
報道機関 各位                

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休館中に利用できる

「さいたま市生涯学習コンテンツ 『学びの泉』」を配信します

本市の生涯学習関連施設が持つ魅力溢れる学習資源等を市民の皆様方に提供でき

るよう、「さいたま市生涯学習コンテンツ 『学びの泉』」を本市 Website に掲載し

ました。

泉のごとく湧き出る市民の皆様の知的欲求にお応えできるよう、また、泉が万物

に潤いを与え豊かにするように、皆様の生活がますます豊潤なものになりますよ

う、お手伝いをさせていただきます。本市の学芸員や指導主事、社会教育主事、司

書等の専門家と各施設の職員が力を合わせて、多種多様な学びの教材を用意しまし

た。どうぞお楽しみください。

記

１ 配信開始日：令和２年５月１１日（月） 

２ コンテンツ：下記タイトルを掲載しています  （詳細については別紙をご覧ください） 

施設名 タイトル

博物館 ・さいたまの JAPAN BLUE ～さいたまを染める！～ 

うらわ美術館

・うらわ美術館の萌芽 －開館当時の収蔵品紹介－ 

・開館 20 周年記念展中止に伴う代替企画「Art into Life」

との連携 

生涯学習総合センター・

公民館

・e公民館 －おうちこうみんかん－ 

「いつでも、どこでも、どなたでも」学べる公民館講座 

図書館
・さいたま市図書館オリジナル「地域もの知りけんてー」 

・さいたま市図書館コロナ情報館 

青少年宇宙科学館
・若田名誉館長に続け！「宇宙のまち さいたま」 

・宇宙劇場「ゆるっとプラネタリウム」 

３ 本市 Website からの検索方法

トップページ  > 子育て・教育 >生涯学習 >お知らせ

トップページ  > 新型コロナウイルス関連情報 > 市民利用施設の休止情報 >生涯学習関連施

設（公民館・図書館等）

記者発表資料

令和２年５月１１日（月）

問い合わせ先：生涯学習振興課

課長：山本

担当：田方、曽根

電話：８２９－１７０４

内線：４１１７、４１１８



本市の生涯学習関連施設である博物館、うらわ美術館、公民館、図書館、青少年宇宙科学館が
持つ魅力溢れる学習資源等を市民の皆様方に提供できるよう、「さいたま市生涯学習コンテンツ 『学び
の泉』」を本市Websiteに掲載しました。
泉のごとく湧き出る市民の皆様の知的欲求にお応えできるよう、また、泉が万物に潤いを与え豊かにす

るようにという願いを込めて、皆様の生活がますます豊潤なものになるお手伝いをさせていただきます。

〇博物館  TEL 048-644-2322
Fax 048-644-2313

〇うらわ美術館  TEL 048-827-3218
Fax 048-834-4327

〇生涯学習総合センター  TEL 048-643-5651
Fax 048-648-1860

〇中央図書館  TEL 048-871-2100
Fax 048-884-5500

〇青少年宇宙科学館  TEL 048-881-1515
Fax 048-882-9702

お
問
合
せ

Your Personal Lounge

生涯学習関連施設「探訪」  

施設名等 タイトル 内 容 二次元コード

博物館
さいたまのJAPAN BLUE
 さいたまを染める  

東京オリンピック・パラリンピック２０２０のロゴマークである市松模様のデザインに用い
られている「藍色」。ここでは企画展「さいたまのJAPAN BLUE～さいたまを染める！
～」と題して、さいたま市のJAPAN BLUEの歴史や伝統、技について、４回シリーズで
動画配信します。

うらわ美術館

うらわ美術館の萌芽
開館当時の収蔵品紹介

今年開館20周年を迎えた節目に併せ、開館の年に発行された「うらわ美術館
ニュース 01（創刊号）」の収蔵品紹介コーナーを再録します。20年の時を経てもなお
情報が色褪せない収蔵品の解説は、市民の方々からもう一度読みたいとの声がた
びたび寄せられています。ぜひこの機会に、開館当時へと思いを馳せながらお楽しみく
ださい。今後、好評だった回を更新する予定です。

開館20周年記念展中止に伴う
代替企画「Art into Life」と

の連携

「Art into Life」は、開館20周年記念展中止に伴い新たに企画したものです。
その第一段コンテンツとして、本年4月29日に、うらわ美術館教育普及用キャラクター
「うらびぃ」の誕生をテーマに取り上げました。うらわ美術館では、多くの方々にアート、
そして美術館とつながっていただくことを目的とし、“日常生活にアートを（Art into
Life）” をテーマに、アートの可能性を再発見するための取組（コンテンツ）を順次配
信していきます。

近日中に
発信予定

生涯学習
総合センター・
公民館

「e公民館」は自宅において学習できる様々なコンテンツを動画などでお届けする情
報配信サイトです。
現在、「おうち de 簡単ストレッチ」「朝ドラ時間 de ペーパーバッグ」などのコンテンツ
を公開しています。今後も全ての公民館６０館で作成した魅力あるコンテンツを順次
公開します。

