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○ものの本によりますと、この世に生ま
れてから死ぬまでに、約２０００人の人
と出会いをし、別れをすると言われてい
ます。もちろん、毎年子どもたちとの出
会いや別れを繰り返している私たちの
ような職業の人は、この数をはるかに超
える人も、中にはいるかもしれません。
さてこの約２０００人に思いを馳せ
るとき、その中のどれくらいの人が今の
自分に深く影響を与えたでしょうか？
また自分はどれくらいの人に影響を与
えてきたでしょうか？自分が子どもだ
った頃から今までをノートなりにメモ
し、一度整理してみるのもおもしろいと
思っています。
“教え教わる”という行為は、一日一
日の地道な積み重ねの連続です。でもそ
の中に人生を左右するほどの影響を受
けたり、与えたりした言葉や出来事が必
ずあったはずです。それらを大切にし
て、これからも過ごしていきたいもので
す。（ｈｎ）

若葉抄

○今年度も若い教職員が柏崎刈羽の地
に多く赴任してきました。昔から、最初
の１～２校目で、“先輩からどのような
指導や刺激を受け、どのような学級経営
や教科指導を実践してきたかが、その後
の教職人生の方向を大きく左右する“と
よく言われています。
５月１９日に「若手教員研修サポート
事業」の発会式が教育センターでありま
した。教職経験のまだ浅い１７名の教員
が、各自の研修テーマをもとに年間のプ
ランづくりを指導者と行いました。若葉
のようにみずみずしい感性や頭脳も、鍛
えることで更に大きく成長します。この
事業を有効に活用して、５年後、１０年
後につながる資質の向上に努めてほし
いと願っています。
○新学期がスタートし２ヶ月、小学校で
は１学期の大きな行事である運動会に、
また中学校では各種大会やコンクール
などに向け部活動に熱中する子どもた
ちの姿が、学校通信などをとおして教育
センターまで伝わってきます。
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今月の巻頭言

心の扉
柏崎市青少年育成センター
所長

廣川

正文

ヤンキー先生と呼ばれていた義家弘介さんの講演を聞きに行ったことがありま
す。テレビで放映された「ヤンキー母校に帰る」というドラマのモデルになった人
です。すごく有名だったので、一体どんな人なんだろうとあれこれ想像しながら開
演を待っていました。
しかし、目の前に現れたのは、想像をはるかに超える、さわやかで誠実そうな人
でした。そして、冒頭に力強く次のように話されました。
「皆さん、私をすごい人などと思わないでください。どんなに今、立派なことを
話したり、人の役に立つことをしたりしても、過去の罪を消すことは決してできま
せん。私は、過去に私が迷惑をかけてしまった人のことを忘れることができないし、
忘れてはいけないと思っています。」
その後、自分の両親が生まれてすぐに離婚して、里子に出されてしまったこと、
家では話す相手がいなくて、寂しさのあまり夜の街に出て不良になってしまったこ
となどを話してくれました。その中でも特に印象に残っているのが、なぜ学校の先
生になったかということです。
東京の大学に行っていた頃、バイクで命にかかわる大事故を起こしてしまったと
き、高校時代の先生が北海道からわざわざ入院している病院に来てくれて、
「あなたは私の夢なんだから絶対に死なないで・・・」
と励ましながら付き添ってくれたのだそうです。このとき、
「この先生のようになりたい」
と思って、先生になる決心をしたのだそうです。
そして、最後に、次のように話を結びました。
「お子さんのいる皆さん、心の扉は内側からしか開きません。無理に外側から開
けようとすると壊れてしまいます。お子さんを信じてあげてください。必ず心を開
いてくれます。」
だれでもそうだと思いますが、本気でかかわってくれる人でなければ心を開いて話
をすることはないと思います。じっくりと子どもの話を聞ける大人でありたいもの
です。
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教育センター・育成センターへのご用命は

遠慮なくお申し付けください
センター所員の紹介

青少年育成センター
駅にも店にもどん
どん育成活動に出
かけます。啓発活
動にも進んで取り
組んでいます。

阿部 博
指導員

廣川正文
所 長

根立 茂
副所長

斉藤 信
指導員

教育研究班
教職員の研修やパソ
コンのことで困った
ことがあったら連絡
してください。

自然や科学って，と
ても偉大で不思議
で面白いですよ。
今井芳和 植木厚夫 栗田明廣 矢沢欣也 田村 実
研究助手 研究員
嘱託指導主事 指導主事 情報教育主事
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教育相談班
私たちに
悩みを話
していた
だければ，
必ず心が
軽くなり
ます。

定期の訪問
だ け で な
く，いつで
も声をかけ
ていただけ
ればすぐ参
ります。

寺澤朋法 栗脇 瞳 長谷川大 本間良子 長谷川裕美
指導員
相談員 相談員
相談員
主査
矢嶋信昭 池田恵里子
指導員
指導員

小林 東
係長

笠木典子
相談員

寺瀬富美子
相談員

自主的な学習とふれあい活動を元気に
やっていますので，いつでもお出でくだ
さい。

教育センター 庶務
教育センターの推進役で
あり，縁の下の力持ちで
もあります。
庶務一般何でも承りま
す。
根立 茂
副所長
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中山 博迪
所 長

