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各位 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご

高配を賜り厚く御礼申し上げます。２００４年９月から２００５年８月まで実

施いたしました、「にいがたキッズプロジェクト パート３」の諸活動に関しま

して、ご報告申し上げます。  

謹白 

 

報告内容／MENU 

① テレビ放送活動（BSN ニュースワイド、GOGO キッズ王国） 

② ラジオ放送活動（大人未満カタログ） 

③ イベント活動  （HP から抜粋） 

④ 読み聞かせ活動（HP から抜粋） 

⑤ 新聞告知   （新潟日報） 

 
テレビ放送活動① 

BSN ニュースワイド 毎週木曜日 18:19～18:55 

・9 月 02 日 「おやつを知ろう」 

 子どもたちが大好きなスナック菓子の栄養価やカロリーは？クイズ形式で楽し

くスナック菓子の正しい食べ方の勉強をしました。 

（にいがたキッズプロジェクト主催「キッズの楽しいおやつ教室」の一部を紹

介） 

・9 月 09 日 「盲導犬が学校に」 

 新潟市の盲導犬ユーザー赤塚セツさんがパートナーの利リート上山小学校へ。

初めて見た盲導犬に対する子どもたちの反応などをお伝えしました。 

・9 月 16 日 「伝統芸能を練習」 

 新潟市民芸術文化会館が開いた“能の体験講座”に参加した子どもたち。能の

静かな舞いが他のどの習い事より楽しいと張り切って練習する様子をお伝えし

ました。 

・9 月 30 日 「ストローコンサート」 

 大人気のストロー伯父さんがユニークなストロー楽器で２重奏、３重奏を披露。 

 子どもたちも楽器作りに挑戦しました。 

（にいがたキッズプロジェクト主催「キッズ秋フェスティバル」の一部を紹介） 

・10 月 07 日 「夢はまんが家」 

 新潟市黒埼地区公民館のキッズマンガ教室は 10 カ月がかりでストーリー作り

や構成も学ぶ本格的な教室。子どもたちも真剣。 



・10 月 21 日 「世界のおもちゃで遊ぼう」 

  高柳町の子ども自然王国で開催の世界おもちゃ展。グッドトイに触って遊

べるほか、親子でおもちゃつくりもできる。 

・11 月 11 日 「小千谷の子どもたちに絵本と文具を」 

 アナウンサー読み聞かせキャラバンが小千谷市の 3 箇所の幼稚園保育園にお

邪魔し、県民から寄せられた絵本や文具をお届けした模様を放送。同行してい

ただいた新潟市レクリエーション協会会長佐藤さんによるレクリエーション活

動が子どもたちの笑顔を引き出し、一緒に参加した大人も元気になりました。 

・12 月 2 日 「被災地の保育所で読み聞かせ」 

 アナウンサー読み聞かせキャラバンが栃尾市の 2 箇所の保育園にお邪魔し、

県民から寄せられた絵本や文具をお届けしました。7 月の水害と 10 月の地震で

2度の大きな被害にあい、市民会館に間借りしている栃尾市の芳香稚草園に表キ

ャスターと高橋アナウンサーが訪ね、読み聞かせを実施した様子を放送。 

 

 これ以降は３月末よりスタートしたイブニング王国内の「GO GO キッズ

王国」を放送しました。 

   

 



GO！GO！キッズ王国

 

 

 

　　　◆4月25日～4月29日放送分◆
　　　流作場保育園(新潟市) 　 　  

　　　◆4月18日～4月22日放送分◆
　　　ゆたか保育園(新潟市) 　 　  

　　　◆4月11日～4月15日放送分◆
　　　新潟南保育園(新潟市) 

　 　  

　　　◆4月4日～4月8日放送分◆
　　　ゆたか保育園(新潟市) 

　 　  

　　　◆3月28日～4月1日放送分◆
　　　新潟南保育園(新潟市) 

　 　  

▼▼ back ▼▼
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GO！GO！キッズ王国

 

 

 

　　　◆5月30日～6月3日放送分◆
　　　新潟市立新津第二幼稚園 　 　  

　　　◆5月23日～5月27日放送分◆
　　　新潟市立新津第一幼稚園 　 　  

　　　◆5月16日～5月20日放送分◆
　　　新潟県立女子短期大学附属幼稚園 　 　  

　　　◆5月9日～5月13日放送分◆
　　　牡丹山幼稚園(新潟市) 　 　  

　　　◆5月2日～5月6日放送分◆
　　　沼垂幼稚園(新潟市) 　 　  

▼▼ back ▼▼
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GO！GO！キッズ王国

 

 

 

　　　◆6月27日～7月1日放送分◆
　　　新潟市立中之口幼稚園 

　  

　　　◆6月20日～6月24日放送分◆
　　　新潟市立西幼稚園 

　  

　　　◆6月13日～6月17日放送分◆
　　　新潟市立結幼稚園 

　  

　　　◆6月6日～6月10日放送分◆
　　　新潟市立新津第三幼稚園 

　  

▼▼ back ▼▼

Copyright(C),Broadcasting System of Niigata Inc. All rights reserved. 　→→　キッズプロジェクトTOP　←← 

http://www.ohbsntv.com/eveoh/kidsoh/kids06.html2005/07/05 15:21:32

http://www.ohbsntv.com/eveoh/kidsoh/index.html
http://www.ohbsn.com/kids/index.html


GO！GO！キッズ王国

 

 

 

　　　◆7月25日～7月29日放送分◆
　　　東明保育園(新潟市) 

　  

　　　◆7月18日～7月22日放送分◆
　　　神宮幼稚園 (新潟市) 

　  

　　　◆7月11日～7月15日放送分◆
　　　親松幼稚園 (新潟市) 

　  

　　　◆7月4日～7月8日放送分◆
　　　寺尾幼稚園 (新潟市) 

　  

　　　　　　　　BACK NUMBER→ 　4月　5月　6月

▼▼ back ▼▼
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GO！GO！キッズ王国

 

 

9月23日(金)をもって終了いたします。 

 

　　　◆8月29日～9月2日放送分◆
　　　寺尾幼稚園 

　  

　　　◆8月22日～8月26日放送分◆
　　　寺尾幼稚園 

　  

　　　◆8月15日～8月19日放送分◆
　　　親松幼稚園 

　  

　　　◆8月8日～8月12日放送分◆
　　　寺尾幼稚園 

　  

　　　◆8月1日～8月5日放送分◆
　　　親松幼稚園(新潟市) 

　  

　　　　　　　　BACK NUMBER→ 　4月　5月　6月　7月

▼▼ back ▼▼
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週刊☆オトナ未満カタログ

 

★　キッズニュース　★

7月24日放送
この春、中学生になった瞳ちゃんとお話ししました。小学校と違うのは、部活があることだそうで
す。瞳ちゃんは、華道部。お友達がいたことと、課程を修了すると名前がもらえるから、将来役に
立つと思ったそうです！スゴイ！週に一回、作品を制作しているそうですよ。一度、見てみたいで
すね☆ 

7月17日放送
BSN夏ラジオの詳細が決まりました。
7/30（土）ゲストは、鉄拳、セーラームーン。
7/31（日）は、はなわ、ウルトラマン。
場所は、新潟ふるさと村です。今から予定をあけておいてくださいね☆
そして、「南の島のハメハメハ大王」を紹介しました。♪ハメハメハ～ハメハメハ～ハメハメハメ
ハメハ～♪っていう曲です。誰ですか、「カメハメハ大王」だと思ってる人は？！ 

7月10日放送
「こども夏休みスペシャル　トキメッセで世界体験ツアー」を紹介しました。8/10（水）・１３日
（土）・20（土）・２６日（金）の４回開催。世界の遊びを体験したり、お昼はフランスやロシ
ア、イタリアなど６か国の味がいろいろ味わえるそうです♪民族衣装を着て写真撮影もできます。
お問い合わせは、新潟県国際交流協会 025-290-5650へ。 

7月3日放送
「新潟あそび場ガイド」を紹介しました。これは、新潟県に住むママたち「新潟たんぽぽクラブ」
が取材をして記事を書いたので、とっても役立つ情報がいっぱい。メイツ出版から県内の書店で販
売中です。 

6月26日放送
只今好評開催中の木下大サーカスを紹介しました。
番組から、４枚を１組にして５組チケットプレゼントします！ 

6月5日放送
キッズサポーターの女の子たちが新潟についてと、将来の夢について語りました。モデルや歌手、
タレントを目指すみんな。チャンスが多そうな東京へ、全員行きたいんだそうです。 

5月29日放送
えみりちゃん、あおいちゃん、ことみちゃん、ひとみちゃん、みくちゃんがファッションや制服、
腰パンについて語ります♪ 

5月22日放送
小学校６年生の琴美ちゃんのニュースを紹介しました。学級代表になったんだそうですよ。キッズ
サポーターの女の子５人のいろいろなお話も紹介。今日は、「メイク」についてでした。マスカ
ラ、リップグロスなど、自分専用のメイク道具も持っているみたいです！ 

5月15日放送
今日は、この春中学生になって新しい生活が始まった瞳ちゃんにニュースを紹介しました。キッズ
サポーターの女の子５人のいろいろなお話も紹介。生まれ変わったら男の子がいい？女の子がい
い？とか、親に言われてうれしいこと、やなこと、みんなに秘密にしていること！など。ヒヤヒヤ
ドキドキのお話が飛び出しました！ 

5月8日放送
5/28（土）スケーティングフェスティバルに出演する太貴（たいき）くん、妹子（まいこ）ちゃ
ん、ひかりちゃんがスタジオへ遊びにきてくれました。週に５回も練習をし、そのうち２日間は、
スケートリンクのある上越まで通っているそうです。当日は入場無料です。興味のある方、ぜひ応
援にいきましょう！ 

5月1日放送
キッズサポーターみくちゃんからニュースを伝えてもらいました。この春から高校生となったみく
ちゃんです。 
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週刊☆オトナ未満カタログ

4月24日放送
5/3まで開催中の中条町チューリップフェスティバルを紹介しました。 

4月17日放送
今回は、瞳ちゃん、由佳ちゃん、未来ちゃん、真澄くんの４人を紹介しました。キッズサポーター
の中でもいちばん年上のグループなので、将来の夢など具体的なお話も出てきました。みんな、夢
に向かって頑張っていますよ！ 

4月10日放送
先週から３回にわたって、キッズサポーター達を紹介しています。
先日、オーディションが開かれ、ラジオやテレビで活躍してくれるキッズサポーターが決定しまし
た。今回は、永美子ちゃん、うららちゃん、楓ちゃんの３人を紹介しました。キッズプロジェクト
のキッズ体操に出演してくれています。歌もダンスも大好きだし得意☆というメンバーです。 

4月3日放送
今日から３回にわたって、キッズサポーターを紹介します。先日、オーディションが開かれ、ラジ
オやテレビで活躍してくれるキッズサポーターが決定しました。
今回は、涼ちゃん、英美里ちゃん、葵衣ちゃん、琴美ちゃんの４人を紹介しました。とっても元気
がよくてノリノリでした♪お洋服も、みんなそれぞれ個性的でしたよ。 

3月27日放送
りゅーとぴあ演劇スタジオキッズコース「アプリコット」２００５春季公演のＰＲを美咲ちゃんに
してもらいました。作品は、シェイクスピアの「お気に召すまま」。４月から中学生になる美咲
ちゃんは、メインキャストの心の中を表現するエンジェルの役をつとめるそうです。衣裳は白くて
天使みたいだって。美咲ちゃんの将来の夢は「女優」。今回の公演も楽しみです！3/31から４回公
演予定です。 

