
安心して子どもたちをはぐくめる新潟を目指して！



キッズプロジェクトＴＶＣＭタイトル・コメント一覧

以上の他に「全体イメージ編」や各種募集告知を放送。

タイトル コメント① コメント②

1．お箸の練習篇 正しくおはしがもてるかな？ たいへんよくできました

２．目玉焼き篇 めだまやきつくれるかな？ たいへんよくできました

３．安全安心篇 子どもに安全で安心な地域をつくろう みんなでつくる地域の安心

４．おそうじ篇 おそうじできるかな？ たいへんよくできました

５．家族の時間篇 きちんと会話していますか？ 家族の時間を大切に

６．安全安心登校篇 ながらパトロールで防犯対策 みんなでつくる地域の安心

７．田植え篇 親子で田植えに挑戦！ 自然は偉大な体験教室

８．水泳教室篇 上手に泳げるかな？ たいへんよくできました

９．昔遊び篇 この遊び知ってるかな？ 名人目指してがんばろう！

10．家族篇パートⅡ篇 休日は家族でおでかけ！ 家族の時間を大切に

11．キッズフェスティバル篇 キッズフェスティバルキャラバン がんばるみんなを応援します！

12．祖父母参観篇 今日は祖父母参観日 来てくれてありがとう

13．朝ごはん篇 朝ごはん食べていますか？ 朝食は元気の源

14．海の森清掃篇 自然を守り育てよう 未来へ引き継ごう豊かな自然

15．つみきで遊ぼう篇 つみきで遊ぼう！ 遊びでうまれる集中力と創造力

テレビCM



◆子育て中のお母さん、お父さん、そして子どもたちにも耳より情報満載の楽しい番組です。総合司会の
實石あづさアナウンサーが取材のレポートもし、新潟の親子とのふれあいを増やすように心がけています。

◆放送内容について
☆コーナーＡ ＜元気のタネ 朝ごはん＞
文部科学省も推進している「早寝早起き朝ごはん運動」。新潟の子どもはどんな朝ごはんを食べているのか、
県内の家庭の朝食を毎月１家族取材しています。その家庭ならではの定番メニュー、ママの工夫、そして子
供達の反応と微笑ましいシーンが好評です。

☆コーナーＢ ＜子育て・みんなの輪＞
県内のユニークな子育てを中心に取材を進めています。８月号では急遽、中越沖地震被災地での子育て支
援（スポーツクラブでの赤ちゃん沐浴サービス）を取り上げました。

☆コーナーＣ ＜キッズ・インフォメーション＞
子育てに役立つイベント情報やキッズプロジェクトのイベントを告知・報告しています。

月刊キッズＴＶ
＊毎月 第一土曜日 午前１０時３５分～ １５分番組

テレビ番組

月刊キッズＴＶスペシャル ～元気スクスク応援隊～
＊２月２３日（土） 午前１０時３５分～ ５４分番組 視聴率３．２％ 占拠率１０．２％

ゲスト 新潟県立女子短期大学 植木信一准教授
にいつ子育て支援センター 椎谷照美館長
イラストレーター やまだみつる



◆視聴率一覧

月刊キッズＴＶ

放送日 コーナーＢ（子育て・みんなの輪）の内容 視聴率 占拠率

４月 ７日 新津パパサロン ６．５％ ２５．２％

５月 ５日 おてて絵本 ５．５％ １７．４％

６月 ２日 キッズプロジェクト田植え体験 ４．７％ ２１．４％

７月 ７日 田上町ゆうゆう教室・護摩堂山 ５．４％ ２１．０％

８月 ４日 柏崎地震で子ども支援・絵本読み聞かせ ３．８％ １１．７％

１１月３日 空手塾 ４．４％ １８．６％

１月 ５日 プレママ・パパのつどい（双子の子育て） ８．７％ ２７．７％

２月 ２日 巻北小学校と地域の活動 ６．８％ ２０．７％

３月 １日 子育て支援センター（なかなか古町） ４．８％ １２．０％

１２月１日 キッズフェスティバル2007・高校子育て ３．７％ １１．１％

９月２２日 長岡子育てフェスティバル １．４％ ５．４％

１０月６日 キッズプロジェクト稲刈り体験 ３．６％ １３．１％

４～３月 平 均 ４．９％ １７．１％



ラジオ番組

週刊キッズラジオ

毎週日曜日 午前９時～９時３０分 （３０分番組）

ラジオCM

主なコーナー
①キッズニュース

県内の小中学生のインタビューを紹介。なるべくたくさんのキッズたちに登場してもらい、
今夢中になっていること、学校の好き授業、きらいな授業、習い事についてなどを聞き
ました。

②童謡歌おう！
毎回、何年発表のどんな背景の曲なのかを紹介しながら童謡をオンエアしました。

③キッズホットライン
将来アナウンサーになりたいけどどうすればいいの？といった質問などに答えました。

④ビューティフルネーム
お母様やお父様と電話をつないで、お子様の名前の由来や、将来どのように育ってほし
いかなどを伺いました。とてもココロ温まるコーナーになりました。その他、社内見学に
来ているキッズたちに、スタジオ出演してもらったりしました。

