
実施報告書

第19期
新潟のこどもたちの未来のために



■ 活 動 期 間

■ メンバー

■ 後 援

2021年4月1日 ～ 2022年 3月31日

株式会社ウオロク 様 笹菊薬品グループ 様

株式会社シアンス 様 タカヨシグループ 様

新潟運輸グループ 様 新潟日報社 様

株式会社レントオール新潟 様 和田商会グループ 様

（50音順）

新潟県 様 新潟県教育委員会 様 新潟市 様 新潟市教育委員会 様

新潟県医師会 様 新潟県歯科医師会 様 新潟県小児科医会 様

新潟県薬剤師会 様 新潟県産婦人科医会 様
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こどもたちの未来を、わたしたち、みんなで。

こどもを育む地域の皆様、活動趣旨にご賛同頂く年間協賛社の皆様、

そして、私たちＢＳＮ新潟放送。

「おとなのネットワーク」で、こどもたちの未来のためのアクションを。



直江津図書館と新潟県立図書館で2回ずつ実施。
親子80名が参加。（長岡・佐渡会場は中止）
絵本を通し、親子で一緒に「SDGs」について
考え、話し合うきっかけに。
講師：「絵本でSDGs推進協会」の朝日仁美氏。
読み聞かせ：工藤アナ（7/4）前野アナ（10/17）
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新潟の技
リモート体験ワークショップ

子どもたちの未来のために！ SDGｓ

NEW 本の世界へ2021
絵本で話そうSDGs

ふるさとに誇りを！キャリアについて考える機会も

夏休みに実施予定だったリアルイベントを
オンラインに切り替え開催。合わせて72名が参加。
大湊文吉商店の協力で、工場から「加茂 組子細工

体験」を実施。組子づくりの他に、カンナ実演など。
（10/3）第2弾は「小国和紙生産組合」の紙漉き工房

から。和紙の原料や紙漉きについて学び、切り紙
を体験。（12/5）
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出前授業
アナウンサーが
小中学校に出向き
働きがいや仕事内容
などについて
伝える出前授業。

県教育センター「知恵伝」にも協力。
2021年度実施 14校

連携① 小中学校・保育園と、行政と

交通安全ステッカーの配布
県内全新一年生（17000人）に
反射ステッカーを配布。3年目。
（4月実施）
来年度はデザインを一新し、
日暮れが早くなる秋に
配布予定。

読み聞かせ
小学校など
2021年度実施
7か所

リモート見学
2021年度実施
14校

読書おたよりコンクール
新潟県中高生POPコンテスト
県教育委員会主催の
読書推進イベント。
募集告知・審査など

協力。
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キッズプロジェクトホームページ
「はぐくむコラム」執筆者１１名
→BSNラジオ「立石勇生SUNNY SIDE」にも
出演し連動。

2022年度は「SDGs de はぐくむコラム」にリニューアル。
新大 村山敏夫教授、長岡技科大 勝身麻美UEAが
新メンバーとして加入。

「大人の本棚・こどもの本棚」 執筆者７名と
新潟市立中央図書館司書などが
子どもと大人に良書を紹介。

連携② 専門家と、支援団体と

子育て支援ＮＰＯ法人などに
自由帳を贈呈

ノベルティ「自由帳」には年間協賛社名掲載。
製作部数：10,000部
子育て支援団体や園児・児童・生徒に配布
子育て支援団体はHPでも紹介。

キッズプロジェクトHP はぐくむコラム 大人の本棚こどもの本棚



放送／テレビ 「土曜ランチTVなじラテ。」 親バカグラム 6

我が子がかわいくてしょうがないという
親バカ大歓迎！
BSNテレビ「土曜ランチTVなじラテ。」内で、家族でなければ
撮れないこどもたちの名・珍場面の投稿コーナーを展開。
人気コーナーとなっています！
投稿作品には子育て応援として最大3,000円分のQUOカードを
プレゼント。紹介された投稿は親バカグラムのインスタグラムに
掲載し、キッズプロジェクトのホームページともリンク。
また、コーナー内では「キッズインフォメーション」と題して
協賛メンバーの活動やトピックを紹介。

<基本構成>

■コーナータイトル

★投稿作品(動画または画像)紹介

★MCとゲストが投票し賞を決定

★投稿作品募集告知

■ご協賛社CM(15秒×2)※ローテーション

■ご協賛社名(8社)スーパー表示

「親バカグラム」コーナー

毎週土曜 『土曜ランチTVなじラテ。 』内

13時台放送

MC：工藤淳之介・麦島侑（BSNアナウンサー)



