平成 30 年度

長野県生涯学習推進センター

研修講座計画表
講座 受講ナビ
地域づくりを推進する皆様が、講座を選択しやすいように関係者別
にオススメの講座を紹介します。詳しい講座内容は、○数字の欄でご
確認ください。
♦♦公民館関係職員、生涯学習・社会教育推進者、地域づくり推進者♦♦

本田 秀夫 氏
「発達障がいの
理解と援助」

①みんなの学び（5/30） 新設 新講師
②持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方（6/6） 新設 新講師
③公民館の現代的役割（6/22） 新設
④命を守るための備え（7/11） 新設 経験１～3 年向け
⑤子どもの貧困問題と対策（10/26）
中堅・実践者向け
⑥人口学から見た社会づくり（12/6）実践発表付
⑦公民館基礎講座（小諸市）（諏訪市）（筑北村）
（木祖村）
（飯山市）
⑧公民館ステップアップ講座（白馬村 7/2）中堅・実践者向け
⑨生涯学習推進者実践講座（佐久市）
（茅野市）
（塩尻市）
（松本市）
（栄村）

♠♠♠

白川 美也子 氏
「子どものトラウマの
理解と支援」

地域と学校との連携関係者（含 学校教職員）

♠♠♠

④命を守るための備え（7/11） 新設
⑤子どもの貧困問題と対策（10/26）
⑩地域から支える「わたしたちの信州学」（8/18） 土曜開催
⑪発達障がいの理解と援助（5/17）
⑫子どものトラウマの理解と支援（8/29） 新設 新講師

♥♥♥

地域福祉関係者 ♥♥♥

④命を守るための備え（7/11） 新設
⑤子どもの貧困問題と対策（10/26）
⑥人口学から見た社会づくり（12/6）実践発表付
⑮共生社会の実現（11/29） 新講師
※地域福祉コーディネーター選択講座は、長野県社会福祉協議会の資料でご確認ください。

🍀🍀🍀

湯浅 誠 氏
「子どもの
貧困問題と対策」

保育園・幼稚園・学校教職員・子育て支援関係者等 🍀 🍀 🍀

⑪発達障がいの理解と援助（5/17）
⑫子どものトラウマの理解と支援（8/29） 新設 新講師
⑭幼児期にふさわしい運動遊び（11/6）
⑯子育て支援に関する講座（坂城高校 5/26）（大桑村 9/2）
⑰情報モラルに関する講座（上田市 10/25）
（売木村 11/10）

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。
※開催場所の記載がない講座は、長野県生涯学習推進センターで開催します。

★地域づくり推進研修
No

①

【共催】長野県公民館運営協議会

講座名・募集定員・託児・開催場所

みんなの学び

5月30日(水)

～共に学び合い，共に価値を創る～

募集定員

150名

持続可能な社会づくりに向けた
教育の新しい在り方
②

募集定員

③

実施日

9:40
～
16:00

100名

公民館の現代的役割

募集定員

6月6日(水)

6月22日(金)

70名

7月11日(水)

④

命を守るための備え

募集定員

9:40
～
16:00

100名

10月26日(金)

⑤

子どもの貧困問題と対策

募集定員

⑥

200名

人口学から見た社会づくり（仮）

募集定員

9:45
～
14:40

60名

12月6日(木)

研修の概要･連絡等
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。
講義・演習
「みんなの学び～共に学び合い，共に価値を創る～」
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
・持ち物 なし
「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。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。
講義 「持続可能な社会づくりに向けての教育」
「持続可能な社会づくりに向けて今なすべきこと」
講師 湊川短期大学 学長 末本 誠 氏
事例発表
講師 信州大学教育学部 准教授 安達 仁美 氏
・持ち物 なし
公民館は地域の様々な課題解決のため活動している。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。
講義 「変化するコミュニティと公民館の現代的な役割」
演習 「公民館の新たな挑戦のために何ができるか」
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
・持ち物 なし
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。
講義 「命を守るための備え」
演習 「学校を避難所に想定した避難所運営ゲーム」
講師 兵庫県広域防災センター防災教育専門員 田中 健一 氏
・持ち物 なし
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。
講義 「１ミリでも進める子どもの貧困対策」
講師 社会活動家・法政大学現代福祉学部 教授 湯浅 誠 氏
質疑応答
・持ち物 なし
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。
講義「人口学から見た社会づくり～少子化問題の現状～」（仮題）
講師 明治大学 政治経済学部 教授 安藏 伸治 氏
事例発表
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 誠 氏
・持ち物 なし

