
＜1面＞ 家庭･地域･学校が協力して｢いじめ見逃しゼロ｣をめざしましょ
う/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

＜2面＞ 県少年自然の家は冬場もさまざまな活動で利用できます
＜3面＞ 小学校での佐渡金銀山学習の取組について/

令和３年度全国高等学校総合体育大会が開催されます
＜4･5面＞インフォメーション

教育だより新潟 学校 家庭 地域 のこころをつなぐ 令和2年(2020年)12月1日発行 新潟県教育委員会

家庭・地域でできること

↑QRコードはこちら！ いじめ ポータル で検索

＜メールでの登録も可能です＞

←左のQRコード、又は「ijime0@m.bmb.jp」

（いじめゼロ）へ直接空メールを送信！

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

学校でできること

いじめを早いうちに
見つけるために

大人が子どもにとって
よい相談相手になる

気になるサインを
みつけたら、迷わず
「どうしたの？」
と声をかける

いじめが起きにくい環境づくり
＝加害者を生まないしくみづくり
＝防止する子どもを増やす工夫
例 子ども主体の防止活動
人との関わり方トレーニング

「新潟県いじめ対策ポータル」サイト「いじめ見逃しゼロコラム」より 「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」講演会（動画配信）
講師の仲野先生のお話より

９月22日（火・祝）、令和２年度「いじめ見
逃しゼロ 県民の集い」講演会を、YouTubeに
て動画配信しました。講師は、いじめ防止活動
に取り組む一般社団法人HLAの仲野繁氏、刀根
麻理子氏です。
講演では、仲野氏が足立区立辰沼小学校長時

代に実践した子ども主体のいじめ防止活動の紹
介を通じて、学校・家庭・地域のいじめの未然
防止活動について、熱く語られました。

問い合わせ先 新潟県県民生活･環境部県民生活課 消費とくらしの安全室 TEL:025-280-5135

いじめ問題に関心をもち、いじめ防止に向けた取組
に協力していただける県民サポーターを募集してい
ます。どなたでも登録いただけます。詳しくは「新潟
県いじめ対策ポータル」サイトを御覧ください！
URL：https://www.ijimetaisaku.pref.niigata.lg.jp/

◆SNSの見えない画面の向こう側、本当は“その人”じゃないかも!?
◆オンラインゲームで知り合った相手との課金やアイテムの取引に注意！

日頃から家族でSNS等の利用ルールを話し合っておきましょう。
不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、局番なしの3ケタ番号
「１８８（いやや！）」へ電話で相談！（秘密は守られます・匿名OK）



問い合わせ先
新潟県少年自然の家 胎内市乙字大日裏
TEL:0254-46-2224 FAX:0254-46-3070

かま場で火をおこし、杉の板の裏表を均一に焼
きます。光沢ができるまでよく磨き、木目を生
かしながら絵や文字を書きます。

思い出が作品として手元にも残り、
とても好評です。

コース設定を工夫し、誰でも楽しみ
ながら活動できます。

体育館や多目的ホールを使用して行い、
個人でもチームでも競うことができます。

胎内市にある県少年自然の家は、自然体験活動や集団宿泊生活が体験できる青少年教育施
設です。今年度も幼稚園や学校等の体験活動だけでなく、PTA活動やこども会、各種研修等、
子どもから大人まで様々な用途で御利用いただいています。

随時、利用の相談に対応していますので、お気軽にお問合せください。皆様の御利用をお待ちしています！

夏場のカヌー活動や野外活動だけでなく、冬場の活動も充実しています。創作活動では、壁飾
りやキーホルダー作り、焼杉板や和凧作り等が体験できます。屋内では、ハウスゲームやフォ
トオリエンテーリング、インドアアスレチックやグラウンド・ゴルフ等が体験できます。また、屋外
では雪遊びや歩くスキー・スノーシュー等が体験できます。



県と佐渡市は、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、佐渡金銀山出前授業を実施して
います。令和２年度はコロナ禍においても多く
の小学校から利用いただいています。

〇インターハイ夏季大会は、毎年７～８月に行われる、高校スポーツ
最大の大会で、30競技が実施されます。

〇令和３年度大会は北信越５県での開催となり、新潟県は４競技
５種目を開催します。

〇今年度は新型コロナウイルス感染拡大で史上初の中止となった
本大会ですが、来年度、２年ぶりの開催に向け、感染症対策など
安心・安全な大会を目指し、準備が進められています。