赤澤 美保
事務員

教育研究班だより
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柏崎市立教育センター

教職員専門研修講座スタート！
５月７日、教職員専門研修講座の１次申込みの段階にもかかわらず、延べ人数１６７０人というたい
へん多くの皆さんの希望を受け付けました。新学習指導要領移行元年にあたる年ということで、忙しい
反面、研修によって自己の資質・指導力の向上を図るには、絶好のチャンスである年となるはずです。
柏崎刈羽の教職員の皆さんの研修意欲に応えるためにも、充実した研修講座にしていきたいと考えます。
なお、今後は、各月ごとに２次申込みの案内を送付します。２次申込み締切については、各講座実施
日の一週間前となっていますのでよろしくお願いします。
４月に実施した算数・数学講座の様子について、受講者の感想を通してお伝えします。

４月３０日(木)

数学教材研究Ⅰ「中学校１年文字式」 柏崎市立教育センター

矢沢 欣也

全国学力・学習状況調査の小学校算数・中学校数学の調
査結果の分析やポイントを伺うことができて、大変参考に
なりました。また、
「文字式が表わす式の意味や考え方を読
ませる」ということの大切さを実感しました。
文字の計算になると、形式的な計算練習ばかりになって
いるのが実態です。今回、導入の大切さを改めて実感し、
文字を使う意味や意義を生徒たちに十分に理解させなけれ
ばならないと感じました。また、そのことが数学への関心
を高めることにつながるのだと思いました。中学校数学の
数式領域において、その土台となる１年生の「文字式」だ
からこそ、意義、目的をはっきりさせるべきだし、問題提
示や展開の工夫等を考えていきたいと強く思いました。

なるほど！使える！柏崎市教育情報支援システム
皆さん，柏崎市教育情報支援システムをご存知でしょうか。インターネット上で公開されているこの
Web ページには，柏崎・刈羽の地域と密着したすばらしい教材・資料がたくさんあります。これらの教
材・資料は，柏崎・刈羽の教職員のみなさんがいろいろなアイディアを出し合いながら作成したもので，
他の地域にはない大変先進的な取り組みの成果としてたくさんの方々からすばらしい評価をいただい
ているものです。
ぜひ，ご活用ください。
http://kedu.kenet.ed.jp/

柏崎オリジナルコンテンツ
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今すぐアクセス！

算数・数学における「発展的な学習指導資料」です。小学校
１年生から中学校３年生まで，約 400 の教材と数学史に関わ
る約 20 の資料を利用することができます。習熟度別学習などで進度の速い児童生徒が利用したり，一
斉学習で利用してクラス全員で考えを深めたりといった使い方ができます。

柏崎アクションプラン「国際理解教育プラン」の小学校英語
活動集です。学級担任と ALT が一緒に授業づくりできるよう
にした活動案や ALT による効果的で楽しい授業アイディア，
場面ごとに授業でよく使う言葉など，盛りだくさんの内容です。日本語版と英語版，両方の資料が用意
されていますので，ALT との打ち合わせも楽々です。

柏崎アクションプラン「情報教育プラン」の情報教育活動
アイディア集です。日常的な授業や活動の中で，どんな情
報教育の目標を意識したらよいかをイメージしやすいように，カリキュラム中のそれぞれの目標（評価
の視点）を，
「どの教科のどの単元でどう扱うか」というアイディアとしてまとめたものです。

柏崎・刈羽地域は草生水（くそうず）に始まる石油採掘
の歴史はもちろん、風力発電・バイオマス発電・雪冷房
などの新エネルギーや原子力発電などさまざまなエネルギー資源を持っています。それらを活用した環
境・エネルギー教育のための資料です。総合的な学習の時間で活用しやすいように，資料やワークシー
トなどが用意されています。

小中学校における食育のための資料集です。国や県の動
向や食育を推進する上での基本的な考え方がわかりやす
くまとめられています。また，各学年における食に関する具体的な学習活動アイディアが学活や様々な
授業と関連付けてまとめられています。

文部科学省の「キャリア教育推進地域指定事業」の地域
指定を受け、実践協力校での３年間にわたる取組を紹介
するとともに，キャリア教育をどのように進めていったらいいのか，どのような学習活動を展開すれば
いいのかといったアイディアがまとめられています。

柏崎市教育委員会がまとめた「柏崎市における教育の情
報化推進プラン」に基づいて，昨年度完成した情報モラ
ル教育における柏崎市モデルカリキュラムです。各学校
における情報モラル指導の年間指導計画の作成とその実践を支える目的で作成してあります。家庭・地
域・学校が一体となった計画的・系統的な情報モラル指導に有効に活用してください。
その他，日常の教育活動に役立つ情報が公開されていますので，ぜひご活用ください。
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■■■

