
推進センターでは、こんなことができます。
・「生涯学習の情報を集めたり発信したりできます。」
・「生涯学習指導者研修会の受講ができます。」
詳しくは当センターホームページ「ラ・ラ・ネット」をご覧ください。

ラ・ラ・ネット
QRコード

火～金曜日　午前９時30分～午後５時15分

土・日曜日、祝日　午前９時30分～午後５時

●月曜日（その日が祝日に当たるときを除く。）
●年末・年始（12月29日～１月４日）
●所内整理期間（年間２日間）

生涯学習に関係する機関・団体への「ホール」・「大研修室」の使用許可

（使用料）

※使用許可申請書は、使用する日の3か月前から受け付けます。
※冷暖房設備を使用する場合の使用料は、表に定める施設使用料の額の120％に相当する額となります。
※ホール又は大研修室を使用する時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも時間割計算はいたしません。
※使用料は変更になる場合があります。

開所時間

視聴覚教材・機材の利用

ラ・ラ・ネット

生涯学習相談・体験活動等支援センター

施設の使用

休所日

生涯学習に関する情報提供や相談に応じます（来所、電話、FAX、E-mail等）。

火曜日～金曜日　午前9時30分～午後5時（祝日、休所日を除く。）

TEL（025）284-6119　FAX（025）284-6019　E-mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp

利用案内利用案内

ホ　ー　ル

大 研 修 室

オーバーヘッドカメラ

プロジェクター

ビデオデッキ

ワイヤレスマイク

有線マイク

９：30～12：30

3,600円

2,500円

1台　2,140円

1台　　690円

1台　1,050円

1本　1,470円

1本　　980円

13：00～17：00

4,800円

3,500円

1台　2,140円

1台　　690円

1台　1,050円

1本　1,470円

1本　　980円

17：00～19：00

2,400円

1,900円

1台　2,140円

1台　　690円

1台　1,050円

1本　1,470円

1本　　980円

〒950-8602　新潟市中央区女池南3-1-2
TEL（025）284-6110　FAX（025）284-6019
E-mail/nlpc@mail.lalanet.gr.jp　URL https://www.lalanet.gr.jp/

所在地・交通案内

新潟県立生涯学習推進センター

路線バス

自 動 車

駐 車 場

施設、視聴覚教材・機材貸出 生涯学習相談・体験活動等支援センター

TEL (025)284-6110
TEL（025) 284-6119

E-mai l：lalasoudan@mai l . la lanet .gr . jp

新潟県立鳥屋野潟公園内の教養施設（図書館・文書館との複合施設）

新潟駅南口、ビックカメラ前３番線乗り場から
女池線「女池愛宕行」又は「江南高校前経由新潟市民病院行」に乗車
『野球場・科学館前』で下車　徒歩約８分
新潟駅万代口、「萬代橋ライン（ＢＲＴ）」又は
「市役所前行」に乗車、『市役所前』で女池線「女池愛宕行」に乗換え
『野球場・科学館前』で下車　徒歩約８分
＊新潟交通ホームページで、時刻表がご覧になれます。
　https://www.niigata-kotsu.co.jp/

新潟バイパス　桜木インターチェンジから５分
　　　　　　　女池インターチェンジから７分

県立図書館・鳥屋野潟公園の駐車場をご利用ください。

登録団体等に、視聴覚教材・機材の貸出しを行います。予約受付時間は午前9時30分～午後5時まで、

使用日の3か月前から予約ができます。ホームページ（ラ・ラ・ネット）の予約フォームかFAXで

お申込みください。　URL https://www.lalanet.gr.jp/nlpc/kashidashi.html  FAX （025）284-6019

インターネットで生涯学習関連情報、施設利用、教材利用の検索ができます。 
URL https://www.lalanet.gr.jp/

Niigata Prefectural 
Lifelong Learning Promotion Center
　　　　　　　2022 INFORMATION 
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名　　称 新潟県立生涯学習推進センター

