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★ 所長あいさつ

★ 指導者の養成と研修

　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（５月１０日）
　　　岡山県青年館（９月２５日・２６日）
第１回：令和元年５月１０日（金）１０：００～１６：００
　　　　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
　　　　行政説明「岡山県の社会教育行政の現状」
　　　　ワークショップ「地域のミリョク」
　　　　岡山市立津高公民館　　主任（社会教育主事）　花房　聡子 氏
　　　　岡山市立一宮公民館　　主任（社会教育主事）　坪井　玲子 氏
　　　　岡山市立御南西公民館　主任（社会教育主事）　長﨑　百絵 氏
第２回：令和元年９月２５日（水）・２６日（木）
　　　　講義・演習「人を巻き込み､ 動くプロジェクト・集団を生み出す
　　　　　　　　　　～コーディネートから場づくりまで～」
　　　　　　　株式会社いろむすび　代表取締役　古林　拓也　氏
　　　　※第２回は「みんな集まれ！宿泊研修」と兼ねる

熊谷先生

初任者研修

　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。
　新たな「令和」の時代を迎え、社会に対する期待感が高まる中、少子高齢化の急速な進行やグローバル化、情報化
等社会の急激な変化に伴い、地域社会においても地方財政の悪化や人間関係の希薄化、社会的孤立など多様化、複雑
化する課題に直面しています。人生 100 年時代、一人一人が豊かに人生を送ることのできる持続可能な共生社会の構
築に向け、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います。
　こうした中、当センターでは「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・NPO 法人など多様な主体との連携・協働を進めるとともに、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。
　本年度の取組としては、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人づくり・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」「若者未来
カレッジ」など若者の社会参画の推進　④生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」や学
習相談等、県民の皆様の学習を支援するための生涯学習情報の充実・発信　⑤ JAXA との連携
事業や「人と科学の未来館サイピア」を拠点にした科学教育の推進　の５つの項目を重点的に
取り組んでまいります。
　特に、地域活動の担い手・指導者の養成は、生涯学習・社会教育の推進者として必要な知識・
技能を実践的な研修により資質向上、指導力の充実に努めてまいります。
　新規事業では義務教育段階の学習の学び直し事業「学び ing ぱる教室」を開設します。
　本年度も皆様の各種研修・講座・事業への多くのご参加とセンター施設の一層のご利用をよ
ろしくお願いいたします。

岡山県生涯学習センター

所長　村木 生久

◆ 生涯学習・社会教育関係職員研修講座　初任者研修
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　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関係職員、大学生等

日程：令和元年９月２５日（水）・２６日（木）
　　　※宿泊なしでも参加できます。
会場：岡山県青年館（岡山市北区津島東 1 － 4 － 1）
内容：講義とグループワークを繰り返し、体感しながら実践的に

スキルを学ぶ講座となっています。
講義・演習：「人を巻き込み､ 動くプロジェクト・集団を生み出す
　　　　　　　　　　～コーディネートから場づくりまで～」
　　　　　　株式会社いろむすび　代表取締役　古林　拓也　氏

◆ みんな集まれ！社会教育宿泊研修

◆ 社会教育実践専門講座
　この講座は、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・技術に関する研修となっています。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「防災をとおした人づくり、まちづくり」( 仮 ) です。自分の地域で防災・減
災に関する学びの場を計画したい、防災・減災対策で活躍する人材を育成し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、首長部局防災関係職員、防災関係者　等
日程：令和元年９月～１２月予定
講義等：講師を含め調整中
会場：岡山県生涯学習センター（予定）
内容：実践例を聴いたり、実際にプログラムを行うための計画を立てたり、講義とワークをとおして

実践的に学ぶ講座です。
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　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最前線で活躍している方のとこ
ろへインターンに行き、実践型研修をとおして、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：（一社）岡山県地域おこし協力隊ネットワーク
内容：全５回