教育情報支援システム情報

■■■

教育センターで実施している研修講座については、講師から了解の得られたテキストや資料を柏崎市教
育情報支援システムの「講習会テキスト」のページに登録させていただいております。講座に参加できなか
った方も、テキストや資料をダウンロードしてご覧いただくことができますので、ぜひ活用してください。なお、
H20 年度およびそれ以前に実施した講習会のテキスト・資料は別のページに移動させていただきました。
柏崎市教育情報支援システムトップページの「最
新情報」欄に、新たに登録した資料等の情報を掲載
しています。
ログイン前にも確認できますので、気になる情報が
掲載されたら、先生用のアカウントでログインして、
「講習会テキスト」のボタンをクリックしてください。

過去のテキスト・資料はここから
アクセスしてください。

今後実施される講座のテキストや資
料はこの欄に追加されていきます。

必要なテキストや資料はこのリンクを「右クリック」し、「対象
をファイルに保存」を選択して、ダウンロードしてください。

教材データベース新規登録教材
登録日
H21.4.22
H21.4.23

教材名
説明
個 人 情 報 取 扱 の 手 引 教育委員会と学校事務研究部が作成した個人情報取扱いの手引き。
H21年3月に配布した資料の追加印刷用データ。A3両面印刷用。
き.pdf
柏崎市の小中学校に整備されている機器の構成図とサポート体制の
IT環境21.pdf
紹介。H21年度版。
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講習会のテキスト・資料を登録しました
実施日
H21.4.24

H21.5.08

講座名
教材名（リンク）
サムネイル／備考
新任者セキュリティポリ H21 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー と 対 プレゼン配布資料
策.pdf
（スライド4枚／ページ）
シー説明会
柏崎市のIT環境と支援体制
IT環境21.pdf
（A3版1ページ）
テキスト第4版(H21.05.08)
Hardlockeyの利用手順.pdf
USBメモリ型暗号化
キーの使い方入門

H21.5.14

個人PCに必要な
セキュリティ対策入門

■■■

Hardlockeyの利用フロー.pdf

準備～利用の流れ（A4版1ページ）

Hardlockey様式集

管理用様式集

Hardlockey活用のポイント.ppt

説明用プレゼン

テキスト第4版(H21.05.14)
セキュリティ対策入門.pdf
セキュリティ対策入門プレゼ
説明用プレゼン
ン.ppt

情報関連研修講座情報

■■■

６月に実施される情報関連講座のご案内
H21.06.02(火) 基礎から学ぶ ICT 活用①（オリエンテーション）
メールによる情報交換や訪問支援を織り交ぜながら、年間を通してパソコンやネットワークの基本的
な活用方法について学習するコースの１回目です。今回は電子メールの利用手順を中心に、１年間
の学習の進め方、連絡のとり方など、以降の学習をスムースに進めるための準備をします。

H21.06.12(金) プロジェクタの活用
パソコンやビデオ、DVD プレーヤーなどとプロジェクタをつないで
使用するための基礎知識とコツについて学習します。以下のキーワ
ードについて、「説明できない」、「自分ではできない」という方はぜひ
受講してください。 また、高機能な実物投影機のように利用できる
「マルチプロジェクションカメラ」の使い方についても紹介します。

パソコン＆プロジェクタの接続、ビデオカメラ＆プロジェクタの接続、デジタルカメラ＆プロジェ
クタの接続、DVD プレーヤー＆プロジェクタの接続、アナログ RGB、DVI 端子、コンポジット
端子、S 映像端子、RCA オーディオ端子、キーストーン、ANSI ルーメン

H21.06.18(木) 学校ホームページの管理
各校において、それぞれの担当者が作成したページをまとめて、学校全体のホームページに仕上
げるためのコツと、サーバーへのアップロードの手順について学習します。学校のホームページの維
持管理に時間がかかりすぎると感じている方や、以下のキーワードについて、「説明できない」、「自分
ではできない」という方はぜひ受講してください。
よいホームページとは、HTML、アップロードの手順、FTP、アクセスカウンターの付け方
PDF の作成、リンクの設定、適切な画像サイズ、相対パス・絶対パス
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■■■

セキュリティ情報

■■■

セキュリティホール情報
マイクロソフトより、5 月 13 日付で 5 月の定期更新として、Windows などの重要な更新が下記のように公開
されました。まだ Update が済んでいないようでしたら、至急 Windows Update などを実施していただくよう
お願いします。なお、ご利用の環境によっては以下の更新以外にも、別の更新がリストアップされる場合が
あります。また、一旦更新プログラムが提供された後で再度問題が見つかり、予告なく新たな更新が提供さ
れる場合もありますので、「自動更新機能を ON にする」、「定期的に更新をチェックする」などして、随時提
供される更新が速やかに適用されるようにしてください。
No.
1

更新の名称
MS09-017
PowerPoint の重要
な更新

脆弱性等の情報
Microsoft Office PowerPoint
の脆弱性により、リモートでコ
ードが実行される (967340)

