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◆先日、市立教育センターと新潟工科大
学の共催事業である「青少年のための
科学の祭典２０１０柏崎刈羽大会」を
開催いたしました。  
休日にもかかわらず約２０００人の
親子連れが訪れ、実体験をとおして科
学の楽しさやおもしろさを感じていた
だきました。このようなイベントは、
県内の地区理科教育センター単位で何
カ所か行われていますが、柏崎刈羽大
会は、質量共に大変充実していると聞
いています。 
全国大会を２度（平成１４年と１６
年）も経験している実績がそのような
伝統を育み、また毎回ブース運営に積
極的に協力してくださる大学生や小中
学校の教員、企業の皆さんの熱意があ
るからこそと感謝いたしております。 
  さて、普段私たちが何気なく当たり
前だと思っている現象も、その背景に
は科学の原理が潜んでおり、「どうし 

て? なぜ?」といったような疑問が湧い
てくることがあります。私はそれらの
疑問を、五感をとおして見たり、知っ
たり、感じたりすることのできる「科
学の祭典」を、毎回楽しみにしている
一人でもあります。教育センターで
も、当日を迎えるまで“科学のおもし
ろさや実感することへのトキメキに
満ちた子どもたちの笑顔に、もっと出
会いたい…。”そんな思いを込め、試
行錯誤を繰り返しながらブースの準
備を進めてきました。  
子どもたちの理科離れが何かと話
題になっていますが、学校においても
「実体験をとおし、科学の楽しさ、お
もしろさを肌で感じる授業をしてい
ただけたら」と期待しています。そし
て子どもたちの夢や可能性を広く、大
きく伸ばしていきたいものです。新学
習指導要領では、理科教育に強い追い
風が吹いています。（ｎｈ） 
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今月の巻頭言 

社会性を育もう 
 
 

 
柏崎市教育委員会 
教育委員長   山﨑 高美 
 

本年度から新たに、「深めよう“絆”県民運動」がスタートしました。これは、人と人と
の絆を深め、いじめ、不登校、暴力行為などの未然防止・解消に努めることです。運動の
重点は、小中連携による地域全体での社会性の育成です。 
社会性とは、集団をつくって生活をしようとする人間の基本的なことであり、人と関わ

る中で育てられていくものです。対人行動、集団行動がうまくできて、社会的な関心を持
てることが大切と思います。 

 
しかし、現実は、少子化・核家族化・情報化の進展などにより、子どもたちの体験活動
の減少やコミュニケーション不足による人間関係の希薄化等が見られ、基本的な生活習
慣・マナー・倫理観・公共性や規範意識が薄くなっています。 
人間関係の形成は、子どものころから、とりわけ乳幼児のころからが大切であり、両親・
親戚・周囲の人など、他者との相互行為・コミュニケーションが大変重要であります。 
そして、年代が上がると共に、友だち同士の関わり・大人との関わりの中から、人と繋
がる力「人間関係調整能力」を付けさせなければなりません。 

 
幸いにも、子ども課業務が教育委員会の所管となり、幼児期から「柏崎の教育３・３・
３運動」に取り組めるようになりました。この運動は、幼・保育園や学校のみの取組では
なく、家庭や地域と連携して取り組もう、大人と一緒に取り組もうということです。取組
は、家庭でのテレビやゲームの長時間接触をセーブしての生活習慣の確立や手伝いなどを
通した親子の交流、学校や幼・保育園では集団でのふれあいを通じ望ましい人間関係の育
成、地域では自然体験・社会体験を通して多様な大人との交流、などです。このような取
組から、倫理観や規範意識、又公共性が培われ、自己肯定感が育てられると思っています。
こうして、子どもたちは社会性を人との関わりの中で身につけて行きます。 

 
しかし、子どもたちを教え導くのは、親であり大人です。今、大人の規範意識の低下が、
子どもたちの健全育成に大きな影響を与えています。親や大人が社会的なルールやマナー
を守ることが大切であり、意識の改革が必要です。 
「大人（親）が変われば、子どもも変わる」を肝に銘ずる必要があります。 
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若手教員研修サポート事業スタート 
 
今年度も「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サポートしよ
うというものであり、指導は柏崎市教育委員会指導主
事があたります。教育への情熱に満ち溢れた 11 名の
研修員が集まり、去る 5 月 20 日（木）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・・・・・・・２名 
   算数数学・・・・・２名 

    理科・・・・・・・２名 
    社会・・・・・・・２名 
    英語・・・・・・・１名 
    保健体育・・・・・１名 
    学級経営・・・・・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 25･26 日 授業づくり 「ｅライブラリの使い方と活用」 (株)ラインズ   山本 伸也 様 

 
  小学１年生～中学３年生までの主要教科の全単元を網羅
したドリル教材、提示用教材等の各種コンテンツを集録し
たｅライブラリの使用法について研修しました。 

  個々のつまづきに対応した問題構成になっている点、各
家庭の PC からも練習できる点など、児童生徒の個に応じ
た指導、家庭学習習慣づくりに有効と考えます。学力向上
に向けて有効活用が図れるよう、教育センターとしても支
援していきます。 

