
実施報告書

第18期
新潟のこどもたちの未来のために



第18期 BSNキッズプロジェクト

■ 活 動 期 間

■ メンバー

■ 後 援

2020年4月1日 ～ 2021年 3月31日

株式会社ウオロク 様 笹菊薬品グループ 様

株式会社タカヨシ 様 新潟運輸グループ 様

株式会社新潟ケンベイ 様 新潟日報社 様

株式会社レントオール新潟 様 株式会社富士通新潟システムズ 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、こどもたちを育んでまいります。
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新型コロナウイルス感染拡大で
大きく変わった、こどもたちの日常。

1月 6日 中国武漢で原因不明の肺炎厚労省が注意喚起

15日 日本国内で初めて感染確認

2月 3日 乗客の感染が確認されたクルーズ船横浜港に入港

2月27日 安倍首相全国の小中高校に臨時休校を要請。

3月 2日 全国一斉休校に。

4月 7日 ７都府県に緊急事態宣言

4月16日 「緊急事態宣言」全国に拡大

～ 新潟県は 5月14日まで



コロナ禍における事業展開 / 交通安全反射ステッカー配布 4

県内全小学校に入学した新一年生全員（約17000人）に
交通安全を願い反射ステッカーを配布

上越市出身のアートディレクター・大塚いちおさんデザイン。
反射ステッカーの贈呈は２年めとなりました。

いつもの春とは違って、分散登校中の子どもたちの笑顔を守り
交通事故防止と、交通安全について親子で考えるきっかけに
なってほしいと願いました。

ピカピカの新一年生のPR動画を放送



コロナ禍における事業展開 / YouTube発信 5

読み聞かせYouTube配信

主に
新潟出身の作家や、
新潟が描かれている
作品を紹介しました。

ダンダンDance 動画募集

家族でおうち時間を楽しんで

緊急事態宣言下
一斉休校中の
3/16から
16作品を配信。

おうちタイムを親子で一緒に楽しみ、
絵本や物語との出会いの場を
提供しています。

「ダンダンDance!」の
新バージョンを
「Chibiunity」で制作。
YouTubeで
レクチャー動画も配信。

ダンス動画を募集し、
個人や団体の応募作品を、
番組や公式YouTubeで
配信しています。



コロナ禍における事業展開 / オンラインの取り組み 6

BSN
リモート社内見学

ZOOMなどを使用し、小学校の教室と
BSNを結び、VTRでテレビスタジオや
主調整室などについて説明します。
こどもたちからの質問も受け付け、
その場で答えます。
6月から現在まで13校18回実施しました。

親子でゆういく！
リモートワークショップ

新しいスタイルで！体験の機会を失わないために

新潟県立大学 伊藤巨志教授が
新聞や風船を使って親子で遊びながらできる
運動を紹介。その模様をカメラで撮影し
オンラインで届けました。
上越などからの参加もあり、自宅で
リラックスした状態で学べると好評でした。



コロナ禍における事業展開 / 読み聞かせ・出前授業 7

読み聞かせ活動・出前授業の再開

学校が再開し、状況が落ち着きつつあった7月、
アナウンサーによる読み聞かせや出前授業を再開しました。
アナウンサーが朗読や実況などをデモンストレーションし
仕事内容ややりがいについても伝えます。
2020年度は読み聞かせ 5か所、出前授業 10校を訪問。
今年度はこの他２校、実施予定です。

幼稚園・保育園・小中学校と連携して



コロナ禍における事業展開 / 感染対策を施しリアルイベント実施 8

ふるさとの誇り 新潟の技体験ワークショップ

ＢＳＮ本社で68名の子どもたちが「ふるさとのスゴ技」に挑みました。
安田瓦・村上木彫堆朱・鎚起銅器の職人の皆さんから直接指導を受け、完成させました。
作品を愛おしそうに抱え「家宝にする」と言った子。「世界に一つだけ！」とほほ笑む子。
職人の皆さんの技術の高さを実感し、ふるさとの伝統工芸の素晴らしさを学びました。

新潟の魅力再発見！

親子粟島ツアー
1泊2日で来島自粛が解除された粟島へ。
アジやサバのサビキ釣り。粟島名物わっぱ煮。
乗馬や磯ダコ捕りを思う存分楽しみました。
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専門家とつながり、良質な情報を提供

「はぐくむコラム」執筆者１１名

「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 ほんぽーと司書の皆さま

→BSNラジオ「大杉りさのRcafe」に出演し連動

参加型

トップページに新潟のこどもたちの写真を掲載。

２０２1年２月時点で540件を超える投稿。

更新頻度の高いサイト

前年比 ユーザー数1.5倍、セッション数で1.3倍

（PV数97％・・・キッズプロジェクトが開催できなかったため）

SNS連動

Facebook・twitter・インスタグラムサイトと連動

コロナ禍における事業展開 /キッズプロジェクトホームページ他



放送／テレビ「土曜ランチTVなじラテ。」親バカグラム 10

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。
人気コーナーに成長しています。
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(9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・三石佳那(BSNアナウンサー)



「こどもパーソナリティ」

毎週土曜 『大杉りさの R ｃａｆｅ 』

10：15頃～

パーソナリティ 大杉りさ

ＢＳＮラジオ 『R ｃａｆｅ』 内で放送。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。大杉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てお話してもらいます。

