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三学ぱる 
岡山 岡山県生涯学習センター開所１0周年記念 

「まなびピア岡山２００７」プレフェスティバルウェルカムアトラクション 
岡山市立津島小学校吹奏楽部　（H18.11.3） 

2007年



体験コーナー 
●ボディーパーカッション　●ユニバーサルデザイン体験 
●腹話術　●染色体験　●絵手紙　●のぼり人形 
●パラグアイの遊び　●ペーパーフラワー 
●エコ体験　●勾玉　●紙飛行機　●わたがし　など 

岡山県もブースを出展しました 
〈パネルによる情報提供〉 
〈体験参加型活動〉 
●ももシャーベット　●おかやま缶バッジ 
●ももっち六角がえし　●オリジナルうちわ 
 

10/5～10/9「まなびピアいばらき2006」開催！ 
 

テーマ:「輝くまちへ、私たちからの提案」 

●コーディネーター 
　・岡山大学教育学部助教授　熊谷愼之輔  氏 
●登壇者 
　・「岡山市子ども会ジュニアリーダーズクラブメンバー」　　丸岡千恵さん　小嶌夏季さん 
　・「ＡＭＤＡ高校生会ボランティアメンバー」　　　　　　　杉山高志さん　竹久真也さん 
　・「岡山市京山地区ＥＳＤ環境プロジェクト（岡山KEEP）メンバー」　　　　 幸谷勇作さん 
　・「吉備国際大学ボランティアセンター学生スタッフ」　　　　　　　　　　矢田尚子さん 

【発表団体】 

●美作市粟井春日歌舞伎保存会 

●ギター演奏　高尾和樹さん 

●劇団花みずき 

●新見マジックサークル 

●真備町竹のオーケストラ〔小学生の部〕 

●合唱　県立高梁高校コーラス部 

　　平成19年11月に開催される第19回全国生涯学習フェスティバルに向けて、平成18年度 に開所10周年を迎える県生涯学習センターを会場に、プレフェスティバルが開催されました。 
　2日目は「子どもがキラリ☆かがやきDAY」と題して、ボランティア293名の方のご協力も得 ながら、2，800人を超える来場者で賑わいました。 

　第18回全国生涯学習フェステ
ィバル「まなびピアいばらき
2006」が、10月5日（木）
から9日（月）までの5
日間、茨城県立県民
文化ホールと笠松
運動公園を主会
場に県内各地域
で開催されました。 

次は「まなびピア岡山2007」！（H19.11/2～11/6） 
　岡山県は、笠松運動公園展示会場でブース出展を行いま
した。岡山県の生涯学習推進の取組を全国に向けて発信す
るためのパネルによる展示と情報提供、そして参加体験活
動を実施し、多くの方に来ていただきました。 
　9日（月）の県民文化センターにおける総合閉会式では、
次期開催県（岡山県）への大会旗の引継（山口裕視岡山県
副知事へ）が行われました。いよいよ平成19年度は「まな
びピア岡山2007」の開催です。全国で初めての全市町村
開催となっています。県民総参加で、この大会を盛り上げて
いきましょう。 

まなびピ
アいばら

き 

2006
参加 まなびピ
アいばら

き 

2006
参加 

I B A R A K I           O K A Y A M A

「まなびピア岡山２００７」の開催に向けて I n f o r m a t i o n
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岡山県生涯学習センター１０周年記念 

第１９回全国生涯学習フェスティバル 

「まなびピア岡山2007」プレフェスティバル開催！！ 
平成18年11月2日・11月3日 

親子チャレンジ体験広場 青少年による地域社会づくりフォーラム 

キラリ☆ステージリレー発表 

　ボランティアの方
の運営で、もの作り
や科学実験、ニュー
スポーツなど４３の
ブースが出展され
ました。 
　普段体験できな
いようなブースが
たくさんあって、大
勢の親子が楽しく
参加しました。 
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「まなびピア」のまちづくり事業 
　「第19回全国生涯学習フェスティバル『まなびピア岡山2007』」の気運を盛り上げようと

