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沖縄県教育庁生涯学習振興課

生涯学習推進センター

沖縄県教育庁生涯学習振興課 生涯学習推進センター

○ 開所時間 ８：３０～１７：１５

○ 閉所日 土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日、年末年始

○ 住所、連絡先

〒900-0029

沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎４階

TEL 098-864-0474  FAX 098-864-0476

E-mail manabee@pref.okinawa.lg.jp
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○ゆいレール

○バス

至壺川駅

沖縄ろうきん● ○沖縄県庁から徒歩約8分
沖縄国税総合庁舎● ●県立図書館

●那覇バス ○駐車場
沖縄県旅券センター2階● 　ターミナル

◎

ローソン● ○カフーナ旭橋

　指定駐車場はありません。できるだ
け公共交通機関をご利用ください。
（有料駐車場が周辺にあります。）

　沖縄県南部合同庁舎はカフーナ旭橋
Ｃ街区にあり、となりには沖縄県市町

村自治会館があります。

国道58号

生涯学習のマスコットで「学び」

とミツバチの「Bee」を合わせ

「マナビィ」と名づけられまし

た。学ぶことが好きな「マナ

ビィ」には「学」という字のよう

に触角が３本あります。デザイン

は石ノ森章太郎氏。

至空港

生涯学習推進センター
南部合同庁舎4階

旭橋駅
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　沖縄県教育庁生涯学習振興課生涯学習推進センターは、県全域の生涯学習の情報拠点として

