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巻 頭 言 生涯学習について
放送大学福井学習センター

所 長　鈴　木　敏　男

　日本では1960年代、家庭教育、学校教育、それに公民館や

図書館、博物館等が担う社会教育を加えて、「生涯教育」と

いう言葉が使われていました。しかし、1980年代になると、

それに代わって、自ら学ぶ「生涯学習」という言葉が使われ

るようになりました。福井県生涯学習センターや、テレビを

通じて高等教育を行う放送大学が開設されたのはその頃で

す。その背景には、社会水準の高度化に伴い、社会人として

広い視野、深い理解力が要求されるようになったばかりでなく、社会が複雑・多様化

し、その上、変化が激しいために、一人ひとりが自らの立場で生涯学び続ける必要性

が生じてきたことがあります。

　しかし、日本の教育憲法とも言える教育基本法は、1947年に制定されて以来、長い

間手付かずで、その後生まれた生涯教育や生涯学習の考えを取り込むことはありませ

んでした。2006年12月に漸く改正が行われ、第一章「教育の目的及び理念」の中に一

つの条項が付加され、はじめてそのことが明記されました。第一章は 4条からなって

おり、第一条に「教育の目的」、第二条に「教育の目標」、第三条に「生涯学習の理念」

が掲げられ、第四条に「教育の均等」が述べられたのです。新しい基本法は、グロー

バル化し、急激な進化を伴う現代に生きる社会人の在り方を明確に示したと言えると

思います。

　第三条には次のように書かれています。「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊

かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる

場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現

が図られなければならない。」

　この中には、二つのことが書かれています。一つは「生涯にわたって、あらゆる機

会に、あらゆる場所において学習することができること」、もう一つは、「その成果を

適切に生かすことのできる」ことです。従来は前者が強調され、生涯学習は、新しい

時代に相応しい自己形成のためと言われてきました。しかし近年、後者の重要性が強
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く指摘されています。個々の人格を高めることは、その人自身だけでなく、そういう

人達を構成員とする家族をはじめ、社会をも豊かにすることは言うまでもありません

が、それだけではなく、一人ひとりが学習した成果を生かし、社会に積極的に貢献し

ていくことが求められているのです。

　背景には、日本社会で急速に進んでいる少子高齢化があります。地方には、深刻な

人口減少問題もあります。このような状況の中で、現在の高い社会水準を維持、或い

はさらに高めていくためには、社会の構成員一人ひとりが、恩恵を受けるだけでなく、

生涯、何らかの形で社会を支えていく必要があるからです。またそのことが、一人ひ

とりの豊かな人生にもつながると考えられているのです。

　日本の生涯教育の現状は、私が関係する高等教育（大学教育）に関する限り、残念

ながら、他のOECD加盟国と比べると喜ばしい状況にはありません。例えば、働きな

がら学べる通信教育を含め、25歳以上の学生の比率

は、加盟国平均が20％であるのに対し、日本は 2％

に過ぎません。日本にはまだまだ、「生涯学習する」

ということが定着しているとは言えません。学位

授与式を日本では卒業式と呼びますが、欧米では、

Commencement （始まり）と呼ぶそうです。この

辺りにも学ぶことに対する考え方の違いが現れてい

るのかもしれません。

　学習することは、容易ではありません。しかし、

「生涯教育」という言葉が、「生涯学習」に代わった

ことは画期的であったと思います。我々が教育を受

ける、即ち勉強させられることから、誰でも自分の

目的に従って自由に学ぶことができる機会を与えら

れることになったことでもあるのです。ライフ・ア

カデミーをはじめ、色々な機会を利用し、マイペー

スで学習されれば良いのではないでしょうか。

挿絵　「水仙」北荘かおる氏
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平成 26 年度福井ライフ・　
会話を中心とした英語学習、
『源氏物語』を読む古典学習
など、かつて学習したことを
思い出し、学ぶことの楽しさ、
おもしろさを十分に味わえる
講座となりました。

