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◇ 刊行にあたって　　
◇ 11 月は、生涯学習月間 ！
　「共生社会の実現～誰もが安心して暮らせる地域づくり～」
◇ 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
　～学びが支える地域づくり・ひとづくり～
◇ 開催した講座の紹介・これから開催される研修講座
◇ キラリ ！ 地域で活躍する受講者
◇ お知らせ　
　平成 29・30 年度　研修講座ＤＶＤ貸し出し
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１１月２９日（木）

　10月に入り信州は爽やかな秋を迎えました。皆様には日頃より生涯学習
推進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。
　当センターは一昨年度から生涯学習関係の指導者研修に特化して公民館
や市町村支援に重点をおく事業に取り組んでおり、公民館支援専門アドバ
イザーを配置し公民館基礎講座を新設するなど公民館のサポート機能を強
化しております。
　今年度から始まった県総合5か年計画の基本目標が、「学びと自治の力で
拓く新時代」とされており、公民館についてもこれまで以上に課題解決の
ための主体的な学びの場となっていくことが期待されています。
　今年度開催された講座ですが、7月に白馬村公民館と共催の公民館ステ
ップアップ講座を実施しました。国際観光科が設置され、県内高校唯一の
コミュニティスクールである白馬高校の、白馬村・小谷村の地域づくりと
一体となった取り組みを学びました。歴史的建造物群である青鬼地区の見
学等、フィールドワークをしながらの講座で、参加者から好評を得ました。
　5月には本田秀夫先生による「発達障がいの理解と援助」の講座があり、
371名の方に受講していただきました。
　また、8月の白川美也子先生による「子どものトラウマの理解と支援」
の講座では245名の受講をいただき、困難を抱える子どもたちをどう理解
し、どのように支援したらよいか、トラウマという視点から学びました。
　当センターでは「学びが支える地域づくり・ひとづくり」をテーマとし
て多くの研修講座を開設しておりますので、多くの皆様に参加していただ
きますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。
　� 所 長 　 田 中 正 吉

刊 行 に あ た っ て

11 月は、生涯学習月間！… 新講座 … 

講師・講義

講　義：「共生社会の現状と課題」
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」
講　師：CIL上田Groping　代表　　　 井出　今日我　氏

研究発表Ⅱ：「ろう者の暮らし」
講　師：(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

地域の教育力向上研修
「共生社会の実現
～誰もが安心して暮らせる地域づくり～」

　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。

［講師紹介］
　山梨大学名誉教授。専門領域

は、福祉社会学、政策科学、計量

社会学。内閣府の共生社会形成

促進のための政策研究会委員

を務めるなど、日本の共生社会

研究の第一人者。

お出かけください！
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推 進 し 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。特に受講者数が多く、注目された当セ
ンター（塩尻市）開催講座を紹介します。

地 域 の 教 育 力 向 上 研 修

◆受講者感想◆
●�ユーモアあふれる語り口で本質をずばりと突く、素晴らしい講
演でした。学校教育に言及されるところでは、ハッとさせられ
ることがたくさんありました。発達障がいを持つ生徒だけでな
く、定型発達の生徒にも共通する指摘もたくさんあり、教師
の意識改革や教育改革が必要だと思わされました。
●�今までは本人側の困り感にあまりスポットがあたらず、ここま
で理解できたと感じられたのは初めてです。判断基準は「困
り感がある・ない」であるという点が、特にしっくりきました。
●�まさに目からウロコでした。20年前に出会いたかったです(ず
いぶんムダなイザコザを息子と繰り返してきてしまいました)。
学校や職場に理解が深まっていって欲しいです。

◆受講者感想◆
●�白川先生のお話を長時間聞けて、大変貴重な機会でした。内
容が最先端かつ専門的であるのに、とても分かり易く説明し
ていただき、理解が一気に深まりました。

