
 令和３年度第３回さいたま市民大学運営委員会 

日 時：令和４年１月１７日（月） 

  １４時～１５時３０分         

場 所：さいたま市立生涯学習総合センター  

１０階 多目的ホール      

次  第 

１ 開 会

２ 報告事項 

（１）前回の議事録について

３ 協議事項 

（１）令和４年度さいたま市民大学各コース(案)について・・・資料１・２ 

  ①全体の枠組み、教養コース ～ 暮らしとお金コース 

  ②科学コース ～ 美術コース 

  ③さいたまの魅力Ⅰコース ～ パソコンコース 

４ その他 

（１）令和３年度さいたま市民大学実施状況について・・・・・資料３ 

５ 閉 会 

さいたま市誕生 20周年事業 

e 公民館特設サイト 



コース名 講座の概要等 期間・講座日程・時間帯 回数 ターゲット層（属性） 定員 会場

教養Ⅰ
台風や猛暑、冬の寒さなど不安定な気候が多くなりつつあり、それに伴う自然災害が
危惧されることから、気象や防災について学びます。

6月15・22・29日の毎週水曜日
10時～12時 3

安全・安心な生活を送るため、防災に関する
知識・教養を身に着けたい市民等 90

教養Ⅱ
科学の話題として、毎年関心高まるノーベル賞ですが、その意義・歴史から日本人受
賞者の活躍、ノーベル賞に関わる発見・発明がその後の社会に与えた影響など、最
新の話題にも触れながらわかりやすく解説します。

11月8日～22日の毎週火曜日
13時30分～15時30分 3

世界的に注目される研究分野に関心を持
ち、深い教養を身に付けたい市民等 90

2 ビジネススキル
DXが進んでいく中で必要となるビジネススキルについて、マーケティング戦略やＡＩ
の進展、テレワークをはじめとした新たな働き方等の切り口から学びます。

8月31日～9月28日の毎週水曜日
19時～20時30分 5

ビジネススキルを高めたいと考える市民等
（主に若手～中堅世代） 90

3 暮らしとお金
学校卒業後に得られるお金やかかるお金、いわゆる2,000万円問題などを踏まえ、貯
蓄や投資、運用などの資産活用から、そもそもの経済の考え方まで、「お金との付き
合い方」について幅広く学びます。

7月26日、8月2・9日の毎週火曜日
13時30分～15時30分 3

資産運用やライフスタイルに関心を持つ市
民等（メインターゲットは若年層） 90

4 科学
(青少年宇宙科学館との連携)

ロボットにプログラミングしたり、プログラミングロボットを使用した競技会を行ったりす
ることを通して、楽しみながらプログラミングへの興味・関心を高めます。

Ⅰ：9月4・11日、Ⅱ：10月30日、11月20日
各日曜日　9時30分～11時30分 4 小学４年生～中学生 各10 青少年宇宙科学館

文学Ⅰ
（図書館との連携）

日本の文学と美術作品との相互の影響関係を取り上げ、歴史的事例から解説しま
す。

6月14・21・28日の毎週火曜日
14時～16時 3 文学について学びたい市民等 50 大宮西部図書館

文学Ⅱ
（図書館との連携）

日本の文字の書きぶり（書体・書風）、活字と文学の関わりについて解説します。
7月12・19・26日の毎週火曜日
14時～16時 3 文学について学びたい市民等 50 大宮西部図書館

6 歴史
（博物館との連携）

旧石器時代～平安時代までの代表的な市内の遺跡や遺物を分析し、原始・古代の
さいたま市域の特徴を考えます。

10月12日～11月16日の毎週水曜日
13時30分～15時30分 6 さいたま市の歴史に興味のある市民等 90 生涯学習総合センター

7 美術
（うらわ美術館との連携）

展覧会「芸術家たちの住むところ」（会期：4/23～8/28）を楽しむためのヒントを紹介し
ます。
芸術家たちが集い、多くの作品が生まれたうらわ美術館周辺地域の特徴や魅力に、
アートの視点から迫ります。

5月20日、6月10日、7月1日の各金曜日
19時～20時　※オンライン 3

地元（うらわ美術館周辺）に興味のある市
民、金曜夜にオンライン学習をしたい方、気
軽にアートに触れてみたい方

50
オンライン
（配信場所：生涯学習総合セ
ンター）

さいたまの魅力Ⅰ
博物館や美術館を訪問したり、工作などのワークショップを行ったりしながら、市を代
表する文化資源である漫画や盆栽、人形の魅力について楽しく学ぶ、体験型の講座
です。

7月29日 、8月3日 ・10日 
14時～16時（見学は13時～16時） 3

夏休み中の学生等（小学生以下は保護者同
伴） 40 生涯学習総合センター

及び各施設

さいたまの魅力Ⅱ
鉄道博物館や大宮総合車両センターを訪れ、さいたま市を代表する鉄道の魅力に
ついて楽しく学ぶ、体験型の講座です。

8月12日 ・15日 ・19日 
14時～16時（見学は13時～16時） 3

夏休み中の学生等（小学生以下は保護者同
伴） 40 生涯学習総合センター

及び各施設

9 市民企画
遺言書がないことによる争いを多数見てきた実務家が、実務経験に基づき座学、演
習、宿題を組み合わせ講義し、理解を深めます。ご自分の人生を見つめ直すとともに
ご家族に安心をどう残すのか考える機会になります。

