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人生１００年時代の生涯学習社会の実現をめざして 

 

石川県教育委員会生涯学習課長 岩木 智子 
 

現在学校で学ぶ児童生徒達が大人になった時に、今ある職業の約半分が AI に

取って代わられてしまっているという衝撃的な未来予測を、皆様も一度は見聞き

したことがあるのではないでしょうか。まさに今、社会は、Society 5.0 時代に

向け、仕事でも家庭でも、あらゆる場所で ICTの活用が日常のものとなりつつあります。学校現場

においても、これまでの我が国の 150 年に及ぶ教育実践の蓄積の上に、最先端の ICT 教育を取り

入れ、これまでの実践と ICTとのベストミックスを図っていこうとする実践が推進されています。 

このような社会状況の中で、本県では、コロナ渦において、県民の学びを止めないよう、オンラ

インを活用した講座の配信に対応すべく、生涯学習センターの Wi-Fi環境を整えました。今後は、

不易ともいえる、従来の対面型の学習の更なる充実に加え、デジタルコンテンツを活用した新たな

学習の展開も必要であると考えております。    

また、県民の皆様の様々なニーズにあった学習機会を充実することや、自らの学びの成果を「人

づくり」や「地域づくり」につなげることなど、広く社会貢献に生かすことができるような取り組

みの充実も必要になります。 

関係の皆様のご理解ご協力を得ながら「人生１００年時代の生涯学習社会」の実現をともに目指

して参りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「第 1回ファミリー・カレッジ in 本多の森」～ 

「ファミリー・カレッジ in本多の森」は、子どもを

含む若年層の生涯学習に対する意欲を引き出し、全て

の世代を通じた生涯学習の推進を図るために実施し、

今年度で 8年目となります。 

第１回は、4 月 23 日(土)に福井県立恐竜博物館研究

員の薗田哲平さんを招いて、「親子で学ぶ最新恐竜学」

と題して親子恐竜講演会を実施し、40組 88名の方が受

講しました。恐竜の専門家の薗田さんから親世代の

知っている恐竜のイメージと今の最新科学によるイ

メージの違いなどを学びました。「現代的な解釈で新し

い情報が沢山あり、楽しく拝聴できました」「大変分か

りやすく終わりの時間があっという間に来ました。先

生の話が楽しくて良かったと思います」「大人も楽しめ

る内容で良かった。恐竜好きの子どもへの講座は子ど

もにとって背伸びした内容で丁度良いと思った」「最初

は子どもには難しいかと思っていましたが、楽しんで

学べる内容でとても良かったです」などの感想が寄せ

られ、親子で楽しく学んでいました。 

「ファミリー・カレッジ in本多の森」は、この後、

マジシャンの髙田隆二さんを招いて親子マジック教室、

石川県ふれあい昆虫館学芸員の石川卓弥さんを招いた

親子昆虫講演会、若者向け講演会、ライズ・ダンススタ

ジオの森本雄太さんを招いた親子ダンス教室を実施し

ます。皆様のご参加をお待ちしております。 
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 ～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介 ①～ 
 

◇新型コロナウィルス感染症対策について 

●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受講生の皆様にマスク着用、手指消毒等ご協力お願いします。 

●主催講座では、下記の防止対策を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①会議室前「健康確認受付」で検温、     ②会場前での密を避けるため受付を   ③受講中の座席は隣席との距離を確保し 
手指消毒します。                      ２か所設置しています。                 ます。また、休憩中は換気を行います。 

 入口付近で消毒をします。                 

◇人権講演会 

●演題「ちがいを楽しみ、ちからに変える 

 ～だれも取り残さない社会の実現～」 

●講師 にしゃんた氏（羽衣国際大学教授） 

  ●日時 7 月 29 日（金）13：00～15：00 

●会場 石川県立生涯学習センター 

◇ファシリテーター養成講座 

 ファシリテーションの具体的方法を学びます。組織や

会議・研修を活性化したい方にお勧めです。 

 ●Aコース 7/7  7/8  7/9        連続受講必要 

 ●B コース 9/8  9/9  9/22  12/1 

                       連続受講必要 

 
◇あすなろ悠々塾 講師養成研修 

 石川県民大学校「あすなろ悠々塾」の講師にな

るための養成研修です。 

① 7/6プレゼンテーションの基礎知識 

② 7/13 シンプルで伝わりやすいプレゼン資料の作り方 

③ 7/20 チラシの魅せ方 

④ あすなろ悠々塾から 1講座選択受講 

⑤ 11/2 選ばれる講師になる 

   ～心を動かすテクニック～ 

⑥ 11/16 企画書発表会  連続受講必要 
 
あなたの知識・経験を活かして講師になりませんか？  

 

