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◆１０年ほど前の話で恐縮ですが、県の行

政機関で、青少年・家庭教育を担当させて

いただいておりました。当時、県も財政的

に豊かだったせいか、今では到底考えられ

ないようなビッグな事業がありました。

その一つが県内各地から、応募で集まった

小・中学生約３２０人（小５～中３）とス

タッフ８０人、総勢４００人による６泊

７日の長期自然体験教室です。 

 真夏の８月に、旧湯之谷村の銀山平とい

う俗世間とかけ離れた土地で１週間にわ

たるキャンプ生活を送ったのです。 

 子どもたちは、初めて顔を合わせる仲間

と銀山湖でのカヌー、尾瀬沼ウオッチン

グ、万年雪のある荒沢岳への観察ラリーな

ど、北魚沼の雄大な自然の中で様々な体験

活動をしました。 

最初は、ホームシックで家に帰りたがっ
  

 
 ていた小学生が、班の中学生に励まされ

徐々に立ち直っていく姿や、テレビやテレ

ビゲームとは全く無縁な生活にさほど不

自由も感じないで過ごす姿など、普段観察

できない光景を目の前にし、改めて子ども

たちの教育環境や生活状況について考え

させられたものでした。（今となっては、

なつかしい想い出となりましたが・・・。） 
 さて当教育センターでは、「自然に親

しむ日」という事業を毎年数回実施してい

ます。不足がちな自然体験や観察の場を、

子どもたちに少しでも提供したいという

主旨で行っています。ほとんどの子どもが

親と一緒に参加しています。ほほえましい

姿も時々見受けます。各学校におかれて

も、なお一層自然に接する活動や学習の場

を取り入れ、子どもたちの心を耕していた

だきたいと思っています。（ｎｈ） 
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今月の巻頭言 

  子育て支援について 

 

                    教育センター運営委員 

                    柏崎市立柏崎保育園 

                  園 長 山本 礼子 

                    

子どもの生活環境の変化や、不安や悩みを抱える保護者の増加などを背景として 

「新保育所 保育指針」が今年度から施行されました。この中では、子どもの保育と入

所児の保護者の援助だけでなく、地域の子育て支援が明記されています。 

 

 現在当園では、０歳児から年長児まで１２５人の子ども達が生活しています。 

それぞれの子どもの発達過程や個人差に応じた保育、また保護者に対しては、保護者の

状況や意向に応じる援助が、保育士に求められています。 

人間形成の基盤となる乳幼児期に関われることの誇りと喜びを感じると同時に、責任

を感じているところです。 

 

 地域の子育て支援としては、昨年度から当園の前に開設した子育て支援室、「おひさ

まルーム」を通して行っています。いろいろな地域から未就園の子ども達がお母さんと

やって来ます。支援室では、子ども達を遊ばせながら、お母さん同士楽しく情報交換を

したり、子育ての悩みを話し合っている姿がみられます。今後は、支援室に来られない

親子にも目をむけていかなければ・・・と思っています。 

 

柏崎市から引っ越しした方が 「柏崎市の子育て支援は、他市に比べて進んでいる」

という声を寄せてくれます。確かに、緊急一時保育、一時預かり、休日保育、病児保育、

ファミリーサポート等、支援のメニューはたくさんあります。 

保育事業は福祉事業なのか、それとも子どもを預かるサービスを提供するものか 

時々考えさせられます。 

 

 現実には、理不尽とも思える親がいることは確かです。子どもの最善の利益というよ

り、親の都合で子どもを動かしている家庭もあります。しかし、どんな人も「まず、受

け入れること」そのことが、子ども達を心豊かな人間に育てるための第一歩と信じて、

これからも接していきたいと思います。 
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教育研究班だより 
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TEL:0257-23-4591 FAX:0257-23-4610 

 

若手教員研修サポート事業スタート 
今年度の新規事業である「若手教員研修サポート事
業」がスタートしました。 
この事業は、授業力の向上、教師としての資質向上
を目指した若手教員の自主的な研修を支えようとい
うものであり、指導スタッフとしては、柏崎市教育委
員会指導主事・柏崎市立教育センター嘱託指導主事が
あたります。教職に就いて２年目から６年目の先生方
を対象に希望者を募ったところ、１７名のたいへん意
欲的な研修員が集まり、去る５月１９日（火）に発会
式が開催されました。 

★今年度研修員の教科・領域は次の通りです。 
 
   国語・・・・・・・４名 
   算数数学・・・・・５名 
    理科・・・・・・・２名 
    社会・・・・・・・１名 
    外国語・・・・・・１名 
    体育・・・・・・・１名 
    学級経営・・・・・２名 
    特別支援教育・・・１名 
  

 
 
 

５月から６月上旬に実施した研修講座の様子をお伝えします。 

５月２０日(水) 国語 「デジタル教科書活用法」 柏崎市立教育センター  田村 実 他

  小学校１年生～６年生までの教材について、「デジタル
教科書」の具体例を提示していただき、活用の方法につ
いて研修を深めることができた。 

  昨年度に続き、会場は教育センターではなく、市内小
学校の教室をお借りした。また、短い時間ではあったが、
受講者が実際に触れて試してみる時間を設定した。受講
者にとり、自分の学校での活用方法が、具体的にイメー
ジすることができたと考える。今後の「分かる授業」「楽
しい授業」づくりに役立てていただきたい。 

