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新潟県は個を伸ばす教育を推進しています
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月号

＜今月号の記事＞
１：教育ニュースライン
２：地域の自然や人材を活用した特色ある環境教育の取組
３：知的障害特別支援学校における職業教育の充実
４：インフォメーション

教

育ニュースライン

「にいがた妙高はね馬国体」が開催さ
れました
２月25日(日)から28日(水)の４日間、第73
回国民体育大会冬季大会スキー競技会「にい
がた妙高はね馬国体」が妙高市で開催されま
した。
25日の開始式では、全国から来県する選手団
の皆さまを歓迎するため、会場内に妙高市内の
小学生たちが製作した応援メッセージ旗が掲出
されたほか、歓迎アトラクションとして、地元
しゅみせん

の伝統芸能「妙高高原須弥山太鼓」や妙高高原
中学校吹奏楽部の皆さんによる「マーチング」
が披露されました。
また、大会では、ジャイアントスラローム、
スペシャルジャンプ、クロスカントリー、コ
ンバインドの４競技が行われ、各都道府県の
トップアスリート達による熱戦が繰り広げら
れました。
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県教育に関する最新ニュースをお知らせします。

(2) いじめ見逃しゼロ県民運動 私たちはいじめを見逃しません
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地域の自然や人材を活用した特色ある環境教育の取組
義務教育課
れが見付けた宝を印刷し、宝マップにまとめ、
県では、持続可能な社会を構築するために、

全校で認め、共有し合います。自分の見付け

環境教育を中核としたＥＳＤ（Education for

た宝を友達が認めてくれるとうれしくなり、

Sustainable Development 持続可能な開発の

大きな達成感や満足感を得ています。

ための教育）を推進し、環境の保全やよりよ

「みんな、つながってすべろう。
」河川敷公園

い環境の創造に貢献できる実践的な態度と資

の坂をすべる子どもが

質能力を育成しています。

いました。自然を楽し

小学校や中学校では、総合的な学習の時間

む子どもは、遊びの天

や特別活動などの時間を中心にして、身近な

才です。全校宝探し遠

自然環境を対象とした体験活動や地域の人材

足では、このような遊

や施設を活用した環境教育に取り組んでいま

ぶ姿を見守るのが、教

す。また、自然だけでなく、文化や産業を含

師の務めであると考え

む地域の重層性を踏まえた教育活動も展開さ

ています。

【坂滑りを楽しむ子ども】

れています。
本号では、地域の自然や人材を活用した小・

２

子どもに発表の場を知らせることで、学習

中学校の特色ある環境の取組について紹介し
ます。

学習意欲を高める発表

意欲が高まります。年度を越えて継続するこ
とで、活動や発表の質も更に向上します。
当校は、地域行事やこどもエコクラブを利

第二上田小学校では、環境教育を柱にした

用して発表しています。例えば、地元ＮＰＯ

「誰でも来たくなる学校づくり」を目指して

主催の「鯉のぼり設置事業」の手伝いを学校

います。環境教育は、地域の生活とかかわっ

から申し入れました。地域の専門家によるデ

ているので、学校と地域の連携を作り出しま

ザインを元に、子どもが作った「鳥のぼり」

す。連携を通して、教師は地域を学び、子ど

を一緒に飾りました。歌やクイズ、親子エー

もの理解を深めることができます。結果とし

ルで設置者を応援しました。当然のことなが

て、地域からの信頼がより厚くなります。ま

ら、主催者は褒めてくれます。自分たちが

た、子どもは、地域の自然や人にかかわる喜

作った鳥のぼりを眺めながら豚汁とおにぎり

びを感じ、自己有用感を高めています。環境

をごちそうになり、充実感を味わいました。

教育の取組が、学習意欲の向上や不登校ゼロ
に結び付いていると考え、様々な実践をして
います。
１

ねらいを見直した「上田の宝探し遠足」
環境教育の視点で遠足のねらいを見直しま

【全国こどもエコクラブ交流会 鳥のぼり紹介】

した。道中で見付けた動植物や人工物などの
地域の宝を写真に撮ります。子どもなりの感

３

地域の人材を活用するネットワーク

性で宝と思った物はなんでもＯＫです。１年

地域人材を活用するために、地域を知る仕

生も６年生と対等に参加しています。それぞ

組みや働き掛けが必要です。当校は地域教育
コーディネーターの設置、上田ふるさと協議
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会やＮＰＯの会議への参加を通して、互いの

