2022年度版

北九州の企業人が
北九州の企業人が
明日を担う子どもたちを応援します。
明日を担う子どもたちを応援します。
ー子どもたちの未来のため、一緒に応援してくださいー
ー子どもたちの未来
のため、一緒に応援してくださいー
ー子どもたちの未来のため、一緒に応援してくださいー
ー子どもたちの未来のため、一緒に応援してくださいー

次代を担う子どもたちの教育を地域社会全体で支えるため、平成 23 年、「北九州の企業人による小学校
応援団」は発足しました。かつて日本の高度成長を牽引した北九州地域の産業界には、人材育成のノウ
ハウが集積されています。子どもたちの豊かな可能性を引き出し、夢の実現を応援する、それが小学校
応援団の使命です。ものづくりの街、北九州の企業が志を持って結束し、子どもたちはもとより、先生方、
ＰＴＡなど小学校全体を支援しています。

小学校応援団の取り組み
小学校応援団の参加企業には、次の支援活動について、御社で可能な協力をお願いしています。
1

従業員（児童の保護者）の PTA 活動参加・役員就任を支援する。

2 従業員（児童の保護者）の親学（親の役割とあり方の学習）を支援する。
3 自社のノウハウや人材を活かし、出前授業を行う（児童向け、教職員向け、保護者向け）。
4 体験研修や見学を受け入れる（児童向け、教職員向け、保護者向け）。

北九州市教育委員会と連携して小学校応援プロジェクトを推進しています。

小
小学校応援団の
学校応援団の

学校応援
プロジェクト

児童支援
児童向け出前授業、
体験学習・見学の
受け入れ

教職員支援

教職員研修への
講師派遣、
体験学習・見学の
受け入れ

保護者支援

PTA活動参加・
役員就任の促進、
親学支援のための
出前授業、研修

北九州には特色あるたくさん
の企業があります。
キャリア教
育・ものづくり体 験・科 学 実
験・エネルギー・環境教室・福
祉・介護・スポーツなど、いず
れも地元企業のノウハウや人
材を 生 かしたオリジナルな
テーマです。
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小学校応援団設立の経緯

〔（公財）北九州活性化協議会が母体〕

■

平成 21 年 4 月

（公財）北九州活性化協議会（KPEC）が義務教育支援活動研究会を設置

■

平成 22 年 10 月

義務教育支援活動の対象を「小学校教育」とする報告書をまとめた。

■

平成 23 年 10 月

北九州の企業人による小学校応援団が発足

■

平成 25 年 4 月

北九州市教育委員会及び KPEC と連携協定を締結

このような小学校応援団の活動について北九州市は、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「北九州市教育大綱」において、連携して取り組むということを位置づけています。

1.「北九州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」への位置づけ（平成 27 年 10 月）
＊市民総ぐるみで子どもの教育を支える取組みの推進

事業名等

概要

経済界との連携による学校支援事業

企業がもつ人材や経営のノウハウなどを学校教育に生かすため、地元企業を中心とした
「北九州の企業人による小学校応援団」と連携しながら、学校支援を行う仕組みづくりを
実施する。

2.「北九州市教育大綱（子どもたちのシビックプライドの醸成）への位置づけ（平成 27 年 11 月）
○小学校応援団など企業と連携した取組みの推進
本市では、経済界から小学校応援団を作ろうとのご提案があり、企業が子どもの教育に参画していただく仕組みができています。
小学校応援団には多数の地元企業が参画し、出前授業や体験学習、工場見学の受入などの支援を行っていただいています。
本市が誇るこの取組みをさらに推進するなど、企業の皆様との連携を一層深める取組みを進めます。
＊シビックプライド：市民が自分の住んでいる、働いているまちに対して「誇り」や「愛着」を持ち、自らもこのまちを形成している 1 人であるという
認識をもつとともに、自分たちのまちづくりに自発的に関わりたいという意識をもつこと。

