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「SDGｓ」って何？ 

【場所】イーグレひめじ4Ｆ・セミナーA教室 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

7月・SDGsについて学ぶ 

7月31日(日)11:00～12:00 

「SDGs」って何？ 

◆この城育で学ぶSDGsのテーマ 
 
◆SDGs未来BOX 
 
 
 
 
 
◆「SDGs」って何？ 

 まずはSDGｓの基本を学んだ後に、すごろくゲームを通して世界や日本、 
姫路の「今」について，身近な問題として考えてみましょう。 
 

 ZOOMで参加の方は、ご自宅で 
サイコロを用意して頂くか、右の 
QRコードを読み取って、6面体の 
Webサイコロを利用して下さい。 
 

すごろくシートは左のQRコードから 
ダウンロードできます。 



トマトを通じて農業ビジネスを知ろう♪ 
8月・トマトのお勉強と収穫体験 

8月7日(日)10:00～11:30 

【場所】八百ちゃんトマト宮内ハウス 
〒671-1213 姫路市網干区宮内419-1 
(TEL)079-271-3283 

農 
育 

トマトの 
収穫体験と 
農業についての

お勉強 

みつヴィレッジ 

みつヴィレッジは、 

 1年間で中玉トマトを40段収穫する？？ 

 人間で言うと、ヨーグルトを食べて腸内環境を整えることをしている？？ 

 ロボット技術を使ってハウスの環境を整えている？？ 

 酸味と甘味、そして旨味のバランスを意識したトマト？？ 

 農薬の使用回数は？？ひょうご推奨ブランドって？？ 

そもそも、 

 トマトが一番おいしい時期っていつ？？ 

 農業は製造業とどう違うの？？ 

 持続可能な農業って？？ 

＜当日の流れ＞ 
 最初の30分では、ハウスの中で、みつヴィレッジの取り組みや農業について 
お話させていただきます。 
 その後、トマトの収穫体験を通じて、栽培されているトマトを観て、触れて、ハウ 
スの中での音を聞いて、トマトを食べながら味覚で感じ、においも感じてください。 
 最後に、みんなからの質問を聞いたり、みんなに感想をお話いただきます。 



名刺作成＆プログラミング 

❶自己紹介ツール“名刺”を自分で作ってみよう！ 

 ・今の自分が大好きなものは何？ 

 ・名前は？肩書きは？色は？モチーフは？ 

 ・簡単に触れるアプリを使って作成します。 

 ・名刺100枚を実際に印刷しご自宅にお届けします！ 

 

❷プログラミング＊ゲームにチャレンジ 

 ・プログラミングとは機械に「命令」を出すこと 

 ・ゲーム感覚で命令文を作ってみよう！ 

 ・各自のスキルに合わせて進められます。 

【場所】イーグレひめじ4Ｆ・セミナーＣ 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

8月・プログラミング教室 

8月20日(土) 
❶10:00～11:00 
❷11:00～12:00 

パソコン 
持参OK 

自己紹介シートを記入し、 
自分自身をどうやって 
人に伝えたら良いのかを 
落とし込み、名刺を 
デザインしてみます。 ソライロ 

自己表現ツール「名刺」を 
自分でデザインしてみよう！ 

プログラミング教室「ソライロ」 
講師：作原美穂 



自己紹介を英語でしてみよう 

 シンプル英語で楽しくコミュニケーション 
 

☆自己紹介のコツ練習☆ 
 かんたん英語で、楽しく自己紹介を練習 

 

