
研　修　事　業

生涯学習推進センターⅠ

令和２年度
山口県ひとづくり財団　県民学習部

上記①～⑤の研修の詳細、申込用紙はひとづくり財団のホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1710　　　 083-987-1760　　　　  yh-kengaku@hito21.jp
山口県ひとづくり財団ホームページ　　　　  https://www.hito21.jp/

ひとづくり財団のホームページは
こちらから

お問合せ
・

お申込先

公益財団法人　山口県ひとづくり財団
〒754-0893　山口市秋穂二島 1062山口県セミナーパーク内

　　https://www.hito21.jp/

研修以外の講演会やイベントについては、
「山口県セミナーパーク公開講座」リーフレットに掲載しています。

各市町の公民館や図書館、商工会議所等に配置していますので、
こちらもぜひお手に取っていただき、積極的な御参加をお願いします。

　山口県ひとづくり財団　県民学習部では、県民の皆様の生涯学習と環境学習を推進するため、専門職
の資質向上やリーダー養成、生涯学習、環境学習に係る各種研修事業を行っています。
　各事業によって研修内容や申込み方法が異なりますので、詳しくは、「山口県ひとづくり財団」ホーム
ページ、「かがやきネットやまぐち」ホームページ及び「環境学習のひろば」ホームページを御覧ください。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

助　成　事　業

助成の条件

　山口県ひとづくり財団では、助成の条件を満たした県内の団体等に対し、青少年健全育成、地域活性
化のための活動や専門職人材の資質向上に向けて、その活動を支援する助成事業を行っています。
　各事業によって助成内容が異なりますので、詳しくは、山口県ひとづくり財団ホームページを御覧くだ
さい。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

１　各事業の目的に合致した事業であること
２　審査会による審査で適当と認められた事業であること
　※なお、次の事業は助成の対象としません
　（１）営利を目的とする事業
　（２）宗教的、政治的又は商業的宣伝の意図のある事業
　（３）国や上部団体の支部等としての組織的な事業

対象経費
１　旅費交通費（外部指導者の交通費、宿泊費等）
２　通信運搬費（道具運搬費、切手代等）
３　消 耗 品 費（資料購入費、文具購入費等）
４　印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム印刷費等）
５　賃　借　料（資材・器具借料、会場使用料・冷暖房使用料等）
６　諸　謝　金（外部指導者謝金等）
７　保　険　料（傷害保険料等）

その他
事業のポスター、チラシ、プログラム等を作成する場合には、「公益財団法人山口県ひとづくり財団助成
事業」である旨の表示をしてください。

助成事業の流れ
１ 山口県ひとづくり財団ホームページの「研修・助成」から所定様式をダウンロードしてください。
２ 所定様式に記入の上、締切日までに郵送または持参により提出してください。
３ 審査会で審査の後、交付を決定し、文書により通知します。
４ 事業の実施・完了後に提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場合に、助成金の額を確
定し交付します。

 ※なお、必要と認めたときは概算払いができます。

各事業により、上記の他にも助成の条件や対象外経費があります。
詳しくは募集要項を御確認ください。

やまぐち総合教育支援センター開放講義

研修・助成事業案内研修・助成事業案内
　複雑化・多様化する教育課題を解決するためには、学校、家庭、地域が連携・協働して対応する必
要があると考えます。「教育コア・プロジェクト」は、学校、家庭、地域において教育活動の中核となる
人材に共に学んでいただく機会を提供し、地域の教育力の向上を図るとともに、山口県教育の一層
のレベルアップをめざすものです。
　総合教育支援センターでは、教職員、保護者、県民が共に学べる開放講義を二つ設定いたしまし
た。全国的にも著名な講師をお招きしておりますので、地域の教育力向上に関心のある方々の多数
の御参加をお待ちしております。

教育コア・プロジェクト

共催：山口県ひとづくり財団

開放講義の詳細については、やまぐち総合教育支援センターウェブページ
（https://www.ysn21.jp/）を御覧ください。

〒754-0893
山口市秋穂二島1062　やまぐち総合教育支援センター 企画室
　　  083-987-1290　　　 083-987-1259　　　　　kikaku@center.ysn21.jp

やまぐち総合教育支援センターの
ウェブページはこちらから

お問合せ先

URL

TEL FAX e-mail

TEL FAX
URL

e-mail

対象者 実施時期 申込締切
① やまぐちパワーアップセミナー2020

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校の教員で、原則30歳代後半から40歳代
の者　　40人

第１期　６月18日㈭～19日㈮［１泊２日］
第２期　８月17日㈪～19日㈬［２泊３日］
第３期　11月11日㈬～12日㈭［１泊２日］

４月24日㈮

備考：公立学校については、申込みの詳細を、別途県教育庁教職員課から各学校・市町教育委員会にお知らせし
ます。
私立学校は、直接財団に申し込んでください。

② 人間関係づくり・集団づくりセミナー
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校の教職員  40人 ６月25日㈭～26㈮［１泊２日］ ４月22日㈬

備考：十種ヶ峰青少年自然の家で実施します。応募者多数の場合は抽選とします。教職員の方は、メールでのみ
受け付けます。
「初任研学校選択研修」としての受講の場合も財団への申込みが必要です。

③ やまぐちイキイキ 女性力UPセミナーⅠ～働く女性が輝くためのキャリアデザイン～
若手から中堅の働く女性  (会社員・公務員・教職
員・団体職員等） 30人

前期　７月31日㈮～８月１日㈯［宿泊可］
後期　８月28日㈮ ６月12日㈮

備考：備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
④ やまぐちイキイキ☆女性力UPセミナーⅡ～働く女性が輝くための管理職＆リーダー養成研修～

管理職及び管理職を目指す働く女性（会社員・公
務員・教職員・団体職員等）20人
※ただし、女性力UPセミナーⅠの修了生は、受
講後２年以上を経過していることを原則とする。

９月25日㈮～26日㈯［宿泊可］ ７月17日㈮

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
⑤ ジャンプアップ！若手リーダー育成セミナー

将来、中核人材として期待される、採用から概ね
５年以上が経過した若手の会社員・公務員・教職
員・団体職員等　30人

10月15日㈭～16日㈮［宿泊可］ ７月１日㈬～
８月31日㈪

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。

夢トークinやまぐち　講演会
きらり山口ひとものがたりセミナー
セミナーパーク“生きもの不思議発見”講座

こちらの事業の詳細は公開講座リーフレット
（前期・後期）を御覧ください。　

その①

開
放
講
義

講 義 名 これからを生き抜く子どもの資質・能力とは

講　　師 ㈱リクルート　キャリアガイダンス
　　編集長　　山下　真司　氏

開 催 日 ８月 25 日　火曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 150 人

内 容 等

　かつてないスピードで世の中が変わりはじめ、
そこで求められる人材や働き方も大きく変わりは
じめています。変化が激しく予測できない時代を
迎え、教育改革の本質をどう捉え、どのように取
り組んでいくべきか、最新動向や多くの事例を踏
まえながら講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ 教育支援部に氏名・連絡先（TEL，FAX，メール
アドレス等）を記載し FAX（083-987-0209）で

その②

開
放
講
義

講 義 名 発達障害のある幼児児童生徒の教育

講　　師 岡山大学教育学研究科
　　教授　　佐藤　暁 ( さとる )　氏

開 催 日 ８月 17 日　月曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 252 人

内 容 等

　共生社会の実現に向けて、学校や地域における
特別支援教育のさらなる推進と、発達障害等のあ
る子どもへの理解と支援が求められています。発
達障害について正しく理解するとともに子どもの
困りに寄り添う支援を実現するために、具体的な
手立ての紹介等を含めて講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ ふれあい教育センターに氏名・連絡先（TEL，
FAX，メールアドレス等）を記載し FAX（083-
987-1259）で



研　修　事　業

生涯学習推進センターⅠ

令和２年度
山口県ひとづくり財団　県民学習部

上記①～⑤の研修の詳細、申込用紙はひとづくり財団のホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1710　　　 083-987-1760　　　　  yh-kengaku@hito21.jp
山口県ひとづくり財団ホームページ　　　　  https://www.hito21.jp/

ひとづくり財団のホームページは
こちらから

お問合せ
・

お申込先

公益財団法人　山口県ひとづくり財団
〒754-0893　山口市秋穂二島 1062山口県セミナーパーク内

　　https://www.hito21.jp/

研修以外の講演会やイベントについては、
「山口県セミナーパーク公開講座」リーフレットに掲載しています。

各市町の公民館や図書館、商工会議所等に配置していますので、
こちらもぜひお手に取っていただき、積極的な御参加をお願いします。

　山口県ひとづくり財団　県民学習部では、県民の皆様の生涯学習と環境学習を推進するため、専門職
の資質向上やリーダー養成、生涯学習、環境学習に係る各種研修事業を行っています。
　各事業によって研修内容や申込み方法が異なりますので、詳しくは、「山口県ひとづくり財団」ホーム
ページ、「かがやきネットやまぐち」ホームページ及び「環境学習のひろば」ホームページを御覧ください。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

