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刊行にあたって

11月は、生涯学習月間！

例年に比べ残暑厳しい9月でしたが、10月に入りようやく秋めいてまいりました。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。
私は、本年4月より所長を拝命しました。専門は社会教育です。
昨年度スタートした長野県総合5ヶ年計画（以下：計画）のキャッチフレーズは「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～」とされています。
「自らが問いを持ち、他者とともに学ぶ」これは、社会教育の基本概念です。そして計画での
学びとも重なります。
自分自身や自分を取り巻く地域・社会の課題に対し自らが問いを持ち、他者とともに学び、学
んだことを自らの力として課題解決に取り組める人や地域が広がること、それが計画の目指す長
野県の未来像と捉えています。
当センターでは、これまでも「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」を３つの柱と捉え、多くの皆様に受講いただき講座を主催してまいりましたが、
これからも課題に向きあう学びが県内各地で営まれるために、少しでも役立つような事業となる
よう、講座の内容や進め方、講師の人選など常に改善してまいりたいと考え
ています。
センターでは主催講座以外にも、県内各地区に出向いた移動講座の実施
や、講座の企画運営に関わる相談活動にも積極的に取り組むことを通して、
公民館・社会教育を柱としながら、生涯学習の振興を図ってまいります。
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。
� 所長　木下　巨一�

１１月２９日（金）
地域づくり推進研修「公民館の未来像」

講師・講義
講義Ⅰ：「公民館の未来像Ⅰ～公民館の現状と課題～」
講義Ⅱ：「公民館の未来像Ⅱ～公民館の役割を見出す視点～」
講　師：秋田大学大学院教育学研究科　教授 原　義彦 氏

　我が国、固有の社会教育施設である公民館。長野県の公民館数は全国
一であり、長く地域づくりの中心を担ってきました。公民館が誕生して
70年以上を経過した今また、新たに公民館に期待する声が高まってき
ています。公民館の活動を地域でどのように展開していくか、どのよう
に地域づくりに取り組んでいくか。公民館の現状を見据え、これからの
公民館の未来像を「公民館の役割を見出す視点」から学びます。

原　義彦　はら よしひこ

信州大学教育学部卒業。筑波大学大学院博士課程修了。秋田大学准教授を経て、
現在同大学大学院教育学研究科教授。平成３0年度第7１回全国優良公民館表彰審
査委員会座長を務める。（長野市松代出身）

お出かけ
ください！
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大手門跡での説明。四柱神社は堀を埋めてつ
くられた。

生涯学習推進者実践講座
「ぶらっと楽しむまちづくり
　　～松本のまちづくりに学ぶ～」

長野県の子どもの自殺の現状と課題
～私たちにできること～

新 設 講 座 開 催 レ ポ － ト

５/14 火

８/29 木

　県内各地では特色あるまちづくりが行なわれています。そんなまちをぶらっと
歩いて「まちの見方・歩き方」を学び、自分のまちづくりのヒントを学ぶ講座です。
今回は工芸のまちとして知られる松本市で学びました。

「工芸の五月」と銘打って行われる１ヶ月間、松本市では
街角の出店、イベントが続き、街が工芸で溢れます。講
座当日は5月なかば、小雨が時折落ちるが歩きやすい風
情のある日でした。あがたの森を出発し、湧水が混じる
街中の清流に沿って中町通りや色々な裏道を巡りました。
中町では「松本の街は明治以降3回の大火にあったので、
耐火建築として蔵造りが取り入れられている」ことを学
びました。

活動発表：●公益財団法人 長野県みらい基金　●NPO法人 NPOホットライン信州
　　　　　●NPO法人 子ども・若者サポートはみんぐ　　●フリースペース 十色
　　　　　●長野県チャイルドライン推進協議会

　日本では、交通事故死者数をはるかに上回る２万人を超える人たちが自殺で亡くなっています。また、自殺者総
数が減る中で、児童生徒については「高止まりの状況」が見られます。長野県でも深刻な課題となっている自殺を

「社会構造的な問題」として捉え、対策に取り組まれている講師から、生きることの「阻害要因」より「促進要因」
を増やす必要性や、中学生に向けた「ＳＯＳの出し方授業」をもとに支援する立場の対応などについて学びました。
また、県内で若者をサポートしている5つの団体による活動発表と会場からの質疑応答を通して、様々な観点から
の支援が行われていることを知りました。    