所 在 地 〒950-8602　新潟市中央区女池南３丁目１番２号

開　　館 平成４（1992）年８月７日

建築概要 県立図書館・県立文書館との複合施設

　　　　 総面積　1,293㎡

　　　　 建築構造　鉄筋コンクリート造２階建

　　　　 建築工事期間　平成２年７月24日起工

　　　　 　　　　　　　平成４年３月30日竣工

目　　的 県民一人一人の生涯にわたる自主的・自発的な学習活動を促進す

　　　　 るため、県内各市町村、教育施設を支援・援助し、本県の生涯学

　　　　 習の振興に資する。

性　　格 ・県民の生涯学習の拠点、シンボルとしての施設

　　　　 ・県内各地域の生涯学習推進に対する支援・援助を行う施設

　　　　 ・県内生涯学習関連施設のネットワーク化の中心施設

センターの概要 センターの歩みセンターの概要 センターの歩み

ホール

ホール
ロビー

コンピュータ－
研修室

制作演習室

教材管理室 生涯学習
相談コーナー

スタジオ

ホール天井

倉庫 大研修室

資料閲覧室  生涯学習相談室
体験活動等支援センター

事務室

正面入口

１Ｆ平面図

ホール

大研修室

各室合計　852㎡

２Ｆ平面図

各室合計　441㎡

小
研
修
室

所
長
室

施　設　名 定員 主 な 用 途 施　設　名 定員 主 な 用 途

制 作 演 習 室 ― 研修会及び教材制作、
小規模上映会

コンピュータ－
研 　 修 　 室 ―

コンピューター研修
（パソコン12台・タブレット端末８台）

生 涯 学 習
相談コーナー ― 生涯学習に関する相談

ス タ ジ オ ― 音声の収録

ホ 　 ー 　 ル 186 ミニコンサート、映画鑑賞会、
討論会・講演会

教 材 管 理 室 ― 機材・教材の格納、フィルム
補修清掃

大 研 修 室 100 講演会・研修会
※２室分割可

小 研 修 室 ― 小規模な研修会、会議

資 料 閲 覧 室 ― 生涯学習に関する資料及び図
書の収集・整理・閲覧

生 涯 学 習
相 　 談 　 室 ― 生涯学習に関する相談

体 験 活 動 等
支援センター ― 体験活動等に関する情報の

収集・整理・提供及び相談

1F 2F

昭和57年

平成元年12月

　　２年１月30日

　　　　５月28日

　　　　７月24日

　　３年２月28日

　　　　７月24日

　　４年３月30日

　　　　４月１日

　　　　８月６日

　　　　８月７日

　　５年９月

　　６年４月

　　　　９月

　　７年４月１日

　　８年４月９日

　　９年10月９日

　　　　12月10日

　　　　12月12日

　　12年４月

　　　　10月

　　13年３月

　　　　９月

　　14年３月

　　　　６月

　　17年９月

　　17年10月４日

　　20年８月～11月

　　21年12月

　　22年７月

　　23年10月

　　24年８月

　　28年２月

　　28年10月

　　29年10月

　　　　11月

令和元年３月

　　２年３月

　　　　４月

　　３年４月

　　４年10月

新潟県生涯学習推進会議設置

「県立生涯教育センターの設置に関する陳情」を県議会で採択

中教審答申で、全国都道府県に「生涯学習推進センター」の設置を促す

新潟県生涯学習推進会議「当県における生涯学習推進のための中心機関の在り方」について調査・研究

新潟県立図書館起工式を挙行

新潟県生涯学習推進会議「当県における生涯学習推進のための中心機関の在り方」について提言

新潟県教育委員会において、「図書館」と「生涯学習推進センター」を併設することを決定

新館竣工

新潟県立生涯学習推進センター条例公布

新潟県立生涯学習推進センター条例施行・「新潟県視聴覚ライブラリー」を廃止

新潟県立生涯学習推進センター・図書館・文書館開館記念式典を挙行

いきいき県民カレッジ開学式

新潟県立生涯学習推進センター・図書館・文書館オープン

第１回いきいき県民カレッジ祭開催（22・25・26日）

文部省より「地域における生涯大学システムに関する研究開発事業」の委嘱（～平成９年３月）

第２回いきいき県民カレッジ祭開催（24・25日）

専任所長制となる。

パソコン通信による「生涯学習情報提供システム」（愛称「ラ・ラ・ネット」）稼働

第９回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア新潟'97」開催（～13日）

文部省より「社会教育施設情報化・活性化推進事業」の委嘱

文部省より「子どもの生きる力を育むための学習プログラム」の研究開発の委嘱

「生涯学習情報提供システム」（ラ・ラ・ネット）のインターネット提供開始

パソコン通信による「ラ・ラ・ネット」終了

「生涯学習に関する県民ニーズ調査」報告書発刊

広域遠隔学習推進事業「にいがた連携公開講座」開講

「生涯学習関連事業等に関する調査」報告書発刊

新潟県体験活動等支援センターを開設

「生涯学習に関する県民ニーズ調査」報告書発刊

「生涯学習情報提供システム」（ラ・ラ・ネット）のシステムを更新するとともに、光回線による情報

提供を開始

社会教育を推進するコーディネーターの役割及び資質向上に関する調査研究委員会実証研究事業

新潟県事業（家庭教育支援者ステップアップ研修会）開催

国立教育政策研究所、新潟県教育委員会による「生涯学習機関等の連携に

関する実践研究交流会」開催

生涯学習相談コーナーを１階に設置

「生涯学習情報提供システム」（ラ・ラ・ネット）リニューアル

創立20周年特別講演会開催

ラ・ラ・ネット公民館開設

ラ・ラ・ネットフォーム（講座申込、アンケート機能）追加

ラ・ラ・ネットトップページリニューアル

いきいき県民カレッジに成果活用促進を追加（活用手帳）

ラ・ラ・ネット「県内学び直しリンク集」追加

ラ・ラ・ネット「いきいき県民カレッジ」講座情報一括ダウンロード機能の追加

家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」を休止

コロナ禍に対応したオンライン研修システム（ハイブリット型等）を構築

創立30周年記念事業開催予定
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◆貸出用視聴覚機材・教材現有数（令和４年４月１日現在）

