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Kumamoto Education Week 2020 開催！

新時代の
学びを
語り、
未来を
創る。

11/8(日)～15(日)開催
よりよい教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と
社会とが共有し、これからの社会を創り出していく子どもたち
が、社会や世界に向き合い関わり合い、自分の人生を切り拓いて
いくために求められる資質・能力とは何か。このことを、広く社
会と共有し共に考える機会とすることを目的に、今年度より
Kumamoto Education Week 2020(KEW2020)を実施します。
KEW2020 の参加申込み及び最新情報はこちら
https://kumamoto-ew.jp/

Kumamoto Education Week 2020

タイムテーブル（11.8～11.14）
▶11/8(日)
10:00～16:30
10:00～12:00 トークセッション

熊本市・福井市小学生交流
事業オンライン同窓会

▶11/13(金)
15:00～16:45
「未来の教室」×熊本市
15:00～16:45

オープニング
主催者あいさつ、主旨説明等

協力：一般社団法人 SCB ラボ
15:00～16:30
トークセッション＠金峰山

地域教育とフットパス
金峰山周辺をパネリスト自らが実際に歩き
フットパスの魅力や可能性などについて
トークセッションを行います

小林寛子
東海大学経営学部観光ビジネス学科教授

ジェイソン・モーガン
株式会社アドアストラ代表取締役
Shirakawa Banks 代表

教育講演会
第１部：実践発表
「未来を生きる私たちに必要な力とは？」
北部中学校生徒
第２部：講演
「STEAM 教育と未来の教室」
浅野大介
経済産業省商務・サービスグループ
サービス政策課長（兼）教育産業室長

山口久臣
一般社団法人アイ・オー・イー代表理事
モデレータ：濱田孝正
WaW くまもとネットワーク事務局長

18:30～20:00
18:30～20:00 グローバルフォーラム

世界から見た日本、
熊本市の可能性
上妻薫城南小学校校長
田熊美保 OECD 教育スキル局シニアアナリスト
堀尾多香文部科学省 国際統括官付補佐
森祐一熊本市教育委員会 指導主事
矢野智子
UNESCO 教育局教育政策専門官
モデレータ：塩津昭弘
熊本市教育委員会教育次長

18:30～20:00
トークセッション「選べる！！」
～県内のフリースクール等が大集合！
熊本から教育の未来を考える～
県内のフリースクール・オルタナティブスクール等の
皆さんが「自己肯定」「自己決定」
「自己実現」などをテーマにした、
３つのトークセッションを行います
司会：村上美香 株式会社ヒトコト社代表

