
 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/ 

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

【あなたも「社会教育主事」資格の取得を！】 

 

新年にあたり、みなさまのご健康とライフステー

ジに応じた生涯学習の充実をお祈り申し上げます。

本年も、当センターの研修講座や学習相談をご活用

いただきますようよろしくお願いいたします。 

さて、地域創生や教育改革において社会教育主事

の必要性が高まっていますが、有資格者が不足して

います。専門的教育職員である社会教育主事の「ま

とめる」「つくる」「いかす」力が求められている

のです。  

これからの上映予定 

映画・ビデオ観賞会 

季節の上映会 

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book  

当センターが保有している貴重な映像を毎

月３回（「映画・ビデオ鑑賞会」日曜日１

回、「季節の上映会」平日２回）上映してい

ます。 

会場は、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。 

定員186名（先着順）で入場は無料です。 

 

皆様のお越しをお待ちし

ております。 

 

映画・ビデオ鑑賞会  上映開始：13時30分 

  

１月２２日（日）「おじいちゃんの里帰り」 

２月２６日（日）「雪豹」 

        「山に生きるまつり」  

３月２６日（日）「バルカン超特急」              

季節の上映会 上映開始：13時30分 

１月２６日（木） 

   「ヘレンケラーを知っていますか」   

２月１６日（木） 
「映像でつづる昭和の記録」「魂の教育 エル・システマ」 

２月２３日（木） 

    「米百俵～小林虎三郎の天命～」     

３月１６日（木） 
 「自作教材コンクール入賞作品」「良寛をもとめて」 

３月２３日（木） 

     「芦沼」「千夏のおくりもの」 

下記の受講機会を活用し、計画的に単位を取得して

ください。何年かに渡る分割講習も認められます。資

格取得には、27日間にわたる4科目9単位が必要です。 

◆当センターで毎年１～２月にネット配信で受講でき  

 ます。 

◆上野の国立教育政策研究所社会教育実践研究セン 

 ターで、毎夏受講できます。 

◆新潟大学では、夏季に4年に1回のペースで開講して 

 います。（’19年度予定） 

◆放送大学の対応科目履修により、単位認定を受ける 

 ことができます。（部分） 

                い き い き 県 民 カ レ ッ ジ 
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ラ・ラ・ネットから情報発信してみませんか？ 

マイページ登録団体募集中！！ 

            新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」 

 『ラ・ラ・ネット』（新潟県生涯学習情報

提供システム）上に「マイページ」という

ホームページを簡単に作ることができまる

サービスがあります。もちろん無料です。宣

伝や広告も表示されず、セキュリティも万全

なので安心して御利用いただけます。  

 県内で活動しているサークルや団体の情報

を『ラ・ラ・ネット』を使って発信してみま

せんか？現在、マイページ登録団体は４００

を超えています。 

 

Ｑ１ どのような団体が利用できるのですか？ 

Ａ１ 新潟県内で活動している生涯学習関係 

  の団体（公民館等）やサークルです。教 

  職員の学習サークルも御利用できます。 

 

Ｑ２ どんなことができるのですか？ 

Ａ２ ① 団体やサークルの紹介 

   ② イベントや講座等の登録と告知 

   ③ 活動の様子を紹介できるブログ 

   ④ その他（お知らせ等） 

 

Ｑ３ 登録するにはどうすればいいのですか？ 

Ａ３ ① 『ラ・ラ・ネット』にアクセス 

     URL http://lalanet.gr.jp/ 
      

   ② 下記アイコンをクリックし、メー   

    ルアドレスを入力して送信します。 

  

  

 

    

   

   ③ 自動送信されたフォームに必要事  

    項を入力して送信します。 

④ センターで内容を確認後、ID・PWを 

 メールでお知らせします。 

 

⑤ ラ・ラ・ネットトップページ右上のロ  

 グイン（情報提供者向け）をクリック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ID・PWを入力して、マイページを編集し

ます。操作方法については、手引書（ＰＤ

Ｆ）をダウンロードして御確認ください。 

 

  

○ 思ったより簡単にホームページが作成 

 できました。活動日記でイベントの様子  

 を伝えることができ、とても便利です。 

○ 市のホームページとマイページを使い  

 分けています。マイページは気軽に、そ  

 して安心して情報発信ができます。多く  

 の公民館にも使ってほしいです。 

○ サークルとして、独自のホームページ 

 から情報発信することは難しいと思って  

 いましたが、ラ・ラ・ネットのマイペー 

 ジなら簡単に作成でき、情報発信ができ 

 るのでとても便利です。 

マイページ Ｑ＆Ａ 

マイページ利用者からの声を紹介します!! 



