
平成28年
９月30日

第42号
にいがた共育通信

発行　新潟市教育委員会教育総務課企画室
TEL 025-226-3178　FAX 025-230-0401
URL http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/gakko_keikaku/kyoikutsushin/index.html

キラキラ新潟っ子応援団

１　キラキラ新潟っ子（真砂小学校、高志中等教育学校）   Ｐ. １
２　子ども見守り隊（中央区　鈴木さん御夫妻）   Ｐ. １
３　 特集  キラキラ輝く ! 新潟市立高等学校！（万代高等学校、明鏡高等学校）   Ｐ. ２～３
４　健やか地域づくり（南中野山小学校ふれあいスクール）   Ｐ. ４
５　ウエルカム参観日実施校について   Ｐ. ４
６　教育委員会情報（各種イベント情報、定例教育委員会ほか）   Ｐ. ４

安全と成長を見守り続ける鈴木さん御夫妻（中央区）
　新潟中央警察署前の交差点で、鈴木政二三さん・か代子さん夫妻は毎日
街頭指導を行っています。
　「おはよう！今日も元気にいってらっしゃい！」と登下校中の小・中学
生に交通安全を呼び掛けながら言葉を交わしています。
　取組を始めて７年、時には卒業した子どもたちから、受験や就職などの
相談を受けることも。「ずっと続けることで、子ども一人一人の成長が見え
るのが何よりうれしい。」と鈴木さん夫妻。
　これからも、子どもたちの安全と成長を見守り続けます。

新潟市立真砂小学校（西区）
　真砂小学校の「海岸清掃」は、学校の特色を生か
した伝統的な学校行事です。身近な海岸を子どもた
ちの手できれいにする活動を通して、地域の環境に
興味をもち、美しく保とうとする気持ちを育むこと
がねらいです。この行事には、もう一つのねらいが
あります。それは、縦割り班で活動することで、異
なる学年の友だちとも協力して活動することができ
るようにすることです。
　海の安全を守る「新潟海上保安部」の方々や地域・
保護者ボランティアの皆様のご協力もあり、今年も
子どもたちはたくさんのゴミや漂着物を拾いました。

「きれいになった海で
いっぱい遊びたい。」「き
れいな海は真砂の誇り。
これからも守っていき
たい。」という子どもた
ちの声がありました。
　創立45周年の今年は、20年に渡り「海岸清掃」を
続けてきたことで、海上保安庁長官表彰を受けまし
た。ふるさと真砂の海を子どもたちの心に刻む大切
な活動として、今後も取組を続けます。

海岸清掃の様子

きれいな海は真砂の誇り！！～「海岸清掃」を通して～
新潟市立高志中等教育学校

　高志中等教育学校は、中学校1年相当の１年生から

高等学校３年相当の６年生までが同じ学び舎で学ん 
でおり、中学校と高等学校の課程を組み合わせた６年
間の教育課程を編成しています。この教育課程を生か
して１年生が６年生から教わるという授業もあります。
　１年生の数学には、
授業で学んだ学習内容
を使って東京大学の入
試問題を解く授業が年
に数回ありますが、一
見難しそうに見える問
題であっても、より合理的な解き方を６年生が分かり
やすく教えてくれるので楽しく学ぶことができます。
　この学習を通じて、１年生は東京大学の入試問題
を自力で解くことができたという自信をもつととも
に、５年後にはあの先輩のようになりたいという目
標をもつようになります。
　この他にも、１年から６年までが総力を挙げて創り
上げる行事は非常にダイナミックな活動となります。
　高志中等教育学校には６年間だからこそ学べるも
のがあります。

６年生による説明の様子

６年間だからこそ学べる学習

キラキラ新潟っ子



英語コースの取組
　英語コースは英語科専門科目を３年間で２６単
位まで履修することができます。『英語で考える』
『英語を使う』場面が多く設定されており、技能
としての英語習得を目指して生徒たちは学習に励
んでいます。
　１年次の「異文化理解」では、名前・ジェス
チャー・食文化・行事等、諸外国について学習し
ます。調べたことを日本と比較し、それらを発表
する活動を行います。

