
★1回目

★2回目

★3回目

★4回目

★5回目

9：30

11：00

13：00

10：00（一般投影）

11：30（一般投影）

13：00（一般投影）

14：30（一般投影）

16：00（一般投影）

10：00（一般投影）

11：30（一般投影）

13：00（一般投影）

14：30（一般投影）

11：30

14：00

16：00

（1～3月）

（4～12月）

平日
土曜日 日曜・祝日及び
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所長あいさつ ………………………………………………………… 2
指導者の養成と研修……………………………………………2～6
生涯学習・社会教育関係職員研修講座　初任者研修
みんな集まれ！社会教育宿泊研修
社会教育実践専門講座
若者発！まちプロ
現代的課題の解決に向けた研修プログラム開発講座
地域学校協働活動推進員等レベルアップ講座
親育ち応援学習リーダースキルアップ講座
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
子どもほっとライン相談員養成講座

市町村・公民館支援と調査研究 ………………………… 7
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
調査研究

岡山県生涯学習大学
（のびのびキャンパス岡山）の開設 …………………8～9

主催講座
連携講座
生涯学習の集い

交流・連携・体験 ………………………………………………… 9
京山祭
ぱるボランティア・企画Lab募集
学び直し推進事業「学びingぱる教室」

情報提供・学習相談………………………………………………10
企業発！みらプロ
生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」
視聴覚ライブラリーのご案内
学習相談コーナーのご案内

科学教育の普及・推進 …………………………………………11
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」
「宇宙」をもっと身近に感じたいあなたへ

人と科学の未来館サイピア …………………………………12
お知らせ（プラネタリウム情報等）

交通案内　アクセスMAP ……………………………………12

生涯学習センター
だより◆全天周映像番組 （約40分間、星空ミニ解説付き）

「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道」
宮沢賢治の世界を再現したテーマパーク、イーハトーブワールドの銀河鉄

道列車に乗る事になったコナンたち少年探偵団と蘭、園子。幻想的な星空の
世界を満喫していると突然、キッドからの予告状が届く。繰り広げられる、
キッドとのお宝争奪戦！しかしそこには思いもしない罠が仕掛けられていた。
あの大人気アニメのプラネタリウム版最新作がついに登場！

◆全天周映像番組 （約30分間、本編のみ）
「しまじろうと ながれぼしのねがいごと」
ガオガオさんと公園に天の川を観察しに来た、しまじろう、みみりん、とりっぴい、にゃっきい。満天の星空に流れ星を見つけて喜ぶ４人。そこに

彗星の妖精セセが助けを求めてやってきます。どうやら双子のお兄さんススが小惑星に挟まって困っているようです。彗星は流れ星を見せてくれる
大切な存在です。このままでは流れ星が見られません。しまじろうたちは、無事ススを救い、流れ星に願い事をすることはできるのでしょうか？

◆全天周映像番組 （約35分間、星空ミニ解説付き／約40分間、本編のみ）
「ダイナソーＤＸ　パタゴニア・巨大恐竜の謎」
世界で最も古い恐竜が発見され、恐竜発祥の地と呼ばれる南米アルゼンチン。そこからさらに南に下ったパタゴニアには、史上最大の恐竜アル

ゼンチノサウルスが棲んでいました。全長がシロナガスクジラをも超える彼らを狙うのは、史上最大級の肉食恐竜ギガノトサウルス！最も大きな
恐竜たちの戦いにはどんな物語が隠されているのでしょうか？独自の進化を遂げ、未だ謎に包まれるパタゴニアの大地。さあ、秘密を解き明かす
冒険の旅へ出発しましょう！

◆星空解説 「ほしぞらタイム」（約40分間）
今夜見える星や星座の見つけ方をサイピア星空解説員の生解説でご紹介します。テーマが季節によって変わるので何度でも楽しめます。

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
星に出合える「星空解説」があります。

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

国道53号
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西税務署●

岡山済生会●
外来センター病院　
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●病院国道180号
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池田動物園
●
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岡
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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

交 通 案 内 　アクセス MAP 開所時間

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

休所日

●総合案内（施設・視聴覚教材等予約）
Tel 086-251-9788　fax 086-251-9781
●総務課
Tel 086-251-9750
Fax 086-251-9757
●振興課
Tel 086-251-9751

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

お問い合わせ

車 ・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
バス ・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）
徒歩 ・JR岡山駅運動公園口（西口）から約25分（1.7km）

※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。

検　索岡山県生涯学習センター発行
〒700-0016　岡山市北区伊島町三丁目１番１号
https://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise/

ぱるネット岡山

R2.10.8 地域学校協働活動推進員等レベルアップ講座 R2.11.27 社会教育実践専門講座 2日目

R2.8.9 きっず☆ユニバ 「ユニスタ会④」 R2.10.8 企業発！みらプロ （おもちゃ王国 × 玉野市立田井小学校）

岡山県人と科学の未来館サイピア　URL:http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

人と科学の未来館サイピア
http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

岡山県生涯学習センター
https://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise/
E-mail syogaise@pref.okayama.jp

サイピィマナビィ

岡山県生涯学習センター

この中が
プラネタリウムに
なっています☆

▲全席自由席・ペアシートもあります ※内容は時間によって異なります。詳しくはサイピアHPでご確認ください。

▼プラネタリウム投影スケジュール

サイピィ

No.56
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岡山県 生涯学習センターだより
No.

