ラ
」

る
題
間

岡山県

生涯学習センター
だより
■岡山県生涯学習センター
http://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise/
E-mail syogaise@pref.okayama.jp
■人と科学の未来館サイピア
http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/
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所長あいさつ
平素から当センターの取組に格別のご理解とご支援を賜り、心から感謝申し上げます。
人生100年時代を見据えた生涯学習の推進や新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策の検討な
ど、新たな転換期を迎え、生涯学習・社会教育の果たすべき役割はますます大きくなってきています。
こうした中、当センターでは引き続き「第２次岡山県教育振興基本計画」等に基づき、県民の皆様の生涯
学習活動を支援する環境づくりを推進するために、大学・企業・NPO法人など多様な主体との連携・協働を
進めるとともに、多様な学習機会や情報の提供、学習成果の活用に向けた取組の充実に努めてまいります。
重点事業としては①地域の課題解決の中核となる人材の育成とネットワークづくり
②まちづくりの拠点となる公民館活動の支援 ③「若者発！まちプロ」など若者の
社会参画の推進 ④リニューアルした「ぱるネット岡山」やおかやま子ども応援人材
バンク、学習相談等県民の学習を支援するための生涯学習情報の充実 ⑤ JAXAとの
連携や「人と科学の未来館サイピア」を拠点とした科学教育の推進に取り組んでまい
ります。特に、新規事業では、子どもと若者を対象にした生涯学習大学主催講座を開
講します。県立施設をキャンパスとして、
「ホンモノ」に触れながら主体的に学ぶ「きっ
ず☆ユニバ」、社会問題や地域課題を若者目線で講座を企画し運営する「大学生発！
S（知ら）N（なきゃ）S（損）！！」です。
岡山県生涯学習センター
今年度も各種研修・講座・事業への多くのご参加とともに、センター施設の一層の
所長 村木 生久
ご利用をよろしくお願いいたします。

指導者の養成と研修
生涯学習・社会教育関係職員研修講座 初任者研修
生涯学習・社会教育推進に必要な基礎的知識・技能の研修を行い、その資質向上を図ります。
また、職員間のネットワークづくりを支援します。
対象：市町村の生涯学習・社会教育担当職員、公民館職員、社会教育施設職員

等

会場：岡山県生涯学習センター（平成30年5月11日）
国立吉備青少年自然の家（平成30年10月3日・4日）
第1回：平成30年5月11日（金）10：00〜16：00
(1)講義「基礎から学ぶ生涯学習・社会教育」
岡山大学大学院教育学研究科

教授

熊谷

愼之輔

氏

(2)行政説明「岡山県の社会教育行政の現状」
(3)ワークショップ「地域のミリョク」
岡山市立北公民館

主任(社会教育主事)

長畑

郁子

氏

岡山市立京山公民館

主任(社会教育主事)

柏崎

希

氏

岡山市立御津公民館

主任(社会教育主事)

小槇

祐子

氏

熊谷先生

第2回：平成30年10月3日（水）・4日（木）
講義・演習「社会教育の現場で即実践につながるスキル」
〜コーディネートから場づくりまで〜
株式会社いろむすび

2

代表取締役CEO

古林

拓也

氏

ワークショップ

岡山県 生涯学習センターだより

みんな集まれ！社会教育宿泊研修
市町村担当者・公民館職員・地域コーディネーター・ボランティア等の生涯学習・社会教育関係者に必要
なスキルの中で、コーディネートやファシリテーションに焦点を当て、事業推進のキーパーソンとしての意識
や能力の向上を図ります。また、生涯学習・社会教育関係者のネットワークづくりを図ります。
対象：市町村行政担当者、公民館職員、NPO等生涯学習・社会教育団体関係者、地域学校協働活動関係
者（地域コーディネーター等の学校支援活動関係者、放課後子ども教室関係者､家庭教育支援関係
者、地域活動関係者、ボランティア等）、首長部局（まちづくり等）、大学生等
日程：平成30年10月3日（水）・4日（木）
※宿泊なしでも参加できます。
会場：国立吉備青少年自然の家
（加賀郡吉備中央町吉川4393-82）
内容：講義とグループワークを繰り返す中で、
体感しながら実践的にコーディネートや
ファシリテーションのスキルを学ぶ講座
となっています。
講義・演習：「社会教育の現場で即実践につな
がるスキル」
〜コーディネートから場づくりまで〜
講師：株式会社いろむすび

