
教育会の
学校番号

学校名 講師名 所属・肩書 演題 対象者 備考

1 丸山小学校 下沢　洋子 長野県短期大学非常勤講師

こどもってね・・・
～こどもたちが｢もう１回読んで！｣と

いう本　こどもたちの大好きな１冊から
分かること～

保護者 公民館（３館）共催

2 追手町小学校 有賀　大 遠山中学校　教頭
ネットワーク社会に生きるみなさんへ

～これからの時代に大切なこと～
3～６年　保護者　地

域
公民館共催

2 追手町小学校 和田　浩 健和会　医師 思春期の心と体の変化 教師・保護者 学校保健協議会

3 浜井場小学校 南澤信之
（社）セーフティネット総合研

究所 専務理事
「身近なネットトラブル　～ＳＮＳその

危険性と留意点～」
地域･PTA・職員

3 浜井場小学校 高橋ピン子 看護師兼誕生学アドバイザー
「生まれてきてくれてありがとう～知り
たい！誕生･命･性のこと　一緒に考

えてみませんか？～
PTA・職員・児童

4 座光寺小学校 南澤　信之
セーフティネット総合研究所・

専務理事
情報リテラシ－・情報モラル研修会

４，５，６年生・地域の
方・保護者・学校職員

小学校ＰＴＡ・「座光寺の
子どもを語る会」推進委員

会との共催

4 座光寺小学校 小林まゆみ おひさま助産院・助産師
大切なあなたに伝えたい　いのちの

話
４，５，６年生・地域の
方・保護者・学校職員

学校保健員会・小学校
ＰＴＡ教養部会と保健厚

生部との共催

6 下久堅小学校 山下　大輔
丸西産業株式会社　代表取

締役

「安全な農業生産物提供システムの
構築に取り組む丸西産業の挑戦」

緑ヶ丘中学校区教職
員

緑ヶ丘中学校区飯田
市教職員研修会

6 下久堅小学校 小木曽　計男
元飯田市児童相談所長・ス

クールカウンセラー
「子どもとの育ちあい」

下久堅小学校PTA・
地域の皆さん

PTA講演会

7 三穂小学校 福澤　絵美
飯田市役所保健課

歯科衛生士
親子で取り組もう歯科衛生

全校児童
保護者

学校保健協議会

8 伊賀良小学校 玉木ちはる
シンガーソングライター

ホストマザー
安田女子大学講師

命の参観日 全校・保護者・一般
人権教育講演会

PTA子育て講演会

8 伊賀良小学校 熊谷美恵 飯田市立病院助産師 命の授業 ４学年児童・保護者

8 伊賀良小学校
熊谷美恵

辻本絵理香
飯田市立病院助産師

バイオリニスト
命の授業 ５学年児童・保護者

8 伊賀良小学校

田中文子（副所長）
山下春恵（主任就業

CW）
堀川ゆみ（生活CW）

飯伊圏域障害者総合支援セ
ンター

困り感を持つ子どもたちの理解と支
援～自立・社会参加を見据えて～

特別支援学級保護者
旭ヶ丘中、山本小と合

同

9 山本小学校 南澤信之
一般社団法人セーフティネッ

ト総合研究所 代表理事
インターネット　ここが心配 ４～６年、保護者 ＰＴＡ講演会

9 山本小学校 伊壷　悦子 二ツ山歯科医院　　院長
楽しくむし歯予防・歯並びをよくするヒ

ント
全校児童、保護者 学校保健協議会

10 竜丘小学校 坂井　公淳 感環自然村　村長 　　　　「 If not you　…　Who？」 　PTA会員 PTA講演会

10 竜丘小学校 服部　大輔 長野県体育センター　専門主事 「 子どもの姿勢保持 」 PTA・地域・児童 学校保健委員会

11 川路小学校 佐藤　公 NTTドコモ スマホ・ケータイ安全教室
４～６年生児童、保護

者、教職員
学校保健委員会・

PTA父親母親部共催

12 千代小学校 安富　和子 飯田女子短期大学教授 よい歯でよく噛みよいからだ
全校児童，保護者，

職員
学校保健協議会

ＰＴＡ・学校関係講演会調査　（回答）



12 千代小学校
NTTドコモインストラ