56

市町村担当者・公民館職員・地域おこし協力隊・NPO関係者等の生涯学習・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、地域おこし協力隊、

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：令和３年９月29日（水）・９月30日（木）
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、宿泊なしの連続講座とします。

会場：岡山県生涯学習センター
内容：講義とグループワークを繰り返しながら、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～
講師：株式会社いろむすび　代表取締役CEO　古林　拓也　氏

所長あいさつ

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

社会教育実践専門講座 

みんな集まれ！社会教育宿泊研修

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　※オンラインによる開催
日時：令和３年５月18日（金）10：00～16：00
会場：岡山県生涯学習センター
内容：（１）講義「基礎から学ぶ生涯学習・社会教育」

講師：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」

ファシリテーター：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
岡山市立京山公民館　　主任（社会教育主事）　柏崎　　希　氏

第２回
日時：９月29日（水）・９月30日（木）
会場：岡山県生涯学習センター
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～
講師：株式会社いろむすび　代表取締役CEO　古林　拓也　氏

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「ICTを活用した事業づくり～新しい可能性を発見する～」です。ICT機器（オンライ
ン）を活用した事業を企画・立案することで新しいつながりづくりや、これまでの講座をより魅力的なモノにして
みませんか。
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
内容：全３回

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年時代を迎える今、本格的な人口減少社会や、超スマート社会(Society5.0)、グローバル化な
ど、社会は急速に変化し続けています。こうした時流の中、一人一人が豊かに生き、それぞれの能力や可能
性を最大限引き出し、多様な個性を伸ばす「人づくり」を一層推進することが求められているところです。
当センターでは「第3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 市町村・公民館活動の支援と調査研究
③ 「ぱるネット岡山」等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、地域における現代的課題を把握し解決していくことのできる人材
やボランティア活動に積極的に参画する若者の育成に着手します。
事業実施に当たっては、適切な感染防止策やオンライン開催の実施などにより、新
型コロナウイルス感染症対策にも努めてまいります。
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。

回 日時・会場

1
令和３年６月24日（木）
10：00～16：30
オンラインによる開催

内　　容

講義「ICTを活用した新しい学びの可能性を考える」
講師：埼玉大学教育学部教授　安藤　聡彦　氏

実践発表「マニャミンとマナブゥのオンライン学習　
～まちだ中央公民館の取り組み～」

発表者：町田市生涯学習センター担当係長　岩田　武　氏
講義「福岡市公民館の取り組み　～思いを行動に移したストーリーズ～」

講師：九州大学大学院人間環境学研究院教授　岡　幸江　氏

2
令和３年７月27日（火）
10：00～16：00

岡山県生涯学習センター

講義「事業づくりとは　～ICTを活用した新たなベースキャンプづくり～」
講師：（一財）日本青年館「社会教育」編集長　近藤　真司　氏

3
令和３年12月～
令和４年１月

実践報告会
指導：講評（一財）日本青年館「社会教育」編集長　近藤　真司　氏

各所属で実践

岡山県生涯学習センター

所長  小見山 晃

会場：岡山県生涯学習センター（予定）　状況によってはオンライン開催。
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市町村担当者・公民館職員・地域おこし協力隊・NPO関係者等の生涯学習・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、地域おこし協力隊、

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：令和３年９月29日（水）・９月30日（木）
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、宿泊なしの連続講座とします。

会場：岡山県生涯学習センター
内容：講義とグループワークを繰り返しながら、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～
講師：株式会社いろむすび　代表取締役CEO　古林　拓也　氏

所長あいさつ

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

社会教育実践専門講座 

みんな集まれ！社会教育宿泊研修

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　※オンラインによる開催
日時：令和３年５月18日（金）10：00～16：00
会場：岡山県生涯学習センター
内容：（１）講義「基礎から学ぶ生涯学習・社会教育」

講師：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」

ファシリテーター：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
岡山市立京山公民館　　主任（社会教育主事）　柏崎　　希　氏

第２回
日時：９月29日（水）・９月30日（木）
会場：岡山県生涯学習センター
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～
講師：株式会社いろむすび　代表取締役CEO　古林　拓也　氏

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「ICTを活用した事業づくり～新しい可能性を発見する～」です。ICT機器（オンライ
ン）を活用した事業を企画・立案することで新しいつながりづくりや、これまでの講座をより魅力的なモノにして
みませんか。
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
内容：全３回

