
自立学習型 生涯学習 



「脳のアンチエイジング」 

  

 “アンチエイジング” という言葉をよく目にされ、耳にされること

が多くなったと思います。アンチエイジングというのは『加齢に伴
う症状の予防と治療』ということが本来の意味だそうです。 

 

 “脳のアンチエイジング”を行うことで、脳の働きが関係する判断
力や意欲の低下、読み・書き・計算能力の低下、運動機能の低下な
どを予防し、脳の老化も予防できるといわれています。 

 

 「カルチャーレストラン」の多彩なメニューを使って学習して頂
くことで脳の働きを刺激し、ご自身のすべての面において抗加齢、
抗老化に向かって頂けることを願っています。 



■人の名前が思い出せない･･･ 

   集中力がなくなった･･･   

 

 人の脳細胞は、生まれたとき140億個もあるということですが、
70歳になると約半分になり、脳の老化は生まれた時から始まってい
ると言われています。 

  ・人の名前が 思い出せない 

  ・何をしようとしたか 忘れてしまう 

  ・計算が遅くなった 

  ・集中力が続かない   など 

 

 若い頃にくらべて脳の働きが衰えたのでは？ と感じておられる方
も多いと思います。 現代に生きる私達は、長寿に恵まれた分、脳の
老化ということに長い時間向き合うことになった、ということだと
思います。 



■読み・書き・計算能力の低下と 脳の老化  

 

 人の名前を忘れる、漢字が思い出せない、計算が遅くなったとい
った加齢による様々な能力の低下には、脳の前頭葉が関係している
と言われています。 

 ・文字を読むことが億劫になって 読書することをやめてしまった 

 ・文章を書くことが億劫になってきた 

 ・計算することを避けて、つい計算機を使ってしまう 

 こういったことをしてしまうと、前頭葉が使われなくなってしま
い、脳の老化をより進めてしまうことになります。 

 

 もし、脳の老化防止のために良いトレーニングが見つかったとし
ても、家庭の中でしっかりと意欲と気力を維持し、そのトレーニン
グを続けていくことはとても難しいことだと思います。 

  



■“脳のアンチエイジング” ができる場所  

 

 ここ、私達の「カルチャーレストラン」には、“脳のアンチエイ
ジング”のための学習メニューが沢山そろっています。 

 

 その多くのメニューの中から、皆さんに選んで頂くプログラムを
用意してお待ちしています。この教室に来て頂き、机の前に座って
パソコンをクリックして頂くだけで“脳のアンチエイジング”のため
のプログラムがスタートします。 

 

 誰にも気兼ねのない、そして静かで心地いい環境の中で、マイペ
ースでご自身が納得いくまで、様々なプログラムで学び、楽しみ、
そして趣味を広げて頂くことができます。 

  



記憶能力の変化 

出典：長寿社会における生涯学習の在り方について(H24文科省) 

短期記憶能力 



学ぶ 

楽しむ 
脳の 

老化予防 

「頭の健康教室」  

“脳のアンチエイジング” → “脳の老化予防”  



「脳トレ読書」をしたときの 

脳の血流の状態   

【いつもの速度で再生した場合】   

右側           左側   

脳トレ読書・プロモムービー.mp4


【少し速い速度で再生した場合】   

右側           左側   

「脳トレ読書」をしたときの 

脳の血流の状態   

脳トレ読書・プロモムービー.mp4


・パソコンくらぶ 

・ iPad 講座 

・ Word・Excel 課題集 

・情報モラル講座 

・デコクラフト講座 

・Word 絵画講座 

・水彩画講座 

・ペーパークラフト講座 

・ライフケアカラ―講座 

・山の幸染め講座 

講座一覧 

・脳トレくらぶ 

・脳トレ読書 

・ WakuWaku Book World 

・デジカメ・写真講座 

・ムービー作成講座 

・写真で綴る 自分史講座 
 「ムービーを作ろう」 「ブックを作ろう」  

・大人塾 

・旅行会話：英語・中国語 

・わくわく 旅気分 

講座一覧 

カルレス 講座一覧 20140930.xlsx


｢パソコンくらぶ｣  

  ・ゆっくり・ゆったり マイペースで学習！ 

  ・パソコン初心者もOK 優しいナビ子さんの解説付き！ 

  ・インターネット・ワード・エクセルなど 

       パソコンの基礎から課題集まで学べます！！ 

基礎編 

インターネット編 

メール編 

Word 2013編 

Excel2013編 

パソコンくらぶ.mp4
パソコンくらぶ.mp4
パソコンくらぶ.mp4
パソコンくらぶ.mp4
パソコンくらぶ.mp4


「i Pad 講座」 

「インターネット」「写真」「テレビ電話」 

これらを覚え 家族に自慢できるように！ 

「情報モラル 講座」 

ネット社会での注意点を知って 

便利にネットを使いこなそう！ 

「Word・Excel 課題集」 

ワード・エクセル 楽しみながら 

作品作り！ 

iPad講座.mp4
iPad講座.mp4
iPad講座.mp4
iPad講座.mp4
iPad講座.mp4
情報モラル 853×480.mp4
情報モラル 853×480.mp4
情報モラル 853×480.mp4
情報モラル 853×480.mp4


