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巻　頭　言

吉　田　　　智
福井県教育総合研究所

教育博物館　館長

　平成３０年９月２８日、天皇皇后両陛下が国体開催の最後の

行幸啓として、教育博物館の企画展『幕末明治福井の教育』と

教科書の展示をご視察されました。両陛下が小学校時代の教

科書をご覧になられた際、その内容をよく覚えていらっしゃる

ことに誰もが驚きました。天皇陛下は、特に６年生国語の「燕岳

に登る」が思い出深いご様子で、そこに出てくる「ルックサッ

ク」や「さうしかんば」という言葉まで覚えていらっしゃいまし

た。両陛下が懐かしそうに教科書の思い出を語り合われるお姿から、教科書がこんなにも心に残る

こと、そして、その重さについて教えていただいたように思いました。

　皆さんも、ご自分が使われた教科書を見てみたいと思ったことはありませんか。ここ教育博物館に

は、各時代の教科書が１万３０００冊余り集められています。全てのものがそろっているわけではあ

りませんが、皆さんが見たい教科書に出会える可能性は高いと思います。

　教育博物館は、教科書だけでなく、福井の教育の歴史やゆかりの教育者、現在の福井の教育など

を紹介する、全国でも珍しい教育に特化した博物館です。坂井市の福井県教育総合研究所（旧春江

工業高校）内に、平成２９年４月に開館しました。

　来館者で最も多いのは、「自分の学び」や「余暇の楽しみ」のために来られる方たちです。そうした

方に満足していただくため、誰もが親しみやすく、学びやすい博物館であることを心がけてきました。

　その一つとして、一部の展示でハンズオンという、資料に触れられる方法を取り入れています。「昭

和の再現教室」には、閉校になった学校から集めた教具などが置いてあります。使ったことのある世
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展示室「教科書の歴史」