中央図書館

さいたま市図書館オリジナル
「地域もの知りけんてー」

さいたま市図書館には各地域の特色ある文化・伝統・自然環境など地域の宝とも
いえる情報を集めた「地域資料コーナー」があります。ここでは、さいたま市図書館の
地域学習資源を題材に図書館オリジナル「地域もの知りけんてー」を公開しますので、
ぜひ挑戦してください。

さいたま市図書館
コロナ情報館

さいたま市、埼玉県、国などから発信している新型コロナウイルス関連情報を10の項
目に整理したリンク集です。

青少年宇宙
科学館

若田名誉館長に続け！

「宇宙のまち さいたま」

Discovery ０１ 「昼の天体観測 ～ 金星と太陽編 ～」

Discovery ０２ 「星の誕生と謎 ～ 宇宙広場からのレポート ～」

Discovery ０３ 「星景写真 Ⅰ ～ 機材編 ～」

Discovery ０４ 「星景写真 Ⅱ ～ カメラの設定編 ～」

宇宙劇場

「ゆるっとプラネタリウム」
プラネタリウム解説員が、星や宇宙について語るラジオ風の番組を配信します。家
でゆったりとくつろぎながら、満天の星を旅してください。

さいたま市生涯学習コンテンツ「学びの泉」 オリジナルバナー

本市の学芸員や指導主事、社会教育主事、司
書等の専門家と各施設の職員が力を合わせて、
多種多様な学びの教材を用意しました。どうぞお
楽しみください。



さいたま市生涯学習コンテンツ 学びの泉（博物館） 

企画展「さいたまのＪＡＰＡＮ ＢＬＵＥ～さいたまを染める！～」

１ 内容  

令和２年３月７日から開催予定であった、「第 31 回企画展さいたまのＪＡＰＡＮ ＢＬＵＥ～

さいたまを染める！～」を楽しみにされていた方々に向けて、博物館より動画配信させていただき

ます。 

明治時代、来日したお雇い外国人が、当時の日本人の衣服の色の大半が藍色であったことから、

その色を「ジャパンブルー」と名付けたとされます。2020年東京オリンピックパラリンピックの

ロゴマークである市松模様のデザインも藍色で彩られており、日本人に長く愛されてきた色こそ藍

なのです。さいたま市域でも藍とは馴染み深い歴史や文化を持っていたことが様々な資料から判明

しました。動画を通じて、さいたま市における藍をテーマに解説させていただくものです。 

２ 動画構成  

５月３１日まで以下の内容で計４回、順次配信いたします。 

（１）第１回「ＪＡＰＡＮ ＢＬＵＥ」  

藍色が何故ジャパンブルーと呼ばれたかを紹介します。 

（２）第２回「藍の歴史」（語られる藍）  

市内でも藍染が盛んに行われていた歴史を中心に紹介します。 

（３）第３回「藍の美と技」（魅せる藍）  

市内で発見された伊勢型紙や藍染の技法について紹介します。 

（４）第４回「藍の自然と科学」（染める藍） 

  藍染が染まる原理を自然科学的な視点から紹介します。 

３ 配信動画の一場面 

４ 配信方法 

   YouTube でご覧になれます。さいたま市立博物館のＨＰ、さいたま市の博物館Twitter からも

アクセスできます。 



さいたま市生涯学習コンテンツ 学びの泉（うらわ美術館） 

「うらわ美術館の萌芽  開館当時の収蔵品紹介」

1 内容 

2020年 4月 29日、うらわ美術館は開館20周年記念日を迎えました。 

そのような節目の年に併せ、開館の年に発行された「うらわ美術館ニュース 01（創刊号）」の収蔵品

紹介コーナーを再録します。20年の時を経てもなお情報が色褪せない収蔵品の解説は、市民の方々から

もう一度読みたいとの声がたびたび寄せられています。 

ぜひこの機会に、開館当時へと思いを馳せながらお楽しみください。 

（1）「うらわ美術館ニュース 01」 

美術館の収集方針である「地域ゆかりの作家」「本をめぐるアート」それぞれの収蔵品を再録して

います。記念すべき第1号でご紹介するのは、次の二点です。 

・瑛九《春》1959年、うらわ美術館蔵 

・村岡三郎《IRON BOOK》1986年、うらわ美術館蔵 

（2）その他 

今後は好評だった回を更新する予定です。 

2 配信方法 

うらわ美術館ホームページにて配信しています。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

「開館 20周年記念展中止に伴う代替企画『Art into Life』との連携」

1 内容 

「Art into Life」は、開館20周年記念展中止に伴い新たに企画したものです。 

その第一段コンテンツとして、本年 4 月 29 日に、うらわ美術館教育普及用キャラクター「うらび

ぃ」の誕生をテーマに取り上げました。 

うらわ美術館では、多くの方々にアート、そして美術館とつながっていただくことを目的とし、“日

