
3 研修会等講師情報



所属団体等 問合せ先

講師名 電話番号

まちおこし直江津 上越市教育委員会社会教育課

佐藤　和夫 025-545-9245

上越市防災士会直江津支部 上越市教育委員会社会教育課

植沢　収 025-545-9245

妙高市教育委員会学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

佐藤　慎 0255-74-0034

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

畔上　直樹 0255-74-0034

郷土史家 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 0255-74-0034

上越教育大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

髙本　條治 0255-74-0034

詩人 妙高市教育委員会生涯学習課

国見　修二 0255-74-0034

上越市公文書センター上席学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

福原　圭一 0255-74-0034

妙高市文化財調査審議会委員 妙高市教育委員会生涯学習課

清沢　聰 0255-74-0034

新潟県立歴史博物館 三条市生涯学習課文化財係

田邊　幹 0256‐46‐5205

NPO法人みんなの庭 南魚沼市中央公民館

025-773-6610

森林インストラクター 湯沢町公民館

高橋　正明 025-784-2460

新潟県立歴史博物館学芸課 新発田市豊浦地区公民館

渡部　浩二 0254-22-2081

にいがた文化の記憶館 新発田市豊浦地区公民館

伊豆名　皓美 0254-22-2081

豊浦地区公民館（市職） 新発田市豊浦地区公民館

金田　亨 0254-22-2081

大場沢地区 村上市村上地区公民館

吉村　和昭 0254-53-5111

普済寺住職 村上市村上地区公民館

角一　覚隆 0254-53-5111

高根フロンティアクラブ 村上市村上地区公民館

鈴木　信之 0254-53-5111

新潟県立歴史博物館専門研究員 五泉市生涯学習課生涯学習推進係

宮尾　亨 0250-42-5195

長岡造形大学視覚デザイン学科教授 五泉市生涯学習課生涯学習推進係

ヨールグ・ビューラ 0250-42-5195

朝座禅：曹洞宗玉泉寺副住職 阿賀野市安田公民館担当

酒井　賢晃　 0250-68-3006

共立女子大学　教授 共立女子大学

阿部　恒久 03-3237-2404

新潟大学　特任教授 新潟大学

後藤　一雄 025-223-6161

県立文書館　嘱託員 県立文書館

横山　真一 025-284-6011

魅せるスマホ動画の撮影術

阿賀野市（地元）の自然の再発見。
異なる学校の子ども達の交流を図り、
主体性、協調性、実行力を養うと共に
問題解決能力（生きる力）を高める。

「明治維新150年と新潟
－なぜ裏日本となったのか－」

「表彰された江戸時代の越佐の女性たち
－江戸幕府の史料に女性の働く姿を読む－」

やまびこキャンプ2018

第１回文書館歴史講座

第２回文書館歴史講座

古文書初級解読講座（夏季） 初心者向けの近世・近代文書の解読講座

現代に生きる火焔土器

日本の文芸作家と妙高
＝与謝野晶子と妙高＝

「江戸時代の越後国絵図」

「書家弦巻松蔭の軌跡と書の魅力」

「郷土の民俗～天王信仰について」

大葉澤城跡と普済寺を巡る　（大葉澤城跡）

大葉澤城跡と普済寺を巡る　（普済寺）

高根の新そば打ち体験・高根まちづくりの取組

五泉市民大学講座②

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

23

24

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

19

地域学習講座
街かどウォッチング

地域学習講座
街かどウォッチング

地域学習講座
街かどウォッチング

五泉市民大学講座①

ふるさと歴史講座

ふるさと歴史講座

21

22
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ことば文化
＝人と時代をつむぐ言葉 「方言と言葉」＝

