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８．公開講座以外の事業
年度 日付 事業名 種別・対象 参加人数 連携対象（主催等）

昭和53年度
10/23 特別講演会「わが国における大学教育開放センターのあり方」

　講師：塚本哲人（東北大学教授）
教職員、学生 －

10/26 特別講演会「金沢大学大学教育開放センターの歩みと展望」　
　講師：古野有隣（金沢大学教授）

昭和54年度 7/24～8/29 四国地区社会教育主事講習 研修 100名 文部省

昭和58年度 7/25～8/29 四国地区社会教育主事講習 研修 79名 文部省

昭和61年度

7/28～8/28 四国地区社会教育主事講習 研修 83名 文部省

1/10
教育講演会「子どもと生きる力－青少年とカウンセリングを
語る－」　講師：佐治守夫（日本精神技術研究所・心理臨床セン
ター所長、東京大学名誉教授） 

一般、教職員、
学生 77名

昭和63年度 11/29
大学教育開放センター設立10周年記念事業
特別講演会 「国際化時代における大学教育と社会」
　講師：喜多村和之（広島大学大学教育研究センター教授） 

一般、教職員、
学生 100名

平成元年度 10/1～2/4 四国地区国立大学放送公開講座（香川大学）
テレビ講座「四国の交通と経済－21世紀へのかけ橋－」 一般 別掲 放送教育開発

センター他

平成２年度 10/27～2/27
10/27～2/16

かがわ女性カレッジ「国際理解」講座
かがわ女性カレッジ「家庭教育」講座 一般 56名※

52名※ 香川県教育委員会

平成３年度

7/24～8/23 四国地区社会教育主事講習 研修 62名 文部省

10/5～2/2 四国地区国立大学放送公開講座（香川大学）
ラジオ講座「道の文化」 一般 別掲 放送教育開発

センター他

10/15～2/18
10/16～2/12

かがわ女性カレッジ家庭教育専門講座
かがわ女性カレッジ国際理解講座 一般 42名※

50名※ 香川県教育委員会

平成４年度

5/23 特別講演会「シェイクスピアの人間学」
　講師：小田島雄志（文京女子大学教授、東京大学名誉教授） 一般 約800名 小田島雄志を

囲む会

9/12
学校週５日制キャンペーン行事「パソコン・ゲームとアニメ・
ビデオであそぼう！」
　指導者：安原昇（香川大学生涯学習教育研究センター教授）

子ども、
保護者 約100名

10/22～12/10 かがわ女性カレッジ「文学にみる女性の生き方」講座 一般 82名※ 香川県教育委員会

平成５年度 10/15～12/3 かがわ女性カレッジ「時代のメッセージを読む」講座  一般 82名※ 香川県教育委員会

平成６年度

10/4 書作展「古典臨書から創作へ」（受講生の成果発表） 一般 － （会場：三菱信託
銀行高松支店）

10/18～12/6 かがわ女性カレッジ「変貌する家族と女性の生涯－国際家族年にちなんで－」講座 一般 108名※ 香川県教育委員会

1/17～2/24 生涯学習アドバイザー養成講座（注：『あゆみ』には記載なし） 研修 47名※ 香川県教育委員会

平成７年度

7/24～8/25 四国地区社会教育主事講習 研修 84名 文部省

9/19～1/30 かがわ女性カレッジ「私らしさを生きる　女性と家族の交叉
点」 一般 84名※ 香川県教育委員会

1/12～2/16 生涯学習アドバイザー養成講座 研修 42名※ 香川県教育委員会

平成８年度

9/10～12/3 かがわ女性カレッジ 「しなやかに生きる私の人生－ジェン
ダー・センシティブな生活の創造－｣ 一般 68名※ 香川県教育委員会

10/5～2/2
四国地区国立大学放送公開講座（香川大学）
テレビ講座「バイオが開く人類の夢」
ラジオ講座「人のいのちと法－生命倫理の周辺－」

一般 別掲 放送教育開発
センター他

1/12～2/19 生涯学習アドバイザー養成講座 研修 51名※ 香川県教育委員会

平成９年度
9/9～12/2 かがわ女性カレッジ「新聞記事から読み解く女性の現在と未

来－男女共同参画社会に向かって－」 一般 70名※ 香川県教育委員会

1/21～2/24  生涯学習アドバイザー養成講座 研修 40名※ 香川県教育委員会
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年度 日付 事業名 種別・対象 参加人数 連携対象（主催等）

