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社会教育・生涯学習について思うこと
　石川県社会教育協会　会長　

　社会教育法では、学校教育以外はすべて社会教育であるとされている筈である。学校教育法によ
れば、例えば、小学校では、国語、算数、理科、社会、音楽、美術、体育等の教科が書かれていて、
学習指導要領や教科書も発行されているし、校舎や運動場も設置され、校長以下所要の教員も法律
によって配置されていて至れりつくれりということである。
　一方の社会教育の方はと言えば、学校に当たるものとして考えられるのは、公民館であろうか。しかし学習内容が定
められている訳でもないだろうし、職員の配置も学校教育に比べると必ずしも十分なものではない。この様な中で、一
体学習内容はどうすればよいのか。当事者の方々は思い悩まれるであろう事は想像に難くない。
　この様なことは文部科学省に聞いても判然とする筈もない。そして現実は、国の各省庁や都道府県や市町村の各部局
でもそれぞれ、住民に対して各種の教育的活動を行っているし、民間レベルでも、例えば農協や各種マスコミでも、生
産に関するものや教養、娯楽に至るまでさまざまなものを行っている。
　この様な中で社会教育、生涯学習の所管部署は、一体何をすればよいのか、当事者の方々は大変だろうと思うのは私
一人ではあるまい。
　しかしながら「ぐち」ばかり言っていても始まらない。県内のどのような機関、団体等が、どの様な内容の事を、ど
れ程の規模等で行われているかを調査する必要もあろうし、又、住民の方々が何を学びたいのかということもあろうし、
又、時代の変化に対応すべき事柄、例えば、地球温暖化対策等はその一つであろうが、とにかく、少ない施設や少ない
予算、人員であろうから、何を重点的にやらねばということは自ら生まれてくるのではと思われる。当事者の皆様の御
苦労には頭の下がるものがあるが、国や地方の将来を思い一層の御苦労を心から願うものである。
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心豊かな人生を送るための916講座心豊かな人生を送るための916講座22年度22年度 受講生募集！受講生募集！    

石川県民大学校石川県民大学校石川県民大学校石川県民大学校
心豊かな人生を送るための916講座心豊かな人生を送るための916講座

　石川県民大学校は「まなびの心、かがやく人生」をテーマに、大学校と大学院を持
つ、県民の皆さんのための生涯学習の場です。
　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。
  石川県内にお住まいか、お勤めの方ならいつでもどなたでも入校できます。今年
度も教養学習、文化探求、国際理解、スポーツ、情報など、916講座を各機関のご
協力により開催します。多数の方々の受講をお待ちしています。
  また、修了生は県民大学校大学院でさらに学びを深めることができます。
　受講案内は、講座実施機関、市町教育委員会、図書館、生涯学習センターなどに
置いてあります。
　また、受講案内送付希望の方は、290円分の切手を同封し、住所、氏名を明記の上、
下記石川県民大学校事務局までお申し込みください。                                            
　石川県立生涯学習センター

上の受講案内は、石川県立七尾東雲
高等学校平成21年度２年生の作品に
よるものです。

上のリーフレットは、石川県立羽咋
工業高等学校平成21年度卒業生の
作品によるものです。

生涯学習センター新規講座案内

◇あすなろ悠々塾
　生涯学習センターでは、本年度より「あすなろ悠々塾」を開講します。あすなろ悠々塾は、 県民の生涯学習支援
という観点から、広く一般県民を対象に、生涯学習活動などを通して学んだ成果を生かして講座の講師となる
機会を提供し、その成果が社会に生かされることを目指す講座です。下記のように県民による講座が実施され
ます。また、平成23年度の講師も募集しています。詳しい内容は当センターのホームページに掲載しています。

　　

石川県民大学校能登校石川県民大学校能登校 ･･･
　　　　　 『健康は笑いから』
  　　　　　　　　

（どなたでも参加できます。）

（石川の歴史･文化･自然などについて学びます。）
　６～ ７月に６回実施します。　　
　講座は (通しで受講)、受講料：無料
この他にも下記のような講座を用意しています。皆さんのお越しをお待ちしております。
◇はじめてのパソコン教室Ⅰ、Ⅱ…ワード、エクセル操作、マイアルバムの制作
◇能登陶芸教室……陶芸を成形から釉薬かけ、焼成まで体験します。
◇シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登……日本の映画史上に足跡を残した名作や生涯学習
センターが所蔵するビデオ教材を上映し日本や石川の歴史・文化について教養を深めます。