６月７日～７月５日の毎週火曜日
１３時３０分～１５時３０分 5 相続や遺言制度に関心のある市民等 40 生涯学習総合センター

10 さいたまの食
ヨーロッパ野菜をはじめとした、さいたま市で生産される代表的な野菜について、座
学と実演の両面から学びます。

5月1日 ・16 、8月8日 、11月14日 、
R5年1月23日 　　14時～15時30分 5

さいたま市の一次産業や食について学びた
い市民等 30 生涯学習総合センター

及び与野本町コミセン

11 まちづくり
多様な価値観の住民が幸せに暮らせるまちづくりについて、「スマートシティ」「モビリ
ティ」等の切り口から学びます。

9月21・28日、10月5日の毎週水曜日
10時～11時30分 3

交通システムの進展やまちづくりに関心があ
る市民等 50

Word2016＆Excel2016のパソコンスキルの向上を図ります（初心者向け）。
５月、７月、10月、12月、１月の平日（４日間×５講
座） 20 パソコンスキルアップをしたい市民等 各10

Word2016＆Excel2016のパソコンスキルの向上を図ります（中級者向け）。

・Excel　5/21 、28 　9時～16時（４コマ）
・Excel　11/7 ～28 　9時30分～12時30分
・Word　6/9 ～30 　13時～16時
・Word　9/10 、17 　9時～16時（４コマ）

16
パソコンスキルアップをしたい市民等（一部３
９歳以下の方を優先） 各10

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ2016の基礎について学びます。
・9月7日 ～28日 　13時～16時
・2月6日 ～27日 　9時30分～12時30分 8 パソコンスキルアップをしたい市民等 各10

Web会議ツールの入門講座として、Skypeの操作法を中心にZoomについても学びま
す。

・６月10日 9時30分～12時30分
・７月11日 13時～16時 2

オンラインミーティングツールについて学び
たい市民等 各10

スクラッチを使ってプログラミングを行い、論理的思考を学びます（小学生対象）。
・８月３・４日の水・木曜日
・８月17・18日の水・木曜日
９時30分～12時30分（２日間×２講座）

4 プログラミングを学びたい小学生 各10

ボランティアでパソコン講師を行うための心構え、知識（技術）、講師としての教え方を
学びます。

10月７日～11月25日の毎週金曜日
９時30分～12時30分 8

パソコン指導ボランティアとして活動したい市
民等 10

Webサイト作成ツール”Jimdo”を活用し、ホームページの作り方や見てもらう工夫、仕
事につなげるテクニック等を学びます。

10月2・9日の毎週日曜日（４コマ）
10時～14時 4

パソコンスキルアップをしたい青少年・若者
（20～40代） 10

※ 市民等＝市内在住、在勤、在学の方

協議事項（１）　令和４年度  さいたま市民大学（案）について

1

生涯学習総合センター
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8
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12 パソコン
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

１　教養Ⅰコース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 6/15 （水）
気象の基礎知識や、防災情報の見
方・使い方

気象情報や自然災害への感度を高
める情報について学びます。

気象予報士 平井　信行　氏

2 6/22 （水）
自然災害の事例や、災害から身を
守る方法

災害に関するこれまでの事例や、
確実な危険回避行動に結びつける
ための知識を学びます。

気象予報士 平井　信行　氏

3 6/29 （水）
本市の防災計画や、避難所の運営
について

災害が起こった際の避難所の運営
について、HUG（避難所運営ゲー
ム）を交えて学びます。

さいたま市防災アドバ
イザー

1　教養Ⅱコース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 11/8 （火） 物理学賞について
宇宙や物理学の研究が我々に与え
る影響について学びます。

放送大学客員教授 井上　直也　氏

2 11/15 （火） 生理学・医学賞について
医療現場や医学に与えた影響につ
いて学びます。

芝浦工業大学工学部
教授

中村　朝夫　氏

3 11/22 （火） 化学賞について
原子や分子の研究がもたらした影
響について学びます。

埼玉大学名誉教授 永澤　明　氏

（４） 定　員 90人

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

開設日

（１） テーマ さいたま市の気象の特徴と防災への備え

（２） 概　要
台風や猛暑、冬の寒さなど不安定な気候が多くなりつつあり、それに伴う自然災害が危惧されることから、気象や
防災について学びます。

（３） 時　間 １０時～１２時（１２０分）

ノーベル賞の発見が導く我々の未来

開設日

（２） 概　要
科学の話題として、毎年関心高まるノーベル賞ですが、その意義・歴史から日本人受賞者の活躍、ノーベル賞に
関わる発見・発明がその後の社会に与えた影響など、最新の話題にも触れながらわかりやすく解説します。

（３） 時　間

90人

１３時３０分～１５時３０分（１２０分）

（４） 定　員

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

（１） テーマ
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

２　ビジネススキルコース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 8/31 (水） いまさら聞けないDXの基礎
DX時代がやってきた！はじまりから
日本の動きまでを学びます。

