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年度1不登校|1高絞中退者のための進路相談会
平成23年9月 10日 (土)10:00～13:00

高知県教育センター分館大講義室で、たんぽぽ教育研究所の大崎博澄氏を講師にお迎えして、進路

相談会を開催いたしました。

◎一般参加者43名 ◎参加団体(14団体)24名 ◎県生涯学習課1名 ◎スタッフ10名 の計78名が参加。

大崎博澄氏による講演に対しては、

「貴重なお話を聞けてとても参考にな。りました。子どものベースに合わせ

てゆっくりと進路を決めて行きたいです」「ご自身の体験されたお話が聞け

てとても参考になりました。親としてどうしていけば良いか悩みが多く、他の

家族はどうしているか知る機会も少ないので、今日の講演が聴けてとても良かつ

たです」「大崎先生のお話はいつも心に響くあたたかさがあります。ありがと

うございました」などの感想が寄せられました。

個別ブースでの相談については、

「個人では、なかなか情報が得られず困つていました。こういう機会を設け

て下さりありがとうございました。」と、参カロして良かつたという声が多く聞かれました。

全体の感想としては、「またこ

のような形のものをひらいてほしい」

「初めて参加しましたが参考にな。りま

した。進路にむけて勉強します」「進

路相談会の回数をふやしてほしい」

「不登校の場合、学校で進路相談な

どが受けられず今回の相談会があつ

てとても助かりました」「参加して安

心しました」「自分な
'り

に一歩踏み出

してみようと思います」など前向きな

意見が多く、これからの効果に期待

がもてます。本年度も多くの相談団体に参加いただきまして、誠にありがとうございました。

第3口|ダンシングギヤラク|シ■高知|
平成23年10月 2日 (日 )