講義：「工芸の街松本を知ろう」
まちなかトラベル：松本市内

講師：都市計画家　倉澤　聡 氏

説明：「長野県の自殺の現状及び対策について」
担当：長野県健康福祉部保健・疾病対策課
講義：「子どもの自殺の現状と課題～私たちにできること～」
講師：NPO法人自殺対策支援センターライフリンク 代表　清水 康之 氏

江戸時代の城下町の一番端の道を見学。

松本城天守閣を見ながらの説明。北アルプス
との眺望を守るためにマンションの高さを規
制した。

●��実際にまち歩きをしながら、良さを味わうことができ、日ごろ自分の暮らすまちを
考えるよい機会となった。このような学びを異年齢の仲間で、しかも子どもの頃か
ら持つことが町に対する誇りの醸成に繋がると教えていただき、そのことに努めた
いと感じました。
●�生活しているまちが、歴史を活かし、また課題と向き合っていることを目で見て、
とても楽しかった。これからの松本がどうなっていくのか興味があります。
●�具体的にそのものを見てその歴史や構造等を説明していただき興味深かった。この
ような視点から他のまちも見てみたいと思った。

感　想

●�あまりの現状に胸が痛みました。人が追い込まれていくこの日本の風土自体を変え
ていかなければならないと感じました。
●�発想の転換ができました。阻害要因を取り除くことばかり考えていましたが、前向
きに生きる力を育むことも同様に大切であることがわかりました。
●�自分だったらどのように対応できるだろうか、と考えながら聞きました。少しでも
自殺が減るよう手を差し伸べたい。
●�地域でたくさん子どもたちをサポートしてもらえる居場所があることを知りまし
た。支援を必要としている子ども達に、ぜひ紹介してあげたいです。

感　想

講師（倉澤さん）
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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。今年度開催された、当センター開催５講
座と届ける研修〔移動講座〕２講座を紹介します。

セ ン タ ー 開 催 講 座
地域の教育力向上研修「発達障がいの理解と援助」

講義・質疑応答：「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　子どものこころの発達医学教室　教授　本田　秀夫 氏

　講義では自閉スペクトラム症の特性や支援方法についてご講義いただきました。「想定外の事態が苦手」「こだわ
りが強い」「様々な感覚過敏」「他者の考えを推察することや視覚化して想像することが苦手」「一度記憶するとなか
なか忘れない」等の特徴があり、それらの特徴による二次障害を防ぐことが大事であることをお聞きしました。そ
のための支援を「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」「無駄な失敗の予防」「提示と合
意」などのキーワードとともに学びました。

◆感想◆
●�具体的な事例を交えていただいたので、大変わかりやすく発達障がいについて学ぶことができました。
●�正常と異常の捉え方から始まり「健康でハッピーな生き方」への言及にとても考えさせられました。メリハリをつけた支援
をしていきたいです。
●�本田先生のご講義を拝聴するのは２回目でしたが、再確認できたこと、新たに発見したこと、今後の課題（目標も含めて）
を得ることができ、ありがたく思いました。大きなことはできませんが、今自分ができる事に着実に取り組んでいきたいです。

４/18 木

　講義では、子どもの体格・体力・運動頻度の変化や、子どもの動作に見られるぎこちなさ、また運動が脳の血流
量に与える影響についてデータを示していただきました。「様々な動きを取り入れること」「楽しく体を動かす時間
を確保すること」「発達の特性に応じた遊びを提供すること」そして「基礎的な動きを指導した後は子どもの自主性
を大切にすること」が重要であるとのお話に、支援方法を見直すよい機会となりました。実技では、構造的特性（バ
ランス・移動動作・操作動作）と、機能的・効果的特性（達成感・協力・身体的接触）をバランスよく取り入れた、様々

な運動遊びの例とアレン
ジ方法を学び、大人の私
たちも体を動かすことの
楽しさをあらためて実感
することができました。�

◆感想◆
●�現在の子どもをとりまく環境の変化や能力の変化等を知ることができよかったです。
●�鬼ごっこなど何気ない遊びが体力強化に繋がるということを理論的に知ることができました。
●�時間を忘れて楽しんでしまいました。疲れたけれど、大人が楽しまないと子どもも楽しめない
と思うので、今日の楽しかった気持ちを持ち帰りたいと思います。