助　成　事　業

助成の条件

　山口県ひとづくり財団では、助成の条件を満たした県内の団体等に対し、青少年健全育成、地域活性
化のための活動や専門職人材の資質向上に向けて、その活動を支援する助成事業を行っています。
　各事業によって助成内容が異なりますので、詳しくは、山口県ひとづくり財団ホームページを御覧くだ
さい。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

１　各事業の目的に合致した事業であること
２　審査会による審査で適当と認められた事業であること
　※なお、次の事業は助成の対象としません
　（１）営利を目的とする事業
　（２）宗教的、政治的又は商業的宣伝の意図のある事業
　（３）国や上部団体の支部等としての組織的な事業

対象経費
１　旅費交通費（外部指導者の交通費、宿泊費等）
２　通信運搬費（道具運搬費、切手代等）
３　消 耗 品 費（資料購入費、文具購入費等）
４　印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム印刷費等）
５　賃　借　料（資材・器具借料、会場使用料・冷暖房使用料等）
６　諸　謝　金（外部指導者謝金等）
７　保　険　料（傷害保険料等）

その他
事業のポスター、チラシ、プログラム等を作成する場合には、「公益財団法人山口県ひとづくり財団助成
事業」である旨の表示をしてください。

助成事業の流れ
１ 山口県ひとづくり財団ホームページの「研修・助成」から所定様式をダウンロードしてください。
２ 所定様式に記入の上、締切日までに郵送または持参により提出してください。
３ 審査会で審査の後、交付を決定し、文書により通知します。
４ 事業の実施・完了後に提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場合に、助成金の額を確
定し交付します。

 ※なお、必要と認めたときは概算払いができます。

各事業により、上記の他にも助成の条件や対象外経費があります。
詳しくは募集要項を御確認ください。

やまぐち総合教育支援センター開放講義

研修・助成事業案内研修・助成事業案内
　複雑化・多様化する教育課題を解決するためには、学校、家庭、地域が連携・協働して対応する必
要があると考えます。「教育コア・プロジェクト」は、学校、家庭、地域において教育活動の中核となる
人材に共に学んでいただく機会を提供し、地域の教育力の向上を図るとともに、山口県教育の一層
のレベルアップをめざすものです。
　総合教育支援センターでは、教職員、保護者、県民が共に学べる開放講義を二つ設定いたしまし
た。全国的にも著名な講師をお招きしておりますので、地域の教育力向上に関心のある方々の多数
の御参加をお待ちしております。

教育コア・プロジェクト

共催：山口県ひとづくり財団

開放講義の詳細については、やまぐち総合教育支援センターウェブページ
（https://www.ysn21.jp/）を御覧ください。

〒754-0893
山口市秋穂二島1062　やまぐち総合教育支援センター 企画室
　　  083-987-1290　　　 083-987-1259　　　　　kikaku@center.ysn21.jp

やまぐち総合教育支援センターの
ウェブページはこちらから

お問合せ先

URL

TEL FAX e-mail

TEL FAX
URL

e-mail

対象者 実施時期 申込締切
① やまぐちパワーアップセミナー2020

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校の教員で、原則30歳代後半から40歳代
の者　　40人

第１期　６月18日㈭～19日㈮［１泊２日］
第２期　８月17日㈪～19日㈬［２泊３日］
第３期　11月11日㈬～12日㈭［１泊２日］

４月24日㈮

備考：公立学校については、申込みの詳細を、別途県教育庁教職員課から各学校・市町教育委員会にお知らせし
ます。
私立学校は、直接財団に申し込んでください。

② 人間関係づくり・集団づくりセミナー
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校の教職員  40人 ６月25日㈭～26㈮［１泊２日］ ４月22日㈬

備考：十種ヶ峰青少年自然の家で実施します。応募者多数の場合は抽選とします。教職員の方は、メールでのみ
受け付けます。
「初任研学校選択研修」としての受講の場合も財団への申込みが必要です。

③ やまぐちイキイキ 女性力UPセミナーⅠ～働く女性が輝くためのキャリアデザイン～
若手から中堅の働く女性  (会社員・公務員・教職
員・団体職員等） 30人

前期　７月31日㈮～８月１日㈯［宿泊可］
後期　８月28日㈮ ６月12日㈮

備考：備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
④ やまぐちイキイキ☆女性力UPセミナーⅡ～働く女性が輝くための管理職＆リーダー養成研修～

管理職及び管理職を目指す働く女性（会社員・公
務員・教職員・団体職員等）20人
※ただし、女性力UPセミナーⅠの修了生は、受
講後２年以上を経過していることを原則とする。

９月25日㈮～26日㈯［宿泊可］ ７月17日㈮

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
⑤ ジャンプアップ！若手リーダー育成セミナー

将来、中核人材として期待される、採用から概ね
５年以上が経過した若手の会社員・公務員・教職
員・団体職員等　30人

10月15日㈭～16日㈮［宿泊可］ ７月１日㈬～
８月31日㈪

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。

夢トークinやまぐち　講演会
きらり山口ひとものがたりセミナー
セミナーパーク“生きもの不思議発見”講座

こちらの事業の詳細は公開講座リーフレット
（前期・後期）を御覧ください。　

その①

開
放
講
義

講 義 名 これからを生き抜く子どもの資質・能力とは

講　　師 ㈱リクルート　キャリアガイダンス
　　編集長　　山下　真司　氏

開 催 日 ８月 25 日　火曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 150 人

内 容 等

　かつてないスピードで世の中が変わりはじめ、
そこで求められる人材や働き方も大きく変わりは
じめています。変化が激しく予測できない時代を
迎え、教育改革の本質をどう捉え、どのように取
り組んでいくべきか、最新動向や多くの事例を踏
まえながら講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ 教育支援部に氏名・連絡先（TEL，FAX，メール
アドレス等）を記載し FAX（083-987-0209）で

その②

開
放
講
義

講 義 名 発達障害のある幼児児童生徒の教育

講　　師 岡山大学教育学研究科
　　教授　　佐藤　暁 ( さとる )　氏

開 催 日 ８月 17 日　月曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 252 人

内 容 等

　共生社会の実現に向けて、学校や地域における
特別支援教育のさらなる推進と、発達障害等のあ
る子どもへの理解と支援が求められています。発
達障害について正しく理解するとともに子どもの
困りに寄り添う支援を実現するために、具体的な
手立ての紹介等を含めて講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ ふれあい教育センターに氏名・連絡先（TEL，
FAX，メールアドレス等）を記載し FAX（083-
987-1259）で



生涯学習推進センターⅡ 助成事業一覧環境学習推進センター

環境活動団体支援事業

助成の対象

上記⑥～⑩の研修の詳細はかがやきネットやまぐちのホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1730　　　  083-987-1760　　　　  center@yamaguchi.kagayakinet.jp
かがやきネットやまぐちホームページ　　　　 https://www.kagayaki.pref.yamaguchi.lg.jp/

「かがやきネットやまぐち」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  083-987-1110　　　  083-987-1720　　　　  kankyo.c@hito21.jp
環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」
　　  https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php
メールマガジンの登録は、QRコードを読み込んで当センターのホームページから、手続きしてください。

「環境学習のひろば」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先
山口県ひとづくり財団ホームページ　https://www.hito21.jp/

◆募集要項および所定様式はこちらから◆

　環境活動団体が実施する自然環境保全等の活動を通じて、子
ども達や住民等が自然共生型の地域づくりを推進し、環境に配
慮した行動がとれるようになることを目的として、活動にかかる
経費の一部を助成します。

・県内に活動拠点を有し、かつ県内で１年以上活動している環境活動団体
・「野生動植物の保全等」、「自然環境の保全・再生」、「自然とのふれあい」のいずれかの事業であっ
て、子ども（高校生以下）の参加者が原則５人以上あり、年間２回以上の実践活動を行うもの

５月１３日（水）申請締切

１事業当たり２０万円を限度と
します助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１１１０　　　  ０８３-９８７-１７２０　　　　　 kankyo.c@hito21.jp

お問合せ
申請先

環境学習指導者派遣事業
　県民の皆様の「環境の保全」についての理解を深め、地域における取組を促進するため、学校や環境保全
団体、消費者団体などが県内各地で行う講演会や体験学習会などに、環境学習指導者バンクに登録してい
る専門的知識や豊富な経験等を有する指導者を派遣します。
　指導者の派遣経費（旅費、謝金）は、当センターが負担します。

希少野生動植物保護対策
　絶滅のおそれのある野生動植物の保護活動や自然環境の保全活動に参加し、希少野生動植物保護対策
の大切さを地域の人に広めることができる「希少野生動植物種保護支援員」を育成しています。
　「希少野生動植物種保護支援員」には、野生動植物の保護や生物多様性に関心のある方ならどなたでも
応募できます。
　　（資格、経験は必要がありません。小学生は、保護者と一緒に申込み）