▶11/14(土)
９:00～12:00

13:30～16:30

16:30～20:00

「未来の教室」×熊本市
9:00～10:15 実践報告

13:30～16:30 セミナー

16:30～17:30 セミナー

しなやかな心と体を育てる

「新時代の学び」実践報告会

銘苅さんと大村さんによる小学校での特別
授業（体育・総合）の様子を、教職員・指導者
向けに分かりやすく解説します

iPad でつくる
クリエイティブな世界！

研究モデル校等の実践について
発表を行います
城東小学校 城西小学校
北部中学校 必由館高校
１０:30～12:00 パネルディスカッション

学校教育の未来
～新時代の学びの創造～
秋田喜代美東京大学大学院教育
学研究科・ 同教育学部長、教授

浅野大介経済産業省商務・サービスグ
ループ サービス政策課長（兼）教育産業室長

鈴木寛東京大学公共政策大学院・慶應義塾大学
政策・メディア研究科教授

苫野一徳熊本市教育委員 熊本大学教育学部准教授
モデレータ：遠藤洋路熊本市教育委員会 教育長
10:00～12:00
家庭教育セミナー

家庭や地域で
SDGｓを遊ぼう

大村 詠一公益社団法人
日本エアロビック連盟 理事
元エアロビック競技日本代表

銘苅 淳オムロンハンド
ボール部アシスタントコーチ
元ハンドボール日本代表

人気 YouTuber の amity_sensei による
子ども、先生方向けの iPad セミナーです

amity_sensei
アートディレクター
iPad Youtuber
株式会社 olio 代表

14:00～16:30

17:30～18:30 e スポーツ紹介

分身ロボット OriHime による
新たな働き方、社会とのつな
がり方について」

熊本 e スポーツ協会 presents

〇講演会
〇パネルディスカッション
〇ロボットアイディアコンテスト表彰式
吉藤オリィ

～いざ、決戦の時～」
開幕戦 千原台 vs 熊本西
千原台高校 e スポーツ部の生徒による e ス
ポーツの紹介や大会の様子をお届けします

株式会社オリィ研究所 共同創設者
代表取締役 CEO

千原台高校 e スポーツ部
18:30～20:00 トークセッション

モデレータ：前田康裕熊本大学教職大学院

「新しい部活のカタチ
～私たち、千原台 e スポーツ部です！～」

「熊本ルーキーズカップ清正杯

すべての人に快適な音の
世界を
田島巳起子

熊野たまみ

株式会社 アドアストラ 代表取締役

株式会社 adapt next.代表
SDGs de 地方創生ゲーム公認
ファシリテーター

中石真一路

三角幸三

モデレータ：嶋田宜明
選曲家、ラジオパーソナリティー、DJ

内閣府地域活性化伝道師

ユニバーサル・サウンドデザイン
株式会社 代表取締役

Kumamoto Education Week 2020

タイムテーブル（11.15）
▶11/15(日)
9:00～12:20
9:00～9:15 家庭教育セミナー

こころとからだに
優しいおやつ作り①
親子で楽しめるおやつ作りのご提案
「カボチャのマフィン」ほか１品

日高佳子
料理家

水野直樹
一般社団法人スタディライフ熊本理事
ラジオパーソナリティー

12:30～15:30
12:30～13:30 実践報告
13:00～13:15 家庭教育セミナー
プログラミング学習の新たなデザイン、
こころとからだに
子どもたちと先生の学びの場を創る大学生
ー教育情報化の推進に関する連携協定に
おける熊本県立大学の取り組みー

飯村伊智郎
熊本県立大学総合管理学部 教授

飯村研究室の皆さん
アドバイザー中川 哲
文部科学省初等中等教育局
プログラミング教育戦略マネージャー

優しいおやつ作り②

親子で楽しめるおやつ作りのご提案
「林檎のクラフティ」ほか 1 品

日高佳子
料理家

水野直樹
一般社団法人スタディライフ熊本理事
ラジオパーソナリティー

9:30～11:00 トークセッション

13:30～14:00e スポーツ紹介

13:00～15:30(予定)フットパス

ワタシの心に
火が灯るとき

熊本e スポーツ協会presents

白川流域のんびりフットパス

今村久美
認定 NPO 法人カタリバ代表理事
中央教育審議会委員

山本つぼみ
ウェズリアン大学３年

「熊本ルーキーズカップ清正杯
いざ、決戦の時～」決勝戦＆表彰式
熊本 e スポーツ協会主催による大会の決勝
戦と表彰式の様子をお届けします

白川小～碩台小学校区を中心に仮のフット
パスコースを選定し、「歩く」ことで地域への
学びを深めていきます

濱田孝正
Waw くまもとネットワーク事務局長

千原台高等学校 e スポーツ部

司会：村上美香
株式会社ヒトコト社代表

「未来の教室」×熊本市
9:00～12:20 実践交流会

14:00～15:30 トークセッション

「未来の教室」実践交流会

Kumamoto Education Week2020 を振り返りながら
新時代の学びについて皆様と共に考えます

第１部：実践発表
教師による ICT を活用した実践交流会
熊本の小中学校教師及び企業、総勢２４人が
６ブロックに分かれて実践発表を行います

第２部：パネルディスカッション
一人一台端末時代に求められる
授業の在り方
前田康裕熊本大学教職大学院准教授
三角貴志子白川中学校教諭
宮津光太郎城南小学校教諭
モデレータ：平井聡一郎
情報通信総合研究所特別研究員

