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高知県生涯学習支援センター

ニューズレター （第１号）２００４年４月１日発行

　我が国の生涯学習社会を目指した「生涯

学習の振興のための施策の推進体制などの

整備に関する法律」いわゆる生涯学習法は、

平成２年制定されました。高知県において

も生涯学習施策は昭和６３年「高知県生涯

教育長期基本構想」が策定され、これに基

づき平成２年にはこの構想の具体化のため

に「高知県生涯学習推進計画」が策定され

ています。また、平成６年、高知県知事と

県教育員会が高知県生涯学習審議会に「生

涯学習機会の拡充と生涯学習ボランティア

活動の推進」について諮問しており、平成

７年にその答申がなされ、それらに対応す

るようにさまざまな生涯学習がおこなわれ

ています。しかし、生涯学習が学校、社会、

家庭教育などあらゆる教育活動の中で行わ

れる学習をふくむことが一般に浸透してい

ないのが現状です。

　現在は IT革命による急速な時代の変化

に対応するための学習の必要性、社会の成

熟化に伴う学習需要の増大、学歴社会の弊

害を是正することなどが指摘されています。

生涯学習はあらゆる教育活動の分野を横断

的に行われる学習という複雑さをもってい

ます。今一度、生涯学習の理念や体系につ

いて共通理解をえることが必要となり、そ

れにともなって生涯学習社会の再構築も必

要となりました。

　生涯学習の目的は、個人が多様なキャリ

アを選択できるような職業的な自立を図る

ための学習基盤を提供すること、豊かな生

活と豊かな地域をつくること、助け合い、

支え合う人間関係つくることに基盤を置く

ことです。したがって生涯学習の成果は地

域社会の発展に生かす、ボランティア活動

に生かす、個人のキャリア開発に生かすと

いう原点に戻って見直すことが必要です。

　私たちは、ユネスコの２１世紀教育国際

委員会が示している ① 知ることを学ぶこ

と、② 為すことを学ぶこと、③ 他者と共

に生きることを学ぶこと、 ④ 人間として生

きることを学ぶことの四つを生涯学習の柱

として、特定非営利活動法人（NPO）高知

県生涯学習支援センター（Kochi Lifelong 

Education Support Center （KOLEC））

を本年２月１２日、立ち上げました。その

モットーとするところは、馬場辰猪の言「

頼むところは天下の世論、目指す仇は暴虐

政府」を借用し、「目指すところは生涯の

学び、何時でも、誰でも、何処でも学べる

社会の創造」です。今後は国、高知県の基

本構想、答申などに基づき、高知県、教育

委員会、教育センター、関連 NPO などと

協動で高知県の生涯学習を支援して、２１

世紀型の新たな生涯学習の展開をおこない

ます。県民の皆さまのご支援、御協力をお

願いいたします。

KOLECKOLECKOLECKOLECKOLECKOLECKOLEC

理事長挨拶

　　目指すところは生涯の学び、
　　　　何時でも、誰でも、何処でも学べる社会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　山本晉平