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年時代を迎える今、本格的な人口減少社会や、超スマート社会(Society5.0)、グローバル化な
ど、社会は急速に変化し続けています。こうした時流の中、一人一人が豊かに生き、それぞれの能力や可能
性を最大限引き出し、多様な個性を伸ばす「人づくり」を一層推進することが求められているところです。
当センターでは「第3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 市町村・公民館活動の支援と調査研究
③ 「ぱるネット岡山」等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。
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回 日時・会場

1
令和３年６月24日（木）
10：00～16：30
オンラインによる開催

内　　容

講義「ICTを活用した新しい学びの可能性を考える」
講師：埼玉大学教育学部教授　安藤　聡彦　氏

実践発表「マニャミンとマナブゥのオンライン学習　
～まちだ中央公民館の取り組み～」

発表者：町田市生涯学習センター担当係長　岩田　武　氏
講義「福岡市公民館の取り組み　～思いを行動に移したストーリーズ～」

講師：九州大学大学院人間環境学研究院教授　岡　幸江　氏

2
令和３年７月27日（火）
10：00～16：00

岡山県生涯学習センター

講義「事業づくりとは　～ICTを活用した新たなベースキャンプづくり～」
講師：（一財）日本青年館「社会教育」編集長　近藤　真司　氏

3
令和３年12月～
令和４年１月

実践報告会
指導：講評（一財）日本青年館「社会教育」編集長　近藤　真司　氏

各所属で実践

岡山県生涯学習センター

所長  小見山 晃

会場：岡山県生涯学習センター（予定）　状況によってはオンライン開催。



回 日時・会場

1
令和３年７月８日（木）
10：00～16：00

岡山県生涯学習センター

内　　容

講義「現代的課題の解決に向けた社会教育行政の役割」
講師：独立行政法人教職員支援機構つくば中央研修センター　センター長　清國　祐二　氏
演習「現代的課題を扱った事業計画の立案１（課題抽出と分析）」
講師：国立教育政策研究所　社会教育実践研究センター　社会教育調査官　石津　峰　氏

2
令和３年８月26日（木）
10：00～16：00

岡山県生涯学習センター
演習「現代的課題を扱った事業計画の立案２（事業計画の立案）」

講師： 石津　峰　氏

3
令和３年10月５日（火）
13：00～16：00

岡山県生涯学習センター
発表「現代的課題を扱った事業計画の発表」

指導・講評：石津　峰　氏

現地視察研修
（オンライン）

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。令和３年

７月10日（土） 事前研修
（オンライン）

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。

令和３年
７月23日（金・祝）

出会うための
ワークショップ
（オンライン）

実践トライアル研修でどんなことを学ぶのか、どんな地域なのかを気付
けるよう、準備をします。

令和３年
８月～９月 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。

令和３年
９月18日（土）

表現するための
ワークショップ
（オンライン）

実践トライアル研修で学んだこと、気づいたことを他者に伝えるための
表現を学ぶワークショップです。

令和３年
10月10日（日）

振り返り研修
（オンライン）

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。

回 日時・会場

1
令和３年６月17日（木）
10：00～16：00

岡山県生涯学習センター
（オンライン）

内　　容

講演「地域と学校との連携・協働を進めるために」
講師：一般社団法人全国社会教育委員連合　常務理事

全国体験活動ボランティア活動総合推進センター　コーディネーター　馬場　祐次朗　氏
講義「地域と学校の滑らかな協働の在り方　

～CSMAP プログラムによるポジティブサムの作り方～ 」
講師：CPDI 代表（Communication Program Design Institute）

総務省　地域人材ネット（地域力創造アドバイザー）
内閣府　地域活性化伝道師（教育・地域づくり分野）　三角　幸三　氏

情報交換

2

令和３年10月８日（金）
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・地域連携担当者の役割と
『社会に開かれた教育課程』の実現に向けて」

岡山県教育庁生涯学習課員
講演「社会に開かれた教育課程の実現と学校を核とした地域づくりに向けて　

～島根県益田市の『ひとづくり』の実践を通して～」
講師：島根県益田市教育委員会　ひとづくり推進監　大畑　伸幸　氏

演習「地域学校協働活動の推進に向けて　
～学校と地域が Win Win の関係となる活動を目指して～」

岡山県生涯学習センター振興課員

回 日時・会場

1
令和３年６月15日（火）
10：00～12：00

岡山県生涯学習センター
（オンライン）

内　　容

講義「チーム作りのコツ　～チームビルドとアップグレード～」
講師：広島県府中町家庭教育支援チーム「くすのき」　代表兼コーディネーター

米田　珠美　氏

4 5

岡山県 生涯学習センターだより
No.