は Windows Update または Microsoft Update，

対象
PowerPoint2000,
2002(XP),2003,2007
など

更新先

深刻度

は Office Update から更新を実行します。

なお，Office が 2002(XP)以降なら Microsoft Update を利用すると，まとめて実行することができます。
は右側ほど深刻度が高く，緊急の対応を要します。

ウィルス対策ソフトの状況について再チェックを！
昨年後半から USB メモリなどを経由して感染するウィルスが全国的に広まっています。市内でも同種のウ
ィルスが複数検出されており、感染していても検出されていない USB メモリがあることも考えられます。自分
の PC や学校の共有 PC などのウィルス対策ソフトの状態を改めてチェックしてください。
なお、インターネットに接続されることのない PC では、Windows Update などもできず、ウィルス対策ソフ
トも適切な更新ができないため、危険度が高いと考える必要があります。「インターネットなんて使っていない
からウィルス対策は不要」などと考えるのは厳禁です。
チェック！

□ あなたが使用しているウィルス対策ソフトは何ですか。しっかり把握しておきましょう。
□ あなたが使用しているウィルス対策ソフトの使用（更新）期限はいつまでですか。
☞ 多くのウィルス対策ソフトにはウィルスを検出するためのデータを更新するサービスに期限があり、
通常インストールから１年間となっています。それ以降は更新手続きが必要です（このような手続きが
不要なソフトウェアもあります）。
☞ 使用期限切れとなったウィルス対策ソフトでは、新たなウィルスを検出できません。
□ あなたが使用しているウィルス対策ソフトは最新の状態ですか？
☞ ウィルスを検出するためのデータベースであるウィルス定義ファイルやパターンファイルと呼ばれて
いる情報が何日も更新されていない状況では、新しいウィルスが進入する可能性が高くなります。
□ 最後に PC 全体のウィルスチェックを行ったのはいつですか。
☞ 定期的に PC 全体のウィルスチェックを行ってください（できるだけ一週間に一回程度）。
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(科学技術教育だより)

研修会・事業の一コマ

・・・ 研修会の様子＆参加者の声など ・・・

○ 春の植物観察会（４月１１日実施）
◇会
◇内

場
容

柏崎夢の森公園
里山の春の植物について，小・中学校の先生方，親子を対象にした観察
会を行いました。ギフチョウが飛び交う中，４種類のスミレや３種類の
サクラの見分けを体験し，また春の七草さがしをしながら，花盛りの春
の里山を満喫する研修会となりました。

○ 理科主任研修会（４月２１日実施）
◇内

容 前半は理科主任の役割や，平成２１年度の各種事業について，また理科
備品および少額設備品の購入等の説明を行いました。後半は，環境教育
についての研修会や，新内容に関わる理科教材の展示会を行いました。

○ 生活科・理科研修会「学校周辺の植物」（４月２３日実施）
◇会
◇内

場 柏崎市立剣野小学校
容 学校の周りで見られる身近な植物についての名前調べや，草花遊びの紹
介を中心に研修会を行いました。観察させたいところに，子どもたちの
目を向けさせる工夫や，
各学年における野外での
学習例を話題に交えなが
ら，先生方が子どもたち
を野外に連れ出すための
事前準備をしてもらいま
した。その後，参加者か
らの要請に応え，数ヵ校
の学校周辺の植物調査を
行いました。
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○ 春の星空観察会（５月１日実施）
◇講
◇内

師 柏崎天文同好会会長 松村 昌明 様
容 春の星空を中心に星座の見方を学び，実際の星空から星座探しを行いま
した。また，天体望遠鏡にて，土星や月を観察しました。

○ 磯の生物観察会（５月９日実施）
◇会
◇講
◇内

場
師

柏崎鯨波海岸
柏崎貝類同好会会長 小林 進一 様
海洋生物環境研究所実証試験場 応用生態ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
容 磯に見られる貝類と海そう類の見分け方
と標本の作り方などについての研修会で
した。ほとんど無風状態で波が立たず，例
年にないほどの天候に恵まれたため，波打
ち際の生物を落ち着いてじっくりと観察
することができました。

馬場 将輔 様

○ 上越地区合同野外研修会（５月１６日実施）
◇会
◇講
◇内

場 大潟水と森公園
師 新潟県生態研究会 会長 松井 浩 様
容 マムシグサの仲間の雄株・雌株の見分け方や，シナノタンポポ・エゾタ
ンポポの見分けなど，非常に興味深い内容が満載の研修会でした。

５月後半〜６月中旬の行事予定（研修会など）
○中学校第１分野研修会「身のまわりの現象（光・音・力）」
◇日
◇内

時 ５月２１日（木）１５：００〜１６：４５
容 新内容の水圧などの実験を含む，光・音・力を実感を伴って理解させる
ための様々な実験の方法を取り入れた授業について，実習を交えて研修
します。

○小学校学年別研修会第５学年「魚や人のたんじょう」
◇日
◇内

時
容

５月２８日（木）１５：００〜１６：４５
メダカの簡単飼育法や観察法，また産卵を観察するための工夫，また妊
婦体験，羊水の機能を実感する実験等々，実習を交えて研修を行います。