城西コンサルタントグ
ループ

2 9/7 (水） DXで変わる“ものづくり”
工場のスマート化とは何かについ
て、事例とともに解説します。

城西コンサルタントグ
ループ

3 9/14 (水） DX時代の働き方
若者から変わっていく”働き方”につ
いて紹介します。

城西コンサルタントグ
ループ

4 9/21 (水） DXで変わる生活
”キャッシュレス決済”を中心に、生
活の変化について学びます。

城西コンサルタントグ
ループ

5 9/28 (水） DXで売り方が変わる
DXで開かれるデジタルマーケティ
ングの世界を紹介します。

城西コンサルタントグ
ループ

DX（デジタル・トランスフォーメーション）時代に求められるビジネススキル

DXが進んでいく中で必要となるビジネススキルについて、マーケティング戦略やＡＩの進展、テレワークをはじめ
とした新たな働き方等の切り口から学びます。

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 時　間 １９時～２０時３０分（９０分）

（４） 定　員 ９０人

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

開設日
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

３　暮らしとお金コース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 7/26 （火） お金と向き合う上で、大切なこと
お金とは何か、お金が動く仕組みについて学
ぶほか、「投資」って何？どんなことができる
の？といった疑問を解消していきます。

レオス・キャピタルワー
クス株式会社
代表取締役会長兼社
長

藤野　英人　氏

2 8/2 （火）
学校卒業後のお金のプランについ
て

人生で「得られるお金」と「かかるお金」、ライフ
ステージとお金について理解を深めます。

レオス・キャピタルワー
クス株式会社
経営企画&広報・IR室

中岡　由麗江　氏

3 8/9 （火） お金の運用について

「資産運用」の種類と内容について学ぶととも
に、いろいろな「資産運用」を組み合わせた
「投資信託」を紹介します。また、お金にまつ
わる最新のトピックスを伺います。

レオス・キャピタルワー
クス株式会社
経営企画&広報・IR室

中岡　由麗江　氏

４　科学コース（青少年宇宙科学館との連携）

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

Ⅰ-1 9/4 （日）
ロボットを動かそう！プログラミング
の基礎

・ロボットの構造
・プログラミングの基本
・ロボットの基本制御

エルプレイス代表
玉水　亘　氏
(＋講師１名）

Ⅰ-2 9/11 （日）
センサーを使おう！
ロボット制御の基礎

・センサーの学習
・センサーによるロボット制御
・ロボット制御ミッションにチャレンジ

エルプレイス代表
玉水　亘　氏
(＋講師１名）

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

Ⅱ-1 10/30 （日）
ロボットを動かそう！プログラミング
の基礎

・ロボットの構造
・プログラミングの基本
・ロボットの基本制御

エルプレイス代表
玉水　亘　氏
(＋講師１名）

Ⅱ-2 11/20 （日）
センサーを使おう！
ロボット制御の基礎

・センサーの学習
・センサーによるロボット制御
・ロボット制御ミッションにチャレンジ

エルプレイス代表
玉水　亘　氏
(＋講師１名）

組み立て済みのロボットにプログラムを入力し、実際にロボットを動かします。自分の設定通りにロボットが動いたときの感動を味わっていただける
とうれしいです。

企画担当者の声

（４） 対　象 小学４年生～中学生

（５） 定　員 ２０人（１０人×２講座）

開設日

開設日

（１） テーマ お金との上手な付き合い方　～学校卒業後のお金のプラン～

（２） 概　要
学校卒業後に得られるお金やかかるお金、いわゆる2,000万円問題などを踏まえ、貯蓄や投資、運用などの資産活用から、
そもそもの経済の考え方まで、「お金との付き合い方」について幅広く学びます。

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

（３） 時　間 １３時３０分～１５時３０分

（４） 定　員 ９０人

（１） テーマ ロボットで学ぼう　簡単プログラミング！

開設日

（６） 会　場 青少年宇宙科学館・視聴覚ホール

（２） 概　要
ロボットにプログラミングしたり、プログラミングロボットを使用した競技会を行ったりすることを通して、楽しみながらプログラミ
ングへの興味・関心を高めます。