最新情報が随時更新されます

問い合わせ先
新潟県教育庁文化行政課 世界遺産登録推進室
TEL:025-280-5726 FAX:025-280-5764

世界遺産登録のために
は、多くの県民の皆様に
理解を深めていただくこと
が大切です。佐渡金銀山
の世界遺産登録について、
御家庭でも話し合ってみ
てはいかがでしょうか。

令和３年度

輝け君の汗と涙 北信越総体 2021

問い合わせ先
令和３年度全国高等学校総合体育大会 新潟県実行委員会事務局
(新潟県教育庁保健体育課 全国高校総体推進班)
TEL 025-280-5700

大会公式webページ
QRコードはこちら！

競技種目 競技日程 開催地 競技会場

体操(体操競技) 8/9日(月)～11日(水) 上越市 リージョンプラザ上越

体操(新体操) 8/21日(土)～22日(日) 新潟市 新潟市東総合スポーツセンター

シティホールプラザ　アオーレ長岡

長岡市市民体育館

長岡市北部体育館

新潟市東総合スポーツセンター

新潟市亀田総合体育館

新潟市秋葉区総合体育館

相　　　撲 8/6日(金)～8日(日) 糸魚川市 糸魚川市民総合体育館

弓　　　道 7/29日(木)～8/1日(日) 上越市 謙信公武道館（新潟県立武道館）

7/25日(日)～30日(金) 長岡市

8/10日(火)～15日(日) 新潟市

バスケットボール
（男子）

バスケットボール
（女子）



○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。

長岡市千秋3丁目278-14
TEL：0258-28-4111

コレクション展 第３期

【展示室１】近代美術館の名品-新収蔵品を中心に-
令和元年度に新しく収蔵された日本画や版画を中心に紹介します。

【展示室２】生誕110年佐藤哲三 と 蒲原の画家達
蒲原の地に生きた佐藤哲三の作品を、仲間の画家たちの作品ととも
に紹介します。

【展示室３】中村忠二 詩情と激情
何気ない日常を描いた中村忠二の世界を紹介します。

期 日：開催中～12/20(日)
休 館 日：月曜日

(祝日の場合は開館、翌日休館)
開館時間：9:00～17:00
観 覧 料：中学生以下 無料

大学･高校生 200円(160円)
一般 430円(340円)

下村観山《普賢文殊》1909年頃

企画展「岡本太郎展
太陽の塔への道」

期 日：12/19(土)～令和3年3/7(日)
休 館 日：12/28(月)～令和3年1/4(月)、

1/18(月)、2/1(月)、2/15(月)
開館時間：10:00～18:00

(観覧券の販売は17:30まで)
観 覧 料：中学生以下 無料

大学・高校生 1,200円(1,000円)
一般 1,400円(1,200円)

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

※（ ）内は有料20名様以上の団体料金です
※障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は観覧料が免除になります。受付で手帳をご提示ください

期 日：12/25(金)～令和3年3/28(日)
休 館 日：12/29(火)～令和3年1/3(日)
会 場：埋蔵文化財センター
内 容：最新の発掘調査の成果を出土品や写真で解説します。
観 覧：無 料

2018年に塔内修復を終え、半世紀ぶりによみがえった太陽の塔。こ
れを契機に、いま岡本芸術の数々に大きな注目が集まっています。
本展は、再生を果たした太陽の塔を中核に据えながら、
岡本太郎(1911-1996)と岡本芸術の本質を
考えようとする展覧会です。

冬季企画展「発掘！新潟の遺跡2020」

新潟市秋葉区金津93番地1
TEL：0250-25-3981

少年少女考古学教室展示会

【村上市上野遺跡の
石囲炉→】

期 日：12/6(日)午後
～令和3年1/11(月・祝)

休館日：12/29(火)
～令和3年1/3(日)

