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ぱるネット岡山では、講座の最新情報を詳しく

掲載しています。受講案内をご覧になった後

は、「ぱるネット岡山」で検索をお願いします。

検索ぱるネット岡山

講座
を

探そ
う

受講案内は、県内の全ての公民館、図書館、

教育委員会、連携講座実施機関にて無料配

布しています。6月、10月に発行しています。

『岡山県生涯学習大学』とは
「岡山県生涯学習大学(愛称：のびのびキャンパス岡山）」は、県民の方々が

自分に適した学習内容を選択できるよう、県内各地で開催されている様々

な講座を体系化し、学習機会を提供しています。

講座には主催講座と連携講座があります。

受講するには？

受講を希望される県民の方ならどなたでも受講
していただけます！
入学試験や年齢制限などはありません。
主催講座と連携講座がありますが、それぞれの
開設機関へ直接申し込んでください。

受講したらどうなるの？

この「受講案内」で探す

「ぱるネット岡山」で探す

受講累計時間によって単位が認定され、
取得した単位数によって認定証書が授与
されます。

©岡山県「ももっち」

©岡山県「うらっち」



◇岡山県生涯学習センターが開設している講座です。今年度は、次の２講座を予定して
います。

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
・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

内 容

岡山県内の文化・社会教育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。

①①意意欲欲をを高高めめるる「「ススタターートト・・キキッットト」」
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！
②②学学びび方方をを知知るるははじじままりり「「ユユニニススタタ会会」」
「人と科学の未来館サイピア」にて、スタッフが施設での学び方をサポート！
③③｢｢ホホンンモモノノ｣｣とと出出合合ええるる「「ききっっずず☆☆ユユニニ日日」」
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！
④④連連携携施施設設にによよるるススペペシシャャルルココララボボイイベベンントト「「ススペペシシャャルル☆☆ユユニニ日日」」
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！

申込等

◎ユニスタ会開催日77//２２((土土))・・77//１１６６((土土))・・77//１１８８((月月・・祝祝))・・77//２２４４
((日日))・・88//６６((土土))のうち、都合のよい日を選んでお申込みください。申込方法
については、生涯学習センターのＨＰ、きっず☆ユニバのチラシに掲載しま
す。
◎受講決定者には、決定の旨をメールにて連絡します。

◎受講料（５５００００円円）は、講座初日に集金します。受講料以外に教材費等が
必要になる場合があります。

講座名 ボランティア・スタート講座
高校生、大学生、３０歳まで
の社会人

開設機関 岡山県生涯学習センター

内 容

ボランティアの意義、心得、必要なコミュニケーション力についての講義・
演習や、ボランティアの実践を通して、ボランティアに取り組む楽しさや、
やりがいを実感するとともに、主体的にボランティア活動に取り組もうとす
る若者を育成します。

対象 ：

※「ボランティア・スタート講座」の募集は締め切りました。

問問合合せせににつつききままししててはは、、事事務務局局（（ＰＰ．．１１７７にに記記載載））ににおお願願いいししまますす。。

主主催催講講座座でで学学ぼぼうう
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◇各開設機関が実施している講座のうち、連携講座として協力していただいている講座

です。

・講座情報については、「「受受講講案案内内」」または「「ぱぱるるネネッットト岡岡山山」」に掲載しています。

・連携講座の申込みは、各開設機関に直接お申し込みください。

・「ぱるネット岡山」には、最新情報はもちろんのこと、より詳細な内容（申込方法、

申込期間、受講料等）が掲載されておりますので、ぜひご活用ください。

◇このほかにも、年間を通じて次の講座が連携講座として登録されています。

○○得得すするる街街ののゼゼミミナナーールル（（iinn  岡岡山山市市北北・・iinn  表表町町））

・Ｐ．１４をご覧ください。

○○吉吉備備創創生生カカレレッッジジ

・Ｐ．1１、1２「連携講座一覧」をご覧ください。

◇次の講座を受講されても、「岡山県生涯学習大学」の単位として認められます。

○○山山陽陽新新聞聞カカルルチチャャーーププララザザ

・開設場所・問合せ先

・開設期間：週１回で6ヶ月２２回が原則（回数の異なる講座もあります。）

・単位取得：シール対応（１時間の受講でシール１枚を取得）

※各教室の講座はホームページでご覧になれます。

https://santa.sanyo.oni.co.jp/culture/

本部教室 （086）803－8017 岡山天満屋教室 （086）231－7701

倉敷教室 （086）424－2772 倉敷中庄教室 （086）464－4322

児島教室 （086）473－0023 アルネ津山教室 （0868）31－3403

西大寺教室 （086）238－9161

連連携携講講座座でで学学ぼぼうう

＜年間スケジュール＞

4月 1日 受講案内〈速報版〉発行（4・5月開講分掲載）※生涯学習センターのみで配架

6月 1日 受講案内〈前期版〉発行（6月～9月開講分掲載）

10月 1日 受講案内〈後期版〉発行（10月～3月開講分掲載）

12月23日 「のびキャンシート」提出期限

2月 「生涯学習の集い（証書授与式）」、単位認定
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シシーールルをを集集めめよようう！！