56

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～

現代的課題の解決に向けた研修プログラム開発講座

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：地域活動に興味・関心をもつ県内大学生　等
委託先：（一社）岡山県地域おこし協力隊ネットワーク

地域における現代的課題を把握し、その解決を目指して主体的に関わる人づくりのための研修プログラムを計
画・立案することで、市町村の社会教育行政職員に求められる資質・能力の向上を図ります。
対象：市町村の行政担当者、生涯学習・社会教育関係職員　等

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ついての理解を深めるとともに、活動を推進していく上で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

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：平成23～令和２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
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地域学校協働活動を
進めるには

どうすればよいですか？

家庭教育支援を充実させるには
どんな取組をすればよいですか？

社会教育委員の研修は
何をすればよいのでしょう？

公民館活動を
活性化したいのですが…。

回 日時・会場

1
令和３年10月12日（火）
10：30～16：15

岡山県生涯学習センター

2
令和３年10月19日（火）
10：30～16：15

岡山県生涯学習センター

内　　容

講義「子育ての現状について」（仮）
講師：山陽学園大学　名誉教授　

日本ペスタロッチ・フレーベル学会常任理事　濱田　栄夫　氏
講義「スマホ・ネットの身近なトラブル」（仮）

講師：就実大学　非常勤講師　筒井　愛知　氏
講義「食事の選び方と食の記憶」（仮）

講師：岡山県栄養士会　管理栄養士　
岡山ビジネスカレッジ　非常勤講師　人見　典恵　氏

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！」（仮）

講師：川崎医療福祉大学　教授　保野　孝弘　氏
講義「発達に課題を有する子どもたちとのつきあい方」（仮）

講師：ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科　准教授　土居　裕士　氏
講義「子育ち・親育ちへの支援」（仮）
講師：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

回 日時・会場

1
令和３年５月16日（日）
９：45～16：10
（オンライン）

内　　容　※タイトルは令和２年度のもの

オリエンテーション
岡山県県民生活部　男女共同参画青少年課　総括副参事　藤原　由典　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」

講師：就実大学　講師　林　秀樹　氏
講義・演習「メール相談への対応」

「メール相談の紙上訓練」
講師：岡山大学学術研究院　教授　東條　光彦　氏

講義「いじめ、虐待等の訴えに対する対応」　
講師：岡山県中央児童相談所子ども支援課　総括副参事　廣澤　伸泰　氏

2
令和３年５月27日（木）
18：30～20：30

岡山県生涯学習センター
（オンライン）

事例検討会①②「子どもほっとラインの事例から考える」
講師：ノートルダム清心女子大学　教授　中内　みさ　氏

3
令和３年５月30日（日）
10：00～16：10

岡山県生涯学習センター
（オンライン）

説明「事務手続き」　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県教育庁生涯学習課員
講義「相談業務について　相談内容の実際」

講師：子どもほっとライン相談員　原　実穂　氏　浜野　沙也果　氏
演習「電話相談での“傾聴”の意義とスキル」

講師：川崎医療福祉大学　教授　武井　祐子　氏
講義・演習「電話における対応困難事例『性の電話』」

「電話における対応困難事例『頻回電話』」
講師：ノートルダム清心女子大学　准教授　日下　紀子　氏
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岡山県 生涯学習センターだより
No.

56

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

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３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

市町村・公民館支援と調査研究
生涯学習・社会教育よろず相談事業
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。お気軽にお問い合わせください。
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（Zoomによるオンライン相談も可能）
「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

岡山県公民館連合会研修会
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　第44回全国公民館研究集会岡山県大会 兼 第44回中国・四国地区公民館研究集会岡山大会に向け、組織・
体制の充実を図り、企画・運営を推進する。

【第１回研修会】「これからの公民館を考える」　令和３年５月13日（木）　オンラインによる開催
○講義「社会をつなげる公民館へ 

－人生100年、AI、そしてポスト・コロナの時代の社会を考える－」
講師：東京大学大学院教育学研究科　教授　牧野　篤　氏

【第２回研修会】「地域の『夢』を育む公民館活動とは」
令和３年６月29日（火）　オンラインによる開催
○事例発表　西粟倉村あわくら会館、久米南町中央公民館
○演習「地域の『夢』を育む公民館活動を考える」
講師：岡山大学大学院教育学研究科　教授　熊谷　愼之輔　氏

【第３回研修会】「夢をひろげる・夢がひろがるオンライン体験講座」
令和３年７月15日（木）
○演習・体験「Zoomを体験して、ICTの活用を考えよう」
講師：岡山県教育庁生涯学習課社会教育班　指導主事（主幹）　畦田　真介　氏

【第４回研修会】「地域の『夢』を育むための公民館の役割と可能性」
県南：令和３年８月17日（火）　県北：令和３年８月18日（水）
○講義「人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点となる公民館」（仮題）
講師：青山学院大学教育人間科学部教育学科　教授　山本　珠美　氏
○演習「点検！わたしの公民館」

【第５回研修会】「地域の『夢』を育む公民館活動の充実に向けて」
令和４年１月21日（金）予定
○事例発表「地域の『夢』を育むおすすめ講座から学ぶ」
○ワークショップ・情報交換
○第５回「公民館職員が選ぶ！講座アワード」表彰式

