
会場のご案内

生涯学習総合センター 

大宮そごう

アルシェ 西口

大宮駅

ダイエー
丸井

三橋中央通線

国
道
17
号

ソニック
シティ

有　料
駐車場

サウス
ウイング

ノース
ウイング

生涯学習総合センター
（シーノ大宮センタープラザ内）

宇宙劇場（大宮情報文化センター
（ＪＡＣＫ大宮）内）

●教養Ⅰ・Ⅱコース   ●ビジネススキルコース
●男女共同参画コース  ●市民企画コース
●地域ボランティアＡ・Ｂコース ●パソコンコース

★ＪＲ大宮駅西口から徒歩５分

宇宙劇場

●科学コース ★ＪＲ大宮駅西口から徒歩５分

仲町公民館 

●美術コース ★ＪＲ浦和駅西口から徒歩 15分

うらわ美術館 

●美術コース ★ＪＲ浦和駅西口から徒歩７分

大宮西部図書館

●文学コース
　★ＪＲ大宮駅西口「三進自動車」行き
　　「シティハイツ三橋」行き
　　「平方」行き、「リハビリセンター」行き
　　いずれも「櫛引」バス停から徒歩３分
　★ニューシャトル鉄道博物館駅から徒歩 12分

市立博物館

●歴史コース ★ＪＲ大宮駅東口から徒歩 15分大栄橋 宮町二 氷川神社入口
　天満神社
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このイベントの開催に要する費用は、263万円（概算）です。
（上記費用から受講料を差し引いた額が市の負担になります。）

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-18　シーノ大宮センタープラザ７階
さいたま市教育委員会　生涯学習総合センター
ＴＥＬ：048-643-5651　ＦＡＸ：048-648-1860　Ｅ-mail：shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp

●講座の内容・講師等については、予告なく変更となることがあります。
●受講できるのは応募者本人のみとなります。代理の方は出席できません。
●災害等の影響により、やむを得ず中止する場合があります。また、エレベーター・空調・音響等、
ご不便をおかけする場合があります。

あらかじめご了承をお願いします。
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　原則として全回出席可能な方
　科学コースは 4ページ、地域ボランティア
A・Bコースは 8ページ、パソコンコースは
9･10 ページをご覧ください。

　コース（講座）ごとに、「インターネット」ま
たは「往復はがき」のいずれかの方法でお申
込みください。

■インターネット（生涯学習情報システム）
　さいたま市Webサイトトップページ（https://
　www.city.saitama.jp/）からサイト内検索「Ｃ
０２１９０２（シー、ゼロ、ニ、イチ、キュ
ウ、ゼロ、ニ）」により、さいたま市民大学ホー
ムページ「平成 31年度さいたま市民大学を
開催します」から、応募資格や詳しい申込み
方法等を確認のうえ、お申込み
ください。( 生涯学習情報シス
テムを利用するには、初回のみ
利用者登録が必要です。）

　※�申込み期間中は原則として 24時間利用で
きます。保守点検など管理上の理由で休止
する場合は、事前に TOP ページの「お知
らせ」に掲載しお知らせします。

　※�パソコン等の機種や環境により、利用でき
ない場合があります。

■往復はがき（お一人につき一通）
　コース（講座）ごとに、往復はがきに
　①希望コース（講座）名　②郵便番号、住所
　③氏名（ふりがな）※科学コースについては、
参加者本人（お子様）の氏名を記入　④年齢

　⑤電話番号　⑥市外在住で、在勤の方は、勤
務先の事業所名・所在地、在学の方は学校名

　⑦〔男女共同参画コース・地域ボランティア
Ａコースのみ〕託児希望の場合は、お子様の
名前・性別・生年月日をご記入の上、2ペー
ジの申込み先（生涯学習総合センター）へお
送りください。

　※�記入もれがある場合、受付できないことが
あります。

　※�申込受付期間外は受付できませんので、ご
注意ください。

◦応募者が定員を超えた場合、さいたま市在住・
在勤・在学者を優先し、抽選となります。結
果は、申込み期間終了後、応募者全員に、イ
ンターネットでお申込みの方にはメール、往
復はがきでお申込みの方には返信用はがきで
お知らせします。

◦受講が決定した方は、初回受講時に、受講料
等を会場でお支払いください。

　受講料等支払い後のキャンセルについては、
受講料等は返金できません。

さいたま市では、市民の方々の高度で専門的かつ多様な学習要求に
応えるとともに、自発的な学習活動を促し、豊かな生涯学習社会を
築くことを目的として、さいたま市民大学を開設しています。学識
経験者や社会教育関係者等から構成される「さいたま市民大学運営
委員会」が、講座の企画及び運営について検討し、大学教授や各分
野の専門家等が講師を務めます。

応募資格

申込み方法

抽選結果の通知と受講料の納入

はじめに

平成　　 年度31 さいたま市民大学

～学ぶよろこび、知るたのしみ～
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コース名 テーマ ページ 申込み先（問合せ先） 会　場

教 養 Ⅰ 人生 100年時代　これからの新しい教養
～テクノロジー・未来編～ 3

生涯学習総合センター
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町
1-10-18
シーノ大宮センタープラザ
7階
☎048-643-5651
℻048-648-1860

生涯学習総合センター
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町1-10-18
シーノ大宮センタープラザ10階
☎048-643-5651
℻048-648-1860

