
所属団体等 問合せ先

講師名 電話番号

かみえちご山里ファン倶楽部
　事務局長

上越市社会教育課

松川　菜々子 025-545-9245

郷土史家 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 ０２５５－７４－００３４

有識者 妙高市教育委員会生涯学習課

川上　昭治 ０２５５－７４－００３４

妙高市文化財調査審議会委員 妙高市教育委員会生涯学習課

清沢　聰 ０２５５－７４－００３４

信濃川大河津資料館 三条市大島公民館

樋口　勲 ０２５６－３３－００９７

NPO法人　しただの里 三条市下田公民館

大竹　晴義 ０２５６－４６－５９１１

上越市総務管理課公文書ｾﾝﾀｰ 三条市立図書館

福原　圭一 ０２５６－３２－０６５７

駒沢女子大学教授 三条市立図書館

弥久保　宏 ０２５６－３２－０６５７

郷土史家、見附市文化財保護審議会委員

淡路 久雄

まちのガイド

ガイドサークル「なびらーず」

南魚沼市社会教育委員 南魚沼市社会教育課生涯学習班

深澤　和基 ０２５－７７３－６６１０

森林インストラクター 湯沢町公民館

高橋　正明 ０２５－７８４－２４６０

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

佐渡市教育委員会社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

小木地区公民館

０２５９－８６ー３１９１

新潟大学　名誉教授 新潟大学人文社会科学系　人文学部学務係

矢田　俊文 ０２５－２６２－６２８１

青海少年の家 糸魚川市青海生涯学習係

野紫木　弘子 ０２５－５６２－２２６０

とやの総合法律事務所 見附市まちづくり課　生涯学習推進係

内山　晶 ０２５８－６２－７８０１

フリーアナウンサー 見附市まちづくり課　生涯学習推進係

菊野　麻子 ０２５８－６２－７８０１

親業訓練インストラクター 南魚沼市社会教育課生涯学習班

渡辺　裕子 ０２５－７７３－６６１０

スノー・ドロップ 花のアトリエ＆スクール

加藤　恵 0256-93-6355

新潟地域学1
地域づくり講座（講演会）
里山で育む　生きる力
～結の里・桑取谷に学ぶ～

「結の里・桑取谷」の取り組みから、地域のために、「いま
私たちにできること」を考える。

2

3

分　　類 事業名 目的・テーマ（演題）

新潟地域学

新潟地域学

近代化産業遺産～関川水系の電源開発～

神社仏閣からみた妙高～文化財・御膳からみた妙高～

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

新潟地域学

八十里越えについて

生き物（内山川の生物）調査

湯沢の自然と歴史に触れる講座

妙高はねうまカレッジ「まなびの
杜」歴史文化コース

妙高はねうまカレッジ「まなびの
杜」歴史文化コース

妙高はねうまカレッジ「まなびの
杜」歴史文化コース

ことぶき学級

歴史探訪講座

三条市立図書館開館100周年事
業

三条市立図書館開館100周年事
業

「今町学」歴史プロジェクト

西潟為蔵の生涯

「今町学～今町の成り立ち編Ⅱ～」
地域の人材（郷土史家、ガイドサークル）を講師に、市内
「今町」の成り立ちや輩出した人物について学習するととも
に、ゆかりの地を巡るまち歩きを行う。

水生生物調査によって自然環境の調査も行う

湯沢の自然に触れ、歴史を学ぶことによって、より身近に
湯沢に接しより深く湯沢を知る。

25

23

24

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

新潟地域学

19

21

22

16

17

18

20

14

15

ドンデン山の謎に迫る！

幻の湖と砂丘地帯の生き物たち

令和2年度 ジオパーク市民講座

令和2年度 ジオパーク市民講座

季節の草木を利用してリースを作成することにより、知識・
技術を修得し、生活文化の向上に寄与する。

ハラスメントの種類や防止策、起きてしまった際の対処法・相談方法な
どについて事例を通して学ぶ。自分が加害者にも被害者にもならない
ように、日々に潜むハラスメントに気付ける内容。

言葉によるハラスメントの事例を紹介し、誤解されない伝え方、言葉の
選び方や相手との信頼関係を築くコミュニケーションのスキルを学べる
内容。良好なコミュニケーションのポイントを紹介する。