●�自分の経験を重ね合わせても、そうだったんだ、やっぱりそう
なんだと、納得することがたくさんあり、自分や子どもの置か
れている状況が良くわかりました。
●�詳細を聞かずに気持ちを聞くということが驚きでした。子ども
達の気持ちを受けとめ、最優先に考えて支援していきたいと
思いました。私自身のスキル訓練が必要なことも実感しました。
●�性的虐待の症例がとても衝撃的だった。が、目を背けてはい
けない問題だと思った。「話を聴いてあげることも立派な支
援。何もしてあげられないことはない」という言葉に救われ
ました。

　昨年に引き続き本田先生をお招きし、今年は１日
ご講義いただきました。自閉症スペクトラムを中心
に発達障がいの特性についてお聞きし、その支援方
法を「教科学習より心の健康」「ちょっと頑張れば
達成可能な課題設定」「(命令と服従ではなく)提
示と合意」などのキーワードとともに学びました。「一
斉指導では、３０％の生徒には簡単過ぎるか難し過
ぎる」「どんな生徒も繰り返し量をこなせば必ずで
きるようになるという考えは、教育界の幻想である」
との指摘に、現在の学校教育について考える機会
にもなりました。

　トラウマの症状は、抑うつ・性化行動・加害者と
関係を持ちたがる・自傷・他者への不信・注意欠陥・
学業成績の低下などの様々な形であらわれること、
またトラウマ記憶とは冷凍保存記憶であり、トリガー
によって融けることにより「今・ここ」で起きてい
るかのように再体験されるのがフラッシュバックであ
るとのお話でした。トラウマ後の反応である３つのＦ
(fight(立ち向かう)・flight(逃げる)・freeze(固ま
る))に注意してサインを見逃がさず、子どもの感情
をすべて尊重して受け入れることが、支援者に求め
られています。

5/17木
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

8/29水
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

発達障がいの理解と援助

子どものトラウマの理解と支援
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南信

中信

　一昨年より、長野県公民館運営協議会との共催講座を加えて大幅に数を増やした「公民館支援講座」
は、多くの市町村より開催希望を頂いており、大変好評です。また、来年度の「移動講座開催希望調査」
も１０月初めに各市町村・公民館へ案内しておりますので、ぜひご活用ください。

県内各地に広がる
～「公民館支援講座」と「とどける研修」～

7/2
【白馬村】

9/9
【松本市】

公民館ステップアップ講座

生涯学習推進者実践講座【中信Ｂ・第１回目】

事例発表Ⅰ：地元自治体による白馬高校支援体制について
　　　　  白馬村公民館による地域学校連携について
講　　 義：「各地の地域づくりを学ぶ～協働のまちづくりをめざして～」
講　　 師：松本大学　総合経営学部　教授　白戸　洋 氏
地区内散策：パルハウス(学生寮)見学、伝統的建物群・青鬼地区　散策
事例発表Ⅱ：長野県白馬高等学校寮生による地域連携について

講　義：「防災講座（本郷地区の地形・地質を学ぶ）
　　　 ～土砂災害を回避し、賢く生き残るための方法論序説～」
講　師：信州大学農学部森林科学科　 教授　平松　晋也 氏

　白馬村・小谷村二村が協力して取り組んでいる、白馬高校を中心とし
たまちづくりについて、現地で学びました。役場の支援体制、公民館と地
域のつながり、高校生の発表と講師による地域づくりに関する講義、青
鬼地区でフィールドワークを行いました。

　最近多発して大きな被害を出している土砂災害について、長野県の土砂災害環境、
発生のメカニズムなどを学び、防災対策、普段からの心構えなどをお聞きしました。ま
た、救助等の際の2次災害を防ぐために土砂災害を知ることの大切さも学びました。

◆ 受講者感想 ◆
●�土砂くずれ等の発生からの一連の流れがよ
くわかった。前兆現象の知識を持つこと。「出
ると思うな避難勧告」（避難勧告を待つより、
自分で判断して行動すること）の意識づけ。

