
教育会の
学校番号

小中 学校名 講師名 所属・肩書 演題 対象者 備考

1 小 丸山小学校 南澤　信之
一般社団法人セーフティネッ
ト総合研究所 ・専務理事

子どもたちはネット・ゲームとどのように
つきあうべきか

５・６年児童とその
保護者

1 小 丸山小学校 小岩井　彰
長野大学社会福祉学科・教
授

子どもたちに人とつながる力を育てる
～今、大人ができること～

PTA
羽場、丸山、東野の各
公民館と共催事業

2 小 追手町小 南澤　信之
セーフティネット総合研究所
専務理事　博士

ネット　ここが心配
～ＳＮＳの危険性と留意点～

児童・保護者・職
員・地域の方

学校・ＰＴＡ・公民館共
催「ネット講演会」

2 小 追手町小 神庭　靖子 精神科医（清水医院）
親と子の心のキャッチボール
～学童期の親子関係について～

保護者・職員 学校保健協議会

2 小 追手町小 丸山　陸雄 元追手町小学校長 造形活動の指導について 職員 造形活動の日

2 小 追手町小 小林　正佳
飯田市教育委員会
教育長職務代理者

生かされて生きる
～追手町小学校で学んだこと～

職員 先輩の話を聞く会

2 小 追手町小 前田　大介 パラリンピックメダリスト ＧＯ！チャレンジ 児童・職員 人権教育講演会

3 小 浜井場小 南澤　信之
セーフティネット総合研究所
専務理事　博士

子どもたちが陥るネット社会の危機 保護者・職員

3 小 浜井場小 蓑和　巌
飯田市子ども家庭応援セン
ター所長

将来にわたる子どものこころの健康を
守り育てるために

保護者・職員 学校保健委員会

3 小 浜井場小 丸山　陸雄 飯田市美術博物館講師 子どもの絵の見方と教材化 職員

4 小 座光寺小 湯澤正農夫 元浜井場小学校長
自ら主体的に追究し、学び合う子ども
の育成

教職員
協働的な学習
職員研修会

4 小 座光寺小 馬島　誠
バンクーバーオリンピックアイ
ススレッジホッケー銀メダリス
ト

バンクーバーへの道 教職員 人権教育職員研修会

4 小 座光寺小 小島　稔
歴史に学び地域をたずねる
会

座光寺の歴史的な遺跡 教職員 教職員地域研修

4 小 座光寺小 南澤　信之
セーフティネット総合研究所
専務理事

ネットトラブルの危険性と防止のための
方策

高学年児童・保護
者
教職員

学校保健委員会

4 小 座光寺小 北澤　正光
飯田市教育委員会　教育支
援指導主事

高陵中学校区における小中連携･一
貫教育に期待すること

教職員 小中合同研修会

5 小 松尾小 南澤　信之 セーフティネット総合研究所
ネットここが心配！
　～ＳＮＳの危険性と留意点～

６年児童，保護者

5 小 松尾小 秦野　麻子 飯田病院　臨床心理士
こころの上手なころび方
　～ころんだままにならないこと～

保護者 PTA講演会

6 小 下久堅小 桐生　充 （株）飯田ケーブルテレビ インターネットの安心・安全な使い方 保護者・職員 ＰＴＡ研修会

6 小 下久堅小 滝沢　具幸
飯田美術博物館館長・武蔵
野美術大学名誉教授

私の感性を育んでくれた　故郷下久堅
の自然

５・６年生・保護者・
職員・地域

ＰＴＡ講演会

6 小 下久堅小 矢高　真人 矢高眼科医院長 子どもの目の健康を守る生活
ＰＴＡ学年部・子育
て部・三役・職員

学校保健委員会

6 小 下久堅小 湯澤正農夫
下伊那教育会教科等研究全
郡講師

人権の学習について 職員 校内人権教育研究会

7 小 三穂小学校 南澤　信之
セーフティーネット総合研究
所専務理事

「ネットここが心配」…地域・親子向け
