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県立装飾古墳館は開館 周年を迎えました

平成４年（１９９２年）に開館した熊本県立装飾古墳館は、令和４年（２０２２
年）４月で開館３０年を迎えました。
全国でも唯一の県立の装飾古墳専門館として、熊本県がその数全国１位を誇る装飾

古墳の保存や調査研究、魅力の発信などに取り組んできました。
古墳内部を忠実に再現したレプリカ展示や、勾玉づくりをはじめとした古代体験、

各種講座やイベントなどが楽しめる体験参加型の博物館です。ぜひ、この機会にご来
館ください。

「夏休みこども企画 岩原横穴墓に残された謎を解き明かせ！」

「3年振りの公開！ 秋の横山古墳特別公開」

今年の夏からは、小学生を対象にした、装飾古墳のガイドツアーや
装飾古墳の特別公開など、装飾古墳を楽しみながら学ぶ企画を開催します。

古代人が残した「お宝」を、この機会に、ぜひご覧ください。

このほかにも体験イベント開催中！
詳細は装飾古墳館HPをご覧ください→

開館３０周年特別企画展開催中！
青銅器がもたらしたもの～ムラからクニへ・古墳時代前夜～

教科書でもおなじみの「銅矛」などの青銅器6点が、40年
振りに京都国立博物館から熊本へ里帰りします！
このほか八代市の遺跡から出土し、全国でも十数点しか見つ

かっていない「小銅鐸」や、全国でも珍しい「ミニチュア銅
矛」など、弥生人もびっくり！？な「お宝」が満載☆

この夏からは開館３０周年記念イベントが盛りだくさん♪

HPリニューアル
しました♪

前方後円墳をイメージした建物は、世界的な建築家安藤忠雄氏の代表する建築物です

mailto:kyouikuseisaku@pref.kumamoto.lg.jp


「熊本県読書バリアフリー推進計画」
を策定しました

県では、令和４年６月に、読書バリアフリー法第８条の規定に
基づき、「熊本県読書バリアフリー推進計画」を策定しました。

計画全文
はこちら
（ＱＲ
コード）

―――― 施策の方向性 ――――

〈目指す姿〉
障がいの有無にかかわらず、誰もが読書に親しむことができる『くまもと』

○アクセシブルな書籍等の
充実

○アクセシブルな書籍等の
製作支援、製作人材の確
保

布絵本

○図書館等の円滑な利用の
促進

○障がい者等の読書活動に
関わる人材の養成等

○障がい者等向けのサービ
スの周知

○県民への普及啓発
○関係機関の連携体制の促

進等

【充実させる】 【サポートする】

取組の推進により、読書や図書館の
利用に困難を感じる方の読書活動を

支援します。

この記事に関する問い合わせ先：社会教育課（096-333-2697）

＜アクセシブルな書籍等とは＞
点字図書、拡大図書、触る絵本・布絵本、デイジー図書（※）、音声読み上
げ対応の電子書籍等

障がいの有無にかかわらず、全ての人が自分に合った
方法で読書ができる社会の実現を目指すものです。

そもそも読書バリアフリーとは・・・？

計画の概要

県立図書館では、本を音声で聞いて楽しむことができるサービス等を
提供しています。サービス利用の際には、別途登録が必要となる場合が
あります。詳しくは、県立図書館にお問合せください。

館内には拡大図書等も
揃えています

県立図書館
096‐384-5000

県立図書館における読書バリアフリーサービス

【ひろげる・つなげる】

※Digital Accessible Information Systemの略で、デジタル録音図書の国際標準規格



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）

上天草市立維和小学校（３/２）
玉名市立睦合小学校（３/7）
あさぎり町立須恵小学校（3/10）
八代市立第四中学校（3/15）
八代市立龍峯小学校（3/23）
八代市立松高小学校（3/23）
荒尾市立荒尾第一小学校（4/2）
湯前町立湯前中学校（4/8）
嘉島町立嘉島東小学校（4/28）
合志市立西合志第一小学校（5/17）
益城町立広安西小学校（6/1）
県立東稜高等学校（6/6）
八代市立第七中学校（6/27）