「こどもパーソナリティ」

毎週土曜

『立石勇生SUNNY SIDE 』

11：15頃～ パーソナリティ 立石勇生

新潟県内の小学生～高校生までの児童・生徒が生出演し、

パーソナリティをつとめる約30分のコーナーです。1児のパパ

でもある立石パーソナリティはアシスタント役でサポート。今

頑張っていること、将来の夢、学校で流行っていること、名前

の由来などを質問をいくつか用意してさいころトークとして

選択しお話してもらいます。主役はこどもたちです！

放送／ ラジオ 「週刊キッズラジオ」 こどもパーソナリティ

<基本構成>

■コーナータイトル

■ご協賛社名読み(8社)

■ご協賛社CM(20秒×2)※ローテーション

★さいころトーク★

…いくつかのQにこたえます

Q嫌いなもの苦手なものは？Q最近泣いたエピソードは？等

★こどもウォッチ★

… 周りで流行っていること・今頑張っていること

★将来の夢は？★

■こどもパーソナリティ募集のお知らせ
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キッズチャレンジ 親子スキー体験 ㏌ キューピットバレイ

現地集合・解散型のツアー実施です
■実施日時 2022年 2月27日（日）

■実施会場 新潟県上越市 キューピットバレイ

■募集人数 親子(小学生と保護者)10組想定、現地集合・解散

■参 加 費 大人3,000円・小学生2,000円 （リフト1日券・ランチ券・傷害保険込）

■特 典 お食事クーポン付・早期予約でレンタル特別価格

■企画主催 BSNキッズプロジェクト BSN新潟放送 旅行企画・実施 KIJトラベル

■協 賛 BSNキッズプロジェクトメンバー

事業展開／キッズチャレンジ 8

<募集告知> 新潟日報
2022年2月5日(土)掲載

<ツアーチラシ>



ＢＳＮキッズプロジェクト×ＮＥＸＣＯ東日本
夏休み社会科見学 ～高速道路で働く車と道路管制センター～

■実施日時 2021年 8月7日（土）

■実施会場 ①イオンモール新潟南 ②道路管制センター

■募集内容・人数

①来場の皆さんへ車両展示・パネル展示・ＰＲ映像放映

②道路管制センター見学・車両展示 事前募集１０組/回×３回

■企画主催 BSNキッズプロジェクト NEXCO東日本 新潟支社

事業展開／キッズ タイアップイベント 9



事業展開 ／ キッズおしごと見学 テレビ放映＆ホームページ 10

BSNキッズプロジェクト19期特別企画として「キッズおしごと見学」テレビ
ミニ番組を８回シリーズで制作し、2022年1月～2月にかけてご協賛
メンバー8社様のおしごと内容を紹介。単なる企業紹介ではなく、
主人公を通じ、それぞれのおしごとの魅力を引き出すよう工夫しました。
放送した番組は、キッズホームページに掲載。動画は２次利用も可能
ですので、各社様で有効活用してください！

<放送告知> 新潟日報
2022年1月8日(土)掲載
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★新潟日報 21年4月26日

★komachi 21年6月25日

★新潟日報 21年4月5日

★新潟日報 21年7月19日

新潟日報
3月下旬に
今年度報告
掲載予定
（カラー7段）

他媒体によるキッズプロジェクト広報例



おかげさまで20周年！
キッズプロジェクトは 2022年成人式を迎えます。

キッズプロジェクトは2002年の発足以来、ご協賛社の皆様とともに、テレビ・ラジオや体験ツアー、

イベント、支援活動などを通じ、新潟のこどもたちを応援して参りました。

スタートから20年。第20期も新潟のこどもたちの未来のために、ご協賛社様、家庭、幼稚園、保育

園、学校等の教育現場、地域でこどもを育んでいる方々とともに、地域メディアとしての役割を果

たし、こどもたちの「笑顔」と「未来」のために活動して参ります。

第20期 活動方針

こどもたちに、持続可能な未来を。

こどもたちが健やかに育つ持続可能な世界の実現に向け、

パートナーの皆さまとともに取り組んでまいります。

コロナ禍でも
体験のチャンスを止めない。

有益な情報を子育て世代へ届ける。

ふるさとへの愛着を育む。

パートナーシップでより良い未来へ。
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