クター
NTTドコモ 人権スマホ・ケータイ安全教室 4～6年児童，保護者

飯田人権擁護委員協
議会

13 千栄小学校 堀田　浩三 堀田歯科医院長 マウスケア・トレーニングについて
全校児童・保護者・職

員

15 上久堅小学校 後藤　武志 飯田市危機管理室防災係長 これまでの災害教訓に学ぶ 児童・PTA・地域
学校・ＰＴＡ・公民館

三者共催

15 上久堅小学校 堀田　浩三 堀田歯科医院長

親子歯みがき講座　第二弾
～親子で順番みがき、フロスの使い方をマスターし

よう！～ 児童・PTA 学校保健委員会

15 上久堅小学校 中塚　教子 高森町教育委員会 今、大切な子育ての視点 ＰＴＡ

16 鼎小学校 関口　真紀 鼎図書館館長・司書 ＰＴＡ「親子読書」講座 ＰＴＡ
ＰＴＡ「親子読書」講

座

16 鼎小学校 原　英正
長野県青少年赤十字指導者
協議会顧問、元軽井沢中部

小学校校長
まもるいのち　ひろめるぼうさい

小学生、ＰＴＡ、職員、
一般

小中ＰＴＡ・公民館合
同講演会

17 上郷小学校
山岡　美穂
小塩　麻衣

長野県難聴児支援センター
丸山小学校　難聴学級

難聴児への支援と配慮
難聴児の理解と支援について

職員

17 上郷小学校 矢島　悟 伊那養護学校 子どもの見方は　子どもの味方 職員

17 上郷小学校 志水　廣 愛知教育大学名誉教授 主体的・対話的で深い学び
職員，下伊那算数数

学教育研究会

17 上郷小学校 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～
児童（６年），職員

17 上郷小学校 山岸　智吉 松川中央小学校 Q-Uを用いた学級集団の分析と対応 職員

17 上郷小学校 中島　正韶 上郷歴史会 上郷の地名と歴史 児童（全校），職員

17 上郷小学校
伊壷　敏子，吉沢富

治夫，中野悦子
モーリー森の応援隊 野底山の歴史と自然 職員

17 上郷小学校 牧　友博
飯田市教育委員会教育支援

主事
電子黒板を使ったデジタル教科書活

用
職員

17 上郷小学校
宮澤　傳二
中島　正韶

上郷の子どもを育む会学校
運営協議会（CS）

林間学校の歴史と井水
上郷小校歌の内容

児童（５年），職員

17 上郷小学校 吉澤　高志
南信教育事務所飯田事務所

指導主事
姿勢について考えよう PTA

18
飯田市立上村小

学校
小田ルイ シンガーソングライター

本校の児童の詩をもとに作曲をして
いただき講演会の時に、いっしょに歌

います。

児童・保護者・教員・
地域の方

地域・PTA講演会

19 和田小学校 小玉　敏也 麻布大学教授
学校を拠点とした持続可能な地域づ

くりのための教育（ESD)
PTA・地域 公民館共催

20 松川中央小学校 塚越　智英
南信教育事務所飯田事務所

主任指導主事
友だちと自分を大切にしよう

４～６年児童・保護者
教職員

参観日
人権教育講演会

20 松川中央小学校 吉澤　美砂 ＮＴＴドコモ スマホ、携帯の安全教育 ６学年児童保護者 参観日授業



20 松川中央小学校 宮下　俊弘 学校歯科　宮下歯科医院 子どもの歯の健康 保護者・教職員 学校保健協議会

21 松川北小学校 小林　まゆみ おひさま助産院・助産師
大切なあなたに伝えたい　いのちの

話

保護者、５・６年児童、学校
保健委員会委員、学校職

員
学校保健委員会

21 松川北小学校
小松　敏美
尾曽　元宏

日本赤十字病院・看護師
（有）ケアテック代表取締役

認知症理解のための講演会
北小と中央小の６年

児童
松川町６年２校交流会

21 松川北小学校
野崎　幸菜

気賀澤　敬子
日本聴導犬協会　訓練スタッフ
日本聴導犬協会　ボランティア

身体障がい者の心と生活を支える聴