代表取締役CEO

古林

拓也

氏

社会教育実践専門講座
事業や講座の企画・立案、人や情報のコーディネート、各種団体等との連携など、専門的な知識・技術に
関する研修で日常の業務に役立つ実践的な講座です。
今年度の講座テーマは「若者 地域（世代を越えた対話型交流プログラム）」です。自分の地域で若者と
オトナが出会う場を作りたい、多くの方との出会いを通して、子どもの頃から地域とのつながりを作っていき
たいという方におすすめです。
対象：生涯学習・社会教育担当職員、公民館職員、首長部局関連職員、NPO等社会教育団体関係者

等

日程：平成30年10月〜12月予定
講師：益田市教育委員会社会教育課
派遣社会教育主事

谷上

元織

氏

益田市教育委員会社会教育課
ライフキャリア教育コーディネーター
（NPO法人

カタリバ）
檜垣

賢一

氏

他

会場：岡山県生涯学習センター
内容：場のつくり方、対話のスキル、地域との
協働の仕方等、講義と演習を繰り返しな
がら、実践的に学ぶ講座となっています。

3

子どもほっとライン事業相談員養成講座
新規の学生相談員を養成するため、子どもを取り巻く問題、電話相談の基本的な在り方、カウンセリング
に関する知識・技術の習得及び資質の向上を図ります。
対象：平成30年度新規学生ボランティア相談員（継続学生ボランティア相談員も可）
内容：全３回
回

日時・会場

内

容

1

平成 30 年
5 月 13 日（日）
9：45〜16：10
岡山県生涯学習センター

「相談業務について、相談内容の実際」 電話相談員 髙須 香織 氏 小川 倫弘 氏
「電話相談での “ 傾聴 ” の意義とスキル」
川崎医療福祉大学 教授 武井 祐子 氏
「メール相談への対応、紙上訓練」
岡山大学大学院 教授 東條 光彦 氏

2

平成 30 年
5 月 20 日（日）
10：00〜16：10
岡山県生涯学習センター

三宅医院心理臨床室 課長 清板 芳子 氏
「性の電話、頻回電話の対応」
「いじめ、虐待等の訴えに対する対応」 岡山県中央児童相談所子ども支援課 課長 嶋田 俊幸 氏
「電話相談の歴史・原則、子どもほっとラインの対応 12 の原則」 就実大学大学院 教授 山本 力 氏

3

平成 30 年
5 月 24 日（木）
19：00〜21：00
岡山県生涯学習センター

「事例検討会」

ノートルダム清心女子大学

准教授

中内

みさ

氏

すこやか家庭教育相談員養成講座・子育てサポータースキルアップ講座
すこやか家庭教育相談員の養成と資質向上、また、家庭教育支援関係者、子育てサポーター等のスキル
アップを図るため、乳幼児期から少年期の家庭教育に関する専門的知識の習得を目指します。
対象：すこやか家庭教育相談員（次年度相談員を希望する者も含む）、市町村関係者、社会教育・学校教
育関係職員等の家庭教育支援関係者、子育てサポーター・子育て支援団体・グループのリーダー等
で市町村から推薦を受けた方
内容：全２回
回

日時・会場

内

容

1

平成 30 年
10 月 16 日（火）
10：30〜16：15
岡山県生涯学習センター

「子育ての現状について」（仮）
山陽学園大学 副学長 濱田 栄夫 氏
「スマホ・ネットの危険性について」（仮） 就実大学、一宮高校 非常勤講師 筒井 愛知 氏
「食育について」（仮）
岡山県栄養士会 管理栄養士 人見 典恵 氏

2

平成 30 年
10 月 24 日（水）
10：30〜16：15
岡山県生涯学習センター

「子どもの眠りと健康」（仮）
川崎医療福祉大学 教授 保野 孝弘 氏
「発達障害のある子どもの理解と支援」（仮） ノートルダム清心女子大学 准教授 青山 新吾 氏
「子育ち・親育ちへの支援」（仮） NPO 法人 子ども達の環境を考える「ひこうせん」 代表理事 赤迫 康代 氏

