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◆赤坂山公園で見事に咲きほこっ
ていた桜も散りかけ、やがてさわや
かな５月を迎えようとしています。
夢や希望に胸をふくらませながら入
学してきた新１年生もようやく学校
生活に慣れてきたころではないかと
思っています。 
３月１１日には、１００年に一度
あるかないかの大震災が東日本地方
を襲い、各地で未曾有の被害が出て
います。被災された皆さんに心より
お見舞申し上げると共に一日も早い
復旧・復興を祈っています。またこ
の大震災で被災地から避難してきた
約３００人の児童生徒が慣れない柏
崎の地で学校生活を送っています。
４年前に発生した中越沖地震の貴重
な経験を踏まえ、お互い痛みを分か
ち合える人間同士として、温かく迎 
 

え入れたいものです。 
 さて４月から市役所の機構改革に
より、教育センターの所長が育成セン
ターの所長も兼務することになりま
した。昨年度１年間、途絶えていた「青
少年育成センターだより」も、所報「ガ
リレイ」の中に入れて、再び発行する
ことになりました。 
これからは教育センター・育成セン
ター機能の重要度が一層増してくる
と思われます。保育園・幼稚園を含め
た教職員研修の充実や次代を担う青
少年の健全育成に、所報「ガリレイ」
が少しでも役立てば幸いです。 
最近、大震災をきっかけに「想定外」
という言葉をよく耳にするようにな
りました。改めて「危機管理意識」を
もちながら、様々な教育活動に取り組
んでいきたいものです。（ｎｈ) 
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今月の巻頭言 

どうぞよろしくお願いします 

 

教育センター・青少年育成センター 

所長 小黒 昌司 

この４月の人事異動で、教育センター勤務になりました小黒と申します。センター

から見える桜の木もすっかり花が散り、私の好きな青葉の目にしみる季節がやってき

ましたが、いまだ戸惑いと不安があります。早く慣れて、柏崎の教育向上のために教

職員の皆さんのスキルアップのお手伝い、そして教育相談活動のサポートができるよ

うに一生懸命努めたいと思います。また、兼ねて青少年育成センターの所長も拝命し

ました。こちらのほうは、青少年の健全育成のために、育成委員さんをはじめ地域の

皆さんとの連携を大切にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

さて、プライベートな話ですが、学生時代の岩手県釜石市出身の友人が、このたび

の東日本大震災で被災しました。東京暮らしの４年間、ずっと岩手弁丸出しを貫いた

純朴な男で、私に北の鉄人、釜石ラグビーの素晴らしさを教えてくれたのは彼です。

現在、宮古市に住む彼とは３月３０日にようやく電話連絡がとれ、懐かしい声を聞い

て「ヤラレタかと思ったぞ。心配かけやがって」と大きな声を出してしまいました。

本当にうれしくて、うかつにも恥ずかしながら目が潤んでしまいました。家族も無事

で、宮古市では有名な勤め先のホテルが避難所になり、そこで被災者のお世話をして

いるということです。私は、１０年ほど前に一度尋ねたことがありますが、陸中海岸

は本当に素晴らしい景勝地でした。それゆえ、あのような破壊尽くされた映像を見る

たびに心を痛めています。ゴールデンウィークには救援物資を持って、何が何でもお

見舞いに行こうと思っています。 

 

さて、一方ここ柏崎にも多くの方が避難され、市内の学校に多くの児童生徒が転入

しました。子どもたちに少しでも笑顔が戻るように、当センターでもすでに心のケア

が始まっています。被災者の皆様に心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く

元の生活に戻れますようお祈りします。 
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平成２３年度教育センター運営の基本方針  
 

１  基本方針   

                                              

 

 

 

 

２ 運営の方針 

(1) 研修等の内容・方法を工夫改善し、教職員の意識高揚、資質指導力向上を図る 

・ ニーズや時代の要請に合った研修、多様化・複雑化してきている教育相談の研修、新学習指導要領の円

滑な実施のための研修等の充実を図り、教職員の指導力・実践力向上に努める。 

・ 研修の必要性を感じ、意欲的に受講することができるように内容・方法の改善を図る。また、学校教育研究

会等との連携講座は、計画段階から話し合いを進め受講しやすい環境を整える。 

(2) 教育相談体制の充実を図り、子どもたちの実態に応じた支援に努める 

・ 不登校・いじめ等の児童生徒への相談・指導並びに調査研究・研修の充実を図る。 

・ 保護者や教職員並びに医療や福祉の専門機関との連携を強め、児童生徒一人一人の状態やニーズに

応じたきめ細かな支援を行う。 

(3) 教育の情報化に努める 

・ 子どもたちの情報活用能力の育成のために、教育ネットワークや電子黒板の活用を進めるなど教職員の 

ＩＣＴ活用指導能力の向上に努める。 

・ 情報セキュリティの確保及び校務の情報化と改善のための支援に努める。 

 

３ 運営の重点 

(1) 専門研修講座事業 
・ 資質指導力向上、意識高揚を図る研修 

・ 新学習指導要領に関する研修  

・ 観察実験研修、野外研修（地層・植物観察等）、理科指導研修 

・ 特別研修、若手教員研修サポート 

・ 市努力点、市四次総の実現に関する研修 

・ 柏崎の教育３・３・３運動等と関連付けた家庭教育支援に関する研修 

・ 特色ある専門講師の招聘、教育研究会等との共催による専門研修 

(2) 教育相談事業 
・ 専門機関や関係各課との連携協力の強化     

・ ふれあいルーム（適応指導教室）の活動とカウンセリングルームの教育相談活動の充実 

・ 就学指導委員会（就学相談）への協力 

(3) 情報教育及び教育の情報化に関わる事業 
・ 情報教育の指導・活用、ＩＣＴ活用に関する相談支援 

・ 教職員のＰＣ一人一台環境に対応した校務の情報化の講座や支援 

・ 教育センター事業の理解と協力を図るための情報発信 

(4) 科学技術教育の振興と啓発に関わる事業 

・ 自然観察会、科学作品展、科学研究発表会、科学の祭典、研究活動支援 

(5) 教科書センター運営 

・ 教科書展示と閲覧・貸出 

(6) 広報活動 

・ 教育情報支援システムの運用、校務支援システム(スクールオフィス)の活用 

・ 所報「ガリレイ」の発行とネット配信 

   

子どもたちの生きる力の育成及び学校教育の課題解決のために、教職員研修と教育相談を中核に据え

た事業を行い、柏崎の教育向上に寄与する。 
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平成 23 年度 教育センター運営組織 
 

   柏崎市教育委員会   

 

 市立教育センター  

    

所 長    ・ 全体統括、渉外、予算編成、人事任免、防火管理、庁舎管理  

 

副所長    ・ 教育研究･教育相談事業の総括  

 

  庶 務 １人            

・ 予算執行及び決算事務 

・ 文書及び事務用品の管理、委託契約、証明書発行 

・ 他の班に属さない事務管理 

 

  教育研究班 ６人（外兼務１・・理科センター協力員） 

・  柏崎市教育の課題解決と教職員の資質指導力向上を図る専門的･実践的研修 

・学校運営や学習指導（新学習指導要領等）に関する研修 

・ ＩＣＴ活用指導力向上、校務支援システム運用研修 

・ いじめ、不登校等生徒指導に関する研修 

・ 一人一人の教育的ニーズに適確に対応する特別支援に関する研修 

・ 野外活動や体験的な活動を重視した研修 

・ 教職員の自主研修推進への支援 

・ 教育に関する調査及び研究 

・ 教材、図書その他教育に関する資料等の収集作成 

・ 教材教具や資料の収集作成及び提供 

・ 教科書（各社出版）等の活用への支援 

・ 校務の情報化、教育情報支援システムの運用 

・ 旧視聴覚ライブラリーに関する業務 

・ 柏崎刈羽地区科学技術教育センターに関する業務 

 ・教員個々に対応する相談・支援 

・ 子どもたち（市民）に対する科学技術教育の振興に関する活動 

（自然観察会、科学作品展、科学研究発表会、科学の祭典等） 

・ 新潟県地区理科教育センターに関する事業 

  教育相談班 ８人 

・ 心身の発達、不登校やいじめ等に関わる児童生徒、保護者及び教職員の相談

とカウンセリングルームの運営(面接相談、電話相談、訪問相談) 

・ 定期及び要請による相談員の学校訪問及び家庭訪問 

・ 学校復帰を目指す適応指導と適応指導教室(ふれあいルーム)の運営 

・ その他、教育相談並びに就学相談の推進に必要なこと 
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平成２３年度教育センター職務分担表　　　　　　Ｈ２３.４.１

氏　名 職　務　内　容

 所　長　　　　 (市) 小黒　昌司
全体統括、渉外、予算編成、人事任免
庁舎管理、防火管理（青少年育成センター所長）

 副所長　　　　 (嘱) 中山　博迪
教育研究・教育相談事業総括 柏崎刈羽地区科学技
術教育センター所長　柏崎教科書センター館長

 事務員 (非) 今井　則子

文書・事務用品の管理、経理等事務、予算執行、決
算事務、委託契約、証明書等発行、科学技術教育(地
区科学技術教育センター)業務

研究・研修  指導主事 (市) 矢澤　欣也
教育研究班総括、研修会の企画運営指導、教育研究
支援、若手教職員研修サポート業務

研究・研修
情報教育

 情報教育主事 (派) 田村   　実
研修会(情報教育等)の企画運営指導
教育情報支援システム及び教育センターコンテンツ
サーバの管理、校務支援システムの指導

研究・研修
情報教育

 情報指導員 (嘱) 小林　淑子
研修会の運営補助、校務支援システムの指導補助
機器等貸出（旧ライブラリー業務）

研究・研修
科学技術教育

 科学技術教育
センター協力員
（第三中学校在籍）

(学) 酒井　智子
研修会(理科､生活科等)の企画運営指導
柏崎刈羽地区科学技術教育センターの運営

研究・研修
科学技術教育

 嘱託専任所員 (県嘱) 田中　俊範
研修会(理科､生活科等)の運営指導
柏崎刈羽地区科学技術教育センターの運営

研究・研修
科学技術教育  研究助手 (非) 今井　芳和

科学技術教育(柏崎刈羽地区科学技術教育センター)業
務、資料収集、文書管理

教育相談
 係　長
 カウンセラー

(市) 小林  　東
教育相談班総括、面接相談・専門指導、電話相談、
教育相談研修会の企画運営指導

臨床心理士 (市) 矢嶋　郁代 相談業務(面接､訪問)、電話相談、関係機関との連携

 相談員 (嘱) 栗脇   　瞳 相談業務(面接､訪問､電話等)