平成18年度は新たに次の3市がこの事業に取り組みました。 

　「第19回全国生涯学習フェスティバルまなびピア岡山2007」の津山市の

プレイベントが11月18日（土）にアルネ津山を中心に開かれ、「あふれる笑

顔、あつまれ元気、遊びと学びの体験広場」を合言葉に約2000人が参加し

ました。 

　オープニングでは、市内の6つの合唱団が、「まなびピア岡山2007」のイ

メージソング「笑顔で☆キラリ」をさわやかに歌い上げました。続いて、数学

者の秋山仁先生による「教育観とは親のもつ幸福観にすぎない」との迫力

のある講演があり、会場は多くの人々の熱気に包まれました。また、「バルー

ンアート」など「子どもの体験広場」として16のブースが開かれ、多くの子

どもたちは様々な体験活動に挑戦し、生き生きと目を輝かせていました。 

　浅口市では、3町が合併し誕生した新市のそれぞれの地域のすばらしい「わ

がまち自慢」を再発見し、紹介していただく「わがまち自慢再発見!!探検隊」

を募集し、2月4日、浅口市ふれあい交流館「サンパレア」での第1回浅口市生

涯学習推進大会において「応募作品発表会」を行いました。 

　5チーム22人の方から探検隊として応募があり、数回の打ち合わせ、リハ

ーサルを重ね、当日、市内のわがまち自慢を、自信をもって様々な工夫を凝

らしながら紹介し合いました。 

　今後とも、このような地域のよさに目を向ける取組を続け、市民自らによ

る地域社会づくりを進めていきたいと考えています。 

　「I」プロジェクトでは、官・民・産が協働し、世代を越えた交流や地域住民

の参画による個性豊かなまちづくりを目指した取り組みを実施しました。 

　内容は、備前焼きのルーツを学ぶ窯場・窯跡めぐりをはじめ、土ひねり体験、

「灯りのオブジェ」づくりを行いました。そして、メインとなる「焔・つむぎコ

ンサート」では、土ひねり体験参加者が制作した灯籠や陶友会会員制作の灯

籠で、夕暮れの会場を焔で演出しました。そしてコンサートでは和楽器（備

前焼のオカリナや琴・尺八等）による「さんぽ」「荒城の月」などの演奏で、心

なごむ時間を過ごしました。事業を通して、様々な世代・地域の人々が「つむ

ぎ合う」ことができ、来年度の「まなびピア岡山2007」の気運の高まりにつ

ながるものとなりました。 

「まなびピア」のまちづくり事業の報告 R e p o r t

野村まさこさんによるバルーンアートの実演 

『灯りのオブジェ』～つむぎコンサートの一コマ～ 

わがまち自慢再発見！！森山遺跡調査隊 

津山市 
●津山市における「まなびピア」のまちづくり事業 

あふれる笑顔、あつまれ元気、遊びと学びの体験広場 

備前市 
●備前市における「まなびピア」のまちづくり事業 

「つむぎ」支援事業～伊部まちづくり「I」プロジェクト～ 

浅口市 
●浅口市における「まなびピア」のまちづくり事業 

わがまち自慢再発見!!探検隊 

アイ 

ほのお 

ほのお 

取組の紹介 
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　岡山県生涯学習センターオープン以来、親しまれてきた生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」が、2月