親育ち応援学習リーダースキルアップ講座
「親育ち応援学習リーダー養成講座」修了生や「親育ち応援学習プログラム」を活用している家庭教育関係
者、保健福祉関係者、市町村家庭教育担当者が一堂に会して演習、交流、情報交換を行います。それにより、
ファシリテーターとしてのスキル向上や「親プロ」活用促進に向けて各地域でのネットワークを構築します。
対象：平成23〜29年度「親育ち応援学習リーダー養成講座」修了生、市町村家庭教育担当者、保健福祉
関係者、家庭教育支援チーム員、
「親育ち応援学習プログラム」活用に興味のある方 等
内容：全１回

4

回

日時・会場

1

平成 30 年
6 月 8 日（金）
10：00〜15：30
岡山県生涯学習センター

内

容

講義・グループ演習
「みんなで力をあわせて、親プロに取り組もう！」 社会福祉法人光彩会 和光園保育所所長 岡本 由姫美 氏
「親プロの流れと ふんわりエッセンス」 岡山県「親プロ」ファシリテーター養成講座 第一期修了生 隅田 浩美 氏
「親プロ資料を見直そう」
・資料の見直しや作成 ・プログラムの発表

岡山県 生涯学習センターだより

統括・中核コーディネーター養成講座
中学校区内を統括し、市町村教育委員会や学校・園の地域連携担当者との連携・協働のもと、地域の実
情に応じて、中学校区内の学校支援、放課後・土曜日等支援、家庭教育支援等のコーディネーター同士の連
絡調整、コーディネーターへの助言・指導、未実施地域における「地域学校協働活動」の推進等を行う、中
核コーディネーターを養成します。
また、統括・中核コーディネーターに関する役割と活動について、市町村担当者及びおかやま子ども応援
事業関係者等の理解と資質向上を図ります。
対象：市町村担当者(必須)及び中核コーディネーター(中学校区を統括するコーディネーター)を目指して
いる地域コーディネーター(市町村から推薦)、各市町村が中核コーディネーター推進に当たって参
加が必要と考える方(学校教育担当課職員・中学校区における地域連携担当教職員・公民館職員・
社会教育委員等)
内容：全３回

回

日時・会場

内

容

講義：地域学校協働活動の国の動向と地域学校協働活動推進員の役割
講師：国立教育政策研究所
専門調査員

1

平成 30 年
6 月 12 日 ( 火 )
10：00〜16：00
岡山県生涯学習センター

社会教育実践研究センター
國府田

大

氏

講義：岡山県の地域学校協働活動の推進とめざす子ども像の共有を図るワークショップ
の実践
講師：岡山大学大学院教育学研究科
教授

熊谷

愼之輔

氏

ワークショップ：
・めざす子ども像の共有を図るワークショップの実践のための計画づくり
・めざす子ども像に迫るための実践を進めるための計画づくり
実践発表：コミュニティ・スクールに関係していく公民館
〜公民館を核に取り組む地域学校協働活動と「学校を核とした地域づくり」〜

2

平成 30 年
8 月 21 日 ( 火 )
13：00〜16：00
ピュアリティまきび

講師：山口県山陽小野田市企画部
課長
(前

和西

禎行

企画政策課
氏

山陽小野田市教育委員会

社会教育課長)

ワークショップ：
・中学校区での地域学校協働活動を推進するための地域の核・組織づくり
実践発表(予定)
講義：岡山県の地域学校協働活動の実践と今後の推進に向けて(仮)

3

平成 31 年
1 月下旬〜2 月上旬の予定
10：00〜16：00
岡山県生涯学習センター

講師：岡山大学大学院教育学研究科
教授

熊谷

愼之輔

氏

ワークショップ：
・地域学校協働活動の推進にむけた地域の核づくり(仮)

5

若者発！まちプロ

〜地域づくりの最前線で学ぶ地域づくり実践研修〜

地域活動に興味・関心をもつ県内大学生等を対象に、岡山県内の地域づくりの第一線で活躍している方
のところへインターンに行き、実践型研修を通して、地域づくりの現状に触れるとともに、社会の中で何か自
分にできることをやりたいという思いを育み、自らの思いを実現するための自主性、行動力を身につけること
で、それぞれの地域や学校で活躍する人材の育成を図ります。
対象：大学生等 委託先：岡山県地域おこし協力隊ネットワーク会議
内容：全５回
回