○青少年のための科学の祭典 2009 柏崎刈羽大会
◇日
◇会
◇内

時 ６月６日（土）１０：００〜１５：３０
場 新潟工科大学
容 現象の不思議を体験し、楽しみながら原理に気づかせる実験などを行い
ます。子供たちは原体験があってはじめて、その仕組みを学んだときに
実感を伴って深く理解できるようになります。子どもたちが今後の科学
概念を伸ばしていくための原点となるような多くの体験を準備します。

○生活科理科研修「紙すき」
◇日
◇内

時
容

６月９日（火）１５：００〜１６：４５
ペットボトルとビー玉を利用した紙すき方法の紹介と実習を行います。

○初夏の植物観察会
◇日
◇会
◇内

時 ６月１３日（土）９：００〜１２：００
場 柏崎夢の森公園
容 初夏の里山を歩き，身近な植物に親しむ体験をすることで，人と自然が
融和する里山の自然を理解する観察会です。
- 10 -

平成２１年５月２０日

心 の 窓 （教育相談班だより）
柏崎市立教育センター

〒945‐0８３３

№１１７

柏崎市若葉町２番３１号

℡（代表）２３−４５９１
（Fax）２３−４６１０

「生徒の心と向き合って」

＜教育相談＞

柏崎市立松浜中学校
生徒たちが、明るく充実した日々を過ごせることを願い、教職員一丸となって教育相談や生徒へ
の指導や支援活動の充実に努めています。
当校は全校生徒１２０人の小規模校です。この特性を生かし、全職員の目で全校生徒を見取り、
情報交換を密にし、問題を抱えている生徒の早期発見、対応等に心がけています。
その一部を紹介いたします。
一つ目は、生徒の様子を全職員で多面的に見取ることです。気がついたことや心配なことがあっ
た場合は、ただちに声に出し、更に生徒指導部へメモ等で伝え、全職員の共通理解と指導に生かし
ています。これにより、生徒を様々な面から見ることが出来ていると思います。
二つ目は、定期的に生徒の生活に関する意識調査を行っていることです。集計分析の結果をもと
に全体指導、個別指導を充実させています。外側からは見えにくい生徒の悩みを掴むことが出来ま
す。
三つ目は、スクールカウンセラーとの連携により、生徒の心のケアを行っています。様々な事情
から、深刻な悩みを抱えている生徒に対し、スクールカウンセラーによるカウンセリングを計画的
に実施しています。その後に教職員がコンサルテーションを受け、生徒理解を深め支援体制の充実
が出来るように心がけています。
中学校の３年間は、子どもから大人への大きなステップ！自立を目指し、将来の方向を決めてい
く大切な時期であると思います。これからも全職員で協力し、生徒の心と真剣に向き合っていきた
いと考えています。
＜教育相談班
＊

（文責

養護教諭

中澤貞子）

６月の予定＞

カウンセリングルーム

＊

ふれあいルーム

３日（水）４日（木）５日（金）保護者面談
いろいろ体験グループ
１１日（木）笹だんご作り
（小学校Ａ）１２日（金）１６：００〜１７：００
１５日（月）えんま市見学
（小学校Ｃ）１２日（金）１６：３０〜１７：３０
１日（月）〜２６日（金）
（小学校Ｂ）１９日（金）１６：３０〜１７：３０
上教大大学院臨床実習①３名
（中学校１）２６日（金）１８：３０〜２０：００
２９日（月）〜７月２４日（金）
上教大大学院臨床実習②２名
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＜カウンセリングルームから＞

「相談支援ファイル（試行版）」について

柏崎市は平成 20 年度から引き続き、県の「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」の「グラ
ンドモデル地域」としての指定を受けています。これは、発達障害を含む障害のある子どもの乳幼児期
から成人期に至るまでの一貫した支援体制を整備するための事業で、特別支援連携協議会の設置や相談
支援ファイルの作成・活用などの内容が含まれています。他にも上越市がグランドモデル地域の指定を
受けています。
先日 5/8 に、事業の目玉の一つである「相談支援ファイル（試行版）」について、県障害福祉課および
県義務教育課による説明会が開かれました。市内の特別支援教育や発達障害者支援の関係機関、保護者
団体代表などが参加し、今後の活用の方向性について話し合われました。
この「相談支援ファイル」が、従来の個別指導計画や個別の教育支援計画と比べて一体何が（どこが）
違うのかと言いますと、一点目は「保護者が主体的に情報を集めて綴ったり、記入したり、保管できる」
形式であるということです。障害のある本人の所属機関や支援機関が変わるたびに、保護者が、何度も
繰り返し生育歴を語ったり、以前にどんな支援を受けていたかを説明したりするような苦労をしなくて
済むように考えられています。二点目は「ライフステージ（発達段階）のどの時点からでもファイルを
作成し始められる」ことです。全てのライフステージに共通する支援情報も綴られていますし、乳幼児
期（例えば早期療育）や青年期（例えば就労支援）等、そのライフステージ特有の支援方策に関する情
報も記載できるようになっています。三点目は「支援機関がこの支援ファイルの作成協力者になること
により、自然と支援チームが形作られていく」ということです。
21 年度、県は「相談支援ファイル（試行版）
」の第二次試行を開始し、保護者モニターからの意見を
集めて、21 年度内に「相談支援ファイル（初版）」を完成させる運びとなっています。
「相談支援ファイル」は市が県から頂いた「種」のようなものです。種を大切に育てる、つまり、土
に蒔き、水をやり、花を咲かせ、収穫を得る、という一連の仕事は、関係者がこのファイルの趣旨と目
標を共通理解し活用することで進んでいくものと思います。