平成10年度

9/8～10/6

10/13～10/27 

11/4～12/1 

かがわ女性カレッジ「21世紀をつくる『女』と『男』のパートナー
シップ－世界に目を開き、地域で活動する－」
・パート１：社会に参加する－多様な分野での男女共同参画

を考える
・パート２：世界に目を広げる－グローバルな視点で男女の

在り方を考える
・パート３：人生80年時代をすてきに生きる－女性の一生を

考える－

一般 40名※ 香川県教育委員会

1/14～2/25 生涯学習アドバイザー養成講座 研修 38名※ 香川県教育委員会

平成11年度

5/20 SCSを利用した公開講座「今日の教育問題を考える」 一般 8名 徳島大学

7/10
7/23,24
11/13

大学等地域開放特別事業（香川大学子ども開放プラン）
・親子で楽しむ水泳体験 
・ものを作ろう。電子ロボットを組み立てよう 
・附属農場で生物からの恵みを体験しよう

子ども
親子７組（16名）
93名
親子20組（53名）

7/26～8/27  四国地区社会教育主事講習 研修 79名 文部省

12/17～2/15 生涯学習アドバイザー養成講座 研修 49名※ 香川県教育委員会

2/25 公開セミナー｢四国と関東を結ぶ－研修と交流のつどい－」 研修 14名

平成12年度

8/1
11/11

大学等地域開放特別事業（香川大学子ども開放プラン） 
・子ども電子エンジニアを目指そう
・附属農場で生物からの恵みを体験しよう 

子ども 50名（抽選）
20名（抽選）

12/7
12/7

香川大学特別公開セミナー「知の泉・知の交流」
・第１回「『豊かな時代』をどう生きるか」
　　　　「『健康不安の時代』をどう生きるか」

一般 －

1/15～2/21 生涯学習アドバイザー養成講座 研修 46名※ 香川県教育委員会

2/28 第１回ジェンダー・フリー香川シンポジウム“女と男の自立と参
画”どこまで進んだ？－変わったこと・変わらなかったこと－ 一般 － 香川県教育委員会、

高松市教育委員会

平成13年度

6/20
6/25

11/6

11/9
1/29

香川大学特別公開セミナー「知の泉・知の交流」 
・第２回「ビジネス方法の特許に関する諸問題」
　　　　「グループウェアに見る『使える技術』と『使えない

技術』」
・第３回「香川大学生まれの美しいバイオ蘭－クローン苗の

大量増殖技術－」
・第４回「納経帳よりみた四国遍路の巡礼経路変更」
　　　　「“やばいから行っちゃだめ！”から“あこがれの街へ”
　　　　　～アメリカにおけるデジタルコンテンツ産業集積

と地域活性化～」

一般 －

8/1
10/27
11/10

大学等地域開放特別事業（香川大学子ども開放プラン）  
・子どもロボットエンジニアを目指そう 
・香川大学調査船体験航海　海の中を覗いてみませんか！
・附属農場で生物からの恵みを体験しよう 

子ども 43名
小学生・保護者11組25名、中学生２名
43名

12/3

12/15
1/26

第２回ジェンダー・フリー香川フォーラム
・変わる社会と女と男：「すべき」から「したい」へ
　－“地域と職場での男女共同参画”ここまで進んだ－ 
・“地域と職場での男女共同参画”その現状と課題
・“地域と職場での男女共同参画”－変えることができること・
変えるべきこと－

一般 －

独立行政法人国立
女性教育会館、
香川県教育委員会、
高松市教育委員会
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年度 日付 事業名 種別・対象 参加人数 連携対象（主催等）

平成14年度

7/17
10/9
11/7

香川大学特別公開セミナー「知の泉・知の交流」
・第５回「カウンセラーが見た現代っ子の心の日記帳」
・第６回「消費者問題を学ぶ」
・第７回「人類進化と地峡環境の変遷」 

一般 －

8/3
8/24
11/9

大学等地域開放特別事業『大学Ｊｒ．サイエンス＆ものづく
り』（香川大学子ども開放プラン）
・子どもロボットエンジニアを目指そう
・香川大学調査船体験航海　海の中を覗いてみませんか！
・生物からのものづくりを学び、体験しよう 