◆「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、今若者が置かれている現状・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とおして、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る。
　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７回

◆「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～

回 日　時 内　容

１
２

令和元年
６月１日（土）
６月８日（土）

現地視察研修 ２日間にわたって、実際に活動現地を見たり、受け入れ先の人たちの話
を聞いたりします。

３ 令和元年
７月６日（土） 事前研修 研修する地域について調べたり、目標設定したりすることで、実践トラ

イアル研修に向けての準備をします。

４ 令和元年
８月 ( 研修先と調整 ) 実践トライアル研修

現地研修中に地域課題や活動の中で自分ができることを見つけ実践的
に取り組みます。自分なりの目標と照らしながら現地の住民や受け入れ
団体から地域の現状や背景を学びます。

５ 令和元年
９月７日（土） 実践発表 受け入れ先の方々にも参加してもらい、実践トライアル研修で学んだこ

とや実践したことの情報交換を行います。

回 日　時 内　容

１ 令和元年
７月

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、事業の趣旨を説明
してもらいます。

２　
３

令和元年
８月 17 日・31 日（土） 事前講座①・② 高校生の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

ゼンテーションの練習をしたります。

４
５
６
７

令和元年
9 月 11 日・25 日（水）
10 月 9 日・23 日（水）

高校への授業参加
（８０分×４回）

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ながら、人間関係を構
築していきます。

※上記の他に、H29・30 年度本事業受講者の活動の場として、引き続き若者とかかわる場を設けている。

研修先一覧

【若者とかかわる場づくりを行うファシリテーターの育成】
対象：Ｈ２９・３０年度本事業受講者

令和元年
７月

講座① 運営上必要となる技術や知識を学びます。
（運営のポイントとなる考え方、運営フロー）

講座② 運営上必要となる技術や知識を学びます。
（実施ワーク ) 
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◆ 地域学校協働活動推進員等レベルアップ講座
　
　地域学校協働活動に関係する地域学校協働活動推進員や市町村担当者などが必要とするコーディネート力、
ファシリテート力等の資質・能力の育成・向上を図ります。
対象：市地域学校協働活動推進員または推進員として活躍が期待される方、市町村教育委員会担当者・社会教育

関係職員等
内容：全２回

回 日時・会場 内　　容

１

令和元年６月１３日（木）
１０：００～１６：００
岡山県生涯学習センター

行政説明「地域学校協働活動推進員」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県教育庁生涯学習課員
講義「地域と学校を結ぶ地域学校協働活動推進員の役割」
　　　　　　　　　　　　　京都造形芸術大学　准教授　濱元　伸彦　氏
講演「奈良市地域教育推進事業について」
　　 「支援から協働へ～地域が学校の応援団となる連携活動と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーターの役割～」
　　　奈良市教育委員会事務局　地域教育課　地域学校連携係
　　　　　　　　　　　　　　　地域学校連携推進員　羽原　亜紀子　氏
　　　奈良市富雄中学校区地域教育協議会
　　　　　　　　　　　　　　　総合コーディネーター　新谷　明美　氏
ワークショップ「コーディネーターのいろいろ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県生涯学習センター振興課員

２

令和元年９月２５日（水）・
　　　　　　２６日（木）
岡山県青年館

＜再掲＞
「みんな集まれ！社会教育
宿泊研修」と兼ねる

講義・演習「人を巻き込み､ 動くプロジェクト・集団を生み出す
　　　　　　～コーディネートから場づくりまで～」
　　　　　　　　　　株式会社いろむすび　代表取締役　古林　拓也　氏

【１日目】
　○モチベーションの源泉のドライブ
　　・人に学ぶ
　○立場の異なる人を巻き込み介入する力の醸成（パワーと影響力）
　　・事例研究　　　　　　・巻き込みの成功事例
　○可視化の力
　　・可視化の効力、技術　・グラフィックレコーディング