平成16年4月に設置され、県民一人一人が生涯を通じライフスタイルに応じて「いつでも、どこ

でも、だれでも」学習することができるような「生涯学習社会」の実現を目指しています。

　生涯学習推進センターは、県民の自主的な学習活動を支援するために、国や県、市町村等の

関係機関等とのネットワーク形成、連携強化を図りながら、生涯学習情報の収集・提供や学習

機会（講座等）の提供の充実に努めています。また生涯学習情報のウェブサイト運営や生涯学

習に関する調査研究等を行い、市町村及び関係団体の生涯学習関連施設を支援しています。

1.学習機会
の提供

2.生涯学習情報
の収集・提供

3.生涯学習
関係者向け

研修

4.視聴覚教育の
推進

5.生涯学習に
関する学習相談

6.生涯学習に
関する

調査・研究

7.学習プログラム
の研究開発

●沖縄県視聴覚

ライブラリー

●社会教育主事の養成

●生涯学習関係職員等の研修

●情報教育指導者等の養成 等

●生涯学習講座の実施状況調査

●生涯学習に関する県民意識調査

●社会教育調査 等

●おきなわ県民カレッジ

●沖縄県遠隔講義配信システム

「動画で学ぶ」

●沖縄県生涯学習情報提供システム

「まなびネットおきなわ」

●関係機関・団体との連携

生涯学習推進センターの取組

生涯学習推進センターの業務内容



1.学習機会の提供

(１)おきなわ県民カレッジとは

(２)入学するには

・県内在住の方であれば、年齢を問わず、いつでも無料で入学できます。

 ・おきなわ県民カレッジに入学すると、学習手帳「学びのパスポート」が交付されます。

・入学申込書（巻末）を生涯学習推進センター又は各教育事務所に提出してください。

(３)おきなわ県民カレッジ講座を受講する

連
携
講
座

　おきなわ県民カレッジは、沖縄県教育委員会が主体となり、生涯学習社会の実現に向けて、

国、県、市町村や大学・短大、民間教育事業者等と連携・協働して、多様な学習機会（講座な

ど）を県民に提供しています。

　沖縄の特色ある自然・文化・歴史などの「沖縄らしさ」を学ぶ講座をはじめ、いろいろな講

座の中から、自分の興味や関心のある講座を自由に選んで学ぶことができます。講座は、生涯

学習推進センターや各教育事務所、みなさまの身近にある公民館などで行っています。

　おきなわ県民カレッジの講座は、県教育委員会が実施する主催講座、連携機関が実施する連

携講座があります。興味や関心のある講座を、学習メニューブックやホームページ「まなび

ネットおきなわ」等から調べて、各実施機関に受講の申込をしてみましょう。講座によって受

講料や教材費が必要な場合があります。各講座の実施機関にお問い合わせください。

　学習メニューブックは、生涯学習推進センターや各教育事務所、図書館、公民館等で閲覧で

きます。

お
き
な
わ
県
民
カ
レ
ッ
ジ

主
催
講
座

学校開放
講座

広域学習
サービス

講座

美ら島沖縄
学講座

※受講者決定の詳細は、各実施機関に
　よって違いますので、各実施機関へ
　直接お問い合わせください。

受講者

【県教育委員会】
沖縄学をテーマに実施する
講座

【各教育事務所】
地域に根ざしたテーマで実
施する講座

【県立学校等】
学校施設を開放して実施す
る講座

　国や県関係機関、市町村教育委員会、
大学、公民館、図書館等が実施するおき
なわ県民カレッジの連携講座として認定
された講座

実施機関

おきなわ県民カレッジ

申込

受講決定

入学 受講 認定 奨励賞



(４)学習の記録、奨励賞

●おきなわ県民カレッジ奨励賞の種類

(５)講師や指導者として登録する

組踊への誘い（国立劇場おきなわ）

遺跡から出土する動物骨から歴史を探る

歴代宝案の世界　パート１、２

古文書の読み方　その１、２

壺屋焼の歴史

琉球のグスクを歩く（勝連城跡）

離島講座（与那国島、久米島）

・おきなわ県民カレッジ講座を受講したら、学びのパスポートに、受講日や講座名、単位数等

　を記入し、実施機関からスタンプをもらいます。学びのパスポートを見ると、今までにどの

　ような学習をしてきたか振り返ることができます。

・単位数は受講時間１時間につき１単位。２時間の講座を受講すると２単位となります。

・累計100単位ごとに奨励賞の授与があります。奨励賞を希望する方は「単位認定申請書」を

　おきなわ県民カレッジ事務局まで提出してください。内容確認の上、単位の認定を行い、奨

　励賞を年１回授与します。

　奨励賞を授与された方で講師や指導者として活動を希望される方は、ホームページ「まなび

ネットおきなわ」の生涯学習人材バンクに登録することで、県民へ情報提供することができま

す。学んだ成果を、県内各地の団体やグループのみなさんに伝えてみませんか。

おきなわ
県民

カレッジ
事務局

ほか

100単位
筑登之賞

（チクドゥン賞）

200単位
里之子賞

（サトゥヌシ賞）

300単位
親雲上賞

（ペーチン賞）

400単位
親方賞

（ウェーカタ賞）

500単位
学長賞

令和元年度実施おきなわ県民カレッジ美ら島沖縄学講座

講師等とし
て活動

講師依頼
等紹介

まなび

ネット

おきなわ

講師・

指導者

登録

奨励賞

授与

奨励賞授与

単位認定申請（100単位ごと）



1.学習機会の提供

(１)オンデマンド講座

(２)ライブ配信講座

○サテライト会場
国頭、中頭、島尻、宮古、
八重山教育事務所

○特別会場
市町村施設等
※設置はご相談ください。

○パソコン
○スマートフォン
○タブレット

「歴代宝案を読む　令和元年度第1～6回」

「宮古に倭寇はいたか？」

「古文書の読み方」

オンデマンド講座
新着情報

ほか多数

　パソコンやスマートフォン等からおきなわ県民カレッジ等の講座動画を視聴することができ