子育てに悩む親、保護者のための学習会

作って飾ろう♪ミニクリスマスツリー

リース教室

社会にひそむハラスメント講座

信頼関係をきずく上手な伝え方

だんぼ学習会　子どもが喜ぶ親
の関わり方

子どもわくわく事業

近世越後の地震・台風・疫病

戦国大名上杉謙信の誕生

第１回歴史講座

古文書が語る妙高文化～地域に残る古文書を読む～

信濃川と大河津分水の歴史

新潟地域学 令和2年度 ジオパーク市民講座
尖閣湾の風景と崖の上にある田んぼを見ておいしいおに
ぎりを食べる！

新潟地域学 令和2年度 ジオパーク市民講座 【親子向け】石を使ってサバイバル！

新潟地域学 令和2年度 ジオパーク市民講座 色づく紅葉の山々と旧街道を巡る旅

新潟地域学 令和2年度 ジオパーク市民講座 電動アシスト付き自転車で行く！「石磨でたどる金銀山」

家庭・地域

新潟地域学 令和2年度 ジオパーク市民講座

見附市今町公民館

０２５８－６６－２３１３

トキにも会える!?国中・加茂湖の生い立ちと今を訪ねる！

新潟地域学 小木地区公民館講座
小木港遺産細見講座
（小木港に関連する史跡等の現地研修を行い、参加者が
関心を持った内容について学習する。）



上越教育大学 青少年健全育成センター

石野　正彦 0254-53-2446

新潟青陵大学福祉心理学部臨床心理学科准教授 五泉市生涯学習課企画推進係

中野　充 ０２５０－４２－５１９５

- 五泉市生涯学習課企画推進係

石川　妙子 ０２５０－４２－５１９５

明治大学　准教授 県立生涯学習推進センター

岸　磨貴子 ０２５－２８４ー６１１０

新潟県立大学　准教授 県立生涯学習推進センター

角張　慶子 ０２５－２８４ー６１１０

常磐大学　教授 県立生涯学習推進センター

秋山　邦久 ０２５－２８４ー６１１０

新発田児童相談所　所長 県立生涯学習推進センター

伊藤　信行 ０２５－２８４ー６１１０

久里浜医療センター　心理療法士 県立生涯学習推進センター

宮越　春香 ０２５－２８４ー６１１０

蔵王のもり こども園　園長 県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 ０２５－２８４ー６１１０

村上ohanaネット　代表 県立生涯学習推進センター

渡辺　ひろみ ０２５－２８４ー６１１０

ハートフルコミュニケーション理事 県立生涯学習推進センター

土田　陽子 ０２５－２８４ー６１１０

作家・歴史家 新潟県立生涯学習推進センター

渡辺　れい ０２５－２８４－６１１０

株式会社オフィス弁当の日 生涯学習推進課生涯学習振興係

竹下和男 ０２５－２８０－５６１６

上越地区社会教育委員連絡協議会長 上越教育事務所社会教育課

保坂　和彦 ０２５ー５２６ー９３７７

上越教育大学 中越教育事務所社会教育課

特任教授　磯貝　芳彦 0258-38-2652

上越科学館 湯沢町公民館

館長　永井克行 ０２５－７８４－２４６０

佐渡学センター　学芸員 佐渡博物館

五十嵐　麻湖 ０２５９－５２－２４４７

佐渡学センター　学芸員 佐渡博物館

相羽　理恵 ０２５９－５２－２４４７

理科教育センター　協力員 佐渡博物館

斎藤　紗織 ０２５９－５２－２４４７

市ジオパーク推進室　学芸員 佐渡博物館

貞包　健良 ０２５９－５２－２４４７

佐渡学センター　学芸員 佐渡博物館

平野　黎 ０２５９－５２－２４４７

佐渡文化財団 佐渡博物館

古舘　雄流 ０２５９－５２－２４４７

新潟大学　名誉教授 県立生涯学習推進センター

工藤　久昭 025-284-6110

スズキトラスト新潟（株） 新潟県立生涯学習推進センター

社長　　柴沢　亮 ０２５－２８４－６１１０

石井スポーツ新潟店 新潟県立生涯学習推進センター

店長　　山里　寿裕 ０２５－２８４－６１１０

ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

澤田　賢一 0255-82-4321

ITリーダー 三条市中央公民館

田村　栄一 ０２５６－３２－４８１１

26

27

28

29

30

庭教育学級・青少年健全育成市
民会議　講座

五泉市公民館ワークショップ

被災地から学ぶ防災村上市青少年健全育成市民会議

34

31

32

33

電子端末と子どもたち
～スマホ・ゲーム機・ＰＣ・タブレット等との上手な付き合い方～

メルトビーズのアクセサリー
身近なもので楽しむ工作（空き箱工作「フェアリーズ」、木の実で飾りづく
り）

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 技術・技能 きっかけの１歩事業
「タムラさん教えて！初心者スマホ相談室」「タムラさんとス
マホを使ってまちあるき」