特定非営利活動法人

　高知県生涯学習支援センター（KOLEC）

　　　　高知市大原町１３２番地

　　　　（教育センター分館内）

　　　　電 話　０８８―８３３―００２２

　　　　FAX　０８８―８３３―００２３

　　　　URL　http://www.kolec.jp（４月８日より）

        　 電子メール　info@kolec.jp

（講師）認定音楽療法士　前田キミ子

　　　川崎福祉大学（岡山県）非常勤講師

　　　南国市・介護老人保健施設「夢の里」主催

　　　　　　　南国音楽療法勉強会　スーパバイザー

　　　桜美林大学大学院　老年学専攻　修士課程、在学中

　　　　　　　（東京都杉並区在住）

対象：人生を楽しもうという方 （々年令性別不問）、老人福祉関係者、教育関係者ほか。お友達やご高 

         齢の方々を誘って参加下さい。

内容：日本でようやく取り組みの始まった老年学（ジャーナントロジー）の入門講座のオープニングに認

　　   定音楽療法士として大活躍の前田キミ子先生をお招きします。

         ミュージックセラピーの実習。そして南国市の「夢の里」での成果もふまえ、高知県の高齢化社会�

　　  の質を向上のための提案を頂戴したいと思います。

老年学入門コース①

　　北川泉先生の略歴

　　　元島根大学学長、島根大学名誉教授。農学博士

　　　昭和６年（１９３１）高知県十和村生まれ。京都大学大学院修了。

　　　専門は中山間地域経営論。現在、中山間地域、過疎地域の振興策について重点的に活動中

NPO高知県生涯学習支援センター設立記念シンポジウム

音楽と健康

　センターの活動分野の1つであります情報提供・相談部の「生涯学習サポーター（仮称）の集

い」を月例会で開催します。ボランティアとして学校教育、社会教育、家庭教育などの分野で活

動している方々のネットワーク作りをしたいと計画しています。

　その第１回会合を下記のとおり行います。ぜひ電話連絡の上、ご出席くださいますようお願

い申し上げます。

生涯学習サポーター（仮称）の集い
４月例会のお知らせ

日　　時：平成16年4月25日（日曜）　午前１０：００～１２：００

受 講 料：１０００円（資料代を含む）

申し込み：電話、ファックスまたは電子メールで事前に参加申し込み下さい。

場　  所：高知県生涯学習支援センター（教育センター分館２階）

日　  時：平成16年4月27日（火曜）　午後2：００～3：3０

場　  所：高知県生涯学習支援センター（教育センター分館２階）

座　  長：廣瀬 典民

日　  時：平成１６年５月２８日（金）１３：００～１６：００

場　  所：高知市文化プラザ、かるぽーと

　　　　  高知市九反田２ー１ 電話 ０８８―８８３―５００１

題　  目：地方における生涯学習とはなにか（仮題）

　　　    基調講演　北川泉先生　元島根大学学長

高知県生涯学習支援センター

愛称　KOLEC（コレック）よろしく

　高知県生涯学習支援センターは英語名をKochi Lifelong Education Support Center 　

　(KOLEC)です。



月 日　時 行　　事 講師・座長 場　所

4月

5月

6月

7月

25日（日曜）
10：00～

第１回老年学入門講座① 講師：前田キミ子
（認定音楽療法士）

KOLEC

２７日（火曜）
１４：００

生涯教育サポーター（仮称）
の集い（月例）

座長：廣瀬典民
（前文教協会理事長）

KOLEC

２７日（火曜）
１６：００

海外留学・移住相談会① コンサルタント：永國淳哉
（センター長）

KOLEC

１日（土曜）
日帰り

東津野村歴史探訪
歴史ガイド養成講座①

共催：龍馬研究会
協力：東津野村教育委員会

８：００ 集合地は
参加申込時

２５日（火曜）
１０：００

２５日（火曜）
１４：００
２５日（火曜）
１４：００

２８日（金曜）
１３：００開場

未定

２４日～８月３日

不登校、高校中退者のため�
の進路相談会

座長：廣瀬典民
（前文教協会理事長）

KOLEC

生涯教育サポーター（仮称）
の集い（月例）

座長：廣瀬典民
（前文教協会理事長）

KOLEC

１０：００第２回理事会
１１：００第１回総会

議題：事業計画、
補正予算ほか

かるぽーと
小ホール

開設記念
生涯学習シンポジューム

講演：北川泉
（元島根大学学長）

かるぽーと
小ホール

夏季海外留学事前研修 KOLEC

オーストラリア語学研修
（１１日間）

協力：クインズランド州教育省ブリスベン周辺

幼児の部　優勝（高知県知事杯）

　中越 麻莉花　６歳