ます。本会場まで行けない方や受講できなかった方でも気軽に動画で学ぶことができます。沖

縄県遠隔講義配信システムとして平成27年から動画で学ぶことができるようになりました。

本会場
生涯学習推進センター

　ライブ配信対象のおきなわ県民カレッジ講座をリアルタイムで視聴することができます。本

会場まで行けない場合でも、各教育事務所に設置するサテライト会場や、市町村施設等に設置

する特別会場で他の参加者と一緒に受講することができます。またパソコンやスマートフォン

等からも視聴できるので、自宅や用事先からも視聴することができます。

リアルタイム

同時配信
（インターネット）

※おきなわ県民カ
レッジオンデマンド
講座は、1講座につ
き1回単位が取得で
きます。
　同じ講座を2回視
聴しても、2回目以
降の単位は取得でき
ません。

「まなびネットおきなわ」の「動画で学ぶ」からログインすると、録画された講座等を視聴で

きます。パソコンやスマートフォン等から、ご自分の都合に合わせて、いつでも、どこでも理

解するまで繰り返し視聴したり、復習したり、それぞれにあった学習ができます。

動画で学ぶ（オンデマンド講座、ライブ配信）



(１)視聴用ID（ユーザーID）申請

1 「まなびネットおきなわ」→「動画で学ぶ」→「視聴用IDを発行する」

2 申請画面に必要事項を入力して送信。

3 数日後に、視聴用IDとパスワードを電子メールでご連絡します。

(２)ログイン方法＜パソコンの場合＞

1 「まなびネットおきなわ」→「動画で学ぶ」→「ログインする」

2 クラストリーム（遠隔講義配信システム）の画面に移動します。

3 画面上部にあるログインボタンをクリックして、視聴用IDとパスワードを入力。

(３)ログイン方法＜スマートフォン、タブレットの場合＞

1 映像視聴アプリ「クラストミル」が利用できます。

2 アプリはAndroidはGoogle Play、iOSはApp Storeから無料でインストールできます。

　（「クラストミル」アプリのほか、Adobe AIRアプリも必要です。）

3 テナントIDに「lllokinawa」(エルエルエルオキナワ)

4 視聴用IDとパスワードを入力します。

「動画で学ぶ」の利用方法

lllokinawa

視聴用ID

パスワード



3.

　　　

(１)社会教育主事の養成

●社会教育主事講習［Ｂ］沖縄会場（1月～2月の約30日間）

・内容 講義、現地研修、宿泊研修

・対象者 社会教育主事講習等規程の受講資格を満たす者

・定員 20名（複数年での分割受講も可能です。）

・主催 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

(２)生涯学習関係職員等の研修

●生涯学習関係職員等研修会（6月、11月頃）

・対象者 市町村社会教育主事等（約50名）

●沖縄県社会教育主事専門講座（9月頃）

・対象者 県教育庁社会教育主事等（約20名）

(３)情報教育指導者等の養成

　情報教育指導者等養成講座として、各地域で情報教育の推進に携わる方（社会教育・学校教
育・視聴覚教育関係職員等）を対象に、SNSなどを活用する上で重要な著作権や情報モラルなど

について学びます。（8月頃、約20名）

　県内で生涯学習を推進するためには、指導者の養成や関係職員の力量・資質向上など人材育

成が必要です。生涯学習推進センターでは、生涯学習・社会教育の関係者を対象に、様々な研

修を実施しています。研修の詳細については、お問い合わせください。

　社会教育主事講習は、社会教育主事の資格を付与することを目的として、全国の大学及び国

立教育政策研究所社会教育実践研究センターで実施しています。沖縄会場は、生涯学習推進セ

ンターを会場として、県内で受講することができます。

　社会教育主事は、社会教育法に基づき、都道府県及び市町村の教育委員会の事務

局に置かれる専門的職員です。社会教育主事は、社会教育行政の中核を担う職員と

して、社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たるなど重要な役

割を果たしています。

　令和2年4月から社会教育主事講習及び大学における社会教育主事養成課程の学習

成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされるよう、新たに講習

の修了証書授与者が「社会教育士（講習）」と、養成課程の修了者が「社会教育士

（養成課程）」と称することができるようになります。

　生涯学習活動に関係する職員や社会教育主事の力量・資質向上を図るため、各種研修を実施

しています。

生涯学習関係者向け研修

社会教育主事とは

New! 社会教育士とは



4.視聴覚教育の推進

●利用対象者 県内の学校、社会教育施設その他地域において教育活動を行う団体等

●視聴覚教材  DVD、ビデオテープ、16mmフィルム等

「まなびネットおきなわ」で視聴覚教材タイトルの検索ができます。

●視聴覚機材 プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスアンプ、16mm映写機、OHP 等

●利用方法 事前に予約をしてください。貸出時に借用申請書等の記入が必要です。

貸出期間は10日以内、教材は5本以内、機材は1セット以内。

●注意事項 参加者からいかなる対価も徴収しないこと。

政治的活動、宗教的活動及び営利的活動に利用しないこと。

教材機材の紛失損傷については弁償していただく場合があります。

　生涯学習推進センターには「沖縄県視聴覚ライブラリー」があります。学校や社会教育施設

の団体等を対象に、視聴覚教材や機材を無料で貸し出しています。また社会教育・視聴覚教育

担当者へ視聴覚機材の操作指導も行っています。詳しくはお問い合わせください。

New!New!

