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ちばカレッジ2023
アトリウムコンサート
クラリネットと弦楽四重奏の響き
キミもYouTuber!?
オリジナル動画を撮ってみよう!
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【定員】各30人 【費用】各6,000円 【申込方法】往復はがき、メール 【募集期間】4/1～4/28
【問合せ】学習推進グループ：207-5820 【備考】希望講座A・Bを明記の上、お申し込みください。

特
集 

１ ちばカレッジ2023

行ったことのある人、ない人にもわかりやすく、加曽利貝塚博物館の魅力をお
伝えします。　【講師】加曽利貝塚博物館 学芸員／生涯学習センター

ちばを知り、ちばに触れ、ちばを考える

5/24(水)
9:45～12:00

開講式
加曽利貝塚博物館の紹介1
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いわゆる国宝に相当する「加曽利貝塚」の歴史的価値や現状を学びます。
【講師】加曽利貝塚博物館 学芸員

6/14(水)
10:00～12:00 加曽利貝塚を学ぶ ほか

縄文時代の「ムラ」の生活や文化を知ることで、現代・未来に活かせるヒント
を学びます。　【講師】加曽利貝塚博物館 学芸員

6/28(水)
10:00～12:00

貝塚から学ぶ
「持続可能な暮らし」

市内の貝塚遺跡６ヶ所の紹介を受けます。班ごとに行き先を選び、計画を立て
ます。【講師】加曽利貝塚博物館 学芸員／生涯学習センター

7/26(水)
10:00～12:00 班別研修の計画づくり①

2022年11月新設の「市原歴史博物館」と、歴史的文化遺産「上総国分尼寺
跡」、世界的にも貴重な「チバニアンの地層」を巡ります。【講師】各施設ガイド

班ごとに計画を完成させます。【講師】生涯学習センター

9/6(水)
8:00～17:00

ちばの遺跡を巡る
（生涯学習センター集合・解散）

9/27(水)
10:00～12:00 班別研修の計画づくり②

班ごとに市内の貝塚遺跡を訪ねて、古代人の暮らしに想いを馳せてみましょ
う。【講師】生涯学習センター（同行）

10/18(水)
10:00～12:00

貝塚遺跡を訪ねる
（現地集合・解散）

学芸員の案内のもと、これまで学んだことを振り返りながら、貝塚の魅力につ
いて学びましょう。【講師】加曽利貝塚博物館学芸員

11/22(水)
10:00～12:00

加曽利貝塚博物館の見学
（現地集合・解散）

難しい内容ではなく、講座を通してわかったこと・感じたことなどを自由に楽し
みながらまとめてください。【講師】生涯学習センター

12/6(水)
10:00～12:00

班別の話合い
（班別発表・振り返りの準備）

班ごとに学習成果を発表します。学習の振返り集を配布します。また、修了証
書の授与を行います。【講師】生涯学習センター

2/3(土)
10:00～12:00

閉講式（発表会・修了式）

豊かなスポーツ資源をもつ千葉市。果たしてどのように活用されているので
しょうか。【講師】スポーツ振興課／生涯学習センター

6/3(土)
9:45～12:00

開講式
千葉市のスポーツ資源1
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解放感あふれるホワイトビーチでを体験しましょう。運動経験を問わず、30分
体験したら試合ができるスポーツです。（見学のみも可）
【講師】日本ビーチテニス連盟千葉県支部

6/24(土)
10:00～12:00

ビーチテニス体験
（いなげの浜集合・解散）

ちばのパラスポーツを取り巻く環境について、学ぶ機会にしましょう。
【講師】未定

7/15(土)
10:00～12:00 ちばのパラスポーツ（講義）

班ごとの計画に沿って、ボランティアを体験します。
【講師】ジェフユナイテッド千葉

ジェフユナイテッド千葉（Jリーグ）の試合を観戦します。
【講師】ジェフユナイテッド千葉

９月（土）（日）のうち1日
ナイター試合の予定です。

運営ボランティア体験
（フクダ電子アリーナ集合・解散）

ジェフ千葉レディース（プロサッカー）を支えるボランティア活動の紹介を受け
ます。どのボランティアを行ってみたいか、班ごとに話し合います。
【講師】ジェフユナイテッド千葉、生涯学習センター