連携講座を受講すると、

講座会場で「ののびびキキャャンンシシーールル」がもらえるよ。

１時間の受講ごとにシールを受け取ろう！

のびキャンシール

集めたシールは、のびキャンシートに貼ってね。

のびキャンシートは講座会場で受け取れます。

シールを１０枚集めたら、生涯学習大学事務局に

提出（令令和和４４年年１１２２月月２２３３日日（（金金））必着）して、
生涯学習大学の単位を受け取ろう。

提出先は、ＰＰ．．１１７７をご覧ください。

「主催携座」は、シールではなく出席率で単位が認定されます。

・「きっず☆ユニバ」… ５施設以上の訪問で１単位

・「ボランティア・スタート講座」… ２０時間中、１４時間以上

の受講で１単位

○○単単位位認認定定証証書書ををももららおおうう！！
希望者には２月の「生涯学習の集い」で、単位認定証書が授与されます。認定

された単位数によって、修了証書（３０単位）や奨励証が授与されます。

まずは１単位！ ３０単位集めると！ ４０単位、５０単位…

Ⓒ岡山県「うらっち」

Ⓒ岡山県「ももっち」
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令令和和４４年年度度＜＜前前期期＞＞　　連連携携講講座座一一覧覧
※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

1

報告会
「大地からの便り 2022」

2022/7/2
13時～16時

岡山県立美術館
〒700-0814
岡山県岡山市北区天神町
8-48
電話：086-225-4800

2

夏休み企画☆ワクワク古代
体験！

2022/7/26～2022/7/29
10時～16時

岡山県生涯学習セン
ター・人と科学の未来館
サイピア
〒700-0016
岡山県岡山市北区伊島町
3-1-1
電話：086-251-9750

3

吉備の考古学講座
第1回

2022/8/20
13時30分～15時

4

吉備の考古学講座
第2回

2022/9/17
13時30分～15時

5

岡山県立記録資料館
うらばなし（展示解説）

2022/4/16、5/14、
8/27、10/22
13時30分～15時
※各回単独受講可

6

岡山県立記録資料館
きろくる岡山ゼミナール

2022/9/3、10/1、11/5、
12/3、2023/1/14
13時30分～15時
※各回単独受講可

7

岡山県立記録資料館
アーカイブズウイーク記念
講演会

2022/6/4
13時30分～15時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館　き
らめきプラザ
（4階 401会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-
13-1
電話：086-222-7838

8

コロナ禍の次の世代に求め
られる子どもたちの学力と
は：PISA(生徒の学習到達度
調査)で求められる資質・能
力の分析から

2022/6/18
13時30分～15時

岡山県立図書館
（2階 多目的ホール）
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内
2-6-30
電話：086-224-1286

岡山県立図書館
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
6-30
電話：086-224-1286
FAX:086-224-1208

9

消費生活講座
「災害におけるお金の備え
～支援制度や保険の知識を
学ぼう～」

2022/9/16
13時30分～15時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館　き
らめきプラザ
（3階 301会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-
13-1
電話：086-226-1019

岡山県消費生活センター
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：086-226-1019
FAX:086-227-3715
E-mail:
syohi@pref.okayama.lg.jp

岡山県古代吉備文化財セン
ター
〒701-0136
岡山県岡山市北区西花尻
1325-3
電話：086-293-3211
FAX:086-293-0142

岡山県立図書館
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内
2-6-30
電話：086-224-1286

岡山県立記録資料館
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：086-222-7838
FAX:086-222-7842
E-mail:
kirokushiryokan@pref.okay
ama.lg.jp

岡山県立記録資料館
（研修室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-
13-1
電話：086-222-7838
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※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