3月13日放送
明日はホワイトデー。ホワイトデーは、１９８０年に誕生しました。 

3月5日放送
2/25付けの新潟日報にこの番組が載りました！日報の記者さんが取材に来てくれたんですよ。
学校の社会見学など、みなさんもスタジオへ遊びに来てくれるとうれしいです☆ 

2月27日放送
いよいよ今週はひなまつり。おひなさまの由来や、村上市の「町屋の人形様めぐり」について
ご紹介しました。 

2月20日放送
2/26（土）午後３時からは、三条市の県央地場産業センターでウィークエンドリクエストスペシャ
ルの公開生放送があります。ゲストは、ＲＡＧＦＡＩＲのボーカルパーカッションおっくんこと奥
村政佳さんです。石塚かおりアナも行きますので、お近くのかた是非来て下さいね！ 

2月13日放送
越路町立越路西小学校のあおいさん（４年）とお話ししました。ほたるロードで見た１００万匹
（！！！）のほたるなどを観察した日記を発表する会があったそうです。とってもはきはきと答え
てくれました。どうもありがとう！ 

2月6日放送
スキー・スノボの季節♪キューピットバレイで行われる「こども雪の冒険塾」を紹介しました。 

1月30日放送
親子で映画を観ることができるシステム、「ウィズ・キッズ・シアター」のご紹介をしました。 

1月23日放送
百合奈さん（新潟市/小4）とお話しました。ある創作童話コンテストで児童賞を受賞されたんです
よ。しかも、百合奈さんは去年に続いて二度目！！！今回のタイトルは「クウのできたてのほやほ
やの夢」、百合奈さんが夢で見たお話を小説にしたんだそうです。今後の百合奈さんに大注目！で
すね。 

1月16日放送
綾香さん（新潟市/小4）とお話しました。ミニバスを始めたら、マラソン大会の順位があがったん
だって。週に２，３回の練習がとっても楽しいそうです。将来は、バスケの選手になりたいんだそ
うです。がんばってね！ 

12月26日放送
第35回新潟県ジュニア美術展覧会を紹介しました。デザイン部門「特賞」受賞　たけしくん。絵画
部門「奨励賞」受賞　りょうじくんにちょっとだけインタビュー。ふたごの兄弟、ふたりとも受賞
なんてすごいね☆☆来年、長岡、柏崎、上越と展覧会が行われます。 
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週刊☆オトナ未満カタログ

11月28日放送
先日発表になった年末の紅白歌合戦出場歌手をちょこっと紹介。
みんなは、12/31の夜は何して過ごすのかな？ぜひぜひ教えてください！ 

11月21日放送
新潟市の小学5年生、理紗ちゃんから、バレエの発表会のニュースを教えてもらいました。理沙
ちゃんは、３歳の時からバレエを習っていうから、きっと上手に踊れるんだろうね。当日は「花の
ワルツ」（くるみ割り人形かな？）を踊るので、お花がいっぱいついた衣装を着るそうです。きっ
と、とってもかわいいんだろうね♪ 

11月14日放送
今月でなんと３０歳のお誕生日を迎えたキティちゃんについてご紹介しました。キティちゃんって
実は双子の姉妹だったってご存知でしたか？キティホワイトとミミィホワイトっていうんです。
誕生日は1974年11月1日。記念のボジョレーヌーボーまで発売される予定だとか。 

11月7日放送
今回はみなさんからのニュースがなかったので、 11/10（水）リリース、嵐のベストアルバム
「5×5」をご紹介しました。 

10月31日放送
10/24に行われた上越市立大町小学校の文化祭「大町わくわくフェスタ」の様子を６年生の池内さ
んに
お電話でお聞きしました。池内さんは１６６センチもある野球部のピッチャー。しっかりとお話し
てくれました。どうもありがとう！ 

10月17日放送
五泉小学校５年生の女の子３人のファッションチェックをオンエア☆
☆ゆかちゃん～この秋は、オレンジ色のパーカーを狙っているんだって。
☆まいちゃん～デニムが大好き。モデルさんや女優を真似てます！
☆ちひろちゃん～ブランドの洋服が欲しいな。
みんなは、この秋、どんなお洋服を狙っているのかな？ぜひ、番組に教えてね♪ 

→→　back　←←
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週刊☆オトナ未満カタログ

 

★　キッズホットライン　★

7月17日放送
久しぶりに質問が届きました。新潟市のゆうたくん（１０歳）から。「新潟にはどうして動物園が
ないの？」安塚町キューピットバレイの東さんにうかがいました。この夏、一ヶ月間だけ動物園が
開園します！！「わくわく動物園」。7/23～8/28キューピットバレイです。キリン、トラ、ライ
オンなど４０種類の動物がやってきます。安塚町の気候に慣れるため、もうすでにフラミンゴは到
着しているそうです☆フラミンゴは、あの片足で立つ綺麗な鳥。見てみたいね～。っということ
で、わくわく動物園のペアチケット（５組）を頂きました！欲しい方、番組までハガキ・メール・
ＦＡＸを送ってください。 

6月26日放送
今日は、ｷｯｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの新しい顔、實石（じついし）あずさアナが来てくれました。新しい絵本
「ちょっとそこまでいちへいこう」の読み聞かせをしてくれました。主人公はゆきちゃん。本はま
だ制作中ですが、完成しだいまた読み聞かせキャラバンであちこちをまわりますよ！おたのしみに
☆ 

5月1日放送
新潟市浩太郎くん（小４）から、「ジェットコースターはなんで落ちないの？」という質問にサン
トピアワールドさんから答えていただきました。ジェットコースターは、上・下・右・左の４か所
からレールをはさんでいるから落ちないそうです！６両のジェットコースターが基本ですが、３２
個の車輪がついているそうですよ。ちなみにサントピアワールドの恐竜ジェットコースターは、時
速７５キロも出るそうです！ 

4月24日放送
新潟市麻衣さん（小６）から頂いた「ドッグトレーナーになるには？」という質問に、新潟ドッグ
スクールの涌井さんにお聴きしました。ドッグトレーナーとは、犬の訓練士。日常の訓練はもちろ
ん、警察犬やフリスビー大会の訓練などを行います。最近は犬の種類が多くて大変だそうですよ。
また、来月、シェパード犬協会主催の全国大会があるので、月末から迫力ある練習が始まるそうで
す！ 

4月3日放送
今日はお休みして、3/5に行われたキッズサポーター達のオーディションの様子を放送しました。
５歳から高校生までのキッズたちが大集合。みんなはきはきと自分の意見を言っていました。来月
からひとりずつご紹介していきますので、お楽しみに♪ 

3月27日放送
今日はお休みして、3/5に行われたキッズサポーター達のオーディションの様子を放送しました。
５歳から高校生までのキッズたちが大集合。みんなはきはきと自分の意見を言っていました。来月
からひとりずつご紹介していきますので、お楽しみに♪ 

3月13日放送
池田真奈ちゃん（小５）からの、「アナウンサーってどんな仕事なの？大変ですか？」という質問
に、ＢＳＮの本間　香アナウンサーが答えました。テレビやラジオで見えるアナウンサーの姿は、
実際の仕事の量の１割にもなりません。とにかく、見えない部分の仕事がたくさんたくさんあるの
です！真奈ちゃんはアナウンサーになりたいのかな？今からできることは、好き嫌いをなくしてい
ろいろなことに興味をもって体験してみること！かな？いつか、一緒にお仕事しましょう！ 

3月5日放送
ひなちゃん（新潟市/小５）の「温泉とお風呂（水道水）は何が違うの？」という質問です。
安塚町雪だるま温泉の東部長に聞きました。温泉は地下からわきでてくるもの。わき出てくる途中
で、土の中のいろいろな成分がまざります。そして地球のまんなかはとっても熱いので、熱せられ
てお湯になるんです。ちなみに雪だるま温泉は、なめるとちょっとしょっぱいです。これは、安塚
町がむかしむかし、海だったから！びっくりですね！ 
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2月27日放送
亜佐美ちゃん｛新発田市/小４）からの「マンガ家になるにはどうしたらいいの？」という質問に
日本アニメ・マンガ専門学校の小池利春先生に答えていただきました。マンガ家になるには、今か
ら、日常の観察が必要だそうです。家族や友達の絵を描いたり、面白い話は絵にしてとっておくな
ど。絵ではなく言葉でメモるのでもＯＫ．そして、好きなキャラクターを真似て描いたり、その後
は、キライなもの、描きたくないものも描いてみるのが大切。マンガ家は、いろいろなものを描か
なければなりませんからね。夏休みには、気軽に参加できる「こどもマンガ教室」もあるそうで
す。今年はぜひ参加してみてください！ 

2月20日放送
龍太郎くん（新潟市/小４）からの「海と川の境目はどこ？」という質問に信濃川ウォーターシャト
ルの中村さんに答えていただきました。ずばり、海と川の境目は「萬代橋」なんだそうです！って
ことは、みなとぴあが出発点のウォーターシャトルは、海からスタートしているってことなんです
ね。びっくり。ちなみに、信濃川ウォーターシャトルは、春休み中小学生が無料になるってことな
ので、ご家族を誘って（大人同伴でのってください）出かけてみませんか？ 

2月13日放送
美貴さん（阿賀野市/中１）からの質問、「写真にかわいく写る方法を教えてください！」にＢＳＮ
の
本間 香アナウンサーに答えてもらいました。まず！手鏡が必要なようです。いろいろな角度から自
分の顔を研究してみよう！アゴを引くのがポイントみたい。そして、きっとかわいく見える角度が
あるはず！自分で見つけてみようね。テレビや雑誌を参考に、表情はもちろん、手の置き方や、足
の組み方も研究してみよう！ちなみに、本間　香アナは、芸能人の記者会見の映像がお手本だそう
です。そして、自然にさりげなくポーズが決まったら，大成功☆ 

2月6日放送
麻実ちゃん（新潟市/中２）の質問、「血は赤いのになぜ青く見えるの？」と、正輝くん（小５/新
発田市）の質問、「昆虫の血の色は青いの？」に新潟市、聖園病院の佐藤康行先生に答えていただ
きました。
血液の中にある血色素（へもぐろびん）が酸素と結びつくと、きれいな赤い色になるそうです。そ
して、心臓から動脈を通って酸素を送るのです。そして、酸素を体に送って、酸素がなくなった血
液は、黒色になって静脈を通って心臓へ帰ってきます。この血液は、皮膚を通して見ると青く見え
るんだそうです。赤い動脈は、大切なので体の奥にあった直接は見えないんだって。昆虫は、血色
素（ヘモグロビン）ではなく、血青素（へモシアニン）で、 酸素と結びつくと青い色になるんで
す。エビの卵はきれいな青ですもんね。他にも緑色の血をもった動物もいるんだそうです！ 

1月30日放送
みゆちゃん（新潟市/小５）「売れなくなった雑誌や本、ＣＤはどうなるの？」キッズプロジェクト
のメンバー、つたや書店南万代フォーラム店の堀口店長に聞きました。本は、作っているところと
売っているところ（店）があって、お店という場所を借りて本を売っているので、売れなくなった
ら、返品するんだそうです。逆に追加注文もＯＫ．ＣＤの場合も同じ。でも、どんどん発売される
雑誌と違って、いつ「売れない」と判断するかはお店しだい。お店ごとにどんな本がどれくらい売
られているかをみるのも楽しいかもしれませんね。 