- 2 -



５月２６日(火) 特別支援教育「発達障害児童生徒への支援」 県立柏崎養護学校  上松 武 様  

  不登校、人間関係をうまく築けない子、家庭や学校での基本的な
生活習慣が身に付いていない子、注意や指導を聞けない状態に陥って
いる子など、障害の有無にかかわらず、個別支援ニーズの高い子とい
うのは、どの学校、学年、学級にも存在する。 
  今回は、発達障害児童生徒への通常学級における支援を表題にし
た講座であった。一斉指導の中における個別支援のあり方、言い換え
ればユニバーサルな支援のあり方や集団経営力は、すべての教員にと
って今後一層高めていかなければならない資質・能力である。講師で
ある柏崎養護学校の上松先生からは、たくさんの具体的事例を提供していただくことができ、受講者
にとって、明日からの実践に役立つたいへん意義深い研修会となったと考えるが、加えて、各校にお
ける校内研修の機会に役立てていただければ幸いである。 

５月２８日(木) 進路指導「いきいきゲーム体験講座」 (株)ウィル・シード  豊田 庄吾 様  

  新学習指導要領移行元年、各校においては、子どもたちの将来に
つながる生きる力の育成に向けた特色ある教育活動を進めているこ
とと思われる。(株)ウィル・シードが開拓したこのいきいきゲームは、
自ら課題意識をもち、決断をし、協力しながら主体的に行動を起こし
ていくといったゲームであるが、社会のしくみを楽しみながら体感す
るとともに、自分を見つめ、人や社会、将来に対して積極的にかかわ
っていこうとする姿勢を育むことをねらいとしたゲームでもある。今
回、昨年度に引き続き(株)ウィル・シードから豊田庄吾さんを迎え、
講座を開設することができ、たいへん有意義な研修になったと考える。 

６月 ２日(火) 進路指導「学校におけるキャリア教育」 上越市立雄志中学校 田中 哲也 様

  平成 20年 7月 1日に閣議決定された「教育振興基本計画」では、
今後 10年間を通じて目指すべき教育の姿に「義務教育終了までに、
すべての子どもに、自立して社会で生きていく基礎を育てる」こと
が打ち出されている。また、新しい学習指導要領では、これまで以
上に小中学校におけるキャリア教育の推進が求められている。 

  今回の講座では、その趣旨に迫るために、キャリア教育について
継続的に研究を進めてこられた上越市立雄志中学校の田中哲也先
生を講師に招き、①学校教育にキャリア教育が求められるようにな
った経緯、②キャリア教育が目指すこと、③学校の教育活動全体を通じて行うということの意味とそ
の具体的内容について方向を示していただいた。各校における明日からの実践や教師としての資質向
上につながる充実した内容であったと考える。 

６月 ３日(水) 生徒指導「ｹｰﾀｲ・ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙと対応」 妙高市教育委員会  福保 雄成 様 

  柏崎では、これまでケータイ問題への対応として、柏崎市青少年
育成市民会議、市 P連、学校が連携をし、各種講演会の実施や広報
による啓発活動等に取り組んできている。また、昨年度は「小中学
校における携帯電話の取扱いに関する柏崎市の指針」の通知や「情
報モラル教育柏崎市モデルカリキュラム」の作成などを通し、小中
学校における発達段階に考慮した系統的な取組を家庭と学校が連
携をしながら行えるような働きかけを行ってきている。 

  今回、妙高市教育委員会から福保指導主事さんを講師に迎え、妙
高市の地域をあげた取組の紹介、県内の児童生徒の実態、児童生徒・保護者への実際の指導のあり方
などについて講義していただき、意義ある研修にすることができた。 
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■■■ 教育情報支援システム情報 ■■■ 

 講習会のテキスト・資料を登録しました 
実施日 講座名 教材名（リンク） サムネイル／備考 

H21.5.20 国語デジタル教科書 
国語デジタル教科書プレゼ
ン.pdf 

光村図書プレゼン配布資料 
（スライド2枚/ページ） 

  著作権ガイドライン.pdf 
教育機関における著作物の複製に
関するガイドライン 

H21.5.22 電子メール入門 電子メール入門.pdf テキスト第4版(H21.05.22) 

  教育LANメール手順書.pdf Webメールの利用手順 

H21.5.27 システム管理者のため ポリシーと設備管理.pdf テキスト第5版(H21.05.27) 

 のセキュリティポリシー IT環境21.pdf 
柏崎市の導入機器とサポート体制図
(A3横1ページ) 

 
と設備管理のポイント 

システム管理者の主な業務と
関連情報.pdf 

システム管理者の各月の主な業務
や関連資料の提供場所など(A3横1
ページ) 

 
 その他の登録情報 

 柏崎市教育情報支援システムおよび教育センターコンテンツサーバに登録済みの情報モラル指導資料

に、全市共通のアンケートとその集計用 Excel シートを追加しました。 

 
 

■■■ 情報関連研修講座情報 ■■■ 

 ７月に実施される情報関連講座のご案内 
H21.07.09(木) 基礎から学ぶ ICT 活用②（スクーリングその１） 

 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２回目です。（この回からの参加はできません） 
 

H21.07.15(水) 保健統計 
 毎年実施している保健統計処理のために、各校の測定データを入力し、柏崎市教育情報支援システム

の指定場所に登録するまでの具体的な手順について学習します。研修当日、データを用意していただけ

れば、その場での登録を行うことができます。 
 

ここからダウン
ロードしてお使
いください 

メニューから「家庭
向け啓発資料」を
クリックし、
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H21.07.16(木) PowerPoint によるプレゼン作成入門 
 PowerPoint を使ってプレゼンテーションを作成する手順と、良いプレゼンを作成するためのポイントに

