようにして育つのか ◉10/７㈬　長野県の子どもの自殺の現状と課題　
◉10/20㈫　持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方 ◉10/27㈫　地域づくりの支え手入門講座（塩尻市）
◉11/18㈬　運動遊びで体とこころを育てる ◉11/27㈮　公民館の現代的役割を考える　
◉12/11㈮　防災！一瞬の判断と備え ◉Ｒ３/２/４㈭　子どもの貧困問題と対策