ふるさとの環境を見つめ
直し、日頃の生活をふり
かえる機会になりまし
た。

子どもの行動は結果だけでなく、そ
こに至るプロセスを見ることが大
切であること、親の愛情表現の基
本は子どもに関心を示すことなど
に気付かされる講座となりました。

福井県ゆかりの講師の方々を
お招きし、それぞれの経験を
もとに、考え方や生き方につ
いて語っていただきました。

学びチャレンジ

家庭・地域

ふるさとの環境

人間力発見
（若狭図書学習センター）

•９月19日（金）「海外旅行で使える英会話」
 仁愛大学人間学部  講師  マシュー・ハウカ 氏

•10月５日（日）「源氏物語を読み直す」
 福井工業高等専門学校 准教授  大久保　弦 氏

•９月28日（日）
　「家庭教育から見た子どもとのコミュニケーションのとり方について」
 福井県立大学  准教授  吉弘　淳一 氏

•10月18日（土）「親子関係と子どもの問題行動～非行問題を中心に～」
　 放送大学  教授  住田　正樹 氏

•11月９日（日）「あなたの食卓から子どもの未来を考える」
 仁愛女子短期大学  教授  牧野　みゆき 氏

•11月23日（日）
　「子どもの最善の利益を求めて～家庭での生活とそこでの育ち～」
 放送大学  准教授  岡崎　友典 氏

•10月19日（日）  「南極へようこそ」
 第54次日本南極地域観測隊越冬隊員  早川　由紀子 氏

•10月25日（土）
　「限りある生命と向き合い、生きたいと願う気持ちを叶えたい」
 福井キャラバンメイト  代表  里　　裕一 氏

•11月１日（土）「箸一膳、畳一畳の店からつかんだ　やさしさの心」
 ㈱箸匠せいわ  会長  木越　和夫 氏

•11月23日（日） 
　「発想力と決める力の鍛え方～子どもたちの未来のために」
  K.I.T.（金沢工業大学）虎ノ門大学院  教授  三谷　宏治 氏

•９月26日（金）
「里山がなぜ今になって注目されているのか？これからどうするのか？」

 福井大学教職大学院  特命准教授  前園　泰徳 氏

•10月２日（木）「福井県の森と植物」
 福井県自然保護センター  所長  多田　雅充 氏

•10月10日（金）「六呂師高原の自然観察」（現地講座）
 福井県自然保護センター　所長　多田　雅充 氏

•10月22日（水）
　「コウノトリが舞う里づくり～生きものを活用したまちづくり～」
 越前市農政課  里地里山保全再生推進委員  日和　佳政 氏

•10月30日（木）「里山里海湖から地域を元気に」
　 福井県里山里海湖研究所  研究員  福島　　空 氏
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アカデミー講座レポート
何気ない日々の暮らしにいろいろな
「活」を取り入れると、より楽しく活
き活き過ごすことができるようにな
ります。前向きに生きるための数々
のヒントを得ることができました。

各分野のスペシャリストをお
招きし、世界をより身近に感
じ、多くの発見・気付きをも
らえる講座となりました。

現代社会

第三期パソコン入門講座

国際社会

•11月11日（火） 
　「“？活”の活力」～社会の変動と新しい造語力～
 花園大学文学部  教授  橋本　行洋 氏

•11月21日（金）「寝活」～気持ちのよい眠りのために～
 県立大学看護福祉学部  准教授  有田　広美 氏

•12月４日（金）
　「笑活」～体験しよう！思わす笑顔がこぼれるエクササイズ～
     鯖江市健康福祉部健康課  課長補佐  山本　　進 氏

•12月７日（日）「朝活」～朝の時間をもっと楽しむ！～
  ㈱ウララコミュニケーションズ  月刊ウララ副編集長  堀　　一心 氏

•12月11日（木）「友活」～社会参加でいきいきライフ～
 神戸大学大学院人間発達環境学研究科  准教授  片桐　恵子 氏

•10月２日（木）・９日（木）「ワード基礎編」
•11月６日（木）・13日（木）「ワード応用編」
•12月４日（木）・11日（木）「パワーポイント編」
　各編全２回（１回は120分）で、ユー・アイふくいの職員が講師を務めています。受講者の
皆さんは、簡単な操作で文字に素敵な装飾ができることを知ると思わず声を出し、モニターを
見つめながら熱心に取り組んでいました。

