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熊本市中央区手取本町8番9号
（テトリアくまもと9F）

くまもと県民交流館パレア内

くまもと県民カレッジ事務局
（熊本県生涯学習推進センター）

恐れ入りますが

  　　　　　を

お貼りください。

62円切手

4月24日㈫

　「くまもと県民カレッジ」は、熊本県生涯学習推進センターが、県・市町村・大

学等高等教育機関や民間教育事業者等と連携して、「多様で高等な学び」を講

座や講演会等をとおして総合的に提供するシステムです。本年度で１７年目を迎

えます。心新たに、「出会い、ふれ合い、学ぶ楽しさ」の機会を提供していきます。

　また、熊本地震発災から３年目となる前期講座も引き続き、「学びで復興を支

援する」を基本スタンスに開設しています。この講座受講をとおして皆さまの生

活をより豊かに広げるとともに、熊本の一日も早い復興の契機になることを期

待申し上げます。

くまもと県民カレッジ学長
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くまもと県民カレッジに参加しませんか？
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くまもと県民交流館パレア（テトリアくまもと9・10階）

男女共同参画社会の実現をめざしています。

男女共同参画センター

ＮＰＯ法人の設立・運営を応援します。
ＮＰＯやボランティアの活動や団体運営などに関する
相談を受け付けます。

ＮＰＯ・ボランティア協働センター
（NPOやボランティア活動相談 パレアルーム）

TEL 096-355-1186

TEL 096-355-1187
生涯学習推進センター

TEL 096-355-4312

生涯学習や男女共同参画に関する図書・視聴覚教材、
機器などの貸出しを行っています。

情報ライブラリー

会議室、ホール（３００人収容）をお貸しします。（有料）

総合受付

TEL 096-355-4300

TEL 096-355-4308

くまもと県民交流館パレア
～毎年約４０万人の出会いや活動の場となっています～

熊本県生涯学習推進センターをご紹介します！学びの記録をまとめる

《学習手帳》がおススメです！！ くまもと県民交流館パレアにある、熊本県生涯学習推進センターは、県民の皆さまの「学びた

い！」という気持ちを応援する機関です。

皆さまのチャレンジや生きがい創造をお手伝いするために、さまざまな事業を行っています。

生涯学習に関する情報を収集し、県民の皆さまに提

供します。また、視聴覚教材、図書資料、その他の教

材および機器を整備し、県民の皆さまに提供します。

学習情報を提供します！

生涯学習に関するお悩みについて、ご相談ください！

学習相談をお受けします！

県内の社会教育施設等

と協力し、生涯学習フェ

スティバ ル in パレア

「わくわく！パレアフェス

タ」を開催します。

家族みんなで一日中楽

しめる、さまざまな体験

コーナーがあります。

今年度は、平成31年1月

26日（土）に行います。

生涯学習を普及・啓発します！

県内の学習機会提供機関との連携・協力により県民

の皆さまに多様で高等な学習機会を提供します。

学習機会を提供します!

　生涯学習推進センターでは、ご希望の方に学習

手帳を交付しています。

　学習手帳は、講座や講演会などに出席された際

に、その学びの足跡を自分自身で記録していくため

のものです。

　くまもと県民カレッジの講座をはじめ、県、市町村、

大学等高等教育機関、民間教育事業者など様々な

機関や団体等で行われている講座を対象としてい

ます。

　受講時間1時間（60分）ごとに1枚ずつ、備え付け

のシールを貼っていきます。（シール1枚＝1単位、

30分以上は切り上げ）

　50単位、100単位以上(以後100単位ごと）の申請

により、「単位認定証」を交付します。

　手帳や単位認定証の交付は無料です。遠隔地の

方で郵送を希望される方のみ、送料（切手）を負担

していただきます。

　あなたの学びを記録していきませんか？

TEL.096-355-4312  FAX.096-355-4318
〒860-８５５４  熊本市中央区手取本町８-９

熊本県生涯学習推進センター
（くまもと県民カレッジ事務局）

●  申込・お問合わせ先  ●

主催講座申込方法

申込締切

方

　

法

左のハガキ、または、官製ハガキに必要事項を記入
のうえ、お申し込みください。
電話、ＦＡＸによるお申し込みも受付けます。
※FAX番号が変わりました。FAXで申込の方は、FAXが届いて