常生活にアートを（Art into Life）” をテーマに、アートの可能性を再発見するための取組（コンテ

ンツ）を順次配信していきます。 

2 配信方法 

うらわ美術館教育普及用キャラクター「うらびぃ」ページは4月29日より配信済みです。 

他のコンテンツ配信は現在調整中です。 



さいたま市生涯学習コンテンツ 学びの泉（生涯学習総合センター・公民館）

１ 内容 

（１）「e 公民館」は、自宅において学習ができる様々なコンテンツを動画などでお届けす

る情報配信サイトです。全ての公民館６０館で作成した魅力あるコンテンツを順次配

信していきます。 

※「e公民館」：「education＆いい」を意味する情報発信サイトの愛称です。 

（２）現在、タオルを使って気軽にできる「おうちｄe簡単ストレッチ」や、新聞で簡単に

作れる「朝ドラ時間ｄeペーパーバッグ」などのコンテンツを公開しています。 

２ 配信方法 

さいたま市ホームページ「e公民館」にて配信しています。 

（主な公開講座） 

 ・「おうち de簡単ストレッチ」 ・「朝ドラ時間 de ペーパーバッグ」 



さいたま市生涯学習コンテンツ 学びの泉（図書館） 

さいたま市図書館オリジナル「地域もの知りけんてー」

１ 内容 

さいたま市図書館には各地域の特色ある文化・伝統・自然環境など地域の宝ともいえ

る情報を集めた「地域資料コーナー」があります。ここでは、さいたま市図書館の地域

学習資源を題材に図書館オリジナル「地域もの知りけんてー」を公開しますので、ぜひ

挑戦してください。現在公開しているのは「岩槻けんてー」と大宮図書館を題材にした

「大宮図書館けんてー」ですが、他の地域も近日中に配信予定です。 

「岩槻けんてー」 

     ●岩槻城の別名はどれ？ 

白鷺城 白鶴城 千鳥城 

     ●遷喬館はどの図書館の前にあるでしょう？ 

      岩槻図書館 岩槻駅東口図書館 岩槻東部図書館 

２ 配信方法 

   さいたま市立図書館ホームページにて配信しています。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

さいたま市図書館 コロナ情報館 

１ 内容 

   さいたま市、埼玉県、国などから発信している新型コロナウイルス関連情報を10の

項目に整理し、リンク集を作成しました。 

〈項目〉 

「総合」「相談窓口、Q&A」「感染予防」「対策会議、記者発表資料」「生活支援、事業

支援」「学校等の臨時休業」「臨時休業中の児童生徒の学び」「市民利用施設、イベント情

報」「注意喚起 消費者トラブル・不審電話」「その他 食事等」 

２ 配信方法 

   さいたま市立図書館ホームページにて配信しています。 



若田名誉館長に続け！ 「宇宙のまち さいたま」 

１ 内容 

若田名誉館長率いる青少年宇宙科学館がくり出す「宇宙

のまち さいたま」をコンセプトに、身近な宇宙の不思議

から専門的な宇宙の魅力まで、４本立ての構成で「宇宙」に

ついて詳しく紹介します。昨年度さいたま市教育委員会が

策定した「『宇宙のまち さいたま』教育プロジェクト」を

周知する取組の一つとして、広く配信をしていきたいと考えています。 

Discovery ０１ 「昼の天体観測 ～ 金星と太陽編 ～」 

今春以降の金星、太陽の観測を通して、双眼鏡・望遠鏡の見え方についても紹介し 

ています。 

   Discovery ０２ 「星の誕生と謎 ～ 宇宙広場からのレポート ～」 

    “宇宙広場からのレポート”と称して、青少年宇宙科学館の宇宙広場の天体に関す 

るパネルの紹介をしています。 

   Discovery ０３ 「星景写真 Ⅰ ～ 機材編 ～」 

星景写真を撮る際の機材編として、カメラ、レンズ、三脚等の機材の紹介をしてい

ます。 

   Discovery ０４ 「星景写真 Ⅱ ～ カメラの設定編 ～」 

    星景写真を撮る際のカメラの設定編としてカメラ設定の方法の紹介をしています。

２ 配信方法 

青少年宇宙科学館ホームページにて配信しています。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

宇宙劇場 「ゆるっと プラネタリウム」

１ 内容 

青少年宇宙科学館と事業を提携している宇宙劇場が送る「ゆるっと プラネタリウ 

ム」は、日頃のプラネタリウム投映のナレーションとはまた一味違って、星や宇宙に 

ついてプラネタリウム解説員が語るラジオ風の番組を配信します。家でゆったりとく 

つろぎながら、満天の星を旅してください。 

２ 配信方法 

  宇宙劇場ホームページにて配信しています。 

さいたま市生涯学習コンテンツ 学びの泉（青少年宇宙科学館） 