代には懐かしい教具であり、子どもたちには初めて見る珍しいモノです。実物に触れることで、どの

世代にも親しみをもってもらいたいと思っています。

　教科書も、展示を見るだけでなく、教科書閲覧室で各時代の実物を手にとって見ることができる

ようにしています。

　先日、昭和２０年代の小学１年の教科書を探しに来られた方が、閲覧室でそれを見つけられまし

た。その方は、「これを教室でみんなと大きな声で読み上げていた情景がよみがえり、懐かしさがこ

みあげてきた。」と感激されていました。教科書の思い出は、その内容だけでなく、仲間と教室で学

んだ懐かしい日々の記憶と重なるのでしょう。だからこそ、特別なものなのかもしれません。

　明治初期の自由採択期から検定期、国定１期から５期へと、教科書は、時代の影響を受けながら

変遷し、終戦後の暫定期を経て、現在では、新しい検定制度の下で作られています。それぞれの時代

の教科書には、人々の生活や社会の様子が分かる題材があります。特に国定期のものには、国の政

策が大きく反映されています。

　教科書には、日本の歴史や、教訓、未来への希望など様々なものがしまい込まれていて、それを開

くと、その時代が語りかけてくるようです。誰もが学校で使った教科書は、ここでは生涯学習の資料

として、懐かしい物語や思

い出、忘れてはならない近

現代史など多くのことを

語ってくれるのです。ぜひ教

育博物館に足を運んでみて

ください。
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　ブックディレクター

の仕事が、人と未知の

本を結びつけるきっ

かけを作り出している

ことについて、多くの

事例を交えながらお

話しいただきました。

平 成 ３ ０ 年 度  福 井 ラ イ フ ・ ア カ デ ミ ー 講 座 レ ポ ー ト平 成 ３ ０ 年 度  福 井 ラ イ フ ・ ア カ デ ミ ー

■ ユー・アイ ふくいで開催

芸術・文化①

１０月３１日（水）

「ブックディレクターの仕事と本の楽しみ方」

　講師：有限会社ＢＡＣＨ　代表

　　　　ブックディレクター　幅　允孝

　和紙の歴史や

特性、現在の活用

について、地図や

構造図、映像を用

いながらお話し

いただきました。

芸術・文化②

１１月２３日（金・祝）

「知られざる越前和紙の世界

　～建築やアートに生きる越前和紙～」

　講師：株式会社　杉原商店　代表取締役

　　　　和紙ソムリエ　杉原　吉直

　幼児アート、障がい

者アート、現代アート

の特質と、熊川宿若狭

美術館での取り組み

から新しい共生社会

のあり方についてお

話しいただきました。

芸術・文化③

１２月５日（水）

「アートのちから」

　講師：熊川宿若狭美術館　館長　長谷　光城

　コミュニティ

ビジネスの手法

を取り入れた地

域おこしについ

て、お話しいただ

きました。

地域づくり①

１１月８日（木）

「高校生レストランの奇跡から学ぶ！

　～まちの宝で輝く地域へ～」

　講師：一般社団法人　未来の大人応援プロジェクト

　代表理事　岸川　政之

　有形無形の文化の

継承と、生業への発展

を目的とするまちづく

りの取り組みについ

て、お話しいただきま

した。

地域づくり②

１１月３０日（金）

「地域の財産を活かす」

　講師：一般社団法人　三國會所

理事長　大和　久米登

　災害時に食がもたらす心

の変化について、被災地で

にぎり寿司を提供された体

験を交えて、お話しいただき

ました。にぎり寿司簡易作製

器「にぎらー」を使ったにぎ

り寿司作りも体験しました。

現代社会①

１２月１８日（火）

「災害時の食事

　～心に潤いを与えるにぎり寿司～」

　講師：福井大学　教育学部

教授　水沢　利栄

ふるさと未来講座ふるさと未来講座
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平 成 ３ ０ 年 度  福 井 ラ イ フ ・ ア カ デ ミ ー 講 座 レ ポ ー ト年 度  福 井 ラ イ フ ・ ア カ デ ミ ー 講 座 レ ポ ー ト

　講師の解説をうけ

ながら、中世の街並の

痕跡を色濃く残す小

浜市内を見学しまし

た。

■ 若狭図書学習センターで開催

歴史①

１０月２７日（土）

「Back to 1518,A.D.