教 養 Ⅱ 人生 100年時代　これからの新しい教養
～人文・社会・経済編～ 3

ビ ジ ネ ス
ス キ ル

ビジネススキル・ブラッシュアップⅡ
～実務に生かすMBAの基礎知識～ 4

科 学 プラネタリウム解説員になろう 4

宇宙劇場
〒330-0853�さいたま市大宮区錦町682-2
大宮情報文化センター（JACK大宮）3階
☎048-647-0011
℻048-647-0066

文 学 平成時代を紡いだ作品と作家たち 5

大宮西部図書館
〒331-0825�さいたま市北区櫛引町2-499-1
☎048-664-4946
℻048-667-7715

歴 史 近世石造物
－石造物から知る歴史とさいたま市－ 5

市立博物館
〒330-0803�さいたま市大宮区高鼻町2-1-2
☎048-644-2322
℻048-644-2313

美 術 展覧会の見方・見せ方・味わい方 6

仲町公民館
〒330-0061�さいたま市浦和区常盤4-1-12
☎048-822-8425
℻048-822-8425

うらわ美術館
〒330-0062�さいたま市浦和区仲町
2-5-1�浦和センチュリーシティ3階
☎048-827-3215
℻048-834-4327

男 女 共 同
参 画 「男・女」ではなく「私らしさ」を考える 6

生涯学習総合センター
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町1-10-18
シーノ大宮センタープラザ7～10階
☎048-643-5651
℻048-648-1860

市 民 企 画 さいたま市での大地震等自然災害リスクに
どう対応するか　 7

地域ボラン
テ ィ ア Ａ 初めての手話ボランティア講座【入門編】 8

地域ボラン
テ ィ ア Ｂ パソコン指導ボランティア講座 8

パ ソ コ ン Word、Excel、PowerPoint を学ぶ
～基礎から中級まで～ 9・10

申込み先（問合せ先）・会場

問合せ先

生涯学習情報システムURL

※申込み先は全て生涯学習総合センターとなります。ご注意ください。

　生涯学習情報システムは、講座・イベント情報、団体・サークル
情報、生涯学習人材バンク登録者情報など生涯学習に関する様々な
情報を取得・発信することができます。
　また、事前に利用者登録を行うことで、さいたま市民大学など一
部の講座についてインターネットから講座のお申込みが可能です。

〒 330-9588　さいたま市浦和区常盤 6-4-4
さいたま市教育委員会　生涯学習部　生涯学習振興課
電話　048-829-1704　　ＦＡＸ　048-829-1990

https://gakushu.city.saitama.jp/

生涯学習情報
システムのご案内
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教養Ⅰコース

教養Ⅱコース

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 6/ １㈯ 健康と医療のために知っておきたい
ゲノム研究最前線

・ヒトのゲノムとその多様性
・がんのゲノム異常
・加齢とともに蓄積するゲノムの変異

東京医科歯科大学
難治疾患研究所　教授
稲澤　譲治　氏

2 6/ ８㈯ ＡＩとロボットの未来
～家庭用ロボットへの挑戦～

・aibo のいる生活。「aibo」が家族になったなら…
・aiboで使われているAI技術「気づく→考える→行動する」
・aibo の未来と家庭用ロボットの未来

ソニー株式会社　ＡＩロボティクス事業部
主幹技師　MVP2007
森永　英一郎　氏

3 6/15㈯ 次世代モビリティによる
新たなライフスタイル

・自動運転を支える先進技術
・IoT、AI、ビッグデータ、ヒューマンインターフェイス（HMI）技術とは
・新たなモビリティ（移動体）による新たなライフスタイル

埼玉大学�大学院理工学研究科　教授
先端産業国際ラボラトリー　所長
綿貫　啓一　氏

4 6/22㈯ 想いをつなげ　5Gでより豊かな未来へ
～世界を変える第 5世代移動通信システム～

・モバイルワイヤレスの進化
・5Gとは何か、その概要
・ドコモが5Gで目指す未来

株式会社ドコモＣＳ　埼玉支店
法人営業部長
上中　修司　氏

5 6/29㈯ 金融 ×IT　Fintech（フィンテック）
が変える社会の仕組み

・そもそも、Fintechとは何か
・Fintechが変える社会の仕組み

野村ホールディングス株式会社　
金融イノベーション推進支援室長
林　周仙　氏

6 7/ ６㈯ VR（バーチャルリアリティ）が
創る世界

・バーチャルリアリティとは
・五感に働きかける技術とその活用法
・バーチャルリアリティが変える人間観と社会

東京大学　大学院情報理
工学系研究科　講師
鳴海　拓志　氏

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 10/ ５㈯ 人生 100年時代のライフ＆
キャリアプランニング

