教育だより新潟 学校

家庭

地域 のこころをつなぐ

令和4年(2022年)7月1日発行

新潟県教育委員会

＜1面＞

「いじめ見逃しゼロ」をめざして/インターネット社会を安全
に生きるために
＜2面＞ 新潟の未来をSaGaSuプロジェクト
＜3面＞ 自然大好き！ ～豊かな自然と充実した活動・施設～
＜4面＞ 子どもたちが学費で進学をあきらめないように/18歳はオトナ
です！契約は慎重に！
＜5・6面＞ インフォメーション

新潟県は「深めよう絆にいがた県民会
議」と連携して、「いじめ見逃しゼロ県
民運動」に取り組んでいます。県民運動
では、「いじめをしない、見逃さない、
許さない」を合言葉に、保護者の皆様や
地域の方々とともに、いじめ見逃しゼロ
に向けて取り組んでいます。
６月の「いじめ見逃しゼロ強調月間」
にあわせて各学校や、県内のファミリー
マート各店舗にも掲示されました。
今年度の県民運動ポスターの
モデルは、アルビレックス新潟の
千葉和彦選手です！

新潟県では、「インターネットの危険性を知る」「安全に賢く
使う力育てる」「安全な利用環境を整える」の３つの内容で構成
される保護者向けの「情報モラルリーフレット」を作成していま
す。トラブルを未然に防ぐために、インターネットやＳＮＳの利
用について、家庭でお子様と一緒に考える機会をもちましょう。
新潟県いじめ対策
ポータルサイトの
QRコードはこちら！
https://www.ijimetaisaku.pref.niigata.lg.jp/

左のリーフレットは、「新潟県いじ
め対策ポータル」からダウンロード
できます。

【問い合わせ先】
新潟県教育庁生徒指導課
支援・相談班
TEL:025-280-5793
FAX:025-280-5458

新 潟 の 未 来 を

SaGaSu

プロジェク ト

離島・中山間地域の教育環境の改善と

佐渡 S a d o
阿賀 A g a
翠江 Suikou
新潟県の新しい教育モデルを探す

中学校卒業者の減少が続き、高等学校等の小規模化が進んでいます
【高等学校等(全日制・定時制)
【今後の中学校卒業者数の推移】(推計)
ＩＣＴを活用した学校間連携と
の募集学級数】
H24年度
(2012)

R4年度
(2022)

3学級
以下

26校
(28%)

38校

(43％)

4学級
以上

66校
(72%)

50校
(57%)

地域との連携・協働による
ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成

スケールメリットを生かして
学校規模や地理的条件に
左右されない「新潟モデル」
の教育を構築していきます

※令和３年５月１日現在の高等学校教育課調査による

同時双方向型の「遠隔授業」の実施
遠隔授業配信センターに位置づけた
新潟翠江高等学校（通信制課程）を
中心に、ネットワーク校の生徒へ
様々な教科の授業を配信しています。

各教科の先生たちが、様々な機
器を効果的に操作しながら、
深い学びにつながる授業を実施
しています。
遠隔授業ではタブレット端末が
必需品です。遠くにいる先生が
まるで生徒一人一人の側にいる
かのように、個々の理解に応じ
た学びの支援を行なっています。

授業を配信する先生は、受信側
の職員と連携して、円滑に授業
を実施し、生徒の学びをきめ細
かに支援しています。

今後は、複数校で協働的に学習する授業や、VRを活用した遠隔授業も実施していきます

探究学習を中心とした生徒間交流、地域との連携・協働
高校生の交流スペース確保に向けた
空き家のリノベーションの様子

ネットワーク校の生徒同士が、
対面やオンラインで、探究学習
の成果を合同で発表する機会を
設けています。

地域の魅力発
信や課題解決
に向けた実践
的活動を、地
域の方々と一
緒に行ってい
ます。

子育て親とのパネルディスカッ
ションの様子

今後は、ネットワーク校生徒による共同課題研究や、
地域の魅力を国内外に発信する取組を行っていきます
【問い合わせ先】 新潟県教育庁 高等学校教育課 企画振興係
TEL:025-280-5614
ﾒｰﾙ:ngt500050@pref.niigata.lg.jp

