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特  集 しらべて つながる これからの学び…２～３P

　「あそぶんジャー」はあそびを通して，世代間交流を図り，子どもの体験をサポー
トするボランティアグループです。夏休みはものづくりや朗読劇などが体験できる
「あそびの市場」，春休みは調理実習を行う「親子クッキング」など，親子で一緒
に，楽しくクロスパルにいがたで過ごしてもらえるイベントを企画運営したり，クロ
スパルにいがたでの文化祭，小学校の昔あそびなどにも参加したりしています。
　「昔あそびの楽しさを今の子どもたちに伝えたい。」「ゲームもパソコンも面白
い。でも体を使っての経験はもっと楽しいんだよ！子ども達と一緒に遊びながら教
えたい。」という思いを大切にして活動を続けています。

キラキラ新潟っ子応援団

学・社・民の融合による学校づくり　新潟市立松野尾小学校（西蒲区）
　松野尾小学校の総合的な学習の時間では，「わたしたちの松野尾」という全
校共通テーマの下，地域の自然（上堰潟），福祉，農業，歴史等を学んでいます。
どの単元においても，地域に出かけて専門家からお話を聞いたり，地域講師を招
いて出前授業をしていただいたりしています。今年は，４年生が福祉の学習で地
域の「歌声ひろば」（コミセンの事業）に出かけてかかわりながら学びました。
　これらの活動の内容や成果は，学級だよりでの紹介を始め，活動レポートによ
る校内展示，講師や施設への礼状という形になって表れています。また，特にこ
こ数年は，文化祭当日に学習発表会を行い，保護者や地域住民に発表していま

す。参観してもらった大勢の人たちから，「地域での学びの様子がよく分かる。」「子どもたちの表現力が身に付いて
きている。」「これからもできる限り学校の教育活動に協力していきたい。」という声が挙がっています。

歌声のひろば

身近な自然を生かした元気な野菜作り　　新潟市立新津第三幼稚園（秋葉区）
　新津第三幼稚園では，土にもこだわった野菜作りに取り組んでいます。昨年度
は冬野菜，今年度は夏野菜に挑戦しました。
　年長児が中心となり，家庭から野菜くずを持ち寄って，細かく砕くところから
始まります。その後，ボカシ肥料を入れ何日か寝かせると，ほわほわした土に変
身します。「触ると何だか温かいよ。」「パンのような，いい匂いがする。」など，
様々な感覚をフルに回転させた反応が，あちらこちらで生まれました。
　元気な土ができあがったら，育てたい野菜の苗を近くのお店で購入しました。
収穫したのは，ナス，パプリカ，ミニトマト，ピーマンなどです。これらを使って，

園児全員でカレーパーティーを行いました。保護者の協力もいただきながら，グループごとに具材の違うカレーを作り
ました。食べ比べると「どれも，おいしいね！」という園児の声で包まれました。
　身近な自然を有効に活用し，その力を生かした野菜作りは，園児の心を動かす教育活動になっています。

キラキラ新潟っ子

土作りの様子

新潟市生涯学習センター（クロスパルにいがた）　　ボランティアグループ　「あそぶんジャー」
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　新潟市では，平成27年度から市立小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校にタブレットPCの導入を行っていま
す。平成30年度までに全ての学校に，10台＋学年数×１台のタブレットPCが配備されます。新潟市立総合教育センターで
は，児童・生徒が主体的・協働的に学び合う姿を目指し，タブレットPCの様々な場面での授業活用について研修を進め，
教員の授業力向上に努めていきます。

　タブレットPCは，WEBページを閲覧したり，写真や動画を撮影したり
する以外に，情報を整理・分析したり，情報を共有したりすることができ
ます。この特性を生かすことで，子どもたちが協働して学習する際の有効
なツールとしての使用が可能です。また，常設型PCに比べ，様々な場面
での活用範囲が広がります。

　新潟市の図書館には，本や新聞・雑誌など，約191万点（平成29年３月末）の蔵書があり
ます。読書に親しむ場というだけでなく，日々の暮らしや子育てに役立つ資料を探しに，ま
ずは家族で図書館に足を運んでみませんか？

調べ学習のツールとして
「動物のひみつをさぐる」
　動物のひみつクイズ大会に向けて，電子百科
事典サイトで調べた情報を選択・整理し，友だち
と協力して問題づくりをする。