　　＊シネマ版　６月～ 11月まで毎月最終水曜日に上映　定員50名 
   　＊ビデオ版　９月～ 12月までの水曜日６回　と　11月26日(金)　合計７回　定員20名
◇古文書解読講座…古文書の解読、整理、保存に関する知識技能を修得します。
◇夏休み子ども向け講座
　　夏休み子ども陶芸教室………
　　夏休み子ども映画会in能登………  「魔女の宅急便」
　　　　　　　　　　　　　　　　　  「となりのトトロ」　両日とも13:30 ～ 15:30　　定員50名

能登校

能登文化講座
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多彩な講座でお待ち多彩な講座でお待ち
しています！しています！



 

　　  　 　　           　　　　　　　　　　　　
　　　　１３: ３０～１６: １０  　　　　　  記念講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師　ＮＨＫ解説委員　  氏

５　

月

生涯学習・社会教育担当者等研修（基礎）
 13 ㈭・14 ㈮
家族で楽しむ俳句「春」　 15 ㈯

６　
　

月

　講演｢金沢城の魅力を探る」
　講師　金沢城調査研究所所長
　　　　　　　北垣　聰一郎　氏

 
　動物園の役割 18㈮
　絶えず流転する植物の生存戦略 25㈮

　芭蕉と歌枕・名所旧跡 15㈫
　現代文学と石川 23㈬
　現代文学に描かれた石川 29㈫

　加賀百万石と米百万石 30㈬

公民館職員研修
 ３㈭･10㈭・17㈭・24㈭・30㈬
地域活動指導者専門講座
 17㈭、24㈭

人権講演会　　　　
　講師　河野 義行　氏 17㈭
生涯学習ファシリテーター・スキルアップ講座
　コミュニケーション研修 17㈭、24㈭
生涯学習・社会教育担当者等研修
 30㈬

いしかわを知る講座
                    16㈬・28㈪
はじめてのパソコン教室
 ７㈪・10㈭・14㈪
 17㈭・21㈪・24㈭
シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜シネマ版＞
 30㈬

７　
　

月

　石川の風土と歴史を科学する ２㈮
　「石川の博士」指導 ９㈮
　論文概要作成指導 16㈮

　「石川の博士」指導 ６㈫
 　論文概要作成指導 13㈫

　考古学から見たふるさと石川 ７㈬ 
　地域の歴史研究法 14㈬ 
　「石川の博士」指導 28㈬

公民館職員研修 ８㈭
ファシリテーター養成講座 
 14㈬・15㈭
地域活動指導者専門講座 27㈫
生涯学習ファシリテーター・スキルアップ講座
　地域ネットワークづくり 27㈫
家族で楽しむ俳句教室「夏」 24㈯
あすなろ悠々塾 13㈫・29㈭

いしかわを知る講座
 ２㈮・17㈯・21㈬・26㈪
能登陶芸教室 ５㈪・６㈫・20㈫
能登文化講座 10㈯
夏休み子ども映画会in能登
 24㈯・31㈯
夏休み子ども陶芸教室 27㈫
シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜シネマ版＞
 28㈬

８　

月

　論文概要作成指導 ３㈫
　石川県民大学校大学院発表講座 18㈬

　話すための基本 25㈬

地域活動指導者専門講座 26㈭
生涯学習ファシリテーター・スキルアップ講座
　アイディアの出し方・企画の立て方 26㈭

夏休み子ども陶芸教室　
　　　　　　　　 11㈬・ 19㈭

能登陶芸教室 ２㈪ ・ 24㈫
シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜シネマ版＞                               
 25㈬ 

