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発行/熊本市教育委員会

タウンミーティングを開催!
教育委員会の初めての試みとして、８月 10 日（金）、託麻公民館ホールにて「教育に関するタウンミーティング」
を開催しました。これは、教育委員が地域に出向き、市民の方と子どもの教育について直接語り合い、今後の
教育施策に反映するために実施したものです、教育長による教育委員会の取り組みの説明後、「熊本市の学校教
育に望むこと」をテーマに意見交換を行いました。当日は 73 名の皆さまにご参加いただきました。

・学校教育のプラン、地域や保
護者の意見等が聞けてよかっ
た。教育への期待が感じられた。
・先生方も忙しいのは分かるが、
楽しく学びができる場を設け、
学力向上に努めてほしい。

★今後の開催予定
日時：11 月 19 日（月） １９時～２０時３０分
場所：北区役所２階会議室
対象：市内に在住または勤務する方（先着１００名）
内容：熊本市の教育委員会の取組、意見交換など

★参加者の声

※詳細については、後日 HP にてお知らせします。
＜問い合わせ先＞

Check!
お問い合わせ先
アドレス

教育政策課

328-2703

●●●教育委員会の広報誌は熊本市のホームページでも見ることができます●●●

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市教育委員会教育政策課
TEL 328-2703 FAX 359-6951 e-mail：kyouikuseisaku@city.kumamoto.lg.jp
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/（トップ→学び･観光･スポーツ→教育･学校→教育広報誌「with you」）

●発見！ふるさと 熊本 の 魅力 !!
～郷土読本発行 ! ～

この夏、小学校高学年を対象として、「ふるさと熊本ゆかりの人物」や、熊本市にある資料館、記念館及び
史跡等を紹介した『郷土読本 夢の実現を ふるさと くまもとの人々』を発行しました。富合町、城南町、植
木町にゆかりのある人物や史跡等を加えた改訂版です。
この郷土読本をとおして、熊本市の歴史や人物について学びを深め、郷土愛を育んでいきます。小学校では、
朝自習の読書や社会科、道徳、総合的な学習の時間などの教科等の授業で、教材や資料として活用しています。

こんな人物が紹介されています！
加藤
横井
堅山
鳩野
上塚
広田

清正（かとう きよまさ）
小楠（よこい しょうなん）
南風（かたやま なんぷう）
宗巴（はとの そうは）
周平（うえつか しゅうへい）（城南町）
尚（ひろた ひさし）
（植木町）

新たに、資料館・記念館を紹介！！
＊塚原歴史民俗資料館
＊植木町田原坂歴史資料館
＊夏目漱石内坪井旧居など８つの記念館

◆小学校図書室、県・市立図書館、
各公民館図書室に置いています。

さらに、史跡・文化財も！！！
＊熊本藩川尻米蔵跡
＊池辺寺跡
＊六殿神社楼門（富合町）など

小学校の先生が、子どもたちへの思いを込めて
制作しました。是非、親子で読んでください。

＜問い合わせ先＞

指導課

328-2721

●心かがやけ月間

～心かがやけ熊本の子どもたち～
11 月を「心かがやけ月間」とし、道徳教育の推進に取り組んでいます。校区ごとに幼稚園・学校、家庭、
地域が協力し、あいさつ運動やボランティア活動、道徳の公開授業や「ホンモノにふれ感性を育む授業」
などを行い、地域ぐるみで、心豊かな子どもたちを育てていくきっかけとしています。
11 月１日（木）、全校 ･ 全園一斉あいさつ運動で「心かがやけ月間」がスタートしました。地域の
子どもたちへの声かけ、ご近所同士のあいさつなど、市民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。

◆郷土出身者の講話。夢を育み、よりよ ◆中学生と幼稚園児の交流。思いやりの ◆あいさつ運動の様子。各学校で工夫し
く生きようとする意欲を高めます。
心を育みます。
て行っています。

＜問い合わせ先＞

指導課

328-2721

●教師塾「きらり」スタート！
本年度より若手教員を応援する事業「教師塾『きらり』」が始まりました。本年度は 38 人
の先生方が「塾生」となり、以下のような３つの活動を中心に、授業の腕を磨いています。

(1) 優れた授業を見て学ぶ指導授業
師範とよばれる優れた指導力をもつ先生方の学校を訪問し、その授
業を参観します。授業の指導技術はもちろん、子どもへの接し方や教
室での作品等の掲示の仕方なども含め、教師としての姿勢を広く学ん
でいます。

(2) 自ら授業力を高める研究授業
自分の授業を師範に見てもらい、直接指導を受けています。
マンツーマン指導によって、自分の授業のよさや問題点が明らかに
なり、子どもが学ぶ楽しさを感じ、わかる授業への改善に向けて努力
しています。

