
第８期にいがたキッズプロジェクト 

活動報告書 



はじめに 
 
 ８期目を迎えました、「にいがたキッズプロジェクト」の活動も無事終了いたしました。 
 今期につきましては、新たに「にいがたキッズプロジェクト文庫」を創設いたしました。新潟県内の子ど
もたちの心をはぐくむ絵本に、一人でも多くの子どもたちに触れてもらうと共に子育て支援の活動を応
援することを目的として初めて設立。選考委員の先生から１００冊の絵本をリストアップしていただき、
希望の２０冊を贈呈するものです。民間の子育て支援団体や読み聞かせを行うボランティアグループ、
県内の特別支援学級など５７団体からの応募があり、構成メンバー、活動回数、活動内容、文庫をどう
生かすかなど総合的に判断して３０団体を選定し、寄贈させていただきました。 
 また、にいがたキッズプロジェクト最大のイベント「にいがたキッズフェスティバル」については、会場をこ
れまでの新潟市産業振興センターから万代シテイに移動し、より広い層の方々にプロジェクトを知っても
らおうと展開いたしました。あいにく天候には恵まれなかったのもの会場には４５，０００人の県民が訪
れ、一定の成果があったものと考えております。 
 本報告書では、テレビやラジオの放送、イベントの実施概要など、活動ごとにまとめご報告いたします。 
                   謹白 



にいがたキッズプロジェクト文庫 
「にいがたキッズプロジェクト文庫」設立し、県内で読み聞かせや子育て支援を行う民間の団体や特別
支援学級など３０団体に対し、希望する各２０冊の絵本を寄贈いたしました。 
 
 
 

 
 
スケジュール 
７月８日   絵本１００冊選定委員決定 
           藤田陽子さん   新潟市立豊栄図書館司書（図書館の児童サービスの専門家） 
           大塚千恵さん   魚沼市「絵本の家 ゆきぼうし」 
           伊藤美智子さん 新潟市内を中心に読み聞かせの会を長年行っている 
           植木信一さん   新潟県立大学人間生活学部子ども学科准教授（児童福祉） 

８月下旬   絵本１００冊決定 
９月１７日  応募用ホームページＵＰ 募集開始 
１２月３１日 募集締切 ５７団体より応募 
１月２１日  当選団体最終選考会開催 
１月２４日  当選３０団体決定 
２月１日      当選ご案内文書発送 
３月１日   にいがたキッズプロジェクト文庫贈呈式 



にいがたキッズプロジェクト文庫 
ＰＲ実施概要 
 ＢＳＮテレビ Ｎスタプラス（月曜～金曜１８：５５～１９：００） 
         １０月１４日、１０月１８日、１０月２５日、１１月１５日放送 
 ＢＳＮラジオ 日刊キッズラジオ（月曜～木曜１７：４７～１７：５０） 
          随時放送 
 
にいがたキッズプロジェクト文庫贈呈式 
 ３月１日（火）午後２時～ ＢＳＮ本社５１１会議室 
 当選３０団体中２６団体出席 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当日のＰＲ 
 ＢＳＮラジオ ３月１日午後２時～７分間 ゴゴラク内キッズプロジェクト文庫贈呈式生放送 
 ＢＳＮテレビ ３月１日午後６：１５～６：５５ Ｎスタ新潟内 テレビニュース放送。 

バッグに添付した協賛メンバーシール 



ラジオ番組展開 
 
 
 
 
 

 
月曜… 当日夕方のＢＳＮ「Ｎスタ新潟」内「キッズＴＶ」ナビゲーターの高橋知幸ＡＮがテレビ告知を兼ねてラジオ出演 
火曜… 昔懐かしい童謡を紹介 
水・木曜…キッズの収録インタビューを紹介  
 
■コーナーテーマは「元気で明るいキッズの声を広く届けよう」 「子ども達やご家庭にラジオを身近に感じてもらう」 
■普段はキッズの収録インタビューが中心 
■協賛企業のイベント告知やイベント当日の参加キッズ収録インタビューも放送 
 