10

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「ササユリの咲くとこどん
なとこ」

2022/6/5
10時～12時

岡山県自然保護センター
（郷の茶屋付近集合）
〒709-0524
岡山県和気郡和気町田賀
730
電話：0869-88-1190

11

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「日本一小さなとんぼハッ
チョウトンボ」

2022/6/19
10時～12時

12

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「夏といえばセミでしょ
う」

2022/7/31
10時～12時

13

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「探してみよう　夏のきの
こ」

2022/8/7
10時～12時

14

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「教授が教えるサギソウと
湿原の草花」

2022/8/14
10時～12時

15

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「秋の花の彩り」

2022/9/4
10時～12時

16

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「チョウ博士になろう」

2022/9/11
10時～12時

17

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「赤とんぼを探そう」

2022/9/25
10時～12時

18

健康づくり栄養講座6月
ヘルシー中華料理

2022/6/17、6/22
10時30分～13時

19

健康づくり栄養講座8月
夏を涼しく旬のおばんさい

2022/8/19、8/24
10時30分～13時

20

初心者のための栄養講座7月
なすのアラビアータ

2022/7/16
10時30分～13時

21

初心者のための栄養講座9月
ビビンバ

2022/9/17
10時30分～13時

22

子育て講演会
内村周子氏「内村家流 子ど
ものやる気の伸ばし方―子
どもはみんな一生懸命―」

2022/6/5
13時30分～15時

倉敷市玉島市民交流セン
ター
（湊ホール）
〒713-8121
岡山県倉敷市玉島阿賀崎
1-10-1
電話：086-526-1400

倉敷市玉島市民交流セン
ター
〒713-8121
岡山県倉敷市玉島阿賀崎1-
10-1
電話：086-526-1400
FAX:086-526-1407
E-mail:ticket-
info@tamashima-cec.jp

岡山県自然保護センター
〒709-0524
岡山県和気郡和気町田賀730
電話：0869-88-1190
FAX:0869-88-1195

岡山県自然保護センター
〒709-0524
岡山県和気郡和気町田賀
730
電話：0869-88-1190

岡山県南部健康づくりセ
ンター
〒700-0952
岡山県岡山市北区平田
408-1
電話：086-246-6250

岡山県南部健康づくりセン
ター
〒700-0952
岡山県岡山市北区平田408-1
電話：086-246-6250
FAX:086-246-6330

- 5 -



※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

23

ホルモンのはたらき
―成長と破壊，再構築への
ホルモンの関与―

2022/8/20
13時30分～15時20分

放送大学岡山学習セン
ター
（岡山大学津島キャンパ
ス内）
〒700-0082
岡山県岡山市北区津島中
3-1-1
電話：086-254-9240

24

日本の近現代史をふり返る
4
―木宮正史『日韓関係史』
を読む―

2022/4/9、5/14、6/11、
7/9、8/6、9/3
13時30分～15時

津山市立図書館
（アルネ津山4階）
〒708-8520
岡山県津山市新魚町17
電話：0868-24-2919

25

木工講座：ウッドターニン
グの基礎

2022/9/3、9/4、9/10、
9/11、9/17、9/18
13時～16時

岡山大学
（津島キャンパス 教育
学部東棟1階1101）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
3-1-1
電話：086-251-7585

岡山大学　教育学系事務部
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-251-7585
E-mail:kazuyama@okayama-
u.ac.jp

26

育てて食べよう美味しい夏
野菜
―家庭菜園のツボ2022―

2022/4/14、4/21、
4/28、5/6、5/12、
5/19、5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、
7/7、7/14、7/21、
7/28、8/4、8/18、
8/25、9/1
15時～16時30分
※第1回～第3回および第
19回は14時～16時30分

岡山大学
（農学部附属山陽圏
フィールド科学センター
岡山農場）
〒700-0084
岡山県岡山市北区津島桑
の木町1-62
電話：086-251-8811

27

廃棄物研究アラカルト 2022/6/11
10時～16時

オンラインによる開催
※Zoomを使用

28

牛について知ろう
―牧場で学ぶ畜産―

2022/7/30
9時30分～12時

岡山大学
（農学部附属山陽圏
フィールド科学センター
津高牧場）
〒701-1131
岡山県岡山市北区日応寺
1321-31
電話：086-294-2074

29

果物の熟度について考えて
みよう
―ブドウの物理量計測実験
―

2022/8/23
13時～16時

岡山大学
（農学部附属山陽圏
フィールド科学センター
果樹園・実習室）
〒700-0084
岡山県岡山市北区津島桑
の木町1-62
電話：086-251-8811

30

平面幾何から現代数学へ 2022/8/27
10時～12時15分

岡山大学
（津島キャンパス 理学
部2号館4階9講義室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
3-1-1
電話：086-251-8811

放送大学岡山学習センター
〒700-0082
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-254-9240
FAX:086-254-9286
E-mail:
okayama-sc@ouj.ac.jp

岡山大学　自然系研究科等
総務課総務グループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-251-8811
E-mail:
kikaku@adm.okayama-
u.ac.jp
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番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

