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総合

研修
番号 日時 タイトル・講師 内容

選択科⽬（研修番号21〜42）

基本科⽬（研修番号101〜108)

8/6(火) 10:00～12:00 生涯学習がめざすもの
～「第3次生涯学習大阪計画」と

推進員活動がもつ可能性について～
9/24(火) 19:00～21:00

　平成29年3月に策定された「第3次生涯学習大阪
計画」より、大阪市がめざす生涯学習についてのお話
や、今後の生涯学習に求められていく役割について
お話いただきます。

赤尾　勝己（関西大学教授）

生涯学習をもっと知ろう！
～推進員活動の可能性～

11/2(土) 14:00～16:00 　大阪市における生涯学習の考え方についての
変遷や、地域での生涯学習活動の事例を生涯学習
ルーム活動を中心にご紹介いただき、推進員活動の
意義や、これからの可能性についてお話いただき
ます。

11/19(火) 14:00～16:00

久 隆浩（近畿大学教授）

体験講座・実践編

10/9(水) 14:00～16:00

11/13(水) 19:00～21:00

空間デザインから考える
魅力的な展示のコツ

大森 あき子（日本空間デザイン協会）

聞くことから始める
コミュニケーション
佐野 岳章（ひと結び）

9/29(日) 14:00～16:00

10/24(木) 10:00～12:00

地域で活かせる体験学習アラカルト
生涯学習インストラクター他

ゲームで学ぶ防災
「OSAKA防災タイムアタック」体験会

生涯学習センター職員

9/19(木) 13:30～16:30

10/12(土) 13:30～16:30

備考

9/26(木) 13:30～16:30

いまさら聞けないワード講座
天井 亜矢子 （生涯学習インストラクター）

8/27(火) 13:30～16:30

9/6(金) 18:00～21:00

明日から使える！
パワーポイントでチラシづくり
安田 忍(生涯学習インストラクター）
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木原 俊行(大阪教育大学教授)

いま、学校では？
～推進員やはぐくみネットの活動を

学校の視点から考える～

8/28(水) 14:00～16:00 　学校をとりまく現状や、地域と学校の良好な関係
づくりの他、学校の立場からみた、推進員やはぐくみ
ネットコーディネーターなど、地域の皆さんに期待
される役割について、お話いただきます。10/3(木) 19:00～21:00
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情報交換・交流

9/5(木) 19:00～21:00

10/2(水) 19:00～21:00

11/9(土) 14:00～16:00

第2回エルキューブ
推進員井戸端会議

第１回エルキューブ
推進員井戸端会議

第3回エルキューブ
推進員井戸端会議

エクセル入門
はじめてでもできる名簿づくり
天井 亜矢子(生涯学習インストラクター）
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　日々の文書作成などに便利なワードを使って、
イラストや画像を使った案内状づくりを体験します。
ついつい自己流になりがちなところも、基本から
丁寧に学べます。

　エクセルの便利な使い方の一つに、住所録などの
名簿作成があります。名簿づくりに必要な機能を、
一からやさしく学びます。

学校・子どもとの関わり

総合

阿倍野

阿倍野

総合

11/6(水) 10:00～12:00

10/11(金) 10:00～12:00

10/16(水) 14:00～16:00

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 )

人がつながる居場所づくり
～こども食堂の取り組みから～

大阪市の「学校図書館」の今
学校図書館活用の実践から学ぼう

(大阪市立中央図書館 学校図書館支援担当)
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10/29(火) 14:00～16:0032 住吉
区役所

子どもの力を引き出す
コミュニケーション
佐野　岳章（ひと結び）

難波

総合

難波

阿倍野

阿倍野

総合

総合

阿倍野

※会場欄の見方について
・・・難波市民学習センター ・・・阿倍野市民学習センター・・・総合生涯学習センター　

（会場の詳しい地図等はパンフレット裏面をご確認ください。）
総合 阿倍野難波

総合

7/23(火) 10:00～12:0029 中央区
開平小

　日々のイベントや講座のチラシ、パソコンで作るのは
難しいと感じていませんか？パワーポイントを使って、
手軽にできるチラシづくりを学びます。

　ゲーム形式で学べる防災学習プログラム「OSAKA
 防災タイムアタック」が新しくなります。 バージョン
アップした新しいプログラムを体験します。

　地域ですぐに活用できる、親子向けや世代間交流
ができる様々なプログラムの体験会です。

　地域のフェスティバル等の作品展示の際に、ちょっと
したコツを押さえると、作品がより魅力的に見えます！
レイアウトや色の使い方などの様々な展示のコツを、
実際の展示を体験するワークショップで学びます。