●�自分の住んでいるところの安全性を確認して
おくことが大切だと感じました。地区の会の
中で皆さんにお伝えします。(災害と隣り合わ
せ・雨の降り方に関心を持ち注意する！・避難
ルートや避難場所の確認)

◆ 受講者感想 ◆
●�きれいごとの講義・講座ではなく、住民感覚・役員
感覚・職員感覚で納得できた。

●高校生が地域に関わって成長していく姿に感動。
●地域づくりの考え方・方法、実践をふまえての実例
　は参考になった。地域活動・人材育成に活かしたい。

5/26
【朝日村】 公民館基礎講座【中信Ｃ】
講　義：「公民館入門～基礎知識とこれからの公民館～」
講　師： 公民館支援専門アドバイザー　 筒井　美保子

６/17
【木祖村】 公民館基礎講座【中信Ｂ】
講　義：「公民館の役割と地域づくりについて」
講　師： 公民館支援専門アドバイザー　 筒井　美保子

9/2
【大桑村】 子育て支援に関する講座Ｂ
講　義：「発達障がいの理解と支援」
講　師：長野県教育委員会事務局
　　　 中信教育事務所学校教育課
　　　　　指導主事　神屋　忍 氏

　発達障がいのある子は、「困った子」ではなく「困っている
子」であること。特別支援教育の視点は、障がいがある子ども
のみでなく、どの子にもつながる視点であり、子どもの心を理
解するための視点であること。肯定的なとらえがプラスの循環
になることを学びました。

◆ 受講者感想 ◆
●�子どもたちの成長、発達に大人がどうかかわっ
て何を大切にしていったらよいか学ぶことがで
きた。

●障がいを持った人だけでなく、どなたにも必要
　な内容です。これからの生活に活かしていき
　たいと思っています。
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北信

東信

7/27
【飯山市】 公民館基礎講座【北信】
講　義：「長野県公民館の歩みと公民館の役割」
講　師：公民館支援専門アドバイザー　 筒井　美保子

5/26
【坂城町】 子育て支援に関する講座Ａ
講　義：「困難な人生を乗り越えて生きる」
講　師：日本初のプロチェアスキーヤー　 青木　辰子 氏

　二度にわたる大きな試練を乗り越え、日本初のプロチェアスキーヤーと
して活躍された半生についてお話を聴き、人とは人生とはについて考える
とともに、親としての子育ての在り方について考えました。

◆ 受講者感想 ◆
●�夢を持ち続けあきらめず挑戦する姿勢が素晴
らしい。

●自分たちが困難にぶつかったとき、視点を変え
　る参考になると感じました。

6/2
【塩尻市】 生涯学習推進者実践講座【中信Ａ】
講　　 義：パネルディスカッション「まちづくり」と「ひとづくり」
パネリスト：松本大学　総合経営学部　教授　　  白戸　洋 氏
　　　　  松本大学　総合経営学部　専任講師　向井　健 氏

5/31
【諏訪市】 公民館基礎講座【南信】
講　義：「長野県公民館の歩みと公民館の役割」
講　師：公民館支援専門アドバイザー　 筒井　美保子 

　5/12
【茅野市】 生涯学習推進者実践講座【南信】
講　義：「信州型コミュニティスクールについて」
講　師：長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課指導主事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　井口　淳 氏
講　義：「信州型コミュニティスクール～松本市寿公民館と寿小学校の実践～」
講　師：長野県信州型ＣＳアドバイザー 　　　　　　　青木　茂人 氏

　地域ぐるみの子育てを考える今回の講座では、信州型コミュニティスクールの仕組みや県内の取組み
の様子の説明と、「子どもは寿の宝」をキーワードに、地域と学校で願いを共有して活動をしている、松本
市立寿小学校の取組みを学びました。