新潟県少年自然の家は、豊かな自然環境の中で、学校や家庭、地域では得難い自然体験や集
団宿泊生活体験等を通じて、自然に親しむ心や畏敬の念を育て、豊かな情操や社会性・自主性
を培います。また、子供からお年寄りまで、県民のみなさん誰もが集い研修を深めることのでき
る生涯学習を推進する施設です。昭和48年の開所以来、小学生や中学生をはじめとして、多く
の県民のみなさんに利用していただき、延べ利用者数は１６０万人を超えています。自然の家を
利用するにあたり、職員のお手伝いによる、レクリエーションや創作活動等も可能です。少年自
然の家を是非御利用ください！

自然の家の敷地内にある豊かな自然を体験する
ことができる活動です。遊歩道をグループで歩きな
がら、いろいろな課題をクリアしていきます。
きれいな草花を見
たり、かわいい小鳥
のさえずりを聞いた
りしながら歩くことで
動植物の観察がで
き、自然に親しむこ
とができます。

自然の家の敷地内に昨年７月にオープンした
「しばふ広場」で体験することができます。緑の
芝生の上で、スティックでボールを打ち、ホール
ポストに入れます。ゲーム性があり、楽しみなが
ら集中力や調整力が身に付きます。雨天の場
合は、館内（体育館等）でも行うことができます。
小学生から高齢の方まで楽しむことのできるス
ポーツです。御希
望の場合は、地
元のグラウンド・
ゴルフ団体の方か
らの専門的な指導
を受けることも可
能です。

「川の水面を自分一人の力で進む気持ちよさ！」を体験
することができます。陸で聞く音、感じる風とは全く違う感
覚を全身で感じることができます。是非この感覚を味わっ
てください。また、川に親しむと同時に、危険の予知・困難
の克服、未知への挑戦などの体験から、克己心を養うこと
もできます。
＊HPやTwitterから「申込案内」や「活動の様子」を確認することができます。
HP（ホームページ）QRコード

Twitter QRコード

随時、利用の相談に対応していますの
で、お気軽にお問合せください。皆様の
御利用をお待ちしています！
【問い合わせ先】
新潟県少年自然の家
TEL:0254-46-2224

胎内市乙字大日裏
FAX:0254-46-3070

経済的な理由で、大学、短大、高等専門学校、専門学校へ進学することをあきらめないように、学費
と生活費をトータルでサポートする「高等教育の修学支援新制度」が始まっています。

この制度は、
私立大学に
自宅以外から
通う場合

の２つの支援により、大学や専門学校などで
安心して学んでいただくためのものです。
最大で年間約91万円の奨学金を受け取りな
がら、年間約70万円の授業料が減免されます。

私立専門学校
に自宅から
通う場合

支援の対象者は、

の２つの要件を満たす学生です。

【問い合わせ先】

新潟県教育庁高等学校教育課

支
援
額

給付型奨学金

約91万円／年

授業料
入学金

約70万円／年
約26万円

※減免額の上限

支
援
額

給付型奨学金

約46万円／年

授業料
入学金

約59万円／年
約16万円

※減免額の上限
※住民税非課税世帯の学生の場合

家庭の収入により支援対象かどう
か、どの程度の支援額を受けられる
かが決まります。対象となる年収の
目安は、約380万円未満（両親・本
人・中学生の４人家族の場合）です。

審査調整・奨学金係

TEL:025-280-5638

大人になると、保護者の同意なしに契約したとしても取り消せません!!
✔ 軽い気持ちで契約しない！ ✔ うまい話にすぐ飛びつかない！
✔ ネットの情報に流されない！ ✔ サインや押印は簡単にしない！
✔ 契約をせかされても、その場では契約しない！
✔ 借金をしてまで契約すべきか、周りの大人に相談する！
不安に思ったり、困ったときは局番なしの３ケタ番号１８８（いやや！）へすぐ相談！
（相談者と相談内容の秘密は固く守られます）
【問い合わせ先】