【２日目】
　○コーディネーション、ファシリテーションの模擬実践
　　・相手のニーズを汲み取る力 / 企画力（コーディネート力）
　　・場づくりの力 / 意見の集約方法（ファシリテート力）
　○振り返り
　　・今日はいい転機

◆ 親育ち応援学習リーダースキルアップ養成講座
　
　「親育ち応援学習リーダー養成講座」の修了生や「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、交流を行うことで、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する。
対象：平成２３～３０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

回 日時・会場 内　　容

１
令和元年６月２８日（金）
１０：００～１６：００
岡山県生涯学習センター

講義「小学校までに育てておきたい力
　　　　　　　　～どの子も伸びる共有型しつけのすすめ～」
講義「子どもは変わる・大人も変わる～乳幼児虐待からの再生～」
演習・質疑応答「現場でよくある相談」
　　　十文字学園女子大学特任教授・お茶の水女子大学名誉教授　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　伸子　氏
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◆ すこやか家庭教育相談養成講座・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、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

◆ 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３１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
令和元年１０月１日（火）
１０：３０～１６：１５
岡山県生涯学習センター

講義「眠りの脳科学　早ね早おき朝ごはんで　元気モリモリ、やる気グングン、
　　　笑顔ニコニコ！　グッスリ　パッチリ　モグモグ大作戦 ! 」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎医療福祉大学　教授　保野　孝弘　氏
講義「子育ての現状について～対話が消えていく子育て環境～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山陽学園大学　名誉教授　濱田　栄夫　氏
講義「食事の選び方と食の記憶～食が作る今のからだと未来のからだ～」
　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県栄養士会　管理栄養士　人見　典恵　氏

２
令和元年１０月１７日（木）
１０：３０～１６：１５
岡山県生涯学習センター

講義「子育ち・親育ちへの支援」（仮）
 ＮＰＯ法人子どもたちの環境を考える「ひこうせん」　代表理事　赤迫　康代　氏
講義「発達障害のある子どものこころの理解と支援」（仮）
　　　　　　　　　　　　　ノートルダム清心女子大学　准教授　日下　紀子　氏
講義「スマホ・ネットの身近なトラブルの最新事情と家庭でのルール作り」
　　　　　　　　就実女子大学・岡山一宮高等学校　非常勤講師　筒井　愛知　氏

回 日　時・会　場 内　容

１
令和元年５月１２日 ( 日 )

９：４５～１５：００
岡山県生涯学習センター

講義「性の電話」「頻回電話への対応」
　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅医院心理臨床室　課長　清板　芳子　氏
講義「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　福田　みのり　氏
講義「相談業務について　相談内容の実際」
　　　　　　　　　　　　　　　電話相談員　小川　倫弘　氏　　新庄　加奈　氏

２
令和元年５月１９日 ( 日 )
１０：００～１５：００
岡山県生涯学習センター

講義・演習「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
講義・演習「メール相談への対応」「メール相談の紙上訓練」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院　教授　東條　光彦　氏

３
令和元年５月２６日 ( 日 )
１０：００～１５：００
岡山県生涯学習センター

説明「事務手続き」
岡山県教育庁生涯学習課員

演習「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
事例検討会「子どもほっとラインの事例から考える」
　　　　　　　　　　　　　ノートルダム清心女子大学　准教授　中内　みさ　氏



岡山県 生涯学習センターだより
No.