歴史の道八十里越
リレー講演会

米袋バッグ作り

湯沢の自然と
歴史に触れる講座

ふるさと歴史講座

元気の出るふるさと講座
（直江津区）

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

歴史文化コース講座

妙高の史跡めぐり
＝ふるさとの山城　「鮫ヶ尾城からみる戦国時代」＝

地域に残る古文書を読む
＝１５０年前の北越戊辰戦争と妙高＝

八十里越と越後の戊辰戦争

米袋を再利用してバッグを作る。

湯沢の自然に触れ、歴史を学ぶことによって、
より身近に湯沢に接しより深く湯沢を知る。

歴史文化コース講座
寺社仏閣めぐり
＝寺社仏閣からふるさとを知る　「斐太神社」＝

歴史文化コース講座
上越の近代化産業遺産
＝関川水系の電源開発＝

新潟地域学
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4

5

6

7

8

9

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学1
元気の出るふるさと講座
（直江津区）

地域の課題や特徴を活かしたまちづくりについて考え、
学びあうことで、地域の課題を解決できる人材を育てる。
（直江津区の歴史、地理について学ぶ）

2

3

分　　類 事業名 目的・テーマ（演題）

新潟地域学

新潟地域学

地域の課題や特徴を活かしたまちづくりについて考え、
学びあうことで、地域の課題を解決できる人材を育てる。
（直江津区の歴史、地理について学ぶ）

妙高の史跡めぐり
＝発掘資料から地域文化を知る＝



学習院大学教授 新潟県立歴史博物館

荒川　正明 0258-47-6135

東北大学大学院文学研究科学術研究員 新潟県立歴史博物館

栗原　伸一郎 0258-47-6135

東京大学史料編纂所准教授 新潟県立歴史博物館

箱石　大 0258-47-6135

首都大学東京都市教養学部教授 新潟県立歴史博物館

谷口　央 0258-47-6135

新潟大学人文社会科学系附置
地域アーカイブ研究センター長

新潟県立歴史博物館

原田　健一 0258-47-6135

東海大学文化社会学部教授 新潟県立歴史博物館

水島　久光 0258-47-6135

長岡大学経済経営学部　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　松本　和明 025-284-6110