いるか確認のご連絡をください。

※平成30年度前期はメールでの申込を受け付けません。

必

要

事

項

❶希望コース

❷氏名（ふりがな）

❸年齢

❹性別

❺住所

❻電話番号

　情報検索サイト≪学びネットくまもと≫では、ご希望の学習

内容や開催地域などで、学習情報を検索することができます。

　主催講座はもちろん、連携講座、リレー講座、講演会情報や

講座実施後の写真など様々な情報をタイムリーに掲載してい

ます。また、平成30年度より、くまもと県民カレッジ主催講座お

よびリレー講座の動画配信がスタートします。

　あわせて、情報ライブラリーに設置してある生涯学習に関す

る図書や視聴覚教材に関する情報を検索することもできます。

　そのほかにも、子どもの学習に役立つ情報もあります。ぜひ

ご利用ください！

http://www.parea.pref.kumamoto.jp/manabi/index.asp

《学びネットくまもと》

学びたいあなたに、情報検索サイト《学びネットくまもと》がお役に立ちます！！
平成30年度から動画配信をスタートします！

行政機関や学校、民間教育事業者など

が開催する講座です。情報検索サイト

「学びネットくまもと」に学習機会情報

として公開しています。

連携講座
博物館等の社会教育施設、大学等高等

教育機関、民間団体などと連携し、開

催する講座です。それぞれの専門性を

生かした特色ある講座を提供します。

リレー講座

（※必着）

TEL.096-355-4312

FAX.096-355-4318〒860-８５５４  熊本市中央区手取本町８-９（テトリアくまもと9F）
土・日・祝日は電話等の対応はできません。

（平日8：30～17：15）土・日・祝日は電話等の対応はできません。

熊本県生涯学習推進センター
（くまもと県民カレッジ事務局）

くまもと県民カレッジとは…

3つの講座から成り立っています。

生涯学習推進センターが、県内の大学

等高等教育機関などの協力を得て、企

画運営している講座です。前期は5月、

後期は10月から開講します。

主催講座

平成30年度より「主
催講座」及び「リレー
講座」のダイジェスト
版を“学Bee通信”と
してインターネットで
配信します。

動画配信

検索熊本県生涯学習推進センター

「わくわく!パレアフェスタvol.16」の様子

くまもと県民カレッジ事務局［熊本県生涯学習推進センター］

募集期間 4　
月２４火

日 まで

平成30年度 くまもと県民カレッジ

受講生募集受講生募集
前

期

ブルー手帳は新規申込みの方、
オレンジ手帳は2冊目（101単位
以降）の方に使用いただきます。
※現在、使用中の手帳をお持ちの方は次

回の単位申請まで、そのままご使用くだ
さい。

（平日8：30～17：15）

FAX番号が
変わりました。

子育て
コース

熊本学Ⅰコース 熊本学Ⅱコース

音楽
コース

まちづくりコーススポーツコース

健康コース 聞き書きコース防災コース講師養成コース

パレアおためしコース

生涯学習マスコット

「マナビィ」



主催講座申込はがきまたは、電話、FAXのいずれかで

お申し込みください。（申込締切：4月24日㈫必着）

平成30年度

くまもと県民カレッジ
開講式

日　時 平成30年5月9日（水）

場　所 くまもと県民交流館パレア10階
パレアホール

申込み

熊本県生涯学習推進センター

日程等 13：00　

13：30　

●講演

●受講生ガイダンス

●その他の連絡

講師　笠 浩二 氏 （C-C-B）

「音楽の力を信じて～夢に向って生きる～」

受付

開会

15：40　閉会

13：30～15：40

TEL.096-355-4312　FAX.096-355-4318

※受講決定については、ハガキで5月2日（水）ごろまでにご連絡します。

