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 平成27年度   ★審査結果のお知らせ★ 

新潟県自作映像・視聴覚教材コンクール 

 平成２７年度新潟県自作映像・視聴覚教材コン

クールの審査結果をお知らせします。 
＜社会教育・地域映像部門＞（応募数：１９）         
【最優秀賞】  
「『新沼合併物語』沼垂・新潟大合併百周年記念映 

 画」（ビデオ57分10秒） 制作者：羽鳥 朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】   
「新潟市の潟を鳥の眼で訪ねる旅」（ビデオ60分） 
               制作者：加藤 功 
「レッツゴーさんぽく探検隊 不動明の化身と山北 

 の宝」（ビデオ24分13秒） 
    制作者：村上市立さんぽく南小学校５年生 
「上刈みかん」（紙芝居 １３枚） 
         制作者：中村栄美子、吉原晴美 

 

＜学校教育部門＞（応募数：６） 
【最優秀賞】  
「音階の練習～複雑な運指を確実に身に付ける～」

（ＰＣソフト4分） 
  制作者：岡本世史治（小千谷市立片貝中学校） 
 

【優秀賞】 
「給食ができるまで」（ビデオ5分45秒） 
   制作者：髙山美結（長岡市立富曽亀小学校） 
「しんかんせんにのろう！～タブレットを活用した 

 切符の購入練習～」（ＰＣソフト24枚） 
   制作者：笠井翔太（長岡市立総合支援学校） 
 
＜児童生徒部門＞（応募数：６２） 
【最優秀賞】 
「ネットいじめ」（ビデオ １３分４５秒） 
       制作者：村上市立神納中学校生徒会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】 
「君の道はもう見えない」（ビデオ12分55秒） 
   制作者：新潟市立潟東中学校チーム３年１組 
「高田世界館ＰＲビデオ」（ビデオ37秒） 
 制作者：熊木倫太朗（上越教育大学附属小学校） 
「よくかむことの大切さ」（紙芝居 １３枚） 
  制作者：ＮＡＧＡＮＯ（新潟市立早通中学校） 

            新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」 

入賞作品表彰式・上映会 
 最優秀賞、優秀賞を受賞した作品の表彰式と上

映会を開催します。 
 

［日時］ 平成２８年３月１７日（木） 
      １３：３０～１５：３０ 
［会場〕県立生涯学習推進センター１Ｆホール 
 

＊同日開催の「季節の上映会」の中で行います。 
＊どなたでも参加できます。 



平成27年度 
生涯学習推進センター事業 

生涯学習情報検索システム 

ラ・ラ・ネット 

 

生涯学習相談 

子育て相談 

すこやかコール 

平 成27年度、すこやかコールには様々な相談

が寄せられました。 
 相談内容としては、乳幼児期は「授乳や離

乳」「トイレットトレーニング」「周りの子ど

もたちとのかかわり方」、学校に入学すると

「学校生活や友達関係」「発達障害」「不登

校」等の相談が多くなります。  

 特に、今年度は高校生の不登校についての相

談も多く寄せられ、学校生活や人間関係の難し

さを感じました。他にも、家族関係や子育てに

疲れている親自身の悩みについての相談も多く

寄せられています。 
 毎年、県内各小中学校・幼稚園・保育園を通

じて、保護者の皆様に「すこやかカード」を配

布しています。家庭教育や子育てに

ついて悩みを抱えている方に、一人

で抱え込まずにすこやかコールを活

用していただけるよう、様々な相談

にお答えしていきます。 

今年度の実績（2016年2月末現在） 
登録データ数 

 学習機会 2,496件（今年度登録件数） 

 団体・グループ 371団体 

 施設 1,785施設 

 指導者1,017人（公開781人 非公開236人） 

マイページ利用団体数 151団体 

訪問数 64,661件（１日当たり約220件） 

 

