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くまもと エデュケーション ウィーク 
Kumamoto Education Week 2021-22 開催！ 

 

昨年１１月に初めて開催した「Kumamoto Education Week」 

今年は２０２２年１月２２日（土）〜３０日（日）に行います。 

今年度のテーマは「みんなの夢が 未来を創る」です。 

一人一人の「豊かな人生」と持続可能な「よりよい社会」の実現に向けて、子どもや 

 子どもに関わる様々な人々が協働し、共に取り組む姿や具体的な実践をご紹介します。 
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教育広報誌 

昨年度の Kumamoto Education Week 



 

Kumamoto Education Week 2021-22 

今年度のプログラムを紹介！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、企画中のセミナータイトルを少しだけ紹介します。 

  ▷「脳を傷つけない子育て」   ▷「未来の夢に向かって身につけたい力とは」 

  ▷「誰一人取り残さない教育の在り方」   ▷「私たちの校則見直し」 

  ▷「カラフルな学校づくり」   ▷「持続可能な PTA 活動のために」 

  ▷「ワタシが世界の大学で学んでいること」 ▷「海から学ぶ未来のくらし」 

 他にも、魅力的な企画を準備中です。どうぞ、ご期待ください！ 

 

 

 Kumamoto Education Week 2021-22 の情報は、公式 

ホームページにて随時更新いたします（現在準備中です）。 

 下記の URL 先にて、参加受付や登壇者の情報などが閲覧で 

きるようになります。１１月中旬頃に公開予定ですので、 

もうしばらくお待ちください！ 

           公式 HP：https://kumamoto-ew.jp 

※主に土日及び平日の夜に実施します（   部分）。 

今年度も３０以上のセミナーを企画中です！土・日は終日、平日夜もナイトセミナーを

実施する予定です。参加型の企画もあり、大人から子どもまで、様々な方に楽しみなが

らご視聴いただける企画を準備しています。 

＜問い合わせ先＞教育センター ℡359-3200 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillustmansion.com%2Ffall%2Fkouyo%2Fdonguri&psig=AOvVaw053BxO6OqCmb1Ewygsnp47&ust=1632548994217000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKCziMT1lvMCFQAAAAAdAAAAABAK


月出小のみんなで 
考えたこと、 

これからの取組は 
次のページで 

 

    月出小学校 フェアトレード学習中です 
月出小学校では、今、全校挙げて「SDGs」について学んでいます。その中で、６年生の総合

的な学習の時間では、「フェアトレード」を題材に取り上げ、学びを深めています。 

ところで、「フェアトレード」って何でしょうか。 

 

●「フェアトレード」とは？ 

これまでの学習で、私たちが手にする商品には、貧しい途上国の人たちが安い賃金で、時に

は子どもも働かせて生産しているものがあり、途上国の生産者が安定した生活を続けるに

は、正当な値段で売り買いすること、「フェアトレード」が必要であることを学びました。 

 

●明石祥子（あかし しょうこ）さんに話を聞きました 

熊本市には、1993 年からフェアトレード専門店を営まれる明石 

祥子さんがいらっしゃいます。月出小学校に来ていただき、お 

話を聞きました。 

明石さんがフェアトレードを始めたきっかけは、「お母さん 

になったこと」。赤ちゃんを産み、人生で一番の嬉しさを感

じる中、世界には栄養失調で亡くなったり、働かねばならず学校に行けない子どもがいたり

することを知り、心を痛めました。そんな時、日本でフェアトレードを広めたいというイギ

リス人女性と出会い、また、フェアトレードのおかげで生きているという海外の生産者の話

を聞き、熊本でも始めようと決心。自宅を改造してお店を始めたそうです。 

 

●アジア初、世界で 1,000番目のフェアトレードシティ熊本市 

ほとんどの人がフェアトレードを知らない中、明石さんは面白く広めたいと、若者と一緒に

フェアトレードの洋服のファッションショーを 100回以上開催し、カフェやリサイクルショ

ップも開きました。明石さんの活動が少しずつ、しかし確実にたくさんの人に広がって、2011

年 6月、熊本市は、アジア初、世界で 1,000番目のフェアトレードシティに認定されました。 

 

 

 

 

フェアトレードの商
品は高いです。 
どうしたらいいで
すか？ 

毎回ではなくても時々買ってください。 
買う人が増えると、お店はたくさんの商品を安く仕
入れることができ、その分値段も安くなります。 
「フェアトレードの商品はありますか？」とお店に
聞くのも効果的。お店はフェアトレードの商品をた
くさんそろえようとします。 