•12月13日（土）「SAKEが世界を開拓する」
 加藤吉平商店  十一代目当主  加藤　団秀 氏

•12月23日（火）
　「国際化時代と日本語－日本人の日本語知らず－」
 金沢大学人間社会学域国際学類  教授  加藤　和夫 氏

•１月11日（日）「世界から見たユニークな日本」
 福井工業大学工学部経営情報学科  教授  松岡　博幸 氏
•１月17日（土）「日本人親子のバイリンガル子育て奮闘記?!」
 ㈱ふくいコミュニケーションズ  代表取締役  澤崎　敏文 氏

•１月24日（土）
　「越前打刃物　製造から小売へ　日本から世界へ」
 ㈲龍泉刃物  代表取締役  増谷　浩司 氏

生涯学習・学校教育・社会教育に役立つ視聴
覚教材を数多く取り揃えております。ぜひ、
授業や研修会等にご活用ください。
※貸出対象は、教育的・文化的目的のために
利用される団体となります。

約5000本の
教材数！

貸し出し
無　料

やりたい内容が違っても、操作方法には共通性が
多いものです。やる気と熱気に包まれた講座とな
りました。
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平成 26 年度ゆー・あい  
「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりの促進と女性の活躍を応援するために生活学習館が実施して
いる講座です。

キャリア・アカデミー

ハッピーキャリアセミナー

職場からの推薦をうけた管理職（または将来管理職を目指す女性）を対象にした、
チーム力・企画力・コミュニケーション力の向上を目指すビジネスセミナーです。

女性が仕事やプライベートで抱える課題や悩みを解消し、幸せに働くため
に必要な知識や情報を学ぶ講座です。

【前期】
幸せなキャリアづくり&
新しい７つのリーダーシップスタイル
●日　時／９月11日（木）、９月12日（金）
　　　　　10：00～16：30
●講　師／㈲キュー 代表取締役　植田　寿乃 氏

印象美人のつくり方講座
●日　時／８月30日（土）13：30～15：30
●講　師／印象戦略家　ちとせ 氏

【後期】
マインドマップ®で学ぶ
ロジカル思考＆説明力・プレゼンスキル
●日　時／10月１日（水）、10月２日（木）
　　　　　10：00～16：30
●講　師／㈱グローバルダイナミクス 取締役　大久保　香織 氏

自分のこころを整える！セルフマネジメント術
●日　時／11月29日（土）13：30～15：30
●講　師／ブラマンテ㈱ 代表取締役　田島　弓子 氏

自分自身の生き方を見つめ、自分のモチベーションの
源泉や上げ方を学び、EQ（人間力）をベースにした
リーダーシップや、コミュニケーション方法を学びま
した。

「自分の価値」を相手に正しく伝えていますか？
印象戦略とは、自分の価値（魅力）を相手に正しく伝
えるスキルです。自分の魅力を最大限に引き出し、ワ
ンランク上のなりたい「私」になるスキルを学びまし
た。

リーダーに必要とされるロジカル思考とプレゼンスキ
ル等を効果的・効率的に身につけるために「マインド
マップ」スキルとその活用術を学びました。

日々のストレス、プレッシャーと向き合いつつ、充実
した生活を送るために世界のトップアスリートも実践
しているメンタルマネジメント術を学びました。

リーダーになる前に
心構えができた。

モチベーションが高い
他社の方と交流できて
刺激になった。

マインドマップは
無限大。楽しみな
がら、活用してい
きたい。

自分の人生、これから
だと元気と自信がわい
てきた。

自分がどうありたいかを
考え、前向きにがんばっ
ていきたい。
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カレッジ講座レポート
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