社会教育に関するよろずの相談承ります



地域学校協働活動を
進めるには

どうすればよいですか？

家庭教育支援を充実させるには
どんな取組をすればよいですか？

社会教育委員の研修は
何をすればよいのでしょう？

公民館活動を
活性化したいのですが…。

回 日時・会場

1
令和３年10月12日（火）
10：30～16：15

岡山県生涯学習センター

2
令和３年10月19日（火）
10：30～16：15

岡山県生涯学習センター

内　　容

講義「子育ての現状について」（仮）
講師：山陽学園大学　名誉教授　

日本ペスタロッチ・フレーベル学会常任理事　濱田　栄夫　氏
講義「スマホ・ネットの身近なトラブル」（仮）

講師：就実大学　非常勤講師　筒井　愛知　氏
講義「食事の選び方と食の記憶」（仮）

講師：岡山県栄養士会　管理栄養士　
岡山ビジネスカレッジ　非常勤講師　人見　典恵　氏

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！」（仮）

講師：川崎医療福祉大学　教授　保野　孝弘　氏
講義「発達に課題を有する子どもたちとのつきあい方」（仮）

講師：ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科　准教授　土居　裕士　氏
講義「子育ち・親育ちへの支援」（仮）
講師：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

回 日時・会場

1
令和３年５月16日（日）
９：45～16：10
（オンライン）

内　　容　※タイトルは令和２年度のもの

オリエンテーション
岡山県県民生活部　男女共同参画青少年課　総括副参事　藤原　由典　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」

講師：就実大学　講師　林　秀樹　氏
講義・演習「メール相談への対応」

「メール相談の紙上訓練」
講師：岡山大学学術研究院　教授　東條　光彦　氏

講義「いじめ、虐待等の訴えに対する対応」　
講師：岡山県中央児童相談所子ども支援課　総括副参事　廣澤　伸泰　氏

2
令和３年５月27日（木）
18：30～20：30

岡山県生涯学習センター
（オンライン）

事例検討会①②「子どもほっとラインの事例から考える」
講師：ノートルダム清心女子大学　教授　中内　みさ　氏

3
令和３年５月30日（日）
10：00～16：10

岡山県生涯学習センター
（オンライン）

説明「事務手続き」　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県教育庁生涯学習課員
講義「相談業務について　相談内容の実際」

講師：子どもほっとライン相談員　原　実穂　氏　浜野　沙也果　氏
演習「電話相談での“傾聴”の意義とスキル」

講師：川崎医療福祉大学　教授　武井　祐子　氏
講義・演習「電話における対応困難事例『性の電話』」

「電話における対応困難事例『頻回電話』」
講師：ノートルダム清心女子大学　准教授　日下　紀子　氏
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岡山県 生涯学習センターだより
No.
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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

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３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

市町村・公民館支援と調査研究
生涯学習・社会教育よろず相談事業
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。お気軽にお問い合わせください。
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（Zoomによるオンライン相談も可能）
「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

岡山県公民館連合会研修会
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　第44回全国公民館研究集会岡山県大会 兼 第44回中国・四国地区公民館研究集会岡山大会に向け、組織・

体制の充実を図り、企画・運営を推進する。

【第１回研修会】「これからの公民館を考える」　令和３年５月13日（木）　オンラインによる開催
○講義「社会をつなげる公民館へ 

－人生100年、AI、そしてポスト・コロナの時代の社会を考える－」
講師：東京大学大学院教育学研究科　教授　牧野　篤　氏

【第２回研修会】「地域の『夢』を育む公民館活動とは」
令和３年６月29日（火）　オンラインによる開催
○事例発表　西粟倉村あわくら会館、久米南町中央公民館
○演習「地域の『夢』を育む公民館活動を考える」
講師：岡山大学大学院教育学研究科　教授　熊谷　愼之輔　氏

【第３回研修会】「夢をひろげる・夢がひろがるオンライン体験講座」
令和３年７月15日（木）
○演習・体験「Zoomを体験して、ICTの活用を考えよう」
講師：岡山県教育庁生涯学習課社会教育班　指導主事（主幹）　畦田　真介　氏

【第４回研修会】「地域の『夢』を育むための公民館の役割と可能性」
県南：令和３年８月17日（火）　県北：令和３年８月18日（水）

○講義「人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点となる公民館」（仮題）
講師：青山学院大学教育人間科学部教育学科　教授　山本　珠美　氏
○演習「点検！わたしの公民館」

【第５回研修会】「地域の『夢』を育む公民館活動の充実に向けて」
令和４年１月21日（金）予定
○事例発表「地域の『夢』を育むおすすめ講座から学ぶ」
○ワークショップ・情報交換
○第５回「公民館職員が選ぶ！講座アワード」表彰式