八代市立金剛小学校（３/３）
芦北町立湯浦小学校（3/7）
苓北町立苓北中学校（3/14）
県立第二高等学校（3/17）
御船町立高木小学校（3/23）
玉名市立大野小学校（4/2）
大津町立美咲野小学校（4/8）
八代市立二見中学校（4/12）
八代市立第二中学校（4/28）
山都町立潤徳小学校（5/17）
山都町立蘇陽小学校（6/2）
山都町立清和小学校（6/9）

山鹿市立山鹿小学校（３/６）
御船町立滝尾小学校（3/7）
合志市立合志楓の森小学校（3/15）
八代市立千丁中学校（3/23）
八代市立昭和小学校（3/23）
県立上天草高等学校（4/2）
大津町立大津南小学校（4/8）
八代市立文政小学校（4/20）
錦町立一武小学校（5/5）
八代市立鏡中学校（5/28）
八代市立第一中学校（6/6）
上天草市立今津小学校（6/16）

☆ 「GIGAスクール構想」の実現へ

県教育委員会では、子供たちが１人１台の

学習端末（タブレット等）を活用した主体的

な学びを進めています。

☆学校情報化「優良校」認定を目指して

学校情報化認定制度（日本教育工学協

会）を活用して、多くの学校が情報化の「優

良校」となるよう取り組んでいます。

☆特に優れた学校を「先進校」として表彰！

岩野小学校は、令和３年度に特に優れた先

進的な取組を行っている「先進校」として表

彰されました。

同校では、日常的に、子供たちも先生たちも

ICTを「普段使い」する姿がたくさん見られ、

ICT活用を通した、新たな学びが展開されて

います。

GIGAスクール構想の実現に向けて

学校情報化認定「先進校」表彰

〜 水上村立岩野小学校 〜

観察して記録する低学年

自分の学びをまとめる高学年

子供たち同士の学び合いでスキルアップ

【３月～６月に学校情報化優良校の認定を受けた学校】６/３０現在

学校情報化認定「優良校」の取得数：２０７校（市町村立学校１８６校、県立学校２１校）

申込HP

情報安全
出前講座

県教育委員会では、子供たちがスマートフォンやタブレット

を安全に利用していくために、保護者の方や学校の先生方

向けの講座を実施しています。ぜひご利用ください。



モンタナ州の公立高校へ交換留学
するプログラムです。
申込締切：９月８日（木）

講師を招き、留学の種類や準備、
その後の進路まで説明します！
次回開催：７月３１日（日）

（進路等について）
開催形式：対面及びオンライン

この記事に関する問い合わせ先：英語教育推進室（096-333-2705）

留学説明会

留学してみませんか？高校生の皆さん！

熊本・モンタナ留学プログラム

高校生の留学をサポートしています！

https://www.pref.kumamoto.jp/site/eepro/

留学支援員

留学に関する相談を
受け付けています！

＜第１回の様子＞
多くの方にご参加いただきました！！

↑ 各イベントの情報はこちら又はQRコードから

「英語教育推進室」で検索！

この記事に関する問い合わせ先：英語教育推進室（096-333-2705）

本県では、中学３年生の英検
３級相当以上の取得率を令和５
年度までに４０％とすることを
目指し、受験料の補助を行って
います。
中学生の頑張りによって、

年々成果が表れています。
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英語学習頑張っています！

（令和３年度英語教育実施状況調査結果より）

【中３生徒の英検３級相当以上の取得率: %】

【中３までに受験したことがある生徒の割合: %】

右のグラフのように、受験の
経験が増えるにつれて、取得率
も向上する傾向にあります。
県では生徒の皆さんの積極的

な挑戦を支援していきます！

本県の英語教育

積極的な挑戦を
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取得率は全国７位！

受験経験は全国４位！

https://www.pref.kumamoto.jp/site/eepro/
https://www.pref.kumamoto.jp/site/eepro/