16mm 映写機……………………１台　　　　　 プロジェクター…………………… 16台
VHSビデオデッキ………………１台　　　　　 16mm フィルム…………………2,004本
OHC………………………………３台　　　　　 ビデオテープ……………………4,258本
スクリーン………………………４本　　　　　  DVD……………………………  1,311本
VHS一体型DVDプレイヤー……２台

国・都道府県・市町村等の計画書・報告書・資料他
生涯学習関係書籍

◆生涯学習関係図書所蔵数……………………………………………………………… 約4,300冊

学習情報課 学習振興課

課長……………………………１名

社会教育主事…………………３名

〈生涯学習情報の収集と提供〉
◎新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・
　ネット」の管理・運用及び利用促進
　●生涯学習情報登録と発信、学習情報の検索
◎生涯学習関連資料の収集、広報紙の発行
　●県内生涯学習情報の収集と生涯学習Ni igataの発行
◎生涯学習取組事例集の作成
　●県内の生涯学習事例をラ・ラ・ネットへ掲載
〈相談業務〉
◎生涯学習相談、体験活動支援
〈生涯学習における情報活用の推進〉
◎メディア研修会
　●Web会議システム研修会
　●映像制作研修会
　●情報モラル指導者養成研修会
　●メディア研修会特別講演会
◎視聴覚教材・機材の貸出し・管理及び情報提供
　●登録団体向け貸出、寄贈された地域映像等の公開
◎映像活用・教材制作の支援
　●16ミリ映写機講習、情報通信機器の相談や支援
◎自作映像・視聴覚教材コンクール
　●部門ごとに応募された映像の審査、表彰
◎県内視聴覚関連施設との連携及び支援
　●視聴覚関連施設連絡会の開催
〈学習機会の提供・充実〉
◎映画・ビデオ鑑賞会
　●映画ボランティアの活動
◎季節の上映会
　●保有教材・映像の公開
◎文化庁共催著作権セミナー（共催事業）
◎放送大学新潟学習センターとの連携公開講座（共催事業）
〈その他〉
◎施設の貸出し

〈生涯学習情報の収集と提供〉

◎生涯学習推進に関する研究調査

　●若者の社会教育への参画調査

〈相談業務〉

◎生涯学習相談、体験活動支援

　●学習機会、指導者等の紹介

　●学習相談コーナーの開室

　●生涯学習相談ボランティアの活動

〈生涯学習指導者研修会〉

◎生涯学習推進職員研修会

　●社会教育主事講習〔Ｂ〕

　●基礎研修会

◎地域連携実践研修会

　●地域連携コーディネーター等研修会

　●地域連携研修会

　●地域とともにある学校づくり研修会

◎家庭教育サポーター養成研修会

　●市町村家庭教育担当職員研修会

　●家庭教育支援基本研修会

　●家庭教育支援者養成研修会

　●家庭教育支援実践研修

〈学習機会の提供・充実〉

◎いきいき県民カレッジ

　●受講手帳、活用手帳利用の促進

　●奨励賞等の認定

　●成果活用の促進

所　長

次　長 （図書館副館長兼務）

課長………………………………１名

主査………………………………１名

社会教育主事……………………２名

（庶務：図書館管理課職員併任　３名）

センターの組織・職員及び事業一覧センターの組織・職員及び事業一覧

貸出用機材現有数・図書蔵書数貸出用機材現有数・図書蔵書数

相 談 業 務

生涯学習に
おける情報
活用の推進

学習機会の
提供・充実

生 涯 学 習
情　報　の
収集と提供

生 涯 学 習
指　導　者
研　修　会
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令和４年度センター主要事業の概要

事　業　名 趣　　　旨 対　　象 期　間　等

生涯学習相談・
体験活動等支援

県民や市町村生涯学習関係者等からの様々な相談に応じる
ことにより、県内の生涯学習活動を支援する。また、市町
村における体験活動等に関する相談を行う。
【電話（025）284-6119】

県民
生涯学習関
係機関 等

毎週火～金曜
9時30分～17時
＊祝日・年末年始は休み

相談業務

事業名 趣　　　旨 対　　象 期　　日 会　場

社会教育主事
講習［Ｂ］

国立教育政策研究所社会教育実践研究セン
ターを主会場とし、インターネット配信を
活用して行われている社会教育主事講習の
新潟会場の講習を運営する。

社会教育主事講習等
規程第２条の各号の一
に該当する方

Ｒ５年１月13日(金）
～２月17日(金）

生涯学習推進
センタ－
(一部オンライン)