（３） 時　間 ９時３０分～１１時３０分
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

５　文学Ⅰコース（大宮西部図書館との連携）

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 6/14 （火）日本の古典文学と美術

誰もが知る日本を代表する古典、
源氏物語。そこから生まれた源氏
物語絵巻など、文学モチーフで成
立した日本の古典芸術の原理を解
説します。

2 6/21 （火）日本の近代文学と美術

白樺派を例に挙げるまでもなく、日
本の近代文学思潮は西欧や日本
の美術と深い関係を持っています。
その詳細を個々の例から見ていき
ます。

3 6/28 （火）夏目漱石と美術

実は多くの絵画作品を残している
漱石の諸作品を紹介し、それらの
成り立ちと彼の文学における美術
の影響を探ります。

５　文学Ⅱコース（大宮西部図書館との連携）

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 7/12 （火）和歌、源氏物語と書

「源氏物語」には、書についての話
題が頻繁に登場します。日本の文
字の歴史をたどりつつ、平安時代
の和歌・物語文学と書との密接な関
係について考えます。

2 7/19 （火）中世～近世の和歌文学と文字・書

鎌倉時代以降、藤原定家、僧・明
恵、室町時代の和歌、そして江戸
時代の良寛などにおける和歌文学
と書・文字のあり方の関係について
見ていきます。

3 7/26 （火）明朝体活字と近代文学

夏目漱石に代表される日本近代文
学は、筆と墨によっていた文字が硬
筆と明朝体活字に変わったことに
影響されました。文字の「条件」と文
学との関係を探ります。

（１） テーマ 文学が生んだ美術、美術が生んだ文学――日本文化の精華

（２） 概　要 日本の文学と美術作品との相互の影響関係を取り上げ、歴史的事例から解説します。

Ⅰコースは「美術」×「文学」、Ⅱコースは「文字・書」×「文学」、文学と関わりの深い各分野を鍵として、具体的な事例を基に、豊かな
文学の世界を解説します。

（５） 会　場 大宮西部図書館　視聴覚ホール

（３） 時　間 14時～16時（120分）

（４） 定　員 50人

（１） テーマ 文字・書と文学

（２） 概　要 日本の文字の書きぶり（書体・書風）、活字と文学の関わりについて解説します。

（３） 時　間 14時～16時（120分）

（４） 定　員 50人

（５） 会　場

開設日

開設日

企画担当者の声

編集者・
淑徳大学講師

竹中　朗　氏

編集者・
大東文化大学書道研究
所客員研究員

古賀　弘幸　氏

大宮西部図書館　視聴覚ホール
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

６　歴史コース（市立博物館との連携）

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 10/12 (水) 旧石器時代のさいたま
神奈川県埋蔵文化財セ
ンター職員

西井　幸雄　氏

2 10/19 (水) 縄文時代のさいたま①

3 10/26 (水) 縄文時代のさいたま②

4 11/2 (水) 弥生時代のさいたま
さいたま市遺跡調査会
会長

柿沼　幹夫　氏

5 11/9 (水) 古墳時代のさいたま 日本考古学会協会会員 笹森　紀己子　氏

6 11/16 (水) 奈良・平安時代のさいたま 元駒澤大学教授 酒井　清治　氏

７　美術コース（うらわ美術館との連携）

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 5/20 (金) 描かれた地域：その風景の記憶
展覧会出品作品の図版や地図を用
いて、かつての風景を訪ねます。

うらわ美術館　学芸員 松原知子、〓〓〓

2 6/10 (金) 芸術家と地域：明治～戦前編
この地域に暮らした芸術家たちがど
のような作品を生み出したのか、作
品の数々と時代背景をたどります。

うらわ美術館　学芸員 松原知子、〓〓〓

3 7/1 (金) 芸術家と地域：戦後～現代編
地域ゆかりの芸術家たちの全国的、
世界的な活躍に触れながら、作品
の魅力を探ります。

うらわ美術館　学芸員
滝口明子、松原知
子

（６） 会　場 　オンライン（リアルタイム形式）

開設日

企画担当者の声

芸術って難しい？そんな無理することなく、まずはオンラインで気軽に触れてみませんか。もちろん、美術ファンの方も歓迎です。皆さ
んの日常と芸術が出会う豊かなひと時を過ごします。

（４） 定　員 90人

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

開設日

（５） 定　員 50人

（１） テーマ 歴史資料からさいたま市の個性を考える　考古編

（２） 概　要
旧石器時代～平安時代までの代表的な市内の遺跡や遺物を分析し、原始・古代のさいたま市域の特徴を考え
ます。

（３） 時　間 13:30～15:30

（１） テーマ Meet Art！　うらわ美術館のオンラインでゆっくり楽しむ「芸術家たちの住むところ」展

（２） 概　要
展覧会「芸術家たちの住むところ」（会期：4/23～8/28）を楽しむためのヒントを紹介します。
芸術家たちが集い、多くの作品が生まれたうらわ美術館周辺地域の特徴や魅力に、アートの視点から迫ります。

（３） 時　間 19：00～20：00

企画担当者の声

代表的な市内の遺跡や遺物から読み取ることのできる原始・古代のさいたま市域の特徴を研究者や調査担当者が解説します。さいた
ま市を深く知るきっかけになれば幸いです。

さいたま市における旧石器時代から
奈良・平安時代までの代表的な遺
跡と出土遺物等について、解説しま
す。

岩槻郷土資料館指導員 小倉　均　氏

（４） 対　象 地元（うらわ美術館周辺）に興味のある市民、金曜夜にオンライン学習をしたい方、気軽にアートに触れてみたい方
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 令和４年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

８　さいたまの魅力Ⅰコース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 7/29 (金） 人形博物館を訪れる（座学・見学）

人形博物館を訪れ、人形の歴史や
本市との結びつきについて学んだ
り、隣接するにぎわい交流館でワー
クショップを体験したりします。

人形博物館職員・学
芸員

2 8/3 (水） 盆栽の魅力を学ぶ（座学）
盆栽の魅力や盆栽美術館の見どこ
ろを学び、ワークショップを体験しま
す。

盆栽美術館職員・学
芸員

3 8/10 (水）
漫画会館・盆栽美術館を訪れる（見
学）

漫画会館と盆栽美術館を訪れ、漫
画・盆栽の歴史や本市との結びつ
きについて学びます。

漫画会館職員
盆栽美術館職員・学
芸員

８　さいたまの魅力Ⅱコース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 8/12 (金）
鉄道博物館の魅力・見どころにつ
いて（座学）