1月23日放送
祥平さん（新津市・小５）の質問です。「外国人の人は目の色が違うけど、見え方も違うのです
か？」キッズプロジェクトのメンバー、山口眼科医院の山口雅之医院長がわかりやすく答えてくれ
ました。答えは「目の色が違っても同じ人間ですから、見え方は同じ」。目の色は虹彩（こうさ
い）の色で決まります。物を見るのは、虹彩の真ん中にある３ミリくらいの丸い瞳です。瞳を通し
て目の奥にある網膜（もうまく）という膜に目の前にあるものの像を映して見ているのです。この
網膜や形や色を認識（にんしき）する視細胞（しさいぼう）に人種差はないそうです。もし、人に
よって見え方が違ったら、世界中が混乱してしまいますね！？ 

1月16日放送
達也さん（三条市・小６）の質問です。「お菓子を買うとき、お店によっても日によっても値段が
違うのはどうしてですか？」良食生活館柏崎店の桜沢さんに尋ねました。お店としては、チョコレ
ートが好きな人にも、おせんべいが好きな人にも喜んでもらいたいので、今日は、チョコの日、み
たいな感じでサービスしているんだそうです。何をサービスするかはお店によって考えが違うの
で、お店によっても日によってもかわってくるそうですよ。 

1月9日放送
「どうしてお餅はふくらむの？」「どうしてお餅は焼くとやわらかくなるの？」サトウ食品の佐藤
常務にききました。まず、おもちは、もち米をふかしてついて作ります。平らにして四角く切ると
切りもちのできあがり。もち米にふくまれる「でんぷん」が、もちをつくことで空気をふくみ、や
わらかくなります。そして、水分があたためられて水蒸気になるとふくらむんだよ。 
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12月26日放送
新潟市のゆうくんからの質問です。「雲にのることはできるの？」さあ、あなたはどう思います
か？ズバリ、答えは「できません」(TT) 今日は、新潟地方気象台の関峰男さんに聞きました。雲
は、ちいさな水滴があつまったもの。水滴だから乗ることはできないんだ。雲のツブが大きくなる
と雨になって地上にふってくるんだ。雲にのることはできないけど、雲の中を通ることはできる
よ！飛行機にのると雲の中を通ったりするけど、山登りをした時に、まわりが真っ白くなったりす
るときあるでしょ？あれは下から見ると、雲の中にいるように見えるんだって。おもしろね♪ 

12月19日放送
新潟市の里香さん（8歳）の質問です。「サンタさんは本当にいるの？」さあ、あなたはどう思い
ますか？ズバリ、答えは「いる」んですよ☆今日は、日本にただ一人という公認サンタクロース★
パラダイス山元さんに電話でお話を聞きました♪（ちなみにパラダイス山元さんはラテン音楽の第
一人者。　あと、おもちゃ屋さんでマンボ！といって踊る盆栽のおもちゃ知ってる？このマン盆栽
を考えた人なのです！）サンタさんは、夢の中で今日あったこととか、頑張ったこととかを報告す
るととってもうれしいそうです。そして、もちろん良い子にしているときっときてくれるはず！
「靴下をぶらさげておけば来る」なんて言うのは日本だけみたい。ドイツやスイスでは、怖いサン
タもいるんですって～。大人になるとこない、とも言われているけど、それは、来なくなった理由
がきっとあるはず！だって。さあ、もうすぐクリスマス。ちょっとだけ良い子になって、サンタさ
んにどんどん報告しちゃおう！今日のサンタさんは、20日（月）に被災地の幼稚園や小学校に来て
くれるそうですよ☆☆☆ 良い子にして待っていよう！ 

12月5日放送
康太くん（11歳）からの質問、「友達はみんなゲームをしていますが、僕の家では禁止されていま
す。友達になれなくて困っています。どうすればいいでしょうか？」に、新潟市立鏡淵小学校の橋
本定男校長先生から、お答えいただきました。ゲーム以外のことでも、いろいろ応用がききそうで
す。 ①僕の家では「ゲーム禁止」というルールがあることを皆に言う。 ②学校では、「聞き役」に
まわる。次はどうなるの？どうすれば勝てるの？などと・・・。 ③すると、きっと仲間に入れるは
ず！ 

11月28日放送
美沙さん（9歳）からの質問、「大人になったら何になりたい？と聞かれても、何になりたいかわ
かりません。いつごろわかりますか？」に、新潟市立鏡淵小学校の橋本定男校長先生から、お答え
いただきました。なりたいものを紙に書いて、それは、変わってもいいんだって。今日は、保育
士、明日になるとケーキ屋さん、というふうに、決めて、変わって、決めて、変わって・・・と繰
り返していくと、将来なりたいものが見えてくるはず！ 

1月21日放送
新潟市立鏡淵小学校の橋本定男校長先生から、まず、「イカのお寿司」のお話をしていただきまし
た。・知らない人について「イカ」ない。・知らない車に「ノ」らない。・何かあったときは、
「お」お声で叫ぶ！・「ス」ぐ逃げる！誰かに、「シ」らせる！そして、もうひとつのお話は、
「先生と合わないみたいだけど、どうしたらいいのかな」というお話。合う、合わないは、人間な
ら誰でもある自然な感情。もし、先生と合わない、先生に気付いて欲しい・・・、っていう時は、
紙にひとこと「私に気付いて下さい」とか「私をわかってください」って書いて、先生の靴箱など
に入れておけば、先生もきっと歩み寄ってくるはず、だそうですよ！ 

11月14日放送
新潟市の田辺明日香さんからメールをいただきました。「どうして学校へ行くの？」という質問で
す。
今回も、新潟市立鏡淵小学校の橋本定男校長先生にお答えいただきました。
①学校へ行きたいけど嫌なことがあっていきたくない。
②ふと、なんで学校へ行くのかなと疑問に思った。どちらかで大きな違い！
①の場合は、その行きたくない理由を番組あてに教えてください！しっかりお答えしたいと思って
います。
明日香ちゃん以外にも、悩んでいる人がいたらそっと相談してみてください！ 

11月7日放送
新潟市立鏡淵小学校の橋本定男校長先生から被災地の子供達へメッセージをいただきました！
怖いって思ったら、　思いっきり大人に甘えちゃえ！って言ってくれたよ。子供達の笑顔は何より
大人のみんなを元気にしてくれるんだって。 

10月31日放送
晴香ちゃんから「学校へ何を着て行ったらいいかわからない！」というメールを頂いたので、この
秋冬のファッション情報を、新潟伊勢丹の中村さんに聞きました。みんなは最近、どんな洋服を
買ったのかな？ぜひ、教えてください！ 
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10月17日放送
10/3・10/10に出演してくれた新潟市立鏡淵小学校の橋本定男校長先生。
お話がとっても面白くて優しい校長先生です！特技は、怪談話なんだって～っ！何百も話ができ
るって言うから、
いつか怪談話特集をしようかなと思ってるよ。みんなは、怪談話が好き？興味ある？やだ？こわ
い？・・・
でも聴きたい？

新潟市の由貴ちゃんから～　「友達が友達の悪口を言っている。注意したいけどどうしたらい
い？」
橋本校長先生は・・・？
「由貴ちゃんは優しい！だって友達思いだもん。
方法は３段階
①悪口を聞いたら、悲しい顔をする ②何か言いたいけど言えない顔をする ③悪口を言っている友達
のいいところを言ってあげる。
由貴ちゃん、応援しているよ！ 

→→　back　←←
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★　童謡歌おう！　★

7月24日放送
文部省唱歌（作詞・作曲とも不詳）の「われはうみのこ」を紹介しました。
♪わ～れはう～みのこ、しらなみの～♪ 

7月17日放送
18（日）は海の日ということで、♪海は広いな、おおきいな～の「うみ」を紹介しました。 

7月10日放送
柏崎市のさやかさんからのリクエスト。子供の頃に読んだ絵本の竜宮城や玉手箱の挿し絵がとって
も綺麗でわくわくした想い出があるそうです。リクエストは、「浦島太郎」♪ 

7月3日放送
新潟市のももかちゃんのママからリクエストいただきました。♪グリーングリーン青空には小鳥が
歌い～という歌です。曲名はそのままで「グリーングリーン」。 

6月26日放送
６月はジューンブライドということで、「花嫁人形」を紹介しました。作詞は、現在の新発田市生
まれの
蕗谷虹児（ふきやこうじ）。新発田市に記念館もありますよ。 

6月19日放送
さかなクンと一緒に「めだかの学校」を紹介しました。最近あまり見かけなくなっためだか。発
見！と思ってもグッピーだったりするとか・・・。めだかの泳いでいる川はきれいな川。どうして
いなくなっちゃったのかなぁ。 

6月12日放送
「かわいいさかなやさん」を紹介しました。さかなクンは、魚が大好きで高校時代には魚屋さんで
アルバイトをしていたそうです！ 

6月5日放送
リナちゃんママからリクエストで、「とんでったバナナ」を紹介しました。♪ばななんばななんば
ななん♪ 

5月29日放送
「山の音楽家」を紹介しました。ドイツ民謡が原曲なんですが、歌詞は♪私は音楽家、バイオリン
が弾ける、ティンパニがたたける、フルートが吹ける・・・・、と楽器がたくさん出てきます。で
も日本の歌詞は、リスやウサギ、タヌキなんですよ。 

5月22日放送
「クラリネットをこわしちゃった」を紹介しました。フランス民謡から伝わったものです。なん
と！オパが「歩く」、キャマラドが「仲間たち」という意味のようです。♪オパキャマラド、パ
キャマラド～♪ 

5月15日放送
「ちょうちょう」を紹介しました。ドイツ民謡という説とスペイン民謡という説などいろいろ。
歴史を知るって面白い！ 

5月8日放送
「ドレミのうた」をとりあげました。もともとは映画サウンドオブミュージックでも使われた英語
の曲。ＢＳＮかぎとみ徹パーソナリティも子供の頃、英語でよく歌っていたそうです。英語でもド
レミで、意味もちゃんとあるんですよ。おもしろ～い♪ 

5月1日放送
今日は、「こいのぼり」を２曲紹介しました。♪屋根より高い～・・・と♪いらかの波と雲の波
～・・・という２曲あるんです。みなさんは、「こいのぼり」というとどちらを思い浮かべます
か？ 
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4月24日放送
今日は、「春の小川」を紹介しました。東京の代々木と渋谷を流れていた河骨川（こうぼねがわ）
をモチーフに当時、近くに住んでいた高野辰之が作詞しました。 

4月17日放送
今回は、4/9朱鷺メッセで行われた「新潟県中越地震復興支援コンサート～がんばれ新潟にっぽん
夢の応援歌」で「ふるさと」を歌ってくれた新潟私立青山小学校合唱部のみなさんを紹介しまし
た。新潟県で一位をとったというだけあって、大きなステージも慣れている様子。息のあった歌声
を会場に響かせていました。なお、このコンサートの様子は、4/23午後１時からＢＳＮラジオで放
送します。こちらもお楽しみに。 

4月10日放送
今月から始まった童謡を紹介するコーナーです。ラップ調のタイトルコールは、キッズサポーター
の４人の声です。今日は、「さくらさくら」を紹介しました。

4月3日放送
ラップ調のタイトルコールは、キッズサポーターの４人の声です。
今日は、新潟県の花「チューリップ」を紹介しました。

→→　back　←←
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★　ＴＡＨＴ’Ｓ　Ａ　ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ　ＮＡＭＥ　★

7月17日放送
今日は、達輝（たつき）くん、１４歳、佳子（かこ）ちゃん、１２歳、旭菜（あきな）ちゃん、４
歳、のママとお話ししました。みんなお世話になっている神主さんに名づけてもらったそうです。
リクエストは、ソフトテニスに夢中になって、真っ黒に日焼けしている、佳子ちゃんえの応援歌
「オレンジレンジ/洛陽」です♪ 

