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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：https://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回当セ

ンターホールを会場に上映しています。

(「映画・ビデオ観賞会」日曜日１回、「季

節の上映会」平日２回） 

 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月に予定しておりました「映画・

ビデオ鑑賞会」及び「季節の上映会」

は、新型ウイルスによる肺炎の流行拡

大を受け、中止させていただきます。 

４月の上映会の内容等については、未

定です。御理解のほど、よろしくお願

いします。 
 

(Lifelong Learning Promotion Center) 

『ソーシャルデザイン』  

～人と人とのつながりをデザインする～  
ソーシャルデザインとは、社会的な問題の解決と

同時に新たな価値を創造する画期的なしくみを作る

こと。社会貢献を前提としたヒト・コト・モノのデ

ザインでの特筆すべき例として「おてら・おやつク

ラブ」があり、奈良県安養寺住職の松島靖朗さんが

代表を務めているNPOである。2013年に大阪で母子

餓死事件が起こる。そんな中、お寺には、お盆など

には食べきれない菓子や食品が集まる。しかたなく

処分することもあり、松島さんは今の飽食の時代に

餓死しなければならなかった母子に思いをはせ、心

を痛めた。貧困と食品ロスのこのギャップをなんと

かしたい。そこで余った「おそなえ」を「おさがり 

り」として、各種支援団体のネットワークを通じて、

経済的に困窮している家庭への「おすそわけ」を行う

ことを思いつく。このしくみが大きな反響を呼び、全

国で賛同するお寺が増えて、通算13000人もの子ども

たちのもとにお菓子が届いた。この取組は、2018年

グッドデザイン賞大賞を受賞した。この快挙は、目に

見えない人間同士のつながりをデザインすることも

大きな価値があることを示してくれた。社会の課題

を乗り越えるための新しいつながりは、まだまだた

くさん日常生活に埋もれているはず。それを掘り起

こし新たな人と人とのつながりのデザインをする。

それこそが、これからの社会教育の醍醐味と言える

のではないか。  

               「これからの上映予定」「LLPC」 

№142 
令和２年3月５日発行 

 新潟県立 

生涯学習推進センター 

生涯学習 

Niigata 
https://www.lalanet.gr.jp/ 

 2019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 

 2019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。６３点の応募が

ありました。（敬称略） 

 

＜社会教育・地域映像部門＞         

【最優秀賞】  
『蘇った貴婦人』（映像） 

制作者：原山清（新潟映像クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】   

『見附今町・長岡中之島 大凧合戦』（映像）  
制作者：「びでおさーくる・みつけ」の皆さん 

『地域の宝・十二潟を引き継ぐための人づくり、地

域づくり「新潟市北区十二潟」』（映像） 
制作者：加藤功 

【特別賞】   

『村が消えた･･･栃窪今昔物語』（映像）   
制作者：斎藤正一 

 

＜学校教育部門＞ 

【最優秀賞】  
『星つぶニュース～大豊作!!「太田の☆星つぶ」特集～』 
制作者：丸山考平（長岡市立太田小学校） 

 

＜児童生徒部門＞ 

【最優秀賞】 

『勉強が好きでない人へ～あなたに知ってほし

い。～』（映像） 
制作者：笠原涼音（上越教育大学附属中学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優秀賞】 
『コマ送りアニメーション「牛の角突き 山古志場

所」』（映像） 
制作者：坂牧怜美 橘未来 星野優来 五十嵐マイヤ 

    長島忠育（長岡市立山古志小学校） 

『地域で働く人たちの思いを伝えるCM 増田建設』
（映像） 

制作者：池田聖鈴 大泉航 小椋穂乃佳 渋谷環 

    富樫星 脇川凱（村上中等教育学校） 

 

【特別賞】 

『NO TO RACISM』（映像） 
制作者：竹内叡（上越教育大学附属中学校） 

入賞作品表彰式・上映会を予定して

おりましたが、新型ウイルスによる

肺炎の流行拡大を受け、中止させて

いただきます。 

                自作映像・視聴覚教材コンクール 

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


基礎研修会 

令和元年度 社会教育主事講習［Ｂ］が終了しました 

 社会教育主事講習［Ｂ］は、１月２０日(月)か

ら２月２７日(木)までの３９日間、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）を含め全国

１０会場で行われました。全国で２２４名が受講

し、新潟会場の参加者は２０名、今年度は山形

県、群馬県からの参加者もありました。    
 講習は、「生涯学習概論」「社会教育計画」「社

会教育特講」「社会教育演習」の４科目から成

り、「社会教育演習」以外の３科目についてはイ

ンターネットを活用し、主会場での講義を視聴す

る形で受講しました。本講習は、複数年かけて、

４科目を分割して受講することが可能で、受講生

の約半数が分割受講しているところに特徴があり

ます。   
 「社会教育演習」は、インターネットによる視

聴ではなく、新潟会場の受講生だけで宿泊研修や

現地研修などを実施しました。宿泊研修は、１月

２９日（水）から１月３１日（金）の間、新潟市

アグリパークを会場に、新潟市食育・花育セン

ター長の真柄正幸様、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。   
 講義や演習、体験を通して、社会教育主事の役