活 動 内 容
◆ 出前授業・研修の実施（児童向け・教職員向け・保護者向け）
北九州市教育委員会
連携

（公財）北九州活性化協議会

①テーマの提示（年度当初）

小学校応援団

③ 企業人が講師として出かける

北九州の企業人がテーマを登録

・児童への出前授業等
無料
・教職員への研修等
・保護者（PTA)への研修等

★オリジナルオーダー…
登録テーマ以外の個別要望が学校からあれ
ば、企業人講師に依頼して実施しています。

◆ 親学の奨励、PTA 活動支援

ガイドブックを発行

・保護者（PTA）向け研修
・子どもを育てる10か条の出前講演（北九州市教育委員会）
の
受講呼びかけ
・PTA総会への参加呼びかけ
（市内全市立小学校の保護者、
小学校応援団参加協力企業の従業員（保護者）
など）

小学校

② WEB申込

コーディネータを配置

現在、30 名のコーディネー
タを各小学校に配置し、申込
みのサポートや学校からの
要望のヒアリング、調整など
にあたっています。

出前授業のテーマと内
容を 掲 載したガイド
ブックを 毎 年 度 制 作
し 、4月に小学校に配
布しています。

活 動 実 績
◆ 出前授業・研修
＜支援対象小学校の拡大状況と実績＞
平成24年度から支援活動を開始しましたが、出前授業と
研修については、当初は11校を支援対象モデル校とし、
そ
の後、
年度計画で支援対象校を拡大してきました。
最近の支
援対象学校数と実績は右の表のとおりです。
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※H29 年度から全市立小学校が対象
年度

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

支援対象学校数

40

70

100

131

131

129

129

129

出前授業・研修の
実施回数

99

129

203

212

252

235

71

198

（小学校応援団受付分）

2021 年度

実施テーマなどの状況

テーマ名

企業・団体名

回

児童対象出前授業の実施回数
オリジナルオーダー

＊＊＊

けんこうなくらしと水とのかかわり

TOTO 株式会社

ビーチサッカー選手と一緒にサッカーをしよう 〜ボール一つで仲間づくり〜

株式会社ドルソーレ

13

走り方教室

実業団陸上部及びＯＢ会（北実会）

15

安全教室 ( 地球に優しいアロマキャンドルを作ろう）

西部ガス株式会社

4

ガス管万華鏡作り ( 冷却実験付）

西部ガス株式会社

1

暮らしと地球環境を考えよう

九州電力株式会社

北九州支店

4

電気をつくるしくみを知ろう

九州電力株式会社

北九州支店

3

ドローン操作体験（ドローンを使った非破壊検査）

計測検査株式会社

1

スカイコプターづくり 〜ゴムエネルギー〜

九州共立大学

1

木のからくりおもちゃで遊んで学ぼう

木のおもちゃ工房

音楽を楽しみ、音楽を通してつながろう！

株式会社大内義昭ミュージックアソシエイト

7

北九州が生んだ天才気象学者

藤田哲也博士記念会

6

健康や地球環境を考えるオンライン授業

シャボン玉石けん株式会社

1

インターネットを使った情報の集め方と情報の正しさ

ヤフー株式会社

7

北九州空港と空港で働く人たちについて

北九州エアターミナル株式会社

3

社会貢献教育・寄付の教室 ?