教育研究・研修活動支援事業

1スクールリーダー支援事業

助成の対象

　山口県における教育の振興と充実を図るため、学校課題の解決やスクールリーダーの資質能力の向上に
資する研究や研修に対して助成します。

校長・副校長・教頭からなる団体やグループ

５月１３日（水）申請締切
１件当たり３０万円を限度とします助 成 額

２教育関係団体支援事業

助成の対象

　児童・生徒の教育の充実や教職員の資質向上等により教育の振興・充実に資するため、教育関係団体等
が行う研究会・研修会等を助成します。

山口県内の教育関係団体等が山口県内で行う研究会・研修会等であって、原則として中国地区規模
以上のもの。

５月１３日（水）申請締切
対象経費の２分の１以内とし、３０万円を限度とします助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１710　　　  ０８３-９８７-１７6０　　　　　 yh-kengaku@hito21.jp

お問合せ
申請先

　各種講座等の詳細は、開催の都度、市町役場や図書館などに参加者募集案内を配置するとともに、ホー
ムページ「環境学習のひろば」やメールマガジン、フェイスブックなどでお知らせしています。
　すべて参加費は無料で、申込み期限は、概ね開催日の２０日前までとしています。参加を希望される方は、
それぞれの講座等の申込方法に沿って申し込んでください。

講師派遣希望者 ➡ ➡環境学習推進センター 環境学習指導者

派遣要請派遣申請

《講師派遣の流れ》

○希少野生動植物種保護支援員を対象の研修会を開催（参加費無料）

TEL FAX
URL

e-mail

TEL FAX

URL

e-mail

TEL FAX e-mail

TEL FAX e-mail

派遣先

指導方法

指導者の区分
環境アドバイザー

（講演型環境学習指導者）
環境パートナー

（体験型環境学習指導者）
こどもエコクラブアドバイザー
（こどもエコクラブ指導者）

環境学習講演会等での講演・講義 体験学習会等での指導

環境保全団体、消費者団体　等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校、保育所、放課後児童クラブ　等

環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」に、手続きの方法を掲載しています
　○山口県環境学習指導者バンク派遣要領（派遣対象：環境保全団体、消費者団体　等）
　○学校等への環境学習指導者派遣要項（派遣対象：学校、幼稚園、放課後児童クラブ　等）

指導者の経歴や指導分野等は、当センターのホームページで検索することができます

こどもエコクラブの助言・指導

こどもエコクラブ

派遣手続

指導内容等

開催日 開催場所 内　容

１１月８日（日）第１回 秋吉台エコミュージアム（美祢市）　他 「コウモリの生態」についての学習とコウモリ
の観察会

令和３年３月７日（日）第２回 東和総合センター（周防大島町）　他 「山口県東部海域の環境を守る取組」につい
ての学習と現地見学

対象者 実施時期 申込締切

⑥ 生涯学習活動地域コーディネーター養成講座 

生涯学習活動に関わる公民館職員等　20人程度 ５月30日㈯ ５月15日㈮

⑦ クライミング技術講習会

トップロープクライミングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回 開催日の
２週間前ボルダリングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回

備考：申込みの際には生年月日（保険加入のため）を記入してください

⑧ やまぐち未来アカデミア

やまぐち「志」キャンプ

小学校５年生～中学校２年生　80人 前期　８月９日㈰～11日㈫
後期　12月12日㈯～13日㈰ ６月12日㈮

やまぐち高校生ふるさと探究

高校生　30人 ８月20日㈭～21日㈮ 未定

やまぐち若者　MY　PROJECT

高校生　40人
スタートアップキャンプ
　　　　　　８月３日㈪～４日㈫
実践発表会　12月または１月

未定

⑨ 夢・志 応援プロジェクト

講師派遣

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、
放課後児童クラブ、公民館、コミュニティセンター　等 ６月から３月までの間 開催日の

１か月前

講師派遣の助成

小・中・高等学校、特別支援学校　等 ６月から３月までの間 開催日の
１か月前

【プログラム例】

○課題解決型学習・探究型学習　　○地域と連携したキャリア教育　　○プログラミング教育
○コミュニティ・スクールの充実　　○夢や志を育み応援する講演会　など 

夢・志 応援講師養成セミナー

講師としてのスキルを身に付けたい者　20人 年間２回 未定

⑩ ものづくり教室（折り紙）

小学校４～６年生、一般県民　10～15人 年間20回 未定

人づくり・地域づくりフォーラムin山口　⇒　今年度は休止します。

○主催講座
区　分 対象者 開催日 内　　　容

子ども向け
講座

エコっこ
スクール

（一日型）
小学生と保護者

30人程度

５月24日㈰ 親と子の水辺の教室～山口市木崎川～
講師：後藤益滋先生((株)日本工営中央研究所)　他

６月７日㈰ ときわ公園で学ぶ「私たちの環境と未来」
講師：宮下実先生（宇部市ときわ動物園長）他　　

７月５日㈰ 食品ロスの現状とその削減に向けた取組
講師：今村主税先生（山口県立大学准教授）　他

９月13日㈰ 動物たちとの共存～徳山動物園～
講師：木原一郎先生（周南市徳山動物園園長補佐）

10月18日㈰ 角島の海辺の生き物
講師：杉村智幸先生（山口市立平川小学校）　他

11月１日㈰ 景清洞・サファリランドで命をつなく動物たち
講師：村上崇史先生（日本洞窟学会副会長）他

12月13日㈰
ニホンアワサンゴの調査と周防大島周辺の豊かな海を守る
ための活動
講師： 藤本正明先生（山口県東部海域にエコツーリズムを

推進する会会長）他
エコっこ
スクール

（宿泊型）
小学４～６年生

30人程度
８月18日㈫
～19日㈬

夏休みエコ合宿～「環境」に関する体験学習講座～
講師：やまぐち総合教育支援センター職員　他

一般向け講座
（中学生以上） 環境学習講座

一般県民
30人程度

（中学生以上）

４月12日㈰ こころとからだで森を感じてみよう～森林セラピー体験～
講師：山口市徳地森林セラピー基地　森の案内人

４月26日㈰ 竜王山　春の自然観察会
講師：山陽小野田語り部の会

５月10日㈰
秋吉台　春の自然観察会
講師： 中沢妙子先生(秋吉台地域エコツアーインタープリ

ター)　他

７月30日㈭ 地球温暖化の現状と省エネ・節電対策
講師：福代和宏先生（山口大学教授）　

10月４日㈰ 次世代自動車の利活用促進
講師：貴島孝雄先生（山口東京理科大学教授）

11月29日㈰ オオサンショウウオの保護活動と地域づくり
講師：桑原一司先生（日本オオサンショウウオの会会長）他

○研修会・講演会
研修会等 開催日 会　場 内　　　容

「水辺の教室」等指導者
養成研修会

第１回　５月14日㈭　山口県環境保
健センター
大歳庁舎　他

　水生生物を観察しながら水辺に親しみ、水質を
保全することの大切さについて学習する「親と子
の水辺の教室」や「水生生物調査」の指導者を養
成する
（第１回と第２回は同じ内容）第２回　６月２日㈫

持続可能な地域づくり研修会 ６月21日㈰
13時～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
大研修室

　中津干潟の豊かな自然を次の世代に残すため、
子ども達とともに干潟観察会や海辺の教室、海岸
清掃などに取り組んでいる大分県中津市のＮＰＯ
法人の取組を紹介

環境学習講演会
（夢トークinやまぐち講演会）

12月６日㈰
13時30分～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
講堂

　県民の環境学習への関心と意欲を高めるため、
著名人による「環境」をテーマにした講演会を開
催する
　講師及び演題については調整中



生涯学習推進センターⅡ 助成事業一覧環境学習推進センター

環境活動団体支援事業

助成の対象

上記⑥～⑩の研修の詳細はかがやきネットやまぐちのホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1730　　　  083-987-1760　　　　  center@yamaguchi.kagayakinet.jp
かがやきネットやまぐちホームページ　　　　 https://www.kagayaki.pref.yamaguchi.lg.jp/

「かがやきネットやまぐち」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  083-987-1110　　　  083-987-1720　　　　  kankyo.c@hito21.jp
環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」
　　  https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php
メールマガジンの登録は、QRコードを読み込んで当センターのホームページから、手続きしてください。

「環境学習のひろば」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先
山口県ひとづくり財団ホームページ　https://www.hito21.jp/

◆募集要項および所定様式はこちらから◆

　環境活動団体が実施する自然環境保全等の活動を通じて、子
ども達や住民等が自然共生型の地域づくりを推進し、環境に配
慮した行動がとれるようになることを目的として、活動にかかる
経費の一部を助成します。

・県内に活動拠点を有し、かつ県内で１年以上活動している環境活動団体
・「野生動植物の保全等」、「自然環境の保全・再生」、「自然とのふれあい」のいずれかの事業であっ
て、子ども（高校生以下）の参加者が原則５人以上あり、年間２回以上の実践活動を行うもの