調べものは図書館へ！
　図書館の本は，館内にある検索用コン
ピュータや図書館のホームページから自分で
探すことができます。
　また司書が本だけでなく，データベースや
インターネットも活用して調べもののお手伝
いをします。お気軽におたずねください。

図書館で解決！みんなの質問
Ｑ．ふくろうとみみずくってどう違うの？
Ａ． 『鳥のふしぎ』（川上和人／監修　ポプラ社）
で調べたところ，頭が丸いのが「ふくろう」で，
角のような羽毛（耳毛）が生えているのが「み
みずく」だとわかりました。

Ｑ．貝殻を耳にあてると海の音が聴こえるのはどうして？
Ａ． 『たのしい自然体験８』（竹井史郎／著 小峰書店）や
インターネットを使って調べたところ，体の中の音
が反響して海の音に聞こえることがわかりました。

Ｑ．    おじいさんが子どものまぶたにミルクをたらす話を
昔読んだが，題名がわからない。

Ａ．図書館の本や国立国会図書館のホームページから調
　　 べて，アンデルセンの「眠りの精のオーレおじさん」　　

だとわかりました。

　新潟市内の19図書館，及びオンライン化している４地区図書室では，どの図書館の本でも貸出・返
却ができます（ＡＶ資料は一部の館のみ）。また，読みたい本を取り寄せることも可能です。くわしくは
図書館までおたずねください。　ほんぽーと中央図書館　TEL 025－246－7700

ほんぽーと10年祭
平成29年10月１日で，ほんぽーと中央図書館は10周年を迎えます。　　　　
下記の記念イベントを企画しています。どうぞご来館ください！
　▷会場：ほんぽーと中央図書館　入場無料・申し込み不要
　◆黒井健原画展 in ほんぽーと　　   　　　10月１日(日)～10月12日(木)午前10時～午後５時
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（但し，６日(金)・７日(土)は午後７時まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※終了30分前までにご入場ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　※４日(水)は休館日ですが，原画展のみ開催します。
　◆合唱と吹奏楽の夕べ　　　　　　     　　10月22日(日)午後５時30分～午後６時30分
　◆ほんぽーと子どもフェスティバル2017　　10月29日(日)午後１時30分～午後３時30分
　◆おはなしリレー　　　　　　　　　　 　  11月３日（金・祝）午前10時30分～午後４時

【問い合わせ先】　ほんぽーと中央図書館　TEL 025-246-7700

発表ツールとして
「テレビ局の秘密を紹介する」
　テレビ局で働く人たちの様子を調べてプレゼ
ンテーション形式にまとめ，スライドを見せなが
ら「テレビ局の秘密」を発表する。

観察・実験の
記録ツールとして

「流れる水のはたらきを観察する」
　校庭に作った山に溝を掘り，水を流す実験をタ
ブレットPCで動画撮影し，それを見ながら話し
合うことで，地面を削り取る働き（浸食），土や石
を運ぶ働き（運搬），
流れの緩やかなところ
に土が積もる働き（堆
積）についての理解を
深める。

学習を振り返る
ツールとして

「マット運動　自分の技を振り返る」
　自分の技の様子を動画撮影し，客観的に振り
返るとともに，練習する前と後の自分の技の様子
を比較し，成長を自覚する。

タブレットPCの授業活用 公共図書館を使おう！

学校編 図書館編

タブレットタブレット
PCのPCの

授業活用場面授業活用場面

中央図書館内こどもとしょかん

どの図書館からでも借りられます



上
かみやま

山小学校ふれあいスクール「上山遊びの基地（通称 かみきち）」
　「かみきち」は，本年で10周年を迎えます。PTAの心強いバックアップにより，約30人の
保護者からボランティアスタッフになっていただき，水曜日と土曜日に開催しています。
　通常の自由遊びの他に，地域の方からのご協力による手話教室と英語教室を月に１回ず
つ，８ミリ映画の上映会を隔月で行っています。また，５～９月には総踊り教室を開催して楽
しんできました。地域の夏祭り「上山まつり」に参加した子どももいます。
　これからも子どもの数が増加していく地域ですが，より一層，子どもが自主的に遊び，学
べる居場所となることを目指していきます。　　　　　　　　　　　〈問合せ先　地域教育推進課　TEL　025-226-3277〉

　「地域と学校パートナーシップ事業」により，地域と学校が連携・協働した取組を「地域と学校ウェルカム参観日」で
公開します。 10月中旬以降実施を予定している学校をご紹介しますので，ぜひお越しください。  