 相談員 (嘱) 松井　理納 相談業務(面接､訪問､電話等)

 嘱託指導主事
 相談員

(嘱) 笠木　典子 学校との連携・指導、相談業務(面接､訪問、電話等)

(嘱)

 嘱託指導主事
 指導員

(嘱) 渡辺　仁平
学校との連携・指導、適応指導教室の企画運営(適応
指導)、教科書センター業務

 指導員 (嘱) 池田恵里子 適応指導

 指導員 (嘱) 寺澤　朋法 適応指導

　  　※教育研究班　情報指導員   　(派）草間　宏樹　　校務支援システムの管理・ヘルプデスク

注　(市):市職、(学):学校籍、(嘱):市嘱託、(非):非常勤、(派):派遣、(県嘱):県嘱託

職　名　等

ふれあい
  ルーム

(適応指導
　 教室)

教　育
研究班

教　育
相談班

庶　　務

班　等
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「実りある教育活動の実現」に向けて支援します！ 

 
新年度がスタートしました。各学校でも今年度の教
育活動の土台づくりに向けて，様々な取組を始められ
るのではないかと思います。教育研究班では，新学習
指導要領，学校現場のニーズ等を踏まえ，充実した教
育活動の支援ができるよう，様々な活動を展開してい
く予定です。「研修講座の一層の充実」と「有益な教育
情報の提供」を 2 つの柱に，皆さまの学校の教育活動
をサポートします。 
平成 23年度もよろしくお願いいたします。 

 
 
 

 今年度の実施予定講座数は，全部で 137講座です。 
 教職員の皆さんにとって主体的に参加することができ，充実した研修となるよう，今日的な教育課題の内容
や県内外からの優れた講師陣による講座を多数予定しています。資質，指導力の向上のために大いに活用して
ください。 
今年度予定の講座一覧は、次の通りです。 

番号 教科・領域 対象 月日 講座名 講師・指導者 

1 国語 小・中 7/7 国語教科指導法１ 上教大准教授 古閑 晶子 

2 国語 小・中 9/30 国語教科指導法２ 中越教育事務所指導主事 赤澤 厚史

3 国語 小・中 11/30 大洲小学校研究発表会   

4 社会 小・中 調整中 社会科教材研究 市教委指導主事 竹田 充 

5 社会 小・中 8/8 市内文化財巡り 柏崎市文化振興課 池嶋 貴文 

6 算数・数学 小・中 6/2 算数数学示範授業 筑波大学附属小学校 山本 良和 

7 算数・数学 小・中 調整中 分かる授業のための ICT活用（算数・数学編） 上教大特任准教授 中野 博幸 

8 算数・数学 小・中 9/13 算数数学科授業改善講座 教育センター指導主事 矢沢 欣也

9 算数・数学 小・中 11/18 日吉小学校研究発表会   

10 理科 小 12/26 小学 3学年「じしゃくのひみつ」 教育センター 科学所員 

11 理科 小 11/25 小学 4学年「ものの体積と温度」 教育センター 科学所員 

12 理科 小 8/23 小学 5学年「天気の変化」 教育センター 科学所員 

13 理科 小 11/8 小学 5学年「もののとけかた」 教育センター 科学所員 

14 理科 小 8/4 小学 5学年「流れる水のはたらき」巡検①鵜川・谷根川 市教委指導兼管理主事 品田やよい

15 理科 小 10/21 小学 5学年「流れる水のはたらき」巡検②鯖石川 市教委指導兼管理主事 品田やよい

16 理科 小 4/27 小学 6学年「人や動物の体」 教育センター 科学所員 

17 理科 小 12/14 小学 6学年「電気の利用」 教育センター 科学所員 

18 理科 中 6/21 第１分野「身のまわりの現象」 教育センター 科学所員 

19 理科 中 7/8 第１分野「水溶液とイオン」 教育センター 科学所員 

20 理科 中 5/24 第２分野「種子をつくらない植物のなかま」 教育センター 科学所員 

研 修 講 座 の 一 層 の 充 実

No.113 平成 23 年 4 月 2７日 

 草間 宏樹・矢沢 欣也・小林 淑子・田村 実 
  情報指導員   指導主事   情報指導員  情報指導主事
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21 理科 中 8/17 第２分野「動物のなかま」 教育センター 科学所員 

22 理科 小・中 5/11 プラネタリウム研修会 柏崎市立博物館学芸員 佐藤 俊男

23 理科，総合 小・中 5/2 環境・エネルギー教育① 東北放射線科学センター  

24 理科，総合 小・中 6/10 環境・エネルギー教育② e-ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 舟生 武史 

25 理科 小・中 5/6 分かる授業のための ICT活用（理科授業編） (株）内田洋行 柳田 啓 

26 理科 小・中 8/3 基礎技能研修① 教育センター 科学所員 

27 理科 小・中 8/11 基礎技能研修② 教育センター 科学所員 

28 理科 小・中 1/5 おもしろ科学工作 教育センター 科学所員 

29 理科 小・中 7/26 地層観察会①「柏崎西部」 市教委指導兼管理主事 品田やよい

30 理科 小・中 8/22 地層観察会②「西山方面」 市教委指導兼管理主事 品田やよい

31 理科 小・中 7/30-31 宿泊野外研修「北八ヶ岳」 教育センター 科学所員 

32 生活科・理科 小・中 8/9 学校教育と動物飼育 文部科学省教科調査官 田村 学 

33 生活科 小 10/19 あきのあそび 教育センター 科学所員 

34 音楽 小・中 7/1 音楽科指導法講座 新道小学校教頭 矢島 昭彦 

35 音楽 小 調整中 マーチングバンド講座 JMBA指導員 根津 和則 

36 図工・美術 幼保小中 調整中 児童画指導講座 群馬大学准教授 林 耕史 

37 保健体育 小・中 調整中 ニュースポーツ スポーツ振興課  

38 技術・家庭 中 11/4 第三中学校研究発表会   

39 
家庭科， 

学校栄養職員 
小・中 調整中 食育授業講座Ⅰ 市教委指導主事 上野 忠英 

40 
家庭科， 

学校栄養職員 
小・中 調整中 食育授業講座Ⅱ 市教委指導主事 上野 忠英 

41 英語 小・中 6/9 小中連携英語教育 市教委指導主事 山本 睦子 

42 英語 中 調整中 中学校英語教科指導法 市教委指導主事 山本 睦子 

43 英語 小・中 夏季休業中 教師のための英会話教室 市教委指導主事 山本 睦子 

44 授業とＩＣＴ 小・中 5/18 分かる授業のためのＩＣＴ活用（全教科対応編） (株）内田洋行 柳田 啓 

45 授業とＩＣＴ 小 5/17 分かる授業のためのＩＣＴ活用（外国語活動編） (株）内田洋行 柳田 啓 

46 授業とＩＣＴ 小 8/10 eライブラリを利用した授業づくり（小学校向け） ラインズ(株） 小野 貴広 

47 授業とＩＣＴ 中 8/10 eライブラリを利用した授業づくり（中学校向け） ラインズ(株） 小野 貴広 

48 授業とＩＣＴ 小・中 8/11 eライブラリのユーザ管理と家庭学習指導 ラインズ(株） 小野 貴広 

49 授業とＩＣＴ 小 6/29 ジャストスマイル活用法 (株）ジャストシステム 相川晃一郎

50 道徳教育 小・中 9/6 道徳授業づくり１ 上教大准教授 白木みどり 

51 道徳教育 小・中 9/27 道徳授業づくり２ 上教大准教授 白木みどり 

52 特別活動 小・中 10/25 学級経営の具体的方法論 上教大特任准教授 赤坂 真二 

53 教育相談 幼保小中 6/15 接客マナーと対応スキル だいし経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 浅井 紀子

54 教育相談 小・中 7/21 教育相談の基礎基本 教育センターカウンセラー 小林 東

55 教育相談 幼保小中 5/12 災害・事件・事故後の子どもの心のケアについて 教育センターカウンセラー 小林 東

56 生徒指導 小・中 11/24 思春期における精神障害を起こす子への対応 教育センターカウンセラー 小林 東

57 生徒指導 小・中 5/25 心をはぐくむ指導と生徒指導の機能 1 教育センター指導主事 矢沢 欣也

58 生徒指導 小・中 8/22 心をはぐくむ指導と生徒指導の機能 2 市教委指導主事 上野忠英 矢沢欣也

59 同和教育 小・中 11/29 同和教育現地研修 市教委指導主事 竹田 充 

60 同和教育 小・中 9/22 同和教育の授業のポイント 磯部小学校教諭 白鳥美智子 

61 進路指導 小・中 調整中 これからのキャリア教育 早稲田大学教授 三村 隆男 

62 学校事務 小・中 調整中 学校事務研修１ 調整中  

63 学校事務 小・中 調整中 学校事務研修２ 調整中  

64 
学校保健･ 
保健体育 

小・中 調整中 性教育 調整中  

65 養護教諭 小・中 6/28 救急法 柏崎市消防本部  
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66 特別支援教育 小・中 12/13 子どもも教師も元気が出る授業づくり 岡山大学教授 佐藤 暁 