＊詳しくは、石川県生涯学習センターのホームページをご覧ください 

 
～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 

◇能登文化講座 

７月２日（土）13:30～15:00 入場無料 

講師 東京大学大学院人文社会系研究科教授  

高橋 典幸 氏 

演題 「鎌倉幕府の成立」 

◇ふるさとふれあい能登校講座（６回） 
石川の歴史・文化・自然・産業等について学びます。 
５月２４日（火）    村山  隆 氏 
    「能登ワインの歩み」 
６月２３日（木） 北林 雅康 氏 瀧本 達也 氏 

「国指定史跡七尾城跡調査・整備のこれから」 
７月 ７日（木）    室石  英明  氏 

 「能登の星空が教えてくれたこと」 
  ７月２０日（水）    大林  昌昭  氏 

 「能登の里山の管理～親から引継いだ山林の手入れ～」 

８月３０日（火）    大安  尚寿  氏  
「珠洲焼誕生の謎」 

１０月２７日（木）     刀祢 秀一 氏 
  「先進のグローバル・オンリーワンを築く」 

◇能登陶芸教室（５回） 
成形・釉薬がけ・焼成などの作陶技術を習得し、作品 
づくりを楽しみます。 
講師  珠洲焼作家  坂本 一郎 氏 
６月８日、６月９日、６月２１日、６月２８日、７月５日 

◇輪島塗沈金教室（２回） 
加飾技法である沈金を体験し作品を完成します。 
講師  輪島塗沈金作家  前古 孝人 氏 

  ７月１４日、７月２１日 

◇能登特別映画会（８回） 
名作映画の鑑賞をとおして歴史・文化・精神などに親
しみます。 
５月 １９ 日 「お茶漬けの味」  佐分利信ほか 
６月 １４ 日 「旅立ちの島唄」 三吉彩花、大竹しのぶ、小林薫 ほか  

８月 １０ 日 「第三の男」  オーソン・ウェールズ ほか 

９月  ６ 日 「新・御宿かわせみ」 真野響子 ほか 
１０月 １２ 日 「海よりもまだ深く」 阿部寛、真木よう子 ほか  

１０月 ２１ 日 「黄色いリボン」  ジョン・ウェインほか 

１０月 ３１ 日 「人情紙風船」  中村翫右衛門 ほか 
１１月  １１ 日 「吟選 大落語名人会 第弐巻」 林家木久扇ほか 

◇フランス料理教室（１回） 
オーナーシェフの指導によるフランス料理を学び、楽
しく試食します。 
６月 ７日（火） 「家庭でできるフランス料理」 
講師  ラトリエ・ドゥ・ノト オーナーシェフ 池端 隼也 氏 

◇サンドブラスト体験教室（１４回） 
のと里山空港のマスコットキャラクターと季節の図柄
をガラスコップにはり、彫刻するガラス細工です。 

毎月第２日曜日と空港イベント等で開催
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 ～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介 ②～ 

＜主催講座＞ 

◇兼六ビデオ講座 

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵するビデ

オ教材を視聴し、映像を通して本県を含め幅広く

歴史や文化について学んでいただく講座です。 

今年度は、『いしかわ大百科』の「シリーズいし

かわミュージアム散歩(2019)」、「シリーズふるさと

伝説の舞台(2008)」、「シリーズ今に残る名作

(2009)」、「いしかわ不思議探訪シリーズ(2000)」及

び「シリーズ歴史を刻んだ一族 (2012)」並びに『海 

青き大自然』・『シリーズ北陸の工芸作家 石川の匠

たち』・『アフリカン・ジャーニー～発展する大陸～』

の中より上映いたします。 

【１期】  6月 1日(水)・8日(水)・15日(水) 

【２期】  6月 22日(水)・29日(水)、7月 6日(水) 

7月 13日(水)・7月 27日(水) 

【３期】  9 月 21 日(水)・10 月 5 日(水)・12 日

(水)・19日(水) 

【４期】  11月 9日(水)・16日(水)・30日(水)  

 