新潟大学　　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　原　直史 025-284-6110

- 見附市まちづくり課生涯学習推進係

吉川　節子 0258-62-7801

アロマ・ティカ
アロマサロン＆スクール

アロマティカ

木下　和美 0256-93-0333

スノー・ドロップ 花のアトリエ＆スクール

加藤　恵 0256-93-6355

運動あそび塾しらさん家 刈羽村教育委員会

笹川陽介 0257-45-3933

上越教育大学特任教授 刈羽村教育委員会

長谷川敬子 0257-45-3933

新発田市豊浦地区公民館

小林　チャミラ 0254-22-2081

あらかわまちづくり協議会
（ハーブメイツあらかわ）

村上市荒川地区公民館

臼井　裕子 0254-62-3050

神林商工会 村上市神林地区公民館

青年部員 0254-60-1500

一般財団法人
教育研修コーチング協会理事長

五泉市生涯学習課企画推進係

小林　富貴子 0250-42-5195

Ｒibonnu 五泉市生涯学習課企画推進係

藤田　絵里 0250-42-5195

五泉木材協会会長 五泉市公民館

小倉　文雄 0250-43-4190

阿賀野市 阿賀野市水原公民館担当

阿賀野市
食生活改善推進委員協議会

0250-62-2028

Ｋｉｔｅ－ｍｅ　代表
阿賀野市京ヶ瀬支所内

京ヶ瀬公民館担当

粟原　あつ子 0250-67-2113

Keep Smiling 代表 自宅

横山　人美 070-1448-0809

新潟食料農業大学 新潟県立生涯学習推進センター

　客員教授　　大桃 美代子 025-284-6110

新潟県立大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　 斎藤　裕 025-284-6110

家庭・地域 キッズ七夕料理教室
子ども達だけで料理をすることで、
料理のおもしろさと毎日の食生活にも目を向ける。

家庭・地域 おやこ木工教室

おやこ共同で作業し
家族の触れ合いの機会を設けるとともに、
木製品製作を通して
木のぬくもりを感じ木に親しんでもらう。

家庭・地域
おいしい！ヘルシー！
スリランカカレー教室

スリランカカレーの調理と実食を通じて
異なる文化への理解を深める。

家庭・地域 親子ふれあい体操 ふれあいをとおして、親子の絆を深める

家庭・地域 家庭教育講演会
演題：お子さんの人生を決める幼児期の家庭教育
　　　　〜どんな親でいたいですか〜

家庭・地域 子どもわくわく事業 石けんでロールケーキを作ろう！
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家庭・地域 PTA指導者研修会
心の強さを育むために必要なこと
～子どもたちがこれからの社会を生き抜くために～

家庭・地域 にいがた連携公開講座 幸せの種を蒔こう。地元にある宝探し。

家庭・地域 にいがた連携公開講座
地域で子どもを育てる
～子どもの成長を軸とした
　 地域社会と学校の連携のあり方～
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家庭・地域
親子で学ぶ命の
生まれるしくみ

自分の子に伝えたいけど、
うまく伝えられない命の生まれるしくみを
あたたかく優しく伝えてくれる講師から親子で学ぶ。

家庭・地域 遊んで学べる職業体験
子どもたちが、地域の職人さんとの交流や、
さまざまな職業を体験できる場をつくり、
地域の魅力を知ってもらう。

家庭・地域
家庭教育学級・
青少年健全育成市民会議
講座

「子どもとのコミュニケーションの取り方」
～会話（聞く・話す）をする時のコツは！～

家庭・地域 公民館家庭教育事業 ミシンで作る絵本バッグ教室

家庭・地域
おとなのセミナー
ハーブ講座

・「学んだことを活かして、
　地域のために活動する人材を育てる」郷育を推進する
・荒川地区のまちづくりの拠点である「あらほっ」や
  まちづくり協議会の活動について知ってもらう
・将来的に、まちづくりの活動に興味を持ち、
　積極的に関わってくれる人材を育成する

家庭・地域 子どもわくわく事業 クリスマスリースを作ろう！

新潟地域学 にいがた連携公開講座
北越戊辰戦争１５０年と
その後の長岡・会津地域および阿賀町域

家庭・地域
子どもをもつママとパパのための
家族とむきあう時間をつくる講座

男女で得意分野や感じ方が違う中で
協力しながら楽しく子育てできるように、育児や家事における
男女共同責任意識について考える機会を提供する。

新潟地域学 にいがた連携公開講座
北前船と頸城の湊・浦
～近代化を支えた海の男たち～

三河武士の活躍と徳川氏
-牧野氏の活躍を見る-

MALUI連携による地域資料の共有化へ
-デジタルアーカイブによって何ができるのか-

MALUI連携による地域資料の共有化へ
-デジタルアーカイブによって何ができるのか-

夏季企画展・記念講演会

秋季企画展・記念講演会

冬季企画展・記念講演会

冬季企画展・記念講演会

伊万里磁器を楽しむ

「奥羽越」列藩同盟と越後諸藩

春季企画展・記念講演会

夏季企画展・記念講演会

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

北越戊辰戦争と維新政府の情報戦略
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新潟県立大学　 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　　角張　慶子 025-284-6110