　学校での活動は、子どもたちと関わる場面がたくさん
あります。子どもと接するときに大切な、子ども自身の
力を上手く引き出す視点や、関わり方のコツを学びます

総合
　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。

　大阪市の学校図書館が変わってきています。学校
図書館の現状についてお話を聞きながら、学校側の
ニーズを知り、地域と学校が一緒にできる取り組み
について考えます。

先着順
(定員各20名)

パソコン講座は
キーボードでの
文字入力ができ
る方であれば、
 どなたでも
お申込み頂ける
初心者向けの
入門講座です。

先着順
(定員40名)

先着順
(定員３0名)

先着順
(定員３0名)

阿倍野

阿倍野
　2012年に開設された「にしなり☆こども食堂」。
地域の子どもも大人もゆるやかに集い、お腹も心も
満たすことをめざして活動中。子ども食堂の取り組み
から見える、地域のつながりの大切さを考えます。

川辺　康子
(NPO法人西成チャイルド・ケア・センター）総合

先着順
(定員20名)

※先着順
(定員○名)　

11/27(水) 19:00～21:00108

9/13(金) 14:00～16:00103

　地域コミュニティづくりの有効な手法「まちづくり
井戸端会議」を講師から助言いただきながら体験
します。　（※申込多数の場合は「まちづくり井戸端
会議」を地域で取り入れる際のコツや、ポイントを
お話いただく講義形式に変更になる場合があります）

みんなが主役のまちづくり
コミュニティづくりに有効な
「まちづくり井戸端会議」
久 隆浩（近畿大学教授）

難波

阿倍野

難波

会場

会場

備考

11/8(金) 19:00～21:00

11/16(土) 14:00～16:00

10/19(土) 14:00～16:00

地域の魅力とアイデアを
組み合わせた企画づくり
中川 悠（NPO法人チュラキューブ/

イシューキュレーター）

インストラクターバンク合同研修
「一緒に考えよう！ステキな講座のつくり方」

岡田 裕（生涯学習推進員/
兼生涯学習インストラクター）

8/31(土) 10:00～12:00

9/3(火) 19:00～21:00

「伝えたい！」を伝える
情報発信のコツ

大谷 邦郎（グッドニュース情報発信塾)

企画づくり・情報発信

　「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、記者として長年報道に
携わられた講師から、広報をする上で大切なポイント
を教えていただきます。
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25 総合

難波

総合

難波

阿倍野

 「アイデアの出し方がわからなくて行きづまっている」、
「地域でイベントの企画を立てても注目してもらえない」
そのアイデア、皆さんの周りにある資源を活かせて
いるでしょうか？企画を立てる際のアイデアの出し方の
コツを、ワークショップで体験します。

　魅力的な講座づくりのために、どんな工夫ができる
でしょうか？ 生涯学習インストラクターに登録予定の
皆さんと一緒に、ワークショップを通じてワイワイ楽し
く考えてみましょう。

日時 内容 備考会場研修
番号

タイトル・講師

研修
番号 日時 タイトル・講師 内容 備考会場

研修
番号 日時 タイトル・講師 内容 備考会場

備考欄に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)にて事前予約を行なっておりますので、
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。

について・・・ 

33

　推進員活動の日頃の悩み・課題や、地域との関係
づくり、防災など、グループに分かれて様々なテーマ
で話し合いを行います。校区を超えて推進員同士の
交流を深め、横のつながりを広げませんか？これから
推進員になる方にとっては、区内外で既に活動されて
いる先輩推進員さんと交流できるチャンスです。

（企画・進行）大阪市生涯学習推進員協議会

夏休みお話会（読み聞かせ実演）見学会
～中央区開平小学校～

　読み聞かせボランティアの発掘・育成をめざす
ルーム事業「絵本講座」の夏休みお話会を見学し、
取り組みについてお話をお聞きします。

　話の聞き方次第で、相手の印象は全く変わって
きます。ワークショップで相手が話しやすい聞き方に
ついて体験し、円滑なコミュニケーションのコツを
学びましょう。

はぐくみ　　　　　・・・備考欄にこのマークがある研修は、
はぐくみネットコーディネーターとの合同研修です。

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ

はぐくみ
39番・41番のみ