８月１５日の施設見学に向けて、鉄
道博物館の魅力や、知る人ぞ知る
注目ポイント等について学びます。

鉄道博物館学芸員

2 8/15 (月） 鉄道博物館を体験しよう（見学）
実際に鉄道博物館を訪れ、鉄道の
歴史や本市との結びつきについて
学びます。

鉄道博物館学芸員

3 8/19 (金）
大宮総合車両センターを体験しよう
（見学）

大宮総合車両センターを訪れ、工
場内を見学したり車両の点検整備
の様子を見たりするなど、”電車”に
ついての理解を深めます。

大宮総合車両セン
ター職員

（４） 対　象 夏休み中の学生等（小学生以下は保護者同伴）

（１） テーマ 【夏休み特別講座①】漫画・盆栽・人形の魅力に迫る

（２） 概　要
博物館や美術館を訪問したり、工作などのワークショップを行ったりしながら、市を代表する文化資源である漫画
や盆栽、人形の魅力について楽しく学ぶ、体験型の講座です。

（３） 時　間 １４時～１６時（見学は１３時～１６時）

（５） 定　員 概ね４０人（同伴の保護者含む）

（４） 対　象 夏休み中の学生等（小学生以下は保護者同伴）

（６） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール（座学）、漫画会館・盆栽美術館・人形博物館（見学）

開設日

（１） テーマ 【夏休み特別講座②】さいたま市の鉄道の魅力に迫る

（２） 概　要
鉄道博物館や大宮総合車両センターを訪れ、さいたま市を代表する鉄道の魅力について楽しく学ぶ、体験型の
講座です。

（３） 時　間 １４時～１６時（見学は１３時～１６時）

開設日

（５） 定　員 概ね４０人（同伴の保護者含む）

（６） 会　場 生涯学習総合センター多目的ホール（座学）、鉄道博物館・大宮総合車両センター（見学）
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

９　市民企画コース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 6/7 （火）
・なぜ遺言を書くべきか
・遺言の要件と種類
・戸籍の集め方、読み解き方

・なぜ遺言はあった方がいいのか、実際の
トラブル事例を知っておきましょう。
・遺言の方式とその要件、遺言の種類とそ
の違いについて説明します。
・なぜ戸籍が必要なのか、その集め方をわ
かりやすく説明します。
[宿題]　戸籍を集めましょう

元裁判所書記官
行政書士
司法書士

伊藤　桂司　氏
鶴見　一穂　氏
かしのき総合法
務事務所

2 6/14 （火）
・法定相続分について
・遺留分とは

・法定相続分の計算方法を学びます。遺
言を書かなかったらどう分けることになるの
でしょうか。
・遺留分とはどんな権利なのか、解説して
いきます。
[演習]　家系図を作成し、推定相続人、法
定相続分の把握をしてみましょう
[宿題]　名寄帳の取得と財産リストの作成

行政書士
司法書士

水野　賢　氏
柏原　昌之　氏

3 6/21 （火）相続税の基礎知識

相続税はどのくらいかかるのか、大きく把
握してみましょう。一次相続と二次相続で
どのように相続税が変わってくるかについ
てや、簡単な相続税対策などについても
お話しします。
[演習]　基礎控除額の計算等をしてみま
しょう
[宿題]　誰に何を渡すか考えてみましょう

税理士 増田　利治　氏

4 6/28 （火）
・具体的な遺言の書き方
・予備的遺言の必要性と、その書き方

・遺言書の具体的な書き方と注意するべき
点について。「1000万円相続させる」と「財
産の２分の１を相続させる」の違いは？
・予備的遺言（不測の事態に備えるための
事項）について、例文を交えて説明いたし
ます。
[演習]　財産目録を作成してみましょう
[宿題]　遺言書の作成（事前個別相談可）

司法書士
行政書士

柏原　昌之　氏
鶴見　一穂　氏

5 7/5 （火）
・検認手続きと遺言執行について
・自筆証書遺言書保管制度を利用しましょう

・遺言者が亡くなった時、どのような手続き
が必要なのでしょうか。検認手続きと遺言
執行手続きについて説明します。
・新しくできたばかりの便利な制度である、
自筆証書遺言書保管制度の利用の仕方
を解説します。
[演習]　宿題の遺言書の個別チェック

元裁判所書記官
司法書士

伊藤　桂司　氏
かしのき総合法
務事務所

（４） 定　員 ４０人

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

開設日

（１） テーマ 誰にでも書ける！争いを防ぐための遺言作成講座

（２） 概　要
遺言書がないことによる争いを多数見てきた実務家が、実務経験に基づき座学、演習、宿題を組み合わせ講義し、理解を深
めます。ご自分の人生を見つめ直すとともにご家族に安心をどう残すのか考える機会になります。

（３） 時　間 １３時３０分～１５時３０分（１２０分）　※但し第４回は１３時３０分～１６時（１５０分）
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

１０　さいたまの食コース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 5/1 （日） 食を通じて地域を創る挑戦
ヨーロッパ野菜をはじめとした、本市
での野菜作りと地域との連携につい
て学びます。