No

講座名・募集定員・託児・開催場所

公民館基礎講座
東信
南信
中信Ａ
中信Ｂ
北信

⑦

実施日
中信Ａ
5月10日(木)
中信Ｂ
6月17日(日)

小諸市
諏訪市
筑北村
木祖村
飯山市

東信 南信 北信

調整中
募集定員

各30名

公民館ステップアップ講座
合同主催：長野県公民館運営協議会

⑧

会場：白馬村 白馬高校

募集定員

7月2日(月)

50名

生涯学習推進者実践講座
東信
南信
中信Ａ
中信Ｂ
北信

⑨

佐久市
茅野市
塩尻市
松本市
栄村

募集定員

各50名

★地域と学校の連携推進研修
No

⑩

講座名・募集定員・託児・開催場所

地域から支える
「わたしたちの信州学」

募集定員

100名

東信
10月16日(火)
南信
5月12日(土)
中信Ａ
6月2日(土)
中信Ｂ 北信
調整中

研修の概要･連絡等
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。
講義・演習 「長野県公民館の歩みと公民館の役割」
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 美保子
・持ち物 なし
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，伝統的建物群，
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。
講義
講師 松本大学 総合経営学部 教授 白戸 洋 氏
事例発表,フィールドワーク
・持ち物 なし
「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仕組みづくりまでの実践力を身につ
ける研修を行います｡
・持ち物

なし

【共催】長野県公民館運営協議会
実施日

研修の概要･連絡等

県内の高校では，私たちが暮らしている地域の姿や課題を知り，
さらに，自らの知識や技術でどのようなことができるのか，地域と
8月18日(土) どう関わっていくのかを考える「信州学」の取組みが行われていま
す。この講座では，高校生と地域の方々との関わりを中心に特色あ
9:45
る実践例を学ぶとともに，地域の視点でこの取組みをどう支えるの
〜
か考えます。
12:10
事例発表・情報交換
・総合教育センター・生涯学習推進センター 施設開放「チャレン
ジしののめ塾」の講座として開催します。
・持ち物 なし

★地域の教育力向上研修
No

⑪

講座名・募集定員・託児・開催場所

発達障がいの理解と援助

実施日

5月17日(木)

託児可
募集定員

250名

8月29日(水)

⑫

子どものトラウマの理解と支援
託児可
募集定員

9:40
～
16:00

100名

9月22日(土)

いのち

⑬

手話通訳・要約筆記あり
募集定員

⑭

200名

幼児期にふさわしい運動遊び
託児可
募集定員

9:45
～
12:00

70名

11月6日(火)

研修の概要･連絡等
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。
講義 「発達障がいのある子どもの理解と対応」
講師 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
質疑応答
・持ち物 なし
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。
講義・演習「子どものトラウマの理解と支援」
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
・持ち物 なし
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。
なお，講座には例年同様，手話通訳および要約筆記がつきます。
講義 「視点を変えてみよう」
講師 無量寺東堂 愛知専門尼僧堂堂長 青山 俊董 老師
・持ち物 なし
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。
講義・実技 「幼児期にふさわしい運動遊び」
講師 松本短期大学 幼児保育学科 准教授 白金 俊二 氏
・持ち物 着替え（運動着）