「子ども達のネット利用の危険性と留意
点」…地域・保護者向け

児童・ＰＴＡ・職員

7 小 三穂小学校 岡本　浄実 京都文教大学　准教授 「子どもが自信を持つとき」 ＰＴＡ・職員

7 小 三穂小学校 湯澤正農夫 信州大学　非常勤講師 思いやりから繋げる人権の輪(仮称) 児童・職員

8 小 伊賀良小 田中　光顕 元波田小学校長 総合的な学習の時間のあり方 職員

8 小 伊賀良小
本田　祐介
矢島 　  悟

伊那養護学校
通常学級における支援が必要な児童
への対応（ユニバーサルデザイン）

職員

8 小 伊賀良小 竹内　昌彦
社会福祉法人　岡山ライトハ
ウス理事長

私の歩んだ道　見えないから見えたも
の

４・５・6年児童　保
護者職員

ＰＴＡ講演会

8 小 伊賀良小 北澤　英和 南信教育事務所指導主事
通常学級における支援が必要な児童
への対応(子どもの認知の理解）

職員

8 小 伊賀良小 下沢　洋子 元上郷図書館館長 子どもと本をつなぐ 職員

9 小 山本小学校 南澤　信之
セーフティーネット総合研究
所　専務理事

身近なネットトラブル
　　　～ＳＮＳの危険性と留意点～

４～６年児童・保護
者

ＰＴＡ講演会合同

ＰＴＡ・学校関係講演会調査　（回答）



9 小 山本小学校 奥原　秀子
大町市立八坂小学校栄養教
諭

こつこつ毎日積み重ねて
　　　～奥原希望はこうして育った～

３～６年児童・保護
者

学校保健協議会

10 小 竜丘小 山崎　重幸
国立信州高遠青少年自然の
家企画専門職

ゲーム・ネット依存から子どもたちを守
るために

PTA 学校保健協議会

10 小 竜丘小 本村　栄次 飯田市立鼎小学校長
「こいぬのうんち」
ほんとうのヒーロー

小学生全校 人権教育講演会

11 小 川路小 白金　俊二 松本短期大学講師
脳の活動とメディアコントロール　パー
ト2

４～6年生　職員
保護者

父親母親部主催PTA講演
会（兼：学校保健委員会）

12 小 千代小学校 村松　徳文 村松眼科　眼科医
目がわるくならないために
～近視をふせごう！～

全校児童，教職
員，保護者

学校保健委員会

12 小 千代小学校 南澤　信之 セーフティネット総合研究所
身近なネットトラブル
～SNS その危険性と留意点～

3～6年児童，教職
員，保護者

ネットモラル

13 小 千栄小学校 後藤　武志 飯田市危機管理室係長 学校周辺の防災について
児童・保護者・教職
員

13 小 千栄小学校 桐生　　充 飯田ケーブルテレビ 情報モラル 児童・教職員

14 小 龍江小 吉澤　　健 南信州文化財の会　会長 龍江の文化財について 職員

14 小 龍江小 林　　秀樹 薬剤師 児童のアレルギー等の対応について 職員

14 小 龍江小 平澤　富招 伊賀良落語愛好会 落語について 全校児童・職員

14 小 龍江小 清水　豊　・　富子 ふるさと紙芝居 鬼面山について 全校児童・職員

14 小 龍江小 大原　千和喜 シニア大学講師 龍江小学校の歴史について 職員

16 小 鼎小 比田井和孝
上田情報ビジネス専門学校
副校長

白石康次郎に学ぶ人生の生き方
小中学校保護者・中
学生・職員・公民館職
員・一般の方

小中公民館合同講演会

16 小 鼎小 南澤　信之
セイフティネット総合研究所
専務理事

ネット　ここが心配
～SNSの危険性と留意点～

４学年年児童及び
保護者

ネットトラブル講演会

16 小 鼎小 宮原　明人 上田市立丸子中央小学校長
スマホやゲームに操られない力を持と
う

５・６年児童、全保
護者

