
 令和４年度第３回さいたま市民大学運営委員会 

 

日 時：令和５年１月１０日（火） 

  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５年度さいたま市民大学各コース(案)について・・資料１・２ 

  ① 教養コースから地域ボランティア育成コース 

  ② 美術コース ～ 歴史コース 

  ③ さいたまの魅力コース ～ パソコンコース 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 



№ 役 職 氏　名 所属・役職等

1 委員 青木　光美 PRプランナー（共育楽学舎）

2 副委員長 安藤　陽 埼玉大学　名誉教授

3 委員 飯塚　真澄 公募委員

4 委員 井上　直也 放送大学さいたま学習センター　特任教授

5 委員 岩井　寛和 公募委員

6 委員 桑原　　静 さいたま市社会教育委員

7 委員長 神保　富美子 一般社団法人文果組　代表理事

8 委員 寺田　道子 さいたま市公民館運営審議会委員

9 委員 難波　陽子 ママ友サークル「eママさいたま」代表

10 委員 羽諸　英臣
さいたま市文化振興事業団
文化芸術振興部長兼事業課長

11 委員 平田　利雄 さいたま商工会議所 議員

さいたま市民大学運営委員会委員名簿

任期：令和３年７月30日～令和５年６月30日（２年）



コース名 テーマ　 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 多様性を尊重し自分らしく生きる
私たちは、年齢、性別、人種、障害の有無、経験などの多様な人たちと関係性をも
ちながら生活をしています。この講座では、自分らしく生きていくために、これらの多
様性について知り、お互いに尊重することの大切さを学びます。

6月13・20・27日の毎週火曜日　（日程調整中）
13時30分～15時30分 3 多様性について知識・教養を身に着けたい市民等 70

教養Ⅱ 最高の最期を迎えるために　～エイジングプランニングのススメ～
「最高の最期」を迎えるために、高齢者支援、認知症の方を支える後見制度、そして
大切な遺言の書き方を通じて、エイジングプランニング（＝老後の生活をきちんと設
計しておくこと）を学んでいく講座です。

11月22日～12月20日の毎週水曜日
13時30分～15時30分 5 終活について知識・教養を身に着けたい市民等 50

ライフプラン(租税・入門編） わたしたちの暮らしと税金
なぜ私たちは、税金を納めなければならないのでしょうか。また、公共料金と何が違
うのでしょうか。税金とは何かを学びます。

6月から2月末まで配信（60分） 1 e公民館

ライフプラン（租税・応用編） 租税制度を学ぶ
生活をしていく上で、自身の「収入」と「支出」を把握することは、とても大切です。そ
して、収入、支出に大きく影響するのが税金です。私たちが納める税金の根拠や使
途など税金の正しい知識について学びます。

12月5・12・19日の毎週火曜日
14時00分～15時30分 3 70 生涯学習総合センター

ファイナンシャル（入門編） 今一度、お金について考える　～投資のはじめ方～
投資に興味を持っている方、これから投資を始めようと思っている方を対象に、お金
が動く仕組みや、お金そのものについて解説し「投資」に関する理解を深めます。

6月2日 金曜日
19時～20時 1 100 Zoom

ファイナンシャル（応用編） 人生100年時代、投資と長く付き合う方法
～NISA改正から投資の出口戦略まで～

既に投資をされている方、本格的に投資について学びたいと思っている方を対象
に、「投資」の本質をはじめ、NISAやiDeCo等の税制優遇制度、投資の出口戦略に
ついてお伝えする講座です。

7月7・14・21日の毎週金曜日
10時～11時30分 3 70

4 ITスキル MOS検定（Excel2016）から学ぶスキルアップ講座
現代の働き方の変化によって、様々なスキルが要求されるようになっています。業務
で役立つスキルを習得します。
※この講座での資格取得はできません。

9月7・14・21・28日の毎週木曜日
19時～20時30分 4 基本的なパソコン、Excelの操作ができる方

（抽選の場合は３９歳以下の方を優先） 20

5 世界遺産 世界遺産を学ぶ
世界遺産を学ぶ方々のための基礎知識や日本と海外の世界遺産を多彩なスライド
とともに楽しく学びます。
※世界遺産ツアーでは、スライドを各６０枚程度投影予定

10月11・18・25日の毎週水曜日
14時～16時 3 世界遺産について知識・教養を身に着けた

い市民等 70

6 市民企画 俳句の学習と実践講座
公募により選ばれた「水明俳句会」企画の講座です。
俳句の歴史、定型、季語等の概要を学習し、「句会」を実際に行うことで、俳句、選
句、鑑賞の初歩を学び、俳句の全体像を把握します。

