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学校教育課 課長
矢野 勝彦

予測困難な時代に対応で
きる人間の育成に向けて、
今年度から小学校新指導要
領が実施されようとする中
で、猛威を振るうコロナウ
イルスの流行という現実は、
まさに私たち大人が、その
対応を試されているといっ
ても過言ではありません。
「あっという間に大人に

なる子供たち」です。様々
な変化に流されず教育の本
質を見失うことなく、多様
な社会で生きる力を育むた
めに学校に寄り添いながら、
事務所の使命を果たしてい
きたいと思います。今年度
も、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

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。

本年度も，南信教育事務

所と一体となって努力した

いと思います。よろしくお

願いいたします。

生涯学習課 課長
山田 典史

生涯学習課では「人と
地域の絆づくりのための
社会教育」「生涯に渡っ
て運動に親しむ生涯ス
ポーツ振興」「誰もがい
きいきと、お互いに居心
地の良い地域社会を目指
した社会人権教育」につ
いて、地域の実態や願い
に沿った連携・支援を積
極的に行ってまいります。
人生１００年時代、子ど
もたちや地域の方々が関
わりあいながら、笑顔で
学び続ける人生を送るこ
とができますよう、本課
職員も共に学び、共に歩
ませていただきます。

南信教育事務所 所長 堀内 光雄
記録的な暖冬が原因か、最も早く桜が開花し、新しい年度を迎えました。
「令和」が２年目となる中、新型感染症が全国に拡がり、県民の不安や、地域・社
会の混乱を招いています。
学校では、年度末の一斉休校や児童生徒の外出自粛、４月以降は、規模を縮小し
た入学式の開催や休校期間の延長など、子どもたちへの感染を防止するため様々な
措置が講じられています。
子どもたちが、安心して学校生活を送れるよう支援してまいります。よろしくお
願いします。

令和２年度南信教育事務所出発のごあいさつ
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◇総務課 Tel 0265-76-6858
たきざわまさと

○企画幹兼次長兼総務課長 滝澤眞人
あかはねよしえ

○課長補佐 赤羽芳恵
やましたもとき

○主幹 山下元規
かとうやすお あきやまみつや

○主任 加藤恭央 秋山充也
よしだたろう かみこまきあずみ

○主事 吉田太郎 上小牧杏美
うしこしまひろ

牛越万尋
まつざわきよはる

○事務職員 松沢清春
じょうくらけんじ

○学校給食放射性物質検査員 城倉建治

◇生涯学習課
Tel 0265-76-6861

みずのなおあき からさわしゅうじ

○指導主事 水野直昭 唐澤秀司
たけざわなおこ

○上伊那市町村教委連絡協議会 竹澤尚子
たけうちみのる

○上伊那地方視聴覚教育協議会 竹内 実

◇飯田事務所
Tel 0265-53-0461 Fax 0265-22-0044 E-mail nanshinkyo-iida@pref.nagano.lg.jp

うしこしまさき

○主幹指導主事 牛越雅紀
まきのたかひろ

○主任指導主事生徒指導専門指導員 牧野孝裕
いとうきみとし よしざわたかし

○指導主事 伊藤公敏 吉澤高志
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 みついしゆか

○スクールソーシャルワーカー 若月知亜子 三石由香
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

南信教育事務所 担当庶務分担

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

◇学校教育課 Tel 0265-76-6860
E-mail
nanshinkyo-gakko@pref.nagano.lg.jp

しもじまひろこ

○主幹指導主事 下島弘子（諏訪）
かつのまなぶ

勝野学（上伊那）
くらさわけい

○学校支援主任 倉澤啓
なかじまたけし

○主任指導主事 中島健（特別活動）
こうさかひであき

○主任指導主事生徒指導専門指導員 高坂秀明

○指導主事
すずきのぶゆき いたくらしんいち

鈴木伸幸（国語） 板倉新一（算数・数学）
なかじまりょうた みやしたたくや

中嶋亮太（社会） 宮下卓也（理科）
すがぬまたろう

菅沼太郎（体育・保健体育）
おおつきおりえ

大槻織詠（外国語活動・英語）
しろたりえ

代田理恵（道徳・人権）
よしざわひでゆき

吉澤秀幸（特別支援教育）
かみじまたけし

○特別支援教育推進員 上島 猛
ふじさわよしとみ

○いじめ不登校相談員 藤澤義富

○スクールソーシャルワーカースーパーバイザー
ゆみたかおり

弓田香織

○スクールソーシャルワーカー
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

２
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子ども・地域の幸せのために

【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。

令和２年度 南信教育事務所生涯学習課 グランドデザイン

【 県の方針】
しあわせ信州創造プラン2.0
～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

人づくり 地域づくり
ネットワークづくり
活力あるコミュニティ

を目指して

多様性を認め合える地域

社会人権教育

〇誰もがいきいきと、

お互いに居心地の良い地域社会

生きがいとしてのスポーツ

つながりとしてのスポーツ

生涯スポーツ振興

〇生涯に渡って運動に親しむ

生きがいとしての地域活動

つながりのある地域

社会教育

〇人と地域の絆づくり

【令和２年度 重点目標】
１ 地域・学校に足を運び、課題を共有して行う具体的実践的支援
２ 社会の変化や地域の実情に応じた課題解決的な業務推進

【貫く支援】地域と共にある学校づくりの推進（信州型ＣＳ事業の促進）
事業：地域ぐるみで子どもを育てるフォーラムの実施
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令和2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（龍江小）
○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）
◎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