　２年次の「英語表
現」では、スピーチ
をはじめ、ディスカッ
ションやディベート、
プレゼンテーション
等で話すことの演
習、エッセイや創作
文等で書くことの演
習を行っています。

　３年次の「時事英語」では、NHKワールド等
の教材を活用して、ニュースに対する意見を発表
したり、模擬報道をしたりしています。
　年次毎に異なる
レベルの学習を繰
り返し行うことを
通して、学習の深
化と英語運用能力
の向上を図ってい
ます。

自分で作る時間割 －単位制－

　本校は、午前中に授業を受ける午前部と夕方か
ら夜にかけて授業を受ける夜間部がある単位制の
定時制高校です。
　単位制とは、いつもクラス全員でまとまって同じ
授業を受けるのではなく、多様な選択科目の中か
ら自分の進路や興味・関心に合わせて授業を選ぶ
システムです。学年が上がるにつれて選択の幅も
広がり、自分だけの時間割を作ることができます。
　定時制なので、基本は４年間で卒業ですが、午
後の授業も選択することにより３年間で卒業する
ことも可能です。自分の将来の夢や生活スタイル
に合わせて学習することができます。
　授業は少人数で行うことが多く、国語・数学・
英語では習熟度別授業も行っています。授業のユ
ニバーサルデザイン
化※を進めることに
より、分かりやすい
授業、一人一人の生
徒に合ったきめ細か
く丁寧な指導を行っ
ています。

活発な生徒会活動 －清め隊－

　生徒会の運営や部活動は大変活発です。特に、
生徒会で行っている「清め隊」は地域からも認め
られています。
　「清め隊」とは字を見てお分かりのように学校
周辺や校舎内をきれいにしたい（きよめたい

4 4 4 4 4

！）
という思いで生徒会が行っている清掃活動です。
月に1回、天気がよければゴミ拾い、天気の悪い
日は窓拭きなどを行っています。
　清め隊の活動日は生徒会新聞で全校に知らせ、
生徒会役員以外の生徒の参加も募集しています。
活動当日はおそろいの「清め隊」ジャンパーを着て、
トングとビニール袋を手に２班に分かれて行いま
す。40分程度の活動で
すが、袋をいっぱいに
して学校に戻ってくる
と気分爽快、達成感で
いっぱいになります。
　袋の中身を分別し、
洗浄の必要があるもの
は洗浄して終了となり
ます。
　参加した生徒からは
「みんなでやると楽しい」「もっときれいにしたい」
などの感想が聞かれます。

●部活動も充実しています
ユニークな部活がたくさんあります。その中の一つとして『数学研究部』
という理系の生徒を中心に編成された部があります。創部の時から理数コー
スの生徒が多く入部し、１月に行われる数学オリンピックで全国出場を目
指して創造力を鍛えています。（３年次　男子）

●自ら研究テーマを決めて取り組めます
理数コースでは２年次に『課題研究』を行います。４名程度のグループ
に分かれて研究テーマを決め、校内発表に向けて自ら研究を行います。私
が研究した内容は『人間の記憶を光を作って操作する』でした。理数コー
スでは、このような自由な研究ができます。（３年次　男子）

夏の球技大会では同
じクラスの男女がと
もに優勝したり、下
級生が上級生に勝っ
たり、予想外のこと
があって面白いです。
� （1年次　女子）

志を高く掲げ新たな世界へ

一人一人の個性を大切にしてもらえます。
先生との距離が近く、困ったときには相談に
のってもらえます。生徒はのびのびしています。
� （3年次　女子）

全国大会に出場する部活が多いです！私の所属するバドミ
ントン部では部員同士で良いところ、悪いところを言い合っ
たり、挨拶に力を入れたりしています。� （２年次　女子）