ネットトラブル講演会

16 小 鼎小 和田　 浩 健和会病院小児科医（校医） 「いつでも大好き」を伝える
保護者・職員・一般
の方

学校保健協議会

17 小 上郷小学校 桐原　孝尚 きらり歯科医院　医院長 食生活とむし歯のつながり PTA 学校保健委員会

17 小 上郷小学校 南澤　信之
セーフティーネット総合研究
所　専務理事

身近なネットトラブル～SNSの危険性
途留意点～

６学年児童・保護
者・職員

17 小 上郷小学校 山形　弥生 飯田養護学校 授業のユニバーサルデザイン化 職員

17 小 上郷小学校 渡邉　義昭 上郷公民館長 上郷の自然・歴史について ５学年児童・職員

17 小 上郷小学校 三浦　宏子 飯田おもしろ科学工房 科学実験教室 ５学年児童

19 小 和田小 佐藤　　健 飯田市副市長 子育て・親育ち・地域育ち ＰＴＡ・教職員

19 小 和田小 林　　静子 栄養士 食べるってなあに ＰＴＡ・教職員

20 小 松川中央小 前田　大介 長野県障害者水泳連盟会長 　「Ｇｏ！チャレンジ」
児童・保護者・教職
員

人権教育講演会

20 小 松川中央小 大平　正弘 伊賀良小学校　教諭 「発達障害の理解と支援」 教職員 特別支援教育研修会

20 小 松川中央小 赤坂　真二 上越教育大学　教授 これからの教育　学級づくりのあり方 教職員 職員研修・学級づくり

21 小 松川北小 前田　大介 長野県障害者水泳連盟会長 　「Ｇｏ！チャレンジ」
５,６年児童・保護
者・教職員

人権教育講演会

21 小 松川北小 山平　由里
飯田下伊那口腔衛生セン
ター　歯科衛生士

　「親子で取り組むむし歯予防とかむこ
との大切さ」

５,６年児童・保護
者・教職員

学校保健委員会

22 小 高森北小学校 山越　信治
駒ヶ根グリーンホテル専務取
締役総料理長

料理の心～先人の知恵～ PTA全般 PTA講演会

24 小 大下条小学校 中山　敏邦 スクールカウンセラー 心の健康を考えよう 児童・保護者・職員 学校保健委員会

24 小 大下条小学校 大平　正弘 伊賀良小学校教諭
学びにくさのある子どもたちの姿から
学ぶ

保護者・職員 ＰＴＡ講演会



25 小 和合小 福澤惠理子 特別支援教育士
発達にかたよりのある児童の理解と支援のあり方
極小規模校における特別支援教育のあり方 和合小職員 職員研修

26 小 新野小学校
旭松食品（株）

佐々木　裕
林　　 潤子

旭松食品（株）
おいしい幸せ、ずっと
～伝統食材”こうや豆腐”を毎日の食
卓へ～

小１～中３　保護者
一般

育成会、公民館、新野学
校ＰＴＡによる三者共催
今年度は参加体験型

27 小 富草小 細田　佳祐 阿南警察署　生活安全係 地域の子ども達を守る防犯の心得
ＰＴＡ・地域の学校
関係者

学校安全連絡会

27 小 富草小 川手　里恵
阿南町学校給食共同調理場
栄養教諭

食の時事問題
ＰＴＡ

学校保健委員会

28 小 阿智第一小学校 安富　和子 飯田女子短期大学教授 子どもたちの咀嚼の実態と指導方法 ＰＴＡ学年部員

28 小 阿智第一小学校 黒柳　紀春 阿智村教育長 学力向上とこれからの小学校教育 保護者・教職員

29 小 阿智第二小学校 南澤　信之
セーフティーネット総合研究
所専務理事

インターネットとの上手なつき合い方 保護者，全校児童
分かりやすい講話。しか
し，低学年には難しい。高
学年から。

29 小 阿智第二小学校 鋤柄　郁夫
元　下伊那教育会長
元　松川町教育長

みんなちがって，みんないい
～思いやりと自信を～

全校児童