・自分の人生を自分らしく生きるには、何が大切か?
・オーナーシップ、価値軸、変身資産
・素敵な転身を遂げた人達に共通する法則

リクルートワークス研究所　主幹研究員
ライフシフト・ジャパン株式会社　取締役ＣＲＯ＆ライフシフト研究所　所長
豊田　義博　氏

2 10/12㈯ 消費税増税で変わる日本経済と
私たちの将来

・消費増税の影響は？
・これからの日本経済
・人生100年時代の知恵－「経済」に強くなるには？

大阪経済大学　客員教授
経済評論家
岡田　晃　氏

3 10/19㈯ 身近な学問　行動経済学で学ぶ
暮らしのヒント

・行動経済学とは　
・賢い買い物術　
・お金で幸福は買えるのか？

明治大学�大学院情報コミュニ
ケーション研究科　兼任講師
友野　典男　氏

4 10/26㈯ 観光立国、観光地域づくりと
温泉道場の取り組み

・観光立国、観光地域づくりの意義
・観光振興に向けた取り組み

株式会社温泉道場
執行役員
三ツ石　將嗣　氏

5 11/ ２㈯ モノづくりにかける情熱、
そして挑戦　

・スペシャルティコーヒーとは何か？
・一杯のコーヒーができるまでの過程
・コーヒーをおいしく飲むために知っておくこと

SOLA�COFFEE�ROASTERS
ヘッドロースター
金子　和義　氏

6 11/ ９㈯ セカンドキャリア（起業・転職・副業）を
考える

・転職や起業によるセカンドキャリア
・副業・兼業解禁の動き
・起業や副業の準備と注意点

株式会社ＯＣＬ
代表取締役
四ツ柳　茂樹　氏

【概要】複雑に変動する現代社会において、各界の専門家を講師に招き、最新キーワードから私たち
がどう生きるべきかのヒントを探ります。　

【概要】複雑に変動する現代社会において、各界の専門家を講師に招き、最新キーワードから私たち
がどう生きるべきかのヒントを探ります。

人生100年時代　これからの新しい教養　～テクノロジー・未来編～

人生100年時代　これからの新しい教養　～人文・社会・経済編～

■時間：13時 30分～ 15時 30分（120分）
■定員：90人
■費用：3,000 円（受講料・税込）

■時間：13時 30分～ 15時 30分（120分）
■定員：90人
■費用：3,000 円（受講料・税込）

■会場：生涯学習総合センター　多目的ホール
■申込み期間：４月１日㈪～ 24日㈬�必着

■会場：生涯学習総合センター　多目的ホール
■申込み期間：８月22日㈭～９月５日㈭必着

1

2

テーマ

テーマ
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ビジネススキルコース

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名
1 5/15㈬ 経営理論（組織とリーダーシップ） 組織のリーダーとして取るべき行動や、さ

まざまな組織形態について学習します。
大阪経済大学　人間科学部
教授
松田　幸弘　氏

2 5/22㈬ 労務・働き方改革 経営における労務管理は2019年度の重要課題の一つです。労
務管理の基礎と働き方改革への活用事例について学習します。

一般社団法人城西コンサルタントグループ（ＪＣＧ）
副会長・中小企業診断士
滝沢　悟　氏

3 5/29㈬ 資金調達・Fintech（フィンテック） 最近注目を集めるキャッシュレス社会に不可欠な Fintech
を使った新たな資金調達手法についてやさしく解説します。

一般社団法人城西コンサルタントグループ（ＪＣＧ）
講師・中小企業診断士
田中　秀文　氏

4 6/ ５㈬ 財務管理の基礎 経営におけるお金のコントロールの中心となる財務管
理について基礎だけでなく事例を交えて学習します。

一般社団法人城西コンサルタントグループ（ＪＣＧ）
講師・ＭＢＡ・中小企業診断士・証券アナリスト
堀川　一　氏

5 6/12㈬ 経営理論（マーケティング論） マーケティング思考は、いまやビジネスパーソンにも求められる時代で
す。自社を取り巻く環境を分析し、いかに最大価値を生むのかを考えます。

明治大学　政治経済学部
准教授
奥山　雅之　氏

6 6/19㈬ 経営理論（経営戦略と組織論） 経営の基本となる「経営戦略」と「組織の活性
化」について近年の動向を交えて学習します。

一般社団法人城西コンサルタントグループ（ＪＣＧ）
講師・ＭＢＡ・中小企業診断士
飯尾　英樹　氏

7 6/26㈬ 知的財産経営の基礎 知的財産管理は企業にとって大きな戦略の柱になります。専門家
から問題事例と解決の方法について事例をもとに学習します。

一般社団法人城西コンサルタントグループ（ＪＣＧ）　
企画部長・中小企業診断士・一級知的財産管理技能士
松平　竹央　氏

8 7/ ３㈬ ＩＴ経営 IT経営という言葉もかなり市民権を得てきました。
ITマネジメントによる戦略的目標達成を学習します。

高千穂大学　経営学部
教授
笹金　光徳　氏

【概要】MBA（経営学修士）の内容を身近な事例を挙げて、わかりやすく解説します。ビジネススキ
ル向上に是非学んで欲しい内容が網羅されています。

ビジネススキル・ブラッシュアップⅡ　～実務に生かすMBAの基礎知識～

■時間：19時～ 20時 30分（90分）
■定員：40人
■費用：3,000 円（受講料・税込）

■会場：生涯学習総合センター　多目的ホール
■申込み期間：４月 1日㈪～ 15日㈪必着

3
テーマ

科学コース� ［青少年宇宙科学館との連携］

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 7/28㈰ プラネタリウム解説員について
知ろう

プラネタリウム解説員とはどのようなことをす
るのかを学習し、自分が解説したい星座を決
定します。

宇宙劇場
投映スタッフ

2 9/14㈯

プラネタリウム解説員を体験しよう

自分が解説したい星座について調べてきたこ
とを、講師からの指摘を基に、更に深めます。
同時に、プラネタリウム機器の操作方法や、解
説の手法を学び、発表会に向けて練習してい
きます。3 10/20㈰

