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ご あ い さ つ 

                         石川県立生涯学習センター館長 山 越 善 耀 

３月まで高等学校の校長をしておりましたが、４月より当センターに勤務させていただくこ

とになりました。 

 個人的な話になりますが、自分の母校は本多の森庁舎のすぐそばにある紫錦台中学校です。

当時片町にあった大和百貨店近くの自宅（昔の町名は北長門町、小路一本を隔てた木倉町は

平成１５年に町名が復活しています。）から毎日通学していたのですが、香林坊交差点には魚

半の丸いビルがあり、金沢２１世紀美術館の場所には附属小・中があり、県立美術館の場所に

は金沢女子短大高校があり、さらに歩くと金沢美大の旧出羽町キャンパス（自分が中学入学直前

に移転したようです。）が見えました。そして、この本多の森庁舎がある場所には兼六園球場がありました。周辺を歩

くと当時の記憶が朧気ながら蘇ってきます。 

 当センターは昭和４１年に本多町の社会教育会館に本県の生涯教育の拠点「石川県立社会教育センター」として創

立され、平成１５年に旧県庁の広坂庁舎への移転とともに現在の名称となり、平成２３年にこの本多の森庁舎に移転

するなどの変遷を経て平成２８年には創立５０周年を迎えております。超高齢化社会を迎えた現在、生涯学習・社会

教育については不易に流行を重ねながらもその意義・重要性は論を俟ちません。今後とも県民の皆様のニーズに応え

られるよう諸機能の更なる充実に努めてまいる所存です。 

 ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～令和元年度「第 5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の講座で、

今年度で 6年目となります。 

令和元年度の第 5回講座は、2月 1日(土)にミュージ

シャンのエリック・ジェイコブセンさんを招いて「Let’s 

sing and dance with Eric！～エリックと歌って踊

って！～2020」というタイトルで実施しました。エリッ

ク・ジェイコブセンさんは NHK・Eテレで「英語であそ

ぼ」に出演していた方で 2年連続でお招きしました。85

組 199 名の親子が参加し、エリックさんの歌を聴いた

り、一緒に歌ったり、クイズに答えたりなど楽しい時間

を過ごしました。「エリックさんの元気（パワー）が伝

わってくる講座でした。とても楽しく英語に触れるこ

とができて良かったです。」、「テレビとは違い、生の英

語、音楽、エリックさんに子どもは釘付けで楽しそうで

した。大人も楽しめた。」、「すごくとても楽しかった。

元気を貰えた。エリックさんに会えて嬉しかった。エリ

ックさんのことがクイズになっていて色々知ることが

できて良かった。歌が沢山あって楽しかった。」などの

感想が寄せられ大変好評でした。 

今年度は、アニメーション映画監督の米林宏昌氏、歌

手の井上あずみ氏などをお招きする予定です。皆様の

ご参加をお待ちしております。 
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 令和２年度 石川県民大学校・ポスター等原画 
 
 県民大学校のポスターや、受講案内冊子とリーフレットの表紙は、平成９年度から県民の皆

さまに応募いただいた図案をもとに作成しています。令和 2年度も多くの応募をありがとうご

ざいました。その中から、最優秀賞・優秀賞・入賞作品をご紹介します。 

 
◆最優秀賞◆           ◆優秀賞◆           ◆優秀賞◆ 

県立羽咋工業高校 川﨑愛里咲さん     県立工業高校 倉本遥加さん     県立工業高校 川本望未さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
県民大学校          ふるさとモット学び塾            県民大学校・能登校 
受講案内           リーフレット         リーフレット 

 
 
 

◆入 賞◆              ◆入 賞◆                          ◆入 賞◆ 
県立工業高校 岡田心音さん       県立工業高校 湊 円香さん       金城大学短期大学部 ヨン ギョン モさん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆入 賞◆                         ◆入 賞◆                          ◆入 賞◆ 
金城大学短期大学部  忠田すみれさん      金城大学短期大学部  田邊怜生さん       県立金沢辰巳丘高校 宮本小乃葉さん 
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「あいあいネット」のご案内～ 

◆「あいあいネット」で、生涯学習情報を探そう！◆ 

石川県生涯学習情報提供システム「あいあいネット」

は、県民の自主的な生涯学習活動を促進・援助するた

め、県や市町等の生涯学習情報をインターネットにより提

供するシステムです。 

 

 
 

あいあいネットへのアクセスは… 

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

もしくは あいあい 石川 で  検索 
 

  

  

「あいあいネット」は、次のような検索ができます。             当(登録(登(登

録件数は令和 2 年 4 月 30 日現在) 

◇講座案内  （登録件数 1600件） 

当センターをはじめ、各市町で行われる講座・講 

演会等の情報を収集し登録しています。 

 

◇講師案内  （登録件数 408件） 

「ふるさとの文化・歴史」から「セカンドライフ」、 

「オカリナ指導」や「料理教室」など、多彩な分野の 

講師の情報が登録されています。講演会を行う講師だ 

けでなく、スポーツ・音楽・美術工芸・趣味・健康な 

どの実技指導の講師の登録もたくさんあります。 

 

