平成２６年度共育支援メニューフェア出展企業一覧

１ 企業・団体等名称

２ 支援活動
（取組）分野

３ 支援活動（取組）のテーマ

４ 支援活動（取組）内容

1

ヤマト運輸株式会社 和歌山主管支
店

④安全

こども交通安全教室

交通安全教室は子ども達の交通事故防止を願って1998年か
らはじまった取り組みです。地域の社員が学校や施設等に出
〒640-8411
ア 出前（出張）授業・講演
向き、子ども達に交通ルールや交通安全の知識を指導しま
和歌山市直川１８５－１
す。

2

和歌山県金融広報委員会

⑤金融・経済

金銭・金融教育について（出前講座）

学校の授業やPTA行事などに、金融広報アドバイザーを派
〒640-8319
遣して、金銭・金融に関する「出前講座」を行っています。また
和歌山市手平２丁目１－２ 県
ア 出前（出張）授業・講演
TEL 073-426-0298
学校や家庭で学習・指導に活用できる様々な教材・資料の提
民交流プラザ和歌山ビッグ愛８
供を行っております。
階 （県消費生活センター内）

和歌山県金融広報委員会

書記 瀬﨑 智珠子

3

和歌山電鐵株式会社

⑩その他（交
通・運輸）

電車に親しみ、楽しく学ぶ 貴志川線電車教室

①学ぶ…電車のしくみ、鉄道のしごと、貴志川線のおはなし
②見る…車庫、駅、車両、運転台の見学③体験…洗車体験、 ア 出前（出張）授業・講演
〒640-0361
きっぷの購入、電車の乗り方④マナー…公共マナーのおはな イ 見学受入・校外学習支
和歌山市伊太祈曽73
し、マナークイズなど、実践も交えて楽しく学んでいただきま 援
す。

TEL 073-478-0110

鉄道部営業課

主任 竹添 善文

4

紀州漆器協同組合

③文化（伝
統・芸術等）

伝統技術にふれる

ア 出前（出張）授業・講演
紀州漆器の代表的な技法である「蒔絵」による絵付け体験が
〒642-0001
イ 見学受入・校外学習支
できます。
海南市船尾２２２番地
援

TEL 073-482-0322

紀州漆器協同組合

専務理事 田村 彰男

5

和歌山県農業協同組合中央会

①食育（食農
教育）

JA食農教育

学校教育における食と農に関する分野について、教育資材
等の配布など支援をしています。

ア 出前（出張）授業・講演 〒640-8331
ウ その他の支援（教育資 和歌山市美園町５丁目１番地
材の配布）
の１

TEL 073-488-5515

総合企画部

上山 章久

6

公益財団法人 南方熊楠記念館

②自然・環境
③文化（伝
統・芸術等）

郷土が生んだ南方熊楠の素晴らしさや自然の
大切さを、小中学生に分かりやすく、興味を持っ
て学習する機会を作る取り組み。

自然体験として、粘菌教室の開催、海の生物観察教室の開
催及び出張授業

ア 出前（出張）授業・講演 〒649-2211
イ 見学受入・校外学習支 和歌山県西牟婁郡白浜町
援
3601-1

TEL 0739-42-2872

公益財団法人
方熊楠記念館

7

有限会社 紫香庵

①食育③文
化（伝統・芸
術等）⑥国際
理解

和菓子作り体験とブラジル文化について

① 小・中・高校、婦人会、老人会、国際交流会などに、出張 ア 出前（出張）授業・講演
〒640-8156
和菓子作り体験教室。
②ブラジルについての文化・習
イ 見学受入・校外学習支
TEL 073-426-3250
和歌山市七番町１１－１－１０３
慣・教育・ポルトガル語の出前事業
援 ウ その他の支援

有限会社紫香庵

代表

8

和歌山県消費生活センター

⑤金融・経済

消費生活に関する出前講座、教材（DVD等）の
貸出

学校での授業や地域での研修会などに、無料で消費生活専
〒640-8319
門の講師を派遣したり、教材のDVD等の貸し出しを行ってい イ 見学受入・校外学習支
和歌山市手平2丁目1-2 県民 TEL 073-433-1551
ます。また、最新の消費者被害情報を伝える情報誌や、消費 援
交流プラザ和歌山ビッグ愛８階
者啓発用の資料などを提供していますので、ご活用ください。

