
学校や地域が抱える課題の解決に向けて、

学校教育関係者や社会教育関係者等と、

専門的な知識や技能を持つ、

企業、大学、NPO等各種団体及び

行政機関等の出会いの場です。

共育支援メニューフェア
きょういくしえん
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TEL ： 073－441－3721
FAX ： 073－441－3724

医療 ・ 福祉
●和歌山中央医療生活協同組合　

和歌山生協病院

●特定非営利活動法人 クロネッ ト

●特定非営利活動法人 ジョイ・コム

　（就労継続支援事業Ａ型）

●きのくにふれあい学習研究会

食育
●和歌山県農業協同組合中央会

●有限会社　紫香庵

●野菜ソムリエ コミュニティ和歌山

●Petit(e）smile（プティ・スマイル）

●公立学校共済組合和歌山宿泊所
ホテルアバローム紀の国

●特定非営利活動法人 野菊の会

自然・環境・情報通信等
●近畿地方整備局 和歌山河川国　
道事務所

●大阪ガス　ガス科学館

●近畿大学生物理工学部

●京都大学白浜水族館

●公益財団法人　南方熊楠記念館

●和歌山県地球温暖化防止活動推
進センター（ＮＰＯわかやま環境
ネットワーク）

●リラクゼーションサロン こりすっきり

●関西電力株式会社 和歌山支社

●和歌山県電波適正利用推進員協
議会

●動物教材研究所pocket＆わか   
やまフレンZOOガイド

●和歌山県環境生活部環境政策局 
環境生活総務課

●任意団体 海辺の教室

●橋本市岡潔数学ＷＡＶＥ

●株式会社　紀伊民報

●公益財団法人 天神崎の自然を大
切にする会

●和歌山県動物愛護センター

●宮惣ケミカル株式会社

●株式会社 テレビ和歌山

安全 ・ 防災
●ヤマト運輸株式会社 和歌山主管
支店

●綜合警備保障株式会社 和歌山支
社（ＡＬＳＯＫ）

●ＨＭＬ（ハッピーママライフ）
●３Ｗわかやまウィメンズワッチタ
ワー

●西日本旅客鉄道株式会社 和歌山
支社

●特定非営利活動法人 和歌山レス
キューサポートバイクネットワーク

●特定非営利活動法人　情報セキュ
リティ研究所
●日本赤十字社　和歌山県支部

金融 ・ 経済 ・ 法律 ・
消費生活

●和歌山県消費生活センター
●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
●和歌山県金融広報委員会
●日本司法支援センター 和歌山 地
方事務所（法テラス和歌山）

●和歌山地方検察庁
●和歌山弁護士会
●株式会社 アドバンス・コミュニケー
ションズ 

国際理解
●ヨガ世界 インド式ヨガ

●一般財団法人　言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

●和歌山県企画部企画政策局国際課

文化 ・ 芸術 ・ 歴史 ・
人権等

●和歌山県立紀伊風土記の丘

●紀州漆器協同組合

●和歌山県男女共同参画センター

〝りぃぶる″

●参加体験型人権学習サークル・

ファシリテーターグループ

●ＭＡＳＨ　ＡＲＴ

●みなべ川森林組合

●青耀会　田辺支部

その他
●貴志川線の未来を“つくる”会
●わかやま勤労者マルチライフ推進
ネットワーク
●和歌山電鐵株式会社
●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