67 特別支援教育 幼保小中 8/17 特別支援教育を基盤にした授業づくりと学級経営 市教委指導主事 上松 武 

68 特別支援教育 幼保小中 8/1 
聞こえに困難を抱える児童生徒の実態把握と具体的な
支援のあり方 

上教大准教授 加藤 哲則 

69 特別支援教育 幼保小中 10/28 園における手のかかる子への見取りと手立て 教育センター 矢嶋 郁代 

70 特別支援教育 小・中 8/23 WISC-Ⅲ入門 柏崎特別支援学校教諭 高橋紀子他

71 特別支援教育 小・中 8/24 WISC-Ⅲ事例検討 柏崎特別支援学校教諭 高橋紀子他

72 特別支援教育 小・中 5/12 特別支援学級経営の基礎・基本① 市教委指導主事 上松 武 

73 特別支援教育 小・中 6/8 特別支援学級経営の基礎・基本② 市教委指導主事 上松 武 

74 特別支援教育 小・中 8/8 特別支援学級経営の基礎・基本③ 市教委指導主事 上松 武 

75 学校経営 小・中 5/31 効果的な学校評価と小･中，家庭，地域の協働 上教大准教授 橋本 定男 

76 学校経営 小・中 7/13 社会性育成の指導原理と実践事項 上教大准教授 橋本 定男 

77 提出文書 小・中 調整中 公文書の書き方 市教委指導兼管理主事 阿部 和雄

78 学校園連携 幼保小中 調整中 子どもの虐待防止講演会 調整中  

79 学校園連携 幼保小中 9/1 保幼・小の円滑な接続 上教大准教授 木村 吉彦 

80 学校園連携 幼保小中 8/1 保幼・小の円滑な接続 春日小学校教諭 長谷川 宏之 

81 図書館教育 幼保小中 7/19 読書のアニマシオン 明治学院大学教授 岩辺 泰吏 

82 教育論文 小・中 6/16 論文の書き方 上教大准教授 古閑 晶子 

83 学校安全 小・中 8/2 AED実技講習Ⅰ 柏崎市消防本部  

84 学校安全 小・中 8/3 AED実技講習Ⅱ 柏崎市消防本部  

85 学校安全 小・中 8/4 AED実技講習Ⅲ 柏崎市消防本部  

86 
総合 

(授業構成) 小・中 9/15 総合的な学習の時間における授業構成 上教大准教授 松井千鶴子 

87 
総合 

(環境教育) 小・中 7/25 環境教育実践プログラム 柏崎・夢の森公園  

88 情報教育 小 8/5 情報モラル指導のための教材研究１（小学校） 教育センター情報教育主事 田村 実

89 情報教育 中 8/8 情報モラル指導のための教材研究２（中学校） 教育センター情報教育主事 田村 実

90 情報教育 小・中 8/17 ICT活用ワークショップ 教育センター情報教育主事 田村 実

91 校務の情報化 小・中 7/12 学校ホームページの管理（ホームページ管理者向け） 教育センター情報教育主事 田村 実

92 校務の情報化 小・中 7/21 ホームページ作成入門（ページ作成担当者向け） 教育センター情報教育主事 田村 実

93 校務の情報化 小・中 6/3 電子メール入門 教育センター情報教育主事 田村 実

94 校務の情報化 小・中 7/13 保健統計 教育センター情報教育主事 田村 実

95 校務の情報化 小・中 7/25 Word入門 （使いやすい設定，文書作成の基本） 教育センター情報教育主事 田村 実

96 校務の情報化 小・中 7/25 Word活用１（表の作成とレイアウトのこつ） 教育センター情報教育主事 田村 実

97 校務の情報化 小・中 7/29 
Word活用２
 （ヘッダ・フッタの設定とセクションの活用） 

教育センター情報教育主事 田村 実

98 校務の情報化 小・中 7/29 Word活用３（差込印刷と宛名印刷） 教育センター情報教育主事 田村 実

99 校務の情報化 小・中 9/14 Word活用４（スタイルとテンプレート機能の活用） 教育センター情報教育主事 田村 実

100 校務の情報化 小・中 9/20 Word活用５（オートシェイプによる様々な図の作成） 教育センター情報教育主事 田村 実

101 校務の情報化 小・中 7/27 Excel入門 （作表の基本と簡単な集計） 教育センター情報教育主事 田村 実

102 校務の情報化 小・中 7/27 
Excel活用１
 （並べ替え，単純な抽出，計算式と基本的な関数） 

教育センター情報教育主事 田村 実

103 校務の情報化 小・中 8/1 
Excel活用２
 （条件判定，複雑な抽出，表引きと便利な関数） 

教育センター情報教育主事 田村 実

104 校務の情報化 小・中 8/1 Excel活用３（アンケート集計） 教育センター情報教育主事 田村 実

105 校務の情報化 小・中 8/19 
Excelマクロ入門１
 （自動記録，印刷制御，入力支援など） 

教育センター情報教育主事 田村 実

106 校務の情報化 小・中 8/22 
Excelマクロ入門２
 （分岐処理，繰返し処理，ユーザーフォームなど） 

教育センター情報教育主事 田村 実

107 校務の情報化 小・中 8/2 PowerPoint入門 教育センター情報教育主事 田村 実

108 校務の情報化 小・中 8/3 PowerPoint活用１（スライドマスターと発表者ツール） 教育センター情報教育主事 田村 実
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109 校務の情報化 小・中 7/28 画像編集入門 教育センター情報教育主事 田村 実

110 校務の情報化 小・中 7/28 画像編集中級 教育センター情報教育主事 田村 実

111 校務の情報化 小・中 12/26 デジタルビデオ編集入門 教育センター情報教育主事 田村 実

112 校務の情報化 小・中 1/19 デジタルアルバム作成入門 教育センター情報教育主事 田村 実

113 校務の情報化 小・中 6/21 インタラクティブユニットとプロジェクタの利用手順 教育センター情報教育主事 田村 実

114 校務の情報化 小・中 10/19 大型プリンタによる長尺印刷入門 教育センター情報教育主事 田村 実

115 校務の情報化 小・中 4/8 スクールオフィス新任者講習 教育センター情報教育主事 田村 実

116 校務の情報化 小・中 5/13 スクールオフィス利用者講習 教育センター情報教育主事 田村 実

117 校務の情報化 小・中 5/19 スクールオフィス管理者講習 教育センター情報教育主事 田村 実

118 校務の情報化 小・中 5/25 スクールオフィス文書管理サブシステム講習 教育センター情報教育主事 田村 実

119 校務の情報化 小・中 5/11 スクールオフィス保健管理講習 教育センター情報教育主事 田村 実

120 校務の情報化 小・中 7/1 スクールオフィス PTAメール講習 教育センター情報教育主事 田村 実

121 校務の情報化 小・中 2/14 スクールオフィス年度更新講習 教育センター情報教育主事 田村 実

122 校務の情報化 小・中 6/23 スクールオフィス名簿管理講習 教育センター情報教育主事 田村 実

123 校務の情報化 小・中 11/17 スクールオフィス名簿管理講習 教育センター情報教育主事 田村 実

124 校務の情報化 小・中 6/14 スクールオフィス行事予定管理講習 教育センター情報教育主事 田村 実

125 校務の情報化 小・中 11/8 スクールオフィス行事予定管理講習 教育センター情報教育主事 田村 実

126 ｾｷｭﾘﾃｨ関連 小・中 5/31 ｼｽﾃﾑ管理者のためのｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰと設備管理のポイント 教育センター情報教育主事 田村 実

127 ｾｷｭﾘﾃｨ関連 小・中 6/1 セキュリティ対策入門 教育センター情報教育主事 田村 実

128 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 5/27 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ① 教育センター情報教育主事 田村 実

129 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 6/30 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ② 教育センター情報教育主事 田村 実

130 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 7/20 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ③ 教育センター情報教育主事 田村 実

131 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 9/28 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ④ 教育センター情報教育主事 田村 実

132 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 10/26 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ⑤ 教育センター情報教育主事 田村 実

133 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 11/29 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ⑥ 教育センター情報教育主事 田村 実

134 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 12/15 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ⑦ 教育センター情報教育主事 田村 実

135 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 1/24 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ⑧ 教育センター情報教育主事 田村 実

136 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 2/22 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ⑨ 教育センター情報教育主事 田村 実

137 
情報教育・ 
校務の情報化 

小・中 3/13 疑問やトラブルに答える フリーＱ＆Ａ⑩ 教育センター情報教育主事 田村 実

 
研修講座につきまして，ご意見・ご要望・ご質問などがありましたら，下記までご連絡ください。 

 

担当：教育センター指導主事 矢沢 欣也 
 
  〒945-0833 
 新潟県柏崎市若葉町 2-31 
 TEL：0257-23-4591 FAX:0257-23-1168
 E-mail：kec@kenet.ed.jp 
  yazawa@kenet.ed.jp 
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■ 柏崎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 

4/8 112_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-管理者用.pdf（テキスト第 2版） 
NO4_新任転入者向け講習-養護教諭用.pdf（テキスト第 2版） 
スクールオフィス管理者の主な業務と関連情報.pdf 

 
■ スクールオフィス情報 

新年度を迎えてのチェックポイント 

１．「スクールオフィス活用の手引」を一読願います 
 教育センター教育研究班のサポート担当に来る問い合わせで、一番多い内

容が、「メールが開けなくなった」「ファイルのダウンロードができない」「テキスト

通りの画面にならない」というものです。いずれも、環境設定を正しく行っていれ

ば発生しない問題です。これらを含め、スクールオフィスを活用する上での重要

な情報をまとめた資料を用意してありますので、校内で配布し、全員で確認する

ようにしてください。 
教育センターコンテンツサーバ：「スクールオフィス」→「スクールオフィス活用の手

引.pdf」 
 

２．「学校基本情報の報告」を行ってください 
 教職員名簿や児童生徒名簿に何らかの変更を加えたら、必ず「学校基本情報の報告」を行う必要があり

ます。この報告を行わないと、変更内容が教育委員会や他の学校に伝わりませんので、メールの共有アド

レス帳や回覧板の対象者の選択に表示されません。 
 

３．児童生徒名簿の登録における注意事項 
 特別支援学級の児童生徒の情報は、協力学級となるクラスに登録して

はいけません。必ず特別支援学級側のみに登録し、属性として協力学級

の情報を登録する必要があります。また、出席番号は「公文書席番」と

「配布用席番」の２種類があり、両方が正しく設定されていないと保健管

理システムなどで支障がでます。「学校基本情報管理」の「出席番号設定」

画面で確認してください。 
 
■ 情報関連講習会のご案内 

5 月に実施される講習会 

◆H23.05.11(水) スクールオフィス保健管理サブシステム講習 
 スクールオフィスの保健管理サブシステムの利用者向け講習です。検診結果の管理、保健室来室記録