キャリアアップ応援講座

企業連携講座 県民活動支援講座

聴く目的を学び、相
手の本音を引き出す
方法や、人によって
違う価値観や思考パ
ターンについて学び
ました。

ファシリテーション
の機能、効果、場の
デザインの要素を学
び、模擬会議でスキ
ルの実践を学びまし
た。

働く女性がキャリアアップするために必要な知識や情報を習得し、意欲向
上を図る講座です。

企業が実施する従業員を対象に
した仕事と家庭の両立などの研
修に講師を派遣しました。

団体等が実施する男女共同参画
に関する研修会に講師を派遣し
ました。

話し合いが変わる！ファシリテーション術
●講　師／㈱シェヘラザード 代表取締役  坂本　祐央子 氏

コース１  10月23日（木）、30日（木）
19：00～20：30

“ワタシ”が変わるコーチング
～人間関係を構築するベースとなるスキルを学ぶ～

職員のメンタルヘルス・ワークライフバランスについて
●日　時／９月20日（土）
●主　催／小林化工株式会社　　●対　象／従業員
●講　師／アソシエ メンタルオフィス　中村　まゆみ 氏

今日の男女共同参画を考える研修会
●日　時／10月25日（土）
●主　催／ふくいソフィアの会　　●対　象／会員、県民一般
●講　師／福井大学教育地域科学部 教授　高田　洋子 氏

コース２  11月３日（月）
10：00～16：00

結果が変わるファシリテーション
～“仕切る力”と“表現力”を磨く！～

教育連携講座 学校等が実施する「セクハラ」や「デートＤＶ」などの研修に講師を派遣
しました。

小中学生に伝えたい男女共同参画
●日　時／７月26日（土）
●主　催／福井市教職員組合　　●対　象／教職員
●講　師／福井工業大学 非常勤講師　武内　昭子 氏

デートＤＶについて
●日　時／10月30日（木）
●主　催／春江工業高等学校　　●対　象／高校３年生
●講　師／ HEALホリスティック教育実践研究所 所長　金　香百合 氏

ワークの中で、他の
受講生の方とも関わ
れて楽しかった。

模擬会議で、楽しく
実践的に学ぶことが
できた。



学びの道しるべ7

生涯学習の祭典生涯学習の祭典
2014マナビ・フェスティバルin若狭2014マナビ・フェスティバルin若狭

会場：若狭図書学習センター

10月18日（土）、19日（日）の２日間にわたり、「2014 マナビ・フェスティバルin若狭」
を開催しました。子どもから大人まで様々な年代の方が参加し、共に「マナビ」を楽しん
だ２日間でした。

ファミリーコーナーファミリーコーナー

おはなし会 ファミリー体験 古代文字かるた

エプロンシアターによるおはなし会や映画「白雪姫」の上映、「木工教室」「伝承遊び」「バルーンアート」「ブロー
チ作り」のファミリー体験を行い、多くの家族連れが楽しみました。また、漢字に楽しく親しめる古代文字かるた、
ミッチー先生の漢字教室も人気でした。

