平成29年度 事業案内

学習機会の提供
○
○
○
○
○

ふるさとおこしリーダー育成講座
生涯学習県民大学講座
かごしま県民大学連携講座
メディア研修講座
来所研修

学習情報の提供
○
○
○

学習成果の展示
情報システムによる情報提供
視聴覚サービス
・映像教材の貸出
○ 「生涯学習だより」の発行

調査・研究
○

生涯学習に関する調査・研究

鹿児島県教育庁 かごしま県民大学中央センター
（写真/平成28年主催事業から）

□ ふるさとおこしリーダー育成講座

(問合せ先／学習推進係 TEL099-221-6604)

ふるさとにある「人」，「もの」，「自然」を活用したふるさとおこしを通し，ふるさとのよさを次世代に継承し，発信していく生涯
学習リーダーを育成します。初めて受講される方のための基礎講座を県内３会場で，修了者を対象にしたステップアップ講座を２会場で
開設します。

◇ 基礎講座
地域のリーダーとして活動するための基礎的な知識や方法などを具体的に学ぶことができ，仲間づくりに繋がります。
○

鹿児島地区 ：７月８日(土)・９日(日)，７月23日(日)

かごしま県民交流センター

○

北 薩 地区 ：９月２日(土)・３日(日)，９月10日(日)

薩摩川内市中央公民館

○

大 島 地区 ：12月２日(土)・３日(日)，12月16日(土)

和泊町防災センター

◇ ステップアップ講座
これまでの学習の成果や経験を生かして，より発展的・実践的な視点で学ぶことができ，交流の輪が広がります。
○

平成29年６月３日(土)：鹿屋市中央公民館

○

平成30年１月27日(土)：かごしま県民交流センター

□ 生涯学習県民大学講座

(問合せ先／学習推進係 TEL099-221-6604)

県民の多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため，大学等と連携して，現代的課題等に基づく講座を県内10市町村で26講座を開
設します。受講したい講座をいくつでも受講することができます。受講料無料。定員は各講座30人程度。

【開催地区】
地

区

市町村

南

薩

南さつま市

平成29年６月17日(土)

教育・子育て(家庭教育)

教育・子育て(青少年教育)

南さつま市民会館

北

薩

阿久根市

平成29年９月16日(土)

教育・子育て(家庭教育)

食生活

阿久根市民会館

姶良・伊佐 姶 良 市

平成29年11月12日(日)

教育・子育て(家庭教育)

郷土理解

姶良市姶良公民館

曽 於 市

平成29年12月17日(日)

教育・子育て(家庭教育)

食生活（食育）

曽於市末吉総合センター

大 崎 町

平成29年10月22日(日)

健康・医療

教育・子育て（青少年教育） 大崎町中央公民館

東串良町

平成29年７月15日(土)

教育・子育て(家庭教育)

地域活性

東串良町総合センター

西之表市

平成29年６月11日(日)

教育・子育て(家庭教育)

郷土理解

西之表市民会館

龍 郷 町

平成29年７月２日(日)

教育・子育て(青少年教育)

郷土理解

龍郷町生涯学習センター りゅうがく館

与 論 町

平成29年８月26日(土)

防災・減災

人権教育

与論町総合体育館

平成29年６月24日(土)

郷土理解

郷土理解

平成29年８月５日(土)

医療・健康

教育・子育て(家庭教育)

平成29年11月26日(日)

教育・子育て(生徒指導)

医療・健康（体力つくり）

平成30年２月３日(土)

教育・子育て(青少年教育)

地域活性

大

隅

熊

毛

大

島

かごしま
県民交流センター

期

日

テーマ１

テーマ２

会

場

□ かごしま県民大学連携講座
大学などの高等教育機関，行政機関，ＮＰＯ法人等と連携して，主に，かごしま県民交流センターを会場(＊ 他会場)に，年間を通し
て幅広い内容の講座を実施します。本年度は，下記の30団体と連携して開講予定です。ホームページでもご覧になれます。
実施主体･団体
鹿児島大学医歯学総合研究科

(099-275-5219)
鹿屋体育大学
(0994-46-4818)
鹿児島国際大学
(099-261-3211)
志學館大学
(099-812-8501)
鹿児島純心女子大学
(0996-23-5311)
鹿児島県立短期大学
(099-220-1112)
第一幼児教育短期大学
(0995-47-2072)
鹿児島純心女子短期大学
(099-253-2677)
鹿児島女子短期大学
(099-254-9191)

講座名

実施月

未定

未定

未定

未定

鹿児島の歴史や郷土の先人についての講座

１月

西郷どん にみる新しい西郷隆盛像
未定
比較研究のおもしろさー文学，文化，言語ー

６月

実施主体･団体
鹿児島女子短期大学
(099-254-9191)
放送大学
鹿児島学習センター
(099-239-3811)