自然・科学 さどはくまつり！ スライムづくり

自然・科学 さどはくまつり！ ロックトレジャーハントクイズ

自然・科学 さどはくまつり！ オリジナルうちわづくり

自然・科学 さどはくまつり！ 竪穴式住居の修復

放送大学新潟学習センター・県
立生涯学習推進センター連携公
開講座

自然・科学 元素のはな　新元素（ニホニウム）の発見を中心に

自然・科学 にいがた連携公開講座
ラーメンが語る新潟の魅力～燕三条背脂系がやっぱり一
番!?～

自然・科学 にいがた連携公開講座
楽々キャンプ＆楽々トレッキング～アウトドアライフ始めま
せんか～

自然・科学 さどはくまつり！ スケルトンリーフづくり

自然・科学 さどはくまつり！ 縄文弓矢づくり

家庭教育支援実践研修 本音のやりとりを可能にするアサーショントレーニング

家庭・地域 家庭教育支援実践研修 家庭教育・子育て支援に役立つコミュニケーション

社会・経済
社会同和教育市町村巡回研修
会

差別をなくす　みんなの一歩から

見て、触れて、楽しむことで科学のおもしろさ、科学への親
しみと興味関心を持ってもらい、将来の科学者を目指す
きっかけづくりとする。

夏休みサイエンスショー自然・科学

家庭・地域 にいがた連携公開講座
風雲児再来！河井継之助～ラストサムライと言われた男
～

社会・経済
中越地区社会同和教育市町村
巡回研修会

人権と私、そして同和問題

家庭・地域 コミュニティリーダー研修会
多文化共生のための場のデザイン
～地域の課題を当事者として共に考え、アクションを起こ
す場づくり～

家庭・地域 家庭教育支援基本研修会 子どもの心の理解～心の育ちを支える家庭教育支援～

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会
子どもや親と向き合い上手に話を聞くスキルを身につけよ
う

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会 家庭教育支援により児童虐待を予防するために

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会 子どもをゲーム・ネット依存にさせないために

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会 家庭教育支援ガイドブックを活用した講座づくり

家庭・地域

家庭・地域
にいがた早寝早起き朝ごはん県
民フォーラム2020基調講演会

コロナ禍と向き合う食育

自然・科学
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ
リーダー）養成研修

自然体験活動の本質



愛・南魚沼みらい塾 南魚沼市社会教育課生涯学習班

０２５－７７３－６６１０

三条将棋連盟 三条市中央公民館

中原　克次 ０２５６－３２－４８１１

もろはし美術店　専務 三条市中央公民館

諸橋　保 ０２５６－３２－４８１１

三条市立図書館 三条市立図書館

スタッフ：梅田・佐藤 ０２５６－３２－０６５７

運営協力委員 荒川地区公民館

平田　昭 0254-62-3050

五泉市陶芸協会 五泉市生涯学習課企画推進係

西村 日出昭、長澤 巌 ０２５０－４２－５１９５

羽茂地区公民館

０２５９－８８－２２３０

金井地区公民館

０２５９－６３－４１５１

金井地区公民館

０２５９－６３－４１５１

金井地区公民館

０２５９－６３－４１５１

金井地区公民館

０２５９－６３－４１５１

新潟医療福祉大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　今村　徹 ０２５－２８４－６１１０

新潟青陵大学 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　　藤瀬　竜子 ０２５－２８４－６１１０

新潟県立歴史博物館 新潟県立生涯学習推進センター

専門研究員　　前嶋　敏 ０２５－２８４－６１１０

有限会社　やまごん　 三条市大島公民館

山田　宏大 ０２５６－３３－００９７

美波リンパケアセンター 湯沢町公民館

中町みえ ０２５－７８４－２４６０

ダンスパフォーマー 村上市中央公民館

中澤　利彦 0254-53-2446

上越市国際交流員 上越市社会教育課

ディーツ・ヤニック 025-545-9245

静岡大学教育学部　准教授 県立生涯学習推進センター

塩田　真吾 025-284-6110

立正大学 新潟県立生涯学習推進センター

准教授　　　髙橋　尚也 ０２５－２８４－６１１０

（株）いろむすび 新潟県立生涯学習推進センター

代表取締役　　　古林拓也 ０２５－２８４－６１１０

ＮＰＯ法人みらいずworks　 新潟県立生涯学習推進センター

認定キャリア教育コーディネーター
角野 仁美 ０２５－２８４－６１１０

東京大学大学院 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　　牧野　篤 ０２５－２８４－６１１０

国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター 新潟県立生涯学習推進センター

専門調査員　　　山田　智章 ０２５－２８４－６１１０

信州大学教育学部　講師 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321

上越教育大学大学院　准教授 国立妙高青少年自然の家

関原　真紀 0255-82-4321

信州大学教育学部　講師 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321
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芸術・文化 あおぞら縁台将棋きっかけの１歩事業

