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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

第１回

日時：令和 2 年５月 8 日（金）１０：００～１６：００　※中止

会場：岡山県生涯学習センター

　　　⑴ 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
　　　⑵ 行政説明「岡山県の社会教育行政の現状」

　　　⑶ 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
　　　　岡山市立御南西公民館　主任（社会教育主事）　長﨑　百絵　氏
第２回

日時：令和 2 年９月３０日（水）・１０月１日（木）

会場：岡山県青年館

　　　　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　代表取締役　古林　拓也　氏

　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。
　新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の全面解除により、停滞していた社会経済活動もよ
うやく再開し感染再拡大に備えながら徐々に活気を取り戻しつつあります。この間、「新たな日常」
の構築に向け、テレワークやウェブ会議、遠隔授業等のオンライン化をはじめとした様々な取組
がなされています。
　人生１００年時代、コロナ禍を機に社会も大きく変わろうとしています。こうした時流の変化
に柔軟に対応し、課題を解決する力が今まさに求められているところです。
　このような中、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・企業など多様な主体と
の連携・協働を進めるとともに、人材育成、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。
　本年度の重点項目としては、
　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・まちづくりの拠点である公民館活動の支援と調査研究
　③「ぱるネット岡山」による生涯学習情報の積極的な発信と学習支援
　④「少・壮・老」三世代が集う「学び・交流の場」としての機能充実
　⑤ ＪＡＸＡ ( 宇宙航空研究開発機構 ) との連携や人と科学の未来館「サイ
　　 ピア」事業による科学教育の推進　の５点を掲げています。
　新規事業として、企業の地域貢献を支援する学習プログラムづくりに着手
します。
　感染症の影響により中止となった事業もありますが、実施に当たっては密
閉・密集・密接の「３密」を回避するなど感染症防止策の徹底に努めてまい
ります。
　本年度も各種研修・講座・イベントへのご参加とセンター施設のご利用を
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◆ 生涯学習・社会教育関係職員研修講座　初任者研修

※新型コロナウィルスの感染症拡大予防のため、掲載事業の内容を変更・中止することがあります。
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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、コーディネーション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）関係者、大学生等

日程：令和 2 年９月３０日（水）・１０月１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：「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　古林　拓也　氏

◆ みんな集まれ！社会教育宿泊研修◆ みんな集まれ！社会教育宿泊研修

◆ 社会教育実践専門講座◆ 社会教育実践専門講座

　この講座では、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・技能に関する研修を行います。日常の業務に役立つ実践的な講座となっています。

　本年度の講座テーマは「シニア世代が活躍する事業・講座づくり」（仮）です。シニア世代が主体と

なって関わる事業を立ち上げて持続性のあるものにしたい、マンネリ化した講座をリメイクし活性化

を図りたい等、高齢者が関わる事業を企画・立案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、首長部局関連職員、NPO 法人職員　等

日程：令和２年１０月～１２月予定

講師：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

立てたりして、講義とワークを通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

◆ 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、実際に高校生と関わる活動を通して、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。
　

【若者と関わるボランティアの育成】
対象：大学生・社会人（２０～４０歳ぐらい）

◆ 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：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

◆ 若者発！まちプロ若者発！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～ ※中止

令和 2 年
５月３０日（土）

現地視察研修
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することで、
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。

７月　４日（土） 事前研修
研修する地域について学んだり、自己目標の設定をしたりすることで、実践
トライアルに向けての準備をします。

 ８月　６日（木）
 ～９月　６日（日）

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。

９月１２日（土） 振り返り研修
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
実践したことの振り返りと発表を行います。

令和 2 年
　　 ７月 17 日（金）・19日（日）　

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。

　　 ８月８日（土）・29 日（土） 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。

９月９日・２３日（水）
１０月７日・２８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もらいます。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。