子ども 46名
小学生・保護者10組21名、中学生8名
47名

2/15
第３回ジェンダー・フリー香川フォーラム｢ジェンダー・フ
リーを支えるスウェーデンの社会～私たちの知らないス
ウェーデンの姿～」

一般 － 香川県教育委員会、
高松市教育委員会

平成15年度

5/22～10/22 人々の学びを支える実務者のための研修講座（高松市地区公民館職員研修会） 研修 50名程度 高松市生涯学習
センター

6/9～6/30  
3/3～3/26

かがわ県民カレッジフォローアップ講座
・男女共同参画学習フォローアップ講座          
・かがわ県民カレッジフォローアップ講座          

研修 30名程度
24名程度

香川県教育委員会

6/28
8/23
11/8

大学等地域開放特別事業『大学Ｊｒ．サイエンス＆ものづく
り』（香川大学子ども開放プラン）
・子どもロボットエンジニアを目指そう
・香川大学調査船体験航海　海の中を覗いてみませんか！
・生物からのものづくりを学び、体験しよう

子ども 20名
小学生・保護者12組24名、中学生2名
親子20組54名

7/2
10/3
11/5

香川大学特別公開セミナー「知の泉・知の交流」 
・第８回「希少糖を核とした新しい糖生命科学創出計画」
・第９回「アメリカの先住民族の言語と文化」
・第10回「高齢者や障害者の生活を支えるハイテク技術」

一般 －

7/22～8/22 四国地区社会教育主事講習 研修 56名 文部科学省

平成16年度

5/20～11/19 人々の学びを支える実務者のための研修講座（高松市地区公民館職員研修会） 研修 50名程度 高松市生涯学習
センター

8/7
10/24
11/6

大学等地域開放特別事業『大学Ｊｒ．サイエンス＆ものづく
り』（香川大学子ども開放プラン）
・子どもロボットエンジニアを目指そう
・香川大学調査船体験航海　海の中を覗いてみませんか！
・生物からのものづくりを学び、体験しよう     

子ども 25名
小学生・保護者7組14名、中学生6名
19組46名

9/16
香川大学特別公開セミナー「知の泉・知の交流」 
・第11回「企業経営とマーケティング」 一般 －

1/6

NPO研究フォーラム「NPOの理論と実践：アメリカからの報告」
講師：渡邊裕子（ハーバード大学ジョン・F・ケネディ行政大学
院MPAコース在学、元NYジャパン・ソサエティー、プログラ
ム・オフィサー） 

一般 31名
香川県ボランティ
ア・NPO研修連携

協議会

前・後期 かがわ県民カレッジ研究・実践講座（公開授業を含む） 研修
78名（う
ち公開授
業43名）

香川県教育委員会

平成17年度

5/20～10/21 人々の学びを支える実務者のための研修講座（高松市地区公民館職員研修会） 研修 50名程度 高松市教育委員会

前・後期 かがわ県民カレッジ研究・実践講座（公開授業を含む） 研修
72名（う
ち公開授
業47名）

香川県教育委員会

平成18年度

5/18～10/20 人々の学びを支える実務者のための研修講座（高松市地区公
民館・コミュニティセンター職員研修会） 研修 50名程度 高松市生涯学習

センター

7/22 公開シンポジウム「災害に強いコミュニティづくり」   一般 38名 香川県

11/1～12/6   公開セミナー「暮らしとお金の基礎を学びましょう」 一般 40名 野村證券

前・後期 かがわ県民カレッジ研究・実践講座（公開授業を含む） 研修
32名（う
ち公開授
業22名）

香川県教育委員会
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年度 日付 事業名 種別・対象 参加人数 連携対象（主催等）

平成19年度

7/23～8/23 四国地区社会教育主事講習 研修 18名 文部科学省

5/18～12/21

8/30～2/14

生涯学習事業の職務従事者・有志指導者等のための講座
・生涯学習コーディネーター養成講座
（高松市地区公民館・コミュニティセンター職員研修会を兼ねる）
・生涯学習まちづくり丸亀塾

研修 50名程度

50名程度

高松市生涯学習
センター

丸亀市教育委員会

10/30～11/20 公開セミナー 「暮らしとお金の基礎を学びましょう」 一般 16名 野村證券

1/24 公開シンポジウム「大学の資源を地域の教育に活かす～大学
博物館の目指すもの～」 一般 85名 香川大学博物館

前・後期 かがわ県民カレッジキャンパス講座（公開授業のみ） 一般 4名 香川県教育委員会

注）１．参加人数欄の※は香川教育委員会編『教育年報』各年度版による。

　　２．参加人数欄の「別掲」は「７．公開講座（補足）四国地区国立大学放送公開講座」（p.105）を参照のこと。




