
QRコードはこちら！

いじめ ポータル

で検索🔎

＜1面＞ ｢いじめ見逃しゼロ県民運動｣に取り組んでいます！
＜2面＞ 令和5年度から休日の部活動を、段階的に地域に移行します
＜3面＞ 全国学力・学習状況調査から見える本県小・中学生の状況
＜4面＞ 自然大好き！～冬も豊かな自然と充実した活動～
＜5面＞ 佐渡金銀山の出前授業について/来年4月1日から18歳は成人

（おとな）です！
＜6面＞ インフォメーション

教育だより新潟

のこころをつなぐ

令和3年(2021年)12月1日発行 新潟県教育委員会

＜メールでの登録も可能です＞
左下のQRコード、又は「ijime0@m.bmb.jp」
（いじめゼロ）へ直接空メールを送信！

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

9月18日（土）、朱鷺メッセを配信会場に開催された、
今年の「県民の集い」は、子ども同士のリモート・ディス
カッションの様子を、YouTubeで動画配信しました。ディ
スカッションでは、「いじめを受けている友だちのために、
私たちができること」をテーマに、それぞれの参加者が
自分の学校の取組を発表したり、他の学校の取組に対
し意見を述べたりして、いじめの問題についての理解を
深めました。

「深めよう 絆 にいがた県民会議」が取り組んでいる「いじめ見逃しゼロ県民運動」は、家庭・地域・学校が
協力して、「いじめ見逃しゼロ」を目指す運動です。県民会議では「いじめ見逃しゼロ県民の集い」や「いじめ
見逃しゼロキャラバン」を行っています。

いじめ問題に関心をもち、いじめ防止に向けた取組
に協力していただける県民サポーターを募集中！
詳しくは、「新潟県いじめ対策ポータル」サイトへ！

議論の中で、いじめの被害者を助けるためには、信頼で
きる大人への相談を促したり、積極的に被害生徒に声を
かけて元気づけたりするなど、子どもたち自らが主体的に
関わりをもつ必要が指摘さ
れました。ディスカッション
の進行役を務めた新津高
校の生徒は、最後に、「動
画を見てくれたみなさんも、
ぜひいじめの問題について
話し合い、自分たちにでき
ることを考えるきっかけにし
てもらえたら嬉しい」と締め
くくりました。

学校 地域家庭



令和2年9月に文部科学省等によって示された方針に沿って、
各市町村で の実施に向けた準備を進めています「地域部活動」

問い合わせ先 新潟県教育庁 保健体育課 学校体育指導係 TEL:025-280-5624
文化行政課 文化係 TEL:025-280-5619

今後、各市町村単位で、部活動の地域移行に向けた
各種情報が発信される予定になっています

・「勝ちたい」「楽しみたい」といった、生
徒の多様なニーズに応じた活動の選
択肢を作るため

・教員の働き方改革を推進するため

①民間のクラブチームやフィットネスクラブ等
②地域のクラブチーム、市町村協会主催の練習会、 町道場等
③県の競技団体等が主催する練習会等
④教育委員会が運営方針の決定等に関与する「地域部活動」

・準備ができた地域、種目等から順次ス
タートします

・令和4年度は、試行も含め、県内10市
町村、のべ36種目で「地域部活動」が
実施される予定です

・地域移行後は、学校の活動ではなくなるた
め、指導者の報酬や保険料等について、
基本的に受益者負担となります
⇒負担に見合う活動の提供を目指します
⇒国は財政支援について検討するとしています

・現在、中体連主催大会は、学校単位でしか
出場できないことになっています
⇒中体連は参加規定の見直し等の検討を

始めています

・ 自分の目的に合った活動を選択できるようになります
・ 複数の活動を兼ねることができます
・ 平日の部活動と異なる種目への参加もできます
・ いずれの活動にも参加しないこともできます

・「運動したい生徒全てが参加可能な、
競技力向上のみを目的としない運動
機会の確保」を目的に、総合型地域ス
ポーツクラブや競技団体等を運営主
体として実施する活動

・運営方法等については、市町村教育
委員会が中心となり、運営主体、学校、
保護者等による検討会議で決定します

※文化部についても、地域移行に向けた準備を進めています
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〇「2時間以上」ゲームをする割合で比べると、