導犬・介助犬

全校児童、保護者、
学校評議員

人権教育講演会

22 高森北小学校 矢澤秀成 育種研究家
花づくり、人づくり、街づくり

「花は人を育てる。人は花を育てる。」
保護者、学校職員、

地域の方

23 高森南小学校 牧内　隆雄 健康運動指導士
足の裏から考える将来へ向けての健

康づくり
保護者 ＰＴＡ講演会

23 飯田養護学校 知久万寿美 言語聴覚士 子どもの心とことばの発達 全校職員 学校保健委員会

23 飯田養護学校 玉井　邦夫 大正大学教授 ダウン症の理解と支援 全校職員

23 飯田養護学校 後藤　武志 飯田市危機管理室 次長補佐 災害時における要配慮者対策 ＰＴＡ ＰＴＡ講演会

23 飯田養護学校 天野　俊康 長野赤十字病院泌尿器科医師
男の子の性教育（障がいのある子ども

への指導を中心に）

全校職員
飯伊小中学校教員で希望

者

性に関する指導充実の
ための講師派遣事業

24 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

25 和合小学校 なし

26 新野小学校 粕尾　将一
株式会社オフィスパフォ－マ

ンスラボ
シルク・ドゥ・ソレイユで学んだ「夢」と

「シゴト」を結びつける方法
児童、保護者、地域

の方
公民館、育成会、ＰＴ
Ａ阿南二中合同開催

27 富草小学校 勝岡志郎
阿南町役場総務課危機管理

防災係
災害対応クロスロードで防災を学ぼう

地域の学校関係者
保護者 職員

学校安全連絡会

27 富草小学校 安富和子 飯田女子短期大学教授 よい歯で よく噛み よい体 保護者 職員 学校保健委員会

27 富草小学校 安富和子 飯田女子短期大学教授 未定 全校児童
歯の健康に関する内
容（１月に実施予定）

28 阿智第一小学校 山本　昌江 阿智村保健師
知っ得！「脳の健康と生活習慣とメ

ディア」
保護者、教職員 学校保健委員会

28 阿智第一小学校 加藤木　明 伝統芸能　加藤木一座
加藤木一座の　Oｈめでたいな　Ohま

つり！
全校児童、保護者、

教職員、来賓
４０周年記念講演会

29 阿智第二小学校 宮島節男 おかもち劇団 「大道芸をやってみよう」
子ども、保護者、

地域の方

30 阿智第三小学校 大平　正弘
伊賀良小学校ＬＤ等通級指

導教室
通常学級の中の特別支援教育
－　事例を通しての考察　－

職員

30 阿智第三小学校 川手　里恵 阿智中学校　栄養教諭
食材や作ってくれた人への感謝の気

持ちを育てる
児童・職員



30 阿智第三小学校 桃井　玲子
伊賀良小学校少人数学習担

当講師
みんなちがってみんないい ＰＴＡ（保護者・職員）

31 清内路小学校 山平　由里
飯田下伊那口腔衛生センター

歯科衛生士 親子で取り組もう歯の健康 児童、保護者、職員 学校保健委員会

32 浪合小学校 前田　大介 長野県パラ水泳協会会長 Ｇｏ！チャレンジ！！ 児童 人権教育講演会

33 平谷小学校 小椋佐代里 親業訓練協会インストラクター
認め合いよりよい親子関係を築くため

に
PTA、児童

村教委・公民会共催
人権教育講演会

35 下條小学校 中島　貞男 下條小下條中学校医 高脂血症の話 職員・PTA
小中合同学校保健委

員会

35 下條小学校 齋藤　良直 売木小中学校長 対応の難しい子どもへの関わり方 職員

35 下條小学校 橋本　幸江 飯田養護学校・教育相談 通常学級における特別支援教育 職員

36 売木小学校 松島　恒志 松本市立菅野中学校 子どものスマホ・ネット利用
児童生徒、保護者、

地域の方、全県

長野県生涯学習推進
センター開催、公民

館共催

37 天龍小学校 石井　信明 JAXA 金星探査機「あかつき」の挑戦
小・中学生，保護者，

