
丸山 明生 課長補佐

・教育課程全般 ・学校防災対応
・教職員研修推進委員会

・多忙化解消，働き方改革

・区担当指導主事会

・区教育ミーティング ・教育ビジョン

□直通０２５-２２６-３２５６
□内線 ３３２５６

中川 潔 課長補佐

・生徒指導及び特別支援教育全般
・関係機関との連携 ・危機事象対応

・子どもの貧困対策
・中学校長会，教頭会
・教育的配慮による学区外就学

□直通０２５-２２６-３２５５
□内線 ３３２５５
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学校支援課 広報担当http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/index.html

高橋 努 課長補佐

・総合計画
・議会対応

・関係機関との連携
・学校統合関係

□直通０２５-２２６-３２５４
□内線 ３３２５４

４月に修学旅行を実施した山の下中学校の，写真入りの詳細な報告を拝読させていただき，胸が熱くなり

ました。①震災・防災学習という目的を明確にしたうえで，②事前に保護者に丁寧に説明し，③先生方が生徒
の安全を第一に考えて同僚性，協働性を発揮し，④場面毎の細やかな感染予防策を講ずるとともに，⑤実施
後のケア，経過観察も万全に行われていたことがよく分かったからです。
報告の中から，特に感銘を受けた記述を２つ紹介します。
・生徒一人一人が意識を高め，自覚ある行動ができた。修学旅行に行ける喜び，行かせてもらえる感謝（旅
行会社，旅館，訪問施設の方々への感謝）の気持ちを実感できた。
・生徒自身が，日ごろ学校で取り組んできたことの延長として感染予防の行動を行い，「自分の身は自分で
守る」ことを実践する有意義な修学旅行につながった。そのため，今回の修学旅行で取り組んだ感染予防策
は，生徒にとっては強制されるものでなく，当たり前に行うことができた。

コロナ禍以前は当たり前ではなかった感染予防策が，今は当たり前のように行われ，日常化しているからこ
そ，修学旅行中も生徒が，強制されたという思いをもつことなく，有意義に活動できたのです。その背景には，
生徒が当たり前のように活動できるよう，周囲の大人が整えてくださった，決して当たり前ではない細心の工
夫の積み重ねがあります。生徒もそれをきちんと理解し，感謝していることが素晴らしいと感じました。感染予
防と充実した教育活動の両立に加え，修学旅行を通して生徒の心が豊かに育っていることが伝わってきまし
た。
例として山の下中学校を紹介させていただきましたが，どの学校園でも，修学旅行に限らず，様々な教育活
動において，上記①～⑤に該当することが当たり前のように行われているであろうことに感謝いたします。
日常化されつつも気を緩めず，学校や子どもの実態に応じた感染予防策を徹底する中で，今だからこそで
きる有意義な教育活動を通して，子どもたちの心が伸びやかに，しなやかに育っていくことを願っています。

感染予防×充実した教育活動＝心の育ち
学校支援課長 山田 哲哉



□直通 ０２５－２２６－３２６１
□直通 ０２５－２２６－３２６３
□直通 ０２５－２２６－３２７４

□内線 ３３２６１，３３２６２，
３３２６３，３３２６４，３３２７４

三條 貴之 総括指導主事

・教科等（図画工作・美術 特別活動）
・教育課程班総括
・学級の支持的風土醸成推進
・教科用図書 ・授業改革推進
・市立中等教育学校 ・小学校長会
・小中学校教育課程研究推進
・管理職研修・国や県等との連絡調整