一般社団法人生き方のデザイン研究所のプログラム

5

生き方のデザイン授業

一般社団法人生き方のデザイン研究所のプログラム

16

一般社団法人生き方のデザイン研究所のプログラム

6

特定非営利活動法人こどものみらいプロジェクト ゆめドリ

2

藤田哲也博士に学ぶ

SDGｓ× 未来デザイン

生き方のデザイン授業（低学年）「バスにのって GO！！」
（キャリア教育）夢を描くドリームマップ授業

17
2

名誉教授（山口静夫氏）
あおむし

8

自分をいかせる職業分野をみつけよう

株式会社夢をかなえる研究所

10

いのちの授業

株式会社夢をかなえる研究所

1

目からウロコのリサイクル授業

光進工業株式会社

8

会社って何をするところ？

株式会社スピナ

2

ルール、挨拶、マナー、言葉づかい

株式会社ケィ・ビー・エス

5

いのちの大切さ

看護師（元公益社団法人誕生学協会 大江田由美さん）

地図記号を見つけよう

株式会社ゼンリン

4

パティシエの仕事（職業の紹介）

有限会社カムカンパニー

2

保育士の仕事

北九州市保育士会

6

自衛隊について（災害派遣）

自衛隊

4

食の安全・安心「食品を安心して食べてもらうための企業努力」

株式会社かば田食品

1

カードゲームで学ぶ SDGs

有限会社コ・リード

7

バーチャルプラネタリウムの世界 〜学校で星の授業をしよう〜

一般社団法人科学舎アカデミー

3

命の大切さを学ぶ動物の授業

NPO 法人日本アニマルケースワーカー協会

10

10

オリジナルオーダー：大江田由美氏、北九州市保育士会、北九州市薬剤師会、北九州市立八幡図書館、㈱ギラヴァンツ北九州、
光進工業㈱、福岡県司法書士会北九州支部、ヤフー㈱、陸上自衛隊

児童対象の見学
ＴＯＴＯミュージアム見学

TOTO 株式会社

1

交通安全見学

西鉄バス北九州株式会社

2
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出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
理科

安全教室
(地球に優しいアロマキャンドルを作ろう）

工作

電気をつくるしくみを知ろう

九州電力㈱北九州支店
・具体物を用いたり、手回し発電
機を操作することによって、
どの
ように発電し、何に生かされてい
くのかということがわかった。
・児童が初めて知ることが多く、
楽しく取り組むことができました。

西部ガス㈱
・アロマキャンドルを作りながら、液体窒
素を使った、
ものを凍らせる実験など、
児童が楽しんで取り組むことができた。
・生活の身近にあるガスについて、
より詳しく知る良い機会となった。
・事前準備等が少なく、楽しい実験をして下さり、
とてもありがた
かったです。

工作

木のからくりおもちゃで遊んで学ぼう

社会

地図記号を見つけよう

㈱ゼンリン
・地図記号を当てるクイズをしたり、地図記号を見つけるゲームを
したりして、児童が楽しく学習に取り組むことができた。
・地図記号について詳しくなったことが嬉しかったようで、学習後
も地図を見ると、地図記号を積極的に探していた。

木のおもちゃ工房 あおむし
・子どもたちが、
自分なりに考え
て、試行錯誤しながら、完成さ
せていったので、達成感を味わ
うことができた。
・初めての体験で、
ほとんどの子
どもが楽しかったようで、
「また、
来年もしたい。」
と言っていた。

環境

理科

計測検査㈱
児童や教職員もドローンを
飛ばすことができたり、大
型のドローンで児童を撮
影する作業までを見せてく
ださった。児童にとっても
教職員にとっても情報化
教育のよい体験となった。

目からウロコのリサイクル授業
光進工業㈱
クイズ形式だったので、子ども
たちは楽しみながら学習しまし
た。
また、資源の元を見せてい
ただけたので、子どもたちの興
味・関心が高まりました。
児童の感想

「３Ｒ」の大切さを学んだので、
これから少しずつ実践していき
たいです。
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ドローン操作体験（ドローンを使った非破壊検査）

理科

スカイコプターづくり 〜ゴムエネルギー〜

九州共立大学名誉教授

山口静夫氏

3年生の児童は、理科の学習で「ゴムや風の力で動くおもちゃ作
り」
をしたところだったので、
ちょうど学習とつながり、興味をもって
取り組むことができました。

環境

カードゲームで学ぶSDGs

(有)コ・リード
ゲーム形式で学習したことにより、
１回目は人間の財産を優先した
社会づくりのカードを選択して地球環境を破壊することに繋がっ
てしまった児童も、
２回目で自然環境を優先した社会づくりが大切
になることに気づくことができていた。