「授業の名人」野口芳宏先生の公開授業
（川尻小学校）

(3) 授業の技を身につける実技講座
昔から受け継がれてきた授業の技術や、それを支える学習理論を改めて学
んでいます。夏休みには、実際に教室の黒板を使い、見やすい字、わかりや
すい書き方などを練習しました。また、9 月には「授業の名人」として全国
的にも有名な野口芳宏先生を招いて、授業を行ってもらい、授業づくりの理
論や方法を学びました。

＜問い合わせ先＞

効果的な黒板の活用法を学ぶ（藤園中学校）

熊本市教育センター

359-3200

●わくわく生涯学習フェスタ 2012

～ 公民館は「楽習（がくしゅう）」を求めるあなたのスタートを応援します！ ～
生涯学習フェスタでは、小学生バンドによるライヴや講演会等のイベント、各種ブースでの公民館事業の紹
介や体験コーナー等を通して、生涯学習の楽しさを体感してもらうとともに、学習を始めるきっかけを提供い
たします。ぜひ、お越しください。

■開催日

平成 24 年 12 月 22 日（土）、23 日（日）

■時

間

午前 9 時 30 分～午後 4 時

■場

所 「興南会館」
住 所：熊本市中央区本山町 131 番地
TEL ：371-1515

■入場料

無料

午後

「わくわく学習情報くまもと」を

※幼児～大学生までのさまざまなダンスユ
ニットが参加します（予定）

ご覧ください。
（ホームページアドレス）
http://wakugaku.hinokuni-net.jp/
生涯学習推進課

※熊本市の小学生女子５人のバンド。
熊本市の節水テーマソングや九州新幹線開
業前に作った「新幹線で『くまもと』へ」
などオリジナル曲を多数持っています。

ＲＫＫアナウンサー木村和也さんとフ
リーアナウンサー長船なお美さんによ
るトークショー
（12月23日）
午前 ダンスステージ

詳しくは、

＜問い合わせ先＞

■主なイベント
＜Ａホール＞
（12月22日）
午前 ブックベアーコンサート

生涯学習マスコット
「マナビィ」

328-2736

午後 市消防音楽隊コンサート
■その他
Ｂ・Ｃホールではマジックショーや公民館講座
の体験コーナーなど楽しめるイベントやブース
が盛りだくさん！！

●デジタル教科書導入

～授業が変わる！学びが変わる！～
子どもたちの興味関心を引き出し、子ども一人一人の能力や特性に応じた学びや子どもたち同士が教え合
い学び合う協働的な学びを推進するために、全ての小中学校にデジタル教科書を導入しています。
子どもたちの実態に応じて、説明を加えながら、映像
を拡大したり、音声を繰り返したりすることで、学習
の理解を深め、意欲を高めていくことができます。

視覚的な理解を促し、1 つの考えを全員で共有するこ
とができるなど、授業中に対話が生まれ、「言語活動の
充実」につながっています。

大きく表示された画面上で線を引いたり、文字を記入
したりと、情報機器に触れ、親しみながら、学習活動
に取り組むことができます。
導入している教科
小学校
中学校

国語（全学年）
、書写（３～６年生）
、算数（６年生）
国語（全学年）
、
英語（全学年）
、
技術・家庭（技術分野）

【デジタル教科書を活用した英語の授業風景】

拡大表示された本文を見ながら、音声に合わせて音読し
ています

＜問い合わせ先＞

指導課

328-2721

●日本語指導センター校の新設
～日本語指導の推進～

日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒を対象に、日本語指導センター校を設置しています。
近年の市内在住外国人の増加に伴い、日本語指導が必要な児童生徒が増加しており、児童生徒の実態に即した、
日常生活や学校生活に役立つ指導を実施しています。本年度から、黒髪小学校に加え桜山中学校に日本語指
導センター校を新設しました。在籍校での派遣指導やセンター校での通級指導も行っています。
「かるた」を使った日本語の学習

中学生への教科の補充学習

※ 指導内容は、生活言語・学習言語、日本文化や母国文化の紹介、教科の補充などです。教育相談も行っています。

＜問い合わせ先＞

指導課

328-2721

●放課後子ども教室

子どもたちの安全・安心な居場所づくりを行うために「放課後子ども教室」を実施しています。これは、放課

後や休日等に小学校の施設や公民館等を利用し、地域の方々の参画を得ながら、子どもたちへ読書活動・スポーツ・
学習・地域住民との交流活動等の取り組みを実施するものです。利用を希望される方は、各担当課へお尋ねください。

公民館子ども講座

学びノート教室

子どもの科学・ものづくり教室

学校の休日に子ども向けの講座を開

各小学校において、3 年生以上の希

催したり、公民館で自由に活動でき

望者へ「学びノート」を活用した教

る開放事業を行ったりしています。

室を開設しています。

博物館において、楽しく遊びながら
自然科学の原理や技術・歴史・伝統
文化などを体験できる機会を提供し
ています。
（熊本博物館：324-2806）

（指導課：328-2721）

（生涯学習推進課：328-2736）

放課後子ども教室
放課後学校図書館開放

子どもスポーツ教室

本を読んだり、読み聞かせや室内遊

放課後や土日に総合型地域スポーツクラブ
に委託して、週 1 回子どもスポーツ教室を
行っています。本年度は花園小、城山小、
託麻西小、川上小、飽田東小、飽田南小、
飽田西小、桜木東小、菱形小で行っています。
（スポーツ振興課：328-2724）

