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石川県立生涯学習センター主催講座一覧
大学校・大学院共通講座

（１）石川県民大学校・大学院

記念講演
単位数

①県民大学校 ・ 大学院 修了証書交付式記念講演
講座番号
00001

演 題・講 師

日時・会場

石川県民大学校・大学院修了証書交付式
記念講演「石川の工芸と国立工芸館のコレクション」
講師 国立工芸館 館長 唐澤 昌宏 氏

5月28日(土)
14:10～15:10
石川県立生涯学習センター

受付期間・対象・定員・費用
■受付期間
～5月6日(金)
■対象・定員 110名(抽選)
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先 ( 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください )
・右の二次元コードから、または往復はがきでお申し込みください。
・往復はがきの場合は、①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④お名前 ( フリガナ）を記載し、
石川県立生涯学習センターまでお申し込みください。

30001

演 題・講 師

日時・会場
令和5年 1月21日(土)
13:30～15:50
石川県立生涯学習センター

未定

スマホでの
お申込みは
こちらから

単位数 ２

②県民大学校大学院 論文発表会＆記念講演
講座番号

２

受付期間・対象・定員・費用
■受付期間 未定
■対象・定員 一般・50名
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先 ( 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください )
・詳細は、後日、お知らせいたします。

（２）石川県民大学校大学院
講座番号

開放講座

各講座単位数 ２

講 座 名・講 師

日時・会場

受付期間・対象・定員・費用

30111

5月20日(金)
①専修コース開放講座(自然①)
「イカリモンハンミョウと能登の砂浜の奇跡的つながり」 13:30～15:30
石川県立生涯学習センター
講師 石川県立大学客員教授 上田 哲行 氏

■受付 4月11日(月)～5月19日(木)
■対象・定員 一般・30名
■費用 無料

30112

②専修コース開放講座(自然②)
「ユキツバキ・カヤの植物分布図から何が分かるか」
講師 石川県自然史センター理事長 高木 政喜 氏

5月25日(水)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～5月24日(火)
■対象・定員 一般・30名
■費用 無料

30131

③専修コース開放講座(文学①)
「えんじょもんの文学 福永武彦を読む」
講師 金沢大学准教授 飯島 洋 氏

5月31日(火)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～5月30日(月)
■対象・定員 一般・30名
■費用 無料

30132

④専修コース開放講座(文学②)
「『春昼』〜うたゝ寝に恋しき人を見てしより〜」
講師 富山大学非常勤講師 朝木 敏子 氏

6月 3日(金)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～6月2日(木)
■対象・定員 一般・30名
■費用 無料

30113

⑤専修コース開放講座(自然③)
「いしかわの里山と里海〜過去・現在・未来〜」
講師 石川県自然史資料館館長 中村 浩二 氏

6月 8日(水)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～6月7日(火)
■対象・定員 一般・30名
■費用 無料

30133

⑥専修コース開放講座(文学③)
「加賀前田藩と古典」
講師 金沢大学准教授 猪瀬 千尋 氏

6月14日(火)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～6月13日(月)
■対象・定員 一般・30名
■費用 無料

30121

⑦専修コース開放講座(歴史①)
「前田土佐守家の歴史」
講師 前田土佐守家資料館学芸員 竹松 幸香 氏

6月20日(月)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～6月17日(金)
■対象・定員 一般・50名
■費用 無料

30122

⑧専修コース開放講座(歴史②)
「渤海～日本航路の研究～」
講師 金沢学院大学名誉教授 小嶋 芳孝 氏

6月24日(金)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～6月23日(木)
■対象・定員 一般・50名
■費用 無料

30123

⑨専修コース開放講座(歴史③)
「加賀騒動後日譚考～桃雲寺大鏡書状より～」
講師 石川郷土史学会常任幹事 加納 嘉津政 氏

6月28日(火)
13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付 4月11日(月)～6月27日(月)
■対象・定員 一般・50名
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先 ( 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください )
・電話または E メールで、下記へ申し込んでください。E メールの場合は、件名を「開放講座」とし、①名前 ( ふりがな )
②電話番号 ③受講希望の講座番号と講座名を記入してください。
石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
E メール kendai@pref.ishikawa.lg.jp
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Ⅱ 大学校講座
（1）ふるさとモット学び塾

詳細は「ふるさとモット学び塾」のリーフレットをご覧ください。

①ふるさとふれあい講座
〈金沢会場〉 各講座単位数 ２
講座番号

講 座 名・講 師

10101

①「おもてなしの心～「つば甚」を継承していくうえで感じ
ること～」
講師 料亭｢つば甚｣16代女将
鍔 正美 氏

10102

10103

10104

10105

10106

10107

10108

10109

10110

日時・会場

6月17日(金)
受付13:00～
講座13:30～15:00
石川県立生涯学習センター
7月 4日(月)
②｢渤海使・遣渤海使と加賀・能登｣
受付13:00～
講師 金沢大学教授
講座13:30～15:00
古畑 徹 氏
石川県立生涯学習センター
7月12日(火)
③「蓄音器の不思議～ふるさとゆかりの音～｣
受付13:00～
講師 金沢蓄音器館館長
講座13:30～15:00
八日市屋 典之 氏
石川県立生涯学習センター
9月 3日(土)
④「能登の里山里海―風土と祭り」
受付13:00～
講師 能登半島広域観光協会相談役
講座13:30～15:00
藤平 朝雄 氏
石川県立生涯学習センター
9月17日(土)
⑤「荒ぶる生命、ツキノワグマとのつき合い方」
受付13:00～
講師 石川県立大学環境科学科教授
講座13:30～15:00
大井 徹 氏
石川県立生涯学習センター
10月 1日(土)
⑥「江戸時代のエコロジー」
受付13:00～
講師 地域文化総合研究所代表
講座13:30～15:00
長谷川 孝德 氏
石川県立生涯学習センター
10月15日(土)
⑦「加賀竿の歴史と未来」
受付13:00～
講師 加賀竿工房白峯代表
講座13:30～15:00
中村 滋 氏
石川県立生涯学習センター
10月24日(月)
⑧「三島由紀夫、泉鏡花の作品を読む。」
受付13:00～
講師 金沢大学教授
講座13:30～15:00
杉山 欣也 氏
石川県立生涯学習センター
⑨「石川の方言を科学する～方言から見えてくる意外な 11月 1日(火)
受付13:00～
事実～」
講座13:30～15:00
講師 金沢大学名誉教授
石川県立生涯学習センター
加藤 和夫 氏
11月12日(土)
⑩｢金沢と小松～城と城下町の立地戦略と地形・災害｣
受付13:00～
講師 金沢大学准教授
講座13:30～15:00
青木 賢人 氏
石川県立生涯学習センター

受付期間・対象・定員・費用
■受付期間 5月10日(火)～
■対象 一般
■定員 110名(先着順)
■費用 無料

■受付期間 9月1日(木)～
■対象 一般
■定員 110名(先着順)
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先
・E メール、電話または FAX で、下記へ申し込んでください。
・E メール、FAX の場合は、件名を「ふるさとふれあい講座（金沢会場）参加希望」とし、
①受講希望の講座番号と講座名 ②名前（ふりがな） ③電話番号 を記載してください。
石川県立生涯学習センター社会教育グループ
TEL 076-223-9572
FAX 076-223-9585
E メール
■注意

gajoho-6@pref.ishikawa.lg.jp

申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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〈能登会場〉 各講座単位数 ２
講座番号

講 座 名・講 師
①｢寺家遺跡から探る古代の気多大社｣

10111

講師 金沢学院大学名誉教授
小嶋 芳孝 氏
②｢石動山と山麓に引き継がれる歴史遺産群｣

10112

講師 中能登町教育委員会生涯学習課学芸員
坂下 博晃 氏

日時・会場

受付期間・対象・定員・費用

7月16日(土)
受付13:00～
講座13:30～15:00
コスモアイル羽咋

■受付期間 5月10日(火)～
■対象 一般
■定員 30名(先着順)
■費用 無料

10月 8日(土)
受付13:00～
講座13:３0～15:00
矢田郷地区コミュニティセンター
(旧七尾サンライフプラザ)

■受付期間 8月1日(月)～
■対象 一般
■定員 30名(先着順)
■費用 無料

〈加賀会場〉 各講座単位数 ２
講座番号

講 座 名・講 師
①｢全国に拡がる白山信仰｣

10113

講師 ほっと石川観光マイスター
辻 貴弘 氏
②「加賀の大王が眠る 能美古墳群｣

10114

講師 石川考古学研究会副会長
河村 好光 氏

日時・会場

受付期間・対象・定員・費用

9月23日(金・祝)
受付13:00～
講座13:30～15:00
白山市鶴来総合文化会館クレイン

■受付期間 8月 1日(月)～
■対象 一般
■定員 30名(先着順)
■費用 無料

11月 5日(土)
受付13:00～
講座13:30～15:30
能美ふるさとミュージアム

■受付期間 9月15日(木)～
■対象 一般
■定員 20名(先着順)
■費用 展示室入場料、実費負担

【加賀会場第 2 回 ( 講座番号 10114) について】
・会場多目的室での講義、館内テーマ展示室の見学、会場隣にある古墳群の見学を予定しています。
・テーマ展示室への入館料は、実費負担となります。
・天候により、講座内容を変更する場合があります。

■申込方法・申込先・問合せ先
・E メール、電話または FAX で、下記へ申し込んでください。
・E メール、FAX の場合は、件名を「ふるさとふれあい講座 ( 能登会場、または、加賀会場 ) 参加希望」とし、
①受講希望の講座番号と講座名 ②名前（ふりがな） ③電話番号 を記載してください。
石川県立生涯学習センター社会教育グループ
TEL 076-223-9572
FAX 076-223-9585
E メール
■注意

gajoho-6@pref.ishikawa.lg.jp

申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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②ふるさとふれあい現地講座
講座番号

各講座単位数 ３

講 座 名・講 師

日時・見学先

受付期間・対象・定員・費用

10115

■受付期間 4月1日(金)～4月22日(金)
①｢長谷川等伯展と等伯ゆかりの地を訪
5月17日(火) 8:00～17:00
■対象・定員 一般・20名
ねる｣
バスと徒歩
■費用 バス代無料、入場料・保険代金
講師 石川県七尾美術館館長
正覚院、妙成寺、本延寺、七尾美術館等
等実費負担
北 春千代 氏

10116

②｢白峰の暮らしと白山信仰｣
講師 白山ろく民俗資料館館長
山口 一男 氏

10117

9月16日(金) 8:00～16:30
■受付期間 7月16日(土)～8月16日(火)
③｢大伴家持ゆかりの地を訪ねる～高岡 バスと徒歩
■対象・定員 一般・20名
市伏木を中心に～｣
万葉歴史館、雨晴海岸、田子浦藤波神
■費用 バス代無料、入場料・保険代金
講師 金沢学院大学名誉教授
社、二上山万葉ライン、勝興寺、放生津八
等実費負担
柳澤 良一 氏
幡宮等

10118

④「北陸街道旧宿場町松任を歩く」
講師 白山市文化財保護課主幹
小阪 大 氏

10119

⑤｢金沢市寺町台 重要伝統的建造物群
■受付期間 8月21日(日)～9月21日(水)
10月21日(金) 9:00～12:00
保存地区を巡る｣
にし茶屋街、承証寺、六斗の広見、大円寺、 ■対象・定員 一般・20名
講師 金沢工業大学教授
■費用 入場料・保険代金等実費負担
高岸寺等
山崎 幹康 氏

10120

⑥｢小松中興の祖・前田利常ゆかりの地を
訪ねる｣
講師 小松市立博物館参事
坂下 雅子 氏

■受付期間 4月15日(金)～5月15日(日)
6月15日(水)8:00～17:00
■対象・定員 一般・20名
バスと徒歩
白山ろく民俗資料館、白山工房、白峰重 ■費用 バス代無料、入場料・保険代金
等実費負担
要伝統的建造物群保存地区、林西寺等

10月 4日(火) 9:00～12:00
■受付期間 8月4日(木)～9月4日(日)
徒歩
■対象・定員 一般・20名
松任城跡、白山市立博物館、聖興寺、臨
■費用 入場料・保険代金等実費負担
川書屋、東大火除地等

11月18日(金) 8:00～17:00
■受付期間 9月18日(日)～10月18日(火)
バスと徒歩
■対象・定員 一般・各20名
小松市立博物館、那谷寺、浅井畷古戦
■費用 バス代無料、入館料、 保険費
場、前田利常灰塚、小松天満宮、来生
等実費負担
寺、小松城址天守台、芦城公園等

■申込方法・申込先
往復はがき(講座毎に１枚)またはEメール(講座毎に１通)
に右の記入例の項目を記載し(2名まで連記可能)、下記へ
申し込んでください(締切日の消印有効)。
・Eメールの場合はＥメールアドレスも明記してください。
・石川県立生涯学習センター 社会教育グループ
住所 〒920－0935 金沢市石引４丁目17-１
Eメール
gajoho-6@pref.ishikawa.lg.jp
■注意
・申込多数の場合は抽選となります。
・受講可否の連絡と講座内容・準備等の詳細は、実施日の
10日前までに、返信はがきまたはＥメールでお知らせし
ます。
・申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
■問合せ先
石川県立生涯学習センター社会教育グループ
TEL 076-223-9572
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920 0935

金沢市石引4-17-1
石川県立生涯学習センター
社会教育グループ

52
63

き

何も記入しないで
ください。

ふるさとふれあい現地講座
①希望講座番号
②郵便番号・ご住所
③お名前（ふりがな）
④生年月日
⑤電話番号

大学校・生涯学習センター主催講座一覧

③子どもふるさと博士講座～君も、 金沢城博士になろう！〜

各講座単位数 ３

Ａコース
講座番号

10121

講 座 名・講 師

日時・会場

主な内容

①「金沢城って どんなお城？」
講師 金沢城・兼六園研究会会員
金沢城・兼六園管理事務所職員

7月26日(火)
13:00～16:00
石川県立生涯学習センター
金沢城公園

開講式
講義「金沢城の歴史と城の役割」
体験と講義「金沢城三御門めぐり」

②「金沢城公園 見どころツアー」
講師 城と庭のボランティアガイドの会会員

7月27日(水)
13:00～16:00
金沢城公園

体験と講義「石垣・本丸跡めぐり」
「抹茶体験」

③「金沢城の外庭 兼六園」
講師 金沢城・兼六園研究会会員

7月28日(木)
13:00～16:00
兼六園
石川県立生涯学習センター

体験と講義「兼六園めぐり」
クイズ「金沢城」
閉講式

Ｂコース
講座番号

10122

講 座 名・講 師

日時・会場

主な内容

①「金沢城って どんなお城？」
講師 金沢城・兼六園研究会会員
金沢城・兼六園管理事務所職員

8月2日(火)
9:00～12:00
石川県立生涯学習センター
金沢城公園

開講式
講義「金沢城の歴史と城の役割」
体験と講義「金沢城三御門めぐり」

②「金沢城公園 見どころツアー」
講師 城と庭のボランティアガイドの会会員

8月3日(水)
9:00～12:00
金沢城公園

体験と講義「石垣・本丸跡めぐり」
「抹茶体験」

③「金沢城の外庭 兼六園」
講師 金沢城・兼六園研究会会員

8月4日(木)
9:00～12:00
兼六園
石川県立生涯学習センター

体験と講義「兼六園めぐり」
クイズ「金沢城」
閉講式

■対象 小学４年生～中学生
■定員 Ａ・Ｂ各コース 30 名
■費用
受講は無料です。ただし、抹茶体験・保険加入費は実費負担となります。
■申込方法
インターネットや往復はがきでお申し込みできます。
【インターネットの場合】
・右の二次元コードを読み取り、石川県電子申請システムの
入力フォームからお申し込みください。
・石川県立生涯学習センター HP の「子どもふるさと博士講
座参加申込」からもお申し込みできます。
【往復はがきの場合】
往復はがきの往信裏面に、①郵便番号②住所③電話番号
イヌワシ研究員
クロユリ学士
  アスナロ博士
④メールアドレス⑤保護者のお名前 ( フリガナ )
⑥受講するお子様のお名前(フリガナ )・学校名・学年・生年月日
⑦第 1 希望のコース・第 2 希望のコースの有無 を記載し
下記の通り、石川県立生涯学習センターまでお申し込みください。
■申込期間
令和 4 年 6 月 1 日 ( 水 ) ～ 6 月 25 日 ( 土 )【必着】
■留意点
・Ａ、Ｂコースのどちらかのみのご参加となります。
・各コース 3 日間の受講が可能な方に限ります。
・保護者の方がお申し込みください。お子様一人につき 1 回です。
スマホでのお申込み
・応募者多数の場合は、抽選となります。
はこちらから
・受講の可否は、7 月上旬に、返信メール、または、返信ハガキで、お知らせします。
・受講決定のお知らせ後、受講できなくなった場合は、必ずご連絡ください。
■問合せ先・往復はがきでの申込先
石川県立生涯学習センター 社会教育グループ 「子どもふるさと博士講座」係 あて
〒 920-0935 金沢市石引 4-17-1 本多の森庁舎
TEL 076-223-9572
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大学校・生涯学習センター主催講座一覧

④ふるさと発見出前講座 講座番号 10123

各講座単位数 １

専門の講師がお近くの小 ・ 中学校や公民館に赴いて、 石川の文化 ・ 歴史 ・ 自然 ・ 産業等をテーマにした講座を行
います。
■実施時期
■対

象

令和 4 年 7 月～令和 5 年 2 月
小中学生 ( 小中学校 10 校 )、 一般 ( 公民館 10 館 )

■申込方法
・ 実施を希望される小 ・ 中学校や公民館は、 県民大学校事務局 ( 石川県立生涯学習センター社会教育グループ )
にお問い合わせください。
・ 実施する施設、 講座の内容 ・ 講師等については、 決まり次第、 7 月上旬から生涯学習センターのホームページに
掲載します。
・ 一般の方の受講申し込み ・ 問い合わせは、 実施予定の各公民館へお願いします。

■問合せ先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
＊講座の様子

⑤ インターネット視聴 講座番号 10124

単位数 １

■ 「ふるさとモット学び塾」 の講座には、 インターネットで視聴できるものがあります。
視聴できる講座は、 石川県立生涯学センターのホームページでご確認ください。
■視聴後に、 冊子の巻末にある 「視聴記録用紙」 を提出していただいた方には、 1 単位認定します。
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大学校・生涯学習センター主催講座一覧

（2）あすなろ悠々塾
各講座単位数 ２
講座番号

詳細は「あすなろ悠々塾」のリーフレットをご覧ください。

講 座 名・講 師

主な内容

日時・会場
5月10日(火)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム
5月14日(土)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム
5月19日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

対象・定員・費用
■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10201

①「金沢港の50年余を回顧し、日本海側 金沢港開港の苦難の道や地域
経済との関連などを、講師自身
諸港の共生を考える」
の体験をもとにご紹介します。
講師 西盛 祐吉郎 氏

10202

②「住まいの片付け・コーディネート術」
講師 小坂 宗義 氏

建築実務者の観点から生活に
役立つ片付け方法等を紹介しま
す。

10203

③「ピラミッドに学ぶ」
講師 堀川 惇夫 氏

ピラミッドの様々な謎について、
講師が研究した成果をもとに解
き明かします。

10204

金沢出身のオリンピアン・大島 5月24日(火)
④「大島鎌吉のオリンピック思想とオリン
鎌吉のオリンピック思想をもと 14:00～15:30
ピックレガシー」
に、オリンピックレガシーについ 石川県立生涯学習センター
講師 野村 泰裕 氏
まなびすとルーム
て考える機会とします。

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10205

⑤「透明な九谷焼赤絵具の開発
～金ナノ粒子の不思議な性質～」
講師 三宅 幹夫 氏

ナノテクノロジー技術を利用し
た、『九谷焼』の透明赤絵具の
開発の経緯など、講師独自の研
究を交えお話しします。

6月 2日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10206

江戸時代に石川県を通っていた
⑥「北国街道の話をしよう～近世の旅と
「北國街道」を知って、北國街道
街道の宿～」
への旅行気分を味わってみま
講師 大刀祢 聖史 氏
しょう。

6月10日(金)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料
■準備物:お持ちなら
地図アプリの使えるス
マートフォン、タブレット
端末等

10207

⑦「人生100年、今からなんだ これから
なんだ」
講師 岸 弘市 氏

今や超高齢社会になりました。
いつまでも健康で生きがいを
持って生きる、そんな秘訣をお
伝えいたします。

6月16日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10208

⑧「ランの不思議」
講師 日尾 章 氏

6月22日(水)
ランの不思議な構造や魅力、そ
14:00～15:30
の種類の多さ等についてお話し
石川県立生涯学習センター
します。
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10209

⑨「ワイン入門講座」
講師 木村 真樹 氏

ワインを気軽に楽しめるよう、種類
などを説明します。今回はスパーク
リングワインの特徴を解説します。
※アルコールの提供はありません。

6月25日(土)
14:30～16:00
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
(20歳以上の方)
■定員 30名
■費用 無料

10210

⑩「癒しの健康オカリナ」
講師 上村 彰 氏

はじめての人でもオカリナを楽
しめるよう、音の出し方や楽しみ
方をお伝えします。共にオカリナ
の音で癒されましょう。

6月29日(水)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
教室1

■対象 一般
■定員 10名
■費用 無料
■準備物:厚手のタオ
ル

10211

どのような生活の仕方で「健康寿 7月 5日(火)
⑪「人生百年生になろう ～健康寿命と幸
命･幸福寿命」を延ばすことができ 14:00～15:30
福寿命を延ばそう～」
るのでしょうか。その法則を知って 石川県立生涯学習センター
講師 木下 幸子 氏
若々しく人生を謳歌しましょう。
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10212

⑫「日本の『かみがみ』について(３)」
講師 西本 宗之助 氏

7月14日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

日本の「かみがみ」の成り立ち
と、人々の暮らしとの関わり、そ
こから生まれる思考と行動につ
いて考えてみましょう。

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料
■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先
・受付期間 講座番号10201～10210は4月11日～講座前日、10211～10216は6月1日～講座前日、10217～10227は8月1日～
講座前日(定員に達し次第締め切ります)
・方
法 電話で、①名前(漢字) ②電話番号 ③希望の講座番号と講座名 の3点を知らせてください。
・申 込 先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
■注 意
申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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講座番号

講 座 名・講 師

主な内容

日時・会場

対象・定員・費用

10213

⑬｢茶屋と遊廓 ～東茶屋と串茶屋～｣
講師 角谷 優二 氏

7月21日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10214

金沢港のインフラとしての機能、 8月 5日(金)
⑭「金沢港、その機能と役割、世界潮流
さらに世界潮流とコロナ禍の現 14:00～15:30
とコロナ禍における現状と展望」
状下での役割をお話しいたしま 石川県立生涯学習センター
講師 末村 春男 氏
まなびすとルーム
す。

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10215

コミニュケーション心理学（交流 8月24日(水)
⑮｢自分をよりよく知って、人と上手く付き
分析）を学び、周りの人と上手に 14:00～15:30
合おう！｣
石川県立生涯学習センター
付き合いましょう。
講師 塚本 茂樹 氏
まなびすとルーム
★グループ活動あり

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10216

⑯「自分でできるメンタルヘルス」
講師 蔵 都 氏

心身ともに健康でいられるように、
心のメカニズムを知り、人間関係が
円滑になるメンタルケアの方法をお
話します。 ★グループ活動あり

8月27日(土)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10217

⑰「『点字と朗読』ボランティアから学ん
だこと『出会』」
講師 三隅 美和子 氏

9月 1日(木)
点字の書方、墨字との違い、朗
14:00～15:30
読の基本など、ボランティアを通
石川県立生涯学習センター
して学んだことをお話しします。
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10218

9月 7日(水)
⑱「天文計算により日本史上の出来事を 近年、精度が向上した天文計算
14:00～15:30
により、日本史上の出来事をリ
実感する」
石川県立生涯学習センター
アルに解説いたします。
講師 後藤 朗 氏
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10219

⑲「認知症の人とのコミュニケーション
～自分史と自己肯定感を意識したハッ
ピー介護～」
講師 中田 有博 氏

9月15日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10220

9月26日(月)
心を癒し、気分を高める色彩活用術
⑳「心に働きかける色彩・演出する色彩」
14:00～15:30
を知り、色彩とコミュニケーションで
講師 渋谷 夏代 氏
石川県立生涯学習センター
元気に自己表現しましょう。
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料
■準備物:色鉛筆、ス
ティックのり

10221

なぜ整理収納が必要なのか、老 9月30日(金)
㉑「終活で知っておきたい整理収納のコ
前整理という観点から整理収納 14:00～15:30
ツ」
を通してこころ豊かに暮らす生き 石川県立生涯学習センター
講師 田中 由美子 氏
まなびすとルーム
方をわかりやすく学びます。

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10222

㉒「環境認知度(テーマ2-3:認知症の現
状と予防)」
講師 竹下 知子 氏

認知症とは何か、また、普段から
できる予防方法などをお伝えしま
す。★軽く運動をします。動きやす
い服装と靴でお越しください。

10月 5日(水)
13:30～15:00
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10223

㉓「公領・白山ろく(１８ヶ村)の石高と租
税」
講師 山口 茂樹 氏

10月14日(金)
白山ろく(18ヶ村)が天領支配に
14:00～15:30
なった背景や、石高と年貢制度
石川県立生涯学習センター
等についてお話しします。
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10224

石 川 県 と ト キ の 関 係 、 そ し て 10月19日(水)
㉔「トキ復活？保護活動から分かること」 2026年度以降のトキ放鳥受け 14:00～15:30
入れ表明などについてお話しま 石川県立生涯学習センター
講師 西屋 馨 氏
まなびすとルーム
す。

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

10225

坂 井 就 安 と は ど の よ う な 人 物 10月22日(土)
㉕「二つの犀川の流れを一つにした坂井
か、この大工事はどのように行 14:00～15:30
就安の功績」
われ、都市改造にどの様に関 石川県立生涯学習センター
講師 谷口 和男 氏
まなびすとルーム
わったかお伝えします。

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

串茶屋に伝わる遊女の多くの遺
品から、遊廓について、その華
やかさの陰にあるものを見つめ
ます。

介護する側、受ける側の自己肯
定感が高まることを目指す幸せ
な介護について、講師自身の体
験からお話します。

■申込方法・申込先・問合せ先
・受付期間 講座番号10201～10210は4月11日～講座前日、10211～10216は6月1日～講座前日、10217～10227は8月1日～
講座前日(定員に達し次第締め切ります)
・方
法 電話で、①名前(漢字) ②電話番号 ③希望の講座番号と講座名 の3点を知らせてください。
・申 込 先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
■注 意
申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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大学校・生涯学習センター主催講座一覧
講座番号

講 座 名・講 師

主な内容

日時・会場

対象・定員・費用

10226

㉖「文人好みの煎茶道を体験する
～茶道を通じ日本文化を学ぶ～」
講師 山岸 澄江 氏

煎茶ならではの作法や、吟味し
たうまみを楽しめるようにお茶を
上手に入れる方法などを学びま
す。

11月19日(土)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム・和室

■対象 一般
■定員 10名
■費用 800円
(茶・菓子代金)
■お持ちなら扇子、懐
紙入れ

10227

㉗「杜の都 金沢の魅力～街路樹編～」
講師 中田 廉子 氏

緑豊かな金沢の街を彩る街路
樹の四季の変化の魅力と共に、
管理の難しさや市民との共生に
ついてお話します。

11月29日(火)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター
まなびすとルーム

■対象 一般
■定員 30名
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先
・受付期間 講座番号10201～10210は4月11日～講座前日、10211～10216は6月1日～講座前日、10217～10227は8月1日～
講座前日(定員に達し次第締め切ります)
・方
法 電話で、①名前(漢字) ②電話番号 ③希望の講座番号と講座名 の3点を知らせてください。
・申 込 先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
■注 意
申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。

〈あすなろ悠々塾 講師養成研修〉 講座番号 10231

単位数 10

あすなろ悠々塾の講師を養成する研修です。これまでのご自身の学びの成果を活かして生涯学習の講師になる意欲のある
方は、是非、ご応募ください。
回

実施日

内

容

講

１

7月 6日(水)

プレゼンテーションの基礎知識

２

7月13日(水)

シンプルで伝わりやすいプレゼン資料の作り方

３

7月20日(水)

チラシの魅せ方

師

NPO法人キャリアネットワーク北陸 理事長 岡野 絹枝 氏
. あぽじら 代表 伊藤 雅恵 氏
銅版画家・文筆家 三宅 エミ 氏

４

「あすなろ悠々塾」聴講(8月～9月に1回以上)

５

11月 2日(水)

選ばれる講師になる～心を動かすテクニック～

６

11月16日(水)

企画書発表会(期限までに企画書を作成し提出)

(株)できる 代表取締役 杉本 嵩龍 氏

■会場 石川県立生涯学習センター 教室１、まなびすとルーム
■対象・定員・費用 一般・10名(先着順)・無料
■申込方法・申込先 電話で、下記にお申し込みください。申込締切 6月10日(金)
石川県立生涯学習センター 社会教育グループ
TEL 076-223-9572

（3）人権講演会
講座番号
10301

単位数 ２
講座名・講師

日時・会場

人権講演会
7月29日(金)
「ちがいを楽しみ、ちからに変える～だれも取り残
13:00～15:00
さない社会の実現～」
石川県立生涯学習センター
講師 羽衣国際大学教授 にしゃんた 氏

■申込方法・申込先・問合せ先
電話で下記へ申し込んでください。
石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
■注 意 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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受付期間・対象・定員・費用
■受付期間 6月13日(月)～
■対象 一般
■定員 110名(先着順)
■費用 無料

大学校・生涯学習センター主催講座一覧

（4）世界理解講座
講座番号

世界そのまんま

各講座単位数 ２

講 座 名・講 師

日時・会場

10401

世界そのまんま①
10月13日(木)
「シンガポールから学んだこと3～シンガポールの歴
14:00～15:30
史に学ぶ～」
石川県立生涯学習センター
講師 前シンガポール日本人学校校長 池端 弘久 氏

10402

世界そのまんま②
「エンジョイ インドネシア」
講師 前ジャカルタ日本人学校教諭 浜田 希 氏

未定
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター

10403

世界そのまんま③
「トルコを知っていますか」
前イスタンブール日本人学校教諭 澤田 祐一 氏

10月20日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター

10404

世界そのまんま④
「常夏の島フィリピン～生活や文化～」
講師 前マニラ日本人学校教諭 浜中 真希 氏

未定
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター

10405

世界そのまんま⑤
11月17日(木)
「チェコ人の心に残る日本人女性～人見絹枝とクーデ
14:00～15:30
ンホーフ光子～」
石川県立生涯学習センター
講師 元プラハ日本人学校教諭 野村 泰裕 氏

10406

世界そのまんま⑥
「オーストラリアと戦争」
講師 元シドニー日本人学校教諭 松浦 直裕 氏

受付期間・対象・定員・費用

■受付期間
9月12日(月)～講座の7日前
■対象 一般
■定員 30名(先着順)
■費用 無料

11月24日(木)
14:00～15:30
石川県立生涯学習センター

■申込方法
〈世界そのまんま①～⑥〉
・電話または E メール ( 件名を「世界そのまんま」としてください ) で、①名前 ( ふりがな ) ②電話番号 ③受講希望の
講座番号と講座名を知らせてください。
■申込・問合せ先

■注意

石川県立生涯学習センター 社会教育グループ
TEL 076-223-9572
Eメール kendai@pref.ishikawa.lg.jp

申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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大学校・生涯学習センター主催講座一覧

（5）ファミリー・カレッジ in 本多の森
講座番号

各講座単位数 ２

講 座 名・講 師

日時・会場

受付期間・対象・定員・費用

10501

①親子恐竜講演会
「親子で学ぶ最新恐竜学」
講師 福井県立恐竜博物館 薗田 哲平 氏

4月23日(土)
13:30～15:00
石川県立生涯学習センター

■受付期間 ～4月1日(金)
■対象 小学4～6年生と保護者
■定員 40組(抽選)
■費用 無料

10502

②親子マジック教室
「親子で楽しくマジック教室 」
講師 マジシャン 高田 隆二 氏

8月 6日(土)
13:30～15:00
石川県立生涯学習センター

■受付期間 未定
■対象 小学1～3年生とその保護者
■定員 40組(抽選)
■費用 無料

10503

③親子昆虫講演会
「こわいけど、役に立つハチのこと」
講師 ふれあい昆虫館学芸員 石川 卓弥 氏

9月10日(土)
13:30～15:00
石川県立生涯学習センター

■受付期間 未定
■対象 小学4～6年生と保護者
■定員 40組(抽選)
■費用 無料

10504

④講演会
「未定」
講師 未定

10月29日(土)
13:30～15:00 予定
石川県立生涯学習センター

■受付期間 未定
■対象 未定
■定員 40組(抽選)
■費用 無料

10505

⑤親子ダンス教室
「未定」
講師 RAISE dance studio 森本 雄太 氏

2月12日(日)
13:30～15:00 予定
いしかわ総合スポーツセンター

■受付期間 未定
■対象 小学1～3年生とその保護者
■定員 40組(抽選)
■費用 無料

■申込方法・申込先
石川県生涯学習センター HP「新着情報」の「ファミリー・カレッジ in 本多の森 受講申込」から石川県電子申請システ
ムに入り、必要事項を入力してください。
■注意 ・それぞれの講座によって受付期間が異なりますので注意してください。
・申込多数の場合は抽選となります。
・詳細については、チラシまたは石川県立生涯学習センターホームページをご覧ください。
・申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
■問合せ先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572

（6）ファシリテーター養成講座
講座番号

10601

10602

単位数 A コース ： １６

講 座 名・講 師

日時・会場

7月 7日(木)10:00～16:00
①Aコース
7月 8日(金)10:00～16:00
講師 特定非営利活動法人NPO政策研究所理事
7月 9日(土) 9:00～12:00
谷内 博史 氏
講師 橘行政書士事務所
石川県立生涯学習センター
橘 泰至 氏
＊3日間の連続受講が必要

②Bコース
講師 発創デザイン研究室代表
冨永 良史 氏

9月 8日(木)10:00～16:00
9月 9日(金)10:00～16:00
9月22日(木)13:00～16:00
12月 1日(木)13:00～16:00
石川県立生涯学習センター
＊4日間の連続受講が必要

B コース ： ２９
受付期間・対象・定員・費用
■受付期間
5月9日(月)～6月3日(金)
(先着順)
■対象 一般
(初めて受講される方優先)
■定員 20名
■費用 無料
■受付期間
7月1日(金)～7月29日(金)
(先着順)
■対象 一般
■定員 20名

■申込方法・申込先
［はがきの場合］申込先 〒 920-0935 金沢市石引 4-17-1 石川県本多の森庁舎
石川県立生涯学習センター 社会教育グループ
記載事項 :「ファシリテーター養成講座 受講希望」と明記のうえ、
①名前 ( ふりがな ) ②郵便番号・住所 ③電話番号 ④受講希望の講座番号とコース名を記入
してください。
［E メールの場合］アドレス :kendai@pref.ishikawa.lg.jp
記載事項 : 件名を「ファシリテーター養成講座
受講希望」とし、①名前 ( ふりがな ) ②郵便番号・住
所 ③電話番号 ④受講希望の講座番号とコース名を記入してください。
■注意 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
■問合せ先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ TEL 076-223-9572
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大学校・生涯学習センター主催講座一覧

（7）本多の森シネマアーカイブ
講座番号

各回単位数 １

日 程・演 目

日時・会場

受付期間・対象・定員・費用

1期 生涯学習センター所蔵のVTRから、次の
シリーズ を順次上映します。
①日本の詩情
②源氏物語の女性たち
③手塚治虫の世界
10701

■12月 8日(木) ①京の焼物師
②空蝉と末摘花
③「鉄腕アトム」の発見
■12月15日(木) ①海を恐れぬ男たち
②朧月夜の君
③「火の鳥」の発見
■12月22日(木) ①安来節と砂鉄ぼり
②明石の君と玉鬘
③「ブラック・ジャック」の発見

13:45～15:30
石川県立生涯学習センター

2期 1期に引き続き、次のシリーズ を順次上映
します。
①日本の詩情
②源氏物語の女性たち
③遠野物語をゆく
10702

■ 1月12日(木) ①藍とデコ
②女三の宮
③～柳田国男の風景～第1部
■ 1月19日(木) ①石と田の神
②雲居の雁と落葉の宮
③～柳田国男の風景～第2部

13:45～15:30
石川県立生涯学習センター

■受付期間 実施前日まで
■対象 一般
■定員 20名
■費用 無料

■受付期間 実施前日まで
■対象 一般
■定員 20名
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先
・電話、FAX または E メールで、下記へ申し込んでください。
・FAX、E メールの場合は、件名を「シネマアーカイブ」とし、①名前（ふりがな）②住所 ③電話番号 ④講座番号を記入
してください。
・各期とも連続の受講を原則としておりますが、特定の日のみ受講を希望される場合は、その月日もご記入ください。
石川県立生涯学習センター学習情報グループ
TEL 076-223-9573
FAX 076-223-9585
E メール manabi-r@pref.ishikawa.lg.jp
■注意 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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大学校・生涯学習センター主催講座一覧

（8）兼六ビデオ講座
講座番号

各回単位数 ２
日 程・演 目・会 場

１期 次の３シリーズを順次上映します。
①いしかわ大百科2019 シリーズ いしかわミュージアム散歩
②いしかわ大百科2008 シリーズ ふるさと伝説の舞台
③海 青き大自然
・時間 13:45～16:00
・会場 石川県立生涯学習センター

10801
■ 6月 1日(水)
■ 6月 8日(水)
■ 6月15日(水)

①石川県九谷美術館 ②命の叫び 雨乞いの伝説 ③いのちの物語
①西田幾多郎記念哲学館・鈴木大拙館
②加賀能登ヒーロー・ヒロイン伝説 ③深海探検
①前田土佐守家資料館・加賀本多博物館 ②かなざわ地蔵物語
③外洋のハンターたち

受付期間・対象・定員・費用

■受付期間 実施前日まで
■対象 一般
■定員 48名
■費用 無料

２期 次の３シリーズを順次上映します。
①いしかわ大百科2019 シリーズ いしかわミュージアム散歩
②いしかわ大百科2009 シリーズ 今に残る名作
③海 青き大自然
・時間 13:45～16:00
・会場 石川県立生涯学習センター

10802

■ 6月22日(水) ①尾小屋鉱山資料館
②大衆に愛された文人～小松砂丘の魅力～ ③氷の海のサバイバル
■ 6月29日(水) ①石川県ふれあい昆虫館
②白山とふるさと愛～深田久弥の精神～
③海の中の四季
■ 7月 6日(水) ①石川の祭りミュージアム
②万葉の旅～折口信夫が見た能登半島～ ③サンゴ礁に生きる
■ 7月13日(水) ①石川県銭屋五兵衛記念館・石川県金沢港大野からくり記念館
②世界の絵本～育まれるチカラ～
③潮流のドラマ
■ 7月27日(水) ①大学のミュージアム
②ユウモアの先駆者～奥野他見男～
③海と陸のはざまで

■受付期間 実施前日まで
■対象 一般
■定員 48名
■費用 無料

３期 次の３シリーズを順次上映します。
①いしかわ大百科2019 シリーズ いしかわミュージアム散歩
②いしかわ大百科2000 いしかわ不思議探訪シリーズ
③シリーズ北陸の工芸作家 石川の匠たち
・時間 13:45～16:00
・会場 石川県立生涯学習センター

10803

■ 9月21日(水) ①谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 ②金沢城天守閣の謎
③宙へ 蒔絵・人間国宝 中野孝一
■10月 5日(水) ①石川県柳田星の観察館「満天星」・能登町真脇縄文館
②石田三成が託した木像
③ぐい呑から環境造形まで 日本藝術院会員 武腰敏昭
■10月12日(水) ①金沢ふるさと偉人館 ②そうはちぼん伝説～信仰と不思議～
③夏去る 友禅・人間国宝 二塚長生
■10月19日(水) ①旧角海家住宅・黒島天領北前船資料館 ②砂上の楼閣 粟崎遊園
③道 重要無形文化財「木工芸」保持者 灰外達夫
４期 次の３シリーズを順次上映します。
①いしかわ大百科2019 シリーズ いしかわミュージアム散歩
②いしかわ大百科2012 シリーズ 歴史を刻んだ一族
③アフリカン・ジャーニー～発展する大陸～
・時間 13:45～16:00
・会場 石川県立生涯学習センター

10804

■11月 9日(水)
■11月16日(水)
■11月30日(水)

①石川県立能楽堂・金沢能楽美術館 ②街に灯りを～森下家～
③マリ・ガーナ・ナイジェリア
①石川県立白山ろく民俗資料館 ②所口の賢人～豪商・塩屋家～
③エチオピア・ケニア・タンザニア
①国立工芸館 ②繊維王国・石川の父～津田家～
③コンゴ・ザンビア・南アフリカ

■受付期間 実施前日まで
■対象 一般
■定員 48名
■費用 無料

■受付期間 実施前日まで
■対象 一般
■定員 48名
■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先
・電話・FAX または E メールで、下記へ申し込んでください。
・FAX、E メールの場合は、件名を「兼六ビデオ講座」とし、①名前 ( ふりがな ) ②住所 ③電話番号 ④講座番号を
記入してください。
・各期とも連続の受講を原則としておりますが、特定の日のみ受講を希望される場合は、その月日もご記入ください。
石川県立生涯学習センター学習情報グループ
TEL076-223-9573
FAX 076-223-9585
E メール manabi-r@pref.ishikawa.lg.jp
■注意 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
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単位数 ２

（９）能登文化講座（オンライン視聴講座）

（9）能登文化講座（オンライン視聴講座）

単位数 ２

★生涯学習センター能登分室より ライブ配信
講座番号

講 座 名・講 師

講座番号

日時・会場

日 程・演 目

能登文化講座
「鎌倉幕府の成立」
能登文化講座
講師「鎌倉幕府の成立」
東京大学大学院人文社会系研究科
20101
講師 東京大学大学院人文社会系研究科
20101（日本史学研究室）教授
高橋 典幸 氏
（日本史学研究室）教授

日時・会場

受付期間・対象・定員・費用

受付期間・対象・定員・費用

■受付期間 5月24日(火)～
7月2日(土)
■対象 一般 ■受付期間 5月24日(火)～
7月2日(土)生涯学習センター
13:30～15:00
■定員 40名 ■対象 一般
まなびすとルーム
石川県立生涯学習センター
■費用 無料 ■定員 40名

まなびすとルーム

高橋 典幸 氏

■費用 無料

■申込方法・申込先・問合せ先

■申込方法・申込先・問合せ先
・TEL、FAX
または E メールで、下記へ申し込んでください。
・TEL、FAX または E メールで、下記へ申し込んでください。
・FAX、Eメールの場合は、件名を「能登文化講座（オンライン）」とし、①名前(ふりがな)
②住所 ③電話番号 ④講座番号 を記入してください。
・FAX、E メールの場合は、件名を「能登文化講座（オンライン）」とし、①名前 ( ふりがな ) ②住所 ③電話番号 ④講座
番号を記入してください。

■注意 申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。

■問合せ先
■注意 石川県立生涯学習センター社会教育グループ
申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
TEL 076-223-9572
FAX 076-223-9585 Eメール kendai@pref.ishikawa.lg.jp
■問合せ先
石川県立生涯学習センター社会教育グループ
TEL 076-223-9572
FAX 076-223-9585
E メール kendai@pref.ishikawa.lg.jp

能登校から ライブ配信！

オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
ぐ
！

能
登
校
と
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大学校・能登校主催講座一覧

Ⅲ

大学院「石川の博士」養成講座

大学院は、県民大学校の修了生を対象としています。概要や入校方法については、p ３をご覧ください。

（1）専修コース

単位数 30

専修コースは、
「自然」
「歴史」
「文学」
の３分野に分かれています。選択した分野の該当講座を受講してください。
講座番号

自然

歴史

講座番号

00001

県民大学校・大学院 修了証書交付式記念講演
演題 「石川の工芸と国立工芸館のコレクション」
講師 国立工芸館 館長 唐澤 昌宏 氏
日時 5月28日（土） 14：10～15：10
会場 石川県立生涯学習センター

30111

基本講座①「イカリモンハンミョ
ウと能登の砂浜の奇跡的つなが
り」
講師 石川県立大学
客員教授 上田 哲行 氏
日時 5月20日(金)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30112

基本講座②
「ユキツバキ・カヤの植物分布図
から何が分かるか」
講師 石川県自然史センター
理事長 高木 政喜 氏
日時 5月25日(水)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30113

基本講座③「いしかわの里山と
里海〜過去・現在・未来〜」
講師 石川県立自然史資料館
館長 中村 浩二 氏
日時 6月8日（水)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30114

基本講座④ 現地講座
講師 石川県立自然史資料館
館長 中村 浩二 氏
日時 7月14日(木)10:00～12:00
会場 石川県立自然史資料館

30121

基本講座①「前田土佐守家の歴史」
講師 前田土佐守家資料館
学芸員 竹松 幸香 氏
日時 6月20日(月)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30122

基本講座②「渤海～日本航路の
研究～」
講師 金沢学院大学
名誉教授 小嶋 芳考 氏
日時 6月24日(金)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30123

基本講座③「加賀騒動後日譚考
〜桃雲寺大鏡書状より〜」
講師 石川郷土史学会
常任幹事 加納 嘉津政 氏
日時 6月28日(火)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30124

基本講座④ 現地講座
講師 石川県立図書館職員
日時 時期未定
会場 石川県立生涯学習センター

講座番号

文学

30131

基本講座①「えんじょもんの文学
福永武彦を読む」
講師 金沢大学
准教授 飯島 洋 氏
日時 5月31日(火)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30132

基本講座②「『春昼』〜うたゝ寝に
恋しき人を見てしより〜」
講師 富山大学
非常勤講師 朝木 敏子 氏
日時 6月3日(金)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30133

基本講座③「加賀前田藩と古典」
講師 金沢大学
准教授 猪瀬 千尋 氏
日時 6月14日(火)13:30～15:30
会場 石川県立生涯学習センター

30134

基本講座④ 現地講座
講師 石川県立図書館職員
日時 時期未定
会場 石川県立生涯学習センター

（3分野共通）「石川の博士」論文講座

30101

30001

①論文作成講座
講師 金城大学短期大学部
講師 三浦 哲志 氏
日時 6月下旬～7月上旬
会場 石川県立生涯学習センター

②論文指導講座（第１回）
指導講師による論文指導
日時 9月
会場 石川県立生涯学習センター

（３分野共通）
県民大学校大学院 論文発表会＆記念講演
日時 令和5年1月21日（土） 13：30～15：50
会場 石川県立生涯学習センター

■日程等の詳細については、後日お知らせします。
■問合せ先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ

電話
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076-223-9572

③論文指導講座（第2回）
指導講師による論文指導
日時 10月
会場 石川県立生涯学習センター

大学校・能登校主催講座一覧
大学院は、県民大学校の修了生を対象としています。概要や入校方法については、p 3 をご覧ください。

（2）講師育成コース

単位数 30

講師養成コースは、意見・感想レポート提出（前頁の講座を受講し、それに対する意見・感想レポートを基本講座①に提出）
と下記の基本講座を受講してください。

講座番号

講座名

日時・会場

30201

講師養成コース基本講座①
「プレゼンテーションの基礎知識」
講師 ＮＰО法人キャリアネットワーク北陸 理事長 岡野 絹枝 氏

7月6日(水）13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

30202

講師養成コース基本講座②
「シンプルで伝わりやすいプレゼン資料の作り方」
講師 ． あぽじら 代表 伊藤 雅恵 氏

7月13日(水)13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

30203

講師養成コース基本講座③
「チラシの魅せ方」
講師 銅版画家 ・ 文筆家 三宅 エミ 氏

7月20日(水）13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

30204

講師養成コース基本講座④
「選ばれる講師になる～心を動かすテクニック～」
講師 （株）できる 代表取締役 杉本 嵩龍 氏

11月2日(水)13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

講座企画概要書・講座チラシ作成

30205

30001

企画書指導①
講師 ＮＰО法人キャリアネットワーク北陸 理事長 岡野 絹枝 氏

10月19日(水)13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

企画講座発表②
講師 ＮＰО法人キャリアネットワーク北陸 理事長 岡野 絹枝 氏

11月16日(水)13:30～15:30
石川県立生涯学習センター

県民大学校大学院 論文発表会＆記念講演

令和5年1月21日(土)13:30～15:50
石川県立生涯学習センター

■日程等の詳細については、後日お知らせします。
■問合せ先 石川県立生涯学習センター社会教育グループ

電話
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076-223-9572