◆ 受講者感想 ◆
●�国CS、信州型CSを対比しながら説明してい
ただき、法改正もあり、学校支援地域本部事
業からさらに地域学校協働本部へと変わった
ことなど理解することができた。

●�青木先生の情熱が伝わってきて、やる気と勇
気が湧いてきました。子どもたちの笑顔、中
学生の活躍する姿、はつらつとした地域の
方々、素晴らしかったです。

5/10
【筑北村】 公民館基礎講座【中信 A】( 兼　長野県公民館主事研修会・総会分科会 )
講　義：「公民館入門～基礎知識とこれからの公民館～」
講　師：公民館支援専門アドバイザー　 筒井　美保子

講　義：「公民館の役割と地域づくりについて」
講　師： 公民館支援専門アドバイザー　 筒井　美保子

◆ 受講者感想 ◆
●�筑北村で開催された「主事総･研」。参加した
分科会は「公民館入門」新任者研修です。法
のなかでの公民館の位置づけから、成り立ち、
歴史まで主事新任者が知っておくべき知識が
幅広く盛り込まれた内容で大変勉強になりま
した。特に、公民館設置数において長野県が
全国一であるというのには驚きでした。信州
の公民館というのは地域住民にとって最も身
近な学習拠点であると同時に、総合的な地域

づくりの拠点でもあ
るそうです。学習を
通じて住民同士の
交流をはかり、地域
学習から地域のことを知り、関心を持つことで地
域づくりに通じる。公民館の存在意義を考えさ
せられました。（中信地区公運協だより抜粋、塩
尻市北小野公民館　熊井友里さん）

長野県生涯学習
推進センター所在地
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開 催 し た 講 座 の 紹 介

5/30水

6/6水

◆受講者感想◆
●�講師の先生の話は、実際の業務に活かせそうな内容で大変あ
りがたかったです。「人とのつながり」が重要なキーワードに
なると感じました。事例も新しいものを作るヒントになりそう
でした。
●�飯田市の公民館活動と公民館主事の高いレベルに常に敬服し
ていたので大変勉強になりました。また、社会福祉の視点か
らの地域ネットワークづくりにも感心しました。
●�シニア活動推進コーディネーターのお話はとても有意義な内容
で、もっともっとお聞きしたいと思いました。もっと多くの皆
さんが関り広まっていったらいいですね。

◆受講者感想◆
●�ＥＳＤという視点で学校での諸活動をみつめ直しながらお話を
お聞きしました。教育にできることは世界観の構築であるとい
うところが心に残りました。
●�ユネスコスクールの様子を知ることができ、かつどのような学
校なのか、何を行っているのかを知ることができ、ふるさとや
地域学習の場を設けていることの大切さを知ることができた。

　午前の講座では、講師から「社会教育」「学び」「自治」な
どの意味づけをしていただき、「高校生と大人がつながる学び」「組
織を超えた広がりによる学び」の実践発表をお聞きしました。午
後は、講師・実践発表者も参加したグループで、「住民が主人公
の地域づくりのために」どんな事業ができるか考え合いました。

　ＥＳＤ(持続可能な開発のための教育)の理念と共に、ＳＤ
Ｇs(持続可能な開発目標)については、「発展途上国だけでは
なく先進国の問題でもあるという国際社会の強い意思表明であ
り課題解決のツールである」との説明をいただきました。また
環境学習・地域学習で既に行っている活動がＥＳＤであることが
わかり、実践の具体的なイメージを持つことができました。

新・講・座

こ れ か ら 開 催 さ れ る 研 講修 座

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

講師
湊川短期大学　学長　末本　誠　氏

飯田市公民館　主事　小島　一人 氏

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

長野県長寿社会開発センター
主任シニア活動推進コーディネーター　戸田　千登美 氏

学びの力と自治力による県づくりの目指すもの

「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」

事例発表
「県内のユネスコスクールにおける
  ＥＳＤの取り組み」

実践発表Ⅰ
「大人の学びと子ども・若者の育ちをつなげる」

実践発表Ⅱ
「地域の課題を多様な主体でつながり向き合う」

研修講座の申込みについて
　講座の開催案内・申込用紙は、概ね１ヶ月前に当センターホームページ（http://www.pref.nagano.lg.jp/shogaigakushu/）に掲載します。
詳しくは、ホームページをご覧下さい。