健康・スポーツ 大人だって足育　100才まで歩ける足づくり」ときめき成人講座

国際交流・言語
ドイツのお祭りの話を聞いて、お祭りにちなんだ工作を親
子で行う。

親子でチャレンジ！ドイツ工作
教室

五泉市公民館ワークショップ はじめての陶芸体験

芸術・文化 羽茂地区公民館講座 百人一首かるた講座

芸術・文化
わくわくドキドキウィークエンド活
動

囲碁・将棋
（ボランティア、地域の方々の指導のもと、様々な世代の子
どもたちと体験活動を行う。）

芸術・文化
わくわくドキドキウィークエンド活
動

日本舞踊
（ボランティア、地域の方々の指導のもと、様々な世代の子
どもたちと体験活動を行う。）

芸術・文化
わくわくドキドキウィークエンド活
動

お茶
（ボランティア、地域の方々の指導のもと、様々な世代の子
どもたちと体験活動を行う。）

芸術・文化

その他 メディア研修特別講演会
「情報モラル教材支援 SNSノート の活用術」～GIGAスクー
ルでの情報モラルの指導法～

芸術・文化 骨董鑑賞会きっかけの１歩事業

芸術・文化 読み聞かせボランティアの養成と絵本の選書を学ぶ読み聞かせボランティア講座

加速するネット社会に適応するための技術講習会Zoom講習会（基礎編・応用編）技術・技能

座学，実践にてリンパについて学び、疲労、むくみ、肩こり
など、自宅で自分をほぐす「セルフリンパケア」を習得す
る。

セルフリンパケア講座健康・スポーツ

「学校では教えない・・・ちょっとあぶないおとなの古典」
　おとなだからこそ味わえる、古典のおもしろさ

おとなのセミナー芸術・文化

NYからLIVE配信でおうちで楽しくダンスを学ぶおうちでダンスお楽しみ講座健康・スポーツ

芸術・文化

わくわくドキドキウィークエンド活
動

ジュニア能
（ボランティア、地域の方々の指導のもと、様々な世代の子
どもたちと体験活動を行う。）

その他 基礎研修会
「住民と行政のよりよい協働の在り方を学ぶ」「職員の心構
えと事業改善の方途を学ぶ」

その他 基礎研修会
「事業改善のための心構えと知識・スキルを学ぶ」「プロ
ジェクトの管理・運営の手法を学ぶ」

その他
地域連携コーディネーター養成
スクール

「『わくわくプロジェクト』で地域と学校との連携・協働の課
題を乗り越える」

芸術・文化 にいがた連携公開講座 認知症を生きる～患者さんとご家族を支えるために～

芸術・文化 にいがた連携公開講座 子ども虐待を考える～今、私たちにできること～

芸術・文化 にいがた連携公開講座
柏崎の武将と越後上杉氏～毛利安田氏の古文書をもとに
～

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

妙高自然体験活動の安全管理/妙高自然と「遊ぶ・学ぶ」

その他
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ
リーダー）養成研修

対象者理解/自然体験活動の指導

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

子どもたちへの接し方と指導の工夫

その他
地域連携コーディネーター養成
スクール

「子供たちも地域住民も『わくわく』を贈り合う学校をつくろ
う」

その他
地域連携コーディネーター養成
スクール

「『地域と学校の連携・協働』の実践事例を参考に新たな活
動を企画する」



ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

富坂　一長 0255-82-4321

ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

金巻　知子 0255-82-4321

ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

澤田　賢一 0255-82-4321

ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

保田　卓夫 0255-82-4321

ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

山口　紀子 0255-82-4321

ＮＰＯ法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

山口　紀子 0255-82-4321

環境教育事務所Ｌｉｆｅ　ｔｉｍｅ 国立妙高青少年自然の家

小菅　江美 0255-82-4321

株式会社ラック 生涯学習推進課成人教育係

落合　博幸 ０２５－２８０－５９７２

（一財）インターネット協会 生涯学習推進課成人教育係

大久保　真紀 ０２５－２８０－５９７２
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その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

自然体験活動の指導の実際（源流探険）

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

指導者としての心得

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

自然体験活動の指導の実際（仲間づくり）

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

自然体験活動の指導の実際（源流探険）

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

自然体験活動の指導の実際（源流探険）

その他

その他

インターネットと人権

インターネットと人権

人権教育行政担当者研究協議
会

人権教育指導者研修会

その他
妙高自然体験活動合同スキルアッ
プ研修・妙高自然体験活動指導者
養成研修冬兼体験会

自然体験活動の指導の実際（スノーシューハイク）

その他 学社共同参画セミナーⅡ 体験による学びの手法について