５月１３日（水）申請締切

１事業当たり２０万円を限度と
します助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１１１０　　　  ０８３-９８７-１７２０　　　　　 kankyo.c@hito21.jp

お問合せ
申請先

環境学習指導者派遣事業
　県民の皆様の「環境の保全」についての理解を深め、地域における取組を促進するため、学校や環境保全
団体、消費者団体などが県内各地で行う講演会や体験学習会などに、環境学習指導者バンクに登録してい
る専門的知識や豊富な経験等を有する指導者を派遣します。
　指導者の派遣経費（旅費、謝金）は、当センターが負担します。

希少野生動植物保護対策
　絶滅のおそれのある野生動植物の保護活動や自然環境の保全活動に参加し、希少野生動植物保護対策
の大切さを地域の人に広めることができる「希少野生動植物種保護支援員」を育成しています。
　「希少野生動植物種保護支援員」には、野生動植物の保護や生物多様性に関心のある方ならどなたでも
応募できます。
　　（資格、経験は必要がありません。小学生は、保護者と一緒に申込み）

教育研究・研修活動支援事業

1スクールリーダー支援事業

助成の対象

　山口県における教育の振興と充実を図るため、学校課題の解決やスクールリーダーの資質能力の向上に
資する研究や研修に対して助成します。

校長・副校長・教頭からなる団体やグループ

５月１３日（水）申請締切
１件当たり３０万円を限度とします助 成 額

２教育関係団体支援事業

助成の対象

　児童・生徒の教育の充実や教職員の資質向上等により教育の振興・充実に資するため、教育関係団体等
が行う研究会・研修会等を助成します。

山口県内の教育関係団体等が山口県内で行う研究会・研修会等であって、原則として中国地区規模
以上のもの。

５月１３日（水）申請締切
対象経費の２分の１以内とし、３０万円を限度とします助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１710　　　  ０８３-９８７-１７6０　　　　　 yh-kengaku@hito21.jp

お問合せ
申請先

　各種講座等の詳細は、開催の都度、市町役場や図書館などに参加者募集案内を配置するとともに、ホー
ムページ「環境学習のひろば」やメールマガジン、フェイスブックなどでお知らせしています。
　すべて参加費は無料で、申込み期限は、概ね開催日の２０日前までとしています。参加を希望される方は、
それぞれの講座等の申込方法に沿って申し込んでください。

講師派遣希望者 ➡ ➡環境学習推進センター 環境学習指導者

派遣要請派遣申請

《講師派遣の流れ》

○希少野生動植物種保護支援員を対象の研修会を開催（参加費無料）

TEL FAX
URL

e-mail

TEL FAX

URL

e-mail

TEL FAX e-mail

TEL FAX e-mail

派遣先

指導方法

指導者の区分
環境アドバイザー

（講演型環境学習指導者）
環境パートナー

（体験型環境学習指導者）
こどもエコクラブアドバイザー
（こどもエコクラブ指導者）

環境学習講演会等での講演・講義 体験学習会等での指導

環境保全団体、消費者団体　等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校、保育所、放課後児童クラブ　等

環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」に、手続きの方法を掲載しています
　○山口県環境学習指導者バンク派遣要領（派遣対象：環境保全団体、消費者団体　等）
　○学校等への環境学習指導者派遣要項（派遣対象：学校、幼稚園、放課後児童クラブ　等）

指導者の経歴や指導分野等は、当センターのホームページで検索することができます

こどもエコクラブの助言・指導

こどもエコクラブ

派遣手続

指導内容等

開催日 開催場所 内　容

１１月８日（日）第１回 秋吉台エコミュージアム（美祢市）　他 「コウモリの生態」についての学習とコウモリ
の観察会

令和３年３月７日（日）第２回 東和総合センター（周防大島町）　他 「山口県東部海域の環境を守る取組」につい
ての学習と現地見学

対象者 実施時期 申込締切

⑥ 生涯学習活動地域コーディネーター養成講座 

生涯学習活動に関わる公民館職員等　20人程度 ５月30日㈯ ５月15日㈮

⑦ クライミング技術講習会

トップロープクライミングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回 開催日の
２週間前ボルダリングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回

備考：申込みの際には生年月日（保険加入のため）を記入してください

⑧ やまぐち未来アカデミア

やまぐち「志」キャンプ

小学校５年生～中学校２年生　80人 前期　８月９日㈰～11日㈫
後期　12月12日㈯～13日㈰ ６月12日㈮

やまぐち高校生ふるさと探究

高校生　30人 ８月20日㈭～21日㈮ 未定

やまぐち若者　MY　PROJECT

高校生　40人
スタートアップキャンプ
　　　　　　８月３日㈪～４日㈫
実践発表会　12月または１月

未定

⑨ 夢・志 応援プロジェクト

講師派遣

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、
放課後児童クラブ、公民館、コミュニティセンター　等 ６月から３月までの間 開催日の

１か月前

講師派遣の助成

小・中・高等学校、特別支援学校　等 ６月から３月までの間 開催日の
１か月前

【プログラム例】

○課題解決型学習・探究型学習　　○地域と連携したキャリア教育　　○プログラミング教育
○コミュニティ・スクールの充実　　○夢や志を育み応援する講演会　など 

夢・志 応援講師養成セミナー

講師としてのスキルを身に付けたい者　20人 年間２回 未定

⑩ ものづくり教室（折り紙）

小学校４～６年生、一般県民　10～15人 年間20回 未定

人づくり・地域づくりフォーラムin山口　⇒　今年度は休止します。

○主催講座
区　分 対象者 開催日 内　　　容

子ども向け
講座

エコっこ
スクール

（一日型）
小学生と保護者

30人程度

５月24日㈰ 親と子の水辺の教室～山口市木崎川～
講師：後藤益滋先生((株)日本工営中央研究所)　他

６月７日㈰ ときわ公園で学ぶ「私たちの環境と未来」
講師：宮下実先生（宇部市ときわ動物園長）他　　

７月５日㈰ 食品ロスの現状とその削減に向けた取組
講師：今村主税先生（山口県立大学准教授）　他

９月13日㈰ 動物たちとの共存～徳山動物園～
講師：木原一郎先生（周南市徳山動物園園長補佐）

10月18日㈰ 角島の海辺の生き物
講師：杉村智幸先生（山口市立平川小学校）　他

11月１日㈰ 景清洞・サファリランドで命をつなく動物たち
講師：村上崇史先生（日本洞窟学会副会長）他

12月13日㈰
ニホンアワサンゴの調査と周防大島周辺の豊かな海を守る
ための活動
講師： 藤本正明先生（山口県東部海域にエコツーリズムを

推進する会会長）他
エコっこ
スクール

（宿泊型）
小学４～６年生

30人程度
８月18日㈫
～19日㈬

夏休みエコ合宿～「環境」に関する体験学習講座～
講師：やまぐち総合教育支援センター職員　他

一般向け講座
（中学生以上） 環境学習講座

一般県民
30人程度

（中学生以上）

４月12日㈰ こころとからだで森を感じてみよう～森林セラピー体験～
講師：山口市徳地森林セラピー基地　森の案内人

４月26日㈰ 竜王山　春の自然観察会
講師：山陽小野田語り部の会

５月10日㈰
秋吉台　春の自然観察会
講師： 中沢妙子先生(秋吉台地域エコツアーインタープリ

ター)　他

７月30日㈭ 地球温暖化の現状と省エネ・節電対策
講師：福代和宏先生（山口大学教授）　

10月４日㈰ 次世代自動車の利活用促進
講師：貴島孝雄先生（山口東京理科大学教授）

11月29日㈰ オオサンショウウオの保護活動と地域づくり
講師：桑原一司先生（日本オオサンショウウオの会会長）他

○研修会・講演会
研修会等 開催日 会　場 内　　　容

「水辺の教室」等指導者
養成研修会

第１回　５月14日㈭　山口県環境保
健センター
大歳庁舎　他

　水生生物を観察しながら水辺に親しみ、水質を
保全することの大切さについて学習する「親と子
の水辺の教室」や「水生生物調査」の指導者を養
成する
（第１回と第２回は同じ内容）第２回　６月２日㈫

持続可能な地域づくり研修会 ６月21日㈰
13時～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
大研修室

　中津干潟の豊かな自然を次の世代に残すため、
子ども達とともに干潟観察会や海辺の教室、海岸
清掃などに取り組んでいる大分県中津市のＮＰＯ
法人の取組を紹介

環境学習講演会
（夢トークinやまぐち講演会）

12月６日㈰
13時30分～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
講堂

　県民の環境学習への関心と意欲を高めるため、
著名人による「環境」をテーマにした講演会を開
催する
　講師及び演題については調整中



生涯学習推進センターⅡ 助成事業一覧環境学習推進センター

環境活動団体支援事業

助成の対象

上記⑥～⑩の研修の詳細はかがやきネットやまぐちのホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1730　　　  083-987-1760　　　　  center@yamaguchi.kagayakinet.jp
かがやきネットやまぐちホームページ　　　　 https://www.kagayaki.pref.yamaguchi.lg.jp/