Well-being を実現するための教育
今村久美認定 NPO 法人カタリバ代表理事、中央教育審議会委員
遠藤洋路熊本市教育委員会 教育長
佐藤俊幸城東小学校長
三角幸三内閣府地域活性化伝道師
モデレータ：田上善浩 WING SCHOOL 代表

セミナーの参加申込み および
最新情報はこちら

kumamoto-ew.jp

11 月 8 日（日）～15 日（日）に開催する Kumamoto Education Week 2020 は、
国内外から多数の教育関係者が集まり、これからの時代の学びや教育についてみん
なで語り合います。記念すべき第 1 回となる今年は、新型コロナウイルス感染症感
染拡大を受け、主にオンラインでの開催となります。豪華ゲストをお迎えした多数の
イベントを企画しております。教育関係者だけでなく、大人から子どもまで、どなた
でも参加できますので、ぜひお早めにお申込みください。たくさんのご参加をお待ち
しています。

＜問い合わせ先＞教育センター

℡359-3200

苫野一徳・新教育委員を紹介します！
令和２年４月１日、新しく苫野（とまの）教育委員が就任されました。
これからの抱負や教育について思うこと等を伺い、皆さんへのメッセージもいただきました。

苫野一徳（とまの

いっとく）教育委員

早稲田大学教育学部卒業。
早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士（教育学）。
日本学術振興会特別研究員などを経て、現在熊本大学教育学部
准教授。
令和２年度～熊本市教育委員会委員

特技はギター、
ウクレレ演奏

令和２年４月から教育委員になられ、今後取り組みたいことは何ですか？
子どもたち、保護者の方々、先生方、そして市民の皆さんと、これからの学校教育を語り合
う「対話の会」などをたっぷり設けて、お互いの声を聞きながら、熊本市の教育を共につくり合
っていきたいと考えています。
今の子どもたちを見ていて気になること、問題に思うことは何ですか？
子どもの問題と言うより、社会と教育の問題ですが、大人の方が、子どもたちの失敗やリス
クを恐れ、幼い頃からチャレンジの機会を奪ってしまっているように思われることです。「あれ
をするな、これをするな」
「あれをしろ、これをしろ」と言われ続けているうちに、少なくない子
どもたちは、何かに夢中になったり、挑戦して、失敗して、その経験から成長したりすることが
難しくなっているように感じています。もっともっと、遊びに浸ったり、度を超しすぎない程度
にケンカや怪我もしたり、チャレンジして成功や失敗したりする機会を大事にして、そこから学
びを得られるような環境を整えていきたいなと思います。
子どもたちが学校で健やかに学んでいくためには何が必要だと思いますか？
まずは何より、子どもたちが大事にされ、一人の人間としてリスペクトされることだと思
います。過度の管理や統率をされるのではなく。そしてそのことで、子どもたち同士もまた、
お互いを大事にし合えるようになる、そんな環境が大切だと考えています。
教育の基本中の基本は、
「信頼して、任せて、待って、支える」だと考えています。いつでも
この基本に立ち戻れる学校でありたいと思っています。

苫野教育委員紹介（続き）
今の学校教育で変えたいところ、また反対に残しておきたいところは何ですか？
「言われたことを言われた通りに」「決められたことを決められた通りに」に偏ってしまい
がちなシステムです。もう少し詳しく言うと、「みんなで同じことを、同じペースで、同じよう
なやり方で、同質性の高い学年学級制の中で、出来合いの問いと答えを中心に勉強する」という、
１５０年間ほとんど変わってこなかった教育システムを、大きく転換していきたいと考えていま
す。落ちこぼれ・吹きこぼれの問題や、いじめなど、多くの学校問題の根っこにはこの「なんで
もみんな一緒」のシステムがあるからです。
これを、
「個々人が自分のペースで、自分に合った学び方で、ゆるやかな協同性（学び合い）に
支えられながら、時に年齢や世代を超えて、プロジェクト（探究）型の学びを中心に学んでいけ
るシステム」へと転換していきたいと考えています。
残しておきたいのは、どの子も決して見捨てないという文化・制度です。少なくとも制度的に
は、日本の公教育は、へき地だろうが貧困家庭だろうが、全ての子どもの教育の機会を絶対に保
障するという仕組みを守り続けてきました。この制度は、今後もいっそう充実させていく必要が
あると考えています。
20 年後の学校はどうあってほしいですか？
先ほど言った「公教育の構造転換」に、ある程度メドがついているだろうと思っています。
ただそれ以上に、子どもたちには、とにかく幸せな子ども時代、青春時代を過ごしてもらいた
いと思っています。もちろん、先生も。保護者や地域の人たちも。
そのためには、
「自分たちの学校は自分たちでつくる」が大前提です。子どもたちの声がしっ
かりと受け止められ、みんなで学校をつくり合う。そんな学校であってほしいと思っています。
最後に子どもたち、保護者へメッセージをお願いします。
学校をつくる、教育をよりよくするのは、教育委員会や学校
関係者だけでなく、子どもたちを含む私たち市民一人ひとりだと
思っています。そんな、一人ひとりの声が響き合う環境づくり、
学校づくりのために、微力ですが、心を込めて、力を尽くしたい
と思っています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。