生涯学習指導者研修会

（１）生涯学習推進職員研修会

令和４年度センター主要事業の概要

事　業　名 趣　　　旨 対　　象 期　間　等

生涯学習情報提供システム
｢ ラ ･ ラ ･ ネット ｣ の管理運用
及び利用促進

市町村や生涯学習関係機関等と連携して、生涯学習
情報の登録・収集を進めるとともに、団体・サーク
ルの情報発信を支援し、県民の利用促進に努める。

県民
生涯学習関係機関 等

通年

生涯学習関連資料の収集
及び広報紙の発行

各種の生涯学習関連資料を収集・整理するとともに
センター事業や生涯学習に関する情報や啓発記事を
掲載した広報紙「生涯学習 Niigata」を発行し、県内
外の生涯学習関係機関に配布する。

県民
生涯学習関係機関

通年
広報紙（年 6 回）
隔月

生涯学習推進に関する
調査研究

生涯学習を推進する基礎資料とするため実態を調査
研究し、市町村等の支援に役立つ資料を作成する。

生涯学習関係機関 等 通年

生涯学習取組事例集の作成
生涯学習・社会教育に関する県内の様々な取組等を
収集し、紹介することで、市町村・関係機関・団体
等の生涯学習推進を支援する。

生涯学習関係機関 等 通年

生涯学習情報の収集と提供

●「ラ・ラ・ネットマイページ」登録及び「ラ・ラ・ネット」上に生涯学習情報を発信する支援をする。
●インターネットを通じて、以下の学習情報を提供する。
　○県内の生涯学習講座（県民カレッジ情報含む）・イベント情報　○研修会等の指導者情報
　○団体・施設情報　　URL https://www.lalanet.gr.jp

●調査研究結果により、令和３年度発足した若者の社会教育への参画「Owl Mix Live NIIGATA」を推進する。
●新規研究調査項目の選定を行う。

「ラ・ラ・ネット」トップページ 「Owl Mix Live NIIGATA」の様子
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事業名 趣　　　旨 対　　象 期　　日 会　場

基礎研修会 生涯学習基盤・地域づくりの拡充や推進の
ために必要な理論や実践を学び、社会教育
関係職員等の資質向上を図る。

生涯学習関係職員
社会教育団体
NPO関係者等

①４月28日(木）
②５月11日(水）
③５月27日(金）
④６月９日(木）

生涯学習推進
センタ－、
オンライン

●生涯学習・社会教育関係職員等の資質向上を図る研修会を実施する。
　○生涯学習基盤・地域づくりにおけるリーダーの育成を支援する研修会
　○行政や社会教育団体等の業務改善及び人材育成について支援する研修会

事業名 趣　　　旨 対　　象 期　　日 会　場

市町村家庭教育
担当職員研修会

家庭環境の多様化や地域社会の変化によ
り、家庭教育が困難になっている現状を理
解し、家庭教育支援の必要性及び市町村行
政の担う役割の重要性について認識する研
修を実施し、 事業企画力を高める。

家庭教育支援事業担当
者、同事業を企画・実
施する公民館職員

５月31日(火） オンライン

家庭教育支援
基本研修会

家庭教育に関する理論や技法について研修
を行い、地域の家庭教育を支援する人材を
養成する。

ＰＴＡ役員・家庭教育
子 育 て 支 援 団 体 及 び
サークル関係者・今後
家庭教育支援者として
活躍したい方・幼保小
中教職員等

５月31日(火）
生涯学習推進
センタ－、
オンライン

家庭教育支援者
養成研修会

身近な地域における家庭教育支援を推進す
るため、家庭教育講座等で講師やサポー
ターとして指導できる人材を育成する。

ＰＴＡ役員・家庭 教育
支援関係職員・子育て
支 援 団 体 及 び サ ー ク
ル・幼 保小中教職員関
係者・今後家庭教育支
援者として活躍したい
方等

①６月24日(金）
②７月25日(月）
③９月６日(火）

生涯学習推進
センタ－、
オンライン

家庭教育支援
実践研修

家庭教育支援チームやチーム登録希望者
が、地域の家庭教育支援を拡充するために
研修や情報交換を行い、チームのスキル
アップや市町村でのチームの活用につなげ
る。

家庭教育支援チーム、
チーム登録希望者、家
庭教育支援事業担当職
員等

10月28日(金） オンライン

（３）家庭教育サポーター養成研修会

（２）地域連携実践研修会

事業名 趣　　旨 対　　象 期　　日 会　場

地 域 連 携 コ ー
ディネーター等
研修会

経験を重ねた地域連携担当教員や地域と連
携した教育活動を実践する教職員として、
地域連携コーディネーターやその候補者と
ともに学ぶ中で、地域学校協働活動に係る
理解を深めるとともに、学校・家庭・地域
の連携・協働を推進するために必要となる
資質と能力の向上を図る。