未定
５〜７月

未定

未定

かごしま学・文化講演会

６月

シルバー世代のための健康・教養講座

７〜10月

高齢者の健康づくり講座

７〜９月

鹿児島工業高等専門学校
(0995-42-9038)

県立青少年研修センター
(099-294-2111)
県立霧島自然ふれあいセンター

(0995-78-2815)

講座名

実施月

くらしと文化講座

10月

第23回 これからの子育て

８月

奄美大島地域における放送大学鹿児島学
５〜12月
習センター公開講座
放送大学鹿児島学習センター公開講演会

未定

第６回小水力発電セミナー

６月

鹿児島高専のおもしろ実験教室

８月

再生可能エネルギー

９月

クリスマスミニリース作製講座１・２

12月

昆虫クラフト作製講座１・２

１月

レザークラフトキーホルダー

１月

□ 生涯学習ふれあい展示

(問合せ先／学習推進係 TEL099-221-6604)

生涯学習として取り組んでいる創作・文化活動の成果を発表する場，また，生涯学習に取り組む団体・個人の交流を促進するための合
同展示会を，年５回開催します。
(会場：かごしま県民交流センター)
回

期

間

内

容

回

期

間

内

容

第１回 5/23(火)〜28(日) 絵手紙，押し花等

第４回

第２回

第５回 2/27(火)〜3/4(日) 絵画，和小物，焼き板等

6/6(火)〜11(日) 手芸，写真，布小物等

1/16(火)〜21(日) 写真,絵画，書道，俳句等

第３回 8/15(火)〜20(日) 拓本，絵画，彫刻等

□ メディア研修講座

(問合せ先／学習情報係 TEL099-221-6606)

◇ 県民対象講座
生涯学習の指導者や指導補助者として教育メディアを活用できる人材を育成するため，チラシづくりやビデオ制作などの講義・実習
等を通して，資料作成や情報発信に役立つ知識・技術の習得をめざす講座です。
(会場：かごしま県民交流センター)
講 座 名
期日
講 座 名
期日
デジカメ活用講座〜今日からあなた 5/13(土)・14(日)，12/16(土)・
自由研究にチャレンジ〜専門家と学ぶプ
7/22(土)
も名カメラマン〜
17(日)
レゼン作成講座〜
地域役員のための「魅力あるチラシ
地域役員のための「誰でもできる名簿や
6/10(土)･11(日)
11/11(土)・12(日)
や案内文」作成講座
会計簿」作成講座
わがふるさと鹿児島をビデオに〜地域素
ビデオ撮影・編集「完全マスター２
10/15(日)･22(日)・11/26(日)
7/1(土)・2(日)，9/2(土)・3(日)
材の映像化にチャレンジ〜
Days」講座〜撮影から編集まで〜
ネット社会の歩き方教室〜インター
7/15(土)
ネットやスマホを安心・安全に〜

◇ 教育関係者対象講座
学校や市町村で「教育の情報化」に対応できる指導者を養成するため，コンピュータやビデオを用いた教材の制作や活用に関する講
義・実習等を通して，指導法の改善や学習指導力の向上を図るための講座です。 (会場：かごしま県民交流センター)
◆連携講座
講

座

名

期

日

対

象

教育メディア担当者研修会

5/26(金)

市町村教育メディア担当者等

専門家に学ぶ映像作品づくり講座

11/16(木)

社会教育･生涯学習担当者

授業に生かせるビデオ教材制作研修講座
授業に生かせるデジタルコンテンツ制作研修講座

7/28(金)・8/18(金) 学校教育関係者
8/3(木)・4(金)
8/8(火)

プログラミング研修講座
教育メディア研修(中級)講座

学校教育関係者(フレッシュ研修対応)
学校教育関係者

8/23(水)〜25(金) 学校教育関係者・社会教育関係者・県民

高等学校視聴覚・情報教育研究セミナー◆

7/11(火)

学校教育関係者・県民

メディア教育セミナー◆

8/10(木)

学校教育関係者･県民
(フレッシュ研修対応)

県放送教育・情報教育研究セミナー◆

2/2(金)

学校教育関係者・県民
(問合せ先／学習推進係 TEL099-221-6604)