日時

内

容

1
2

平成 30 年
6 月 9 日（土）
6 月 16 日（土）

○現地視察研修

実際に地域で活動している現地を見て周り、活動する人たちの話を聞く
ことで、過疎地の現状や地域おこし協力隊の活動について学びます。

3

平成 30 年
7 月 1 日（日）

○事前研修

研修する地域について学び、実践トライアルについての準備をします。

4

平成 30 年
8 月中（5 日間）

○実践トライアル研修

地域おこし協力隊の活動地に行き、活動を肌で感じるとともに自分でも
プロジェクトを考え実践します。

5

平成 30 年
9 月 15 日（土）

○振り返り研修

実践トライアル研修の中で学んだことや実践したことを振り返り、みん
なで共有します。
※発表会は、岡山県ももたろう塾連合会と共催します。

若者と「つながる」事業

〜高校生と話しているうちに新しい自分が見えてきた〜

大学生や社会人（20〜40歳ぐらい）を対象に、今若者がおかれている現状・課題についての理解を深め
るとともに、若者との関わり方や大人の役割について考え、実際に高校生とかかわる活動を通して、これか
らも地域社会の中で、若者支援に携わったり、広めたりしていこうとする人材の育成を図ります。
対象：大学生・社会人（20〜40歳ぐらい） 委託先：認定NPO法人 D P
内容：全８回
回

日時

1

平成 30 年
9 月上旬

2
3

平成 30 年
10 月・11 月

内
○説明会
（いずれか 1 日）

今若者がおかれている現状・課題について知り、事業の趣旨を理解し
てもらいます。

○事前講座①・②

高校生との関わり方を考えたり、生徒に向けて行う体験談のプレゼン
の練習をしたりします。

4・5 平成 30 年 12 月 12 日・19 日（水） ○高校への授業参加
6・7 平成 31 年 1 月 9 日・23 日（水） （90 分 4 回）
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平成 31 年
1 月 30 日（水）

容

○振り返り研修

１人の人間として高校生と関わっていただきます。ゲームを通じて対話し
たり、自分の過去の経験を話したりします。
今後の活動についてみんなで考えます。

岡山県 生涯学習センターだより

市町村・公民館支援
生涯学習・社会教育 よろず相談
市町村教育委員会の生涯学習・社会教育計画、各地域に応じた課題、様々な事業などについて、相談に
のります。お気軽にお問合せください。
コンサルタント
地域学校協働活動を
岡山大学大学院教育学研究科
教授
熊谷 愼之輔 氏
進めるには
どうすればよいですか？
香川大学地域連携・生涯学習センター
准教授 山本 珠美
氏
県内有識者 県生涯学習センター等の行政関係者
家庭教育支援を充実させるには
「相談事業」・・・会場：岡山県生涯学習センター
どんな取組をすればよいですか？
「派遣事業」・・・会場：各市町村教育委員会で準備
社会教育委員の研修は
対象：市町村教育委員会
何をすればよいのでしょう？
相談内容
・生涯学習・社会教育推進体制の構築、改善の相談及び助言
公民館活動を
・事業実施計画（全体・個別）の相談及び助言
活性化したいのですが…。
・公民館実施事業の相談及び助言