4 11/16㈯ プラネタリウム解説員になろう
（発表会）

プラネタリウム機器及びドームを使用し、発表
会を行います。

【概要】宇宙劇場では、最新式のプラネタリウム機器により、１億個の高精細な星空や８Ｋプロジェクターによる高画質なドーム
映像を映し出すことができます。プラネタリウムで星の解説を体験することを通して、星や宇宙への興味・関心を高めます。

プラネタリウム解説員になろう

■時間：�18 時～ 20時（120分）、11/16（土）
は 19時～ 20時 45分（105分）

■対象：�小学４年生～中学生（保護者のお迎え
が必要）

■定員：16人
■費用：無料
■会場：宇宙劇場　プラネタリウムホール、第１集会室
■申込み期間：５月 17日㈮～６月 10日㈪必着

4
テーマ

4



文学コース� ［大宮西部図書館との連携］

歴史コース� ［博物館との連携］

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 10/10㈭ 近世石造物の種類と形 近世の石造物にはどのような種類や形状のものが
あるか。さいたま市内の石造物も例に迫ります。

さいたま市役所
職員

2 10/17㈭ 高遠石工と石造物
～石に刻まれた祈り～

石材を加工、細工する職人・石工についてスポット
を当てます。

一般社団法人高遠石工研究センター
事務局長
熊谷　友幸　氏

3 10/24㈭ 関東における石の流通 舟運などによる石の流通について関東地方を中心
に概観します。

国士舘大学　文学部　
講師
岩下　祥子　氏

4 10/31㈭ 近世の墓石と墓誌 墓石と被葬者の事績などを記して墓中に納めたもの
である墓誌についてひもときます。

立正大学　文学部　
教授
池上　悟　氏

5 11/ ７㈭ 神社の石造物 さいたま市内を例に神社に見られる石造物につい
て、その特徴や概要について解説します。

東アジア歴史文化研究所
主席研究員
下村　克彦　氏

6 11/14㈭ 石造馬頭観音と道標 馬頭観音とは何か、さいたま市内に建立されている
ものを例に見つめなおします。

さいたま市史編さん審議会
委員
青木　義脩　氏

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 5/21㈫
ばなな世代が時代をつくった
－「女流」じゃなくて、

「ばなな」だった－

吉本ばなな（旧筆名：よしもとばなな）『デッドエンド
の思い出』を取りあげるほか、角田光代、小川洋子につ
いても解説します。

愛知大学・愛知学院大学
講師
今井　隆太　氏

2 5/28㈫ 世界文学としての日本文学
日本文学の国際化と作品の中にみる国際性をテーマ
に、辻原登、津島佑子、須賀敦子、リービ英雄、池澤夏
樹を取り上げます。

3 6/ ４㈫ 時代の底を見つめる 恩田陸『蜜蜂と遠雷』を取りあげるほか、東野圭吾、湊
かなえ、黒川博行、原尞についても解説します。

4 6/11㈫
振り返るほどの時代があった
－よむ世代と、

　よまない世代の断絶を考える－

村上春樹『１Q84』�、カズオ・イシグロ『わたしを離さな
いで』�等を取り上げます。

淑徳大学　講師
編集者
竹中　朗　氏

5 6/18㈫ 日常と非日常、その間
あわい

　 宮下奈都『羊と鋼の森』を取りあげるほか、川上弘美、
柴崎友香、梨木香歩についても解説します。

6 6/25㈫
時代と歩む時代小説
－司馬遼太郎以後、

山本周五郎の孫たち－

和田竜『村上海賊の娘』を取りあげるほか、佐伯泰英、
葉室麟についても解説します。

【概要】人々の信仰や生活を知る手掛かりとなる様々な石造物について取り上げ、石造物を通し近世
という時代とさいたま市域について解説します。

近世石造物－石造物から知る歴史とさいたま市－

■時間：13時 30分～ 15時 30分（120分）
■定員：50人
■費用：3,000 円（受講料・税込）

■会場：市立博物館　講座室
■申込み期間：７月 26日㈮～８月 22日㈭必着

5

6
テーマ

【概要】平成に足跡を残した作家とその作品を取りあげて毎回異なる視点で〝平成文学〟を総括する
とともに、日本文学の潮流を読み解きます。

平成時代を紡いだ作品と作家たち

■時間：14時～ 16時（120分）
■定員：100人
■費用：3,000 円（受講料・税込）

■会場：大宮西部図書館　視聴覚ホール
■申込み期間：４月１日㈪～ 23日㈫�必着

テーマ

5



美術コース� ［うらわ美術館との連携］

男女共同参画コース� 託児付き �［人権政策・男女共同参画課との連携］

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 5/15㈬ 「素描礼讃　岸田劉生と木村荘八」展 大正・昭和に活躍した岸田劉生と木村荘八の
素描展について解説し、鑑賞します。

うらわ美術館
学芸員

2 7/17㈬ 「ブラティスラヴァ世界絵本原画展」 世界最大規模の絵本原画のビエンナーレ展
について解説し、鑑賞します。

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 12/ ３㈫ 「男・女」ではなく「私らしさ」を
考える