    ―500 年前の小浜港町を歩くー」

　講師：小浜市文化課　主幹

政策専門員　下仲　隆浩

　幕 末の思 想・

動きに雲浜が果

たした役割につ

いて、様々な資料

から考察しまし

た。

歴史②

１１月２４日（土）　

「勤王の先覚　梅田雲浜」

　講師：梅田雲浜資料保存会　

代表　梅田　昌彦

　認知症の方の心の

状態をわかりやすく教

えていただき、脳の健

康状態をチェックす

る問題に取り組みま

した。

現代社会②

１１月１１日（日）

「認知症って『こわい』ものなの？

　～認知症を知り、その人を支えるために～」

　講師：医療法人敦賀温泉病院介護老人保健施設ゆなみ

リハビリテーション科主任　寺川　智浩

　“成熟した”社会を

生きるための思考・行

動法について、講師の

経験も交えながら学

びました。

地域づくり①

１１月２５日（日）

「まちの大人たちは、あやしくて魅力的な若

　者たちを『信じる』ことができるだろうか」

　講師：株式会社 NEWYOUTH　代表取締役

慶應義塾大学　特任准教授　若新　雄純

ふるさと未来講座ふるさと未来講座

　ものづくりをとおし

て地域の活性をあげ

る方策について熱量

たっぷりに学びまし

た。

地域づくり②

１２月１６日（日）

「ものづくり、まちづくり、ひとづくり」

　講師：ＴＳＵＧＩ代表

デザインディレクター　新山　直広

第４回　１０／５（金）、６（土）
「ゆずり葉の頃」

「文化・芸術」「自然・科学」「子ども・家族向け」

などのテーマで、偶数月に上映会を開催しています。

・親子の関係、どのように自分らしく生きていくか、

これからの人生について考えるヒントを得たと好

評でした。

第５回　１２／２２（土）、２３（日・祝）
「冬休みこどもシアター」

・「チャーリィとこぐまのミモ」「トムとジェリー」「山

古志村のマリと三匹の子犬」を上映し、親子連れ

でにぎわいました。

ゆ う あ い シ ア タ ー



5

「ふるさと力」サポート講座「ふるさと力」サポート講座

平成３０年度 福井ライフ・アカデミー講座レポート平成３０年度 福井ライフ・アカデミー講座レポート

第１回　１２月４日（火）

「空き家の多様な活用事例」

　講師：福井県立大学 地域経済研究所

　講師　江川　誠一

　江川氏に空き家の現状や活用事

例についてお話しいただいた後、

受講生が思い描いている空き家活

用を紹介し合いました。

第４回　１２月６日（木）

「現地学習から見えてきたこと」

　講師：福井県立大学 地域経済研究所

　　　講師　江川　誠一

　２つの空き家活用実

例から学んだこと、実

践に活かせることを出

し合い、発表しました。

（ワークショップ）

第２回　１２月６日（木）

「空き家活用やまちづくりに学ぶ」

　講師：古民家カフェ カフェチョット

創業者　酒井　和美

　酒井氏から祖父が残した古民家

をカフェに改装して営業を始めた

経緯や、まちづくりについてお話

しいただきました。

第３回　1２月６日（木）

「空き家活用やまちづくりに学ぶ」

　講師：農家民宿ピーナッツハウス楽花生

オーナー　廣瀬　妙子

　廣瀬氏から空き家状態の実家を

改装し、農家民宿をオープンした

思いや事業の工夫についてお話し

いただきました。

■ 若狭図書学習センターで開催

「防災の一歩・二歩・三歩」

　講師：福井工業高等専門学校　環境都市工学科

　講師　江本　晃美

　防災にあたって必要

な知識の中から自助の

部分を中心にして、ま

ず始めることの重要性

と、実効性のある予防

と対処について学びま

した。

第１回　１２月９日（日）

「防災の実践・マップ活用演習

　－ 持ち出し袋・クロスゲ―ム －」

　講師：福井工業高等専門学校　環境都市工学科

　講師　江本　晃美

　家族構成・年齢等に

応じた“ 本当に必要な

もの ”がはいった持ち

出し袋の作り方や、ク

ロスゲームの手法を学

び、災害に備えるため

の方法について学びま

した。

第４回、第５回は１月１８日（金）に開催しました。

第３期

■ ユー・アイ ふくいで開催

第５回　１２月１１日（火）

「イメージから始めよう！空き家の再生術」

　講師：福井県立大学  地域経済研究所

　　　講師　江川　誠一

　現地学習を踏まえ、

受講生自身の空き家活

用についてプランニン

グし、発表しました。

またプランを発表し、

意見交換しました。

第２回、第３回　１２月１４日（金）
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平成30年度生涯学習グループ

作品展・活動展・活動発表

平成30年度生涯学習グループ

作品展・活動展・活動発表
会場

１階 情報ルーム

　生活学習館を拠点に活動している生涯学習グループへの支援

の一環として、平成３０年１０月から平成３１年３月上旬にかけ

て、作品や活動の様子を展示で紹介しています。

柴　水　会
１０/８(月)～ １０/２０(土)

福井県発明くふう研究会
１０/８(月)～ １０/２０(土)

イリアの会
１０/23(火)～ １１/４(日)

遊あい俳句会
１１/６(火)～ １１/１７(土)

　子どもから大人まで音楽を愛する方たちが集い、ジャンルを

超え、日頃の活動の成果をステージで発表しました。

煉　戯　窓
１１/６(火)～ １１/１７(土)

白川文字学遊愛会
１２/８(土)～ １２/２０(木)

向日葵の会
１２/１８(火)～ １/６(日)

陶　遊
１/８(火)～ １/１９(土)

１／２２（火）～２／　３（日）　越前陶芸村「ひいろの会」

２／　５（火）～２／１６（土）　NPO法人　福井県スペイン語研究会 ／　マウスdeまなぼ

２／１９（火）～３／　３（日）　全日本写真連盟　福井支部　／　福井絵画友の会

★生活学習館へお越しの際は、ぜひ１階 情報ルームへお立ち寄りください。

若狭図書学習センターでは、学習グループの作品展と
活動発表が開催されました。

作 品 展　第１期　１０／１３(土)～１０／２１(日)
　　　　　第２期　１１／１７(土)～１１／３０(金)
活動発表　　　　　　　1／６(日)

