
「にいがた連携公開講座」講座及び主会場・受信会場一覧６

№ 日 時 テーマ・講師 講 座 概 要

町の事業「ブックスタート」に当たり、幼児期の子どもをもつ親た６月15日 絵本の世界
新潟産業大学 ちを中心に絵本を介して（一緒に読む、読み聞かせなど 、子ども(日) ）

１ 13:30～15:00 教授 鶴田 洋子 とのふれあいの大切さを学ぶ。

・加治川村中央公民館 ・青海町｢きらら青海｣ ・十日町情報館
受信会場主会場 横越町中央公民館

・岩船広域教育情報センター ・県立生涯学習推進センター

水辺は、陸地と水域の相接する場所で、多様な野生動植物のすみ場水辺の生物との
であり、生物多様性の発達・維持にとってきわめて重要な役割を果６月21日 共生を目指して

２ 新潟大学 たしてきた。本講座では、メダカやホトケドジョウを例に水辺の小(土)
13:30～15:00 教授 酒泉 満 動物の由来と生活史を学び、その保全のあり方について考える。

主会場 ・県立生涯学習推進センター加治川村中央公民館 受信会場

講義は、前半の「冬の降雪」のメカニズムで、富山湾から名立の海自然環境と人々の暮らし
。 「 」７月５日 「新潟県の天気とくらし」 岸へのびる雲列の形成に焦点を当てる 後半の 夏のフェーン現象

３ 上越教育大学 のメカニズムでは、日本海を東進する低気圧からのびる寒冷前線と(土)
13:30～15:00 教授 中川 清隆 フェーンの関係に焦点を当てる。

・三条市中央公民館
受信会場主会場 青海町総合文化会館｢きらら青海｣

・県立生涯学習推進センター

地球温暖化が問題になって国際的取り組みも議論されてきた。地球熱い地球
温暖化の実態をいろいろな生のデータから検証する。また南極の雪７月13日 地球温暖化の実態

４ 長岡工業高等専門学校 氷データから過去数十万年の気候と温室効果ガスの変動も明らかに(日)
13:30～15:00 教授 佐藤 和秀 なりつつあり、最近の気候との関連も考える。

・紫雲寺町中央公民館 ・刈羽村生涯学習センター「ラピカ」
受信会場主会場 三条市中央公民館

・県立生涯学習推進センター

わが国は、非常に速いスピードで少子高齢社会に突入しています。少子高齢化社会と
介護保険制度は介護の万能薬ではありません。眠っている資源は掘７月19日 介護問題

５ 新潟青陵大学 起こし、使えるものは再利用して、限られた資源を有効に活用し、(土)
。13:30～15:00 助教授 山路 克文 みんなで支え合う、そんな地味な活動がより大切な時代となりました

・三条市中央公民館 ・加治川村中央公民館
受信会場主会場 十日町情報館

・県立生涯学習推進センター

子どもたち一人一人のリアリティに軸足を置きながら、不登校や非家庭教育のあり方
行行動などで訴える「子どもたちからのメッセージ」について、子８月３日 を考える

６ 新潟青陵大学 どもの権利保障の視点から考える。そこからは家庭での親子のあり(日)
13:30～15:00 講師 押木 泉 方について確かなヒントが見えてくるに違いない。

・新井市勤労者研修センター ・小国町就業改善センター
受信会場主会場 十日町情報館

・県立生涯学習推進センター



№ 日 時 テーマ・講師 講 座 概 要

男女共同参画とは、地域に生きる自分自身の生き方を、男女がとも町づくり・暮らしづくり・
に尊重しあいつつ考える、ということでもあります。町おこしと個８月10日 私づくりの男女共同参画

７ 県立新潟女子短期大学 人の尊重という課題がリンクする場としての男女共同参画を、県内(日)
13:30～15:00 助教授 石川 伊織 自治体の実例を紹介しつつ考えたいと思います。

・三条市中央公民館 ・紫雲寺町中央公民館 ・横越町中央公民館
受信会場主会場 小国町就業改善センター

・岩船広域教育情報センター ・県立生涯学習推進センター

｢天下の規矩（さしがね）をわきまへ其国の規矩を知る事頭領の道マーケットの規矩
なり｣(宮本武蔵著『五輪書』)市場の規矩を知る事（何が売れるか８月31日 ( )さしがね

８ 新潟経営大学 を調査分析する事)がマーケティングの出発点である。売れるカラ(日)
13:30～15:00 教授 片上 洋 クリをつくり出す兵法がマーケティングである。その内容を平易に

解説する。

主会場 三条市中央公民館 ・県立生涯学習推進センター受信会場

遠いようで近い江戸時代。その時代を私たちの先祖が何を考え、ど９月12日 古文書で読む江戸時代
県立文書館 のように生きてきたのか、残された「古文書」からじかに読み取っ(金)

９ 13:30～15:00 本井 晴信 てみたいと思います。文書専門研究員

・六日町公民館 ・青海町｢きらら青海｣
受信会場主会場 岩船広域教育情報センター

・県立生涯学習推進センター

加治川はたびたび氾濫し、流域は頻繁に洪水におそわれてきた。人加治川の治水と
々は加治川を治め、また新田開発の目的のために河川改修を行って９月21日 流域の歴史

長岡技術科学大学 きた。現在の加治川とその流域はその結果、勝ち得た恵みの地域と(日)
10 13:30～15:30 教授 福嶋 祐介 言える。このような加治川の治水と流域の歴史について講ずる。

