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 「 知 の 拠 点 」 と し て  

石川県立図書館長  平 野 恒 男 

現在、県立図書館の移転・建替について、整備指針となる基本構想の策定が鋭意進めら

れており、新たな図書館は、皆様の多様なニーズに応え、多くの方に集っていただける「知

の拠点」を目差しております。 

図書館は、公民館・博物館とともに生涯学習を提供する施設として社会教育法上に規定され、

生涯学習の場、情報・資料の提供の拠点として生涯学習を支える役割を担ってきました。また、近年、図

書館を都市計画の一環に位置づけ、まちづくりや地域の振興、活性化の役割を果たしているところもあり

ます。図書館の基本的機能には、資料の収集・提供、場の提供、全域サービス、他機関とのネットワーク

等があり、さらに課題解決支援・情報提供機能の充実が求められています。 

県内ではすべて市町に図書館が設置され身近にご利用いただけます。自館に所蔵のない資料についても、

県内だけでなく東海北陸地区の図書館とも連携し、他館からの提供を受け貸出（相互貸借）を行っています。

資料の提供のみならず、企画展示・講座やデータベースによる情報提供、調査相談（レファレンス）も行っ

ております。図書館のカウンターで気軽に声をかけていただければ、きっと皆様のお役に立てると思ってお

ります。今後とも多くの皆様のご利用をお願い申し上げます。 

 

 
 

 石川県民大学校については、平成２年６月の開校以来、

多様な学びの場として県民の皆さまへの浸透に努めてきま

したが、平成 27年度末時点で、延べ１万 6千人を超える方々

が県民大学校を修了されています。 

そして平成 28 年度は、当センターが昭和 41 年５月に 

石川県立社会教育センターとして設立以来、50 周年の 

節目の年を迎えたことから、６月 12日(日)に石川県本多の

森庁舎第２会議室において、例年実施している石川県民大

学校・大学院修了証書交付式にあわせて、生涯学習センター 

創立 50周年記念式典を挙行いたしました。 

記念式典は、石川県議会議長、市町教育長会会長、県民

大学校実施機関代表といったご来賓や、県民大学校修了生

の方々などおよそ 160 名の皆さまのご臨席のもと、厳粛な

雰囲気の中で執り行

われました。 

引き続き行われた

修了証書交付式には、

平成 27 年度修了生

656名(大学校635名、

大学院 21名)のうち 81名の方々が出席され、大学校と大学

院の修了生代表に谷本正憲知事より修了証書が交付されま

した。また、これまで学んでこられたことや今後の抱負な

ども含めて大学校と大学院から代表の方お二人にご挨拶を

いただきました。 

交付式終了後には、同志社大学特別客員教授の石浦章一

先生を講師にお迎えし、「いつまでも老いない脳をつくる 

１０の生活習慣」というテーマで記念講演を開催いたしま

した。石浦先生には、老いない脳をつくるためには、週 

２～３回程度の有酸素運動が効果的なこと、脂肪酸を少な

めにした野菜中心の食習慣が大切であることなどを、時折

ユーモアも交えながら、分かりやすくお話しいただきまし

た。また、石浦先生から

受講者の皆さんに向けて、

「ストレスを受け流し、

好奇心を持って生涯学習

を続けてほしい」と励ま

しのメッセージもいただ

きました。 
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秋山金沢学院大学学長の講演 

修了証書交付式記念講演 創立50周年記念式典 



 
第１回 諸江吉太郎氏の講演  

第４回 輪島市 重蔵神社にて 

 

この講座は、主に 30 歳代から 40 歳代の子育て世帯の皆さまを対象に、お子さんと一緒にご家族で楽しみながら参加し

ていただける講座として、平成 27 年度に開講しました。センターでは、この講座へのご参加を機に、若い世代の皆様にも、

生涯学習や県民大学校に関心をお持ちいただき、生涯を通じた学びを深めていただければと考えております。 
 

 平成 28 年度の「ファミリー・カレッジ in 本多の

森」は、全５回の実施予定です。 

第１回 ５月３日(火・祝)に「あすかりん」ことフー

ドアナリストの雅珠香氏をお招きし「フードアナリス

ト的"おいしい"の秘密」と題した講演を行いました。

講演では、居酒屋の起源や歴

史・現在との比較や、味覚を

感じるしくみを大人と子ども、

さらにナマズを例に出し解説

するなど、「食」にまつわる興

味深いお話を、分かりやすく

ご講義いただきました。 

第２回 夏休み期間中の８月 9日(火)に「“兼六園と

金沢城の秘密”を歩こう！」と題し、石川県観光スペ

シャルガイド（兼六園・金沢城）の森永 寿久氏を講師に

お迎えし実施しました。専門家の先生のご案内のもと

兼六園と金沢城を 

親子で実際に歩きな

がらその魅力に触れ、

ふるさと石川につい

ての学びを深めるこ

とができました。 

第３回 ８月 21日(日)にＮＨＫ｢おかあさんといっしょ｣

第 16 代うたのお姉さんの神崎ゆう子氏をお招きし、

「童謡あのね～童謡の背景を知って歌おう～」と題し

て実施しました。 

参加した小学生の 

子どもたちと保護者

の皆さんは、神崎さ

んと一緒に楽しく歌

を歌い、また童謡の

背景などについても勉強しました。 

第４回 11 月 3 日(木・祝)に音楽家の青島広志氏、 

テノール歌手の小野勉氏をお招きし「青島先生といっ

しょに、うたって！きいて！」と題して実施しました。

参加した皆さんは、 

小野氏の素晴らしい歌

を聴いたあと、青島先

生の指示のもと、小野

氏と一緒に歌い、親子

で「歌の楽しさ」を学

びました。 

第５回 1 月 28 日(土)にラッキィ池田氏をお招きし

て実施する予定です。たくさんの皆様のご参加をお待

ちしています。 

 