今後の

展示予定

いさざの会 ベルブリーズ 椿

衆　和　会

アトリエ若草物語

尺八とピアノ 声楽

アート久須夜・アート水取

合同絵画展

生活学習館（ユー・アイ ふくい）

若狭図書学習
センター

　それぞれのグループが、学び

の成果を作品や写真等で紹介

しました。また会員の方みずか

ら作品の説明をされ、期間中

お客様でにぎわいました。

作　品　展

平成30年度生涯学習グループ

作品展・活動展・活動発表

ミュージックフレンズ活動発表

若狭歌人集会



「ゆー・あいカレッジ」は、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施している

講座です。全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。 
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女性がさらに一歩を踏み出せるよう、方向性を定めるお手伝いをしたり、

社会で役立つスキルや情報を学んでいただいたりする講座です。働く女性のキャリアアップ応援コース

【キャリアアップ応援講座】【キャリアアップ応援講座】

「ハローワークたけふ管内の雇用失業情勢」

　講師　ハローワークたけふ

　　　　　就職促進指導官　黒瀬　竜夫

「面接に役立つ職務経歴書の作成方法」

　講師　ハローワークたけふ　

就職支援ナビゲーター　四方　初美

９月２９日（土）

「ハラスメント防止研修」

　講師　アソシエ・メンタルオフィス

　　　　中村まゆみ社会保険労務士事務所

　　　　代表　中村　まゆみ

１０月２０日（土）

「男女ともに元気で長く
　　働くための健康づくり」

　講師　株式会社スタジオユウ　

代表取締役　福田　裕子

１０月３０日（火）　　　

「コーチング研修　入門編」

　講師　銀座コーチングスクール

福井校　松川　覚結美

「鯖江市の就職支援について」

　講師　鯖江市商工政策課

　　　　主事　山口　ひかり

「ふくい女性活躍支援センターの利用法」

　講師　ふくい女性活躍支援センター

就職支援指導員　広瀬　敏一

【女性の再就職等チャレンジ支援セミナー】【女性の再就職等チャレンジ支援セミナー】 １１月９日（金）鯖江市嚮陽会館１１月９日（金）鯖江市嚮陽会館

「今後の暮らしにかかる支出と働くことの意義」

　　講師　ファイナンシャルプランナーＣＦＰ

　万久　弘子

【企業連携講座（企業への講師派遣研修】【企業連携講座（企業への講師派遣研修】

平成30年度ゆー・あい カレッジ講座レポート平成30年度ゆー・あい カ

若い夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う明るい家庭を築けるよう、

考え学ぶ機会を提供する講座です。男性の家事・育児参画コース

「仕事の神様が“ひいき”したくなる！　　１０月３１日（水）

　～考え方、言葉、行動をプラスに変えて価値ある人財になる～」

　講師　株式会社シェリロゼ　代表取締役

　　　　人材教育家、メンタルトレーナー、マナー講師　井垣　利英

　全てに感謝すること、プラス語を使うなどプラス思考の５つの基本について説かれ、自分の人生は自分の責任であ

り、自分の行動を変えれば、環境も変わる。まずは、今日学んだことを実践してほしいと熱く講義されました。

自分プロデュース　ワンランクアップの心くばりを添えるワザ 

　「手書きのひと言」がお客さまの心をつかむ！　１１月３０日（金）

　講師　一般社団法人手紙文化振興協会認定講師　おかもと円果

　連絡手段ツールがメールやＳＮＳに変化した現代では、手紙は貴重なコミュニ

ケーションツールとなりました。ビジネスで使用頻度が高い一筆箋やハガキの

文章構成など、相手に良い印象を与える効果的なコツを実践的に学びました。

企業における女性活躍を推進するために、女性人材や管理職

が必要とする情報やスキルを学んでいただく講座です。企業における女性活躍推進コース

　子育てや家事の悩みなど話し

合った後、父親と子どもは白身フ

ライバーガーとポトフ作りに挑

戦、その間、母親はヨガでリフ

レッシュしました。

話してリラックス！作ってモグモグ！編

１０月２７日（土）御食国若狭おばま食文化館

　講師　父親子育て応援団おっとふぁーざーのみなさん

　　　　miakari yoga room　藤内　いづみ

【新米パパ・ママ応援講座】　【新米パパ・ママ応援講座】　「家族でハピネスチャージ！家事をゆるっとやってみよう☆」

　前半は、両親は生活の時間管理

や時短家事の講義を聴講し、子ど

遊んで楽しく家事シェア☆編

１１月２３日（金・祝）生活学習館

　講師　福井友の会のみなさん

　　　　ちゃがちゃがゲームズのみなさん

も達は衣類のたたみ方と小ばたき作りに挑戦しました。

後半は、家族でボードゲーム「かたろーぐ」を使い、おうち

のお仕事について話し合いました。
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【次世代育成セミナー】【次世代育成セミナー】