みんなの学び～共に学び合い、共に価値を創る～

持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方

情報モラルに関する講座B

生涯学習推進者実践講座（中信Ｂ・第２回目）

公民館基礎講座(東信)

人口学から見たわが国の将来

■講師：松本市立菅野中学校　校長
� 松島　恒志　氏　

■講師：兵庫県防災センター　防災教育専門員�
� 田中　健一　氏　

■講師：都市計画家　　　　　　　　　　��倉沢　聡　氏
　　　公民館支援専門アドバイザー　　����筒井　美保子　

■講師：明治大学政治経済学部教授
　明治大学付属明治高等学校・中学校長�安藏　伸治　氏　

11/10 土

11/17 土

11/11 日

12/6 木

南信 売木村

中信 松本市本郷地区

東信 小諸市

中信 生涯学習推進センター

DVD
貸出しあり
DVD
貸出しあり

DVD
貸出しあり
DVD
貸出しあり
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キラリ！
地域で活躍する受講生
　今回は長野県の中央に位置する塩尻市、「塩尻市中央公民館」の
北澤智彦館長と安藤寿秀主事をご紹介します。

安藤　寿秀 主事

Ｑ２　どんなことを大事に運営していますか？ 
主事：� 公民館の運営は、机上で考えるのではなく、

外に出ることが大切だと思います。また、中
央公民館の主事としての一番の願いは、分
館の活動が活発になることです。中央公民
館としてそのための支援をしていきたいと考
えています。

館長：  先輩でもある地区館の館長さんたちとの絆を大切にしたい
と思っています。自分が区の役員をしてみて、分館は大変
だと思いました。自分の仕事をしていて、更に分館役員とし
て事業を担っている。また３０代、４０代の若い人たちが多く、
積極的にやっている。分館は公民館の根っこにあたる大切
なところだと思います。

Ｑ３　紙面を通じて伝えたいことはありますか？
主事：� 吉田公民館の時は、地域の人、一人ひとり

と話すことを大事にしてヒントをいただいてき
ました。今は地域の人との直接の触れ合い
は少ないのですが、１０地区の館長さん、主
事さんたちとのネットワークを大切にし、どう
進めていくのがいいのか、意識の共有を大
切にしていきたいと考えています。

館長：��市の人口は６万７千人ですが、若年層の公民館活動への参
加を増やしていきたいと思います。また高齢化率が高く、活
動のほとんどないような地域と、小学生も参加して活発な活
動をしている地域との温度差を感じます。そこで主事さんと
１０地区の館を回り、話を聞いてきました。直接お聞きしたこ
とをこれから活かしていきたいと思います。主事さんはフットワー
クが軽く、多くのネットワークを持っているので、助かっています。

Ｑ4　最後に生涯学習推進センターの講座について、一言
主事：� 各講座のテーマについての様々な考え方を、

講師の先生が整理して話してくれるのがいい
です。また、県下から集まってくる受講者と
の話し合いも自分の考えを深めるのに役立っ
ています。

館長：  お世辞ではなくて、講師の先生方がすごい！各分野の先頭
に立っているような人たちが来てくれている。講義は内容が
濃く、具体的で分かりやすい。

北澤　智彦 館長

Ｑ１　公民館は、何年目になりますか？  
主事：� 吉田公民館に４年間いました。４月から中央公民館に来

て市内全域を担当しています。５年目になります。

館長：  �５年目になります。館長になったその年から４年間、県公
民館運営協議会の副会長をさせていただきました。県下
各地の役員の方々と公民館のあり方について、特に県
大会のあり方について論議したのが感慨深い思い出です。
（あり方研究会の委員長でした）