２

(3)

体験を通して森林資源の大切さを学ぶ

要望を出し合い、連携に取り組んでいます。

栄翔林には毎年植樹してきたブナの木が大

例えば、民生児童委員の協力により、月１

きく育っています。ブナ林を広げるために今

回の土曜学校開放事業をしています。通常の

年植えた40本の苗木も、大きくなるよう丁寧

読み聞かせや自主学習、遊びの他、日本一小

に植えることができました。

さいトンボの見学会、地元の植物を練り込ん

【生徒の声】

だ特産品「からむし麺」の試食会などを行い

自然や地域 の人 々 と関 わることがとて

ました。このように、地域の方と学校の願い

も新鮮で楽しかったです。今回の体験を

が共有された体験会が実施できました。

生かして、森林資源を守ることの大切さ

（文責

南魚沼市立第二上田小学校）

を実感するとともに、これからもブナの
会の皆さんと一緒に活動を続けていきた
いです。

栄中学校では、今年で15年間継続して、学
えいしょうりん

区内にある栄 翔 林でブナ植樹に取り組んでい

この15年

ます。当初この活動は、栄ブナの会が実施し

間の活動で

ていましたが、やがて地元の小学校へ広がり、

ブナの木が

その後栄中学校にも活動の輪が広がり、平成15

成長して、

年度に栄中学校のブナ植樹が始まりました。

豊かな里山

当初は１学年全員で植樹していましたが、充

に変わって

足してきたことから、数年前より生徒会緑化

き て い ま

委員会の活動の一環として取り組んでいます。

す。生徒は

【斜面での支えの打ち込み】

それを見て体験し、植樹の大変さを知るとと
１

地域とともに進めるブナ植樹活動

もに、緑を愛し、守っていく大切さに気付く

ブナ植樹活動のねらいは、ブナ林を守り育

ことができました。今 後 は ブナの会の皆様

てる活動を通して、環境と森林資源の重要性

のお力を借りながら、維持、広げていくため

を理解すること、そして、地域の人々（栄ブ

に更に継続していきたいと考えています。
（文責

ナの会、栄ライオンズクラブ）との共同活動

三条市立栄中学校）

を通して、地域の一員としての自覚と誇りを
もつことです。
毎年10月に

各校が創意工夫を生かした特色ある環境教

行うブナ植樹

育を進めていくためには、地域や学校の実態

はまず、事前

に即し、それらの特色を生かした適切な教育

に打ち合わせ

課程を編成（全体計画等）、実施、評価し、改

をして、植樹

善を図ることが重要です。また、指導を外部

の本数や参加
人数等につい

講師に依頼する際には、任せっきりにするの
【苗木の受け取り】

ではなく、事前の打合せを行い、共通理解を

て確認をして活動を進めます。当日は緑化委

図った上で、児童生徒の課題に沿った活動を

員会生徒と、各学級で募集したボランティア

展開するなど、教師側の工夫と配慮も重要で

生徒を合わせて36名の生徒が参加しました。

す。今後もそれぞれの学校で、特色ある環境

栄ブナの会の20名の皆様から指導していただ

教育を展開し、児童生徒の環境に対する見方

き、斜面に穴を掘り、苗を植え、支えをつくる

や考え方、環境に働き掛ける実践力を育成し

など一本一本大切に植えることを学びました。

てください。

(4) いじめ見逃しゼロ県民運動 私たちはいじめを見逃しません
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知的障害特別支援学校における職業教育の充実
義務教育課
小学部では、係活動、給食当番、清掃など
知的障害特別支援学校では、自立し社会参