7月17日放送
新潟市の珠里（じゅり）ちゃんのママとお話ししました。珠里ちゃんは、４月に産まれたばかり。
パパにもママにも似ているそうですよ。珠里ちゃんの「珠」は、真珠の「珠」☆珠里ちゃんは、宝
物であり宝石のようでもあるから、大切なもの・ことを理解できるようにとパパが名づけたそうで
す。きっと、真珠のように優しくかわいく育つんだろうな☆ 

7月10日放送
新潟市の愛実（あみ）ちゃん６歳のママとお話しました。名付け親はママ。「愛が実る」と書くの
は、女の子は、優しい人にめぐり合って、大切にされることで、一生幸せになれるから、だそうで
す。これはママの経験談かな？？とってもかわいいお名前ですね☆ 

7月3日放送
新潟市の涼（すず）ちゃんのママとお話ししました。涼ちゃんがおなかにいる時、ママは大変で、
ほとんど入院していたんだそうです。元気にかわいくうまれてきて良かったね☆パパが「涼」とい
う字を使いたくて、でも、「りょう」だと男の子みたいだから、かわいく「すず」にしたそうで
す。踊りが大好きだというすずちゃん、将来はアイドルを目指すそうです！ 

6月26日放送
新潟市の達也くん（中１）のお母さんとお話ししました。名付け親は、ママ。ママは、西城秀樹の
大ファンだそうです。子供の頃見ていたドラマで、秀樹が演じていた役が「達也」だったんですっ
て☆達也くんは、味にうるさく食事も自分でつくったりするそうです。将来は、飲食関係のお仕事
につきたいそうです。がんばって、達也くん！ 

6月5日放送
舞奈美（まなみ）ちゃん３歳のママとお話ししました。明るく元気に素直に育って欲しいという願
いをこめてパパが名づけたそうです。舞奈美ちゃんは、只今トイレトレーニングの真っ最中。がん
ばって！ 

5月29日放送
優希（ゆうき）ちゃん/５歳のママとお話ししました。男の子でも女の子でも「ゆうき」という名前
にするつもりだったそうです。女の子だったので、やさしい子に、と優希ちゃんになりました。何
でも食べて、ブランコやかけっこなど動くことも大好きな女の子だそうです☆ 

5月22日放送
涼夏（すずか）ちゃん/８歳、薫春（かおる）くん/６歳、舞冬（まふゆ）ちゃん/２歳のパパとお話
しました。
涼夏ちゃんは、夏に涼を求めるように人から必要とされるように・・・・、薫春くんは、冬に春の
訪れを求めるように、人から必要とされるように・・・、舞冬ちゃんは、閉じこもりがちな冬で
も、明るく振る舞い皆に元気を与えられるように・・・、と願って名づけられたそうです。 

5月8日放送
岳（がく）くん/４歳のパパとお話ししました。パパはスキー１級の腕前！そこで雪山の峰々の山岳
から
岳くんと名づけられました。苗字が金山なので、本当に「山岳」なんですよ。 

5月1日放送
梨織ちゃん（１歳）のママとお話ししました。３文字の名前だったママは、２文字の名前をつけた
かったそうです。姓名判断も用いて３３通りの中からパパが選びました。パパが美容師なので、梨
織ちゃんにも美容師になってもらいたいそうです！ 
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4月24日放送
勇斗（ゆうと）くん（８歳）と颯斗（はやと）くん（５歳）のママとお話ししました。
ママとパパが別々に名前を考えて、見せあいっこしたら、偶然同じ名前があって、それが勇斗くん
だったそうです！勇気を持った優しい人に育って欲しいそうです。颯斗くんは、爽やかに勇ましく
育って欲しいという願いが込められています。パパが名づけたそうです。家族みんなが五泉市出身
の落合みつをさんが大好きなんだそうです。 

3月27日放送
理乃（りの）ちゃん（６歳）、妃乃（きの）ちゃん（３歳）のお母さんとお話しました。理乃ちゃ
んは、かしこく育ってほしいという願いがこめられている名前。実際、自分ひとりでかんがえて行
動できる、控えめでかしこい女の子だそうです。妃乃ちゃんは、美しく貴賓のある人に育って欲し
いという願いがこめられています。実際の妃乃ちゃんは、男の子っぽくて元気いっぱいだそうで
す。 

3月13日放送
亜久里（あぐり）ちゃん、亜実（あみ）くん、亜友美（あゆみ）ちゃんのお母さんとお話ししまし
た。一度聞いたら忘れない、印象的な名前にしたそうです。みんなにアジアの亜がつきます！これ
は、３人がオトナになる頃には、世界の中心はアジアなのでは？ということから付けられたそうで
す。将来は、自分らしさを大切にし、感謝の心を忘れないあたたかい人になってもらいたいそうで
す！ 

3月5日放送
花音（かのん）ちゃん、天樹（たかき）くん、陽太（ようた）くんのお母さんとお話ししました。
花音ちゃんは、花や音楽のように誰からも愛され、癒してくれる人になれるように、天樹くんは、
天まで伸びる大きな樹木のイメージで、陽太くんは、自然とたくさんふれあってのびのび育つよう
に、という願いをこめて名づけられたそうです。３人は、ママにおこられると姉弟どうしでかばい
あう、仲良し３人組だそうです♪ 

2月27日放送
翼帆颯ちゃんのママとお話ししました。何て読むかわかりますか？つ・ば・さちゃんと読むので
す！まだお腹にいる時に、お医者さんから男の子だと言われていたそうです。そこで「翼」という
名前を考えていたら、実は女の子。そこで、海をイメージする帆や、すがすがしい風をイメージす
る颯という文字をつけたそうです。とっても素敵な名前ですよね。将来は自分の思うように、悔い
のないように生きていって欲しいそうです。 

2月20日放送
健人（けんと）くん（もうすぐ４歳）のママとお話ししました。名付け親はパパで、健康に育つよ
うにという願いと、国際的にも通じる名前にしたいということで、字画も考えて名づけられまし
た。ケントくん、外国にもいるもんね。ママとお話しをしている間もケントくんの元気な歌声が聞
こえてきました。願いどおり、お友達と外で遊ぶのが大好きな元気な男の子に成長しているそうで
す。

2月13日放送
汐海（しおみ）ちゃん（１１歳）と匠（たくみ）くん（８歳）のママとお話ししました。パパとマ
マは海が大好きだから、汐海ちゃんという名前にしたそうです。ひらがなにすると、「しおみ」で
女の子らしいやわらかい感じになるのが気に入ったみたい。匠くんは、共通の響きがあるというこ
とで、「たくみ」と名づけられました。将来は、自分のことを自分で考えて決められる人になって
もらいたいそうです！

2月6日放送
健之介くん（阿賀野市/０歳）のママとお話ししました。パパもおじいちゃんも「健」という字を
使った名前なんだそうですよ。最近いろいろな名前があるけど、昔風の名前にしたかったんだそう
です。将来は、子供らしく元気に素直に育っていって欲しいそうです。

1月31日放送
流貴（りゅうき）くん（新潟市/もうすぐ１１歳）のお母さんとお話ししました。「流」という文字
は、水が流れる川のイメージ。「貴」は、自分らしく人生を貴重に生きて欲しいという願いがこめ
られています。流貴くんのニックネームはＪＵＭＰ。国際交流をしていろいろな経験をしているそ
うです。去年は、韓国へホームステイもしてきたそうですよ。そして、なんと！１８か国語しゃべ
ることができるそうです！！！すごい☆☆☆ 

1月23日放送
歩乃華（ほのか）ちゃんのお母さんとお話しました。「華やかに歩いていって欲しい」という願い
が込められているそうです。とってもかわいい名前ですよね☆将来は、元気にすくすくと育って
いって欲しいし、やさしい女の子になって欲しいそうです。 
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1月16日放送
新潟市の小麦ちゃん（１０）小夏ちゃん（７）小雪ちゃん（３）のお母さんとお話しました。もと
もと女の子には、「小」という漢字をつけたかったんだそうです。春うまれの小麦ちゃんは、麦の
ように強くまっすぐ、夏うまれの小夏ちゃんは、元気いっぱいエネルギッシュに、冬うまれの小雪
ちゃんは、やさしくあったかく・・・、という願いがこめられているそうです。と～ってもかわい
い名前ですよね！実際もかわいい三姉妹なんでしょうね☆

1月9日放送
新潟市の賢登（けんと）くんのお母さんとお話しました。お母さんが、スーパーマンのクラークケ
ントが大好きで、ケントと名づけたそうです。ちなみにいとこのお姉ちゃんは、鉄腕アトムから
「うらん」ちゃんと言うそうです。賢登くんは、お父さんとテニススクールに通っているんだっ
て。きっと、かっこいいんだろうなぁ☆ 

12月26日放送
新潟市の暁響（あき）ちゃん（10歳）のママとお話しました。とっても珍しい、かわいい名前だけ
ど、朝焼けのきれいな日に産声をあげたから、暁響ちゃんって言うんだって。妹思いの優しい女の
子に成長しています。将来は、ペットショップのお姉さんになりたいそうです！ 

12月19日放送
新潟市の風花（ふうか）ちゃん（2歳）のママとお話しました。名前の由来は、響きが優しくてか
わいいから。 1700グラムと小さく産まれた風花ちゃんですが今は、テレビを観ながら元気に歌っ
たり踊ったりしているそうです。お気に入りは「マツケンサンバ」♪歌って踊るふうかちゃん、
きっと、とってもかわいいんだろうね☆ 

12月12日放送
新潟市の佳穂（かほ）ちゃん（７歳）のお母さんとお話しました。妊娠している半分は入院してい
たというママは、佳穂ちゃんが元気に産まれた時はとっても嬉しかったそうです。稲穂は実がなる
とこうべをたれるでしょ？そんな稲穂のように謙虚に育って欲しいんだそうです。佳穂ちゃんは
とっても優しくて、将来は看護士になりたいそうです！ 

12月5日放送
新潟市の亜依（あい）ちゃん（３歳）のお母さんとお話しました。一週間遅れで産まれてきた亜依
ちゃん、ママの名前の一字をとって「愛」ちゃんにしようとしたけど、画数がよくないので、亜依
ちゃんになったそうです。明るくのびのびと育って欲しいという願いどおり、パパと一緒にマツケ
ンサンバを踊ったりする元気でかわいい女の子だそうですよ♪ 

11月28日放送
今日は、新潟市の優奈（ゆうな）さんのお母さんとお話しました。優しい女の子に育ってほしいの
と、ご両親が体育会系なので何かスポーツで優勝してほしいと思って、優勝の優の字をつけたんだ
そうです。３人でソフトバレーをやったりする、アクティブな仲良し家族でした！ 

11月21日放送
今週はお休みして、地震の被害にあった小千谷市などの幼稚園に絵本の読み聞かせに行ってきたＢ
ＳＮの本間　香アナウンサーにお話を聞きました。読み聞かせをするだけではなく、レクリエー
ションなどで一緒に楽しく遊んできたみたいですよ。みんな、早く元気になってくれることを願っ
ています！ 

11月14日放送
和人（かずと）さんのお母さんに聞きました。和という文字は、なごやかな・・・意味があり、響
きもいいのでこの名前に決定したそうです。ゆりちゃんとみほちゃん、ふたりの妹さんがいる和人
さん。家でも、ＹＵＭＥ日和を仲良く歌っているんだって。きっと優しいお兄ちゃんなんでしょう
ね！ 

11月7日放送
新潟市の謹太（きんた）くん（4歳）と円子（まるこ）ちゃん（7歳）のお母さんがスタジオに来て
くれました。みんな１０月産まれなんだって。ふたりの名付け親はおとうさん。なんと！まるこ
ちゃんは「シャトーマルゴー」、きんたくんは「ポルトガルのポートワイン」、つまりワインの名
前が由来。おかあさんが漢字をあてはめたんだそうですよ。