会 場：埋蔵文化財センター
内 容：今年度の少年少女

考古学教室で参加者が
学んだ成果を展示します。

観 覧：無 料

【←展示の例】

世界遺産登録推進県内巡回講演会
「佐渡金銀山の魅力と価値を知る」

期 日：12/20(日)14:00～15:30
会 場：上越市春日謙信交流館 集会室

(上越市春日山町3丁目1-60)
参 加 費：無料(要事前申込:下記電話番号へ御連絡ください)
定 員：40名
講 師：坂井秀弥 氏

(公益財団法人大阪府文化財センター理事長)
内 容：・講演「佐渡金銀山遺跡と世界遺産の現在」

・世界遺産登録への取組の現状報告

新潟市中央区新光町4番地1
TEL:025-280-5726 URL:https://www.sado-goldmine.jp/

チャレンジわんぱく
～スノーチャレンジ～

期 日：令和3年1/23(土)～1/24(日)
内 容：どんど焼き、スキー体験活動をとおして、自然体験活動

や伝承文化体験等を行い、積極的に活動することや参加
者同士で協力することの大切さを学びます。

申込期間：11/16(月)～12/3(木)
下記電話番号へ
御連絡ください。

対 象：小学4年生～6年生
参 加 費：3,100円

胎内市乙字大日裏
TEL：0254-46-2224



〒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

バックナンバーの
閲覧はこちら！→

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

プラネタリウム
「HAYABUSA2～REBORN」

期 日：開催中～令和3年3/15(月)
【平日】 ①11:00～ ②15:00～
【土日祝】①12:00～ ②15:00～

休 館 日：火曜日
(祝日の場合は開館、翌平日休館)
年末年始12/29(火)～令和3年1/3(日)

会 場：プラネタリウム
観 覧 料：小・中学生 100円 大人 210円

※別途 入館料
(小・中学生 100円 大人 580円)

期 日：令和3年1/24(日)
9:00～10:30

申 込：要事前申込(下記宛先へお申し込みください)
住所・氏名・電話番号・年齢を明記のうえ、
電話、はがき、FAX、E-mailでお申し込みください。

対 象：設定なし
定 員：15名
参 加 費：無 料

新発田市藤塚浜海老池
TEL:0254-41-4500 FAX:0254-41-4501
E-mail:ngt035310@pref.niigata.lg.jp
URL:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/aicho/

期 日：開催中～12/6(日)
9:30～17:00

対 象：小・中学生
大学・高校生
一般

観 覧 料：無 料

新潟県教育委員会 かけはし

子ども縄文研究展 2020
～縄文のメッセージ、私のメッセージ～

冬季営業について

柏崎市高柳町高尾30ｰ33
TEL:0257-41-3355 URL:https://www.garuru-kururu.jp/ 

小惑星探査機はやぶさ2の壮大な旅の軌跡と、
緻密に再現された探査の過程を御覧ください。

© HAYABUSA2～REBORN 
製作委員会

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

「縄文」を学ぶ子どもたちの研究成果を発表します。

【昨年度の様子→】

開館20周年記念 「特別公開 この逸品」
20周年を記念して、選りすぐりの資料を展示します。

期 日：12/19(土)～令和3年2/28(日)
9:30～17:00
(券売は16:30まで)

対 象：小・中学生
大学・高校生
一般

観 覧 料：※常設展観覧料
中学生以下 無料
大学・高校生 200円
一般 520円

【←鉄黒漆塗紺糸威異製最上胴具足
（伝上杉景勝所用）/当館蔵】

てっこくしつぬりこんいとおどしいせいもがみどうぐそく

※詳細については下記ＵＲＬよりご確認ください

大規模改修に伴い、本館施設を休館しております。
※「レストランもりもり亭」は高柳ガルルのスキー場にて
営業してます。

※イベント会場の「体験工房つぶらや」は営業してます。

クリスマスツリー作り
期 日：12/20(日)

10:00～12:00
内 容：木の実などを使ってクリスマスツリーを作ります。
申 込：事前申込（下記電話番号へ御連絡ください）
会 場：体験工房つぶらや
対 象：小学生～大人の親子

10組(先着20名)
参 加 費：1,500円

※詳細については下記ＵＲＬよりご確認ください

足跡ウォッチング ※詳細については下記ＵＲＬよりご確認ください

公園内の松林で、タヌキやノウサギなど生き物の足跡を観察します。

問い合わせ先
生きもの発表会実行委員会事務局 鳥屋野潟公園 TEL:025-284-4720
URL:https://www.toyanogata-park.com/event/

ちょ～生きもの発表会 サードシーズン
生きもの好きなメンバーによる生きものや自然に関する発表会です。
体験コーナーもあるので、ぜひ御来場ください。
期 日：12/13(日)
申 込：会場参加･･･要予約(下記電話番号へ御連絡ください)※半日単位で予約可能

Zoom 参加･･･要予約(http://bit.ly/cho-ikimono)
会 場：新潟市天寿園ホール(新潟市中央区清五郎633ｰ8)
対 象：制限なし
定 員：70名(Zoom 配信 100名)
入場料：無 料（体験コーナーは一部実費負担）

※詳細については下記
ＵＲＬよりご確認ください

※詳細についてはＵＲＬ
よりご確認ください