岡山県公民館連合会からのお知らせ
岡山県公民館連合会では、公民館職員を対象に次の事業方針のもと研修会を開催しています。
<事業方針>
1 地域の拠点として豊かな地域づくりを担う公民館活動を推進する。
2 公民館を中心とした「地域づくりを担う人づくり」を推進する。
【第１回研修会】 平成30年5月15日（火）
○「第1回公民館職員が選ぶ！講座アワード受賞公民館実践発表会」
○講義「これまでの公民館とこれからの公民館」
講師：新居浜市教育委員会 教育長 関 福生 氏
○「館長・公民館職員情報交換会」
【第２回研修会】 県北：平成30年7月18日（水） 県南：平成30年7月19日（木）
○講義・演習「事業企画力アップ〜学びをデザイン〜」
講師：ふくおかNPOセンター 代表 古賀 桃子 氏
【第３回研修会】 兼：みんな集まれ！社会教育宿泊研修、初任者研修 平成30年10月3日（水）〜4日（木）
○講義・演習「社会教育の現場で即実践につながるスキル〜コーディネートから場づくりまで〜」
講師：株式会社いろむすび 代表取締役CEO 古林 拓也 氏
【第４回研修会】 平成30年12月18日（火）
○講義・演習「みんなでつくる楽しい会議〜ワークショップ・ファシリテーショングラフィック〜」
講師：envision 玉有 朋子 氏
【第５回研修会】 平成31年1月24日（木）
○平成30年度 地域の課題解決に向けた「地域のつながりづくり」公民館・学生協働プロジェクト
「中間報告会」岡山市立光南台公民館・笠岡市新山公民館
○平成31年度 地域の課題解決に向けた「地域のつながりづくり」公民館・学生協働プロジェクト
「企画プレゼンテーション大会」
（予定）
○第２回公民館職員が選ぶ！講座アワード「表彰式」
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岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）の開設
岡山県生涯学習大学には、主催講座と連携講座があります。講座情報は、公民館や図書館等に
配架されている「受講案内」や、生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」に詳しく掲載されて
いますのでご覧ください。
受講を希望される方は、各講座開設機関にお問い合わせの上、直接お申し込みください。お申し
込みをされ、開設機関から受講が許可された時点で、生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）の
受講生になります。

主催講座で学ぼう！

本年度は主催講座として次の講座を開催します。
※受講料はいずれも１講座500円。１講座は約10時間のプログラムとなっています。
講座名
❶｢楽しい科学体験を広めよう！」

公民館の調理実習室を使った企画や、子ども会や地域のイベントでサイ
エンスショーや天体観測の実施など、科学体験活動に取り組む担い手が
求められています。この講座ではイベントの企画・支援ができる知識・
技能を身に付けます。

❷｢きっず☆ユニバ｣

岡山県立の文化・社会教育施設が連携して、子どもたちの学びを支援す
る講座です。ここでは、各施設が子どもたちの学びのキャンパスです。
学びのスタートキット（ガイドブックや記録ノート）を片手に、各施設をキャ
ンパスとして訪ねて、「ホンモノ（美術・文化財・自然等）」を味わう旅
に出かけます。家族で新しい学びを発見してみませんか。

実施日
8/22
8/29
9/7
9/11

ユニスタ会
7/14
7/16
8/5
8/19

実施機関

申込期間

岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア

6/22〜
7/24

岡山県生涯学習センター
＜連携施設＞
・岡山県立図書館
・岡山県立博物館
・岡山県古代吉備文化財センター
・岡山県青少年教育センター閑谷学校
特別史跡 旧閑谷学校
・岡山県自然保護センター
・岡山県立美術館
・岡山後楽園
・岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア

5/25〜
各ユニス
タ会開催
日の 3 週
間前まで

❸「大学生発！SNS！！｣

「大学では教えてくれない！」「こんなことが学びたい！」という大学生た 10月開催
岡山県生涯学習センター
ちの思いを形にした講座です。企画・運営も大学生！講座のテーマは、 予定
HP で後日お知らせします。一緒に学び、思いを社会に発信していきましょ
う！こんな機会、S（知ら）N（なきゃ）S（損）！！

8 月予定

【申込方法】
講座によって申込方法が異なります。詳しくは、岡山県生涯学習センターのホームページに掲載します
ので、そちらを参考にし、事前に以下の申込先に申し込んでください。
【申込先】
〒700−0016 岡山市北区伊島町３丁目１番１号
＜ ❶ の場合＞ 岡山県生涯学習センター 人と科学の未来館サイピア（☎ 086-251-9752）
＜❷・❸ の場合＞ 岡山県生涯学習センター 振興課（☎ 086-251-9751）

連携講座で学ぼう！

県内各機関（県・県立機関、大学、市町村、各種団体）が開設している講座のうち、連携していただいてい
る講座です。１時間受講した方には、その場でのびキャンシールを１枚お渡ししています。のびキャンシールを
集めると、10枚ごとに１単位が認定されます。生涯学習大学の受講生にとって学習の励みになっています。