回 日　時・会　場 内　容

1
令和２年６月１８日（木）　※中止
１０：００～１６：００
岡山県生涯学習センター　

2

令和２年１０月８日（木）
１０：００～１６：００
岡山県生涯学習センター

第２回は「新任地域連携担当者研修講
座（発展）」（教職員対象）と合同開催

行政説明「地域学校協働活動推進員の役割について」
岡山県教育庁生涯学習課員

講演「くらかけネットの取組について」（仮）
くらかけネット推進委員会　会長　大上　好久　氏

講演「岩国市における地域連携教育の取組について」（仮）
地域連携教育エリアアドバイザー　藤井　明男　氏

ワークショップ「地域学校協働活動の推進に向けて」（仮）
岡山県生涯学習センター振興課員

令和２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、実施ワーク）

【若者と関わる場づくりを行うファシリテーターの育成】
対象：これまでの本事業受講者　　委託先：認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐ
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◆ 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」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します。

対象：「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

◆ 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、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

令和２年１０月１４日（水）

１０：３０～１６：１５

岡山県生涯学習センター

「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

「スマホ・ネットの危険性について」（仮）
　　　就実女子大学・岡山一宮高等学校　非常勤講師　筒井　愛知　氏

「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

２

令和２年１０月２９日（木）

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　名誉教授　濱田　栄夫　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

「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

回 日　時・会　場 内　容

1
令和２年１１月
岡山県生涯学習センター　

未定
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★ ★ 市町村・公民館支援

　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、相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

コンサルタント

　　・学識経験者
　　・岡山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
　　・市町村事業実施計画（全体・個別）の相談及び助言
　　・市町村（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生涯学習・社会教育よろず相談事業

◆ 子どもほっとライン相談員養成講座
　
　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：令和２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
回

令和２年９月３日（木）
１８：３０～２０：３０
岡山県生涯学習センター

事例検討会①②「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　教授　中内　みさ　氏　

2
回

令和２年９月５日（土）
９：４５～１５：００
岡山県生涯学習センター

オリエンテーション

岡山県青少年総合センター　総合コーディネーター　小林　英一　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
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　講師　門田　昌子　氏
講義「相談業務について　相談内容の実際」

　　　　　　　　子どもほっとライン相談員　新庄　加奈　氏　　玄馬　夏帆　氏
説明「事務手続き」　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県教育庁生涯学習課員

３
回

令和２年９月６日 ( 日 )
９：００～１６：２０
ON-LINE 受講

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
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「性の電話への対応」「頻回電話への対応」

　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅医院心理臨床室　室長　清板　芳子　氏

社会教育に関するよろずの相談承ります



岡山県 生涯学習センターだより
No.

55

7

★ ★ 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研修会岡山県公民館連合会研修会

◆ 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。

　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】「これからの公民館を考える」　令和２年５月１２日（火）※中止
　○講義「これからの地域社会と公民館を考える

　　　　　　－『平成３０年度公民館実態調査』から考える岡山県の公民館－」

　　講師：東京大学大学院教育学研究科　教授　牧野　篤　氏
　○ワークショップ「わがまちの公民館を考える」

【第２回研修会】「公民館の果たす役割と可能性」 
　　県北：令和２年７月　３日（金）※中止
　　県南：令和２年７月１０日（金）※中止
　○講義「公民館が果たす役割」

　　講師：青山学院大学教育人間科学部教育学科　准教授　山本　珠美　氏
　○演習「公民館の可能性は無限大」

【第３回研修会】「事業の効果を上げる評価の仕方」　令和２年９月３日（木）

　○講義 ・演習 「評価のススメ」

　　講師：一般社団法人　ＣＳＯネットワーク／インパクト・マネジメント・ラボ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディレクター　千葉　直紀　氏

【第４回研修会】「やってみよう！事業のリメイク」

　　県北：令和２年１１月１１日（水）　県南：令和２年１１月１２日（木）                                          　

　○講義・演習「持続的に発展させる事業のリメイクとは」

　　講師：伊予市立双海地区公民館　館長　森田　清延　氏   
【第５回研修会】「公民館発！災害に強い地域づくり・人づくり」　令和２年１２月１日（火）

　○講義「公民館から地域の防災力向上を！」

　　講師：神戸学院大学現代社会学部　教授　前林　清和　氏
　○ワークショップ「防災力向上に公民館ができること」

【第６回研修会】「事例から学ぶ」　令和３年１月２１日（木）（予定）

　○実践発表「講座アワード受賞館から学ぶ」

　○ワークショップ・情報交換

　○第４回「公民館職員が選ぶ！講座アワード」表彰式

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

令和  元  年度「平成３０年度　公民館実態調査」

　本年度は「社会教育の視点をもった防災学習プログラムづく
り」について調査研究を行います。県内市町村、公民館、ＮＰ
Ｏ法人などの参考となる取組を事例集としてまとめます。
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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。