小・中学校とも、大幅にゲームの時間が増えてい
て、1年間に5%の割合で増えていることが分かり
ます。

・平日1時間以上家庭学習をする割合（%）

本年5月、小学校6年生と中学校3年生を対象に令和3年度全国学力・学習状況調査が実施されました。

問い合わせ先 新潟県教育庁
義務教育課 指導第1係 TEL:025-280-5604

◇子どもの勉強している姿を見かけたら、「学習内容のどこが面白い？」「私にも教えてくれる？」「私に問題出してごらん」など、
子どもが学んだことを自分の言葉で説明するような質問をしてみてください。自分の言葉で説明することで、知識が定着して
いきます。また、「覚えたこと」とともに、「覚えようと努力したこと」を誉めてあげると、やる気が増していきます。

※公立小・中学校の平均正答率（新潟県、全国ともに政令市含む。）

小学校 中学校

国語 算数 国語 数学

新潟県 64 69 65 56

全国 65 70 65 57

差 -1 -1 0 -1

〇小学校は、国語・算数とも、全国平均をやや下回りました。
中学校は、国語は全国平均と同程度でしたが、数学は全国
平均をやや下回りました。

〇全国的な状況との比較等をとおして、学力調査の結果や
学習状況を把握・分析し、学校での教育指導の充実や学習
状況の改善等に役立てていきます。

上記の学力調査のほかに質問紙による調査も行われており、本県小・中学生の平均と全国平均とを比べてみることで、
子どもたちの様々な状況が分かります。保護者の皆様に普段の子どもとの生活の中で取り組んでいただきたいことを、質
問紙調査の結果と併せて紹介します。ぜひ、家庭での過ごし方について、話し合ってみてください。

・平日2時間以上家庭学習をする割合（%）

新潟県の子ども達は、
頑張っていますね！

どうすればもっと家庭
学習をするようになる
かしら？

〇小学生は、継続して全国平均を大きく上回っています。
〇中学生は、全国平均を下回っているものの、全国平均

に近づいてきています。

平日2時間以上の家庭学習時間となると・・・
●小・中学生とも全国を大きく下回ります。

◇子どもの何気ない日常から、子どもが興味・関心をもっていることを、見つけましょう。子どもが興味・関心をもったことを認め、
誉め、興味・関心をもったことを追求する後押しができるといいですね。読書でも、昆虫でも、戦国武将でも・・・何でもよいで
す。教科の枠を超えた学びを大切にしていきましょう。これも立派な学習です。

・平日、テレビゲームをする時間の割合（%） ・4年前の前回調査（平成29年）と比べてみると

〇小・中学生とも「4時間以上」ゲームをしている割合は全国
平均より低いですが、「１時間以上、4時間より少ない」ゲー
ムの時間の割合は、全国平均より多いことが分かります。

小学校 中学校

23.7%の増加 20.0%の増加

31.6%⇒55.3% 37.1%⇒57.1%

◇テレビゲームそのものが悪いのではなく、テレビゲームの時間をコントロー
ルできないことが問題です。この機会に、テレビゲームをするときのきまりを
振り返ってみましょう。新たにきまりを作る場合は、子どもと相談しながら、
最後は自分で決定する形できまりを作ると、守るようになります。

◇テレビゲームの時間が自分でコントロールできるようになると、他の時間の
使い方も上手になり、それが自律につながっていきます。

楽しいゲーム時間は
ややのびがちだね。
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※コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む

※学習塾や家庭教師の時間、インターネットを活用した時間も含む
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問い合わせ先
新潟県少年自然の家 胎内市乙字大日裏 TEL:0254-46-2224 FAX:0254-46-3070

スノーシュー（かんじき）をはいて広大な
あかまつ林の中を自由自在に歩き回りま
す。野鳥やウサギの姿、動物の足跡を見
付けることができるかもしれません。雪の
中を楽しみながら、自然の豊かさに触れ
ることができます。

かま場で火をおこし、杉の板の裏表を均一
に焼きます。その後、板の炭を金ブラシでこ
すって落とし、布で磨くと光沢が出てきます。
そこに絵や文字をかきます。木のもつ暖かさ
や手作りの良さを体感することができます。
火おこし体験と創作活動を同時に楽しむこと
ができる人気の活動です。

輪切りになった木材に絵を描き、「松ぼっくり」
「どんぐり」などの自然素材を貼り付けます。
「松ぼっくり」や「どんぐり」などから自然素材のも
つ良さを体感することができます。