出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
道徳

いのちの大切さ

看護師（元公益社団法人誕生学協会 大江田由美氏）
保護者の方にも、授業の内容を通信でお知らせしました。家庭で
の、親子の語り合いが生まれたかもしれません。
児童の感想

私は、
いろんな人から応援されたり、
いろんな人ががんばって育て
てくれたりしたと思うとお母さんや家族に感謝したいと思いまし
た。
わたしは、一人一人が命を大切にしたから生まれてきたんだと
いうことを忘れないようにしたいです。

社会

体育

ビーチサッカー選手と一緒にサッカーをしよう
〜ボール一つで仲間づくり〜

㈱ドルソーレ
［よかった点］
・プロの生の声で、
「コミュニケーション」
「スポーツマンシップ」
の
大切さなどの話を聞けたこと。
・実技を通して、子どもの運動量の確保及びプロスポーツマンの
すごさを子どもが実感することができた。

生き方のデザイン授業 SDGｓ×未来デザイン

（一社）生き方のデザイン研究所のプログラム
・デザイナーの方々の話がとても分かり
やすく、
「障害」
について児童にすんなり
と浸透することができた。
・この交流を通して、共に生きるというこ
とがどうゆうことか考えることができた。

体育

走り方教室

実業団陸上部及びＯＢ会（北実会）
道徳

ルール、挨拶、
マナー、言葉づかい

㈱ケィ・ビー・エス
児童の感想

自分がよくても周りの 人に迷 惑に
なっていることがあるということ、言い
方次第で同じ言葉でも違って伝わる
かもしれないことが分かりました。

理科

北九州が生んだ天才気象学者 藤田哲也博士に学ぶ

今回、
コロナ対策もあり、学年
ごとに指導していただいた。
少
人数での指導で、
密にならず、
指導が行き届いて行うことが
できた。
児童の感想

・
「三つのことを覚えてね。」
と
言われて、僕は三つのことを
覚えて走りました。
そうしたら
上手に走れました。
・走るのが苦手だけど、走り方
教室で教えてもらったことを基
に練習してみようと思います。

藤田哲也博士記念会
児童の感想

・紙と鉛筆だけで学者になる夢をかなえた藤田
さん。
あきらめないことが大切だと思いました。
・私たちと同じ北九州で生まれ育った人が、世
界中の空の旅を安全にし、
そのおかげでたくさ
んの人の命を救い、
とてもすごいと思いました。

音楽

音楽を楽しみ、音楽を通してつながろう！

㈱大内義昭ミュージックアソシエイト
生の演奏を体全体で感じるこ
とができました。
児童の感想

社会

交通安全見学

西鉄バス北九州㈱
普段は絶対にできないような、洗車機体験や運転席に座ってみる
等が体験できてとても良かった。

・音が響いているのを遠くでも
感じることができて、
すごいと
思いました。
・いろいろな演奏が聴けて楽
しかった。

児童の感想

運転席に座らせてくれてありがとうございました。普通の車よりハ
ンドルがすごく大きかったからびっくりしました。
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出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
オンラインやタブレット使用の授業
環境

けんこうなくらしと水とのかかわり

TOTO㈱
リモートではあるが、
製品づくりに携わる方の話を生で聞くことがで
きた。
児童の感想

製品づくりによって、
企業も節水への取組をしていることを知りました。
自分もできることから節水を心掛けていきたい。

理科

バーチャルプラネタリウムの世界
〜 学校で星の授業をしよう〜

健康や地球環境を考えるオンライン授業

シャボン玉石けん㈱
［よかった点］
・工場見学がリモートでできること
（安全面等を考慮せずに済む点）
。
・説明時間の空きがない
（クイズを出してくれる点）。
・分かりやすい解説（対象学年の実態に合わせてくれる点）。

情報

インターネットを使った情報の集め方と
情報の正しさ

（一社）科学舎アカデミー

ヤフー㈱

・体育館を暗くして、
環境をプラネタリウムに近づけたことでより臨場
感が出てよかった。
・担任では、知識が追い付かない内容まで、専門家がしっかりと話
をしてくれてよかった。