本年度は、令和３年２月１４日（日）に開催を予定しています。

◆ 連携講座で学ぼう！連携講座で学ぼう！

◆ 生涯学習の集い生涯学習の集い

★ ★ 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５００円です。

◆ 主催講座で学ぼう！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、岡山県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。

令和元年度「証書授与式」
〇単位認定者　　８７名
〇修了証書授与者　０名
〇奨励証授与者　１２名

令和元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。

　令和元年度「生涯学習フォーラム」
【テーマ】
＜自分で描こう これまでの生き方 これからの生き方＞
〇演題「大道芸での触れ合いを通じて学んだ大切なこと」
　・講師 : 田久朋寛 氏 ( 大道芸人 たっきゅうさん )

○ワークショップ
　「色紙に描こう！私に贈る言葉」

講座名 対象 ： 小学生、中学生とその保護者

開設機関
・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
・特別史跡旧閑谷学校、岡山県青少年教育センター閑谷学校　・岡山県自然保護センター
・岡山県立美術館　・特別名勝岡山後楽園　・岡山県生涯学習センター人と科学の未来館サイピア

内　容

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。

～きっず☆ユニバの４つの特典！～
①意欲を高める「スタート・キット」

　子ども用ガイドブックで、各施設での学びを深める３つの探究ポイントを紹介！サポートブックでは子ども
の学びを深めるための保護者の関わり方をレクチャー！

②学び方を知るはじまり「ユニスタ会」

　「人と科学の未来館サイピア」を訪れて、スタッフが施設での楽しい学び方をサポート！
③ ｢ホンモノ｣ と出合える「きっず☆ユニ日」

　学芸員さんの話を聞く、作品に触れる、体験をするなど、心と体で感じることができるホンモノに出合える
日（イベント日）をお知らせ！

④連携施設によるスペシャルコラボイベント「スペシャル☆ユニ日」

　それぞれの施設のモノの見方（多角的な見方）を融合した学びの場を創出！昨年度は「土」と「木」の２つのテー
マで１日ずつ開催！今年度はどんなテーマになるかお楽しみに！！

申込み

ユニスタ会は、次のとおり開催を予定しています。
　☆ 7/23( 木 )　☆ 7/25( 土 )　☆ 8/2( 日 )　☆ 8/9( 日 )　☆ 10/4( 日 )
都合のよい日を選んでお申し込みください。お申し込みの方法については、岡山県生涯学習センターのホーム
ページ、きっず☆ユニバのチラシに掲載しますので、そちらをご覧ください。

申込先
〒７００－００１６　岡山市北区伊島町３丁目１番１号
　岡山県生涯学習センター　振興課（☎ 086-251-9751）
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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。
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２年　６月　７日（日）「日ようび子ども大学 in 京山祭」　※中止

●令和２年１２月１３日（日）「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

◆ 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」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、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（電話：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、豊かな日常生活を過ごす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２回　第１・３土曜日　１０時～１２時

　　　　（５・１月は第３・５土曜日、８月は第１・５土曜日）

　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」学び直し推進事業「学び ing ぱる教室」

★ ★ 交流・連携・体験

「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」

★ ★ 情報提供・学習相談
◆ 「企業発！みらプロ」「企業発！みらプロ」～子どもたちの未来を応援するプロジェクト～

　学校・公民館等で地域貢献活動を行いたい県内の企業を対象に、岡山県生涯学習センター社会教育主事がコー
ディネーターとして相談・助言を行いながら、企業の資源（人、モノ、技術、理念等）を生かしたプログラム（「学
習」と「社会」とをつなぐ子どもの「学びの場」）を作成するプロジェクトを通じて、企業が教育の観点から積
極的に地域づくり・人づくりに携わっていく機運を醸成するとともに、社会貢献に対する新たな価値観を見出し
ていきます。