私たちの今につながる世界や日本の流れを学
びます。

立教大学�社会学部　
教授
萩原　なつ子　氏

2 12/ ６㈮ 映画から読み解くジェンダー
ディズニーアニメなどを題材に、社会にお
けるジェンダー観の移り変わりを楽しく学
びます。

目白大学　メディア学部
教授
安齋　徹　氏

3 12/10㈫
暮らしの中で私らしく生きる
みんなで考えよう！
「男女共同参画ワールドカフェ」

ワールドカフェ方式で、暮らしの中の問題点を
挙げ、多様な考えを受け止め、地域の人達との
心地よい暮らし方を考えます。
※ワールドカフェ方式とは、“カフェ”にいる
ようなリラックスした雰囲気のなか、参加者が
少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行
い、ときどき他のテーブルとメンバーをシャッフ
ルしながら話し合いを発展させていくこと。相
互理解を深め、集合知を創出していく組織開
発の手法です。

立教大学�社会学部
教授
萩原　なつ子　氏

4 12/17㈫ 暮らしの中の男らしさ女らしさを
見つめる

暮らしの中にある男らしさ女らしさに焦点を当
てその影響を学びます。

元一橋大学・津田塾大学
講師
村瀬　幸浩　氏

5 1/14㈫ 性の多様性を学ぶ
「性」が男女の二分ではないと理解は進んでい
るが未だ偏見も多いため、性の多様性につい
て学びます。

NPO法人共生社会をつく
るセクシャルマイノリティ
支援全国ネットワーク
代表理事
原　ミナ汰　氏
東京メンタルヘルス
心理カウンセラー
熟田　 桐子　氏

【概要】うらわ美術館で開催中の 2 つの企画展について、見どころ、作品解説から、展覧会開催までのプロセスやエピソードに至るまでをご紹介し、美術館
活動の理解を深めます。座学の後は美術館へ移動し、参加者ご自身の眼で実際にその展覧会の出品作品を鑑賞することで学びを深めていただきます。

【概要】講義・映像・ワークショップを通して「私らしさ」について学びます。

展覧会の見方・見せ方・味わい方

「男・女」ではなく「私らしさ」を考える

■時間：13時 30分～ 15時 30分（120分）
■定員：50人
■費用：1,000 円（受講料・税込）

■時間：14時～ 16時（120分）
■定員：40人��託児は 15人
　　　　（6か月～ 7歳未満）

■会場：仲町公民館　講座室（座学）、
　　　　うらわ美術館　展示室（鑑賞）
■申込み期間：４月１日㈪～16日㈫�必着

■費用：無料
■会場：生涯学習総合センター　多目的ホール
■申込み期間：１０月３日㈭～ 31日㈭必着

7

8

テーマ

テーマ
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市民企画コース

【概要】公募により選ばれた「彩学会」企画の講座です。ここ数年、生命の危険を伴う自然災害（地震・水害等）が各地で起こり、さいたま市も例外とは言えない。当市に想定
される災害の種類、被害の規模を知り、自らが、また近隣の助け合いによりどのように対応するべきかを体系的に学ぶ。「身を守る、事前の準備、地域の輪」の実践。

さいたま市での大地震等自然災害リスクにどう対応するか　

■時間：10時～ 11時 30分（90分）
■定員：90人
■費用：3,000 円（受講料・税込）

■会場：生涯学習総合センター　多目的ホール
■申込み期間：4月 1日㈪～ 25日㈭必着

9
テーマ

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 6/ ６㈭
現在の日本列島の災害リスク
～最近の地震・火山・極端気象情報
　から読み取る～

日本列島の地形・地質的な特徴と最近全国で多発
している自然災害状況から、日本列島の災害リスク
を学んでいきます。また、埼玉大学に設置された最新
の気象レーダとその取組みについても紹介します。

埼玉大学　大学院理工学研究科
教授
長田　昌彦　氏

2 6/13㈭
さいたま市の地震災害リスク
～「さいたま市直下地震」が
　起きたら～

さいたま市では、中心部で大きな揺れとなる「さ
いたま市直下地震」が想定されています。被害予
測を解説するとともに、どのように予測が行わ
れているか、その方法について学びます。

埼玉大学　大学院理工学研究科
教授
齊藤　正人　氏

3 6/20㈭ さいたま市の水害リスク
さいたま市における水害のリスクは、どう変化
しているか。今後、どの程度の水害（洪水や豪
雨）が想定されているか、洪水・豪雨に対する
備えは、いかにあるべきかについて学びます。

埼玉大学　大学院理工学研究科
教授
田中　規夫　氏

4 6/27㈭ 自助・近助・共助の実例紹介
～自治会の防災活動～

自らの命を自らの手で守ることが原則と思わ
れます。実際の防災活動について、身近な自治
会活動の具体的な事例を通して、支援・助け合
いについて、その防災担当者から説明を受け、
学びます。

さいたま市防災アドバイザー
森　茂雄　氏
日向自主防災会　防災部　副部長
北村　一　氏

5 7/ ４㈭ さいたま市地域防災計画の概要
災害時の応急対策や復旧など災害に関わる事務・
業務に関し、総合的に定めた「さいたま市地域防災
計画」について学びます。また、その種類と規模をど
のように想定し、策定しているのかを学びます。