 

今年度４年目を迎えた「ふるさとモット学び塾」は、子どもから大人まで県民一人一人がふるさとへの愛着と誇りを持つ 

ために、石川の文化、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。どの講座も、知っているようで知らな

かった石川の深い魅力を再発見するお手伝いができたと思います。今年度の講座の概要をご紹介します。 
 

①ふるさとふれあい講座 

生涯学習センター（石川県本多の森庁舎）を会場に

した全 10 回の講座です。第１回の諸江吉太郎氏  

（落雁諸江屋主人）から第 10 回の井村辰二郎氏  

（株式会社金沢大地代表取締役）まで、県内各界で 

ご活躍の講師が、「和菓子の魅力」「人生儀礼」「海外

を視野に入れた食の

取り組み」「加賀毛針」

「金沢の料亭」「神社

祭礼」「木曽義仲」「発

酵食文化」「農業と食」

をテーマに、お仕事

や研究の成果を活か

した大変興味深く、

魅力的なお話をしてくださいました。幅広い分野について

の講演から、石川の魅力の奥深さが実感できました。 

 

②ふるさとふれあい現地講座 

石川の歴史や文化、自然に直接触れることで、 

ふるさと石川の魅力を深く感じていただける講座

です。県内各地の史跡、貴重な文化財や自然を目に

しながら、専門の講師から直接、歴史、文化、自然、

産業などについて興味深いお話をお聴きしました。 

「醤油の里大野」

「金沢城」「重伝建

寺町台」の金沢３講

座のほか、「小松の

ものづくり」「能登

平家物語」「海から

見た能登の歴史」を

テーマにした加賀

１・能登２の講座を

実施しました。 

  

「ファミリー・カレッジ in 本多の森」２年目を迎えました 
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③ふるさと発見出前講座 

石川県内の小中学校、公民館への出前講座です。 

各施設の求めに応じた専門の講師を派遣しています。 

今年度は、学校では、「五郎島金時」「イカリモン  

ハンミョウ」「加賀百万石と前田家」「徳田秋声」  

「石川の地層と化石」「世界にはばたく石川の産業」

「石川の食文化」「九谷焼」等、公民館では、「隠れた

金沢の名所」「石川の紙芝居」「川遊びをしよう」「野々

市特産ヤーコン」「白峰重伝建保存地区」「加賀百万石

と前田家」「地域素材を使った料理」「白山信仰」等の

地域に密着した幅広いテーマが取り上げられました。 

各講師の分かりやすく

熱のこもったお話に、

子どもから大人まで幅

広い年齢の受講者から

好評をいただきました。 

 

 

 

④ふるさとふれあい能登校講座 

平成 27 年度までの石川県民大学校能登校開催の

「いしかわを知る講座」がリニューアルし、「ふるさ

とふれあい能登校講座」に生まれ変わりました。 

今年度は「能登寺院

の金沢出開帳」を始め

とする、石川の文化・

歴史・自然等をテーマ

とした全６回の講座を

実施しました。 

各講師は、専門性の高い内容

をＡＶ機器を活用して丁寧に分

かりやすく講義してくださり、

多くの受講生から好評をいただ

きました。 
 

 

 

 
 

 

 
 