割と責任の理解を深め、社会教育主事に求められ

るファシリテーション能力やコーディネート能

力、プレゼンテーション能力を高めることがで

き、受講生にとって大変有意義な研修となりまし

た。  

また、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１９日（水）に実施

し、県の施策等の説明後、午前は新潟県立万代島美

術館、午後は新潟市いくとぴあ食花を訪問しまし

た。それぞれの担当の方から、社会教育施設として

の施設概要や運営方針、事業内容などを説明してい

ただき、受講生の視野を広げる１日となりました。  
当センターでは、来年度も令和３年１月２１日

（木）から２月１８日（木）の期間で社会教育主事

講習［Ｂ］を実施する予定です。規定改正により期

間が短くなりました。また、社会教育主事の資格修

得とともに、社会教育士の称号も得ることができま

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。  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    宿泊研修 搾乳体験の一場面 

    「基礎研修会」「地域連携コーディネーター養成スクール」「社会教育主事講習［B］」 

地域連携コーディネーター養成スクール 

  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

実施します。 

 小見まいこさ

んと、熱く「未

来の学校の姿」

を創造してみま

せんか。 

  東京大学の牧

野先生と、熱く

「ト ー ク セ ッ

ション」しませ

んか。 

 生涯学習推進

のために必要な

基礎的・基本的

事項について研

修を深め、社会

教育関係職員等

の資質向上を図

ることを目的に

４回シリーズで

実施します。 

 社会心理学の

視点に立って、

ご自身の業務を

見つめてみませ

んか。 

  地域活性の

ための方途を

探ってみません

か。 

ラ・ラ・ネット 

        「にいがた連携公開講座」「いきいき県民カレッジ」「ラ・ラ・ネット」 

いきいき県民カレッジ 

い きいき県民カレッジは、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

ることを目的に始まりました。県内の多数の機関

からご協力頂き、平成30年度は受講者数165,853

名、登録講座数3,995講座、奨励賞受賞者415名と

なることができました。来年度は、冊子『いきい

き県民カレッジ講座一覧』が、春夏号（４月末発

行予定）と秋冬号（９月末発行予定）の年２回の

発行となります。  

今後も皆様の学習ニーズに幅広く応えられるよ

うに、「ラ・ラ・ネット」上での講座情報発信と

合わせて、学習機会情報の提供の充実を図ってま

いります。 

 また、循環型生涯学習社会の実現を目指し、

「成果活用」型の活動を啓発・支援する成果活用

促進事業が、小中学校での学習支援を中心に始ま

りました。詳しくは当センターまでお問い合わせ

ください。  

生涯学習推進センターってどんなところ?!  

県民カレッジ講座一覧ダウンロード  

 いきいき県民カレッジの登録講座一覧がダウン

ロードできるようになりました。テーマや地域な

どを絞り込んで、ダウンロードすることも可能で

す。最新の情報を常にダウンロードできます。こ

れまで以上に利便性が向上した『ラ･ラ･ネット』

をこれからもよろしくお願いします。 

ここを注目!! 

にいがた連携公開講座2020開催予定表 

№ 日  時 テーマ（仮） 講師 会場 

１ 
６月27日（土） 

13:30～15:30 

風雲児再来！河井継之助 

～ラストサムライと言われた男～ 

           

作家  渡辺 れい 氏 

五泉市 

総合会館 

２ 
７月22日（水） 

13:30～15:30 

認知症を生きる 

～患者さんとご家族を支えるために～ 

新潟医療福祉大学 

教授  今村  徹 氏 

長岡市 

中央公民館 

３ 
９月５日（土） 

13:30～15:30 

ラーメンが語る新潟の魅力 

～燕三条背油がやっぱりNO.１!?～ 

スズキトラスト新潟（株）
ラーメンブロガー「しばっち」 
   柴沢 亮  氏 

燕市 

中央公民館 

４ 
９月12日（土）

13:30～15:30 

楽々キャンプ＆トレッキング 

～わたしを自然に連れてって～ 

石井スポーツ 新潟店 

店長  山里 寿裕 氏 

弥彦総合 

文化会館 

５ 
10月23日（金） 

13:30～15:30 

子ども虐待を考える 

～子も親も救うためにできること～ 

新潟青陵大学 

准教授 藤瀬 竜子 氏      

糸魚川 

市民会館 

６ 
11月７日（土） 

13:30～15:30 

柏崎の武将と越後上杉氏 

～毛利安田氏の古文書をもとに～ 

県立歴史博物館 

専門研究員 

      前嶋 敏  氏  

柏崎市 

市民プラザ 

※ 次年度から企業・NPO等の民間団体等との連携が可能となりました。 