高知県教育センター分館 体育館におきまして『第3回ダン

シングギャラクシー高知大会』を開催いたしました。

全国からプロ・アマのスポーツダンス競技者が大勢参加され、

日頃の練習の成果を披露し、交流を深められました。本年度も

スポーツダンスを生涯学習の一環として、健康増進と地域社会

の活性化につなげます。



平成23年 6月 6日にスタート致しました「高知の文化・偉人たちを学ぶ会」は、回を追うごとに盛況とな

り、早6回を迎えました。多彩な講師陣が紹介する偉人たちのエピソードは、毎回新鮮な驚きとともに深

い感動をもたらしてくれます。受講後のアンケートでは「郷土の誇りを感じた」「次回も必ず参加する」

という感想が寄せられています。

【第1回 高知の文1ヒ・偉人たちを学ぶ会】
日   日寺 6月 6日 (月 )13:30～15:00

会  場 城西館 参カロ者数 232名

講演内容 「おもてなしの心」

講  師 竹林寺住職 海老塚 和秀 氏

とさてらす 宮本 典晃 氏
ユーモアたっぷりな語り口に、会場は笑いの渦。

柔和な語リロながら、「おもてなしの心」とは何かを

分かりやすく解き明かしいただき、深く頷く参加者も

いました。

【第2回 高知の文1ヒ・偉人たちを学ぶ会】
日   日寺 7月 4日 (月 )13:30-15:00

会  場 高知新阪急ホテル 参カロ者数 253名

講演内容  「絵金と土佐の絵師」

講  師 漫画家 村岡 マサヒロ氏

当代きつての人気漫画作家だけに、視点のユニークさ・新鮮さに、度肝を

抜かれた参加者も多かつたようです。プロジェクターを使つて視覚的に解説

していただきましたので、アンケートに「また新しい見方で、絵金を鑑賞しに行

きたいと思います」と答えた人が目立ちました。

【第3回 高知の文1ヒ・偉人たちを学ぶ会】
日   日寺 8月 3日 (水 )13:30～15:00

会  場 三翠園 参カロ者数 282名

請演内容  「長宗我部元親」

講  師 高知県立歴史民俗資料館 宅間 ―之 氏

「色自でスタイルが良く、幼いころは女の子のようだと噂されて『姫和子』

と呼ばれていた元親。22歳でやつと初陣を迎えました。しかし京都から奥方を

迎えるなど、中央とのつながりに気を配るあたり、なかなかの政治的手腕も見

せています」というエピソードを披露、会場からはほうつという驚きの声が上が

りました。



【第4回 高知の文1ヒ・偉人たちを学ぶ会】
9月 5日 (月 )13:30～15:00

ホテル日航高知旭ロイヤル

261名

「ジョン万次郎」

高知県立坂本龍馬記念館

森 健志郎 氏

前田 由紀枝 氏

勤勉なジョン万次郎の探求してあまりある魅力に

満ちた人物像に触れる喜びに、会場は高知をますます誇らしく思う気持ちに

包まれました。森館長と前田学芸主任による講演は意義深い趣向でした。

【第5回 高知の文1ヒ・偉人たちを学ぶ会】

日  時

会  場

参カロ者数

請演内容

講  師

日   日寺 10月 3日 (月 )13:30-15:00
会  場 高知県立牧野植物園展示館階段広場

参カロ者数 264名
講演内容 「牧野富太郎」

講  師 武井近二郎園芸研究所主宰

武井 道夫 氏

高知県立牧野植物園学芸員

武井道夫氏のお父様である武井近三郎氏からお

聞きした牧野富太郎のエピソードなど貴重なお話に、

会場は熱心に聞き入りました。また学芸員の夏井操

氏はプロジェクターで園内を紹介してくださいました。

当日は天候にも恵まれ、講演の前後に園内の散策襲蹴暁°
鑑鱚腱腱

夏井 操 氏

今後の予定 (第6回～10回 )

曇

6 11月 2日 (水 ) 板垣退助・植木枝盛・幸徳秋水。中江兆民
高知市立自由民権記念館
館長 松岡 信一 氏

高知市立
自由民権記念館

7 12月 7日 (水 ) 土佐藩と野中兼山
土佐山内家宝物資料館
館長 渡部 淳 氏

土佐御苑

8 1月10日 (火 ) 吉田茂・浜口雄幸と土佐の政治家 元県議会議員 元木 益樹 氏 高知会館

9 2月 2日 (木 ) 寺田寅彦・馬場孤蝶と土佐の文人
ひまわり予L業株式会社
代表取締役社長吉澤文治郎氏

高知商工会館

10 3月 5日 (月 )

高知県各地域の偉人の業績を学ぶ
「県下各地に星のごとく散らばる人たち」

元RKC川崎 奉治 氏と

県下市町村観光課

教育センター分館
大講義室



1●
=り

映写機操作技術認定請1習会
平成23年 9月 30日 と10月 21日 に、高知市大原町教

育センター分館の中講義室で、16ミ リフィルムの映

像を見るために必要な技術、16ミ リ映写機の操作を

習得する講習会が開かれました。

第1回の講師は神奈川県から招聘した関東映画セン

ターの水島雅―氏と当センターの西岡恭―が担当し、

第2回は当センターの西岡恭―が担当しました。

午前中は講義、午後は実

技、さらにその後に認定

試験が行われるという充

実した内容でしたが、和

やかな雰囲気と分かりやすい講義のおかげで、受講生は全員合格しました。

後日当センターより認定証が送付されています。

なおこの講習会は第3回目が11月 18日 9:00～に開催されます。

お問い合わせ・お申し込みは、当センター(088-833-0022)まで。

第39口1高1知県子ども1英語弁論大会の|お知|らせ
平成23年 12月 23日 (祝 )に、高知市大原町の教育センター

分館、大講義室で、第39回高知県こども英語弁論大会が

開催されます。

昨年度は3歳から12歳までの子どもたちが、英語で熱弁

を振るいました。今年からは小学校5、 6年生を対象とした英

語の授業も始まりましたので、その成果を発表していただき

たく、開催のご案内を申し上げます。

申し込みは当センターまで。

12月 2日 (金 )が締め切り

です。

詳しくは当センターのホー

ムベージをご覧ください。


