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令和 2(2020)年度 第 2回かしわざきこども大学運営協議会 議事録 

 

＊ 日  時  令和 2(2020)年 10月 22日（木） 午後 6時 30分～午後 7時 30分 

＊ 会  場  柏崎市役所 教育分館 3階 多目的室 

＊ 出席委員  9名 長谷川智委員、片桐秀樹委員、山﨑高美委員、前澤佳奈子委員、 

遠山みちる委員、難波理恵子委員、松谷久美子委員、西巻淳一委員、 

大塚真光子委員 

            

＊ 事 務 局  6名 【学校教育課】山田智課長、藤巻久之課長代理、畑宏幸副主幹、 

横田則子主査 

           【保育課】栗林弘至課長代理 

【商業観光課】佐藤淳主査 

 

＊ 欠  席  なし 

 

１ 開会  司会：学校教育課課長代理 

 

２ 挨拶  会長 

       今日の会議では、今年度の子どもたちの色々な活動について事業報告と来年度の予算審

議という内容である。皆さんのご協力をお願いしたい。 

３ 議事   

（１）令和 2（2020）年度 事業実施状況について 【事務局】 

①ロボット工作コース 

  今年度は、ロボット工作教室として、2日間の教室形式で行っている。 

第 1回目として 8 月 29日（土）、30日（日）に市民プラザで行った。小学校 4~6年生を対象

に、23名の参加があった。 

講師は、新潟工科大学の大金准教授と大学生 6名、大学院生 2名の計 9名が出席した。 

1日目はロボットの製作、2日目はロボットの製作の続きとロボット同士をボールゲームで戦 

わせる交流競技会を行った。感染症対策として、入場時のマスクの着用、消毒、席の間隔を空 

けて密集を防ぐ、ロボット製作スペースに保護者が立ち入らないようにするなどの対策を行っ 

た。 

     子どもたちは一人に 1台ずつ用意されたタブレットを使い、タブレット上の説明を見ながら

それぞれのペースで制作を進めていた。タブレットでは、立体的な図や動画で説明を見ること

が出来、分からないところを何度も繰り返し見たり、ズームで拡大したりしながら確認してい

た。5～6人ずつの班になり、すぐ近くで大学生が様子を見てくれているので、分からないとこ

ろがあればすぐに聞くことができ、ロボットの難易度としては少し高いものだったが、参加者

全員が完成させることが出来た。 

参加児童に対してのアンケートでは、「分からないところを大学生が親切に教えてくれた。

楽しかった。またやりたい。」と好評を得られた。 
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    また、保護者からは、「この夏は、コロナ禍で夏休みが例年よりも短かったため、2日間じっく