●和歌山大学経済学部
●菱岡工業株式会社

スポーツ
●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

●総合型地域スポーツクラブ 和歌
山県協議会

和歌山県教育委員会

和歌山県教育委員会では、平成25年度から、共育支援メニューフェアを開催し

ています。共育支援メニューフェアは、「きのくに共育コミュニティ」の取組を県

内全域に展開するため、専門的な知識や技能を持つ企業、NPO等各種団体、国や県

の機関・施設、大学等（以下、「支援者」という。）の方々に学校、地域を支援して

いただく仕組みづくりを進めています。その取組の一環として、県内の学校関係者

及び社会教育関係者と支援者が一堂に会し気軽に意見交換することにより、支援

内容についての相互理解を深めることを目的に開催しています。

和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課
〒640-8585　和歌山市小松原通1丁目1番地

地球環境保護のために、
再生紙と植物油インクを
使用しています。

「きのくに共育コミュニティ」とは学校・家庭・地域が一体となって、
子供の豊かな育ちや学びを支える取組です。
子供を中心としたさまざまな活動を通じ、人々の交流が深まり、新たなつながりも生まれていきます。
そのつながりが学校や地域を元気にし、子供の笑顔につながっていきます。
(きのくに共育コミュニティ････県内各地に形成された地域共育コミュニティの総称です。）

～ 子供も大人も共に育ち、育て合う ～



学校や地域での出前授業これまでの企業等の出展の様子学校や地域での学びのために
ぜひ一度共育支援メニューフェアへ！

あなたの会社・団体等の専門知識や
技術を生かして広めるチャンス!！

出展してみませんか？
あなたの会社・団体等の専門知識や
技術を生かして広めるチャンス!！

～ 支援メニューフェアってどんな様子なの？ ～

共育支援メニューブック
にも掲載しています！

学校の先生や社会教育関係職員の皆さんへ

企業 ・ ＮＰＯ等各種団体、 国や県の機関 ・ 施設、 大学等の皆さんへ

～ どんな授業が行われているのかな？ ～

日程等については、学校や公民館に配付
されるチラシ、または和歌山県教育委員会
ホームページをご覧ください。
共育支援メニューフェア参加ご希望の方は、
県生涯学習課（☎073－441－3721)へ事
前申込みをしてください。
★当日参加も可能です。

企業・団体等に出前授業をお願いした場合、県生涯学習課へお知らせ
ください。 メニューブックやＨＰに随時紹介します。

　「共育支援メニューフェア」
に出展いただいた、メニュー
の内容や出前授業等の実践
例を紹介しています。

綜合警備保障株式会社 和歌山支社（ＡＬＳＯＫ）安全・防災

紀州漆器協同組合

文化 ・ 芸術 ・ 歴史 ・ 人権等

動物教材研究所pocket＆
わかやまフレンZOOガイド

自然 ・ 環境 ・ 情報通信等

特定非営利活動法人
和歌山レスキューサポートバイクネットワーク

安全 ・ 防災

株式会社　紀伊民報

自然 ・ 環境 ・ 情報通信等

３Ｗわかやまウィメンズワッチタワー防　災

有限会社 紫香庵食　育

和歌山県金融広報委員会金融・消費生活

地域の人と一緒に
災害時等で役立つ
簡易トイレづくりを

学びました。

一人で留守番を
している時、訪問者が
来たり電話がかかってき
たりした時の対応の仕方

を教えてもらいま
した。

ゲームを通してお
金の大切さや、正しい
お金の使い方について面
白く、楽しく教えてもら

いました。

親子で「さくら」
「ハロウィン」など、
季節にちなんだ題材を
もとに和菓子作りを

しました。

動物について、写真を見せてもらいながら説明
を聞くと、授業で教えてもらいたいことのイ
メージがしやすい！

実際に体験してみると、漆器の絵付けの仕方が
わかっていい！！

防災について、クイズなど映像やポスターを見
せてもらいながら聞くと、わかりやすい！

学校新聞の作り方など、出前授業の内容につい
ても、その場で相談できるのがいい！

こんな授業を
したいけど…誰に

聞いたらいいのかな…

公民館での
次の講座、

どうしようかな…
専門的な方が
おられたら…

和歌山県教育委員会 検索

①和歌山県教育委員会ホームページから
　生涯学習課をクリックしてください。

②地域・家庭の教育力向上
　「共育支援メニューフェア」を
　クリックしてください。

共育支援メニューフェアに
行ってみませんか?

自分たちのやって
いることを学校や
公民館に伝えるには

どうしたらいいのかな。

学校や公民館で
教えたいな。

子供たちの学習に
役に立ちたい。