子どもフォーラム in 帯山西小学校
タブレットを活用した
リモートによる交流だよ。
アイデアがすばらしいね。

保健委員会が保健室から配信

児童は各教室で参加
保護者はリモートで参加
７月２８日（火）『帯山西小子どもフォーラム（学校保健委員会）』が開催されました。
帯山西小ではコロナ禍で密を避けるために集会形式の「子どもフォーラム」ではなく、タブ
レットを活用した新しい形の交流を提案してくれました。保健委員会の子どもたちが中心とな
って、保健室からZoom配信を行い、4・5・６年生は各教室にて、また、保護者は自宅などか
らの参加となりました。
テーマは、『コロナウイルスに負けないぞ！』と今の時期にピッタリのテーマでした。新型
コロナウイルスに関してのアンケートの結果報告やそこから見えてきた生活の中で気を付けて
ほしいことなどの呼びかけがありました。また、校医の先生へのインタビューや手洗いの歌
「帯西バージョン」の紹介など盛りだくさんの内容でした。感想交流では、保健委員会の子ど
もたちがタブレットを使い、各学年の廊下でインタビューをしていました。
子どもたちがICTを積極的に活用し、充実した『子どもフォーラム』を実施することができ
ました。
～保護者の声～
・少しずつ新型コロナ対策が甘くなってきた時だからこそ、子どもたちから発信されたことは有効だった。
・なかなか参観できないが、Zoom での配信だったので、参加できてよかった。
・自分の考えをまとめ、大人に聞いてもらう学習は、とても大切だと思う。発表の場があるから、子どもた
ちも頑張ったと思う。
＜問い合わせ先＞人権教育指導室

℡328-2752

心かがやけ月間
毎年１１月に行っている「心かがやけ月間」は道徳教育の推進のために実施するものです。
「いのちを大切にする心や規範意識」を社会全体で育むことを目指しています。

11 月は、各学校で「いのちの大切さ」等の道徳に関す
る取組が保護者のみなさまと連携して行われます！
＜問い合わせ先＞教育センター

授業づくり支援室

℡ 245-6371

適応指導教室について
教育相談室（熊本市こどもセンター「あいぱる くまもと」内）で運営している
「適応指導教室」についてご紹介します。
Q：適応指導教室ってどんなところですか？
Ａ：適応指導教室は、学校に行きたくても行くことができない、不登校の子ども
の【社会的な自立】を支援することを目的とした活動の場です。
様々な体験活動や個に応じた教科学習を通して、子どもが元気や自信を取り
戻すよう支援します。
Q：適応指導教室についてもっと詳しく知りたいのですが。
Ａ：熊本市には３つの適応指導教室があり、通うまでの流れは次のとおりです。
～適応指導教室に通うまでの流れ～
教育相談室での
相談（要予約）