和歌山県消費生活センター

主任 西井 育美

9

関西電力株式会社 和歌山支店

⑩その他（電
気） ②自然・
環境

『 でんきについてのお話 』

出前授業「電気教室」及び職業体験受け入れ

関西電力 和歌山支店 総
務・広報Ｇ

花田

野菜ソムリエ コミュニティ和歌山

①食育③文
化（伝統・芸
術等）

和歌山の野菜果物魅力発見、もっとおいしく、
もっとたのしく。

野菜果物の魅力、おいしさ、たのしさなどを伝えます。主に和
歌山で生産される食材をもとに、旬の野菜果物の紹介と、お ア 出前（出張）授業・講演 〒645－0001
いしい食べ方、扱い方法、調理方法を伝授します。また、伝 イ 見学受入・校外学習支 和歌山県日高郡みなべ町東吉 TEL 090-2384-5896
統料理について、食文化、生産の歴史についてもわかりやす 援
田223
く紹介します。

10

５ 学校等での支援の形態 ６ 住所

ア 出前（出張）授業・講演
〒640－8145
イ 見学受入・校外学習支
和歌山市岡山丁40番地
援

７ 電話

８ 担当部署

TEL 073－499-4560

ヤマト運輸株式会社 和歌山
課長 高本 敦邦
主管支店 社会貢献課

TEL 073-463-0604

９ 担当者等

南 研修員 堀 伸二
(館長 谷脇 幹雄)

須賀 良知

日本野菜ソムリエ協会 野菜
代表 垣淵 浩子
ソムリエコミュニティ和歌山

11

京都大学白浜水族館

②自然・環境
⑦科学（理
科・数学・情
報通信等）

紀伊半島南部の海の生き物を学ぶ

白浜町周辺の海に生息する魚類と無脊椎動物約500種を観 イ 見学受入・校外学習支 〒649-2211
察でき、地元の海の生き物について学べます。
援
和歌山県西牟婁郡白浜町459

TEL 0739-42-3515

京都大学フィールド科学教育
技術職員 加藤 哲哉
研究センター瀬戸臨海実験所

12

西日本旅客鉄道株式会社

④安全

地震・津波発生時における列車からの迅速な避
難を行うための訓練

今年度3月に予定しているJRきのくに線津波訓練において、 イ 見学受入・校外学習支 〒640－8343
訓練列車に乗車し避難訓練に参加していただく。
援
和歌山市吉田94番地の1

TEL 073-436-4011

安全推進室

室長代理・岡田 健太郎
主席・堺 伸二

13

和歌山県
男女共同参画センター“りぃぶる”

⑩その他(男
女共同参画
関連)

STOP！デートDV

深刻さが顕著となっているデートＤＶや性暴力を防止するた
めに、自分も相手も大切にする対等な関係を学ぶ「出前講
座」を行います。

ア 出前（出張）授業・講演
ウ その他の支援（デート 〒640-8319
DV防止のための啓発冊 和歌山市手平2丁目１－２和歌 TEL 073-435-5245
子、性暴力被害相談機関 山ビッグ愛9F
のリーフレット配布）

和歌山県男女共同参画セン
ター

主査 奥田 美和子

14

和歌山弁護士会

⑩その他（消
費者教育を含
む法教育）

架空請求、マルチ被害などの消費者被害にあ
わないための心構え

「消費者被害にあわないようにするためにはどうすればよい
のか。」を中心として、法的観点から説明する。

ア 出前（出張）授業・講演

和歌山弁護士会 消費者保
護委員会

委員長 丸山 哲

菱岡工業株式会社 【工場見学の受入、職場実
習受入,学校等の出張講義・講演】 就労継続支
事業A型特定非営利活動法人ジョイ・コム【支援
学校生の職場実習受入、カフェ事業に関する学
生とのコラボ】

【菱岡工業株式会社】工場見学では、ものづくりの「社会的責
任」や「つくる歓びと感動」をひとりでも多くの方にお伝えしま
す。
ア 出前（出張）授業・講演
〒641-0006
【特定非営利活動法人ジョイ・コム】和歌山県産フルーツや野 イ 見学受入・校外学習支
和歌山市中島528
菜を使ったチョコレート専門店にカフェを併設予定です。学生 援
コラボ商品の開発など、架空の授業ではなく実現可能な取り
組みを行います

誰に相談したらいいかわからないときは、「法テ
ラス」へ!

