映画・ビデオ鑑賞会

これからの上映予定

映画・ビデオ観賞会
季節の上映会

上映開始：１３時３０分

生涯学習

７月２６日(日)
「岡村喬生のオペラ人生『プッチーニに挑む』
８月２３日(日)
「西部戦線異状なし」
９月２７日(日)
「父と暮せば」

季節の上映会 上映開始：１３時３０分
７月２３日(木)「六人姉妹」「種田山頭火」
８月２０日(木)
「あした天気になーれ！～半分のさつまいも」
２７日(木)太平洋戦争史「世紀の爪跡」
９月１０日(木)
ＮＨＫ映像の世紀「第８集 ベトナムの衝撃」
ニホンザル母の愛「モズの子育て日記」
１７日(木)「心をむすぶ愛のハーネス」
「街で子育て小さな猛きんツミ」

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book
「家庭教育支援」を考える
乳幼児期の家庭教育支援は、各種検診や公民館
等の「母親学級」などで行われています。そんな
中、現在、学齢期の児童生徒をもった家庭への支
援が急務となっています。
不安定な経済状況や仕事上の問題、地域でのつ
ながりの希薄化など、家庭を取り巻く厳しい環境
の中、多くの保護者の方が悩みを抱えています。
保護者が安定した心情で子育てに取り組むことが
できれば、子どもたちの心情も安定していくこと
と思います。

当センターでは、家庭教育支援者養成講座を開催
し、問題状況の把握や支援の方法について学ぶ機会を
提供しています。実際に取り組んでいる事例も紹介し
ていますが、支援の要は「相手にしてあげる」という
発想ではなく、「相手のお話を聞く」「相手と一緒に
悩む」というつながりを築いていくことと考えていま
す。誰でも気軽に立ち寄り話ができ、そこに
は話を聞き親身になってくれる人がいる、そ
んな場所が各学校内にできていくことを願っ
ています。

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

いきいき県民カレッジ

平成2７年７月１６日発行

新潟県立
生涯学習推進センター

Niigata

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、県民の皆様に観賞し
ていただくために、毎月３回上映会を開催し
ています。この上映会は「いきいき県民カ
レッジ」の講座にも登録されており、鑑賞す
ると２単位が認定されます。申込不要で、ど
なたでも御覧になれます。どうぞお気軽にお
越しください。
会場はいずれも「新潟県立生涯学習推進セ
ンター１階ホール（県立図書館複合施設）」
です。
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http://www.lalanet.gr.jp/
学校と地域をつなぐキーパーソン

地域連携を担当する教員研修会
本

研修会は、各校の地域連携を担当する
教員の皆様を対象として、地域連携の
必要性や地域連携担当教員の役割を学び、学校
と地域を結ぶキーパーソンとしての資質と能力
の向上を図ることを目的に昨年度から実施して
います。今年度は、対象者の経験によりA研修
とＢ研修の二つに分けました。A研修は、今年
度初めて地域連携担当になった教員を対象に、
Ｂ研修は、昨年度この研修を受講した教員を対
象としました。研修の内容は、講義とグループ
ワークで構成しています。
Ａ研修は、5月18日（月）に新潟県立生涯学習
推進センターで実施し、約230名の参加があり
ました。講師として、新潟市アグリパーク教育
ファーム園長の真柄正幸様をお迎えし、講義
「生涯学習社会における学校教育と地域連携」
及びグループワーク「地域連携担当教員として
の課題解決を目指して」の御指導をいただきま
した。参加された皆様のアンケート結果から
は、講義及びグループワークともに95％以上の
肯定的評価をいただきました。
御意見には「地域連携の必要性が法的な根拠
も含め理解できた。」「本音を出し合うことが
できた。」「多面的な解決策が出てきた。」等
がありました。学校行事等で慌ただしい時期で
したが、全県から参集され熱心に取り組んでい
ただきました。今回の研修会で得たことと参加
者同士のネットワークを大切にして、「地域の
特色を生かし、地域とともに歩む学校づくり」
に組織的・継続的に取り組んでいかれることを
期待しています。

Ｂ研修のお知らせ
１

地区・期日・会場
※対象地区を指定し、下記の5会場で開催します。

地

区

期

日

会

場

下

越 8月 3日（月）

県立生涯学習推進センター

佐

渡 8月 4日（火）

あいぽーと佐渡

中越① 8月17日（月）

燕市吉田産業会館

中越② 8月18日（火）

魚沼市中央公民館

上

越 8月25日（火）

上越地域振興局

２ 時間・内容
・１３：００～１６：４０（受付12：30～）
・講義、演習
３ 講師
（中越①･中越②）青森中央学院大学
教授 髙橋 興 様
（下越･佐渡･上越）玉川大学教師教育リサーチセンター
客員教授 吉田 和夫 様