＜今年度の実績＞ 
・親子田植え体験ツアー告知・参加者インタ（4月～5月） 
・キッズフェスティバル告知・ラジオ生中継・参加者インタ（6月）  
・自然体験バスツアーｉｎ湯沢高原アルプの里告知・参加者インタ（７月）・ＢＳＮ夏ラジオ 来場者インタ（8月） 
・親子稲刈り体験ツアー告知・参加者インタ（9月～10月）  
・キッズ文庫全１００冊紹介・キッズ文庫贈呈要領紹介（12月～1月） 
・キッズ文庫贈呈式ラジオ生中継（3月）        
 など 
 

Ｎｅｗ・ｓな時間 内 
月～木曜 １７：４７～１７：５０ 



テレビ番組展開 

 
 
 

新潟県内の健やかな子どもたちに育む活動や、キッズの元気な姿を取り上げました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月曜１８：１５～１９：００ 

3/29  
春休み子どもクッキング 

4/5  
手話ソングでリフレッシュ 

4/12 
おもちゃドクター登場 

4/19 
下校時パトロール隊 

4/26 世界的音楽祭
に新潟のキッズ登場 

5/3 心技体 相撲に
チャレンジ 

5/10 みんなの森が  
みんなと育つ 

5/17 キッズプロジェク
ト田植えツアー 

5/24  
子育てタクシー運行中 

5/31  
親子で笹だんご作り 

6/7  
親子でキャンプ 

6/14 歯みがき 
トレーニングしましょう 

6/21 学校で生の 
クラシックを楽しもう 

6/28  
キッズフェスティバル 

7/5 伝統芸能を受け
継ぐ「角兵衛獅子」 

7/12 縄文時代に  
タイムスリップ 

7/19 親子で楽しむ 
農業体験 

7/26 海水浴ここに 
気をつけて 



テレビ番組展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8/2 バトントワリングの
魅力発見 

9/13 子どもたちの全
力投球ミュージカル 

10/25  
本格すし職人体験 

12/6 マナーを学ぶ・ 
スポーツも学ぶ 

8/9  
キッズ自然体験ツアー 

8/16 
夏の絵本村 

8/23 キッズ     
自然とふれあう夢の森 

8/30 新潟駅前に 
子育ての拠点誕生 

9/6  
用水路で生き物調査 

9/20 街の中の子ども
専用図書館 

9/27 ママのための 
いやし空間 

10/11 キッズプロジェ
クト読み聞かせ 

10/18 キッズプロジェ
クトの稲刈り 

10/4 だがしや楽校 
って何かな？ 

11/1 森の幼稚園って 
どんなところ？ 

11/8  
小学生酪農体験 

11/15  
キッズサッカー教室 

11/22  
おもちゃの図書館 

11/29 海外の絵本の
読み聞かせ 

12/13 夢は金メダル 
新体操キッズ 

12/20 大学生からのプ
レゼント クリスマス公演 

12/27  
チャレンジあぶらあげ 

1/10  
新年は書初めでスタート 

1/17 病気の子どもに
強～い味方 



テレビ番組展開 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/24 赤ちゃんとお話？
ベビーサイン 

1/31 子どもたちの 
冬の遊びの祭典 

2/7 子どもたちの元気
を育てるレスリング 

2/14 豆まきは自分た
ちで作ったピーナッツで 

2/21 小学生の観光
ガイド登場 

2/28  
幼児たちの学校！？ 

3/7 過去最高の 
参加数 綱引き大会 

3/21 放課後、    
子どもたちの居場所 

3/28 小学校の   
思い出をバックにして… 



テレビ・ラジオＣＭ展開 
本をイメージしたキャラクターの採用 

               
 
 

 
オリジナルＣＭの制作 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＡ 
にいがたキッズプロジェクト 協賛メンバーオリジナルコメント 

 

協賛メンバーオリジナル画像 
 

○○はにいがたキッズプロジェクトの 
メンバーです。 
 

○○株式会社 



ＷＥＢサイトの運営 



朗読キャラバン「読み聞かせ」 
キッズプロジェクトのスタート当初からの継続事業である朗読キャラバン。今年も年間を通じ、ＢＳＮアナ
ウンサーが幼稚園・保育園などを訪問し「読み聞かせ」を実施してまいりました。 
 