FAX番号が変わりました。

主催講座に申し込まれない方
も、講演の聴講ができます。た
だし、事前申込みが必要です。
応募多数の場合は抽選となり
ます。

託児あり
ただし、事前

申込みが必要です

聴講
無料

木村 宏和

吉永 　健

池野 幸一

平成30年度 くまもと県民カレッジ主催講座（前期）受講生募集

熊本学Ⅰコース
14：00～15：30 

※5/23・7/18は　
　　14：00～15：40

　熊本に住むからには、愛する故郷の歴史・文

化・風土について、ひととおりのことは知って

いたいものです。少なくとも、「私は熊本県人で

す」と胸を張って名乗れる程には。そのような思

いに応える講座「熊本の歴史彩発見」シリーズ

の第９弾です。

　本講座では、熊本の各時代を代表する歴史上

の著名な人物に焦点をあて、その功績や人生を

通して、古代から近代までの熊本の歴史を、初

歩からわかりやすく学びます。

熊本の歴史彩発見⑨ ～人物が語る「くまもとのあゆみ」～

熊本学Ⅱコース
動画
配信西南戦争と熊本 ～事実はドラマよりも奇なり～

あの感動を再び ～スポーツをする、見る、支える～

　平成３０年は、明治元年から起算して１５０年の年

に当たります。さらに、西郷隆盛を主人公にしたド

ラマも放送されています。今後、熊本に関連のあ

る人物やできごとが描かれるかもしれません。

　本講座では、ドラマの舞台となっている幕末か

ら西南戦争までの「熊本」を中心に学びます。この

機会に今一度、流れに沿って学び直し、近代日本

の礎を築いた先人の思いに触れてみませんか？

※動画配信対象講座

尚絅大学

准教授

大塚製薬株式会社

国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院

副院長

社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院

医長

環境省 九州地方環境事務所

猪飼 隆明

穴井 和雄

木山 貴満

中原 幹彦

原口 　泉

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

熊本の熱き時代、熱き若者たち

ダンナハイケナイ　ワタシハテキズ

谷干城と熊本城籠城戦

越すに越されぬ　田原坂

西南戦争の意義

～肥後の各党派の動き～

～士族反乱の嚆矢（こうし）　神風連の変～

～熊本博物館所蔵資料でたどる籠城戦の実態～

～熊本士族の西南戦争～

～薩軍の大将　西郷隆盛が目指したものは？～

大阪大学

名誉教授

神風連資料館

理事

熊本博物館

学芸員

熊本博物館

学芸員

志學館大学

教授

5/25㈮

6/8㈮

6/22㈮

7/6㈮

7/20㈮
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主催講座受講申し込み書

健康コース
14：00～15：30 

※5/25・7/13は　
　14：00～15：40

14：00～15：30 
※5/21は14:00～15：40
　6/18は14:00～16：10

19：00～20：30 
※5/30・7/18は　
　19:00～20：40

　今年も暑い夏になりそうですね。暑さが苦手

で夏にうんざりしているあなたも、毎年季節外

れの風邪をひいちゃうあなたも、その原因や予

防法を学べばこれからの季節が楽しく健康に

過ごせます。

　本講座ではこれからの季節に役立つ健康の

知識と温暖化で幅を利かすようになった生きも

のへの対処法を学びます。今年の夏も元気にパ

レアで学びましょう！

本当に怖い「夏」の健康トラブル ～今年の夏を乗り切る！～
回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