No.103 平成 22 年 6 月 25 日 
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５月 27 日(木) 英語 「小中連携英語」 柏崎小学校長  小林 豊 様  

 
  小学校外国語活動の完全実施を来年度に控
え、各小学校では、準備及び中学校区内の学校
間連携を着実に進めていることと思います。 
  今年度も、英語教育研究部との連携により講
座を開設しました。第一中学校を会場に、中学
１年生英語の公開授業、講義、そして中学校区
ごとのグループ協議と内容の濃い研修でした。
講義では、柏崎小学校小林豊校長から、英語教
育におけるコミュニケーション活動の意義等、
今後に向けた方向性について具体的に示して
いただき、実り多い研修となりました。 

 
 

６月 １日(火) 音楽 「マーチング指導法」 日本マーチングバンドバトントワリング協会 根津 和則 様 

  
  毎年実施しているマーチング指導の講座で
す。今年度も講師に根津先生を迎え、実技講習
を行いました。マーチングを通して何を学ばせ
るのかを指導者側がしっかりと持つことの重
要性、全国トップレベルの学校の演技（ビデオ
視聴）、基本動作の指導についての実技講習、
短い時間の中に、重要なポイントがたくさん詰
まった研修でした。根津先生ありがとうござい
ました。各校の練習も本格的になってくる時期
です。熱の入った練習に、そして指導者の皆さ
んにエールを贈ります。 

 

６月 ２日(水) 数学 「数学科における説明し伝え合う活動の組織」 柏崎市立教育センター 矢沢 欣也 

   
  授業における説明し合う活動の大切さは、数
学科に限ったことではありません。今回の新学
習指導要領数学では、初めて内容の骨格に「説
明し伝え合うこと」が新たに追加されています。
この講座では、数学科における説明し伝え合う
活動の意義やその具体的方策について研修しま
した。実際の課題をどのように提示するのがい
いのか。授業における発問によってどのように
変わってくるのか。具体的な場面に照らし合わ
せながら理解を深めました。 
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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／資料名 

4/13 000_スクールオフィス新任転入者向け講習 
NO4_新任転入者向け講習.pdf（テキスト第 1 版） 

4/20 000_新任者セキュリティポリシー説明会 
H22 セキュリティポリシーと対策_説明会.pdf（プレゼン配布資料） 
100316_個人情報取扱の手引き改定版.pdf（ポリシー変更改訂版） 
100316_システム管理者の主な業務と関連情報.pdf （ポリシー変更改訂版） 

4/27 
4/28 

036_インタラクティブユニットを活用した授業づくり 
電子黒板活用事例.pdf  
e-黒板アシスタント V25 簡易設定シート.pdf 
柏崎市電子黒板研修会 100427.ppt（プレゼン小） 
柏崎市電子黒板研修会 100428.ppt（プレゼン中） 

5/7 110_USB メモリ型暗号化キーの使い方 
USB メモリ型暗号化キーの使い方_FOGOS.pdf（テキスト第 1 版） 
FOGOS の利用手順_簡易版.pdf（A4 版 4 ページ） 
Fogos 用様式集.doc（管理用様式集） 
100316_FOGOS 利用イメージ.pdf（A4 版 1 ページ） 

5/12 109_セキュリティ対策入門 
セキュリティ対策入門.pdf（テキスト第 4 版） 
セキュリティ対策入門プレゼン.pptx（プレゼンデータ） 

5/13 057_学校経営におけるスクールオフィスの活用 
学校経営におけるスクールオフィスの活用.pptx（中野先生のプレゼン） 

5/14 099_スクールオフィス利用者講習 
NO5_利用者講習.pdf（テキスト第 1 版） 

5/18 077_電子メール入門 
電子メール入門.pdf（テキスト第 4 版） 

5/26 108_システム管理者のためのセキュリティポリシーと設備管理のポイント 
ポリシーと設備管理.pdf（テキスト第 4 版） 
システム管理者の主な業務と関連情報.pdf（A3 横 1 ページ） 
IT 環境 22.pdf（A3 横 1 ページ） 

6/2 100_スクールオフィス管理者講習 
NO6_管理者講習.pdf（テキスト第 1 版） 
スクールオフィス管理者の主な業務と関連情報.pdf（A3 横 1 ページ） 

6/4 101_スクールオフィス文書管理サブシステム講習 
NO3_文書管理システムの利用.pdf（テキスト第 2 版） 
文書の流れ.pdf（A4 横 1 ページ） 
H220604 スクールオフィス文書処理の QA.doc（事務研提供の Q&A 集） 

6/10 096_インタラクティブユニットとプロジェクタの利用手順 
IU とプロジェクタの利用手順.pdf（テキスト第 1 版） 
IU 設定手順.pdf（A4 縦 1 ページ） 