12月にはみんなで楽しく餅つきをします。
交代で掛け声に合わせてぺったん、ぺったん♪
つきたてのお餅は格別においしいですよ！
� （３年次　女子）

私は音楽部でバンドのヴォーカル
をやっています。文化祭でライブ
をしますよ！� （３年次　女子）

生徒の声

生徒の声

キラキラ輝く！　新潟市立高等学校！特 集

　万代高等学校は、県内唯一の英語理数科と普通科の併置校です。多様な個性、能力及び適性に対応できる科目選択シ
ステムを取り入れ、生徒の目指す進路に的確に対応できるようにしています。今回は、英語理数科の取組を紹介します。

　新潟市には市立高等学校が 2校あります。どちらも特色ある学校づくりに取り組み、生徒が生き生きと学んで
います。それぞれの学校の特色と生徒の声をお届けします。� ＜問合せ先　学校支援課　TEL�025-226-3263 ＞

市立万代高等学校

みんなちがって、みんないい。めざせ�Only�One�!
　明鏡高等学校は、午前部と夜間部とがある定時制課程単位制高等学校です。平成26年度より文部科学省「高等学
校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育」研究開発の指定を受け、分かりやすい授業、きめ細かな指導を
行っています。

市立明鏡高等学校

校門脇のスクールスローガン

ディスカッションの場面

エッセイライティングの場面

少人数による授業 清め隊の活動日の様子

理数コースの取組
　理数コースでは、大学研修、サイエンスキャンプ、
数学オリンピックへのチャレンジなどを行っています。
　これらの取組により、「問題が解ける」だけで
なく、答えを求める「過程を楽しめる」ようにな
ることを目標としています。

　大学研修は、化学・
工学・生物等の分野
別テーマについて、
新潟薬科大学や新潟
大学のキャンパス内
において、大学の先
生方の指導のもとで
実習を行うものです。

　大学の設備を使いながら大学生との交流をもつ
ことで、実際の大学の雰囲気を体験することがで
きます。
　サイエンスキャンプは、県外の大学で合宿を行
い、理科や数学にどっぷりと浸る時間を過ごすこと
ができます。普段は立ち入ることができない施設
を訪問することは、生徒にとって見聞を広める絶好
の機会となります。
　今年度は、岐阜
県の神岡宇宙素粒
子研究施設を訪問
し、スーパーカミ
オカンデ・飛騨天
文台研修を行いま
した。 スーパーカミオカンデの見学

新潟薬科大学での実習

※�授業のユニバーサルデザイン化
文字の大きさや色の工夫、資料の提示方法の工夫など、
誰もが分かりやすく学べるように授業を工夫すること



地域の皆さんと行事を楽しむ
� 南中野山小学校ふれあいスクール「みなみふれあいキッズ」
　みなみふれあいキッズでは、子どもたちの自主性を大切にしながら、自主工作や手芸、
ゲーム、運動遊び等を普段の活動の中で盛んに行っています。
　さらに、地域の方々との交流を深めようと、毎年クリスマス会や新潟郷土かるた大会
をコミュニティ協議会との共催で行っています。
　クリスマス会では、ふれあいスクールのスタッフによる季節の工作教室と地域の方が
企画したクリスマスコンサートを行います。東石山中学校の合唱部や吹奏楽部、そして
地域のサークルが出演します。幼児から中学生までの子どもたちや保護者、地域の皆さ
んが大勢集い、和やかなひとときを過ごします。これらの活動は、恒例の行事として地
域にしっかりと定着しています。� ≪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」を実施しています
　「地域と学校ウエルカム参観日」として45校の小中学校において、地域の特色を生かした授業を公開しています。
10月10日以降に実施を予定している学校をご紹介しますので、ぜひ御参観ください。

開 催 校 実 施 日 参加者の範囲 開 催 校 実 施 日 参加者の範囲 開 催 校 実 施 日 参加者の範囲

中野小屋中学校（西区）10月10日(祝) 市内全域
両川中学校（江南区）

10月23日(日)
江南区内

小合小学校（秋葉区）11月19日(土) 市内全域

木山小学校（西区） 10月22日(土) 市内全域 11月30日(水)
味 方小学校（南区）

11月25日(金)
中学校区内

小新中学校（西区） 10月22日(土) 中学校区内 　葛塚小学校（北区） 10月29日(土) 北 区 内 　 1 月20日(金)