平成30年度ゆー・あい カレッジ講座レポートい カレッジ講座レポート

「私が選ぶ私の進路～一人ひとりが輝くために～」

　男性が多い職業に就いている女性、女性が多い

職業に就いている男性で、年齢の近い先輩を学校

に招き、それぞれの体験を話していただき、生徒の

様々な質問にも答えていただきました。

１２月７日（金） 福井市明道中学校

講演講師：仁愛大学人間学部

　　　　　講師　織田　暁子

先輩講師：現場監督、警察官

　　　　　保育士、ネイリスト等

１２月１３日（木）

坂井市丸岡中学校

先輩講師：建築士、消防士、農業

　　　　　介護福祉士、看護師等

【高校生のための
　 「科学・技術者への招待セミナー」】

【高校生のための
　 「科学・技術者への招待セミナー」】

１１月１４日（水）勝山高校

「対話AI研究開発の世界」

講演講師：株式会社ＮＴＴドコモ

　　　　　大西　可奈子

　進路選択に直面する女子高校生が、理工系分野に進学し

た場合の職業の選択肢やその後の人生設計などをイメー

ジできるよう、様々な職業、職種で活躍している方々から、

経験談やアドバイスをお聞きしました。

「働きやすさとは　～ワークライフバランスの再考～

　　資生堂はワーキングマザーに冷たいのか？真の女性活躍を目指す改革」

　講師　日本経済新聞社経済解説部編集委員／女性面元編集長　石塚　由紀夫

【指導者養成講座】【指導者養成講座】

１１月１７日（土）　主催 若狭女性ネットワーク

「地域活動に活かす！

　～相互理解を深める上手なコミュニケーション～」

　講師 びわこ学院大学　教育福祉学部

　講師　竹澤　賢樹

１１月２５日（日）　主催 勝山市野向町龍谷区

「地域での男女共同参画・女性活躍」
　講師　福井大学　国際地域学部　講師　田中　志敬

１２月７日（金）　主催 永平寺男女共同参画ネットワーク

「ようこそ家の事（こと）へ

　～夫婦でシェアする家事のコツ～」

　講師　家事塾  １級家事セラピスト　松本　照美

【地域連携講座】【地域連携講座】
１０月２６日（金）主催 奥越明成高校

「束縛って、愛なの？

　～思春期の恋愛・交際・デートＤＶについて～」

　講師　福井工業大学 非常勤講師　武内 昭子

１０月３１日（水）主催 敦賀高校（対象：教員）

「性の多様性について（ＬＧＢＴの理解と対応）」

　講師　福井工業大学 非常勤講師　武内 昭子

１１月９日（金）主催 美方高校

「多様な性について」

　講師　福井工業大学 非常勤講師　武内 昭子

１１月２９日（木）主催 丹南高校

「安心できる関係づくり♡

　～デートＤＶの被害者にも加害者にもならないために～」

　講師 （公財）ふくい女性財団　東野　香里

【教育連携講座】【教育連携講座】

「元気にイキイキ！自分らしく～シニア世代の男女共同参画～」

主催　福井いきいき会

講師　福井県立大学
　　　社会福祉学科
　　　准教授　吉弘　淳一

【県民活動支援講座】【県民活動支援講座】

地域や職場で男女共同参画を推進する人材を養成する講座です。また地域や学校等

で男女共同参画を学んでいただく講座・研修を実施される場合に講師を派遣します。男女パートナーシップ推進コース

次代を担う若者が、固定的な性別役割分担意識などに捉われない職業選択ができる

よう、先輩の体験談を通して考えていただく講座です。次世代育成コース

　女性活躍推進の問題点とこれからの課題について、新聞記者の視点で、著書「資生堂

１１月２４日（土）

９月２７日（木） 

　講座開催に併せて奥越

明成高校、丹南高校にお

いて、デートＤＶのパネル

展示を行いました。

交流会　先輩講師：
株式会社NTTドコモ開発担当