地域の教育力向上研修「幼児期にふさわしい運動遊び」６/ ５水
講　義：「幼児期にふさわしい運動あそび」
講　師：松本短期大学幼児保育学科　准教授　白金　俊二 氏

地域づくり推進研修
「もうひとつの公共～市民社会の力が問われている～」

　ボランティア活動の実践的研究の第一人者である講師をお招きして、いま、責任ある市民として、われわれに何が期待されているのかを学
びました。講義では、「世田谷ボランティア協会」の具体的な取組を通じて、コミュニティの課題解決型公民館の意義や、市民力を結集して社
会の課題解決力を創造していくボランティア・コーディネーションの重要性を学びました。演習では、参加者が整理、焦点化した課題を解決
する方策を検討し、人と地域をつなぐ「縁結人」としてのコーディネーターの役割の重要性を再認識する機会となりました。

◆感想◆
● 「ボランティア」の定義があらためて分かった。また、ボランティアが何

をすべきかということも理解できた。
● 講師が実践されてきた姿が伝わり、分かりやすい内容だった。ぜひ、地域

にもどって実践してみたいと思った。
● 「縁（えにし）を結ぶ人」をなんとか見つけたい、育てたい。

５/24 金
講　義：「市民社会の力が問われている　
　　　　　～参画型市民社会の創造とボランティア・コーディネーション～」
演　習：「“市民力”を育むシティズンシップ・プログラムをデザインする」
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

DVD
貸出あり

DVD
貸出あり
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　講義では、阪神・淡路大震災で被災された体験談や、九州北部豪雨、大阪府北
部地震、そして昨年の西日本豪雨災害といった過去の土砂災害や風水害の状況や
教訓について説明いただきました。防災の原点である「自助は公助に必ずつながる」
ということや、過去の経験や土地の被災の歴史を通して自分たちの身をどう守る

のかということ、実際の避難所の現状と課題
についてなど、多岐に渡って学びました。演
習の避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」では学校平
面図を用いて、続々と被災者が訪れる緊迫感
の中で、即断を迫られる厳しさと、役割分担
によるチームワークの大切さを体験しました。
災害時に何をすべきか、何ができるのかを考
えるよい機会となりました。�

◆感想◆
●�災害の恐ろしさは、時間とともに過去のものになってしまい忘れがちなので、時々今回
のようなお話を聞くことで防災を意識できました。
●�学校が避難所としての機能を果たすために、知っておくべき知識が盛り沢山でした。
●�防災に対する自分の考え方が、甘かったことを感じました。もしもの時に、どれだけ自
分の事や自分以外の人々へ目を向けられるのかが心配になりました。
●�ＨＵＧゲームは、初めてで戸惑うことが多かったのですが、現場にはきっとこんな混乱
があるということがイメージできました。チームワークの大切さも実感しました。

事 業 説 明：「わたしたちの信州学」
　　　　　　長野県教育委員会 学びの改革支援課　

　　　　　　高校教育指導係指導主事　佐久間　啓史 氏

事例発表Ⅰ：「 地域の福祉マップ作成から考える 
バリアフリーに向けた取り組み」 
長野県高遠高等学校

　　　　Ⅱ：「持続可能な地域人の育成」　長野県小諸商業高等学校
　　　　Ⅲ：「 ユネスコスクールと地域における学び」　 

長野県中野西高等学校
パネルディスカッション：「信州学」の更なる充実のために何が必要か

　現在、県下の高校では「信州学」への意欲的な取組が行われていますが、この講座は、
そうした各校の取組を、地域がどう関わってさらに充実させていくかをテーマに実施し

ました。「信州学」とは、「地域の文化・産業・自
然を理解し、ふるさとに誇りと愛着を持ち大切に
するための学び」で、地域に根差した「探究的な
学び」の総称です。事例発表の３校は地元の企業
や地域住民の方々に支えられて大きな成果を上げ
ており、他校で探究的な学びを構築していく上で
大いに参考になりました。また、パネルディスカ

ッションでは、
生徒や地域の
方々の生の声
を聴けたこと
が受講者に大
変好評でした。

◆感想◆
●�「信州学」といっても、「長野県を学ぶ」だけでは

なく、体験・実践してみることの重要さを改めて感
じた。まず自分自身が地域を知り、生徒をつなげる
きっかけを身につけたい。
●�生徒たちが主体的に学び、課題を感じ、次の学びに

つなげる積極的な姿を見ることができました。当村
の活動にも取り入れていきたいです。

● 高校生がこのような場ではっきりと自分の考えを発
表しているのを見て、将来頼もしく思えました。 
今後若人が地元に定着する機会になればいいと思い
ます。

● 活動内容や地域との関わりがよくわかりましたが、
強力な地域のコーディネーター役が必要だと感じま
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」８/24 土