㈱ノースコーポレー
ション・ヨーロッパ野菜
研究会

2 5/16 （月） 春の野菜について
春が旬となる”○○”、”○○”（野菜
名）等について、講師による実演を
交えて学びます。

㈱ノースコーポレー
ション・ヨーロッパ野菜
研究会

3 8/8 （月） 夏の野菜について
夏が旬となる”○○”、”○○”（野菜
名）等について、講師による実演を
交えて学びます。

㈱ノースコーポレー
ション・ヨーロッパ野菜
研究会

4 11/14 （月） 秋の野菜について
秋が旬となる”○○”、”○○”（野菜
名）等について、講師による実演を
交えて学びます。

㈱ノースコーポレー
ション・ヨーロッパ野菜
研究会

5 1/23 （月） 冬の野菜について
冬が旬となる”○○”、”○○”（野菜
名）等について、講師による実演を
交えて学びます。

㈱ノースコーポレー
ション・ヨーロッパ野菜
研究会

１１　まちづくりコース

№ 演　題 主な内容 講師肩書き 講師氏名

1 9/21 (水） 人生100年時代の中で、交通に問われる考え方

少子高齢化やDX（デジタルトラ
ンスフォーメーション）の進展が
注目される中、交通手段（モビリ
ティ）について考えます。

2 9/28 (水） トピックスから学ぶ、まちづくりの取組

公共交通、自転車、自動運転、
スマートシティ、新サービスにつ
いて、さいたま市や国内外の事
例を紹介します。

3 10/5 (水） 一生涯移動に困らない人生設計とまちづくり
年齢等による移動手段の制限を
踏まえた、暮らしやすさやまちづ
くりについて考えます。

（４） 定　員

（５） 会　場

各回３０人（第1回は90人）

生涯学習総合センター　多目的ホール、与野本町コミュニティセンター　調理室

開設日

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 時　間

ヨーロッパ野菜をはじめとした、さいたま市で生産される代表的な野菜について、座学と実演の両面から学びます。

さいたまを代表する“食”（野菜編）

14時～15時30分

（１） テーマ 移動貧困社会からの脱却　～幸せに暮らせるまちづくり～

（２） 概　要 多様な価値観の住民が幸せに暮らせるまちづくりについて、「スマートシティ」「モビリティ」等の切り口から学びます。

（３） 時　間 10時～１１時30分

モビリティジャーナリス
ト

楠田　悦子　氏

（４） 定　員 ５０人

（５） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

開設日
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

１２　パソコンコース（初心者のためのWord2016＆Excel2016）

開設日・時間 講師氏名

５/９～３０の毎週月曜日
１３時～１６時

７/６～２７の毎週水曜日
１３時～１６時

１０/５～２６の毎週水曜日
９時３０分～１２時３０分

１２/２～２３の毎週金曜日
１３時～１６時

１/１２～２/２の毎週木曜日
９時３０分～１２時３０分

１２　パソコンコース（実用Word2016、実用Excel2016）

開設日・時間 講師氏名

５/２１(土)・２８(土)（２日間）
９時～１６時

６/９～３０の毎週木曜日（４日間）
１３時～１６時

９/１０(土)・１７(土)（２日間）
９時～１６時

１１/７～２８の毎週月曜日（４日間）
９時３０分～１２時３０分

コース名

５月コース

７月コース

１０月コース

１２月コース

１月コース

主な内容

〔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

NPO法人パソボラさいたま

（１） テーマ 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを学ぶ　

（２） 概　要
今や生活に欠かせないパソコンにおいて、Ｗｏｒｄ２０１６とＥｘｃｅｌ２０１６の中級者向け講座を行い、実務に役立つＷｏｒｄ２０１６、Ｅ
ｘｃｅｌ２０１６のパソコンスキルの向上を図ります。
　(ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  Ｓｏｆｔ:Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１６)

（３） 時　間 　１講座１２時間（３時間×４日間または６時間×２日間）

（４） 対　象

〔Word〕
全回出席可能で文書作成などWordの基本操作ができ、実務で使える分野に集中した内容を身に着けたい方
〔Excel〕
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、実務で使える分野に集中した内容を身に着けたい方
※実用Excel５月コースと実用Word９月コースは39歳以下の方を優先

（５） 定　員 　各１０人

（４） 対　象
　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
　※令和３年度以降のパソコンコース同講座の受講者を除く

（５） 定　員 　各１０人

（６） 会　場 　生涯学習総合センター　OA研修室

（１） テーマ 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを学ぶ　

（２） 概　要
今や生活に欠かせないパソコンにおいて、Ｗｏｒｄ２０１６、Ｅｘｃｅｌ２０１６の初心者の講座を行い、Ｗｏｒｄ２０１６、Ｅｘｃｅｌ２０１６のパ
ソコンスキルの向上を図ります。
　(ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  Ｓｏｆｔ:Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１６)

（３） 時　間 　１講座１２時間（３時間×４日間）

〔Ｗｏｒｄ〕
チラシ・ポスター・ラベル作成、往復はがき・連絡網な
ど仕事や暮らしで使用する内容
〔Ｅｘｃｅｌ〕
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

NPO法人パソボラさいたま

（６） 会　場 　生涯学習総合センター　OA研修室

主な内容コース名

実用Excel
５月コース

実用Word
６月コース

実用Word
９月コース

実用Excel
11月コース

9



 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

開設日・時間 講師氏名

９/７～２８の毎週水曜日
１３時～１６時

２/６～２７の毎週月曜日
９時３０分～１２時３０分

開設日・時間 講師氏名

６/１０(金)
９時３０分～１２時３０分

７/１１(月)
１３時～１６時

１２　パソコンコース(夏休み小学生　初めてのプログラミング)

