
平成29年度 ⼤阪市⽣涯学習推進員3年次研修プログラム

基本科⽬(全7科⽬)

難波
市⺠学習センター

研修番号 タイトル 講師 内容 ⽇時 場所 備考
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102

103
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みんなが主役のまちづくり
〜コミュニティづくりに

必要な井⼾端会議〜

⽣涯学習ってなに？
〜新・⽣涯学習⼤阪計画と

推進員活動の可能性について〜

ルーム事業と推進員活動の
歩みと⽬指すもの

⽣涯学習推進員の
活動のこれから

〜推進員のみなさまに期待すること〜

⻄⼝ 良彦
帝塚⼭学院⼤学

⾮常勤講師

岡本 和夫
総合⽣涯学習センター

前所⻑

⽊原 俊⾏
⼤阪教育⼤学教授

⾚尾 勝⼰
関⻄⼤学教授

久 隆浩
近畿⼤学教授

    ⼈がつながると町が動く。⽣きた情報交換
「井⼾端会議」の⽬的や、地域で取り⼊れる際
 のコツやポイントをお話しいただきます。

 平成２９年３⽉に新しい「⽣涯学習⼤阪計画」
 が策定されました。新しい計画の紹介を含め、
 ⼤阪市の⽣涯学習の現状や地域の課題などに
 触れながら、推進員の可能性について考えます。

ひとが 地域が 元気になる
⽣涯学習推進員活動

今⻄ 幸蔵
神⼾学院⼤学教授

 学校教育・社会教育に精通されている今⻄先⽣
 に「⽣涯学習とは」という基本的なことからお
話いただき、ルーム事業、推進員活動について
のアドバイスをいただきます。

  ⽣涯学習ルーム事業の開設や、推進員制度の
⽴ち上げに関わった⻄⼝⽒より、ルーム事業や
推進員制度がなぜ誕⽣したのか、その背景と
理念、変遷などについてお話しいただきます。

   ⼤阪市に⽣涯学習推進員制度ができて23年。
27年度に⾏なった推進員の意識調査や、28年度
の聞き取り調査をもとに、これまでの活動の成果
と今後の展望についてお話しいただきます。

  ルーム事業の拠点である学校との良好な関係作
りや、学校の⽴場からみた推進員活動について
学校の今⽇的な事情に詳しい⽊原先⽣にお話しい
ただきます。

110

推進員活動を
学校の視点から考える

〜⼤⼈も⼦どもも共に育つ学校づくり〜

⽣涯学習をもっと知ろう！
〜推進員活動のもつ可能性〜

  ⽣涯学習に関しての数多くの実践と著書をお持
ちの⾚尾先⽣から、地域での⽣涯学習活動の実践
事例をご紹介いただき、推進員活動の意義や可能
性についてお話しいただきます。

8/8(⽕)
10:00〜12:00 鶴⾒区役所

9/8(⾦)
14:00〜16:00

阿倍野
市⺠学習センター

8/17(⽊)
19:00〜21:00

総合
⽣涯学習センター

11/16(⽊)
14:00〜16:00

難波
市⺠学習センター

8/6(⽇)
14:00〜16:00

阿倍野
市⺠学習センター

8/12(⼟)
10:00〜12:00

総合
⽣涯学習センター

10/13(⾦)
19:00〜21:00

難波
市⺠学習センター

11/17(⾦)
14:00〜16:00

阿倍野
市⺠学習センター

10/6(⾦)
19:00〜21:00

11/21(⽕)
10:00〜12:00

総合
⽣涯学習センター

選択科⽬(全25科⽬)

研修番号 タイトル 講師 内容 ⽇時 場所 備考

21

22

23

7/24(⽉)
14:00〜16:30

総合
⽣涯学習センター

8/30(⽔)
19:00〜21:00

阿倍野
市⺠学習センター

8/24(⽊)
14:00〜16:00

難波
市⺠学習センター

市⺠セミナー
家庭や地域のための防災講座

〜⼤切な⼈を守るために〜
前林 清和

神⼾学院⼤学教授

  ⼤阪市⽴総合⽣涯学習センターが神⼾学院⼤学
と共同開発した防災プログラムを体験し、前林
先⽣から巨⼤地震や津波への備えについて学び
ます。

ゲームで学ぶ防災
〜地震発⽣！その時どうする？〜

総合⽣涯学習
センター職員

  30年以内に70%の確率で南海トラフ巨⼤地震
が発⽣すると予測されています。神⼾学院⼤学
と共同開発した防災学習プログラムを使って、
ゲーム形式で防災について学びます。