31

東アジア経済の今昔 2022/6/18
13時30分～15時30分

32

調停制度発足100周年：その
歴史と概要

2022/7/2
13時30分～15時

33

岡山大学
スポーツ講座【第3回】

2022/6/22
18時30分～20時

34

岡山大学
スポーツ講座【第4回】

2022/7/20
18時30分～20時

35

「入れ歯マイスター」養成
講座

2022/6/7、7/5、8/2、
9/6、10/4
18時10分～19時30分

岡山大学
（鹿田キャンパス 鹿田
会館（旧生化学棟）2階
講堂）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町
2-5-1
電話：086-235-6605

36

岡山健康講座2022
－やさしい保健と健康の話
－

2022/8/17、8/25、
8/31、9/8、9/15
14時～15時30分
※8/31(水）は15時～16
時30分

岡山大学
（鹿田キャンパスJホー
ル）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町
2-5-1
電話：086-235-6605

37

摂食・嚥下リハビリテー
ション従事者研修会初級
コース

2022/4/13、4/27、
5/11、5/18、6/1、6/8、
6/15、6/22、7/6
19時～20時

オンラインによる開催
※Zoomを使用

38

岡山大学摂食・嚥下障害研
究会～食支援ネットワーク
～

2022/5/12、7/14、9/8、
11/10、2023/1/12、3/9
19時～20時

オンラインによる開催
※Zoomを使用
※対面開催になる可能性
あり

39

高校生のための夏休み
メディカルスクール2022

2022/8/2
14時～16時30分

オンラインによる開催
※Zoomを使用

岡山大学　医療教育セン
ター
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
電話：086-235-6597

40

医学部保健学科市民講座
コロナウィルス感染症を
もっと知ろう
―看護・放射線・検査―
※オンラインでも受講可

2022/7/30
15時～17時

岡山大学
（鹿田キャンパスマス
カットキューブ）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町
2-5-1
電話：086-235-6830

岡山大学大学院　保健学研
究科
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
電話：086-235-6830
E-mail:fhs-
dean@cc.okayama-u.ac.jp

岡山大学
（津島キャンパス 文化
科学系総合研究棟2階共
同研究室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
3-1-1
電話：086-251-7345

岡山大学　社会文化科学研
究科等事務部庶務担当
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-251-7345
E-mail:bunnkei-
koukai@adm.okayama-
u.ac.jp

岡山大学
（津島キャンパス 一般
教育棟E棟1階E11教室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
2-1-1
電話：086-251-7181

岡山大学　教育推進機構
スポーツ支援室
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中2-
1-1
電話：086-251-7181
E-mail:isec@cc.okayama-
u.ac.jp

岡山大学　医歯薬学総合研
究科等総務課総務担当
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
電話：086-235-6605

岡山大学病院スペシャル
ニーズ歯科センター
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
電話：086-235-6823
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※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

41

中国学園図書館
高齢者福祉の動向を考える
―社会保障と税の一体改革
を中心に―

2022/6/23
15時～16時30分

中国学園
（図書館）
〒701-0197
岡山県岡山市北区庭瀬83
電話：086-293-2874

中国学園図書館
〒701-0197
岡山県岡山市北区庭瀬83
電話：086-293-2874
FAX:086-293-1049
E-mail:clabo@cjc.ac.jp

42

『イエスの生涯』で聖書を
読む

2022/7/7、8/4、9/1
14時45分～16時15分

43

沈黙から希望へ～グリーフ
ケアの人間学：第1回
悲しみとともにどう生きる
か

2022/7/9
13時～14時30分

44

沈黙から希望へ～グリーフ
ケアの人間学：第2回
悲しみを防ぐ～グリーフが
祈りになるとき

2022/7/23
13時～14時30分

45

静止画が動く
―絵巻物の表現の可能性―

2022/6/4
10時～11時30分

46

平安貴族は「走る」のか
―「動きのことば」の日本
語史―

2022/6/11
10時～11時30分

47

肖像の表現史
―初代岡山藩主池田光政を
中心に―

2022/6/18
10時～11時30分

48

運動の哲学入門 2022/6/25
10時～11時30分

49

『源氏物語』の本文の動き
と表現世界

2022/7/2
10時～11時30分

50

動いて確認　進化の歴史 2022/7/9
10時～11時30分

就実大学・就実短期大学
（体育館（予定））
〒703-8516
岡山県岡山市中区西川原
1-6-1
電話：086-271-8111

51

川崎医療福祉大学
第2回公開講座
「世界に一つだけのピクト
さんをつくろう」

2022/7/30
10時～12時

川崎医療福祉大学
(本館棟 3356教室)
〒701-0193
岡山県倉敷市松島288
電話：086-462-1111

川崎医療福祉大学　公開講
座係
〒701-0193
岡山県倉敷市松島288
電話：086-462-1111
FAX:086-462-1193
E-mail:
k_kouza@mw.kawasaki-
m.ac.jp