開設日・時間 講師氏名

８/３（水）・４（木）
９時３０分～１２時３０分

８/１７（水）・１８（木）
９時３０分～１２時３０分

8月①

８月②

コース名

コース名

9月コース

2月コース

（５） 定　員

主な内容

スクラッチでアニメーションやゲームを作ってみよう。 NPO法人パソボラさいたま

１２　パソコンコース(Web会議入門(Skype/Zoom))
（１） テーマ 初めてのWeb会議ツール講座

（２） 概　要
一つの場所に集まらなくても交流・意見交換のできるWeb会議ツールに関心が高まっています。その入門講座としてSkypeの操
作法を中心にZoomについても学びます。

（３） 時　間 　１講座３時間

（４） 対　象

Skype、ZoomによるWeb会議の立ち上げ方等の基本操作
NPO法人パソボラさいたま

　マウス操作・文字入力などの基本操作ができる方
　※令和３年度以降のパソコンコース同講座の受講者を除く

（５） 定　員 　各１０人

主な内容

　各１０人

（６） 会　場 　生涯学習総合センター　OA研修室

（３） 時　間 　１講座６時間（３時間×２日間）

（５） 定　員

コース名

６月コース

７月コース

　各１０人

（６） 会　場 　生涯学習総合センター　OA研修室

主な内容

（４） 対　象
　全回出席可能な小学４～６年生
　（①は４年生　②は５～６年生）
　※令和３年度の「小学生のプログラミング」の受講者を除く

プレゼンテーションに必要な知識、PowerPointを使ったスラ
イドの作成及びプレゼンテーションの機能

NPO法人パソボラさいたま

（１） テーマ 　小学生がスクラッチを使ってプログラミングを学ぶ　

（２） 概　要
スクラッチを使ってプログラミングを行い、論理的思考を学びます。
(ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  Ｓｏｆｔ:Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１６)

（６） 会　場 　生涯学習総合センター　OA研修室

　今や生活に欠かせないパソコンにおいて、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１６の基礎の講座を行い、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１６のパソコンスキルの向
上を図ります。
　(ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  Ｓｏｆｔ:Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１６)

（３） 時　間 　１講座１２時間（３時間×４日間）

（４） 対　象
　全回出席可能で、文書作成などＷｏｒｄの基本操作ができる方
　※令和３年度以降のパソコンコース同講座の受講者を除く

（２） 概　要

１２　パソコンコース（ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１６基礎（初級））
（１） テーマ 　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを学ぶ　
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 令和4年度  さいたま市民大学　各コース（案）　

１２　パソコンコース（パソコンボランティア講師養成）

№ 演　題 主な内容

1 10/7 （金） ガイダンスとグループ編成

・ボランティア活動の概念、パソコン指導
者の役割と心がまえ
・講座の組み立て、指導要項作成方法
・グループ編成

2 10/14 （金） Wordの基本と教え方

3 10/21 （金） Excelの基本と教え方

4 10/28 （金） グループコミュニケーション ・講師実践に向けグループ内打合せ

5 11/4 （金） 講師実践　１

6 11/11 （金） 講師実践　２

7 11/18 （金） 講師実践　３

8 11/25 （金）
講師実践　４
指導者の道

１２　パソコンコース（ホームページ作成支援）

№ 演　題 主な内容

1 10/2 (日) Jimdoを使ってホームページを作ろう

Jimdoのアカウントを取得し、自分のホーム
ページの作成方法を学びます。
・Jimdoの機能を理解し、操作方法を習得す
る。

2 10/9 (日)
ホームページを閲覧してもらうために
～仕事につなげるテクニック～

ホームページを仕事に活用する方法や、人に
見てもらう手段について学びます。
・SNS連携、検索でヒットするコツなど

（６） 会　場 生涯学習総合センター　OA研修室

開設日 講師氏名

（１） テーマ パソコン指導ボランティア養成講座

（５） 定　員

（２） 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〕

（３） 時　間 ９時３０分～１２時３０分（１８０分）

（４） 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ボランティア指導者として活動したい市民等

各１０人

（６） 会　場

開設日 講師

Mdm Antoinette　代表
小林　玲子　氏

生涯学習総合センター　OA研修室　または　鈴谷公民館　会議室

（３） 時　間

（４） 対  象

（５） 定　員

１０時～１４時（２４０分）

パソコンスキルアップをしたい青少年・若者（２０～４０代）

１０人

（１） テーマ

（２） 概　要
Webサイト作成ツール”Jimdo”を活用し、ホームページの作成方法を学びます。また、ホームページが宝の
持ち腐れとならないよう、閲覧してもらう工夫や仕事につなげるテクニック等もお伝えします。

NPO法人パソボラさいたま

・Word＆Excelの初心者向け基礎知識と
教え方
・講師実践に向けグループ内打合せ

・第２講Wordと第３講Excelの教材を用い
た講師演習の実践（グループ別）

Jimdo（ジンドゥー）でホームページを作ってみよう
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令和３年度第３回さいたま市民大学運営委員会

