
 新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」」 

 https://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

材機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：https://www.lalanet.gr.jp/ 

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

2020年 干支は子（ねずみ） 

～新しいサイクルのスタート～ 

 あけましておめでとうございます。2020年は東京

で2回目のオリンピックが開催される日本にとって

大きな節目となります。そして今年の干支は、「子

（ねずみ）」にあたり、再び十二支のサイクルがス

タートする年です。この十二支はよく植物の成長に

例えられます。一番初めの干支である子年は成長に

向かって種子が膨らみ始める時期です。新たな物事

に取り組み始めるには絶好の年です。また、ねずみ

は「ねずみ算」と言う言葉があるように、子ども 

これからの上映予定 

映画・ビデオ鑑賞会 

季節の上映会 

(Lifelong Learning Promotion Center) 

当センターが保有している貴重な映像を中

心に毎月３回上映しています。（「映画・ビ

デオ鑑賞会」日曜日１回、「季節の上映会」平

日２回）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。今

後の上映予定作品は右のとおりです。皆様

のお越しをお待ちしております。 

なお、鑑賞会・上映会共に「いきいき県民

カレッジ」の対象になっています。 

映画・ビデオ鑑賞会  上映開始：13時30分 

１月26日（日）「ミッドナイト・バス」 

２月16日（日）「阿賀に生きる」 

３月29日（日）「アルプスの少女ハイジ」 

季節の上映会 上映開始：13時30分 

１月16日（木）「巴里のアメリカ人」 

１月23日(木）「雨に唄えば」 

２月13日（木）「越後奥三面（前半）」 

２月20日（木）「越後奥三面（後半）」 

３月12日（木）「自作教材コンクール入賞作品」 

３月26日（木）「あらいぐまラスカル」 

をどんどん産んで増やす「子孫繁栄」を表していま

す。令和オリンピックを起爆剤に人口減少に少しで

もブレーキがかかる年にもなればと思います。また、

子年の人は、「ねずみ＝寝ず身」とされ真面目に働く

人が多いと言われます。倹約家で財を成すことがで

きます。また、ねずみはどこでも生きていける生命力

があり人や場所をえり好みしません。環境への適応

力が高く、誰とでも付き合っていけるのが特徴です。

コミュニケーション能力が高いそうです。地域の中

で、誰とでも付き合いがよく活躍している人がいた

ら、その人はもしかしたら子年かもしれません。  

                   上映予定・LLPC・アクセス 
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              「ラ・ラ・ネット」マイページ登録方法 

 「ラ・ラ・ネット」（新潟県生涯学習情報

提供システム）には、「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。  

 現在、マイページ登録団体は460を超えてい

ます。県内で活動しているサークルや団体の

皆さん、講座や活動日記などの情報を発信し

て仲間を増やしたり、広報を行ったりしてみ

ませんか。 

○ 講座の広報に困っていたので、大変助 

 かりました。また、併せて指導者にも登  

 録させていただきました。自分の学びが  

 皆さんに伝えられるとうれしいです。 

○ 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。 

○ 「い・い・ね！」ボタンを活用すると  

 ランキングに反映されるので、常に広報 

 することができてちょっとお得です!! 

 

 さあ、あなたのグループも広報してみましょう!! 

 

 

 

 

 

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 

 の団体やサークルです。教職員の学習サ 

 ークルも御利用いただけます。 

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 https://www.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 内容を確認後、ID・パスワードを 

    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・パスワードを入力し 

       て、マイページを編集します。操作 

       方法については、手引書をダウン 

       ロードして御確認ください。 
 

 

 
 

ラ･ラ･ネットを使って情報発信しませんか？ 

簡単&無料で 

ホームページが

開設できます！ 

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!! 



「家庭教育支援実践研修」は、「家庭教育

支援者養成研修会～スキルアップ講座～（以

下、家教支養成研）」の修了者等が、小学校

の就学時健康診断時等で行う家庭教育講座の

講師を務めるもので、県内10か所で実施して

います。今回は、弥彦小学校の様子をお伝え

します。 

 弥彦小学校では、３名の家教支養成研の修

了者が講師を務めました。テーマは、「子ど

ものやる気をサポート」。メインの活動は、

保護者が普段言いがちな「ネガティブワー

ド」を「やる気もりもりワード」にするに

は、どう言い換えたらよいかでした。参加保

護者は積極的にグループでアイディアを出し

合い、最後に県が作成した「家庭教育支援ガ

イドブック」（https://www.pref.niigata.lg.jp/

sec/syogaigakushu/1356789480279.html）を使っ

て、講師が子どものやる気を引き出すポイン

トをまとめました。  

保護者が家庭教育で大切なことを再確認で

きただけでなく、保護者同士が顔見知りにな

ることもできたとの声が聞かれました。ま

た、講師を務めた研修修了者は、「緊張した

が、貴重な経験をさせていただいた。」と話

していました。 

 生涯学習推進センターでは、今後も県内の

家庭教育の推進が図られるような事業を行っ

ていきますので、御理解と御協力をお願いし

ます 。 

 