「かがやきネットやまぐち」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  083-987-1110　　　  083-987-1720　　　　  kankyo.c@hito21.jp
環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」
　　  https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php
メールマガジンの登録は、QRコードを読み込んで当センターのホームページから、手続きしてください。

「環境学習のひろば」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先
山口県ひとづくり財団ホームページ　https://www.hito21.jp/

◆募集要項および所定様式はこちらから◆

　環境活動団体が実施する自然環境保全等の活動を通じて、子
ども達や住民等が自然共生型の地域づくりを推進し、環境に配
慮した行動がとれるようになることを目的として、活動にかかる
経費の一部を助成します。

・県内に活動拠点を有し、かつ県内で１年以上活動している環境活動団体
・「野生動植物の保全等」、「自然環境の保全・再生」、「自然とのふれあい」のいずれかの事業であっ
て、子ども（高校生以下）の参加者が原則５人以上あり、年間２回以上の実践活動を行うもの

５月１３日（水）申請締切

１事業当たり２０万円を限度と
します助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１１１０　　　  ０８３-９８７-１７２０　　　　　 kankyo.c@hito21.jp

お問合せ
申請先

環境学習指導者派遣事業
　県民の皆様の「環境の保全」についての理解を深め、地域における取組を促進するため、学校や環境保全
団体、消費者団体などが県内各地で行う講演会や体験学習会などに、環境学習指導者バンクに登録してい
る専門的知識や豊富な経験等を有する指導者を派遣します。
　指導者の派遣経費（旅費、謝金）は、当センターが負担します。

希少野生動植物保護対策
　絶滅のおそれのある野生動植物の保護活動や自然環境の保全活動に参加し、希少野生動植物保護対策
の大切さを地域の人に広めることができる「希少野生動植物種保護支援員」を育成しています。
　「希少野生動植物種保護支援員」には、野生動植物の保護や生物多様性に関心のある方ならどなたでも
応募できます。
　　（資格、経験は必要がありません。小学生は、保護者と一緒に申込み）

教育研究・研修活動支援事業

1スクールリーダー支援事業

助成の対象

　山口県における教育の振興と充実を図るため、学校課題の解決やスクールリーダーの資質能力の向上に
資する研究や研修に対して助成します。

校長・副校長・教頭からなる団体やグループ

５月１３日（水）申請締切
１件当たり３０万円を限度とします助 成 額

２教育関係団体支援事業

助成の対象

　児童・生徒の教育の充実や教職員の資質向上等により教育の振興・充実に資するため、教育関係団体等
が行う研究会・研修会等を助成します。

山口県内の教育関係団体等が山口県内で行う研究会・研修会等であって、原則として中国地区規模
以上のもの。

５月１３日（水）申請締切
対象経費の２分の１以内とし、３０万円を限度とします助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１710　　　  ０８３-９８７-１７6０　　　　　 yh-kengaku@hito21.jp

お問合せ
申請先

　各種講座等の詳細は、開催の都度、市町役場や図書館などに参加者募集案内を配置するとともに、ホー
ムページ「環境学習のひろば」やメールマガジン、フェイスブックなどでお知らせしています。
　すべて参加費は無料で、申込み期限は、概ね開催日の２０日前までとしています。参加を希望される方は、
それぞれの講座等の申込方法に沿って申し込んでください。

講師派遣希望者 ➡ ➡環境学習推進センター 環境学習指導者

派遣要請派遣申請

《講師派遣の流れ》

○希少野生動植物種保護支援員を対象の研修会を開催（参加費無料）

TEL FAX
URL

e-mail

TEL FAX

URL

e-mail

TEL FAX e-mail

TEL FAX e-mail

派遣先

指導方法

指導者の区分
環境アドバイザー

（講演型環境学習指導者）
環境パートナー

（体験型環境学習指導者）
こどもエコクラブアドバイザー
（こどもエコクラブ指導者）

環境学習講演会等での講演・講義 体験学習会等での指導

環境保全団体、消費者団体　等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校、保育所、放課後児童クラブ　等

環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」に、手続きの方法を掲載しています
　○山口県環境学習指導者バンク派遣要領（派遣対象：環境保全団体、消費者団体　等）
　○学校等への環境学習指導者派遣要項（派遣対象：学校、幼稚園、放課後児童クラブ　等）

指導者の経歴や指導分野等は、当センターのホームページで検索することができます

こどもエコクラブの助言・指導

こどもエコクラブ

派遣手続

指導内容等

開催日 開催場所 内　容

１１月８日（日）第１回 秋吉台エコミュージアム（美祢市）　他 「コウモリの生態」についての学習とコウモリ
の観察会

令和３年３月７日（日）第２回 東和総合センター（周防大島町）　他 「山口県東部海域の環境を守る取組」につい
ての学習と現地見学

対象者 実施時期 申込締切

⑥ 生涯学習活動地域コーディネーター養成講座 

生涯学習活動に関わる公民館職員等　20人程度 ５月30日㈯ ５月15日㈮

⑦ クライミング技術講習会

トップロープクライミングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回 開催日の
２週間前ボルダリングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回

備考：申込みの際には生年月日（保険加入のため）を記入してください

⑧ やまぐち未来アカデミア

やまぐち「志」キャンプ

小学校５年生～中学校２年生　80人 前期　８月９日㈰～11日㈫
後期　12月12日㈯～13日㈰ ６月12日㈮

やまぐち高校生ふるさと探究

高校生　30人 ８月20日㈭～21日㈮ 未定

やまぐち若者　MY　PROJECT

高校生　40人
スタートアップキャンプ
　　　　　　８月３日㈪～４日㈫
実践発表会　12月または１月

未定

⑨ 夢・志 応援プロジェクト

講師派遣

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、
放課後児童クラブ、公民館、コミュニティセンター　等 ６月から３月までの間 開催日の

１か月前

講師派遣の助成

小・中・高等学校、特別支援学校　等 ６月から３月までの間 開催日の
１か月前

【プログラム例】

○課題解決型学習・探究型学習　　○地域と連携したキャリア教育　　○プログラミング教育
○コミュニティ・スクールの充実　　○夢や志を育み応援する講演会　など 

夢・志 応援講師養成セミナー

講師としてのスキルを身に付けたい者　20人 年間２回 未定

⑩ ものづくり教室（折り紙）

小学校４～６年生、一般県民　10～15人 年間20回 未定

人づくり・地域づくりフォーラムin山口　⇒　今年度は休止します。

○主催講座
区　分 対象者 開催日 内　　　容

子ども向け
講座

エコっこ
スクール

（一日型）
小学生と保護者

30人程度

５月24日㈰ 親と子の水辺の教室～山口市木崎川～
講師：後藤益滋先生((株)日本工営中央研究所)　他

６月７日㈰ ときわ公園で学ぶ「私たちの環境と未来」
講師：宮下実先生（宇部市ときわ動物園長）他　　

７月５日㈰ 食品ロスの現状とその削減に向けた取組
講師：今村主税先生（山口県立大学准教授）　他

９月13日㈰ 動物たちとの共存～徳山動物園～
講師：木原一郎先生（周南市徳山動物園園長補佐）

10月18日㈰ 角島の海辺の生き物
講師：杉村智幸先生（山口市立平川小学校）　他

11月１日㈰ 景清洞・サファリランドで命をつなく動物たち
講師：村上崇史先生（日本洞窟学会副会長）他

12月13日㈰
ニホンアワサンゴの調査と周防大島周辺の豊かな海を守る
ための活動
講師： 藤本正明先生（山口県東部海域にエコツーリズムを

推進する会会長）他
エコっこ
スクール

（宿泊型）
小学４～６年生

30人程度
８月18日㈫
～19日㈬

夏休みエコ合宿～「環境」に関する体験学習講座～
講師：やまぐち総合教育支援センター職員　他

一般向け講座
（中学生以上） 環境学習講座

一般県民
30人程度

（中学生以上）

４月12日㈰ こころとからだで森を感じてみよう～森林セラピー体験～
講師：山口市徳地森林セラピー基地　森の案内人

４月26日㈰ 竜王山　春の自然観察会
講師：山陽小野田語り部の会

５月10日㈰
秋吉台　春の自然観察会
講師： 中沢妙子先生(秋吉台地域エコツアーインタープリ

ター)　他

７月30日㈭ 地球温暖化の現状と省エネ・節電対策
講師：福代和宏先生（山口大学教授）　

10月４日㈰ 次世代自動車の利活用促進
講師：貴島孝雄先生（山口東京理科大学教授）

11月29日㈰ オオサンショウウオの保護活動と地域づくり
講師：桑原一司先生（日本オオサンショウウオの会会長）他

○研修会・講演会
研修会等 開催日 会　場 内　　　容

「水辺の教室」等指導者
養成研修会

第１回　５月14日㈭　山口県環境保
健センター
大歳庁舎　他

　水生生物を観察しながら水辺に親しみ、水質を
保全することの大切さについて学習する「親と子
の水辺の教室」や「水生生物調査」の指導者を養
成する
（第１回と第２回は同じ内容）第２回　６月２日㈫