〒640-8152
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所で
ア 出前（出張）授業・講演 和歌山市十番町丁１５ 市川ビ TEL 050-3383-5457
す。解決に向けた法教育をします。
ル２階

日本司法支援センター和歌山 総務課広報担当
地方事務所
弘

菱岡工業株
式会社⑩その
他 製造業
特定非営利
活動法人ジョ
イ・コム⑧医
療・福祉（就
労支援事業A
型）

NO！性暴力

〒640-8144
和歌山市四番丁５番地

TEL 073-422-4580

15

菱岡工業株式会社
就労継続支援事業A型特定非営利活
動法人ジョイ・コム

16

日本司法支援センター
和歌山地方事務所

17

わかやま勤労者マルチライフ推進ネッ
トワーク

⑩その他

多様な主体が参画できる地域社会づくりをめざ
す産官学民連携組織

ネットワークに加盟している県内企業やNPO等より、学校や ア 出前（出張）授業・講演 〒640-8331
地域に対して提供できるメニューをご紹介し、マッチングを図 イ 見学受入・校外学習支 和歌山市美園町５－６－１２
ります。
援
わかやまNPOセンター内

TEL 073-424-2223

事務局

志場 久起

18

3W

④安全

女性の視点を活かした地域・学校（特に子ども
たち）への防災・減災教育の推進

学校・地域へ出向き、３W考案「新聞紙で作るマイトイレ」の指
〒640-8412
導や「子ども向け防災紙芝居・人形劇」等の防災教育を行い ア 出前（出張）授業・講演
和歌山市狐島65-24
ます

TEL 073-454-8267

３W わかやまウィメンズワッ
チタワー 事務局

代表 市場 美佐子

19

一般財団法人
言語交流研究所ヒッポファミリークラブ

⑥国際理解

誰でも、環境があれば、いくつでもいろんな国の
言葉が話せます。

国際理解授業として、実際にゲーム等をしていろんな国の言
〒640-8304
ア 出前（出張）授業・講演
葉に触れることで、慣れ親しんでもらいます。
和歌山市松島23-19

TEL 073-474-6464

一般財団法人 言語交流研
究所ヒッポファミリークラブ

研究員

近畿大学 生物理工学部

②自然・環境
⑧医療・福祉
⑦科学（理
科・数学・情
報通信等）①
食育

大学の知的資源の共育支援への活用

本学部では、出前（出張）授業・公開講座（県内外で年間15
回）・見学会の受入れを行っています。
※対象学年や実施内容については、それぞれ異なりますの
で、ブース担当にご相談ください。

TEL 0736-77-3888

生物理工学部事務部

課長・ 井村 泰明 （谷）

20

わかやまウィメンズワッチタワー

⑩その他法教
育

ア 出前（出張）授業・講演
イ 見学受入・校外学習支 〒649-6493
援 ウ その他の支援（公 紀の川市西三谷930
開講座）

TEL 073-476-5111（菱岡
菱岡工業株式会社
工業株式会社本社）

2F

秘書 三宅 弘

阿部

栗山 和美

21

和歌山地方検察庁

⑩その他（司
法・行政）

検察の役割について

ア 出前（出張）授業・講演
学校に出向き，検事や検察事務官が、検察庁の役割や検事
〒640-8143
イ 見学受入・校外学習支
の仕事などについて説明します。
和歌山市二番丁３番地
援

TEL 073-422-4161

企画調査課

課長 若江 典昭

22

HML（ハッピーママライフ）

④安全

子どもが暴力を受けずに発達成長していける地
域をコーディネート

HMLは、”豊かで安心して子育てができる魅力的なまちづく
り”のために活動しています。子育て支援講座の開催やCAP
〒644-0012
ア 出前（出張）授業・講演
プログラムを通して、学校や地域が連携し、子どもの「人権」
御坊市湯川町小松原210-4
が尊重される地域づくりを応援します。

TEL 0738-23-0939

HML事務局

竿本 有紀

23

公益社団法人 全日本ダンス協会連
合会 和歌山県舞踏教師協会

⑨スポーツ

ジュニアダンス・若年層の社交ダンスをビデオ等
をとうして紹介したい。実演・即席レッスン

和歌山県舞踏教師協会の事務局預かっています。必要に応
〒640-8319
じて会員の協力支援をあおぎますがとりあえず広報活動して ア 出前（出張）授業・講演
和歌山市手平二丁目５の３９
いきたいと考えています。