 
 スクールオフィスに関するテキストは教育センターコンテンツサーバにも整理して登録してありますのでご活用

ください。 
 

 その他の情報 
・H22 保健統計用の入力シート、アップロード先となるフォルダを共用キャビネットに用意しました。 
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■■■ 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 
H22.07.13(火) 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。

その場での登録まで行いますので、研修当日データを持参してください。自分だけで

は手順に不安のある方はご参加ください。 
 

H22.07.14(水) 学校ホームページの管理 
 スクールオフィスのおたより機能との連携を中心に、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、更新を容易にするためのポイントを学習します。 
 

H22.07.16(金) 疑問やトラブルに答える フリーQ&A その３ 
 ICT 活用に関すること、パソコンのトラブルや疑問など、自由に相談できる機会を設けました。他の講座

のような事前申し込みは不要ですが、前日までにメールや電話で相談内容をご連絡頂ければ、内容に応

じた準備をさせて頂きます。 
 

H22.07.27(火) PowerPoint 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。今年度から校務PCに合わせてPower 
Point2003 で実施します。 
 

H22.07.28(水) 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、文書の PDF 化や基本的な

操作を学習します。スクールオフィスのおたより機能によるページの作成についても紹介します。 
 

H22.07.29(木) Excel 入門（作表の基本と簡単な集計） 
 Excel の基本的な操作と表の体裁の整え方、簡単な集計のしかたを学習します。今年度から校務 PC に

合わせて Excel2003 で実施します。 
 

H22.07.29(木) Excel 活用１（並べ替え、単純な抽出、計算式と基本的な関数） 
 並べ替えや簡単なデータの抽出方法、計算式や基本的な関数の使い方について学習します。今年度

から校務 PC に合わせて Excel2003 で実施します。 
 

H22.07.30(金) Word 入門（使いやすい設定、文書作成の基本） 
 Word を使いやすくするための環境設定と、基本的な操作と考え方（段落、インデント、タブ、表作成、画

像挿入）を学習します。今年度から校務 PC に合わせて Excel2003 で実施します。 
 ふだん一太郎を使用していてどうも WORD になじめないという方や、WORD のここが嫌いという部分を

お持ちの方、基本から学びなおしてみたいという方はぜひ受講してください。 
 

H22.07.30(金) Word 活用１（基本的な表の作成とオートシェイプの活用） 
 Word の作表機能とオートシェイプの効率的な使い方を中心に、指導計画やグランドデザインなどの複
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雑な構成となる文書を効率よく作成するコツを学習します。今年度から校務 PC に合わせて Excel2003
で実施します。 
 ふだん一太郎を使用していて Word の罫線機能は使えないと思っている方、罫線や囲みを多用する文

書の作成に苦労されている方はぜひ受講してください。 

 

■■■ 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 9 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 深刻度

1 MS10-032 
Windows の重要な更新 

Windows カーネル モード ドライ
バーの脆弱性により、特権が昇格され
る (979559) 

Windows 2000,XP, 
2003server,Vista, 
2008server,7 

2 MS10-033 
Windows の重要な更新 

メディア解凍の脆弱性により、リモー
トでコードが実行される (979902) 

Windows 2000,XP, 
2003server,Vista, 
2008server,7 

3 MS10-034 
Windows の重要な更新 

ActiveX の Kill Bit の累積的なセキ
ュリティ更新プログラム (980195) 

Windows 2000,XP, 
2003server,Vista, 
2008server,7 

4 MS10-035 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 (982381) IE 5.01, 6, 7, 8 

5 MS10-036 
Office の重要な更新 

Microsoft Office の COM の検証の
脆弱性により、リモートでコードが実
行される (983235) 

Office XP, 2003, 2007 

6 MS10-037 
Windows の重要な更新 

OpenType Compact Font Format 
(CFF) ドライバーの脆弱性により、
特権が昇格される (980218) 

Windows 2000,XP, 
2003server,Vista, 
2008server,7 

7 MS10-038 
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 
(2027452) 

Excel 2002,2003,2007, 
2004 for Mac, 
2008 for Mac など 

*8 MS10-039 SharePoint 
の重要な更新 

Microsoft SharePoint の脆弱性によ
り、特権が昇格される (2028554) 

Office InfoPath 2003, 
Office InfoPath 2007, 
SharePointServer2007 
SharePointService3.0 

*9 
MS10-040 
インターネットインフォメ
ーションサービスの重要
な更新 

インターネット インフォメーション 
サービスの脆弱性により、リモートで
コードが実行される (982666) 

2003 Server,Vista, 
2008 Server, 7 

10 MS10-041 
Windows の重要な更新 

Microsoft .NET Framework の脆弱
性により、改ざんが起こる (981343)

Windows 2000,XP, 
2003server,Vista, 
2008server,7 

 