持続可能な地域づくり研修会 ６月21日㈰
13時～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
大研修室

　中津干潟の豊かな自然を次の世代に残すため、
子ども達とともに干潟観察会や海辺の教室、海岸
清掃などに取り組んでいる大分県中津市のＮＰＯ
法人の取組を紹介

環境学習講演会
（夢トークinやまぐち講演会）

12月６日㈰
13時30分～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
講堂

　県民の環境学習への関心と意欲を高めるため、
著名人による「環境」をテーマにした講演会を開
催する
　講師及び演題については調整中



研　修　事　業

生涯学習推進センターⅠ

令和２年度
山口県ひとづくり財団　県民学習部

上記①～⑤の研修の詳細、申込用紙はひとづくり財団のホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1710　　　 083-987-1760　　　　  yh-kengaku@hito21.jp
山口県ひとづくり財団ホームページ　　　　  https://www.hito21.jp/

ひとづくり財団のホームページは
こちらから

お問合せ
・

お申込先

公益財団法人　山口県ひとづくり財団
〒754-0893　山口市秋穂二島 1062山口県セミナーパーク内

　　https://www.hito21.jp/

研修以外の講演会やイベントについては、
「山口県セミナーパーク公開講座」リーフレットに掲載しています。

各市町の公民館や図書館、商工会議所等に配置していますので、
こちらもぜひお手に取っていただき、積極的な御参加をお願いします。

　山口県ひとづくり財団　県民学習部では、県民の皆様の生涯学習と環境学習を推進するため、専門職
の資質向上やリーダー養成、生涯学習、環境学習に係る各種研修事業を行っています。
　各事業によって研修内容や申込み方法が異なりますので、詳しくは、「山口県ひとづくり財団」ホーム
ページ、「かがやきネットやまぐち」ホームページ及び「環境学習のひろば」ホームページを御覧ください。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

助　成　事　業

助成の条件

　山口県ひとづくり財団では、助成の条件を満たした県内の団体等に対し、青少年健全育成、地域活性
化のための活動や専門職人材の資質向上に向けて、その活動を支援する助成事業を行っています。
　各事業によって助成内容が異なりますので、詳しくは、山口県ひとづくり財団ホームページを御覧くだ
さい。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

１　各事業の目的に合致した事業であること
２　審査会による審査で適当と認められた事業であること
　※なお、次の事業は助成の対象としません
　（１）営利を目的とする事業
　（２）宗教的、政治的又は商業的宣伝の意図のある事業
　（３）国や上部団体の支部等としての組織的な事業

対象経費
１　旅費交通費（外部指導者の交通費、宿泊費等）
２　通信運搬費（道具運搬費、切手代等）
３　消 耗 品 費（資料購入費、文具購入費等）
４　印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム印刷費等）
５　賃　借　料（資材・器具借料、会場使用料・冷暖房使用料等）
６　諸　謝　金（外部指導者謝金等）
７　保　険　料（傷害保険料等）

その他
事業のポスター、チラシ、プログラム等を作成する場合には、「公益財団法人山口県ひとづくり財団助成
事業」である旨の表示をしてください。

助成事業の流れ
１ 山口県ひとづくり財団ホームページの「研修・助成」から所定様式をダウンロードしてください。
２ 所定様式に記入の上、締切日までに郵送または持参により提出してください。
３ 審査会で審査の後、交付を決定し、文書により通知します。
４ 事業の実施・完了後に提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場合に、助成金の額を確
定し交付します。

 ※なお、必要と認めたときは概算払いができます。

各事業により、上記の他にも助成の条件や対象外経費があります。
詳しくは募集要項を御確認ください。

やまぐち総合教育支援センター開放講義

研修・助成事業案内研修・助成事業案内
　複雑化・多様化する教育課題を解決するためには、学校、家庭、地域が連携・協働して対応する必
要があると考えます。「教育コア・プロジェクト」は、学校、家庭、地域において教育活動の中核となる
人材に共に学んでいただく機会を提供し、地域の教育力の向上を図るとともに、山口県教育の一層
のレベルアップをめざすものです。
　総合教育支援センターでは、教職員、保護者、県民が共に学べる開放講義を二つ設定いたしまし
た。全国的にも著名な講師をお招きしておりますので、地域の教育力向上に関心のある方々の多数
の御参加をお待ちしております。

教育コア・プロジェクト

共催：山口県ひとづくり財団

開放講義の詳細については、やまぐち総合教育支援センターウェブページ
（https://www.ysn21.jp/）を御覧ください。

〒754-0893
山口市秋穂二島1062　やまぐち総合教育支援センター 企画室
　　  083-987-1290　　　 083-987-1259　　　　　kikaku@center.ysn21.jp

やまぐち総合教育支援センターの
ウェブページはこちらから

お問合せ先

URL

TEL FAX e-mail

TEL FAX
URL

e-mail

対象者 実施時期 申込締切
① やまぐちパワーアップセミナー2020

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校の教員で、原則30歳代後半から40歳代
の者　　40人

第１期　６月18日㈭～19日㈮［１泊２日］
第２期　８月17日㈪～19日㈬［２泊３日］
第３期　11月11日㈬～12日㈭［１泊２日］

４月24日㈮

備考：公立学校については、申込みの詳細を、別途県教育庁教職員課から各学校・市町教育委員会にお知らせし
ます。
私立学校は、直接財団に申し込んでください。

② 人間関係づくり・集団づくりセミナー
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校の教職員  40人 ６月25日㈭～26㈮［１泊２日］ ４月22日㈬

備考：十種ヶ峰青少年自然の家で実施します。応募者多数の場合は抽選とします。教職員の方は、メールでのみ
受け付けます。
「初任研学校選択研修」としての受講の場合も財団への申込みが必要です。

③ やまぐちイキイキ 女性力UPセミナーⅠ～働く女性が輝くためのキャリアデザイン～
若手から中堅の働く女性  (会社員・公務員・教職
員・団体職員等） 30人

前期　７月31日㈮～８月１日㈯［宿泊可］
後期　８月28日㈮ ６月12日㈮

備考：備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
④ やまぐちイキイキ☆女性力UPセミナーⅡ～働く女性が輝くための管理職＆リーダー養成研修～

管理職及び管理職を目指す働く女性（会社員・公
務員・教職員・団体職員等）20人
※ただし、女性力UPセミナーⅠの修了生は、受
講後２年以上を経過していることを原則とする。

９月25日㈮～26日㈯［宿泊可］ ７月17日㈮

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
⑤ ジャンプアップ！若手リーダー育成セミナー

将来、中核人材として期待される、採用から概ね
５年以上が経過した若手の会社員・公務員・教職
員・団体職員等　30人

10月15日㈭～16日㈮［宿泊可］ ７月１日㈬～
８月31日㈪

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。

夢トークinやまぐち　講演会
きらり山口ひとものがたりセミナー
セミナーパーク“生きもの不思議発見”講座

こちらの事業の詳細は公開講座リーフレット
（前期・後期）を御覧ください。　

その①

開
放
講
義

講 義 名 これからを生き抜く子どもの資質・能力とは

講　　師 ㈱リクルート　キャリアガイダンス
　　編集長　　山下　真司　氏

開 催 日 ８月 25 日　火曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 150 人

内 容 等

　かつてないスピードで世の中が変わりはじめ、
そこで求められる人材や働き方も大きく変わりは
じめています。変化が激しく予測できない時代を
迎え、教育改革の本質をどう捉え、どのように取
り組んでいくべきか、最新動向や多くの事例を踏
まえながら講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ 教育支援部に氏名・連絡先（TEL，FAX，メール
アドレス等）を記載し FAX（083-987-0209）で

その②

開
放
講
義

講 義 名 発達障害のある幼児児童生徒の教育

講　　師 岡山大学教育学研究科
　　教授　　佐藤　暁 ( さとる )　氏

開 催 日 ８月 17 日　月曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 252 人

内 容 等

　共生社会の実現に向けて、学校や地域における
特別支援教育のさらなる推進と、発達障害等のあ
る子どもへの理解と支援が求められています。発
達障害について正しく理解するとともに子どもの
困りに寄り添う支援を実現するために、具体的な
手立ての紹介等を含めて講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ ふれあい教育センターに氏名・連絡先（TEL，
FAX，メールアドレス等）を記載し FAX（083-
987-1259）で



生涯学習推進センターⅡ 助成事業一覧環境学習推進センター

環境活動団体支援事業

助成の対象

上記⑥～⑩の研修の詳細はかがやきネットやまぐちのホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1730　　　  083-987-1760　　　　  center@yamaguchi.kagayakinet.jp
かがやきネットやまぐちホームページ　　　　 https://www.kagayaki.pref.yamaguchi.lg.jp/

「かがやきネットやまぐち」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  083-987-1110　　　  083-987-1720　　　　  kankyo.c@hito21.jp
環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」
　　  https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php
メールマガジンの登録は、QRコードを読み込んで当センターのホームページから、手続きしてください。