研修番号 タイトル 講師 内容 ⽇時 場所 備考

25 11/13(⽉)
19:00〜20:30

総合
⽣涯学習センター

市⺠セミナー
「知って得する！

コンプライアンスのきほん」
井上 圭吾

⼤阪市公正職務審査
委員会委員・弁護⼠

  コンプライアンスって何？どうして必要なの？
具体的な事例をもとに、今後に活かせるコンプラ
イアンスについて楽しく学びましょう。

26 9/17(⽇)
14:00〜16:30

難波
市⺠学習センター

映画『みんなの学校』上映＆
お話「学校と地域がつながって」

⽊村 泰⼦
⼤空⼩学校元校⻑

  平成25年度⽂化庁芸術祭賞テレビ・ドキュメンタ
リー部⾨⼤賞作品、映画「みんなの学校」(108分)
を⾒て、地域と学校の関わりについて考えます。
当時の校⻑先⽣にもお話しいただきます。

27 9/5(⽕)
19:00〜21:00

総合
⽣涯学習センター

⼦どもたちからのSOS
〜しんどい家庭で育った⼦どもの

⽀援を考える〜

森本 志磨⼦
弁護⼠・NPO法⼈

⼦どもセンターぬっく
理事⻑

「⼿作りのごはん」「安⼼して眠れる⽣活」虐待
などによって、家庭や施設に居場所のない⼦ども
達のための取り組み「ぬっくハウス」の活動を通
して、⼦どもを取り巻く貧困等の実状を学びます。

28 11/5(⽇)
14:00〜16:00

マイドーム
おおさか

『まちづくり・職業観育成体験
学習事業』⾒学会

⼤阪市教育委員会
事務局

⽣涯学習担当他

  働くことや社会のしくみを楽しみながら学ぶ学習
プログラム。企画も運営もすべて⼩学⽣が⾏い、
社⻑になったり働いたり買い物したり…地域で活か
せる魅⼒的なプログラムを⾒学します。

29 9/15(⾦)
19:00〜21:00

難波
市⺠学習センター

空間デザインから考える
展⽰のコツ

⼤森 あき⼦
⼀般社団法⼈

⽇本空間デザイン協会

  ⽣涯学習ルームや地域のフェスタの作品展⽰を⾏
う際に、ちょっとしたコツを押さえると作品がより
⾒やすく美しく⾒えます！ワークショップを中⼼に
展⽰のコツを学びます。

30 9/13(⽔)
19:00〜21:00

阿倍野
市⺠学習センター

初対⾯の⼈とグッと仲良くなる
魔法のワザを学ぼう

佐野 岳章
ひと結び 代表

  会議の前などに緊張をほぐす「アイスブレイク」
の⼿法を学びます。いろいろなテクニックを体験し
コミュニケーションを取りやすい雰囲気をつくり
ましょう。

31 9/26(⽕)
10:00〜12:00

総合
⽣涯学習センター

『聞く』ことから始める
コミュニケーション

  話の聞き⽅次第で相⼿は⾊々な印象を持ちます。
相⼿が話しやすい聞き⽅について学びませんか。

32 9/9(⼟)
10:00〜12:00

総合
⽣涯学習センター

メディアに取り上げてもらう
情報発信の仕⽅を学ぼう！

⼤⾕ 邦郎
グッドニュース

情報発信塾・塾⻑

 「ええことしてても、知られへんかったらやって
ないのと同じや」をキーワードに、⻑年記者として
報道に携わられ、メディアに精通する⼤⾕⽒にお話
しいただきます。

33 11/24(⾦)
14:00〜16:00

総合
⽣涯学習センター

世界に⼀つ☆
わがまち紙芝居をつくろう！

ピーマンみもと
紙芝居作家・実演家

  あなたの地域のお宝は何ですか？「好きな場所」
「気になる⼈・モノ」などのネタを持ち寄り、切っ
たり貼ったり、絵が苦⼿な⽅でもできる簡単な紙
芝居を作ります。最後はみんなで⾃慢し合いっこ。

34 10/5(⽊)
13:30〜16:30

総合
⽣涯学習センター

いまさら聞けないワード講座
(⼊⾨)

天井 亜⽮⼦
⽣涯学習

インストラクター

  ⽇々の⽂章作成等に便利なワード、ついつい⾃⼰
流になりがちですが、基本から学びます。

35 9/21(⽊)
13:30〜16:30

難波
市⺠学習センター

いまさら聞けないワード講座
(中級)

  ⽇々の案内状に表や写真を使って差をつけるコツ
をお伝えします。Ｗordを使った事がある⽅向けの
ステップアップ講座です。

36 10/19(⽊)
13:30〜16:30

難波
市⺠学習センター

気になる情報はすぐ検索！
インターネット講座(⼊⾨)

  インターネットが便利なのは判るけど、パソコン
は難しい…そんな⽅向けのインターネット⼊⾨講座
です。調べたい情報をすぐに⾒つけるコツを中⼼に
インターネットの基本をお伝えします。

37 9/24(⽇)
13:30〜16:30

総合
⽣涯学習センター

応⽤が利く！エクセルで
収⽀表を作ろう(中級)

岩尾 貴⼦
⽣涯学習

インストラクター

  エクセルを使えば⾦額を⼊⼒するだけで瞬時に
収⽀表が完成します。関数や⼊⼒規則の活⽤⽅法
もお教えします。

38 10/14(⼟)
13:30〜16:30

阿倍野
市⺠学習センターフリー素材もご紹介！

パワーポイントで⽬を惹く
チラシ作り(⼊⾨)

