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地域連携を担当する教員研修会
～「開かれた学校」から「地域とともにある学校」へ～
【地域連携担当教員研修会Ａ】

【

真柄

正幸様（アグリパーク教育ファーム園長）】

本研修会は、地域とともに歩む学校づくりを推進する
ため、各校の地域連携を担当する教員の皆様を対象とし
て実施している研修で、今年度で３年目になりました。
今年度は、昨年度と同様の研修とは別に、管理職や行政
担当者にも理解を深めてもらうため、管理職等の研修会
「地域との連携・協働を推進するための管理職等研修
会」を初めて実施しました。
Ａ 研 修 は、5月9日（月）・11日（水）・16日（月）に
上・中・下越の３会場で実施し、約200名の参加があり
ました。講師に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。
【地域との連携・協働を推進するための管理職等研修会】

管理職等研修は、5月17日（火）に当センターで実施
し、73名の参加がありました。この研修は文部科学省
の御協力をいただき、初等中等教育局参事官（学校運
営支援担当）付専門職の相田康弘様から、講義「地域
とともにある学校づくりのためのマネジメント」及び
まとめ講義をしていただきました。また、演習の講師
として国立教育政策研究所社会教育実践センター専門
調査員の尾山清龍様から「地域の力を生かした学校経
営」の御指導をいただきました。
どちらの研修もアンケート結果では、「研修が今後
の活動に役立つ」と肯定的に答えた方は95％以上でし
た。また、「今回の研修後、どのように取り組んでい
くか。」を書いていただき、具体的な力強い決意が数
多く挙げられていました。その決意を各校で実践に結
び付けていただくことがこの研修会のねらいですの
で、確実な実践を期待しています。

Ｂ研修のお知らせ
※Ｂ研修は対象地区を指定し、下記の5会場で午後から
開催します。
１ 地区・期日・会場
地
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下

越 8月 1日（月）

県立生涯学習推進センター

佐

渡 8月 4日（木）

アミューズメント佐渡

中越① 8月 5日（金）
上

越 8月 8日（月）

中越② 8月 9日（火）

【相田

康弘様】

（文部科学省初等中等教育局）

【尾山

清龍 様】

場

燕市吉田産業会館
上越地域振興局
魚沼市中央公民館

２

内容

事例発表、演習 、まとめ講義

３

講師
国立教育政策研究所社会教育実践センター

（国立教育施策研究所）
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にいがた未来創造講座①

「にいがた未来創造講座①」は、地域の様々
な課題に対応した学習機会の充実を図るため
に、事業の企画立案のポイントやその手法につ
いて学び、企画力・指導力の向上を図ることを
目指し実施しています。

今年度は「日本一楽しい研修会！」と全国的
に評判の会議ファシリテーター普及協会釘山
健一・小野寺郷子両氏をお招きし、「みんなが
元気になる楽しい会議のテクニック」という
テーマで6月29日に実施しました。
私達は職場や学校、地域等色々な場面で会
議を行います。会議をただ真面目に参加する
ものから、参加者を元気にするものへと変え
るポイントやその手法について学び、会議力
向上を図ることを目指しました。当日は、会
議室を装飾するなど参加者が来ただけで「楽
しい」と思える雰囲気作りが行われ、理想の
会議のあり方として｢楽しい｣だけでなく「意
見を聴き合う」「時間を守る」ということも
強調されました。参加者アンケートは肯定的
評価が１００%であり研修がそれぞれの会議
を生き生きとしたものにしていくきっかけに
なったのではないでしょうか。

地域コーディネーター養成スクール
学校・家庭・地域の連携・協働を進める人材
の確保を目指し、県内２会場において、次のよ
うに３回シリーズで研修を開催しています。
☆第１回
６月１０日（金）刈羽村ラピカ
６月１７日（金）県立生涯学習推進センター

宇都宮大学准教授 佐々木 英和様を講師に、
「地 域 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 役 割」に つ い て 講
義・演習を行いました。コーディネーターの意
義 や 役 割、地
域と学校が同
じ 目 標・ビ
ジョンをもつ
た め の「熟
議」の 手 法 に
つ い て、演 習
を通して体験
的に学習しま
した。
【第１回

