これからの上映予定

生涯学習

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回当セ
ンターホールを会場に上映しています。
(「映画・ビデオ観賞会」日曜日１回、「季
節の上映会」平日２回）
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。

表彰式＆「自作映像・視聴覚教材コンクール作品」

３月２４日（日）13:30～15:00
「永遠のルチアーノ・パヴァロッティ 世界が愛した マ
エストロ」
３月２８日（木）13:30～15:00
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「ウォーキングWITHダイナソー BBCオリジナル・シリーズ」

４月１８日（木）13:30～15:00
「皇后陛下美智子さま 陛下のお側で」「皇室の伝統文化」

４月２１日（日）13:30～15:30
「掘るまいか 手掘り中山隧道の記録」
４月２５日（木）13:30～15:00
「天皇家三代のご結婚」

(Lifelong Learning Promotion Center)

★審査結果のお知らせ★

平成３０年度

新潟県自作映像・視聴覚教材コンクール
平成３０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。（全応募
数：６５）（敬称略）

【優秀賞】
「太田の☆星つぶ～きらきら もちもち いいかおり
～」（ビデオ）
制作者：丸山考平（長岡市立太田小学校）

【つながりを築く～社会教育主事講習B～ 】
1月21日～2月27日までの38日間に渡り、当センター
において社会教育主事講習Bが行われました。受講生
は22名で、県内外で生涯学習・社会教育に携わってい
る方から参加いただきました。講習は国立教育政策研
究所社会教育実践研修センターから送られてくる講
義を衛星システムで受講します。内容は、「生涯学習
概論」「社会教育計画」「社会教育演習」「社会教育
特講」と多岐に渡っています。途中に課題レポートの
提出や宿泊研修もあり、かなりボリュームのある内容
です。資格付与につながる講習なのでどの受講生も真
剣です。そんな中でも休み時間など受講生の笑い声も
絶えません。

Niigata

＜これからの上映予定＞
３月１４日（木）13:30～15:00

学びを通して受講生同士のつながりを築いていま
す。社会教育はある意味「つながりづくり」です。
苦楽を共にする受講生にとって今回の講習は社
会教育を講義から受動的に学んでいるだけではあ
りません。人とつながることを実践的、主体的に
学 ん で い る と い え ま す。是 非、こ こ で 生 ま れ た
ネットワークを今後の職務に生かしていってほし
いと願っています。なぜなら生涯学習・社会教育
の推進には、人と人がつながることの大切さを実
感している社会教育主事の活躍が不可欠だからで
す。今年度の皆さんの活躍を心より期待していま
す。そして来年度は、また新たな受講生の参加を
お待ちしています。

【特別賞】

＜社会教育・地域映像部門＞
【最優秀賞】
「自由な働き方」（ビデオ）
制作者：山川沙羅（敬和学園大学国際文化学科一戸ゼミ）

「友情のバトン」(ビデオ)
制作者：岩見剛（佐渡市立前浜中学校）

＜児童生徒部門＞
【最優秀賞】
「YMKプロジェクト～弥彦の未来を考えよう～」
（ビデオ）
制作者：６年PR動画プロジェクト（弥彦村立弥彦小学校）

【優秀賞】
「お道よう」（紙芝居）
制作者：中村栄美子、

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

原晴美（昔かたり春よこい）

「世界へ届く錦鯉～山古志の養鯉業～」
製作者：鳥海楓（敬和学園大学国際文化学科一戸ゼミ）

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

【特別賞】
「ここの名は。～みしてかしわざき～」（ビデオ）
制作者：小川琴音（まちかど研究室 新潟産業大学×新潟工
科大学）

家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」

＜学校教育部門＞
【最優秀賞】

TEL：025-283-1150 FAX：025-284-6019

「中条中ニュース～SNSいじめをなくせ～ ｣（ビデオ）
制作者：大﨑加代子（胎内市立中条中学校保健委員会）

生涯学習相談・情報提供

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。）

「農業１（みな班）」（ビデオ）
制作者：高橋弥那（県立村上中等教育学校）
「コンフィ陽だまり苑」（プレゼンテーションソフト）
製作者：中野倫華（新発田市立佐々木中学校）