小泉 浩彰 指導主事

・教科等（数学・算数）
・GIGAスクール
・校務支援システム
・教育課程の調査，管理
・アフタースクール推進事業
・ホームページ

本間 浩之 指導主事

・教科等（道徳）
・新潟市の学校園教育の重点
・学力向上
（研修・授業改革パイロット）
・人権教育 ・同和教育
・指導主事会議・研修

片山 敏郎 指導主事

・GIGAスクール ・市小研
・教科等（生活・総合）
・プログラミング教育
・コミュニティ・スクール
・学校評価
・学校評議員

・生徒指導事案対応コーディネート

・教育的，臨床的，社会科学的アセスメント

・各課及び各班との連携

・教職員ヒアリング及びサポート

・学校における危機的状況が発生した場合の初期的マネジメント

学校支援専門官 小坂井 秀行 指導主事

□内線 ３３２５５

佐藤 恵美 指導主事

・教科等（国語 家庭）
・学籍・指導要録
・幼保，幼小中連携
・学習習慣定着と読書活動
・幼稚園教育
・幼稚園長会，教頭・主任会



中川 久幸 指導主事

・教科等
（外国語・英語・外国語活動）
・学校訪問 ・ALT関連
・新潟市イングリッシュセミナー
・日本語指導協力者派遣

吉原 満 指導主事
（学校人事課兼務）

・教科等（外国語・英語）
・高校・中等教育学校入試
・高校対応
進路指導・教員研修など

堀川 雅司 指導主事

・教科等（音楽）
・高校対応
・学校音楽関係大会
・共催後援申請
・準教科書承認及び教材使用届

竹之内 佳子 指導主事

・教科等（外国語・英語）
・高校対応
・ALT関連
・ＪＥＴプログラム
・福祉ボランティアに関する業務

澤栗 賢一 指導主事

（農林水産部兼務）

・教育ファーム
・アグリパーク対応
視察受け入れ，随行

安齊 香織 指導主事

（保健給食課兼務）

・食育に関する業務

尾上 博司 指導主事

・教科等（理科）
・市立高等学校対応
・中等教育学校対応
・若者自立支援ネットワーク
・県同教進路保障部会関連

茂木 智弘 指導主事

・教科等
（社会 外国語・外国語活動）
・国際交流推進事業
・外国語加配教員研修
・男女平等教育 ・修学旅行

安藤 達郎 指導主事

・教科等（理科）
・教育ファーム ・GIGAスクール
・学校飼育動物に関する業務
・環境教育 ・ＥＳＤ
・自然体験学習

庭田 茂範 指導主事

・教科等（理科・技術家庭）

・主権者教育
・新潟地域魅力創造事業
・防災教育 ・キャリア教育
・中教研 ・年金教育

高見 潤 指導主事

・教科等（体育・保健体育）
・小体連 ・体力向上事業
・部活動及び中体連

・各種体育大会助成（小・中）
・広報 ・情報公開

伊皆 嘉樹 総括指導主事

・教科等（数学）
・高校対応総括
・高校・中等教育学校の
教育課程
・中等教育学校入試関連
・コンソーシアム



□直通 ０２５－２２６－３２９９

□内線 ３３２６５，３３２６６
３３２７０

小山 利幸 総括指導主事

・自律性と社会性を育む生徒指導

・中央区，南区，幼稚園担当

・生徒指導班総括

・児童虐待 ・非行防止対策

・ＳＳＷ実習

・交通安全，通学路関係

・重大な事案に係る学校指導

品田 卓見 指導主事

・秋葉区，江南区担当

・いじめ防止対策全般

・いじめ重大事態に係る

学校指導

・生徒指導加配研修

・いじめ見逃しゼロ県民運動

・学級の支持的風土醸成推進

植野 浩之 指導主事

・西区，西蒲区担当

・スクールカウンセラー，

ＳＳＷ活用事業

・生徒指導研修

・人権同和研修

・スクールソーシャルワークの

スーパーバイズ

倉澤由紀子 指導主事

（保健給食課兼務）

・教科等（保健）

・養護教諭研修

・保健学習 ・健康教育

・文科省委託事業の連絡調整

学校支援課

松嶋 一 指導主事

・北区，東区担当

・いじめ，不登校，問題行動

（調査，集計，報告，

実態と分析，研修会）

・自殺未然防止対策

・部活動 （休日の地域部活動）



□直通 ０２５－２２６－３２６７
□内線 ３３２６７，３３２６８

齋藤 文一 指導主事

・特別支援学級の教育課程
・通級指導教室関連
・特別支援教育における

ICT活用に関する指導
・医療的ケアに関する業務
・進路指導，進学に関する業務

江村 大成 指導主事

・クラスサポーター関連

・支援団体との連絡調整
・教科用図書採択事務
・特別支援教育資料集編集
・特別支援学校関連
・特別支援学級の入退級業務

金 美千子 指導主事
（保健給食課兼務）

・養護教諭の指導，研修

・医療的ケアに関する業務

・医療機関との連絡調整

関原 一成 総括指導主事

・文科省特別支援教育課，
県教委との連絡調整

・特別支援学校，学級の
教育課程の管理

・学級編成，特別支援学級，
通級指導教室に関する業務

諸本 健 指導主事

・特別支援教育担当者会

・特別支援学校長会
・就学支援に関する業務
（区教育支援センター，
サポートセンター関連）

・指導資料の管理

西村 圭子 指導主事

・病院内病弱学級
・特別支援教育表彰・助成
・階段昇降車などの配置
・特別支援教育研修
・インクルーシブ教育システム
・特別支援教育ボランティア関連

北原 則夫 職員

・特別支援教育に係る
事務補助

・市立幼稚園，小学校，中学校，高等

学校，特別支援学校，中等教育学校
の学校教育に関する各種支払い事務
・課の庶務に関する事務

□直通 ０２５－２２６－３２５７

□内線 ３３２５７，３３２５８

加藤 宏行 係長

工藤 綾紀 主査

片桐 章 主査

石川 陽一 主査

高橋 秋菜 職員



本間 修一 室長

学校支援課

(スクールソーシャルワーカー）

田澤 亜希子

(スーパーサポートチーム）

本間 寿美
アドバイザー

涌井 寛之
アドバイザー

泉 恭子
アドバイザー

３１９４２ ３３２７１

佐藤 英理子

西村 渉
アドバイザー

小島恵理子
アドバイザー

上村 茂
チーフアドバイザー

小黒 幸子 高橋 美香

五十嵐正直 伊藤 宇人

関根 典己 山田 博樹

金田恵里夏 伊藤 涼子

江端 麻美 田辺 良子

若松 朋子 林 秀実

小田 敦子
チーフ

□内線 ３１９３６ ３１９３７
３１９４０，３１９４１

□直通 ０２５－２２６－１９３６
・新潟で開催される高校総体

（インターハイ）に向けた準備
室の統括業務