52

四季と自然を楽しむ会 2022/4/14、5/12、6/9、
7/14、8/11、9/8、
10/13、11/10、12/8、
2023/1/12、2/9、3/9
9時30分～11時30分

岡山市半田山植物園
〒700-0004
岡山県岡山市北区法界院
3-1
電話：086-252-4183

公益財団法人  岡山市公園
協会
〒702-8025
岡山県岡山市南区浦安西町
148-1
電話：086-262-9588
FAX:086-262-9589

就実大学・就実短期大学
（Ｓ館 101教室）
〒703-8516
岡山県岡山市中区西川原
1-6-1
電話：086-271-8111

就実大学・就実短期大学
総務課
〒703-8516
岡山県岡山市中区西川原1-
6-1
電話：086-271-8111
FAX:086-271-8222
E-mail:
soumu@shujitsu.ac.jp

ノートルダム清心女子大
学
（ヨゼフホールＡ棟教室
棟）
〒700-8516
岡山県岡山市北区伊福町
2-16-9
電話：086-252-7045

ノートルダム清心女子大学
生涯学習センター事務室
〒700-8516
岡山県岡山市北区伊福町2-
16-9
電話：086-252-7045
FAX:086-252-7044
E-mail:
opc@post.ndsu.ac.jp
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※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

53

令和4年度「閑谷論語塾」 2022/4/16、5/7、5/21、
6/4、6/18、7/2、7/16、
8/6、9/3、9/17、10/1、
10/15、11/19、12/3、
2023/2/4
13時30分～14時30分

特別史跡旧閑谷学校
〒705-0036
岡山県備前市閑谷784
電話：0869-67-1436

公益財団法人　特別史跡旧
閑谷学校顕彰保存会
〒705-0036
岡山県備前市閑谷784
電話：0869-67-1436
FAX:0869-67-1436
E-mail:
hozonki@shizutani.jp

54

心の健康事業　こころのセ
ミナー「実践！自分ででき
るリラクゼーション技法
―心と体のリラックス―」

2022/7/24
13時30分～15時30分

玉野産業振興ビル
（3階 展示会議室）
〒706-0002
岡山県玉野市築港1-1-3
電話：0863-33-5000

一般財団法人　玉野産業振
興公社
〒706-0002
岡山県玉野市築港1-1-3
電話：0863-33-5000
FAX:0863-33-5001
E-mail:info@tamanosc.jp

55

生涯現役ワクワク大学
やさしいかな書道教室

2022/6/9
13時30分～15時

56

生涯現役ワクワク大学
みんなの知らないアメリカ
～ハリウッドの生活などか
ら～

2022/7/14
13時30分～15時

57

生涯現役ワクワク大学
いい顔、いい声、いい人生
～魅力的な声に変身するボ
イストレーニング～

2022/8/4
13時30分～15時

58

生涯現役ワクワク大学
太極拳健康法～ステップ2～

2022/9/11
13時30分～15時

59

親子ワークショップ 2022/6/5
10時～11時30分

BRANCH岡山北長瀬
(HASHTAG岡山)
〒700-0962
岡山県岡山市北区北長瀬
表町2-17-80
電話：086-236-7458

60

脳から考える
ことばの育て方

2022/6/12
10時～11時30分

61

７ｶ国語で話そう講演会
(6/25開催)

2022/6/25
10時～11時30分

62

７ｶ国語で話そう講演会
(7/24開催)

2022/7/24
10時～11時30分

63

第32期　岡山市民文化大学
講演会

2022/2/19、3/21、
4/23、5/28、6/25、
7/18、8/20、9/17、
10/15、11/27
14時～15時30分

岡山シンフォニーホール
（大ホール）
〒700-0822
岡山県岡山市北区表町1-
5-1
電話：086-234-2001

岡山市民文化大学　事務局
〒703-8256
岡山県岡山市中区浜1-8-22
電話：086-270-7703
FAX:086-270-5527
E-mail:
bundai@hallo21.co.jp

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館　き
らめきプラザ
（2階 会議室または研修
室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-231-0532

一般社団法人　健康生きが
いづくりおかやま
〒701-1152
岡山県岡山市北区津高217-8
電話：080-4552-1469
E-mail:
ikigai.kensei@gmail.com

ヒッポファミリークラブ岡
山
〒700-0975
岡山県岡山市北区今7-4-21
電話：0120-557-761（西日
本）
090-1683-0797（畑島）
E-mail:info@hfcw.jpオンラインによる開催

※Zoomを使用
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番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