低学年の部　優勝（高知ローターリークラブ会長杯）

　中越 亜理紗　朝倉小学校２年
高学年の部　優勝（高知市長杯）

　近森 麻衣　　一ツ橋小学校５年

ジョン万杯（スピーチの部最優秀）

　小野 宇輝　　高知小学校２年
龍馬杯（暗唱の部最優秀）

　塩見 真弘　　杉の子せと幼稚園 ６歳
熱演賞（三部合同優勝）

　高橋 彩　　　附属小学校５年

センター行事予定表

山本晉平（理事長）

永国淳哉（副理事長）

高木義夫（副理事長）

佐竹新市（理事）

杉本一喜（理事）

田村安興（理事）

中内光昭（理事）

中澤秀夫（理事）

二宮久美（理事）

廣瀬典民（理事）

満塩博美（理事）�

宮尻千恵子（理事）�

渡邊　進（理事）

渡邊輝道（理事）

 前高知大学学長、高知大学名誉教授

 学校法人日米学院理事長、龍馬研究会会長

 ロイヤルたかぎグループ会長、前高知理美容専門学校学校長

 学校法人龍馬学園副理事長、国際デザインカレッジ校長

 中央高校教諭

 高知大学生涯学習教育研究センター長、教授（人文学部）

 元高知大学長、高知大学名誉教授

 元高知県教育長

 高知県高等学校 PTA 連合会会長、（社）全国高等学校 PTA 連合会幹事

 元高知県立図書館長、北高校初代校長、前文教協会理事長�

 須崎ビジネス専門学校校長、高知大学名誉教授

 龍馬研究会理事、（株）ダイドウ代表取締役社長

 元高知市民図書館長

 放送大学高知学習センター所長、高知大学名誉教

（Ⅰ）基盤整備

　（１） 塩見文庫管理

　（２） 視聴覚ライブラリーの視聴覚教材管理

　（３） 高知県生涯学習ポータルサイトの管理活用

　（４） 月報、ニューズレター（年２回）発行

　（５） 生涯学習事業のできる人材発掘・確保、ボランティアの募集

　（６） 多様なメディアを利用した学習方法の指導、講習会の開催

（Ⅱ）情報関連

　（１） 「県民による県民のための県民の生涯学習ホームページ」の構築

　（２） 県民（ボランティア）による生涯学習情報データベースの構築

　（３） 生涯学習コーディネート活動、進路相談活動など

（Ⅲ）生涯学習関連

　（１） 県民による県民のための県民の講座・しばてんカレッジ（仮称）の創設

　（２） 生涯学習国際交流推進（文化スポーツ国際交流、短期海外派遣事業）

　（３） 早期外国語教育推進（児童英語クラブ指導、英語弁論大会主催）

　（４） 高知インターネットスクール、黒潮オーシャン・スクール、四国フィールド・スクールの準備

　（５） 生涯教育サポーター（仮称）ネットワーク月例会

　（６） 教育進路相談会（年２～３回開催、不登校対策など）

（Ⅳ）生涯学習指導者養成と体制作り

　（１） 多くの人々を質の高い生涯学習指導者として養成

　（２） 文部科学省認定団体などが行う生涯学習インストラクター通信教育受講への支援

　（３） 地域団体による地域づくりの協働事業を募集し、支援を行うことを通じてリーダー養成

　（４） 地域課題解決の技法を習得できる研修教材などを開発する

（Ⅴ）次世代生涯学習推進システムの研究・開発

　（１） 大学などと協働し、次世代生涯学習推進システムやプログラムの開発を図る

理事紹介

本年度活動計画

　4月　相談活動の組織化と例会の設置について

　５月�不登校・高校中退生等に対する県の対応策を中心に

 　　　（子ども・家族への声がけによる個々人の進路相談を含む）

　６月�中学浪人・高校中退者等進路相談（高校再入試・進路変更等）

　７月�日常生活における親子関係の問題点（抑圧と放任、過保護・過干渉等）

　８月�問題行助（非行・暴力・いじめ等）への対応

　９月�子どもの生活習慣（遊び・学習・マナー等）とその改善

 １０月�職業適性検査・生活診断等と進路指導

 １１月�家庭・学校・地域との連係について

 １２月�不登校生・高校中退者等の進路相談（これまでの事例から）

　１月�相談事項（持ち寄り）の事例検討

　２月�相談活動に関する情報収集と検討

　３月�相談活動の総まとめ

※　例会は原則として問題提起者（２０～３０分）を囲む話し合いとします。

生涯学習サポーター月例会年会スケジュール（案）

＊ KOLEC＝教育センター分館２階の高知県生涯学習支援センターでの開催行事です。

＊ 参加者申込み数その他の事情で開催できないことがあります。参加費の必要なものもありますの

　で、事前の問合せと申込みをお願いします。

高知県こども英語弁論大会が下記の要領で３月２１日（日）行いました。
参加数ならびに受賞者は次の通りです。

参加者　幼児の部 　　23名
小学校低学年の部　 　23名
小学校高学年の部　 　12名