多くの映像と，物語の朗読
による分かりやすく，心温
まるお話

30 小 阿智第三小 橋本　幸江 飯田養護学校　教諭
特別な配慮を要する児童生徒への支援のあり方
～ユニバーサルデザインの良さを取り入れた学
級・授業づくり～

職員 職員研修

30 小 阿智第三小 宮越　陽子
長野県立こども病院院内学
級を支える会代表

命　電池が切れるまで
～病気とともに明るくそして精一杯生きた娘～

１～６年児童
ＰＴＡ・地域

ＰＴＡ・地域講演会

30 小 阿智第三小 山本　昌江 阿智村保健師 子どもの生活習慣と心の健康
４～６年児童
ＰＴＡ

学校保健委員会

31 小 清内路小学校 北原　直美
阿智村共同調理場　栄養教
諭

おやつについて考えよう
児童、保護者、職
員

学校保健委員会

32 小 浪合小 前原理津子 ＮＰＯ法人子どもとメディア 情報モラルについて 保護者・教職員

33 小 平谷小 有賀　大 遠山中　教頭 ネットワーク時代に生きる私たち
保護者、教職員、
地域

PTA、公民館との共催

34 小 根羽小学校 塩島　学 大町北小学校長
地域の願いを受けた山間へき地での
学校づくり

保護者、職員、児
童（５６年）

小中合同、ＰＴＡ共催

34 小 根羽小学校 北原　幹久 飯田女子短期大学教授 みんなちがって　みんないい 児童 人権教育講演会

35 小 下條小 南澤　信之
セイフティネット総合研究所
専務理事

ネットここが心配
SNSの危険性と留意点

下條小56年児童
保護者・下條村民

ＰＴＡ講演会

36 小 売木小学校 南澤　信之
ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ総合研究所
専務理事

ネットは危険がいっぱい
小学生、中学生、
保護者、村民

小中合同開催、公民館
共催

36 小 売木小学校 西郡　文啓
花まる学習会 西郡学習道場
代表

子育てについて
小学生、中学生、
保護者、村民

人権教育講演会

36 小 売木小学校 森田　真次 売木村診療所医師 生活習慣に関わって 保護者、村民 学校保健委員会

37 小 天龍小 板倉　恒夫
元下伊那教育会会長
天龍村教育委員会　前教育
長

私の出会った子どもたち
小中学生・PTA・地
域の方

小中合同開催

38 小 泰阜小学校 片桐　俊男 伊那養護学校長
特別支援学級がない学校での学級指
導のあり方や校内支援体制のあり方」

教職員 泰阜中と合同開催

38 小 泰阜小学校 駒田　弘次
(株）ＫＤＤＩ　中部総支社　管
理部

e-ネット安心講座
～トラブル事例から学ぶ対処法～

中学生
ＰＴＡ・教職員

泰阜中と合同開催

39 小 喬木第一小学校 野竹 国雄
南信教育事務所飯田事務所
指導主事

体幹を鍛えて活き活き健康作り 保護者・学校職員 ＰＴＡ講演会

40 小 喬木第二小学校 中村　博見
本校　校長
（元　中信教育事務所指導主
事）

私たちから始める人権 保護者・職員 人権教育講演会

41 小 豊丘南小学校 宮澤　順子 スクールカウンセラー 親も子も元気になれる子育てもポイント
保護者、教職員、
地域

学校保健協議会

41 小 豊丘南小学校 宮脇　　学 わたしが生きてきた道 児童、教職員 人権教育講演会

42 小 豊丘北小 長岡　春奈 君は一人じゃないから ＰＴＡ （心の支援課）

43 小 大鹿小 亀井　雄一
国立精神・神経医療研究セ
ンター、睡眠障害センター長

「子どもの睡眠について考えよう」
小中学生、職員、
保護者

大鹿村学校保健委員会
にて

