
● 今回のディスカッションでは、事前に小学校４年生から高校３年生を対象に、いじめに関するアン
ケートを実施しました。

● 当日は、アンケート結果に基づき、小・中・高校・中等教育学校の児童生徒８人で率直な意見交換
をしてもらいました。

＜1面＞ いじめ見逃し ゼロ 県民運動」で「県民の集い」を９月17日（土）に実施
～子どもたちによるディスカッション 振り返り～

＜2面＞ 伝統文化とスポーツを楽しもう! ～第３回 チャレンジわんぱくの開催～
＜3面＞ 佐渡金銀山の出前授業について

インターネットをきっかけとした消費者トラブル増加中！
こども自然王国 王国クリスマスおたのしみ会

＜4面＞ インフォメーション

令和4年(2022年)12月1日発行 新潟県教育委員会

【問い合わせ先】
新潟県教育庁生徒指導課 支援・相談班
TEL:025-280-5793 FAX:025-280-5458
◆新潟県いじめ対策ポータルサイトはこちら

教育だより新潟 学校 家庭 地域 のこころをつなぐ

問３：いじめられているのを見たり聞いたりしたとき、
だれにも相談できなかったことがありますか。
問４：いじめについて、大人に相談してよかったこと
がありましたか。

児童生徒を対象とした出前授業、講演会の形式や、学校や生徒
会等が主催する「いじめ見逃しゼロスクール集会」等に新潟県で
活動している個人サポーターに参加いただいています。今年度は、
48校での実施が予定されています。

【テーマ】
１ どんなときに相談しづらいのか・どうして相談しづらいのか
２ 大人に知ってほしいこと・わかってほしいこと・やってほしいこと

＼アンケート内容の一例／

【参加者の意見】
〇相談できない理由
・相談しても、自分の気持ちをわかってもらえるか心配。
・相談することで、いじめが悪化するか心配。
・自分がいじめられていることを知られたくない。
・家族に迷惑をかけたくないので、相談しづらい。
〇大人にお願いしたいこと等
・いじめについて相談したときに、大人には一番の味方でいてほしい。
・ある人に問題があったとしても、それは個性であり、その人をいじめてもいい理由にはならない。

https://www.ijimetaisaku.pref.niigata.lg.jp/

・ いじめられているのを見ても相談でき
ないケースが半分もあるんだね…。

・ 大人に相談してみてよかったと答えた
児童生徒は4分の1程度なんだね…。

※今回のアンケート結果の詳細は、こちらからご覧いただけます。→
子どもの気持ち、是非、ご覧ください。（回答数：11.638人）

https://www.ijimetaisaku.p
ref.niigata.lg.jp/pdf/2022

0929-anketo.pdf

〇●〇 周りのサポートとして必要なこと 〇●〇
子どもがいじめられていた時、親としてはとっても心配。「なんで言ってくれないの」と思いま

すが、子どももいろいろ考えて相談できないのです。周囲の大人はそんな子どもの気持ちにより
添って話を聞くことを忘れないようにしましょう。



HP (ホームページ) Twitter 

新潟県少年自然の家は、季節に応じた様々な体験等をとおして、自然に親しむ心や、豊かな情操・
社会性・自主性を育むとともに、子どもからお年寄りまで、県民の皆様誰もが集い研修を深めること
のできる生涯学習を推進する施設です。冬も、さまざまな活動を用意して県民の皆様のお越しをお待
ちしています。

「チャレンジわんぱく」は、自然体験や共同生活体験を通して、積極的に活動する態度を育み、参
加者同士で協働することの大切さを学ぶことをねらいとしたキャンプ（１泊２日）です。小学校４～
６年生を対象に、年３回実施しています。