フレンドリー室内の様子

見学・体験
（要予約）

教育相談室から
保護者に書類渡し

ものづくり活動作品
＜問い合わせ先＞総合支援課

保護者から学校
に書類提出

所外体験活動
教育相談室

乗馬体験

℡362-7070

「新型コロナウイルス」
みなさんと一緒に考えたいこと
熊本市の公式 YouTube チャンネルに、新型コロナウイルス感染症に関わる差別や偏見を
防止するための動画『
【新型コロナウイルス】みなさんと一緒に考えたいこと』をアップしま
した。ぜひご家族でご覧ください。
【主な内容】
〇なぜ差別や偏見が発生するのか？＜4 分＞
〇自分のこととして考えておこう（もし家族が濃厚接触者とわかったら）＜2 分＞
〇感染者を不安にさせる「おもいやりのない言動」とは？＜4 分＞
〇コロナ禍の中で（感染者を勇気づけたものとは）＜3 分＞

＜問い合わせ先＞人権教育指導室

℡328-2752

電子図書館について
各小中学校から児童生徒に配布している「図書（共通）利用カード」で、市立図書館のホ
ームページ内に設けている電子図書館の利用ができます。ご家庭で気軽にスマホやタブレッ
ト、パソコンで読書を楽しむことができます。

■様々な機能があります
文字拡大、文字色の反転、音声読み上げなどの機能があり、小学校低学年向けには読
み聞かせの機能が付いた絵本等もあり、使いやすいよう工夫されています。

■貸出冊数
■貸出期間

３冊まで

２週間以内
ご利用期限日を過ぎると自動的に資料が返却されますが、次の利用者
の方のために、読み終わったら返却操作をお願いします。

■電子書籍は 14,000 タイトル以上あります
人気作のライトノベルや朝読書などにおすすめの短編集、悩ましい毎日にヒントをく
れる本、中学生や小学校高学年向けの英語教材や予習・復習に使える参考書や問題集
もあります。
スマホやタブレットでどこでも使える図鑑は、実物と比べながら拡大したり比べてみ
たりと、とても便利です。鳥や昆虫の姿を動画で見たり鳴き声を聞くことができる図
鑑などもあり、紙の本とは違う楽しさがあります。

★そのほか詳しくは、電子図書館ホームページをご覧ください。
＜問い合わせ先＞熊本市立図書館

℡363-4522

→

熊本博物館では、換気・消毒の感染防止対
策を行って皆さんの来館を待ってるべぇ。
「しゃちべえ」
熊本博物館

マスコットキャラクター

プラネタリウム新番組「ハナビリウム」
プラネタリウム新番組「ハナビリウム～花火って、なんであるの？～」が始まりました。
花火のこども、
「ヒバナ」の冒険−−。400 年以上に
わたり、花火師たちが命をかけてつないできた、知ら
れざる文化と歴史の物語をひも解きます。そして、花
火師以外は決して入ることのできない「花火の真下」
からの 360 度実写映像 ！まるで星空のように花火に
包まれる、初めてのプラネタリウム体験へようこそ。

期間：9 月 19 日（土）～12 月 6 日（日）
料金：一般 200(160)円、高校・大学生 150(120)円、
中学生以下 100(80)円【
（

）内は 30 名以上の団体料金】
©丸玉屋

※別に博物館入場料が必要です。

サタデーナイトミュージアム
11/20～12/6 のお城まつり開催期間中、旧細川刑部邸の限定開放と夜間の紅葉ライトアップ
に併せて、サタデーナイトミュージアムを開催いたします！
日時：令和 2 年（2020 年）11 月 21 日（土）、28 日(土)、12 月 5 日(土)
17 時 00 分～21 時 00 分

※入館は 20 時 30 分まで

料金：一般 400(320)円、高校・大学生 300(240)円、小・中学生 200(160)円
【（ ）内は 30 名以上の団体料金】
※プラネタリウム特別投映をご観覧の際は、別にプラネタリウム観覧料が必要です。
★常設展示公開

★屋外展示場 SL ライトアップ
★プラネタリウム特別放映（19：00～）
★ミュージアムトーク
★博物館前プロムナード竹あかり

etc.

※イベント詳細は熊本博物館 HP をご確認ください。

＜問い合わせ先＞熊本博物館

℡324-3500