一般

38 泰阜小学校 橋本　幸江 伊那養護学校 教育相談専任 通常学級における特別支援教育
～教育におけるユニバーサルデザイン化～

教職員 泰阜中と合同開催

38 泰阜小学校 佐々木　大惠
泰阜村 人権擁護委員

福寿院 住職
友達を大切にする

～仲良し月間人権講話～
小学生・教職員 人権教育講演会

39 喬木第一小学校 三浦　宏子 飯田おもしろ科学工房 おもしろサイエンスショー PTA、児童、教職員 PTA学習会

39 喬木第一小学校 原　幸夫 いいだ整骨医院 姿勢について学ぼう 教職員、PTA 学校保健委員会

39 喬木第一小学校 宮原　明人 上田市立丸子中央小学校長 情報モラルについて ４～６年生

40 喬木第二小学校 佐藤　公 ＮＴＴドコモ・インストラクター スマホ・ケータイ安全教室
保護者
教職員

人権教育講演会

41 豊丘南小学校 上村　惠津子 信州大学 子どもとのコミュニケーションを考える 保護者・教職員 学校保健委員会

41 豊丘南小学校 松下　千春 副学籍児童の保護者
私の子育て

～親の願い～
児童・保護者・教職員

社会福祉講演会
（人権教育講演会）

41 豊丘南小学校 CAPながの ＣＡＰながの
暴力や権利についての基礎知識

ワークショップ
５年生・保護者・教職

員

対象者ごとに実施。
職員は豊丘北小と合

同実施。

42 豊丘北小学校 越高　一夫 ちいさいおうち書店　店長
「読み聞かせ　～この素晴らしい世界

～」
ＰＴＡ ＰＴＡ講演会

42 豊丘北小学校 前田　大介
松川町職員

パラリンピック銅メダリスト
「歩んできた道」 児童、職員 人権教育講演会

42 豊丘北小学校 ＣＡＰながの ＣＡＰながの
暴力や権利についての基礎知識

ワークショップ
5年生、保護者、職員

対象者ごとに実施。
職員は南小と合同



43 大鹿小学校 阪上　晃子 姿勢スタイリスト
呼吸力１００％　ゆるやか　姿勢のポ

ジショニング
児童・生徒・保護者・

職員・村民　他

大鹿村学校保健委員会と
共催という形で、小・中・

保・役場で共同開催

64 根羽小学校
塩澤　初美
他全６人

飯田人権擁護委員協議会委員 楽しい学校生活を送るために 全校・職員・保護者 人権講演会

64 根羽小学校
遠山　千尋
松村　幸雄

飯田コアカレッジ
県警スクールサポーター

あなたの使い方はだいじょうぶ
～ゲーム機、スマートフォンなどでトラブ

ルにあわないために～
中学生・保護者・職員

小中合同開催
PTA講演会

1 飯田西中学校 塚越　智英
南信教育事務所飯田事務所

主任指導主事
「人権について考えてみよう」 全校生徒・職員 人権教育講演会

1 飯田西中学校 太田いく子 太田農園 「農家民泊について」 1学年生徒・職員

1 飯田西中学校 佐々木　和人
シチズン時計マニュファク

チャリング飯田時計学校信州
の名工

「職場体験学習に向けて」 2学年・生徒・職員 職場体験マナー講座

1 飯田西中学校 宮澤　恵子 助産師 性教育講演会 1～３学年生徒・職員 学年ごと

1 飯田西中学校 川上　真奈美 薬剤師 薬物乱用防止講演会 ３学年生徒・職員

1 飯田西中学校 南澤　信之
セーフティネット総合研究所

専務理事
「ネットによるトラブル防止について」

全校生徒・職員・保護
者・地域

PTA講演会

2 飯田東中学校 宮下　智 明星学園・施設長 みんなで一緒に考えよう ３学年生徒

2 飯田東中学校 池田　克文 ゆいの里・事務長 老人介護とその現場 ３学年生徒

2 飯田東中学校 熊谷　教 飯田女子短期大学
福祉体験に行く前に知っておきたい

こと
３学年生徒

2 飯田東中学校 遠山　千尋 飯田コアカレッジ
インターネットのトラブルを防ぐための