53

7

★ 市町村・公民館支援

★ 岡山県公民館連合会からのお知らせ

　市町村の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。お気軽にお問い合せください。
コンサルタント
　　・学識経験者
　　・県生涯学習センター等の行政関係者
　　・専門知識を有する者
　「相談事業」・・・会場：岡山県生涯学習センター
　「派遣事業」・・・会場：各市町村教育委員会で準備
対象：市町村教育委員会
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
　　・事業実施計画（全体・個別）の相談及び助言
　　・公民館実施事業の相談及び助言

◆ 生涯学習・社会教育よろず相談事業

◆ 岡山県公民館連合会研修会

社会教育委員の研修は何をす
ればよいでしょう？

公民館活動を活性化した
いのですが…。

家庭教育支援を充実させるた
めにはどんな取り組みをすれ
ばよいですか？

地域学校協働活動を進めるに
はどうすればよいですか？

　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 地域の重要な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】　令和元年５月２３日（木）
　○実践発表「防災対策～公民館だからできること～」
　　発表館：倉敷市郷内公民館
　○講演「日々のつながりが災害時に生きる」
　　講師：認定ＮＰＯ法人　まち・コミュニケーション　代表理事　　宮定　章　氏

【第２回研修会】　兼：館長研修会 
　　県北：令和元年７月１０日（水）　県南：令和元年７月１１日（木）
　○講義・演習「点検！わたしの公民館」（仮）
　　講師：ふくおかＮＰＯセンター　代表　　古賀　桃子　氏

【第３回研修会】　令和元年１０月８日（火）
　○講義 ・演習 「講座づくりのもとのもと」（仮）
　　講師：那覇市若狭公民館　館長　　宮城　潤　氏

【第４回研修会】　兼：社会教育施設職員等研修会
　　県北：令和元年１２月１２日（木）　県南：令和元年１２月１３日（金）                                          　
　○講義・演習「広報紙でアピール～思いの伝わる○○だより～」（仮）
　　講師：株式会社ペンコム　代表取締役　　増田　ゆきみ　氏   

【第５回研修会】　令和２年１月３０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
　　　　　　　　「事業報告会」
　　　　　　　　報告館：岡山市立光南台公民館・笠岡市新山公民館
　○令和２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　
　　　　　　　　「プレゼンテーション大会（選定）」（予定）
　○第３回公民館職員が選ぶ！講座アワード「表彰式」

日頃の
お悩み
一緒に
考えます
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　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。

　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を行います。今年度は、
令和２年２月１６日（日）に開催を予定しています。

◆ 連携講座で学ぼう！

◆ 生涯学習の集い

★ 岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）の開設

　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。

【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記載しますので、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
　　　　　＜　①　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）
　　　　　＜②・③の場合＞　岡山県生涯学習センター　振興課（☎ 086-251-9751）

◆ 主催講座で学ぼう！

　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。

平成３０年度「証書授与式」
〇単位認定者　　４９名
〇修了証書授与者　３名
〇奨励証授与者　１４名
平成３０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。

　平成３０年度「生涯学習フォーラム」
【テーマ】「『人生１００年時代』の学び ing」
〇演題　「私は創造的でありたい」
　・講師 : 若宮正子 氏 (NPO 法人ブロードバンドスクール協会 理事 )
○ワークショップ ( ポスターセッション・人生紙芝居）
　・テーマ「マイストーリー～私の人生紙芝居～」
○まとめ・振り返り（５年後の自分に手紙を書こう）

講座名 実施日 実施機関 申込期間

① ｢サイピア宇宙塾」
天文・宇宙にふれる機会の少ない方から、公民館や子ども会、地
域のイベントで天体観測を実施したい方まで、どなたでも大歓迎
です。天文の基礎知識を学ぶ講義や講演会、天体観望会を交えな
がらの実技で一緒に学びませんか。

8/17
9/  6
9/  7

10/  5
10/25

岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア

6/14 ～
7/17

② ｢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。

ユニスタ会
7/  7
7/13
7/21
7/27

10/  6

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

5/31 ～
各ユニ
スタ会
開催日
の 10 日
前まで

③「若者未来カレッジ｣
「大学では教えてくれない！」「社会のこんなことが学びたい！」
という大学生たちの生の声を形にした講座です。もちろん企画・
運営も大学生！講座のテーマは、ホームページで後日お知らせし
ます。新しい仲間と新たな学びを楽しもう。