ついて学習します。プレゼンの作成に不安のある方や、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。 

 
H21.07.29(水) Excel 入門 

 簡単な成績表、予定表などの作成をとおして、Excel の基本的な操作と簡単な関数の使い方、表の体

裁の整え方を学習します。ふだん Excel をあまり使っていないが、これから活用していきたいという方はぜ

ひ受講してください。 

 
H21.07.29(水) Excel 活用１（数式と関数） 

 集計表や名簿の作成をとおして、数式や関数の使い方、並べ替えや簡単なデータの抽出方法につい

て学習します。集計表や名簿のような情報を扱うことの多い方はぜひ受講してください。 

 
H20.07.30(木) ホームページ作成入門 

 ホームページビルダーによる学級や学年のホームページの作成のポイントや基本的な操作を学習しま

す。ホームページの作成に不安のある方や、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。 

 
H21.07.31(金) 画像編集入門と画像編集中級 

 Photoshop Elements を使って、入門編では画像のサイズ変更や単純な画像補正と大量の画像デー

タのサイズ変更をまとめて行う手順について、中級編では画像に対する様々な補正・加工とレイヤーを活

用した合成などを行う手順について学習します。 

 

構成の検討（SDS 法、PREP 法）、ツールバー、アウトラインの作成、デザインテンプレート、
画像やイラストの挿入、切り替え効果やアニメーションの設定、ノートペイン、配布資料の作成、 
スライドショーの実行、プロジェクタの接続 

セルや行・列の選択、データや数式の入力・修正、オートフィル、データの移動とコピー、行や列の
挿入・削除、SUM 関数、AVERAGE 関数、表の体裁の整え方、印刷のポイント 

様々な表示形式（文字・数値・日付などの表示形式の変更、条件付書式）、並べ替え、オートフィル
タ、参照式、相対参照、絶対参照、INT、ROUND、TRIM、CONCATENATE、PHONETIC 

画像処理のための基礎知識 
 色の三属性（色相、明度、彩度）、混色（加法混色、減法混色）、RGB、CMYK 
 色深度（グレースケール、インデックスカラー、フルカラー）、画像の情報量、様々な画像形式 
 画像解像度（ピクセル数と dpi 値） 
 
入門編の画像処理 
 クイック補正機能による画像の補正（回転、明るさ補正、カラー補正、ぼかしとシャープ） 
 カラーバリエーション機能による画像の補正、画像の切り抜き（トリミング）、画像解像度の変更 
 基本的なエフェクト（ぼかし、影、額縁）、画像の印刷 
 
中級編の画像処理 
 レベル補正による明るさ・コントラストの調整、コピースタンプツールによる不要部分の消し込み 
 ノイズの低減、色の置き換え、スキャン画像の補正（傾き、裏写り） 
 範囲選択のテクニック、レイヤーの活用（文字の入力、合成など） 

HTML、ハイパーリンク、背景の設定、図の挿入、表の挿入、Web ページ用の画像解像度、
アップロード、相対パスと絶対パス、PDF 
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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、6 月 10 日付で 6 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. 更新の名称 脆弱性等の情報 対象 更新先 深刻度

1 
MS09-017 
Power Point の重要
な更新 

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) 

Power Point 2000, 
2002(XP),2003,2007 
など（6/10 対象追加）  

2 
MS09-018 
Windows の重要な
更新 

Active Directory の脆弱性によ
り、リモートでコードが実行さ
れる (971055) 

Windows 2000 Server, 
2003 Server, 
XP Professional  

3 
MS09-019 
Internet Explorer 
の重要な更新 

Internet Explorer 用の累積的
なセキュリティ更新プログラム 
(969897) 

IE5.01, 6, 7,8  

4 MS09-020 
IIS の重要な更新 

IISの脆弱性により、特権が昇格
される (970483) 

Windows 2000, 
XP Professional 
2003 Server  

5 MS09-021 
Excel の重要な更新

Microsoft Office Excel の脆弱
性により、リモートでコードが
実行される (969462) 

Excel 2000,2002(XP), 
2003,2007 など  

6 
MS09-022 
Windows の重要な
更新 

Windows 印刷スプーラーの脆
弱性により、リモートでコード
が実行される (961501) 

Windows 2000, XP, 
Vista,2003 Server, 
2008 Server  

7 
MS09-023 
Windows サーチの
重要な更新 

Windows サーチの脆弱性によ
り、情報漏えいが起こる 
(963093) 

Windows XP, 
2003 Server  

8 MS09-024 
Office の重要な更新

Microsoft Works コンバーター
の脆弱性により、リモートでコ
ードが実行される (957632) 

Office 2000,2002(XP), 
2003,2007 など  

9 
MS09-025 
Windows の重要な
更新 

Windows カーネルの脆弱性に
より、特権が昇格される 
(968537) 

Windows 2000, XP, 
Vista,2003 Server, 
2008 Server  

10 
MS09-026 
Windows の重要な
更新 

RPC の脆弱性により、特権が昇
格される (970238) 