　防災講座での避難所運営演習が、せっぱつまった感が出ていてすごかった。避難所に次から
次に情報が入ってくる。様々な避難者が押し寄せてきて、考える間もないくらい対応に追われる。
実際はこれ以上だろうと実感した。（７月11日「命を守るための備え」に参加して）



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

まつもと
医療センター

★ �平成30年度　研修講座DVDを貸し出します。
　貸し出しDVDの一部内容をご紹介します。お 知 ら せ

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。

30-6「命を守るための備え」 　阪神・淡路大震災をはじめ、東日本大地震に伴う津波災害、
平成３０年７月豪雨災害、火山災害など、経験したことのない
自然災害が全国各地で発生しています。
　特に近年多発している突発的な集中豪雨等に焦点を当て、地
域が日頃から備えておくべきことや人と人の繋がりの大切さに
ついて考え、過去の教訓から災害時の対応について学びます。

兵庫県広域防災センター防災教育専門員
神戸大学大学院都市安全研究センター

　　　　　　　　　 田中　健一 氏

命を守るための備え

（講座名）・「演題」 講　師　名
（みんなの学び）
 30-1   講義「学びの力と自治力による県づくりの目指すもの」
　　　 実践発表「大人の学びと子ども・若者の育ちをつなげる」
　　　 実践発表「地域の課題を多様な主体でつながり向き合う」

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
飯田市公民館主事　　　　　　　��小島　一人 氏
長野県長寿社会開発センター主任
シニア活動推進コーディネーター　　戸田 千登美 氏

（持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方）
 30-2   講義「持続可能な社会づくりに向けての教育」
 30-3   講義「持続可能な社会づくりに向けて今なすべきこと」
　　　 事例発表「県内のユネスコスクールにおけるＥＳＤの取り組み」

湊川短期大学　学長　　������������������末本　誠 氏
信州大学学研究院　�
人文社会科学域教育学系　准教授　　安達　仁美 氏

（公民館の現代的役割）
 30-4   講義「いま何をすべきか～変化するコミュニティと公民館の現代的役割～」
 30-5   演習 「プロジェクトデザイン～公民館の新たな挑戦のために何ができるか～」

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

（いのち）
 30-7   講義「視点を変えてみよう」 無量寺東堂　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。

貸出しは無料ですので、

ぜひご利用ください！

★�平成29年度 研修講座DVD 貸し出し中！
（講座名）・「演題」 講　師　名

（子どもの貧困問題と対策）
 29-1   講義「１ミリでも進める子どもの貧困対策」
 29-2   質疑・応答

社会活動家　法政大学現代福祉学部　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　��教授　　湯浅　誠 氏

（子どもを育む『縁』を結ぶ）
 29-3   講義「子どもを育む『縁』を結ぶ～ともに学び、ともに生きる～」

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

（いのち）
 29-4   「ほほえみと愛の言葉を～ぬくもりの修行～」 無量寺東堂��愛知専門尼僧堂堂長　　青山 俊董 老師

（子どもの人間関係力を育てる通学合宿）
 29-5   講義「子どもの人間関係力を育てる通学合宿」
 29-6   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」

特定非営利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
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

（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）
 29-7   講義「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」   

コーチングオフィス�ジェイフィールド�　　　　　
　　　　　　　　　　　　代表　　山口　順子 氏

（地域づくりと防災）
 29-8   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」

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター　　
　　　　　　　　　　特任教授　　天野　和彦 氏

（幼児期にふさわしい運動あそび）
 29-9   講義「幼児期にふさわしい運動あそび」

松本短期大学幼児保育学科
　　　　　　　　　　��准教授　　白金　俊二 氏

（人口学から見た地域づくり）
 29-10   講義「人口学から見た少子化問題の現状」
 29-11   講義「人口学から見た地域づくり」

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