10月31日放送
将貴（まさき）さんのお母さんが登場。プロゴルファーのジャンボ尾崎（将司）さんと貴乃花から
一文字ずつもらったそうです。強くたくましく育って欲しいんだって。実際、将貴さんは、サッカ
ーが上手なスポーツマンに育っているそうです！将来が楽しみですね♪

10月17日放送
佳奈子さんのお母さんが登場。女の子だから響きがきれいで、優れた子に育つよう願って名づけた
そうです。「子」がつくのは最初は気に入らなかったみたいだけど、佳奈子さん、今では大好きな
名前だそうです。 
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10月10日放送
雅斗（まさと）さんのお母さんが登場。今日が１１歳のお誕生日。家族はみんな「マ」がつくんだ
そうです。 

10月3日放送
夏樹さんのお母さんが登場。ブナの大きな木のようにたくましく優しく育って欲しいんだそうで
す。 

→→　back　←←
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BSN_キッズ秋フェスティバル！当日の様子

たくさんの親子が参加した、キッズ秋フェスティバル。
2004年9月26日はBSNの本社全館、子どもたちのコミュニケーション広場

としてまさに“こどもの国”になりました。会場“ところせまし”と約1,100名の皆さんが、
いろいろなアトラクションを楽しんでいただきました。 

  

   

神谷徹さんの妙技と参加した皆さんが作ったストロー笛体験 

  

   

元気に踊ったね！すぎもと先生から教わったポイントを忘れずにね！ いっぱい作ってもらいました☆ 

 

   

みんなで楽しく作りました。完成した作品はBSNロビーで展示中！是非いらしてください。 

http://www.ohbsn.com/kids/autumn/autumn_after.html (1/3)2004/11/29 13:00:53



BSN_キッズ秋フェスティバル！当日の様子

　

 

 

  

伊勢みずほアナもカメラも
スタンバイOK！

８８名のお友達が参加してくれまし
た。 

 

  
初お目見えの中継車。これで生放送も
録画もしちゃえるんです。体験した皆

さんは本当に感動していました。 

 

キッズ列車に乗って、ロータリーを周遊。ふわふわも楽しんで、中継車も体験！ドリンクサービスもご用意しまし
た。 
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キッズ春フェスティバルのときよりもより多くの皆さんに、ご来場いただきありがとうございました。今
回はより小さなおともだちが楽しめるような内容を中心に、アイテムをそろえました。 次回はどんなお
たのしみでお届けできるかな？また、こんなものを用意してほしいなど、ご希望がありましたら、どんど
んご意見ください。もしかしたら、いただいた意見が採用されて、見たいアトラクションやコンサートな
どが開催されるかもしれません。キッズプロジェクトは、子どもたちのためになるだろうというものをた
くさん考えています。なるべく多くのご提案をしたいと思いますので、皆様からの積極的なご意見をまっ
てまーす！ 

■□■　協 賛　■□■
にいがたキッズプロジェクトプレミアムメンバーズ

アサヒアレックス㈱、㈱アルファホーム、新潟リコー㈱、㈱トップカルチャー
岩船屋、新潟情報ビジネス専門学校、平成トリミングスクール
(社)新潟県トラック協会、ろうきん、㈱福宝、㈱鳥屋野不動産

㈱レントオール新潟、良食生活館、㈱北都、しなの薬局グループ 

＝＝ BACK ＝＝ 
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BSN＝＝にいがたキッズプロジェクト活動記録写真展＝＝

 

これまで実施してきた、イベントやアナウンサー読み聞かせキャラバンなどの記録写真を
BSN本社ロビーで展示中です。同時にオリジナルグッズ、創作絵本などにいがたキッズ
プロジェクトから子どもたちへプレゼントしてきたものや、実際にイベントで作った
ゲルマラジオ/紙粘土オブジェなどを展示しております。また、最新のものとしては、
被災地支援活動のアナウンサー読み聞かせキャラバン時の写真も展示しております。
同時に、BSNプルグッズや大きなプルバルーンも展示しておりますので、
BSNファン必見です。ぜひご覧ください！ 

　 　　　　　 　会場 ： BSN本社ロビー（新潟市川岸町3-18）
　　　　　 　 　会期 ： 2005年1月9日（日）まで開催予定
　 　お問い合わせ ： にいがたキッズプロジェクト事務局
　　　 　　　　　 TEL：025-230-1518 

＝＝ BACK ＝＝
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親子ふれあい体験ツアーinキューピットバレイ

 

 

2005年2月26日・27日（土・日）に、親子ふれあい体験ツアーinキューピッドバレイが開催されました。 

キューピットバレイ様のご協力により、今年も無事にツアーを終えることが出来ました。
キャンドルロード制作に雪遊びにと、大人も子供もみんな一緒になって楽しい思い出を

作ることができました。地域の皆さんの親切な指導と温かい心遣いに、参加の皆さんもそして
スタッフもみんなうれしい気持ちでいっぱいでした。来年は是非、あなたも一緒に…。

　 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

みんなでキッズ体操
踊りました！

楽しかったね♪ 

寒かったけど
とっても楽しかったよね！☆
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雪の中の花火★
きれいだったね！！ 

いろいろ体験したよね☆

■特別協賛：にいがたキッズプロジェクトプレミアムメンバーズ(順不同)■
アサヒアレックス㈱/㈱アルファホーム/岩船屋/㈱キャリアステーション/しなの薬局グループ

㈱鳥屋野不動産/トップカルチャー蔦屋書店/新潟リコー㈱/新潟情報ビジネス専門学校
(社)新潟県トラック協会/にいがた調剤薬局グループ/仏壇・墓石の福宝/平成トリミングスクール

㈱北都/良食生活館/㈱レントオール新潟/ろうきん
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萬代橋探検隊＝当日の様子＝

 

3月29日（火）は、春にもかかわらず冬型の気圧配置の影響で、
時折強風の吹く荒天でした。しかし、探検隊に参加した子どもたちは

元気いっぱい。 探検スケジュールを無事に終了し、
晴れて「萬代橋探検隊正規隊員」になりました！！

探検内容は、是非写真でお確かめ下さい。 

　　萬代橋探検隊写真展を開催します！！→→詳しくはコチラから←← 

  

■ オリエンテーションにて萬代橋博士紹介 ■ ■　探検隊バス　■ 

  

■　みなとぴあ探検！　■
初代萬代橋は通行料が1銭（現在価値で約1,000円）。

渡し船の料金ほうが安かった。現在の信濃川の幅は当時の約1/3なんですって！ 
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萬代橋探検隊＝当日の様子＝

  

■　萬代橋をわたろう！　■
萬代橋の中には水道管、電線、ガス管など生活に欠かせない「ライフライン」が通っています。

また橋のコンクリートは夏に延び冬に縮みます。それを測る点が萬代橋の歩道にいくつかあります。 

  

■　萬代橋・柳都大橋資料館見学後、昼食へ　■
みんな持参のお弁当を食べた後は、萬代橋の模型で現在の萬代橋についておさらい。 

  

■　ITSコクピット見学　■
新潟国道事務所の中にあって、国道7号・8号・49号をリアルタイムに監視しています。

なかなか見学できない場所なので、隊員もすごく感動していました。 
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萬代橋探検隊＝当日の様子＝

  

■　朱鷺ﾒｯｾ展望台からの見学　■
兄弟橋の柳都大橋を眼下に、その向こうには萬代橋が。

隊員はいいロケーションからの写真撮影をしていました。 

  

■　最終行程、信濃川ウォーターシャトルから萬代橋のお勉強　■
みんな船上から写真を撮影！みんな船の上で大騒ぎ。

興奮冷めやらぬまま隊員は集合場所のBSNへ。
最後に博士にお礼を言って解散となりました。 

■□■□

総勢38名の参加で（5人の隊員は残念ながら病欠）、 
元気に楽しく萬代橋を探検しました。 

またいつか探検隊を募って探検ツアーを実施したいと思っております。

■□■□
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伝統工芸に挑戦！！

 

日本人が大切にしているものの一つに「お仏壇」があります。
この仏壇を良く観察してみると、扉から中の造りまでとても複雑な構造になっているのが
わかります。表側もほとんどの仏壇が漆塗りになっています。
今回はキッズプロジェクト・プレミアムメンバーの「仏壇・墓石の福宝」さんの
ご協力をいただいてこの金箔はりに挑戦してもらいました。紙より薄い金箔を空気が入ら
ないように木片に注意深く貼っていき、カッターでカットするとあら不思議！素敵な壁掛
けが出来上がりました。参加者の皆さんは口々に「細かい作業だったので、とっても緊張
しました。」「仏壇職人さんって本当はすごいことやってるんだなあ、と思った」と感想
を語ってくれました。また竹筒を削って自分専用の「マイ湯飲み」を作り、それで抹茶を
たててもらい飲んでみました。「にが～い」「おかしと一緒だと、おいしいよ」とのこと
でした。

  

★ 会場の福宝燈篭センター　★ ★　当日は会場より「キンラジ」実況生放送！！　★

  

★伝統工芸に挑戦！！受付を済ませてスタンバイ！！★ ★待っているあいだ、インタビュー受けちゃいました。★ 
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伝統工芸に挑戦！！

  

★金箔貼り　職人さんやお姉さんの指導のもと一生懸命です！★ 

  

★竹筒で「マイ湯飲み」作成中。竹って結構固いよ。★ 

  

★「マイ湯飲み」に抹茶をたててもらってます。みんな正座して順番待ち。おかしもありました。★ 

  

★自分でやってみるよ結構やれるね！★ ★今日は楽しかったです。★ 
またやってくださーい！！絶対きます！ 
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BSN_キッズフェスティバル2005！

２００５年６月４日、ＢＳＮが“こどもの国”に変身！キッズフェスティバル２００５が開催さ
れました。な～んとスタッフもビックリ！　約２６００名の皆さんに参加していただきました。
とっても楽しいさかなクンのステージやイブニング王国！のセットを使ったアナウンサー体験、
他にもいろいろなステージやアトラクションを親子でたっぷり楽しんでもらえたと思います。 

 

 

   

ラジオ
「週刊オトナ★未満カタログ」公開録
音 
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BSN_キッズフェスティバル2005！

　
   

 

  

   

協力：ベネッセコーポレーション 
 

 

   

協力：新潟レクリエーション協会 
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BSN_キッズフェスティバル2005！

今回で３回目を向かえたキッズフェスティバル。回を増すごとに多くの皆さんにご来場いただ
き、ありがとうございました。小さなおともだちから、"オトナ未満"の子どもまで楽しめるよう
なステージやコーナーを用意しました。皆さん、いかがでしたか。キッズフェスティバルを通じ
て、親子のコミュニケーションが少しでも深まればうれしく思います。ご意見、ご希望などござ
いましたら、どしどしお寄せ下さい。今後のキッズプロジェクトのイベントや企画に役立ててい
きたいと思います。これからもにいがたキッズプロジェクトにご注目ください。
皆さん、ほんとうにありがとうございました。 

■□■　特別協賛　■□■
レントオール新潟

■□■　協 賛　■□■
にいがたキッズプロジェクトプレミアムメンバーズ

アサヒアレックス㈱、㈱アルファホーム、岩船屋、しなの薬局グループ
㈱鳥屋野不動産、㈱トップカルチャー、新潟リコー㈱

にいがた調剤薬局グループ、新潟情報ビジネス専門学校
（社）新潟県トラック協会、㈱福宝、平成トリミングスクール、㈱北都
良食生活館、㈱レントオール新潟、ろうきん、キャリアステーション 

＝＝ BACK ＝＝ 
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BSN　わいわい動物園と自然探検の旅！

