
番号 学校名 講師名 演題 対象者 備考

南澤　信之
ネット　ここが心配！ 児童・保護者 情報モラル講演会

南澤　信之
保護者としてできること 保護者 情報モラル講演会

代田　昭久（予定）

未定（ICTにかかわって、タブ
レットの児童配布の意図や今後の
ICT活用についてお話しいただく

予定） 保護者・職員 PTA・公民館共催講演会

２ 追手町小学校 南澤　信之 ネットワーク社会に生きるみなさ
んへ～安全に、便利に、楽しく利
用していくために大切なこと～ 児童・保護者 情報モラル講演会

３ 浜井場学校 実施なし

４ 座光寺小学校 実施なし

５ 松尾小学校 南澤信之
ネットに潜む危険 ６年生

６ 下久堅小学校 実施なし

７ 三穂小学校 実施なし

伊東　和博
睡眠習慣を整え、キラキラ

輝く私に！ 保護者・職員 学校保健委員会

橋本　幸江 保護者・学校・地域で作る　卒業
後のよりよい生活を目指して 特別支援学級保護者・職員

南澤　信之
インターネット（SNS・ネット
ゲーム等）の危険性と上手な付き
合い方 高学年児童・職員

９ 山本小学校 実施なし

１０ 竜丘小学校 南澤信之
ネットに潜む危険 ５・６年生、保護者

１１ 川路小学校
独立行政法人情報

処理推進機構

「インターネットの危険か
ら子どもたちを守るため

に」保護者、大人の責務に
ついて 保護者

学校保健委員会

（YouTube配信）

１２ 千代小学校 実施なし

１３ 千栄小学校 百瀬　敬子
子どもの自信とやる気を引

き出す接し方～勇気づけで

温かい信頼関係を～ 職員　保護者

学校保健委員会

１４ 龍江小学校 実施なし

１５ 上久堅小学校 実施なし
ネット個々が心配～オンラ
インゲームｓんｓ危険性と

留意点～
4・5・6年児童
保護者・職員

南澤信之
ネットここが心配！

～身近な大人にできること

～ 4学年児童保護者

後藤正幸
子どもの心 鼎小中保護者職員

１７ 上郷小学校 実施無し

１８ 上村小学校 桜井　一彰
新型コロナウイルスと

上手につきあう方法 全児童・保護者・職員 人権講演会として

１９ 和田小学校 南澤　信之
ゲームや動画と上手に付き

合っていく方法

全児童・保護者・一般・職

員

ＰＴＡ講演会

公民館と共催

２０ 松川中央小学校 実施なし

２１ 松川北小学校 実施なし

２２ 高森北小学校 実施なし

２３ 高森南小学校 川崎　昭仁
福祉コンサート ６学年 長野県社会福祉協議会

２４ 大下条小学校 有賀　大
インターネットとのつきあ

い方 保護者・教員 PTA講演会（web）

２５ 和合小学校 実施なし
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１ 丸山小学校

１６ 鼎小学校

８ 伊賀良小学校
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２６ 新野小学校 安富和子
よい歯で　よくかみ　よい