の管理、健康観察記録の管理などについて学習します。 

 
◆H23.05.13(金) スクールオフィス利用者講習 

 スクールオフィスの一般利用者向けの講習です。グループウェアの基本的な使い方と児童生徒名簿の

利用について学習します。 
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◆H23.05.19(木) スクールオフィス管理者講習 
 スクールオフィスの管理者（校長、教頭）向けの講習です。学校基本情報の管理を中心に学校における

スクールオフィスの管理者として、いつ頃どのような作業が必要なのかを学習します。 
 

◆H23.05.25(水) スクールオフィス文書管理サブシステム講習 
 スクールオフィスの文書管理サブシステムの利用者向け講習です。文書の発送、受理の手順について

学習します。文書管理担当者だけでなく、各種事務局の担当者など他校宛の文書を発送する機会の多

い方はぜひ受講してみてください。 
 

◆H23.05.27(金) 疑問やトラブルに答える フリーQ&A その１ 
 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

じた準備をさせていただきます。 
 

◆H23.05.31(火) 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 
 柏崎市教育委員会の情報セキュリティポリシーのポイント、システム管理者として必要な設備管理上のポ

イントなどについて学習します。 
 

■ セキュリティ情報 
新年度を迎えてのチェックポイント 

１．柏崎市教育委員会の情報セキュリティポリシーを確認して下さい 
 個人情報の取扱やセキュリティポリシーの概要をまとめた資料を

用意してあります。校内研修などで活用して下さい。 
教育センターコンテンツサーバ：「ポリシー/サポート関連」→「個人情

報取扱の手引き改定版.pdf」 
 
 

２．校務 PC を含む教務室ネットワーク内のパソコンのセキュリティ対策は利用者責任です 
 WindosUpdate、AdobeReader のアップデート、許可を得てインストールしたソフトウェアのアップデー

トなどは、日頃からセキュリティ情報に注意を払い、自分で行っていただく必要があります。また、組織とし

て、学校内で周知徹底が必要なことは言うまでもありません。 
 右下の通知領域にアップデートの情報が表示されたまま放置したりしてい

ませんか。同僚の画面でそのような状態を見つけたら、速やかにアップデ

ートを実施するよう促してください。 
 

３．誓約書は提出しましたか 
 教職員は全員、毎年４月に「誓約書」を情報セキュリティ責任者に提出しなければなりません。新任・転

入職員だけでなく、全員が対象ですので注意してください。 
教育センターコンテンツサーバ：「ポリシー/サポート関連」→「実施手順様式集.doc」 

 
セキュリティホール情報 

 マイクロソフトより、4 月 13 日付で 4 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

アップデートの通知 
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だくようお願いします。 
 

No. 更新の名称 脆弱性等の情報 対象 深刻度

1 MS11-018 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 (2497640) IE6,7,8 

2 MS11-019 
Windows の重要な更新 

SMB クライアントの脆弱性により、リモ
ートでコードが実行される (2511455) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

3 MS11-020 
Windows の重要な更新 

SMB サーバーの脆弱性により、リモー
トでコードが実行される (2508429) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

4 MS11-021 
Excel の重要な更新 

Microsoft Excel の脆弱性により、 
リモートでコードが実行される(2489279)

Excel2002,2003,2007, 
2010 など 

5 MS11-022 Power 
Point の重要な更新 

Microsoft PowerPoint の弱性により、
リモートでコードが実行される 
(2489283) 

PowerPoint2002,2003,
2007,2010 など 

6 MS11-023 
Office の重要な更新 

Microsoft Office の脆弱性により、リモ
ートでコードが実行される (2489293) 

OfficeXP,2003,2007, 
2004/2008 for Mac など 

7 MS11-024 
Windows の重要な更新 

Windows FAX 送付状エディターの脆
弱性により、リモートでコードが実行され
る (2527308) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

8 MS11-025 
MFC の重要な更新 

Microsoft Foundation Class (MFC) 
ライブラリの脆弱性により、リモートでコ
ードが実行される (2500212) 

VisualStudio2003, 
2005,2008,2010 など 

9 MS11-026 
Windows の重要な更新 

MHTML の脆弱性により、情報漏えい
が起こる (2503658) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

10 MS11-027 
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 (2508272) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

11 MS11-028 
Windows の重要な更新 

.NET Framework の脆弱性により、リ
モートでコードが実行される (2484015)

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

12 MS11-029 
Windows の重要な更新 

GDI+ の脆弱性により、リモートでコード
が実行される (2489979) 

Windows XP,Vista, 
2003Server, 
2008Server,OfficeXP 

13 MS11-030 
Windows の重要な更新 

DNS 解決の脆弱性により、リモートでコ
ードが実行される (2509553) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

14 MS11-031 
Windows の重要な更新 

JScript および VBScript スクリプト 
エンジンの脆弱性により、リモートでコー
ドが実行される (2514666) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

15 MS11-032 
Windows の重要な更新 

OpenType Compact Font Format
(CFF) ドライバーの脆弱性により、 
リモートでコードが実行される 
(2507618) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

16 MS11-033 
Windows の重要な更新 

ワードパッドのテキスト 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 (2485663) 

Windows XP, 
2003Server 

17 MS11-034 
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 
(2506223) 

Windows XP,Vista,7 
2003Server, 
2008Server 

 
は右側ほど深刻度が高く，緊急の対応を要します。グレーの項目は企業向け。 
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平成２３年４月２７日（水） 

 (柏崎刈羽地区科学技術教育センターだより) 

柏崎(Kashiwazaki)刈羽(Kariwa)の科学技術教育(Kagakugijyutsu Kyouiku)を振興するため，科学技術教育センタ

ーの活動(プロジェクト)を紹介するお便りの名前をプロジェクトK(Kはそれぞれの頭文字)と名づけました。 
 
 平成２３年度もよろしくお願いいたします。 理科の楽しさを子どもたちに伝えたいと思っている先生，『理科って面

白いね』という子どもが更に増えることを期待して，研修や講習会、出前でのお手伝いを行っていきます。 

また，柏崎・刈羽地区に，科学や身の周りの自然に関心をもつ子どもたちが増えるよう，科学の祭典や自然体験の

機会を充実させます。要請があれば，いつでも学校に出向きます。今年度もお気軽にご活用下さい。 

 

○先生方にご案内する講座 

No. 教科・領域 対象 月日 講  座  名 講師・指導者 

1 生活科 小 10／19 小学校「あきのあそび」 教育センター科学所員 

2 理科 小 12／26 小学校３学年「じしゃくのひみつ」 教育センター科学所員 

3 理科 小 11／25 小学校４学年「ものの体積と温度」 教育センター科学所員 

4 理科 小 8／23 小学校５学年「天気の変化」 
教育センター科学所員 

比角小学校 教諭 近藤亜矢子 

5 理科 小 １１／8 小学校５学年「もののとけかた」 教育センター科学所員 

6 理科 小 8／4 
小学校５学年「流れる水のはたら

き」巡検①鵜川・谷根川方面 
柏崎市教委  品田やよい 

７ 理科 小 10／21 
小学校５学年「流れる水のはたら

き」巡検②鯖石川方面 
柏崎市教委  品田やよい 

８ 理科 小 4／27 小学校6学年「人や動物の体」 教育センター科学所員 

９ 理科 小 12／14 小学校６学年「電気の利用」 教育センター科学所員 

10 理科 中 6／21 第１分野「身のまわりの現象」 教育センター科学所員 

11 理科 中 7／8 第１分野「水溶液とイオン」 教育センター科学所員 

12 理科 中 5／24 
第２分野「種子をつくらない植物の

なかま」 
教育センター科学所員 

13 理科 中 8／17 第２分野「動物のなかま」 教育センター科学所員 

14 理科 小・中 5／11 プラネタリウム研修会 市立博物館学芸員  佐藤俊男 

15 理科 小・中 5／2 エネルギー教育① 東北放射線科学センター 

16 理科 小・中 6／10 エネルギー教育② 
e-ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

舟生武史 

17 理科 小・中 5／6 理科におけるICT機器の活用 
(株)内田洋行 

教育センター科学所員 

18 理科 小・中 8／3 基礎技能研修① 教育センター科学所員 
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19  理科 小・中 8／11 基礎技能研修② 教育センター科学所員 

20 理科 小・中 1／5 おもしろ科学工作 教育センター科学所員 

21 理科 小・中 7／26 地層観察会①「柏崎西部」 柏崎市教委  品田やよい 

22 理科 小・中 8／22 地層観察会②「西山方面」 柏崎市教委  品田やよい 

23 理科 小・中 
7／30 

～31 
宿泊野外研修会「北八ヶ岳」 

教育センター科学所員 

柏崎市教委  品田やよい 

 
○上越地区理科教育センター研究協議会・上越科学技術教育研究会等との共催事業 

柏刈・糸魚川・上越・妙高地区対象教員研修（教職員理科研究発表会，上越の理科を語る会，自然観察会 など） 
 
○先生方，子どもたち，一般の方にご案内する事業等 

事  業  名 内                   容 期  日 

学 校 別 研 修 会 要請による研修会（理科指導・野外観察・科学ｸﾗﾌ゙等） 通 年 

自 然 に 親 し む 日 

（子ども・教職員・および一般

が対象） 

｢春の植物観察会｣：夢の森公園 ４／９（土） 

「磯の生物観察会」：鯨波海岸 ５／７（土） 

「初夏の植物観察会」：夢の森公園 ６／１８（土） 

「昆虫採取観察会」：西山自然体験交流施設 ゆうぎ ７／２（土） 

標 本 作 製 相 談 会 生物標本名前調べ会：ソフィアセンター ８／２０（土） 

青少年のための科学の祭典

( 年 ２ 回 ) 

小・中学生・教職員・一般を対象に科学の実験体験 

（教職員のブース運営により，おもしろ実験の研修） 

６／４（土） 

１１／１９（土） 

第 ４ ６ 回 児 童 ・ 生 徒 

科 学 研 究 発 表 会 
児童・生徒の科学研究発表会 １０／４（火） 

第 ４ ６ 回 児 童 ・ 生 徒 

科 学 作 品 展 

児童・生徒の作品（植物，昆虫，貝，発明工夫など）の展

示，表彰 

９／１０(土) 

～９／１９(月) 

審査9/ 9(金)

表彰9/22(木)

生 物 標 本 参 考 作 品 展 
科学作品展に向けて生物標本や優秀作品，および標本作製の

パネル等の展示 

８／６(土) 