1 中 飯田西中 宮澤  恵子 長野県看護協会　助産師 親子で聴こう・話そう・性教育
全校生徒・保護者・
職員

1 中 飯田西中
松村由美子
丸山いづみ

丸山地区主任児童委員
乳幼児学級参加者

乳幼児とのふれあい学習会 ３学年生徒
講話の後で乳幼児との
触れ合い

1 中 飯田西中 南澤　信之
セイフネット総合研究所
専務理事

ネットトラブルを予防するために
全校生徒・保護者・
職員



1 中 飯田西中 比田井和孝
上田情報ビジネス専門学校
副校長

幸せな人生を歩むためにとても大切な
こと

全校生徒・保護者・
職員・地域の方

1 中 飯田西中
関口　節三

太田　いく子
千代の農家の方 農家民泊での体験学習・マナー １学年生徒・職員

1 中 飯田西中 山城　峻一 埴科郡坂城町 いじめに関する講演
全校生徒・保護者・
職員

2 中 飯田東中 中島　直美
ＮＰＯ法人マナーポート・ＩＴ
ながの

中学生とネット
中学生（全校）・保
護者

学校保健委員会

2 中 飯田東中 北林　ちなみ
飯田女子短期大学看護科教
授

性と健康の話 中学３年生
性に関する指導（命の
教育）

2 中 飯田東中 羽場　啓子 羽場医院 性について 中学２年生
性に関する指導（命の
教育）

2 中 飯田東中 宮下　智 明星学園総園長 環境が障がいをつくる 中学３年生

2 中 飯田東中 原　耕平 ゆいの里　七和の里 福祉とは何かを考える 中学３年生

2 中 飯田東中 小笠原京子
飯田女子短期大学家政学科
教授

福祉体験に行く前に知っておきたいこ
と

中学３年生

2 中 飯田東中 深津　風太 飯田高校２年生
カンボジアでの滞在体験報告　高校生
活から考えた中学生に伝えたいこと

中学３年生

3 中 旭ヶ丘中 南澤信之 セーフティネット総合研究所 ＳＮＳの危険性と留意点
生徒、保護者、職
員

ＰＴＡ講演会

3 中 旭ヶ丘中 夏川立也
コミュニケーションプロデュー
サー　笑いと空気の力で業績
アップの請負人　パワーコミュニ

吉本芸人として学んだパワーコミュニ
ケーション術

生徒、保護者、職
員

ＰＴＡ講演会

4 中 緑ヶ丘中学校 窪島誠一郎 上田無言館館主
「無言館」のお話　～戦没画学生の 絵
について～

生徒　保護者　地
域　職員

5 中 竜峡中 中島　恒夫
市こども家庭応援センター
　　教育相談員

特別な教育的配慮が必要な生徒の理
解

教職員

5 中 竜峡中 南澤　信之
セーフティネット総合研究所
　　専門理事

一部「ＳＮＳの危険性と留意点」
二部「子どものネット利用の現状と課
題」

一部：生徒・保護者・教
職員
二部：保護者・教職員

ＰＴＡ講演会
竜峡中学校区合同
学校保健委員会

5 中 竜峡中 駒田　弘次
（ＫＤＤＩ）
ｅ-ネットキャラバン講師

情報モラル講習会 生徒・教職員

5 中 竜峡中 土屋　智恵 「川楽屋」 「夢を目標に」
生徒・保護者・教職
員

進路講演会

5 中 竜峡中 木下　文子 今田人形座事務局 「今田人形　伝統芸能を学ぶ」 教職員
竜峡中学校区小中合同
研修会

5 中 竜峡中 寺沢　秀文
満蒙開拓平和記念館
　　副館長・専務理事

「人権について考える
　　～満蒙開拓の歴史から学ぶもの」

生徒・教職員

6 中 竜東中 高橋　誠 ＬＩＮＥ株式会社
インターネットを使うときに気をつけるこ
と、考えること

生徒、保護者、職
員

ＰＴＡ講演会

6 中 竜東中 神庭　靖子 清水医院　医院長 大切な命・大切な自分
生徒、保護者、職
員、一般、保護司

社会を明るくする運動

6 中 竜東中 秦野　麻子 飯田病院　臨床心理士 「自分らしさ」は「困る」ことから