新潟県総務部県民生活課 消費とくらしの安全推進班

TEL:025-280-5135

○お申し込み・お問い合わせは、直接各施設にお電話等でお願いします。
○新型コロナウイルス等の状況により、予定が変更になることもございますので、事前に御確認ください。

県立近代美術館

県立万代島美術館

企画展「三沢厚彦 ANIMALS IN NAGAOKA」

企画展「和田誠展」
期
日：7/2(土)～8/28(日)
休 館 日：7/11･7/25･8/8･8/22(月)
開館時間：10:00～18:00
（観覧券の販売は17:30まで）
内
容：国民的イラストレーター・和田誠の
全貌に迫る展覧会です。
観 覧 料：中学生以下 無料
大学･高校生 1,100円(900円)
一般 1,400円(1,200円)

期
日：7/16(土)～9/25(日)
休 館 日：月曜日 (祝日の場合は翌平日)
開館時間：9:00～17:00
（観覧券の販売は16:30まで）
内
容：最新作を含む彫刻と絵画を
一堂に紹介します。
観 覧 料：中学生以下 無料
大学･高校生 1,200円(1,000円)
一般 1,400円(1,200円)
※（

）内は有料20名以上の団体

長岡市千秋3丁目278-14
TEL：0258-28-4111

三沢厚彦《Animal 2020-03》 2020年 樟、油彩
撮影／三沢厚彦 会場／あべのハルカス美術館
©Atsuhiko Misawa, Courtesy of Nishimura
Gallery

『ぼくは王さま』（文・寺村輝夫）表紙 1967
理論社 多摩美術大学アートアーカイヴセンター蔵
©Wada Makoto

県埋蔵文化財センター

※（

）内は有料20名以上の団体
新潟市中央区万代島5-1
朱鷺メッセ内 万代島ビル5階
TEL：025-290-6655

県立浅草山麓エコ・ミュージアム
特別展示【歴史の道八十里越「天保古道と明治新道」展】

企画展1「地味にすごい！下越の縄文時代」

期
内

日：7/16(土)～9/25(日)
容：古文書にも記録されている「天保
期の八十里越」と「明治新道」を
中心に、歴史の道「八十里越」の
知られざる歴史を紹介します。
対
象：制限なし
定
員：制限なし
入 場 料：無料
魚沼市大白川字浅草山1501

期
日：開催中～9/25(日)
内
容：下越地域６会場で同時開催です。
観 覧 料：当会場は無料（申込み不要）
Twitterで情報発信しています。
新潟市秋葉区金津93番地1
TEL：0250-25-3981
URL：https://www.maibun.net/
https://twitter.com/niigata_maibun

展示のようす

TEL：025-798-4141
URL：http://www.eco-museum.jp/

県立歴史博物館
「夏休み特別体験」 夏休みに歴史博物館で体験活動をしよう！
期
時
内
対

日：7/27(水)
間：13:30～15:00
容：刺し子に挑戦
象：小学生
(小学４年生以下は大人同伴)
定
員：先着20名
参 加 料：無料（要申込）

期
時
内
対

日：7/28(木)
間：10:00～11:30、13:30～15:00
容：まが玉作り
象：小学生
(小学４年生以下は大人同伴)
定
員：各回先着20名
参 加 料：材料費200円（要申込）

期
時
内
対

日：7/29(金)
間：10:00～11:30、13:30～15:00
容：花火玉貯金箱作り
象：小学生
(小学４年生以下は大人同伴)
定
員：各回先着20名
参 加 料：材料費500円（要申込）

＜申し込みについて＞
7/8(金)9:00～募集開始
します。
電話、メールでお申し
込みください。

「ミッション中‼」 展示室にかくされたミッションにチャレンジ！
期
時
内

日：7/16(土)～8/28(日)
間：9:30～17:00
容：ミッションにチャレンジして
オリジナルグッズをゲットしよう
参 加 料：常設展観覧料（中学生以下 無料、
大学･高校生 200円、一般 520円）