社会教育に関するよろずの相談承ります



講座名 実施日

ユニスタ会
7/11
7/22
7/24
7/31
8/ 8

開設機関

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　
・特別名勝岡山後楽園　
・津山郷土博物館
・岡山県生涯学習センター
　人と科学の未来館サイピア

申込み

各ユニスタ会
開催日の
10日前まで

❷「ボランティア・スタート講座」
ボランティア活動に関心はあるが新たな一歩を踏み出
すことができない若い世代を対象に、ボランティア活
動について必要な知識や技能を習得する機会を提供す
ることで、社会の一員としてよりよい社会づくりに積
極的に参画していこうとする人材を育成します。

5/23
6/27
9/26
10/31
12/12

岡山県生涯学習センター
募集は
締め切り
ました

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次年度
令和元年度　　「平成30年度　公民館実態調査」
令和２年度　　「社会教育に関する調査研究　社会教育の視点をもった防災教育実践事例集　　

防災を通じた人づくり・地域づくり」

❶「きっず☆ユニバ」
岡山県内の文化・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・キットを片手に、各施設をキャンパスとして
訪ねて、「ホンモノ」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。

1

2

「証書授与式」（令和２年度 概要） 「生涯学習フォーラム」
〇単位認定者・・・・・・・・24名
〇修了証書授与者・・・・・1名
〇奨励証授与者・・・・・・・1名
令和２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。

講演
・講師　春風亭　昇吉　氏（落語家）
ワークショップ

8 9

交流・連携・体験
京山祭
京山祭は、「岡山県生涯学習センター」で様々な体験ができるイベントです。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
イベントを開催しています。本年度は、日ようび子ども大学in京山祭は、新型コロナウィルスの感染拡大防止の
観点と県内の大学・短期大学を中心としたブースを出展できない状況のため中止となりました。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、多数出展される予定です。お楽しみに。
●令和３年 ６月 ６日（日）「日ようび子ども大学 in 京山祭」　※中止
●令和３年12月12日（日）「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

ぱるボランティア・企画Lab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、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生涯学習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。

学び直し推進事業「学びingぱる教室」
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月と１月は第３、５土曜日、８月は第１、４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。
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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。

本年度は「“協働”を視点とした地域学校協働活動　実践事例集　～学校を核とした地域づくりに向けて～」に
ついて調査研究を行います。県内の地域学校協働活動の先進的な取組を中心に、事例集としてまとめます。

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、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、希望の講座を受講した時点で、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500円です。

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を行います。

本年度は、令和４年２月12日（土）に開催を予定しています。



講座名 実施日
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が子どもたちの学びのキャンパスです。学びのスタ
ート・キットを片手に、各施設をキャンパスとして
訪ねて、「ホンモノ」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。
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「証書授与式」（令和２年度 概要） 「生涯学習フォーラム」
〇単位認定者・・・・・・・・24名
〇修了証書授与者・・・・・1名
〇奨励証授与者・・・・・・・1名
令和２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。

講演
・講師　春風亭　昇吉　氏（落語家）
ワークショップ
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京山祭は、「岡山県生涯学習センター」で様々な体験ができるイベントです。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
イベントを開催しています。本年度は、日ようび子ども大学in京山祭は、新型コロナウィルスの感染拡大防止の
観点と県内の大学・短期大学を中心としたブースを出展できない状況のため中止となりました。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、多数出展される予定です。お楽しみに。
●令和３年 ６月 ６日（日）「日ようび子ども大学 in 京山祭」　※中止
●令和３年12月12日（日）「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

ぱるボランティア・企画Lab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、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生涯学習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。

学び直し推進事業「学びingぱる教室」
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月と１月は第３、５土曜日、８月は第１、４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。
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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。

本年度は「“協働”を視点とした地域学校協働活動　実践事例集　～学校を核とした地域づくりに向けて～」に
ついて調査研究を行います。県内の地域学校協働活動の先進的な取組を中心に、事例集としてまとめます。

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、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、希望の講座を受講した時点で、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500円です。

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を行います。

本年度は、令和４年２月12日（土）に開催を予定しています。



令和２年度作成
プログラム

Step1

園
・
学
校
団
体

人
と
科
学
の
未
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サ
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ピ
ア

※学校団施設利用申込書、学校教育活動に係る利用等申請書はサイピアのHPにてダウンロードできます。
※令和４年度分は、令和３年11月２日９時から受け付けています。

令和３年度分　学校団体利用予約の流れ

検索 クリック

クリック

クリック

① アドレス→ https://www.pal.pref.okayama.jp/1

② 岡山県生涯学習センターのトップページ2

③ 視聴覚教材等の貸出利用方法について3

③ 主な情報提供（関心のある情報をクリック）3

または→ ぱるネット岡山

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

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

Step2

Step3

予約完了

※申込書の原本提出

Step1 学校団体施設利用申込書 を送信。

Step2 予約内容の確認 のご連絡。

ご利用１か月前までに、サイピアへFAX送信。（先着受付）

申込書を確認次第、担当者より電話またはFAXにてご連絡。

Step3 学校教育活動に係る利用等申請書 を送信。

予約完了 学校団体施設利用申込書の原本をサイピアへ提出。
（予約完了後、郵送または当日持参）

サイピアへFAX送信。（減免申請）

●小学校２年　生活
　「うごくおもちゃをつくろう」

●小学校５年　理科
　「わたしたちのくらしと災害」

●小学校６年　家庭　
　「考えよう　これからの生活」
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サイエンスショー風船ふわふわ