マイランＥＰＤ合同会社　勝山事業所品質ｼｽﾃﾑﾏﾈｼ ｬ゙ｰ
福井県衛生環境研究センター　臨床検査技師
福井大学工学部　学生 

インパクト」の取材時のエピソードを交え講義されました。女性への固定意識を変え、男性が家事参加等を意識して

いくことが、女性のモチベーションを保つために必要なことであると説かれました。



ユー・アイ ふくい
〒918-8135 福井県福井市下六条町14-1 TEL.0776-41-4200（代）FAX.0776-41-4201

E-mail syogai-c@pref.fukui.lg.jp　ホームページ http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/

［施設利用申込専用］

TEL.0776-41-4203　FAX.0776-41-4210

福井県生活学習館

福井県生涯学習センター

■お問合せ

福井県立若狭図書学習センター

〒917-0075 小浜市南川町6-11　TEL.0770-52-2705　FAX.0770-52-2715
E-mail wakuwaku@angel.ocn.ne.jp　ホームページ http://www.library.pref.fukui.jp/wakasa/
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２月１６日（土）１４：００～１５：３０

多様な命つながる九頭竜川へ

～サクラマスを指標種として

　　　　豊かな生態系を未来に～

サクラマスレストレーション　代表　安田　龍司

日　　時

テ ー マ

講　　師

１ 「まなびぃネットふくい」

２ 電　話　０７７６－４１－４２０６

３ F A X　０７７６－４１－４２０１

５ 窓口直接

４ メール　f-manabi@pref.fukui.lg.jp

→「まなびぃネットふくい」で検索

→ＨＰにて、参加したい講座をクリック

→画面下「申し込む」をクリック

①タイトルに「講座名」をお書きください。 

②お名前　③年齢　④電話番号

⑤メールマガジン配信ご希望の有無（希望・済み・無し）

⑥上映回（「ゆうあいシアター」のみ）

申込方法

2～3月に開催する講座の一部をご紹介します。

H31 福 井 ラ イ フ ・ ア カ デ ミ ー 主 催 講 座 案 内

ふるさと未来講座　「自然科学」②

２月２７日（水）１４：００～１５：３０

ペットブームから見える日本家族の“リアル”

中央大学　文学部　教授　山田　昌弘

日　　時

テ ー マ

講　　師

ふるさと未来講座　「現代社会」②

３月２７日（水）９：００～１６：００日　　時

ふるさと未来講座　「経済・産業」③「自然科学」③

福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）

上映スケジュール

上映作品：Mayu（まゆ）～ココロの星～

ゆ う あ い シ ア タ ー ⑥

第１回　２月　９日（土）１０：００～１２：０５

第２回　２月　９日（土）１４：００～１６：０５

第３回　２月１０日（日）１０：００～１２：０５

第４回　２月１０日（日）１４：００～１６：０５

２１歳で乳がんになった女性のココロの成長を描き出す作品です。この作品は

平成２９年４月のゆうあいシアターで上映し、多くの好評の声を頂きました。

改めて「生きる」ということについて考えてみませんか。

３月７日（木）１４：００～１５：３０

社会心理学から見た

都道府県幸福度ランキング１位福井県

神奈川大学　人間科学部　教授　杉山　崇

日　　時

テ ー マ

講 師

ふるさと未来講座　「現代社会」③


