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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

材の貸出しを行っています。 

 

貸出施設：ホール（１８６名） 大研修室（１００名） 

（視聴覚教材・機材の貸出しは登録が必要です。） 

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：http://www.lalanet.gr.jp/ 

  Twitter：http://twitter.com/lala_nlpc/ 

これからの上映予定 

映画・ビデオ鑑賞会 季節の上映会 

当 センターが購入した視聴覚教材や保有し

ている貴重な映像を、毎月３回（「映

画・ビデオ観賞会」日曜日１回、「季節の上映

会」平日２回）、当センターホールを会場に上

映しています。各回定員１８６名（先着順）で

入場は無料です。詳しくは当センターまでお問

い合わせくださるか、当センターのＨＰ「ラ・

ラ・ネット」を御覧ください。 

＜これからの上映予定＞ 

３月１６日（木）13:30～15:25 

表彰式＆「自作教材コンクール入賞作品」「良寛をもとめて」  

３月２３日（木）13:30～15:10 

       「芦沼」 「千夏のおくりもの」 

３月２６日（日）13:30～15:10 「バルカン超特急」 

４月１３日（木）13:30～15:30 「シェーン」 

４月２３日（日）13:30～15:30 「道～白磁の人～」 

４月２７日（木）13:30～15:00 「駅馬車」 

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book  

                い き い き 県 民 カ レ ッ ジ 

   自治体職員にも学びの機会を！ 
 １月～２月に当センターで実施された社会教

育主事講習Ｂにおいて、非常に魅力的な講義が

ありました。講師は（株）ローカルファースト

研究所代表取締役の関幸子氏、講義名は「地域

のコミュニティの核となる図書館 変革と共

働」でした。関氏は東洋大学客員教授も務めて

いますが、元々は三鷹市の行政職員でした。市

の基本計画や産業振興計画の策定に携わり、

様々な経験や転職を経て、内閣府企業再生支援

機構担当室にも勤務されています。 

 21世紀の図書館の役割は、地域課題を解決す

る戦略的施設へと変貌すること（人口減を食い

止める、中心市街地の活性化、市民力向上、定

住人口増加）と主張されましたが、その元とな

る地方社会の分析や自治体の役割についてのお話

しが魅力的でした。エビデンスに基づき、交付金

や補助金の獲得、入札の見直し、公共空間の資産

運用等、素人が聞いてもなるほどと納得する内容

です。市町村職員の方が学ぶこのような機会があ

れば、もっと課題解決につながる実現可能な取組

が生まれてくるのではないかと考えました。今ほ

ど学びが大切な時はありません。そんな学びの機

会をつくるのが社会教育関係者の責務ではないで

しょうか。 

 季節は卒業・進学、就職・退職シーズンとなり

ます。みなさんが、それぞれ進んだ道でも学ぶこ

とを楽しみ、人とのつながりを喜び、幸せな人生

を送られるようお祈りいたします。 

新潟県立生涯学習推進センター 所長 樋口 健一 
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 平成2８年度   ★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 

 平成２８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。 

 

＜社会教育・地域映像部門＞（応募数：１４）         

【最優秀賞】  

「砂山に立てば 阿賀野川と日本海を一望できる オ

アシスの『松浜の池』」（ビデオ9分55秒） 
               制作者：加藤 功 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】   

 「幻の軌跡を求めて池大納言中之島伝説」 

（ビデオ35分06秒） 

     制作者：山本 一成（ふるさと伝え隊） 

 「ど～いん あかずきん（新潟弁のあかずきん） 

 （紙芝居１３枚） 

  制作者：石倉 恵子（新潟かみしばいクラブ） 

 

＜学校教育部門＞（応募数：８） 

【最優秀賞】  

「ホットケーキを作ろう！」（ＰＣソフト 23枚） 

   制作者：内山 愛（長岡市立総合支援学校） 

 

【優秀賞】 

「喫煙の害～それでもあなたはたばこを吸いますか

～」（ＰＣソフト 17枚） 

  制作者：髙野 真也（長岡市立富曽亀小学校） 

「給食室をのぞいてみよう」（ビデオ 4分 58秒） 

   制作者：髙山 美結（小千谷市立南中学校） 

＜児童生徒部門＞（応募数：６） 

【最優秀賞】 

「おらのつなんまち！苗場山麓ジオパークＰＲ 

 ムービー」（ビデオ11分30秒） 

制作者：津南町立津南小学校平成26年度6年生チャ

レンジ学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】 

「拡散」（ビデオ 12分06秒） 

       制作者：村上市立神納中学校生徒会 

「ラスト～最後の青春、僕らの成長物語～」（ビデオ 

8分28秒）制作者：新潟市立潟東中学校チーム3年1組 

【特別賞】   

「あの日、40年前のあいつと」（ビデオ 14分54秒）

制作者：新潟市立上山小学校映画クラブ   

            新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」 

入賞作品表彰式・上映会 
 最優秀賞、優秀賞を受賞した作品の表彰式と上

映会を開催します。 

［日時］ 平成２９年３月１６日（木） 

      １３：３０～１５：３０ 

［会場〕県立生涯学習推進センター１Ｆホール 

＊同日開催の「季節の上映会」の中で行います。 

＊どなたでも参加できます。 

http://free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201401020900.jpg


平成28年度 
生涯学習推進センター事業 

生涯学習情報検索システム 

ラ・ラ・ネット 

 