意外と怖い食中毒

要注意！暑さ対策（熱中症、冷房病）

冬だけではありません！

夏こそ要注意！脳梗塞

こんなにいるの？外来危険生物

～気をつければ、１００％防げます～

～最近の暑さは異常、無理は禁物です～

～真夏にも多い高齢者肺炎～

～冬の病気だと思っていませんか？～

～新しい敵が命を脅かす～

5/25㈮

6/1㈮

6/22㈮

7/6㈮

7/13㈮

防災コース

　自然の脅威による災害が日本各地で起こるなか、こ

れまでの経験と教訓をいかして事前に避難し、避難後

もボランティア等の活動があって、多くの人々の命が

救われています。

　本講座では、講師と受講生が一緒になって災害への

備えや対応について考えます。その後、災害対応ゲー

ムや避難所運営ゲームなどを用いて、災害時に次々に

起こる危機や問題への対応を体験してもらい、いざと

いう時に子どもや高齢者など災害弱者への対応も含

め、家族と地域を守るための心構えを身につけます。

プロに学ぶ“いざ”という時の備え ～大切な“家族”と“暮らし”を守る～

まちづくりコース

　あなたのまちの「強み」「魅力」は何ですか？

　少子化、超高齢化、過疎化…県内の多くの地

域が不安を抱えていると思います。でも、それ

以上に“わがまち”“わがふるさと”に対する強

い思いも抱いているはずです。

　本講座では、県内各地の「強み」「魅力」を最

大限に生かして、“わがまち”を盛り上げる活動

に取り組んでいる地域や人物を紹介します。

　あなたの“わがまち”でも必ず何かできるは

ず。まちづくりのヒントをもらいに来ませんか？

“わがまち”自慢 ～住民の住民による住民のためのまちづくり～

● 1歳以上で就学前までのお子様には、託児をご用意しています。（夜間講座、現地
学習を除く）　※託児を希望される方は、受講申込時にお申し込みください。託児あり

手柴 友美子

辻　 誠也

西住 欣一郎

前川 清一

江藤 理一郎

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

熊襲健（人吉市）

源為朝（旧富合町）

菊池武光（菊池市）

鹿子木量平（熊本市）

北里柴三郎（小国町）

～球磨地方の豪族の動向～

～雁回山の由来となった弓の名手～

～菊池一族随一の勇将～

～藩財政救済に貢献した干拓の祖～

～世界中の命を救った細菌学の父～

人吉市教育委員会歴史遺産課

主任

宇土市文化財保護審議会

委員

菊池市教育委員会

歴史文化政策監

熊本県文化財保護審議会

委員

一般財団法人 学びやの里

事務局長

5/23㈬

6/6㈬

6/13㈬

7/4㈬

7/18㈬

10：00～11：30 
※5/25・7/20は　
　　10：00～11：40

スポーツコース

　２０１８年にはサッカーのワールドカップ、２０１９年には熊本

で女子ハンドボール世界選手権大会、ラグビーワールドカッ

プ、そして２０２０年には東京オリンピック・パラリンピックが開

催されます。日本選手の活躍に期待が高まり、スポーツならで

はの高揚感を味わうことができます。大会ごとにドラマや伝

説が生まれ、世界中の人々に大きな感動を与えてきました。

　本講座では、５６年ぶりに日本で開催されるオリンピック・

パラリンピック夏季大会をはじめとするスポーツの国際大会

を契機に、スポーツの素晴らしさを再確認するとともに、ス

ポーツが心身に与える好影響を紐解いていきます。

14：00～15：30 
※5/24・7/19は　
　14：00～15：40

会議室1

山田 高誌

古﨑 正敏

小松野 希海

山田 高誌

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

もっと気軽に楽しもう

私の楽器は身体です

ミュージカルは総合芸術です

楽器に触れる

気楽にカンゲキ！！

～音楽を味わうための手引き～

～歌うために必要なこと～

～パワーを感じるエンターテイメント～

～聴いて、見て、触れて…～

～劇場デビューの心構え～

～音楽を味わうための手引き～

～歌うために必要なこと～

～パワーを感じるエンターテイメント～

～聴いて、見て、触れて…～

～劇場デビューの心構え～

熊本大学

准教授

ＮＰＯ法人テアトロ・リリカ熊本

代表

元劇団四季 in.K.Musical studio

主宰

熊本大学

准教授

国指定重要文化財

八千代座

5/15㈫

5/29㈫

6/26㈫

7/3㈫

7/17㈫

パレアホール

現地

会議室1

聞き書きコース（通年） 14：00～15：30 
※5/28・10/22・12/17は
　　　　　14：00～16：00