【特別賞】
「魔法少女チャーミーちえみぃ」（ビデオ）
制作者：長岡造形大学 D.production

TEL：025-284-6119 FAX：025-284-6019
Mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp
施設等の貸出

【優秀賞】

入賞作品表彰式・上映会
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」「LLPC」

最優秀賞、優秀賞、特別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３１年３月１４日（木）

１３：３０～１５：００
［会場〕県立生涯学習推進センター１Ｆホール
＊どなたでも参加できます。
自作映像・視聴覚教材コンクール

2019年度基礎研修会

すこやかコール

ラ・ラ・ネット

平成３０年度社会教育主事講習［Ｂ］が終了しました

あ

なたの知りたいがここにある！
生涯学習に関する情報が満載!!

生涯学習相談

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。講座に関する情報
や広報場所の提供、資料提供、指導者に関す
る情報提供と紹介、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
員が対応します。お気軽にお問合せ下さい。

いきいき県民カレッジ

い

きいき県民カレッジは、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始まりまし
た。県内の多数の機関からご協力頂き、平成
29 年 度 は 受 講 者 数 177,260 名、登 録 講 座 数
3,404講座、奨励賞受賞者354名となることが
できました。来年度は、冊子『いきいき県民
カレッジ講座一覧』が、春夏号（４月末発行
予定）と秋冬号（９月末発行予定）の年２回

の発行となります。今後も皆様の学習ニーズ
に幅広く応えられるように、「ラ・ラ・ネッ
ト」上での講座情報発信と合わせて、学習機
会情報の提供の充実を図ってまいります。
また、循環型生涯学習社会の実現を目指
し、「成果活用」型の活動を啓発・支援する
成果活用促進事業が、小中学校での学習支援
を中心に始まりました。詳しくは当センター
までお問い合わせください。

「基礎研修会」「ラ・ラ・ネット」「いきいき県民カレッジ」

社

会教育主事講習［Ｂ］は、１月２１日(月)か
ら２月２７日(木)までの３８日間、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会場で行われました。全国で２４５名が
受講し、新潟会場の参加者は２１名、今年度は山
形県からの参加者もいました。
講 習 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」の４科目から
成り、「社会教育演習」以外の３科目については
インターネットを活用し、主会場での講義を視聴
す る 形 で 受 講 し ま し た。本 講 習 は、複 数 年 か け
て、４科目を分割して受講することが可能で、受
講生の約半数が分割受講しているところに特徴が
あります。
「社会教育演習」は、インターネットによる視
聴ではなく、新潟会場の受講生だけで宿泊研修や
現地研修などを実施しました。宿泊研修は、１月
３０日（水）から２月１日（金）の間、新潟市ア
グリパークを会場に、新潟市食育・花育センター
長 の真柄 正幸様、特定非 営利活動 法人み らいず
works代表理事の小見まいこ様からそれぞれ御指導
をいただきました。
講義や演習、体験を通して、社会教育主事の役
割と責任の理解を深め、社会教育主事に求められ
るファシリテーション能力やコーディネート能
力、プ レゼン テーション 能力を高 めるこ とがで
き、受講生にとってたいへん有意義な研修となり
ました。

また、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２０日（水）に実施
し、県の施策等の説明後、午前はゆいぽーと（新潟
市芸術創造村・国際青少年センター）、午後は新潟
市いくとぴあ食花を訪問しました。それぞれの担当
の方から、社会教育施設としての施設概要や運営方
針、事業内容などを説明していただき、受講生の視
野を広げる１日となりました。
当センターでは、来年度も平成３２年１月２０日
（月）から２月２７日（木）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。

宿泊研修

「すこやかコール」「社会教育主事講習B」

搾乳体験の一場面