Windows 2000, XP, 
Vista,2003 Server, 
2008 Server  

11 MS09-027 
Word の重要な更新 

Microsoft Office Word の脆弱
性により、リモートでコードが
実行される (969514) 

Word 2000,2002(XP), 
2003,2007 など  

 
は Windows Update または Microsoft Update， 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。 

 
 Adobe Reader のセキュリティアップデート 

 アドビ社より 6 月 10 日付で Adobe Reader/Acrobat のセキュリティアップデートが公開されました。Adobe 
Reader または Arobat を起動し、「ヘルプ」メニューから「アップデートの有無をチェック」を選択して更新プ

ログラムを適用してください（バージョンによっては他の手段が必要な場合があります）。 
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子どもたちが「ワッ」と驚くような実験
と，「なるほど，そうすればいいのか」と
すごくわかりやすく納得できる内容と，
両方を実習させてもらうことができてよ
かったです。 

(柏崎刈羽地区科学技術教育センターだより)  

Tel. 0257-20-0212  
研修会・事業の一コマより 
○中学校第１分野研修会「身のまわりの現象（光・音・力）」（５月２１日実施） 
 ◇内  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した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小学校学年別研修会第５学年「魚や人のたんじょう」 
（５月２８日実施） 

◇内  容…メダカの簡単飼育法や観察法，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した。実習後は，すぐに
観察の授業で使えるように，ヒメダカの受精卵や稚魚を各
学校に持ち帰っていただきました。 

 

 
○青少年のための科学の祭典 2009 柏崎刈羽大会～春～（６月６日実施） 

◇会  場  新潟工科大学 
◇内  容 …全１７ブースの科学実験・ものづくり体験の機会を提供しました。およ
そ２５００名の参加者は実物に触れ，科学の原理を内包した実験・体験に興味津々
でした。今回は，メダカの受精卵を顕微鏡で観察し，生命を実感するコンセプトの
ブースも交え，好評をいただきました。メダカの卵は，持ち帰ってもらい，各ご家

実験の楽しさを再認識しました。
実験と現象の理解を助ける工夫に
ついて，これからの授業に生かし
ていきたいと思います。 

声の振動をコップのふるえで確認しつ
つ，投影した生の波形を調べる学習法。 

高い声を出す程，細かくふるえている事を実感できま
す。声の大小についても，同様に確認できます。 

「どうしてひとつを持ち上げると、ほかのところから泡が出
なくなるんだろう」～水圧と水の深さとの関係に目を向けさ
せる事象の提示 

羊水のモデル実験の様子（ビンを強く振り混ぜると…） → 

傘袋で， 
水圧を見る。 

アクリルパイプで
水圧を調べる様子。 
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庭で飼育していただいています。運営にあたっていただいた新潟工科大学の先生方，
小・中学校の先生方，大学生の皆さん，本当にありがとうございました。 
 

 
 
 
 
 

○生活科理科研修「紙すき」（６月９日実施） 
 ◇内  容 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した。 
 
 
 
 
 
 
 
○自然に親しむ日「初夏の植物観察会」（６月１３日実施） 

◇会  場  柏崎夢の森公園 
◇講  師   布施 公幹 様 
◇内  容…身近に見られる植物に興味を持ち，もう一度よ
く見てみたいという気持ちを向上させる研修会でした。講
師の布施先生から，分かりやすく楽しい植物についてのお
話を聞きながら，よく観察して違いを見分け，野いちごを
味わい，匂い・音・手ざわりで草遊びを楽しみ，五感を駆使して植物と触れ合いま
した。 

 
６月後半～７月中旬すぎまでの行事予定（研修会など） 
○中学校第１分野研修会「エネルギー（＋イオン）」 
◇日  時 ６月２３日（木）１５：００〜１６：４５ 
◇会  場 柏崎市立教育センター 科学実習室 
◇内  容…新内容のイオンの学習に向けた，醤油さしと電池を使った簡易電解装置の
製作，えんぴつと手回し発電機を使った燃料電池の製作を含む実習を行います。また，
位置エネルギーと運動エネルギーの測定実験器の製作等も予定しています。 

○昆虫観察・採取会 
◇日  時 ７月４日（土） 
◇会  場 西山自然体験交流施設「ゆうぎ」 
◇内  容 昆虫を採取しながら，名前調べや、標本の作り方を学びます。 

○小中合同野外研修会「伊吹山の植物」 
◇日  時 ７月２５日（土）～２６日（日） 
◇会  場 伊吹山方面 
◇内  容…織田信長の薬草園であったという言い伝えの伊吹山の植物を満喫する野外
観察会です。標高わずか１３７７ｍの伊吹山ですが，草本植物に富み，イブキジャコ
ウソウなどのように，イブキ（伊吹）と名のつく植物だけでも２０～３０種あります。
２つのコースから選択でき，３合目・山頂のお花畑を中心に観察を行うコースはほと
んど山を登る必要はなく，もう一つの登山コースは３合目から山頂までを登りながら
植物を観察できます。いずれも大きな荷物をもたずに観察をすることができます。 

○その他 各種要請に応じた出前研修 
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                                   平成２１年６月２０日 

心 の 窓 （教育相談班だより）       №１１８ 
柏崎市立教育センター 〒945‐0８３３ 柏崎市若葉町２番３１号 ℡（代表）２３－４５９１ 

                                   （Fax）２３－４６１０ 

 