りとロボット工作に取り組ませる時間が出来て良かった。」との声が聞かれた。 

2回目は、10月 31日（土）、11月 1日（日）に同じく市民プラザで開催の予定で、8名の児 

童が参加する予定。 

②科学・実験コース  

    「STKサイエンスを楽しむ会」により、10月 4日（日）、第 1回目の親子おもしろ体験教室が総

合福祉センターで開催された。内容は、えちゴンのフェイスガード作りと、紙コップを使った万

華鏡づくりで計 17 組の年中児親子が参加。感染症対策として、入室時の体温測定と手指の消毒、

換気、親子でひとテーブルを使い、他の参加者とは密集を避け、また物の共有を避けるなどの対

策が取られた。 

     次回は、年長児親子を対象として 11月 15日（日）に柏崎市総合福祉センターで開催予定。 

 ③こどもの笑顔創造プロジェクト 

      コロナ禍の影響で、当初計画していた活動が出来ないという話がある。「浜っ子を育てる会」

からは、変更交付申請があった。概算払いは、「みずほの子を育てる会」と「未来の柏崎を担う

子どもたちを育てる会」に行った。 

④キャリア教育 

今年度は、いきいきゲームを４校で実施予定。そのうち、8 月 27 日に翔洋中等教育学校、10

月 1日に柏崎小学校で実施した。新型コロナウイルス感染症が心配だったが、換気、検温、マス

クの着用など対策を講じて無事に実施することが出来た。今後は、11月 27日に第二中学校、来

年 1月 22日に東中学校での実施を予定している。 

事前事後アンケート結果について、「主体性・関係性・社会性・創造性という社会に出るにあ

たって必要と考えられる部分について、大切だと思いましたか？」という設問で、ゲームの事後

「すごく」と回答した割合が高い結果が出ている。ゲームの実施の前後での参加生徒の気持ちの

変化がアンケート結果から読み取れた。 

生徒の感想として「今日の授業で、自分で考え、動くこと、話し合うこと、アイディアを出す

ことの大切さがよく分かった。」「仕事では、仲間と協力したり、深く考えたりするのが大切だと

分かった。」「自分だけではなく周りの仲間と協力することの大切さを感じた。」という声があっ

た。また、「今日の授業で、将来仕事をすごくしたい。」「早く大人になりたい。」という感想もあ

った。 

教員へのアンケートでは、「生徒が主体的に動き、チームとして活動することで、自分の良さ

やこれからの課題を見つけていくきっかけになった。」という感想があった。例年、1年生の最初

の時期は泊まりがけでオリエンテーションを設けるが、コロナ禍の影響で中止になってしまった

ため、いきいきゲームが初めて生徒同士の交流を図る場になり、貴重な機会を設けられて良かっ

たという声が聞かれた。 

保護者サポーターからの感想では、「子どもたちのいきいきとした姿を見ることが出来た。」と

いう声が聞かれた。「常に考え行動にうつすことの大切さを学び、大人の私も胸に響く内容だっ

た。こういった子どもへの体験型の学びはとても良いと思う。」と好評いただいた。 

いきいきゲームは、一回実施すると好評いただき、続けて取り組んでいただけている。まだ実

施していない学校にも PRして、いきいきゲームの良さが浸透していければ良いと考える。 

⑤ドリームコース 
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前回の会議で、青年会議所からの提案のあった企画についてご審議・承認をいただいた。その

あと、その事業も実施が難しいということで、「こどものための奉納花火事業」として再提案があ

った。内容としては、神社での奉納花火だったが、かしわざきこども大学のドリームコースの事

業としての採択は難しいということで、かしわざきこども大学運営協議会会長とも協議の上で、

判断させていただき、本事業については見送りとさせていただいた。この事業そのものは、青年

会議所の予算で、実施をしたようだ。 

もう一つの「くじらのしっぽ」によるプラネタリウム事業については、前回報告した時から状況

が変わっておらず、今年度は実施が難しいのではないかと思われる。 

－質疑応答－ 

【委員】  ロボット工作教室について、来年度はクラブ形式で実施を予定しているのか？ 

【事務局】 今年度は、コロナ禍の影響で学校側が大学生の受け入れが困難いうことで、教室形式 

とした。今までは学校のクラブ活動として手を挙げてくれないと参加できないという状 

況だったが、今回は市内全域から広く参加してもらうとして募集をかけた。来年度、学 

校の状況が整うのであれば、クラブ形式に戻したいと考えている。1回目は 20名ほど 

の参加があり、今まで実施していなかった学校の児童からも参加いただけたという良い 

面もあったが、2回目の参加者は少数である。多くの子どもたちから体験していただく 

ことを考えるとクラブ形式が望ましいのではないかと考える。 

【委員】   キャリア教育コースで、今年度から保護者サポーターに謝礼 3,000円を支払うことに 

したが、その効果はいかがか。 

【委員】  それぞれの学校で、保護者サポーターの選出方法が違い、公募するところは謝金が一 

つ重要な要素となっていた。学校によっては、役員がサポーターも務めることになって 

いる学校もある。いずれにしても、ありがたいといった声が聞かれた。 

【委員】   キャリア教育コースについて、昨年度の実施校が６校であり、今年度は４校に減った。 

実施を取りやめた学校の理由は分かっているのか？ 

【事務局】 明確な理由は分からない。昨年度申し込みをして、今回は実施しない学校は、第一 

     中学校と南中学校、西山中学校。新型コロナウイルス感染症の影響により、授業日数 

が限られてしまっていること、その中で、丸一日をいきいきゲームに割くことが難しか 

ったのではないかと推察している。 

（２）令和 3（2021）年度のかしわざきこども大学 予算案 【事務局】 

   令和 2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった事業が多くあった 

ことから、令和 3（2021）年度は感染症対策を講じながら、事業実施をすることを目的に予算案の 

編成を行った。そのため、コースの廃止や新設は行っていない。 

－質疑応答－ 

【委員】  いきいきゲームについて、来年度の実施校はすでに希望をとっているのか？ 

【事務局】 まだである。 

【委員】  実施していない学校への働きかけは、どのようにするのか。 

【委員】  例年は、年度初めに希望調査を行っているが、もう少し早い時期に PRすることも 

検討したい。1年間のカリキュラムが決まる時期との兼ね合いも考えて、教育現場の 

皆さんとも相談させてもらいたい。 

【委員】  先ほどの報告にもあったように、翔洋中等教育学校からも 1年生の仲間づくりの場と 



 4 

してもとても良いという声がある。そういう点も広めていただければと思う。 

【事務局】  以前は、校長会の場でいきいきゲームをしている様子を撮影したビデオを流したこ 

ともある。いきいきゲームを実施した学校からは、効果は絶大だと言われているので、

PRを考えていくべきだと思う。 

  【委員】    学校教育活動推進事業について、交付金になったことでの現場での反響はどうか。 

  【事務局】   総合体験コース・小中一貫教育・夢・感動の事業が一つになって、学校教育活動推 

進事業となった。そのため、学校として使える予算は減っている。学校は、やりくり 

しながら使っているので、今のところ効果的に活用できているとみている。 

－採決－ 

【議長】予算案についてよろしいか。 

【委員一同】 賛成 

 