は右側ほど深刻度が高く，緊急の対応を要します。*付き NO の項目は企業向け。 
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(科学技術教育センターだより) 

研修会・事業の一コマ   ・・・ 研修会の様子＆参加者の声など ・・・ 
○青少年のための科学の祭典２０１０柏崎刈羽大会（６月５日実施） 
◇会  場 新潟工科大学 
◇内  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・工作など

を行いました。メディアの発達とともに、子どもたちの知識は豊富にな
っていますが、体験をもとにした理解が少ないように感じます。科学の
祭典を通して、「やったことはないけれど知っているよ」から、「やった
ことがあるから知っているよ」に変わっていくきっかけになってほしい
と願っています。自分の体験をもとに工夫を繰り返し、練り上げる作業
を通して、初めて活用できる知識になると思います。 
当日は、市内の先生方をはじめ、企業や大学の先生方や学生さんのご

協力のおかげで、約２，０００人の来場者を迎えることができました。
また、家族を引き連れ、来場者としてご協力いただいた皆様、次回もよ
ろしくお願いします。 
次回の「青少年のための科学の祭典（柏崎刈羽大会）」は、１１月２０
日(土)（会場：新潟工科大学）です。ブーススタッフはもちろん、来場
者としてのご協力、お待ちしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♪青少年のための科学の祭典ブースを紹介します♪ 
青少年のための科学の祭典で使用した道具は貸し出し可能です。道具の貸し出しを希

望される方は、科学技術教育班（２０－０２１２）にご連絡ください。（消耗品は学校
でご準備ください。） 
また、材料の入手先や工作・実験レシピについても、お気軽にお問い合わせください。 

※貸し出し期間は原則１週間ですが、ほかに予約が入っていなければ延長することも可
能です（要電話連絡）。 

 

○キラキラ万華鏡 
３枚の鏡で万華鏡を作るのは定番ですが、３枚の鏡
を三角錐に組み合わせることで、まるで宝石のような
輝きを目にすることができます。光の学習を済ませた
後の万華鏡作りにもおススメです。 
作りは簡単ですが、意外な美しさに驚くこと間違い
なし！美しい宝石をあなたに…。 

プラバンキーホルダー 海そうおしば 
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ハナバチがとまるとおしべが飛び出るエニシダ 
(左：ハチがとまる前、右：ハチがとまった後) 

 

○折り染め 
 障子紙を折り込んで、好きな場所に好きな染料をし
みこませます。同じ折りかた、同じ染料を使っていて
も、色の着け方の工夫によってさまざまな作品ができ
ます。理科の実験でも、実験方法は同じでも、試行錯
誤しながら工夫を加え、よりよい結果を追い求める姿
勢が大切です。そんな試行錯誤の楽しさに気づいても
らいたいと考えています。 
科学の祭典では、子どもたちの素敵な作品に驚かさ
れました。変な計算が働かない分、素敵さがアップす
るようです。図工や生活科にもいかがですか？ 

 
 

○視覚のふしぎ？＿？ 
回転する渦巻きを見つめた後に写真や風景を見る
と、風景がゆがんで見えます。また、視界いっぱいに
ゆれるストライプを見つめると、バランス感覚が狂
い、片足で立っていることがつらくなります。 
どちらも、視覚情報によって、脳がだまされること
によって起きている現象です。理屈も大事ですが、ま
ずは、脳がだまされる体験をしてみてはいかがでしょ
うか。ぐるぐる渦巻き、ストライプボードは、貸し出
し可能です。科学クラブ等で使ってみませんか？  

 
○ 初夏の植物観察会（６月１２日実施） 
◇会  場 夢の森公園 
◇講  師 相澤 陽一 様 
◇内  容 夢の森公園を会場に、初夏の植物観察会

を行いました。子どもだけでなく、一般
参加の大人も加えての観察会になりま
した。植物を観察する際に、全体の様子
を見るだけでなく、ルーペを使って拡大
したり、手触りやにおいを比べたりと、
五感を使って観察しました。植物の名前を知ることも大事ですが、五感
をフルに使って感じることは、フィールドでしかできません。実際の体
験は大事だなと感じる観察会になりました。 
 

○ 学校周辺の植物（剣野小学校要請研修）（５月３１日実施） 
◇会  場 剣野小学校 
◇内  容 学校周辺に見られる植物の観察会を行いました。動かない植物が、どの

ようにして繁殖していくかをポイントに、風媒花や
虫媒花の花のつくりを中心に研修会を行いました。
効率よく受粉するための巧みな花のつくりを観察
しました。同じ場所で、季節を変えて観察すること
は大切です。季節に伴う植物の変化や、植物と環境
のかかわりについて観察してみましょう。 
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お知らせ 
◆上越合同野外研修の延期について 

スクールオフィスの掲示板でもお知らせしましたが、６月１９日に予定していた上越
地区合同野外研修会（糸魚川：マイコミ平）は土砂崩れ等のため延期になりました。開
催時期が決定しましたら、すぐにお知らせしたいと思います。ご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いします。 