参加家族7家族21名と少数ながら、近づく台風をものともせず、ご用意した全ての体験を
満喫していただきました！
参加いただいたみなさんの、日頃の行いのよさと、スタッフの祈りが通じ、
フラミンゴショーやサル劇場で楽しんでいただいた後、夜空にはたくさんの星と飛行機の光！
野原にはホタルが飛び交う幻想的な夜となりました。
二日目は、早朝に強い風が吹きましたが、自然体験の時間には少し風も収まり、自然散策で様々な発
見をしました。 
　　 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　1日目　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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BSN　わいわい動物園と自然探検の旅！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　2日目　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

 

 

夏休み最後の思い出に、自然と温泉を満喫の二日間。 安塚地区は豪雨などの影響
もあり、一足早く秋が訪れ、カブトムシは居なくなっていましたが、それは来年
のお楽しみにしました。今度は、ご家族みんなでお休みの取れるときに、自然一

杯のキューピットバレイへ足をお運びください。 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

広い講堂の床にペタンと座った３～４歳の天使達。お昼寝の直後だったこともあり、ぽ～・・・としている子供
たちの
表情がとてもかわいかったです。絵本「ぼくんちどうぶつえん」を読み始めると、皆楽しそうに「あ！ライオ
ン！」
「うさぎかわいい！」など合いの手をいれてくれました。紙芝居「ちょっとそこまで」では、口をポカンと開け
ながら
ジィ～っと目と耳を傾けてくれました。
印象的だったのは、私が読み終わって「おしまい」というと、全員で声を合わせ「ありがと～ございまし
た！！」と
言ってくれたこと。お寺の保育園だけあってとっても礼儀正しく、子供達がいきいき笑っていて、私にとっても
居心地のいい時間でした。ありがとうございました☆ 

日　時　：　平成16年9月13日（月）
会　場　：　新潟市西堀　勝楽寺保育園

アナウンサー　：　伊勢みずほ
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ(紙芝居)

　２.ぼくんちどうぶつえん

お昼寝きもちよかったかな～？
暑い昼下がりでした。

絵の中のかわいいキャラクター
みつけられたかな？ またやっちゃった。行ってみずほ♪

Copyright(C)1998-2004,Broadcasting System of Niigata Inc. All rights reserved. 　＝＝　戻る　＝＝ 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

元気な四歳児たちに囲まれてのお話。向こう側が丸見えのガラス扉一枚の隔たりしかない、比較的オープンなス
ペース。窓からは訝しげな眼差しとお遊戯の声。元気すぎてお話はそっちのけの子供もいたが、自分の技量のな
さと反省。少々、前回までとは異なる雰囲気に私自身も戸惑った。『前回通用したテクが今回は通用しな
い・・・』場所が変われば子供たちも変わる。その場の雰囲気を瞬時に感じ、自分の物にする能力・・・読み聞
かせだけでなく、人前で話す機会の多い職業だけに、その点のスキルアップの必要性を痛切に感じた。元気な子
供たち、お兄さんも勉強になりました。 

日　時　：　平成16年9月28日（火）
会　場　：　こまくさ保育園

アナウンサー　：　東　宏典
ゲスト　：　正道　かほるさん（ちょっとそこまで作者）

読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ　他

絵本作家正道かほるさんの
読み聞かせに園児うっとり。

東アナと正道さん、
この日は２人でおじゃましまし

た。 

木のぬくもりとお日様、
幸せがいっぱい詰まったお部屋で 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

秋晴れに恵まれたこの日。保育園の外まで元気な声が私を迎えてくれました！「おはよう」朝のご挨拶もしっか
り、
みんなお行儀がいいんです。教室にきちんと座って、みんなソワソワ。まずは「ちょっとそこまでにいがたさん
ぽ」から。
実は保育園にこの絵本があり、「読んだことある！」という子もたくさんいました。でも今日は紙芝居バージョ
ン☆
いつもと違う紙芝居に子供たちはみんな真剣に耳を傾けてくれました。そして今度は２歳児のチューリップ組さ
んも
一緒に「ぼくんちどうぶつえん」子供たちは絵本が見えるように肩と肩をくっつけて見入っていましたよ。「さ
るだ！」
「えーーうさぎだぁ☆」と歓声も上がり、子供たちは大はしゃぎ。普段から先生やお父さんお母さんが読み聞か
せを
することが多いそうで、みんな絵本が大好きなんですね。最後にBSNのキャラクター「ぷる」の登場にびっくり
☆
「ぷる」は大人気でした。そしてお別れのときが…いつまでも小さな手を振りながら、見送ってくれた子供た
ち。
みんなの笑顔、ずっと忘れないよ。また会おうね☆ 

日　時　：　平成16年10月1日（金）
会　場　：　紫雲寺町立米子保育園

アナウンサー　：　本間　香
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ(紙芝居)

　２.ぼくんちどうぶつえん
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

新人アナウンサーの高橋知幸です。今回は、弥彦村にある「ひかり保育園」にお邪魔しました。
読み聞かせ前に控え室で待っていると「あ、あの人が読む人だー！」と保育園に到着してすぐに園児たちの元気
な
声を聞くことができました。さあ読み聞かせ！私が自己紹介する前からみんなはそわそわ♪好奇心旺盛な園児が
たくさんいました！今回もいつものように「ちょっとそこまで　にいがたさんぽ」を巨大紙芝居で、そして「へ
へへのへいき」を読みました。読み聞かせ後の質問コーナーでは、質問ではなく、「ぼく○○だよ！！」と胸に
ついた名札を両手で前に押し出して、園児たちが元気いっぱいに名前を教えてくれました(^_^;)今回もたくさん
の元気をもらい、ひかり保育園を後にしました。帰社途中、今までにみたことがないくらい美しい、雲の切れ間
からもれる一筋の陽光をみました。きっとそれは、園児たちの輝かしい未来に向けた希望の「ひかり」ですね☆ 

日　時　：　平成16年10月7日（木）
会　場　：　弥彦村・弥彦村立ひかり保育園

アナウンサー　：　高橋　知幸
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ(紙芝居)

　２.へへへのへいき

「へへへのへいき」
みんな絵本が大好き！ 絵本に夢中、輝くヒトミ★ 仕事も遊びも一生懸命

園児に人気の高橋アナ♪ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

キャラバンメモリー　：     

※読み聞かせキャラバンをご希望の幼稚園・保育園・養護老人施設などの方は下記あてにお申込みください。

<<　申し込み先　>> 

●メールの方
　こちらからご応募ください。　⇒⇒　

●ハガキの方
　〒951-8655
　にいがたキッズプロジェクト絵本キャラバン
係まで

　住所、団体名、代表者名、電話番号、希望日
時を
　お書きの上ご応募ください。
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

クリスマス目前、新潟市にも初雪の便り。曽野木まるみ幼稚園の園児の皆さん130人は寒さに負けず「おはよう
ございます！」と元気いっぱいに大歓迎してくれました。園児の皆さんの他にも、可愛らしい赤ちゃんやお母さ
ん方がたくさんいらっしゃって気合が入ります。はじめに「ちょっとそこまで」の紙芝居を。そして、 ‘アナウ
ンサンタ’とばかりにちょっぴり変身？して、北海道から新潟の子供達へと届いたオリジナルクリスマス絵本を
読んで聞いてもらいました。そして締めは大人気「ぼくんちどうぶつえん」です。最後までとても集中して聞い
てくれて感激！お礼にと一生懸命歌ってくれた「赤鼻のトナカイさん」を聞きながら、みんなのところにサンタ
さんとトナカイがやってきて素敵なプレゼントが届くといいなと思いました。 

日　時　：　平成16年12月22日（水）
会　場　：　新潟市・曽野木まるみ幼稚園

アナウンサー　：　田巻　直子
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ(紙芝居)

　２.ぼくんちどうぶつえん
　３.オリジナルクリスマス絵本

新潟県のステキな場所や
お話しが一杯の絵本

「ちょっとそこまでにいがたさん
ぽ」

サンタになった田巻直子アナ
「ぼくんちどうぶつえん」は絶

品！ 

サンタさんの読み聞かせ、
みんなお行儀良く聞いてくれまし

た。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

キャラバンメモリー　：     

※読み聞かせキャラバンをご希望の幼稚園・保育園・養護老人施設などの方は下記あてにお申込みください。

<<　申し込み先　>> 

●メールの方
　こちらからご応募ください。　⇒⇒　

●ハガキの方
　 〒951-8655
　にいがたキッズプロジェクト絵本キャラバン係
まで

　住所、団体名、代表者名、電話番号、希望日時
を
　お書きの上ご応募ください。
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

「こんにちは！」の元気な声で迎えてくれた立正保育園のお友だち。始めにグーパー運動をした後「ちょっとそ
こまで　にいがたさんぽ」の紙芝居が始まるとし～んと聞き入ってお話の世界を一緒にお散歩してくれました。
続く「ぼくんちどうぶつえん」の絵本では「ケラケラ　ウフフ！」の笑い声。そして、最後はリズム遊び「猛獣
狩りに出かけよう」で大盛り上がりとなりました。私達の車が見えなくなるまで、寒いお外で「バイバ～イ」と
手を振ってくれてありがとう！とてもうれしかったです。卒園式に向けての練習も始まっているそうですが、保
育園での楽しい思い出のひとつに加えてもらえたらと思いながら立正保育園を後にしました。 

日　時　：　平成17年2月15日（火）
会　場　：　分水町立正保育園

アナウンサー　：　田巻　直子
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ(紙芝居)

　２.ぼくんちどうぶつえん

お雛さまも、ニコニコ迎えてくれて
田巻アナ大張り切り！！ 絵本の世界にヒトミまっすぐ お別れはハイ･タッチ！ 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

三条市にある松葉幼稚園にお邪魔しました。ここは７．１３水害中越地震、２度の災害に見舞われた地域です。
園児達のお顔を見る前、「身魂疲れていないかな～･･･」と少し心配しました。でも心配ご無用！！怖かったで
あろう
２度の災害に挫けず、１７０人の園児全員が元気いっぱいでした☆今回は「ちょっとそこまでにいがたさんぽ」
と
「へへへのへいき」の２冊。読み聞かせ中、みんなのお行儀がいいこと！この幼稚園には「お茶」の時間がある
らしく、正座で背筋をピンと伸ばして静かに聞いてくれました。最後に私達キッズプロジェクトキャラバン隊か
ら園児たちに
プレゼントを渡しました。これにはみんな大喜び♪あれだけ喜んでもらえると、渡した私もなんだかうれしいで
す。
みんな、大切に使うんだよ☆ 

日　時　：　平成17年2月23日（水）
会　場　：　三条市松葉幼稚園

アナウンサー　：　高橋　知幸
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ

　２.へへへのへいき

１７０名全員集合、最後まで
お行儀良く聴いてくれました。 

質問タイム
「どうしてアナウンサになった

の？」 

絵本の後は、アブラハムの
子どもで、大発散！本日もハッピー

な読み聞かせでした。 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

曽野木中学校の近くにある、いぶき保育園にお邪魔しました。ここの園児たちはもうとにかく元気！元気！元
気！
読み聞かせの絵本はいつものように「ちょっとそこまでにいがたさんぽ」と「へへへのへいき」。最初、あまり
にも元気
すぎて読み聞かせできないのでは･･･と思ったくらいでした(^_^;)でも読み聞かせの前に、「手はおひざ。周りの
子達に迷惑にならないようにしましょうね。」と言うと、園児たちはしっかりと静かに聞いてくれました。最後
には園児達から大きな拍手が♪みんな、ありがとう！読み聞かせ後のアブラハムは力いっぱい踊ってくれました
ね！もう少し経てば春。早春の「いぶき」を感じながらの読み聞かせになりました。 

