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平成21年度 第２回ボランティア活動推進研修会
９月９日（水）、『平成２１年度 第２回ボランティア活動推進研修会』を実施しました。今回は「学びに活かすボラン
ティア活動」をテーマに県外の事例発表も入れ、より実践的な研修会となるように企画したところ、高等学校教職員
等から多くの参加を得ました。

講義「青少年の心をはぐくむボランティア活動」
講師：全国体験活動ボランティア活動総合推進センター
中根 惇子 氏
「ボランティア学習」がなぜ今必要とされているのか？
「ボランティア学習」とは一体どのようなものなのか？
活動を進めていく上での基本的な考え方、心構えについての
講義。しっかりと子どもと向き合うことは大人の責任であり、そうす
ることで子どものボランティア精神は育つ。ボランティア＝「お互
いさま」の精神。

事例発表「神奈川県の事例に見る学校を拠点としたボランティア活動の推進について」
発表者：神奈川県立逗子高等学校 サービスラーニングセンター担当総括教諭 松本 一彦 氏
県立高校全ての生徒へのチャレンジボランティアパスポート配布、ボランティア活動の単位認定といった全県
的な取組のもとに実施されている、高校スタイル別推進事例の紹介。
県立逗子高等学校では、校内に専門的なボランティア推進センターを設置し、生徒の主体性を生かしてい
る。課題もあるが、生徒の成長は著しいものがある。
ボランティア活動推進のためのシチズンシップ・サービスラーニングによる学びを取り入れた推進手法の紹
介。

演習
グループに別れ、「学びの場としてボランティア活動
を推進する学校内ボランティアセンター作りの検討」
をテーマに協議・発表。

「生涯学習機関等の連携に関する実践研究交流会」のご案内
12月17・18日の両日にわたり、国立教育政策研究所と新潟県教育委員会との共催で「生涯学習機関等の連携に関
する実践研究交流会」を当センターにおいて開催することになりました。例年、上野にあります国社研で開催されてい
たこの交流会が初めて地方で開催することになり、最初に新潟県に白羽の矢があたり大変喜んでいるところです。
さて、この実践研究交流会では、“つなぐ、ひろがる、学びの交流会”をテーマに、生涯学習・社会教育に携わる関係
者が一堂に集い、国内の先進的な実践や成果を上げている実践をもとに交流し、連携・協力の推進方策等について
研究協議することになっています。また、生涯学習関係のスペシャリストの方々を招いての特別講義やパネルディス
カッションも行われます。
こうした全国レベルの交流会を開催できることを、今からワクワク楽しみにしています。皆様も興味がありましたなら、
当センターのホームページ（http://www.lalanet.gr.jp/nlpc/）をご覧ください。

社会全体で子どもをはぐくむ運動フォーラムの参加者を募集中
テーマ「地域で支える子育て～具体的な支援や連携のあり方を探る～」
子どもを育むことの困難さが社会全体の問題となっている今日、親も含めた地域のおとな一人ひとりが、子どもを
育て、子育てを支えるために何ができるのか、考えてみませんか。
講演には、「子どもをたくましく育てたい」と、子ども文化の研究に精力的に取り組み、放課後の子どもの居場所や
家庭教育にも造詣が深く、全国各地でご活躍中の千葉大学教授の明石要一氏をお招きします。
どなたでも参加できますので、どうぞ、フォーラムにご参加ください。
◇日 時 12月６日(日) 13:00～16:30（活動紹介は13:00～）
◇会 場 長岡市中之島文化センター（マナビィプラザなかのしま）
◇講 演 「家族の絆の創造～子育て支援の方程式～」
明石 要一 氏（千葉大学教授）
◇研究協議（事例発表）
・柏崎市家庭教育支援チーム「よろんごの木」
・魚沼市家庭教育支援チーム「ひまわり」
・長岡子育てライン「三尺玉ネット」
コーディネーター 雲尾 周 氏（新潟大学大学院准教授）
◇ポスターを通しての活動紹介（10:30～16:30）
◇子ども向けコーナー（絵本の読み聞かせなど）（10:30～12:00）
◇申込期限 11月24日(火)(当日の受付も可)
◇申込方法など詳しくは、
新潟県教育庁中越教育事務所社会教育課 電話0258-38-2652 ＦＡＸ 0258-38-2682
または、新潟県教育庁生涯学習推進課 電話 025-280-5617 FAX 025-284-9396 まで

学校地域支援本部事業成果発表会のご案内
この研修会は，県内の先進的な事例発表などを通して「学校支援地域本部」で学校がどう変わったかを研修します。
ぜひ、おいでください。
◇日 時 平成21年12月11日(金) 10:00～15:30
◇内 容 講演：講師 木村清一氏（桐蔭横浜大学客員教授、日本ボランティア学習協会常任理事）
実践発表：妙高市学校支援地域本部、南魚沼市学校支援地域本部
グループワーク
◇会 場 長岡市立劇場（長岡市幸町2-1-2 Tel 0258-33-2211 Fax 0258-33-2254）
◇対 象 コーディネーター、ボランティア、教員、学校支援地域本部事業に関心のある方々など
◇主 催 新潟県教育委員会
◇参加申込方法 申し込み書に必要事項を記入し、下記に郵送またはFax でお申し込みください。
申し込み締切 平成21年11月27日（金） 必着
申し込み・連絡先 新潟県立生涯学習推進センター
〒950-8602 新潟市中央区女池南3-1-2 Tel 025-284-6110 Fax 025-284-6019

