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９月１４日（金） 
【基調講演】     【パネルディスカッション】 

【いきいき県民カレッジ表彰式】 

 

 

 

 

 

 
 

【にいがた連携公開講座2018】   
 

 

  当センターを会場に 

『にいがた生涯学習県民フォーラム2018』が開催されました 

    テーマ「学びから 活躍へ」  9月14日（金）・15日（土）  

 ９月１５日（土） 

【防災ミーティング】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【防災講演会】 

「災害と地域づくり」 

 ～イザ！カエルキャラバンから学ぶ～         
講師：NPO法人プラス･アーツ理事長 永田 宏和 様 
 

【ちゃれんじ広場】  
 学長賞受賞者７名の方から表彰式にお出でいただきま

した。平成29年度下半期及び平成30年度上半期の学長賞

受賞者は34名でした。みなさんも「いきいき県民カレッ

ジ手帳」を持って、さまざまな講座を受講してみません

か？ 

 １階では「防災クラフト」「ロープの結び方」

「簡単ゴムてっぽう作りと的あて」、また２階では

「段ボールシェルター」「救助に役立つロープワー

ク」「救助ゲーム」「緊急時のファーストエイド」

「学習成果品展示・発表・即売」「積み木あそび」

など、親子一緒に楽しく活動する様子が見られまし

た。体験コーナーを担当していただいた各団体の皆

様、貴重な機会を提供してくださりありがとうござ

いました。 

ホールロビーの様子 生涯学習相談コーナー  演題：「幸せの種を蒔こう。地元にある宝探し。」 

 講師： 大桃 美代子 様 

講師：長澤 成次 様 

テーマ：学びから活躍へ 

    ～実践する人々～ 

いつでも どこでも だれでも 防災～防災体験フェスタ～ 

「命を守るために大切なこと」 



 

          にいがた連携公開講座2018 地域連携コーディネーター養成スクール 

にいがた連携公開講座2018 
「幸せの種を蒔こう。地元にある宝探し。」      

    講師 大桃 美代子 様  

多様化、高度化する県民の生涯学習ニーズに

応えるため、良質かつ高度な学習を提供するこ

とを趣旨とした「にいがた連携公開講座2018」

は、市町村を会場に全10回（粟島浦村会場を除

く）が終了しました。779名を超える県民の皆様

から参加していただき、満足度も93％と高い肯

定的評価をいただいています。 

 