びなどを行ったり、図書館の中で自
由に過ごす事業です。本年度は、碩
台小、慶徳小、一新小で実施してい
ます。

（学務課：328-2716）

連携

児童育成クラブ
放課後などに適切な遊びや
生活の場を与えて児童の健
全育成を図るものです。

●「ユア・フレンド」って知っていますか？

・熊本大学教育学部の学生が、学校に行きたくても行けずに悩んでいる子どもたちや登校できても教室に入
れずにいる子どもたちの話し相手になるユア・フレンド事業は、今年度で 11 年目を迎えます。
・今年度も 175 人の学生がユア ･ フレンドとして登録され、家庭や学校の保健室・相談室などを訪問しています。
◆どうやって申し込めばいいの？
まず学校に連絡してください。学
校から派遣依頼書をお渡しします
ので、必要事項を書いて提出いた
だき、それをもとに教育委員会で
子どもの状況に応じたユア・フレ
ンドを選び、打ち合わせ後、活動
が始まります。

◆どんな学生が来るの？
熊本大学から推薦された教育学
部２年生以上の大学生が来ます。
将来教師になろうと頑張っている
学生です。子どもたちと接するた
めの研修を受けて活動を行ってい
ます。

◎「ユア・フレンド意見交換会」にて

◆どんなことをしているの？
１週間に１回程度、家庭や学校
を訪問して、直接子どもと会い、
話をしたり、子どもが興味のある
ことを一緒にしたりするなど、一
人一人の子どもに応じた活動をし
ています。 活動時間は１回２時
間程度です。
意見交換の様子

9 月 29 日、熊本大学で本年度第 1 回目のユア・フレンド意見交換
会を開催しました。この日は、102 人の学生が参加し、ユア・フレン
ド活動の喜びや悩みについて意見を交わしました。6 人ずつに分かれ
たグループ協議では、「子どもとの距離が縮まると子どもから悩みを話
してくれるようになる。」など貴重な体験談も出されました。
「意見交換会で話し合ったことを今後の活動に生かしたい。」とどの
学生もはりきっていました。

＜問い合わせ先＞

教育相談室

362-7070

●教育委員会とは！

教育委員会は、教育行政における政治的中立性の確保、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映等を目的

として設置されています。市長から独立した合議制の執行機関で、教育、文化などの振興など幅広い役割を担って
います。
教育委員会では、会議において教育行政に関する基本方針や施策等重要な事項を決定しています。
教育委員会は５名の教育委員により構成され、教育委員会会議の他に、学校（園）における研究発表会等への参
加やあいさつ運動、現地視察など、また、教育委員として広範な見識を深めるために、他都市視察や研修会への参
加等の活動を行っています。さらに、今年度からは、表紙にありますタウンミーティングや下記のスクールミーティ
ングを行い、地域住民や学校関係者との意見交換等の活動も行っています。

●初めてのスクールミーティング

開かれた教育委員会づくりを目指し、広聴機能の強化の

一環として、本年度から「スクールミーティング」を実施
しています。
これは、教育委員が学校を訪問し、学校長、ＰＴＡ役員
及び学校評議員と、学校教育について懇談するものです。
第１回目のスクールミーティングを、7 月 4 日に西区の
池田小学校にて実施しました。

《出された主な意見》
・親が働いている家庭が多い。放課後子ども教室、学び
ノート教室の開催数を増やしてほしい。

池田小学校でのスクールミーティングの様子

・部活動については、保護者の迎えが必要だったり、運動場が狭く思うように活動できなかったりなど、色々な課題
がある。
・目指す教職員像が絵に描いた餅にならないように、具体的な目
標をもった施策を行って欲しい。

今後も教育委員会では、各学期に１回程度ス
クールミーティングを開催していく予定です。

・学校５日制になり、１日の授業時間が多い感じを受ける。土曜
授業の復活はないのか。

●教育委員会会議を傍聴してみませんか

教育委員会会議を月１回開催しています。
開催日時や議題については、市のホームページ
に掲載されます。なお、傍聴人の定員 (10 名 ) を
超えた場合は、抽選になる場合があります。詳し
くは、教育政策課へお尋ねください。

＜問い合わせ先＞

教育政策課

328-2703

教育委員の紹介（上段は氏名 下段は任期）

﨑元

達郎 委員長
H24.10.2
H24.10.2 ～ H28.10.1

森

德和 委員
H19.9.26
H23.9.26 ～ H27.9.25

泉

薫子 委員
H22.4.1
H22.4.1 ～ H26.3.31

田口

伸子 委員
H24.10.2
H24.10.2 ～ H28.10.1

廣塚

昌子 教育長
H22.4.1
H23.12.15 ～ H27.12.14