地域学校協働活動の関係
者及び興味関心のある
方、学校運営協議会委員、
教職員、行政担当、教頭
（希望者）※新任教頭は、
「地域コーディネーター
等研修会」又は「地域と
ともにある学校づくり研
修会」に原則参加

①６月21日(火）
②７月13日(水）
③９月８日(木）

上段：小千谷市
総 合 福 祉 セ ン
ター「サンラッ
クおぢや」
下段：生涯学習
推進センター

①６月23日(木）
②７月５日(火）
③９月９日(金）

地域連携研修会
～地域連携の
　基礎・基本
　　　の習得～

地域連携担当教員や地域と連携した教育活
動を実践する教職員として、コミュニ
ティ・スクール（学校運営協議会制度）や
地域との連携・協働の必要性、地域連携を
担う役割について学び、学校と地域をつな
ぐ基本的な事項を習得する。

市町村立小・中・特別支
援学校の地域連携担当教
員の校務分掌を初めて経
験する教職員（原則参
加）、参加を希望する教
職員＊新潟市を除く

５月17日(火） オンライン

地域とともにあ
る学校づくり研
修会
～「社会に開かれ
た教育課程」実
現までの道程～

地域とともにある学校づくりに向け、地域
との連携・協働を確かなものとする「社会
に開かれた教育課程」実現に向けた学校経
営について学び、管理職や行政担当者とし
てのリーダーシップとマネジメント力の向
上を図る。

学校管理職・行政担当
者、新任校長は原則参加、
校長（希望者）※新任教
頭は、「地域コーディネー
ター等研修会」又は「地
域とともにある学校づく
り研修会」に原則参加
＊新潟市を除く

７月８日(金） オンライン

※新任教頭は「地域とともにある学校づくり研修会」又は「地域連携コーディネーター等研修会」のいずれかに参加する。
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◆貸出用視聴覚機材・教材現有数（令和４年４月１日現在）

16mm 映写機……………………１台　　　　　 プロジェクター…………………… 16台
VHSビデオデッキ………………１台　　　　　 16mm フィルム…………………2,004本
OHC………………………………３台　　　　　 ビデオテープ……………………4,258本
スクリーン………………………４本　　　　　  DVD……………………………  1,311本
VHS一体型DVDプレイヤー……２台

国・都道府県・市町村等の計画書・報告書・資料他
生涯学習関係書籍

◆生涯学習関係図書所蔵数……………………………………………………………… 約4,300冊

学習情報課 学習振興課

課長……………………………１名

社会教育主事…………………３名

〈生涯学習情報の収集と提供〉
◎新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・
　ネット」の管理・運用及び利用促進
　●生涯学習情報登録と発信、学習情報の検索
◎生涯学習関連資料の収集、広報紙の発行
　●県内生涯学習情報の収集と生涯学習Ni igataの発行
◎生涯学習取組事例集の作成
　●県内の生涯学習事例をラ・ラ・ネットへ掲載
〈相談業務〉
◎生涯学習相談、体験活動支援
〈生涯学習における情報活用の推進〉
◎メディア研修会
　●Web会議システム研修会
　●映像制作研修会
　●情報モラル指導者養成研修会
　●メディア研修会特別講演会
◎視聴覚教材・機材の貸出し・管理及び情報提供
　●登録団体向け貸出、寄贈された地域映像等の公開
◎映像活用・教材制作の支援
　●16ミリ映写機講習、情報通信機器の相談や支援
◎自作映像・視聴覚教材コンクール
　●部門ごとに応募された映像の審査、表彰
◎県内視聴覚関連施設との連携及び支援
　●視聴覚関連施設連絡会の開催
〈学習機会の提供・充実〉
◎映画・ビデオ鑑賞会
　●映画ボランティアの活動
◎季節の上映会
　●保有教材・映像の公開
◎文化庁共催著作権セミナー（共催事業）
◎放送大学新潟学習センターとの連携公開講座（共催事業）
〈その他〉
◎施設の貸出し