☆第２回
７月６日（水）刈羽村ラピカ
７月８日（金）県立生涯学習推進センター

前半は、ＮＰＯ法人まちづくり学校の山賀
昌子様から、ファシリテーショングラフィッ
クを使った話合いについて、後半は、地域連
携コーディネーター、地域連携担当教員、市
町村地域連携担当職員の３名の方からの地域
連携の事例発表を受け、コーディネートのポ
イントを学びました。
☆第３回
９月１５日（木）刈羽村ラピカ
９月１６日（金）県立生涯学習推進センター

地域コーディネーターとして地域で活動す
るために、企 画力・実践力の 向上を めざ し
て、学社融合研究所代表 越田 幸洋 様か
らご指導をいただく予定です。

会場：刈羽村ラピカ】

いきいき県民カレッジ

平成２８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

６月３０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、３２名の参加がありました。
講師の方からは、青少年のスマホ・ネット利
用の実態や問題点、対処方法について、具体的
な事例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、学校や地域の取組をテーマにしたグ
ループワークの時間を設けるなど、参加者の実
態に即した情報交換が行われました。ＳＮＳ、
ネットショッピング等のインターネット上の
サービスの多様化、青少年へのスマートフォン
の普及により、インターネットは生活に欠かす
ことのできないものとなっています。

様

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。

家庭教育支援者

いきいき

ステップアップ研修会

県民カレッジ夏号
学ぶことは、私
達一人一人の生涯
を通じての希望で
す。本 県 で は「い
つ で も、ど こ で
も、自分の希望す
ることを学ぶ」こ
とを具体化するた
めに『いきいき県
民カレッジ』を開
学しています。あ
なたも『いきいき
県民カレッジ』の
扉を開いてみませんか？きっと何かが見つかる
はずです。夏号は県内各所に設置されていま
す。情報は、本センターHP「ラ・ラ・ネット」
でもご覧頂けます。

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

これからの上映予定

映画・ビデオ観賞会
当センターで保有している視聴覚教材や貴
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。【入場無料・定員１８６名・先着順】

映画・ビデオ鑑賞会 上映開始：１３時３０分
７月２４日(日)
「いわさきちひろ～２７歳の旅立ち～」
８月２８日(日)
「原爆の日」
※ 再上映 ９月１日（木）
９月２５日(日)
「真昼の暗黒」
季節の上映会

上映開始：１３時３０分

７月１４日(木)「映像でつづる昭和の記録」
「寝屋子～海から生まれた家族～」
２１日(木)「四万十川」
８月１１日(木）「人間の翼～最後のキャッチボール～」
２５日(木)「火垂るの墓」「井原西鶴」
９月１５日(木)「映像でつづる昭和の記録」
「老いと病 家で過ごす場合」
２９日(木)「午後の遺言状」

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book
「会議の目的は決めることではない。参加者の
行動を促すことだ」
（にいがた未来創造講座）

“目からウロコ”の研修会キーワードより

「妄想クリエイターになりましょう！」
（家庭教育支援者養成研修）

家庭教育の現状や願い、課題を踏まえたうえで、
どんな支援ができそうか、というグループワークの
際の指示です。メンバーの特技を生かして、妄想を
広げなさいという意味あいです。料理が好き、髪を
切れる、菜園が好き、おしゃべり大好き…、などメ
ンバーの特技を生かしてできることを妄想するので
す。実現の可能性などは無視するブレインストーミ
ングに似ています。「妄想」という言葉によって、
豊かで夢のある発想につながりました。

会議ファシリテーター普及協会代表の言葉です。
もっといい結論があるのではないか、と時間を無視し
て行う会議は愚の骨頂。結論は二の次。定められた時
間の中で合意したことを参加者が気持ちよく行動に移
すことが大事なこと。人は楽しいから動くのであっ
て、しぶしぶ合意したことには後ろ向き。だから、会
議は楽しくなければならない、ということです。
季節は夏に向かいます。当センターでは、社会教
育や学校教育にかかわる充実した研修講座 を ライン
ナップ中です。“学びの夏”へのご参加をお待ちし
ております。
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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