９　
　

月

　スピーチプレゼンテーションの方法 １㈬
　地域が求める講座内容 ８㈬
　広報伝達の方法論 15㈬
　模範講座 22㈬

ファシリテーター養成講座
 ９㈭・27㈪・28㈫
生涯学習ファシリテーター・スキルアップ講座
　前期実地体験報告会 ９㈭
　NPOと行政の協働によるまち作り 21㈫
地域活動指導者専門講座   21㈫
いしかわいきいき講座
 ２㈭・16㈭・30㈭

シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜ビデオ版＞ 
                    　 ８㈬・22㈬
古文書解読講座 10㈮・17㈮
　　　　　　　      24㈮
シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜シネマ版＞ 
                              29㈬
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月

　論文指導 19㈫・20㈬
 22㈮・27㈬

　企画概要発表 20㈬

いしかわいきいき講座 21㈭・27㈬
生涯学習ファシリテーター・スキルアップ講座
　グループ討議 14㈭
地域活動指導者専門講座   14㈭
家族で楽しむ俳句教室「秋」  ２㈯

古文書解読講座 １㈮
シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜ビデオ版＞
 ６㈬・20㈬
シネマ＆ビデオ・アフタヌーンin能登＜シネマ版＞                               
 27㈬

( )
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▼　

５
月

県民大学校ビデオ広坂講座
 　　　　　 12 ㈬ ･26 ㈬

６
月

シネマ・アフタヌーン ２㈬
県民映像カレッジ【撮影コース】
 ４㈮ ･11 ㈮ ･18 ㈮
県民大学校ビデオ広坂講座 ９㈬ ･23 ㈬
県民映像カレッジ【編集コース】 25 ㈮

７
月

シネマ・アフタヌーン ７㈬
県民映像カレッジ【編集コース】       　 
　 ２㈮ ･９㈮ ･16 ㈮・23 ㈮
現代的課題対応講座 20 ㈫・21 ㈬
県民大学校ビデオ広坂講座  14 ㈬
こども映画会 26 ㈪

８
月

シネマ・アフタヌーン 11 ㈬
ビデオ作品制作講座
   20 ㈮ ･24 ㈫ ･27 ㈮

９
月

県民大学校ビデオ広坂講座
　　   　　　　     　８㈬ ･22 ㈬

10
月

県民映像カレッジ【編集コース】
 １㈮ ･８㈮ ･15 ㈮・29 ㈮
県民大学校ビデオ広坂講座 27 ㈬

 
入学申込みから修了まで

知事を学長とする県民大学校は、国・各市町・民間教育
機関といっしょになって生涯学習の機会を提供していま
す。石川県に居住または勤務している方なら、どなたで
も入学できます。

受講案内やインターネット等から講
座を選んで実施機関に申し込む。

１単位毎に
スタンプを。

修了証書交付
５月に交付式

大学院修了者は、
生涯学習関係講師
に登録。(希望者 )

45単位
でいしかわ県民学びカード
を事務局へ。

石川県視聴覚教育協議会主催の講座

　「県民映像カレッジ」は、ビデオの撮影基礎から編集技術までを習得し、楽しいビデオライフを演出する講座です。
講座は、撮影の基本を中心とした『撮影コース』と、ビデオのノンリニア編集を中心とした『編集コース』があり
ます。どなたでもお気軽にご参加ください。

　石川県立生涯学習センター　３階　　パソコン室
　　　　　　　　金沢市広坂２‒１‒１　石川県広坂庁舎

　無料（ただし、テキスト・材料費等として、１，０００円が必要です。）
　各講座１２名
　午後１時３０分～午後４時３０分
　６月４・１１・１８日（全て金曜日）
　第１回講座　　６月２５・７月２, ９, １６, ２３日（全て金曜日）

　　　　　　　　第２回講座　１０月１, ８, １５, ２９・１１月５日（全て金曜日）

　　開始日１週間前で締め切ります。定員を超えた場合は抽選になります。
◇電話又はFAXで次の事項をご連絡ください。
　①希望ｺｰｽ・回数　②〒住所　③氏名（フリガナ）　④性別　⑤年齢　⑥電話番号
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石川県民大学校・大学院修了証書交付式石川県民大学校・大学院修了証書交付式
　石川県民大学校は今年２０周年を迎えました。県民大学校はこれからも県民の皆様のニーズにお応えすべく、
鋭意努力を重ねて参ります。今後も皆様のお力添え、ご協力をよろしくお願いいたします。さて、平成２１年
度の石川県民大学校・大学院修了証書交付式が平成２２年５月２９日（土）に、石川県立生涯学習センターに
て行われます。