生涯学習の集い
岡山県生涯学習センターでは、
「生涯学習の集い」を開催し、証書授与式と生涯学習
フォーラム(予定)を行います。今年度は、平成31年２月17日（日）に開催を予定しています。
平成29年度「証書授与式」
〇単位認定
66名
〇修了証書授与者
2名
〇奨励証授与者
18名
平成29年度岡山県生涯学習
大 学で 熱 心に学ばれた 方々
に、証書を授与しました。
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平成29年度「記念講演会」
〇演題 「仕事人との出会いで学ぶこと」
〇講師 前野 朋哉 氏
（俳優、映画監督、おかやま晴れの国大使）
人とつながることの大切さ等、前野氏のエピソードを交えながら講演
くださいました。参加者からは、
「その時その時の出会いを大切にした
い」といった感想が寄せられました。

岡山県 生涯学習センターだより

調査研究
岡山県生涯学習センターでは、生涯学習・社会教育の推進のための調査研究を行っています。
平成 27 年度「社会教育に関する調査研究 若者の社会参画 実践事例集 公民館で輝く中高生の出番づくり
〜事前参画とキーパーソン〜」
平成 28 年度「社会教育に関する調査研究 コーディネーター 実践事例集 統括コーディネーターのあり方
〜教育委員会（生涯学習・社会教育課）とコーディネーターの連携の重要性〜」
平成 29 年度「社会教育に関する調査研究 就学前の家庭教育支援 実践事例集 親の学びを支援する
〜学びの広がりと深まりによる質の向上を目指して〜」

交流・連携・体験
京山祭
京山祭は、京山キッズゾーン「岡山県生涯学習センター」と「池田動物園」がそれぞれの機能を活かしな
がら連携し、様々な体験ができるイベントです。また、大学コンソーシアム岡山や産学官民の連携・協力によ
り子どもから大人まで幅広い世代に生涯学習を推進する目的で、親子で親しむことのできるイベントを開催
します。今年度も、日ようび子ども大学には県内の大学・短期大学を中心としたブースが、科学キッズフェス
ティバルには科学を中心とした体験のできるブースが、多数出展されます。お楽しみに。
● 6月 3日(日)「日ようび子ども大学 in 京山祭」
● 2月24日(日)「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

「日ようび子ども大学in京山祭」

「科学キッズフェスティバルin京山祭」

ぱるボランティア募集
「ぱるボランティア」とは、平成12年度に発足した岡山県生涯学習センターで
活動する「施設ボランティア」です。自発的、自主的なボランティア活動を行い、
自己実現及び社会参加を目的としています。参加の仕方は、自ら企画運営する企
画Lab、生涯学習センターのイベントの運営・補助の２つがあります。
企画Labでは、社会貢献への想いをもった方や講座修了生等に実践の場を提
供しています。イベントの運営・補助では、センターの各種イベントの運営補助、
京山祭等への出展ブースの企画・運営等で活動する場を提供しています。
ボランティアに興味のある方、一緒に活動してみませんか？詳しくは、岡山県
生涯学習センター振興課（☎ 086-251-9751）まで、お気軽にお問い合わせく
ださい。

9

情報提供・学習相談
岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」
「ぱるネット岡山」は、平成30年2月にリニューアルしました。様々な方が気軽にアクセスできるような画面
構成にしています。
「きっと見つかる、あなたの求める生涯学習情報」をキャッチフレーズに、県内の生涯学
習情報をインターネットで提供しています。
また、視聴覚教材も、
「ぱるネット岡山」から予約ができますので、ご利用ください。
クリック

❶ アドレス → http://www.pal.pref.okayama.jp/
❷ 岡山県生涯学習センターのトップページ
クリック

または →

ぱるネット岡山

検索

❸ 主な情報提供（関心のある情報をクリック）
生涯学習大学に登録している講座や県市町村が主催等になっている講座・
講演会で、図書館・児童館・美術館等が実施する講座・イベント情報

生涯学習大学や県生
涯学習センターに関
係 する（ 認 め る）団
体・グループの情報
県、市町 村 教育委員
会、公民 館 等から推
薦され た 講 師・ボラ
ンティア等の情報

