
 

 
これからの上映予定 LLPC book 

 新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」 

 https://www.lalanet.gr.jp/ 

 生涯学習相談・情報提供 

 TEL：025-284-6119 FAX：025-284-6019 

 Mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp  

施設等の貸出 

生涯学習に関係する機関・団体等へ施設・視聴覚教

材の貸出を行っています。 

貸出施設：ホール 大研修室 

※３密を避けるため、現在利用定員を制限していま

す。（ホールは４１人まで 大研修室は２４人まで） 

（視聴覚教材・機材の貸出しは原則登録が必要です。） 

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：https://www.lalanet.gr.jp/ 

  Twitter：https://twitter.com/lala_nlpc/ 

当センターでは、学習機会の一つとして定

期的に映画上映会を開催し、その運営に大勢

の映画ボランティアからご尽力いただいてい

ます。 

ところで、「映画の魅力って何？」と聞か

れたら、皆さんはどうお答えになるでしょう

か？ 私なら、 

・大スクリーン、大音量による臨場感 

・知らない人と時間・場所・思いを共有 

・過去の記憶・思い出との再会… 

 

(Lifelong Learning Promotion Center) 

 入場人数を４１人までとし、事前予約の上、

鑑賞いただいています。ご理解とご協力を 

お願いします。詳しくは「ラ・ラ・ネット」を

ご覧下さい。 

＜３月の上映会＞ 

１１日（木） 自作映像コンクール入賞作品 

２５日（木）・２８日（日） にいがた偉人伝 激動の時代を切り拓いた先人５０人の生涯 

【２０１７年 BSN新潟放送 各話１３分】 

今回は次の１０人の業績や生き方を紹介します。 

小川未明  坂口安吾   良 寛   平澤 興  村田文三 

宮 柊二  会津八一  前島 密  蕗谷虹児  小林ハル 

企画：公益財団法人 ビー・エス・エヌ教育文化振興基金 

制作：BSN新潟放送 

センター事業から  ～ 映画上映会 ～  

今後の上映会について 

 そんな映画上映を、県内様々な教育施設が

実施しています。 

 ラ・ラ・ネットの学習機会に登録されてい

るだけで、つきがた映画むら、イクネスシネ

マ、魚沼映画の専門店、うちのDEシネマ、

小針青山みんなの映画館、 

シロネシネマ喜楽座etc.    

 映画を、もっと身近な至る

所で、観られる日々を夢見て

います。  

 

自作映像・視聴覚教材コンクール 

 生涯学習( Learning) 

Niigata 
https://www.lalanet.gr.jp/ 
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令和２年度 新潟県自作映像・視聴覚教材コンクール 

★審査結果のお知らせ★ 

令和２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。４４点の応募が

ありました。（敬称略・画像は作品の一部を当センターでキャプチャーしたもの） 

《社会教育・地域映像部門》 

【最優秀賞】 

『十返舎一九とたどる 新川開削ものがたり  

～西区の歴史・文化・技術の記憶を200年後の未

来の人々へつなぐ～』（映像） 

制作者：加藤功（越後新川まちおこしの会） 

【優秀賞】 

『新潟県の名水「城ノ腰の清水」』（映像） 

制作者：涌井信行 坂井彩夏（敬和学園大学） 

『共存・共生』（映像） 

制作者：斎藤正一 

【特別賞】 

『大型の「妙高かるた」』（かるた） 

制作者：川上壽子（絵本を楽しむ会 ひだまり） 

《学校教育部門》 

【最優秀賞】 

『命を守ろう』（映像） 

制作者：細谷賢吾（佐渡市立両津吉井小学校） 

【優秀賞】 

『恕 ～あったかい学校 松ヶ崎小中学校』（映像） 

制作者：黒川健（佐渡市立松ヶ崎小学校） 

『地理的分野 世界の中の日本の位置』 

（デジタルコンテンツ） 

制作者：笠輪敬（長岡市立宮内中学校） 

【特別賞】 

『学習支援コンテンツ集』（デジタルコンテンツ） 

制作者：チーム村松小（五泉市立村松小学校） 

《児童生徒部門》 

【最優秀賞】 

『明日をつくる！未来へつなぐ！燕SPIRITS』

（映像） 

制作者：燕市立燕東小学校 飛翔学年 

 

【優秀賞】 

『鯖石のたからもの』（映像） 

制作者：３・４年生（柏崎市立鯖石小学校） 

『山古志復興ストーリー  

    ～思いを未来へつなげよう～』（映像） 

制作者：坂牧伶美 橘未来 星野優来 青木志穂 

五十嵐亜都夢 小川大翔 関花香 藤井結人  

星野幸大 

入賞作品の表彰式を予定しておりましたが、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止さ

せていただきます。 

https://www.lalanet.gr.jp/info/svTopiDtl.aspx?servno=1355
https://www.lalanet.gr.jp/info/svTopiDtl.aspx?servno=1358


 

社会教育主事講習B・にいがた連携公開講座２０２１ 

令和２年度社会教育主事講習［Ｂ］が終了しました 

 社会教育主事講習［Ｂ］は１月２１日(木)から２月１８日(木)までの２０日間、全国１１会場で

行われました。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、新潟会

場では、山形県、長野県からの参加者を含め２２名が受講しました。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。 