 
◆不要薬品の廃棄準備は進んでいますか？ 
 ８月の不要薬品廃棄手続きに向けて準備は進んでいるでしょうか。何年も使っていない薬品が
薬品庫の一角を占めていたりしませんか。管理する薬品が減れば、それだけ薬品管理のために割
く時間も減ります。理科室経営のスリム化にもつながりますので、これを機会にもう一度、薬品
台帳を見直してみましょう。 
 なお、県立学校と刈羽村については、当センターで薬品廃棄手続きを行うことができません。
申し訳ありませんが各学校の事務担当職員にご相談ください。 

 
 

７月の行事予定（研修会など） 
○ 昆虫採取・観察会 
  ◇日  時 ７月３日（土）９：００～１２：００ 
  ◇会  場 西山自然体験交流施設「ゆうぎ」 
  ◇講  師 柏崎昆虫愛好会 細山 義基 様 、 滝沢 實 様 
  ◇内  容 親子で夢中になれる昆虫採取・観察会です。いろいろな種類の昆虫に出

会えます。専門の先生から、昆虫を探し出すコツや標本の作り方を聞く
ことができます。 

 
○ 柏崎の地層観察会 
◇日  時 ７月１３日（火）１４：００～１６：４５ 
◇会  場 西山方面 
◇講  師 柏崎市教育委員会 品田 やよい 様  
◇内  容 西山方面で地層観察を行うとしたら「ここ！」という場所を紹介します。

実際の露頭観察において、何をどのように見せたらよいのか、何を考え
させたらよいのか、悩んでいる方は必見です！ 

 
○ 参考作品展 
◇日  時 ７月３１日（土）～８月１４日（土）まで 
◇会  場 ソフィアセンター 
◇内  容 夏休みの標本作りの参考に、どうぞお越しください。 
 

○ 宿泊野外研修会「木曽駒ケ岳」 
◇日  時 ８月１日（日）～８月２日（月） 
◇内  容 中央アルプスの最高峰、木曽駒ケ岳に挑みます。ロープウェイで９００

ｍ近く登りますので、登山自体はそれほどきつくありません。高山植物
の観察に集中することができます。植物研究グループと共催ですので、
植物の話をたくさん聞くこともできます。山登りに興味がある人も、高
山植物に興味がある人も、ふるってご参加ください。申し込み締め切り
は、７月２日（金）です。 
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～海へ・山へ行ってきました～ 

ふれあいルームでは、海へ遠足に、山へ登山に、と体験活動を行いました。 

＊５月１８日（火） 

“つり遠足”へ行ってきました。当日はとても天気の良い日になり、

中央海岸まで約 30分歩いていきました。漁港では、みんなで釣りを

しました。海辺では、砂堀をしました。そして、潮風を感じながらのお

いしいお昼ごはんを食べることもできました。 

最後の最後まで、つり竿の先を見つめながら魚を待っていたので

すが…釣り上げることはできませんでした。ところが、隣で釣りをして

いたおじさんが「これ、いるかい？」と鰆（さわら）を１匹くださいました。

みんなであったかい気持ちになりました。ありがとうございます。 

＊５月３１日（月） 

 天候が安定しないため日程を延期しましたが、恒例の“八石登山”を無事に終え

ることができました。みんなで同じ頂上を目指して、一体感を味わいながら登山が

できました。 

頂上では、ハンモックやブランコで遊んだり、木登りをしたりと充実した時間を過

ごすことができました。下山は、足を震わせながらも・・・みんなで掛け声を合わせ

ながら帰ってきました。それぞれが、達成感と充実感を味わうことができました。                          

（文責 松井 理納） 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

                      

 

 

～ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）～ 

 子どもが心理社会的な成長とともに自己を確立していくためには、年齢に見合

った対人関係の体験学習をすることが不可欠とされています。対人関係は、情 

緒の安定を図るだけでなく、「自分」というイメージを形成し、将来社会人として生

きていく力につながる重要な役割を担います。 

 カウンセリングルームでは、学校生活や日常生活において、集団適応などに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=ソーシャルスキルトレーニング）を実施しています。ソーシャルス

平成 22 年度 柏崎市立教育センター 教育相談班だより 

平成 22 年 6 月 25 日（金） 

〒945‐0833 柏崎市若葉町 2‐31

TEL 0257(23)4591（代表）

FAX 0257(23)4610 
心心のの窓窓    NNoo..113300  
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キルとは、対人関係を営む知識と技術のことで、体験学習によって向上するものと捉えられています。今年

度は、小学生が 3 グループ、中学生が 2 グループの実施で、少人数による課題活動の体験をとおし、ルー

ルを意識した活動や自分の行動・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。楽しい交流を前提に取り組んでいますが、人と関わる喜びを体得することで仲間意識