学 校・園 等が活用で
きる企 業・団 体 等 の
情報

講師・ボランティア情報の登録者等が
実施している学習プログラムの情報

団 体（学 校 やグループ）が 利用
できる視聴覚教材等の無料貸出

県内各地域等でも検
索可能
情報提供したい方はこちらから

視聴覚ライブラリーのご案内

直通電話：086-251-9788

岡山県生涯学習センターでは、視聴覚ライブラリーを運営しており、県内の学校、公民館をはじめ、町内会、
子ども会、サークル等の団体向けにDVD・ビデオ・16ミリフィルム、液晶プロジェクター等の視聴覚教材・視聴
覚機材を無料で貸し出しています。
視聴覚教材のジャンルには、人権教育・情報モラル・交通安全・進路指導など学校で使えるものから、歴
史、環境問題、防災、ボランティア活動、メンタルヘルス等様々なものがあります。また、子ども向けのアニメー
ション作品等も取り揃えています。
詳しくは、学校・公民館等に配付しています「視聴覚教材目録」をご覧ください。または、岡山県生涯学習セ
ンターホームページからもダウンロードできます。

学習相談コーナーのご案内

直通電話：086-251-9758

岡山県生涯学習センターでは、県民の皆様や学校の先生方からの相談に応じる学習相談員が常駐してい
ます。今年度から「おかやま子ども応援人材バンク」の相談窓口にもなっています。お気軽にご相談ください。

交流棟２階のご案内
交流棟２階には生涯学習ゾーンと交流ゾーンがあり、交流ゾーンには「みんなのひみつ基地」や「DVD試聴
コーナー」
「絵本の読み聞かせコーナー」もあります。
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岡山県 生涯学習センターだより

科学教育の普及・推進
人と科学の未来館サイピア学校学習利用プログラム
○学校学習利用の魅力
●無料
学校学習利用の場合は、プラネタリウム観覧料・施設利用料等が無料
●最新式ハイブリッド・プラネタリウム
ドームいっぱいに広がる精細で迫力ある映像と約1000万個の星
●多彩なプログラム
理科学習の1時間として活用できる、各学年の学習内容に合わせたプラ
ネタリウム、サイエンスショー、科学実験等のプログラム
●科学実験・現象を体験・体感
科学体験・学習広場で、真空実験や静電気実験等の本物を体験
●雨天時も安心
雨天時には、生涯学習センターの施設等を昼食場所として確保
●モデルコース・近隣見学場所
人と未来の科学館と一緒に利用できる施設やモデルコースの紹介
※詳細は人と科学の未来館サイピアホームページをご覧ください。

学習投影

サイエンスショー

○予約
平成30年度の学校団体施設利用を受け付けています。予約はFAXのみで受け付けます。春・秋の遠足、
校外学習シーズンは大変混雑が予想されます。お早めにお申し込みください。申し込みの簡単な流れは次
のとおりです。

平成30年度分

学校団体利用予約の流れ
予約申込書（FAX）

予約申込書をもとに日時・内容の決定（TEL）
予約受付

利用申請書に記入後送信（FAX）

学校団体

人と科学の未来館
サイピア

予約受付

利用申請書(原本)、減免申請書等を郵送または、利用日当日までに持参
※予約申込書のFAX先着順で予約を受け付けます。
※提出書類は人と科学の未来館サイピアHPからダウンロードできます。

岡山県「宇宙の学校」〜子どもの「好奇心・冒険心・匠の心」を育てる〜
今年度も岡山県「宇宙の学校」を開校します。
KU-MA（子ども・宇宙・未来の会)と JAXA宇宙教育センターが
提供するテキストをもとに、身の回りにある材料や道具を使って実
験や工作を家族一緒に行います。家族一緒に実験や工作をすること
で、子どもたちに身近な不思議を感じる心や宇宙への愛着を呼び起
こす気持ちを高めるとともに、家族の新しい一面に気づき、家族の
絆が深まります。

「宇宙」
をもっと身近に感じたいあなたへ

岡山県「宇宙の学校」

今年度も JAXAと連携して行う「コズミックカレッジ」、これらの活動のスタッフやボランティアとして活躍
していただく方、宇宙教育に興味・関心のある方のためのセミナーを開催します。
「宇宙の学校」指導者セ
ミナーもその１つです。
各セミナーは、岡山県生涯学習センターのホームページ等でお知らせします。
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人と科学の未来館サイピア

URL:http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

プラネタリウム情報 < サイエンスドーム（２階）>
サイピアの「サイエンスドーム」では、光学式とデジタル式のハイブリッドプラネタリウムを活かした様々なプラ
ネタリウム番組をお届けしています。プラネタリウム番組は、ドームいっぱいに広がる大迫力の「全天周映像番組」
と満天の星に出会える「星空解説」があります。
根 が目 印
い屋
★
2013年の
丸