さいたま市役所
職員

6 7/11㈭
避難生活で災害関連死を防ぐには？
～高齢者・障害者・子ども・女性など
の視点から～

避難所生活は、想像以上に過酷と思われます。
災害時の実態を具体的な事例で学び、日ごろ
どのように準備していくべきかについて学びま
す。

減災と男女共同参画　研修推進センター
共同代表
浅野　幸子　氏

7 7/18㈭ グループ意見交換会
～助け合い・支え合い～

自らの災害リスクをどう考え、どう対応していくべ
きかについては、想像力の差で対応が異なってき
ます。それぞれの異なる事情を通して、グループ
に分かれ意見交換し、ヒントを得ていきます。

彩学会
さいたま市防災アドバイザー

8 7/25㈭ パネルディスカッション

第７回での意見交換を踏まえ、また、全体を通
して、疑問点を解消するため、各パネリストか
ら要約を聞きます。今後に役立てる方法と、各
自が自らのリスクにいかに対応し、実践してい
くかについて学びます。

埼玉大学　大学院理工学研究科
教授
田中　規夫　氏
さいたま市防災アドバイザー
森　茂雄　氏
保険会社
石塚　武　氏

　さいたま市民大学事務局（さいたま市教育委

員会  生涯学習総合センター）では、「2020 年

度実施  さいたま市民大学市民企画コース」と

して連携して実施する講座企画案を、主に市内

で活動するサークル、学習グループ、NPO 等か

ら募集します！

問合せ先  さいたま市民大学事務局
　　　　　  （さいたま市教育委員会  生涯学習総合センター）

 048(643)5651　  048(648)1860

募集内容：現代的課題や地域・生活課題等に関連す

るオリジナリティのある連続して行われる講座企画案

募集要項等の配布：５月 24 日（金）～

配布場所： 各公民館、各図書館、各コミュニティ

センター、各区情報公開コーナー等

申請期間：５月 27 日（月）～８月 26 日（月）必着

企画案を� します。

市民企画コース講座

公募

7



地域ボランティアＡコース� 託児付き

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 1/ ９㈭ 聴覚障害について理解を深めよう
（ガイダンス編）

・手話を学ぶにあたって
・聴覚障害者のコミュニケーション
・聴覚障害者の生活

さいたま市聴覚障害者協会
さいたま市手話通訳問題研究会

2 1/16㈭ 伝え合ってみましょう ・名前を紹介しましょう

3 1/23㈭

自己紹介をしましょう

・家族を紹介しましょう

4 1/30㈭ ・数を使って話しましょう

5 2/ ６㈭ ・趣味について話しましょう

6 2/13㈭ ・仕事について話しましょう

7 2/20㈭ ・住所を紹介しましょう

8 2/27㈭ 自己紹介をしましょう(まとめ） ・まとめ�
・ボランティア活動・手話通訳者とは

№ 開設日 演　題 主な内容 講師名

1 10/28㈪ 指導者とは ・ボランティア活動の概念と心構え
・パソコン指導者の役割と心構え

ＮＰＯ法人
パソボラさいたま

2 11/ ４㈪ 講座の組立て ・指導要項とは�
・指導要項の作成方法

3 11/11㈪ Wordの基本と教え方 ・初心者対象の教え方（講座実践の模擬講座）�
・グループ打ち合わせ

4 11/18㈪ Excel の基本と教え方 ・初心者対象の教え方（講座実践の模擬講座）�
・グループ打ち合わせ

5 11/25㈪ 講師実践１
・グループでの指導要項の作成
・講師実践
・講師及び受講者同士の相互講評

6 12/ ２㈪ 講師実践２
7 12/ ９㈪ 講師実践３
8 12/16㈪ 講師実践４�指導者の道

【概要】手話や手話ボランティアに興味があるけど、何から始めたらいいの？手話によるコミュニケー
ションの基礎を学び、耳の不自由な方への理解を深めます。

【概要】公民館等でパソコン講座の指導者をボランティアで行うための、指導者としての心構え、知識（技
術）、講師としての教え方を学びます。〔OS：Windows10　Soft：Microsoft Office2016〕

初めての手話ボランティア講座【入門編】

パソコン指導ボランティア講座

■時間：13時 30分～ 15時 30分（120分）
■対象：�手話に興味があり、手話の基礎技術を学びたい

市民や、手話ボランティアに興味のある市民等
■定員：20人��託児は15人（６か月～７歳未満）

■時間：９時～ 12時（180分）
■対象：�Windows 操作、Word、Excel が出来る方で、

公民館等でパソコン講座の指導者・指導ボラン
ティアとして活動したい市民等

■費用：�3,000 円（テキスト代・税別）　※出版社の都
合により、価格が変更になるケースがあります。

■会場：生涯学習総合センター　講座室１
■申込み期間：11月１日㈮～ 12月５日㈭必着

■定員：20人
■費用：�1,000 円（テキスト代・税込）
■会場：生涯学習総合センター　OA研修室
■申込み期間：８月27日㈫～９月 25日㈬必着

10
テーマ

テーマ

地域ボランティアＢコース11
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講座名 開設日時・申込み期間・費用（税込） 対象
初心者のための
Word2016＆ Excel2016