8月1・8・22・29日の毎週火曜日
13時30分～15時30分 4 俳句について知識・教養を身に着けたい市

民等 45

7 地域ボランティア育成 パソコンのボランティア講師養成講座
公民館などでパソコン講座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〕

9月28日～11月16日の毎週木曜日
9時30分～12時30分 8 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 20

8 美術Ⅰ・Ⅱ
（うらわ美術館との連携）

週末アート！スペシャリストによる特別講演会
うらわ美術館で開催する展覧会について、専門家による解説を聞くことができるコー
スです。講演会聴講後は各自で展覧会場を訪れ、実際に作品を鑑賞することで、よ
り学びを深めていただけます。

5月13日、7月15日の各土曜日
13時～15時
各回ごとの申し込みです。

各1
展覧会の内容をより深く知り楽しみたい市
民、展覧会鑑賞のヒントが欲しい方、美術館
での作品鑑賞を楽しみたい方

各70 浦和コミュニティセンター

文学Ⅰ
（図書館との連携）

日本文学と仏教
日本の文学の形成にも少なからぬ影響を与えた仏教。その相互関係を取り上げ、歴
史的に解説します。

6月4・11・18日の毎週日曜日
14時～16時 3 50

文学Ⅱ
（図書館との連携）

文字・言葉遊びの文学史──言語遊戯・祈り・アート

古代より文字・言葉遊びは文学の重要な要素であったという以上に、「遊びこそ文学
の本質」でした。
中国・日本の言葉・漢字・仮名に込められてきた自由な想像力のさまざまなあり方を
解説します。

7月4・11・18日の毎週火曜日
14時～16時 3 50

10 科学
(青少年宇宙科学館との連携)

プラネタリウム解説員になろう☆

さいたま市宇宙劇場のプラネタリウムドームを使って、プラネタリウム解説員の仕事や
プラネタリウム機材の操作を体験！
発表会では実際に解説員になりきって、星や星座について解説します。プラネタリウ
ム解説員体験を通して、宇宙についてもっと詳しくなりましょう。

 9月17・24日の各日曜日
18時～20時
10月1日 日曜日
18時30分～20時30分

3 プラネタリウム解説員について学びたい
小学３年生～中学生 12 宇宙劇場

11 歴史
（博物館との連携）

歴史資料からさいたま市の個性を考える　中世編
鎌倉時代、室町時代、戦国時代における、市域に関係する文献や古文書、板碑資
料などを分析し、中世のさいたま市域の特徴を考えます。

10月18日～11月15日の毎週水曜日
13時30分～15時30分 5 さいたま市の歴史に興味のある市民等 30 市立博物館

12 さいたまの魅力 【夏休み特別講座】　鉄道をもっと知ろう！楽しもう！
鉄道の街・大宮を代表する日本最大級の鉄道ミュージアム、鉄道博物館を訪れ、鉄
道の歴史や魅力について座学や施設見学を交えながら学びます。

8月4日 金曜日
10時～12時 1 鉄道について学びたい

小学生～中学生（小学生は保護者同伴） 40 鉄道博物館

13 プログラミング 小学生がスクラッチを使ってプログラミングを学ぶ
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:Ｓｃｒａｔｃｈ３．０)
①小学4年生②小学５年生③小学６年生

①8月2・3日の水・木曜日
②8月9・10日の水・木曜日
③8月23・24日の水・木曜日
９時30分～12時30分

各2 プログラミングを学びたい小学生 各20

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを学ぶ　（初心者）
〔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
（初心者向け）

 5月8日～29日の毎週月曜日 13時～16時
 7月5日～26日の毎週水曜日 9時30分～12時30分
10月6日～27日の毎週金曜日 9時30分～12時30分
12月4日～25日の毎週月曜日 13時～16時
1月12日～2月2日の毎週金曜日 13時～16時

各4 パソコンスキルアップをしたい市民等 各20

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを学ぶ　（応用）

〔Ｗｏｒｄ〕
図形や写真を使ったチラシの作成、差し込み印刷で宛名ラベルの作成、長文での
表紙・目次の作成、Excelデータの挿入など、実用的で一歩進んだWordの使い方
〔Ｅｘｃｅｌ〕
よく利用する関数、条件によって書式を付ける、また入力の規制、複合グラフやピ
ボットテーブルの利用、さらにマクロ記録の利用、ブック間の集計など、実用的で一
歩進んだExcelの使い方
（中級者向け）

Excel　  5月10日～31日の毎週水曜日　9時30分～12時30分
Excel　11月10日～12月1日の毎週金曜日　13時～16時
Word　  6月  8日～29日の毎週木曜日　13時～16時
Word　  9月  6日～27日の毎週水曜日　9時30分～12時30分