～８／２０(土)

植 物 ス ケ ッ チ ・ 写 真 展 参考となる植物スケッチや植物写真の展示 
６／４（土） 

～６／２６（日）

上 越 地 区 セ ン 

合 同 野 外 研 修 会 
笹ヶ峰夢見平で見られる植物 ６／１１（土） 

わたくしたちの科学研究 柏崎刈羽地区科学研究発表会の研究要項の配付 １２月配布 

理 科 相 談 支 援 
理科の指導法相談・指導案検討・教材作成相談・および理

科に関する問い合わせ 
通   年 

物 品 の 貸 出 観察・実験機器，図書及び資料の貸出 通   年 
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☆ 研修会や講習会について 
 ◎ 理科授業の教材や単元の構成について知りたい  
→学校研総会で配られる専門研修講座一覧を見て，申し込む。（年度始め） 
→年度途中でも，科学担当へFAXで直接申し込むこともできます。（FAX ０２５７－２０－０２０５） 

  
◎ 地域の自然を学びたい，地域素材を教材化したい 
→「自然に親しむ日」（年4回）にご参加ください。 
各家庭に配布するイベントの案内は，先生方の研修会と合同で開催しています。 
教育センター科学担当に電話で直接申し込んでください。（TEL ０２５７－２０－０２１２） 

→ 要請に応じて，自然観察会（植物，地質，星空など）を開催することも可能です。 
  
◎ 学校に来てほしい 
→ 教職員研修・科学クラブ・TTなどのゲストティーチャーとして学校に伺います。 

 
☆ 教材の貸出について 
 ◎ 理科センターの備品や手作りの教材などを貸し出しいたします。 
 電話での問い合わせ（予約）→貸出（原則，１週間。次の予約が無ければ，電話連絡で延長可能です。） 

 
☆ 理科相談支援 
 ◎ 理科の指導法や教材作成などについて，困ったときはいつでもお尋ね下さい。 

授業研究のお手伝いもさせていただいております。 
 

4 月の研修会・事業から 

○ 春の植物観察会（4月9実施） 
◇ 会 場  柏崎夢の森公園  
◇ 講 師  植物研究グループ  阿部 文夫 様 
◇ 内 容  時々小雨が降る肌寒い日でしたが，園内で見られる春

の動植物を観察しました。講師の阿部先生のお話では、
今年は，花の時期が例年より 1 週間ほど遅れていると
のことです。ショウジョウバカマ，キクザキイチリソ
ウ，オウレンなどの花を観察しました。また，林の中
の池ではクロサンショウウオの卵を，カキツバタのあ
る水辺エリアでは，アカガエルの卵やおたまじゃくし
を見ることができました。初夏の観察会（6月18日）
はどんな動植物を観察することができるでしょうか。 

 
○ 理科主任研修会（4月19日実施） 
◇内 容  柏崎市教育委員会の品田指導主事先生からご指導をい

ただいた後，第 1 部として，理科主任の役割，薬品管
理，平成23年度の各種事業について説明を行いました。
第 2 部では関係機関からの連絡と理科教材の展示会を
行いました。 

 
5 月の行事予定（研修会など） 
○ 環境・エネルギー教育① 
◇日 時  ５月２日（月）  １４：００～１６：００ 
◇内 容  東北放射線科学センター講師が，東北各県の小学校から高等学校で実施しているデモンスト

レーション授業を行います。授業の中では，身の回りの放射線の具体的な利用例を紹介し，
簡単な実験道具を使った放射線の飛跡の観察や放射線測定器を使って身の回りの放射線測
定実験を体験します。授業体験のあと，質疑応答の時間も設けます。 

※エネルギー教育①・②は，それぞれ内容が異なります。片方だけの参加でも大丈夫です。 
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○ 分かる授業のためのICT活用（理科授業編）  
◇日 時  ５月６日（金） １４：００～１６：４５ 
◇内 容  デジタル顕微鏡の使い方や基本的な電子黒板の使い方を研修した後，実際の単元での活用法

について考えてみましょう。後半は，単元での活用方法について検討会を行います。参加
者でアイデアを出し合って，授業を作り上げてみましょう。授業で使ってみようと考えて
いる単元の教科書をお持ちください。小学校5年生や中学校1年生の「微生物の観察」でデ
ジタル顕微鏡を使いたいと考えている方は，ぜひご参加ください。 

○ 磯の生物観察会    
◇日 時  5月7日（土） ８：００～１２：００ 
◇会 場  鯨波海岸 (８：００に教育センターに集合) 
◇内 容  磯の生物（海そうや生き物）の観察，海そう標本の作り方 

 
○ プラネタリウム研修会 
◇日 時  5月11日（水） １５：００～１６：４５ 
◇会 場  柏崎市立博物館 
◇講 師  柏崎市立博物館 学芸員  佐藤 俊男 様 
◇内 容  市立博物館を会場に，プラネタリウムの研修会を行います。プラネタリウムの仕組みについ

て簡単に学習した後，操作について実習を行います。プラネタリウムの操作に興味がある方
はご参加ください。天体単元の授業を行う際に，プラネタリウムを使ってどのようなことが
できるのか一緒に考えてみましょう。（天気がよければ，研修会後に月を中心とした天体観
察を行う予定です。時間に余裕のある方はこちらもご参加ください。） 

    
○ 第２分野「種子をつくらない植物のなかま」 
◇日 時  ５月２４日（火） １５：００～１６：４５ 
◇内 容  新学習指導要領では，「種子をつくらない植物のなかま」が新たに加わりました。種子植物

との違いを明らかにすることで，植物としての共通点に気付くことができます。観察を通し
て共通点と差異点を整理し，植物を概観する力を身につけさせましょう。実際にシダ植物の
胞子を観察するために，いつごろ・どこで・どんな植物を調達するとよいか紹介します。 

 
 

   教育センター教育研究班（科学技術教育）のスタッフです。よろしくお願いします。 

酒井 智子 （センター協力員、三中在籍） 
  ・理科・生活科研修の企画運営指導 
・柏刈地区科学技術教育センターの運営 

田中 俊範 （嘱託専任所員） 
・理科・生活科研修の企画運営指導 
・柏刈地区科学技術教育センターの運営 

今井 芳和 （研究助手） 
・柏刈地区科学教育センター業務 
・資料収集 文書管理 

 
 

どんな内容でも，お気軽にお問い合わせ下さい。   TEL 0257-20-0212  （FAX 0257-20-0205） 
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市の教育センター教育相談班が新しくなりました! 

○ カウンセリングルームに市職(臨床心理士)がもう一人加わりました! 

→より専門的な支援を目指します。 

○ 学校訪問を要請訪問中心にしました! 

  →相談員(嘱託)が 1 名に減員になったため、要請訪問に対して相談班職員全員が学校訪問できるバッ

クアップ体制をとります。 

○ ふれあいルームの指導員が交代しました! 

  →指導員と相談員(カウンセラー)の連携を強化します! 

※詳しくは当センターの「H23 年度招集校長会資料」「H23 年度要覧」をご覧ください。 

※お問合せは 23-4591(教育センター代表)、soudan@kenet.ed.jp(教育相談班代表)まで。 

 

＜転出・転入（退職・採用）職員のおしらせ＞          

退職：寺瀬冨美子（学校訪問相談員、県立小千谷西高等学校へ） 

退職：長谷川 大（相談員、上越市役所へ ） 

転出：長谷川裕美（主査、柏崎市学校教育課へ） 

転出 :本間良子（相談員、元気館子ども課へ） 

転入：矢嶋郁代（臨床心理士、元気館子ども課より） 

   転入：渡辺 仁平（指導員、比角小学校より） 

                                              （教育相談係長 小林 東） 

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

 

 

 

≪カウンセリングルーム≫ 

カウンセリングルームでは、市内に住む小中学生とその保護者、および教職員の方々を対象に、子ども

たちに関する様々な相談をお受けしています。初回相談後、子どもたちの状態や保護者の希望により、主

に、個別カウンセリング、心理検査、ソーシャルスキルトレーニング、家庭訪問相談、学校へのコンサルテー

ション、専門機関の紹介などといったサポートを実施しています。 

相談は予約制で、電話予約受付時間は、カウンセリングルーム３２－３３９７(直通)･月曜～金曜日の 8 時

30 分から 17 時までです。なお、電話に出られない時は留守番電話になっています。｢お名前｣｢ご用件｣｢電

話番号｣を入れてください。こちらから折り返しお電話をいたします。 

 子どもの悩みや問題に気づいたら、カウンセリングルームへご相談ください。 

平成 2３年度 柏崎市立教育センター      教育相談班だより ４月号 

 〒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..11４４００  

教育相談班は、こんなところです。 

新年度スタートにあたって 
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《ふれあいルーム》  

「みんなで楽しもう！みんなでがんばろう！」 

 ふれあいルームは、様々な体験活動や学習支援を通し 

て、通級生に自信と勇気を取り戻し、学校復帰できるよ 

う支援しています。そのためには、まず通級生たちには、 

元気を取り戻してもらっています。 

そして、自分の居場所をふれあいルームに見つけても 

らい、その後は、自分なりの様々な挑戦を少しずつ続け

てもらっています。 

今年度も学校・家庭・カウンセリングルームを主に連 

携を取りながら支援していきたいと思います。特に、学校とは学級担任連絡会・フィードバックシートなどを

利用しながらの情報交換のみならず、通級生の復帰のタイミングに合った働きかけを学校・家庭と連携を取

りながらおこなうことで、通級生の学校復帰を目指します。 

≪学校訪問相談≫ 

今年度の定期訪問も、小、中学校それぞれ１回ずつを予定しています。必要に応じて、要請訪問、同道

訪問も行います（教育センターに関わっている子どもたちに重点的に対応）。 

また、該当児童生徒の成長と状況の改善につなげていくために、学校や関係機関と連携して支援方法

などを検討する「学校サポート協議会」を実施しています。 

各学校の実情に応じて、相談員をぜひご活用ください。 

≪教育電話相談≫ 

教育センターでは、教育電話相談を行っています。専用電話２２－４１１５にて、児童生徒とその家庭に

おけるあらゆる相談について、匿名で応じています。保護者からの相談の他、児童生徒本人からの相談も

受けています。受付時間は平日の 9 時から 17 時までです。一人で悩まず、ぜひ、ご相談ください。お電話

をお待ちしております。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談班 5 月の予定 

≪ふれあいルーム≫ 

 １０日（金） 学級担任連絡会 

  1２日（木） つり遠足 

    ※雨天の場合は 1３日（金） 

  ２６日（木） 八石登山 

    ※雨天の場合は２７日（金） 

≪学校訪問≫（4 月 1８日現在の予定） 

  6 日(金)15:30～ 南鯖石小学校    17 日(火) 10:30～ 第三中学校 

10 日(火)10:30～ 第一中学校      18 日(水) 15:30～ 柏崎小学校 

13 日(金)10:30～ 第二中学校       24 日(火) 15:30～ 剣野小学校 

 13 日(金)15:30～ 比角小学校      26 日(木) 15:30～ 大洲小学校 

16 日(月)15:30～ 鯨波小学校      27 日(金) 15:30～ 米山小学校 

                   31 日(火) 10:30～ 鏡が沖中学校 

≪カウンセリングルーム≫ 

  いろいろ体験グループ（SST） 

   6 日（金）16:30～17:30 小学生 A グループ 

13 日（金）16:30～17:30 小学生 C グループ 

20 日（金）16:30～17:30 小学生 B グループ 

27 日（金）18:30～20:00 中学生グループ 

みんなで力を合わせて 

頑張ろう！！ 

 