「かけはし」では家庭や地域の声を紙面に反映させていきたいと考えています。
本紙に関して、また教育の一般についての皆様の御意見をお待ちしています。
※無断転載を禁じます

長岡市関原町1丁目2247-2
TEL:(代表)0258-47-6130
(経営企画課交流普及担当)
0258-47-6135
E-mail:koryu@nbz.or.jp
URL:http://nbz.or.jp

〒950-8570 新潟県教育庁総務課企画係
TEL：025-280-5587 FAX：025-285-3766 E-mail：ngt500010@pref.niigata.lg.jp

○お申し込み・お問い合わせは、直接各施設にお電話等でお願いします。
○新型コロナウイルス等の状況により、予定が変更になることもございますので、事前に御確認ください。

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
期

日：[新潟県民会館] 令和4年8月13日（土）17:30～20：30
[上越文化会館] 令和4年8月14日（日）17:30～20：30
場：[新潟県民会館] 新潟市中央区一番堀通町3-13
[上越文化会館] 上越市新光町1-9-10
容：世界中のファンに愛されている小説を舞台化！
金：全席指定・税込＝S席9,900円 A席6,600円 B席3,300円

会
内
料

新潟県民会館〔新潟市中央区一番堀通町3-13〕TEL/025-228-4481
上越文化会館〔上越市新光町1-9-10〕TEL/025-522-8800
撮影：阿部章仁

工作教室

巣箱作り教室

期
日：7/31(日)
時
間：13:30～15:00
内
容：消しゴムはんこで鳥を作ります。
対
象：小学生(高学年)以上
定
員：先着20名
参 加 料：無料
申し込み：7/1(金)～募集開始

期
時
内
対

日：8/20(土)、8/21(日)
間：13:30～16:00
容：野鳥の子育ての場となる巣箱を作ります。
象：小学生以上
(小学生は保護者同伴)
定
員：各回先着8組
参 加 料：無料
申し込み：7/1(金)～募集開始

＜申し込みについて＞
住所、氏名、電話番号、
年齢を明記して、
電話、はがき、FAX、
メールでお申し込みくだ
さい。

新発田市藤塚浜海老池
TEL:0254-41-4500 FAX:0254-41-4501
E-mail:ngt031210@pref.niigata.lg.jp
URL:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/aicho/

夏の特別展 「ぶっとんでるいきもの展2」
期
時
会
内
料

日：7/16(土)～8/28(日)
※7/19(火)は休館
間：9:30～17:00
場：1階 特別展示室
容：ちょっとかわった生き物の
フシギを学べる特別展
金：小・中学生700円
大人1,480円
※入館料込

新潟市中央区女池南3-1-1
TEL:025-283-3331
URL:https://www.sciencemuseum.jp/

柏崎市番神自然水族館
期
時
会
内

対
定
参

日：7/16(土)～8/21(日)の土･日･祝日 8/12(金）、8/15(月)、
8/16(火）※8/6、8/7、8/11を除く
間：10:00～11:30、13:30～15:00
場：番神海水浴場
容：磯の海に入り、多様な
生きものたちを観察し
ます。
象：小学生以上の親子
員：各回先着20名
加 費：1人500円(保険代金込)

＜申し込みについて＞
各回30分前までに受付(事前予約も可)
柏崎市高柳町高尾30-33
TEL:0257-41-3355
(当日連絡先：080-8916-2864)
URL:https://www.garuru-kururu.jp/

「かけはし」では家庭や地域の声を紙面に反映させていきたいと考えています。
本紙に関して、また教育の一般についての皆様の御意見をお待ちしています。
※無断転載を禁じます

〒950-8570 新潟県教育庁総務課企画係
TEL：025-280-5587 FAX：025-285-3766 E-mail：ngt500010@pref.niigata.lg.jp