家庭教育・子育て電話相談  

すこやかコールからのお知らせ 

 当センター１階には生涯学習相談コーナー

を開設しています。コーナーでは県内の生涯

学習に関する資料やイベントのチラシ等を御

覧いただくことができます。 

 また、相談員が常駐し、生涯学習に関する

相談を受け付けています。今年度は１２月末

現在で８４４件の相談がありました。 

 １０月～１２月に生涯学習アンケートを実

施しました。その結果をお知らせします。 

１ 興味のある生涯学習は？ 
  ① 教養的なもの（歴史、文学等） 

  ② 趣味的なもの（音楽、美術等） 

  ③ 社会問題に関するもの（社会、時事等） 

２ 生涯学習の情報元は？ 
  ① 公共施設（推進センター等） 

  ② 新聞・雑誌 

  ③ チラシ・ポスター 

３ 生涯学習の場所は？ 
  ① 公民館などの公の機関 

  ② 民間の講座や教室、通信教育 

  ③ 図書館、博物館、美術館 

４ 生涯学習を推進するためには？ 
  ① 利用できる施設を増やす。 

  ② 市民のニーズに合った講座にする。 

  ③ 相談体制を充実させる。 

５ 自由記述 
○パンフレット等幅広い情報が得られてありがたい 

 です。 

○歴史関係の講座で現地見学や説明の機会あったら 

 よい。（有料でもよい） 

○施設の充実を図り、だれでも参加できる場を多く 

 つくってもらいたい。 

  

 ラ・ラ・ネットのデータベースには、未

公開の方も含めて1,000名以上の方から指導

者登録をしていただいています。自分の経

験や知識を県民の皆様に提供してくださる

指導者の登録をお待ちしています。 

 どなたでも生涯学習に関する相談ができ

ます。更に充実した生涯学習相談を進めて

まいります。お気軽に御利用ください。 

  

 

 

 

 

  
 平成28年度、すこやかコールの相談件数

は若干減少傾向にありますが、1件あたりの

相談時間は長くなっています。また、17時以

降の相談の割合が高くなり、家に帰る前に相

談をすることで気持ちの切り替えをしている

方もいます。 

 相談内容としては、乳幼児期は「授乳や離

乳」「排泄」、学校に入学すると「学校生活

や友達関係」等の相談が多くなり、「思春期

や反抗期」の相談も多い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 今年度は、｢すこやかコール｣のポスター 

を企業やコンビニエンスストアー等にも配 

付し、県民への周知を図っています。家庭 

教育や子育てについて悩みを抱えている方 

に、一人で抱え込まずにすこやかコールを 

活用していただけるよう、相談者に寄り添 

い、一緒に考える事を第一に相談をお受け 

しています。 

 

                い き い き 県 民 カ レ ッ ジ 

生涯学習相談アンケート ー御協力ありがとうございましたー 

１１月１７日に県立生涯学習推進センター制作

演習室で、金沢星稜大学の佐藤幸江教授、立命

館大学の北村順生准教授を講師にお迎えし、研

修会（ミニ・レクチャー、ワークショップ）を

開催しました。 

      ◇平成28年度メディア研修特別講演会◇ 

「地域に残る映像資料の活用ワークショップ  

  ～昭和の新潟を伝える映像資料の教育や市民講座での活用～」 

 

学校関係者や社会教育関係者、大学生など、１

２名の参加がありました。 

前半のミニ・レクチャーでは、地域映像を学

校教育や社会教育で活用するよさ、地域映像を

提供する側のシステムの在り方を具体的な事例

をもとにご講話いただきました。 

後半のワークショップでは、地域映像を活用

した授業プラン、講座プラン作りをグループに

分かれて行いました。作業に当たっては、新潟

大学地域映像アーカイブセンターの協力を得

て、貴重な映像資料を利用させていただきまし

た。各グループの発表を通して、学校教育から

社会教育までの幅広い視点で意見交換ができま

した。 

今回の研修会は、地域映像の価値や活用する

取組の意義について、参加者一人一人が考えを

深めるよい機会になったことと思います。 

 １１月にラ・ラ・ネットのアンケート機能を使って、生涯学習Niigataに関するアンケー

トを実施しました。２０名の方から回答していただきました。ありがとうございました。そ

の結果をお知らせします。 

 

 

 

            新潟県生涯学習情報提供システム 「ラ・ラ・ネット」 

生涯学習Niigataアンケートの結果 ～ラ・ラ・ネットアンケート～ 
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工夫していきます。 
今まで通りの回答が多く、今

後も隔月で発行します。 

肯定的評価が増えるような内

容にしていきます。 

自由記述（一部紹介）・・・・・貴重な御意見ありがとうございました。 
○職員に回覧し各種講演会等への参加を呼び掛けています。これからも情報提供をお願いいたします。 

○生涯学習について，県内での様子が完結にまとめられていてありがたい。職場の学校職員にも読んでほしいので回覧

している。教員は忙しいので，2ページ程度にまとめられていると読んでもらいやすいかもしれない。メールでPDF

ファイルとURLが送られてくるので，希望する形式で目を通したり回覧出来るのでありがたい。 

○平成4年8月発行の創刊号よりお預かりしています。いつもご送付いただきありがとうございます。今後ともよろしく

お願い申し上げます。千葉市生涯学習センターHPもぜひご覧ください。 

 生涯学習Niigataを読んだことがありますか？    生涯学習Niigataの発行回数について    生涯学習Niigataの記載内容について 