今年度、第３回の開催となる「チャレンジわんぱく」を１月28日(土)～29日(日)に実施します。こ

のキャンプでは、「どんど焼き」「スキー活動」を行います。

初心者から経験者まで楽しめます。講師の
方や自然の家の所員が参加者のレベルに合わ
せて丁寧に指導します。
最初、緊張していた初心者の方も、楽しく、

笑顔でスキーができるようになります。

※胎内スキー場にて行いますが、小雪等によ
りスキーができない場合は自然の家で別の活
動を行います。

竹とわらで「やぐら（サイノカミ）」を作り、
無病息災や五穀豊穣を願って燃やします。この火
にあたるだけで、一年間病気にならずにいられる
と言われています。

この「どんど焼き」は地域によって焼くものが
違います。新潟県は「するめ」を炙って食べます。
（ミカンを焼く県もあるようです。）

新潟県少年自然の家では、参加者全員の無病息
災を願って、大きな「やぐら（サイノカミ）」を
作り、盛大に燃やし、おいしくスルメを食べます。

参加申し込みは新潟県少年自然の家ホームページ
から、新潟県電子申請システムで受け付けます。

開催日：１月28日(土)～29日(日)（１泊２日）
参加費：3,600円（スキーレンタル代金別途）
対 象：小学校４～６年生

［問い合わせ先］

新潟県少年自然の家 胎内市乙字1503-166 TEL ： 0254-46-2224 FAX ： 0254-46-3070 URL ： https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shizen/



[問い合わせ先・申し込み先]
新潟県観光文化スポーツ部文化課世界遺産登録推進室 TEL:025-280-5726 FAX:025-280-5764

日 時 : 令和４年12月25日(日)
ランチバイキング 11:00～13:00
おたのしみ会 13:30～15:00

対 象 : 全年齢
参加費 : ランチバイキング…幼児800円、小学1,000円、

中学生以上1,800円
ライブ（おたのしみ会） …500円（3歳未満無料）

申込み : ランチバイキングは1週間前までに要予約

こども自然王国 王国クリスマスおたのしみ会

詳細についてはホームページを
御覧ください。

https://www.garuru-kururu.jp/

県と佐渡市では、県内の子どもたちに世界遺産登録を目指す
佐渡金銀山の歴史や価値を伝えるために、小・中学校において
佐渡金銀山出前授業（※）を実施しています。
今年度は110校以上で出前授業を利用していただき、感染症

対策をとった上で金鉱石や小判のレプリカを実際に見たり触った
りして佐渡金銀山の興味が高まったと好評でした。
世界遺産登録のためには、多くの県民の皆様に佐渡金銀山に
対する理解を深めていただくことが大切です。出前授業などを
きっかけとして、佐渡金銀山について、学校や御家庭で話し合っ
てみてはいかがでしょうか。
※出前講座は常時受け付けていますので、下記問い合わせ
先にご連絡ください。

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

インターネットをきっかけとした消費者トラブル増加中！

「うたがいの目 」を身につけましょう！
◆SNS等の相手や、ネット上のもうけ話などの情報はうのみにしない！
◆オンラインゲームの課金やアイテムの取引に要注意！

Point１ 日頃からSNSの使い方や、オンラインゲームの時間や課金などの利用
ルールについて、家庭内で話し合っておきましょう。

Point２ 不安に思ったり、トラブルが生じたりした場合は、局番なしの3ケタ
番号「１８８（いやや！）」へ電話で相談しましょう。
（相談者と相談内容の秘密は守られます）

［問い合わせ先］ 新潟県県民生活課 消費とくらしの安全推進班 ☎025－280－5135

［問い合わせ先］ 新潟県立こども自然王国 新潟県柏崎市高柳町高尾30-33 TEL:0257-41-3355

地元のテレビCMやラジオ、テレビ番組でもお馴染み
の県内で幅広く活躍中の「ひなた」によるライブを開
催！サンタさんからのミニプレゼントもあります♪
クリスマスにピッタリなランチバイキングもお楽しみ
ください！



県立近代美術館

県埋蔵文化財センター

県立自然科学館

コレクション展第４期

○お申し込み・お問い合わせは、直接各施設にお電話等でお願いします。
○新型コロナウイルス等の状況により、予定が変更になることもございますので、事前に御確認ください。