質問タイム 

明石祥子さん 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillust8.com%2Fcontents%2F741&psig=AOvVaw0LNiGMcpw9bEzNdujlYYax&ust=1625292224203000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNDYycnbw_ECFQAAAAAdAAAAABAG


 

 

   （つづき）月出小フェアトレード学習 
 

●私たちにできること 

明石さんのお話を聞き、質問にも答えていただいて、月出小学校でも自分たちにできること

をやろうという意見が出ました。校区内のフェアトレードの商品があるお店を調べること、

できるだけフェアトレードマークがついた商品を買うことなどです。 

 

●月出小学校のこれからの取組 

月出小６年生は、これまでの学びを 11月 13日（土）に行われる、以下のイベントで発信し

ようと、今未来に向けた提案をまとめています。（以下をクリックすると詳細がわかります。） 

フェアトレードシティ熊本 10 周年事業 「国際フォーラム＆マルシェ」開催  

（月出小学校は上記イベント「第 2 部分科会（２）教育におけるフェアトレード活性化」に参加予定） 

 

★子どもたちの学びの姿は 12月 18日（土）に開催する月出小学校授業公開及び授業研究会

でも公開します。（詳しくは 月出小学校ホームページ をご覧ください。） 

 

1人 1台のタブレットで 

熊本市電子図書館を利用しましょう！ 

 

学校から配付している『図書利用カード』で、市内の小中学生は誰でも自由に「電子書籍」

も借りることができます。スマホやパソコンでも可能ですが、１人１台配付されているタブ

レットで『読書の秋』に電子図書館の利用をお子様に是非、おすすめください。 

 

 

 

熊本市立図書館のホームページ（熊本市立図書館）を表示します。 

トップページ左にある「My ライブラリ」にログインします。 

  ➤利用者 ID は図書利用カードのバーコードの下に書いてある『10桁の数字』です。 

  ➤パスワードは利用者 ID10桁の『下 4 桁の数字』です。 

My ライブラリの「利用者情報」の「E-mail」を登録しておくと予約した電子書籍に関

するお知らせが来ます。保護者の方のメールアドレスで大丈夫です。 

市立図書館ホームページに戻り、一番上の右端にある「電子図書館」をクリックします。 

熊本市電子図書館へログインします。ログイン方法は❷と同じです。 

★電子図書館の詳しい利用方法は、電子図書館トップページの一番上の右端にある「ご利用

ガイド」をご覧ください。 

 

ご利用方法 

＜問い合わせ先＞熊本市立図書館 ℡363-4522 

https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.irasutoya.com/2020/10/blog-post_43.html&ved=2ahUKEwiGn7S9zPbzAhUIfnAKHejaAWA4FBCqhQF6BAgPEAE&usg=AOvVaw3P-He8UZnUTvs26TBqMLBf
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillustmansion.com%2Ffall%2Fkouyo%2Fdonguri&psig=AOvVaw053BxO6OqCmb1Ewygsnp47&ust=1632548994217000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKCziMT1lvMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%2597/&ved=2ahUKEwjF3dioofnzAhVJ-WEKHZe-Ab04yAEQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3qyqv-wxXW7wA3kTs8-X8H
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%2597/&ved=2ahUKEwjF3dioofnzAhVJ-WEKHZe-Ab04yAEQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3qyqv-wxXW7wA3kTs8-X8H
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%2597/&ved=2ahUKEwjF3dioofnzAhVJ-WEKHZe-Ab04yAEQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3qyqv-wxXW7wA3kTs8-X8H
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%2597/&ved=2ahUKEwjF3dioofnzAhVJ-WEKHZe-Ab04yAEQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3qyqv-wxXW7wA3kTs8-X8H
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%2597/&ved=2ahUKEwjF3dioofnzAhVJ-WEKHZe-Ab04yAEQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3qyqv-wxXW7wA3kTs8-X8H
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://illust8.com/contents/1030&ved=2ahUKEwjJobTWr_nzAhVGPnAKHfvhAg04KBCqhQF6BAgPEAE&usg=AOvVaw3YiP2roJES21Xxg700Kmwd
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=38197&class_set_id=2&class_id=66
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/sch/e/tukidees/
https://www.library.city.kumamoto.jp/
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://incdesign.jp/sdgs_choco/&ved=2ahUKEwipr9K4y8nzAhWhIqYKHf2wAx4QqoUBegQIAxAB&usg=AOvVaw3P2iB9Gyr-vrhvF07zqYVJ
https://tsukatte.com/wp-content/uploads/2019/12/tablet-computer.png