- 17 -



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員紹介 

  係長（カウンセラー）

小林 東 

今年度の教育相談班

は、この８人の職員で運

営してまいります。新しい

顔も加わりました。 

少数精鋭のスタッフで

すが、本物の専門家集

団です。 

 

どもたちの、ニコニコ、ワクワク

した顔が大好きです。 

  

  

臨床心理士 

矢嶋 郁代 

 

はじめまして！

元気館子育て支

援センターから来

ました。元気館で

は、乳幼児健診な

どで、子どもや保 

護者の皆さんとお会いしていました。教

育センターでは小中学生と会えると聞

き、楽しみにしています。子どもたちの

ニコニコ、ワクワクした顔が大好きです。 

今年度、５年目となり

ます。皆様の思いを大

切に受止め、子どもが

元気になるために何が

お手伝いできるか、一

緒に考え取り組んでま

いりたいと思います。 

相談員 

栗脇 瞳 

                     

  

 

 

 

 

よろしく 

相談員 

松井 理納 

今年から、相談員１年目で

す。子ども達が“笑顔”で過ご

せるように、私に何ができるの

か意識していきたいです。そ

のためにも、モデルであり、パ

ートナーであり、サポーターと

しての役割を大切にしていき

たいと思います。 

ふれあいルーム 

指導員 

寺澤 朋法 

今年もふれあいルームが

始まりました。明るく楽しく、

ときどき真面目に、通級生た

ちがどんどん元気を蓄えて

いけるように頑張りたいと思

ます。「きっかかけは、ふれ

あいルーム」そうなれたら素

敵です。 

今年度から学校訪問相談員

が１名になりました。 

これまでと同様に、学校や関

係機関との連携を一層強め、実

効ある取組を目指したいと思っ

ています。現場の教職員の皆様

方の努力に感謝しております。 

今年で３年目に

なります。ふれあい

ルームは、「みんな

で楽しもう！！」と

いうところです。通

級生がエネルギー

が高まり元気にな

って挑戦していく

姿を見るために、

今年も頑張ります。

ふれあいルーム 

指導員 

渡辺 仁平 

で、子どもたちの前向きで、元気な心

をそだてていけるよう頑張ります。 

４ 月 か ら ふ れ

あいルームの指

導員として勤め

ています。年齢

を 気 遣 っ て 「 大

丈夫かな？」と心

配してくれる子が

います。楽しく充

実した活動の中 

ふれあいルーム 

指導員 

池田 恵里子 

学校訪問相談員 

笠木 典子 
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保護者のみなさまへ                

柏崎市立教育センター 

 

東日本大震災に被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

今回の震災で、柏崎市にも、たくさんの方が転入していらっしゃいました。慣れない地

域で、何かと不便もあるかと思いますが、1日でも早く安心した生活が送れるようにと願

っております。 

４月から新しい小・中学校での生活がスタートしました。お子さんの様子はいかがでし

ょうか？環境が変わり、緊張しながらも、学校や友達に早く慣れようとがんばっているの

ではないでしょうか。本人はもちろん、ご家族にも安心して過ごしていただくため、何か

心配なことがありましたら、小さなことでもお気軽にご相談ください。 

 

             

大きな災害によって、子どものこころとからだには、大きなストレスがかかります。スト 

  レスがかかると、子どものこころやからだは、それを何とかしようと反応します。 

反応が出ることは、とても自然なことです。ここでは、「どんな反応が」「どんな風に出 

てくるのか」などを、簡単にご紹介したいと思います。 

 

 

 

＜気持ち＞音や揺れなどにビクビクしやすい、不安でいっぱい、イライラする、ひとりにな 

ることを怖がる、何も感じない、やる気が出ない、ひとりぼっちな感じがする          

＜考え方＞遊びや勉強に集中できない、ボーっとする、自分を責めてしまう、思い出したり、 

覚えたりがうまくできない、ふとした時に、災害の記憶がよみがえってくる 

＜行動＞落ち着きがない、はしゃぐ、ちょっとしたことですぐに怒る、人に会うのが嫌になる、

ベタベタと甘える 

※ 思春期では、幼稚な反抗をしたり、規則や約束を守らないこともあります。 

 

 

からだ 

＜睡眠＞寝つけない、夜中に目が覚める、怖い夢をみる 

  ＜食事＞食欲がない、食べすぎてしまう、おいしいと感じない 

＜いろいろな訴え＞ 頭痛、腹痛、吐き気、めまい、体がだるい 

 

 

 

  

 こころ 

● ストレス反応は、いつもと違うショックを受けた時の自然な

反応です。 

● 通常は、安全で安心できる生活を続けているうちに徐々に

おさまっていきます。 
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メディアからの情報 

 

直接被災していなくても、テレビか

ら繰り返し流れる映像を見たり、話

を聞いたりして、普段よりも落ち着

きがないなどの反応が出ることがあ

ります。一時的に、そういう刺激を

控えることも 1 つの方法です。子ど

も達が、安心して過ごせるように、

普段の食事、睡眠、勉強、遊びを大

切にしましょう。 

○話す？話さない？ 

子どもが話そうとしている時は、しっかり聞いてあげましょう。何度も同じ話を繰り返す

かもしれませんが、話すことで頭の中が整理されます。話したがらない時には無理に聞き

出そうとせず、「話したくなったらいつでも聞くからね。」と伝えてあげてください。 

○強がりや反抗も、ストレス反応の１つです 

まるで何事もなかったかのように普通にふるまったり、逆にはしゃぎすぎたりすることも

反応の１つです。本当は不安でいっぱいです。一時的に、周りの人を怒らせたり、手こず

らせたりするかもしれませんが、しばらくすると、少しずつ落ち着いてきます。 

○体調が悪いみたい。大丈夫？ 

体の症状を訴えている時は、手当をしてあげましょう。治療のために、病院に連れて行く

ことも大切です。苦痛を和らげるとともに、手当をしてもらうことで「守られている」と

いう安心感を子どもに与えます。 

○今のところ、元気だから･･･ 

反応の強さやあらわれ方・反応の時期は、人によって異なります。今現在、 

心配な様子がない場合でも、長期的に見守る必要があります。 

学校と家庭で 

 情報交換を！ 

「学校では元気」「家では

ひと言も話さない」など、

学校と家庭で見せる様子

が異なることもあります。

子どもの様子を、周囲の大

人が共有することが大切

です。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                  

子どものこころのケアの相談先 
○ 柏崎市立教育センター・教育相談電話        0257－22－4115 
              ・カウンセリング(予約用電話)  0257－32－3397 

※ 受付 :  月～金 ，午前 9 時 ～ 午後 5 時まで    
 

○ こころのケアホットライン(新潟ユニゾンプラザ『ハート館』内) 
専用電話    025-285-5510 

           フリーダイヤル 0120-150-091  
※ 受付 : 毎日 ，午前 8 時 30 分 ～ 午後 7 まで 

大人も休息を♪ 

 

こころと身体へのスト

レス反応は、大人にも

表われます。辛いとき

は、無理せずに、周り

に相談しましょう。他

人と比べずに、自分の

ペースを保って、ここ

ろとからだを休ませま

しょう。 
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育成センター通信 ０８２８

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  

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

6 金 昼間育成活動（ 1班、2班、3 班、4班 ） 23 月 昼間育成活動（ 5 班、6班、7班、８班 ） 

18 水 夜間育成活動（ 11班、12班 ）    

18 水 市民会議第１回運営委員会    
  

 新 体 制 で ス タ ー ト ！ 
   ～市 青 少 年 育 成 センターのスタッフ～ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

所長の小黒昌司です。この4月から育成
センターへお世話になっております。教育
センター所長を兼務しています。 

11ヶ月になります。指導員の田原秀與です。（左側）、この4
月からお世話になっております。指導員の猪俣敏郎です。（右
側）職務は、育成業務・育成委員研修業務、運営委員会等並び
に市民会議等関係機関関連業務・会計業務などです。 
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市 青 少 年 育 成 セ ン タ ー の 

事 業 概 要 

 
 
 
 
 

 
基 本 方 針 

 柏崎市青少年育成センター設置条例に基づき、関係機関・団体と連携しながら育成活動、啓

発活動、環境浄化活動等を通して青少年の健全育成を図る。 
推 進 事 項 
育 成 活 動 
○青少年育成委員（70 人）を委嘱し、街頭育成活動などにより非行の未然防止と早期発見

に努めたり、青少年を大人の犯罪から守ったりして青少年の健全育成を図る。 
 ・年間 1 人 10 回程度を目標に街頭育成活動を行う。 
 ・市内小中高の PTA 関係者による街頭育成活動(年間 2 回）・夜間育成活動(年間 1 回)を 
  行う。 

