
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の為、下記の講座は中止となりました。 

  ・新居浜高専市民講座 ・懐かしの心の唄講座 ・ヨーヨーお手玉ダンス  

・みんなで『体操しようよ！』・学んで マナビィ 「おそうじ」「オカリナ」「シルク」 

 

★新型コロナウイルス感染症に関する政府発表等を守り、新居浜生涯学習大学では感染拡大の防止 

に取り組みます。感染を防ぎ、講義を円滑に実施するために、受講生の皆様のご理解ご協力を宜しく 

お願いします。なお、今後の状況の変化によって、違う対応や講座が中止になることも予想されます 

のでご了承ください。ご不明な点がございましたら、いつでもお問合せください。 

 

悠游たより 
 発行 新居浜生涯学習大学 

 〒792-0023  

    新居浜市繁本町 8-65 

       電話･FAX(0897) 33-2991 

E ｰ Mail:n-daigaku@city.niihama.lg.jp 
８月 

第２１５号 

令 和 ２ 年 

  

★みんなで力を合わせて、一人も新型コロナにかからないよう頑張っていきましょう‼ 

★必ずマスク着用

しましょう！ 

（※無い方は事務局にご

相談下さい。） 

★家を出る前には検温

をしましょう！ 

 

★手洗い、消毒はこまめ

にしましょう！ 

★「密閉」「密集」「密接」

に注意しましょう！ 

 

※令和２年度 中止講座についてお知らせ 



 

『生涯学習パスポート』と『悠游ワーカー』雑感 

 

 「もっと頑張って学んでみよう」という動機づけのためにできたのが『生涯学習パスポ

ート』、学んだことを自分以外の誰かのためもおすそ分けしてみようという目的で始まっ

たのが『悠游ワーカー』だったと私は思っていたのですが、開始して 20 数年が経過する

中で、いつの間にか当初の趣旨とは違うものになったのかと感じています。平成から令和

に時代が変わり開校 30 年という節目になる今だからこそ、受講生の皆さんのお知恵も借

りて変化し、新しい生涯学習大学の学びの仕組みづくりを目指したいと思っています。 

 

１．「学歴」よりも「学習歴」が大事です。学びを整理し、将来に繋げましょう。 

  

あまり耳にしない言葉かもしれませんが「学びのポートフォリオ」という考え方がありま

す。ポートフォリオというのはイタリア語で書類入れという意味があるそうです。様々な

書類を整理するために入れておくカバンなのですが、それを生涯学習に当てはめて、学ん

だ内容や成果を蓄積していく保管庫として捉えています。 

学ぶことには人それぞれに様々な目的があると思います。資格を取得して新しい仕事に

活かす人、語学や歴史を学んで旅行に行こうと思う人、とにかく沢山のことを知りたいと

いうのも立派な生涯学習だと思います。その際にせっかく学んだことを、雑然とほったら

かしておくのではなく、きちんと整理して、これから先の学習のために活かしていこうと

いうのが「「学びのポートフォリオ」の考え方です。学校で学ぶことよりも、大人になってか

ら学ぶことの方がはるかに多いのですから、そこで積み重ねてきた学びを大切にしていこ

うというのが生涯学習の理念『学習歴を尊重する』という考え方です。 

現在の『生涯学習パスポート』のイメージは小学生の頃に夏休みに早起きして取り組ん

だ『ラジオ体操カード』で留まっている気がします。確かにスタンプを押してもらった後

の達成感はありましたが、そこで終わってしまうと先には繋がらないし、それだけではも

ったいない気がします。新型コロナの巣ごもり期間中に平成 22 年度から令和元年度まで

の受講生の皆さん方の受講状況を整理してみました。それによりこれまでどんな講座を受

講してきたかが分かるようになりました。過去の学びを再確認したい方には受講記録一覧

表をお渡ししますので、ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

現在は私たちの生涯学習大学と愛媛県の『学び舎えひめ悠々大学』の二本立てでスタン

プを押していただいていますが、今年度からは県のカードに一本化したいと思います。な

お県の奨励賞のような仕組みは、みなさんの学習意欲を盛り上げるために大切だと思いま

すので、これからもデータを把握して継続してまいります。また、新型コロナ対策で少し

でも接触機会を減らすために、出席の確認は受講チケットで行うように変更しています。

それに合わせて、これまでのスタンプを廃止し、シールを希望する皆さんにお渡しする方

式に改めたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．『悠游ワーカー』って何？ 学習成果を活かすことは・・・ 

 