情報モラル講演会
全校生徒、PTA、教職
員、近隣の中学校職員

学校保健協議会兼性被害
防止教育キャラバン隊の

講演

2 飯田東中学校 中上　敬介
南信教育事務所飯田事務

所・指導主事
楽しく魅力的な学級ＰＴＡ PTA学年学級代表者

PTA学年学級代表者
会学習会

2 飯田東中学校 後藤　正幸 信濃教育会・会長
研究と修養を自らに求める精神～教

師の資質向上と教育会の存在～
教職員 先輩の話を聞く会

2 飯田東中学校 福谷　茂
京都大学大学院・文学研究

科教授
哲学の多様性と一体性 教職員 校内哲学講演会

2 飯田東中学校 坂井　公淳
他文化共生子どもサポート団

体感環自然村・代表
働くって何だろう？ ２学年生徒

2 飯田東中学校 羽場　啓子 羽場医院 命の講話 ２学年生徒

2 飯田東中学校 塩原　良
吟遊打人

（和太鼓指導・作曲・創作芸能） 塩原良の旅語り 和楽器コンサート
全校生徒、PTA、教職

員
PTA文化にふれる事

業

3 旭ヶ丘中学校 南沢信之
一般社団法人セーフティネッ

ト総合研究所専務理事
「情報モラル・ネットトラブル防止学習

会」
生徒・保護者

3 旭ヶ丘中学校区 南沢信之
一般社団法人セーフティネッ

ト総合研究所専務理事
「気づいていますか？～最近のSNSト

ラブルの事例～」

旭ヶ丘中，伊賀良小，
山本小のPTA役員及
び教職員，コミュニ

ティースクール，山本
地域づくり委員会育

旭ヶ丘中学校区小中
連携・一貫教育推進

事業



3 旭ヶ丘中学校 神庭靖子 清水医院委員長・精神科医
「親子のコミュニケーション～多感な

時期の子どもとの接し方～」
保護者・職員 PTA講演会

3 旭ヶ丘中学校 牧野　光男 飯田市長 「飯田市のことを学ぼう」 中学１年生
総合的な学習の時間

基調講演会

3 旭ヶ丘中学校 SYMSメンバー８名
SYMSしんきん若手経営者の

会
「ふるさと学習～地域で働く人々を知

る～」
中学１年生 総合的な学習の時間

3 旭ヶ丘中学校 松澤　弘子 伊賀良在住者
「戦争と私～体験から伝えたいこと

～」
生徒・職員 人権教育講演会

3 旭ヶ丘中学校 大橋　春美 旭ヶ丘中学校職員 「私と満蒙開拓団」 中学3年生 社会科授業の一環

4 緑ヶ丘中学校 南澤信之
セーフティネット総合研究所

専務理事
ネットトラブルから身を守る 生徒　職員

4 緑ヶ丘中学校 宮下　智 明星学園総園長 障がいへの理解 生徒　職員

5 竜峡中学校 南澤　信之
一般社団法人セーフティー

ネット総合研究所所長
ネットここが心配！

～SNSの危険性と留意点～
全校生徒・保護者・職

員
情報モラル講演会

5 竜峡中学校 桐生　慶子 竜峡調理場栄養教諭 成長期の栄養と食事
全校生徒・保護者・職

員
PTA講演会・学校保

健委員会

5 竜峡中学校 今村　正大 元テレビ信州アナウンサー テレビとのつき合い方
全校生徒・保護者・職

員・地域の方

コミニティースクールい
きいき竜峡講座・情報モ

ラル講演会

5 竜峡中学校 横前　恭子
ジャズシンガー､
ボイストレーナー

「夢」と「好きなこと」と「趣味」と
全校生徒・保護者・職

員
進路講話

5 竜峡中学校 丸山　貢弘 喬木村教育長
しなおかに広げよう

明るい笑顔と思いやりの心
全校生徒・職員 人権講演会

5 竜峡中学校 小笠原　京子 飯田女子短期大学教授 「福祉とは何か」「人生を理解する」 ３学年生徒・職員 福祉体験事前講演会

6 竜東中学校 南澤　信之
セーフティネット総合研究所

代表理事　博士
ネットここが心配！

～ＳＮＳの危険性と留意点～
生徒、保護者、職員 親子学習会

6 竜東中学校 安富　和子 飯田女子短期大学　教授
「噛む力の不思議」

～健康長寿延伸は、お口の健口から