教師力向上
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）
○校内教育支援研修会 ◆LD等通級指導教室担当者連絡会

特別支援教育
支援

○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

○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）

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

○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

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

生徒指導・
不登校対策

支援

学校

マネジメント
支援

スポーツ振興
事業

Ⅰ 事業体系

学

校

教

育

支

援

社

会

教

育

支
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R2 南信教育事務所主催の研修会の予定（※初任研を除く）

※新型コロナウイルスの感染防止のため、今後中止となる場合があります。

対象：臨時的任用教員臨任研

対象：研究主任，ミドルリーダー等研究主任研修

研修会名 期日 会場

諏

訪
研究主任研修会

第１回 ４月30日（木）※

諏訪合同庁舎第２回 ７月30日（木）

第３回 １月29日（金）

上
伊
那

研究主任研修会

第１回 ４月30日（木）※

伊那合同庁舎第２回 ７月30日（木）

第３回 １月28日（木）

下
伊
那

研究主任研修会

第１回 ５月１日（金）※

飯田合同庁舎第２回 ７月29日（水）

第３回 １月29日（金）

研修会名 期日 会場

諏

訪

・

上

伊

那

第１回授業づくり研修会（諏訪・上伊那） ５月19日（火） 伊那合同庁舎

第２回授業づくり研修会
６月23日（火） 伊那合同庁舎

６月25日（木） 諏訪合同庁舎

第３回授業づくり研修会
７月28日（火） 伊那合同庁舎

８月28日（金） クリーンレイク諏訪

第４回授業づくり研修会
11月10日（火） 伊那合同庁舎

11月19日（木） 諏訪合同庁舎

下

伊

那

教師力ちょっとアップ研修会
(※小・中・高・特別支援学校の教員も対象)

第１回５月29日（金）

飯田合同庁舎
第２回６月22日（月）

第３回７月29日（水）

第４回11月 9日（月）

第２～４回は同じ内容を別日に実施します。
参加しやすい日時，会場を選んでご参加ください。

※4月30日
（諏訪・上伊那）
5月1日（下伊那）は、
内容を変更して実施
予定です。

人権教育 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 期日 会場

第１回学校人権教育研修・連絡協議会（諏訪・上伊那）
５月18日（月）

総合教育センター

第１回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那） ６月 ８日（月） 飯田合同庁舎

第２回学校・社会人権教育研修・連絡協議会（下伊那） 10月19日（月） 飯田合同庁舎

第２回学校人権教育連絡協議会（諏訪） 11月 ６日（金） 富士見町立本郷小学校

第２回学校人権教育連絡協議会（上伊那） 11月20日（金） 伊那市立伊那西小学校

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。

中止

６



研修会名 期日 会場

小学校教科書活用研修（高学年担任） 8月3日(月）2月8日(月） 伊那合同庁舎

授業の充実と校内研修の充実に向けた研修
（小学校英語専科教員）※悉皆

4月28日(火）

8月3日(月）
（小学校教科書活用研修高学年
と兼ねます。）

伊那合同庁舎

外国語活動の教材の扱い方に関する研修
（中学年担任）

8月4日(火） 伊那合同庁舎

テスト改善・補助教材Bridgeの活用研修
（中学校英語科教員）

5月18日(月）
8月4日(火）1月18日(月）

伊那合同庁舎

外国籍等児童生徒指導研修会

第１回 5月 1 1日（月）
伊那合同庁舎

第２回 1 1月 5日（木） 伊那市立東部中学校
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生徒指導 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 会場

高校進学説明会「個別学校説明会」（下伊那） 10月23日（金） 飯田合同庁舎

高校進学説明会「ほんわか相談会」（上伊那） 11月 ４日（水） 伊那合同庁舎

高校進学説明会「ほんわか相談会」 （諏訪） 11月20日（金） 諏訪合同庁舎

先生方の実践に生きる研修を計画していきます。
子どもたちや学校のために一緒に考えていきましょう。

中止

一部内容を変更して実施予定

南信教育事務所だより「教学半也」これまでのバックナンバーはこちらからご覧になれます。
本誌掲載の実践などのより詳しい内容については，南信教育事務所までお問い合わせください。

南信教育事務所だより「教学半也」発行予定

・学校訪問 ・各種研修会 ・教育相談 ・特別支援教育
・人権教育 ・生涯学習 ・生涯スポーツ 等

学校・地域の取組の具体や、よさを発信します。

外国語・国際理解教育 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