各4 パソコンスキルアップをしたい市民等
（抽選の場合は３９歳以下の方を優先） 各20

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを学ぶ　
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
ゼンテーションの機能

9月8日～29日の毎週金曜日　9時30分～12時30分
2月7日～28日の毎週水曜日　13時～16時 各4 パソコンスキルアップをしたい市民等 各20

租税制度について知識・教養を身に着けたい
市民等

投資、資産形成について知識・教養を身に
着けたい市民等

文学について学びたい市民等

※ 市民等＝市内在住、在勤、在学の方

協議事項（１）　令和５年度  さいたま市民大学（案）について

1

14 パソコン

生涯学習総合センター

生涯学習総合センター

生涯学習総合センター

2

3

9 大宮西部図書館



１　教養Ⅰコース

№ 演　題 主な内容

1 6/13 （火） 調整中

2 6/20 （火）
インクルーシブな社会づくりを考える
〜障害の観点から

自分ごととして障害と向き合い、誰もが差別の
ない社会（インクルーシブな社会）の主人公と
して生きるために、SDGsを含め、国際動向を
紐解きながら、障害の概念や、障害のある人
の権利論、インクルーシブな社会を実現する
ために必要な手立てとしての合理的配慮につ
いて考えます。

3 6/27 （火） 性の多様性を尊重するってどういうこと？

私たちは生涯にわたって「性」と向き合って生
きていきます。そしてその私たちの「性」はとて
も多様です。しかしこの社会はその多様性を
尊重しているでしょうか。私たちの性はどのよう
に多様なのか、私たちの性の多様性を尊重す
るということはどういうことなのか、一緒に考え
てみましょう。

開設日

多様性を尊重し自分らしく生きる

私たちは、年齢、性別、人種、障害の有無、経験などの多様な人たちと関係性をもちながら生活をしています。この
講座では、自分らしく生きていくために、これらの多様性について知り、お互いに尊重することの大切さを学びま
す。

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 時　間

（４） 定　員

（７） 申込み期間

１３時３０分～１５時３０分（１２０分）

（６） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

（５） 費　用 １，５００円（受講料）

後日調整（事務局対応）

埼玉大学
准教授
山中　冴子　氏

埼玉大学
准教授
渡辺　大輔　氏

７０人

講師名

二次元コード



１　教養Ⅱコース

№ 演　題 主な内容

1 11/22 （水）
なぜエイジングプランニングが必要
なのか

①老後の現実！残酷物語（自宅、独居、何が必
要？どのくらい費用がかかる？）
②認知症で、日常生活はどうなる？（認知症対
策）
③高齢者支援と地域連携について

2 11/29 （水）
認知症の方を支える、後見制度に
ついて

①後見制度の現状（費用面）、種類、行政の
扶助について。頼りになる人がいない場合
はどうする？
②任意後見と法定後見の違い
③民事信託、商事信託の制度概要

3 12/6 （水） 遺言の要件と相続税の基礎知識

①遺言残酷物語（遺言を書いておけば防ぐ
ことができた事例）
②遺言の要件と種類
③相続税の基礎

4 12/13 （水） 法定相続分や法定相続人について

①法定相続分、法定相続人、遺留分につい
て知っておきましょう
②書いてくれてよかった！残された家族が
幸せになる遺言のポイント（予備的遺言につ
いて）

5 12/20 （水）
エイジングプランの中での遺言書
の作成時期と、付言事項について

①遺言の作成時期と見直しのタイミング
②付言事項は、愛する人への最後のラブレ
ター

①介護A、宮田先生
②佐藤先生
③介護B（医療の方？）
※アテンド中

①中山先生４０分
②阿部先生４０分
③伊藤先生２５分

①伊藤先生２５分
②鶴見先生３０分
③増田先生４０分

①水野先生・柏原５５分
②宮田先生４０分

①島先生、小山田先生４０分
②柏原詠子先生３０分

（１） テーマ 最高の最期を迎えるために　～エイジングプランニングのススメ～

（２） 概　要
「最高の最期」を迎えるために、高齢者支援、認知症の方を支える後見制度、そして大切な遺言の書き方を通じて、エイジングプランニン
グ（＝老後の生活をきちんと設計しておくこと）を学んでいく講座です。