TEL 073-426-2511

和歌山県舞踏教師協会

事務局

24

和歌山中央医療生活協同組合
和歌山生協病院

⑧医療・福祉

職業体験受け入れや地域での健康活動

高校生の職業体験、小学生の学習支援ほか地域での健康
チェックや健康講座を行います。

TEL 073-471-7711

病院事務局

木津 いつ子
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一般社団法人 生命保険協会
公益財団法人 生命保険文化セン
ター

⑤金融・経済

生活設計や生命保険の理解のため、教材提供
や講師派遣等を実施します。

高校生等を対象とした生命保険実学講座の開催(講師の派 ア 出前（出張）授業・講演 〒640-8157
遣)、教材の提供（教材キット・副読本・DVD等）、教師研修会 ウ その他の支援（教材の 和歌山市八番丁１１ 日本生命 TEL 073-432-1936
への講師の派遣、中学生作文コンクール
提供）
和歌山八番丁ビル８F

一般社団法人 生命保険協
会 和歌山県協会

事務局長 須田 基夫
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近畿地方整備局和歌山河川国道事務
所

②自然・環境
④安全 ⑩そ
の他和歌山
県の道路網
（ネットワー
ク）について

紀の川や国道などに関する出前講座や見学

ア 出前（出張）授業・講演
水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）や工事現場の見学、紀
〒640-8227
イ 見学受入・校外学習支
の川や国道２４号、２６号、４２号に関する出前講座など
和歌山市西汀丁１６番地
援

近畿地方整備局和歌山河川
総務課長 川内 勝嘉
国道事務所
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貴志川線の未来を“つくる”会

⑩その他（交
通・運輸）

貴志川線の永続へ向けてのボランティア活動
（出前講座）

世界的に有名になった“たま駅長”が全国から海外から大勢
〒640-0361
の観光客を招いています。７人の有志から始まった貴志川線 ア 出前（出張）授業・講演 和歌山市伊太祈曽558(伊太祁 TEL 073-478-0053
の存続活動と永続活動についての出前講座を行います。
曽神社）

貴志川線の未来を“つくる”会 副代表 木村 幹生
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綜合警備保障株式会社 和歌山支社

④安全

～ＡＬＳＯＫあんしん教室～守りのプロが教える
小学生向け救急救命授業

ＡＬＳＯＫが社会貢献活動として行っている小学生向けの出前
授業です。１１９番通報・ＡＥＤについての学習・心肺蘇生（胸
〒640-8036
骨圧迫）の体験を通じ、人を助けるための「思いやりの心」と ア 出前（出張）授業・講演
和歌山市東鍛冶屋町49-2
「一歩踏み出す勇気」、そして「命の尊さ」について伝える授業
です。

TEL 073-428-1112

和歌山支社 セキュリティ
サービス部

業務課長 染川 泰寛

実験や参加型展示物を通して、地球環境やエネ
ルギー、科学を楽しんでいただく。

『地球環境の保全とエネルギーの有効利用』をテーマに生活
に必要な都市ガスの製造工場見学や、ガス科学館内見学を
行い、校外学習や地域団体を中心に年間５万人の見学を受
〒592-0001
け入れています。館内展示物は、社会科･理科･家庭科など イ 見学受入・校外学習支
大阪府高石市高砂３丁目１番
の学習指導要領に沿うだけではなく、次世代を担う子どもた 援
地
ちが、探究心を持ちながら主体的に学ぶ総合学習の場として
もご利用いただけるよう、参加型の展示物を中心に構成して
います。

TEL 072-268-0071

ガス科学館

中塚 安紀
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大阪ガス ガス科学館

②自然・環境
⑦科学（理
科・数学・情
報通信等）

イ 見学受入・校外学習支 〒640-8390
援
和歌山市有本143-1

TEL 073-424-2471（代
表）

前田 修作

30

和歌山県立紀伊風土記の丘
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NPOわかやま環境ネットワーク
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公益社団法人 日本青年会議所
近畿地区協議会
活気に満ちあふれた地域創造委員会

③文化（伝
統・芸術・歴
史等）

②自然・環境
⑦科学（理
科・数学・情
報通信等）

⑩その他(土
曜授業を活用
した地域教育
子供に道徳心
を育んでもら
う「徳育」)