実施主体・団体

講座名

実施月

実施主体・団体

人材育成修了者による生涯学
習講座(TEL 099-221-6604)
かごしま産業支援センター
クラフト活動（サンドグラス）
県立南薩少年自然の家
１月
(099-219-3740)
ＮＰＯ法人かごしま遺伝子活用
縄文人のアクセサリー〜髪針のデザインを
６月
普及協会(099-220-8919)
生かした箸づくり
上野原縄文の森
(0995-48-5701)
ＮＰＯ法人global
縄文土器に残る文様〜土器片クッキーづくり
２月
(090-3415-1906)
ＮＰＯ法人鹿児島ＡＳＣ
あまみならでは学舎
５〜１月 (099-837-3514)
県立奄美図書館
（ＴＥＬ 0997-52-0244）
kamachi-ya(かまちや)
不思議探究塾
７月
(090-9575-3950)
鹿児島弁フェスタ実行委員会
県マルチメディア教育研究会
メディア教育セミナー
８月
(0995-63-5729)
(090-5738-7673)
県視聴覚教育研究協議会
韻天流天吹塾
県放送教育･情報教育研究セミナー
２月
(099-256-1094)
(099-255-6105)
県立霧島自然ふれあいセンター

(0995-78-2815)

コルク工芸コースター

県高等学校教育研究会メディ
ア教育研究部会
(099-251-7387)

高等学校視聴覚・情報教育研究セミナー

らくらくピアノの会
(TEL 080-2006-0994)

中高年から始めるらくらくピアノ

２月

７月
５・９月

講座名
ふるさと講座（だれでもヨーガ）

実施月
５〜６月

小規模事業者・起業を目指している方に
役立つ講座(HP,FB,写真等)

６〜１０月

からだの健康・病気と遺伝子

７〜10月

英語で伝える鹿児島

６〜７月

安心安全タブレット・スマホ講座（タブレット端末
でのIT社会への対応と情報セキュリティ）

４〜１月

演劇を使って脳と身体をトレーニング！

６〜８月

鹿児島弁フェスティバル

１２月

自作の天吹(さつまの伝統楽器)で音色を楽しむ

５〜７月

上町健康大学
(099-247-6293)

上町健康大学在宅医療講座

５〜２月

徒然草を学ぶ会
(TEL 099-247-6293)

徒然草講座

５〜７月

◇ 来所研修

(問合せ先／学習情報係 TEL099-221-6606)

教育メディアに関する研究テーマや課題をもったグループ・団体，または，個人が来所し，当センターの職員の指導・助言のもと，問題解決を図
るための研修ができます。
○ 自主グループ
当センターで実施しているビデオやパソコンに関する講座を受講した人を中心に活動している
グループが対象になります。
○ 個人
原則として，当センターの主催講座の修了者が対象になります。
○ 学校教育・社会教育関係者
部活動や学級活動など児童生徒が来所研修する場合は，顧問の教員や担当者の同伴を条件
とします。

◇ 生涯学習に関する情報の提供

(問合せ先／学習情報係 TEL099-221-6606)

[指導者・講師情報の提供］
当センターホームページで，生涯学習に関する指導者・講師及びボランティア等の情報をデータベース化して提供
しています。各種活動や講座内容に応じた指導者･講師の人材を検索することができます。
［視聴覚教材の貸出］
営利を目的としない学校教育・社会教育の関係機関・団体等を対象に，約4,000本のビデオ･ＤＶＤ･16ミリフィル
ム等の各種映像教材の貸出を行っています。教材は，インターネットで検索することができます。
【当センターのQRコード】

◇ 生涯学習相談

(問合せ先／学習推進係 TEL099-221-6604)

生涯学習の情報や提供に関する来所相談，電話等による相談を行っています。
・県内の生涯学習講座の開設状況や講座内容
・生涯学習サークルの育成・支援に関する相談

◇生涯学習だより◇
当センターの事業の様子や事業計画を掲載し
た生涯学習だよりを隔月発行しています。ホー
ムページ上でもアップしていますので，ぜひご覧
ください。

県下全域を生涯学習
のキャンパスとする
「かごしま県民大学」
の充実を図るため，生
涯学習に関する学習機
会の提供や生涯学習の
情報提供等を行ってい
ます。

鹿児島県教育庁 かごしま県民大学中央センター
（かごしま県民交流センター内）
〒892-0816
鹿児島市山下町14番50号(かごしま県民交流センター内)
〈学習推進係〉TEL099-221-6604 FAX099-221-6640
〈学習情報係〉TEL099-221-6606 FAX099-221-6642
e-mail;kenmindaigaku@pref.kagoshima.lg.jp
URL:http://www.kagoshima-pac.jp/functions/central̲center-2/

■ Ｊ Ｒ：鹿児島駅下車徒歩10分
■ 市電･バス：水族館口下車徒歩5分
■ 自家用車：地下駐車場完備500台

■ 開館時間：9：00〜17：00
（ホール，研修室は22：00まで）
■ 休館日：毎週月曜日
（祝日の場合は，翌日）
年末年始（12月29日〜1月3日）

