
尾木直樹講演会 
尾木ママの愛称で親しまれている教育評論家 

尾木直樹講演会申込書［整理券引換券］ 

お名前（フリガナ）※代表者 
                                    

名 

℡ 
      （    ） 

託児所をご用意しております。ご利用希望の方は長井法人会事務局 担当土屋までお申込ください。 
※いただいた個人情報につきましては本講演会の連絡以外には使用いたしません。 

平成30年10月3日(水) 
長井市民文化会館 

開場/17：30 開演/18：30（講演70分間） 

入場料無料定員1000名(先着順） 

※福祉施設等へタオルを寄贈する活動を行っております。 
新品のタオルをお持ち頂ければ幸いです。 

お問い合せ：0238-88-3960  
  公益社団法人長井法人会 事務局 担当 土屋 
     E-mail info@nagai-ho.jp 

参加のお申し込みは  にご記入の上、整理券取扱先にお持ちください。 

子どもも大人も、居心地の良い 
学校・家庭・地域社会をめざして 

公益社団法人長井法人会 創立70周年記念社会貢献事業・公益社団法人長井青年会議所 青少年育成事業 

整理券取扱先 
公益社団法人長井法人会 
公益社団法人 長井青年会議所/長井商工会議所  
長井市民文化会館 タスパークホテル 

小国町商工会・白鷹町商工会・飯豊町商工会  
山形中央信用組合本店・小国支店・荒砥支店・飯豊支店 八文字屋長井店 
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公益社団法人長井法人会 
〒９９３－００１１ 

山形県長井市館町北６－２７ 

(長井商工会議所内） 

TEL：０２３８－８８－３９６０ 

FAX：０２３８－８８－３７７８ 

E-mail：info@nagai-ho.jp 

URL:ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎａｇａｉ-ｈｏ．ｊｐ  

 

主催 

長井市教育委員会 

長井市PTA連合会 

長井市まちづくり青少年育成市民会議 

長井市/小国町/白鷹町/飯豊町 
小国町教育委員会/白鷹町教育委員会/飯豊町教育委員会 

小国町PTA連絡協議会/白鷹町PTA連絡協議会/飯豊町PTA連絡協議会 
公益社団法人長井教育会/国際ソロプチミスト長井/山形新聞・山形放送 

おらんだラジオ/大同生命保険㈱/AIG損害保険㈱/アフラック 

共催 

協賛 

 

著書 

 「尾木ママの孫に愛される方法」  中央公論新社 

 「取り残される日本の教育～わが子のために親が知っておくべきこと～」  講談社  

 「ウワサの保護者会“私の子育て大丈夫？”と思った時に読む本」  ＮＨＫ「ウワサの保護者会」制作班  
歴任 

「キレる子現象専門家会議」(東京都）委員、「青少年と放送に関する専門家会合」（郵政省、NHK、民放連）委員 

「いじめ防止学習プログラム」開発委員長(新潟県）、「放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会」(郵政省）委

員 

「放送倫理機構（BPO) 」（NHK、民放連）の「青少年と放送に関する委員会」副委員長、可児市「いじめ防止専門委員会」特別顧問 

「大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会」、「NON-VIOLENCE PROJECT JAPAN アンバサダー」、 

公益財団法人ベルマーク教育助成財団」理事 

受賞歴 

平成２３年度ゆうもあ大賞、第４回ペアレンティングアワード文化人部門(２０１１年度)、イクメン・オブ・ザ・イヤー２０１３ イクジー部門 

２０１２年「第６３回NHK紅白歌合戦」でゲスト審査員を務める。 

 

 

申し込みには表面の申込書に必要事項をご記入の上、整理券取り扱い先までお持ちくださ

い。 

申込書と引き換えに整理券をお渡しいたします。 

（小・中学校の保護者の方は、各学校へ申し込みください） 

 
申し込み締め切り日    ８/３１（金）    

 

地図 

プロフィール 

   教育評論家     法政大学特任教授     臨床教育研究所「虹」所長 

  １９４７年滋賀県生まれ。早稲田大学卒業、私立海城高校、東京都公立中学教師として22年間子どもを主役

としたユニークで創造的な教育実践を展開。その後大学教員に転身して22年、合計44年間教壇に立つ。それ

らの成果は今日まで２００冊を超える著書(監修含む）、ビデオソフト、映画類にまとめられている。 

２００４年に法政大学キャリアデザイン学部教授に就任。 

２０１２年４月からは法政大学教職課程センター長・教授に就任。定年退官後、現在は法政大学特任教授。 

主催する臨床教育研究所「虹」では、所長として子育てと教育、メディア問題等に関する現場に密着した調査・

研究に精力的に取り組んでいる。 

フジテレビ「ホンマでっか！？TV」やフジテレビ「直撃LIVEグッデイ！」、Eテレ「ウワサの保護者会」などの情報・

バラエティ・教養番組やCMに出演しており、「尾木ママ」の愛称で幼児からお年寄りにまで親しまれている。 

 

公益社団法人長井青年会議所 
〒９９３－００１１ 

山形県長井市館町北６－２７ 

(長井商工会議所内） 

TEL：０２３８－８４－５３９４ 

FAX：０２３８－８８－３７７８ 

E-mail：info@nagai-jc.jp 

URL:http://nagai-jc.jp 

 

講師 

尾木 直樹 氏（尾木ママ） 

後援 

長井商工会議所 

西置賜地区PTA連絡協議会 
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入場整理券 

尾木直樹講演会 
（尾木ママ） 

開催日 10月3日（水） 
     開場/17：30 開演/18：30 

会 場 長井市民文化会館 
問合せ (公社)長井法人会  
    0238-88-3960 
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