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３８日間の充実した講習 

社会教育主事講習Ｂを開講 
 平成２４年度社会教育主事講習（Ｂ）が１

月２１日（月）～２月２７日（水）の３８日

間に渡り実施されました。新潟県では、生涯

学習推進センターを会場に、１９名（４科目

の延べ人数４７名）の方が受講しました。 

 この講習は、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）、静岡県教育会

館（静岡会場）、琴浦町生涯学習センター

（鳥取会場）、広島県立生涯学習センター

（広島会場）、島根県立東部社会教育研修セ

ンター（島根東会場）、島根県立西部社会教

育研修センター（島根西会場）、まなびの館

ローズコム（福山会場）、新居浜市立泉川公

民館（愛媛会場）、沖縄県南部合同生涯学習

推進センター（沖縄会場）の１０会場で実施

されました。講義はインターネットを活用し

た動画配信により各会場に中継されました。 

 

 また、講習期間中には各会場で現地研修や

宿泊研修も行われました。 

 

 新潟会場の「社会教育演習」の現地研修で

は、県立万代島美術館、新潟市江南区文化会

館、旧齋藤家別邸を訪問しました。社会教育

施設の特徴を現地で実際に理解すると同時

に、県、市、指定管理者の運営の特徴を知る

という視点からも研修を実施しました。 

 

 「社会教育演習」の宿泊研修では、県立青

少年研修センターを会場に、「生涯スポーツ

の意義と計画」「生涯スポーツの実際」を新

潟大学の篠田邦彦先生、篠田浩子先生から御

指導いただきました。 

 また、今年度から新規実施の「グループ

ワークの実際」と従来からの「レクリエー

ションの意義と展開」の両方を小千谷市教育

委員会生涯学習スポーツ課勤労青少年ホーム

の加藤圭先生から指導していただきました。 

 加藤先生は、昨年度のこの講習を受講さ

れ、今年度も受講生と共に宿泊会場に宿泊さ

れました。また、最後の成果発表会にも参加

していただき、熱く生涯学習、社会教育の意

義を語っていただきました。 

 

 当センターでは、全国的に著名な講師陣の

講義を良好な受信環境で受講できます。 

 また当センターのインターネットのＳＮＳ

（ラ・ラ・ネットコミュニティ）を利用した

情報交換や宿泊研修で、他の受講生との交流

が深まります。 

 

 当センターでは次年度もこの時期に社会教

育主事講習（Ｂ）を実施する予定です。 

 興味のある方は、当センターまでお問合せ

ください。 

宿泊研修（フリスビー作り） 



今年度の 

生涯学習推進センター事業 

 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。今年度は２月末現在で、昨

年を３５件上回る５４６件の相談がありまし

た。今年度の傾向を振り返ってみます。 

 生涯学習関係機関や学校・ＰＴＡからは毎 

 今年度は、「子育て相談すこやかコール」

に８５０件を超える相談が寄せられました。 

 母親からの相談が９割以上を占めており、

母親が育児について自信がもてなかったり、

子どもの発育状態に不安を感じたりという相 

 ラ・ラ・ネットは今年度も「つながる ま

なぶ しらべる」の３つの柱を軸に、イン

ターネットを通じて、県民の皆様への役立つ

生涯学習情報の提供に努めてまいりました。 

 特に「いきいき県民カレッジ」と連動した

学習機会情報に関しては、年間約1,500件も

の講座や研修会、イベントなどの情報を掲載

しています。これらの情報は、トップページ

からキーワード等で検索できるほかに、イベ

ントカレンダーで近々行われる講座やイベン

トを一覧することもできます。 

 また、ラ・ラ・ネットの中に、生涯学習関

係機関やサークル、グループのホームページ

を作ることができる「マイページ」にも現在

60以上の団体が登録しています。 

 ラ・ラ・ネットへは、巻末のURLを打ち込

むか「ラ・ラ・ネット」で検索することでア

クセスできます。 

生涯学習情報検索システム 

ラ・ラ・ネット 

談内容が多く見られました。 

 乳幼児の食事や排せつについての相談も寄

せられています。 

 すこやかコールでは、これからも子育てに

かかわる様々な相談に専門の相談員がお答え

していきます。 

 来年度は、より多くの皆様に、気軽にすこ

やかコールを御利用いただけるよう、電話番

号等を記したカードを、各小中学校・幼稚

園・保育園を通じて保護者の皆様に配布する

予定です。 

 

あなたの学びを応援します 

生涯学習相談 

子育て相談 

すこやかコール 

今年度の実績（2013年3月5日現在） 
 

登録データ数 

 学習機会 1,509件（今年度登録件数） 

 団体・グループ 421団体 

 施設 1,793施設 

 指導者 1,148人（公開830人 非公開318人） 

  