64

いきいきライフ講座
「SDGsってなーに」

2022/6/18
13時30分～15時

65

いきいきライフ講座
「あのハーバードが驚く7分
間の奇跡」

2022/7/16
13時30分～15時

66

いきいきライフ講座
「愛を謡う『この夫・この
妻』なればこそ」

2022/8/20
13時30分～15時30分

67

いきいきライフ講座
「セカンドライフを彩り豊
かに」

2022/9/17
13時30分～15時

68

ＮＰＯ法人マザーリーフ
コラージュ心理研究会

2022/4/16、5/21、
6/18、7/16、9/17、
10/15、11/19、12/17、
2023/1/21、2/18、3/18
10時～12時

ＮＰＯ法人マザーリーフ
（担当：川﨑）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：090-2005-3501
E-mail:
6ek5x4@bma.biglobe.ne.jp

69

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
新　自分を活かし他人も活
かす「内観道的」心の講座
基礎講座Ⅰ

2022/6/25、7/23、
8/27、9/24、10/22、
11/26、2023/1/28、2/25
10時～11時30分

70

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
新　自分を活かし他人も活
かす「内観道的」心の講座
基礎講座Ⅱ

2022/6/25、7/23、
8/27、9/24、10/22、
11/26、2023/1/28、2/25
13時～15時

71

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
絵本内観心理講座

2022/4/9、5/14、6/11、
7/9、9/10、10/8、
11/12、12/10
13時～14時30分
※新型コロナウイルス感
染拡大状況等によって、
開催日の変更あり

カタリナカウンセリング研
究会（担当：大林）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：080-6328-6366
FAX:086-297-5974
E-mail:
katarina@tea.ocn.ne.jp

72

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
内観コラージュ講座

2022/4/30、7/30、10/29
10時～12時

カタリナカウンセリング研
究会（担当：桝本）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：090-8249-0955
FAX:086-297-5974
E-mail:
katarina@tea.ocn.ne.jp

ＮＰＯ法人マザーリーフ
（担当：光岡）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：090-4692-7197
FAX:086-297-5974
E-mail:
katarina@tea.ocn.ne.jp

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館　き
らめきプラザ
（701会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-227-2666

岡山生涯学習インストラク
ター協会
〒713-8125
岡山県倉敷市玉島勇崎276
電話：090-4574-3692
FAX:086-522-4078
E-mail:
chariy55@hi.enjoy.ne.jp

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館　き
らめきプラザ
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-227-2666

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館　き
らめきプラザ
（2階 会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-
13-1
電話：086-231-0532

～ 10 ～
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73

マインドフルネス瞑想講座
（全6回）

2022/5/14、6/4、7/2、
9/3、10/1、11/5
10時～12時

東山公園集会所
〒703-8277
岡山県岡山市中区御成町
15-26

ＮＰＯ法人岡山きのこ・
あったか会
〒703-8275
岡山県岡山市中区門田屋敷
1-3-21
電話：090-4101-3550
E-mail:
okayama_kinoko_attakakai@
yahoo.co.jp

74

吉備創生カレッジ
古来の智恵と脳の知識
吉備国際大学

2022/6/3
15時30分～17時

75

吉備創生カレッジ
ジェンダー統計
山陽学園大学

2022/6/10
15時30分～17時

76

吉備創生カレッジ
古代中国の皇帝支配
就実大学

2022/6/20
15時30分～17時

77

吉備創生カレッジ
熱エネルギーの蓄熱と熱輸
送
岡山県立大学

2022/6/21
15時30分～17時

78

吉備創生カレッジ
がん生物学
川崎医科大学

2022/6/22
15時30分～17時

79

吉備創生カレッジ
管理栄養士による『食』講
座
岡山学院大学

2022/6/25
15時30分～17時

80

吉備創生カレッジ
生命科学と人間
川崎医科大学

2022/8/4
10時～11時30分

81

吉備創生カレッジ
古代アメリカへの旅
岡山県立大学

2022/8/5
18時30分～20時

82

吉備創生カレッジ
身体と口を一緒に元気に保
つ
吉備国際大学

2022/8/22
10時～11時30分

83

吉備創生カレッジ
盲人は彫刻をつくり得る
か？
倉敷芸術科学大学

2022/8/24
18時30分～20時

84

吉備創生カレッジ
貨幣の使い方、使われ方
環太平洋大学

2022/8/25
15時30分～17時

85

吉備創生カレッジ
近代日本の政治家
ノートルダム清心女子大学

2022/8/26
15時30分～17時

山陽新聞社本社ビル
（山陽新聞社本社ビル6
階）
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-
1-1
電話：086-803-8018

山陽新聞社（吉備創生カ
レッジ事務局）
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-1-1
電話：086-803-8018
FAX:086-803-8117
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※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