  パワーポイントを使ったチラシ作りを学びます。
フリー素材も紹介いたしますので、明⽇からの
チラシづくりにすぐに活かせます。39 11/30(⽊)

18:00〜21:00
阿倍野

市⺠学習センター

40 9/3(⽇)
14:00〜16:00

総合
⽣涯学習センター

地域で活かせる
こども体験学習アラカルト

⽣涯学習
インストラクター他

  地域で活⽤いただける親⼦向けメニューや、⼩
さなこどもから⾼齢者まで⼀緒に楽しめるプログ
ラムを体験します。「⼿作りオモチャ」「けん⽟」
「スポーツ吹⽮」「⾳楽レクリエーション」等。

41 10/11(⽔)
19:00〜21:00

阿倍野
市⺠学習センター

地域の魅⼒的な取り組みから
⾒えてきたもの 堂本 雅也

⼤阪産業⼤学
⾮常勤講師・

⽣涯学習
インストラクター

  調査研究事業で取材を⾏った各区の⽣涯学習ルー
ム事業や、地域づくりにおけるユニークな取り組み
の事例紹介と、そこから⾒えてきた様々な活動に
おける⼯夫を紹介します。

42 10/22(⽇)
14:00〜16:00

総合
⽣涯学習センター

満⾜度の⾼い講座の企画をめざして
〜⽣涯学習インストラクター合同研修〜

  地域の課題やニーズを踏まえ、より満⾜度の⾼い
講座の企画について話し合います、またグループ
ワークを通して⽣涯学習インストラクターとの
交流を深めます。

43 10/29(⽇)
10:30〜12:00

総合
⽣涯学習センター

⼤阪⽣涯学習ルームふぇすてぃばる
「わんすてっぷ・フォーラム」への参加

パネリスト
⽣涯学習推進員他

 「わんすてっぷ・フォーラム」では、学んだ成果
を地域に広げていく推進員活動の事例を学びます。

44 11/7(⽕)
9:30〜12:30

住之江区
北粉浜⼩学校

地域連携⽀援事業⾒学会
〜学校と⽣涯学習ルームが⼀緒に作る

学習科⽬の取り組み例〜
畑中 ⼀⼀
⽣涯学習推進員

 ⽣涯学習ルームと⼩学校が⼀緒に取り組む5年⽣
の学習科⽬、「アーチ橋を作って渡ってみよう」
「⼿話体験」を⾒学します。

45 8/29(⽕)
19:00〜21:00

総合
⽣涯学習センター第1回エルキューブ 推進員井⼾端会議   推進員活動の⽇頃の悩みや課題などを、グループ

に分かれて話し合います。これから推進員になる⽅
にとっては、既に活動されている先輩の話が聞ける
チャンスです。話し合いを通じて、推進員同⼠の
交流を深め、情報交換をしましょう。横のつながり
を広げませんか。

46 9/27(⽔)
19:00〜21:00

阿倍野
市⺠学習センター

47 11/11(⼟)
10:00〜12:00

難波
市⺠学習センター

第2回エルキューブ  推進員井⼾端会議
24 10/25(⽔)

10:00〜12:00
総合

⽣涯学習センター
⼦どもが主⼈公の居場所づくり
〜つながり⽀え合う地域をめざして〜

徳⾕ 章⼦
NPO法⼈

ハートフレンド

  ⼦どもから⾼齢者まで、だれもが安⼼できる居
場所づくりを実践中。地域の「つながりづくり」
で⼤切なことは？「⽣きる⼒」をはぐくむために
必要なことは？ヒントがいっぱいのお話です。

当⽇は受付の混雑が予想
されますので、余裕を持
ってお越しください。

先着順
（定員各20名）
(⼊⾨)は
キーボードでの⽂字
⼊⼒ができる⽅。
(中級)は
パソコンの基本操作
や⽂字⼊⼒ができる
⽅で、Wordもしく
はExcelを使⽤した
事がある⽅向けです。

先着順（定員２0名）

先着順
（定員各30名）

先着順
（定員40名）

先着順
（定員各30名）

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ※先着順（定員○名）について… について…

このマークのある講座は、はぐくみ
ネットコーディネーターとの合同研修
です。

この表記がある講座は、プログラムの都合上定員を設けております。 
⼤阪市⽴総合⽣涯学習センター （06-6345-5004) にて事前予約を⾏って
おりますので、お電話にて空き状況を確認の上、受講申込書をご提出ください。

はぐくみ

パソコンの台数に限
りがありますので、
パソコン講座の2科⽬
以上の受講はご遠慮
ください。

タイトル・内容の⼀部は
後⽇変更になる可能性が

あります。

「地域のお宝」に関する
材料（写真、切り抜き、
資料など）を持参下さい。

第3回エルキューブ 推進員井⼾端会議