21日に新しく生まれ変わりました。 

　県内の生涯学習「イベント」や、育児に役立つ「子育て支援」情報など、新しい分野の情報も提供します。また、

子ども向けの専用ページ「キッズページ」をつくり、楽しく使いやすくなるよう改良しております。さらに、文字の

大きさが簡単に変えられたり、マウス操作だけで調べられたりするなど、ユニバーサルデザインに配慮しております。 

　「ぱるネット岡山」で提供する情報は次のとおりです。 

　皆様にご利用いただいているパソコン教室が新しくなります。最新の

機器を導入し、ワープロや表計算といったオフィスソフトを使っての研修

のほか、写真やビデオといった映像の編集研修も可能です。 

　なお、パソコン教室1は2月、パソコン教室2は、広い部屋に移動して4

月からお使いいただけます。研修会などに是非ご利用ください。 

　合わせて、生涯学習センターのページも一新しています。その中では、学習成果がインターネット上で発表でき

る「バーチャルギャラリー」やメールマガジンでのお知らせといった新しいサービスも提供します。 

　機能だけでなくデザインも一新した「ぱるネット岡山」を是非ご活用ください。 

ご  案  内 I n f o r m a t i o n

 生涯学習情報提供システム 
「ぱるネット岡山」が新しくなりました 

新ぱるネット岡山の画面（一部） 

新たに提供を始める情報 

●パソコン教室1 
指導用PC1台、受講用PC40台（CPUCore2Duo〔2.66GHz〕、
メモリ2GB、DVDスーパーマルチドライブ内蔵） 

●パソコン教室2 
指導用PC1台、受講用PC20台（CPUPentiumD〔2.8GHz〕、
メモリ1GB、DVDスーパーマルチドライブ内蔵） 
 
両教室とも17インチディスプレイ、メモリカードリーダー、A4
版プリンタ、プロジェクタ　等を配置しています。 

●一般向け 
Office2007　Professional（Word、Excel、Access、Outlook、
PowerPoint、Publisherなど） 

●マルチメディア関連 
PhotoshopElements、PremiereElementes、ホームペー

ジビルダー　など 

・ 学習プログラム情報　・ イベント情報　　 

・ キッズページ　　　　・ 学習相談事例情報　 

・ 子育て支援情報 

引き続き提供する情報 

機材 導入ソフト（抜粋） 

・ 講座・講演情報　　　・ 施設・文化財情報　　 

・ 団体・グループ情報　・ 講師・ボランティア情報 

・ 資格情報　　　　　 ・ 相談窓口情報　　 

・ 視聴覚教材情報 

アドレス　http://www.pal.pref.okayama.jp/

パソコン教室が 
　　　新しくなります 

新「ぱるネット岡山」の紹介  
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わがまちの生涯学習（地域社会づくり） Life Long Learning In Our Town

『活躍☆キラリ』 
 

子どもたちがすてきな本と出会えるように 
― 地域に広がるボランティア活動 ― 

子育てを楽しむお父さんって、かっこいい 

美咲パパ’S ネットワーク 

美
咲
町 

里
庄
町 

 
杉山先生をお迎えしてお父さんのお勉強会 

怖い怖いお化け屋敷準備中 

黒
お
ば
け 

お父さんだってやるときはやります！ お父さん出番！ ロケット作り 

里庄町 

美咲町 

◆おはなしボランティア「おはなしトトロ」 
　平成１３年４月に図書館の募集により発足し、現在

ボランティア１２名で活動しています。 

　主な活動は、町内の小学校・幼稚園を訪問して、読

み聞かせや本の紹介を行う「おはなし宅配便」、図書

館でのお楽しみ会・おはなし会やブックスタート活動の

サポート、学童保育への訪問等です。定例会は毎月第

２・４土曜日の午後２時３０分から２時間程度、図書館１ 

階の「こどものへや」で行っています。 

　子どもたちが本に親しみ、より豊かな感性が育つよう

に支援し、がんばっていきます。 

◆手作りボランティア「エルマーの工房」 
　平成１３年４月に図書館の募集により発足し、現在

ボランティア１５名で活動しています。 

　主な活動は、おはなし宅配便に使用するエプロンシ

アター、パネルシアターなどの製作、季節ごとの壁面工

作の製作、クリスマスプレゼントの製作、おはなし会の

年間最多参加者に贈るプレゼントの製作、ブックスタ

ート用絵本バッグの製作等です。定例会は毎週金曜

日の午後１時３０分から２時間程度、図書館２階の会議

室で行っています。 

　これからも、こうした作品作りを通じて子どもたちに本

の楽しさを伝えていきたいと考えています。 

◆人形劇サークル「ももっこ」 
　図書館ボランティア以外にも、協力団体として人形

劇サークル「ももっこ」が活動しています。 

　平成元年４月に発足し、現在ボランティア８名で活

動しています。 

　レパートリーは、昔話、グリム童話などの人形劇やエ

プロンシアター、パネルシアター、ブラックファンタジー

等があります。すべて、メンバーの手作りによるものです。 

　これまで、図書館以外の要請にも応え、県内の学校、

幼稚園、子ども会、幼児学級、自治体主催の子ども祭

り等に出向き、上演回数は２００回以上にもなっています。 

　今後も「子どもたちに夢とうるおいとやさしさを」を合

言葉に、たくさんの子どもたちの笑顔に幸せを感じなが

ら活動を続けていきます。 

「おはなし宅配便」で読み聞かせをする「おはなしトトロ」 布絵本を製作中の「エルマーの工房」 

クリスマスフェスタでハンドベルの演奏をする「ももっこ」 

◆学ぶパパたち…「子育て学習会」 
　父親の子育てサークル“美咲パパ’Sネットワーク”