＜ふれあいルームから＞

（文責

小林

東）

ほんとの脳トレ

体を動かすと気持ちが良いです。過ごしやすい季節になって、ふれあいルームの通級生も運動したり、
外を歩いたりする機会が増えてきました。不登校を経験した子は、家で過ごす時間が長くなりがちなの
で、積極的に外へ連れ出します。
養老孟司さんの本によれば、自然の中を歩いたり、色んな物に触れたり、体を動かすことが結局は脳
に刺激を与えることになり、また気持ちが良いと感じることが脳にも体にも良いことなのだそうです。
悩んだり、考え込んだり、ふれあいルーム通級生でなくとも、人は何か困難にぶつかるとどうしても
手足を動かすことを忘れて頭だけを使って、心をどうにかしようとしてしまいます。こういう時こそ、
とりあえず外を歩いてみたり、景色を眺めてみたり、理屈抜きで五感を刺激してみると良いのかもしれ
ません。
ふれあいルームでは、これから笹だんご作りや八石登山など行事がたくさんあります。たくさんの刺
激を感じる事で、通級生の心も体も活発に活動してくれたらと思います。
（文責
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寺澤

朋法）

柏崎市青少年育成センター

育成センター通信

0817

〒945‑0833 柏崎市若葉町 2 番 31 号
℡0257‑20‑7601 FAX0257‑23‑4610
ikusei@city.kashiwazaki.niigata.jp

６ 月 の 予 定
日

曜

２

火

８
14

こ

と

が

ら

日

曜

こ

と

が

ら

市青少年育成委員会総会

15

月

エンマ市（高校職員）

月

市青少年健全育成市民会議総会・講演会

20

土

小中ＰＴＡ一日育成（学番偶数校）

日

エンマ市育成（小中新校長）

27

土

小中ＰＴＡ一日育成（学番奇数校）

高校下校育成活動が行われる！
～柏 崎 駅 周 辺 での取 組 ～
例年のように柏崎駅周辺で高校下校育成活動が行われました。４月７日から２４日までの
１４日間，のべ２５人の育成委員から参加していただきました。
○高校１年生は，清楚で節度のある通学スタイルで感じがよいが，２・３年生になるとや
や問題のある生徒が目立つ。特に踵をつぶして歩行している生徒が目立つ。声掛けをし，
注意してもなかなか直さない。
○高校生の方から大きな声で挨拶をしてくれた。今までの取組がむくわれたような気がし
た。
「継続は力なり」を実感する気持ちの良い育成活動であった。
高校下校育成活動とは，希望する育成委員が柏崎駅構内と駅周辺部で電車通学する高校生
を対象に声掛けを通して正しい方向へ導く活動です。駅構内で他に迷惑をかける行動やマナ
ーを守らない行動を注意したり助言したりします。例えば，駅の出入り口をふさいでたむろ
している生徒・ホームなどで地面に座り込んでいる生徒（いわゆるジベタリアン）
・買い食
いをしている生徒・待合室などで座席をわがもの顔で占拠している生徒・自転車を二人乗り
している生徒などに対して積極的に声掛けをして行動を改めるよう促しています。
この高校下校育成活動は，平成１５年度から実施して今年度で６年目になります。当初か
ら参加している育成委員の話によると，初めは，なかなか聞き入れてもらえなくて歯がゆい
思いをしたが，近頃はきちんと挨拶をしてくれるようになったり素直に聞き入れてくれるよ
うになったりしているとのことです。また，よそから柏崎へ転勤して来られた方々の話によ
ると，駅付近の高校生の生活態度が良いのに驚いたとのことです。これらは，育成委員の方々
が懸命に積み上げてきた努力の結晶であると受け止めています。
なお，次回の高校下校育成活動は，夏休み明けの９月１日から１８日までの予定です。新
しい育成委員も加わり，市民の皆様方の期待に応えられるよう一層充実した活動となるよう
にしていきます。
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市青少年健全市民会議と
市青少年育成委員会の総会迫る！
◇◆柏崎市青少年健全育成市民会議の総会並びに講演会◆◇
○日 時