・子どもたちにとって、初めてのオンライン授業であり、検索の仕方
についても知らなかった部分を教えていただき、興味深く取り組
むことができました。
・オンラインではありましたが、
タブレット端末を使って、
スムーズに
やり取りができた。事前の打ち合わせや当日までのサポートなど
細かく連絡を取り合ってできた。
・事後、
タブレットを使った学習の中で生かされていました。

児童の感想

タブレットを使ってとてもたのしかったです。
プラネタリウムにほんと
に行けたきぶんです。
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環境

出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
出前授業を実施した小学校からの感想
（抜粋）
キャリア教育

職業

会社って何するところ？

㈱スピナ
職業

職業ミーティング（オリジナルテーマ）

大江田由美氏、北九州市保育士会、北九州市薬剤師会、北九州
市立八幡図書館、㈱ギラヴァンツ北九州、光進工業㈱、福岡県司
法書士会北九州支部、
ヤフー㈱、陸上自衛隊

・どうすれば夢を叶えられるのか、
子ども
たちの心に響く授業だったと思います。
・就職してまだ年数が浅い方への聞き
取りは、
子どもたちに聞かせたい内容で
あったので、
大変参考になった。

職業

北九州空港と空港で働く人たちについて

北九州エアターミナル㈱

・ミーティングの最後に、
「仕事をするときに大切にしていること」
を
一言ずつお話していただいたことで、
夢を実現するために日々の中
でできることを見つけることができた。
・将来の夢を探していた児童が、
「司法書士になりたい」
「自衛隊に
なりたい」
と夢を見つけることができた。
また、
自分の生き方について
見つめなおすことができた。
児童の感想

・これまで働くとはお金を稼ぐことだと
思っていたけど、
自分の好きなことをし
て誰かの役に立つことなんだと思った。
・お話をしてくださった方が、
楽しそうに
自分の仕事について話していたので、
わたしも自分の好きなことを仕事にした
いと思った。

空港内で働く人の仕事内容や仕事に
対する熱意が伝わってきました。又、
空港を使用する際の視点が変わり、
次に空港へ行くのが楽しみです。

職業

こどものみらいプロジェクト ゆめドリ
自分の夢を少しずつ形にしていけば
よいという認識をもてた。
児童の感想

ドリームマップを作ることで、
自分のこと
をもっと知ることができるなと思った。

職業
職業

自衛隊について
（災害派遣）

パティシエの仕事（職業の紹介）

㈲カムカンパニー
児童の感想

自衛隊
普段接することのほとんどない仕事で
あるため、子どもたちのイメージはテ
レビの中の自衛隊、
であったものが今
回目の前に来ていただき、
話をしてい
ただくだけで、
イメージができ考えるこ
とができたという点で効果があった。

職業

（キャリア教育）夢を描くドリームマップ授業

保育士の仕事

北九州市保育士会
仕事の内容を、
ＤＶＤを使って紹介し
てもらったことで、子どもたちも保育士
の方が仕事をする様子を直に感じるこ
とができ、
理解が深まった。
児童の感想

「この仕事は楽しいです」
と笑顔でおっしゃっていたのがとても心に
残っています。

・パティシエさんが「正解はありませ
ん！自分のセンスでつくりましょう。」
と
言っていました。
私は、
正解があるもの
よりもないもののほうが難しいと思い
ます。
だから、お客様が見て、
「これ食
べてみたい！」
と思わせる商品を作っ
ているパティシエさんはすごいです。
・算数や国語も大切だけど、
一番は感性だと言っていた
ことが心に残りました。