も育まれ、積極的に関わる姿勢が見られています。 

 現在、市内の小中学校の中には、特別支援学級の中で、または、通常学級の中でなど、それぞれのニー

ズに合わせた独自の形で SST に取り組んでいる学校があります。対人関係は、全ての子どもたちに必要と

される能力であり、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、参考資料の照会は、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) 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

 

 

6月7日（月）から、上越教育大学大学院生３人が当センターで臨床心理実

習を行っています。7 月 2 日（金）までの予定で、ふれあいルームでの実習や

いろいろ体験グループ（SST）の企画立案と実施、また、相談員の学校訪問に

も同行し、各学校でお話を聞かせていただいております。お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいルームの子どもたちと楽しく関わらせていただいて

います。短い間ですが、一日一日を大切にして、たくさんのこと

を勉強していきたいと思っています。よろしくお願いします。    

（大久保 美里） 

毎日ふれあいルームで子どもたちに会うのがとても楽しみ

です。子どもたちとたくさんふれあって、楽しい思い出を作っ

たり、先生方からたくさんのことを学んだりして、充実した 4 週

間にしたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

（富田 賢一） 

ふれあいルームでは、毎回子どもたちか

ら元気をもらっています。一緒に楽しく遊ん

だり、勉強したりして、もっともっと仲良くなり

たいです。わずかな期間ですが、どうぞよ

ろしくお願いします。     （塚野 聡仁） 
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教育相談班 7 月の予定 

≪ふれあいルーム≫ 

6 日（火） 水泳教室（柏崎アクアパーク） 

8 日（木） バス課外活動（上越方面） 

  14 日（水） ソフィアセンターへ 

22 日（木） 夏休み前通級終了日 

≪カウンセリングルーム≫ 

 いろいろ体験グループ（SST） 

2 日（金） 

9 日（金） 

 

16 日（金） 

23 日（金） 

30 日（金） 

18:30～20:00  中学生第 2 グループ

16:00～17:00  小学生 A グループ 

16:30～17:30  小学生 C グループ 

16:30～17:30  小学生 B グループ 

18:30～20:00  中学生第 1 グループ

18:30～20:00  中学生第 2 グループ

≪学校訪問≫ 

  2 日（金） 

 

6 日（火） 

7 日（水） 

8 日（木） 

14 日（水） 

16 日（金） 

14:00～高柳中学校 

15:15～高柳小学校 

15:30～中通小学校 

15:30～内郷小学校 

10:30～第五中学校 

15:30～門出小学校 

15:30～石地小学校 

＊柏崎市の就学相談について＊ 

 柏崎市には、特別な教育的支援を必要とするお子さんの適正な就学を図るため、就学指導委

員会が設置されています。委員会では、幼児部会、小中部会、通級部会の各部会に分かれて活

動しており、保護者の依頼を受け、お子さんの障がいの種類や程度に応じた望ましい教育環境

等について、専門的な見地から総合的に判断しています。このうち幼児部会では、5 月から保

護者との面談を開始し、継続相談にあたっています。6 月からは、対象幼児の在籍する保育園・

幼稚園を訪問し、園での活動の様子を観察させていただいております。7 月も引き続き各園を

訪問させていただく予定です。よろしくお願いいたします。 

 また、今後も引き続き申込を受け付けますので、詳しくは、柏崎市教育委員会学校教育課（℡

21-2366）または教育センター（℡23-4591）までお問い合わせください。 

≪その他の予定≫ 

1 日（木） 就学指導委員会 園巡回訪問（剣野保育園、枇杷島保育園） 

2 日（金） 就学指導委員会 園巡回訪問（はらまち保育園、にしやま保育園） 

8 日（木） 就学指導委員会 園巡回訪問（西部保育園、白百合幼稚園） 

9 日（金） 就学指導委員会 園巡回訪問（比角保育園、東部保育園） 

12 日（月） 就学指導委員会 園巡回訪問（高田保育園） 

13 日（火） 就学指導委員会 園巡回訪問（安田保育園） 

14 日（水） 就学相談（元気館） 

29 日（木） 親と支援者のための療育講座 

「自閉症スペクトラム講座 in かしわざき」（エネルギーホール） 
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ぶらり湯けむり硫黄臭の旅  
                             教育相談班  

相談員 長谷川 大  
肌寒い春が過ぎ、陽気がよく行楽にはもってこいの季節となりました（ガリレイが刊

行される頃には梅雨真っ盛りかもしれません）。県内外問わず、車で温泉地巡りをするの

が最近の休日の楽しみです。そろそろ履歴書等の趣味の欄に、かっこよく「ドライブ」

と記載してもよいでしょうか（元・引きこもり気味の私…）。  
 先日、日帰りで草津温泉に行ってきました。下道で柏崎から長野に抜け、「日本一標高

の高い国道」を通り、草津町に入りました。「日本一標高の高い国道」とされる国道 292
号線渋峠のあたりは、山肌からもくもくと湧いて出る硫黄の影響からなのか、植物があ