 
 
 
 
【今年度の実施実績】 
・6/ 6（日） 県立万代美術館「ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰ展」会場にて 
・6/21（月） 新潟市立沼垂保育園にて 
・7/ 6（火） 新発田市 すみよし保育園にて   
・7/14（水） 新潟市 こどものいえ保育園にて 
・8/18（水） 新潟市中央区 勝楽寺保育園にて 
・8/28（土）、29日（日） 新潟市子育て支援センター プラーカ「スマイルランド」にて 
・9/  8（水） 新潟市西区 金鶏幼稚園にて 
・10/6（水） 出雲崎町 出雲崎保育園、長岡市 深沢保育園にて 
・11/7（日） 長岡市メディアぷらっと「学ぶフェスタinメディアぷらっと」会場にて 
・1/30（日） 新潟市中央区 新潟市大畑少年センターにて 
・2/18（金） 新潟市東区 船江保育園にて 
 
【特別実施】 
・3/25（金） 東日本大震災新潟県内避難者読み聞かせボランティア 
          新潟市体育館「キッズコーナー」にて 

読み聞かせ担当アナウンサー 
田巻直子  武内実江 
高橋知幸  米澤和代 

 
＜避難者読み聞かせの様子＞ 
 



  
親子でゆっくり楽しめることをコンセプトに今年から万代シテイを会場に実施致しました。 
大勢の皆様にお越し頂き、２日間の来場者はのべ45,000人となりました。 
 

 日時 平成２２年６月２６日(土)・２７日(日)10：00～17：00 
 場所 万代シテイ周辺エリア（新潟市中央区万代１丁目） 
 主催 ＢＳＮ新潟放送/にいがたキッズプロジェクト 
 協賛 にいがたキッズプロジェクトメンバー  
 後援 新潟県教育委員会 
 入場者数 45,000人 《6/26（土）30,000人、6/27（日）15,000人》 
 イベント内容 6/26（土）ｳﾙﾄﾗﾋｰﾛｰｼｮｰ、ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾌｧﾋﾞｰﾆｮ・ﾄｰｸｼｮｰ等 

        6/27（日）ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ金ﾒﾀﾞﾘｽﾄ荻原健司ﾄｰｸｼｮｰ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾜｺﾞﾝお笑いﾗｲﾌﾞﾞ等 
 
 
 
 
 
 キッズプロジェクトメンバー出展ブース（ブースＮｏ順・６社） 

    笹菊薬品グループ様、北陸ガス株式会社様、住友林業株式会社様、 
    株式会社新潟ケンベイ様、新潟日報社様、トーア株式会社様 
 

 ＢＳＮｺｰﾅｰ ｷｯｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄPR（子育て支援）、ｱﾅｳﾝｻｰ体験、中継車見学、地デジPR等 
 その他ｺｰﾅｰ 一般協賛社ﾌﾞｰｽ、はたらく車ｺｰﾅｰ、遊具ｺｰﾅｰ、マンガ教室、手作り工作等  



  
イベントＰＲ実施内容 
ＢＳＮテレビ 
 ◆テレビスポット  6月10日～6月25日放送 15秒 
 ◆テレビ番組 
   Ｎスタ新潟（月曜～金曜１８：１５～１９：００） 

          ・6月23日～6月25日放送 ＭＣテーブルに告知ＰＯＰボード設置 
      ・6月25日｢明日から開催告知｣、6月26日｢開催中告知｣ 
   Ｎスタプラス（月曜～金曜１８：５５～１９：００）  イベント開催告知  
 
ＢＳＮラジオ 
 ◆ラジオスポット 6月8日～6月25日放送   20秒、 30秒 
 ◆ラジオ番組 
   「日刊キッズラジオ」（ｺﾞｺﾞﾗｸ内）6月21日～6月24日放送 ｽﾃｰｼﾞ内容及びﾌﾞｰｽ紹介 
   「morninng  cafe」 6月17日放送 イベント紹介 
   「ゴゴラク」 6月18日、6月24日放送 イベント紹介 
   「ひるバナナ」 6月21日～6月25日放送 イベント紹介 
   「ゴゴラク」 6月25日 万代シテイからイベント前日リポート 
   「さたばな」 6月26日 イベント会場から様子をリポート  
  