86

吉備創生カレッジ
コツコツと骨を鍛えて健康
に
環太平洋大学

2022/8/27
15時30分～17時

87

吉備創生カレッジ
生涯発達のための心理学
くらしき作陽大学

2022/9/2
15時30分～17時

88

吉備創生カレッジ
岡山県出土人骨の考古学
岡山理科大学

2022/9/3
10時～11時30分

89

吉備創生カレッジ
小さな発見と意識向上
岡山短期大学

2022/9/6
15時30分～17時

90

吉備創生カレッジ
ニュージーランド保育学
環太平洋大学

2022/9/9
18時30分～20時

91

吉備創生カレッジ
ミュージカルの世界
美作大学

2022/9/11
15時30分～17時

92

吉備創生カレッジ
中国の散文１（論語と老
荘）
岡山理科大学

2022/9/17
10時～11時30分

93

吉備創生カレッジ
データサイエンス入門
美作大学

2022/9/24
18時30分～20時

94

吉備創生カレッジ
トリチウム水って危ない
の？
岡山大学

2022/9/29
18時30分～20時

95

吉備創生カレッジ
岡山からの旅―人物と歴史
―
岡山商科大学

2022/9/30
18時30分～20時

96

「男おひとりさま料理カン
タン教室」

2022/9/9、9/21、
10/14、10/28、11/10、
11/22、12/9、
2023/1/13、2/10
13時30分～17時
※9/9、12/9のみ13時ス
タート

ライフパーク倉敷
（調理実習室）
〒712-8046
岡山県倉敷市福田町古新
田940
電話：086-454-0011

シニア世代のサバイバル男
料理の会
電話：090-6600-4607
E-mail:
survotoko@yahoo.co.jp

山陽新聞社本社ビル
（山陽新聞社本社ビル6
階）
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-
1-1
電話：086-803-8018

山陽新聞社（吉備創生カ
レッジ事務局）
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-1-1
電話：086-803-8018
FAX:086-803-8117
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※開催の有無、詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

97

ネットにチャレンジ
●箭田教室
※オンラインでも受講可

2022/4/6、5/4、6/1、
7/6、8/3、9/7、10/5、
11/2、12/7、12/21、
2023/2/1、3/1
13時30分～15時

真備町公民館箭田分館
（集会室）
〒710-1301
岡山県倉敷市真備町箭田
1684
電話：086-698-2979

98

ITクラブまび・夜の部　パ
ソコンスマホタブレット教
室

2022/4/7、5/5、6/2、
7/7、8/4、9/1、10/6、
11/3、12/1、2023/1/5、
2/2、3/2
18時～21時

99

木曜クラブ
◆ZOOM雑談会

2022/4/21、5/19、
6/16、7/21、8/18、
9/15、10/20、11/17、
12/15、2023/1/19、
2/16、3/16
19時～21時

學舎まび
電話：090-3639-0993
E-mail:
gakushamabi@gmail.com

オンラインによる開催
※Zoomを使用

（まず真備町公民館箭田
分館にお越しいただき、
Zoomの使い方について学
習していただいた後、自
宅からオンラインで参加
していただきます）

真備町公民館箭田分館
（集会室）
〒710-1301
岡山県倉敷市真備町箭田
1684
電話：086-698-2979
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岡岡山山県県生生涯涯学学習習大大学学のの連連携携講講座座「「ままちちゼゼミミ」」をを２２ヵヵ所所紹紹介介ししまますす！！

表町商店街エリア一帯の専門店が皆様の生活に役立つちょっとした
“知恵”や“コツ”をわかりやすく、楽しく、そして無料（一部、材
料費を頂戴する講座もあります）で伝授する少人数制のゼミナールで
す。60分程度でわかりやすく、気軽に参加していただけます。
お店からの販売・勧誘は一切ありません。安心して受講してくださ
い。

○開催場所 岡山市表町商店街エリア一帯
○開催期間 秋期：10月～11月頃（予定）

春期：４月～５月頃（予定）

○申込方法
受けたいゼミのお店へ直接お電話でお申し込みください。
店舗では、従業員のマスク着用・消毒液の設置など、万全の状
態で準備しておりますので、安心してお申し込みください。

Ⓒ岡山県「ももっち」

Ⓒ岡山県「うらっち」

表町のWEBはこちら！

両まちゼミとも、参加店舗、講座内容が決まり次第、岡山県生涯学習センターのホームページに掲載いたします。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、情勢によっては中止となる場合もございますので、開催の