地域の歴史を知ろう！体験しよう！

ア 出前（出張）授業・講演
イ 見学受入・校外学習支
援 ウ その他の支援(総
学校・地域へ出向き、講座やモノ（ハニワ・まが玉）作り体験を 合的な学習で取り組んだ 〒640-8301
通じた歴史教育を行います。
歴史に関する研究成果を 和歌山市岩橋１４１１
募集し、展示・表彰し、あ
わせて優秀作品の研究発
表の場をもうけます。)

TEL 073-471-6123

和歌山県立紀伊風土記の丘
学芸員 瀬谷 今日子
学芸課

つくろう！じぶんエネルギー！人・太陽・熱のち
から

エコ工作＋エネルギーと地球温暖化の出前授業を行います。
人力発電自転車や「おんだんかマップ」で楽しくわかりやすく ア 出前（出張）授業・講演
〒641-0014
エコ工作を通じてエネルギーと地球温暖化について、出前授 イ 見学受入・校外学習支
和歌山市毛見９９６－２
業を行います。人力発電自転車や「おんだんかマップ」で楽し 援
くわかりやすく。

TEL 073-499-4734

事務局

土曜授業を活用した地域教育、その中で子供達
に道徳心を育んでもらう

ア 出前（出張）授業・講演
青年会議所の幅広い人脈と、ネットワークを活かし地域に根 ウ その他の支援（地域で
付いた経験豊富なメンバーによる人的支援
の育成行事、体験活動等
に関する人的支援）

〒525-0034
滋賀県草津市草津３丁目１４－
TEL 077-562-0489
４４ 木村ビル３F （近畿地区
協議会事務局）

公益社団法人日本青年会議
所 近畿地区協議会 活気に
副委員長 岩瀬 智樹
満ちあふれた地域創造委員
会

インドヨガを通じて健康の増進と文化の交流。イ
ンド料理教室を通じて文化と国際理解。

学校・地域へ出向き体験（ヨガ・料理等）を通じて、食育、自
然、文化及びスポーツ等の活動を行います。

ア 出前（出張）授業・講演

〒640-8401
和歌山市福島174-4

代表

ガネーシュ・ギリ

〒640-8124
ア 出前（出張）授業・講演 和歌山市雄松町４丁目２５番地 TEL 073-436-7277
の１和歌山市立芦原小学校

和歌山市立芦原小学校

学習支援推進教員
朝井 照貴

事務局長

臼井 達也

33

ヨガ世界 和歌山

⑥国際理解
⑨スポーツ①
食育 ②自然・
環境 ③文化
（伝統・芸術
等）
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参加体験型人権学習サークル『ピー
ス』

⑩人権

人権についてワークショップ形式で学んでみま
せんか？

学校・地域・企業等の人権研修に出向き、ワークショップの
ファシリテーターとして学習を進めます。

②自然・環境

アロマとハーブなど植物を使った香育活動をし
ています。「香育（こういく）」は子どもたちに向け
た「香りの体験教育」です。 植物の香りを体験
することを通して、豊かな感性や柔軟な発想力
を育むとともに、人と植物との関わり、自然環境
の大切さを伝えます。

「香育」では、植物の香り（「精油」）を体験するだけではなく、
「精油」に関わるさまざまな知識を学ぶことができます。精油
の原料となるのはどのような植物か、どこに生育しているの
か、またどのように抽出するのか、人は植物をどのように役
〒640-8302
ア 出前（出張）授業・講演
和歌山市井辺248
立ててきたのかなど、「精油」を知ることで、人と植物との関わ
りを知ることになり、自然を大切にしようという意識や環境を
守るという考え方が芽ばえる契機となり、ひいては、心豊かな
生活や心豊かな人間を形成することに役立ちます。

TEL 074－488-4100

リラクゼーションサロン こり
すっきり

チーフセラピスト
のぐちちえ

和歌山県環境生活部環境政策局
環境生活総務課

②自然・環境

『エコナビわかやま～和歌山県環境学習・環境
保全活動の手引き』の普及啓発（グリーンカーテ
ンプロジェクト２０１４、環境学習アドバイザー、こ
どもエコクラブ等の紹介）アトラクションとして「新
聞紙で作る本格エコバックづくり』『牛乳パックで
つくる簡単“竹とんぼ”づくり』を行う予定です。

