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特集

「新潟の魅力を知る！ 新潟の魅力を創る！」
～大好きにいがた体験事業から～ …２～３P

キラキラ新潟っ子
地域と協働する
「空港のまち下山」
プラン

新潟市立下山小学校
（東区）

下山小学校では，
「空港のまち下山」を舞台に総合的な学習の時間を中心にして，地域の皆さんと協働する学習に取り
組んでいます。中でも新潟空港や「そらタウン」
（空港前商工振興会）の皆さんと取り組む学習を当校の柱とし，空港見学
をはじめ，商店の見学や町探検，キャリア教育や地域貢献学習など，充実した学びを展開しています。
昨年，そらタウンのマスコットに全校児童が力を合わせて「くーたん・しーたん」と命名しました。これを機に一層学習の
内容が広がり，今年は，
くーたん・しーたんをデザインしたパンやバッチ，
マグネットシートなどをそらタウンと共に企画し，
商品化しました。そらタウンの皆さんからは，
「学校と一緒に地域のために活動
できることは，とてもうれしいことです。」という言葉をいただいています。
また，これらの学習成果として，ポスターセッションや合唱などの形で，文化祭
や空港の「Happyそらフェスタ」で発表もしています。
今後は，旅客機パイロットのお話を聞く機会を設けるなど，
「空港のまち下山」
の地域と子どもの繋がりを深め，心豊かな子どもを育てたいと考えています。

全校生徒で取り組む
「いじめ見逃し０活動」

新潟市立五十嵐中学校
（西区）

当校では，
「いじめ見逃し０活動」として，６月に２回にわたる学級会と全校生
徒・職員によるパネルディスカッションを実施しました。
パネルディスカッションでは，
「すべての生徒にとって，居心地のよい五十嵐中で
あるために」を議題に，生徒会長・中央委員長（学級委員長）・生徒指導主事が意見
を交わすとともに，全校生徒にも意見を求め，一人一人が意思表示できる場面を設け
ました。その中で，思いやり・他者の尊重・仲間との協力・大人との協力・いじめの
定義についての理解といった，いじめを見逃さないための様々な視点が示されました。これを受けて，各学級では「いじめ
を生まないクラスにするための行動宣言」を策定し，生徒一人一人の強い願いを書き込んだポスターを作成しました。
今後も，機会のある度に行動宣言の振り返りを行い，生徒一人一人が他を思いやる居心地のよい学級・学校になるよう，
取り組んでいきます。

キラキラ新潟っ子応援団
西地区公民館事業

まなび屋
（西区）

新潟大学と西地区公民館による学社民の連携事業であり，大学生が中心
となって地域の人々や子どもたちが関わりながら共に学ぶ活動を行ってい
ます。メイン活動は，毎週木曜の夕方から西地区公民館で行う「まなびの時
間」と「フリータイム」です。「フリータイム」では，主に公民館のホールで学
年を超えた交流を深め，ルールを守って活動してもらうことを目的に，大学
生が企画したゲームを行って体を動かします。「まなびの時間」では，大学生
が講師になったり地域の方々を講師として招いたりして，雑学や教養，伝統
芸能，国際交流など，様々な分野の学びを提供しています。
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新潟は 魅力いっぱい！
！

成果発表会②
第３部：参 加者全員を巻き込む問い掛けなど，工夫を凝らし
た発表で，学びの成果を精一杯伝えました。

～大好きにいがた体 験事業～

＜発表校＞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

「大好きにいがた体験事業」は，子どもたちが新潟の素晴らしさを知ったり，新潟に貢献し
たりすることを通して，豊かな心・健やかな体や地域への誇りを育むことを目的に，平成28年
度にスタートしました。初年度は，小学校24校・中学校6校，計30校，29年度は小学校28校・
中学校6校，計34校が推進校に指定され，優れた実践を積み重ねています。 〔学校支援課〕

教育フォーラム2017〔大好きにいがた体験事業〕
～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～

者の声
フォーラム参加

小学校
中学校

教育フォーラム2017
「教育フォーラム2017」が，10月１日（日）午後１時30分～午後４
時30分，北区文化会館で行われました。平成28年度推進校の成果
発表とトークタイムを行いました。市民，児童生徒，学校関係者等
合わせて420名以上の方が参加し，新潟の魅力や学・社・民の融合
の大切さを再認識しました。

地域について知り，地域愛を深め，自分の夢に
までつなげた発表には感心した。大好きにいがた
体験事業を知る良い機会となった。

市民の声

フォーラム終了後

【大野小学校】「茶エクさん

（茶豆クリームの入ったエクレア）」に決まるまで，学校中のみんなが
ワクワクして「どれになるかな？」って話していて，みんなの心が一つになったよう
で楽しかったです。
表児童
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新潟地域魅力創造事業

成果発表会①
第１部：楽 器を使う，ラジオ番組仕立てにするなど各校が
工夫を凝らしながら，堂々と発表しました。
＜発表校＞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
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～素晴らしい新潟のひと・もの・こととの対話を通して
これからの自分・新潟について考える～
名所・名産品等
新潟の偉人・
をテーマに発表

新潟地域魅力創造事業は，市立高等学 校・中等教育学 校
（後期課程）において，各校の特色を生かした豊かな体験活
動を通して，高校生の豊かな心・健やかな体や地域への誇り
を育むことを目的に今年度スタートしました。素晴らしい新潟
のひと・もの・こととの対話を通して，未来の自分や新潟につ
いて考える学習を行っています。