◎ 修了証書交付式 13：30 ～ 14：20

　修了証書交付式では、学長 ( 谷本知事 ) の式辞・県議会議長と石川県市町教育長会長の祝辞のあと、平成２１
年度修了生５６４名（大学校修了者５４１名と、大学院修了者２３名）に修了証書が授与されます。“まなびと
出会いが創る 輝くいしかわの人と風土” これは平成１６年３月に策定された『石川県生涯学習振興ビジョン』
の基本理念です。それぞれのまなびの中で研鑽を積まれ、修了の日を迎えられる皆様、本当におめでとうござ
います。そして、その学びを支え、講座を開設していただきました関係諸機関の皆様に熱く御礼申し上げます。
生涯学習センターはこれからも更なるまなびのステップを応援して行きます。

◎ 記念講演 14：30 ～ 15：50

　　　修了証書交付式の後、記念講演が行われます。

　　　今年度はＮＨＫ解説委員の今井　純子氏をお迎えし、

　　　　　「届けよう・活かそう　消費者の声」
と題しての講演です。
　今井氏は、東京大学卒業後、１９８６年、日本放送協会に入局され、
京都放送局記者、経済部記者を経て、２００４年から現職に就かれまし
た。朝のニュース 6時台の「ここに注目」、昼の情報番組「スタジオパー
クからこんにちは」内の「暮らしの中のニュース解説」、深夜の「時論
公論」、週末 ( 不定期 ) の「双方向解説・そこが知りたい！」など、テレ
ビやラジオの解説コーナーで、おもに消費者政策、家計から見た経済な
どの分野を担当して解説しておられます。
　当日は今井氏の解説員としての職歴から、毎日の暮らしの中で、賢い消費者として必要な視点をじかにお聞きす
ることができることと思います。皆様お誘い合わせご来場くださいますよう、お願いいたします。

■専修コース〈歴史〉  
日像上人、京弘法の足跡～越の国（越前より京都）の行程～
能登へ来駕した巡検使
穴水町山間集落の歴史
近世の農村と農民の暮らし　～崎浦地区を例に～
北前船の衰退と西回り航路（上）
浅野町校下の歴史
　～浅野神社の生い立ちと変遷を軸として～
近世末期の婚礼儀式
加賀藩流刑地 ｢五箇山｣ と ｢能登島｣ と刑の比較　その２
県立農学校獣医科の軌跡　～学制動揺期の中で～

■専修コース〈自然〉
木場潟の魚　～カゴ網による魚採集調査（その２）～

■専修コース〈文学〉
「加賀騒動」実録物の面白さ
　～『見語大鵬撰』と『世人不知物語』について～

　  
近代文学に描かれた兼六園の美
大木俊秀の川柳　　～七五調リズムの伝道柳人～
“ふるさと”と歌人長澤美津
室生犀星の庭に関する文学と庭づくり
杉森久英『能登』の世界
歌集『内灘』（芦田高子著）小論

■講師養成コース
石川Ｊｕｎｉｏｒ防災教室
霊峰白山・立山にチャレンジ
竹とんぼの魅力
今社会に活かす「人間力」
　　　～社会人として基本を意味するものは～
手話で日常会話を楽しみませんか？？
目指せ！エリート老人　あきらめないで　やってみよう
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　　　　　　『趣味とスポーツ　そして生涯学習　人との出会いを大切に』
                                                                      　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第 11回石川県民大学校大学院修了生）

　生涯学習を受け始めてはや６年が過ぎます。国際交流センターや文教会館の英会話教室に
通っていました。そのような中でそれらの講座が生涯学習センター及び県民大学校と直結し
ていることを知りました。事務局より「単位を取得されたので修了証書を交付します」、と
の案内があり大学校を修了できたことをうれしく思いました。その後大学院のお勧めを受け、