の活動をとおして、友達や教師と一緒に楽し

加する力を育むため、小学部から高等部まで

みながら活動する力の育成を図っています。

発達段階に応じ、一貫性を重視した指導・支

中学部では、製作活動をとおして自分の役
割に責任をもち友達と協力して進んで仕事に

援を行っています。
本号では、高等部卒業後の自立した生活に

取り組む力を育成するとともに、労働に対す

大きくかかわる職業教育について説明します。

る基本的な技能や意欲、態度を育てています。
高等部では、清掃、喫茶、介護、流通、農
耕等の作業班に分かれて行う作業学習を中心

特別支援学校学習指導要領の教科「職業」
では、次のように目標を設定しています。

に、働く意欲や態度、知識、技能を育ててい
ます。

勤労の意義について理解するとともに、

このように、Ａ校では、小学部から高等部

職業生活に必要な能力を高め、実践的な態

まで図２のように職業教育の系統性を図り、

度を育てる。

一貫した指導・支援を実施しています。

特別支援学校高等部学習指導要領第2章各教科「職業」より

小学部

Ａ校はこの目標を達成するために、図１の
ように、職業教育に係り、６項目からなる育
てたい力を設定し、小学部から高等部ま
で一貫した指導・支援を行っています。
職業教育に係る育てたい力の設定（６項目）
項目

○身辺自立

○コミュニケーション

○家事・労働

主 ・職場での清 ・職場での上 ・清掃
な

潔な身なり

司や同僚と ・作業技能の

内 ・食事、排泄

のコミュニ

容

ケーション ・働く意欲の

習得
向上
・金銭管理

項目

○集団参加

主 ・心の安定
な ・規則の遵守
内 ・協力
容
【 図１

○社会資源の利用

○余暇

・公共交通機 ・仕事後の楽
関の利用

しみ

・施設利用の ・休日の過ご
マナー

し方

Ａ校における職業教育に係る育てたい力 】

これらの育てたい力を身に付けるために、
各学部は発達段階に応じた学習活動を設定し
ています。６つの項目のうち「家事・労働」
について主な活動を紹介します。

「身辺自立」：清潔や身だしなみに気をつけ生活する
「コミュニケーション」：自分の意思を表現する方法を身に
付ける
「家事・(労働)」：自分の役割を理解し実行する
「集団参加」：係活動や集会活動などを友達と一緒に行う
「社会資源の利用」：いろいろな施設や公共交通機関を利用
する
「余暇」：自分の好きなことを見つけ、一人で楽しむ

１2
中学部
年
「身辺自立」：スケジュールに沿って行動する
間
「コミュニケーション」：自分の意思を表現する
の「家事・労働」：働くことに関して体験的に理解する
一「集団参加」：規則や約束を守り、友達と協力して活動する
貫 「社会資源の利用」：金銭を適切に使い、施設や公共交
し
通機関を利用する
た 「余暇」：家族や友達と一緒に好きなことで楽しむ
指
導 高等部
「身辺自立」：TPOに応じて身なりを整える
「コミュニケーション」：必要な支援を適切に求めたり相
談したりする
「(家事)・労働」：実際的な職業生活を経験し、進路や職
業について見通しをもつ
「集団参加」:人の気持ちを考えて、話したり行動したり
する
「社会資源の利用」：自分で計画を立て、施設や公共交通
機関を利用する
「余暇」:サークル活動など、社会の中で楽しむ

【 図２

Ａ校における職業教育の流れ 】
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(5)