（３） 時　間 １３時３０分～１５時３０分（１２０分）

開設日

（４） 定　員 ５０人

（５） 費　用 ２，５００円（受講料）

（７） 持ち物

後日調整（事務局対応）

（６） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

講師名

（８） 申込み期間

4コマ目は筆ペン、便せん（要検討）

二次元コード



２　ライフプランコース（租税・入門編） （オンライン）

№ 演　題 主な内容

1 納税義務ってなんだろう
納税義務の基本的な意味を解説し
ます。

無料
※オンライン開催の講座については、利用時の通信料は各自での負担になります。

講師名

（６） 会　場 オンライン（e公民館）で実施（配信）

6月から
2月末日
まで配信

中央大学法科大学院
酒井　克彦　氏

（７） 申込み期間

開設日

後日調整（事務局対応）

（５） 費　用

わたしたちの暮らしと税金

（４） 定　員

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 時　間 ６月から２月末まで配信（６０分）

なぜ私たちは、税金を納めなければならないのでしょうか。また、公共料金と何が違うのでしょうか。税金とは何かを
学びます。

二次元コード



２　ライフプランコース（租税・応用編） （座学）

№ 演　題 主な内容

1 12/5 (火）
税金の基本的な制度（所得税・
法人税）

所得税や法人税の基本的な構
造を解説します。

2 12/12 (火）
税金の基本的な制度（相続税・
消費税など）

相続税や消費税の基本的な構
造を解説します。

3 12/19 (火） 許される節税と許されない節税
節税・脱税・租税回避の違いに
ついて解説します。

中央大学法科大学院
酒井　克彦　氏

中央大学法科大学院
酒井　氏　又は　税理士

中央大学法科大学院
酒井　氏　又は　税理士

後日調整（事務局対応）

開設日 講師名　

（６） 会　場 生涯学習総合センター　１０階　多目的ホール

（７） 申込み期間

（１） テーマ 租税制度を学ぶ

（２） 概　要
生活をしていく上で、自身の「収入」と「支出」を把握することは、とても大切です。そして、収入、支出に
大きく影響するのが税金です。私たちが納める税金の根拠や使途など税金の正しい知識について学び
ます。

（３） 時　間 １４時～１５時３０分 (９０分）

（４） 定　員 ７０名

（５） 費　用 １，５００円（受講料） 二次元コード



３　ファイナンシャルコース（入門編） （オンライン）

№ 演　題 主な内容

1 6/2 （金） 今一度「お金」について考える
NISAやiDeCoなどの具体的な始め
方や、人生と「お金」についてわかり
やすくお伝えします。

開設日 講師名

レオス・キャピタルワークス株式会社
営業部　深町　芳 氏

（６） 会　場 オンライン（zoom)で実施

（７） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

（４） 定　員 １００人

（５） 費　用
無料
※オンライン開催の講座については、利用時の通信料は各自での負担になります。

（１） テーマ 今一度、お金について考える　～投資のはじめ方～

（２） 概　要
投資に興味を持っている方、これから投資を始めようと思っている方を対象に、お金が動く仕組みや、お金そのも
のについて解説し「投資」に関する理解を深めます。

（３） 時　間 １９時～２０時（６０分）

二次元コード



３　ファイナンシャルコース（応用編） （座学）

№ 演　題 主な内容

1 7/7 (金）
今一度考える「投資」の本質とは
～投資と長く付き合う方法～

投資とは
投資と長く付き合う方法

2 7/14 (金）
知っておくべきNISA、iDeCoの知識
～国の制度を今一度紐解く～

NISA、iDeCoの制度改正について
足元の資産形成・投資信託事情

3 7/21 (金）
投資の出口戦略
～「いつ終えるか」を考える～

投資をどう終えるのか
次世代への残し方

レオス・キャピタルワークス株式会社
経営企画&広報・IR室
仲岡　由麗江　氏

レオス・キャピタルワークス株式会社
経営企画&広報・IR室
仲岡　由麗江　氏

開設日 講師名

レオス・キャピタルワークス株式会社
経営企画&広報・IR室
仲岡　由麗江　氏

（６） 会　場 生涯学習総合センター　１０階　多目的ホール

（７） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

（４） 定　員 ７０名

（５） 費　用 １，５００円（受講料）

（１） テーマ 人生100年時代、投資と長く付き合う方法　～NISA改正から投資の出口戦略まで～

（２） 概　要
既に投資をされている方、本格的に投資について学びたいと思っている方を対象に、「投資」の本質をはじめ、
NISAやiDeCo等の税制優遇制度、投資の出口戦略についてお伝えする講座です。

（３） 時　間 １０時～１１時３０分（９０分）

二次元コード



４　ITスキルコース

№ 演　題 主な内容

1 9/7 （木） セル範囲やワークシート、ブックの作成と管理

ブックのデータの様々な操作
ハイパーリンクの設定と削除
ワークシートやブックの書式を設定
ワークシートの表示をカスタマイズ
セルやセル範囲の書式を設定
名前付き範囲の定義
印刷設定　等