1、あいさつ    のコツ 
 

2、自分の名前   のコツ 
 

3、自分のことを話す コツ 
 
☆ゲームであそんで英語に親しもう☆ 
 

☆体を使って英語であそぼ☆ 

       8月・たのしい英会話 

English Lesson 

8月20日(土) 
❶10:00～11:00 
❷11:00～12:00 

ワールドパル学院 
英会話 

コミュニケーションのツールとしてゲームを 
したり歌を歌ったりして英会話を楽しみます 

英 
語 

【場所】イーグレひめじ4Ｆ・セミナーD 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 



9月・算数・数学思考力トレーニング 

【場所】イーグレひめじ4Ｆ・セミナーB 
〒670-0012 姫路市本町68-290  

☎079-289-3443 

片山 啓司〔教育系 YouTube 
『ハゲ数チャンネル』運営〕 

９月10日(土) 
小学生 10:00～11:00 
中学生 11:00～12:00 

＝『考えるトレーニング』を始めませんか＝ 

ユニークな問題解決を繰返しながら、状況

に応じた最適な解決法を見つけ出す能力を

養います。８種類のレベル別冊子の中から

問題を選び、チャレンジしてみてください！ 

『解ける』『解けない』よりも
正解を目指して『考える』事に
大きな意味があります！ 

思考力とは…生きるために考える力 
スポーツが上達するためにはトレーニングが欠か

せないのと同様に『考えること』にもトレーニン

グが必要なのです。 

左図で、線が交わらないように同じ色のマークどうしをつなげて 
みよう！線は枠をはみ出さないように引かなきゃダメですよ〜！ 

教科書やテスト問題とは一味
違うユニークな問題を、ぜひ
一緒に考えてみませんか？ 



        10月・金融教育・体験会  

10月1日(土) 10:00～12:00 

第一フロンティア 
生命保険 

文部科学省:令和３年度 
「青少年の体験活動推進企
業表彰」   審査委員会 
優秀賞受賞 

金融教育「ライフシミュレーションゲーム Frontier 
World」 
お金について学ぼう！ 
「未来予想図」を 
作ってみませんか？ 

文科省:学校と地域でつくる学びの未来 

パソコン持
参OK 

【場所】イーグレひめじ4Ｆ・セミナーC・D 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

地域に根差した学習 

姫路市立高岡小学校 

姫路市立勝原小学校 

ジャニーマップ編 



10月・姫路城探索 

【場所】姫路城 
9:45 入場券売り場集合 
   

10月8日(土) 10:00～11:30 

姫路城・千姫について 
探求してみよう！ 

社 
会 

＜目的＞ 
 
◆世界文化遺産・姫路城について知る 
 
◆歴史・千姫について知る 
 
  千姫とは、どんな人？ 
 
◆関連の歴史人物についても探ってみる 
 
◆姫路城まわりの街並みについて考えてみる 

＜注意＞ 
 
 
姫路城参加（無料）は、お子様のみとさせてください。 
親御さんの参加については、団体割引で対応させていただきます。 

リアル参加のみ 



個を磨く！キッズテニス 
～こどもの可能性を広げるスポーツ教育～ 

スポーツでは刻々と変わる状況を把握
し、その後の展開をイメージし、無数に
存在する選択肢からより確率が高いプ
レーを判断し、実行します。 

その過程に、めまぐるしい変化をとげる
現代において、未知なる問題をどう乗り
越えるかを学ぶヒントが詰まっています。 

ノアインドアステージではテニスを通し
て、こども達が自分で考え、決断し、試
行錯誤しながら学んでいくことで、個の
力を高め・子どもたちの可能性を広げ
るチャレンジに取り組みます。 

  11月・テニス体験会 

11月3日(水・祝)15:00～16:00 

文科省:学校と地域でつくる学びの未来 

小学生集まれ！ 
テニスを体験してみよう！ 

【場所】テニススクール・ノア姫路校 
〒672-8015 姫路市八家1272 
(TEL)079-246-3111 

小学生 
対象 

ノアインドアステージ 



12月・水光栽培体験                         

12月10日(土) 10:00～12:00 

水と光だけで育てる、ピュアな野菜 
工場での体験を 
してみよう！ G Line 

理 
科 水 光 

【場所】日章興産 
〒671-1533 兵庫県太子町竹広42-2 
(TEL)079-277-5070  

水光栽培体験 
•                 種植え        発芽           移動        収穫 

 
 
 
 

•     
 
 
 
 

 
 
 
 

• 見学日：12月10日（土） 時間：10時～12時 
• 場 所：日章興産㈱ 揖保郡太子町竹広42-2 
• ☏ 079-277-5070 

 

水と光だけで育てる、ピュアな野菜工場での体験をしてみよう！ 

植物工場  



ことわざ で 言葉の力を蓄え  

    
    これであなたもことわざ名人 

     
1. たのしい絵を見て、ことわざをイメージ 
2. 文字を読んで、ことわざの意味をなるほどと納得 
 
3. いよいよお楽しみかるた大会 
   ★みんなで楽しめるチーム戦 
   ★知らないうちにことわざも覚えて 
    みんなとことわざで会話する？ 
   ★ことわざは年令に関係なく楽しめます 
 
国語の基礎は言葉をたくさん聞いて 
たくさん覚え 楽しく語彙数を増やし 
ますます国語は楽しい 

 

1月・ことわざ・かるた大会 

1月15日(日) 10:00～11:30 

「ことわざ・かるた」 を使って 
かるたの絵と漢字仮名交じりの文字を
通して 
“ことわざ”の意味を 
楽しくとらえる。 

ワールドパル学院 
たのしい国語教室 

国 
語 

【場所】イーグレひめじ・和室 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 



簡単！ いけばな体験 

身近な廃材を活用し、いけばなを体験 

 ペットボトル、プリンカップ等、身近な素材と 

 オアシスを使用し気軽にいけばなを楽しみましょう。 

 