『ラ・ラ・ネット』 トップページをリニューアル
新潟県生涯学習情報提供システム『ラ・ラ・
ネット』では、県内の様々な生涯学習情報を
インターネットで提供しています。
10月31日よりトップページのデザインを変更
しました。
今後、様々な特集情報も提供していく予定
です。
マウス操作だけでも簡単に検索できますの
で、ぜひご利用ください。
「学習機会」情報と「いきいき県民カレッジ」
情報は、携帯電話からも検索可能です。
なお、ラ・ラ・ネットでは、学習機会（イベント
情報なども含む）や指導者情報の提供を募
集しています。
掲載希望のある方は、ラ・ラ・ネット右側の
「情報募集中」のコーナーからどうぞ!!
ラ・ラ・ネットのアドレスは、

http://www.lalanet.gr.jp/
です。
携帯版は、

http://www.lalanet.gr.jp/m/
からどうぞ。

いじめ根絶に向けてDVD教材『ハードル』の活用を!!
昨年度購入したDVD教材『ハードル』を、９月に当センターホールで一般の方々を対象に映写会を実施いたし
ました。身近なテーマのアニメだけに、子ども達は真剣な表情で画面に見入っていました。涙する大人の方なども
いて大変な反響がありました。
＜上映会に参加した方々の声＞
●
いじめはどんな理由があろうといじめた方が100％悪い。子どもに接し、その事をしっかり教えていく。大人は体面
を保つために悪知恵が働く、いけない事である。子どもたちの台詞は名言であった。
●
泣いてしまいました。小学校の道徳の教材に使ってほしいです。
●
もっと大勢の子どもに見せてやりたいです。素晴らしいアニメ『ハードル』をありがとうございました。
＜物語について＞
主人公のレオンは小学校６年の時に万引き犯人と誤解されるが大人は彼の言うことを聞かずに傷ついてしま
う。やがて中学生になっとき、父親の失職により母の実家で暮らすことになる。そこで、バスケット部への入部を
断ったことからいじめへのターゲットとなり生死の境をさまよう事件が起きてしまう。真実を隠そうとする大人と正
義を守るための子どもたちの行動を描く。
いじめや尐年犯罪、不登校など子どもたちを取り巻く問題をテーマにした「自分を信じ、心のハードルを飛び
越える勇気をもってほしい」というメッセージが込められた青木和雄さん原作の物語です。
文部科学省選定、推薦：社団法人日本PTA全国協議会（アニメ84分）
学校現場において小学校高学年・中学生対象の教材です。保護者の方々と一緒にご覧になりいじめについて
考える機会に活用してみてはいかがでしょうか。なお、貸出できるDVDは１本しかありませんのでお早めにご連絡
ください。
詳細は新潟県立生涯学習推進センターへ(025-284-6110)

◆ 1 1 月 2 2 日 （ 日 ） 1 3 : 0 0 ～14:45
『愛の黙示録～尹鶴子の生涯～』
・1996 年 制 作、劇 映 画、100 分
◆1 2 月1 3 日（ 日） 1 3 :0 0 ～1 4 :4 0
『めぐみ～引き裂かれた家族の30年～』
・2006年制作、アメリカ映画、88分
◆1 2 月2 0 日（ 日） 1 3 :0 0 ～1 4 :5 0
『仔鹿物語』
・1991年制作、劇映画、116分
●
●
●
●
●
●

各回とも、開場は上映開始の30分前となります。
入場無料、申込不要、先着順(186名)
会場：県立生涯学習推進センター・１Fホール
運営：映画ボランティアの会
駐車場：鳥屋野潟公園の駐車場をご利用ください。
詳しくは、センターホームページをご覧ください。
(http://www.lalanet.gr.jp/nlpc)

※ 事情により内容を変更する場合があります。

『物づくり体験塾in越前浜』
◇内容：越前浜を拠点に活動する芸術家に習いなが
ら工芸作品を作ります。
第１回目は、藍染めの技法を体験しながら
オリジナルハンカチを作ります。
◇日時：12月5日(土)
◇場所：県立青尐年研修センター
◇対象：県民一般（小学生以上）
◇定員：30人（先着順）
◇講師：星名康弘さん（染め作家・越前浜在住）
◇参加費：1，400円(教材、昼食、保険)
◇申込方法：電話またはファックスで
お申し込みください。
◇申込期間：11月23日（月・祝）まで
◇申込み先 県立青尐年研修センター
〒953-0012 新潟市西蒲区越前浜5597-1
TEL 0256-77-2111
FAX 0256-77-2114

今、当センター脇の木にいる４羽のフクロウが話題となっています。何年か前から棲み着いたフクロ
ウですが、ここら辺では珍しいということで、テレビやラジオ・新聞で紹介されてから、一目見ようと
毎日のように見物の方々が訪れています。
特に、当センター２階の学習相談室の窓から見えるフクロウは、とても可愛らしく愛らしい姿で私た
ちを和ませてくれます。
フクロウは、我が国における夜行性の代表的な種であり、「ゴロスケホッホッ」という鳴き声で古
くから親しまれ、各地の民話にもしばしば登場します。アイヌの人々は、シマフクロウを守護神とし
て、エゾフクロウを猟運の神として崇めていますし、古代ギリシャでは女神アテネの従者で「森の賢
者」と称されるなど、知恵の象徴とされてきました。
また、日本では現在、「不苦労」「福郎」のゴロ合わせから福を呼ぶものと言われるようになったよ
うです。当センターに棲み着いたフクロウも皆さんの心にちょっとした癒しの福を与えてくれている
ようです。

● 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/
携帯版は、http://www.lalanet.gr.jp/m
● 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「ちょっとおしえてコール」
TEL:025-284-6119 soudan@mail.lalanet.gr.jp
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
(URL) http://www.lalanet.gr.jp/nlpc/ (e-mail) nlpc@mail.lalanet.gr.jp