2 9/14 （木） テーブルデータの管理、分析と整理
テーブルの作成、書式設定
テーブルの変更
テーブルデータの抽出、並べ替え　等

3 9/21 （木） 数式や関数を使用した演算
相対参照、絶対参照、複合参照
データの計算に使う関数
文字列に使う関数　等

4 9/28 （木）
グラフやオブジェクトでデータを視覚的に表示
練習問題

グラフの作成
グラフの変更
グラフの書式設定
データを視覚的にまとめる
練習問題　等

IT研修講師・経済産業省推
奨　ITコーディネータ
Mdm Antoinette（マダム アン
トワネット）　代表
小林　玲子　氏

（７） 会　場 生涯学習総合センター　OA研修室

（８） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

開設日 講師名

（４） 対　象
基本的なパソコン、Excelの操作ができる方
（抽選の場合は３９歳以下優先）

（５） 定　員 ２０名

（６） 費　用 ２,０００円（受講料）＋テキスト代　（講師と相談中）

（１） テーマ MOS検定（Excel2016）から学ぶスキルアップ講座

（２） 概　要
現代の働き方の変化によって、様々なスキルが要求されるようになっています。業務で役立つスキルを習得します。
※この講座での資格取得はできません。

（３） 時　間 １９時～２０時３０分（９０分）

二次元コード



５　世界遺産コース

№ 演　題 主な内容

1 10/11 （水）
世界遺産とは（基礎知識、世界
遺産検定など）

世界遺産の基礎知識について
解説します。

2 10/18 （水） 世界遺産ツアー（日本編）
【日本】の世界遺産についてスラ
イドとともに解説します。

3 10/25 （水） 世界遺産ツアー（海外編）
【海外】の世界遺産についてスラ
イドとともに解説します。

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 時　間

世界遺産を学ぶ

世界遺産を学ぶ方々のための基礎知識や日本と海外の世界遺産を多彩なスライドとともに楽しく学びます。
※世界遺産ツアーでは、スライドを各６０枚程度投影予定

１４時～１６時（１２０分）

世界遺産アカデミー認定講師
岩本　潔明　氏

（４） 定　員 ７０人

開設日

（６） 会　場

（５） 費　用

（７） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

１，５００円（受講料）

生涯学習総合センター　多目的ホール

講師名

二次元コード



６　市民企画コース

№ 演　題 主な内容

1 8/1 （火） 俳句のリズム～定型と切れ字

定型の基本に俳句のリズム感を学びます。加
えて切れ字「や」「かな」「けり」の使用方法を
学んで実作に効果的なリズム感を身につけま
す。

2 8/8 （火） 俳句のリズム～句会を通じて実作の中から学ぶ

兼題（予め出題されたお題）を俳句にして持
ち寄り実際に句会を行います。句会の中で俳
句のリズムや司会の進行の仕方にも慣れ親し
んでもらいます。

3 8/22 （火） 俳句季語の世界～季節別季語と分類

俳句歳時記の使用方法について学びます。
（春夏秋冬新年の季節別分類各季節前の時
候、天文、地理、生活、行事、動物、植物の
分類等）

4 8/29 （火） 俳句季語の世界～句会を通じて実作から学ぶ
第2回同様、兼題を作句して持ち寄り、実際
の句会を行います。句会の中で俳句の季語
の重要性を学びます。

（５） 費　用 2,000円（受講料）テキスト代等2,000円　合計4,000円　←団体に確認中

（６） 会　場 生涯学習総合センター　多目的ホール

玉川大学教授
網野　公一　氏

（７） 申込み期間

開設日 講師名

後日調整（事務局対応）

（４） 定　員 45名

（１） テーマ 俳句の学習と実践講座

（２） 概　要
公募により選ばれた「水明俳句会」企画の講座です。
俳句の歴史、定型、季語等の概要を学習し、「句会」を実際に行うことで、俳句、選句、鑑賞の初歩を学び、俳句の全体像を把握
します。

（３） 時　間 １３時３０分～１５時３０分（１２０分）

二次元コード



７　地域ボランティア育成コース

№ 演　題 主な内容

1 9/28 （木） 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
・講座の組立て方
・グループ編成

2 10/5 （木） Wordの基本と教え方

3 10/12 （木） Excelの基本と教え方

4 10/19 （木） 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 10/26 （木） 講師実践　１

6 11/2 （木） 講師実践　２

7 11/9 （木） 講師実践　３

8 11/16 （木）
講師実践　４
指導者の道

（４） 対　象
Windows操作、Word及びExcelの基本操作（Word：文書作成、Excel：表作成や簡単な表計算）が出来る方で、公民
館などでパソコン講座の指導者としてボランティア活動したい市民等