 

＜教育相談＞ 「一人一人が輝く学校を目指して」 
柏崎市立野田小学校 

 当校は、市の南部に位置し、柏崎市街から約 10 ㎞ほど、山間に入ったところにある、全校 22
名の小規模校です。校舎は山、川と自然に恵まれており、また、500年も続く重要無形文化財「綾
子舞」の伝承など、歴史と文化に囲まれた環境の中で、教育目標「進んで学び 力を合わせて や

りぬく子ども」を目指し、私たちは教育活動を実践しています。全校児童、一緒になって元気よく

遊び、高学年が低学年をリードし、面倒を見ているなど、みんなが支えあい、学び合う姿が見られ

ます。 
我が校では、子どもたち一人一人が充実した学校生活が送れるように、そして望ましい人間関係

を育むことができるように、次のことに取り組んでいます。 
（１）学校生活アンケートを実施し、子どもの内面に迫る。 
 児童一人一人の日頃の思い、困っていることなどを把握するために、年に３回、学校生活アンケ

ートを行っています。アンケート結果を基に児童と面談を行い、思いを傾聴しながら、児童理解並

びに、生徒指導上の諸問題の早期発見、早期改善に努めています。また、普段からも全職員に何で

も話ができるような雰囲気作りに心がけています。 
（２）「子どもを語る会」を実施し、情報の共有を図る。 
月１回の子どもを語る会で学級の様子や配慮を要する児童について情報交換を行い、指導の方向

性を全職員で話し合います。このことで、共通した対応ができるようにしています。また、子ども

との関わりの中で気がついたことがあれば、職員間ですぐに伝え合い、情報の共有化を図っていま

す。 
（３）野田っ子支援シートを活用し、継続した児童の情報交換及び個別の支援体制の確立を図る。 
個々を支援するための方策とし、「野田っ子支援シート」を作成しています。これは、全児童の

生活の様子を１年間記録し次年度に引き継ぐもので、継続して児童の実態や変容を見ることができ

ます。 
子どもたちの顔がよく見える野田小学校。このよさを生かし、これからも全職員一丸となって、保

護者・地域と協力しながら子どもの心に寄り添っていきたいと思っています。  

(文責 中根 理恵)      
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＜カウンセリングルームから＞  
ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング） 

 ｢社会性｣は性格や気質ではなく、後天的なものであると捉えられています。生きていくうえで大

切な｢人とのかかわり｣、そして、人と関わるうえで大切な「言葉や気持ちの理解と表出」、こうし

た力を育むためには、どのような手立てが考えられるでしょうか。 
ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）とは、｢良好な人間関係をつくり保つための知識と具

体的な習得訓練」のことで、生活を円滑に行うためのさまざまなコミュニケーションや集団での約

束ごとに沿った動き方などを練習することであり、重要な手立ての一つと考えています。 
こうした「人付き合いのコツ｣とも言えるものは経験を通して覚えていくものであり、園や学校、

地域などの集団生活の中で意識的に育んでいきたいものです。 
カウンセリングルームでは、このソーシャルスキルの獲得が難しく、学校生活や日常生活におい

て困難を抱えやすい小中学生を中心に「いろいろ体験グループ」（ＳＳＴ）を実施しています。少

人数のグループ構成で課題活動の体験を通し、挨拶の仕方や自分の行動や感情をコントロールする

力、状況に応じた行動パターンの習得などをねらいとして取り組んでいます。また、スタッフの関

わりや課題の達成を通じて自己肯定感を高めることも意識して実施しています。 
現在、Ｈ21年度前期は、5グループの実施で、3２名の小・中学生が参加しています。月 1回の

実施ですが、保護者の方からは、｢友達を褒めたり、失敗を励ますことがとても上手に出来る｣と担

任の先生からお聞きになり、「いろいろ体験」の成果が表れていると嬉しい報告を頂いています。 
どの子どもたちも、楽しく生き生きと活動し、互いの心地良い交流の場となっています。 
子どもたちの日常的な学校生活や社会活動の中で SST の視点と取り組みが広がることを願いま

す。 「いろいろ体験グループ」への問い合わせ、見学の申し込みは、カウンセリングルーム 電

話３２－３３９７までご連絡ください。                 （文責 本間良子） 

 

＜ふれあいルームから＞   
体験活動（笹団子作り） 

 毎年、郷土の伝統文化に触れさせようと、笹団子作りの体験を行っています。 
お膳立てされたものを体験するのではなく、できるだけ大変な部分も体験させようと考え、6月に
入ってヨモギ取りに 2回、笹取りに 1回出かけました。取ってきたものの下処理をして当日に備え
ました。 
体験活動は、集団への適応力や個人の生きる力を養うことに大きく貢献します。楽しさだけでな

く、体験の過程や通級生同士の交流を大切にする活動を目指しています。 
児童・生徒７人、保護者 2人、が参加しました。 
ふれあいルーム特性のチーズ笹団子やチョコレート笹団子もありました。  
手作りで、出来たてのおいしさは格別だったようで、参加者には好評でした。 
作文に「小学校のとき 1 回やったことはあったけど、また違う楽しさがあってよかったです。」と
書いた通級生がいました。                             