まりなく、アフリカのサバンナとかグランドキャニオンとか、そういった日本の景色で

はないような風情を味わうことができました。大好物の硫黄臭もムンムンでした。草津

温泉は、さすが日本三大薬泉に選ばれるだけあり、とても効きました。  
温泉巡りをするようになり、パブロフの犬がベルの音で唾液を出すように、硫黄臭で癒

し効果が得られるように条件付けされた気がします。日常生活の中で癒し効果を得られ

るように、周りに迷惑をかけずにこっそりと胸ポケット辺りに硫黄臭のする物質を仕込

めたらなぁと妄想中です。今度、科学班の先生に相談してみようかと思います。  
 

ラベンダーでリラックス  
                              教育相談班    

相談員 栗脇   瞳  
 皆さんは、日々どんな方法でリラックスされていますか。日常生活の中で、ストレス

を皆無にすることは、恐らく不可能です。そこで、自分に合ったリラックス方法が重要

になってきます。身体を動かす、音楽を聴く、美味しい物を食べる…など数ある方法の

中で今回はアロマ（香り）に注目してみました。  
最近は、数多くのアロマグッズが売られています。アロマキャンドルやオイルなどを

用いて、自分の好きな植物の香りを楽しみ、心身の健康を保ったり増進させたりします。

中でもラベンダーはリラックス効果をもたらす植物として、大変有名です。その香り

は、神経の緊張や不安を和らげる効果があり、安眠作用もあります。また、ラベンダー

の精油は、鎮痛・防虫・殺菌の効果があるそうです。  
 さて、ラベンダーの名所というとたくさんありますが、一つ私のお気に入りの場所を

紹介いたします。群馬県にある「たんばらラベンダーパーク」です。夏になると標高 1300
ｍに広がる山の斜面一杯に咲く、ラベンダーを楽しむことができます。ラベンダーの見

頃は、７月中旬から８月中旬です。  
皆さんもこの夏、出かけられてはいかがでしょうか。  
 

 

所員随想 
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４月の
利用数

５月の
利用数

H22年度
利用合計数

2回 3回 5回

20人 117人 137人

1回 1回 2回

23人 47人 70人

0回 0回 0回

0人 0人 0人

0回 1回 1回

0人 14人 14人

1回 6回 7回

16人 30人 46人

17回 4回 21回

104人 15人 119人

0回 0回 0回

0人 0人 0人

4人 1人 5人

2回 2回 4回

43人 10人 53人

0回 1回 1回

0人 20人 20人

1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

                H22年度の教育センター参加・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

0回 1回 1回

0人 48人 48人

0人 0人 0人

2件 3件 5件

3件 3件 6件

43人 30人 73人

新規相談件数 47件 20件 67件

のべ相談件数 59件 50件 109件

2回 16回 18回

訪問対象者数 0人 0人 0人

訪問のべ回数 0回 0回 0回

4件 3件 7件

0回 4回 4回

0人 20人 20人

小学生 3人 3人 6人

中学生 6人 7人 13人

17日 18日 35日

小学生 36人 42人 78人

中学生 47人 58人 105人

6人 6人 12人

172人 226人 398人

582 743 1 325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)

582 743 1,325教育センター事業の参加・利用総数
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####
平成22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 木 所内会議　13:00

就学指導園巡回（剣野、枇杷島：小林東）AM
大洲小学校計画訪問（矢沢）PM
出・要対協実務者会議（元気館：小林東、本
間）13:30　＊音楽主任会(多目)15:00
出・はまなす養護ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（長谷川裕）
＊教育課程「体育」(一研)15:00

2 金

研・救急法（多目）15:00
研・読書感想文指導と本の修繕（ソフィア）
14:30
相・いろいろ体験グループ（中②）18:30

就学指導園巡回（はらまち、にしやま：小林
東、長谷川裕）AM　　学校訪問（高柳中/高
柳小：笠木、寺瀬）14:00/15:15
＊教育課程「音楽」(一研)15:00

3 土
科・自然に親しむ日「昆虫観察採取会」
（西山町ゆうぎ）

4 日

5 月 広報8/5号〆切
＊教育課程「国語」(多目)15:00
＊就学指導委員会小中部会（相談室）15:00

6 火 ふ・水泳教室（アクアパーク）9:30～12:00 学校訪問（中通小：笠木、寺瀬）15:30

7 水
学校訪問（内郷小：笠木、寺瀬）15:30
＊学校保健会（多目）13:00～17:00

8 木 ふ・バス課外活動（上越方面）9:00～15:30

就学指導園巡回（西部、白百合：小林東、長
谷川裕）AM　　出・新教育課程研究集会（矢
沢：小千谷）13:25
学校訪問（第五中：笠木、寺瀬）10:30

9 金
研・国語教科指導法１（多目）14:00
相・いろいろ体験グループ（小A/C）
16:00/16:30

就学指導園巡回（比角、東部：小林東、長谷
川裕）AM　　教科書展示会終了
＊教育課程研修会（多目）9:30

10 土

11 日

12 月 相・拡大相談班会議　13:00
就学指導園巡回（高田：小林東、長谷川裕）
AM
＊心の教室相談員研修会（一研）15:00

13 火
科・柏崎の地層観察会（西山方面）14:00
情・保健統計　15:00

就学指導園巡回（安田：小林東、長谷川裕）
AM　合同追悼式（市ﾌﾟﾗｻﾞ：所長）10:00
新道小学校計画訪問（矢沢）PM
＊事務研第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)14:00～16:00