沖縄県視聴覚ライブラリー

沖縄県視聴覚ライブラリー DVD教材紹介



5.

●学習相談の方法

・学習相談は、まなびネットおきなわ学習相談メールフォーム、電話等で受付しています。

・直接来所して学習相談を希望される方は、事前に予約をしてください。

・学習相談は生涯学習推進センター開所日のみの対応となっています。

6.

●生涯学習講座の実施状況調査

●社会教育主事の配置及び社会教育主事有資格者調査

●生涯学習に関する県民意識調査

●社会教育調査

・登録は生涯学習推進センターへお問い合わせください。

　文部科学省が約3年ごとに実施しています。社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的

事項を明らかにすることを目的としています。

　生涯学習の推進のために、各種調査を行っています。調査結果を情報提供することにより、

市町村及び関係機関の生涯学習関連施設を支援しています。

　県教育委員会が毎年実施しています。各市町村における社会教育主事の配置状況等を把握

し、生涯学習推進施策の基礎資料を得ることを目的としています。

　生涯学習推進センターでは、県民のみなさまや学校の先生方からの学習教材、研修資料、講

座・講師紹介等生涯学習に関する学習相談を行っています。

　県教育委員会が毎年実施しています。各市町村における生涯学習講座の実施状況等を把握

し、生涯学習推進施策の基礎資料を得ることを目的としています。

　県教育委員会が約5年ごとに実施しています。県民の生涯学習への意識と行動を把握し、生

涯学習推進施策の基礎資料を得ることを目的としています。

・県内各地の様々な団体・グループからの要望に応えられるよう講師、指導者とし
　て活動できる方を募集しています。

・ホームページ「まなびネットおきなわ」の生涯学習人材バンクに登録すること
  で、より多くの方にアピールすることができるようになります。

生涯学習に関する学習相談

生涯学習に関する調査・研究

講師、指導者の方募集中（生涯学習人材バンク）



✂

※太枠内をご記入ください

ふりがな

氏名

生年月

住所 〒 -

電話番号
（携帯電話）

※事務局記入欄

受付処理日

受付番号

※郵送用ラベル　

※　入学申込書は下記のおきなわ県民カレッジ事務局またはお近くの教育事務所
　　までお持ちください。学びのパスポートをお渡しします。

※　郵送での申込の場合は、学びのパスポート返信用の94円切手を同封の上、
　　おきなわ県民カレッジ事務局あて送付してください。

連絡先 おきなわ県民カレッジ事務局　TEL 098-864-0474　FAX 098-864-0476

那覇市旭町116-37 沖縄県生涯学習推進センター

おきなわ県民カレッジ事務局 行き

〒900-0029

おきなわ県民カレッジ入学申込書

※　申込で提供された個人情報は、おきなわ県民カレッジに関する連絡以外に使
　　用することはありません。

　　昭和 ・ 平成 ・ 令和　　　　　年　　　　　月

令和　　　　年　　　　月　　　　日

Ver.2020



2.生涯学習情報の収集・提供（沖縄県生涯学習情報提供システム）

Ver.2020-3

で

生涯学習推進セン
ターがおすすめす
る講座情報

活動レポートで講
座の様子を見てみ
よう！

生涯学習情報を発信しませんか！
　まなびネットおきなわで生涯学習に関する講座やイベント情報を発信しませんか。多
くの利用者がおり、効果的に情報を発信することができます。生涯学習に関する活動を
行う関係機関・団体であれば、情報発信団体として登録することができます。
　詳細はまなびネットおきなわのメールフォームからお問い合わせください。

生涯学習推進セン
ターや情報発信団
体からの新着講座
イベント情報

生涯学習推進セン
ターのお知らせ。
ライブ配信情報も
分かります！

www.lll-okinawa.info

生涯学習情報を検索しよう！
おきなわ県民カレッジ

講座情報も調べられる

スマートフォン、タブレット

からも使いやすい