8/5(土)
10:00～12:00 班別研修の計画づくり

10/8(日)
時間未定

プロサッカー観戦
（フクダ電子アリーナ集合・解散）

コロナ禍以降に人気急上昇中の「ゴルフ」を体験してみませんか。初めての方
でも楽しめるプログラムです。【講師】千葉市民ゴルフ所属プロゴルファー

10/28(土）
14:00～16:00

おためしゴルフ体験
（千葉市民ゴルフ場集合・解散）

有名なスポーツ施設と日本サッカーの一大拠点となる「JFA夢フィールド」を
見学します。【講師】日本サッカー協会

11/11(土)
8:00～17:00

スポーツ施設を巡る
（生涯学習センター集合・解散）

難しい内容ではなく、講座を通してわかったこと・感じたことなどを自由に楽
しみながらまとめてください。 【講師】生涯学習センター

12/16(土)
10:00～12:00

班別の話合い
（班別発表・振り返りの準備）

班ごとに学習成果を発表します。学習の振り返り集を配布します。また、修了
証書の授与を行います。【講師】生涯学習センター

2/3(土)
10:00～12:00 閉講式（発表会・修了式）

※一部の日程で未定の箇所がありますが、決定次第ホームページにてお知らせいたします。   

講座A「加曽利貝塚とSDGs」　協力：加曽利貝塚博物館

講座B「ちばとスポーツ」　協力：千葉市スポーツ振興課



3

特
集 

２

子ども・子育て

【費用】無料 【申込】直接会場へ(1Fアトリウムガーデン)
Ensemble Lotus

【対象/定員】小学生以下の子どもと保護者/先着20人
【費用】無料 【申込方法】直接会場へ(1Fアトリウム)
【問合せ】千葉市中央図書館情報資料課児童青少年班：287-3980

4/23(日) 15:00～15:30

外国語で絵本の世界を楽しんでいただくためのおはなし会を開催し
ます。
【共催】千葉市中央図書館
【講師】千葉市国際交流員/セクストン キャサリン メアリー

外国語おはなし会
子ども・子育て

【対象/定員】Zoomで受講可能な、小学生以上の子どもを持つ
保護者/20人 【費用】無料 【申込方法】メール
【募集期間】4/1～5/15
【問合せ】学習推進グループ：207-5820

6/8(木)・22(木)・29(木) 10:00～12:00【全3回】

親もモヤモヤする子どもの思春期。子どもの成長過程や現状、デジ
タルツールについて知り、お互いが苦しくならない接し方や過ごし方
を考えます。
【講師】臨床心理士、公認心理師 /花澤 佳子

ああ思春期、
子どものモヤモヤ親のモヤモヤ

【講師】FULMA(株) 【対象/定員】新小学3～6年生の2人組/各回5組10人
【費用】1組2,000円 【申込方法】メール、往復はがき 
【募集期間】3/1～4/14 【問合せ】学習推進グループ:207-5820
【備考】子ども同士2人1組で申込み
(希望時間①～③、全員の氏名・年齢・学年を明記)

特
集 

３ キミもYouTuber!?
オリジナル動画を撮ってみよう!

動画制作に必要な「企画・撮影・編集」すべての工程を2人1組で体
験できます。ネットリテラシーについても学びながら、本物の
YouTuberのような動画をつくってみましょう!

クラリネットと弦楽四重奏(ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ)によるクラリネット五重奏のコンサート。クラリ
ネットの音は最も人の声に近いと言われています。その音色が弦楽器と重なり合うと、言葉では言い表すこと
ができない素晴らしい響きに変化します。ぜひ会場でお楽しみください。

アトリウムコンサート
クラリネットと弦楽四重奏の響き

4/21(金)
15:00～16:30

【出演】Ensemble Lotus～アンサンブル・ロータス～
クラリネット/久松 響子、 ヴァイオリン/戸村 実咲・佐藤 水恵、
ヴィオラ/松井 亜佐子、チェロ/末永 亜裕美
【曲目】ラプソディー・イン・ブルー(G.ガーシュイン)、
クラリネット五重奏曲より(W.A.モーツァルト)、
翼をください(村井邦彦)、
日本の春メドレー、キャラバンの到着(M.ルグラン)、
フーガと神秘(A.ピアソラ) ほか

4/30(日)
①10:00～12:00
②13:00～15:00
③16:00～18:00
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【対象/定員】40代・50代の方/30人 【費用】無料　
【申込方法】メール、往復はがき 【募集期間】3/15～4/28
【問合せ】学習推進グループ：207-5820