14 水
情・学校ホームページの管理　15:00
ふ・ソフィアセンター　10:45～11:45

就学相談（元気館）PM
学校訪問（門出小：笠木、寺瀬）15:30
いなほの会学習会（小林東）19:00

15 木 中越心理士会（精医セン：小林東）13:00

16 金
情・疑問やﾄﾗﾌﾞﾙに答えるﾌﾘｰQ&A③　15:00
相・いろいろ体験グループ（小B）16:30

広報8/20号〆切
比角小学校計画訪問（矢沢）PM
学校訪問（石地小：笠木、寺瀬）15:30

17 土

18 日

19 月 海の日

20 火
研・ユニバーサルデザイン教育の推進（多
目）15:00

21 水 　

22 木 ふ・夏休み前通級終了日 鯖石小学校計画訪問（矢沢）

23 金 相・いろいろ体験グループ（中①）18:30

24 土 ぎおん柏崎まつり　マーチング

25 日

26 月
研・環境教育実践プログラム（夢の森）8:30
～12:00　相・相談班会議　13:00

＊はまなす養護学校研修会（多目）PM

27 火 情・PowerPoint入門　9:00～12:00

28 水 情・ホームページ作成入門　13:00～16:00

29 木
情・Excel入門　9:00～12:00　　Excel活用
１　13:00～16:00

自閉症スペクトラム講座inかしわざき（エネ
ルギーホール）13:00

30 金
情・Word入門　9:00～12:00　Word活用１
13:00～16:00
相・いろいろ体験グループ（中②）18:30

紙資源物回収15:00

31 土 科・生物標本参考作品展（ｿﾌｨｱ）～8/14 計画訪問（西山中学校：矢沢）

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
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　運営委員名簿

任期／平成22年６月１日～平成24年５月31日　

氏    名 任用 選出の根拠(設置要綱) 　　　所属・役職　等 №

若井　洋一 再任 (1)学識経験者 柏崎市議会 ①
　文教経済常任委員長

小野寺正幸 新任 (1)学識経験者 新潟工科大学准教授 ②

秋山　文裕 新任 (1)学識経験者 刈羽村教育委員長 ③

片山　寿義 新任 (2)柏崎市小中学校PTA連合会 柏崎市小中学校PTA連合会会長　 ④
　

鳥島　一弘 再任 (3)社会福祉関係者 市子ども課子育て支援第一係 ⑤
　係長（課長代理）

倉部　米治 新任 (4)社会教育関係者 柏崎市コミュニテイ推進協議会 ⑥
　副会長

山本　礼子 再任 (5)幼児教育関係者 柏崎保育園長 ⑦

大倉　政洋 新任 (6)柏崎市刈羽郡小中学校長会 会長 ⑧
　 連絡協議会 　第一中学校長

神谷　敬二 新任 (7)柏崎市刈羽郡学校教育研究会 会長 ⑨
　第三中学校長

近藤　道範 新任 (8)柏崎市刈羽郡学校教育研究会 部長 ⑩
　 生徒指導研究部 　第二中学校長

布施　正史 新任 (9)柏崎市刈羽郡学校教育研究会 部長 ⑪
　 情報教育研究部 　東中学校長

田中　俊範 再任 (10)柏崎市刈羽郡学校教育研究会 部長 ⑫
　  科学教育研究部 　刈羽小学校長

中澤　貞子 再任 (11)柏崎市刈羽郡学校教育研究会 副部長 ⑬
　  学校保健研究部 　松浜中学校養護教諭

平成22年度　柏崎市立教育センター　運営委員
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柏 崎 市 立 教 育 セ ン タ ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   
 

 

 

ＴＥＬ(代表) 0257-23-4591 

ＦＡＸ(代表) 0257-23-4610 

〒945-0833  新潟県柏崎市若葉町 2―31 

 

 

教育研究班・情報教育   ＴＥＬ・ＦＡＸ  23-1168 

教育研究班(科学技術教育)  ＴＥＬ２０-０２１２  ＦＡＸ 2０-０２０5 

教育相談班(カウンセリングルーム)  ＴＥＬ ３２-３３９７ 

  〃  (電話相談)        ＴＥＬ ３２-４１１５ 

E-mail   k-center@city.kashiwazaki.niigata.jp 
   

 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 2２年６月末日発行 

編集・表紙写真撮影  中山 博迪  
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