の紹介をします。正式メンバーは自称？約？10名！準会

員は美咲町の全てのお父さんたちと信じながら活動し

ています。6月には杉山先生（元美作大学）をお迎えし

てお勉強会をしました。0歳児から思春期にいたるまで

の心の発達についてお話をしていただきました。その後、

お互いの子育てについて話し合いました。親子での信

頼関係ができた子どもは情緒が安定し、やる気にもつ

ながるということを学びました。 

◆パパの力の見せどころ！！「みさき おばけ屋」 
　8月にはお父さんの手作りお化け屋敷「みさき　お

ばけ屋」を開催しました。わずか2時間ながら町内外か

ら200名を越える家族づれに参加をいただきました。入

る前からお父さんに抱っこされている子、不安な顔でお

母さんの手を力強く握り締めている子、ぴったり寄り添

っている家族…などの姿が多く見られました。出てきて

からもそのままずっと、

お父さんやお母さんの

胸に顔を押し付けたま

まの子どももたくさんい

ました。子育てにおい

て重要とされる家族の

触れ合いを「お化け屋

敷」という形で演出でき

たことはパパ’Sネットに

とって大きな成果でした。 

◆さすがパパ！「モデルロケット飛ばし」 
　秋空のもと10月に高専の先生、学生の皆さんにご

指導いただき「モデルロケット飛ばし」を行いました。

20組の親子が参加しました。ロケットの組み立てはミリ

単位の細かい作業です。子どもたちには難しい…こん

なときこそ父親の出番です！さりげなく、平然と、わが子

のフォローをする姿は“いよっ！お父さん。”という感じ

でした。普段から尊敬されているお父さんですが、さら

にさらに株が上がったようです。出来たロケットはその

株のごとく、数秒にして軽く100メートルを超える上空ま

で飛んでいきました。言葉で育てることも大切ですが、

一緒に作業しながら“姿で育てる”のも父親ならでは

の関わり方です。 

◆パパもがんばった。 
「パパといっしょにＸ’masケーキ作り」 
　2006年の最後を飾ったのは「Ｘ’masケーキ作り」で

した。子ども以外全て男性で、不穏な空気が漂う中で

のスタートとなりましたが、徐々に明るい空気に変わりま

した。子どもものびのびと、自由にケーキ作りに取組ん

でいました。もし、お母さんとの参加だとするとアドバイ

スも有り、子どもも頼りにしたことでしょう。でも、今回は

お父さん…お父さん自身が精一杯の状態でした。どこ

となく頼りないお父さん！それがかえって子どもたちをが

んばらせたのかもしれません。これも、お父さん効果？子

育ては面白いです。

その夜、お母さん

も加えケーキを

囲み、お父さん

の武勇伝、ほと

んどを作っていた

子どもたちの話

題に花が咲いた

ようです。 

　里庄町立図書館では、図書館ボランティアとして、おはなしボランティア「おはなしトトロ」、

手作りボランティア「エルマーの工房」の２団体が、その他にも人形劇サークル「ももっこ」が、

子どもたちがすてきな本と出会えるようにと工夫を凝らし、年間を通して活動しています。 
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●ＪＲ岡山駅西口から約５分　●山陽自動車道岡山ＩＣから約１０分 

岡電バス　JR岡山駅西口から中央病院線京山入口下車徒歩８分（所要時間約１３分） 

●ＪＲ岡山駅西口から約２５分（約１.７km） 
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県営グラウンド 

岡山 
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岡山駅 

三学ぱる岡山 
　岡山県生涯学習センター 
　県立烏城高等学校 
　県立児童会館　 

国道180号 

国道53号 

古紙配合率100%再生紙を使用しています 

 

京山入口 

 開所時間
  平日（火曜日～土曜日）午前9時から午後9時まで
  日曜日　午前9時から午後5時まで

 休所日
 月曜日、国民の祝日・休日、
  12月28日から翌年1月4日まで 
　※月曜日が祝日又は国民の休日の場合、当日を開所し、翌日の火曜日を 
　　休所日にさせていただきます。 