白新中学校（中央区）
10月22日(土)

市内全域
　松浜中学校（北区） 10月29日(土) 市内全域 　金津中学校（秋葉区） 11月26日(土) 中学校区内

10月23日(日) 　山潟小学校（中央区）10月30日(日) 中学校区内 　桜が丘小学校（中央区） 12月 2 日(金) 中学校区内

沼垂小学校（中央区）10月23日(日) 市内全域 　小合東小学校（秋葉区）10月30日(日) 秋葉区内 　新津第三小学校（秋葉区） 12月 6 日(火) 秋葉区内

升潟小学校（西蒲区）10月23日(日) 市内全域 西内野小学校（西区）10月30日(日) 西 区 内 東石山中学校（東区） 12月10日(土) 市内全域

南浜中学校（北区） 10月23日(日) 北 区 内 山田小学校（西区） 10月30日(日) 中学校区内 亀田西小学校（江南区） 1 月23日(月) 江南区内

新 津 第 一 小 学 校
（秋葉区）

10月23日(日)

中学校区内

　岩室小学校（西蒲区） 11月 8 日(火)
中学校区内

　小針小学校（西区） 1 月25日(水) 中学校区内

11月19日(土) 　 予備日 11月 9 日(水) 　関屋小学校（中央区） 1 月26日(木) 市内全域

12月 9 日(金) 　新潟小学校（中央区）11月11日(金) 市内全域 　中之口西小学校（西蒲区） 1 月26日(木) 中学校区内

早通中学校（北区） 10月28日(金) 中学校区内 　茨曽根小学校（南区）11月15日(火) 南 区 内 　有明台小学校（中央区） 1 月27日(金) 中学校区内

� ≪問合せ先　地域教育推進課　TEL 025-226-3277≫

ウエルカム参観日実施校

＜教育フォーラム開催のお知らせ＞ イベント情報  ＜問合せ先　学校支援課　TEL 025-226-3299 ＞
　

＜市立図書館からのお知らせ＞ イベント情報

　 市立図書館では、10月27日（木）からの秋の読書週間にあわせて様々なイベントを行います。
この機会に、ぜひ図書館に足を運んでみてください。2016 秋の読書週間 〜いざ、読書。〜

　中央図書館のイベント ＜問合せ先　TEL 025-246-7700 ＞
　　●「なじらね？この本」／期間：平成28年10月22日（土）〜 12月6日（火）　場所：ほんぽーと新潟市立中央図書館　エントランス
　黒埼図書館のイベント ＜問合せ先　TEL 025-377-5300 ＞
　　●第13回黒埼図書館まつり「おはなしマラソン」「古本市」ほか／日時：平成28年10月16日（日）　場所：黒埼図書館
　各図書館のイベント
　　●大人向け「読書ノート」の配布について／期間：10月27日（木）〜　配布場所：市内各図書館
　　●「おはなしのじかん」／日時：各図書館へお問い合わせください　場所：市内の各図書館
　　詳細は、市報にいがた、各区の区役所だより、図書館ホームページをご覧ください。

＜教育委員会定例会・臨時会の概要＞
　7月定例会　　教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価について　ほか
　8月定例会　　平成28年度新潟市奨学生等の選考結果について、学校施設長寿命化指針等の策定について　ほか
　9月定例会　　通学区域変更に関する要望書について（通学区域の一部変更について）　ほか

クリスマス会を楽しむ

日時：平成28年 11月12日( 土 ) 13：30 〜16：30　場所：新潟市秋葉区文化会館
 第１部（13：45 〜 15：15）   講演「いじめを止められる社会を目指して」（鳴門教育大学特任教授　森田洋司さん）
 第２部（15：30 〜 16：20）  トークタイム（森田洋司特任教授、篠田昭市長、郷扶二子地域教育コーディネーター）

新潟市教育フォーラム 2016　〜いじめのない社会をめざして　今、わたしたちにできること〜　を開催します。