「環境学習のひろば」は
こちらから

お問合せ
・

お申込先
山口県ひとづくり財団ホームページ　https://www.hito21.jp/

◆募集要項および所定様式はこちらから◆

　環境活動団体が実施する自然環境保全等の活動を通じて、子
ども達や住民等が自然共生型の地域づくりを推進し、環境に配
慮した行動がとれるようになることを目的として、活動にかかる
経費の一部を助成します。

・県内に活動拠点を有し、かつ県内で１年以上活動している環境活動団体
・「野生動植物の保全等」、「自然環境の保全・再生」、「自然とのふれあい」のいずれかの事業であっ
て、子ども（高校生以下）の参加者が原則５人以上あり、年間２回以上の実践活動を行うもの

５月１３日（水）申請締切

１事業当たり２０万円を限度と
します助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１１１０　　　  ０８３-９８７-１７２０　　　　　 kankyo.c@hito21.jp

お問合せ
申請先

環境学習指導者派遣事業
　県民の皆様の「環境の保全」についての理解を深め、地域における取組を促進するため、学校や環境保全
団体、消費者団体などが県内各地で行う講演会や体験学習会などに、環境学習指導者バンクに登録してい
る専門的知識や豊富な経験等を有する指導者を派遣します。
　指導者の派遣経費（旅費、謝金）は、当センターが負担します。

希少野生動植物保護対策
　絶滅のおそれのある野生動植物の保護活動や自然環境の保全活動に参加し、希少野生動植物保護対策
の大切さを地域の人に広めることができる「希少野生動植物種保護支援員」を育成しています。
　「希少野生動植物種保護支援員」には、野生動植物の保護や生物多様性に関心のある方ならどなたでも
応募できます。
　　（資格、経験は必要がありません。小学生は、保護者と一緒に申込み）

教育研究・研修活動支援事業

1スクールリーダー支援事業

助成の対象

　山口県における教育の振興と充実を図るため、学校課題の解決やスクールリーダーの資質能力の向上に
資する研究や研修に対して助成します。

校長・副校長・教頭からなる団体やグループ

５月１３日（水）申請締切
１件当たり３０万円を限度とします助 成 額

２教育関係団体支援事業

助成の対象

　児童・生徒の教育の充実や教職員の資質向上等により教育の振興・充実に資するため、教育関係団体等
が行う研究会・研修会等を助成します。

山口県内の教育関係団体等が山口県内で行う研究会・研修会等であって、原則として中国地区規模
以上のもの。

５月１３日（水）申請締切
対象経費の２分の１以内とし、３０万円を限度とします助 成 額

〒７５４-０８９３　山口市秋穂二島１０６２ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  ０８３-９８７-１710　　　  ０８３-９８７-１７6０　　　　　 yh-kengaku@hito21.jp

お問合せ
申請先

　各種講座等の詳細は、開催の都度、市町役場や図書館などに参加者募集案内を配置するとともに、ホー
ムページ「環境学習のひろば」やメールマガジン、フェイスブックなどでお知らせしています。
　すべて参加費は無料で、申込み期限は、概ね開催日の２０日前までとしています。参加を希望される方は、
それぞれの講座等の申込方法に沿って申し込んでください。

講師派遣希望者 ➡ ➡環境学習推進センター 環境学習指導者

派遣要請派遣申請

《講師派遣の流れ》

○希少野生動植物種保護支援員を対象の研修会を開催（参加費無料）

TEL FAX
URL

e-mail

TEL FAX

URL

e-mail

TEL FAX e-mail

TEL FAX e-mail

派遣先

指導方法

指導者の区分
環境アドバイザー

（講演型環境学習指導者）
環境パートナー

（体験型環境学習指導者）
こどもエコクラブアドバイザー
（こどもエコクラブ指導者）

環境学習講演会等での講演・講義 体験学習会等での指導

環境保全団体、消費者団体　等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校、保育所、放課後児童クラブ　等

環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」に、手続きの方法を掲載しています
　○山口県環境学習指導者バンク派遣要領（派遣対象：環境保全団体、消費者団体　等）
　○学校等への環境学習指導者派遣要項（派遣対象：学校、幼稚園、放課後児童クラブ　等）

指導者の経歴や指導分野等は、当センターのホームページで検索することができます

こどもエコクラブの助言・指導

こどもエコクラブ

派遣手続

指導内容等

開催日 開催場所 内　容

１１月８日（日）第１回 秋吉台エコミュージアム（美祢市）　他 「コウモリの生態」についての学習とコウモリ
の観察会

令和３年３月７日（日）第２回 東和総合センター（周防大島町）　他 「山口県東部海域の環境を守る取組」につい
ての学習と現地見学

対象者 実施時期 申込締切

⑥ 生涯学習活動地域コーディネーター養成講座 

生涯学習活動に関わる公民館職員等　20人程度 ５月30日㈯ ５月15日㈮

⑦ クライミング技術講習会

トップロープクライミングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回 開催日の
２週間前ボルダリングの部　小・中学生　各回20人 ７月～８月　３回

備考：申込みの際には生年月日（保険加入のため）を記入してください

⑧ やまぐち未来アカデミア

やまぐち「志」キャンプ

小学校５年生～中学校２年生　80人 前期　８月９日㈰～11日㈫
後期　12月12日㈯～13日㈰ ６月12日㈮

やまぐち高校生ふるさと探究

高校生　30人 ８月20日㈭～21日㈮ 未定

やまぐち若者　MY　PROJECT

高校生　40人
スタートアップキャンプ
　　　　　　８月３日㈪～４日㈫
実践発表会　12月または１月

未定

⑨ 夢・志 応援プロジェクト

講師派遣

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、
放課後児童クラブ、公民館、コミュニティセンター　等 ６月から３月までの間 開催日の

１か月前

講師派遣の助成

小・中・高等学校、特別支援学校　等 ６月から３月までの間 開催日の
１か月前

【プログラム例】

○課題解決型学習・探究型学習　　○地域と連携したキャリア教育　　○プログラミング教育
○コミュニティ・スクールの充実　　○夢や志を育み応援する講演会　など 

夢・志 応援講師養成セミナー

講師としてのスキルを身に付けたい者　20人 年間２回 未定

⑩ ものづくり教室（折り紙）

小学校４～６年生、一般県民　10～15人 年間20回 未定

人づくり・地域づくりフォーラムin山口　⇒　今年度は休止します。

○主催講座
区　分 対象者 開催日 内　　　容

子ども向け
講座

エコっこ
スクール

（一日型）
小学生と保護者

30人程度

５月24日㈰ 親と子の水辺の教室～山口市木崎川～
講師：後藤益滋先生((株)日本工営中央研究所)　他

６月７日㈰ ときわ公園で学ぶ「私たちの環境と未来」
講師：宮下実先生（宇部市ときわ動物園長）他　　

７月５日㈰ 食品ロスの現状とその削減に向けた取組
講師：今村主税先生（山口県立大学准教授）　他

９月13日㈰ 動物たちとの共存～徳山動物園～
講師：木原一郎先生（周南市徳山動物園園長補佐）

10月18日㈰ 角島の海辺の生き物
講師：杉村智幸先生（山口市立平川小学校）　他

11月１日㈰ 景清洞・サファリランドで命をつなく動物たち
講師：村上崇史先生（日本洞窟学会副会長）他

12月13日㈰
ニホンアワサンゴの調査と周防大島周辺の豊かな海を守る
ための活動
講師： 藤本正明先生（山口県東部海域にエコツーリズムを

推進する会会長）他
エコっこ
スクール

（宿泊型）
小学４～６年生

30人程度
８月18日㈫
～19日㈬

夏休みエコ合宿～「環境」に関する体験学習講座～
講師：やまぐち総合教育支援センター職員　他

一般向け講座
（中学生以上） 環境学習講座

一般県民
30人程度

（中学生以上）

４月12日㈰ こころとからだで森を感じてみよう～森林セラピー体験～
講師：山口市徳地森林セラピー基地　森の案内人

４月26日㈰ 竜王山　春の自然観察会
講師：山陽小野田語り部の会

５月10日㈰
秋吉台　春の自然観察会
講師： 中沢妙子先生(秋吉台地域エコツアーインタープリ

ター)　他

７月30日㈭ 地球温暖化の現状と省エネ・節電対策
講師：福代和宏先生（山口大学教授）　

10月４日㈰ 次世代自動車の利活用促進
講師：貴島孝雄先生（山口東京理科大学教授）

11月29日㈰ オオサンショウウオの保護活動と地域づくり
講師：桑原一司先生（日本オオサンショウウオの会会長）他

○研修会・講演会
研修会等 開催日 会　場 内　　　容

「水辺の教室」等指導者
養成研修会

第１回　５月14日㈭　山口県環境保
健センター
大歳庁舎　他

　水生生物を観察しながら水辺に親しみ、水質を
保全することの大切さについて学習する「親と子
の水辺の教室」や「水生生物調査」の指導者を養
成する
（第１回と第２回は同じ内容）第２回　６月２日㈫