【ラ・ラ・ネット利用団体紹介】 

学習情報提供市町村１位  柏崎市 

マイページ利用団体１位 上越おもちゃ病院 

ララネット公民館 １位新潟市中地区公民館 

ラ ・ラ・ネットは「つながる まなぶ 

しらべる」の３つの柱を軸に、イン

ターネットを通じて、生涯学習関係機関や県

民の皆様への役立つ生涯学習情報の提供に努

めてまいりました。 

 特に「いきいき県民カレッジ」を含む学習

機会情報には、年間約2,500件もの講座や研

修会、イベントなどの情報を掲載していま

す。 

 また、ラ・ラ・ネットの中に、生涯学習関

係機関やサークル、団体のホームページを作

ることができる「マイページ」にも現在200
以上の団体が登録しています。 

 登録は随時受け付けています。詳しくは 

当センター学習情報課（若月）までお問い合

わせください。 

 

当 センターでは生涯学習に関する相談を

受け付けています。今年度は２月末現

在で、９００件の相談がありました。講座に

関する情報提供、資料提供、指導者に関する

情報提供と紹介、ララネットに登録している

指導者の紹介、視聴覚に関すること、学習プ 

ログラムのアドバイスなど、専門の相談員と

当センターの社会教育主事が対応します。 

  

 

 

 

 

 

 

 来年度も専門の相談員が地域や皆様の生涯

学習の充実のお手伝いをいたします。 

 

 

                い き い き 県 民 カ レ ッ ジ 



いきいき県民カレッジ 

３８日間の充実した講習 

社会教育主事講習［Ｂ］が終了しました 

 【2月18日 現地研修 会場：アイスアリーナ】 

  