（３）その他 

・かしわざき子ども育成基金 今後の推移【事務局】 

 今のペースで年 100万円ほど寄附いただき、今のペースで事業として活用することを仮定し

て計算すると、令和 8(2026)年には、マイナスとなる見込み。今後の進め方として事業をコン

パクトにして、長く続けていくという考え方もある。基金がなくなることと事業がなくなるこ

とはイコールではない。基金がなくなってもそれぞれの担当課で事業を実施することはできる。

今すぐ、何か変わるというわけではないが、今後子どもたちのために基金を活用してよりよい

事業をやっていきたいと考えている。 

    ・かしわざきこども大学運営協議会委員改選について【事務局】 

      委員の任期が 2年間であり、今年度末で今の任期が終わり改選となる。ぜひ、委員の皆さ

んには、次期の継続について前向きに検討をお願いしたい。 

      来年、1月に委員の公募をさせていただくので、ご協力願いたい。 

    ・各委員から 

     【委員】 ロボット工作コース、科学実験コースの実施団体は、どのように選ばれているか。  

        比角小学校の保護者の方で、技術を持っている方がいて、小学校で工作教室をやりた

いという気持ちがあり、昨日、6年生を対象にものづくり体験教室を行った。鉄工所

にお勤めの方で、マイスターとして技術を持っている方。小学校・中学校に出向いて、

授業中にものづくり体験の教室を広げていきたいという意向。内容としては、ガラス

のコップに傷をつけて、自分だけのコップを作るという活動だったが、子どもたちは

とても喜んでいた。 

         ボランティアで子どもたちに教えていきたいという団体があったときに、学校に選

択してもらう方法はないか。ロボット工作コースのように学校がクラブ活動として選

択するように、ものづくり体験教室として選択できる仕組みがあると良いと思った。 

【委員】 親子活動でやるのか。 

【委員】 親子活動ではなく、子どもたちだけの授業としての活動を想定しているようだ。 

【委員】  以前、学年委員として親子活動に何をしようか悩んでいたので、そういった情報 

が分かれば、お願いできたかもしれない。 

【委員】  親子活動でも出来るし、内容も対象の学年、時間、予算に合わせて考えてくれる 
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と言っている。 

【委員】  学校教育課で、人材バンクは集約しているのか。 

【事務局】 現状、そういった人材バンクはない。今ほどの話を聞くと、校長会の場で紹介

をしたい。 

【事務局】 文化・生涯学習課で人材バンクを作っている。今後、何か良い方法がないか考

えたい。ものを作ることに子どもたちが関心を持てるような教室だと思う

し、非常にいい話だと思う。 

【委員】  ロボット工作コースもあるが、ドリームコースは公募なので、そこに応募して

もらうこともあると思う。 

【委員】 どこかで教室を開きたいということであれば、ドリームコースに応募してもらう 

が、できれば小・中学校の授業でやりたいという希望でいる。興味があまりない子 

でも、授業でやってみることでこんなに面白かったのかと思うこともあるので、学 

校でやりたいという意向であった。 

４ 連絡事項【事務局】 

（１）子ども育成基金への寄付報告  

現在 487,075円の寄附をいただいている。 

9月 28日に北日本エンジニアリング株式会社から 150,000円の寄附をいただき、柏崎日報

に記事が掲載された。 

（２）今後のスケジュール 

 

５ 閉会 

【Ａ委員】 

放課後児童クラブで勤務している。今年度は、色々な事業が出来なかったり、出かけるの

もままならなかったりで、子どもたちもストレスが溜まっている様子。子どもたちが普段で

きない体験ができる、日常とは違う経験を積めるといった活動が出来るのは貴重なことだと

思った。 

【Ｂ委員】 

子どもとのかかわりは、親子だけではなく、学校や地域の人たちがいてこそ子どもたちが

色々と学んでいくと思っている。こども大学の事業の中では、親子だけではなくて地域の方

や大学生から教えていただける事業がたくさんあるので、基金がなくなったとしても、担当

課で継続的にやってもらえたら良いと思った。 

【Ｃ委員】 

新型コロナウイルス感染症の影響がありながらも、実施できることをしていただいてい

て、感謝している。令和 8（2026）年頃基金が尽きるということで、少し先のようでもあ

っという間に来てしまう気がする。何とか継続していけるような方法を考えていければ良

いと思った。 

また、子どもが中学 1 年生の時にいきいきゲームを体験して、とても良かったと言って

いるので、他の学校でも実施してもらいたいと思う。 
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       【学校教育課長】 

     こども大学の目指すものということで、「学校や家庭だけでは体験できないさまざまな活 

動を通し、子どもたちの生きる力を育みます。」「親と子が共に学び、共に育つ場を提供し 

ます。」という大事な目標が書いてあり、事業予算も 1,000万円ほどとなっている。 

     この会議は、市長の附属機関であり非常に重みのある会議で、皆さんから貴重なご意見 

    をいただいた。かしわざきこども大学の活動をやる前と後で子どもたちの変化があると 

思う。そういった成果を目指して今後の取り組みをさらに充実させていきたいと思う。 