「熊本の学び」アクションプロジェクト（令和３～５年度）

子供たちが達成感や学習意欲をもち、
「分かる・できる」ようになるよう、一
人一人に関わっていきます。

この記事に関する問い合わせ先：義務教育課（096-333-2688）

子供たち誰一人取り残さない学びの保障に向けて

日記で、学習した

新しい漢字を使っ

ていたね。

例

家庭での協力を得ながら習っ

た漢字を使ってみる

先生たち一人一人の授業力向上に向けて

学校が一体となって、先生たち一人一
人の授業力向上を図り、子供たちの学力
向上につなげていきます。

例
小中学校の先生たちの合

同研修に指導主事を派遣 例
中学校の先生たちを対象

としたオンライン研修の

開催

なるほど。

来週の授業

で使ってみ

よう！

それでしたら、○○

が参考になりますよ。
授業の導

入が悩み

です。

一緒に解

決しま

しょう！

読み・書き・計算の習得

の徹底

よし、次も
がんばろう。

例 読解力向上の取組実践

授業の中で、

図や表を使って

説明し合ってみ

る

私の考え

は○○で

す。なぜ

ならこの

図から、

なるほど。
説得力があ
るな。

昨年度の県学力調査では、前年度より、「先生は皆のこ

とをほめたり励ましたりしてくれている」と感じる児童生

徒が増加しました。今年度も取組の充実を図ります。

「熊本の学び」の推進を支え、児童生徒の学力向上を目指しています。

※「熊本の学び」ステップ・
アップ研修を実施中！
（全8４回を予定！）

※「熊本の学び」わくわく
サークルを実施中！次回
は８月開催予定！

私は、導入

で○○を工

夫します。

「熊本の学び」についてはこちら

地域学校協働活動の

モデル地域指定事業を始めます
学校が地域を元気にする！ 地域が学校を元気にする！

学
校

地
域

この記事に関する問い合わせ先：社会教育課（096-333-2698）

熊本県では、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組
を推進しています。
令和４年度は、新しくモデル地域として、天草市と氷川町を指定します。

天草市 氷川町

県内、約３００名の地域学校協働活動推進員さんにお世話になっています。

国語「すがたをかえる大豆」の学習後、地域の
方の協力による豆腐作り体験の様子です。

学校運営協議会に中学生が参加し、地域の委
員の方々と話し合いを行っている様子です。



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）

鞠智城スケッチ大会入賞5作品が決定！

グランプリ 圓山実咲「てんぼう広場前のかいだん」

歴史公園鞠智城・温故創生館では、GW期間中にスケッチ大会を開催しました。今回、例年
の2倍以上となる105作品の参加があり、入賞作品5点を決定しました。入賞作品は、8月末
まで館内（2階）にて展示しています。ぜひ、ご来館ください！鞠智城FBでも紹介中です！

鞠智城賞 圓山晴花「古代の倉庫」 特別賞 岡口欧ノ介「緑あふれる鞠智城」

特別賞 田上実佳「ころう君といっしょ」 特別賞 平田碧「鞠智城って大きいね」

鞠智城
イメージ
キャラクター
ころう君

夏休みは自然いっぱいの
鞠智城で虫取りや植物観察す
るコロ！自由研究の題材にも

ピッタリコロよ～

この記事に関する問い合わせ先：義務教育課（096-333-2689）

幼児教育アドバイザー（スーパーバイザー）派遣

「熊本県幼児教育センター」という名前を聞いたことがありますか。
熊本県の幼児教育の充実を図ることを目的として、令和２年（２０２０年）４月より、
義務教育課内に設置しています。本センターには、幼児教育アドバイザー（スーパーバイ
ザー）が４名います。各認定こども園、幼稚園、保育所、小学校等で就学時健康診断や保
護者会の際に講話などを行っています。

就学時健康診断等で 幼・保等、小連絡会で 園内研修で

ワークショップをしながら、基本
的な生活習慣について、保護者の
皆さんと一緒に考えていきました。

「小学校入学後の生活や学
習を円滑にするためにはどうし
たらよいか」園・所等、小学校の
先生方みんなで話し合いまし
た。

オンラインでの研修も行い
ました。コロナ禍でも充実した
園内研修ができました。