Ｗｅｂ ｢ＢＳＮホームページ｣掲載 5／27～6/25 



 各種イベント①  
＜親子田植え体験ツアー＞ 
  「食の力」「自然の力」をテーマに自然や農業の大切さを学びました。地元農家の皆さんが用意して 
  くれた田んぼで青空の下、新潟米の田植えを体験しました。 
     
    日時：５月１６日（日） 
    場所：胎内市坪穴地区 
    参加者数：親子５１人 
      協力：新潟ケンベイ  
 

＜自然体験バスツアーin湯沢高原アルプの里＞ 
  大自然学習篇と大自然アクティブ篇の２回に分けて実施した自然体験ツアー。 夏休みの１日を 
  自然豊かな湯沢高原アルプの里で過ごしました。 
   ●大自然学習篇 
      日時：７月２４日（土） 
     参加者数：２９人 
      協力：湯沢高原アルプの里 
 

   ●大自然アクティブ篇 

      日時：８月５日（木） 

    参加者数 :３８人 
    協力：湯沢高原アルプの里 

 



 各種イベント②  
＜日帰りバスツアーin柏崎・夢の森公園＞ 
  自然の豊かさを体験できる空間であると同時に、環境に配慮したライフスタイルのモデル空間でも 
  ある「柏崎・夢の森公園」で様々なプログラムに挑戦！子どもたちにとっては持続可能な社会・暮ら  
  しを考える機会となりました。 
       
    日時：８月２０日（金） 
    参加者数：８０人 
    実施プログラム 
     ・森の探検 
      ・クライミングウォール 
      ・ザリガニ釣り  

   

   

＜親子稲刈り体験ツアー＞ 
  黄金色に実ったにいがたキッズプロジェクト米。 
  ５月の田植えに参加した親子に新しい友達も仲間入りし、稲刈りを体験しました。   
     
    日時：１０月１１日（祝） 
    場所：胎内市坪穴地区    
    参加者数：４９人 

     協力：新潟ケンベイ  



来期に向けて 
 今期のにいがたキッズプロジェクトの新規事業、「にいがたキッズプロジェクト文庫」では、上・中・下越・
佐渡地方から多くのご応募をいただきました。構成メンバー、人数、活動内容、回数、文庫をどう生かす
かといった応募アンケートデータを参考にして寄贈先を選定いたしたところです。贈呈にあたっては、わ
ざわざ式を開催しなくてもとの意見もありましたが、結果的には３０団体中２６団体が出席されました。
糸魚川、妙高、南魚沼、佐渡といった遠方からも参加いただき、読み聞かせや子育て支援の団体がお
互いの情報交換の場として活用されたことは、「子育て支援のネットワークづくり」という「プロジェクト」の
理念のひとつに、大きく寄与したものと考えております。 
 また、３月１１日に東北地方太平洋沖地震が発生し、新潟県内にも子どもたちを含む多くの方々が避
難してまいりました。中越地震、中越沖地震と２度の震災で日本のたくさんの支援を受けた新潟県民の
ひとりとして何かできないかと考え、これまで、「プロジェクト」として８年間活動してきたアナウンサーによ
る「絵本の読み聞かせ」をボランティアとして実施。４月以降も可能な限り継続する予定です。 
 ９年目を迎える来期につきましては、「環境」というキーワードを重点テーマに新たに加えます。生物多
様性に「触れる」「守る」「伝える」という３つを活動の柱にし、未来への世代のために、現在の多様ない
のちの豊かさを残していく活動を進めることにしております。 
 こうした取り組みを含めた「にいがたキッズプロジェクト」の活動が、より広く、より明確に理解されるよ
う、ＢＳＮ新潟放送としても全社一丸となって取り組んでまいります。 
           ２０１１年３月２９日 
                                        株式会社新潟放送 

にいがたキッズプロジェクト運営委員会 