１ 月20日(水)から２月26日(金)までの38日

間、平成27年度社会教育主事講習［Ｂ］

を当センターを会場に実施しました。参加者は

24名でした。 
 この講習は、東京上野にある国立教育政策研

究所社会教育実践研究センターを主会場に、当

センター（新潟会場）を含め全国10会場で実施

されるものです。 
 研修内容は、「生涯学習概論」「社会教育計

画」「社会教育特講」「社会教育演習」という

４つの科目があります。「社会教育演習」以外

の３科目は、インターネットを活用し、主会場

の講義を動画で視聴する形で受講します。  

来年度も、多くの方の学習ニーズに幅広く応えら

れるように、学習情報提供の充実を図ってまいりま

す。なお、平成28年度「いきいき県民カレッ

ジ」春号の発行は、４月下旬の予定です。 

い きいき県民カレッジは、県知事を学長とし

て生涯学習社会の実現に向けて、「いつで

も、どこでも、自分の希望するものを学びたい」

という県民の要望に応えることを目的に、平成4

年より始まりました。この間、多くの方に利用し

ていただき、この20年間で、延べ158万人を超え

る受講がありました。 

今年度は、10月に「にいがた生涯学習県民

フォーラム」開会式にて、「奨励証表彰式」を実

施いたしました。平成26年度と27年度上半期の学

長賞受賞者50名以上の方を対象にし、当日は10名

の方からお越しいただきました。誠にありがとう

ございました。 

 「社会教育演習」は、新潟会場だけで実施す

るものです。その中の宿泊研修は、１月27日(水)
から1月29日(金)まで、新潟市アグリパークを会

場に実施しました。研修内容の「青少年体験活

動の意義と実際」を新潟市アグリパーク教育

ファーム園長の真柄正幸先生から、「ファシリ

テーションの基礎」と「グループワークの実

際」を小千谷市産業開発センター地域復興支援

室地域復興支援員の加藤圭先生から御指導をい

ただきました。また、「プレゼンテーションの

技能」を特定非営利活動法人まちづくり学校代

表理事・校長の大滝聡先生から御指導をいただ

きました。いずれの講義も、体験活動やグルー

プワークを取り入れられており、たいへん有意

義な研修をすることができました。更に、先進

的で特色のある取組を行っている施設を見学す

る現地研修は、２月18日(木)に実施し、にいつ子

育て支援センター育ちの森（午前）と新潟市ア

イスアリーナ（午後）を訪問させていただきま

した。それぞれの担当の方から、社会教育施設

としての施設の概要や運営方針、事業内容など

を教えていただくことができ、視野を広げるこ

とができた１日となりました。 
当センターでは、来年度も平成29年1月18日

（水）から2月24日（金）の期間で社会教育主事

講習［Ｂ］を実施する予定です。多く

の方から受講いただきますようお願い

いたします。興味のある方は、早めに

当センターまでお問合せください。 

            新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」 

平成26年度「いきいき県民カレッジ」の実績    

受講者数115,313名 

 

登録機関数79機関 

 

登録講座数2,755講座 

 

奨励証の受賞者数390名（学長賞44名） 



 新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」 

 http://www.lalanet.gr.jp/ 

 http://www.lalanet.gr.jp/m（携帯版） 

 家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」 

 TEL：025-283-1150 FAX：025-284-6019 

 生涯学習相談・情報提供 

 TEL：025-284-6119 FAX：025-284-6019 

 Mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp  

生涯学習に関係する機関・団体等へ施設・視聴覚教

材の貸出しを行っています。 

 

貸出施設：ホール（１８６名） 大研修室（１００名） 

（視聴覚教材・機材の貸出しは登録が必要です。） 

施設等の貸出 新潟県立生涯学習推進センター   

  新潟市中央区女池南3-1-2 
 

  TEL：025-284-6110  FAX：025-284-6019 

  Mail：nlpc@mail.lalanet.gr.jp  

  ホームページ：http://www.lalanet.gr.jp/ 

  Twitter：http://twitter.com/lala_nlpc/ 

これからの上映予定 

映画・ビデオ鑑賞会 季節の上映会 

当 センターが購入した視聴覚教材や保有し

ている貴重な映像を、毎月３回（「映

画・ビデオ観賞会」日曜日１回、「季節の上

映会」平日２回）、当センターホールを会場

に上映しています。 

 各回定員１８６名（先着順）で入場は無料

です。 

 詳しくは当センターまでお問い合わせくだ

さるか、当センターのＨＰ「ラ・ラ・ネッ

ト」を御覧ください。 

＜これからの上映予定＞ 

３月１７日（木）13:30～15:20 

          「よみがえる金色堂」 

          「自作教材コンクール入賞作品」  

３月２４日（木）13:30～15:20 

          「国宝鳥獣人物戯画」 

          「影絵劇『つるの恩返し』他」 

３月２７日（日）13:30～15:25 

          「午後の遺言状」 

４月１４日（木）13:30～15:00 

          「高瀬舟」他 

        

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book  

                い き い き 県 民 カ レ ッ ジ 

「地域とのつながりが非認知能力を伸ばす」 

昨 年末に中教審から３つの答申が出されまし

た。その中の「新しい時代の教育や地方創生

の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と

今後の推進方策について」が注目されています。こ

れまでになく、生涯学習政策局と初等中等教育局が

一緒になって議論し、学校を核として、子どもの成

長を軸に、地域総がかりで地域コミュニティの活性

化を図ろうと提言しているからです。 

 学校は、子どもも大人も学び育ち合う核としての

位置づけになることを認識し、地域との協働を活用 

しない手はありません。地域との協働によって、

子どもたちの「生きる力」のもととなる非認知能

力（忍耐力や自制心、やりぬく力、コミュニケー

ション力など）が育てられるからです。学習を通

した住民の意識・行動の喚起と絆の深まりは、子

どもたちの教育活動にも反映されます。そんな夢

を描きながら、それぞれの立場で新たな年度を構

想したいものです。 
 季節は卒業・進学、就職・退職シーズンとなり

ます。みなさんが、それぞれ進んだ道でも学ぶこ

とを楽しみ、人とのつながりを喜び、幸せな人生

を送られるようお祈りいたします。 