地域づくり推進研修「命を守るための備え」
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『HUG』」
講　師：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

７/19 金 DVD
貸出あり

高遠高校中野西高校

小諸商業高校
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講　義：「命を守るための備え」
演　習：「避難所運営ゲーム
 『HUG』（水害版）」
講　師：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

　平成22年度より、多くの県民が研修講座に参加できるよう、現地市町村や公民館等と協働して行う「移動講
座」を開催しています。現地での地域課題・要望によって講師選定から運営まで共に企画し開催することで、好
評をいただいております。
　現在、令和２年度研修講座構築に向けて、市町村・公民館等との共催による移動講座について現在照会中で
す。詳しくは、下記をご覧ください。

　以上のような、幅広いテーマでの研修講座を企画運営の支援をいたします。各市町村、公民館へ案内をお送りしてあります
が、詳しくは、当センターへお電話または、Ｅメールでお問い合わせください。

地域づくり推進研修　生涯学習推進者実践講座【中信】

　冒頭で、報道では伝えていない実際の災害時の大変さをお話頂きました。そして避難所運営の
難しさをゲーム形式でリアルタイムに体験し、改めて災害時の備えの大切さを実感すると同時に、
その備えも災害時には不十分であることも再認識することができました。常に危機意識を持つこ
とが重要で、「まず第一に自分の生命を守る」。この基本あってこそ、避難所での住民協力へと繋
がっていきます。講義と避難所運営ゲームの体験を通して、参加者にとってそれぞれに感じるこ
との多い講座となりました。

◆感想◆
●�避難所運営ゲームでは、参加者が避難
所運営に必要な役割を分担し取り組ん
だ。このような研修はとても有意義で
あった。
●�実体験の話はよりリアルで、今後、地
区への災害に対する不安が高まったの
と同時に、準備の必要性を強く感じた。
●�「自分が死なない」ことの重要性を感
じた。（複数）
� （松本市庄内地区公民館報から抜粋）

６/15 土
共催団体・開催場所：松本市庄内地区公民館
講座テーマ：防災

講　義：「ネット、スマホと上手に付き合うには？　
　　　　～ネット被害や健康被害に遭わないために～」
講　師：こどもとメディア信州 代表　

 松本市立菅野中学校 校長　松島　恒志 氏

地域づくり推進研修　生涯学習推進者実践講座【北信】

　現在、インターネットは子どもから高齢者まで、幅広い
年代の人々にとって無くてはならない存在となっていま
す。講義では、私たちはどのようにネット社会と上手に付
き合っていけばよいのか、そのためにはどんな点に気を付
けるべきなのかを学びました。保護者の子どもへの愛情が、
スマホ依存を防止する大きな力となることを再認識し、ま
た、県政課題である「情報モラル」に関心を持ってもらう
ためにとても有効な講座となりました。保護者からは「ネ
ットやスマホの危険性について理解できた。」「ぜひ地域や
学校で子どもたちや保護者に聞いてほしい。」との声が多
数ありました。

◆感想◆
●�とても分かりやすかったです。子どもに限定し
た話ではなく、大人としてもどうしたらよいの
か考える良いきっかけとなりました。
●�大変良かったです。「取り上げる」よりも「共
に過ごす時間をつくる」という解決の道が一つ
見えました。�
●�「疲れた」という前に子どもたちにできる事を
１つでも見つける努力をします。子育てできる
幸せを思い出させていただきありがとうござい
ました。

６/29 土
共催団体：信濃町教育委員会
開催場所：信濃町立総合会館
講座テーマ：情報モラル

移動講座開催希望申込みについて
● 子育て支援に関する講座（情報モラル・発達障がい・子どもとのコミュニケーションなど）
●  公民館・社会教育基礎講座（公民館に関する基礎知識・社会教育に関する基礎知識、公民館の運営、社会教育の推進など）
●  生涯学習推進者実践講座（防災・情報モラル・認知症予防・グリーンツーリズムなど地域課題に取り組む人のための講座）
● 共催団体例（市町村教委をはじめとした各課・市町村公民館・各種学校やPTA・市町村生涯学習センター・市町村社会教

育委員会・福祉関係団体・シニア大学ほか）

申込締切日

11/22金

届 け る 研 修 開 催 講 座移 動 講 座
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キラリ！
活躍する公民館［信濃町