 私たちは何のために生涯学習大学で学ぶのでしょうか。何のためなんて考えたこと 

もないし、そんな煩わしいことには関わりたくないという人が多いかもしれません。前学

長の讃岐幸治先生が「知的便秘状態に陥らないようにしよう」とか「学びのおすそわけを

しよう」ということをよく口にされていたのを思い出します。確かに生涯学習は個人の多

様な学習欲求を満足させることに力を入れてきました。でも、すばらしい学びの体験も自

分だけで留めてしまって、誰にもおしゃべりできなければ何か物足りなさを覚えるのは私

だけではないと思うのですがいかがでしょう。楽しかったら誰かと一緒に喜びを分かち合

いたいし、役に立つことであれば誰かに伝えたくなります。そして、学んだことがきっか

けになって新しい活動に参加したり、新企画を始めることもあるでしょう。学ぶことは新

しい行動のきっかけづくりだとも言えるのかもしれません。 

  「「ワーカー」の意味は英語ではWork する人、働く人ですね。『働く』を「 傍「（はた）

を楽「（らく）］にすることだと語っていた人もいましたが、学んだことを活かして、まわり

の誰かを楽に「（楽しく）してくれる人が「『悠游ワーカー』の発足当時の思いだった気がしま

す。最初から、誰かのために慈善活動をするボランティアになろうとして学ぶ人はそんな

に多くはないでしょう。でも誰かと一緒に学んでいたら、色々な対話が生まれ、ふとした

きっかけで小さな挑戦が始まり、それが大きな動きに変わっていくことがあると思うので

す。学び続けていればそんな機会に出くわすことが増えてくるように思います。 

 現在の「『悠游ワーカー』は100回の講義を受講し、申告した人が認定されるという仕組

みになっています。その際に3回分の無料聴講券がプレゼントされますが、そこから後の

フォローは何もない状況です。以前は、悠游ワーカー限定の講座があったり、そこで一緒

に学んだ仲間が病院のボランティアや施設訪問に取組んだこともあると聞きました。人と

人のつながりが今よりもずっと濃密だった気がします。昔と今の受講生の気持ちに大きな

が違いはないと思うのですが、そのような場づくりができていないのには、何か根本的な

原因があるのかと反省しています。押し付け、押し売りではなく、自然発生的に、自分たち

が学んだ成果を活かして、傍の人を楽しますことができる『悠游ワーカー』の新しいスタ

イルを探っていきたいと思います。 

  

学びを積み重ねてきた人たちの姿に接するたびに、豊かに人生を送っていこうとする心

のゆとりと他者に対する思いやりを感じることができました。学び続ける人たちに惜しみ

ない賞讃の言葉を贈ることができ、そこで学んだ成果を誰かにおすそ分けできる活動の輪

が拡がれば、きっと新居浜市は優しいまちになっていくことでしょう。新しい令和の時代

の学び舎、人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点としてみんなの力を結集して前

進していきたいとの願いが、新型コロナの巣ごもりで一層強くなってきたこの三か月間で

した。9 月になって皆さんとまたお会いでき、楽しく一緒に学ぶことができるのを心から

願っております。                       （文責 関） 

 

  



 

 

 

 

日 曜 講座名 回 テーマ 時間 場所 

2 水 
Photoshop 基本・実践編 1 Photoshop の基本操作 10:00 生涯学習センター機材室 

雑談しま専科 1 DV（ドメスティックバイオ… 10:00 生涯学習センター研修室 

3 木 「親学」セミナー 1 子どもの貧困・教育格差に… 19:00 生涯学習センター研修室 

4 金 
Photoshop 基本・実践編 2 選択範囲の作成・画像の移… 10:00 生涯学習センター機材室 

別子銅山に学ぼう！！ 1 別子銅山・炭の古道…       14:00 市民文化センター別館大会議室 

7 月 
にいはま元気人“めだかの… 1 高校生視点で見た新居浜市… 19:00 生涯学習センター研修室 

身近な国際交流 1 多文化共生のまちづくり 14:00 生涯学習センター研修室 

8 火 ＳＤＧｓミーティング 1 ＳＤＧｓって何だろう 10:00 生涯学習センター研修室 

9 水 
人生百年 健康に生き抜くための… 1 高血圧、心臓病について 14:00 あかがねミュージアム多目的ホール 

Photoshop 基本・実践編 3 カラーモードと色調補正・… 10:00 生涯学習センター機材室 

10 木 「親学」セミナー 2 今の子ども達が置かれてい… 19:00 生涯学習センター研修室 

11 金 Photoshop 基本・実践編 4 レイヤー操作 10:00 生涯学習センター機材室 

12 土 
日本文学講座 1 異本で読む平家物語 14:00 消防防災合同庁舎大会議室・中会議室 

俳句を楽しもう！ 1 「俳句レッスン（一）」 10:00 生涯学習センター研修室 

14 月 
Photoshop 基本・実践編 5 パスとシェイプ 10:00 生涯学習センター機材室 

身近な国際交流 2 お互いを理解し、生きてい… 14:00 生涯学習センター研修室 

15 火 自然探訪 1 新居浜市の自然 10:00 生涯学習センター研修室 

16 水 

科学博物館講座 1 特別展『世界の昆虫大集合… 10:00 総合科学博物館第１研修室 

人生百年 健康に生き抜くための… 2 病院と上手に付き合うため… 14:00 あかがねミュージアム多目的ホール 

Photoshop 基本・実践編 6 テキスト・フィルター・画… 10:00 生涯学習センター機材室 

17 木 
ＳＤＧｓミーティング 2 世界の子どもが見た… 10:00 生涯学習センター研修室 

学んで マナビィ 3 自分の足で一生歩く 14:00 文化振興会館第５研修室 

18 金 
Photoshop 基本・実践編 7 フォトレタッチ・ロゴデザ… 10:00 生涯学習センター機材室 

別子銅山に学ぼう！！ 2 東黒索道はどこを通った… 14:00 ふれあいプラザ多目的アリーナ 

19 土 松山大学公開講座 1 南予-風土・歴史・産業 14:00 生涯学習センター研修室 

23 水 Photoshop 基本・実践編 8 フォトコラージュ 10:00 生涯学習センター機材室 

25 金 
にいはま学マイスタ… 1 別子山地域の魅力を探る 10:00 市民文化センター別館視聴覚教室 

Photoshop 基本・実践編 9 作品制作 10:00 生涯学習センター研修室 

26 土 松山大学公開講座 2 絵巻物から探る日本の歴史 14:00 生涯学習センター研修室 

28 月 Photoshop 基本・実践編 10 作品制作・SNSについて 10:00 生涯学習センター機材室 

29 火 
新居浜おとな塾 1 奈良時代創建、近藤篤山と… 10:00 現地・その他 

へんろと郷土 1 へんろと郷土 10:00 市民文化センター別館視聴覚教室 

30 水 人生百年 健康に生き抜くための… 3 生活習慣病の予防について… 14:00 あかがねミュージアム多目的ホール 

 