新潟経営大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　中島　純 025-284-6110

公益財団法人
奈良市生涯学習財団

新潟県立生涯学習推進センター

統括主任　佐野　万里子 025-284-6110

立命館大学　教授 新潟県立生涯学習推進センター

荒木　寿友 025-284-6110

NPO法人ピアサポートネットしぶや
理事長

新潟県立生涯学習推進センター

相川　良子 025-284-6110

新潟青陵大学大学院　教授 新潟県立生涯学習推進センター

本間　恵美子 025-284-6110

県立吉田病院 こどもの診療科 医師 新潟県立生涯学習推進センター

新田　初美 025-284-6110

日本学校教育相談学会
新潟県支部理事長
学校カウンセラー・
スーパーバイザー

新潟県立生涯学習推進センター

山田　友明 025-284-6110

NPO法人多世代交流館になニーナ
代表理事

新潟県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 025-284-6110

NPO法人みらいずｗｏｒｋｓ　代表理事 新潟県立生涯学習推進センター

小見　まいこ 025-284-6110

NPO法人多世代交流館になニーナ
代表理事

新潟県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 025-284-6110

敬和学園大学　准教授 新潟県立生涯学習推進センター

虎岩　朋加 025-284-6110

NPO法人　ここスタ 鈴木　久子

鈴木　久子 080-1041-4068

NPO法人　ここスタ 小澤　里美

小澤　里美 090-1883-2280

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

山縣　耕太郎 0255-74-0034

上越教育大学講師 妙高市教育委員会生涯学習課

蜂須賀　洋一 0255-74-0034

岩手大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

広田　純一 0255-74-0034

妙高彩生アート展実行委員長 妙高市教育委員会生涯学習課

岡田　栄一 0255-74-0034

国立研究開発法人雪崩・
地すべり研究センター所長

妙高市教育委員会生涯学習課

秋山　一弥 0255-74-0034

新潟県立看護大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

原　等子 0255-74-0034

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

木村　吉彦 0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 0255-74-0034

新潟県立看護大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

原　等子 0255-74-0034

新潟産業大学　講師 柏崎市教育委員会文化・生涯学習課

春日　俊雄 0257-20-7500

NPO法人
ブリッジ・フォー・ピース代表

魚沼市教育委員会生涯学習課

神　直子 025-794-6073

社会・経済 かしわざき市民大学 人口減少と地域社会の有り様

社会・経済 うおぬま市民大学講演会 過去の戦争に学ぶ、平和な未来づくり

家庭・地域
家庭教育支援者養成
研修会①

家庭・地域 にいがた連携公開講座
子どもの育ちに寄り添うために
～おとなの役割・親の役割～
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社会・経済 ひと・まちコース講座
男女共同参画について
＝男女が共に社会へ＝