第７回講座は、にいがた生涯学習県民フォー

ラムと連携し、県立生涯学習推進センターで開

催しました。「幸せの種を蒔こう。地元にある

宝探し。」と題し、新潟食料農業大学 客員教授 

大桃 美代子 様から、御講演いただきました。 

 ２度の震災が「地域」を見直す大きな節目と

なったと語る 大桃様からは、実践事例を交え

「地域再生」への熱い思いや願いを語っていた

だきました。その情熱的で軽妙な語り口に魅了

されたとっても素敵な講演会でした。 

 学校と地域の連携・協働を進める人材の確保を趣旨

とした「地域連携コーディネーター養成スクール」を

２会場、３回シリーズで実施しました。今年度は、県

内各地から実人数で168名の方が、本研修を受講してく

ださいました。 

 
＜第１回研修会＞  

◆テーマ「地域コーディネーターの役割を学ぶ」 

 昭和女子大学 特任教授の 興梠 寛 様から、ボラン

ティア活動の本質、学校と地域社会をつなぐ活動を推

進するための方法や内容を教えていただきました。 
＜第２回研修会＞  

◆テーマ１「地域コーディネーターとしての基礎的ス

キルの習得」 

 NPO法人みらいずworks副代表理事の 本間 莉恵 様か

ら、地域コーディネーターの存在意義や役割、求めら

れる力について学びました。さらに、演習を通して体

験的にファシリテーションの定義や意義、スキルを教

えていただきました。 

◆テーマ２「地域コーディネーターの活動の実際を知

る」 

 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター社会

教育調査官 二宮 伸司 様 

栃木県教育委員会事務局生涯学習課生涯学習振興担

当課長補佐 井上 昌幸 様 

 の基調講演では、教育改革の動向、学校と地域の連

携の必要性と役割、地域学校協働活動推進の効果と課

題、実践事例等について学びました。 

地域コーディネーター、地域連携を推進する学校の

校長先生、市町村職員と立場の異なる皆様方から、実

践事例を発表していただきました。地域連携の組織、

活動内容、連携の仕方、校内や地域での会議のもち

方、環境整備の工夫等を学び、今後のコーディネー

ターとしての活動につながる一助となりました。 
＜第３回研修会＞  

◆テーマ「地域コーディネーターとして地域で活躍す

るために」 

 全国体験活動ボランティア活動総合推進センター 

コーディネーター 橋本 洋光 様から、全国で実践さ

れた「地域資源を活用した学習プログラム」等につい

て学んだ後、演習を行いました。①受講者各自の地域

の教育資源を洗い出しと分類、②洗い出した教育資源

をもとにした授業や活動の企画書作成、③各グループ

代表企画の選考と改善・深化のための熟議を行いまし

た。 

受講した皆様方には、学んだことを生かして、地域

コーディネーターとして、ボランティアとして、ご活

躍されることを願っております。なお、全３回の研修

会に参加し、承諾をいただいた方のお名前を市町村教

育委員会にお伝えしました。   

いきいき 

県民カレッジ 

秋・冬号 

 地域連携コーディネーター養成スクール 

 「いきいき県民カレッジ講

座一覧／入学案内」秋冬号を

発行しました。県、市町村、

大学、社会教育関係団体など

の様々な講座を紹介していま

す。 

 冊子は市町村公民館などに

配布しましたので、学習に是

非御活用ください。当セン

タ ーHP「ラ・ラ・ネ ッ ト」

にも掲載しています。 



 

          情報モラル指導者研修会 生涯学習推進センターってどんなところ?! 