（文責 矢嶋信昭） 
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＜上越教育大学大学院実習生紹介＞ 
 6月 1日（月）から 6 月 26日（金）までの間、上越教育大学大学院から教育相談班に、臨床実習生

として 3名の実習生を受け入れています。 

 

○ 小山内奈保子さん 

 

○林浩一さん 

 

○山田真里さん 
 

 

 
 
 
 
 
＜教育相談班  ７月の予定＞ 
＊ カウンセリングルーム             ＊ ふれあいルーム 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいルームの子どもたちと楽しく過ごさせて

もらっています。また，教育センターの先生方から

たくさんのことを学ばせていただいています。 

あと約 1週間，よろしくお願いいたします。 

毎日ふれあいルームの子どもたちと会うのが楽し

みで、車をとばしてやってきています。短い期間で

すが、たくさんふれあって楽しい思い出を作れたら

と思います。よろしくお願いします。 

いろいろ体験グループ 

（中学生②） ３日（金）１８：３０～２０：００ 

（小学生Ａ）１０日（金）１６：００～１７：００ 

（小学生Ｃ）１０日（金）１６：３０～１７：３０ 

（小学生Ｂ）１７日（金）１６：３０～１７：３０ 

（中学生①）２４日（金）１８：３０～２０：００ 

（中学生②）３１日（金）１８：３０～２０：００ 

 

６月２９日（月）～７月２４日（金） 

上教大大学院臨床実習②２名 

７日 水泳教室 

14日 バス課外 

22日 通級終了日 

 

ふれあいルームの子どもたちと遊ぶのが本当に

楽しいです。子どもたちに会えると毎日笑顔に

なれます。よろしくお願いいたします。 
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育成センター通信 0818

柏崎市青少年育成センター 
〒945-0833柏崎市若葉町 2番 31号 
℡0257-20-7601 FAX0257-23-4610 
ikusei@city.kashiwazaki.niigata.jp 

７ 月 の 予 定 
日 曜 こ  と  が  ら 日 曜 こ  と  が  ら 

３ 金 昼間育成（１班・２班） 30 木 夜間育成（11班・12班）高校Ｔ松浜翔洋Ｐ 

14 火 夜間育成（９班・10班）一中P・二中P    

24 金 昼間育成（３班・４班）    

  

新 青 少 年 育 成 委 員 決 まる！ 
～新しい市青少年育成委員会発足～  

 
 去る６月２日（火）に市青少年育成委員会の辞令交付・総会が市民プラザで多数の来賓を

迎えて行われました。総会に先立って小林教育長から新委員へ委嘱状が交付されました。新

育成委員は６９名（内訳は下表参照）で，任期は平成２１年６月１日から平成２３年５月３

１日までの２年間です。 
 長年にわたってご尽力いただきました中山安一さんと神林久さんに対して育成委員会会長

から感謝状が授与されました。中山さんは１３期２６年間，神林さんは６期１２年間それぞ

れ育成委員としてご活躍をいただきました。 
 総会では，２０年度の事業報告・２０年度の会計決算報告・２１年度の役員承認・２１年

度の事業計画・２１年度の予算案などが審議されました。 
 総会に引き続いて，育成委員の資質向上を図るために研修活動を行いました。まず始めに

「育成座」の皆さんは，スタンツを通して育成委員の望ましい街頭育成活動のあり方を訴え

ました。その後，班別研修会と地区別研修会で班員の確認や継続委員から育成活動のノウハ

ウについて説明がありました。 
 市青少年育成委員会は，新しい陣容で力強く平成２１年度の第一歩を踏み出しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会 長  大島 正忠 

副会長  三井田レイ子 

副会長  佐藤 明史 

会 計  竹内 吟子 

監 事  品田 宇一郎 

監 事  本間 利之   

２１年度主な役員 

新規委員 ３９名  

継続委員 ３０名  

 

 計   ６９名  

男性委員 ４５名 

女性委員 ２４名 

計   ６９名 

育成委員の内訳 
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市青少年健全育成市民会議 
総会・講演会～６月８日（月） 

 
 

 
 
 

 去る６月８日（月）市青少年健全育成市民会議の総会が多数の来賓を迎えて柏崎エネルギ

ーホールで開かれました。総会では，２０年度の事業報告・２０年度の会計決算報告・２１

年度の活動方針・事業計画案などの審議が熱心に行われました。 

また，「大人が変われば子どもも変わる」をキャッチフレーズに，新たに「携帯・インター

ネット問題」に取り組むなど市民総ぐるみで子どもたちの健やかな成長を目指すことを決め

ました。 

 重点事業として，①青少年の健全育

成に対する市民の認識を高める活動 

②青少年育成地区活動の充実 ③専門

部活動の充実 ④健全な家庭づくり運

動の推進などを掲げました。 

 具体的には，市民意識の高揚を求め

て青少年健全育成大集会を継続実施す

ること。「子どもとメディア」を重点課

題に掲げてノーテレビ・ノーゲームの

実践活動を継続実施すること。ネット

被害から守るために「子どもとケータイ問題」をテーマにした講習会・地域研修会などを新

規実施すること。１９回目の「トライウォ

ーク」をじょんのび街道（高柳町地内）で

開催することなどです。  

総会に引き続き，講演会が行われました。

県警本部生活安全部生活安全企画課ハイテ

ク犯罪対策室補佐の大嶋隆義さんから「子

どもとケータイ問題」の講演を聞きました。

子どもたちにかかわる携帯電話の問題点な

どを豊富な実例を交えて訴えました。「親は

発信前に影響と結果責任を理解させる必要

がある」などと提言していました。 
《役 員》                                           《会員数など》 
○会 長  山﨑 高美  ○監 事  間島みよ子    会 員 数  約１，２００名 
○副会長  藤林 敦子  ○監 事  北山    武     賛助会員         １０社  
○副会長  栗林 達彦  ○監 事  駒谷  正義 
○副会長  月橋 千秋 
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「降りてゆく生き方」 
           

