


平成２８年度関市学校教育夢プラン 

中学生理科数学コンテスト 

関市教育委員会  

 

１ 目 的 

  科学（理科・数学）の課題にチャレンジすることを通して、科学の楽しさや面白さを知り、

興味・関心を高める。 

２ 日 時 

   平成２８年８月１０日（水） （夏休み中） 

９：１０～ ９：２５  開会式 

９：３０～１０：３０  課題Ⅰ（記述式） 

    １０：５０～１２：２０  課題Ⅱ（工作・実習方式） 

１２：２０～１３：１０  昼食 

１３：１５～１４：００  サイエンスマジックショー 

岐阜北高校 今井健治 先生 

１４：０５～１５：００  閉会式・表彰 

３ 会 場 

   関市中央公民館（わかくさ・プラザ） 多目的ホール 

４．出 場 

   市内に在籍する中学生（１・２・３年） ３１チーム（９３名） 

    内 訳 

１年生チーム：３、２年生チーム：１０、３年生チーム：１８ 

     １年生・３年生合同チーム：０、１年生・２年生・３年生合同チーム：０ 

５ 内 容 

  (1)３名１チームで協力し合いながら、理科・数学に関する課題を解く。チームは同じ学校内

の生徒で編成するが、１つの学校からの出場チーム数の制限は設けない。 

  (2)試験内容は、理科・数学の内容を組み合わせたものや、これまで学習したことと実生活を

関連付けたもの、新しい情報を活用して解決を図るものなどを予定。 

  (3)成績上位チームを表彰する。 



＜活動実績＞

２０１４年度　

GWサイエンスショー　in　瑞浪サイエンスワールド○

関市　ＧＷスペシャル　２０１４　in　わかくさプラザ

＜　連　絡　先　＞ 科学教室 in 倉知公民センター

岐阜北高等学校 かがく・さんすうアカデミー８　in 中部学院大学○

ＴＥＬ　058－231－6628 サイエンスマジック　in 岐阜北高校

 e-mail　p86061@gifu-net.ed.jp 夏休み子ども教室 in 岐南町○

数教協全国大会開会行事　in　じゅうろくプラザ○

科学教室　in　郡上市立川合小学校

科学教室 in 各務原市ナビタウン子ども会

サイエンスショー in 三重川越電力館○

「実験名人サイエンスショー」 in でんきの科学館○　

サイエンスショー in 関市立武儀東小学校○

かがくひろば in 関市立下有知小学校　○

科学教室　 in 養老町立池辺小学校　○

＜執筆書籍＞ 科学教室　（低学年8:45- ・高学年10:55-） in 長森南小学校　○　

書　　　名 編　　　著 出版社 科学教室　in  美濃市立中有知小学校○

のらねこの挑戦（物理を楽しむ教師達) 岐阜物理サークル 新生出版 科学教室  in  岐南町立北小学校 ○

科学でいこう 岐阜物理サークル 日本評論社 サイエンスクイズ in 羽島市立松枝小学校 ○

家庭の算数・数学百科 数学教育協議会 日本評論社 サイエンスショー in 各務原市立各務小学校○

見える数学①② 西三数学サークル 星の環社 科学教室 in 武儀生涯学習センター○

岐阜物理サークル

西三数学サークル

＜出前講座＞　　　　[関市・各務原市・犬山市講師登録]

イマケン先生の　サイエンスマジック

今 　井  　　健 　治

＜　所　属　団　体　＞

サイエンス　サポートＱＱ

岐阜県地域子ども支援賞　受賞　　(2009.11.9)

