
   平成２９年度 「地域と学校ドリームプロジェクト支援事業」 実施報告書 

学番 2305 新潟市立新潟柳都中学校（中央区） 学級数 9 児童生徒数 246   

取組名 にいがた SIMOMACHI 探索ツアーガイド ～私たちはしもまち外交官～ 

取組のねらい 生徒がしもまちの魅力をガイドとして英語で案内し、地域の活性化に貢献する。 
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１ ≪新しい人のつながりを見つけたしもまちガイドツアー≫ 

 7 月 11 日（水）の夏の熱い日差しの中、かねてから準備してきた 

しもまちガイドツアーを実施しました。海外から留学している市内の 

専門学校生や地域在住の外国人の方々などに参加を募り、しもまちに 

ある歴史・文化的な場所を、生徒が英語でガイドをしながら一緒に巡 

りました。 

 ○特徴 

＜準備活動＞ 

 今年文化庁が発表した「日本遺産」に、北前船の寄港地として私た 

ちのしもまちも認定を受けました。NHK ブラタモリにも出演した野 

内隆裕さんにおいでいただき、講演をしていただきました。その後、 

しもまちにある名所・旧跡を調べ、説明を英訳したり、話す練習をし 

たりしました。 

＜広報活動＞ 

 たくさんの外国人の方に来ていただきたいと考え、広報係の生徒 

はポスターを作り、ケーブルテレビの放送局にお願いして CM をさ 

せていただきました。 

＜活動当日＞ 

 当日は約 30 名の参加者がありました。外国人の方々に一番好 

評だったのは、旧小沢家住宅でした。「Japanese Old House！」 

ととても興味をもっていただきました。途中の行程でもしだいに 

フレンドリーな会話ができるようになりました。 

２ ≪公民館や地域諸団体との連携≫ 

 「しもまちの良さを外へそして海外へ発信していきたい」とい 

う主旨に、公民館や地域の諸団体からご賛同・ご協力をいただき 

大変感謝しています。参加者の募集や取りまとめなどの運営面で 

は、公民館が HP を活用し、手伝ってくださいました。 
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１０月 29 日（日）、ウェルカム参観日は文化祭当日の午後に実施しました。 

・総合の全校発表会で、1 年生は「しもまち歩き学習」、2 年生は「職場体験学習」、3 年生は「地

域貢献プロジェクト」について発表しました。3 年生は新しい挑戦として、ガイドツアーの体

験談も語ってくれました。 

・地域の方々や保護者には、地域素材を生かした総合学習全体と、活力ある生徒の様子や学年を

追うごとに学びが高まっていく様子を感じていただけたのではと思います。 

○発表会の最後には、３つの地域団体から生徒へ感謝状を贈呈していただきました。 
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○成果 

 生徒は「しもまちの良さを学び、それを発信することで地域に貢献したい」というねらいをも

って、一生懸命に活動に取り組みました。活動を終えてみると、生徒たちは自分たちの活動に協

力してくださった参加者や、しもまちの様々な方々の優しさやあたたかさに触れることができ

て、「しもまちの良さを一番感じたのは自分たちだった。」と述べていました。この活動が、生徒

の郷土愛と地域に参画・貢献しようという意欲を育てるのに役だったと感じています。 

▲課題 

授業日の平日開催ということもあり、ツアーの参加者を集めるところに難しさを感じました。

地域の諸団体や市内の専門学校に快くご協力いただき、大変ありがたく思います。学・者・民の

融合を目指し、学校と公民館の連携体制を進めることができたのは、大きな一歩だったと思いま

す。来年度はさらに地域と連携する組織を整えていきたいと思います。 
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総合的な学習の時間 ＜学習のゴールイメージと仕組み＞