日　時　：　平成17年3月4日（金）
会　場　：　いぶき保育園

アナウンサー　：　高橋　知幸
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ

　２.へへへのへいき
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

まだたくさんの雪が残っている黒川村。今回は子どもたちのほかに、お母さん達も一緒に迎えてくれました。
ちょっと緊張気味の子どもたち…まずは電車ゲームで遊びました。そして読み聞かせスタート。絵本での
「ちょっとそこまで　にいがたさんぽ」だったため、園児たちは私を囲むように近づいて、目をキラキラされて
静かに聞き入ってくれました。続く「ぼくんちどうぶつえん」では「ライオンだぁー」「うさぎ　見たことある
よ」と大はしゃぎ♪質問コーナーでは、好きな花は？好きな色は？…と、アナウンサー真っ青なくらいの質問攻
めでした。豊な自然に囲まれて、すくすく育っている胎内保育園の子どもたちにとても感動しましたよ。風邪や
インフルエンザで参加出来なかった園児もいて、全員に会えなくて残念だったけれど、本当に楽しいひとときで
した。みんな、ありがとう☆でも今回の読み聞かせキャラバン、１番喜んでいたのは坂上園長先生かも…（笑） 

日　時　：　平成17年3月10日（木）
会　場　：　黒川村　胎内保育園

アナウンサー　：　本間　香
読み聞かせ本　：　1.ちょとそこまでにいがたさんぽ

　２.へへへのへいき

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

キャラバンメモリー　：     

Copyright(C)1998-2005,Broadcasting System of Niigata Inc. All rights reserved. 　＝＝　戻る　＝＝ 

http://www.ohbsn.com/kids/caravan/caravan.html2005/04/28 10:17:37

http://www.ohbsn.com/kids/index.html


にいがたキッズプロジェクト新潟県中越地震被災支援

にいがたキッズプロジェクトでは、子どもたちの
心のケアのために文具、絵本など避難所生活でも
役立つものを用意しています。しかし、まだまだ
絵本や文具等の支援物資は十分そろっているわけ
ではございません。そこで県民の皆様の温かい支
援のお気持ちをいただきたいと思い、子どもたち
に読んでもらいたい絵本を募集中です。いま、絵
本・文具をはじめ続々とにいがたキッズプロジェ
クト宛に支援の品々が届いております。 

新潟市の善意の方から
～絵本・文具・手作りのキルト筆入れ、絵本手さげ

袋～ 

年内いっぱいは、アナウンサー読み聞かせキャラバンとともに、被災地へお届けに行く予定で
す。第１弾は、11月10日（水）に、本間かおりと伊勢みずほが、にいがたキッズプロジェクト事
務局と
ともに、小千谷市へお見舞いに行きました。　にいがたキッズプロジェクトからは、文具と創作
絵本
ほか子どもたちの心のケアになるであろう品を準備し、お届けします。 

小千谷幼稚園 真人（まっと）保育園 岩沢保育園

皆様の善意をお寄せください。
住所、氏名、年齢、ご職業をお書きいただき下記の送付先までお願いします。

〒951-8655　にいがたキッズプロジェクト事務局「支援」係り
TEL：025-230-1518

なお、お手数ですが、送料は送り主様のご負担でお願いいたします。
また、ご持参いただく際は、ＢＳＮの受付で絵本受付を実施しておりますので、

よろしくお願いいたします。ご不明な等ございましたら、お問い合わせください。 

＝＝ BACK ＝＝ 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

被災された地域の子どもたちを応援しようとにいがたキッズプロジェクトは、11月10日、小千谷市の
保育園、幼稚園におじゃましました。アナウンサーによる絵本の読み聞かせや新潟市レクリエーショ
ン協会の佐藤圭輔（けいすけ）さんのご指導によるストレス発散体操で楽しいひと時を過ごし、子ど
もたちは大喜びでした。最初におじゃました岩沢（いわさわ）保育園は、４７名の園児が元気に迎え
てくれました。ピカピカに磨かれたお遊戯室の床は、たっぷりお日様が差し込んで大地震の混乱を感
じさせないほど、きれいに片付いていました。地震のために家屋が倒壊した２人の園児が登園でき
ず、まだ水道も出ないまま。野口直子園長のお話しでは、地震後、子どもたちのトイレの使い方が上
手になってびっくりしたそうです。水洗トイレを何人かがまとまって使った後にバケツのお水で流
す、お水の節約と非常時のルールをちいさな園児がしっかり身に付けていたことに感心したそうで
す。ご自分の家の片付けより園の再開が先とおっしゃる野口先生、アナウンサーの読み聞かせに夢中
になる園児や思いっきりはしゃぐ姿をみて涙ぐんでいらっしゃいました。きっと、こどもたちの姿に
いろいろな思いがあふれたのでしょうね。のどかな小春日和、何事もなければ美しい山々は秋色に染
まり、美しい季節のはずなのに。子どもたちに見送られ、キッズプロジェクト読み聞かせ隊は、山間
の保育園から次の訪問先に向かいました。 

実施活動　：
　①アナウンサー読み聞かせ
　②ストレス発散レクリエーション(簡単な体操や運動)
　③絵本/文具の支援

絵本関連　：　11月11日現在までに、県内の方々から約700冊集まりました。
　そのうち約150冊を小千谷の会場へ届けました。

実施日時　：　平成16年11月10日（水）
実施会場　：　小千谷　岩沢保育園・真人（まっと）保育園・小千谷幼稚園

　　被災地 
　：
　　の様子

　倒壊している建物もありますが、なんといっても平らな地面が無いという
　状況でした。路面補修の応急工事など、関連工事がいたるところで実施
　されており、復旧へ向けた努力そして活力が見て取れました。ボランティ
　アの皆さんも活躍していましたが、避難所にいらっしゃる方々の表情は
　まだ暗く、とくにお年寄りの方、体の不自由な方は寝たきりのような状態
　も見受けられました。 

岩沢保育園

47名の園児達と体操 

保育園全体が温かく、そして元気な雰囲気になり、園長
先生に感激の涙をいただくほど、この活動の持つ意味の
大きさを知りました。小千谷市岩沢地区は、市街地から
およそ30分の山あいにあり、ボランティアの手からも遠
い地区となっており、今回のような活動がなかなか届か
ないとのことでした。 

真人(まっと)保育園

13名の園児とレクリエーション 

上記保育園の分園ということもあり、人数こそ少ないも
のの、地震の怖さから立ち上がって元気にがんばろうと
いう姿が、ひしひしと伝わってくるほど元気な子どもた
ちでした。 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

小千谷幼稚園

107名に読み聞かせ 

今回うかがった中では一番被害の大きい幼稚園でした。
いたるところにあるひび割れ、玄関の隆起など、復旧に
時間がかかるどころか、幼稚園裏にあるお寺がいつ倒壊
するかもわからないような状況を保育士と保護者がとも
に助け合っている姿が見受けられました。180名の園児
がいるところ、震災の影響で107名が登園していまし
た。　 

　キッズプロジェクトからのお願い
　　　　　　　今、被災地のこどもたちを訪問して、アナウンサーによる絵本の読み聞かせとレクリエー

ション
　　　　　　　体操を行っています。オリジナル絵本をはじめ保育園、幼稚園、小学校の低学年が対象で、

　　　　　　　11月17日は十日町市の保育園４箇所におじゃまします。今、県民のみなさんに呼びかけ
て、

　　　　　　　ご家庭にある絵本で、被災地のこどもたちにぜひ読んでもらいたい絵本がありましたら、
　　　　　　　アナウンサーが必ずお届けしますのでBSNにお寄せください。

　　　住所、氏名、年齢、ご職業をお書きいただき下記の送付先までお願いします。
　　　〒951-8655　にいがたキッズプロジェクト事務局「支援」係り

　　　TEL：025-230-1518
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

被災地の子どもたちに笑顔を。にいがたキッズプロジェクトは、11月17日、十日町市内の保育園にお
じゃました。震災からもうすぐ一ヶ月、子どもたちは元気にしているかな、保育園が再開し何とか平
常の園生活に戻れた4箇所の保育園をお訪ねしました。この度は、BSNアナウンサーの田巻直子と小林
恵子、新潟レクリエーション協会の佐藤圭輔さんとで、絵本の読み聞かせと飛び切り楽しい遊びをプ
レゼントしました。　いずれの保育園も外観などは大きなダメージはありませんでしたが、子どもた
ちの体の中には怖かった地震の記憶がしっかり残っているのを感じました。 

実施活動　：
　①アナウンサー読み聞かせ
　②ストレス発散レクリエーション(簡単な体操や運動)
　③絵本/文具の支援

絵本関連　：　県内外から寄せられた絵本は心のこもったお手紙付きが多く、園児たち
　に紹介しました。現在800冊以上の絵本が寄せられています。 

実施日時　：　平成16年11月17日（水）
実施会場　：　十日町市　新座保育園・大井田保育園・森の保育園・吉田保育園

上記の保育園は、十日町災害ボランティアセンターさんにご紹介して
いただきました。ご親切な対応に一同感激しました。 

新座保育園

パラシュートに、大はしゃぎの園児たち 

園に活気が戻っているなぁと率直に喜びつつも、
やはり地震は怖かったと園児が口をそろえて
おりました。読み聞かせも行儀良く聞いてくれ、
レクリエーション時も元気良く笑顔を見せて
くれました。初登場のパラシュートレクリエーション
は、大盛況でした。 

大井田保育園

大井田保育園の園児たち。
キッズ自由帳に満足。 

とてもきれいな保育園で震災の影響は目立たない
ようでしたが、天井のひび割れなど細かい修復が
必要とのことでした。園長の人柄もあり、とても礼儀正
しい子どもたちでした。支援物資やおみやげの
キッズプロジェクト自由帳も大変喜んでもらえました。 

森の保育園

森の保育園で園児たちとストレッチ 

今回うかがった園の中ではもっとも被害が目立っていま
した。開園時に植えたさくらの木が、土砂崩れの影響で
伐採され、プールはひびが入っており、地震のすごさを
改めて知りました。しかし、明るい園長と
楽しい保育主任によって子どもたちはとても元気
でした。名前にふさわしい、まさに森の中の素敵な
ひとときでした。 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

吉田保育園

田巻アナウンサーの読み聞かせ 

お昼寝の時間も飛ばし、元気に私たちを迎えて
くれた園児。また、保護者の方も今回の訪問を大変
喜んでくださり、一緒に参加してくださいました。ま
た、0歳児から受け入れてくれている保育園ということ
もあり、赤ちゃんが3名ほど興味深く様子を伺って
いました。園児たちの声をいただき、近々ラジオで
放送する予定にしております。　 

　小林アナウンサーから一言
震災直後からアナウンサーは交代で現場に入り、被災状況を伝えつづけました。そこで目にしたの
は、地震の恐怖におびえる子供たち。アナウンサーとして何かできることはないか。被災地で紙芝居
の読み聞かせをしよう！11月17日、第二陣として田巻アナと小林が十日町市の保育園を訪れました。
「ちょっとそこまでにいがたさんぽ」の紙芝居を食い入るように見つめる園児たち。紙芝居の後は、
新潟市レクリエーション協会会長の佐藤圭輔さんのご協力で、みんなでからだを使って遊びました。
「どんどこどん!」の掛け声で、キャッキャとはしゃぐ園児たち。しかし、みんなで一斉に動いたら床
が揺れたため、「地震かと思ったー」と怖がる子供も･･･。帰り支度を始めた私に、園児の一人が抱き
ついてきます。私の腕をしっかりつかんで「ずっといて、帰らないで！」と訴えているようです。腕
に食い込む園児の指の力に、その子が経験した地震の恐怖を感じたのでした。余震が収まり始めたこ
れから、いっそう園児たちの心のケアが必要になるそうです。子供たちの笑顔を震災からの復興の
きっかけにしたい。読み聞かせが子供たちの心ともしびになるよう、願っています。 

