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「夜間中学シンポジウム in 熊本」を開催します！
期日 令和４年（２０２２年）１１月２７日（日）

場所 くまもと県民交流館パレア 10階パレアホール

時間 14時から16時30分まで

校名を募集しています！

申し込みはこちらから

（シンポジウムQRコード）

「夜間中学シンポジウム in 熊本」

どなたでも参加
できます。

令和６年（２０２４年）４月に開校する熊本の夜間中学に素敵な名前を付けてください。下のＱＲ

コードまたはお近くの教育委員会や図書館、社会福祉協議会等に置いてあるはがき付きチラシからも

応募できます。応募期間は、令和４年（２０２２年）１１月７日（月）から１２月９日（金）までで

す。たくさんのご応募をお待ちしています。
応募はこちらから

（校名募集QRコード）
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パネルディスカッション
３つの夜間中学の様子を話していただきます。

・徳島県立しらさぎ中学校 （R３年４月開校）

・札幌市立星友館中学校 （R４年４月開校）

・福岡市立福岡きぼう中学校（R４年４月開校）
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参加方法については、会場（先着100名）

での参加とオンラインでの参加の

どちらかを選んでいただけます。
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市町村立学校スーパーティーチャー

～「子供たちを主体とした授業づくり」を行っています～

主な活動の様子

この記事に関する問い合わせ先：義務教育課 （096-333-2688）

【県北（玉名・菊池・阿蘇）】
小学校８名、中学校４名

【県南（八代・芦北・球磨)】
小学校５名、中学校３名

【県央（宇城・上益城）・天草】
小学校７名、中学校３名

熊本県教育委員会では、教員の授業力向上のため、市町村立学校にスーパーティー
チャー（一部、授業力向上アドバイザー）を、今年度は３０名（小学校２０名、中学校１０名）
配置しています。スーパーティーチャーが、子供たちへの指導・支援のほか、教員に
対して指導・助言を行うことで、熊本県の教育の充実につなげています。

この他、スーパーティーチャーの
公開授業等の様々な活動を行っ
ています！

配置状況

各種研修等における
指導・助言道徳科の研修

国語科の研修

初めて参加しましたが、
目からうろこの実践ば
かりでした。もっと聞き
たかったです！

や かん ちゅう がく くま もと かい さい

mailto:kyouikuseisaku@pref.kumamoto.lg.jp


この記事に関する問い合わせ先：人権同和教育課（096-333-2702）

部落差別をはじめあらゆる差別をなくす

令和４年度（２０２２年度）熊本県人権子ども集会

令和４年（２０２２年）１０月２７日～令和５年（２０２３年）１月３１日に、オンデマンドで
開催（配信）しています。
体験・活動報告（４校）では、人権学習から学んだことや、差別をなくすために取り組んだこと
などについて発表しています。また、子ども実行委員（中学生２人、高校生４人）は、子ども実行
委員会で作り上げた集会メッセージや各学校の紹介を伝えています。
各学校においては、校内人権旬間（週間）における人権集会や人権学習等の場で視聴するなど、
工夫しながら人権教育が進められています。

多良木町立
久米小学校

「みんな仲良く、学校の元気を地域に届けよう」
挨拶運動や異学年の交流活動、地域の人々との交流などを通して、久米地区に住む方々
が温かい家族のような気持ちで過ごせる町になることを目指しているもの。

高森町立
高森東学園
義務教育学校

「本当のことを知る 事実を知る」
自創会（自分たちで創造していく児童・生徒会）の活動、人権集会、人権学習などを通
して、知り、考えたことを行動に移せるようになることを目指しているもの。

熊本県立
天草支援学校

「いじめ０を目指して 一人一人が自分にできること」
「天草支援学校いじめ０宣言」を基に、自分の言動を振り返り「じぶん宣言」すること
を通して、自分も他の人も大切にし、いじめのない学校を目指しているもの。