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(9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

BSN本社ラジオスタジオでの
生出演が基本ですが、出張ラ
ジオとして大杉パーソナリティが
学校訪問し収録を行うこともあ
ります。(2020年12月放送：佐
渡市立新穂小学校他)
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放送／ テレビ・ラジオ キッズ・子育て関連の放送 12

キッズ・子育てに関係する話題を
積極的に放送

BSNキッズプロジェクトホームページでは
「子育てオン・エア」ページで
キッズや子育てに関する話題や
ニュースで取り上げた動画を
ご視聴いただけます。

2020年5月30日放送「土曜ランチTVなじラテ。」内
協力：新潟ケンベイ様、農事組合法人百笑つぼあな様、JA胎内市様

2020年12月12日放送「土曜ランチTVなじラテ。」内
協力：新潟ケンベイ様

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、こどもたちによる体験ツアーは
実施せず、生産者の皆さんからキッズ田で田植えを行っていただきました。

新潟市社会福祉協議会を通じて、新潟市のこども食堂にお米200㎏を贈呈し、
役立ててもらおうという支援活動の様子を取材しました。

2020年10月17日放送「土曜ランチTVなじラテ。」内
協力：新潟ケンベイ様、農事組合法人百笑つぼあな様、JA胎内市様

キッズ田では5月に生産者の皆さんが植えた苗が立派な稲に育ちました。9月の
好天の下、大塩アナが稲刈りの様子をVRカメラで取材し動画に収めました。



キッズチャレンジ 親子スキー体験 ㏌ 舞子スノーリゾート

現地集合・解散型のツアー実施です
■実施日時 2021年 2月28日（日）9：30～

■実施会場 新潟県南魚沼市舞子「舞子スノーリゾート」

■募集人数 親子(小学生と保護者)10組20名、現地集合・解散

■参 加 費 親子2人で5,000円 （リフト1日券・ランチ券・傷害保険料込）

■特 典 専用昼食会場、スノーモービルまたは雪上バナナボート体験

■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 ■協 力 ハピスノ

事業展開／キッズチャレンジ 13

<募集告知> 新潟日報
2021年2月13日(土)掲載

<ツアーチラシ>



事業展開 ／ キッズリモート社会科見学 14

BSN公式ホームページの「イベントページ」で公開中
https://www.ohbsn.com/event/kids-project/remote2021.php

BSNキッズプロジェクトホームページの「イベントページ」からも
https://kids.ohbsn.com/event_report/

こどもたちが実際に工場や職場を訪ねて学ぶことが難しくなり、
「リモート」による企業の社会科見学が実施されています。
配信アプリとインターネット回線を通じて双方向のライブ中継も
行われていますがキッズプロジェクトではBSNアナウンサーが
こどもたちの代わりに社会科見学をレポートしました。
ご自宅や学校等からお好きな時間に視聴可能です。

レントオール新潟様

新潟運輸グループ様

株式会社タカヨシ様



支援活動／子育て支援団体との連携 15

「子育て支援」を中心に活動されているＮＰＯ法人と 連携

自由帳の贈呈

県内の子育て支援団体に

各100冊 自由帳をご提供

ノベルティ「自由帳」に、年間協賛社名を連名で掲載。
※当自由帳は子育て支援のＮＰＯ団体などに贈呈し、

ご活用いただいております。
製作部数：10,000部

2020年度実績：各キッズプロジェクト活動参加者に配布
読み聞かせ・出前授業訪問時配布
子育て支援の県内約30団体に寄贈

<2020年度自由帳>



16連携事業／ 読書おたよりコンクール・新潟県中高生POPコンテスト

■事業名

■主 催

■共 催

■連携方式

■実施日時

■実施概要

「読書おたよりコンクール」「新潟県中高生POPコンテスト」

新潟県教育委員会

新潟県小中学校ＰＴＡ連合会

特別協力…募集協力、特別賞の設定、

7/20～9/11（おたより）9/18（POP） 表彰式 11/22（日）

新潟県が進める「子ども読書応援プロジェクト」の一環。

本を読んで感動した場面や印象に残ったことを絵と文で

手紙として綴り、家族や友人、登場人物などに伝えるコンクール。

POPコンテストは同世代におすすめしたい本をPOPで表現

するコンテスト。



広報活動 ／ 他媒体によるキッズプロジェクトPR 17

★新潟日報 2020年6月24日

★新潟日報 2020年9月16日★新潟日報 2020年5月18日

★assh 2020年9月24日



来期の活動方針 18

・放送やWEBを通じて、こどもたちや子育て世代にとって有益な情報、

楽しいコンテンツを届けます。

・新潟の文化に関わるイベントやワークショップ、地元ツアーなどの体験を通じ、

こどもたちがふるさとへの誇りを感じるお手伝いをします。

・新型コロナウイルスの影響で活動が制限されたこどもたちに、放送・Webを

通して発表・発信の場を提供します。

確かな情報と体験で こどもたちを育みます。

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。

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ラジオ・テレビや体験ツアー、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。第19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しっかり

と考え、地域メディアとしての役割を担い活動してまいります。

※ BSNは2021年2月22日
SDGメディアコンパクトに加盟しました。