    １１月は、心かがやけ月間です  ！ 

熊本市では、「熊本市教育振興基本計画（令和２～令和５年度）」のもと、「豊かな人生と

よりよい社会を創造するために、自ら考え主体的に行動できる人を育む」ことを基本理念と

して掲げ、「豊かな心を育む教育の推進」にも力を入れています。 

「心かがやけ月間」は、学校・園、家庭、地域が連携して子どもたちの豊かな心を育むた

めに、平成１９年度にスタートしたものです。すべての学校・園において、毎年１１月に道徳教

育推進のための様々な取組を行ってきました。今年度も、親子道徳などの家庭と連携した活

動や、自然体験活動等で地域の方とふれあう活動、児童会・生徒会が中心となった子ども

たち主体の活動など、各学校・園で創意工夫した取組を行います。「心かがやけ月間」での

様々な取組を通して、子どもたち一人一人の心が生き生きと輝く瞬間を大切にしていきたい

と思います。 

 

 
あいさつ運動で心と心のつながりを 

おはよう 
ございます。 

おはよう 
ございます。 

親子道徳で 

授業の学びを家庭と共有 

今日は感謝の心を
学んだよ。 どんなことを

思ったの？ 

家庭や地域の皆様とともに、社会全体で子どもたちの心を豊かに

育んでいきたいと思います。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

自然体験活動でいのちの大切さを 

大きく育ってね。 
お世話を 
がんばろう。 

ボランティア活動で奉仕する心を 

 

きれいになると
気持ちいいな。 

＜問い合わせ先＞教育センター ℡359-3200 
「kara（カラ）」ちゃん 
教育センター 
マスコットキャラクター 

 

https://1.bp.blogspot.com/-XKTafTy2_Bw/UOKDYzJbICI/AAAAAAAAKNY/tTeng5oVcJk/s1600/school.png
https://1.bp.blogspot.com/--rDeHhrHuKQ/XGjx2moHfoI/AAAAAAABRcQ/75YL4V3g8m0gS05zZkMg6nLIHn3Ez7klACLcBGAs/s800/aisatsu_kodomo_otona.png
https://1.bp.blogspot.com/-lgv1Ws5c8kE/XAnwdHZzqTI/AAAAAAABQxo/5-Xylzs5ZFMWOzAwWQNdp8AoXD9gkXJpACLcBGAs/s800/study_gogaku_man_reading.png
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https://3.bp.blogspot.com/-fK4yeGkwnQc/WWXXFx71EzI/AAAAAAABFfQ/guViuUSU_VYoVTwtoLAt-JkywjiqYofngCLcBGAs/s800/nouka_naeue1_man.png
https://4.bp.blogspot.com/-T0QyW_OrAnk/WWXXHb2iXKI/AAAAAAABFfk/DbSXZV_ToJUlmvKgKf0dPrqvklMWhdGPACLcBGAs/s800/nouka_naeue4_woman.png
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    しゃちべえ ８位入賞！ 
ミュージアムキャラクターアワード 2021 

全国のミュージアムで活躍するマスコットキャ

ラクターの日本一を決める大会「ミュージアム

キャラクターアワード２０２１」が開催されま

した。この大会は毎年夏にインターネットミュ

ージアムのホームページ上でウェブ投票が行わ

れているものです。今年で１２回目を数えるこ

の大会に、熊本博物館から「しゃちべえ」が初

出場しました。日本全国から７０キャラクター

の強豪が集う中、しゃちべえは皆さまからたく

さんの応援（得票数３３５０票）をいただき、

８位入賞を果たしました！毎日寄せられたあた

たかいコメントは、しゃちべえ本人だけでなく、

広報する博物館職員にとっても大きな力となり

ました。来年、熊本博物館は創立７０周年を迎えます。次回大会こそ１位になれるようしゃ

ちべえと共に頑張りますので、どうぞこれからも応援のほどよろしくお願いいたします！ 

 

    勤労感謝の日は「熟睡プラ寝たリウム」へ！ 

 

 

 

 

 

日時 11 月 23 日（火・勤労感謝の日）  

①11 時 10 分～12 時 05 分 

②15 時 40 分～16 時 50 分 

対象 ①どなたでも ②高校生以上 

定員 110 名（イビキ席有り） 

費用 プラネタリウム観覧料（別途博物館入場料が必要） 

申込 不要（当日観覧券を販売します。） 

※観覧券販売開始時間にご注意ください。 

①9 時より販売 ②13 時より販売 

パジャマ・枕・毛布の持ち込み大歓迎！ 

最近お疲れの人もそうでない人も、プラネタリウムの満天の
星空の下でぐっすりと眠ってみませんか？ 

普段の投映とは一味違う、 

癒しのプログラムでお届けする特別投映です。 

熊本博物館から４つのお知らせだべぇ。 
おいらのニュースにも注目だべぇ！！ 

 