～

生徒、保護者、職員 学校保険協議会

7 鼎中学校 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
情報モラル・ネットトラブル防止学習

会
全校生徒及び希望す

る保護者
安全教育

7 鼎中学校 板倉 恒夫 元下伊那教育会会長
鼎中学校夏季研修会「板倉 恒夫先

生ご講演」
鼎中学校職員 非違行為研修

7 鼎中学校 近藤 昭子 臨床心理士 鼎中学校学校保健委員主催講演会
全校生徒及び希望す

る保護者
学校保健委員会

7 鼎中学校 原　英正
長野県青少年赤十字指導者

協議会顧問
まもるいのち　ひろめるぼうさい

小学校ＰＴＡ
中学校ＰＴＡ

小中公民館合同開催

8
飯田市立高陵中

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
飯田市立高陵中

学校
長沼邦明

飯田病院総合内科、仲ノ町診
療所長、小児科医

中学生に起こりやすい体の不調
～心の問題から考える～

保護者 学校保健委員会



8
飯田市立高陵中

学校
伏木久始 信州大学教育学部教授 “ふつう”という思い込みに気づく 全校生徒 人権教育講演会

9 遠山中学校 後藤 武志
飯田市危機管理室次長補佐

兼防災係長
遠山郷で安全に 暮らすために 全生徒、職員

9 遠山中学校 岡田　誠
辰野町教育委員会（元箕輪

中部小学校長）
明るい社会は人づくりから

全生徒、職員、社会を
明るくする運動役員

9 遠山中学校 有賀　大 遠山中　教頭
これからの時代を生きる私たちが大

切にしたいこと
全生徒、保護者、職

員
PTA人権講演会

10
松川町立松川中

学校
有賀　大 遠山中学校　教頭

『スマートホンとＳＮＳ、いつでもつながっ
ている時代に知っておくべきこと～これか
らの時代に不可欠な道具とともに、何を

大事にして生きていくか～』

生徒・保護者・教員
『情報教育講演会』
ＰＴＡ講演会共催

10
松川町立松川中

学校
馬島　誠

アイススレッジホッケー
バンク－バーパラリンピック銀

メダリスト
『バンクーバーへの道』 生徒・教員

『福祉教育講演会』
パラリンピア講演会共
催（町教委生涯学習

課主催）

11 高森中学校 熊谷　昌治 パラアイスホッケー日本代表 パラリンピックを夢見て
保護者・全校生徒・職

員
PTA講演会

11 高森中学校 龍口　知子
(株）タニタヘルスリンクサービス
企画部管理栄養士健康運動指

導士

なりたい自分を実現するための身体
づくり～タニタ式健康のための食と運

動～

保護者・全校生徒・職
員

町の健康保健課との
タイアップ

12 阿南第一中学校 秦　康範
山梨大学工学部土木環境工

学科准教授
「新しい防災教育へのチャレンジ」

職員、保護者
阿南町小中連携事業

12 阿南第一中学校 三浦　弥生
飯田女子短期大学家政学科

教授
「わかりやすい体のしくみ」

生徒、保護者、職員 参観日ＰＴＡ主催講演
会

13 阿南第二中学校 粕尾　将一
パフォーマンスラボ・縄跳び

アーティスト
シルク・ド・ソレイユで学んだ「夢」と

「シゴト」を結びつける方法

小学校1年から中学
校3年　保護者地区の

方

小中合同、ＰＴＡ・公
民館・育成会三者共

催

14 阿智中学校 斎藤真由美
元全日本バレーボール代表

選手
夢に向かって 生徒・保護者・地域

主催：阿智中学校
PTA

後援：阿智村教育委
員会・阿智村公民館

15 根羽中学校 鋤柄　郁夫
元松川町教育委員長

元下伊那教育会会長　他
「みんなちがって　みんないい」 全校生徒・地域住民 人権教育講演会

15 根羽中学校 梅野　源治
現WBCムエタイ世界スーパー

フェザー級王者