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
・実践に向けての打合せ

・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）

（５） 定　員 ２０人

（６） 費　用 ４，０００円（受講料＋テキスト代・税込）

（７） 会　場 生涯学習総合センター　OA研修室

（８） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

開設日 講師名

（１） テーマ パソコンのボランティア講師養成講座

（２） 概　要
公民館などでパソコン講座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）

二次元コード



８　美術Ⅰ・Ⅱコース

№ 演　題 主な内容

Ⅰ 5/13 （土） 歌川国芳と浮世絵

展覧会「奇想の絵師　歌川国芳」
（2023年4月22日〜6月18日）の開
催にあわせ、斬新かつ豊かなアイ
デアを次々と生み出し、幕末に高い
人気を誇った浮世絵師・歌川国芳
の作品の魅力を紹介します。

Ⅱ 7/15 （土） 韓国の絵本のいま

展覧会「ブラチスラバ世界絵本原画
展　絵本でひらくアジアの扉」（2023
年7月8日～8月31日）の開催にあわ
せ、韓国絵本の研究者を招き、いま
世界から注目される韓国の絵本の
動向や広がりを紹介します。

企画担当者の声
土曜日にアートを楽しみたい方、必見！
気軽にアートに触れたい方や鑑賞のヒントが欲しい方、展覧会をもっと深く知りたい方まで、ぜひお申し込みください。

（７） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

開設日 講師名

練馬区立美術館
加藤　陽介　氏

武蔵野美術大学
講師　申　明浩　氏

（４） 定　員 Ⅰ・Ⅱ　各７０人

（５） 費　用
各回５００円
各回ごとの申し込みです。

（６） 会　場 浦和コミュニティセンター第13集会室

（３） 時　間 １３時～１５時（１２０分）

【うらわ美術館との連携】

（１） テーマ 週末アート！スペシャリストによる特別講演会

（２） 概　要
うらわ美術館で開催する展覧会について、専門家による解説を聞くことができるコースです。講演会聴講後は各自
で展覧会場を訪れ、実際に作品を鑑賞することで、より学びを深めていただけます。

二次元コード



９　文学Ⅰコース

№ 演　題 主な内容

1 6/4 （日） 仏教伝来と古代の文学

「因果応報」という言葉に代表される
ように、仏教の思想は日本人の心性
に深く根付いています。仏教伝来の
あれこれから説き起こし、「平家物
語」などの古典文学にその始まりの
諸相を見ます。

2 6/11 （日） 中世的世界における仏教と文学

仏教説話が多く編まれた中世は、
「往生要集」や「歎異抄」等が人間を
掘り下げる文学性の高いものと考え
ると、幅の広い豊かな時代だったと
言えるでしょう。その時代相と共に
仏教と文学を考えます。

3 6/18 （日） 近代の仏教激変と文学

維新期の廃仏毀釈を乗り越え、仏
教思想は新時代の仏教実践者や
研究者によって新時代を迎えます。
そこに見られる近代文学と仏教思想
の出会いを、夏目漱石作品などを
題材に検証します。

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 時　間

（４） 定　員

（７） 申込み期間

（５） 費　用

（６） 会　場 大宮西部図書館　視聴覚ホール

開設日 講師名

編集者
淑徳大学講師
竹中　朗　氏

１４時～１６時（１２０分）

５０人

後日調整（事務局対応）

１，５００円（受講料）

【大宮西部図書館との連携】

日本文学と仏教

日本の文学の形成にも少なからぬ影響を与えた仏教。その相互関係を取り上げ、歴史的に解説します。

二次元コード



９　文学Ⅱコース

№ 演　題 主な内容

1 7/4 （火） 漢字の造字原理と中国の漢字遊び

「万葉集」以来、和歌は掛詞に代表
される和歌技法を洗練させてきまし
た。それらは文字・言葉遊びとして
の要素も含みながら、さらに言葉の
呪力を期待する「言霊」思想とも関
連します。

2 7/11 （火）
日本文学の和歌の技法と技巧／江
戸時代の日本の文字遊び・言葉遊
び

漢字は表意文字であることで、音だ
けではない意味の重ね合わせや筆
画のかたちとしての面白さも複雑で
す。古代から連綿と続く漢字の文字
遊びの一端を紹介します。

3 7/18 （火）
主に近代以降の文字遊び・言葉遊
び（新しい文字を創る試みなど含
む）

文字で遊ぶことは、時として一文字
に祈りを込めることにもつながり、ま
た近代以降、それはカリグラムやコ
ンクリートポエムなどのアートとして
の表現を生み出します。

