先生たちも勉強しています！

平成16年3月

「教育は人なり」
とは古くからいわれている言葉です。
直接子どもたちの教育に携わ
る教師には、
強い使命感や高い専門性を持ち、
課題に的確に対応する力が求められます。
そこで、
本市では、
教師の資質や指導力向上をめざして様々な研修を行っています。
プログラム

日時・期間

内

容

対象

費用

受付

申込・問い合わせ先
発行/熊本市教育委員会

指導力向上のために

研究発表会・授業研究会を行っています

春休み惑星観望会

大人
昼間は、太陽のプロミネンスや1等
3／24（水）
300円 当日直接
級のカペラや金星を観察。
夕方から
〜4／4（日）
どなたでも
小人 会場へ
19：00〜21：30 水星、金星、火星、月、土星、木星を大
150円
型望遠鏡で観察します。

教師が各教科の専門的知識を深めるとともに、授
業における指導力の向上を図るため、様々な研究会
春の海に
わくわくキャンプ

を実施しています。研究会には、
「学力充実」
「道徳教育」
などの研究委嘱を受けた学校が研究したことを発表
する研究発表会や各教科の研究会が主催し、指導法

海上タクシーを使って秘密の場所
5／1（土）
〜5／3（月） への小旅行など、楽しいこと間違い 小学5年
なし。
〜中学3年 5,000円
（2泊3日）
1日13：00受付 芦北の海を満喫して、新しい友達の （50名）
3日13：00解散 輪を広げませんか？

4/20（火）までに
往復ハガキに、〒、
住所、氏名（ふり
がな）
・保護者氏
名：印、電話番号、
学 校 名・学 年 を
記入して申込み。
★多数の場合は抽選

さかもと八竜天文台
〒869-6103 八代郡坂本
村大字中谷は又335
Tel.0965（45）3453

熊本県立あしきた
青少年の家
〒869-5454
芦北郡芦北町鶴木山
Tel.0966（82）3092

や教材の工夫改善を図る授業研究会などがあります。

研究授業の様子（白川中学校）

また、各学校においては、教科指導に関する研修会
のほか、
人権教育、
生徒指導、
情報教育、
国際理解教育、
環境教育等の研修を年間20回程度実施しています。
教師は、
このような研究会を通して学んだことを日々
の授業の中で子どもたちに返していくよう研鑚に努
校内研修の様子（清水小学校）

めています。

小学3年
どんな熱の力でも動くスターリン 〜中学3年
グエンジンを作って、未来のエンジ （30名） 無料 3/19（金）ま
でに、往復は 熊本博物館
★多数の場合
ンを考えよう。
がきに、プロ
抽選
グラム名、〒、 〒860-0007
住所、氏名、学
古京町3-2
小学4年
年、電話番号
子ども科学ものづく 3／26（金）
・27（土） バードカービングとは、鳥の彫刻と
〜中学3年
を書いて申込 Tel.（324）3500
り教室
13：00〜16：00 いう意味です。木を彫りだして、本 （20名）
100円
み。
②「バードカービン ※2回とも参加で 物のような鳥の彫刻を作ってみま ★多数の場合
せんか？
グ作り」
きる方
抽選

幅広い視点からのものの見方を培うとともに、対人関係
能力などの向上を図るため、夏休みに他の職業を体験する

4/19（月）まで
に往復ハガキ
に、〒、住所、家
族全員の氏名
1人 （ふりがな）、性
4,000円 別、学校名（学年）
もしくは年齢、
電話番号を記
入して申込み。
★多数の場合は抽選

ました。
教師からは、
「他職種を経験することで、児童や保護者と

熊本県立天草青年の家
〒861-6102
天草郡松島町合津5500
Tel.0969（56）1650

アドレス http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kids/hyousi.htm

の信頼関係づくりの大切さを学ぶなど、子どもたちのため

熊本市

・福井
市小学
生

に自分がどうあるべきかを考える機会となっている。」
「自

交流事

分自身を見つめ直す機会となり、そこで経験したことをそ

●お問合せ先

の後の日々の教育活動に生かしていこうとする姿勢や意
農産物の販売

〒860-8601 熊本市手取本町1-1

熊本市教育委員会 教育企画課 TEL.328-2703 FAX.359-6951 e-mail:kyouikukikaku@city.kumamoto.kumamoto.jp
生涯学習課 TEL.328-2736 FAX.359-5833 e-mail:shogaigakushu@city.kumamoto.kumamoto.jp