< 内容 >
〔Word〕�表を含む文書作成、ワード

アート・画像挿入
〔Excel〕�データ入力、関数、グラフ作成、

データベース操作

開設日時 5/9 ～ 30の毎週木曜日
9時 30分～ 12時 30分

全回出席可能で、マウス操作・
文字入力などの基本操作がで
きる方

※�平成 30 年度パソコンコー
ス同様講座の受講者を除く

申込み期間 4/1 ㈪～ 11㈭必着

費用 5,400 円
（受講料＋テキスト代）

PowerPoint2016基礎（初級）

< 内容 >
プレゼンテーションに必要な知識、パ
ワーポイントを使ったスライドの作成
及びプレゼンテーション機能

開設日時 6/3 ～ 24の毎週月曜日
9時 30分～ 12時 30分

全回出席可能で、文書作成な
どWord の基本操作ができる
方

※�平成 30 年度パソコンコー
ス同様講座の受講者を除く

申込み期間 4/22 ㈪～ 5/7 ㈫必着

費用 5,000 円
（受講料＋テキスト代）

初心者のための
Word2016＆ Excel2016

< 内容 >
〔Word〕�表を含む文書作成、ワード

アート・画像挿入
〔Excel〕�データ入力、関数、グラフ作成、

データベース操作

開設日時 7/10～ 31の毎週水曜日
13時～ 16時

全回出席可能で、マウス操作・
文字入力などの基本操作がで
きる方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 5/28 ㈫～ 6/10 ㈪必着

費用 5,400 円
（受講料＋テキスト代）

実用Excel2016（中級）

< 内容 >
よく使う関数、請求書・予定表の作成、
データベース機能の活用、家計簿や体
重・血圧グラフの作成など、仕事や暮ら
しで使用する内容

開設日時 8/9 ～ 30の毎週金曜日
9時 30分～ 12時 30分

全回出席可能で、表作成や簡
単な表計算など Excel の基
本操作ができ、実用（実務で使
える分野に集中した内容）を
身につけたい方

※�平成 30 年度パソコンコー
ス同様講座の受講者を除く

申込み期間 6/27 ㈭～ 7/10 ㈬必着

費用 3,500 円
（受講料＋テキスト代）

初心者のための
Word2016＆ Excel2016

< 内容 >
〔Word〕�表を含む文書作成、ワード

アート・画像挿入
〔Excel〕�データ入力、関数、グラフ作成、

データベース操作

開設日時 9/5 ～ 26の毎週木曜日
13時～ 16時

全回出席可能で、マウス操作・
文字入力などの基本操作がで
きる方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 7/25 ㈭～ 8/7 ㈬必着

費用 5,400 円
（受講料＋テキスト代）

実用Word2016（中級）

< 内容 >
チラシ・ポスター・ラベル作成、往復ハ
ガキ・連絡網など仕事や暮らしで使用
する内容

開設日時 9/8・15の各日曜日
9時～ 16時

全回出席可能で、文書作成など
Word の基本操作ができ、実用
（実務で使える分野に集中した
内容）を身につけたい方

※�平成 30 年度パソコンコー
ス同様講座の受講者を除く

申込み期間 7/26 ㈮～ 8/8 ㈭必着

費用 3,500 円
（受講料＋テキスト代）

パソコンコース（5月分～9月分）

【概要】今や生活に欠かせないパソコンにおいて、Word2016、Excel2016 の初心者から中級
までの講座、Power Point2016 の基礎講座とそれぞれのレベルにあった講座を選択し、
Word2016、Excel2016、Power Point2016 のパソコンスキルの向上を図ります。

　　　 （OS:Windows10　Soft:Microsoft Off ice 2016）

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを学ぶ　～基礎から中級まで～

■時間：１講座 12時間
　　　　（3時間×4日間または6時間×2日間）
■定員：各 20人

■会場：生涯学習総合センター　OA研修室
■講師：NPO法人パソボラさいたま
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講座名 開設日時・申込み期間・費用（税込） 対象
初心者のための
Word2016＆ Excel2016

< 内容 >
〔Word〕�表を含む文書作成、ワード

アート・画像挿入
〔Excel〕�データ入力、関数、グラフ作成、

データベース操作

開設日時 10/9 ～ 30の�毎週水曜日
�9 時 30分～ 12時 30分

全回出席可能で、マウス操作・
文字入力などの基本操作がで
きる方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 8/27 ㈫～ 9/9 ㈪�必着

費用 5,400 円
（受講料＋テキスト代）

PowerPoint2016基礎（初級）

< 内容 >
プレゼンテーションに必要な知識、パ
ワーポイントを使ったスライドの作成
及びプレゼンテーション機能

開設日時 11/7 ～ 28の�毎週木曜日
13時～ 16時

全回出席可能で、文書作成な
どWord の基本操作ができる
方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 9/26 ㈭～ 10/9 ㈬�必着

費用 5,000 円
（受講料＋テキスト代）

実用Excel2016（中級）

< 内容 >
よく使う関数、請求書・予定表の作成、
データベース機能の活用、家計簿や体
重・血圧グラフの作成など、仕事や暮ら
しで使用する内容

開設日時 12/7・14の�各土曜日�
9 時～ 16時

全回出席可能で、表作成や簡
単な表計算など Excel の基
本操作ができ、実用（実務で使
える分野に集中した内容）を
身につけたい方
※��平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 10/25㈮～ 11/7 ㈭�必着