「キッズプロジェクト、おとな力、こども力」に続けて協賛社からのメッセージを放送。



今年度実施のイベント

☆キッズフェスティバル２００７

今期の「にいがたキッズプロジェクト」の活動における最大かつ集大成のイベントコミュニケーションとして、新潟市産業
振興センターを会場に「キッズフェスティバル２００７」を開催しました。開催規模を拡大したこともあり、過去の参加者を
上回る約 ２５，０００名もの方に入場していただきました。
マギー審司やザ・たっちなど子どもに人気のタレントやウルトラマンメビウスのショーを中核に、子どもたちのパフォー
マンスで大ステージを展開、一方、小ステージでは、ＢＳＮアナウンサーによるコーナーや大道芸に加え、講演会や科
学実験など遊びと異なる要素も組み込みました。また、県教育委員会、県地域家庭教育推進協議会と連携し、下越地
区「社会全体で子どもをはぐくむ運動フォーラム」の講演会やパネル展も同時に開催されました。毎回好評のアナウン
サー体験では、今回、クロマキーで背景を天気予報、会場、イブニング王国スタジオにしたりしてバージョンアップ、中
継車も見学できる体制を整えました。 他にもふわふわ遊具、レクリエーション、不思議な画面、工作コーナーなど、親

子のコミュニケーションをより深めてもらう場を提供するという意味を込めて構成しました。

★実施日時 ２００７年１１月２４日（土）２５日（日） 午前１０時～午後５時

★実施会場 新潟市産業振興センター（新潟市中央区）

★入場者数 １日目 約１５，０００人 ２日目 約１０，０００人 合 計 約２５，０００人



★キッズプロジェクトキャラバン ｉｎ 震災メモリアルライブ’０７

★キッズプロジェクトキャラバン ｉｎ いずみちゃん楽習フェスタ（五泉市総合学習フェスティバル）

★キッズプロジェクトキャラバン ｉｎ 社会全体で子どもをはぐくむ運動・上越地区フォーラム

☆キッズフェスティバル コンクパクトバージョン

１０月１４日（日） 場所 五泉市総合会館

１２月９日（日） 場所 上越市民プラザ

１０月６日（土） 場所 小出郷文化会館 響の森公園

☆キッズプロジェクトメンバータイアップイベント

★にいがたの歴史と匠の技ツアー ～金箔貼にチャレンジ

８月１８日（土） 場所 県立歴史博物館、慈眼寺、トーア工場他 参加者 親子１６組４１名

★親子ｄｅキッズクッキング

２月１１日（月・祝） 場所 北陸ガス古町ガスホール 参加者 親子８組１６名

下越 上越中越



今年度実施のイベント

☆「自然の力・食の力」農業体験

★親子田植え体験ツアー
５月１３日（日） 場所 胎内市坪穴地区（旧黒川村） 参加者 親子１５組４０名

★親子稲刈り体験ツアー
９月３０日（日） 場所 胎内市坪穴地区（旧黒川村） 参加者 親子１３組４０名



今年度の絵本読み聞かせ

☆朗読キャラバン「読み聞かせ」

☆被災地読み聞かせキャラバン

６月２０日（水） 長岡市 恵和保育園 水島アナウンサー

６月２０日（水） 長岡市 和光保育園 水島アナウンサー

６月２０日（水） 長岡市 長岡中央綜合病院 田巻アナウンサー

７月 ９日（月） 新潟市 窪田町保育園 實石アナウンサー

１０月１３日（土） 新潟市 東北電力グリーンプラザ 田中アナウンサー

１１月１３日（火） 新潟市 女池保育園 兼子アナウンサー

１２月１２日（水） 新潟市 本興寺保育園 實石アナウンサー

１月１６日（水） 新潟市 若草保育園 兼子アナウンサー

２月 ２日（土） 新潟市 大通地域生活センター 伊勢アナウンサー

８月２９日（水） 刈羽村 こがね保育所 水島アナウンサー

８月２９日（水） 刈羽村 いなほ保育所 水島アナウンサー

９月 ３日（月） 柏崎市 にしやま保育園 實石アナウンサー

９月 ３日（月） 柏崎市 ふたば保育園 實石アナウンサー

９月１２日（水） 柏崎市 明照保育園 實石、田中アナウンサー

９月１２日（水） 柏崎市 西部保育園 實石、田中アナウンサー

９月１２日（水） 柏崎市 柏崎保育園 實石、田中アナウンサー

2008.3.17現在
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Ｗｅｂによる展開

http://www.kidsp.net

製作物

子育て情報のポータルサイトを目指して！

その他の展開

プログラム広告

ポスター
ノベルティグッズ
（自由帳 レジ袋）

http://www.kidsp.net/