【大宮西部図書館との連携】

（７） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

開設日 講師名

企画担当者の声
文学Ⅰコースでは古代・中世・近代文学と仏教の相互関係について解説します。文学Ⅱコースでは「文字」に焦点を当て、特に「文字遊
び」を中心に解説します。多様な視点から文学に触れてみませんか。

（１） テーマ 文字・言葉遊びの文学史──言語遊戯・祈り・アート

（２） 概　要
古代より文字・言葉遊びは文学の重要な要素であったという以上に、「遊びこそ文学の本質」でした。
中国・日本の言葉・漢字・仮名に込められてきた自由な想像力のさまざまなあり方を解説します。

（３） 時　間 １４時～１６時（１２０分）

（４） 定　員 ５０人

（５） 費　用 １，５００円（受講料）

（６） 会　場 大宮西部図書館　視聴覚ホール

編集者
國學院大學兼任講師・大東文化大学書道研
究所客員研究員
古賀　弘幸　氏

二次元コード



１０　科学コース

№ 演　題 主な内容

1 9/17 （日） 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の仕事内容
等を紹介します。
・発表に向けて役割分担を決めま
す。

2 9/24 （日） プラネタリウム解説員を体験しよう
・自分の担当のナレーション練習や
ボタン操作の練習などを行います。
・発表会のリハーサルを行います。

3 10/1 （日） 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。保護者の
皆様もぜひご参加ください。

【青少年宇宙科学館との連携】

（１） テーマ プラネタリウム解説員になろう☆

（２） 概　要
さいたま市宇宙劇場のプラネタリウムドームを使って、プラネタリウム解説員の仕事やプラネタリウム機材の操作を体験！
発表会では実際に解説員になりきって、星や星座について解説します。プラネタリウム解説員体験を通して、宇宙について
もっと詳しくなりましょう。

（３） 時　間
９/１７（日）・９/２４（日）１８時～２０時（１２０分）
１０/１（日）１８時３０分～２０時３０分（１２０分）

（４） 対　象 小学３年生～中学生（※保護者のお迎えが必要）

（５） 定　員 １２人　

（６） 費　用 無料

企画担当者の声

普段は入ることのできない、「コンソール」というプラネタリウム解説員がボタン操作や解説を行うブースにて、プラネタリウム解説員体
験をしてもらいます。プラネタリウムが好きな方、星に興味のある方は、ぜひこの機会にお申込みください。

