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学校支援課 広報担当http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/index.html

「たのしみ」に、「たしなみ」を
学校支援課長 丸山 明生

バスで通勤していると、多くの高校生がスマホやタブレットを使い、自分の時間を楽しむ

姿をよく目にします。ゲームや電子書籍、動画など、コンテンツはさまざまです。

文部科学省は「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査（PISA2018）」における「学校・

学校外でのデジタル機器の利用状況」として、我が国の実態を次のようにまとめています。

○授業におけるデジタル機器の利用時間が短く、OECD加盟国中 最下位である。

○他のOECD加盟国と同様、学校外で多様な用途にデジタル機器を利用している。

他国と比較して、ネット上でのチャットやゲームを利用する頻度の高い生徒の割合が高く、

かつ、その増加の程度が著しい。

デジタル機器の楽しみを十分に知っている子どもたちが、新潟市GIGA宣言のもと、目的に

応じて最適な手法を使いこなす嗜みを身に付けたなら、これからの社会をたくましく生き抜

く力となります。そのために、先生方からは、日々の授業や多様な教育活動で、タブレット

端末を発想豊かに活用していただきたいと思います。教育委員会も、その環境を一層整える

ことができるよう、努力します。

三條 貴之 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

小山 利幸 課長補佐

・生徒指導全般 ・危機事象対応
・他課，関係機関との連携

・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

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



内藤 浩悟 総括指導主事

・教育課程班運営の総括
・教科等（英語）
・学級の支持的風土醸成推進 ・小学校長会
・教科用図書 ・授業改革推進
・市立中等教育学校，高等学校
・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

本間 浩之 指導主事（教育課程班 班長）

・教科等（道徳 図画工作 美術）
・新潟市の学校園教育の重点
・学力向上
（保育・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
・GIGA運営支援センター連携
・教科等（生活 総合）
・プログラミング教育
・市小研 ・コミュニティ・スクール
・学校評価 ・学校評議員

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

□内線 ３３２６１，３３２６２，３３２６３，
３３２６４，３３２７４

佐藤 恵美 指導主事

・教科等（国語 家庭）
・学籍・指導要録 ・ＮＩＥ
・学習習慣定着と読書活動
（新潟市の家庭学習）
・学校図書館活用推進事業
・幼稚園教育 ・金融教育 ・消費者教育

高見 潤 指導主事

・教科等（体育・保健体育）
・体力向上事業
・小体連 ・部活動及び中体連

・各種体育大会助成（小・中）
・広報
・情報公開

清野 佳子 指導主事

・教科等（算数 音楽）
・幼稚園教育
・幼保こ，幼小中連携
・教育課程の調査・管理
・教育実習 ・男女平等教育
・学校音楽関係

村上 大樹 指導主事

・教科等（外国語活動・外国語）
・国際交流推進事業
・外国語加配教員研修
・複式教育 ・学校訪問
・社会科副読本 ・租税教育

安藤 達郎 指導主事

・教科等（理科 特別活動）
・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



尾上 博司 指導主事

・教科等（理科）
・市立高等学校の入試関連業務
・若者自立支援ネットワーク
・県同教進路保障部会に関する業務
・高校・中等教育学校（後期）対応
在籍･統計に関する業務
高校・中等教育学校の入学式・卒業式 など

渡邉由紀夫 指導主事

・教科等（外国語・英語）
・福祉ボランティアに関する業務・高校対応
・ALTカウンセリング ・ALT定例会
・ＪＥＴプログラム
・高校対応

澤栗 賢一 指導主事

（農林水産部兼務）

・教育ファーム

・令和版アグリスタディプログラム編成・実施
・アグリパーク対応
視察受け入れ及び随行

安齊 香織 指導主事

（保健給食課兼務）
・食育に関する業務

伊藤 雅人 指導主事

・教科等（国語）
・教育委員会共催･後援申請
・準教科書承認及び教材使用届
・高校対応
進路指導に関する業務
文書発送･提出 など

土田 知之 指導主事

・教科等（数学）

・GIGAスクール
・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 ・ユニセフ

伊皆 嘉樹 総括指導主事

（学校人事課兼務）

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

吉原 満 指導主事

・教科等（外国語・英語）

・高校部会・教頭会
・高校・中等教育学校入試
・高校・中等教育学校（後期）対応
中学校・高等学校進路指導連絡協議会
高校等教員研修 など

中川 久幸 指導主事

・教科等（外国語・英語・外国語活動）
・中教研（英語部）
・ALT指導・支援
・新潟市イングリッシュセミナー
・日本語指導協力者派遣
・修学旅行

カーソン・エリオット ALT

・ALTに係る担当指導主事の補佐



□直通 ０２５－２２６－３２９９

□内線 ３３２６５，３３２６６
３３２７０，３３２７１

品田 卓見 総括指導主事

・自律性と社会性を育む生徒指導

・生徒指導班総括

・重大な事案に係る学校指導

・各区指導担当指導主事会

・指導主事・ＳＳＴ・ＳＳＷ派遣マネジメント

・新潟市の学校園教育の重点

布川 直人 指導主事

・西区，西蒲区担当

・スクールカウンセラー等活用事業

・スクールソーシャルワーカー活用事業

・ヤングケアラー

こども政策課との連携･調整

・ＳＳＷ実習

齋藤 潤次 指導主事

・北区，東区担当

・いじめ防止対策全般

（研修会，見逃しゼロ県民運動）

・いじめ重大事態に係る学校指導

・生徒指導加配研修 ・市いじめ独自調査

・部活動（休日の地域部活動）

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

・江南区，秋葉区担当

・不登校対応

（調査，集計，報告，実態と分析）

・自殺未然防止対策

・教育相談センターとの連携

・部活動 （休日の地域部活動）

板垣 明 指導主事

・中央区，南区担当
・幼稚園，中等教育学校，高等学校担当
・スクールガードリーダー事業
・子ども見守り隊
・交通安全プログラム
・問題行動対応
・生徒指導研修 ・学警連 ・不審者対応



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）

佐藤 文俊
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 ３３２６５

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

小田 敦子
チーフ

□直通 ０２５－２２６－３２５７

□内線 ３３２５７，３３２５８

加藤 宏行 係長

工藤 綾紀 主査

石川 陽一 主査

佐藤 了介 主査

高橋 秋菜 職員

・校内で解決が困難な事案への対応
・児童生徒への直接指導
・円滑な教育活動の復元支援
・学校・学級サポートチーム
・非行防止対策ネットワーク会議等
・青少年育成活動への助言

など

池田 あさみ

・児童生徒の環境改善の働きかけ
・児童生徒への直接指導
・保護者への対応
・関係機関とのネットワーク構築，連携

など

・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