◆全天周映像番組 （約40分間、星空ミニ解説付き）

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆
NEXT 太陽系のお友だちの段」

開館から6年目を
迎えました！

サイピィ

満天の星空を見上げる乱太郎、きり丸、しんべヱのもとにやってきた八
方斎と一緒にみんなで宇宙へ飛び出すことに･･･！ハラハラドキドキの大冒
険の始まりです！

◆全天周映像番組 （約40分間、星空ミニ解説付き）
「恐竜トリケラトプス ー進化の謎を追えー」

小さな恐竜との出会いから始まった不思議なタイムトラベル。小さく角
もないコリアケラトプスが、一体どのようにして巨大なトリケラトプスへと進
化したのでしょうか？ 角竜たちの進化の物語です。

◆全天周映像番組 （約40分間、星空ミニ解説付き）

「From EARTH to the UNIVERSE ー宇宙への旅ー」

人類の天体観測の歴史と様々な望遠鏡によって解明されてきた宇宙像を
たどりながら、太陽系から宇宙の彼方まで果てしない旅へと誘います。歴
史ある広大な宇宙を、ご満喫ください。

岡山市内唯一のプラネタリウム★

（約40分間）
◆星空解説 「ほしぞらタイム」

今夜岡山から見られる星空で、季節の星座の見つけ方や神話、見ごろを迎えている
天体など、サイピア星空解説員の生解説でご紹介します。あわせて、天文や宇宙の話題
を毎月テーマを変えてお届けします。投影時間は、土・日・祝日、学校の長期休業期間
の午前11時から。
また、毎月第３金曜日の19時からは、夜に立ち寄るプラネタリウム「ヨルプラネ」を開
催しています。帰り道、プラネタリウムで見た星に思いをはせながら、空を見上げてみて
はいかがでしょうか。
プラネタリウム
投影スケジュール
★1回目
★2回目
★3回目
★4回目
★5回目
★6回目

平日
10：00（団体投影）
11：15（団体投影）
13：30（団体投影）
15：00（一般投影）
16：00（一般投影）

"土・日・祝及び
学校の長期休業期間"
10：00（一般投影）
11：00（一般投影）
13：00（一般投影）
14：00（一般投影）
15：00（一般投影）
16：00（一般投影）

▲全席自由席・ペアシートもあります

交通案内
至津山

アクセス MAP

京山中学校
●

岡山県生涯学習センター
岡山県立烏城高等学校
人と科学の未来館サイピア

●岡山武道館
伊島小学校
●

岡山
ロイヤル
ホテル●

国道180号

車
徒歩

月曜日（その日が祝日に当たるときを除く。）
祝日の翌日（その日が祝日でない火曜日から
金曜日までに当たるときに限る。）
12月28日から翌年の1月4日まで

奉還町商店街

お問い合わせ

済生会
●病院
岡山
駅

済生会病院●
外来センター

バス

休所日

西税務署●
岡山工業高校
●

至総社市

火曜日〜土曜日：午前９時から午後９時まで
日曜日・祝日：午前９時から午後５時まで
リーセント
カルチャー
ホテル
●

総合グラウンド

京山入口
池田動物園
●

開所時間

N

岡山大学
●
国道53号

・JR岡山駅運動公園口（西口）
から約5分・山陽自動車道岡山I.Cから約10分・伊島小学校前を西進、つきあたり
・岡電バスJR岡山駅運動公園口（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岡山駅運動公園口（西口）
から約25分（1.7km）

●総合案内（施設・視聴覚教材等予約）
☎ 086-251-9788
fax 086-251-9781
●総務課
●学習相談
☎ 086-251-9750
☎ 086-251-9758
fax 086-251-9757
●人と科学の未来館サイピア
●振興課
☎ 086-251-9752
☎ 086-251-9751
fax 086-251-9780

※カーナビゲーションシステムで「岡山県生涯学習センター」が見つからない時は、
「岡山県立烏城高等学校」で入力してください。

発行

岡山県生涯学習センター

〒700-0016

岡山市北区伊島町三丁目１番１号

http://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise/

ぱるネット岡山

検

索

H29.9

H30.2