菊池女子
高等学校生徒

「『普通』って何だろう」
弟の「吃音」に向き合った経験や人権学習会などを通して、身の回りの人たちと向き合
える関係を築きながら、「普通」の意味について問い続けることを伝えているもの。

体験・活動報告校

この記事に関する問い合わせ先：社会教育課（096-333-2698）

「熊本県生涯学習推進センター」YouTubeチャンネルには、子
供から大人まで楽しく学び、ためになる講座がたくさんあります。
QRコードを読み取ると、直接、チャンネルや動画へとぶことがで
きます。 ぜひ、お好きな動画を見つけ、視聴してみてください！

※「くまもと県民カレッジ」
とは、熊本県にお住まいの
方、働いている方なら自分
の興味・関心に応じて、誰で
も自由に受講できる生涯学
習の総合支援システムです。 生涯学習マスコット「マナビィ」

「『思春期』の正体

～大人へ近づく身体と心～」

熊本大学

准教授 西川 里織 氏

「子育ては十人十色

～思春期の子育て事例紹介～」

カウンセリングオフィスCARNA（カルナ）

臨床心理士 髙野 浩美 氏

「子育てアップデート作戦！

～思春期コミュニケーションのポイント～」

カウンセリングオフィストリフォリ

代表 高澤 信也 氏

「子供たちのイマドキ事情

～覗いてみましょう子供の世界～」

熊本市立帯山中学校

教頭 田中 慎一朗 氏

R5.3/31まで公開

R7.3/31まで公開R7.3/31まで公開



この記事に関する問い合わせ先：歴史公園鞠智城・温故創生館（0968-48-3178）

10月23日（日）鞠智城シンポジウムを開催しました！
－今年は鞠智城に残る「渡来系技術」について考えた－

第16回目となる鞠智城シンポジウムをくまもと県民交流
館パレアで開催し「渡来系技術から見た古代山城・鞠智
城」をテーマに、考古学、建築史及び文献史学の研究者が
研究成果の報告とパネルディスカッションを行いました。
熊本の宝である「鞠智城」の城門や土塁、建物跡に残さ

れている渡来系の技術について、県内の歴史に興味をお持
ちの方々と一緒に考えました。

鞠智城シンポジウ

ムを行った10月23
日は、国史跡鞠智城
跡の貯水池跡から銅
造菩薩立像が出土し
た日でもあります。

10月23日は、鞠

智城イメージキャラ
クター「ころう君」
の誕生日です。当日
はくまモンや、ころ
う君のファンの方々
とお祝いをしました。

（鞠智城シンポジウムの様子）

10月23日はダブル記念日？

（鞠智城から出土した銅造菩薩立像） （ころう君誕生祭2022の様子）

この記事に関する問い合わせ先：高校教育課高校魅力化推進室（096-333-2684）

国際バカロレアって何？②

国際バカロレアの授業ってどんな感じなの？

〇 生徒が先生の説明を聞く、という受け身の授業ではありません。授業は、生徒が自ら

問いを設定し、必要な情報を得ながら、自分の答えを出し、それを他の生徒と伝えあ

いながら、主体的に学んでいく探究的なスタイルが中心です。

〇 学習の評価については、レポート課題や論文試験等を中心として、生徒一人一人の

探究の過程と成果が評価されます。

〇 海外大学への入学も視野に英語教育を重視します。

～熊本県では、令和６年度から八代中学校・八代高等学校に国際バカロレアの導入を目指しています～

第１回（熊本県庁で開催）
期日：１１月２６日（土） １３：３０～１６：４５ 会場：熊本県庁新館及び本館
内容：①講演 IB機構日本大使 坪谷ニュウエル郁子 氏

②授業体験 小学４・５年生対象。定員４０名。

〇令和４年度熊本県国際バカロレア啓発セミナー開催決定！
国際バカロレアの授業を実際に体験してみませんか？

セミナー詳細は下記
QRコードからアクセス。

熊本県立高校
検索ガイド１２月１７日（土） 八代中学校・高等学校で第２回セミナーを開催。

７月３１日に実施した熊本県国際バカロレア啓発シンポジ
ウムでの数学の体験授業の様子。テーマは「体を使ってグ
ラフを描けるようになろう。」人の動きをカメラで感知してグ
ラフ化したものがスクリーンに映し出されています。