夏は外の芝生広場で、冬は体育館、多目的
ルームで楽しむことができます。グラウンド・
ゴルフはゲーム性があるので、楽しみながら
集中力や調整力を身に付けることができます。

注目❷

胎内市にある県少年自然の家は、自然体験活動や集団宿泊生活が体験できる青少年教育施設です。
自然に恵まれたこの施設は、冬でも幼児から大学生までを対象とした自然体験活動はもちろんのこと、

ＰＴＡ活動、子ども会においても御利用いただけます。また、部活動の合宿や、地域サークルでも利用す
ることができます。少年自然の家を是非御利用ください！



👈詳しくはこちら🔎
18歳成年に伴う消費者トラブル防止啓発
（新潟県ホームページ）

問い合わせ先 新潟県教育庁 文化行政課 世界遺産登録推進室 TEL:025-280-5726 FAX:025-280-5764

佐渡金銀山の世界遺産登録に向けての取組、各種イベント情報等は公式ホームページを御覧ください。
URL：https://www.sado-goldmine.jp/

世界遺産登録のためには、多くの県民の皆様に佐渡金銀山に対する理解を深めていただくことが大
切です。出前授業などをきっかけとして、佐渡金銀山について、学校や御家庭で話し合ってみてはいか
がでしょうか。

県と佐渡市では、県内の子どもたちに世界遺産登録を目指す
佐渡金銀山の歴史や価値を伝えるために、小・中学校において
佐渡金銀山出前授業を実施しています。
今年度は新型コロナウイルス対策をとった上での対面やオンラ

インにより160校以上で実施し、子どもたちからは「佐渡で採った
金銀や小判が、日本の経済を長い間支えたのがとてもすごいな
と思った。」「修学旅行で佐渡に行くのがとても楽しみになった。」
といった感想をいただいています。

問い合わせ先 新潟県県民生活･環境部 県民生活課 消費とくらしの安全室 TEL:025-280-5135

(18歳、19歳は4月1日から新成人となります)

なにが変わりますか？

【携帯電話を契約する】【アパートの部屋を借りる】
【クレジットカードを申し込む】等の契約は、未成年者
では親の同意が必要ですが、成人になると親の同意
がなくても契約ができるようになります。

自分ひとりで契約ができるようになるのですね！

気をつけなければならない点はありますか？

成人になると「未成年者契約取消権」という法律の保
護がなくなるため、未成年者契約の取り消しができなく
なります。

自分で決められることが増える分、いったん契約
したら責任を持たなければならなくなるのですね。

そうなんです。成人したばかりの若者は、契約の知
識や社会経験が少ないことから消費者トラブルにあい
やすく、保護がなくなったばかりの若者を狙い打ちにす
る悪質な業者もいます。ネット通販などの取引も含め、
商品の購入や契約は慎重にしましょう。

もし、契約で困った時や不安なとき、アドバイスが欲
しいときは、局番なしの3ケタ番号📞消費者ホットライ

ン１８８（いやや）へお気軽にご相談を！
（相談者と相談内容の秘密は固く守られます）

18歳成年に伴う消費者トラブル防止啓発

URL：
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/k
enminseikatsu/18saiseinennsyouhisy
akyouiku.html



期 日：令和4年1/14(金)～3/27(日)
内 容：最新の発掘調査の成果を出土品や

写真で解説します。

○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。

コレクション展 第4期
［展示室1］
「近代美術館の名品

小特集：生誕130年羽下修三」
当館の名品と現在の五泉市出身
の彫刻家・羽下修三の作品を紹
介します。

期 日：12/21(火)～令和4年3/21(月・祝)
［前期：～2/6(日)、後期：2/8(火)～］

休 館 日：毎週月曜日
(12/29(水)～令和4年1/3(月)、1/11日(火)

※1/10(月･祝)、3/21(月･祝)は開館)
開館時間：9:00～17:00(券売は16:30まで)
観 覧 料：中学生以下 無料

大学･高校生 200円(160円)
一般 430円(340円)
※()内は有料20名以上の団体料金

深澤索一
《新東京百景 築地》

1929年(展示室2･3
「1920年代の美術」より)

［前期展示］

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
URL:https://banbi.pref.niigata.lg.jp/ 