 令和２年４月１日から、社会教育主事講習規定の一部が改正されたことにより、「生涯学習概

論」「社会教育経営論」「生涯学習支援論」「社会教育演習」の４科目となりました。 

今年度は、１月中旬に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が１１都道府

県に対し発令されたことにより、１月２５日（木）～２月５日（金）の講義についてはインター

ネットによる受講となりました。「社会教育演習」の中に位置づけられている現地研修もインター

ネット配信による研修となりました。「生涯学習支援論」の一部と「社会教育演習」では、当セン

ターに集合し、感染対策をとる中で、グループ演習を行いました。 

講義や演習を通して、社会教育主事の役割と責任、地域づくりを支援する立場にある社会教育士

の役割の理解を深めました。社会教育主事・社会教育士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。 

当センターでは、来年度も令和４年１月２４日（月）～２月 

２１日（月）の期間で社会教育主事講習［Ｂ］を実施する予定で

す。なお、１月２４日（月）～２月４日（金）まではオンライン

による受講、２月７日（月）～２月２１日（月）は当センターに

おける集合研修となる予定です。社会教育主事の資格修得ととも

に、社会教育士の称号も得ることができます。社会教育主事有資

格者の方からも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。 

「にいがた連携公開講座2021」開催計画  

№ 日  時 テーマ 
担当高等教育機関等 

講師 

市町村 

会場 

１ 
６月５日（土） 

13:30～15:30 

民話の魅力再発見 

～越後に「あったてんがの」～ 

かしわざき語り部の会 

会長  堀 愛子 氏 

（他、会員４名） 

田上町 

地域学習センター 

２ 
７月７日（水） 

13:30～15:30 

SDGｓ入門 

～誰一人取り残さない世界を目指して～ 

長岡技術科学大学  

教授  南口 誠 氏 

妙高市 

勤労者研修センター 

３ 
７月26日（月） 

10:00～正午 

感染症の基礎知識と対策 

～教えて菖蒲川先生～ 

新潟大学 特任教授 

菖蒲川 由郷 氏 

（しょうぶがわ ゆうごう） 

三条市 

中央公民館 

４ 
10月16日（土） 

13:30～15:30 

石川雲蝶の世界 

～日本のミケランジェロに迫る～ 

南魚沼雲蝶会  

会長 中島 すい子 氏 
湯沢町公民館 

５ 
11月６日（土） 

13:30～15:30 

ラーメン王国にいがた 

～スープと麺が醸し出す歴史と文化～ 

スズキトラスト新潟（株） 

社長  柴沢 亮 氏 

（ブロガー「しばっち」） 

村上市 

教育情報センター 

視聴覚ホール 

６ 
11月12日（金） 

13:30～15:30 

認知症と共に生きる 

～正しい理解と家族支援の在り方～ 

新潟医療福祉大学  

教授  今村  徹 氏 

関川村 

村民会館 

※申し込み方法については、後日ちらしなどでお知らせします。 

 

基礎研修会・地域連携コーディネータ養成スクール・いきいき県民カレッジ・生涯学習取組事例集 

地域連携コーディネーター養成スクール・基礎研修会 

〈地域連携コーディネーター養成スクール〉 

 学校と地域の連携・協働を進める人材の確保を趣旨とした「地域連携コーディネーター養成ス

クール」を２会場、３回シリーズで実施します。 

 先進的な取組をしている学校の実践発表を自校の活動に活かしてみませんか。 

 みらいずworksの小見まいこさんと、熱く「未来の学校の姿」を創造してみませんか。 

 東京大学大学院教授の牧野先生の熱いご

講義を聞いてみませんか。 

  

〈基礎研修会〉 

 生涯学習推進のために必要な基礎的・基

本的事項について研修を深め、社会教育関

係職員等の資質向上を図ることを目的に４

回シリーズで実施します。 

 社会心理学の視点に立って、ご自身の業

務を見つめてみませんか。 

 経営論の視点から、地域活性のための方

途を探ってみませんか。 

新潟県内の生涯学習取組事例集（令和２年度版） 

ラ・ラ・ネットに県内の生涯学習関係機関から

情報を集めた「生涯学習取組事例集」を公開しま

した。令和２年度に行われた講座等の情報が掲載

されています。是非、ご覧いただき、新年度に向

けてご活用いただきますようお願いします。 

過去の生涯学習取組事例集も掲載されていま

す。ご活用ください。  

生 涯 学 習 資 料

ページ内に事例

集が掲載されて

います。 

「いきいき県民カレッジ」について 

「いきいき県民カレッジ」は、平成４年度以降、多くの県民の皆様にさまざまな講座の受講をい

ただいております。令和２年度前期は新型コロナウイルス感染症の影響で登録講座が大幅に減って

おりましたが、後期になり、登録講座もほぼ例年並みにまで回復してきました。「いきいき県民カ

レッジ」では、受講手帳にスタンプをためることにより、学長

（県知事）名の入った奨励証も授与

されます。現在、次年度講座に向け

て申し込みが始まりつつあります。

ぜひ、新年度から「いきいき県民カ

レッジ」登録講座の受講をご検討く

ださい。 

 

ラ・ラ・ネットトップページから入る場合  

https://www.lalanet.gr.jp/nlpc/college.html
https://www.lalanet.gr.jp/nlpc/jireisyu/reiwa2nendo/jirei_r02nen.html