      教育相談班     
                 相談員 本間 良子 

 
 
 ｢降りてゆく生き方｣とは、倉貫健二郎監督、武田鉄矢主演の、今、話題の映画です。 
ご存知の方も多いことと思いますが、新潟県内をロケ地とし、2000 名もの地域参加型オーディシ
ョンを開催、地域住民と共に制作されたものです。新潟市や十日町市(棚田や美人林など)とともに、
なんと、高柳診療所や荻ノ島松尾神社、かやぶきの里などが映画の舞台となっているのです。(既に
「知っている」どころか、出演している方もいらっしゃるかもしれませんね。うらやましいです。) 
本当に目指すところはどこか、登ることが人生の最善か、格差社会・少子高齢化・多発する犯罪・
解雇(人間が企業の部品、モノとされつつある)…これが、戦後の焼け野原から必死に努力し望んで
いた社会なのか、真の豊かさとは何か、今を生きる不安からの提言との事。ストーリーは、競争社
会を生き抜いてきた団塊の世代のサラリーマンが、地方の人々との出会いを通じて自分の生き方を
見つめ直していくというもの。自然や人の心・つながり・命がテーマだそうだ。…など、あたかも
観たように延々と話す私に向かって、突然友人が「墜ちるなよ！墜ちちゃダメだよ、降りようよ！」
と大笑い。「え？」私の枯渇した脳は｢降りてゆく生き方｣を勝手に解釈し｢墜ちてゆく生き方｣に変
換していたらしい。友人の抱えるストレスは爆笑とともに消滅したに違いないが、「所詮、私は、
こんなもん！必然的に墜ちてゆく生き方なのだ｣と開き直りつつも落ち込んだのです。(これが実話
なのですから情けないことですが、映画は観たいと思っています。)  
 
 自分は必要とされているのか、この仕事に適した人材なのか、この日常が誰かの役に立つことな
のか…などなど、思い迷うことはありませんか？（いい歳をして、この有様です） 
先日、出席した市内相談機関連絡会で、地域振興局健康福祉部から頂いた資料を見た私は夫の帰宅
早々に｢私、鬱だと思う｣と宣言。気分が落ち込む、集中力が落ちる、仕事や家事の能力が落ちる、
わけもなく疲れを感じるなど、正に当てはまるではないか。しかし、夫は、｢そうか、病院行った
方がいいぞー｣と、まるで身体症状の重要なポイント、食欲不振・不眠が全く該当しないことをお
見通しのような返事。内心、それだけ？もっと心配してよー！と、相変わらず依存の大好きな私で
あり、まだまだ成長が必要のようです。 
「ま、いいかぁ」(開き直りではなく、こんな私でも社会を生きぬくために身につけた高度なスキル
と呼びたい!！)で、何とか、日々、ちょっと前向きに過しています。 
さて、地域振興局の方からは、もう一つ、対人援助職に多い燃え尽き症候群(熱心に仕事等に打ち

込んでいた人が突然無気力状態になってしまう)の防止として、自身の充分な休養・気分転換などと
ともに、仕事のことを相談できる・話せる上司や同僚の存在など組織としてセルフケア（一人ひと
りの存在を大切にできる体制と勝手に解釈しておりますが）の対応が整っていることが重要とのお
話がありました。ご参考までに。 
  
皆さんの心と身体、調子はどうですか？無理していませんか？皆さんの職場の体制はどうでしょ

う？ そして、皆さん自身が求める人生の豊かさとは何ですか？ 

所員随想 
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平成21年度　月間予定表 7月 柏崎市立教育センター

日 曜 研修・行事・会議 内部事務・日程等 出張・関係事業等

1 水 教育課程研究会〔美術〕(学習室)15:00

学校訪問（比角小学校）15：30
出・宮崎鹿島調査（植木）
＊心の教室相談員研修（第一研）15:30
＊学校保健会総会（学教：多目）13:00
人事考課研修（根立・矢沢・小林）9：00