ンジ

チャレ

子ども

※各イベントに参加・申込する場合は、内容等について事前に確認しましょう。
※毎月10日に「キッズ＆ジュニア情報局」を学校を通して児童・生徒に配布しています。
公民館等の身近な市の施設のイベント情報を掲載していますので、こちらもご活用ください。
※ほかにもみんなが参加できるたくさんのイベントを熊本市のホームページで見ることができます。

に約800人の教師が地域に出ていろいろな仕事を経験し

欲につながっている。」との声が聞かれています。

●体験活動報告
●きてきて先輩
●教員の研修
●キッズマナビスト

子ども科学ものづく
り教室
4／3（土）
①「動きが楽しい！
首ふりスターリング 13：30〜15：30
エンジンを作ろう」

親子ハイキング、ニュースポーツ、
5／1（土）
家族
ふれあいファミリー
〜5／2（日） イルカウォッチングを体験しませ
（100名）
んか？
（1泊2日）

社会体験研修を実施しています。平成13年度からこれまで

Contents

よもぎ団子づくり、こんにゃくづく
（財）学びやの里
申込書を送付
り、じゃがいも・高菜の植付け、枝う
おぐに自然学校事務局
2004春休み
3／27（土）
しますので、
ち体験、山菜とり、たけのこほり、か 新小学4年
「おぐに自然学校」
〜4／4（日）
54,000円 電話でご連絡 〒869-2505
まどでごはん炊き、森の遊び場づく 〜新中学3年
阿蘇郡小国町北里371-1
ふるさとアドベンチャー （8泊9日）
ください。
り、星空観察などさまざまな体験を
Tel.0967（46）5560
してみませんか？

資質の向上のために

社会体験研修を行っています

ウィズ・ユー

業（ス

キー体

験）

※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。
アドレス http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kyouikuiinnkai/kouhou/kouhou.htm

（ペ
公民館

ーロン

体験）

学び、
遊び、
いろんなことに挑戦しました
一年を通して活動するグループ「げんきッズ」では、カ
ヌー体験や金峰山少年自然の家宿泊体験等の自然体験活動
を主に行いました。普段は体験することができない活動に
活き活きと目を輝かせて取り組んでいました。また、舞台
劇の稽古から発表会までを行う「げきッズ」では、発声練
習等の基礎練習に戸惑いながらも、発表会では全員が素晴
らしい演技を披露しました。
子ども文化会館ではこの他、日常的なご利用の他に、紙
芝居や絵本の読み聞かせ、工作教室、子育て交流などの講
座を定期的に開催したり、季節の伝統行事を取り入れた節
分豆まきや人形劇など、年間を通した体験活動を提供して
います。

みなさんのスポーツライフを応援します
〜社会体育課〜

〜子ども文化会館〜

市民スポーツフェスタ夏季大会
（ウォータービーチボールバレー）

節分豆まき

〒860-0004 熊本市新町1丁目3-11 TEL323-0505

子ども達が気軽にスポーツを親しむきっかけづくりとし
て、年に4回、「熊本市民スポーツフェスタ」を開催して
います。季節に応じた競技種目(夏は水泳、冬はスケート
など)を開催して、毎回多くの児童・生徒の参加があり す
ごく楽しかった と好評をえています。
さらに、小中学生を対象としたスポーツ教室も実施して
おり、今年度は全日本柔道連盟女子シニア選手による柔道
教室や、軟式野球教室、サッカー教室などを開催し、約
900名の参加がありました。
また、みなさんのスポーツ活動を支援するため、誰でも
気軽に楽しめるニュースポーツから競技種目(約50種類)の
スポーツ用具を無料でお貸ししています。また、スポー
ツリーダー(指導者)もご紹介します。学校や子ど
も会、PTA、地域のスポーツイベントなど
に、ぜひご利用ください。
お気軽にお問合わせください。

平成15年度の実施校

「きてきて先輩」は、先輩の生き方に学び、夢をもち、
人間として自分の人生をどう生きるかを考える機会と

泉ヶ丘小 浜田知明氏（彫刻家・版画家）
若葉小

なるように、文化・芸能・スポーツ等の分野で活躍され

本荘小

ている卒業生の方を講師として学校へ招くものです。
平成15年度は11校で実施しました。
講師については、事業を実施する学校の先輩・卒業生
と限定せず、広く熊本市の地域の先輩ととらえて招い