くらし・教養・郷土

40代50代の今だから、
自分自身をアップデート

日常生活や働き方にモヤモヤするとき、ちょっと立ち止まって自
分軸をクリアにしてみよう。自分のこだわりや納得ポイントを探
り、次の一歩を見つける自分アップデートにようこそ。
「ライフイベント」から価値観を発見し人生をデザインしましょう。
【講師】リンク・ラボラトリィ代表/平 美和

【対象/定員】女性/30人 【費用】無料 
【申込方法】メール、往復はがき 【募集期間】4/1～5/15
【問合せ】学習推進グループ：207-5820

くらし・教養・郷土

他の人とは比較しづらい月経や体調の不良。疲れや加齢のせい
にして放っていませんか。家庭も仕事も忙しい年代だからこそ、
生涯を通して健康でいるために、もっと自分の体について知って
おきましょう。
【講師】川島助産院院長/川島 広江

【対象/定員】成人/50人【費用】無料
【申込方法】メール、往復はがき 【募集期間】3/15～4/14
【問合せ】学習推進グループ：207-5820

くらし・教養・郷土

認知症のこと、相続のこと、家のこと…終活に関する様々な不安
について、各分野の専門家が解説します。
【企画・運営】千葉終活支援ネット

4/26(水)～5/8(月) 観覧自由

くらし・教養・郷土

『ちば』が学べる施設紹介2023

【展示参加機関・施設】千葉県立中央博物館、千葉県立美術館、公
益財団法人千葉県教育振興財団文化財センター、千葉市科学
館、千葉市立加曽利貝塚博物館、千葉市立郷土博物館、公益社団
法人千葉市観光協会、千葉市美術館、千葉市民ギャラリー・いな
げ、千葉市中央図書館、千葉市生涯学習センター

市民自主企画講座
100年人生を知的に生きる終活講座

地域活動・ボランティア

【対象/定員】地域活動をしている方、または関心がある方/30人
【費用】無料 【申込方法】メール、往復はがき
【募集期間】4/1～4/28
【問合せ】学習支援グループ：207-5815

5/27(土) 14:00～17:00

ボランティアしたいけど、どこに聞いたらいいのかな？こんな疑問
にお答えします。市内の身近な５施設(千葉市民活動支援セン
ター、千葉市ボランティアセンター、千葉市国際交流協会、千葉市
生涯現役応援センター、ちば生涯学習ボランティアセンター)を、
施設の特色を生かしたサポート事例を交えて紹介します。

春からはじめるボランティア！
身近な５施設活用術

5/9～5/30 毎週火曜日 10:00～12:00 【全4回】

30・40代の女性のための健康講座
～月経から考えるヘルスケア～
6/6(火) 10:00～12:00

5/14(日) 14:00～16:00

メディア・パソコン

【対象/定員】仕事でエクセルを使用している方/16人
【費用】無料 【持ち物】USBメモリ
【申込方法】メール 【募集期間】4/1～4/14
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

エクセルの基本操作の復習、実務で良く使うSUM関数の使い方や実
務での使用頻度の高い関数、データベースの活用、またビボットテー
ブルや期間計算、時間計算等実践演習を通して学びます。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ１」

仕事に使えるエクセル実践講座
5/6～5/27 毎週土曜日 10:00～12:00【全4回】

メディア・パソコン

【対象/定員】ワード使用経験のあるエクセル初心者/16人
【費用】1,320円 【持ち物】USBメモリ
【申込方法】メール、往復はがき 【募集期間】4/1～4/14
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

エクセルの基礎知識から学び、表に関する機能(関数・レイアウト・編
集)やグラフの作成(円グラフと縦棒グラフ)データベースの利用(並
べ替えやデータ抽出)などを学びます。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ２」

エクセル入門
5/12～6/2 毎週金曜日 10:00～12:00【全4回】

メディア・パソコン

【対象/定員】エクセルの基本操作ができる方/20人
【費用】4,200円 【持ち物】USBメモリ 【申込方法】メール
【募集期間】５/1～5/31
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

さまざまな場所で職種を問わず利用されているエクセル。まずは基礎
的な関数に触れてみませんか。エクセル関数を活用すれば、作業の正
確さや効率が格段にアップします。
【講師】株式会社プラムシックス

エクセル速習講座
～2日間で学ぶ！基礎関数～
6/11（日）・18（日） 9：30～12：00【全2回】
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メディア・パソコン