※県内高校生は、
授業等の場合、事前申請によ
り、観覧料が免除となります。
※障害者手帳をお持ちの方は
無料です。手帳を御提示くだ
さい。展覧会。

万代島美術館

企画展２「謎の越後国府に迫る」

期 日 ： 開催中～12/18(日)
休 館 日 ：なし
開館時間： 9:00～17:00
観 覧 料 ：無料

Twitterで情報発信しています。

ヒスイの大珠(たいしゅ)（大きな
アクセサリー）をつけた縄文人

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

西暦712年前後の越後の歴史に迫ります。

Twitter QRコード

県内出土のヒスイの大珠(たいしゅ)が集合！

期 日 ： 開催中～2/5(日)
休 館 日 ： 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12/28～1/3)
開館時間： 9:00～17:00（観覧券の販売は16:30まで）
会 場： 常設展示「縄文文化を探る」内
観 覧 料 ： 常設展観覧料（一般520円、高大生200円、中学生以下無料）

長岡市関原町1-2247-2
TEL：0258-47-6130
URL：http://nbz.or.jp

〒950-8570 新潟県教育庁 総務課 企画係
TEL：025-280-5587 FAX：025-285-3766 E-mail：ngt500010@pref.niigata.lg.jp

「かけはし」では家庭や地域の声を紙面に反映させていきたいと考えています。
本紙に関して、また教育の一般についての皆様の御意見をお待ちしています。
※無断転載を禁じます

期 日 ： 12/17(土) ～ 3/13(月)
休 館 日 ： 毎週火曜日（12/27は開館）
開館時間： ［平日］11:00- / 15:00-

［土・日・祝日］12:30- / 15:30-
会 場 ： プラネタリウム
観 覧 料 ： 小・中学生200円 大人790円
※入館料(小・中学生100円 大人580 円)込み

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

プラネタリウム冬の番組「天球のものがたり」

創られては消えた星座の世界をネコと旅する物語

(c) つくばエキスポセンター / (c) GOTO
3D Version of digitized data: (c) DNP Dai Nippon Printing Co.,
Ltd.[2018] - origin of source: BnF

県立歴史博物館

小島丹漾《待つ》1965年
（「雪国を描く―栢森義・小島丹漾・
富岡惣一郎 三人展―」より）

コレクション展第４期

展示室１ 雪国をえがく―栢森義・小島丹漾・富岡惣一郎 三人展―

展示室２ 幻想世界 シュルレアリスムと美術
展示室３ 近代美術館の名品

期日：開催中～1/9(月・祝) 期日：1/17(火）～4/2(日）

展示室１ 近代美術館の名品
展示室２ 命脈 －命と美のつながり－
展示室３ 堺時雄 ピクトリアリズムへの招待

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

休 館 日：毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、
年末年始(12/26～1/3)、展示替期間

開館時間 ： 9:00～17:00(観覧券の販売は16:30まで）
観 覧 料： 一般430円(340円) 大学･高校生200(160円)

中学生以下無料
※（ ）内は有料20名以上の団体料金

堺時雄《ソフィア（婦人像 正面）》
1926年（「堺時雄 ピクトリアリズムへ
の招待」より）

コレクション展 第３期

※県内高校生は、
授業等の場合、事前申請によ
り、観覧料が免除となります。
※障害者手帳をお持ちの方は
無料です。手帳を御提示くだ
さい。展覧会。

企画展「庵野秀明展」
庵野秀明の創作活動の秘密に迫る展覧会。

期 日 ： 開催中～ 1月9日(月祝)
休 館 日 ： 月曜日（12/26、1/9は開館）、年末年始（12/29-1/3）
開館時間： 10:00～18:00（観覧券の販売は17:30まで）
観 覧 料 ： 一般 1,700(1,500)円、

大学・高校生 1,300(1,100)円、
中学生以下無料

※( )内は有料20名様以上の団体料金。
※県内高校生は、授業等の場合、事前申請により、観覧料が免除となります。
※障害者手帳をお持ちの方は観覧料が免除になります。手帳を御提示ください。

新潟市中央区万代島5-1
朱鷺メッセ内 万代島ビル５階
TEL：025-290-6655
URL：https://banbi.pref.niigata.lg.jp/

ヒスイ「県の石」指定記念常設展ミニ展示