◇視聴覚教材情報  （登録件数 12091件） 

当センター視聴覚ライブラリー（一部金沢市）が所 

蔵する、16ミリフィルム、ＤＶＤ等の視聴覚教材の情 

報が検索できます。 

新たな発見、「観てみたい」作品を見つける事になれ 

ば、教材価値も高まるので検索してみて下さい。 

 

◇ふるさと情報  （登録件数 2438件） 

◇イベント情報  （登録件数 168件） 

県下市町の名所・史跡・名物・祭りやイベント・催し物等の 

情報を収集し、随時登録しています。 

 

            

               
 

 

 

「あいあいネット」では、映像配信も行っています。 

 

 

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 58年度にかけ、自主制作した

ものです。 

石川県の文化や発展をテーマにした、郷土映画を

配信しています。 （12件） 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

令和元年度「ふるさとふれあい講座」からは加賀棒 

茶がテーマのものなど 3講座を取り上げています。 

（31件） 

 

 
コンクールに出品された、優秀作品ビデオを配信 

しています。 （2件） 

 

以上映像 45件を配信しています。是非、ご覧ください。 

映 像 を 見 る こ と が で き ま す 

情報

検索 

石川県生涯学習情報 
提 供 シ ス テ ム 

探してみよう！ 

https://iinet.pref.ishikawa.jp/
http://iinet.pref.ishikawa.jp/iskw_vcon/index.html
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     博物館の新たな取り組み 
石川県立歴史博物館 普及課長 永井 浩 

     
アクティブラーニングという言葉をご存知でしょうか。教育現場ではよく聞く言葉です

が、一般の方にとっては馴染みのない言葉かもしれません。その意味するところは、児童

や生徒が受動的となる授業ではなく、能動的に学ぶことができる学習方法のことです。具

体的には教師による一方的な指導ではなく、児童や生徒による体験学習や教室内でのグル

ープ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワークを中心とする授業のことを指し

ます。この言葉が注目されるようになった背景には社会の経済状況の変化に伴い、社会に求められる人材の変

化があります。ただ知識を増やすだけでなく、その知識をどう生かすかが重要であると考えられるようになっ

たからです。そこで、主体的に物事に取り組む力を育成するため、アクティブラーニングがより注目されるよ

うになったのです。 

ところで、最近、博物館の新たな活用の方法として、このアクティブラーニングの手法を取り入れる博物館

が出てきました。博物館は教室を離れ、限られた時間内で多種多様な情報源から、主体的に資料を選定、自力

解決を図ることができる教育施設です。学芸員や博物館資料という人的・物的資源が子どもたちの学習活動を

サポートします。全員が共通する学習課題に対し、博物館という限られた空間の中で、展示資料を利用して調

査活動を行う学習は、まさに子どものアクティブラーニングの学習力を訓練する場としても最適です。また、

博物館でのこのような学びは、子どもが生涯にわたる学習力を身に付けるうえでも大切な機会にもなります。 

今後、博物館の新たな取り組みが、児童・生徒の生涯学習力を身に付けるための訓練の場として活用して頂

ければと思います。 

 

 

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。 

・「アンを探して」…『赤毛のアン』のプリンスエド

ワード島・オールロケで描く、人間愛に満ちた珠玉

の物語。カナダのプリンス･エドワード島に一人降

り立った 17 歳の少女･杏里。亡き祖母の友人の民

宿に泊まり、島の灯台を訪ね歩く杏里には密かな

目的があった。 

・「ハンターキラー/潜航せよ」…潜水艦アクション

大作。潜水艦とシールズ精鋭部隊のダイナミック

な共闘など、未だかつてない進化を遂げる。 

・「ピース・ニッポン」…日本を一度にまとめて観ら

れる至福の映画体験。全国 47都道府県 200ヶ所以

上を撮影。第 1 部日本人の精神 日本人の精神の

歴史を探る 第 2 部日本の四季 四季それぞれの

日本美 第 3 部一期一会の旅 日本全国を巡る絶

景の旅 

 
 

・「朝鮮戦争/攻防 38度線」…本映像は開戦から、

仁川上陸、ソウル市街戦、そして休戦までを追った

ドキュメント。また、朝鮮戦争の苦しかった最初の

40 日間を国連軍の兵士の目を通して語られた記録

も入っている。 

・子ども向け…「トムとジェリー/赤ちゃんはいい

な」「忍たま乱太郎の宇宙大冒険/土星の段・宇宙の

果ての段」「ネコネコ動画 3」など。 

このほかにも「いしかわ大百科」などの県制作番組

や「君が、いるから」「東山文化を支えた『差別され

た人々』」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下さい。） 

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 … https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/  （もしくは                 石川 生涯 で  検索 ） 

“出会い”(32)       

からのご案内 

      