公民館］ 夏のとうもろこし
（サニーショコラ）

ぼだごしょう

清水 悠介 主事 駒村 久芳 館長

　新潟県との県境に位置する信州・信濃町。黒姫山や野尻湖など、豊かな自然があり、糖
度の高いとうもろこしや、ぼたごしょう（ぼたんこしょう）などの特産品があります。今
回は、信濃町公民館の駒村館長と清水主事を紹介します。

　「ぼたごしょう」は、信濃町在来のトウガラシ品
種として「信州の伝統野菜」に認定されています。
信濃町の冷涼な気候と火山灰土で有機質に富んだ
土壌で栽培することで、「ぼたごしょう」特有の風
味が出ると言われております。

〔夏の風の子学級の様子〕
自然の中での体験をすることを目的に開催。魚のつかみ取りに夢中！
捕ったど――――― !!

Q1　公民館は何年目になりますか？
館長：２年目になります。 主事：今年の4月に異動してきて、１年目です。 

Ｑ２　どんなことを大事に運営していますか？ （運営方針） 
館長： 公民館では家庭教育、学校教育で学べない、学

習活動の場を提供していきたい。また、事務多忙
な主事さんですが、これからも笑顔で楽しい勉強会

（教室）になるように心がけてやってもらいたい。 

主事： 人権関係を扱う職場なので、平等を意識して一人
ひとりの方を大切に事業運営するように心がけて
います。

Ｑ３　やっていてよかったことは？（やりがい） 
館長：地域の方とも知り合いになりました。 主事： 地域の方と交流する内容が多く、事業が終わって

「楽しかった」と言っていただけた時によかったと
感じました。 

Ｑ４　最後に、生涯学習推進センターの要望などありますか？ 
館長： 長野県の一番遠い町でも、移動講座を開催してい

ただきました。これからもお願いしたいので、情
報を提供していただきたいです。 

主事： 館長と同じく、今後も情報提供をしていただき、
ご協力いただけたらと思います。

館長： 6月29日（土）の令和元年度生涯学習
フェスティバルにおいて、長野県生涯学
習推進センターとの共催で、こどもとメ
ディア信州代表の松島恒志先生をお招き
して「ネット、スマホと上手に付き合う
には？～ネット被害や健康被害に遭わな
いために～」を開催し、参加者の方々
に喜ばれました。（6ページに掲載）
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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

★�令和元年度　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。

お 知 ら せ 貸出しは無料ですので、

ぜひご利用ください！

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」として認定し認定証と、マナビィ
ピンバッチを差し上げます。

 Ｒ１–5 

「今ここをどう生きる
　～勅題『光』によせて～」
無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長

青山　俊董 老師

いのち
　グローバル化や高度情報化が進み、少子高齢社会が到来するなど、
日本はかつて経験したことがない混迷の時代を迎えています。このよ
うな激動する社会のなかで、私たちの生き方も大きな転換を迫られて
います。この講座では、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」について考えます。

 Ｒ１–１ 

「市民社会の力が問われている
  ～参画型市民社会の力が問われている～」
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

もうひとつの公共
　ボランティア活動を通じて生きがいのある日々を送り、社会に貢献
したいという人々が増えています。講座では県内外のボランティア・
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、責任ある市民
として今われわれに何が期待されているか学びます。

 Ｒ１–2 

「幼児期にふさわしい運動遊び」
松本短期大学幼児保育学科　准教授

白金　俊二 氏

幼児期にふさわしい運動遊び
　子ども達の体力低下が問題となっています。国のデータを基に、子
どもの体格・体力・運動頻度の変化や、運動が脳の血流量に与える影
響について解説しています。子どもの発達の特性に応じた、多様な動
きをバランスよく取り入れ、自主性を大切にした運動の重要性につい
て学びます。

 Ｒ１–３ 

「命を守るための備え」
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
　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。

 Ｒ１–４ 

「単身社会における地域の未来を
 考える  ～障がいがつなぐ地域～」
　首都大学東京　人文社会学部社会福祉分野
� 教授　杉野　昭博 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。講座では、単身世帯が急増していくという単身
社会の視点、障がい者の自立と社会参加の歴史、障がい者にとっての
ノーマライゼーションとは、障害者権利条約が求めるものなど「共生
社会」の現状と課題について、障がい者福祉を専門とされる講師から
学びます。