【費用】無料
【申込方法】直接会場へ(B1F映像音声加工編集ブース)
【備考】混雑時は30～60分の利用となります。

初心者を対象に、文字の入力方法やメール・インターネットの使い
方、ワードやエクセルの基本的な相談に応じます。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ1・２・３」

パソコン相談コーナー
4/8(土)・20(木)・21(金)・22(土)、5/5(金)・13(土)
・19(金)・27(土) 13:00～15:00

初心者を対象に、デジタルカメラの撮り方やパソコンへ取り込み
方法、作品の作り方の相談に応じます。
【持ち物】デジカメ・取扱説明書
【企画・運営】施設ボランティア「ドリームリーダー」

デジカメ相談会
4/19(水)、5/2(火)・17(水) 10:00～12:00

初心者を対象に、ビデオをうまく撮るコツや、パソコンへのデータ
の取込み、動画の編集などの相談に応じます。
【企画・運営】施設ボランティア「映像記録ボランティア」

ビデオ撮影・編集相談会
4/12(水)、5/4(木)・10(水) 10:00～12:00

メディア・パソコン

ボランティアによるスマホ教室

学習内容は、「スマホの文字入力をマスターしよう」と「LINEでトーク
を楽しもう」の２つから選ぶことができます。オリジナルテキストを使っ
て、少人数で進めますので、ご自身のペースで学ぶことができます。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ１･2･3」

【対象/定員】65歳以上のスマホ初心者/10人程度 【費用】無料
【持ち物】ご自身のスマートフォン
※LINEを選択する方は事前にアカウント登録が必要です。
【申込方法】メール、往復はがき 【募集期間】5/1～5/15
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823
【備考】詳細な時間は追って連絡

5/26(金) 13:00～15:00の間で 1人40分

メディア・パソコン

初心者のためのパソコン入門

パソコンを初めて使う方の入門講座です。電源の入れ方からマウスの
使い方、文字入力や簡単な文書作成、編集、インターネットを利用した
ホームページの検索やメールの送受信等を学びます。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ１」

【対象/定員】パソコン初心者/16人 【費用】1,100円
【持ち物】筆記用具 【申込方法】メール、往復はがき
【募集期間】5/1～5/15
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

6/3～7/15 毎週土曜日 10:00～12:00【全7回】

メディア・パソコン

ワード速習講座～キメる！1日で文書体裁～

文字の行頭が揃わない…、フォントサイズを変えたら行間まで変わってし
まった…。自分が作成したワードの文書に、モヤモヤすることはありませ
んか？ワードの「段落」機能を使いこなせば、整った文書を作成することが
できます。短時間でビジネス文書にも活用できる技を身に付けましょう。
【講師】(株)プラムシックス

【対象/定員】ワードで文書作成ができる方/20人 【費用】2,800円
【持ち物】USBメモリ 【申込方法】メール 【募集期間】5/1～5/31
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

6/18（日） 13：30～16：00

メディア・パソコン

Win10でデジカメ画像を楽しもう

パソコンを利用してデジカメやスマホで撮った写真の取込み、整
理、加工の仕方の他、撮影した写真を活用した色々な楽しみ方を
学びます。自分だけのオリジナルハガキも作成します。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ２」

【対象/定員】パソコンで文字入力が出来る方/16人
【費用】無料 【持ち物】USBメモリ
【申込方法】メール、往復はがき 【募集期間】5/1～5/15
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

6/9～6/30 毎週金曜日 10:00～12:00【全4回】5/18～6/22 毎週木曜日 10:00～12:00【全6回】

メディア・パソコン

初めてのワード2019

初めてワードを使う方のために文字の入力(ローマ字入力で行いま
す)・文書の作成と編集・表の作成・画像の挿入・印刷方法など、基本的
な機能と操作方法を学習します。
【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ３」

【対象/定員】パソコンで文字入力ができる方/16人 【費用】1,320円
【持ち物】USBメモリ 【申込方法】メール、往復はがき
【募集期間】4/1～4/14
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

【募集テーマ】地域や社会の課題を解決することを目的とし
たメディア学習に関する講座(パソコンやスマートフォン、タ
ブレットなど、初心者から中級者向けの講座)