〈生涯学習情報の収集と提供〉

◎生涯学習推進に関する研究調査

　●若者の社会教育への参画調査

〈相談業務〉

◎生涯学習相談、体験活動支援

　●学習機会、指導者等の紹介

　●学習相談コーナーの開室

　●生涯学習相談ボランティアの活動

〈生涯学習指導者研修会〉

◎生涯学習推進職員研修会

　●社会教育主事講習〔Ｂ〕

　●基礎研修会

◎地域連携実践研修会

　●地域連携コーディネーター等研修会

　●地域連携研修会

　●地域とともにある学校づくり研修会

◎家庭教育サポーター養成研修会

　●市町村家庭教育担当職員研修会

　●家庭教育支援基本研修会

　●家庭教育支援者養成研修会

　●家庭教育支援実践研修

〈学習機会の提供・充実〉

◎いきいき県民カレッジ

　●受講手帳、活用手帳利用の促進

　●奨励賞等の認定

　●成果活用の促進

所　長

次　長 （図書館副館長兼務）

課長………………………………１名

主査………………………………１名

社会教育主事……………………２名

（庶務：図書館管理課職員併任　３名）

センターの組織・職員及び事業一覧センターの組織・職員及び事業一覧

貸出用機材現有数・図書蔵書数貸出用機材現有数・図書蔵書数

相 談 業 務

生涯学習に
おける情報
活用の推進

学習機会の
提供・充実

生 涯 学 習
情　報　の
収集と提供

生 涯 学 習
指　導　者
研　修　会

学習機会の提供・充実

事業名 趣　　　旨 対　　象 期　日 会場等

いきいき
県民カレッジ

県・市町村・高等教育機関等の生涯学習事業を
体系化し、県民に多様な学習機会情報を提供す
る。また、成果活用型の活動を啓発、支援する。

県民 通年
「講座一覧」発行
４月、９月

県・市町村・  
大学 等

映画・ビデオ
鑑賞会

生涯学習推進のため、推進センターが購入した
映画・ビデオ等の教材や保有する貴重な映像を
公開する 。

県民 毎月１回
原則第４日曜日

生涯学習推進
センタ－

季節の上映会
毎月２回
原則木曜日

著作権セミナー
（文化庁との共催）

著作権に関する基礎的な理解を深め、著作権制
度の知識や著作権に関する意識の向上を図る。

県民
行政職員
学校関係者
図書館等 職員

８月26日(金） 生涯学習推進
センター

放送大学新潟学習
センターとの連携
公開講座

放送大学新潟学習センターと連携して公開講座
を企画し、広範な県民の受講を促し、生涯学習
の振興を図る。

県民 11月６日(日） 生涯学習推進  
センタ－

生涯学習における情報活用の推進

事業名 趣　　　旨 対　　象 期　日 会場等

メディア研修会 社会教育関係機関のメディア情報担当者に必要
な知識・技能の習得を促し、指導力の向上を図
る。

生涯学習関係職員
学校関係者 等

５～11月 生涯学習推進
センター他

視聴覚機材・教
材の貸出、管理
及び情報提供

県・市町村の機関及び利用登録団体に対して、
視聴覚機材・教材を貸し出し、視聴覚教育の振
興を図る。

県･市町村の機関
利用登録団体

通年 生涯学習推進
センター

県民に対して寄贈された地域映像等を公開する。 県民

自作映像・
視聴覚教材
コンクール

学習場面で活用できる自作教材の制作を奨励
し、県内の視聴覚教材の自作と活用の促進を図
る。

生涯学習関係職員
学校関係者
県民

募集９～１月
審査会２月８日(水)
表彰式３月９日(木）

生涯学習推進
センター

視聴覚関連施設
との連携及び支
援

県内各地域の視聴覚関連施設が相互に施設の現
状と課題等について情報交換を行うことによる
連携の促進、必要な知識や技術の研修で日常業
務の改善に資する。

各施設職員 連絡会を年１回 生涯学習推進
センター

映像活用・教材
制作の支援

映像活用や教材制作及び情報通信機器活用の適
切な支援及び機材操作技術講習を行う。

生涯学習関係職員
学校関係者 等

通年 生涯学習推進
センター

● I CT を活用した研修会を通して県民の生涯学習活動を支援する担当者、指導者を育成する研修会を実施する。
　○各所属の環境に応じたＷｅｂ会議システムの支援をする研修会　　○映像制作研修会
●多様な主体が連携する情報モラル教育の指導者養成を行う研修会を実施する。
　○情報モラル指導養成研修会

●県内各地で行われている生涯学習講座情報を収集し、「ラ・ラ・ネット」ならびに冊子にて広く県民に対して提供する。
　○春と秋に講座情報の冊子を発行する。
　○学びの成果を記録する「受講手帳」と、その学びを活用した成果を記録する「活用手帳」を配布する。
●活用手帳を通して、県内の各種ボランティア活動を記録・表彰し、学びの成果活用を促進する。

「メディア研修会（情報モラル指導者研修会）」の様子 「いきいき県民カレッジ受講手帳・活用手帳」
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名　　称 新潟県立生涯学習推進センター