 情報モラル指導者研修会レポート            

講師 ： インターネット利用アドバイザー  

                   大久保 真紀 様  
 

  今年度から生涯学習関係者及び、学校関係者を

対象として、情報モラル教育の指導力向上を目的

とした「情報モラル指導者研修会」を開催しまし

た。 

 全３回の連続講座でしたが、小学校、中学校、

聾学校、公民館など様々な職種の方から参加して

いただき、充実した研修会となりました。 

 １回目のテーマは「インターネット問題とその

対策」でした。はじめに講師の大久保様から事例

をもとにインターネット利用の現状と課題につ

いて講演していただきました。その後、小学校の

取組事例を紹介してもらった後、「情報モラル教

育の問題整理」のグループ演習を行い、参加者そ

れぞれが課題意識をもちました。 

 ２回目では、テーマを「学校、地域、家庭それ

ぞれの視点からの取組」とし、はじめに授業や講

座づくりで使える資料や素材の情報収集の仕方

を確認したり、体験したりしました。その後、参

加者全員が「私の取組」として、情報モラル教育

に関する各自の取組を計画しました。 

 ラ・ラ・ネットの「い･い･ね!ランキング!!」は、

自分のおすすめ講座や日記の下方にあるの｢い･

い･ね!」ボタンを押すと上位３位までがランキン

グに表示されるというものです。｢い･い･ね!」ボタ

ンを押して、情報をどんどん広げてみませんか。 

 最後の３回目では、テーマを「実践の共有と今

後の情報モラル教育のあり方」として、２回目で

作成した取組の実践事例を発表し、意見交換を行

いました。最後は、大久保様から「情報モラル教

育を進展させるための視点」について講演してい

ただき、まとめとなりました。どの回も肯定的評

価が９７％以上と高い評価をいただいたことか

らも、参加者の学びを深める研修会だったと言え

ます。さらに、研修を受けられた方の中から、当

センターの「ラ・ラ・ネット」に指導者として登

録していただいた方もいらっしゃいます。今後も

皆様の情報モラル教育の指導力向上や指導者情

報の提供を行ってまいります。 

【受講者の声より】 

〇全３回の研修を通じて、情報モラル教育が

これからどれだけ大切なことなのかを改め

て実感することができました。 

〇思った以上にスマホやSNSが世間に浸透

していて、なんだか危機感を覚えました。授

業でのコミュニケーション能力を育てるこ

ととか、周りの大人へ少しずつ現状を伝えて

いくこととか、やはり小さなことからコツコ

ツとやっていくしかないのかも、と感じまし

た。３回とも研修会に参加させていただき、

とても勉強になりました。 

〇3回の研修を通して、非常に身近な問題だ

と感じました。親子関係にも影響する情報モ

ラル、正しく指導していかなければならない

と再認識しました。 

生涯学習推進センターってどんなところ?! 

ラ・ラ・ネット「い･い･ね!ランキング!!」を使って広報しよう！ 



 

                これからの上映予定 LLPC book アクセス 

 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/ 

 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  

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・機材の貸出しは原則登録が必要です。） 

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/ 

 過日、当センターの季節の上映会で「晴れ舞台

はブロードウエイで！シニア劇団の挑戦」を観

た。表題の言葉は、冒頭に出てくる字幕である。

一見すると逆説的メッセージの中に、人間は年齢

に関係なく目標を持ち挑戦することで生きて輝く

ことを、このドキュメンタリー映画は素直に感じ

させてくれる。物語は、ひとりの女性のシニアが

市民企画で作りたいという思いから立ち上げられ

た劇団「すずしろ」が結成されるところから始ま

る。 劇団「すずしろ」は60代から80代のシニア世

代で構成され、それまでの職業や経歴もさまざま

な人々が、病気や家庭事情などそれぞれに問題を

抱えながらも、 どうせやるならブロードウエイの   

これからの上映予定 

映画・ビデオ観賞会 

季節の上映会 

(Lifelong Learning Promotion Center) 

毎月第４日曜日の「映画・ビデオ鑑賞会」

は「映画ボランティアの会」の方々が運営し

ています。上映作品の選定も行っています。

「映画ボランティア」は随時受け付けていま

す。興味のある方は、当センターまでお問い

合わせください。上映会場はいずれも、県立

生涯学習推進センター１階のホールです。 

定員186名、先着順で入場無料です。 

映画・ビデオ鑑賞会 上映開始 １３：３０～ 

１１月２５日（日）「天心」 

１２月２３日（日）「フローズンプラネット」 

 １月２７日（日）「アンダンテ～稲の旋律～」             

季節の上映会 上映開始 １３：３０～ 

１１月 ８日（木）「ゆうゆうたる持続 諸橋        

          轍次と『大漢和辞典』」 

         「明治を駆け抜けた人 吉田 

          東伍と『大日本地名辞書』 

１２月１３日（木）「疎開した４０万冊の図書」 

１２月２０日（木）「くちづけ」 

１２月２２日（土）「点子ちゃんとアントン」 

 １月１７日（木）「NITABOH 仁太坊 津軽三味 

          線始祖外聞」 

 １月２４日（木）「ふるさと‐JAPAN」 

舞台に立つという夢に向

かって挑戦する姿を追うも

のである。紆余曲折しながら

も、一生懸命に演劇に取り組

む個性豊かな劇団員の姿を

自然と応援したくなる。そし

て最後には、舞台を成功させ

た劇団に心からの拍手を

贈っていた。自分も何かでき

ると感じさせてくれるとて

も元気のでる映画である。当

センターで貸出できます。是

非一度、ご覧ください。  

『たとえ明日地球が終わろうとも、僕は今日リンゴの木を植える』 
～映画鑑賞会「晴れ舞台はブロードウエイで！シニア劇団の挑戦」を観て～ 
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