　大家族で、数世代が同居していたころは、世代から世代へと様々なことが生活の中で伝承されていました。しかし、最近ではその機会

は激減しています。残さなければならないことがきちんと残されないままになっていることもあるのではないでしょうか？

　本講座では、「伝えておきたい事」「残しておきたい事」を次世代へと受け渡すための「聞き書き」の手法を学ぶ（聞き手を養成する）

講座です。１年間をとおして学び、実際に聞き取りも体験します。最終的にはみんなで１つの作品集をつくる予定です。

我ら、書き遺し隊 ～未来に伝えたいこと～

会議室1

人生に彩りを ～劇場への招待～音楽コース

　音楽家の名前は知っている、様々なステージのお知らせは

見ている、だけど劇場の敷居が高いあなたのための講座で

す。

　本講座では音楽の基礎知識を学んだ後に歌手や奏者を招

き、本物に触れる機会を作ります。八千代座では普段は見ら

れない舞台裏を案内していただき、八千代座の魅力を堪能

していただきます。オペラやミュージカルの食わず嫌いを解

消するチャンスです。華麗にかっこよく劇場デビューしてみ

ませんか？もちろん、“劇場ツウ”も大歓迎です。

※第５講座は現地集合解散です。見学料等５００円が必要です。

14：00～15：30 
※5/15・7/17は　
　　14：00～15：40

岡崎 光洋

永野 典詞

吉村 伊織

宮本 孝介

くまもと心理カウンセリングセンター

代表　臨床心理士

九州ルーテル学院大学

教授

ＷＡＣＳ（ワックス）

代表

県社会教育課

一般社団法人子育てマイスター協会

Professional子育てマイスター

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

絆をつくるコミュニケーション

永遠に続く親子の関係

子どもから見た大人の世界

私の悩みは、みんなの悩み

元気が出てくる、ちょっといい話

～昔と今は、何かが違う!! ～

～わが子をあちこちから見てみると!! ～

～居心地のよい家族とは!? ～

～分かる、分かる、その気持ち!! ～

～もう一人の自分と対話してみる!! ～

5/31㈭

6/7㈭

6/14㈭

7/5㈭

7/12㈭

会議室2

田中 尚人

古川 　寛

吉田 真一

井澤 るり子

宮本 博史

熊本大学

准教授

九州地域お越し会

会長 

菊池川流域プロジェクト

主宰

合資会社 フットパス研究所

代表

一般社団法人　BIS.Communication

代表理事

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

「地域らしさ」を活かすまちづくり

地域おこし協力隊を通して学んだこと

高校生が主体のイベントづくり

想いを形に。「あるもの」をいかす

「消えゆくともしび」からの復活‼

～くまもとの「まちづくり」の現場～

～“よそ者”が考える地域づくり・わがまち自慢（和水町）～

～“若者”パワーのわがまち自慢（菊池市）～

～“もの好きの勘なし”たちの一途さでわがまち自慢（美里町）～

～“地元民の底力”でわがまち自慢（阿蘇市）～

5/30㈬

6/6㈬

6/27㈬

7/4㈬

7/18㈬

会議室7

柳原 志保

德永 伸介

竹内 裕希子

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

～知恵をしぼってつくる～

～いざという時に備える～

～日頃の備えを考える～

5/21㈪

6/4㈪

6/18㈪

歌うママ防災士

くまもとクロスロード研究会

代表

熊本大学大学院

准教授

会議室7

日常生活からできる備え

災害対応ゲーム　クロスロード体験

避難所運営ゲーム ＨＵＧ 体験

10：00～11：30 
※5/31・7/12は　
　　10：00～11：40

子育てコース

　「子育ては、親育て」と言われます。子育てをしなが

ら、様々な壁にぶつかった経験は誰にでもあります。し

かし、子育てが上手くいかないと「やり方が間違ってい

るの？」「私はダメな親なのかな？」と思ってしまいます。

　本講座は、コミュニケーションに焦点を当てます。子

育てにおいて、親子、家族、親同士などの様々な人、そ

して、自分自身の内面とコミュニケーションをとってい

かなければなりません。よりよいコミュニケーションが

よりよい子育てへとつながっていくことを実感できる

講座です。

子育てを楽しもう ～コミュニケーションの極意を伝授！～

吉本 哲郎

池田 充子

甲斐 由貴

草野 美智子

地元学ネットワーク

主宰

いけだマナーアカデミー

代表

ＮＰＯ法人傾聴ネットキーステーション