所 在 地 〒950-8602　新潟市中央区女池南３丁目１番２号

開　　館 平成４（1992）年８月７日

建築概要 県立図書館・県立文書館との複合施設

　　　　 総面積　1,293㎡

　　　　 建築構造　鉄筋コンクリート造２階建

　　　　 建築工事期間　平成２年７月24日起工

　　　　 　　　　　　　平成４年３月30日竣工

目　　的 県民一人一人の生涯にわたる自主的・自発的な学習活動を促進す

　　　　 るため、県内各市町村、教育施設を支援・援助し、本県の生涯学

　　　　 習の振興に資する。

性　　格 ・県民の生涯学習の拠点、シンボルとしての施設

　　　　 ・県内各地域の生涯学習推進に対する支援・援助を行う施設

　　　　 ・県内生涯学習関連施設のネットワーク化の中心施設

センターの概要 センターの歩みセンターの概要 センターの歩み

ホール

ホール
ロビー

コンピュータ－
研修室

制作演習室

教材管理室 生涯学習
相談コーナー

スタジオ

ホール天井

倉庫 大研修室

資料閲覧室  生涯学習相談室
体験活動等支援センター

事務室

正面入口

１Ｆ平面図

ホール

大研修室

各室合計　852㎡

２Ｆ平面図

各室合計　441㎡

小
研
修
室

所
長
室

施　設　名 定員 主 な 用 途 施　設　名 定員 主 な 用 途

制 作 演 習 室 ― 研修会及び教材制作、
小規模上映会

コンピュータ－
研 　 修 　 室 ―

コンピューター研修
（パソコン12台・タブレット端末８台）

生 涯 学 習
相談コーナー ― 生涯学習に関する相談

ス タ ジ オ ― 音声の収録

ホ 　 ー 　 ル 186 ミニコンサート、映画鑑賞会、
討論会・講演会

教 材 管 理 室 ― 機材・教材の格納、フィルム
補修清掃

大 研 修 室 100 講演会・研修会
※２室分割可

小 研 修 室 ― 小規模な研修会、会議

資 料 閲 覧 室 ― 生涯学習に関する資料及び図
書の収集・整理・閲覧

生 涯 学 習
相 　 談 　 室 ― 生涯学習に関する相談

体 験 活 動 等
支援センター ― 体験活動等に関する情報の

収集・整理・提供及び相談

1F 2F

昭和57年

平成元年12月

　　２年１月30日

　　　　５月28日

　　　　７月24日

　　３年２月28日

　　　　７月24日

　　４年３月30日

　　　　４月１日

　　　　８月６日

　　　　８月７日

　　５年９月

　　６年４月

　　　　９月

　　７年４月１日

　　８年４月９日

　　９年10月９日

　　　　12月10日

　　　　12月12日

　　12年４月

　　　　10月

　　13年３月

　　　　９月

　　14年３月

　　　　６月

　　17年９月

　　17年10月４日

　　20年８月～11月

　　21年12月

　　22年７月

　　23年10月

　　24年８月
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新潟県生涯学習推進会議設置

「県立生涯教育センターの設置に関する陳情」を県議会で採択

中教審答申で、全国都道府県に「生涯学習推進センター」の設置を促す

新潟県生涯学習推進会議「当県における生涯学習推進のための中心機関の在り方」について調査・研究

新潟県立図書館起工式を挙行

新潟県生涯学習推進会議「当県における生涯学習推進のための中心機関の在り方」について提言

新潟県教育委員会において、「図書館」と「生涯学習推進センター」を併設することを決定

新館竣工

新潟県立生涯学習推進センター条例公布

新潟県立生涯学習推進センター条例施行・「新潟県視聴覚ライブラリー」を廃止

新潟県立生涯学習推進センター・図書館・文書館開館記念式典を挙行

いきいき県民カレッジ開学式

新潟県立生涯学習推進センター・図書館・文書館オープン

第１回いきいき県民カレッジ祭開催（22・25・26日）

文部省より「地域における生涯大学システムに関する研究開発事業」の委嘱（～平成９年３月）

第２回いきいき県民カレッジ祭開催（24・25日）

専任所長制となる。

パソコン通信による「生涯学習情報提供システム」（愛称「ラ・ラ・ネット」）稼働

第９回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア新潟'97」開催（～13日）

文部省より「社会教育施設情報化・活性化推進事業」の委嘱

文部省より「子どもの生きる力を育むための学習プログラム」の研究開発の委嘱

「生涯学習情報提供システム」（ラ・ラ・ネット）のインターネット提供開始

パソコン通信による「ラ・ラ・ネット」終了

「生涯学習に関する県民ニーズ調査」報告書発刊

広域遠隔学習推進事業「にいがた連携公開講座」開講

「生涯学習関連事業等に関する調査」報告書発刊

新潟県体験活動等支援センターを開設

「生涯学習に関する県民ニーズ調査」報告書発刊

「生涯学習情報提供システム」（ラ・ラ・ネット）のシステムを更新するとともに、光回線による情報

提供を開始

社会教育を推進するコーディネーターの役割及び資質向上に関する調査研究委員会実証研究事業

新潟県事業（家庭教育支援者ステップアップ研修会）開催

国立教育政策研究所、新潟県教育委員会による「生涯学習機関等の連携に

関する実践研究交流会」開催