社会・経済 ひと・まちコース講座
日本人と発酵文化
＝頸城の酒男が創った上越近代化物語＝

社会・経済 ひと・まちコース講座
みんなで認知症を学ぼう
＝地域の中で上手に付き合うには＝

社会・経済 ひと・まちコース講座
地域の未来をみんなで描く
＝妙高彩生アートで描く妙高＝

社会・経済 ひと・まちコース講座
地域に目を向けて
＝風水害・土砂災害に備える＝

社会・経済 ひと・まちコース講座
みんなで認知症を学ぼう
＝認知症という病気に対応する知恵をもとう＝

社会・経済
地域に目を向けて
＝地域の災害を日ごろから考えよう＝

ひと・まちコース講座

社会・経済 ひと・まちコース講座
人権教育・同和教育
＝差別やいじめのない社会を目指して＝

社会・経済 ひと・まちコース講座
ともに学ぼう！ともに築こう！まちづくり
＝人口減少下の地域づくり＝

家庭・地域
家庭教育支援者
ステップアップ研修会②

家庭教育支援に役立つ
ファシリテーション力を身に付けよう

家庭・地域
家庭教育支援ガイドブックを活用した
講座づくり

家庭教育支援者
ステップアップ研修会③

家庭・地域
子ども支援
スタッフ・ボランティア研修会

「多様性のある子どもたちへの対応」
～ＬＧＢＴについての基本的な理解と対応～

家庭・地域
家庭教育支援者養成
研修会②

「子どもの発達障害への理解とマルトリートメント」

家庭・地域
家庭教育支援者養成
研修会③

「相手を元気にする話の聴き方」
～カウンセリングの考え方と技法～

家庭・地域
家庭教育支援者
ステップアップ研修会①

家庭・地域 地域かがやき創生講座
もっと！モヤモヤとワクワクを生み出す
ファシリテーション

家庭・地域
家庭教育支援者養成
研修会②

「不登校とひきこもりの現状と対応」

「地域における家庭教育支援」
～家庭教育支援者の役割と連携～

「家庭教育支援活動はじめの一歩」
～はじめの一歩を踏み出すためのノウハウを学ぶ～

家庭・地域 にいがた連携公開講座
地域の特性を活かし、
まちを元気にするコミュ活のしくみづくり
～まちづくりとひとづくりを結ぶ～

家庭・地域 コミュニティリーダー研修会
「公民館×奈良ひとまち大学
～「ひと」と「まち」の魅力を伝え、街を元気に！～」

親と子の間の“よりよいやりとり”を具体的に学ぶ
家庭教育講座

※ここスタは、子育て相談事業、親の会運営事業、
アウトリーチ支援事業などを幅広く実施しています。
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61 家庭・地域 ペアレント・トレーニング講座

62 家庭・地域 ペアレント・トレーニング講座
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元上越市立柿崎中学校長 自宅

神谷　敬二 025-525-3936

－ 新潟県教育庁生涯学習推進課

石井　眞澄・千晶 025-280-5972

部落解放・人権政策確立
要求新発田実行委員会

曹洞宗　東岸寺

野田　尚道 0254-62-4367

新潟産業大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　秋山 正道 025-284-6110

- 上越市教育委員会社会教育課

勝俣　将明 025-545-9245

市振地区公民館長 糸魚川市教育委員会生涯学習課

扇山　和博 025-552-1511

かっかぁの会　代表 糸魚川市教育委員会生涯学習課

平内　芳美 025-552-1511

新潟工科大学　准教授 田沢地区公民館

大金　一二 025-555-7575

国際自然環境ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学校
専任講師

妙高市教育委員会生涯学習課

長野　康之 0255-74-0034

糸魚川ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅﾐｭｰｼﾞｱﾑ上席学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