６月８日（月）１８：３０～２１：００

○会 場

柏崎エネルギーホール（駅前２丁目） ℡ ２３－３１３８

○日 程

◆総 会（１８：３０～１９：３０）予定
・平成２０年度事業報告及び決算報告・監査報告
・平成２１年度事業計画案及び予算案
・その他
◆講演会（１９：３０～２１：００）予定
・演題 「子どもとケータイ問題」～現状と対応策～
・講師 大嶋

隆義 様（新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課
ハイテク犯罪対策室補佐）

※講演会には，市民の皆様方もふるってご参加ください。お待ちしてお
ります。

◇◆柏崎市青少年育成委員会の総会並びに研修会◆◇
○日 時

６月２日（火）１８：００～２１：００

○会 場

市民プラザ（東本町１丁目） ℡ ２０－７５００

○日 程

◆辞令交付（１８：００～１８：１５）予定
◆総 会（１８：１５～１９：００）予定
・平成２０年度事業報告及び決算報告・監査報告
・平成２１年度事業計画案及び予算案
・新役員承認
・その他
◆研修会（１９：００～２１：００）予定
・育成座によるスタンツ（育成委員の任務についてのスタンツ）
・班別研修会
・地区別研修会
・その他
※今年度，青少年育成委員会は継続育成委員
３０名の他に新育成委員４０名が加わります。
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所員随想

伝えたいこと
ふれあいルーム指導員
矢 嶋 信 昭

田植えも終わり､水田に緑が広がり、夜には蛙の合唱が聞こえます。
春になると、本当に忙しい、冬囲いの撤去から始まり､春耕、種まき、そして草取り。勤めてい
る関係で土曜日と日曜日にしか本格的な草取りが出来ず草が伸び放題である。何とか追いつくの
が５月の連休。しかし気を許すと､草が芽を出している。本当にいたちごっこである。年を取る
と膝に負担が来て大変である。でも、草だらけにしておくわけにもいかず､草取りを続けている。
誰かに｢草を取って｣と言われたとしたら多分やらないだろう。自分がやろうと思ってやっている
から続いているのだろう。草を取ったあと、振り向くときれいになっており気分がよい。（充実
感がある。）この気分を味わうためにやっているのだなあと気付いた。自分がやろうと思うこと
は､他の人から見たら大変なことでも、自分にとっては楽しいことである。仕事は､自分で見つけ
てやろう。（課題は自分で見つけよう。）
地震で蔵が倒壊した。解体は済んだが､石が残った。持てる物は簡単に移動できるが、重い物
は厄介である。そこでどうすれば目的の場所に移動できるか考える。楽しさは身近にある。自分
で何をしようか考える。そして作戦をたてる。失敗をする。考える。失敗する。また考える。こ
の繰り返しである。成功した時は「やったー」である。でも、使っているのは、難しいことでは
なく小中学校の時に習った知識である。（てこの原理、重心､転がり摩擦など）。この年になっ
て小中学校の学習が生きている。「何のために勉強をするのだ」と言う子どもたちに、「解決し
たいことを、今までの知識を総動員して解決できた時に勉強する意味を感じることができる。」
最近､上記のことをふれあいルームの子どもたちに話をした。
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平成21年度

月間予定表

日 曜
研修・行事・会議
相・上教大実習生受入①（～6/26）
1 月

6月

柏崎市立教育センター

内部事務・日程等
所内会議 13:00～

出張・関係事業等
柏崎養護評議員会（小林）10：30

研・進路指導研修「学校におけるキャリア教

2 火 育」15:00

育・育成委員会総会（市民プラザ）18：00

情・「基礎から学ぶICT活用①」15：00
情・生徒指導研修「ケータイ・ネットのトラブルと

3 水 その対応」15：00

広報7/5号〆切

＊市教頭会（多目ほか）14:30

ふ・保護者面談

4 木 ふ・保護者面談
5 金 ふ・保護者面談
6 土

第1回就学指導委員会（分館:小林）14：00

科学の祭典前日準備

青少年のための科学の祭典①（会場：新潟工
科大学）

7 日
8 月
9 火 科・生活科「紙漉」15:00

相・学校訪問（剣野小）15:30

10 水

相・学校訪問（高浜小）15:30
就学相談 PM

11 木 ふ・笹だんご作り

相・学校訪問（新道小）15:30
柏崎小校内研修（小林）13:30
心のｹｱｾﾝﾀｰ運営会議（小林）10:00

育・市民会議総会講演会（エネ）18：30

情・「プロジェクタの活用」15：00

相・学校訪問（半田小）15:30
教科書展示会（～7/10まで）

12 金 相・いろいろ体験グループ（小A・C）16:00
13 土 科・初夏の植物（夢の森公園）
14 日

育・えんま市育成
大洲小校内研修（小林）15:30
出・上越理セン野外研修2（～16日）
育・えんま市育成

15 月 ふ・えんま市見学

文教経済常任委員会
相・学校訪問（枇杷島小）15:30

16 火
17 水

18 木
19
20
21
22
23
24

広報7/20号〆切
研・生徒指導事例検討Ⅲ（部活動における生
徒指導）15：00
情・学校HPの管理（構成内容、まとめ方）15：
00
相・いろいろ体験グループ（小B）16:30