 「デコクラフト講座」 
   

布の風合いの紙を使って 
   

おしゃれな作品作り！ 

 「Word絵画 講座」 
Wordの描画機能を駆使して 

精緻で見事な絵を描く 

 お絵かき講座です！ 

デコクラフト.mp4
デコクラフト.mp4
デコクラフト.mp4
デコクラフト.mp4
デコクラフト.mp4
デコクラフト.mp4
デコクラフト.mp4
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「水彩画 講座」 
  

絵筆を持ったことのない方でも 

パソコンを使って感激の作品が！ 

「ペーパークラフト講座」 
  

Wordを使って 楽しく  

かわいいカレンダー作り！   

水彩講座.mp4
水彩講座.mp4
水彩講座.mp4
wordでペーパークラフト853×480.mp4


 「ライフケアカラー講座」       

衣・食・住に応用して 生活を豊かに！ 

検定試験もあり！！ 

似合う色について.mp4


「山の幸染め講座」  

わいわい皆で 楽しく染物作り！ 

“火”も“水”も使わないできれいに染まる！ 

アイロンで押さえて 出来上がり！ 

花や木の葉を用いて 四季の彩りを！！   

山の幸染め853×480.mp4


「脳トレくらぶ」 

“脳のストレッチ”がテーマ 
  

 ・脳トレ系、学習系のコンテンツを活用し 

    いろいろな“脳力トレーニング”！  

 ・多様なメニュー構成（17メニュー）！！ 

脳トレくらぶ.mp4
脳トレくらぶ.mp4
脳トレくらぶ.mp4


   ・日本のなつかしの名作を 30話収録！ 

   ・1倍速, 1.5倍速, 2倍速・・・  

   心地よい朗読を 聴きながら、ゆっくり読む！ 
  速く聴きながら、速く読んで“脳のストレッチ”！ 

「脳トレ読書」 

 名作に親しみながら“脳のアンチエイジング”   

脳トレ読書・プロモムービー.mp4


 「Waku Waku Book World」 

「脳のアンチエイジング」｢英語の上達」がテーマ！ 

   ・1倍速、1.5倍速、2倍速 英語で速読・速聴！ 

   ・英語の「聞く力」「読む力」をトレーニング！ 

   ・シャドーイングで「話す力」もトレーニング！   

Waku Waku Book World 853×480.mp4
Waku Waku Book World 853×480.mp4
Waku Waku Book World 853×480.mp4
Waku Waku Book World 853×480.mp4
Waku Waku Book World 853×480.mp4
Waku Waku Book World 853×480.mp4


「デジカメ・写真講座」 
  

 撮りためた写真の整理に！ 

  明るさ・色合いなどを修正！ 

自分史講座の基礎編にも！ 

 

「ムービー作成講座」 
  

・写真を“動画仕立て”に！ 

 ・ビデオの切張りなどの編集！ 

自分史講座の基礎編にも！   

水彩講座.mp4
wordでペーパークラフト853×480.mp4
wordでペーパークラフト853×480.mp4


「写真で綴る 自分史講座」  

ブックを作ろう！！ 
｢旅の写真集」「家族の写真集」「自分史写真集」   
・きれいな「ハードカバーの写真集」を作る講座! 

・Wordを使って写真を編集! 

・家族や知り合いへのプレゼントに!  

研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4


「写真で綴る 自分史講座」  

ムービーを作ろう！！ 

「旅の写真集」「家族の写真集」 自身の誕生から青春時代、 

結婚から子育てなど「人生の軌跡の写真集」 

思い出の写真を動画風に仕立て、ナレーション・テロップ 

BGMなども付けて楽しむ「写真で綴る自分史講座」    

ゆかりちゃん成長記 

与那国島への旅 

写真で綴る 自分史 

佐藤 良太 自分史 

研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
研修会用　資料/与那国島の旅 -音楽付き.mp4
自分史　ゆかりちゃん.mp4
自分史　与那国島の旅.mp4
デモ用ムービー「写真で綴る自分史講座」.mp4
自分史　佐藤良太.mp4


「大人塾」 

｢学び直し」と「アンチエイジング」 

中学内容の 英語・数学・理科・社会 

    ・英語を初歩から学び直して、英会話を! 

    ・歴史を学び直して、趣味を深める! 

    ・数学や理科でも 興味ある分野を学び直し!  

大人塾 853×480.mp4


「旅行会話  英語コース」 

「旅行会話 中国語コース」 

   ・海外旅行に必要な『会話表現』を学ぶ！ 

   ・パソコンが先生役 マイペースで気兼ねなく！ 

旅行会話　英語853×480.mp4
旅行会話　英語853×480.mp4
旅行会話　英語853×480.mp4
旅行会話　中国語853×480.mp4
旅行会話　中国語853×480.mp4
旅行会話　中国語853×480.mp4


20,000枚の“写真集”と“ビデオ集” 

    ・国内の 名城100選・滝100選など 6つの日本100選 

      列島 島巡り・山登り・寅さんのロケ地巡り なども！ 

    ・海外では、地中海沿岸の国々、東南アジアの国々も紹介！ 

    ・旅のアドバイス、写真撮影のコツなどのアドバイスも！！ 

｢わくわく 旅気分｣ 

“ちょっと 一息…” 

わくわく旅気分　プロモ.mp4
わくわく旅気分　プロモ.mp4
わくわく旅気分　プロモ.mp4
わくわく旅気分　プロモ.mp4
わくわく旅気分　プロモ.mp4