株式会社　談

プランナー

熊本高等専門学校

教授

吉本 哲郎

草野 美智子

草野 美智子

吉本 哲郎

地元学ネットワーク

主宰

熊本高等専門学校

教授

生涯学習推進センター

熊本高等専門学校

教授

地元学ネットワーク

主宰

回数 開催日講　　師演　　題 会場

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

～なぜ今「聞き書き」なのか？～

～初対面の人との接し方～

～相手に寄り添う技法～

～『書く』ために『聞く』技法～

～『話し言葉』を『書き言葉』に～

5/28㈪

6/25㈪

7/23㈪

8/27㈪

9/24㈪

会
議
室
7

聞き書き入門

聞き書きのスキル①　コミュニケーション

聞き書きのスキル②　傾聴

聞き書きのスキル③　インタビュー

聞き書きのスキル④　書き方

～相手の思いを受け止める～

～相手の思いを活かした文章に～

～相手の思いをひき出す～

～完成まであと一歩、校正・推敲～

～聞き書き文集完成！～

チャレンジ！　聞き取り①

チャレンジ！　書きおこし①

チャレンジ！　聞き取り②

チャレンジ！　書きおこし②

作品発表

回数 開催日講　　師 会場

10/22㈪

11/19㈪

12/17㈪

1/21㈪

2/25㈪

会
議
室
1

会
議
室
7

会
議
室
1

会
議
室
7

会
議
室
1

受講のお申し込みは、おひとり2コースまでとします。

但し、パレアおためしコースは1コースのみの申し込みとします。

2.希望コース　※○をつけてください。

1.開講式・講演申し込み　※○をつけてください。

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

熊本学Ⅰコース

熊本学Ⅱコース

音楽コース

防災コース

スポーツコース

健康コース

（　　）申し込みます。　　　（　　）申し込みません。

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

まちづくりコース

子育てコース

講師養成コース

聞き書きコース

パレアおためしコース

氏
　
　
名

住
　
　
所

年齢 性別ふりがな

〒

TEL

託児申込 ※名前（ひらがな）・年齢（○歳○ヶ月）・性別を記入してください。

※申し込みは、4月24日㈫までに当センター必着　※いただいた個人情報は、
くまもと県民カレッジの講座以外の目的には使用しません。

教材費
1,500円

教材費
1,500円

教材費
1,500円

教材費
900円

教材費
1,500円

教材費
3,000円

教材費
1,500円

教材費
1,500円

教材費
1,500円

情報ライブラリー
情報ライブラリーでは、くま

もと県民カレッジ主催講座に

関係する図書をはじめ、生涯

学習に関する図書を多数取

り揃えています。ぜひご利用

ください。

休 館 日

利用時間

●受講のお申し込みは、おひとり2コースまでです。ただし、パレアおためしコースに

お申し込みの方は、他のコースには申し込みできません。

●１コースの受講につき、講座数に応じた教材費をいただきます。１回目の受講のとき

に徴収しますので、お釣りがないようにご用意ください。 

　　5回：1,500円　3回：900円　10回：3,000円

●1回の講座は９０分間です。（初回と最終回はオリエンテーションがあるため100分間、

「聞き書きコース」第1、6、8回は120分間）

●募集定員は以下のとおりです。

30人（防災、スポーツ、まちづくり、子育て）、80人（熊本学Ⅰ・Ⅱ、音楽、健康）、

20人（講師養成、聞き書き）

●お申し込みが定員を超えた場合には、厳正な抽選により受講者を決定します。

（先着順ではありません）

●受講決定については、5月2日㈬ごろまでにハガキ等でご連絡します。

●会場となるくまもと県民交流館パレアには、専用の駐車場はありません。できるだ

け公共交通機関をご利用ください。

●現地学習は、現地集合、現地解散です。（託児はできません）

また、別途入場料等が必要となる場合は、個人負担となります。

●講座では広報用にスタッフが写真を撮ります。不都合等がある場合は担当者にお申し出ください。

協　　力

託児
●1歳以上で就学前までのお子様には、託児をご用意しています。（夜間講座、現地学習を除く）

※託児を希望される方は、受講申込時にお申し込みください。

受講のご案内 申込締切／4月24日（火）必着

● 九州看護福祉大学

● 九州ルーテル学院大学

● 熊本学園大学

● 熊本県立技術短期大学校

● 熊本県立大学

● 熊本高等専門学校