キャラバンメモリー　：     
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

被災地の子どもたちに笑顔を。にいがたキッズプロジェクトは、12月14日、長岡中央綜合病院にお
じゃましました。震災からもうすぐ２ヶ月、入院中の患者さん、職員の方々、院内図書館「さくら文
庫」のボランティアさんの生活は、少しは落ち着きを取り戻していらっしゃるのでしょうか。この度
は、BSNアナウンサーの田巻直子とにいがたキッズプロジェクト事務局スタッフでおじゃましまし
た。 

実施活動　： 　①紙芝居、絵本読み聞かせ
　②絵本/文具の支援

絵本関連　： 　オリジナル絵本の縁さん（北海道）から寄せられた絵本
　立体イラストレーター皆川良一さん（新潟市在住）の
　「さみしがりやのももいろライオン」をはじめ全国から寄せられた
　善意の絵本 

実施日時　：　平成16年12月14日（火）
実施会場　：　長岡市　長岡中央綜合病院

病院におじゃましての読み聞かせ会

さくら文庫の
みなさんと

患者さんも
しばしリラック
ス。大人が聞いて
も楽しいね♪ 

「ぼくんち
どうぶつえん」を

読む田巻直子
アナウンサー

キッズオリジナル
自由帳。楽しくお
絵かきしてね！ 

　今年の４月に、同病院内にある図書館「さくら文庫」さんからのお誘いで伺って以来２回目の訪問。
　全国から寄せられた絵本をお届けに田巻直子アナがおじゃましました。患者さん、職員の方々も被災

され
　大変な日々を過ごされたにもかかわらず、手作りの歓迎ポスターと明るい笑顔で迎えてくださいまし

た。
　ギャラリーは、入院中のお子さんとご家族、リハビリ中の車椅子の方、さくら文庫のボランティアさ

ん
　ほか３０名のみなさん。ボランティアさんによる紙芝居「赤いマフラー」、長岡出身で札幌TVの

　アナウンサー近藤麻智子さんの飛び入り参加で「こんとあき」の読み聞かせ、最後は、田巻アナの
　「ぼくんちどうぶつえん」の読み聞かせ。患者さんにあまり負担がかかってはいけないとさりげなく
　絵本を選ぶ田巻アナ、「ぼくんちどうぶつえん」は、ちいさな天使のハートをキャッチ！最後まで楽
しそうに聞いてくれました。田巻アナの子どもたちへの眼差しは、ママのやさしさと慈しみが感じられ

ました。 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

被災地の子どもたちに笑顔を。にいがたキッズプロジェクトは、12月1日、栃尾市内の保育園に
BSNアナウンサーの表佳世・高橋知幸と今回もボランティアを申し出てくださった新潟市
レクリエーション協会会長の佐藤さんとでうかがいました。市街地はほぼ平常の生活を取り戻してい
るように見えましたが、市街地を一歩出ると崩れたままのむき出しの山肌、根元から曲がった電柱。
倒れたままのお墓、目に付くブルーシートが被害の大きさを物語っていました。 

実施活動　：
　①アナウンサー読み聞かせ
　②ストレス発散レクリエーション(簡単な体操や運動)
　③絵本/文具の支援

絵本関連　：　11月30日現在まで約1,300冊の絵本が県内の方から寄せられました。
　そのうち約250冊を今回届けました。 

実施日時　：　平成16年12月1日（水）
実施会場　：　栃尾市市　芳香雅草園・西谷保育所＆中野俣保育所

　栃尾ボランティアセンターさんにご紹介していただきました。
　ご親切な対応に一同感激しました。 

芳香雅草園

76名の園児たち 

76名の児童は水害にひきつづき2回目となる栃尾市市民
会館での保育活動をしています。 2回もの
大きな被害を受けているにもかかわらず、園長先生はじ
め保育士の方々の温かい心に包まれて元気に遊んでいる
子ども達の姿にホッとしました。 

西谷保育所＆中野俣保育所

読み聞かせを真剣に聞く園児たち 

西谷保育所が被害を受け、現在中野俣保育所で
一緒に保育活動をしています。ほのぼのとした
雰囲気の保育所です。園舎の被害のほか、生活
被害を受けた園児達が多くいました。アナウンサーの
「がんばろうね」の呼びかけに元気な声で「がんばる
よ！」「大丈夫だよ！」と答えてくれて逆に元気を
もらったような気がしました。 

　＝＝表アナウンサーから＝＝
山の緑に低く垂れ込める雲、美しい田園風景…。しかし所々で山肌が崩れ、電柱が折れ、棚田に亀裂
が入っている。そんな山道を進むと栃尾市中野俣保育園がありました。木の香りが残る温か～い木造
の保育園。そこには中野俣保育園の子供たちに加え、近くの西谷保育所の子供たちもいました。保育
所の建物が地震の被害にあい、今間借りしている状態なのです。でも、子供たちは元気一杯私たちを
迎えてくれました。絵本にもとても興味を持ってくれ、目を輝かせながら聞いてくれる… 「猿がい
る！｣「これは夏の景色！｣一枚一枚に反応し、楽しんでくれたようです。でも、「地震怖かった｣「家
が壊れてお父さんが今、治してる｣など、地震のことを自分から話し始める子供もたくさんいて、やは
り心に大きく残っているように感じました。小さな心が、あの日大きく揺れたに違いありません。ま
だ不安を抱える子もいると思います。でもそこには、無邪気に遊ぶ元気な姿と、輝く笑顔がありまし
た。私たち読み聞かせキャラバンは少しでも子供たちに喜んでもらえるよう、活動を続けていきたい
と思いました。 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

被災地の子どもたちに笑顔を。にいがたキッズプロジェクトは、１月１９日、豪雪地帯・魚沼市
（旧小出町）佐梨保育園に、BSNアナウンサーの小林恵子と新潟市レクリエーション協会の
佐藤圭輔さん、キッズプロジェクト事務局スタッフでうかがいました。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　今回訪問のきっかけ　●　●　●　●　●　●　●　●　●
　　

　佐梨保育園の保護者から、一通のお葉書きをいただきました。
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　中略・・・地震では、園内の児童・母親を亡くし園内が一時は不安と悲しみにつつまれ
　　ました。アナウンサーの方々のお力で、先生方、園児たちが喜び、明るい風を吹き込んで
　　いただければうれいしです・・・。
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　お邪魔した日は、数日前の大雪で雪の壁が出来ていたもののお天気は上々、魚沼三山が
　　スッキリと青空に映え、厳しくも美しい冬景色が、私たちの気持ちを少しなごませてくれ
　　ました。佐梨保育園は、中越地震でみんなみんな悲しいさようならをしました。
　　あの、皆川真憂ちゃんが元気に通っていた保育園だったからです。みなさんどんな思いで
　　いらっしゃるのか心配でした。

　　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
　●　 

実施活動　： 　①紙芝居、絵本読み聞かせ、レクリエーション
　②絵本、文具の差し入れ

実施日時　：　平成17年1月19日（水）
実施会場　：　魚沼市　佐梨保育園 

★佐梨保育園の元気なおともだちの様子★

小林アナは、読み聞か
せが大好き！「うれし
い時間をありがとう」 

人気Ｎｏ１！
パラシュートはすっご
く楽しいよ★ 

園舎の前の雪
今はもっと積もって

大変。

「ドンどこドン！」の
掛け声で、みんな
汗びっしょり
笑顔、笑顔★ 
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

被災地の子どもたちに笑顔を。2月9日、豪雪地帯のひとつ川西町の上野保育園にBSNアナウンサーの
伊勢みずほとキッズプロジェクト事務局スタッフでうかがいました。キッズ朗読キャラバン隊は、ま
たしても好天に恵まれ、高い高い雪の壁を通り抜け、こどもたちが待つ保育園に向かいました。目と
鼻の先にある園舎が、雪の壁にすっぽりかくれんぼ、近所のお母さんに教えていただいて無事到着、
雪遊びから帰った子どもたちが元気に迎えてくれました。昨日まですっぽり雪の中だった園舎の周り
がきれいに除雪され、日当たりの良いお部屋で楽しいひと時を過ごさせていただきました。 

実施活動　： 　①絵本読み聞かせ「ちょっとそこまでにいがたさんぽ」
　　　　　　　　　　　　　「ぼくんちどうぶつえん」
　②絵本、文具の差し入れ

実施日時　：　平成17年2月9日（水）
実施会場　： 　川西町立上野保育園 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　上野保育園は、中越地震でお遊戯室の壁が全部はがれ落ちたそうです。
　その後、ボランティアの手で合板がはられ、一週間後に保育園を再開する事ができたそうです。
　「園児に怪我や事故がなく何よりでした」と園長先生が当時の様子をお話ししてくださいました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

伊勢です！
こーんなに積もった雪の
川西町にやってきました 

 
笑顔・笑顔で

Goodコミュ二ケーション！ 

 

「行ってみずほ！」で
ハイポーズ 

 

お日様いっぱい、
ドカ雪もちょっとひとやす

み 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

読み聞かせに参加してくださったお母さんに「雪がいっぱいで大変ですね」と声をかけると、
「子どもの頃は毎年こんなもんでしたよ」と明るく答えてくださいました。
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アナウンサー絵本読み聞かせキャラバン！

 

平成17年7月12日（火）、創作絵本第2弾「ちょっとそこまで いちへいこう」を手に、作者の正道かほる先生と
3代目にいがたキッズプロジェクト担当アナウンサー實石あづさが、新潟市立潟東東小学校へ伺いました。 3年
生の３限目の授業に参加させてもらう形でしたが、行儀よくちゃんと聞いてくれました。「絵本というのは、絵
と文とで成り立つ本ですが、絵と文が分離している状態では何を表現しているかわかりません。絵と文が完全一
致（つまり絵が文をトレースする）では、小さな世界の中で、完結してしまい、ゆたかな想像力や表現力へつな
がっていかないのです。絵と文との適度な融合があって、その絵本の大きな世界が広がるんです。」と正道先生
は語ってくれました。 これからの読書教育に役立てるように、そして子どもたちが、すこしでも文章に触れてい
る時間が増えていくことを願い、BSNは読み聞かせ活動を再開・継続していきます！ 

日　時　：　平成17年7月12日（火）
会　場　：　新潟市立潟東東小学校
学　年　：　3年生

　　

真剣に聞き入る子どもたち。子どもたちから
の歓迎の意が黒板の文字に。 

　　 絵と文の“適度な融合”が絵本の大きな世界
を作り上げる･･･。 今後の読書教育の一助の
ためにと語る正道先生。 

●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●　○　●
　○　●　○ 

Copyright(C)1998-2005,Broadcasting System of Niigata Inc. All rights reserved. 　＝＝　戻る　＝＝ 
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新聞告知関連 

年度内に合計 9回、新聞掲載による活動の告知を実施しました。 

新潟日報掲載 

①  9月 20日 

② 10月 9日 

③ 11月 29日 

④ 12月 23日 

⑤  1月 24日 

⑥  2月 24日 

⑦  5月 30日 

⑧  7月 16日 

⑨  8月 9日  



2004/9/20　2段1/2サイズ

2004/10/09　下1段サイズ

2004/11/29　全５段サイズ



2004/12/23　2段1/2サイズ

2005/1/24　3段1/3サイズ

2005/2/24　2段1/2サイズ



2005/5/30　全５段サイズ

2005/7/16　下1段サイズ

2005/8/9　５段　4/5サイズ
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