持続可能な地域づくり研修会 ６月21日㈰
13時～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
大研修室

　中津干潟の豊かな自然を次の世代に残すため、
子ども達とともに干潟観察会や海辺の教室、海岸
清掃などに取り組んでいる大分県中津市のＮＰＯ
法人の取組を紹介

環境学習講演会
（夢トークinやまぐち講演会）

12月６日㈰
13時30分～15時

山 口 県 セ ミ
ナーパーク
講堂

　県民の環境学習への関心と意欲を高めるため、
著名人による「環境」をテーマにした講演会を開
催する
　講師及び演題については調整中



研　修　事　業

生涯学習推進センターⅠ

令和２年度
山口県ひとづくり財団　県民学習部

上記①～⑤の研修の詳細、申込用紙はひとづくり財団のホームページに掲載しています。
各申込方法に沿って、お申し込みください。

〒754-0893　山口市秋穂二島1062
（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター
　　  083-987-1710　　　 083-987-1760　　　　  yh-kengaku@hito21.jp
山口県ひとづくり財団ホームページ　　　　  https://www.hito21.jp/

ひとづくり財団のホームページは
こちらから

お問合せ
・

お申込先

公益財団法人　山口県ひとづくり財団
〒754-0893　山口市秋穂二島 1062山口県セミナーパーク内

　　https://www.hito21.jp/

研修以外の講演会やイベントについては、
「山口県セミナーパーク公開講座」リーフレットに掲載しています。

各市町の公民館や図書館、商工会議所等に配置していますので、
こちらもぜひお手に取っていただき、積極的な御参加をお願いします。

　山口県ひとづくり財団　県民学習部では、県民の皆様の生涯学習と環境学習を推進するため、専門職
の資質向上やリーダー養成、生涯学習、環境学習に係る各種研修事業を行っています。
　各事業によって研修内容や申込み方法が異なりますので、詳しくは、「山口県ひとづくり財団」ホーム
ページ、「かがやきネットやまぐち」ホームページ及び「環境学習のひろば」ホームページを御覧ください。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

助　成　事　業

助成の条件

　山口県ひとづくり財団では、助成の条件を満たした県内の団体等に対し、青少年健全育成、地域活性
化のための活動や専門職人材の資質向上に向けて、その活動を支援する助成事業を行っています。
　各事業によって助成内容が異なりますので、詳しくは、山口県ひとづくり財団ホームページを御覧くだ
さい。
　また、御不明な点がありましたら、県民学習部まで遠慮なくお問い合わせください。

１　各事業の目的に合致した事業であること
２　審査会による審査で適当と認められた事業であること
　※なお、次の事業は助成の対象としません
　（１）営利を目的とする事業
　（２）宗教的、政治的又は商業的宣伝の意図のある事業
　（３）国や上部団体の支部等としての組織的な事業

対象経費
１　旅費交通費（外部指導者の交通費、宿泊費等）
２　通信運搬費（道具運搬費、切手代等）
３　消 耗 品 費（資料購入費、文具購入費等）
４　印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム印刷費等）
５　賃　借　料（資材・器具借料、会場使用料・冷暖房使用料等）
６　諸　謝　金（外部指導者謝金等）
７　保　険　料（傷害保険料等）

その他
事業のポスター、チラシ、プログラム等を作成する場合には、「公益財団法人山口県ひとづくり財団助成
事業」である旨の表示をしてください。

助成事業の流れ
１ 山口県ひとづくり財団ホームページの「研修・助成」から所定様式をダウンロードしてください。
２ 所定様式に記入の上、締切日までに郵送または持参により提出してください。
３ 審査会で審査の後、交付を決定し、文書により通知します。
４ 事業の実施・完了後に提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場合に、助成金の額を確
定し交付します。

 ※なお、必要と認めたときは概算払いができます。

各事業により、上記の他にも助成の条件や対象外経費があります。
詳しくは募集要項を御確認ください。

やまぐち総合教育支援センター開放講義

研修・助成事業案内研修・助成事業案内
　複雑化・多様化する教育課題を解決するためには、学校、家庭、地域が連携・協働して対応する必
要があると考えます。「教育コア・プロジェクト」は、学校、家庭、地域において教育活動の中核となる
人材に共に学んでいただく機会を提供し、地域の教育力の向上を図るとともに、山口県教育の一層
のレベルアップをめざすものです。
　総合教育支援センターでは、教職員、保護者、県民が共に学べる開放講義を二つ設定いたしまし
た。全国的にも著名な講師をお招きしておりますので、地域の教育力向上に関心のある方々の多数
の御参加をお待ちしております。

教育コア・プロジェクト

共催：山口県ひとづくり財団

開放講義の詳細については、やまぐち総合教育支援センターウェブページ
（https://www.ysn21.jp/）を御覧ください。

〒754-0893
山口市秋穂二島1062　やまぐち総合教育支援センター 企画室
　　  083-987-1290　　　 083-987-1259　　　　　kikaku@center.ysn21.jp

やまぐち総合教育支援センターの
ウェブページはこちらから

お問合せ先

URL

TEL FAX e-mail

TEL FAX
URL

e-mail

対象者 実施時期 申込締切
① やまぐちパワーアップセミナー2020

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校の教員で、原則30歳代後半から40歳代
の者　　40人

第１期　６月18日㈭～19日㈮［１泊２日］
第２期　８月17日㈪～19日㈬［２泊３日］
第３期　11月11日㈬～12日㈭［１泊２日］

４月24日㈮

備考：公立学校については、申込みの詳細を、別途県教育庁教職員課から各学校・市町教育委員会にお知らせし
ます。
私立学校は、直接財団に申し込んでください。

② 人間関係づくり・集団づくりセミナー
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校の教職員  40人 ６月25日㈭～26㈮［１泊２日］ ４月22日㈬

備考：十種ヶ峰青少年自然の家で実施します。応募者多数の場合は抽選とします。教職員の方は、メールでのみ
受け付けます。
「初任研学校選択研修」としての受講の場合も財団への申込みが必要です。

③ やまぐちイキイキ 女性力UPセミナーⅠ～働く女性が輝くためのキャリアデザイン～
若手から中堅の働く女性  (会社員・公務員・教職
員・団体職員等） 30人

前期　７月31日㈮～８月１日㈯［宿泊可］
後期　８月28日㈮ ６月12日㈮

備考：備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
④ やまぐちイキイキ☆女性力UPセミナーⅡ～働く女性が輝くための管理職＆リーダー養成研修～

管理職及び管理職を目指す働く女性（会社員・公
務員・教職員・団体職員等）20人
※ただし、女性力UPセミナーⅠの修了生は、受
講後２年以上を経過していることを原則とする。

９月25日㈮～26日㈯［宿泊可］ ７月17日㈮

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。
⑤ ジャンプアップ！若手リーダー育成セミナー

将来、中核人材として期待される、採用から概ね
５年以上が経過した若手の会社員・公務員・教職
員・団体職員等　30人

10月15日㈭～16日㈮［宿泊可］ ７月１日㈬～
８月31日㈪

備考：詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。

夢トークinやまぐち　講演会
きらり山口ひとものがたりセミナー
セミナーパーク“生きもの不思議発見”講座

こちらの事業の詳細は公開講座リーフレット
（前期・後期）を御覧ください。　

その①

開
放
講
義

講 義 名 これからを生き抜く子どもの資質・能力とは

講　　師 ㈱リクルート　キャリアガイダンス
　　編集長　　山下　真司　氏

開 催 日 ８月 25 日　火曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 150 人

内 容 等

　かつてないスピードで世の中が変わりはじめ、
そこで求められる人材や働き方も大きく変わりは
じめています。変化が激しく予測できない時代を
迎え、教育改革の本質をどう捉え、どのように取
り組んでいくべきか、最新動向や多くの事例を踏
まえながら講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ 教育支援部に氏名・連絡先（TEL，FAX，メール
アドレス等）を記載し FAX（083-987-0209）で

その②

開
放
講
義

講 義 名 発達障害のある幼児児童生徒の教育

講　　師 岡山大学教育学研究科
　　教授　　佐藤　暁 ( さとる )　氏

開 催 日 ８月 17 日　月曜日
時　　間 13：10 ～ 15：50
場　　所 山口県セミナーパーク講堂
定　　員 252 人

内 容 等

　共生社会の実現に向けて、学校や地域における
特別支援教育のさらなる推進と、発達障害等のあ
る子どもへの理解と支援が求められています。発
達障害について正しく理解するとともに子どもの
困りに寄り添う支援を実現するために、具体的な
手立ての紹介等を含めて講演していただきます。

申込方法

・ やまぐち総合教育支援センターウェブの研修講
座内にある開放講義申込ページから

・ ふれあい教育センターに氏名・連絡先（TEL，
FAX，メールアドレス等）を記載し FAX（083-
987-1259）で