からだ

保護者・学校医・保健師・

児童・生徒・職員 小中合同　学校保健委員会

２７ 富草小学校 宮原　明人
メディアとのつきあい方を

考えよう 保護者・教員 学校保健委員会

２８ 阿智第一小学校 宮原　明人
未定 保護者・児童 メディア信州

２９ 阿智第二小学校 歯科衛生士さん
親子はみがき 保護者、児童、職員 学校保健委員会

３０ 阿智第三小学校 白金　俊二
脳の活動とメディアコント

ロール　（仮題） 保護者・児童・職員

学校保健委員会(兼ＰＴＡ講

演会）

３１ 清内路小学校 実施なし
保護者・職員 ＰＴＡ講演会

３２ 浪合小学校 実施なし
保護者・職員 ＰＴＡ講演会

３３ 平谷小学校 南澤　伸之
一般社団法人セイフティ

ネット所長 児童・保護者・職員 PTA講演会

３４ 根羽学園 庄田秀俊
未定 児童生徒・職員 人権講演会

３５ 下條小学校 安富和子
「噛む力の不思議」 小・中・保護者・教職員

下條中学校

（小中共催）

３６ 売木小学校 松島恒志
ＳＮＳの利用（仮） 小・中・保護者・教職員 村公民館共催

３７ 天龍小学校 実施なし

３８ 泰阜小学校 宮原　明人(予定)
メディアの正しい使用

～ネット依存を防ぐ～ 保護者，教職員，中学生 学校保健安全委員会

３９ 喬木第一小学校 実施なし

４０ 喬木第二小学校
NTTドコモ
佐藤　公

ホ携帯教室
～子どもたちをトラブルか

ら守るために～ 保護者・教職員

４１ 豊丘南小学校 実施なし

４２ 豊丘北小学校 松島　恒志
未定（メディア関連の話題

になる予定）

小４～６年

保護者・教職員

館）との連携・学校保健委

員会

４３ 大鹿小学校 神庭　靖子
親と子の心のキャッチボー

ル

小・中・保　保護者・

職員

保・小・中　共同開催

学校保健委員会

南澤　信之 情報モラル・ネットトラブ

ル防止研修会 職員（→生徒） 学校保健委員会

宮澤　恵子 命の誕生、１０代の性
性感染症についてとその予防 全校生徒・職員

井出今日我

猪俣竜 多様性と助け合いの社会を知ろう 全校生徒・職員

川上　真奈美
薬物乱用防止　指導 ３年・職員

２ 飯田東中学校 実施なし

３ 旭ヶ丘中学校 実施なし

南澤信之
ネットここが心配！～SNS

の危険性と留意点～ 全校生徒・職員

長岡春奈
「君は一人じゃないから」 全校生徒・職員

５ 竜峡中学校 南澤信之
ネットここが心配！～SNS

の危険性と留意点 全校生徒・職員

遠山千尋
性被害防止に向けて 全校、職員、ＰＴＡ 親子学習会

長岡春奈
君は一人じゃないから 全校、職員 人権教育講演会

宮原　明人
メディアとの新しいつき合

い方を考える 全校生徒・職員 ビデオ放送での講演会

大平　正弘
人権講演会 1学年生徒

桐生　徹
授業づくり 職員

６

７

１

ここから中学校

４

飯田西中学校

緑ヶ丘中学校

竜東中学校

鼎中学校
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後藤　正幸
未定 ＰＴＡ・職員

鼎小・中・公民館合同講演

会

桐生　徹
授業づくり 職員

８ 高陵中学校 遠山　千尋
インターネットを介した性

被害防止 生徒・教職員

９ 遠山中学校 佐藤　修一
救急のお話 保護者・生徒・職員 学校保健委員会

平澤　里織
ビジネスマナー講座 本校2年生、職員

キャリア学習の1プログラ

ムとして実施

村松　沙紀
同上 同上 同上

１１ 高森中学校 実施なし

１２ 阿南第一中学校 澤田　有香
幸せな人間関係のつくりか

た 生徒・保護者・職員

PTA主催

「心と体の健康ﾌｫｰﾗﾑ」

１３ 阿南第二中学校 安富和子
よい歯で　よくかみ　よい

からだ

保護者・学校医・保健師・

児童・生徒・職員
小中合同学校保健委員会

１４ 阿智中学校 実施なし

１５ 根羽学園 庄田秀俊
未定 児童生徒・職員 人権講演会

１６ 下條中学校 松島　恒志
スマホやネットの使い方

振り返ってみよう 生徒･保護者･職員

１７ 売木中学校 松島恒志
ＳＮＳの利用（仮） 小・中・保護者・教職員 村公民館共催

１８ 天龍中学校 実施なし

１９ 泰阜中学校 宮原　明人
メディアの正しい使用　～

ネット依存を防ぐ～ 保護者、教職員、中学生 学校保健委員会

２０ 喬木中学校 遠山　千尋
インターネットを介した性

被害防止 生徒、保護者、教職員 学校保健委員会

小関正明
薬物乱用防止 ３学年生徒、教職員 学校保健係・保健体育科

井原さゆり
生活習慣病予防 ２学年生徒、教職員 学校保健係・保健体育科

井原さゆり 子どもの発育と将来の健康を考え
る 保護者、教職員 学校保健協議会

南澤信之
ネットここが心配！～SNS

の危険性と留意点～
全校生徒・職員 情報教育講演会

中沢　医
ブラインドサッカー

体験を通して

全校生徒・職員 文化祭生徒会企画

（人権教育講演会）

神庭靖子
親と子の心のキャッチボー

ル
保・小・中保護者・職員 保・小・中共同開催

学校保健委員会

平澤　晃
未成年の飲酒について 全校生徒・職員 薬物乱用防止教室

宮澤 恵子
おうち性教育 PTA PTA講演会

卒業生保護者２名

清水 理博 福祉関係進路学習会 PTA PTA進路学習会

奥田 健次
応用行動分析を使った支援

（仮題） 職員

南風原 泰
服薬について 職員 学校保健委員会

大鹿中学校

飯田養護

豊丘中学校

２２

２３

１０

２１

松川中学校
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