展示・体験コーナー展示・体験コーナー 図書コーナー図書コーナー

ミュージックフレンズ活動展 特集「親子・家族」かけじく・仏画 雑誌リサイクルコーナー

全14のグループや個人が普段の学習の成
果を作品や写真等で紹介しました。骨盤
矯正、エッグアート、折り紙・切り紙の
体験コーナーもありました。

親子・家族をテーマとする図書の特集、
雑誌リサイクルコーナーを実施。本によ
る「マナビ」も充実した２日間でした。

オープニングステージオープニングステージ ステージ発表ステージ発表

若狭東高等学校吹奏楽部 若狭能倉座 敦賀高等学校書道部

素敵なファンフ
ァーレの音色と
心に響く優しい
合唱が、観客を
魅了しました。

中学生、高校生を含む11団体が活気あふれるステージ
を発表しました。

ライフ・アカデミー講座ライフ・アカデミー講座

南極の氷が溶ける神秘的な
音に耳を傾けたり、防寒グ
ッズを手に取ったりし、遠
い南極へ思いを馳せた素敵
な時間でした。

文字の発想や伝わり方につ
いて、楽しく分かりやすい
説明があり、漢字への興味
が一気に高まりました。講
座終了後も質問が絶えませ
んでした。

【人間力発見講座】

「南極へようこそ」
第54次日本南極地域観測隊・越冬隊員

早川　由紀子 氏

【漢字文化講座】

「漢字と日本語」
早稲田大学 教授　笹原　宏之 氏

ゆるキャラも大人気！
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大学開放講座・共催講座レポート

大学開放講座

共催講座

【福井市】10月18日（土）AOSSA
「結城秀康が築いた名城福井城の城址を訪ねて」

講師：福井工業大学  教授　吉田　純一 氏
　徳川家康の二男、結城秀康が
築いた福井城とその城下の様子
について、古地図や写真をもと
に、現在の福井駅周辺の様子と
比較しながらわかりやすく説明
してくださいました。

【勝山市民大学講座】４月26日（土）勝山市立図書館
「朗読サクラサク」

講師：舞台俳優　人村　朱美 氏
　 4月から映画「サクラサク」が上映されたこともあり、興味をもつ方が多く、
参加者は朗読の世界に魅了されていました。質問の時間には、朗読するときの注
意点や、舞台俳優としての経験など、貴重なお話を聞くことができました。

【美浜町歴史フォーラム】10月４日（土）美浜町生涯学習センター  なびあす
「若狭の塩、再考～古代の塩の生産と流通をめぐって～」

講師：奈良文化財研究所  主任研究員　神野　　恵  氏
　　　明治大学経営学部  兼任講師　堂野前　彰子  氏 他

　多くの製塩遺跡がみつかっている若狭湾沿岸。古代の若狭は税として都に多く
の塩を納めていました。
　本講座は、フォーラムや座談を通して、若狭の塩づくりの歴史を繙く、参加者
にとって興味深いものになりました。

【池田町立公民館講座】町をみつめる①　７月26日（土）能楽の里  文化交流会館
池田に出会って、住んで、考えた「一人ひとりが輝く、地域の底力と希望」

講師：ジャーナリスト　伊藤　洋子  氏
　都市生活のかたわらで池田に居を構えるに至った経緯、田舎暮らしの魅力など
について講師の思いがあふれるお話を聞くことができました。
　池田町の魅力を再発見する講座に町民の関心も高く、幅広い年齢層の方が参加
されました。

【南越前町】11月６日（木）南条文化会館
「福井の食文化と健康長寿～次代に伝えたい福井の郷土料理～」

講師：仁愛大学  名誉教授　谷　　洋子 氏
　福井県の食文化について、
資料を基にわかりやすくお話
しくださいました。また、地
域に伝承される料理の例を挙
げ、食材や料理の持つ意味な
どを説明してくださいました。

【おおい町】11月９日（日）道の駅  うみんぴあ大飯
「健康的な加工食品の利用と地産地消」

講師：仁愛大学  准教授　浦本　裕美 氏
　加工食品を選ぶ際は、原材料
を確認したり地場産の安全な食
材を使っているものを選んだ
り、日頃から健康を意識した食
事が大切であることを再認識で
きました。

【小浜市】10月４日（土）小浜市文化会館
「やねだんから学ぶまちづくり　８箇条」

講師：仁愛女子短期大学  教授　内山　秀樹 氏
　やねだん集落のリーダーの熱
意と行動力が住民の心を動かし、
いくつもの地域活性のアイディ
アが軌道に乗っていく過程で、
住民たちが心の絆を深め笑顔で
活き活きと生活する様子は、地

域再生のあり方について学ぶ大きな参考となりました。
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福井ライフ・アカデミー主催講座案内（H27.2月～3月）