10

　岡山県生涯学習センター視聴覚ライブラリーでは、生涯学習（社会教育・学校教育）に利用していただける視
聴覚教材（ＤＶＤ・ＶＨＳ・１６ミリフィルム等）や機材（液晶プロジェクター・スクリーン等）を、無料で貸
し出しています。教材には団体上映権が付いており、学校、公民館、町内会、子ども会、サークルなど県内の多
くの団体が利用しています。
　例えば、人権教育・平和教育・情報モラル・交通安全・進路指導など学校で使えるもの、社会人としてのマナー
や職場内ハラスメントなど職員研修で活用できる教材の他に、防災、環境、郷土の歴史、子ども向けアニメーショ
ンなど様々なジャンルを用意しています。
　詳しくは、岡山県生涯学習センター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。

　「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、視聴覚教材や機材も、「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。

◆ 視聴覚ライブラリーのご案内　　視聴覚ライブラリーのご案内　　直通電話：０８６－２５１－直通電話：０８６－２５１－９７８８９７８８

◆ 岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」

　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。「おかやま子ども応援人材バンク」の相談もできます。お気軽にご相談ください。

◆ 学習相談コーナーのご案内　　学習相談コーナーのご案内　　直通電話：０８６－２５１－直通電話：０８６－２５１－９７５８９７５８

　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。
囲碁・将棋・オセロの貸出もしていますので、ぜひ、ご利用ください。

◆ 交流棟２階のご案内交流棟２階のご案内

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

②岡山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

生涯学習大学や岡山

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

聴覚教材等の情報
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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・科学ショー等が無料
　◦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、空気や水を使った実験を行い、本物を体験
　◦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２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」 岡山県「宇宙の学校」 ～子どもの「～子どもの「好奇心・冒険心・匠の心好奇心・冒険心・匠の心」を育てる～」を育てる～　※中止

◆ 「宇宙」をもっと身近に感じたいあなたへ「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」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
めることをねらっています。年４回、岡山県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Ｊ
ＡＸＡ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。

　本年度も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（本年度は中止）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２年度分　学校団体利用予約の流れ

予約仮受付

予約受付

予約完了

人
と
科
学
の
未
来
館

サ
イ
ピ
ア

学 

校 
団 
体

利用１か月前までに施設利用申込書を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ヵ月を過ぎた場合、
　ご希望に添えないことがあります。）
※令和３年度分は、令和２年 11 月 1 日 9 時から受け付けています。

Step1

Step3

Step5

Step2

Step4
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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

至津山市

★ ★ 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）

　「プラネタリウムちびまる子ちゃん　それでも地球はまわっている」
　今年アニメ化30周年を迎えることを記念して制作された完全オリジナルストーリー。

「地球は回っている？」と疑問に感じたお馴染みのキャラクターたちと一緒に、地球の

不思議を探求し、現在では常識となっている地動説について楽しく学べる番組です。　

◆全天周映像番組（約３０分間、星空ミニ解説付き）

　「それいけ！アンパンマン～ちびおおかみと月のふしぎ」
　満月を見ると、オオカミおばけに変身してしまうちびおおかみくん。ばいきんま
んがいたずらをして大変なことに！ドキンちゃん演じるかぐや姫の物語やクイズな
ど楽しい演出で、夜空に興味を持てる番組です。

　
◆全天周映像番組（約４０分間、星空ミニ解説付き）

　「生命大躍進」
　地球最初の生命が誕生したのは約 40 億年前。それから目を持つ動物が現れ、恐
竜そして人類の時代へと…。途切れることなく続いてきた生命の物語はどのように
紡がれてきたのか、奇跡の進化をたどる番組です。

◆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金曜日の午後 7 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や、聞いたお話を思い出しながら、

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）

▲全席自由席・ペアシートもあります ※感染予防のため投影回数を減らしています。詳しくは、サイピア HP「プラネタリウム投影スケジュール」でご確認ください。

この中が

プラネタリウムに

なっています☆

岡山市内唯一のプラネタリウム★

プラネタリウム情報　＜サイエンスドーム（２階）＞