生徒の声

【明鏡高等学校】

バウハウス（株）主催「まちごと美術館」アート作品のキャプショ
ン作りとキャプション展示を体験して…

トークタイム
第２部：篠 田昭市長がコーディネーターを務め，古町スイーツ実行委員の本間健二さん，NPO法人み
らいずWorks小見まいこさんとトークタイムを行いました。新潟市の未来を担う子どもたち
に期待することをテーマに話し合いました。新潟の魅力をもっと知っていくことの大切さや小
学校・中学校と高等学校の継続的な取組の重要性について話し合われました。

高等
学校

【万代高等学校】

作家さんとの対話をふまえてキャプションを作ったり，企画
に関わったりすることで新潟のよさに改めて気付き，将来につ
いての考えも大きく広がりました。

地 域の中で 様々な 体 験を通して関係 性を学ぶ

健や か 地 域 づ くり
大形ぽてっ子サークル

～夏のおもしろ体験学習より～

体験を通じて自らが考え取り組む姿勢を育むと共に，異年齢の集団の中で協調性
や社会性を身に付けてもらうため，毎年夏に大形ぽてっ子サークルという小学生向
けの連続講座を開催しています。
今年の第２回講座「海辺の森１泊キャンプ」
では，普段と違った環境に自らを置き，
自然の中でネイチャーゲームを楽しみました。夕食のカレー作りで子どもたちは積
極的に行動していました。
「自分とは自然の分身だ」
という言葉を聞いたことがありま
す。人は自然の中で，
自然と共に地域と様々な関係を築き，
生きていくのだと思います。
ネイチャーゲームの講師や大学生ボランティアの奮闘もあり，子どもたちにとって
〈問合せ先 中地区公民館 TEL 025-250-2910〉
とても充実した時間となりました。

地域と学校ウエルカム参観日

実施校

「ドリームプロジェクト支援事業」により，地域
と学校が連携・協働した取組を「地域と学校ウエ
ルカム参観日」として公開します。１月以降実施
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。
※

実施日

大鷲小（南区） １月24日(水)

参加者の範囲
南区内

実施校

実施日

参加者の範囲

女池小（中央区） １月26日(金) 中学校区内

小針小（西区） １月24日(水) 中学校区内

新関小（秋葉区） １月26日(金)

市内全域

中之口西小（西蒲区） １月24日(水) 中学校区内

関屋小（中央区） １月28日(日)

市内全域

 エルカム参観日実施校の活動内容や活動時間，昨年の実施校の報告は，左のＱＲコードまたは次のＵＲＬから
ウ
ご覧いただくことができます。 〈問合せ先 地域教育推進課 TEL 025-226-3277〉
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/f_index/gakushamin.html

平成29年度「教育委員会表彰」
教育委員会表彰は，新潟市立学校・園に勤務する教職員を対象に，
日頃から地道な努力を積み重ね，優れた実績をあげている教職員を
表彰する制度です。「幼児児童生徒の創造力や学力や意欲の向上」や
「保護者・子ども・教職員・地域からの信頼」等の観点で優れた10名
の教職員に，10月２日(月)に，教育長から表彰状が手渡されました。
〈問合せ先 学校人事課 TEL 025-226-3237〉

＜平成29年度教育委員会表彰の被表彰者一覧＞ (敬称略)
太田小学校

教

諭

布施

和法

南浜中学校

教

諭

小山

真弓

白山小学校

教

諭

高島

和子

桜が丘小学校
小針小学校
五十嵐中学校

笹口小学校

教

諭

田中

清道

用 務 員

五十嵐

剛

庄瀬小学校

教

諭

樋浦

太志

教

柳

健

小針中学校

教

諭

本間

昇

用 務 員

風間

正司

諭

養護教諭

佐々木有子

市立図書館からのお知らせ
館

名

ほんぽーと中央図書館
豊栄図書館
坂井輪図書館
内野図書館
黒埼図書館
岩室図書館

入学通知書
発送のお知らせ

中之口東小学校

下記以外のイベントも計画しています。詳細については，図書館のチラシや
ホームページ等をご覧ください。

事業名

開催日時

ほんぽーと子どもシアター
冬のふしぎなおはなし会
年末ジャンボブッくじ

12月23日（土・祝）午前10時30分～ 11時20分
１月20日（土）午後２時～３時30分
12月16日（土）～ 28日（木）

冬のおやこシアター

２月４日（日）午前10時30分～ 11時30分

年末ジャンボブッくじ
年末ジャンボブッくじ
冬のガチャガチャ福袋

12月15日（金）～ 28日（木）
12月15日（金）～ 28日（木）
12月24日（日）～１月23日（火）

市立小・中学校の平成30年度新１年生に，入学通知書を１月19日(金)に発送します。入学通知
書を指定の学校へ持参し手続きをお願いします。持参できない場合は，郵送でも手続きできま
〈問合せ先 学務課 TEL 025-226-3168〉
す。詳しくは通知書をご覧ください。

教育委員会定例会・臨時会の概要
10月定例会
11月定例会

対象・申し込み方法等
幼児から 直接会場へ
幼児から 申し込み不要
申し込み不要
会場：坂井輪地区公民館５階ホール
申し込み不要 直接会場へ
申し込み不要
申し込み不要
どなたでも 申し込み不要


新潟市立学
校管 理運営に関する規則の
一部改正について ほか
平 成28年度児童生徒の問題行動調査の
結果について ほか

お願い

新潟市教育委員会では，教育広報紙「にいがた共育通信」を
より良いものにしたいと考えています。右のQRコードまた
は下記URLからアンケートにご協力ください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/niigata-City/uketsuke/
dform.do?id=1510810200805