No

講座名・募集定員・託児・開催場所

共生社会の実現
⑮

～誰もが安心して暮らせる地域づくり～

手話通訳あり

募集定員

80名

【移動講座】

子育て支援に関する講座A・B
⑯

実施日

研修の概要･連絡等

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
11月29日(木) 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。
講義 「共生社会の現状と課題」
9:40
講師 山梨大学 名誉教授 三重野 卓 氏
～
研究発表Ⅰ 「難病と向き合いながら」
16:00
CIL上田Groping代表 井出 今日我 氏
研究発表Ⅱ 「ろう者の暮らし」
(社福)長野県聴覚障害者協会 塩尻市聴覚障害者協会 役員
塩尻市手話講座運営委員会 委員長 森下 尚子 氏
・持ち物 なし
子育て，親育ち，親子の絆，あるいは子育て支援のあり方等につ
Ａ
いて考え合う学習を進め，子どもや若者，家庭を支援するために地
5月26日(土) 域の大人としてできることを考えます。
講師

B
Ａ 坂城高校
募集定員

B 大桑村
A:80名 B:80名

【移動講座】

情報モラルに関する講座A・B
⑰
Ａ 上田市
募集定員

B 売木村
A:80名 B:80名

Ａ
Ｂ

プロチェアスキーヤー 青木 辰子 氏
長野県教育委員会中信教育事務所指導主事

9月2日(日)
・ＡとＢの内容はそれぞれ異なります。詳しくは，開催1ヶ月前まで
に発行される開催案内でご確認ください。
子どもたちのスマホ・タブレット機器等への依存傾向が進み，心
Ａ
身への影響が深刻化したり，ネット上のいじめや犯罪に巻き込まれ
10月25日(木) たりする心配が高まっています。この講座では，子どもたちを守る
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。
B
講師 Ａ みやばやしこどもクリニック 院長 宮林 麻里 氏
11月10日(土)
Ｂ 松本市立菅野中学校 校長 松島 恒志 氏
・ＡとＢの内容はそれぞれ異なります。詳しくは，開催1ヶ月前まで
に発行される開催案内でご確認ください。

★施設開放（天体観測講座）
No

⑱

講座名・募集定員・託児・開催場所

夏のスターウォッチング
～見上げてみよう！月と惑星大集合～

募集定員

50名

実施日

研修の概要･連絡等

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
8月21日(火) 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
から
まで観測できる豪華な天体ショーが期待できます。塩尻星の会のみ
8月23日(木) なさんから解説を受けながら，５０ｃｍ大望遠鏡等で惑星や星空を
のうち条件の 学習する機会とします。
良い1日
○50cm大型望遠鏡による観察
19:00
講師 総合教育センター教科教育部 専門主事
～
○8cm望遠鏡による観察と星空案内
20:30
講師 塩尻星の会 天体ボランティア
・夜間および野外観察に適した服装

☆研修講座受講の申込みについて
・所定の申込書を使用してＦＡＸ、Ｅ-mail または郵送でお申し込みください。申込書は、当センターホームペ
ージからダウンロードできます。また、
「ながの電子申請サービス」で申し込むこともできます。
・教職員の方で、
「長野県総合教育センター連携」の講座を受講される方は、長野県総合教育センターを通じ
てお申し込みください。
☆研修講座受講に当たっての留意事項
・生涯学習推進センターの講座は、表記のあるものを除き、９：４５～１６：００です。
・
「託児可」と明記されている講座は、託児を受け付けます。所定の申込書を使用してください。
・昼食は、総合教育センターの食堂を利用できます。
（平日のみ）
・各講座の詳しい内容は、概ね１ヶ月前にお知らせする開催案内をご覧ください。

長野県生涯学習推進センター
〒３９９－０７１１ 塩尻市大字片丘南唐沢６３４２－４
ＴＥＬ ０２６３－５３－８８２２
ＦＡＸ ０２６３－５３－８８２５
E-mail
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp
■お申し込み・問い合わせは上記へお願いします。
■休日： 国民の祝日、土・日曜日
12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで

