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     多様な交流に支えられる学びの場   

                   金沢美術工芸大学 教 授 桑 村 佐和子   

生涯学習( lifelong learning )という言葉が生まれてから約半世紀。地域社会でも学校でも

人々が生涯にわたって学び続けることを前提とした学習支援が考えられ、実施されています。 

人々の生涯学習を支え、推進する目的はどこにあるのでしょうか。勿論、第一義的には人々の 

学習意欲に応えることですが、それらを通して社会の変化に対応していくことでもあるように思います。流動性の高い

社会にあって、私たちには革新型の学習が必要であることが指摘されています。社会が蓄えてきた知識・技術など

を学ぶことは重要ですが、それを元に新しい価値、方法を創造できるような学習もしていこう、ということです。その特

徴の一つに「参加」があります。いわゆる参加型学習で、学習者同士が学びあうことによる効果に期待しているのです。

それは多様性を前提としています。異なる分野、異なる地域の人たち、異世代の人たちが互いに違いを尊重しつつ、

交流することによって、学びの場はさらに豊かになるのでしょう。 

石川県立生涯学習センターは「社会教育センター」と称していたころを含めると、国内でも長い歴史を持っていま

す。比較的早い段階で県全体を見渡すこのような施設があったことは県民の教育に対する思いの強さを感じます。

そして、センター自身の学びの姿勢とともに、県民が利活用し、要望を寄せてくれたことにより発展してきた歴史を感

じます。これからも多方面からの県民の参加によって発展することを期待しています。 

  

平成２６年度も実施！ 「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持つために、石川の文化や歴史、自然等に 

ついて知識を深めるふるさと学習です。（詳しくは、当センターホームページをご覧ください。） 

◇ふるさとふれあい講座「本多の森会場」 

７月 19 日（土）から 11 月 28 日（金）にかけて石川県

本多の森庁舎で、全 10 回実施します。受講料は無料で、

申し込みは電話、ＦＡＸ、Ｅメールで。定員(130名)に達

し次第締め切ります。 

【演題・講師】 

①「石川の魅力」 前田利祐氏  

②「加賀屋の流儀～おもてなしの心～」 小田禎彦氏  

③「世界農業遺産と能登の可能性」 宇野文夫氏  

④「加賀・能登の民謡にふれる」 伊崎八郎氏  

⑤「金沢の金箔の伝統と革新」 浅野邦子氏  

⑥「石川の漆文化と輪島塗」 四柳嘉章氏  

⑦「舳倉島の歴史～海女に見る海民の世界～」 小嶋芳孝氏 

⑧「南北朝内乱と北加賀の合戦」 東四柳史明氏 

⑨「金沢のお茶屋文化」 島 謙司氏  

⑩「サムライたちの異国見聞録～海外へ雄飛した加賀藩士～」 徳田寿秋氏 

 

 ◇ふるさとふれあい講座「現地コース」 

９月 10日（水）から 11月８日（土）にかけて、史跡、偉

人ゆかりの地など５コースをバスで巡る形で実施します。 

バス代は無料ですが、施設入場料・昼食代・保険費等は

実費負担となります。 

申し込みは各コース実施日の１か月前までに、往復はがき

で。 ※定員(35名)を超えた場合は抽選となります。 

【演題・講師】 

①「木曽義仲と倶利伽羅合戦の地を訪ねて」  東四柳史明氏 

②「芭蕉が歩いた加賀路を訪ねて」 柳澤良一氏 

③「古代能登の王墓と寺跡を訪ねて」 谷内尾晋司氏 

④「九谷焼発祥の街を訪ねて」 中矢進一氏 

⑤「前田利家と妙成寺・山の寺寺院群を訪ねて」 東四柳史明氏 

◇ふるさと発見出前講座 

小中学校 15校と公民館 20館で、石川の文化・歴史・ 

自然等についての出前講座を実施します。 

実施する小中学校・公民館が決まりましたら、当センター

ホームページに掲載します。 

  

    

生生涯涯学学習習セセンンタターー  

だだよよりり 
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※「ふるさとモット学び塾」のいくつかの講座を  
インターネットでも受講できるようになりました。 
当センターホームページをご覧ください。 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/20140307.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/20140307.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/20140307.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/20140307.html
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県民の生涯にわたる学習活動を支援しています！ 

～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介～ 

生涯学習センター（本多の森庁舎）で実施している主な主催講座と研修会を紹介します。 

＜主催講座＞ 

◇あすなろ悠々塾 

「あすなろ悠々塾」は、県民が生涯学習を通して

学んだ成果を生かして、講座の講師となった講座で

す。内容は、歴史・健康・自然等、多岐にわたって

おり、今年度は 31講座を開講します。 

◇ファシリテーター養成講座 

「ファシリテーター」とは、会議における話し合いが

スムーズに行われるよう調整する役割を担う人で、

今、住民参加型の地域づくり会議や企業等の組織

においても注目されています。地域や組織を活性化

する上で大いに役立つ講座です。 

【入門編】 7月 10日(木)・11日(金)・26日(土) 

【応用編】 9月 11日(木)・12日(金)・25日(木)、 

12月 ２日(火) 

◇本多の森シネマアーカイブ ～秘蔵 16 ミリ上映講座～ 

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵する、貴重

な１６ミリ映像教材を上映します。体験することが難し

くなりつつある映写機によるフィルム上映の味わいを

楽しみながら、記録映画等をご覧ください。 

6月 16日(月)・7月 16日(水)・9月 16日(火)、 

12月 16日(火)・1月１6日(金) 全５回 

 ＜研修会＞ 

◇公民館職員研修 

公民館館長や公民館主事等を対象として、公民

館の経営及び事業に関する知識や技術の修得を

図るため、基礎研修５日間と専門研修３日間を

実施しています。 

◇市町生涯学習担当者基礎研修 

市町や県で生涯学習や社会教育に関する業務

を新たに担当することとなった職員を対象に、生涯

学習に関する行政や事業を推進する上で必要な

基礎的知識の修得を図るため、２日間にわたり

実施しています。 

◇教育事務所管内別生涯学習研修会 

市町の生涯学習担当者、公民館職員等生涯学

習行政関係者を対象として、実務能力等の力量

を高めるため、小松・金沢・中能登・奥能登の

教育事務所管内ごとに各１日の研修会を実施して

います。 

 

 

～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 

◇能登文化講座 
７月５日（土）13:30～15:00 入場無料 

講師 女優 正 司 花 江 氏 

演題 「今日を大切に」 

◇いしかわを知る講座 

石川の歴史・文化・自然等を学ぶ  

「のと鉄道と北陸新幹線」「白山の魅力」等 

◇あすなろ悠々塾 in能登 

生涯学習の成果を活かした県民企画講座 

「能登守･加賀守・・」「・・能登海難考」等 

◇ビデオ教養講座 

石川の歴史・文化・産業等を訪ねる 

「珪藻土」「北陸の宝塚」「相撲道 阿武松」等 

◇能登陶芸教室 

成形・釉薬がけ・焼成を学ぶ 

◇古文書手習い塾 

古文書に親しみ解読の基礎を学ぶ 

◇古文書解読講座 

古文書解読に関する知識と技能を学ぶ 

 ◇能登特別映画会 

名作「父ありき」「郡上一揆」「お茶漬けの味」 

「人間の翼～最後のキャッチボール～」 

◇夏休み子ども陶芸教室 

粘土を使い成形・色付・焼成を楽しむ 

◇夏休み子ども特別映画会 

「のび太のドラビアンナイト 」 

「ハローキテイのシンデレラ 」 

「のび太と雲の王国 」 

「ハローキテイのおやゆびひめ 」 

◇夏休み子ども科学教室 

「インスタント押花と海草押花」 

「天体の話と惑星模型作製」 

「身近な科学実験」 

 

能登分室では、講義室・会議室・ 

調理室・作業室等をお貸ししています。 

申込方法・利用料金等につきましては、 

石川県立生涯学習センターＨＰの 

能登分室のページをご覧ください。 
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～まなびすとルーム利用のご案内～ 

○どこにあるの？ 
金沢市石引４丁目１７番１号 石川県本多の森庁舎

（旧 石川厚生年金会館、現在の「本多の森ホール」と

同じ敷地）の２階にあります。 

＜玄関ホール中央の階段を上ってすぐの場所です。＞ 

○何があるの？ 

◇学習スペース 

オープンスペースとなっており、当センター主催のあ

すなろ悠々塾や緑陰講座などを開催しています。 

その他、県民の方々による生涯学習に関する講座、

会議等としての利用も可能です。（詳しくはお問い合わ

せ下さい。） 

また、生涯学習に関する雑誌や、新聞の閲覧もでき

ます。お気軽にお立ち寄りください。 

◆マナビィコーナー 

県民の方々の「生涯学習活動の成果」を発表し

交流する場として、作品展示を行っています。 

（入場は無料です） 

なお、出展希望者を随時募集しています。（個人・

団体を問いません）ご希望の方は、まなびすとルーム

までお問い合わせ下さい。（出展は無料です） 

・展示例：絵画・陶芸・書・写真・俳句・手芸・

ペーパークラフトなど 

・展示期間：原則として２～４週間です。 

 ◇視聴覚ライブラリー 

視聴覚教材（CD・DVD・VHS・16 ㍉フィルム）の

貸出を無料で行っています。 

・貸出できるのは、高校生以上の県民の方々、 

および団体です。 

・貸出期間は１週間、本数は一度に５本までです。 

・貸出のご利用には会員登録（無料）が必要です。 

（登録の際は身分証明書の提示をお願いします。） 

・「いしかわ大百科」などの県民大学校放送利用講座

のビデオのほか、ドキュメンタリーなどの教養番組、

映画、子供向けアニメ作品などの教材を取り揃えて

います。なお所蔵教材は、『あいあいネット』を

用いて、ジャンル別・キーワードで検索できます。 

☆配架していなくても貸出可能な教材がたくさん

あります。窓口でお尋ねください。 

○利用時間は？ 
午前９時から午後６時までです。 

土・日・祝日も開館しています。 

（年末年始の 12/29～1/3のみ休館します。） 

○問い合わせ先は？ 

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 
までお問い合わせください。 

皆様のご利用をお待ちしています。 

 

 

 

県民のための生涯学習情報提供システム「あいあい

ネット」では、従来の情報検索に加え、映像配信を 

開始しました。 

 

当センターの前身である県立社会教育センター

が昭和 48 年度から昭和 59 年度にかけて自主制作

した石川県の文化や発展をテーマにした郷土映画

のうち、１２本を配信しています。 

 

「ふるさとモット学び塾」で行われた講座の一部を 

配信しています。（順次追加していきます。） 

くわしくは「あいあいネット」をごらんください。 

 ★視聴覚ライブラリーより★ 

 新着映像教材のご案内  

・石川県を取り上げた映画 

「リトル・マエストラ」「ゼロの焦点（野村芳太郎監督版）」 

「男はつらいよ（第９作） 柴又慕情」 

「釣りバカ日誌 17 あとは能登なれハマとなれ！」 

・最近の話題作 

「人生、いろどり」「舟を編む」「のぼうの城」 

・アニメ作品 

「ミッキーマウス 3」「ふるさと再生 日本の昔ばなし」 

・平成の漢詩ブーム到来！ 

「NHK 新漢詩紀行」（全１０巻） 

このほか、「いしかわ大百科」や人権教育ＤＶＤ

なども新作が入荷しています。 

あいあいネットＵＲＬ http://iinet.pref.ishikawa.jp/ 

講座案内／講師案内／視聴覚教材情報（視聴覚ライブラリー教材検索） 

／ふるさと情報／イベント情報／記録映画及び講座の映像配信 

 

ＰＣ・スマートフォン

でご覧ください。 

 

今蘇る石川の記録映画 

T o p i c s 

講座ビデオ 
 

 

映 像 を 見 る こ と が で き ま す 

http://iinet.pref.ishikawa.jp/
http://iinet.pref.ishikawa.jp/movie.html
http://iinet.pref.ishikawa.jp/kouzadouga/index.html
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 パスポートサイズのビデオカメラに魅せられて 
金沢学院大学美術文化学部メディアデザイン学科教授 棒 田 邦 夫 

今、動画で残したいと思えばコンパクトで、片手で持てるビデオカメラがある。それも

安い価格で、テープなど使用しないでカメラ本体に記録を残すことができる。何と便利 

なのだろう。私がビデオカメラに出会ったのが 1996年に発売されたソニーのハンディカム、

パスポートサイズのビデオカメラである。およそ 13 年前に発売された小型・軽量パスポートサイズのビ

デオカメラでも驚いたのに、それよりももっと小さい手のひらサイズのビデオカメラである。子どもがお

もちゃを欲しがるように、我慢できなくて、つい買ってしまった。購入後は、小学生の頃に見た８mm ビ

デオの情景を思い出しながら、ありとあらゆるものを撮った。だが、当時の記録媒体 miniDV を読み込ん

で、編集する機材は大変高価で、画面メニューも英語表記のため、思うような書き出しができなかったこ

とを覚えている。せっかく購入したのに、なぜ簡単に読み込んで、編集して、書き出しができないのかと

焦っていた。1999 年アップルが簡単に操作できるビデオ編集ソフト「iMovie」を PC 本体に

標準装備して発売したのが折しもそんな時期である。この発売に私は大変喜んだ。そしてそ

れは本学科の授業にも影響を与え、今日のように個人でも簡単にビデオを楽しめる時代へと

広がる契機となったのである。結びに、いしかわビデオ作品コンクールも今年で 45回目を迎

えるが、先の出会いがあって今日多くの作品に出会えた、と感謝する。 

 

石川県民大学校・大学院修了証書交付式のご案内 
石川県民大学校は、「まなびの心 かがやく人生」をテーマに、県民の皆様一人ひとりが

自分らしい学びを通して、新しい自分を見つけるとともに、様々な出会いや交流をするこ

とで、自らの成長と自己実現を図り、その成果を生かした社会参画の促進を図っていくこ

とをめざしています。 

また、県民の皆様の生涯学習の場として、石川県内にお住まいの方やお勤めの方はいつ

でも入校でき、教養講座と専門講座の累計で 45 単位以上取得された方には、県民大学校

学長である石川県知事から修了証書が交付されます。また、県民大学校の修了生は、大学

院でさらに学びを深めることができます。 

今年度も、文化探求、国際理解、スポーツ、自然環境など、1,119講座を各機関のご協力により開催します。 

受講案内の冊子は、市町教育委員会生涯学習担当課、図書館、県生涯学習センター、各講座実施機関に配付 

しています。皆様の受講をお待ちしています。 
 

平成 25年度の石川県民大学校・大学院修了証書交付式が、平成 26年 5月

24日（土）午後 1時 30分から、石川県本多の森庁舎で行われ、平成 25年度

修了生 620名(大学校修了生 585名、大学院修了生 35名)に修了証書が交付

されます。 

式典の後、石川県立大学学長で、イグノーベル賞受賞者の熊谷英彦氏を 

講師に迎え、「タマネギと涙の研究でイグノーベル賞をもらいました。」というテーマの 

記念講演（受講無料・申込不要）を開催します。多数の皆様のお越しをお待ちしています。 

 

 

 

石川県立大学学長・イグノー
ベル賞受賞者 熊谷英彦氏 

“出会い”(20) 

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 

 

 

URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/ （PC もしくはスマートフォンでご覧下さい） 

 

 

 

平成 26年度受講案内冊子 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/