・各高校ＰＴＡ関係者による街頭育成活動を行う。 
  ・4 月と9 月、登校日に柏崎駅で高校生対象の下校育成活動を行う。 
 ・中学校区単位の地区育成活動（年間 3 回程度）を行う。 
社会環境浄化活動 
○青少年を取り巻く社会環境の実態をつかんで有害環境の浄化に努めるととともに、看板や

ピンクビラ等の撤去活動、有害図書自販機の監視活動を強化する。 
 ・社会環境実態調査に基づいた日常的な浄化活動、監視活動を行う。 
 ・自動販売機，コンビニ店、書店、こども110 番の家、小売店等を巡視する。 
 ・ピンクビラを撤去する。 
啓 発 活 動 
○情報媒体を活用し多様な情報を提供し、市民の青少年健全育成意識の高揚に努める。 
 ・毎月、教育センター・育成センター所報「ＧＡＬＩＬＥＩ」で「育成センター通信」を

発行する。 

 ・「全国青少年健全育成強調月間」（7 月、１1 月）に参加、広報車による街宣活動、ＰＲ

グッズを配布する。 
 ・「中高生と大人の座談会」（8 月）を開催する。 

・育成座のスタンツで啓発を行う。 
研 修 活 動 
○青少年健全育成関係職員並びに青少年育成委員の資質向上のため研修をする。また、積極

的に関係機関・団体主催の研修・講習会に参加し資質の向上に努める。 
 ・「視察研修」及び「座談研修」を開催する。 
 ・県青少年育成センター連絡協議会主催「青少年指導委員等研修会」に参加する。 
 ・「青少年健全育成県民大会」に参加する。 
 ・「わたしの主張」地区大会の運営に協力する。 
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市役所内の機構改革により、４月１日付けで、今まで学校教育課の傘下にあった教育センターと

生涯学習課の傘下にあった青少年育成センターがそれぞれ独立し、新たな課（センター）としてスタ

ートしました。両センターを所管する管理職員も配置され、小黒昌司前教育総務課課長代理が教育

センターの新所長に就任、併せて青少年育成センター所長も兼務することになりました。 
中山博迪前所長は、そのまま教育センター副所長兼柏崎刈羽地区科学技術教育センター所長・

柏崎教科書センター館長として残り、引き続き教育関係事業の総括をいたします。 
なお、１Ｆ事務室内の所長室を応接室とし、所長・副所長は、共にワンフロアーでの執務としました。

これからも皆さんが利用しやすくなるように、より風通しのよい教育センターを目指します。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

小黒 昌司                 中山 博迪   
              教育センター所長          教育センター副所長 
            青少年育成センター所長      地区科学技術教育センター所長 

                      柏崎教科書センター館長 
 
 
 

 
赤澤美保事務員に代わって、今井則子事務員が着任しました。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

     今井則子事務員 

4 月 1 日から教育センターでお世話になっていま

す。今まではダム関係の仕事でしたが、教育センタ

ーでは、教育現場に従事しておられる先生方への

サポートや特別支援教育に関係する様々な仕事

と、全く新たな分野での事務補助の仕事に戸惑って

います。一日も早く、仕事を覚え皆様の役に立てたら

と思います。  一年間よろしくお願いします。 

教育センター

勤務４年目となり

ま し た 。 諸 々 の

教育事業の要と

して、今年度は

側面支援に務め

ます。 

教育委員会で

の勤務は、通算

で９年目となりま

す。緊張の中に

も、顔見知りの教

職員の姿を見つ

けるとホッとしま

す。 
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教育相談班  
主査  長谷川 裕美 

2 年間という短い間でしたが、就学相談を始めとして、特別支援教育に関係する様々な仕
事をさせていただくことができました。たくさんの方々と出会い、支えていただいたことに
心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 
この 2年間、お子さんのために何が必要なのか、どうすることが最善なのか、とにかくお
子さんのことを考えて日々葛藤し、力を尽くされるご家族や先生方の思いを目の当たりに
し、この仕事に携わる者の 1人として、身の引き締まる思いでした。その中で、多くのこと
を教えていただき、また、自分自身、より研鑽を積まなければならないと痛感しました。 
 4 月からは、学校教育課での勤務となりました。今後も、特別支援教育に携わってまいり
ます。たいへん微力ではありますが、柏崎市の子どもたちの豊かな成長に少しでもお役に立
てるよう努力してまいります。今後とも、ご指導をお願いいたします。 
 2 年間、ありがとうございました。 
   

 
教育センター 
副所長    根立 茂 

宋の朱新仲の言葉である。「五計」とは、「生計」いかに生くべきかということ。生きるた
めに健康を維持しなければならない。「身計」社会人として自分をどのように処するかとい
うこと。「家計」家庭をどのように維持していくかということ。「老計」いかによりよく年を
重ねるかということ。単に中年以降の問題ではなく、若い人も健全な精神と肉体を完成・維
持していくことが必要である。「老」には三つの意味があり、その一つはそのまま年をとる
ということ、二つ目は経験を積んで練れてくること、三つ目は考えが深まること、つまり年
をとればとるほど、思慮深く、老成し、人間として完成するという意味。そして「死計」い
かに立派に死ぬかということ。有限の生から無限の生に還元する準備をすることで、「死計」
は「生計」に通じ、永遠に生きることである。 
 今、こうして平穏に還暦、定年退職を迎えることに感謝するとともに、誰もが必ず老いる
ものであり、これを忌み嫌うことではなく、年をとるということに感謝し、このことに深い
意義と喜びと誇りを持ち、健康で希望に満ちた時間を過ごしたいものと思います。 
 最後に、これまでのいただいた数々の御厚情に深く感謝するとともに、柏崎の教育が大き
く社会の発展に大きく寄与されますよう期待し、皆様並びに御家族の益々のご健勝、ご発展
を祈念申し上げ御礼の言葉といたします。 
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思い出の教育センター 
 

教育センター 
非常勤職員 赤澤 美保 

 教育センターでお世話になり、気がつくと小林東係長に次ぎ２番目の古株になっていまし
た。初めは教育相談班の電話相談員として、その後視聴覚ライブラリーや科学技術教育班の
業務を兼務したりと、教育センターの中でも様々な経験をさせていただき、自分なりに得る
ものがとても多い時間を過ごすことができました。９年という長い間勤めさせていただいた
のでまだ退職の実感がわきません。４月から新しい生活が始まりますが、ここで得た貴重な
経験を忘れずに頑張りたいと思います。最後になりますが、この教育センターで出会い、支
えていただいた全ての人に感謝し、これからの教育センターがもっともっと良いセンターに
なりますよう祈っています。本当にお世話になりました。 
 

たいへんお世話になりました 
 

教育相談班  
相談員  本間 良子 

 ５年間お世話になりました。相談に来られた多くの方と接し、その思いに、どれほど寄り
添えていただろうかと振り返っております。先日、ふれあいルームの皆さんから送別会を開
いていただきました。以前、関わっていた卒業生たちも駆けつけてくれ、その心身ともに逞
しく成長した姿に感動しました。子どもたちは、様々な事を体験し、様々な人と出逢い、笑
ったり泣いたりしながら、自分自身の力でしっかり成長し、笑顔で会いに来てくれました。
そんな、子どもたちの素晴らしい成長の傍らに接することが出来たことを幸せに思います。
子どものことに携わることに、無意味なことは一つもない。また、真剣に取り組んでいこう
と、子どもたちからエンパワーをもらいました。 
 ご指導いただきました学校関係の皆様、関係機関の皆様、教育センターの皆様、そして、
私を必要としてくださった保護者の皆様、子どもたちに感謝申し上げます。 
 

お世話になりました 
 

教育相談班  
訪問相談員  寺瀬 富美子 

学校訪問では、教職員の皆さんには対応していただき大変お世話になりました。この３年
間の相談内容は発達障害が半数を超え、続いて不登校となりました。それに伴い定期訪問回
数を１回に減らし、要請訪問やサポート協議会へと業務内容の改善を図りました。その中で、
①児童生徒の特性理解 ②授業展開 ③校内体制、専門機関との連携 ④保護者対応などの
課題が見えてきました。お互いにＷＩＮＷＩＮとなるためには、これらのどれが欠けてもう
まくいかないことを実感しました。子どもたちのために情熱をもって真摯に取り組んでおら
れる学校関係者の皆さん、教育センターの皆さん、福祉関係の皆さん等多くの方々に深謝申
し上げます。 
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たいへんお世話になりました 

 
教育相談班   
相談員  長谷川 大 

 ４年間お世話になりました。家庭訪問相談、ふれあいルームの指導補助、カウンセリン
グルームでの面接や検査、いろいろ体験グループの指導など、様々な形で支援にかかわらせ
ていただきました。中越沖地震後の心の相談室のお手伝いをさせていただいた体験は忘れら
れません。日々の業務の中で、教育センター職員の皆様や関係者の皆様に支えていただき、
子どもたちの成長に勇気づけられながら、あっという間に４年が過ぎました。まだまだ一人
前とは言いがたく、クリアすべき課題も山積みですが、４年間、自分なりにとても多くのこ
とを勉強させていただきました（公私ともに）。 
４月からは新しい環境で仕事をすることになりますが、教育センターで教えていただいたこ
と、学んだことを胸に職務に励みたいと思います。小林東教育相談係長はじめ、教育センタ
ー職員の皆様、学校や関係機関の皆様に心より感謝を申し上げたいと思います。本当にあり
がとうございました。 

たいへんお世話になりました 
 

科学技術教育センター 
託専任所員  阿部 美江  

昨年度４月より、科学技術教育センターの所員として一年間お世話になりました。自分に
とって今までとは違う初めての職務内容で戸惑うことばかりでしたが、教育センターの職員
の皆様をはじめ、多くの先生方や関係者の皆様から多大なるご支援をいただき、たくさんの
ことを学ぶことができました。 
特に、生活科･理科の研修会、自然に親しむ日、科学の祭典などの事業では、いつも新し
い発見や驚き・感動の連続で、とても楽しく勤めさせていただきました。今は、皆様に感謝
の気持ちで一杯です。 
最後になりますが、柏崎市立教育センターのなお一層の充実とご発展をお祈りいたしまし
て、退任の挨拶とさせていただきます。 
たいへんお世話になり、ありがとうございました。 

 