国土交通省高田工事事務所の上越地方の治水についてなどの意見発
表を予定。

主会場 ・県立生涯学習推進センター紫雲寺町中央公民館 受信会場

加治川村・中条町・黒川村・関川村などを含む広大な領域をもった中世奥山荘地域の
中世奥山荘の領主と民衆について考える。奥山荘の歴史を概観した10月３日 領主と民衆

新潟大学 うえで、中世の庶民の生活や、国指定奥山荘城館遺跡の整備のあり(金)
11 13:30～15:00 教授 矢田 俊文 かたについても論じる。

・青海町｢きらら青海｣ ・岩船広域教育情報センター
受信会場主会場 加治川村中央公民館

・県立生涯学習推進センター

柳田国男の「遠野物語」の舞台である岩手県遠野市を訪れた。現場｢遠野物語｣の二、三の疑問
に立って棄老伝説の「デンデラ野」や「ザシキワラシ」のことを考10月10日 を｢瞽女小林ハル｣で読む

敬和学園大学 えた。その原風景と新潟県の瞽女さんの生涯が関連していると思っ(金)
12 13:30～15:00 教授 若月 忠信 た。それを解く鍵が「人間の知恵」であるが、詳細は講座で。

・三条市中央公民館 ・紫雲寺町中央公民館、
受信会場主会場 岩船広域教育情報センター

・青海町総合文化会館｢きらら青海｣ ・県立生涯学習推進センター
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自然環境が人々の暮らしとどのように関わっているのか。人にとっ自然環境と
て望ましい自然環境とは。自然界のバランス、生物の多様性、失わ10月18日 人々の暮らし

13 上越教育大学 れ行く緑や水辺。何気なく見過ごしている身近な地域の自然の中か(土)
13:30～15:00 教授 大悟法 滋 ら何を学びとればよいのか。その糸口を考える。

・県立生涯学習推進センター主会場 ｢きらら青海｣青海町総合文化会館 受信会場

横越町・亀田町・新津市・新潟市などを含む広大な領域をもつ国衙10月30日 金津保地域の中世的世界
新潟大学 領金津保地域の中世的世界を考える。越後の荘園公領制における金(木)

14 13:30～15:00 教授 矢田 俊文 津保の位置、交通・流通の様相、地域と宗教などについて論じる。

・三条市中央公民館 ・加治川村中央公民館
受信会場主会場 横越町中央公民館

・青海町総合文化会館｢きらら青海｣ ・県立生涯学習推進センター

近年、子どもの体力の低下、感情のコントロールが出来ない子ども子どもに対する
の増加、生活習慣病の低年齢化などが問題となっている。本講座で11月９日 食教育

15 新潟医療福祉大学 は、人格や生活習慣形成上重要な時期にあたる子どもに対する食教（日)
13:30～15:00 助教授 齋藤トシ子 育の必要性、食教育のあり方について考えたい。

・紫雲寺町中央公民館 ・六日町子どもセンター ・十日町情報館
受信会場主会場 小国町就業改善センター

・岩船広域教育情報センター ・県立生涯学習推進センター

民俗学における調査とは、具体的にはどのようなことをするのか？11月15日 民俗調査って？
県立歴史博物館 民俗学で行われてきた様々な調査について、紹介することで、その(土)

16 13:30～15:00 研究員 石垣 悟 視点や方法を学びます。

主会場 県立歴史博物館 ・加治川村中央公民館 ・県立生涯学習推進センター受信会場

今の地球環境や身近な環境はどうなっているのか、このままだとど自分たちの住む
うなると予想されるのか、その原因と私たちのくらしとの関係はど11月30日 環境を考える

17 長岡技術科学大学 うなっているのかなど、身近なゴミ問題から考えてみましょう。環(日)
。13:30～15:00 教授 藤田 昌一 境の問題は大きすぎてとらえにくいのですが、皆で考えてみましょう

主会場 ・県立生涯学習推進センター刈羽村生涯学習センター｢ラピカ｣ 受信会場

平成以降に急速に進んだ新潟県の古墳時代研究を振り返り、明らかここまで分かった
になった古墳の概要と、それを基に進展した研究成果、特に古墳・12月６日 新潟県の古墳文化

県立歴史博物館 高地性集落・土器といった資料が、畿内から北陸を経て越後に浸透(土)
18 13:30～15:00 伊與部倫夫 した勢力の様子をどう再現しているかを解説する。専門研究員

・三条市中央公民館 ・紫雲寺町中央公民館、

主会場 ・青海町総合文化会館｢きらら青海｣ ・岩船広域教育情報センター新井市勤労者研修センター 受信会場

・県立生涯学習推進センター

多くの外国の方と接する機会が多くなっている私たちの生活におい12月13日 進む国際理解
て、国際理解への関心が高まっている。そこで、国際理解への取組(土)

13:30～15:30 新潟国際情報大学 を中国との交流を中心に、その現状と今後について考える。また、
19 教授 區 健英 国際交流に取り組む団体等より意見発表の予定。

主会場 ・三条市中央公民館 ・紫雲寺町中央公民館 ・十日町情報館県立生涯学習推進センター 受信会場