その他（１）　令和３年度 さいたま市民大学実施状況について

各コース実施予定 （令和３年12月24日現在）

コース名・テーマ 会場 主な内容 日程 回数 定員 応募者 倍率 受講者 延べ
参加者

受講者
平均年齢

学びや気づ
き

1

教養Ⅰコース

「コロナ時代の新しい教養」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○「コロナ」×「歴史」
○「コロナ」×「地域」
○「コロナ」×「経済」

6/9～25
水曜日
13:30～15:30

3回 50人 58人 1.2倍 46人 125人 68.5歳 65.8%

2

教養Ⅱコース

「これからの暮らし・生き方を考える」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○不確実性の時代におけるDX技術を活用した生活支援
○知ってトクする、知らなきゃ大変！？40年ぶりの民法改正
他

10/13 ・20 ・25 
13:30～15:30 3回 50人 63人 1.3倍 47人 127人 67.8歳 89.2%

3

ビジネススキルⅠコース

「これからの時代に求められる、新・ビジネススキル講座（入
門・初級編）」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○テレワーク時代のコミュニケーションスキル
○仕事に生かす文章力
他

7/7～28
水曜日
19:00～20:30

4回 50人 63人 1.3倍 42人 135人 51.1歳 80.6%

4

ビジネススキルⅡコース

「これからの時代に求められる、新・ビジネススキル講座（応
用・中級編）」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○ビジネスリーダーに求められるコーチング技術
○働き方改革における心理的安全性とモチベーション
他

11/17～12/8
水曜日
19:00～20:30

4回 50人 43人 0.9倍 38人 125人 52.5歳 88.0歳

5

ビジネスパーソンコース

「さいたまを支える企業人に聞く　地域を元気にする力」
オンデマンド配信

○食を通じて地域を創る　さいたまヨーロッパ野菜研究会の地
域ブランド化に向けた挑戦
○地域とともに住み続けられるまちづくりを目指して
他

1/12～2/2
水曜日
配信開始日より10日間限定公
開

4回 なし 59人 1.0倍 59人 (開催中) 51.6歳 (開催中)

6

科学コース

「宇宙や科学を学ぼう！プラネタリウムホールでショーを発
表しよう！」

さいたま市宇宙劇場
（大宮区）

○スペースサイエンスショーを知ろう！
○スペースサイエンスショーを考えよう！
他

9/4 、10/9 、11/13 ・28 
18:00～20:00
28日は19:00～20:45

4回 12人 20人 1.7倍 10人 38人 9.3歳 (未実施)

7

文学コースⅠ

「世界の街並み―作家と作品」

大宮西部図書館
（北区）

○古代ギリシャ・ローマ人の目に映った風景
○自由空間としての都市　疫病と宴
他

6/6～20
日曜日
14:00～16:00

3回 50人 43人 0.9倍 36人 92人 68.7歳 58.3%

8

文学コースⅡ

「日本の街並み―作家と作品」

大宮西部図書館
（北区）

○大河ドラマから見る「地方」
○「阪神間モダニズム」と文学
他

6/29～7/13
火曜日
14:00～16:00

3回 50人 44人 0.9倍 41人 112人 69.7歳 88.6%

9

歴史コース

「さいたまの文化財を知る」

市立博物館
（大宮区）

○さいたま市の天然記念物―田島ケ原サクラソウ自生地―
○近世古文書を読む
他

10/14 ・21 ・28 、11/5 ・
11 ・18 
13:30～15:30

6回 20人 79人 4.0倍 19人 105人 69.1歳 89.5歳

10

美術コース

「『ミュシャに魅せられて』コレクターが語る展覧会の見どこ
ろ」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○「ミュシャに魅せられて」コレクターが語る展覧会の見どころ
5/1
土曜日
14:00～16:00

1回 50人 72人 1.4倍 44人 44人 64.1歳 88.6%

11

市民企画コース

「セルフケアで元気になろう！プロジェクト」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○意外に簡単！健康食と健康体操
○麹でつくる調味料「塩 」
他

6/8～7/13
火曜日
10:00～12:00

6回 30人 54人 1.8倍 28人 155人 67.3歳 78.3%

12

共生コース

「初めての手話講座（入門編）」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○聴覚障害について理解を深めよう
○伝え合ってみましょう
他

9/2～10/28
（9/23を除く）
木曜日
10:00～12:00

8回 20人 33人 1.7倍 18人 126人 58.6歳 100.0%

13

音楽コース

「夏休み青少年ハモニケーション 講座『つくろう！わたしの
うた』」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○歌は誰にでもつくれる（オンライン）
○作詞してみよう（オンライン）
他

7/27～8/24
（8/17を除く）
火曜日
15:00～16:30

4回 10人 9人 0.9倍 7人 20人 11.3歳 -

93回 592人 (集計中) (集計中) (集計中) (集計中) (集計中) (集計中)合　　計

各10人
×15
＝150
人

915人 7.6倍 115人 289人14

パソコンコース

「初心者のためのWord、Excel、PowerPoint、小学生のプロ
グラミング」

生涯学習総合センター
（大宮区）

○初心者のためのWord2016＆Excel2016
○PowerPoint2016基礎（初級）
他

5/7(金)～2/26(土)
9:30～12:30
13:00～16:00　他
（9月・2月は30歳代以下優先）

各4回
×6＝
24回
各2回
×7＝
14回
各1回
×2＝2

48.6歳 92.7%

資料３

※56.2歳
（小学生除く）
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