【8月～９月に学校情報化優良校の認定を受けた学校】10/２1現在

学校情報化「優良校」の取得数：２７４校（市町村立学校２４１校、県立学校３３校）

山都町立中島小学校（８/１９）
八代市立宮地小学校（８/２２）
山都町立矢部小学校（８/２３）
合志市立西合志東小学校（８/２３）
宇城市立不知火小学校（８/３０）
宇城市立小川中学校（８/３０）
錦町立錦中学校（８/３１）
御船町立七滝中央小学校（９/１）
人吉市立中原小学校（９/４）
県立八代工業高等学校（９/１０）
南小国町立中原小学校（９/１０）
県立熊本かがやきの森支援学校（９/１４）
県立松橋東支援学校（９/２６）
県立熊本農業高等学校（９/２６）

合志市立西合志南小学校（８/２０）
人吉市立西瀬小学校（８/２３）
玉名市立岱明中学校（８/２３）
合志市立合志小学校（８/３０）
八代市立太田郷小学校（８/３０）
南小国町立市原小学校（８/３０）

錦町立木上小学校（９/１）
多良木町立多良木中学校（９/４）
南小国町立りんどうヶ丘小学校（９/１０）
湯前町立湯前小学校（９/１４）
県立熊本はばたき高等支援学校（９/２４）
玉名市立伊倉小学校（９/２６）

玉名市立玉水小学校（８/２０）
宇城市立豊野中学校（８/２３）
人吉市立人吉西小学校（８/２３）
人吉市立東間小学校（８/３０）
南小国町立南小国中学校（８/３０）
八代市立千丁小学校（８/３０）

山都町立蘇陽中学校（９/１）
県立第一高等学校（９/８）
錦町立西小学校（９/１０）
相良村立相良中学校（９/１４）
八代市立高田小学校（９/２６）
上天草市立中北小学校（９/２６）

これまでの取得状況等は専用サイトで
「くまもとGIGAスクールプロジェクト特設応援サイト」に掲載

https://sites.google.com/g.bears.ed.jp/kumamotogiga

★氷川町教育委員会が学校情報化「先進地域」に認定

県教育委員会では、教育の情報化を推進するため、日本教育工学協会の学

校情報化認定制度を活用しています。

この度、氷川町教育委員会が学校情報化「先進地域」に認定（R4.８.１）さ

れました。

全ての小中学校での学校情報化「優良校」の認定取得、「ひ・か・わ」型学

習や町独自の児童生徒の情報活用能力調査等の実施が評価されました。 認定証を手にした
太田教育長

画像を並べて気づきを共有する様子

＜氷川町立竜北西部小学校の授業の様子＞

図を重ねて確認する様子

情報活用能力育成を
意識した掲示物

県立芦北高等学校が「Google 事例校」に

県立芦北高等学校
草野校長

Googleのシステムを活
用し、革新的な環境づく
り に 取 り 組 ん で い る
「Google事例校」に県
立芦北高等学校が選定
されました。今後、同社と
連携し様々な取組を進め
ていく予定です。

国のＧＩＧＡスクール構想の下、県内の小・中学校

でICTを活用した教育を進めている中、県教育委

員会でも、令和３年度から県立学校に１人１台の

端末を整備し、Google等とも連携しながら、ICT

教育を推進しています。

小・中・高校と切れ目なくICTを活用して学ぶこと

で、将来必要な力を身に付けていくことができます。

★県立学校でも１人１台の端末を使った学びを展開

この記事に関する問い合わせ先
教育情報化推進室（096-333-2673）

https://sites.google.com/g.bears.ed.jp/kumamotogiga