生涯学習相談 

子育て相談 

すこやかコール 
 

 

「すこやかコール」には、毎日様々な相談が寄せ

られます。「こんなこと周りには聞けない。」

「育児にイライラして子どもをかわいいと思えな

い。」 「下の子が産まれたら赤ちゃん返りで言う

ことをきかない。」 

「夜泣きがひどくて自分の体調もよくない。」  
「うちの子は発達障害？」「最近学校に行くのを

渋るようになった。」等、母親や家族からの家庭

教育・子育てについての様々な悩みにお応えして

います。また、「中学校では毎日登校していま

す。」「いつもすこやかに助けてもらっていま

す。」「気持ちを整理することができました。」

「またかけてもいいですか。」等、

うれしくなる言葉をいただくことも

多いです。 

 「すこやかコール」では、いつも

相談者に寄り添い、一緒に考える事

を第一に相談をお受けしています。 

今年度の実績（2017年2月末現在） 
登録データ数 

 学習機会 2,960件（今年度登録件数） 

 指導者1,007人（公開763人 非公開244人） 

 視聴覚教材 3,355本  

 登録団体数 ４０２団体 

 訪問数59,144件（1か月当たり約5,400件） 

 

【ラ・ラ・ネット利用団体紹介】 

学習情報提供市町村１位  柏崎市 

マイページ利用団体１位 上越おもちゃ病院 

ララネット公民館 １位新潟市中地区公民館 

活動日記利用団体 １位 あかたにの家 

ラ ・ラ・ネットは「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、生涯学習関係機関や

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」を含む学

習機会情報には、年間約3,000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。 

 また、ラ・ラ・ネットの中に、生涯学習

関係機関やサークル、団体のホームページ

を作ることができる「マイページ」の利用

団体も増えています。 

 登録は随時受け付けています。詳しくは 

当センター学習情報課までお問い合わせく

ださい。 

 

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、１,０３６件の相談がありました。講

座に関する情報提供、資料提供、指導者に

関する情報提供と紹介、ララネットに登録

している指導者の紹介、視聴覚に関するこ

と、学習プログラムのアドバイスなど、 

専門の相談員と当センターの社会教育主事が

対応します。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。 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

                い き い き 県 民 カ レ ッ ジ 

いきいき県民カレッジ 

社会教育主事講習［Ｂ］が終了しました 

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、１月25日(水)から２月23日(木)ま

での37日間、当センター（新潟会場）を含め

全国９会場で行われました。全国で260名が

受講し、新潟会場の参加者は23名で、今年度

は山形県と福島県からの参加者もありまし

た。 

 研修内容は、「生涯学習概論」「社会教育

計画」「社会教育特講」「社会教育演習」と

いう４つの科目があります。「社会教育演

習」以外の３科目は、インターネットを活用

し、主会場の講義を動画で視聴する形で受講

しました。このＢ研修は、１年で取得するこ

とも可能ですが、複数年かけて分割で取得す

ることも可能で、受講生の半数くらいの方が

分割受講しているところに特徴があります。 

 

  【 2/16 新潟市いくとぴあ食花 】 

来年度も、多くの方の学習ニーズに幅広

く応えられるように、学習情報提供と紙面

の充実を図ってまいります。 

なお、平成29年度「いきいき県民カレッ

ジ」春号の発行は、５月上旬の予定です。 

「いきいき県民カレッジ」は、県知事を学

長として生涯学習社会の実現に向けて、

「いつでも、どこでも、自分の希望するも

のを学びたい」という県民の要望に応える

ことを目的に、平成4年より始まりまし

た。この間、多くの方に利用していただ

き、昨年度も11万2千人以上の方が受講さ

れています。 

昨年も10月に「にいがた生涯学習県民

フォーラム」開会式にて、「奨励証表彰

式」を実施しました。当日は学長賞受賞者

８名の方からお越しいただきました。誠に

ありがとうございました。 

「社会教育演習」はネット配信でなく、講

義や演習を新潟会場だけで実施するもので

す。その中の宿泊研修は、２月１日(水)から

２月３日(金)の間、新潟市アグリパークを会

場に実施しました。指導者として新潟市ア

グリパーク教育ファーム園長の真柄正幸

様、小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ

課市民の家統括スタッフ兼社会教育主事の

加藤圭様、特定非営利活動法人みらいず

works代表理事の小見まいこ様からそれぞれ

御指導をいただきました。いずれの講義

も、主体的にかかわる内容があり、たいへ

ん有意義な研修をすることができました。

更に、先進的で特色のある取組を行ってい

る施設を見学する現地研修は、２月16日(木)

に実施し、県の施策等の説明後、県立図書

館・当センター（午前）と新潟市いくとぴ

あ食花（午後）を訪問しました。それぞれ

の担当の方から、社会教育施設としての施

設の概要や運営方針、事業内容などを教え

ていただくことができ、視野を広げること

ができた１日となりました。 

当センターでは、来年度も平成30年1月22

日（月）から2月28日（水）の期間で社会教

育主事講習［Ｂ］を実施する予定です。多

くの方から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。 
  

            新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」 

平成27年度  
「いきいき県民カレッジ」の実績 

受講者数    112,641名 

登録機関数     88機関 

登録講座数   3,038講座 

奨励証の受賞者数 447名 