職業

自分をいかせる職業分野をみつけよう

㈱夢をかなえる研究所
カードを使って自分の興味をみつける
ことで、
自分自身を振り返ることができ
たのが一番大きい効果であった。
児童の感想

自分を分析し、
自分が何に向いているかを考えることができた。
そこ
から具体的な職業も考えることができたのでうれしかった。
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子どもたちの未来のために一緒に応援してください！
企業、団体の参加を募集しています。
「北九州の企業人による小学校応援団」
は、
平成23年10月の発足以来、
明日を担う子どもたちの応援活動を展開してまいりました。
毎年多くの学校で事業を実施し、
ご好評をいただいております。
今後も子どもたちの健やかな成長と夢の実現のために、北九州の経済界、地域社会が協働して小学校を支えてまいります。企業
登録をして活動の支援をお願いいたします。

参加方法は以下の２種類。登録にあたり、企業の費用負担はありません。
北九州地域に本社、拠点のある企業、団体等が対象となります。

出前授業

実施
企業

出前授業をテーマ登録し、
小学校からの要請で実施していただきます。

講師登録をしていただけ
る企業は、
ご登録いただく
前に授業内容などをご相
談させていただきますの
で、
まずは事務局までお
電話ください。

企業

従業員の皆様に対し、PTA活動への
参加や親学（親の役割とあり方の学

児童対象
教職員対象

参加

習）推進活動への参加などの啓発、出

保護者対象

前授業の登録など御社で可能な協力
をお願いしています。

登録企業 ･･･････72社
登録テーマ数 ･･ 147件

登録企業 ･･･466社
（2021年度）

（2021年度）

講師はボランティアとなります。
出前授業にかかる経費は
交通費も含めて基本、企業負担となります。

「小学校応援団参加申込書」
に
必要事項をご記入の上、
FAXで事務局までお送りください。
申込書はホームページから
ダウンロードできます。

https://ouendan.gr.jp

● 出前授業や研修の進め方はおおむね以下のようになります。
対象

授 業 、研 修の進め方など

お話しいただきたい内容など（例）

＊以下は例です。事前に担任の先生等と打合せをすることで充実した授業にして下さい。
＜授業時間45分（1時限）
の場合＞
・
（担任の先生）学習の進め方、
めあての確認、講師紹介等（5分）
・
（講師）30分程度で授業
・質問タイム
（5分）
・
（担任の先生）児童による感想の発表など
（5分）

御社が得意としている分野を中心に、職業紹介、仕事を通じた社会貢献、
や
りがい、
ものづくりへの想い、子どもたちに学んで欲しいこと、伝えたいメッ
セージなどお話し下さい。
＊キャリア教育では、働くこと、夢を持つことの大切さや興味の幅を広げ自分
の可能性に気づくことなどがポイントとなります。
＊出前授業が地元への誇り、愛着を深めるきっかけになることも期待します。

教職員

＜60分の場合＞ ・講師自己紹介（5分）
・講話（45分）
・質疑（10分）

・企業の人材育成や問題解決に向けた取り組みの実例
・社会が求める教育、人材とは
・コンプライアンス、
コミュニケーション能力向上、
リスク対応など

保護者
（PTA)

＜60分の場合＞ ・講師自己紹介（5分）
・講話（45分）
・質疑（10分）

・個性を伸ばす子育て術
・家庭で行う食育、環境教育
・親子のコミュニケーションなど

児童

★ 授業では、写真や動画をモニターで見せたり、子どもたちにクイズや体験をさせるのも効果的です。
★ 授業では、
ゆっくりとお話し下さい。子どもたちの感想には
「ゆっくり話してくれて、絵や写真もあったのでわかりやすかった。」
といった声もありました。

小学校応援団の概要については、下記のホームページをご覧ください。
お問合せ先

8

北九州の企業人による小学校応援団事務局

福岡県北九州市小倉北区古船場町1番35号 北九州市立商工貿易会館6階
公益財団法人 北九州活性化協議会内
TEL:093-541-3122 ／ FAX：093-541-0636
Email : info@ouendan.gr.jp ホームページ： https://ouendan.gr.jp

小学校応援団への
参加申込書、
講師登録申込書は
ホームページから
ダウンロードできます。