宮島　宏 0255-74-0034

妙高市教育委員会顧問 妙高市教育委員会生涯学習課

濁川　明男 0255-74-0034

上越教育大学教授・有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

五百川 裕・春日 良樹
高澤 誠一

0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

濁川　明男・春日 良樹
高澤 誠一

0255-74-0034

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

濁川 明男・今井 真由美
高澤 誠一・春日 良樹

0255-74-0034

上越科学館 湯沢町公民館

館長　永井克行 025-784-2460

新潟青陵大学 新潟県立生涯学習推進センター

　准教授　　 齋藤 恵美 025-284-6110

新潟青陵大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　 碓井　真史 025-284-6110

- 上越市教育委員会社会教育課

堀口　保二 025-545-9245

- 上越市教育委員会社会教育課

宮﨑　邦夫 025-545-9245

木村茶道美術館　館長 柏崎市教育委員会文化生涯学習課

石黒　信行 0257-20-7500

アートクルー 湯沢町公民館

金子　惠 025-784-2460

国立民族学博物館副館長 新潟県立万代島美術館

関 雄二　氏 025-290-6655

動画家 新潟県立万代島美術館

近藤　勝也　氏 025-290-6655

スタジオジブリ会長室
イベントプロデューサー

新潟県立万代島美術館

田中　千義　氏 025-290-6655

スタジオジブリ広報部部長 新潟県立万代島美術館

西岡　純一　氏 025-290-6655

社会・経済
下越地区社会同和教育
市町村巡回研修会

被差別部落の歴史から学ぶこと
～自分が人間らしく生きるために～

76

社会・経済 にいがた連携公開講座
誰もが気持ちよく過ごせるために
～同和教育の基本を学ぼう～

77

芸術・文化 かしわざき市民大学 わび・さび 日本のこころを学ぶ

芸術・文化 陶芸教室（陶芸）
公民館にある陶芸釜でお猪口を制作し、
自作の器で手打ちそばを試食する。

芸術・文化 陶芸教室（そば打ち）
公民館にある陶芸釜でお猪口を制作し、
自作の器で手打ちそばを試食する。

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅴ　初夏の笹ヶ峰
＝ヒコサの滝・ヒコサ湿原＝

自然・科学
二貫寺の森
わくわくウォッチング

地域資源である二貫寺の森で
野鳥や植物等を観察し、巣箱を設置することで、
自然について学び、
二貫寺の森の良さを実感する。

芸術・文化 ギャラリートーク
企画展「ジブリの動画家　近藤勝也展」の
展示作品にまつわるエピソード等についてのトーク。

芸術・文化 チョークアート講座
黒板に好きな絵をくるくると指でつなぎ、
きれいなグラデーションを描くチョークアートの体験講座。

芸術・文化 ギャラリートーク 企画展「古代アンデス文明展」の展示作品に関する解説。

自然・科学 にいがた連携公開講座
ポジティブ心理学入門
～こころをもっと健康に～

自然・科学 にいがた連携公開講座
困った子、困っている子の支え方
～頑張っている大人のための子育て心理学～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅵ　秋の斑尾
＝沼の原湿原・赤池の植物＝

自然・科学 夏休みサイエンスショー

見て、触れて、楽しむことで
科学のおもしろさ、科学への親しみと
興味関心を持ってもらい、将来の科学者を目指す
きっかけづくりとする。

自然・科学 ワクワク探検隊 ヒスイひろいと市振の名所めぐり

自然・科学 ワクワク探検隊 上早川でクリスマスを楽しもう！

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅳ　春の笹ヶ峰
＝夢見平の植物観察＝

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅱ  妙高の大地
＝上越地域の大地の成り立ち＝

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅲ　妙高の植物
＝調査からわかる高山植物＝

自然・科学 ロボット教室
作って学ぶロボット技術
～親子・友達とつくる「ぶつからない」くるま～

自然・科学 自然環境コース講座
ふるさと自然発見Ⅰ 妙高の生きもの
＝ライチョウ＝

社会・経済 人権教育指導者研修会
部落問題と向き合う私たち
～結婚差別を乗り越えて～

社会同和教育
市町村巡回研修会

社会・経済 当事者意識をもって
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ギャラリートーク

芸術・文化 ギャラリートーク
企画展「ジブリの動画家　近藤勝也展」の
展示作品にまつわるエピソード等についてのトーク。

芸術・文化
企画展「ジブリの動画家　近藤勝也展」の
展示作品にまつわるエピソード等についてのトーク。
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板橋区立美術館副館長 新潟県立万代島美術館

松岡　希代子　氏 025-290-6655

公益財団法人
日本美術院地域連携教育

普及プログラム委員・
新潟大学教育学部准教授

新潟県立万代島美術館

永吉　秀司　氏 025-290-6655

東京大学名誉教授・翻訳家・
アメリカ文学研究者

新潟県立万代島美術館

柴田　元幸　氏 025-290-6655

写真家 新潟県立万代島美術館

平間　至　氏 025-290-6655

美術家・写真館主 新潟県立万代島美術館

吉原　悠博　氏 025-290-6655

県立近代美術館 専門学芸員 県立近代美術館

松矢　国憲 0258-28-4111

県立近代美術館 専門学芸員 県立近代美術館

松本　奈穂子 0258-28-4111

県立万代島美術館 主任学芸員 県立近代美術館

長嶋　圭哉 0258-28-4111

元県立文書館副館長 新潟県立図書館

本井　晴信 025-284-6001

長岡工業高等専門学校 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　　堀口 真利子 025-284-6110