対象とした学校見学会（説明会）を開催し、
各校は、地域の状況等を踏まえた職業教育

障害者雇用の理解啓発を推進し、開拓を図っ

をとおして、生徒の進路希望が実現するよう

ています。今年度行われた取組を紹介します。

努めているところです。
今後に向けた課題の１つとして、企業就労

(1)Ｄ校の実践：マッチングサポートフェア

を希望する生徒の進路実現を進めることが挙

実際に企業の採用担当者に来校いただき、生

げられます。そのためには、企業が求める力

徒が自分自身をアピールする面談会を実施しま

のうち、就労の可否のポイントとなりやすい

した。

「状況に応じたコミュニケーション」の力の

生徒にとっては、当日を迎えるまでの事

向上が求められています。また、障害者雇用

前練習を繰り返すことにより、積極的に自

企業の開拓を進めるため、就労を希望する生

分をアピールしようという意欲の向上が図

徒の理解を図ることが重要であるととらえて

られるとともに、企業側にとっては、授業

います。

の様子や自己アピールの様子により、目の

次にこの２点についてふれます。

前の生徒の雇用についての具体的な検討に
つながりました。

１

コミュニケーション力の向上の実践
企業が求める、状況に応じたコミュニケー

ション力を培うには、問われていることや説
明しなければならないことを判断し、その判
断に沿った内容を過不足なく話すことを指導
することが必要です。
(1) Ｂ校の実践：事前に話す事柄をチェック

【企業の採用担当者に自己アピールをしている生徒】

問われたことに対して、適切に答えるため
にワークシートを用意し、あらかじめ答える

本取組は，企業が直接生徒と面談すること

順番や内容を確認します。徐々にワークシー

で生徒の就労意欲を感じ取ることができ、こ

トの項目を減らし、書かなくても済むように

のことが障害者雇用につながる機会となった

していきます。この学習をとおして、順序立

例です。今後も、企業の担当者に直接生徒が

てて分かりやすく話す力を育てています。

かかわり、企業側に理解していただく機会を

(2) Ｃ校の実践：自分の話したことを可視化

多く設定することが、特別支援学校生徒の就

ファシリテーショングラフィック（発言を

労実現に大きくつながるものと考えます。

記録・図式化）を活用することにより、生徒
が話したことを一つ一つ確認し、十分な回答
であったかどうか評価をします。不足の場合

生徒の進路希望を実現するためには、何よ

は、その理由を生徒と一緒に考えて、もう一

りも生徒自身が卒業後の自分の姿を想像し、

度正しく話す練習を通して、状況に応じた話

見通しや目的意識をもって、職業の学習をは

し方が身に付くようにしています。

じめとして日々の様々な活動に取り組むこと
が必要であり、早期からの系統的な指導の積

２

障害者雇用の理解促進及び企業開拓

み重ねが重要となります。

生徒が就労するにあたっては、生徒個々の

今後も先進的な取組や労働機関等の情報に

技能や意欲の向上を図るとともに、企業の障

ついて随時共有が図れるよう、県教育委員会

害者理解や企業とのマッチングを図ることが

と特別支援学校の連携を推進し、職業教育の

必要です。特別支援学校では近年、企業等を

一層の充実に努めてまいります。

(6) いじめ見逃しゼロ県民運動 私たちはいじめを見逃しません
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●県立万代島美術館（新潟市）

企画展「古代アンデス文明展」
●県立近代美術館（長岡市）

企画展 「ディズニー・アート展
いのちを吹き込む魔法」
ミッキーマウスの誕生作から「モアナと伝説の
海」まで、約90年分のディズニー・アニメーショ
ン作品の原画など約500点を展示。想像力とその
時代の最新技術の融合によって生み出されてき
た、いのちを吹き込む技＝“魔法”を解き明かし、
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジ
オの活動の軌跡を紹介します。

《アナと雪の女王》より 2013年
c Disney Enterprises, Inc.
○

〇会 場 県立近代美術館 企画展示室
〇会 期 開催中 ～５月13日（日）
〇休館日 月曜日（ただし３月26日は開館）
〇開館時間 午前９時～午後５時
（観覧券の販売は午後４時30分まで）
〇観覧料 一般1,500円（1,300円）
高校・大学生1,300円（1,100円）
中学生以下無料
※（ ）内は有料20名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。受付で御提示ください。
※企画展開催中は、企画展観覧券でコレクション
展も御覧いただけます。

関連イベント
◆長岡少年少女合唱団ミニコンサート
＠ディズニー・アート展
〇日 時 ３月18日（日）午前10時30分～11時
（開場 10時）
〇会 場 県立近代美術館 講堂
〇演 奏 長岡少年少女合唱団
〇料金等 入場無料 定員165名
（主催 （公財）長岡市芸術文化振興財団）
県立近代美術館では学校向けの教育普及プログラムを用意
しています。詳しくはこちらを御覧ください。