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

県内各地で開催しています

にいがた連携公開講座２０１５

平成２７年度メディア研修特論（講習会）
「インターネットを利用した犯罪やいじめから青少年を守るために」
講師：ＮＰＯ法人 住民安全ネットワーク インターネット利用アドバイザー 大久保 真紀

様

「にいがた連携公開講座2015」は、新潟県
教育委員会と県内２１の大学や市町村等が連携
して県民の皆様にとって身近でかつ地域のニー
ズに対応したテーマで開催する公開講座です。
各講座では、第一線で活躍される先生方から、
テーマに沿った最先端の話題や取組などを直に
学ぶことができます。講座はすべて受講料無料
申込みは不要です。
現在３回の講座が終わりました。合わせて１
５５人が受講してくださいました。受講者の満
足度は、どの回も100％に近かったです。
「ロコモや生活習慣病予防の食事の仕方、飲動
物性タンパク質（村上の鮭）摂取の効果等がよ
く理解でき、健康寿命をのばそう思った。」
「地域の災害、避難を想定し、率先避難者にな
りたい。自主防災会の運営に役立つ話だ。」
「認知症の正しい知識が得られた。家族に患者
を抱えているが、先生の言葉が今日からの力に
なった。」等の感想が寄せられました。
第７回目の山形県鶴岡市立加茂水族館の前館
長村上龍男様をお迎えしての講座は、センター
ホール受付にて、午後１２:３０より整理券を
お渡しします（先着186名）。また、同施設内
大研修室にて、ライブ中継も行います。
回

期

日

４

８月１日（土）
13:30～15:30

５

演

題

【第１回連携公開講座 講師：斉藤トシ子様】
（会場：村上市生涯学習推進センター）
今後も、下記の表のように５回の講座を行い
ます。地域農業、健康、化石など、興味深いお
話が聴けます。お子様からご高齢の方まで大勢
の皆様のご参加をお待ちしております。

６月１９日に県立生涯学習推進センター大
研修室で、一般財団法人インターネット協会
インターネット利用アドバイザー 大久保真
紀さんを講師にお迎えし、講習会を開催しま
した。
学校関係者や生涯学習関係者、一般県民の
方々など、６０名の参加がありました。
講師の方からは、青少年のインターネット
トラブルやいじめの実態について、ＬＩＮＥ
やtwitterの事例、ビデオ教材等を取り上げな
がら分かりやすく解説していただきました。
また、子どもがスマートフォンを利用する
ためのルール作りについては、保護者が子ど
もと話し合って決めていくことの重要性を改
めて意識することができました。
インターネットを利用した新しいサービス
の普及により、いつでも、どこでも、だれと

家庭教育支援者

県内の学習機会や施設などの情報発信室

ステップアップ研修会
講

師

会 場

新潟中山間地の
地域農業のゆくえ

新潟大学 農学部
助教
伊藤 亮司 様

津南町文化センター

９月８日（火）
10:00～12:00

北前船の歴史と役割

新潟大学 人文学部
教授
原
直史 様

胎内市乙地区交流施設
きのと交流館

６

９月25日 (金)
10:00～12:00

足腰鍛えていきいき人生～
ロコモ予防、介護予防～

新潟医療福祉大学
教授
小林 量作 様

聖籠町町民会館
小ホール

７

10月３日（土）
13:30～15:30

落ちこぼれが作った世界一
のクラゲ水族館～館長のよ
もやま話～

鶴岡市立加茂水族館
前館長 村上 龍男 様

県立生涯学習推進ｾﾝﾀｰ

８

11月22日 (日）
10:15～12:15

糸魚川ジオパークの地質と
化石～恐竜化石の発見をめ
ざして～

新潟大学 理学部
教授
松岡 篤 様

でもコミュニケーションをとることができる環境
が整っています。
主催者として、青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用するための学習機会を積極的に
設けていくことの大切さを実感いたしました。

生涯学習相談コーナー
各種資料（講座、研修会、イベント情報な
ど）が豊富に揃っています。相談員がＰＴＡや
公民館、市町村等で行う講座の講師探しな
どのお手伝いもしています。ぜひ、生涯学習相
談コーナーをのぞいてみてください。きっと役

立つ情報を得ることができます。お待ちし
ております。

（県内２会場にネット配信）

糸魚川地区公民館

※第１回～第３回は終了いたしました。
いきいき県民カレッジ
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