
「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」
このことを広く社会と共有し、共に考える9日間。
オンラインのイベントや講座は、
すべて無料でご参加いただけます。

YouTubeオンラインイベント＆講座
［9days］

熊本　KEW 検索

参加申込不要
視聴はWebサイトへ

―みんなの夢が未来を創る―

約50のコンテンツを無料配信！

大森 賢治 さん
自然科学研究機構 
分子科学研究所 教授／研究主幹

協賛

主催 共催熊本市教育委員会

後援 熊本県教育委員会



主催／熊本市教育委員会　共催／熊本朝日放送株式会社

1 21 土 1 22 日

自然科学研究機構 
分子科学研究所 教授／研究主幹

大森 賢治さん
「ロックミュージシャン
　だった物理学者」

13:30～
Kumamoto Education Week
オープニングトーク

生配信

20:00～
TeacherAgency シリーズ①
#小学校教員はいいぞ
#中学校教員はいいぞ
～『さる先生』の声を聴かせてその①～

生配信

16:00～
全国 LIVE授業 タイの LGBTQ当事者と
考える「人と違うって こわいこと？」
by Inspire High

生配信

10:00～
子どもたちの「今」を大切に
～こども基本法成立 と 
こども家庭庁設置を機に考える～

生配信

10:00～
教えて！
世界の ICT教育事情

11:00～
英語弁論 My own idea 
～3人の中学生が英語で思いを語る～

15:00～
学校図書館教育 倉持よつば×苫野一徳
「未来のきみを変える」 第1ラウンド

18:00～
Well-being2030「くまもと幸福論」
中高生パフォーマンス

20:00～
半導体っておもしろい！ 
～ 「しごと学びWEBライブ」で学ぶ子供たち～

11:00～
eスポーツの「いいね!」ポイント
─=≡Σ((( つ•ω•)つ

14:00～
学校図書館教育 倉持よつば×苫野一徳
「未来のきみを変える」第2ラウンド

16:00～
「町の幸福論」アイデアクロスミート 
【1部】Well-beingなまちづくり
【2部】トークセッション
　　　「Well-beingなまちづくり」について
【3部】裏トーク

13:00～
プログラミングだヨ！全員集合 
～きてきて中村先輩！～

生配信

19:00～
メタバースが変える教育の世界！ 
―ドコモビジネスと考える
新たな学びのカタチ―

生配信

10:00～
KEWデジタル作品コンテスト 
審査結果発表

生配信

13:00～
海藻について学ぼう 
～くまもと 子ども 水サミット2022 
→「磯焼けこども調査隊 in あまくさ」～

生配信

15:00～
TeacherAgencyシリーズ④
Well-being×Agency 
～『さる先生』の声を聴かせて その②～

生配信

16:00～
クロージングセッション

生配信

18:30～
古家優里さん（ダツイージョ役ダンサー）と
ダンス創作～河内中生が学ぶ
コンテンポラリーダンスの魅力～

15:00～
描いてみよう「みんなの夢」
～アートワーク with 興梠優護～

1/21  15:00～
どぎゃん！高校改革 
～高等学校の今と未来～

1/21  14:00～　  1/28  14:00～
toio で体験する 
「遊びでつくる、学びと未来」
（ワークショップ＆トーク）

1/22  13:00～
体験型ワークショップ 
熊本の民俗芸能を体験しよう！ 
～雨乞い大太鼓～

1/29  13:00～
Z世代がつくる「マイ・ライフデザイン」

1/28  13:00～
ウォーキングイベント
「親子でのんびりフットパス
～大江・水前寺界隈を歩く～」

9:00～
描こう、ボクらの虹色。
～こども基本法スタート～

18:00～
あゆみの教室 ことばの教室どんな教室？
熊本市立幼稚園☆通級指導教室

18:00～
くまはく「博学連携」アラカルト 
Part.2

19:00～
中高生が考える SDGsターゲット13
「気候変動に具体的な対策を」

20:00～
『社会課題をジブンゴトに！』シリーズ③
「2000年続く棚田と森をつくる」

18:00～
カタろうよ！ コミュニティ・スクール
地域学校協働活動

18:00～
高校生がかたる熊本の水文化

19:00～
ドイツ・ハイデルベルク市友好都市
締結30周年記念
「国際交流をイノベーション創発！」
～コロナ禍が生んだ
新しい交流事業のカタチ～

20:00～
iPadで音楽をクリエイトする！

21:00～
社会教育士が仕掛ける
”「ひとづくり」「つながりづくり」「まちづくり」”

19:00～
創造アイデアロボットコンテストへの挑戦 
ものづくりは、人づくり 
～パイオニアへの道～

19:00～
『社会課題をジブンゴトに！』シリーズ②
「臨床心理学を学んだ私が
新聞記者になった訳」

14:00～
子ども発！夢がふくらむ学校づくり
～小中一貫教育編～

生配信

18:00～
やってみたい！ 家族・友達の絆が深まる
メディアルールの作り方 by 砂取小

19:00～
商店街は学びの遊園地！
みんなでつくる「マチノガッコウ」

20:00～
『社会課題をジブンゴトに！』シリーズ①
『“良くない石”に拘る』
～有田の窯元から持続可能な社会づくりを～

13:00～
タブレットを活用した個別最適な学び
～創造的な学びで才能を活かす～

15:00～
フレンドリーオンライン
～誰ひとり取り残さない教育のカタチ～

16:30～
Happy Smile！とどけ未来へ
～特別支援教育の
「今」と「これから」を考える～

18:00～
TeacherAgencyシリーズ②
のぞいてみた！先生のおしごと
～教師の今と未来 その①～

18:30～
TeacherAgencyシリーズ③
教師のWell-beingを考える in 熊本市 
～教師の今と未来 その②～

1 29 日

1 23 月

1 24 火

1 25 水

1 27 金

1 26 木

1 28 土

―みんなの夢が未来を創る―

13:00～
オープニングセッション

生配信

Kumamoto Education Week
期間中、各所でイベントを行います。
参加方法は詳細ページへ！

小中学生の力作が出揃います。
ぜひご視聴ください！

昨年度の
入賞作品はこちら！

YouTubeオンラインイベント＆講座

すべて無料！ 
約50のコンテンツ

1月21日（土）配信
描いてみよう「みんなの夢」
～アートワーク with 興梠優護～
に出演の興梠 優護さんが
小中学生の皆さんの描いた絵を
ポスターにしました

熊本　KEW 検索
https://kumamoto-ew.jp/詳細・視聴はWebサイトへ

後援／文部科学省・経済産業省・デジタル庁・熊本県教育委員会・熊本大学・未来の先生フォーラム