生涯学習相談コーナーを１階に設置

「生涯学習情報提供システム」（ラ・ラ・ネット）リニューアル

創立20周年特別講演会開催

ラ・ラ・ネット公民館開設

ラ・ラ・ネットフォーム（講座申込、アンケート機能）追加

ラ・ラ・ネットトップページリニューアル

いきいき県民カレッジに成果活用促進を追加（活用手帳）

ラ・ラ・ネット「県内学び直しリンク集」追加

ラ・ラ・ネット「いきいき県民カレッジ」講座情報一括ダウンロード機能の追加

家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」を休止

コロナ禍に対応したオンライン研修システム（ハイブリット型等）を構築

創立30周年記念事業開催予定
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推進センターでは、こんなことができます。
・「生涯学習の情報を集めたり発信したりできます。」
・「生涯学習指導者研修会の受講ができます。」
詳しくは当センターホームページ「ラ・ラ・ネット」をご覧ください。

ラ・ラ・ネット
QRコード

火～金曜日　午前９時30分～午後５時15分

土・日曜日、祝日　午前９時30分～午後５時

●月曜日（その日が祝日に当たるときを除く。）
●年末・年始（12月29日～１月４日）
●所内整理期間（年間２日間）

生涯学習に関係する機関・団体への「ホール」・「大研修室」の使用許可

（使用料）

※使用許可申請書は、使用する日の3か月前から受け付けます。
※冷暖房設備を使用する場合の使用料は、表に定める施設使用料の額の120％に相当する額となります。
※ホール又は大研修室を使用する時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも時間割計算はいたしません。
※使用料は変更になる場合があります。

開所時間

視聴覚教材・機材の利用

ラ・ラ・ネット

生涯学習相談・体験活動等支援センター

施設の使用

休所日

生涯学習に関する情報提供や相談に応じます（来所、電話、FAX、E-mail等）。

火曜日～金曜日　午前9時30分～午後5時（祝日、休所日を除く。）

TEL（025）284-6119　FAX（025）284-6019　E-mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp

利用案内利用案内

ホ　ー　ル

大 研 修 室

オーバーヘッドカメラ

プロジェクター

ビデオデッキ

ワイヤレスマイク

有線マイク

９：30～12：30

3,600円

2,500円

1台　2,140円

1台　　690円

1台　1,050円

1本　1,470円

1本　　980円

13：00～17：00

4,800円

3,500円

1台　2,140円

1台　　690円

1台　1,050円

1本　1,470円

1本　　980円

17：00～19：00

2,400円

1,900円

1台　2,140円

1台　　690円

1台　1,050円

1本　1,470円

1本　　980円

〒950-8602　新潟市中央区女池南3-1-2
TEL（025）284-6110　FAX（025）284-6019
E-mail/nlpc@mail.lalanet.gr.jp　URL https://www.lalanet.gr.jp/

所在地・交通案内

新潟県立生涯学習推進センター

路線バス

自 動 車

駐 車 場

施設、視聴覚教材・機材貸出 生涯学習相談・体験活動等支援センター

TEL (025)284-6110
TEL（025) 284-6119

E-mai l：lalasoudan@mai l . la lanet .gr . jp

新潟県立鳥屋野潟公園内の教養施設（図書館・文書館との複合施設）

新潟駅南口、ビックカメラ前３番線乗り場から
女池線「女池愛宕行」又は「江南高校前経由新潟市民病院行」に乗車
『野球場・科学館前』で下車　徒歩約８分
新潟駅万代口、「萬代橋ライン（ＢＲＴ）」又は
「市役所前行」に乗車、『市役所前』で女池線「女池愛宕行」に乗換え
『野球場・科学館前』で下車　徒歩約８分
＊新潟交通ホームページで、時刻表がご覧になれます。
　https://www.niigata-kotsu.co.jp/

新潟バイパス　桜木インターチェンジから５分
　　　　　　　女池インターチェンジから７分

県立図書館・鳥屋野潟公園の駐車場をご利用ください。

登録団体等に、視聴覚教材・機材の貸出しを行います。予約受付時間は午前9時30分～午後5時まで、

使用日の3か月前から予約ができます。ホームページ（ラ・ラ・ネット）の予約フォームかFAXで

お申込みください。　URL https://www.lalanet.gr.jp/nlpc/kashidashi.html  FAX （025）284-6019

インターネットで生涯学習関連情報、施設利用、教材利用の検索ができます。 
URL https://www.lalanet.gr.jp/

Niigata Prefectural 
Lifelong Learning Promotion Center
　　　　　　　2022 INFORMATION 
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