 

 

 

 

 

 

【弥彦小学校での研修の様子】 

            家庭教育支援実践研修  いきいき県民カレッジ「活用手帳」 

家庭教育支援実践研修レポート 

 単位がたまると県知事名で表彰されるため、 

日々の活動の励みになる取組です。たくさんの 

学校や公民館等からの実施機関へのお申し込みを 

お待ちしてお待ちしております。 

  「いきいき県民カレッジ」では、皆様が

これまで様々な機会に学んでこられた知識

や技を学校・地域で生かす取組として、

「成果活用促進事業」を平成29年度から始

めました。これは、学校農園での畑の先

生、放課後子ども教室や土曜学習教室、ク

ラブ活動での指導、登下校時の見守りボラ

ンティアをはじめ、 図書館等での絵本の読

み聞かせ、公民館等での子育てサークルや

家庭教育支援などの活動を「単位」として

県が認定していくという取組です。活用手

帳のスタンプをためていただくことで、御

自身のやりがいにもつながります。ぜひあ

なたの力を地域で生かしていきませんか。

詳しくは、「ラ・ラ・ネット」または下記

の電話番号にお問い合わせください!! 
 

 ☎ ０２５－２８４－６１１０ 

   （生涯学習推進センター学習振興課） 

  「いきいき県民カレッジ成果活用促進事業」について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでのカレッジの受講手帳（緑色またはク 

リーム色）のほかに、『活用手帳』（オレンジ 

色）ができました。 

生涯学習相談アンケート 
～御協力ありがとうございました!!～ 

生涯学習相談アンケート 

 当センターの１階に生涯学習相談コーナーが

開設されています。そこ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。社会教育に関するチラシや

広報紙などの配架も随時受け付けています。 

 また、専門の相談員が常駐し、生涯学習に関

する相談を受け付けています。お気軽にお問合

せください。 

 

 今年度学習相談を活用した中で、メールアド

レスが分かる方を対象に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 生涯学習相談の利用回数はどのくらいです 

 か。 

  ・はじめて利用   72% 

  ・２回から４回利用 17% 

  ・５回以上利用   11% 

 

２ 指導者（講師）はどのようにして探しまし  

 たか。 

  ・ラ・ラ・ネットで探した     34% 

  ・当センターの学習相談を使用した 33% 

  ・学校関係者から紹介してもらった 33% 

 

３ 生涯学習相談の結果はどうでしたか。 

  ・大変よかった 83% 

  ・よかった   17% 

 

４ 紹介した指導者（講師）はどうでしたか。 

  ・大変満足した 82% 

  ・満足した   18% 

 

  

 アンケート結果から、当センターの学習相談

をはじめて利用される方の多くが、利用してみ

ると相談の過程にも、指導者にも大変満足して

いただいていることが分かります。今後も相談

者に満足してもらえる環境を整えていきます。 

 学習相談コーナーや新潟県生涯学習情

報提供システム「ラ･ラ･ネット」（ホー

ムページ）に関するアンケートの結果を

お知らせいたします。 

 

１ 生涯学習相談コーナーを知っていま 

 すか。 

  ・知っている  54% 

  ・知らない   16% 

  ・未記入    30% 
 

２ ラ･ラ･ネットを知っていますか。 

  ・知っている  17% 

  ・知らない   31% 

  ・未記入    52% 
 

 生涯学習相談コーナーやラ･ラ･ネット

の周知のため、様々な広報に努めていき

たいと思います。 

  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名を超える方か

ら指導者登録をしていただいています。

今回のアンケート結果からも、指導者の

方々に対する評価も非常に高いことが分

かります。講座の広報や指導者をお探し

の際はぜひ、ラ・ラ・ネットを御活用く

ださい。 

 また、生涯学習に関する相談について

も、高い肯定的な評価をいただきまし

た。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

進めていきますので、お気軽に御利用く

ださい。なお、生涯学習相談のボラン

ティアも募集しています。興味のある方

は御連絡ください。 

 

生涯学習相談に関するお問合せは・・・ 

   

  ☎ ０２５－２８４－６１１９ 