〜熊本博物館〜
「子ども科学・ものづくり教室」は、博物館事業の中でも好評を得てい
るものの一つです。
今年度は、これまで発光ダイオードなどのパーツをはんだ付けして作る
「クリスマスイルミネーションを作ろう」、縄文時代の生活を理解するた
めの「黒よう石を使った石器づくり」や、ペットボトルを使って手作りの
ロケットを作って飛ばした「どこまで飛ぶか、ペットボトルロケット」な
ど、17教室、約650名の参加をいただきました。
その他にも、学芸員やボランティア
の方たちにより、皆さんの「なんだろう」
「なぜだろう」にわかりやすくお応え
することを目指しています。
多くの方のご来館をお待ちしています。

〒860-0007 熊本市古京町3-2
TEL324-3500
クリスマス・イルミネーションを作ろう

〜中央公民館〜
小・中学生自らがプランナーとして、「子どもチャレンジ公民
館」の2つの事業の企画・運営を行いました。
【カヌーでGO！〜江津湖からめざせ！有明海！〜】
11月8日（土）プランナーを含め28名の子どもたちが、関係機
関の支援のもと、上江津湖から川尻バイパス加勢川橋近くの野田
堰までをカヌーで下りました。4時間近くかかりましたが、全員
が転覆することなく無事ゴールへたどり着きました。
【仲間とチャレンジ in あしきた 〜海と山へくりだそう〜】
12月13日〜14日、県立あしきた青少年の家において、自然体
験活動を行いました。プランナーを含め参加した60名の子どもた
ちが、ペーロンを漕いだり、オリエンテーリングをして冬の海と
山を満喫しました。
中でも、夜に行なったフォーラムは、 これからの公民館に期
待するもの というテーマで、こんな企画があったらとか、こん
な人たちと交流したいなど、たくさんの意見が出され、大いに盛
り上がりました。
〒860-0843 熊本市草葉町5-1 TEL353-0151

芳野小

葉 祥明氏
（画家・絵本作家）

いろいろなことに
関心を持ってほしい。
僕は、車は好きだ
けどあんなに細かい部品が
あるのは全く知らなかったので、
あんなに細かいところまで車の絵を
描けるなんてすごいなと思った。猪本
さんが「最初趣味で絵を描いていたら、
だんだんこういう絵を描くようになった」
と言われたことが心に残った。僕もこ
れから趣味をもっと見つけ将来の夢
に向かっていきたい。
（6年生児童）

熊本市教育委員会では、
子どもたちが自主性、
創造性を育むことができるよう、
様々な活動を行う機会を提供しています。

冒険と挑戦！！
自然の懐に抱かれて

錦ヶ丘中 森山佳郎氏
（元サッカー日本代表）

その他 7校 計11校で実施

ています。

TEL328-2724

科学の不思議さやものづくりの
おもしろさを体験しました

猪本義弘氏
（テクニカルアートイラストレーター）

たくさんの友だちができたよ！
〜生涯学習課〜
【九州都市中学生交流大会】
8月23日〜25日の3日間、「第6
回九州都市中学生交流大会」が佐
賀において開催されました。参加
した中学生は九州内の6都市より
278名。野外活動や郷土紹介など
を通じて、心を通い合わせました。
平成16年度は、熊本で交流大会
が開催されます。若さ溢れる交流
活動が期待されます。

テクニカルアートイラストレーター
猪本 義弘さん （本荘小）

今の自分を大事にして下さい。
大人になっても、子どもの頃
のことを忘れないで！

九州都市中学生交流大会

【熊本市・福井市小学生交流事業】
それぞれ25名の小学生が、互いにふるさとを紹介し、歴史や文化を学び、
自然を体感しながら交流活動を行いました。福井市の訪問団は7月25日から
28日までの4日間、横井小楠記念館や阿蘇の見学、ホームステイを通じ、熊
本の暑い夏を体験しました。熊本市からは平成16年1月9日から12日まで訪
問し、スキー体験など雪国ならではの活動を行い、さらに友情を深めました。
TEL328-2736

「空、海、動物、虫、いの
ち全部が好き」と笑顔で話され
る先生はとてもキレイな心の持ち主
なんだと思った。そして、そんな葉先
生だからこそ、あんなに素晴らしい絵
本が描けるんだと思った。今日の先生
の言葉を忘れずに充実した毎日を送り
たい。
（6年生児童）

画家・絵本作家 葉 祥明さん （芳野小）