お問い合わせ先
・講　座
　（086）251－9751（振興課直通）
・視聴覚教材・機器等の利用
　（086）251－9752（情報課直通）
・学習相談・こももセンター
　（086）251－9758（直通）
・施設利用
　（086）251－9788（予約）
　（086）251－9750（その他）

お知らせ I n f o r m a t i o n

交 通 案 内  A C C E S S  M A P

 
 
 
 
 
 
 
 
②電話（086-251-9752）で予約します。 
　　●３ヵ月前の月の初日から予約可能 
　　●１度に３本まで 
　　●期間は７泊８日以内（宅配の場合、配送期間も含む） 

③借用申込書を記入後、 
　 FAX（086-251-9757）または郵送してください。 

④教材の受け取り 
　 センターへ直接来所 
　　 または、宅配（送料は利用者負担） 

 
 
 

平成１９年４月１日から生涯学習センター施設貸出業務は生涯学習センター指定管理者が行います。 
それに伴って申込電話番号が一部変更になります。 

生涯学習センター情報・創作棟、展示スペース 
　担当：生涯学習センター指定管理者 
　申込電話番号（086）251－9788

烏城高校リハーサル室、楽屋、体育施設 
　担当：烏城高校事務室 
　申込電話番号（086）251－9789

①ホームページを使うと便利です 
　http://www.pal.pref.okayama.jp/ 
　「ぱるネット岡山」の「視聴覚教材情報」から検索 
　できます。 
 

視聴覚教材の利用の仕方 
―教材の検索と貸し出し予約― 

 

新着視聴覚教材 

生徒の心をつかみたい 
スクールカウンセリング　全６巻 
楽しい読書活動シリーズ　全３巻 
デジタル時代の著作権　全２巻 
今からやろう！生活習慣病の予防 
性感染症、エイズに 
　かからないために 
薬物乱用と健康 
キッパリことわる　たばこにNO 
キッパリことわる 
　薬物乱用にNO 
気になるのはなぜ？ 
　思春期のこころ 
ハムスターのあかちゃん 
絵本読み聞かせ 
　今からはじめましょう　全３巻 
でんじろう先生のかがく 
　それゆけ！科学実験隊　全３巻 
飲酒運転の恐怖 
　貴方が犯罪者にならないために 
楽しく街にでましょう 
　高齢者だからこそ知っておきたい 
　交通ルール 
父と暮らせば 
お年寄りのための防犯対策（住宅編） 
　今、高齢者が狙われている！ 
子どもの非行と親の接し方 
　わが子が非行に走った時、 
　あなたはどうしますか・・・ 
ほめ上手叱り上手 
一人でがんばらない 
いのちを学ぶ 
　生きること死ぬこと 

視聴覚教材目録がなくても 
インターネットを使えば大丈夫！ 

貸出無料
 

平成１８年度購入新着教材 

VHS DVD

16ミリフィルム 

お知らせ 

V1632

V1633
V1634
V1635
V1636

V1637
V1638
V1639

V1640

V1641
V1642

V1643

V1644

V1645

V1646
V1647

V1648

V1649
V1650
V1651

子どものうつ病 
　その症状と対処法 
子育て不安を乗り越えて 
子育て支援に求められるもの 
絵本読み聞かせ 
　おうちで実践編　全２巻 
ＨＩＶ／エイズってなに？　全３巻 
MOTTAINAI（もったいない）＊ 
泣いた赤おに＊ 
ヘレンと共に　アニー・サリバン* 
イソップワールド　全１３巻＊ 
ねこざかなシリーズ　全２巻＊ 
山古志村のマリと三匹の子犬＊ 
NITABOH（仁太坊）＊ 
　津軽三味線始祖外聞 
地球が動いた日＊ 
高校入試・面接の攻略 
　なぜこの学校を選ぶのですか？ 

D0043

D0044
D0045
D0046

D0047
D0048
D0049
D0050
D0051
D0052
D0053
D0054

D0055
D0056

百目のあずきとぎ＊ 
ぞくぞく村のオバケたち＊ 
　ミイラのラムさん 
ちびまる子ちゃん＊ 
　まる子たち１年生の世話をやく 
火垂の墓＊ 

2067
2068

2069

2070

＊印の作品はアニメーションです 

クリック 
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