 たいへんお世話になりました 
 

教育研究班  
情報指導員  田中 美沙 

昨年４月に情報指導員として赴任し，わずか１０ヶ月という短い期間でしたが２人目出産
のため、退職することになりました。 
特に中学時代の恩師でもある矢沢先生には中学時代以上にたくさんのことを教わるとと
もに、妊娠して体調の悪いときも、暖かく見守ってくださり、本当に深く感謝しております。 
また、大学卒業後、何の知識もないままＩＴ企業に就職したため、ワードやエクセルなど
を基礎から勉強したことがなく、田村先生の情報研修講座ではじめて知ったことも多く、大
変勉強になりました。 
この短いようで非常に濃い１０ヶ月間は、私にとって、大きな財産になったと思います。
お世話になった教育センターの皆さま、本当にありがとうございました。 

※１月末で退職 
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はじめまして！ 
教育相談班 
臨床心理士 矢嶋 郁代  

みなさま、はじめまして。元気館の子育て支援センターから参りました、矢嶋と申します。
この 3月まで、乳幼児健診に出たり、保育園・幼稚園に伺って、発達や子育てに関するお仕事
をさせていただいたりしていました。 
4 月からは、小学生や中学生と会えることになり、とても楽しみにしています。こころも、
からだも、ぐーんと大きくなった子ども達。そして、それを温かく見守り、大切に育てていら
っしゃった保護者のみなさま。 
みなさまと共に感じ、共に考えて参りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

よろしくお願いします 
教育相談班 
指導員 渡辺 仁平 

 小学校 3７年間の勤務を終え、4 月からふれあいルームの指導員としてお世話になっていま
す。慣れない職場、慣れない仕事で、ここ数日は緊張のしっぱなしですが、今までの生活リズ
ムと比べ、時間がゆったりと流れている感じがして、のんびりしていることの好きな私にあっ
ている気がしています。一人一人の子どもの実態をしっかりと把握し、安心して、あわてずゆ
っくりと取り組める環境づくり・雰囲気づくりに努めていきます。他の指導員と協力しながら、
楽しく充実した活動をしていく中で、子どもたちのエネルギーをたっぷり充電できるように頑
張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

知不足 
科学技術教育センター 
嘱託専任所員 田中 俊範  

先日、久しぶりに里山を歩きました。遊歩道や少し入った林の中には、早春の草花が見られ
ました。天候にも恵まれ、気分はよかったのですが、坂を上るときに息が切れ、なかなか足が
前に進みませんでした。体力のなさを実感したときでした。 
 今年度から教育センター（科学）でお世話になっています。力量と経験（そして体力も、他
にまだまだありますが・・・・。）が不足していることは十分に分っているつもりです。柏崎刈
羽の教職員の研修、子ども達が自然に親しむ機会の手伝いが少しでもできればと考えています。
（自分でも楽しみを見つけられれば最高です。） 
 先のことはもちろん、今現在のことも分らない状況です。１つ１つ経験しながら学んでいけ
ればと考えています。よろしくお願いいたします。 

よろしくお願いします 
青少年育成センター 
指導員 猪俣 敏郎 

 はじめまして、今年度より青少年育成センターでお世話になっております猪俣敏郎と申しま
す。 去る 3月３１日をもってソフィアセンター(市立図書館)を最後に市役所を定年退職いた
しました。 
4 月からは、桜が見える環境のよい若葉町の事務所で、これまでの役所生活から心機一転、 
日々新しい気持ちで仕事をしています。一日も早く職場になれ、子どもたちの健全育成のため
に役立つよう頑張っていきたいと思っています。 
 皆様方のご理解とご支援、よろしくお願いします。 
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８月の
利用数

９月の
利用数

10月の
利用数

11月の
利用数

12月の
利用数

１月の
利用数

２月の
利用
数

３月の
利用
数

H22年度
合計数

16回 4回 5回 10回 5回 0回 0回 0回 55回

504人 135人 289人 448人 251人 0人 0人 0人 2064人

2回 1回 1回 2回 0回 0回 1回 0回 10回

51人 34人 197人 165人 0人 0人 100人 0人 662人

1回 3回 7回 4回 0回 0回 1回 1回 24回

1人 3人 7人 4人 0人 0人 10人 6人 51人

12回 2回 2回 3回 5回 4回 2回 2回 54回

124人 2人 2人 61人 64人 70人 12人 40人 579人

5回 13回 25回 11回 6回 8回 10回 12回 130回

24人 30人 73人 41人 91人 110人 49人 320人 988人

0回 0回 2回 1回 0回 0回 0回 0回 22回

0人 0人 3人 2人 0人 0人 0人 0人 137人

12人 9人 4人 15人 18人 5人 8人 7人 480人

3回 2回 2回 1回 1回 1回 1回 0回 18回

51人 50人 12人 5人 4人 8人 5人 0人 225人

1回 3回 1回 2回 0回 0回 1回 0回 13回

4人 66人 10人 38人 0人 0人 26人 0人 474人

0回 0回 0回 0回 0回 0回 0回 0回 3回

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 85人

804人 2,208人 0人 1,300人 0人 0人 0人 0人
8890人

16件 3件 17件 6件 1件 11件 6件 2件 90件

3件 31件 26件 5件 3件 18件 10件 3件 126件

教育情報化研修講座　*

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

教科書センター利用閲覧数

教
育
研
究
班
・
科
学
技
術
教

理科研修講座　*

学校等の要請研修

地域の自然研修・観察会

理科教材・物品の貸出

                        平成22年度教育センターの参加・利用状況                          

　　　研 修 講 座 ・ 事 業 名

教
育
研
究
班

専門研修講座(情報・科学を除く)　*

共催研修、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

調査研究員会,教科研修員会

3件 31件 26件 5件 3件 18件 10件 3件 126件

55人 85人 22人 9人 4人 8人 5人 0人 298人

新規相談件数 21件 20件 26件 26件 32件 17件 15件 8件 277件

のべ相談件数 52件 66件 68件 77件 98件 69件 66件 58件 766件

7回 7回 8回 10回 9回 7回 6回 4回 105回

3件 3件 2件 1件 2件 1件 0件 1件 22件

4回 1回 5回 4回 6回 4回 6回 0回 45回

22人 5人 26人 22人 37人 22人 35人 0人 248人

小学生 3人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 36人

中学生 8人 9人 9人 9人 10人 11人 12人 12人 109人

3日 20日 16日 20日 16日 15日 19日 16日 197日

小学生 6人 43人 27人 38人 21人 29人 42人 19人 384人

中学生 8人 70人 75人 100人 80人 72人 94人 69人 842人

8人 6人 7人 8人 8人 8人 7人 9人 87人

358人 270人 263人 344人 201人 217人 176人 156人 3261人

2,071 3,055 1,135 2,708 912 656 660 693 20,756

31回 8回 9回 14回 11回 5回 3回 2回 127回

679人 187人 303人 514人 319人 78人 17人 40人 2,868人

教育センター事業の参加・利用総数

教育センターにおける教職員研修講座
（ * 印の合計 ）

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

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

電話相談

教
育

理科教材・物品の貸出

(教職員研修の合計)
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#### 平成23年度　月間予定表 5月 柏崎市立教育センター

日 曜 研修・行事・会議 内部事務▼・出張等 関係事業・施設貸出等

1 日

2 月 科・「エネルギー教育」 所内会議　13:00

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金
科・「理科におけるICT機器の活用」
ふ・いろいろ体験G小A　16：30

特支協評議員会講師（大洲小：小林）11：00
学校訪問（南鯖石小：笠木）15：30

育・昼間育成

7 土 磯の生物観察会（鯨波海岸）8:30

8 日

9 月 相談班会議　13：00 科・12年研教科別①（酒井）

10 火 ふ・学担連絡会　13：00
教科書センター館長会議（県庁：中山）
10:00　学校訪問（第一中：笠木）10：30

11 水
科・「プラネタリウム研修会」
情・「スクールオフィス保健管理講習」15:00

精神保健担当者研修講師（新潟市：小林）
10：30　発達相談支援チーム検討会（元気
間：小林・矢嶋）13：30

12 木 ふ・つり遠足

13 金
　　〃（予備日）
ふ・いろいろ体験G小B　16：30
情・「スクールオフィス利用者講習」15:00

学校訪問（第二中：笠木）10：30　（比角
小：笠木）15：30

14 土

15 日

16 月
保育検討会（元気館：矢嶋）13：30
学校訪問（鯨波小：笠木）15：30

就学相談

17 火 学校訪問（第三中：笠木）10：30

18 水 学校訪問（柏崎小：笠木）15：30
就学相談
育・夜間育成　市民会議運営委員
会　ニュー新橋　PM６：３０

19 木
ふ・ソフィア
情・「スクールオフィス管理者講習」15:00

長岡事例検討会（精神医療センター：矢嶋）
13：45

就学相談

20 金 ふ・いろいろ体験G小C　16：30

21 土

22 日

23 月 相談班会議　13：00

24 火 科・中2「種子をつくらな植物」 学校訪問（剣野小：笠木）15：30
就学相談
育・昼間育成

25 水 情・「スクールオフィス文書管理講習」15:00
発達相談支援チーム検討会（元気館：小林・
矢嶋）13：30

26 木 ふ・八石登山
私立幼稚園会講演（市民プラザ：小林）14：
00　特別支援事業説明会（教セン：矢嶋・笠
木）14：30　学校訪問（大洲：笠木）15：30

27 金
　〃（予備日）
いろいろ体験G中　18：30
情・「フリーＱ＆Ａ①」15:00

学校訪問（米山小：笠木）15：30

28 土

29 日

30 月

31 火
情・「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」15:00

学校訪問（鏡が沖中：笠木）10：30

研・教育研究班　　科・科学技術教育　　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　　　　【　】は未確定の行事・時間

- 29 -



柏 崎 市 立 教 育 セ ン タ ー

 

柏崎市青少年育成センター

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   
 

 
 

 

ＴＥＬ(代表) 0257-23-4591 

ＦＡＸ(代表) 0257-23-4610 

 

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 ２２-４１１５ 

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

 

ＴＥＬ(代表) 0257-20-7601 

ＦＡＸ(代表) 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・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 2３年４月末日発行 

編集・表紙写真   中山 博迪  

「ガリレイ」に関する意見・感想は、下記へ 

Ｅ-mail   nakayama@kenet.ed.jp  
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