日時：平成29年10月１日（日）午後１時30分～午後４時30分（受付：午後１時00分～）
会場：北区文化会館　
内容 ：①大好きにいがた体験事業成果発表（１）（味方小学校，新津第一小学校，中之口西小学校，白新中学校，小合中学校）
　　　②トークタイム　（丸屋本店 本間健二さん，みらいずworks 小見まいこさん，篠田昭市長）
　　　③大好きにいがた体験事業成果発表（２）（葛塚小学校，大野小学校，小瀬小学校，新潟小学校，早通中学校）

10月中旬から12月末まで　
新潟市立図書館子ども向け事業

館　名 事業名 開催日時 対象・申し込み方法等
全館 うちどく読書ノート配布 10月27日（金）～ 12月28日（木） 希望する方は各図書館にお申し出ください。

豊栄図書館 秋のスペシャルおはなし会
11月４日（土）
０～２歳　午前10時30分～ 10時50分
幼児から　午前11時～ 11時30分

申し込み不要　直接会場へ

亀田図書館 おはなしのじかんスペシャル 10月29日（日）～ 11月26日（日）の間で８回実施 乳幼児から　申し込み不要
黒埼図書館 第14回黒埼図書館まつり「おはなしマラソン」10月15日（日）午前10時10分～ 11時55分 乳幼児から　申し込み不要

※　１月以降の予定は，次回のにいがた共育通信でお知らせします。
※　ウエルカム参観日実施校の活動内容や活動時間は，右のＱＲコードまたは下のＵＲＬからご覧いただくことができます。
　　http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/f_index/gakushamin.files/29kaisainaiyou.pdf

７月定例会　平成30年度使用新潟市立小学校用教科用図書(道徳)の採択について　ほか
８月定例会　平成29年度新潟市奨学生等の選考結果について　ほか
９月定例会　平成29年度全国学力・学習状況調査新潟市の結果について　ほか

子どもが遊び，学べる居場所を目指して

地域と学校が協働する姿をご覧ください

新潟市教育フォーラム2017
～私たちの新潟は魅力いっぱい 私たちの力で新潟をさらに元気に～

８ミリ映画上映

開催校 実施日 参加者の範囲
東新潟中(東区) 10月14日(土) 市内全域 

濁川中(北区) 
10月15日(日) 

中学校区内 
10月28日(土) 

東中野山小(東区) 10月15日(日) 中学校区内 
東石山中(東区) 10月15日(日) 市内全域 
笹口小(中央区) 10月18日(水) 区内全域 
小新中(西区) 10月21日(土) 中学校区内 
沼垂小（中央区） 10月29日(日) 市内全域 
丸山小（江南区） 10月22日(日) 江南区内 
中野小屋中（西区） 10月22日(日) 市内全域 

開催校 実施日 参加者の範囲
小合東小（秋葉区） 10月29日(日) 秋葉区内 
小合小（秋葉区） 10月29日(日) 市内全域 
西内野小（西区） 10月29日(日) 西区内 
山田小（西区） 10月29日(日) 中学校区内 
新潟柳都中（中央区） 10月29日(日) 市内全域 
小瀬小（西区） 11月３日(金) 中学校区内 
岩室中（西蒲区） 11月７日(火) 西蒲区内 
松浜中（北区） 11月８日(水) 市内全域 
万代長嶺小（中央区） 11月17日(金) 市内全域 
味方中（南区） 11月17日(金) 市内全域 

開催校 実施日 参加者の範囲
鎧郷小（西蒲区） 11月17日(金) 市内全域 
新津第一小（秋葉区） 11月18日(土) 中学校区内 
矢代田小（秋葉区） 11月18日(土) 秋葉区内 
五十嵐小（西区） 11月18日(土) 市内全域 
庄瀬小（南区） 11月22日(水) 中学校区内 
金津中（秋葉区） 11月25日(土) 中学校区内 
白山小（中央区） 12月１日(金) 中学校区内 
巻北小（西蒲区） 12月１日(金) 西蒲区内 
小須戸小（秋葉区） 12月５日(火) 秋葉区内 

ウエルカム参観日10月中旬～１2月末までの予定 〈問合せ先 地域教育推進課  TEL 025-226-3277〉

健やか地域づくり

地域と学校ウエルカム参観日

大好きにいがた体験事業発表会

市立図書館からのお知らせ

教育委員会定例会・
臨時会の概要

〈問合せ先 学校支援課  TEL 025-226-3261〉
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