９～ 11
月予定 岡山県生涯学習センター 未定
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　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生かしながら連携し、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
世代に生涯学習の推進を図る目的で、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。
●令和元年　６月１６日（日）「日ようび子ども大学 in 京山祭」
●令和元年１２月　８日（日）「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

◆ 京山祭

　「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、以下の２つです。
　①「企画 Lab( ラボ )」の一員として、自らイベントの企画・運営を行う。
　②当センター主催イベントのスタッフとして、運営・補助を行う。
　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、当セン
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。

　学び ing ぱる教室は、小中学校の基礎的な学習内容を学び直し、豊かな日常
生活を送ることができるようになることをねらって開設しています。岡山県内
在住で、小中学校の学習を十分にすることができなかった人や外国籍で日本の
中学校程度までの基礎的な学習がしたい人を対象としています。
　日時：５月から翌年の３月まで、毎月１回第３土曜日　１０時～１２時
　場所：岡山県生涯学習センター　講義棟１階小会議室
詳しくは、岡山県生涯学習センターホームページをご覧ください。

◆ ぱるボランティア募集

◆ 学び直し推進事業「学び ing ぱる教室」

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～」
平成３０年度「公民館実態調査」の実施　※調査結果のまとめ及び報告は令和元年度

★ 調査研究

★ 交流・連携・体験

　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。

「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」
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　交流棟１階総合案内で視聴覚ライブラリーの貸出をしています。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・ＶＨＳ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。
　詳しくは、岡山県生涯学習センターのトップページにある「視聴覚ライブラリー 教材貸出利用方法について」
( 上記ピンク色枠 ) →「視聴覚教材目録（視聴覚教材新着リスト）」の順にクリックし、ダウンロードしてください。

◆ 視聴覚ライブラリーのご案内　　直通電話：０８６－２５１―９７８８

　交流棟２階学習相談コーナーでは、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。昨年度から「おかやま子ども応援人材バンク」の相談も加わりました。お気軽にご相談ください。

◆ 学習相談コーナーのご案内　　直通電話：０８６－２５１―９７５８

　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視聴コー
ナー」「絵本の読み聞かせコーナー」もあります。毎月第２土曜日には、３０分程度の読み聞かせをしています。
また、新たに囲碁・将棋・オセロの貸出を始めました。ぜひ、ご利用ください。

◆ 交流棟２階のご案内

★ 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１日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。

①アドレス→　http://www.pal.pref.okayama.jp/　　または→  ぱるネット岡山   検索

②県生涯学習センターのトップページ

③視聴覚教材等の貸出利用方法について

③主な情報提供 (関心のある情報をクリック )
⬆

クリック

⬆

⬆

クリック

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

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・
グループ情報

県及び市町村教育委
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
きる人材(企業・団体
等)の情報

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

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



岡山県 生涯学習センターだより
No.
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★ 科学教育の普及・推進

○学校学習利用の魅力
　◦使用料免除
　　　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
　　　理科の学習の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の体験
　◦雨天時も安心
　　　雨天時には、岡山県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
　　　人と科学の未来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。

○予約
　　令和元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。秋の遠足、校外

学習シーズンは大変混雑しています。お早めにお問い合わせください。申し込みの簡単な流れは次のとおり
です。

◆ 人と科学の未来館サイピア学校学習利用プログラム

◆ 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～

◆ 「宇宙」をもっと身近に感じたいあなたへ

学習投影

サイエンスショー・空気砲

　岡山県「宇宙の学校」は、小学生のいる家族を対象とした事業で、身近な科学的な事象
を家族で一緒に考え、実験・観察し、子どもの科学に対する興味・関心を高めることをね
らいとしています。年４回、生涯学習センターに参加者全員で集まって実験や工作をする
スクーリングと、ＫＵ－ＭＡ（子ども・宇宙・未来の会）とＪＡＸＡ宇宙教育センターか
ら提供されるテキストをもとにして取り組む家庭学習もあり、家族で活動することが、家
族の絆を深めることにつながっています。