学習投影

情報提供・学習相談
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。

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

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。

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
記桃色枠）→「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。

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～
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、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があり、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。

「宇宙」をもっと身近に感じたいあなたへ
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
ためのセミナーなど、各事業の詳細は、生涯学習センターのホームページ等でお知らせします。

学習相談コーナーのご案内　直通電話：086-251-9758
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」の相談も承っています。お気軽にご相談ください。

○学校学習利用の魅力
●学校学習でのご利用は、プラネタリウムや科学ショーが無料
岡山県内に所在する幼稚園、保育園、こども園、小学校、中学校、中等教育
学校、高等学校、特別支援学校等は全額免除の対象になります。
●ハイブリッド・プラネタリウムでの天文学習
約1000万個の星と大迫力のドーム映像を映し出すプラネタリウムは幼児から
高校生向けまで多彩なプログラムが見られます。
●科学に楽しく触れ、体験する科学ショー
科学講師が身の回りにある科学をユーモアあふれる演出で紹介します。
●バスの駐車も無料
先着予約で受付　※駐車台数には限りがあります。
●太陽の丘公園が隣接！昼食場所におすすめ
緑豊かな太陽の丘公園での昼食は大人気、集合写真は恐竜滑り台の前でどうぞ。

※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３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。
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※学校団施設利用申込書、学校教育活動に係る利用等申請書はサイピアのHPにてダウンロードできます。
※令和４年度分は、令和３年11月２日９時から受け付けています。

令和３年度分　学校団体利用予約の流れ

検索 クリック

クリック

クリック

① アドレス→ https://www.pal.pref.okayama.jp/1

② 岡山県生涯学習センターのトップページ2

③ 視聴覚教材等の貸出利用方法について3

③ 主な情報提供（関心のある情報をクリック）3

または→ ぱるネット岡山

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

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

Step2

Step3

予約完了

※申込書の原本提出

Step1 学校団体施設利用申込書 を送信。

Step2 予約内容の確認 のご連絡。

ご利用１か月前までに、サイピアへFAX送信。（先着受付）

申込書を確認次第、担当者より電話またはFAXにてご連絡。

Step3 学校教育活動に係る利用等申請書 を送信。

予約完了 学校団体施設利用申込書の原本をサイピアへ提出。
（予約完了後、郵送または当日持参）

サイピアへFAX送信。（減免申請）

●小学校２年　生活
　「うごくおもちゃをつくろう」

●小学校５年　理科
　「わたしたちのくらしと災害」

●小学校６年　家庭　
　「考えよう　これからの生活」
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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
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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
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ためのセミナーなど、各事業の詳細は、生涯学習センターのホームページ等でお知らせします。

学習相談コーナーのご案内　直通電話：086-251-9758
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」の相談も承っています。お気軽にご相談ください。

○学校学習利用の魅力
●学校学習でのご利用は、プラネタリウムや科学ショーが無料
岡山県内に所在する幼稚園、保育園、こども園、小学校、中学校、中等教育
学校、高等学校、特別支援学校等は全額免除の対象になります。
●ハイブリッド・プラネタリウムでの天文学習
約1000万個の星と大迫力のドーム映像を映し出すプラネタリウムは幼児から
高校生向けまで多彩なプログラムが見られます。
●科学に楽しく触れ、体験する科学ショー
科学講師が身の回りにある科学をユーモアあふれる演出で紹介します。
●バスの駐車も無料
先着予約で受付　※駐車台数には限りがあります。
●太陽の丘公園が隣接！昼食場所におすすめ
緑豊かな太陽の丘公園での昼食は大人気、集合写真は恐竜滑り台の前でどうぞ。

※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３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。



★1回目

★2回目

★3回目

★4回目

★5回目

9：30

11：00

13：00

10：00（一般投影）

11：30（一般投影）

13：00（一般投影）

14：30（一般投影）

16：00（一般投影）

10：00（一般投影）

11：30（一般投影）

13：00（一般投影）

14：30（一般投影）

11：30

14：00

16：00

（1～3月）

（4～12月）

平日
土曜日 日曜・祝日及び

学校の長期休業期間園・学校 一般投影

所長あいさつ ………………………………………………………… 2
指導者の養成と研修……………………………………………2～6
生涯学習・社会教育関係職員研修講座　初任者研修
みんな集まれ！社会教育宿泊研修
社会教育実践専門講座
若者発！まちプロ
現代的課題の解決に向けた研修プログラム開発講座
地域学校協働活動推進員等レベルアップ講座
親育ち応援学習リーダースキルアップ講座
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
子どもほっとライン相談員養成講座