和歌山県では環境教育推進法（改正法）の趣旨にのっとり、
環境保全活動の一層の充実を図るため、平成２６年４月に
『エコナビわかやま～和歌山県環境学習・環境保全活動の手
ウ その他の支援
引き』を策定しました。６月下旬から学校等の関係団体に配
付予定。手引きの活用を促進するための「活用事例」をわか
りやすく紹介します。

TEL 073-441-2690

県環境生活総務課

主任 大橋 信之

和歌山県電波適正利用推進員協議会

⑦科学（理
科・数学・情
報通信等）

小学高学年、中学生を対象に実験・工作等をし
て電波に関する基礎的な知識やルールについ
ての話を通じ、電波の正しい利用についての認
識を深める。

①身近な電波の利用者と電波に関する我が国の監督官庁、
電波監視の現状説明②おもしろ電波実験 （電波を受けて豆
〒540-0012
電球が点灯する。）③ラジオの組み立て（半田付けの体験）④
大阪市中央区谷町１丁目3-19
ア 出前（出張）授業・講演
TEL 06-6941-5188
特定小電力無線機等による無線通信体験、和文通話表を用
一般社団法人 全国陸上無線
いた伝達要領の習得⑤携帯型方位測定器による電波の発射
協会近畿支部内
場所を見つける体験学習
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リラクゼーションサロン こりすっきり

〒640-8585
和歌山市小松原通り１－１

TEL 073-451-1855

電波適正利用推進員協議会
事務局長 足立 岩雄
近畿事務局
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動物教材研究所pocket ＆ わかやまフ
レンZOOガイド
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任意団体 海辺の教室

学校の生活科や理科授業と連携させた動物園
観察プログラム

子どもたちが動物を視点をもって観察し、楽しみながら生き物
や環境に関心を高め気づきを促す支援を行います。世界の
あらゆる動物を飼育する動物園では、生命や多様性、環境と
の関わりなどを、子どもが実感をもって学べます。その実体 ア 出前（出張）授業・講演
〒649-6255
験と学校での動物に関わる授業（生活科、理科、国語科、総 イ 見学受入・校外学習支
岩出市西安上311-8
合など）とを連携させればさらに教育効果が高まります。動物 援
園と学校を連携させた学習プログラムの提案や観察指導を
行います。観察前後の出前授業や動物園での観察支援を行
います。

TEL 0736-69-2282

動物教材研究所pocket ・
東京学芸大学大学院連合学 松本 朱実
校教育学研究科

②自然・環境

野外活動とや室内実験を通して環境の大切さを
学ぶ環境学習を実施

海などの野外では生き物観察、室内では実験や授業を通し
て、自然の大切さを学ぶ環境学習を実施します。

TEL 090-1713-3243

任意団体 海辺の教室

代表理事 平井 研（和歌
山県環境学習アドバイ
ザー、徳島大学大学院 非
常勤講師）

学校や地域へ出向き出張教室を行っています。オーストラリ
ア発祥のチョークアート。直接指で色を塗っていく独特の技
〒640-8303
法、色使いです。コツを教えますので誰でも簡単に本格的な
ア 出前（出張）授業・講演
ＡＲＴ体験ができます。 フィンガーアートなので、100％ハンド
和歌山市鳴神139
メイドな仕上がりになります。 指で直接塗るので発想力や独
自性が養われます。

TEL 090-6243-7757

MASH ART

林 まき

名誉市民の数学者「岡潔」博士の顕彰と数学を中心としたま
〒648-8585
ちづくりに寄与することを目的に講話や算数・数学教室などを ア 出前（出張）授業・講演 橋本市東家1-1-1（橋本市教育 TEL 0736-33-6115
実施しています。
委員会内）

⑩その他(動
物）②自然・
環境 ⑦科学
（理科・数学・
情報通信等）
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MASH ART

③文化（伝
統・芸術等）

筆などは使わず直接指で塗っていくチョークアー
ト
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社会教育団体 橋本市岡潔数学ＷＡＶ
Ｅ

⑦科学（理
科・数学・情
報通信等）

実際に紙を折ったり、模型を作ったり。考える楽
しさを体感する算数数学教室

ア 出前（出張）授業・講演

〒641-0035
和歌山市関戸2-3-2

社会教育団体 橋本市岡潔
理事・事務局長 岡本 孝
数学ＷＡＶＥ （橋本市教育委
範
員会 学校教育課）