（７） 会　場
さいたま市宇宙劇場
プラネタリウムホール、集会室

（８） 申込み期間 事務局で後日調整

開設日 講師名

宇宙劇場　投影スタッフ
佐々木　孝啓　氏
西村　康子　氏

二次元コード



１１　歴史コース

№ 演　題 主な内容

1 10/18 (水) 鎌倉時代のさいたま① さいたま市ゆかりの武蔵武士

2 10/25 (水) 鎌倉時代のさいたま② 中世の「郷」と「鎌倉街道」

3 11/1 (水) 室町時代のさいたま① 与野に関わる二種類の大般若経

4 11/8 (水) 室町時代のさいたま② 市内の板石塔婆

5 11/15 （水） 戦国時代のさいたま 関東地方の争乱と市域の様子

（３） 時　間 １３時３０分～１５時３０分（１２０分）

【市立博物館との連携】

（１） テーマ 歴史資料からさいたま市の個性を考える　中世編

（２） 概　要
鎌倉時代、室町時代、戦国時代における、市域に関係する文献や古文書、板碑資料などを分析し、中世のさい
たま市域の特徴を考えます。

（４） 定　員 ３０人

（５） 費　用 ２,５００円

（６） 会　場 さいたま市立博物館　講座室

中世のさいたま市域の特徴を研究者等が解説します。さいたま市を深く知るきっかけになれば幸いです。

（７） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

開設日 講師名

企画担当者の声

さいたま市史編さん専門委員
菊池　紳一　氏

さいたま市職員
青木　文彦　氏

淑徳大学兼任講師
野尻　靖　氏

埼玉県立文書館主席学芸主幹
新井　浩文　氏

二次元コード



１２　さいたまの魅力コース

№ 演　題 主な内容

1 8/4 (金） 鉄道をもっと知ろう！
座学や施設見学を交えながら鉄道
の魅力に迫ります。

（１） テーマ 【夏休み特別講座】　鉄道をもっと知ろう！楽しもう！

（２） 概　要
鉄道の街・大宮を代表する日本最大級の鉄道ミュージアム、鉄道博物館を訪れ、鉄道の歴史や魅力について座学
や施設見学を交えながら学びます。

（３） 時　間 １０時～１２時（１２０分）

（４） 対　象 小学生～中学生（小学生は保護者同伴、保護者１人につき小学生２人まで）

鉄道博物館　学芸員
香月　良太　氏

（８） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

開設日

（５） 定　員 概ね４０人（同伴の保護者含む）

（６） 費　用 鉄道博物館観覧料

講師名

（７） 会　場 鉄道博物館

二次元コード



１３　プログラミングコース

小学生がスクラッチを使ってプログラミングを学ぶ　

№ 時間 申込期間

1
小学生
８月①

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

2
小学生
８月②

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

3
小学生
８月③

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

（１） テーマ

（２） 概　要

（４） 対　象　

（３） 内　容

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:Ｓｃｒａｔｃｈ３．０)

スクラッチでアニメーションやゲームを作ってみよう。

８月①　全回出席可能な小学４年生
８月②　全回出席可能な小学５年生
８月③　全回出席可能な小学６年生
（令和４年度のパソコンコース「夏休み小学生　初めてのプログラミング」の受講者を除く）

（８） 申込み期間 後日調整（事務局対応）

８/２（水）・３（木）

（５） 定　員

（６） 費　用

（７） 会　場

各２０名

無料

生涯学習総合センター　OA研修室

８/９（水）・１０（木）

８/２３（水）・２４（木）

ＮＰＯ法人パソボラさいたま

開設日 講師名

二次元コード



１４　パソコンコース（初心者のためのWord2016＆Excel2016）

コース名 開設日（全４回） 時間 申込み期間

初心者
５月

５/８～２９の
毎週月曜日

１３時～１６時 後日調整（事務局対応）

初心者
７月

７/５～２６の
毎週水曜日

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

初心者
１０月

１０/６～２７の
毎週金曜日

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

初心者
１２月

１２/４～２５の
毎週月曜日

１３時～１６時 後日調整（事務局対応）

初心者
１月

１/１２～２/２の
毎週金曜日

１３時～１６時 後日調整（事務局対応）

（７） 費　用 ５，６４０円（受講料＋テキスト代・税込）
（８） 講　師 ＮＰＯ法人パソボラさいたま

（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４・5年度のパソコンコースの同講座の受講者を除く）

（５） 定　員 各２０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　（初心者）

（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） 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

二次元コード



１４　パソコンコース（Word2016応用、Excel2016応用）

（１） テーマ

（２） 概　要

（３） 内　容

（４） 対　象

（５） 定　員

（６） 会　場

（７） 費　用
（８） 講　師

コース名 開設日（全４回） 時間 申込み期間

Excel応用
５月

５/１０～３１の
毎週水曜日

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

Word応用
６月

６/８～２９の
毎週木曜日

１３時～１６時 後日調整（事務局対応）

Word応用
９月

９/６～２７の
毎週水曜日

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

Excel応用
11月

１１/１０～１２/1の
毎週金曜日

１３時～１６時 後日調整（事務局対応）

５，２００円（受講料＋テキスト代・税込）
ＮＰＯ法人パソボラさいたま

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを学ぶ　（応用）

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、Ｅｘｃｅｌ２０１６のパソコンスキルの向上を図ります。
　(ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  Ｓｏｆｔ:Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１６)

〔Ｗｏｒｄ〕
図形や写真を使ったチラシの作成、差し込み印刷で宛名ラベルの作成、長文での表紙・目次の作
成、Excelデータの挿入など、実用的で一歩進んだWordの使い方
〔Ｅｘｃｅｌ〕
よく利用する関数、条件によって書式を付ける、また入力の規制、複合グラフやピボットテーブルの利
用、さらにマクロ記録の利用、ブック間の集計など、実用的で一歩進んだExcelの使い方

〔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
（抽選の場合は３９歳以下の方を優先）
令和４・5年度のパソコンコースの同講座の受講者を除く

各２０人

生涯学習総合センター　OA研修室

二次元コード



１４　パソコンコース（ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１６基礎（初級））

コース名 開設日（全４回） 時間 申込期間

PowerPoi
nt9月

９/８～２９の
毎週金曜日

９時３０分～１２時３０分 後日調整（事務局対応）

PowerPoi
nt２月

２/７～２８の
毎週水曜日

１３時～１６時 後日調整（事務局対応）

（７） 費　用 ５，２００円（受講料＋テキスト代・税込）

（８） 講　師 ＮＰＯ法人パソボラさいたま

（１） テーマ ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを学ぶ　

（２） 概　要
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） 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
テーションの機能

（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４・5年度のパソコンコースの同講座の受講者を除く）

（５） 定　員 各２０人

（６） 会　場 生涯学習総合センター　OA研修室

二次元コード