◇本多の森シネマアーカイブ  

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵する、貴 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

重な映像教材（ＶＨＳテープ）を上映します。過去 

の文化、歴史を記録映画等でご覧ください。 

12月 8日(木)・15日(木)・22日(木)、 

1月 12日(木)・19日(木) 

＜共催講座＞ 

◇県民映像カレッジ 

（石川県視聴覚教育協議会との共催講座） 

ビデオカメラ撮影や編集の基本、作品の構成な

どの映像作品づくりの基礎知識を学びます。 

 8月 30日(火) 

 

＜研修会＞  

◇１６ミリ発声映写機操作技術者認定講習会  

１６ミリ映写機と１６ミリフィルムについて

講義と実技指導を行う講習会です。修了された方

には１６ミリ発声映写機操作技術認定証を発行

します。修了者は、当センター視聴覚ライブラ

リーの１６ミリ映写機と１６ミリフィルムを利

用することができます。 

平日の希望日に合わせて随時開講します。 

※各講座の実施日は変更になる場合があります。（最新の情報をホームページ等でご確認ください。） 

「ふるさとモット学び塾」のお知らせ 

 
子どもから大人まで県民一人ひとりがふるさとへの愛着と誇りをもつことができるよう、石川の文化や歴史、自

然、産業等について知識を深める「ふるさと学習」です。 

◇ふるさとふれあい講座 
専門家による石川の文化・歴史・自然・産業等をテー

マとした講義型の講座です。生涯学習センター 本多の

森庁舎で全 10回、能登分室（能登校）で全６回、能登・

加賀の文化施設で各２回実施します。受講は無料です。 

○金沢会場（定員：一般 110名） 

 受付開始  ＊5/10(火)～ 第 1回～第 5回  

       ＊9/1(木)～ 第 6回～第 10回  

鍔 正美氏(料亭「つば甚」16代女将)による「おもてな

しの心」を皮切りに、文化・歴史・自然など様々な分野の

魅力あふれる講師の方々をお招きします。 

 

   

 

○能登会場・加賀会場(定員：一般 30名) 

 受付開始 ＊5/10(火)～ 能登:第 1回 

＊8/1(月)～ 能登:第 2回 加賀:第 1回 

＊9/15(木)～ 加賀:第 2回(*定員：20名) 

能登・加賀の文化施設を会場に各 2 回開講します。そ

れぞれの分野に造詣の深い講師の方々をお招きし、ふる

さと石川の魅力を再発見できる講座を予定しています。 

 ◇ふるさとふれあい現地講座 

史跡、偉人ゆかりの地などをバスや徒歩で巡る形で実

施します。個人の旅行では聞けない専門家の解説つきと

あって、毎年大人気です。今年度は、能登方面１回、加賀

方面 3回、金沢市内 1回、県外 1回の計 6回の、魅力ある

コースをご用意しました。ぜひ一度ご参加ください。 

＊本講座は、バス代は無料です。ただし、施設入場料・

昼食代・保険加入費等は実費負担となります。 

 

  

◇子どもふるさと博士講座 

小学 4 年生～中学生を対象に、石川の歴史や文化、

産業について体験的に学ぶ講座です。今年のテーマは

「金沢城」がテーマです。 

◇ふるさと発見出前講座 

小中学校 10校と公民館 10館で、石川の文化・歴史・ 

自然・産業等をテーマにした出前講座を実施します。 

＊写真は、昨年度の様子 

詳しくは、 ふるさとモット学び塾 

＊写真は、昨年度の様子 
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“出会い”(36)        

   

 