有無についてはWEBサイトの方でご確認ください。

○開催場所 岡山市北区一宮・津高・御津・建部 地域

岡山市東区上道 地域（（岡岡山山北北商商工工会会エエリリアア））
○開催期間 子ども向け：７月～８月頃（予定）

一 般 向 け：１０月～1１月頃（予定）

岡山北商工会の
WEBはこちら！

ＱＲコード

ＱＲコード

子子どどもも向向けけゼゼミミナナーールルはは夏夏休休みみシシーーズズンンにに開開催催ししまますす！！
面面白白いい体体験験、、おおいいししいい体体験験ががいいっっぱぱいい！！
親親子子でで楽楽ししいい思思いい出出ををつつくくりりままししょょうう！！
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オンラインの連携講座を受講した場合は、「のびキャンシール」を
生涯学習大学事務局でお渡しします。シールの受け取り方は、次の
１～３のとおりです。

１１．．「「学学びびのの記記録録」」をを提提出出ししててくくだだささいい。。

講座の受講後、「学びの記録」（下記）を記入し、受講後10日以内に、岡山県生涯
学習大学事務局へ、次のいずれかの方法で提出してください。

①① 持持参参 ②② 郵郵送送 ③③ FFAAXX ④④ メメーールル

この「学びの記録」は、岡山県生涯学習センターホームページからダウンロードすることもできます。
（エクセルファイルでダウンロードされます）

④④メメーールルの場合、「ダウンロードしたエクセルファイルに入力してメールに添付」または「学びの記録
内の項目をメール文に記載」のどちらかでご提出ください。

２２．．事事務務局局ががシシーールルをを貼貼りりまますす。。

単位認定の際、提出されたシートに事務局が貼り付けます。

３３．．返返却却後後、、シシーールルをを確確認認ししててくくだだささいい。。

シートが返却された際には、オンライン分のシールが貼られていることを確認してください。

ブラウザで下記のとおり検索するか左のＱＲコードⓇを読み込む
と「学びの記録」がダウンロードできるページにすすみます。
また、「学びの記録」の記入例を見ることができます。

※※手書きでご提出の際はこのページをコピーし、点線で切り取ってご使用ください。

検索

Ⓒ岡山県「ももっち」

岡山県生涯学習大学 オンラインで行われる講座
Ⓒ岡山県「うらっち」

【シール受取にあたっての問合せ先】

岡山県生涯学習センター振興課 〒700-0016岡山市北区伊島町3-1-1
TEL：(086)251-9751 FAX： (086)251-9757

ＱＲコードⓇ
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至津山市
至岡山IC

至総社市

京山中学校
●

京山入口

伊島小学校
●

●岡山大学

国道53号

国道180号

●岡山武道館

奉還町商店街

リーセント
カルチャー
ホテル
●

岡山済生会
総合病院
●

岡山駅

県総合グラウンド

池田動物園
●

フェアレーン岡山●西税務署●

岡山工業高校●

●

三学ぱる岡山
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

N

岡山済生会
外来センター病院

岡山県生涯学習大学事務局

岡山県生涯学習センター
〒700-0016 岡山市北区伊島町3丁目1番1号

TEL：（086）251-9751　FAX：（086）251-9757

メ ー ル　syogaise05@pref.okayama.jp

ホームページ　https://www.pal.pref.okayama.jp/

フェイスブック　https://www.facebook.com/okasyogaise/

交通案内
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IC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 約13分

徒歩　JR岡山駅運動公園口（西口）から約25分（約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」と入力してください。
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16
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17

13

18

14

19

15

20

前 

4
岡
山
県
生
涯
学
習
大
学 

受
講
案
内

「岡山県生涯学習大学とは」

「岡山県生涯学習大学(愛称:のびのびキャンパス岡山)」は、県民の

方々が自分に適した学習内容を選択できるよう、県内各地の講座

や学習機会の情報を提供するものです。講座1時間で1枚シールが

配付されますので、シール10枚以上をシートに貼って12月までに

岡山県生涯学習大学事務局に送ってください。「生涯学習の集い」

で、単位認定証書をお渡しし、シートを返却します。「生涯学習の集

い」に参加されない場合、事務局に取りに来る、または郵送(有料)

も可能です。

(ご希望がない場合、証書の作成やシートの返却はされません。)

受
講
案
内

各講座を受講

のびキャンシート

単位認定証書

「生涯学習の集い」

4

シールが10枚以上集

まったら、シートに貼っ

て事務局へ送ってね。

5

学びを生かそう。

3
1時間の受講で
「のびキャンシール」
を1枚もらおう!

学んだ成果を生かし、

「生涯学習社会☆おかやま」

の実現を目指すぞ。

おめでとうございます♪

シール10枚で1単位を認定

します! 単位認定証書を「生

涯学習の集い」でお渡ししま

す。

活動例

地域ボランティア

地域コーディネーター

1
●「受講案内」

●「ぱるネット岡山」で

　講座を探そう！

2
受講したい講座が見つかった

ら、申し込み方法などを確認して

開設機関へ直接申し込みます。

シートは講座機関または、

生涯学習センターにあり

ます。