○「『あいあいネット』って、何？」 

 石川県生涯学習情報提供システム

「あいあいネット」は、県民の皆様に

県や市町等の生涯学習情報をインター

ネットで提供する webサイトです。 

・講座情報…「県民大学校講座」をはじめとする、  

県内の各種講座・講演会等の情報が検索できます。 

・講師情報…講演会・学習会等の講師や地域の指導者

を紹介します。登録されている多彩な分野の講師 

約 450名から検索できます。公民館や学校で講座・

講演会を企画されている皆様、講師をお探しの際は

ぜひご活用ください。なお、ご希望の講師が見つか

りましたら、まなびすとルームまでご連絡ください。 

・視聴覚教材情報…当センターに所蔵されている  

16ミリフィルム/ＶＨＳ/ＤＶＤ/ＣＤ教材を検索し、

どんな教材があるか、希望のものがあるか探すこと

ができます。 

・このほか「ふるさと情報」・「イベント情報」の   

提供、「今蘇る石川の記録映像」・ふるさとモット

学び塾「講座ビデオ」の動画配信も行なっています。 

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 
 

○「人権教育」等の教材ＤＶＤを貸出しています 

 当センター視聴覚ライブラリーでは、道徳 

や人権、情報リテラシー教育に役立つＤＶＤ 

教材を貸出しています。 

 今年度貸出を開始した教材を紹介します。 

・「スマホの落とし穴 親子・地域で考えよう」 

(34分)  対象：小学生 ～中高生 

・「スマホの安全な使い方教室 気を付けようＳＮＳ

のトラブルに」(23分)  対象：中高生～一般 

・「ひとりぼっちはいやだよね ～みんなでなくそう

いじめ～」(20分)  対象：小学生～一般 

・「生まれる子へ」(25分)  対象：中高生～一般 

・「あなたに伝えたいこと (インターネット時代の同和問題)」 

(36分)  対象：中高生～一般 

・「職場の日常から考えるパワーハラスメント」 

(28分)  対象：一般（企業等含む） 

これらのほかにも「ＤＶ・虐待防止」「セクハラ・

パワハラ」「メンタルヘルス」などについての教材が

ございますので、ぜひご活用ください。 

一部教材につきましては能登分室でも貸出を行なって 

おりますので、ご希望の方はお問い合わせください。 
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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 

 

白山市立白峰小学校での 

出前講座の様子 

羽咋市立西北台小学校での出前講座の様子 

～まなびすとルームからのご案内～ 

「ふるさとモット学び塾」の様子を 

インターネットでご覧いただけます。 

詳しくは「あいあいネット」もしくは 

当センターホームページで！ 

 

第１回講座の様子 

 

第２回講座の様子 



 

「大人も楽しい紙芝居」 地域の魅力を紙芝居で発信！ 
かなざわ紙芝居倶楽部 森  常 栄 

今年度、初めてあすなろ悠々塾講師の機会を頂きました。 

昔から絵が好きで、１０年程前から紙芝居の手作りと上演活動をしています。最初

は保育現場で活用していましたが、紙芝居という日本独自の文化を子ども達だけでなく、大人にも、その魅

力を伝えたいと思い「大人紙芝居」というジャンルで、地域に密着した紙芝居を制作しています。今は、私

が在住している金沢の暮らし、文化、民話等の作品が多く、大人紙芝居は７０作を超えました。制作方法は

第三者的な視線、例えば珠洲市出身の私にとって「何故、金沢ではドジョウの蒲焼が食文化なのか？」等、

金沢の不思議が制作の動機になっています。テーマが決まると、取材し脚本を作り、その後、絵とすり合わ

せ完成させます。それには、先ず自分自身の「学び」が必須で、かなり時間を費やしますし、作品が自己満

足で終わらない様に全国コンクールでプロの指導も受けています。そして何より、上演する際は観客との交

流を大切にしています。 

紙芝居は、「演じ手と観客が共感しあえる誇るべき日本の文化」です。今後は、金沢市外にもテーマを広げ、

石川県下の魅力を発信した大人も楽しい紙芝居の制作と交流の場を広げたいと思います。 

 

 

 

平成 2８年度石川県民大学校大学院 

「石川の博士」養成講座 

論文発表会並びに記念講演 

◇日時／平成 29年 1月 21日(土) 13:30～15:40 

◇会場／石川県本多の森庁舎 1階 第 1会議室 

◇日程／13:30～14:30  論文発表会 

平成 28年度石川県民大学校大学院受講生代表者 
による論文・企画書の発表 

14:40～15:40  記念講演 

「中世の星の信仰 –北斗と妙見-」      

講師 金沢大学教授 

平瀬 直樹 氏 

☆申込不要、受講無料 

◆お問い合わせ 

社会教育グループ 

TEL 076-223-9572  FAX 076-223-9585 

 平成 2８年度（第 4７回） 

いしかわビデオ作品コンクール 
題材は自由！日々の活動やふるさと等をテーマに、

あなたの想いを「実際に役立つ視聴覚教材」として、

映像で表現してみませんか。 

◇応募資格／県内に在住もしくは勤務する 
個人またはグループ 

◇募集部門／①教材部門（上限時間 15分程度） 
・小・中学校・高等学校等で活用する教材 
・公民館等の生涯学習施設で活用する教材 
・学校紹介ビデオ 

②一般部門（上限時間７分程度） 

・上記①以外の作品 

◇応募締切／平成 29年 ２月 3日(金) 
（当日消印有効） 

◆お問い合わせ（応募先） 

石川県視聴覚教育協議会事務局 

（学習情報グループ内） 

TEL 076-223-9573 FAX 076-223-9585 

 

～Ｔｏｐｉｃｓ～ 
生涯学習センターでは、平成 28年 11月 2日(水)・

３日(木・祝)の２日間、「マナビィフェア in 本多の森 

2016」を開催しました。期間中は「ファミリー・カレッ

ジ in 本多の森」をはじめ、講演会、映画会、ミニコ

ンサート、ハンドベル演奏など 10 のイベントと、 

近隣公民館等の展示などを実施しました。 

ハンドベル演奏 

楽しい親子の 

筆文字アート 公民館等の展示 

  

 

“出会い”(25) 

お 知 ら せ 

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 17－１ 

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 ） 
  

- ４ - 