『サイエンスマジックショー』＆『科学工作』を楽しもう！

 『サイエンスマジックショー』　あっと驚く科学マジック・実験で不思議を体感！

 『科学工作』　楽しく手作りできる科学工作を親子で体験！

 科学館・児童センター・小学校ＰＴＡ行事・子ども会などで実施

『親子で参加されると親さんの方が夢中になりますよ！』



食事

②関市のバスにて中部国際空港へ （昼）機内

④シンガポールホテル

ホテル ①シンガポール教育省と教育委員会表敬訪問 （朝）ホテル

↓ 専用バス ②Ministry of Education Heritage Centre （昼）（夕）

③日本人学校訪問

↓ 専用バス

ホテル ① 国際機関（JCC）訪問 （朝）ホテル

↓ 専用バス ② シンガポール大学

③ 企業訪問

↓

ホームステイ先

（朝）（昼）

ホームステイ先

（夕）

ホテル ホテル着（ホストファミリーによる送迎）

ホテル ① 学校訪問・学校生活体験（終日） （朝）ホテル

↓ 専用バス MANJUSRI SECONDARY SCHOOL （昼）学校

シンガポール （夕）

↓ 専用バス

ホテル ① 学校訪問・学校生活体験（終日） （朝）ホテル

↓ MRT MANJUSRI SECONDARY SCHOOL （昼）学校

シンガポール （夕）

↓ 専用バス

ホテル ① 企業訪問（キッコーマン・シンガポール工場） （朝）ホテル

↓ 専用バス ② 自然学習(ガーデンズバイザベイ) （昼）

シンガポール シンガポール市内

↓ 専用バス （夕）

シンガポール市内

ホテル ①「イスカンダル計画」施設訪問施設見学等 （朝）ホテル

↓ 専用バス NEW water （昼）

シンガポール 歴史学習（シンガポール国立博物館等）　 シンガポール市内

↓ 専用バス 機内泊 （夕）

チャンギ空港着 チャンギ空港着（22:00） シンガポール市内

（朝）

機内

↓

関市役所 ⑤帰国式（市役所）

①チャンギ空港発　1:20　SIA672便

８月 ②中部国際空港到着（9:05）
③中部国際空港発（10:00）専用バスにて
④関市役所へ（11:30到着）

２6日 中部国際空港

（金）

第
９
日

８月

２5日

（木）

第
１
０
日

シンガポール
チャンギ空港

シンガポール市
内レストランホテル

第
８
日

８月

シンガポール
（ホテル）

24日

（水） ホテル

第
５
日

ホームステイ先ホストファミリーと過ごす（終日）

第
７
日

８月
シンガポール
（ホテル）

23日

（火）

第
６
日

８月
シンガポール
（ホテル）

２2日

（月） シンガポール市
内レストランホテル

８月
シンガポール
（ホテル）

２1日

（日）

（夕）
ホームステイ先

各家庭へ

シンガポール市
内レストラン

第
４
日

ホームステイ先ホストファミリーと過ごす（終日）

８月

２0日 ホームステイ先

（土）

（木）

ホテル着

第
３
日

８月 （昼）シンガ
ポール大学

19日 シンガポール市内 ホームステイ先

（金）
④ホストファミリーと出会う。ホストファミ
リーとともに各家庭へ

シンガポール市
内のレストラン
で夕食

（水） シンガポール
（ホテル）

第
２
日

８月

18日 シンガポール市内 シンガポール
（ホテル）

シンガポール
市内レストラ
ン

第
１
日

関市役所（発）
　↓専用バス
中部国際空港
（着）
シンガポールチャ
ンギ空港
　↓専用バス
ホテル

①関市市役所6:30（当日出発式：市民ホール）

８月 10:30出発　 SIA671便 

１7日 ③シンガポールチャンギ空港着　16：20

平成28年度関市学校教育夢プラン「第4回中学生海外研修」日程表
平成２８年７月26日現在

日付 滞在地・発着地 研修内容 宿泊場所



平成２８年度　中学生リーダー研修（タイムスケジュール）

８月１７日（水） ８月１８日（木） ８月１９日（金）

8:30 中池出発 8:30 中池出発

9:00 ◇開講式 9:00 ■リーダー養成研修⑤ 9:00 □発表会準備
　来賓　市長　局長 見学（高速道路建設現場）（50分）

　岐阜Ｆパーク付近ＳＡ建設現場
30 ◆講演（60分） 30 （協力：青協建設） 30

関市ビジネスサポートセンター長 ○移動(9:50発)
10:00 杉山　正和　氏 10:00 10:00

■リーダー養成研修⑥
○休憩 見学・講演（50分）

30 ■リーダー養成研修① 30 　鵜匠の家　岩佐 30

　アイスブレイク（60分） 岩佐　昌秋　氏　　
