これからの上映予定

生涯学習

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２２日（日）13:00～15:20
「巴里のアメリカ人」
４月１６日（木）13:30～15:20
「ＮＨＫ映像の世紀
～第５集 世界は地獄を見た～」
「三遊亭楽太郎十八番集『明烏』」
４月２３日（木）13:30～15:20
アニメ文学館「伊豆の踊子」「野菊の墓」
「和鋼風土記」
４月２６日（日）13:00～15:10
「ドキュメンタリー映画『小三治』」

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book

当 センターを会場に、毎年１月末から２月にか
けて「社会教育主事講習B」が開催されてい
ます。一括受講をされる方は、38日間、150時間に
渡る長期研修となりますが、複数年に渡る分割受講
も可能です。講義は、本会場からのネット配信によ
る画像を見ながらの過酷な座学が中心となります。
今年度は受講者19名でしたが、何人かの一括受講者
が、「学ぶって楽しい！」と話していました。仕事
や家庭をやりくりしながらも、１ヶ月間学びの世界
に浸れるなんて幸せだというのです。

新たな知識を得て、専門的な知見に触れ、「そ
うだったのか！」という知の再発見や再構成、自
身の体験との結びつきが図られることが楽しさの
中身でしょう。そして、苦楽を共にする仲間の存
在もそれを支えます。
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）

生涯学習相談・情報提供
TEL：025-284-6119 FAX：025-284-6019
Mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp

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。）
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http://www.lalanet.gr.jp/
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★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２６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２２点
【最優秀賞】
・「新潟市立湊小学校閉校記念事業
新潟市立湊小学校121年のあゆみ」
制作者：加藤 功（DVD 34分27秒）

【優秀賞】
・「日本最後のキセル職人」（DVD 3分29秒）
制作者：長谷川 カラム

・「小針中町自治会創設50周年事業『100変
化・小針の五平狐』」（紙芝居 18枚）
制作者 ：福島 富（小針中町自治会）
【団体特別賞】
新にいがた市紀行制作実行委員会
（代表：樫野 利七 ）

TEL：025-283-1150 FAX：025-284-6019

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。

平成2７年３月１２日発行

( 新潟県立燕中等教育学校 高校生団体Blue（ブルー）)

家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」

施設等の貸出

平成26年度

にいがた

＜学校教育部門＞応募数８点
【最優秀賞】
・「響け私たちの合唱」 （DVD 8分58秒）
制作者：新潟市立木戸中学校生徒会

【優秀賞】
・「『いじめ』について考えるVTR」
（DVD 13分19秒）
制作者：妙高市立妙高中学校
・「グループワークにおける思考ツール活用
モデルイメージビデオ」(DVD 9分50秒）
制作者：水谷 徹平（長岡市立脇野町小学校）
＜児童生徒部門＞ 応募数５点
【最優秀賞】 該当なし
【優秀賞】
・「茜空」（DVD 4分38秒）
制作者：新潟市立潟東中学校3年2組B

特別上映会・表彰式
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/
県 民 カ レ ッ ジ

最優秀賞、優秀賞、団体特別賞を受賞した作品の上
映会と表彰式を開催します。
［日時］ 平成２７年３月２２日（日）
１５：１０～１６：３０
［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。
＊どなたでも参加できます。

新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」

いきいき県民カレッジ

平成26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
今年度の実績（2015年2月28日現在）
登録データ数
学習機会 2,320件（今年度登録件数）
団体・グループ 425団体
施設 1,782施設
指導者 987人（公開754人 非公開233人）
マイページ利用団体数 １０７団体
訪問数 66,353アクセス
（１日当たり約200アクセス）

生涯学習相談

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９７件上回る８９１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
毎年、講師・指導者に関する問い合わせが多

子育て相談
すこやかコール

平

成26年度、すこやかコールにはさまざ
まな相談が寄せられました。
相談内容としては、「子どもが言うことを聞
かなくてイライラする」「発育状態に不安を
感じている」「子どもの園や学校生活で悩ん
でいる」という内容が多く寄せられました。
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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、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2，000件以上もの
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、団体のホームページ
を作ることができる「マイページ」にも現
在100以上の団体が登録しています。
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（若月）までお問い合
わせください。
く、今年度は①子育て・家庭教育 ②情報モ
ラル・携帯スマホ教室 ③セカンドライフ
④まちづくりに関する指導者の相談が多く寄
せられました。
個人の方からは ①歴史 ②セカンドライ
フに関する講座の問い合わせが多く寄せられ
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。
☎

０２５－２８４－６１１９

ほかには、家族での育児方針の違いや受験
生の悩みなどについての相談も寄せられて
います。平成27年度7月以降には、「すこや
かカード」を県内各小中学校・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。また、各市町村の乳幼児検診でも
「すこやかカード」をお渡ししています。
家庭教育や子育てについて悩み
をお持ちの方は、一人で抱え込
まずにすこやかコールを御活用
ください。
県 民 カ レ ッ ジ

「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、昨年度は、受講
者 数128,144名、登録 機関数87機関、登録 講
座数2,355講座で、この20年間で延べ146万名
を超える受講がありました。また、奨励証の
受賞者も、昨年度の受賞者507名、延べ1万1
千名を超えました。

今年度はすでに、登録講座数が昨年度よ
り増加しています。また、奨励証の最高位
である「学長賞」の受賞が2回目3回目とい
う方も多くいらっしゃいます。小学生の受
賞も見られました。
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、学習情報提供の充実
を 図 っ て ま い り ま す。な お、平 成27年 度
「いきいき県民カレッジ」春号の発行は、
４月下旬の予定です。

３８日間の充実した講習

社会教育主事講習［Ｂ］が終了しました

宿泊研修（県立青少年研修センター）

平

成26年度社会教育主事講習［Ｂ］が１
月21日(水)か ら ２ 月27日(金)ま で38日
間に渡り実施されました。新潟県では、当
セ ン タ ー を 会 場 に19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）を含め全国
10会場で実施されるものです。
この講習には、「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
で受講することができます。

「社会教育演習」は、新潟会場だけで実施
されるものです。その中の宿泊研修は、１月
28日(水)から1月30日(金)まで、県立青少年研
修センターを会場に実施されました。「青少
年教育施設の実際」を県立青少年研修セン
ターの石川潤先生から、「グループワークの
実際」と「レクリエーションの意義と展開」
を小千谷市産業開発センター地域復興支援員
の加藤圭先生から御指導をいただきました。
また、「学習課題の把握とプレゼンテーショ
ンの技能」をみらいずworksの小見まいこ先
生から御指導をいただきました。いずれの講
義も、とても熱心に御指導をいただき、たい
へん有意義な研修をすることができました。
「社会教育演習」の現地研修は、２月19日
(木)に 実 施 さ れ、新 潟 市 万 代 市 民 会 館（午
前）と新潟市アグリパーク（午後）を訪問さ
せていただきました。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
のポイントなどを教えていただくことがで
き、いろいろな面で示唆を得ることができま
した。
当センターでは、来年度も同じような時期
に社会教育主事講習［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」