生徒、保護者、職員、校
区の養教・保健師

学校保健協議会

7 中 鼎中学校 比田井和孝
上田情報ビジネス専門学校
副校長

白石康次郎に学ぶ人生の生き方
小中学校保護者・中学
生・職員・公民館職員・
一般の方

小中公民館合同講演会

7 中 鼎中学校 三沢 亜紀 満蒙開拓平和記念館職員 満蒙開拓から人権を考える
2学年生徒・職員・
保護者

人権教育講演会

8 中 高陵中学校 南澤信之
一般社団法人セーフティー
ネット総合研究所、専務理事

SNSの危険性と情報モラル 全校生徒、保護者 情報教育講演会

8 中 高陵中学校 貝原　豪
下伊那社会福祉会　慈恵園
園長

思春期の子供との関わりについて 保護者 学校保健委員会

8 中 高陵中学校
宮田幸久
宮田元子

命の尊さ～子どもを失った親の願い～ 全校生徒
人権教育講演会（人権
教育講師派遣事業）

11 中 　高森中 　松居　和
作家
（元 埼玉県教育委員長）

子育てが親心を育む
～人間社会はもともと親同士の絆で成り
立っていた～

飯伊ＰＴＡ会員
飯伊ＰＴＡ連合会
研究大会（高森中会場）

11 中 　高森中
金澤　翔子
金澤　泰子

書家（親子）
翔子さんの揮毫実演有り
母親 泰子さんの講演

中学生・地域の
方々

町制60周年記念事業
（人権教育講演会）

11 中 　高森中 有森　裕子
オリンピックメダリスト
ハートオブゴールド代表理事

心の金メダルを目指して
中学生・小学６年生
・地域の方々

町制60周年記念事業

11 中 　高森中 渡邉　尚久 千葉県教育委員会 自分が変われば、すべてが変わる 中学生・ＰＴＡ ＰＴＡ講演会

12 中 阿南第一中 袴田　有香 ＬＩＮＥ（株）講演会担当
「ＬＩＮＥのご紹介と、子どもがインター
ネットを利用する際の注意事項」

職員、保護者
阿南町小中連携事業



12 中 阿南第一中 佐々木桂子 飯田養護学校（進路指導） 「特別支援学校高等部卒業後の進路」
職員、保護者

校内研修

12 中 阿南第一中 宮林　麻里
みやばやしこどもクリニック医
師

「子どもとメディア～Mediaに囲まれて
育つ子どもたち～」

生徒、保護者、職
員

PTA子育て教養部

13 中 阿南第二中
佐々木　裕
林　　潤子

旭松食品（株）経営企画部
おいしい幸せ、ずっと。
～伝統食材“こうや豆腐”を毎日の食
卓へ～

小中学生、保護
者、
地域の方

地区育成会、地区公民
館、
小中合同PTAの三者共催

14 中 阿智中学校 宮原　明人 丸山中央小学校長
スマホやゲームに操られない力を持と
う

生徒　保護者　職
員

学校保健委員会

14 中 阿智中学校 川上　憲伸 元プロ野球・大リーグ選手
川上憲伸に学ぶ　夢・希望・未来　目
標に向かって努力したこと

生徒　保護者　職
員　地域

PTA講演会

16 中 下條中 松山三四六
ラジオパーソナリティ
タレント

夢に挑もうとする君たちへ

下條中生徒 保護
者
下條村民

部活動文化スポーツ活
動保護者会講演会

16 中 下條中 南澤　信之
セイフティネット総合研究所
専務理事

SNSの危険性と留意点

下條中生徒 保護
者
下條村民

情報モラル教育講演会

16 中 下條中
金澤　泰子
金澤　翔子

書家 我が子と共に生きて

下條中生徒 保護
者
下條村民

人権教育講演会

16 中 下條中 神原　浩 信州大学教育学部准教授 超低温の世界

下條中生徒 保護
者
下條村民

下條中学校　教科学習
をさらに楽しくする講演
会