市町村・公民館支援と調査研究 ………………………… 7
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
調査研究

岡山県生涯学習大学
（のびのびキャンパス岡山）の開設 …………………8～9

主催講座
連携講座
生涯学習の集い

交流・連携・体験 ………………………………………………… 9
京山祭
ぱるボランティア・企画Lab募集
学び直し推進事業「学びingぱる教室」

情報提供・学習相談………………………………………………10
企業発！みらプロ
生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」
視聴覚ライブラリーのご案内
学習相談コーナーのご案内

科学教育の普及・推進 …………………………………………11
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」
「宇宙」をもっと身近に感じたいあなたへ

人と科学の未来館サイピア …………………………………12
お知らせ（プラネタリウム情報等）

交通案内　アクセスMAP ……………………………………12

生涯学習センター
だより◆全天周映像番組 （約40分間、星空ミニ解説付き）

「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道」
宮沢賢治の世界を再現したテーマパーク、イーハトーブワールドの銀河鉄

道列車に乗る事になったコナンたち少年探偵団と蘭、園子。幻想的な星空の
世界を満喫していると突然、キッドからの予告状が届く。繰り広げられる、
キッドとのお宝争奪戦！しかしそこには思いもしない罠が仕掛けられていた。
あの大人気アニメのプラネタリウム版最新作がついに登場！

◆全天周映像番組 （約30分間、本編のみ）
「しまじろうと ながれぼしのねがいごと」
ガオガオさんと公園に天の川を観察しに来た、しまじろう、みみりん、とりっぴい、にゃっきい。満天の星空に流れ星を見つけて喜ぶ４人。そこに

彗星の妖精セセが助けを求めてやってきます。どうやら双子のお兄さんススが小惑星に挟まって困っているようです。彗星は流れ星を見せてくれる
大切な存在です。このままでは流れ星が見られません。しまじろうたちは、無事ススを救い、流れ星に願い事をすることはできるのでしょうか？

◆全天周映像番組 （約35分間、星空ミニ解説付き／約40分間、本編のみ）
「ダイナソーＤＸ　パタゴニア・巨大恐竜の謎」
世界で最も古い恐竜が発見され、恐竜発祥の地と呼ばれる南米アルゼンチン。そこからさらに南に下ったパタゴニアには、史上最大の恐竜アル

ゼンチノサウルスが棲んでいました。全長がシロナガスクジラをも超える彼らを狙うのは、史上最大級の肉食恐竜ギガノトサウルス！最も大きな
恐竜たちの戦いにはどんな物語が隠されているのでしょうか？独自の進化を遂げ、未だ謎に包まれるパタゴニアの大地。さあ、秘密を解き明かす
冒険の旅へ出発しましょう！

◆星空解説 「ほしぞらタイム」（約40分間）
今夜見える星や星座の見つけ方をサイピア星空解説員の生解説でご紹介します。テーマが季節によって変わるので何度でも楽しめます。

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
星に出合える「星空解説」があります。

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

国道53号

●岡山武道館

総合グラウンド
リーセント
カルチャー
ホテル
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岡山大学
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至津山市

伊島小学校
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岡山工業高校
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西税務署●

岡山済生会●
外来センター病院　
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●病院国道180号

奉還町商店街

池田動物園
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岡
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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

交 通 案 内 　アクセス MAP 開所時間

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

休所日

●総合案内（施設・視聴覚教材等予約）
Tel 086-251-9788　fax 086-251-9781
●総務課
Tel 086-251-9750
Fax 086-251-9757
●振興課
Tel 086-251-9751

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

お問い合わせ

車 ・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
バス ・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）
徒歩 ・JR岡山駅運動公園口（西口）から約25分（1.7km）

※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。

検　索岡山県生涯学習センター発行
〒700-0016　岡山市北区伊島町三丁目１番１号
https://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise/

ぱるネット岡山

R2.10.8 地域学校協働活動推進員等レベルアップ講座 R2.11.27 社会教育実践専門講座 2日目

R2.8.9 きっず☆ユニバ 「ユニスタ会④」 R2.10.8 企業発！みらプロ （おもちゃ王国 × 玉野市立田井小学校）

岡山県人と科学の未来館サイピア　URL:http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

人と科学の未来館サイピア
http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

岡山県生涯学習センター
https://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise/
E-mail syogaise@pref.okayama.jp

サイピィマナビィ

岡山県生涯学習センター

この中が
プラネタリウムに
なっています☆

▲全席自由席・ペアシートもあります ※内容は時間によって異なります。詳しくはサイピアHPでご確認ください。

▼プラネタリウム投影スケジュール

サイピィ
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