　演習「コミュニケーション」 関市小瀬　  

11:00 「匠の里」＝グループエンカウンター 11:00 ○移動(11:00発) 11:00

30 ○昼食 30 ○昼食 30 ○昼食
　レストランわかくさ 　レストランわかくさ 　レストランわかくさ
　１２：００まで 　１２：００まで 　１２：００まで

12:00 ○休憩 12:00 ○移動(12:10発) 12:00 ○休憩

30 ○移動(12:30発) 30 ■リーダー養成研修⑦ 30 □発表会準備
見学（博物館）（60分）

■リーダー養成研修② 　フェザーミュージアム
13:00 見学(50分) 13:00 （H28.３　Ｒオープン） 13:00 □発表会

　福田刃物工業(株) 関市日ノ出町　 関市まちづくりプロジェクト
関市小屋名　 （グループ別発表会）

30 30 ○移動(13:30発) 30

○休憩
○移動

14:00 ※社屋改装中のため講演は市役所にて 14:00 ■リーダー養成研修⑧ 14:00
■リーダー養成研修②-2 講演会（50分）
講演(50分) 　西商工会会頭

30 　福田刃物工業(株)代表取締役社長 30 　杉山　ミサ子　氏 30

　福田　克則　氏 　（つるむらさき社長）
○休憩

15:00 ○休憩 15:00 15:00 ◇閉講式
■リーダー養成研修③ 　学校対抗プレゼン大会
　講義(50分)

30 　　「関市の現状と課題」 30

　　企画政策課
森川　哲也　課長

16:00 グループ討議 16:00 発表会準備・取材
　テーマ設定（いくつか提示） 　テーマ決め 　東松島市
　テーマ追究に向けた方針策定 　市役所各課取材 　氷見市

30 ○移動 30 　取材内容の整理、検討 　　　引率教諭・生徒
　　ホテル　チェックイン

○移動(16:50発) ※ホテル　予約済み

17:00 □自然の家入所式　等 17:00
○レクレーション準備

30 ○夕食 30 ○夕食
　関ライオンズクラブの方との交歓 小瀬鵜飼

18:00 ■リーダー養成研修④ 18:00 ○レクレーション準備 　・予約（10人乗り）

　社会奉仕団体との交流会 　・市教委の参加

　　関ライオンズクラブ
30 30 ◆レクレーション（キャンプファイヤー）

19:00 □学校対抗プレゼン準備 19:00
（　候補　）

　・キャンプファイヤー

30 30 　・ボールゲーム

20:00 □発表会準備 20:00 □発表会準備
※入浴 ※入浴

30 30

21:00 21:00

30 □反省会 30 □反省会
○就寝準備 ○就寝準備

22:00 ○就寝 22:00 ○就寝

・事前研修時、または初日の休み時間
等に生徒から提案をさせる



平成２８年度 学校教育夢プラン 

ファミリー読書発表会実施要項 
 

趣旨 

 関市では「読書推進のまち関市」を合言葉に学校読書デー、家庭読書デーを設定して読書に親しむ

習慣づくりの取組を進めています。この「ファミリー読書発表会」の取組を通して家庭での読書につ

いて交流し、より豊かな読書生活の扉を開く機会にしたいと考えています。 

 

 

 

 

発表者 

・関市内の小学生とその家族（３組程度） 

・Ｈ２７図書館推進指定校 職員 

 

発表会日時 

 平成２８年８月２５日（木） 

 １３：３０～１６：００ 

 

発表会場 

 関市役所北庁舎６階大会議室  

 

発表の内容 

○家庭での読書の様子について発表する。 

・読書を楽しむ工夫 

・読書を通して深まった考え 

・読書をきっかけに始めた行動 等 

 

発表の方法 

・文章を書いて 

・プレゼンソフトで 

・ビデオ映像で 

・模造紙等にまとめて 等 

※詳細は発表者と市の担当者で相談して決める。 

 

当日の日程 

 １３：００～ 受付 

 １３：３０～ 開会の言葉 

 １３：３５～ 市長あいさつ 

 １４：００～ 代表者発表 

         一組１０分程度 

           ×３組程度 

 １５：００～ 講評 

 １５：３０～ 参加賞授与 

 １５：４５～ 閉会あいさつ 

 

表彰等 

・発表者には参加賞を渡す。 

 

市の関係参加者 

・市長、教育長、事務局長、学校教育課長、 

生涯学習課長、小中校長会長 

 

学校関係の参加者 

・関市資質向上研修として実施する。 

 ※小中学校の図書館担当職員 

 

 

 

昨年度の発表の様子 
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