県立近代島美術館
住所 長岡市千秋３丁目278-14
TEL 025-290-6655
URL https://banbi.pref.niigata.lg.jp/

図版：《象嵌のマスク》
ペルー文化省・国立博物館所蔵
撮影：義井豊

南米大陸西岸に栄えた古代アンデス文明の環境は、
世界の他の文化に類を見ないほど多様でした。南北
の広がりは4000キロメートル、標高差は海岸の砂漠
地帯から人が住む限界の高地まで4500メートルにも
及び、それぞれの環境に多彩な文化が盛衰を繰り返
しました。本展では、地上絵で知られるナスカや黄
金の都といわれたシカンなど、アンデス文明を代表
する９つの文化を、優れた意匠の土器、織物、黄金
製品やミイラなど、選び抜かれた約200点の貴重な資
料を通して紹介します。アンデスに人類が到達した
先史時代から、16世紀のスペイン人によるインカ帝
国征服まで、約１万５千年の文明史をご覧ください。
○会
期
○休 館 日
○開館時間

３月21日(水・祝)～５月６日(日)
４月16日(月)
午前10時～午後６時
(観覧券の販売は午後５時30分まで)
○観 覧 料 一般1,300円(1,100円)
高校・大学生1,100円(900円)
中学生以下無料
※（ ）内は有料20名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。受付で御提示ください。

会期中のイベント
◆講演会「古代アンデス文明 その誕生から滅亡まで」
〇日 時：３月21日(水・祝） 午後２時～３時30分
〇会 場：NICOプラザ会議室(万代島ビル11階）
〇講 師：篠田 謙一氏(国立科学博物館副館長 兼
人類研究部長）
※聴講無料・申込不要・先着120名
◆「＃アンデスってなんです？」クイズ＆スタンプ
ラリー
アンデス文明にまつわるクイズに答えながら、ス
タンプを集めよう！
〇会 場：展示室 ※申込不要・要観覧券
３月５日(月)から３月20日(火)は展示替えのため休
館します。
県立万代島美術館
住所 新潟市中央区万代島５-１ 朱鷺メッセ内
TEL 025-290-6655
万代島ビル５階
URL https://banbi.pref.niigata.lg.jp/
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新潟県は個を伸ばす教育を推進しています

●県埋蔵文化財センター（新潟市）

※ PDFフ ァ イ ル で ご 覧 の 方 は 、 下 線 部 （ Webペ ー ジ ﾞア

新潟県埋蔵文化財センター講演会
第10回「縄文の墓から探る精神文化」
新潟県の縄文時代の墓は土葬や火葬、土坑墓や配
石墓、副葬品など様々な種類があります。県内には
どのような墓があり、どのような特徴があるのかを
明らかにし、その葬法や副葬品を通じて、彼らの精
神文化を考えます。
〇期 日
○時 間
○会 場
○参加費
○講 師
○定 員
○申込み

(7)

３月18日（日）
午後１時30分～３時30分
県埋蔵文化財センター
無料
加藤 元康（当センター）
80名（定員になり次第締切）
電話・ＦＡＸ・メールで３月16日（金）
までにお申し込みください。

上越市炭山遺跡の配石墓

県埋蔵文化財センターでは学校向けの教育プログ
ラムを用意しています。詳しくはこちらをご覧くだ
さい。
新潟県埋蔵文化財センター
住所 新潟市秋葉区金津93番地１
TEL 0250-25-3981
E-mail niigata@maibun.net
URL http://www.maibun.net
まいぶんちゃん

ド レス ）を クリッ クす ると 、直 接該 当Webペ ージ ﾞへジ
ャンプしますので御活用ください。Webページでも御覧
くだ さ い 。 バックナンバー も 御 覧 に なれ ま す。「教 育 月
報」で検索してください。

発行所
所在地
電 話
E-mail

新潟県教育庁総務課
〒 950-8570
新潟市中央区新光町４番地１
025-280-5587 Ｆ Ａ Ｘ 025-285-3766
ngt500010@pref.niigata.lg.jp

Web版 URL

http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/

**本紙に関する御意見がありましたら、お寄せください**
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