会場：福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）

会場：若狭図書学習センター

0776－41－4206問合せ先

0770－52－2705問合せ先

（敬称略）

（敬称略）

■お問合せ
福井県生活学習館
福井県生涯学習センター

［施設利用申込専用］

TEL.0776－41－4203　FAX.0776－41－4210

〒918－8135 福井県福井市下六条町14－1 TEL.0776－41－4200㈹ FAX.0776－41－4201

〒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-archives.pref.fukui.jp/

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

福井県立若狭図書学習センター

ユー・アイ ふくい

テーマ・内容 日　　時 場　　所 講　　師

ふるさと学習講座
「ふるさとの文化」

２月４日（水）13：30～15：00

２月18日（水）13：30～15：00

３月６日（金）13：30～15：00

映像ホール

•御食国若狭おばま食文化館　食のまちづくり課
　食のまちづくりグループリーダー 下仲　隆浩
•トータル飲料コンサルタント
　ふくいの食アンバサダー 友田　晶子
•フードジャーナリスト 食文化研究家
 向笠　智恵子

ふるさと学習講座
「ふるさとの産業」

２月８日（日）13：30～15：00
２月21日（土）13：30～15：00
３月８日（日）13：30～15：00
３月21日（土）13：30～15：00

学習室301・302
学習室101・102
映像ホール
映像ホール

•農家 麻王　伝兵衛
•Posy＆Posy 代表  木村　佳美
•株式会社米五 代表取締役 多田　和博
•株式会社キッソオ代表取締役 吉川　精一

第４期パソコン入門講座
「ワード応用編」

２月13日（金）13：30～15：30
２月20日（金）13：30～15：30

パソコン実習室 •県生涯学習センター職員
　※往復はがき・電子申請で申込必要第４期パソコン入門講座

「エクセル編」
３月６日（金）13：30～15：30
３月13日（金）13：30～15：30

テーマ・内容 日　　時 場　　所 講　　師

ふるさと学習講座
「ふるさとの歴史」

１月31日（土）13：30～15：00
２月28日（土）13：30～15：00
【現地講座】
３月15日（日）13：30～15：00
３月28日（土）13：30～15：00

講　堂
講　堂

県立若狭歴史博物館
講　堂

・若狭の語り部 岡村　昌二郎
・若狭町歴史文化課　主査・学芸員 岡本　潔和

・福井県立若狭歴史博物館　副館長 垣東　敏博
・放送大学教養学部　教授 五味　文彦

地域元気講座
「家庭・地域」

２月８日（日）13：30～15：00
２月15日（日）13：30～15：00

３月１日（日）13：30～15：00

講　堂

・ハートフルサポートここまど　代表 大槻　まどか
・仁愛大学キャリア支援センター
　キャリアアドバイザー 奥谷　　崇
・神戸大学　名誉教授 広木　克行

Facebook 生活学習館公式ページOPEN！
ページに「 いいね！」
すると、新着情報が届くよ！

平成26年12月1日に公式ページをオ
ープンしました。講座やイベントなど、
生活学習館に関する情報をいち早くお
届けします。

アクセスはこちらから

寒い冬、こたつに入って読書はいかがですか…
ユー・アイふくいの図書コーナーに新しい本が入りました。

■１階　情報ルーム　新着図書
　•「家族」難民　生涯未婚率25%社会の衝撃

　（山田昌弘／朝日新聞出版）
　•年金の仕組みと手続きがすっきりわかる本

（多田智子／ソーテック社）
他33冊

■２階　女性活躍支援センター　新着図書
　•コトバのギフト　輝く女性の100名言

　　（上野陽子／講談社）
　•ママ、今日からパートに出ます！

　　（野原広子／ KADOKAWA）
他19冊

その他の新着図書につきましては、
ホームページでご確認ください。
http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/
《お問い合せ》 ☎0776－41－4202

図書の貸出は、１人３冊まで。
貸出期間は、２週間。
図書の貸出は、無料です。