柏崎市教育委員会文化 生涯学習課

春川　純一 0257-20-7500

日本財団 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 燕市社会教育課スポーツ推進室

山本　恵理 0256-77-8368

新潟大学大学院　教授 魚沼市教育委員会生涯学習課

曽根　博仁 025-794-6073

ＮＰＯ法人　マドレボニータ 新発田市豊浦地区公民館

内山　麻理子 0254-22-2081

村上市社会教育指導員 村上市教育委員会生涯学習課

石田幸子　山田就子 0256-53-2446

たいない自然学校 新潟県少年自然の家

佐藤陽志 0254-46-2224

たいない自然学校 新潟県少年自然の家

佐藤陽志 0254-46-2224

新潟産業大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　片岡　直樹 025-284-6110

新潟医療福祉大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　小林 量作 025-284-6110

- 見附市まちづくり課 生涯学習推進係

丸山　結香 0258-62-7801

カラーコンサルタント 湯沢町公民館

橋本　美和 025-784-2460

その他 絵本作家 新潟県教育庁生涯学習推進課

川端　誠 025-280-5972

その他 おはなしおばさん 新潟県教育庁生涯学習推進課

藤田　浩子 025-280-5972

その他 東京学芸大学　教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

石井　正己 025-280-5972

子ども読書
オープンカレッジ2018

子どもが読書に親しむためのしかけ
～おはなし、わらべうた、手遊び歌～

絵本ライブ絵本作家おはなし会

子ども読書
オープンカレッジ2018

昔話の変遷と読み方伝え方

健康・スポーツ にいがた連携公開講座
足腰鍛えて、健康的ないきいき人生
～地域づくりによる介護予防～

健康・スポーツ 指導者スキルアップセミナー スノーシューの体験等

健康・スポーツ 指導者スキルアップセミナー スノーシューの体験等

健康・スポーツ にいがた連携公開講座
大相撲を楽しむ
～観戦のための基礎知識～

健康・スポーツ
0歳児のママのための
産後の骨盤セルフケア教室

バランスボールを使ったエクササイズを行うことで
骨盤矯正を行う。

健康・スポーツ
下越地区
第2回公民館職員研修会

笑いヨガ

健康・スポーツ あすチャレ！Academy
障がい者アスリートの講師の体験談や
グループワークから障がいを身近に感じ、理解する。

健康・スポーツ うおぬま市民大学講演会
子どもから大人までの
糖尿病・生活習慣病の予防と治療

芸術・文化 にいがた連携公開講座 村上春樹の世界をのぞてみよう！

芸術・文化 ふるさと講座
あなたのお宝だいじょうぶ？
～掛軸・屏風のお手入れと保存方法～

芸術・文化
ワークショップ
「発見！日本画のヒミツ」

企画展「創立100周年記念 国画創作協会の全貌展」に
関連し、日本画の素材・技法等について解説。
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その他 パーソナルカラー講座
人それぞれ個性が違うように似合う色も違っている。
自分に似合う色をみつけ、本来の魅力を引き出す。

その他
女性がいきいきと輝くための
リーダースキルを学ぶ講座

女性が家庭や職場、地域など多様な分野で
いきいきと活動するために、男女共同参画の視点や
リーダーとしてのスキルを学びながら、
今後リーダーとして活躍する女性の
人材育成の一助となるよう講座を開催。