○小中連携の共同理念「しもまちから世界へ」 中学校総合『地域を学ぶ、地域に学ぶ、地域に貢献』

H29 年度のキーワードは「発信」 H30 年度は「貢献」「発信」

学校プロジェクト

「 SHIMOMACHI 探索ツアーガイド～私たちは SHIMOMACHI 外交官」

市教育委員会 ３年生「地域に貢献」 早川堀通り周辺まちづく

・学校プロジェクト加配 まち歩きガイド りを考える会

・地域と学校プロジェクト ・しもまちを訪れる外国人観光客を相手に名所旧跡や観 高橋様

地域教育推進課 光スポットをまち歩きガイドする。

各スポットの紹介映像 NSG カレッジリーグ

・タブレットの活用。ミニ演劇や Web ページなど。 国際外語・観光・エアラ

開港１５０周年委員会 しもまち観光マップ（英語版） イン専門学校 国際事業

（H29.4 ～県・市合同） ・しもまちの名所旧跡やお店、ご当 推進部 鳴海義孝様 日

地グルメ、名産品など 本語課相馬さちえ様

新潟市役所

国際・広報観光課朝妻様 修学旅行商人体験

協賛企業・CSR 活動

・清水建設 清水様

中央区教育支援センター ・外国人が日常的にしもまちで暮らすために必要な ・グランセナ 長瀬様

所長佐々木様 場所の案内

新潟市中央区役所 早川掘清掃活動

地域課小田様 早川掘・中央商店街七夕飾り活動 JTB 関東 猪口様

栄地区高齢者世帯ゴミ出し支援活動 ・外国人との交流企画

→生徒会活動へ ・広報活動

国際友好会館 ２年生 「地域に学ぶ」 旅行雑誌に新潟市中央区

・市内在住の外国人斡旋 職場体験学習 『しもまち』のページを

・体験レポート 作る。

・事業所の PR（ポップづくり）

新潟市中央公民館クロスパ 関西修学旅行事前学習 新潟シティガイド

ル 布施、野上様 ・北前船の寄港地 大阪堂島米市場 ・まち歩き学習事前学習

「地域と学校の連携事業」 で 「 新 潟 柳 都 藩 蔵 屋 敷 ～ 商人 体 への協力

・まち歩き学習の支援 験！」（仮） ・まち歩き当日のガイド

宿泊企画「お寺でゴ～ン」 ・関西の特色ある町づくり実践地域 ・みなとぴあガイド

中学生のボランティア参加。 の見学・町づくり学習

・小学生を連れて中学生が 町の活性化、観光化、高齢化、災害支援、防災 UX

まち歩きガイドをする。 １年生「地域を学ぶ」 中学校の取組を PR

まち歩き学習 ☆小学校取組を追跡取材

・まち歩きレポート 「さがんプロジェクト」

新潟市歴史博物館 信濃川左岸のまちづくり

みなとぴあ木村様 に関わる小学校の教育活

「新潟湊 150 周年記念誌」 動（ 3，4 年生の総合学習）

執筆協力 を追跡し、特別番組を制

作する。

小学校総合『下町から世界へ～大好き私たちの下町』
地域有識者 新潟日報

野内隆裕さん（保護者） ６年生 ・ツアー同行・取材

アドバイザー・講師 調べよう佐渡の歴史や文化

NHK ブラタモリでも案内 下町とともに生きる NCV ニューメディア

役を務めた地域研究第一人 私たちの日和山小学校 新潟センター小山様

者。地域プランナー・デザ ５年生 Web 発信

イナー 農業の魅力探検隊 ・学校 HP

わたしたちにできること 地域事業所とのリンク

田代雅春様（同窓会長） 感謝の気持ちを伝えよう 作成、市 HP とのリン

４年生 ク作成

岩崎保之先生（新潟青陵大 下町を砂から守る砂防林

学）スーパーバイザー ２分の１成人式をしよう ・You Tube, Twitter など

市内の多くの小・中学校の研 ３年生

究に関わる。総合やファシリ 日和山お宝たんけんたい

テーションの研究。 日和山の昔と今

２年生 生活科

地域教育コーディネーター

中学校 池野、山田、北村 １年生 生活科

小学校 小島、笠原

鳥屋野中

小中連携の取組

資料 H30.10.12

英語科授業
単元
「まち紹介」
「職場体験レポート」

英語科授業
単元
「クイズ」

英語科授業
単元
「まち紹介 Web ペー
ジづくり」

英語科授業

英語科授業

英語科授業 H31~

英語科授業 H31~
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☆コミュニケーション力（表現力・発信力）を育てる。地域への関心意欲をを育てる。下支えとして

＜英語科以外の教科での学習指導＞ ＜特別活動（学級活動・生徒会活動・部活動など）＞

・表現や発表の時間の工夫 ・生徒が発表する機会を工夫する

・話す・聴くの指導 ・話す・聴くの指導

・教科での地域に関わる単元開発（社会科など） ・地域社会に積極的に関わる生徒会活動

・ PC 部と生徒会本部による学校 HP の制作・更新

（情報モラル学習も）

・反省会やミーティングで自分の考えを述べる

資料 H30.10.12


