「市民自主企画パソコン講座」の
企画案を募集します

Eメールで申請書類を添付して、manabi.media@ccllf.jpへ

●応 募 資 格：市内を中心に継続して1年以上
 地域活動などを行っている団体・グループ
●募 集 講 座 数：4講座程度　
●講座実施期間：2023年10月～2024年2月
●選 考 方 法：提出書類に基づく「市民自主企画パソコン講座」
 選考委員会により決定します。
●申 込 方 法：所定の用紙をHPからダウンロードし
 ご記入の上、メールに添付してご応募ください。
 募集要項は、館内・HPにて配布します。
●募 集 期 間：2023年4月1日(土)～4月28日(金)



1953年 アメリカ(モノクロ) 監督：フレッド・ジンネマン　
出演：バート・ランカスター/モンゴメリー・クリフト

4/10(月) ①10:00～11:55 ②14:00～15:55

【定員】各回先着300人 【費用】無料 【申込方法】上映開始30分前から1人1枚整理券を配布(2Fホール)
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823
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月曜名画座 木曜名画座

〒260-0045 千葉市中央区弁天3-7-7
Tel：043-207-5811(代表) Fax:043-207-5812
E-mail：manabi.kouza@ccllf.jp　HP：https://chiba-gakushu.jp

千葉市生涯学習センターは千葉市中央図書館と
同じ建物内にあります。

HP、Twitter、
Facebookはこちら

①希望講座名　②氏名(ふりがな）　③年齢(学年）　④郵便番号・住所　⑤電話番号(Fax番号）　⑥その他必要事項(希望の時間等）
※メールで申込日から4開館日過ぎても申込受理の連絡がない場合はお問い合わせください。
※迷惑メールなどの受信を制限する設定をされている方は「manabi.kouza@ccllf.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。

「ベトナムの風に吹かれて」

2015年 日本(カラー) 監督：大森 一樹
出演：松坂 慶子/草村 礼子

5/1(月) ①10:00～11:55 ②14:00～15:55
「巴里のアメリカ人」

1951年 アメリカ(カラー) 監督：ヴィンセント・ミネリ
出演：ジーン・ケリー/レスリー・キャロン

4/20(木) ①10:00～12:00 ②14:00～16:00
「地上より永遠に」

1939年 アメリカ(モノクロ) 監督：ウィリアム・ワイラー
出演：ローレンス・オリヴィエ/マール・オベロン

5/18(木) ①10:00～11:45 ②14:00～15:45
「嵐が丘」

JR千葉駅「中央改札」を降りて、「千葉公園口」から徒歩8分
／千葉モノレール千葉公園駅から徒歩5分
※駐車台数には限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。
※敷地内は全面禁煙です。

講座の申込方法

やむを得ない事情により生涯学習センター主催の講座やイベントが中止・延期となる場合があります。

1. 往復はがきの場合は「返信用はがき」にご自宅の郵便番号・住所・氏名をお書きください。
2. 1通につき1講座でお申し込みください。
3. 市内在住・在勤・在学の方が優先となります。在勤・在学の方は、お申込み時にその旨をお書きください。
4. 特に記載がない場合、応募者多数の場合は抽選となります。

開館時間：9:00~21:00
休 館 日： 毎月第4月曜日(祝日および振替休日にあたる場合は火曜日）
 年末年始(12月29日～1月3日）

下記の必要事項をご記入の上、各講座の「申込方法」の欄に記載の方法でお申し込みください。

＜申込みの際の注意＞

親子アニメ上映会

【定員】各回先着50人 【費用】無料 【申込方法】上映開始30分前から整理券を配布(地下1F小ホール) 
【問合せ】メディア学習グループ：207-5823

4/22(土) ①10:00～11:00 ②13:00～14:00

①・「だいじょうぶだいじょうぶ」( 作/絵:いとうひろし)
　・年中行事「なかよし鯉のぼり」
　・あらしのよるに1 　ひみつのともだち
　第1話 あらしのよるに (原作:きむら ゆういち)
②・「へびくんのおさんぽ」( 作/絵:いとうひろし)
　・年中行事「赤いカーネーション」
　・あらしのよるに1 　ひみつのともだち
　第2話 うそつきガブ  (原作:きむら ゆういち)

4月親子アニメ上映会
親子アニメ上映会

5/27(土) ①10:00～11:00 ②13:00～14:00

①・うごくえほんチルビー
　「あっちゃんのはたけ」「きいちゃんのひまわり」
　・日本の昔ばなし ふるさと再生 
「こぶとり爺さん」「たにし長者」「魚女房」「ほら吹き娘 」
②世界名作アニメーション「三匹の子ぶた」

5月親子アニメ上映会
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