 

「しゃちべえ」 

熊本博物館 マスコットキャラクター 



    サタデーナイトミュージアム開催！ 
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、博物館も土曜の夜に開館しま

す。この機会にぜひお越しください！ 

 

日時 11 月 20 日（土）午後 5 時～午後 9 時 

   11 月 27 日（土）午後 5 時～午後 9 時 

   12 月 4 日（土）午後 5 時～午後 9 時 

場所 熊本博物館  

費用 博物館入場料 ※プラネタリウムは別途 

観覧料が必要です。 

内容 ★ナイトプラネタリウムの投映 

★SL ライトアップ 

★キッチンカー 

その他各種イベントを開催いたします！ 

詳細は熊本博物館公式 HP をご覧ください。 

 

※画像は昨年度のナイトミュージアムの様子です。 

 

     冬季企画展「能楽伝承―熊本の能文化―」 

期間 12 月 18 日（土）～2 月 13 日（日） 

※年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）、毎週月曜 

日（祝日の場合は翌平日）は休館日です。 

場所 熊本博物館 2 階 特別展示室 1・2 

費用 博物館入場料のみ 

大人 400 円（320 円）、高・大生 300 円（240 

円）、中学生以下 200 円（160 円） 

※（ ）は団体料金。未就学児は無料。 

 

 

細川幽斎・三斎をはじめ、能に深く親しんだ細川家当主のもと、熊本には豊かな能
文化が根付きました。貴重な古文書や能道具を手がかりに、熊本における能楽伝承
に注目した展示会です。 

担当学芸員による展示解説 

日時 12 月 18 日（土）・2 月 12 日（土）14 時～ 

場所 熊本博物館 2 階 特別展示室 1・2 

定員 各回20名程度（当日先着順。事前申し込み不要。） 

〈関連イベント〉 

＜問い合わせ先＞熊本博物館 ℡324-3500 



広げよう地域教育の輪 ～池田小学校ＰＴＡの取組～ 

特色ある地域教育の取組を定期的に発信し、子どもたちの多様な学びを支援します。 

今回は池田小学校ＰＴＡの取組について、堀田ＰＴＡ会長にお話を伺いました。 
 

 

池田小校区は、地域の皆様をはじめ各団体との協力意識が強く、池田小学校ＰＴＡにおいて

も地域とのつながりを大切にしながら、子ども達のために様々な活動に取り組んでいます。 

特に３０年以上続く「父親の会」さんと協力して、行事や活動を実施していることが特徴です。 

 

 

会員や地域の皆様と協力して「親子一斉清掃」「愛校セ

ール（物品・食バザー、ステージイベント）」などを行ってい

ます。 

親子一斉清掃では、学校の草取りやごみ拾いだけでな

く、父親の会さんにご協力いただき、危険な場所の草刈り

や、竹の伐採、力仕事などにも汗を流しています。この活動

は、校歌にある「報徳」（自己の利益や幸福を追求するだけ

ではなく、自身を取りまく社会、自然から受けている恩徳に

感謝し、これに報いる行動をとる）という言葉を実践しているものと思っております。 

愛校セールでは、子ども達が一生懸命練習した楽器や歌、特技を精一杯披露し、参加者の

驚きの声や拍手で体育館が包まれます。地域の方や父親の会さんにもご協力いただく食バザ

ーも好評で、例年楽しみなイベントになっています。 

この他にも地域の祭り、餅つき等のイベントで地域が一体となって協力する中で、「顔見知り」

の関係ができています。事故・事案等の心配な情報があると、すぐに校区の防犯協会の皆さん

が主体的に見守りをしていただくなど、まさに地域で子ども達を育んでいます。 

コロナの影響で近年は中止が続いておりますが、子ども達の笑顔があふれるイベントの再開

を心待ちにしています。 

 

  

ＰＴＡの役員になり、これまでお会いする機会がなかった方々と出会う

ことで、地域の皆様をはじめ様々な方に支えられ、子ども達が安心して

学校に通えているのだと実感する毎日です。 

また、ＰＴＡ活動を通じて、保護者同士が力を合わせ、様々な団体と協

力していくことで、子ども達の毎日の健やかな成長を支えることにつな

がっていると感じています。 

ひとりの親として、また、池田地区に住む者として、我が子だけでなく、

池田小学校に通う全ての子ども達のために、微力ではありますが、これ

からも力を尽くしていきたいと思っています。 

 

～池田小学校 PTA 会長として～ 

～池田小学校 PTA について～ 

～取組の紹介～ 

＜問い合わせ先＞青少年教育課 ℡328-2277 

【親子一斉清掃のようす】 

堀田会長 