企画展「サンリオ展～ニッポンのカワイイ文化60年史～」
創立60周年、親子3世代で楽しめる美術展！

期 日：令和4年1/20(木) ～ 4/10(日)
休 館 日：令和4年1/24(月)、1/31(月)、2/7(月)、

2/14(月)、2/28(月)、3/7(月)、3/14(月)
開館時間：10:00～18:00(券売は17:30まで)
観 覧 料：中学生以下 無料

大学･高校生 1,300円(1,100円)
一般 1,600円(1,400円)
前売券[一般のみ] 1,400円
※()内は有料20名以上の団体料金

冬季企画展「発掘！新潟の遺跡2021」

※観覧料：無料

新潟市秋葉区金津93番地1
TEL：0250-25-3981
URL：https://www.maibun.net/ 

「足跡ウォッチング」
期 日：令和4年1月23日(日)

9:00～11:00
内 容：愛鳥センター周辺の林で

動物や鳥の足跡を観察します。
定 員：定員15名(先着順)
参 加 料：無料

新発田市藤塚浜海老池 TEL:0254-41-4500 FAX:0254-41-4501
E-mail:ngt035310@pref.niigata.lg.jp URL:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/aicho/

ちょ～生きもの発表会シーズン4
期 日：12/18日(土)
時 間：10:00～16:00
内 容：生きものや自然に関する発表会です。

体験コーナーもあります。
対 象：制限なし

(小学生も楽しめる内容です)
定 員：50名
参 加 料：無料

〒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

「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

第18回マイ・コレクション・ワールド
期 日：令和4年1/15(土)～3/6(日)
時 間：9：30～17：00(券売は16:30まで)
内 容：焼き物の産地としての新潟の歴史を紹介します。
対 象：小・中学生、大学・高校生、一般
観 覧 料：常設展観覧料

(一般520円、大学・高校生200円、中学生以下無料)

期 日：開催中～12/26(日)
時 間：9:30～17:00
内 容：アニメグッズなど12種の

コレクションを展示します。
対 象：小・中学生、大学・高校生、

一般
観 覧 料：無料 長岡市関原町1丁目2247番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

冬季テーマ展示「やきもの産地・新潟」

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

柏崎市高柳町高尾30-33
TEL:0257-41-3355 URL:https://www.garuru-kururu.jp/ 

プラネタリウム冬の番組
「To the GRAND UNIVERSE 大宇宙へ music by 久石譲」

(制作・配給)コニカミノルタプラネタリウム株式会社

期 日：12/18(土)～令和4年3/14(月)
※火曜休館(令和4年1/4は開館)、

年末年始(12/29～令和4年1/3)
時 間：平 日 ①11:00～ ②15:00～

土日祝日 ①12:30～ ②15:00～
会 場：プラネタリウム
内 容：オーケストラ音楽と宇宙をお楽し

みください。
料 金：小・中学生200円 大人790円

※入館料込み

スキー場ゆきっこ運動会 期 日：令和4年1/16(日)、2/20(日)
【午前の部】11:00～12:00
【午後の部】13:00～14:00

会 場：高柳ガルルのスキー場
内 容：スキーこどもの日に合わせて開催！

雪を使った運動遊びで冬を楽しみま
しょう！

対 象：全年齢(幼児は親子での参加)
参 加 費：一部有料

※詳細は後日HPにて御案内します。

＜申し込みについて＞ 当日随時受付

長岡市千秋3丁目278-14 TEL：0258-28-4111
URL:https://kinbi.pref.niigata.lg.jp/

［展示室2･3］
「1920年代の美術」
所蔵品から1920年代の絵画や版画を展
示し、その時代背景を紹介します。
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少年少女考古学教室 展示会
期 日：12/6(月)～令和4年1/10(月・祝)
内 容：今年度の成果について、まとめ

ポスターと作品の展示で紹介します。

村上市上野遺跡の調査

少年少女考古学教室

＜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。

むかしのぞうのコレクションの展示

太丘焼／当館蔵

＜申し込みについて＞
会場参加：必要
Web参加：必要
申し込みURL：

問い合わせ先
生きもの発表会実行委員会事務局
鳥屋野潟公園 TEL:025-284-4720

自然・ふれあい！家族のつどい
期 日：令和4年1/29(土)
時 間：10:00～14:00
内 容：「どんど焼き」を体験します。
対 象：小・中学生とその家族

(未就学児の参加も可)
定 員：50名程度
※申込期間、参加料等の詳細は、

後日HPにて御案内します 胎内市乙字大日裏 TEL：0254-46-2224
URL：https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shizen/

https://00m.in/ikimono