作品は、飾りやすいミニサイズに仕上がります 

 （20㎝程度 持ち帰り袋も準備します） 
いけたお花を 

お家にある器に入れて飾りましょう 

 

               

1月・子ども生け花教室           

ペットボトルや紙 
パック等の廃材を 
活用し、簡単な 
いけばなを体験！ 

い け 
ば な 

村上嵯峨御流華道教室 

1月21日(土)10:00～11:30 

【場所】イーグレひめじ 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

半どんの会受賞 

村上嵯峨御流 
華道教室 
 
子ども担当 
 
村上 翠香 



いじめが消えるテクノロジー 

2月・いじめが消えるテクノロジー 

2月4日(土) 10:00～11:30 

文科省:学校と地域でつくる学びの未来 

ミロス・インスティチュート 

【場所】イーグレひめじ・セミナーC・D 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

いじめの起こる 
仕組みを知って、 
心と人間関係の 
バランスを自らの 
力で取り戻そう。 

 “いじめっ子”と“いじめられっ子” 
なぜいじめるの？ 

なぜいじめられるの？ 

 この関係性をつくり出すメカニズムが存在します 

 その仕組みを知って心のバランスを取り戻そう 
 

■■■ 当日のプログラム ■■■ 
 

設計図を用いて“いじめ”のトリックを紐解きます 
  ・この世のメカニズムを知る 

  ・いじめっ子といじめられっ子の意外な関係性！？ 

  ・いじめっ子は、なぜ相手をいじめてしまうのか？ 

  ・双方の立場から俯瞰して事象の本質をみていくには･･･ 

いじめが消えるテクノロジー 



2月・自分・未来新聞をつくろう！ 

2月18日(土) 10:00～12:00 

【場所】イーグレひめじ 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

自分新聞 
づくり 

城育で学んだこと 
一番印象に残っていることを 
新聞にしてみよう！ 

自由につくってみよう！ 
 
・未来のこと 
 
・SDGsのこと 
 
・年間の城育・思い出に残っているもの 
 13講座 
 ２交流会 
 １イベント 
  

◆年間の振り返り 



11月・姫路市長と話してみよう！ 

11月12日(土) 10:00～11:30 

清元市長との座談会 

姫路のまちについて 
清元市長とお話して 
みませんか？ 
姫路のことが、 
色々とわかるよ！ 

姫路市地方創生室 

LIFE 
いのち・一生・くらし 

【場所】イーグレひめじ4Ｆ・第一会議室 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

◆清元市長に質問してみよう！ 
 
◆清元市長が目指す「いのち・一生・くらし」 
  について聞いてみよう 
 
◆市長の仕事って？ 
 
◆SDGs・未来の姫路について 
  

どんな 
姫路のまちに
なったら？ 

姫路のまち 
どんなところが
好き？ 



1月・高校生・大学生・社会人との交流会 

12月17日(土) 10:00～11:30 

【場所】イーグレひめじ 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
(TEL)079-289-3443 

キャリア座談会 

目指す 
ものは？ 

将来の 
夢は？ 

お兄さん、お姉さんと話してみよう 

就職
は？ 

◆高校生・大学生の学生のみなさんとの交流会 
 
 ・高校・大学で学んでいること 
 
 ・クラブ活動について 
 
 ・就職について考えること 
 
 ・夢・希望 
 
 
◆社会人との交流会 
 
 ・仕事について 
  姫路で働いている社会人から聞いてみよう！ 
  姫路出身の社会人から聞いてみよう！ 



SDGs 2022 Life is Journey  

【場所】イーグレひめじ・3階・４階・しろみエール 
〒670-0012 姫路市本町68-290 
079-289-3443 

９月24日(土)1０:30～15:30 

Life is journey 
生きることは、旅だということ 

SDGsの祭典 
体験したり 
見学してみよう！ 

LIFE IS JOURNEY に参加 
色々な体験や見学ができます。 
当日は、さまざまな場所に行ってみましょう！ 
スタンプをためて、くじ引きを引いてみよう！ 

SDGs 未来 BOX 
 

こどもたちが描く「未来の夢・希望」絵のコンテスト 
 
SDGsの目標達成である２０３０年の未来まで、
あと８年、Social Eight の「８」をかけて、 
ぼくたち、わたしたちが描く夢・希望・SDGsの達成
の姿などを描いてほしい。 