専修コース「歴史」「文学」そして昨年は「講師養成コース」を連続して受講、お陰様で修了することができました。
２年前からは県民大学校の講座である「謡曲教室」にも通っております。
　今年、私も還暦を迎えました。一生懸命体を鍛えている人でもいつどうなるかは分かりません。しかし、生
きている限りは健康でありたいと思っております。毎日通勤を含め１時間のウォーキング、週３回のスイミン
グ、月２回のトレッキング、そして年１回のクライミング、つらいこともよくありますがお陰様で白山、立山
とこの２年続けて登山でき良かったと思っております。いろんな人たちとの出会いがあり繋がりがあって初め
て成就できるスポーツや学習は、やはり生涯学習に繋がるものと確信しております。
　今後ともお世話になります。有難うございました。

○県生涯学習情報提供システム (あいあいネット )利用案内
　　石川県生涯学習情報提供システム（あいあいネット）とは、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。

　　インターネットで次の５分野の生涯学習関連の情報検索ができます (情報総数　約 15,400 件 )。
　　　① ｢講座案内｣　② ｢講師案内｣　③「視聴覚教材情報｣　④「ふるさと情報」　⑤「イベント情報」
　　URL http://iinet.pref.ishikawa.jp/

○生涯学習情報センター利用案内
　☆生涯学習相談
　　電話・窓口にて、講座や各種イベントの日程や講師情報など、生涯学習に関するご相談に応じます。
　☆視聴覚ライブラリー
　　視聴覚教材の貸出サービスを行っています。生涯学習にご活用ください。
　　・所　蔵　教　材　　16ミリフィルム約 1,500 本　ビデオ約 6,000 本　ＣＤ約 800 枚　ＤＶＤ約 400 枚
　　　　　　　　　　※上記あいあいネットにより、教材のキーワード検索等ができます。
　　・貸　出　対　象　　個人 (高校生以上 )、団体 (公民館、学校など )
　　　　　　　　　　　ただし、16ミリフィルムは 16ミリ映写機操作技術の認定を受けた方が所属する団体にの                     

み貸出を行っています。
　　・貸出期間等　　１週間、貸出本数は５本まで
　　 ・料　　　金　　無料
　　 ・貸　出　窓　口　　９時～ 17時
　　・利　用　申　込　　窓口で会員カードをご提示ください。
　　　　　　　　　　（初めてご利用される際には、会員カード発行のため身分証明書が必要です。）
　☆ＤＶＤ教材紹介
　　新着ＤＶＤの一部を紹介します。
　　ＮＨＫスペシャル　電子立国日本の自叙伝（全 6巻）、その時歴史が動いた 時代のリーダーたち編（全５巻）
　　日本の名峰（全 5巻）、ダーウィンの動物図鑑（全 2巻）、映像詩 里山（全 2巻）
　☆県民企画展示 (マナビィコーナー )
　　　県民の皆様に、作品展示などにより生涯学習の成果を発表していただく場

として、マナビィコーナーを開設しています。
　　　利用を希望される場合は、お気軽にお問い合わせください。
　　・展示期間  　２～４週間が単位です。
　　・料　　金      無料
　☆お問合せ先　　生涯学習情報センター　〒 920-0962　金沢市広坂 2-1-1
　　　　　　　　　石川県広坂庁舎２階
　　　　　　　　　　　TEL 076-223-9574　FAX 076-223-9004           　　      　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○駐車場使用のご案内
　　駐車場は４月から有料になりました。入場１回につき 30分以内 350 円（当センターをご利用いただく場合は
無料）、ただし、30分を超える場合は、30分までごとに 150 円となります。
　　なるべく、公共交通機関のご利用をお願いします。

鹿西高校生徒作品展（12/16 ～ 1/17）

「生涯学習センターだより」は再生紙を使用しています。 － 6－

　寒い日が続いた 4月が過ぎ、ようやく暖かい日が続くようになりました。連休中は、生涯学習センター周辺でも沢山の観
光客の方々が見られました。
　さて、今号の発行にあたり、資料をお寄せいただいた方々、ご執筆いただいた方々に厚くお礼申し上げます。
　なお、生涯学習センターでは、案内にありますように、いろいろな講座や催し物を開催しますので、ぜひご参加ください
ますようお願いします。                                                     　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 （徳野　記）