相・学校訪問（北条北小）15:00
相・学校訪問（北条南小）15:45
出・中越心理士会（精医セ：小林）13:00

金
土
日
月 相・相談班会議 13：00
火 科・１分野「エネルギー」15:00
水 研・算数・数学示範授業（鏡中）14：00

相・学校訪問（鯨波小）15:30
育・一日ＰＴＡ育成（学番偶数校）

相・学校訪問（田尻小）15:30
＊退職校長会（一研）13：00
相・学校訪問（上米山小）15:30
要保護児協議会（元気館：小林）13:30
出・刈羽小「PTA子どものふれあい体験学習」（植
木）

25 木 研・図工・美術研修「児童画指導講座」15：00
26
27
28
29
30

金 相・いろいろ体験グループ（中①）18:30
土
日
月 相・上教大実習生受入②（～7/24）
火 研・生徒指導「クレーム対応」15：00

相・学校訪問（野田小）15:30
出・就学指導研究協議会（新潟：小林）PM
教科書センター運営委員会（一研）13：30

紙資源物回収

相・学校訪問（北鯖石小）15:15
育・一日ＰＴＡ育成（学番奇数校）

相・学校訪問（米山小）15:30

研・教育研究班
科・科学技術教育
相・教育相談班
育・育成センター
出・出張
*・施設貸出
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ふ・ふれあいルーム
情・情報教育研修
【 】は未確定の行事・時間

H21年度

教育センター事業の参加・利用状況
４月の
利用数

研修講座・事業名
専門研修講座

*

共催研修、研修講座
学校の要請研修会
教
育 調査研究員会,教科研修員会
研
究
班 教育情報化研修講座 *
情報教育主事の要請支援等
その他の相談・利用・参加数
教科書センター利用閲覧数
教
育
研
究
班
・
科
学
技
術
教
育

理科研修講座

*

学校等の要請研修
地域の自然研修
観察会
地域の自然研修・観察会
科学教育振興事業(科学の祭典・科学教室等)
理科教育の相談・支援
理科教材・物品の貸出
(教職員研修の合計)
カウンセリングルーム来室相談

新規相談件数
のべ相談件数

学校訪問相談
家庭訪問相談

訪問対象者数
訪問のべ回数

教 電話相談
育
相 ソーシャルスキルトレーニング
談
班 ふれあいルーム在籍人数

小学生
中学生

ふれあいルーム通級日数
小学生
中学生

ふれあいルーム通級のべ人数

ふれあいルーム学校復帰人数(部分復帰を含む)

1回
6人
1回
45人
0回
0人
0回
0人
0回
0人
18回
167人
0回
0人
3人
2回
90人
2回
3人
1回
23人

1回
6人
1回
45人
0回
0人
0回
0人
0回
0人
18回
167人
0回
0人
3人
2回
90人
2回
3人
1回
23人

2,242人

2,242人

38件

38件

484件

484件

194人
60件
77件
5回
2人
7回
4件
0回
0人
3人
8人

194人
60件
77件
5回
2人
7回
4件
0回
0人
3人
8人

17日

17日

15人
49人

15人
49人

4人

4人

人

0人

人

教育団体，ＰＴＡ，市民等の利用

教育センター事業の参加・利用総数
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H21年度
利用合計数

3,318

3,318

人

人

人

回

人

人

人

人

人

人

人

件

件

人

件

件

回

人

件

人

人

人

日
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平成２１年度・２２年度使用

小・中・高等学校で使われている教科書を展示します。
お気軽にご来場ください。

日時

６月１２日(金)〜７月１０日(金)
・平日 午前９：３０〜午後５：００

案内図

・土曜 午前９：３０〜正午
日

会場

電話 23‑4591

←至上越
剣野小

本 海

鵜川

柏崎市若葉町２−３１

赤坂山公園
(松雲山荘)

ようこそ

1 階・２階ロビー

柏崎市立教育センター

柏崎市立教育センター

柏崎市立教育センター

市街地
柏崎駅

カシックス

こ こ
スポーツ

国道 8 号線
枇杷島小

アカデミー

Ｒ―353

至長岡→

ガリレオ・ガリレイはイタリアの天文学者
で近代科学の父と言われ、経験的・実証的方
法を用いる近代科学の端緒を開いた人です。
新しい教育の創造を志向する私たちにも
ガリレオ・ガリレイのごときたゆまざる創造
と検証の精神が必要であるという趣旨から
情報紙の名称を「GALILEI」としています。
教育センターと青少年育成センターの情
報とともに、柏崎の教育を広く発信していき
ます。
所報「GALILEI」 平成 21 年 5 月末日発行

柏崎市立教育センター

ＴＥＬ
ＦＡＸ

柏崎市青少年育成センター

ＴＥＬ 0257-20-7601
ＦＡＸ 0257-23-4610

〒945-0833

0257-23-4591
0257-23-4610

新潟県柏崎市若葉町 2―31