費用 3,500 円
（受講料＋テキスト代）

初心者のための
Word2016＆ Excel2016

< 内容 >
〔Word〕�表を含む文書作成、ワード

アート・画像挿入
〔Excel〕�データ入力、関数、グラフ作成、

データベース操作

開設日時 1/10 ～ 31の�毎週金曜日
13時～ 16時

全回出席可能で、マウス操作・
文字入力などの基本操作がで
きる方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 11/27 ㈬～ 12/10 ㈫�必着

費用 5,400 円
（受講料＋テキスト代）

実用Word2016（中級）

< 内容 >
チラシ・ポスター・ラベル作成、往復ハ
ガキ・連絡網など仕事や暮らしで使用
する内容

開設日時 2/3 ～ 24の�毎週月曜日
13時～ 16時

全回出席可能で、文書作成など
Word の基本操作ができ、実用
（実務で使える分野に集中した
内容）を身につけたい方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 12/20 ㈮～ 1/8 ㈬�必着

費用 3,500 円
（受講料＋テキスト代）

初心者のための
Word2016＆ Excel2016

< 内容 >
〔Word〕�表を含む文書作成、ワード

アート・画像挿入
〔Excel〕�データ入力、関数、グラフ作成、

データベース操作

開設日時 2/7 ～ 28の�毎週金曜日
9時 30分～ 12時 30分

全回出席可能で、マウス操作・
文字入力などの基本操作がで
きる方

※�平成 30年度・31年度パソ
コンコース同様講座の受講
者を除く

申込み期間 12/23 ㈪～ 1/9 ㈭�必着

費用 5,400 円
（受講料＋テキスト代）

パソコンコース（10月分～２月分）

【概要】今や生活に欠かせないパソコンにおいて、Word2016、Excel2016 の初心者から中級
までの講座、Power Point2016 の基礎講座とそれぞれのレベルにあった講座を選択し、
Word2016、Excel2016、Power Point2016 のパソコンスキルの向上を図ります。

　　　 （OS:Windows10　Soft:Microsoft Off ice 2016）

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを学ぶ　～基礎から中級まで～

■時間：１講座 12時間
　　　　（3時間×4日間または6時間×2日間）
■定員：各 20人

■会場：生涯学習総合センター　OA研修室
■講師：NPO法人パソボラさいたま
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会場のご案内

生涯学習総合センター 

大宮そごう

アルシェ 西口

大宮駅
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丸井

三橋中央通線

国
道
17
号

ソニック
シティ

有　料
駐車場

サウス
ウイング

ノース
ウイング

生涯学習総合センター
（シーノ大宮センタープラザ内）

宇宙劇場（大宮情報文化センター
（ＪＡＣＫ大宮）内）

●教養Ⅰ・Ⅱコース   ●ビジネススキルコース
●男女共同参画コース  ●市民企画コース
●地域ボランティアＡ・Ｂコース ●パソコンコース

★ＪＲ大宮駅西口から徒歩５分

宇宙劇場

●科学コース ★ＪＲ大宮駅西口から徒歩５分

仲町公民館 

●美術コース ★ＪＲ浦和駅西口から徒歩 15分

うらわ美術館 

●美術コース ★ＪＲ浦和駅西口から徒歩７分

大宮西部図書館

●文学コース
　★ＪＲ大宮駅西口「三進自動車」行き
　　「シティハイツ三橋」行き
　　「平方」行き、「リハビリセンター」行き
　　いずれも「櫛引」バス停から徒歩３分
　★ニューシャトル鉄道博物館駅から徒歩 12分

市立博物館

●歴史コース ★ＪＲ大宮駅東口から徒歩 15分大栄橋 宮町二 氷川神社入口
　天満神社
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参道交番
大宮区役所
（５月移転予定）高島屋

〒

市立博物館

このイベントの開催に要する費用は、263万円（概算）です。
（上記費用から受講料を差し引いた額が市の負担になります。）

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-18　シーノ大宮センタープラザ７階
さいたま市教育委員会　生涯学習総合センター
ＴＥＬ：048-643-5651　ＦＡＸ：048-648-1860　Ｅ-mail：shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp

●講座の内容・講師等については、予告なく変更となることがあります。
●受講できるのは応募者本人のみとなります。代理の方は出席できません。
●災害等の影響により、やむを得ず中止する場合があります。また、エレベーター・空調・音響等、
ご不便をおかけする場合があります。

あらかじめご了承をお願いします。

お こ りと わ

平成　　 年度31
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さいたま市民大学

～「人生100年時代」に向けて～

教養Ⅰ 教養Ⅱ ビジネス
スキル

男女共同
参画

科　学

文　学 歴　史 美　術

市民企画 地　域
ボランティアA

地　域
ボランティアB パソコン

さいたま市教育委員会

市営球場

県庁

旧
中
山
道

至
川
口
↓

↑
大
宮

17

うらわ美術館

浦
和
駅

463

市役所

463
北
浦
和
駅仲町公民館

大宮西郵便局

大宮中央
高校

大宮
郵便局

至
大
宮
↓

ニ
ュ
ー
シ
ャ
ト
ル

陸上自衛隊
大宮駐屯地

鉄
道
博
物
館

（
大
成
）
駅

国
道
17
号

旧
中
山
道

大宮西部図書館

大成町三櫛引町二

櫛引

櫛引

切
敷
川

（
鴻
沼
川
）