16 中 下條中 菊池　聡 信州大学人文学部教授 錯覚の不思議な世界

下條中生徒 保護
者
下條村民

下條中学校　教科学習
をさらに楽しくする講演
会

17 中 売木中学校 南澤　信之
ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ総合研究所
専務理事

ネットは危険がいっぱい
小学生、中学生、
保護者、村民

小中合同開催、公民館
共催

17 中 売木中学校 西郡　文啓
花まる学習会 西郡学習道場
代表

子育てについて
小学生、中学生、
保護者、村民

人権教育講演会

17 中 売木中学校 森田　真次 売木村診療所医師 生活習慣に関わって 保護者、村民 学校保健委員会

18 中 天龍中 板倉　恒夫
元下伊那教育会会長
天龍村教育委員会　前教育
長

私の出会った子どもたち
小中学生・PTA・地
域の方

小中合同開催

19 中 泰阜中 片桐　俊男 伊那養護学校長
〈私論〉これからの学校教育、何を覚悟
して取り組むべきか

泰阜中・泰阜小の
職員
泰阜村教育委員

小中合同開催

19 中 泰阜中 駒田　弘次
ＫＤＤＩ（株）中部総支社　管
理部

ｅ-ネット安心講座
～トラブル事例から学ぶ対処法～

泰阜中学生、泰阜
小・中職員、保護者

小中合同開催（学校保
健委員会）

19 中 泰阜中 清水　慎一
株式会社菓匠Shimizu代表取
締役シェフパティシエ

「働く」とはどういうことか
泰阜中学校生徒、
職員

20 中 喬木中学校 西田　隆人
ＬＩＮＥ（株）
ＬＩＮＥ　オフィシャルインストラ
クター

「インターネットを使うときに気をつける
こと、考えること」

全校生徒・保護者 授業参観日

20 中 喬木中学校 藤本　正樹
（株）グローカルアース
代表取締役

『多文化共生社会の実現～世界が教
えてくれた「違い」を認め合う大切さ』

全校生徒・保護者 授業参観日

20 中 喬木中学校 本島　幸子 飯田女子短期大学看護学科
「思春期と友人関係について（男女の
交際を含めて）」

２学年生徒 性教育講演会

20 中 喬木中学校 本島　幸子 飯田女子短期大学看護学科
「思春期の性について（性感染症、人
工妊娠中絶を含め）」

３学年生徒 性教育講演会

20 中 喬木中学校 常磐　勇太 ハローワーク飯田
「働くことの意義や職場体験学習に向
けての心構えについて」

２学年生徒 進路講話

20 中 喬木中学校 原　　寛 洋菓子販売　トップ：社長
「働くことの意義や職場体験学習に向
けての心構えについて」

２学年生徒 進路講話

21 中 豊丘中学校 伊藤　睦 太陽接骨院 姿勢を整え　心も身体も健康に ＰＴＡ ＰＴＡ講演会

22 中 大鹿中 亀井　雄一
国立精神・神経医療センター
睡眠障害センター長

子どもの睡眠について考えよう
校医、保健師、教育委
員会、保小中保護者、
保小中教員、中学生

学校保健委員会・PTA
共催

22 中 大鹿中 杉本 KDDI　スマホ・携帯安全教室 インターネットの正しい使い方
生徒、保護者、教
員、一般

22 中 大鹿中 松岡　裕之 飯田保健福祉事務所長 未成年の飲酒防止 生徒、教職員

23 中 飯田養護 齋藤　良直 売木小中学校長 キャリア教育で大事にしたいこと 全職員 校内研修

23 中 飯田養護 新美　妙美 医師（飯田市立病院） 医療と教育の連携 全職員 学校保健委員会

23 中 飯田養護 加藤　孝志 飯島小学校長 地域に生きる ＰＴＡ ＰＴＡ講演会
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