2 木 学校訪問（槙原小学校）15：30

3 金
研・音楽講座「歌唱実技講習」15:00
相・いろいろ体験グループ（中学②）18:30

広報8/5号〆切
学校訪問（荒浜小学校）16:00
柏小ステップアップ研修会（植木）

4 土 自然に親しむ日「昆虫」（ゆうぎ） 米山星空観察（植木）

5 日

6 月 所内会議　
枇杷島小学校計画訪問（矢沢）
出・上越地区理セン総会2（植木）

7 火 ふ・水泳教室
学校訪問（日吉小学校）15：30
＊学校研音楽主任会（多目）15:00

8 水
学校訪問（中通小学校）15:30
就学相談　PM

9 木 情・基礎から学ぶICT活用②　15:00
荒浜小学校計画訪問（矢沢）
学校訪問（内郷小学校）15:30
出・県地区セン所員野外研修会（植木）

10 金
研・養護教諭講座「救急法」15:00
相・いろいろ体験グループ（小A・C）16:00

出・県地区セン所員野外研修会（植木）

＊教科用図書選定委員会（学教：多目）
9:00～12:00

11 土
12 日

13 月 相・相談班会議　13：00 荒浜小学校天体観測（植木）

14 火
研・教育相談講座「不登校への支援」15:00
ふ・バス課外活動

学校訪問（石地小学校）15:30
特別支援連携協議会（小林：福祉ｾﾝ）
10:00

15 水
研・「論文の書き方」講座　15:00
情・「保健統計」15:00

学校訪問（門出小学校）15:30
人間ドック（根立）

16 木
情・「PowerPointによるプレゼン作成入門」
15:00

広報8/20号〆切
学校訪問（新道小学校）15:30
出・中越心理士会（長岡：小林）13:00
＊事務研第２回連絡会（第一研）15:00

17 金
研・特別活動講座「学級集団づくり」15:00
相・いろいろ体験グループ（小B)16：30

18 土
19 日 国体炬火リレー（長谷川裕）

20 月 海の日

21 火 研・「学校事務研修１」15:00 南中学校計画訪問（矢沢）

22 水 ふ・通級終了日 皆既日食
出・新教育課程研究集会（小千谷：矢
沢）いなほの会学習会（小林）19：00
＊市教頭会（多目・第一研）14:00

23 木 介助員研修会（多目的研）13：00

24 金 相・いろいろ体験グループ（中学①）18:30 ぎおん・民謡流し

25 土
ぎおん・たる仁和賀
出・小中合同野外研（伊吹山:植木）～26日

26 日 ぎおん・花火大会

27 月 相・相談班会議　13：00 ＊就学指導委員会通級部会　15：00

28 火 特別支援教育研修会（エネホ）10:00

29 水
研・総合講座「海岸巡検」9:00　　情･
「Excel入門｣　9：00「Excel活用１」13：00

30 木
研・技家「環境に配慮したくらし」9:30
科・１分野「化学変化と原子・分子」15:00
情・ホームページ作成入門　13:00

31 金
研・「環境教育実践プログラム」13:00
情・「画像編集入門・中級」9:00、13:00
相・いろいろ体験グループ（中学②）18:30

紙資源物回収15:00 科・参考作品展準備9:30～

2009/7/1

研・教育研究班　　科・科学技術教育班　　相・教育相談班　　ふ・ふれあいルーム　　情・情報教育研修

育・育成センター　　出・出張　　*・施設貸出　　【　】は未確定の行事・時間
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４月の
利用数

５月の
利用数 月

の

H21年度
利用合計数

1回 3回 4回

6人 105人 111人 人

1回 1回 2回

45人 49人 94人

0回 0回 0回

0人 0人 0人

0回 1回 1回

0人 25人 25人 人

0回 5回 5回

0人 56人 56人 人

18回 20回 38回 回

167人 43人 210人 人

0回 0回 0回

0人 0人 0人 人

3人 1人 4人 人

2回 3回 5回

90人 32人 122人 人

2回 1回 3回

3人 9人 12人 人

1回 3回 4回

教育情報化研修講座　*

教科書センター利用閲覧数

教
育
研
究
班

理科研修講座　*

学校等の要請研修

地域の自然研修 観察会

H21年度　教育センター事業の参加・利用状況

　　　研 修 講 座 ・ 事 業 名

教
育
研
究
班

専門研修講座　*

共催研修、研修講座

学校の要請研修会

情報教育主事の要請支援等

その他の相談・利用・参加数

調査研究員会,教科研修員会

1回 3回 4回

23人 118人 141人 人

2,242人 0人 2,242人 人

38件 52件 90件 件

484件 3件 487件 件

194人 54人 248人 人

新規相談件数 60件 22件 82件 件

のべ相談件数 77件 56件 133件 件

5回 14回 19回 回

訪問対象者数 2人 2人 4人 人

訪問のべ回数 7回 7回 14回

4件 2件 6件 件

0回 5回 5回

0人 29人 29人 人

小学生 3人 5人 8人 人

中学生 8人 8人 16人 人

17日 18日 35日 日

小学生 15人 18人 33人

中学生 49人 66人 115人

4人 3人 7人 人

186人 229人 415人 人

3,504 936 4,440教育センター事業の参加・利用総数

教育団体，ＰＴＡ，市民等の利用

ふれあいルーム学校復帰人数(部分復帰を含む)

教
育
相
談
班

カウンセリングルーム来室相談

学校訪問相談

ふれあいルーム通級日数

ふれあいルーム通級のべ人数

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

ソーシャルスキルトレーニング

ふれあいルーム在籍人数

家庭訪問相談

電話相談

班
・
科
学
技
術
教
育

地域の自然研修・観察会

理科教材・物品の貸出

(教職員研修の合計)

3,504 936 4,440教育センタ 事業の参加 利用総数
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柏 崎 市 立 教 育 セ ン タ ー

柏崎市青少年育成センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   
 

 

 

ＴＥＬ 0257-23-4591 

ＦＡＸ 0257-23-4610 

 

ＴＥＬ 0257-20-7601 

ＦＡＸ 0257-23-4610 

   〒945-0833  新潟県柏崎市若葉町 2―31 

 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６月末日発行 
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