※夢先生の「夢の授業」 全校生徒 ＪＦＡ「夢の教室」

15 根羽中学校
牧島　　晃
松村 幸雄

飯田コアカレッジ校長
県警スクールサポーター

｢あなたの使い方はだいじょうぶ？｣ 全校生徒・ＰＴＡ
性被害防止教育キャ

ラバン隊講演会

15 根羽中学校 熊﨑　　進
学校薬剤師

(やまなみ薬局)
「薬物乱用防止　～薬の正しい使い

方と薬物乱用について～」
全校生徒 薬物乱用防止教室

16 下條中学校 京谷和幸
元Ｊリーガー、元車いすバス

ケットボール選手
夢・出会い・感謝

～パラリンピックへの道のり～
生徒、保護者、地域

住民
人権教育講演会

16 下條中学校 齊藤　茂
松本大学人間健康学部准教

授
中学校生活に活かすメンタルトレーニ

ング
生徒、保護者、地域

住民

16 下條中学校
長野地方法務局飯田支局
飯田人権擁護委員協議会

ＮＴＴドコモ
人権スマホ・ケータイ安全教室

生徒、保護者、地域
住民

17 売木中学校 松島　恒志 松本市立菅野中学校 子どものスマホ・ネット利用
児童生徒、保護者、

地域の方、全県

長野県生涯学習推進
センター開催、公民

館共催

18 天龍中学校 石井　信明
JAXA宇宙飛翔工学研究系

教授
金星探査機「あかつき」の挑戦 小中学生　PTA　村民

小中合同　天龍学校
PTA中学校部主催



19 泰阜中学校 青木　一 信州大学教育学系　准教授
アサーショントレーニングでさわやか

な自己表現
生徒・保護者・教職員 学校保健安全委員会

19 泰阜中学校 橋本　幸江 飯田養護学校
特別支援学級がない学校での、指

導・校内支援体制の在り方
教職員 小中合同研修

20 喬木中学校 筒井 正浩 メンタルトレーナー 子どもたちが本来の力を出すために 生徒　保護者 5月24日(木)

20 喬木中学校 岩瀬 彩香 飯田女子短期大学助教授 食事の役割と中学生の栄養について 生徒　保護者　職員 10月31日(水)

20 喬木中学校 羽場 啓子 羽場医院
思春期の性について（性感染症・人

工妊娠中絶も含めて）
3年生徒　3年職員 11月8日(木)

20 喬木中学校 内山消防士 高森消防署 救命救急法
２年生徒　体育科職

員
11月8日(木)

20 喬木中学校 牧内薬剤師 会営薬局 飲酒　喫煙　薬物乱用教育 3年生徒　3年職員 11月19日(月)

20 喬木中学校 折笠 史典
文部科学省 生涯学習政策局
情報教育課 情報教育振興室

室長

次世代を担う子どもたちに必要な力と
教育ICTの活用

職員　講演会参加者 11月12日(月)

21 豊丘中学校 内藤　正典 同志社大学
世界の中の日本を知ることが、 君た

ちの未来を決める
生徒・保護者 60周年記念講演会

21 豊丘中学校 倭（ＹＡＭＡＴＯ） 魂源堂 ＹＡＭＡＴＯ　The drummers of jaｐan
生徒・保護者・一般村

民
60周年記念音楽公演

21 豊丘中学校 白金　俊二 松本短期大学
子どもの脳活動とメディアコントロール

の必要性
生徒・保護者・一般村

民

60周年記念講演会
豊丘中保健協議会主

催

22 大鹿中学校 松村　幸雄
長野県警生活安全部　少年

課スクールサポーター
インターネットに潜む有害情報や危

険性について
全校生徒、保護者、

地域の方々

22 大鹿中学校 中村　浩志
信州大学名誉教授

中村浩志国際鳥類研究所理
事長

ライチョウが語りかけるもの
１，２年生、保護者、

地域の方々

22 大鹿中学校 三沢　亜紀
満蒙開拓平和記念館

事務局長
満蒙開拓の史実から学ぶもの

１年生、保護者、地域
の方々

22 大鹿中学校 小林　孝平 飯田警察署生活安全課 不審者対応
全校生徒、小中学校

教員
小中合同職員防犯訓

練