マイページ利用団体数 63団体 

アクセス数 65,339アクセス 

     （１日当たり約192アクセス） 

年、講師・指導者に関する問い合わせが多

く、今年度は①子育て・家庭教育 ②高齢者

対象事業 ③いじめ・人権 に関する講師・

指導者情報の相談が多く寄せられました。 

 個人の方からは学習機会に関する問い合わ

せが多く、①パソコン・インターネット ②

子育て・家庭教育 と並び、「何かを学びた

い、始めたい」という学習の場を探している

方からの相談も多くありました。 

 来年度も専門の相談員が地域や皆様の生涯

学習の充実のお手伝いをいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



審査結果のお知らせ 

新潟県自作映像・視聴覚教材コンクール 

いきいき 

県民カレッジ 
 「いきいき県民カレッジ」はスタートから

数え、今年度で２０年を迎えました。この

間、多くの皆様から参加をいただき、今年度

は７４機関の主催で２，３７５講座を実施し

ました（平成２５年２月末現在）。 

 また、受講者数は昨年度実績で１３万名以 

上、昨年度までで延べ１１８万名を超えてい

ます。奨励証の受賞者も、累計で延べ１万名

を超えました。 

 今年度は、健康増進に関する分野をはじめ

としてすべての分野で登録講座数が増えまし

た。来年度も県民の方々の生涯学習ニーズに

きめ細かく応えられるよう、幅広く充実した

学習情報の提供を行っていきます。 

 

 平成２５年度「いきいき県民カレッジ」春

号の発行は、４月下旬を予定しています。 

 平成２４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。 

 

＜児童生徒部門＞ 応募数２点 

 最優秀賞   

・「かさじぞう」  

（DVD ３分 クレイアニメーション） 

   作：彌田音都葉  山井瑞貴  

     （三条市立長沢小学校） 

 優秀賞・奨励賞   該当なし 

 

＜教材部門＞応募数６点 

 最優秀賞 該当なし 

 優秀賞    

・「ねむりのおはなし」（DVD６分 保健教材） 

   作：篠田美雪（長岡市立日越小学校） 

・「見附の伝統産業～せんい産業～」 

（DVD１５分 地域教材） 

   作：三市南蒲地域視聴覚教育協議会 

 奨励賞   

・「アイーダ鑑賞授業用スライド」 

（PPT 26枚 音楽教材） 

   作：岡本世史治（長岡市立宮内中学校） 

＜地域映像部門＞応募数７点 

 最優秀賞  

・「義民 大竹与茂七物語」（DVD １７分） 

   作：中之島郷土史研究会 

 優秀賞   

・「私は忘れない 東日本大震災『藤沼ダム 

  決壊』」（ DVD １２分 ） 

   作：加藤功 

 奨励賞   

・「北前船の時代館・旧小澤家住宅」 

（ DVD １０分 ） 

   作：樫野利七 

    （新にいがた市紀行制作実行委員会） 

特別上映会・表彰式 

 最優秀賞を受賞した２作品の特別上映会と

表彰式を開催します。 

［日時］ 平成２５年３月２４日（日）  

     １５：２０～１６：１０ 

［会場］ 新潟県立生涯学習推進センター  

１Ｆホール 

＊同日開催の「映画・ビデオ鑑賞会」に引き  

 続いて行います。 

かさじぞう 

義民 大竹与茂七物語 



 新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」 

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

 http://www.lalanet.gr.jp/m（携帯版） 

 家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」 

 TEL：025-283-1150 FAX：025-284-6019 

 生涯学習相談・情報提供 

 TEL：025-284-6119 FAX：025-284-6019 

 Mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp  

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（１８６名） 大研修室（１００名） 

（視聴覚教材・機材の貸出は登録が必要です。） 

施設等の貸出 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/ 

さわやかメール 

 ムンクじぞう、めんどうじぞう、ふつうじ

ぞう、じんせいにこまったじぞう、ねている

じぞう、ニコニコじぞう、おじいさん、おば

あさん。三条市立長沢小学校おおぞら・ひま

わり学級の３年生・５年生の子が共同制作し

た自作映像作品「かさじぞう」のオールキャ

ストである。 

 油粘土でつくられた着色なしのどの地蔵 

新年度事業の心強い味方！ 

生涯学習取組事例集を発行します 

機関（団体）へ送付する予定です。 

 今年度も、県内全ての市町村の特色ある取

組を掲載しました。新年度事業の計画づくり

等に御活用いただけることと思います。 

 また、本事例集は当センターＨＰ「ラ・

ラ・ネット」から、平成５年以降のバックナ

ンバーもダウンロードしていただけます。 

 取組事例集を活用した事業等を計画・実施

されましたら、その様子や御意見・御要望等

を、当センターまでお寄せいただけると幸い

です。 

 当センターでは県内の様々な生涯学習の取

組事例を紹介し、市町村・関係機関等の事業

推進を支援することを目的とした『新潟県内

の生涯学習取組事例集 平成２４年度版』を

作成しています。 

  県内の各市町村及び生涯学習関係機関（団

体）等が、今年度力を入れて取り組んできた

事例や、講座や講演会の講師情報等が掲載さ

れています。 

 完成は平成２５年３月下旬を予定してお

り、４月中に県内の市町村及び生涯学習関係 

も「うーん。なるほど。」「よく特徴をとら

えている。」と思わずつぶやいてしまう。何

度見ても目じりにしわができてしまう。逢っ

たことのない２人の子の顔が目の前に浮かん

でくるような気がする。 

 平成２４年度新潟県自作映像・視聴覚教材

コンクールに出品された作品である。迷わず

最優秀賞に一票を投じた。審査員全員の賛同

を得た。「感動とは作者の感性に触れること

ができたときに起きるのではないか」と子ど

もたちの素朴な作品に教えられた気がする。 

 