● 熊本大学

● 熊本保健科学大学

● 尚絅大学・尚絅大学短期大学部

● 崇城大学

● 東海大学九州キャンパス

● 中九州短期大学

● 平成音楽大学

● 放送大学熊本学習センター

※貸出の際には、カウンターにて利用者登録の申込が必要になります。
（免許証・保険証など、住所が確認できるものをお持ちの上、ライブラリーまでお越しください。）

生涯学習等に関する図書を約10,000冊備えてい
ます。ビデオやDVDの視聴覚教材が約2,500本
あり、AVブースで見ることができます。

図書コーナー

パソコンでインターネットの検索ができます。パソコンコーナー

●図書　一人 5冊まで　2週間以内の返却
●ビデオ、DVD等

　1団体 5本まで　2週間以内の返却
　（電話での予約も承っています）

貸出の

ごあんない

●「熊本学Ⅱ」コース関連図書 ●「音楽」コース関連図書

「るるぶ　西郷どん」
ＪＴＢパブリッシング

「芝居小屋　八千代座」
永石 秀彦

パレアおためしコース
　県民カレッジの講座を受けたことがない、コースを絞りきれ

ないという初めての方を対象に、人気のある講座の中から前

期5講座を選んで受講できるという、お得なお試しコースです。

自分の都合のいい時に、気軽に受講できます。

　生涯学習のスタートは、自分で学びたいと思ったその時から！

　今、新たな一歩をふみ出してみませんか。

（初めて受講する方は必ずこのコースを受けなければならな

いというわけではありません。）

パレアにきなっせ！ ～県民カレッジ初心者クラス～
回数 内　　容

1～5
自分で選んだ講座

［受講までの流れ］ 「パレアおためし」コース申込

 → 事務局から受講決定通知と希望講座調査票が届く

 → 希望講座を記入のうえ事務局に返送（FAX可）

 → 事務局で調整後、受講講座を5月2日（水）ごろまでにお知らせします。

※希望講座が集中した場合は、抽選となります。

※講師養成コース、聞き書きコース、音楽コース第5講を除く。

教材費
1,500円

午前9時から午後7時まで

毎週火曜日、パレア休館日

永廣 憲一

山本 行文

平岡 和徳

府内 勇希

熊本国際スポーツ大会推進事務局

熊本陸上競技協会

広報部長

医療法人寿量会　熊本機能病院

顧問

宇城市教育委員会

教育長

熊本学園大学

准教授

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

5

スポーツの可能性

体力・気力・努力の人　金栗四三

一歩踏み出す勇気

スポーツは人づくり

日本人が世界に通用するようになった理由

～１つのボールが世界を結ぶ～

～５４年８カ月６日５時間３２分２０秒３でゴール～

～車いすを強いられた私だから伝えられること～

～子どもの未来に触れ、心の才能を磨く～

～「参加する」から「競い合う」へ～

5/24㈭

5/31㈭

6/21㈭

7/12㈭

7/19㈭

会議室7

ファシリテーションにチャレンジ ～参加体験型講座の講師を目指す！～講師養成コース

　ただ、話を聞くだけの講座より、ワークショップを

交えた参加体験型の講座が増えています。「様々な

考えや意見の交流があり、深まりがあった」など参

加体験型ならではの学びがあります。「講座を活発

にしたい」「多くの考えや意見を引き出したい」「楽

しく学んでほしい」と思っているあなた、ファシリ

テーターとしての力に磨きをかけてみませんか？

　本講座では、ファシリテーションの具体的な知識

や技能について学び、講師にチャレンジしようとす

るあなたを応援します。７月には実際に講座を実施

する場をご用意します。（後期は、講演型講座の講

師養成コースを実施する予定です。）

10：00～11：30 
※6/2・8/4は10：00～11：40　　
　7/28・29は9：00～16：30の予定

教材費
1,500円

古賀 倫嗣

熊野 たまみ

熊野 たまみ

三角 幸三

三角 幸三

放送大学熊本学習センター

客員教授

＠熊本

＠熊本

内閣府地域活性化伝道師

オープン講座

内閣府地域活性化伝道師

回数 内　　容 講　　師 開催日 会　場

1

2

3

4

OP

5

今求められる講師とは？

思いを引き出す①

思いを引き出す②

講座の企画に挑戦

講師にチャレンジ！

オープン講座の振り返り

～生涯学習入門～

～話し合いが楽しくなる、ファシリテーションの手法～

～もっと深く話し合う、ファシリテーションの手法～

～講師への一歩をふみ出そう！～

～講師としての売り込み方～

6/2㈯

6/9㈯

6/23㈯

6/30㈯

7/28㈯

7/29㈰

8/4㈯

会議室2