芸術・文化
トーク
「ソール・ライター／写真／
ニューヨーク」

企画展「ニューヨークが生んだ伝説
写真家 ソール・ライター展」に関連するトーク。

芸術・文化
企画展「ニューヨークが生んだ伝説
写真家 ソール・ライター展」に関連するトーク。

トーク
「ソール・ライター／写真／
ニューヨーク」

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座

芸術・文化 美術鑑賞講座 江口草玄の一世紀を辿る

芸術・文化

芸術・文化

近代美術館　名品あれこれ〈海外編〉

近代美術館　名品あれこれ〈日本編〉

健康・スポーツ
柏崎公民館講座
エイジレスコース

山歩き講座

企画展「ニューヨークが生んだ伝説
写真家 ソール・ライター展」に関連する講演。

講演会
「希望の絵本をつくる人
　レオ・レオーニ」

講演会
「ソール・ライターと
1950年代アメリカ文化」

芸術・文化

芸術・文化
企画展「みんなのレオ・レオーニ展」に関連し、
作家の生涯や作品に込めた思いなどを紹介。



その他 翻訳家 新潟県教育庁生涯学習推進課

こみや　ゆう 025-280-5972

その他 武蔵野大学　教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

宮川　健郎 025-280-5972

その他 新潟大学　准教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

足立  幸子 025-280-5972

その他 女子美術大学　非常勤講師 新潟県教育庁生涯学習推進課

攪上  久子 025-280-5972

その他 新潟アニマシオン研究会 代表 新潟県教育庁生涯学習推進課

佐藤  清江 025-280-5972

その他
東京大学

東京大学大学院教育学研究科
新潟県立生涯学習推進センター

教授　　牧野　　篤 025-284-6110

その他 日本大学　 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　佐藤　晴雄 025-284-6110

その他 新潟市石山地区公民館 新潟県立生涯学習推進センター

杉山 茂一、松川 惠智子、平井 久 025-284-6110

その他
（公益財団法人）

奈良市生涯学習財団事務局
新潟県立生涯学習推進センター

 統括主任　　佐野 万里子 025-284-6110

その他
昭和女子大学

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
新潟県立生涯学習推進センター

特任教授　　興梠　寛 025-284-6110

その他 ＮＰＯ法人みらいずworks　 新潟県立生涯学習推進センター

副代表理事　　本間 莉恵 025-284-6110

その他
国立教育政策研究所

社会教育実践研究センター
新潟県立生涯学習推進センター

社会教育調査官　　二宮　伸司 025-284-6110

その他
栃木県教育委員会事務局

生涯学習課生涯学習振興担
新潟県立生涯学習推進センター

当課長補佐　　井上　昌幸 025-284-6110

全国体験活動ボランティア
活動総合推進センター

新潟県立生涯学習推進センター

コーディネーター　橋本 洋光 025-284-6110

関東学院大学　教授 県立生涯学習推進センター

吉田　広毅 025-284-6110

インターネット利用アドバイザー 県立生涯学習推進センター

大久保　真紀 025-284-6110

これからの地域と学校の連携・協働のあり方を考える
地域連携コーディネーター
養成スクール

地域住民とともにつくる事業
～ご近所だんぎの実践より～

基礎研修会

公民館×奈良ひとまち大学
～「ひと」と「まち」の魅力を伝え、街を元気に～

コミュニティリーダー研修会

地域連携コーディネーター
養成スクール

学校と地域社会の『縁』を結ぶ
～地域コーディネーターの役割とやりがい～

地域コーディネーターに必要な
ファシリテーション力を高めよう！

地域連携コーディネーター
養成スクール

地域連携コーディネーター
養成スクール

これからの地域と学校の連携・協働のあり方を考える

子ども読書
レベルアップ研修会

集団読書の魅力
～アニマシオン（入門編）、読書メドレーリレー、
　読者想定法、パートナー読書～

障がいのある子、
どんな子にも本を届けるためにすべきこと

子ども読書
レベルアップ研修会

子ども読書
レベルアップ研修会

アニマシオンの実践に挑戦してみよう（実践編）

基礎研修会
あなたが地域と学校の要！
～公民館や生涯学習の未来像から考える
　私たちの役割～

魅力的な研修・講座のつくり方基礎研修会

子ども読書
オープンカレッジ2018

このよろこびをあのこに
～子どもの本を作り・手渡すこと～

子ども読書
レベルアップ研修会

「声」をもとめて
～日本の子どもの文学、その歴史と現在～
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その他
地域連携コーディネーター
養成スクール

地域コーディネーターとして地域で活動するために
～企画力と実践力アップをめざして～

その他 メディア研修会特別講演会 レッツ スタート　プログラミング教育必修化に向けて

その他 情報モラル研修 事例から学ぶ、子どもとネットの世界