     SDGsとの出会いが公民館活動の新風に！！ 
金沢市菊川町公民館 主事 原 恵子  

     
金沢市生涯学習課から委託を受けて実施していた女性の学びを支援するための「女性学級」が「SDGs

学級」と名称及び内容について大きく転換したことが SDGsと出会い、SDGｓについて思慮を巡らせる

契機となりました。 

毎年実施している人気の高い「しめ飾り講座」を SDGs の視点で捉え直すと、不燃ゴミと化してし

まう材料が含まれていることに気づきました。ふりかえると「でき栄え」や「経費」「参加者の満足

度」を重視し環境問題をそれほど意識して実施してこなかったという反省点が見えてきました。材料にワラを使用し

た場合、ワラは稲を刈った後のリサイクル材料と考えれば SDGs の目標１５（陸上資源）とつながります。環境に配

慮した材料を使用すると目標７（エネルギー）や目標１２（生産・消費サイクル）等と関連づけられます。SDGsの視

点で講座をみた場合、手作りすることで自己の充実感を高めたり、参加者間のコミュニティを図るといった当初の目

的にとどまらず、たとえ趣味・教養的であっても講座の意義に「学びの深まり」が加味され、新たな視点に立つ「学

習機会」に生まれ変わる可能性があると実感します。 

このように、今まで実施してきた講座の「どこ」が SDGsと関連付けられるのかを振り返り、その部分を「ねらい」

に加えた講座の展開を図ることで、従来と同じ講座内容であったとしても SDGs という重層性ある意図的な学びによ

り、講座に新しい価値、「深まり」が生まれます。その結果、地域住民への SDGs意識の普及・啓発につながる可能性

は大変大きいと考えます。 

一公民館が行う、単なる趣味・教養的な講座であったとしても国連が掲げた持続可能な開発目標を目指すという新

しい現代的で社会的な地球規模の課題への挑戦につながるのではないでしょうか。 

そのような大きな希望と展望を SDGsとの出会いで得ることができたと感じています。 

 

視聴覚ライブラリーより、新着映像教材のご案内 

生涯学習センター視聴覚ライブラリーでは、生涯学習

やお子様の情操教育に役立つ映像教材を順次整備し、

県民の皆様に無料で貸し出しています。 

最近配架となりました教材の一部を紹介します。 

・「永遠のモダンを庭園に 闇夜につぶてを投げる人・ 

重森三玲」…日本全国の庭園の実測調査体験を活か

し日本庭園史研究家・作庭家として大成するまでの実

像に迫る。 

・「火の鳥 ２７７２ 愛のコスモゾーン」…育児ロボットに育

てられ宇宙ハンターとして成長したゴドーは、謎の宇宙

生命体２７７２の捕獲を命令される。 

・「自然治癒力の時代へ 自然治癒学プロジェクト シン

ポジウム」…４名の講師が示す「自然治癒力」の時代へ

の指針。上野圭一「治癒学の誕生は可能か？」ほか。 

このほかにも「いしかわ大百科」などの県制作番組や

「シリーズ映像でみる人権の歴史」や「家庭からふりかえる

人権 話せてよかった」などの人権教育のＤＶＤが配架と

なっております。ぜひ、当センターホームページもしくは

「あいあいネット」でご確認ください。 

 県民企画展示 （マナビィコーナー） について 

まなびすとルーム内「マナビィコーナー」では、生涯学習

成果の発表の場として、県民の皆様の作品を展示してい

ます。なお、出展・入場は無料です。 

（出展の希望、展示の予定については、お電話か、当セン

ターのホームページでご確認ください。） 

石川県生涯学習情報提供システム 

「あいあいネット」  について 

「あいあいネット」では、県民の皆様に県や市町等の生涯

学習情報をインターネットで提供しています。     

講演会やセミナー・教室の講師をお探しの方は「講師案

内」から、当センター視聴覚ライブラリー所蔵の教材につい

ては「視聴覚教材情報」から、カテゴリーやキーワードでお

探しいただけます。 

このほか「講座案内」の検索や「講座ビデオ」の視聴

なども可能です。ぜひ、ご活用ください。 

「あいあいネット」へのアクセスは…  

 URL  http://iinet.pref.ishikawa.jp/  

もしくは あいあい 石川 で  検索 

 

石川県立生涯学習センター  石川県立生涯学習センター 能登分室 

〒920-0935 金沢市石引４丁目 17番１号 

石川県本多の森庁舎２階 

 

 

〒929-2392 輪島市三井町洲衛 10部 11番１ 

能登空港ターミナルビル４階 
・総務グループ   076-223-9571 

・社会教育グループ 076-223-9572 

・学習情報グループ 076-223-9573 

・ＦＡＸ      076-223-9585 

・まなびすとルーム 

TEL 076-223-9574 

FAX 076-223-9004 

 
 

TEL 0768-26-2360  FAX 0768-26-2361 

講義室・会議室・作業室等をお貸ししています。 

詳しくはホームページでご確認ください。 
 

ホームページ URL … http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/  （もしくは                 石川 生涯 で  検索 ） 

からのご案内 

石川県立生涯学習センター まなびすとルーム 

TEL 076-223-9574    FAX 076-223-9004 