　今年度もＪＡＸＡと連携した各種の事業を開催する予定です。小学３年生から
中学生を対象とした「コズミックカレッジ」、宇宙教育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や宇宙教育に興味・関心のある方のためのセミナー
など、各事業の詳細は、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。

令和元年度分　学校団体利用予約の流れ
予約仮受付

予約受付

人
と
科
学
の
未
来
館

サ
イ
ピ
ア

学 

校 

団 

体

施設利用申込書（ＦＡＸ）

利用等申請書（ＦＡＸ）

施設利用申込書をもとに日時・内容を決定（電話またはＦＡＸ）

予約確定のお知らせ（FAX）

施設利用申込書（原本）を郵送または当日持参
※施設利用申込書の 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の HP からダウンロードできます。
※ご利用 1 ヵ月前までに施設利用申込書を送信してください。（１ヵ月を切った場合、
　ご希望に添えないことがあります。）
※令和元年度分は、平成 30 年 11 月 1 日 9 時から受け付けています。
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交 通 案 内 　アクセス MAP
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

休所日
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 

お問い合わせ
●総合案内（施設・視聴覚教材等予約）
　 ☎ 086-251-9788　　　fax 086-251-9781
●総務課
　 ☎ 086-251-9750
　fax 086-251-9757
●振興課
　 ☎ 086-251-9751

開所時間

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

●学習相談
　 ☎ 086-251-9758
●人と科学の未来館サイピア
　 ☎ 086-251-9752
　fax 086-251-9780

済生会
病院

人と科学の未来館
サイピア

･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(1.7㎞)

外来センター

★ 人と科学の未来館サイピア

　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
星に出合える「星空解説」があります。

◆全天周映像番組（約４０分間、星空ミニ解説付き）
　「ポケットモンスター　サン＆ムーン プラネタリウム」
　皆既日食が見られると聞いてエクリプス島へやってきたサトシたちは、日食ハン
ターのフレッドと出会います。ところがあいにくの曇り空。ピカチュウをねらうロ
ケット団までやってきました。“太陽と月が奏でる奇跡の瞬間”果たして無事に見
られるのでしょうか！？　

◆全天周映像番組（約３０分間、星空ミニ解説付き）
　「すいきんちかもくどってんかいっ！」
　図鑑から飛び出してきた「地球」と一緒に、太陽系の仲間たちをさがす冒険に出
発。可愛いキャラクターになった太陽系の惑星たちが、歌を通してそれぞれの惑星
の特徴を教えてくれるミュージカル仕立ての番組です。
　
◆全天周映像番組（約４５分間、星空ミニ解説付き）
　「眠れなくなる宇宙のはなし」
　宇宙物理学者佐藤勝彦先生のベストセラーを原作に、古代から最先端までの「宇
宙ってなんだろう」を紹介。家族みんなで最新の天文・科学が学べる番組です。

◆星空解説「ほしぞらタイム」（約４０分間）
　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・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。

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

プラネタリウム
投影スケジュール 平日 土・日・祝及び

学校の長期休業期間
★１回目 １０：００（団体投影） １０：００（一般投影）
★２回目 １１：１５（団体投影） １１：００（一般投影）
★３回目 １３：３０（団体投影） １３：００（一般投影）
★４回目 １５：００（一般投影） １４：００（一般投影）
★５回目 １６：００（一般投影） １５：００（一般投影）
★６回目 １６：００（一般投影）

※投影時間は変更になる場合があります。詳しくはホームページでご確認ください。▲全席自由席・ペアシートもあります

岡山市内唯一のプラネタリウム★

2013年の
開館から 7年目を
迎えました！

岡山市内唯一のプラネタリウム★

2013年の
開館から 7年目を
迎えました！

プラネタリウム情報　＜サイエンスドーム（２階）＞


