
学校教育課
有村指導主事

これは持って行きたい！おススメ品

研究をまとめるコツ

　筆記用具やメモ帳はもちろん、カメラやスマホで
撮って記録しておけば、後で確認できて便利です。

　スケッチをしたり、図や表、グラフなどを使っ
たりすると、楽しく分かりやすくなります。

自由研究のスペシャリストに聞きました！

自由研究のポイントあれこれ

テーマを選ぶポイント
・まずは自分が好きなことや興味の

　あること

・家族や周りの人が得意なこと

・授業でうまくいかなかったことや

　もっとやりたかったこと　など

▪研究を頑張る子どもたちへ
「勇気をもってたくさん質問しよう」

▪応援する保護者のみなさんへ
「子どもを信じて待って、
アドバイスをするときは適切に」

生き物を 観察 しよう

施設を 探検 する

市電や市バスでおしごと 体験

興味を 形に する

西郷さんを 知ろう

暮らしのなかで 学ぶ

水のことを 学ぼう

親子で行う野菜の育て方（コマツナ）と
ブルーベリー収穫体験

 対　象 　小・中学生と保護者
 日　時 　７月20日（土）10時～11時30分
 場　所 　都市農業センター　
 定　員 　20組（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　往復はがき（１組１枚）でイベント

名、住所、氏名、年齢、電話番号を７月
12日（必着）までに〒891-1205犬迫町4705
都市農業センター☎238-2666へ

北部清掃工場・リサイクルプラザ
夏休み親子見学会

　北部清掃工場かリサイクルプラザを親子
で見学し、ごみの分別の大切さを学びます。
 対　象 　小学生と家族
 日　時 　７月23日～８月20日の火～金曜日

10時15分～11時40分
※８月１日を除く

 場　所 　火・木曜日はリサイクルプラザ、
水・金曜日は北部清掃工場

 定　員 　各30人（先着順）
 料　金 　無料
 申し込み 　電話で７月18日

から北部清掃工
場☎238-0211へ

夏休み親子工作教室
「みずてっぽう」作りに挑戦しよう

 日　時 　７月28日（日）10時～12時　
※少雨決行

 場　所 　ふれあいスポーツランド　
 定　員 　親子20組（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　往復はがきでに住所、氏名、年齢、

電話番号、教室名を７月20日（必着）までに
〒891-0105中山町591-1ふれあいスポーツ
ランド☎275-7107へ

「夏休み親子体験教室」
“天

てん

吹
ぷく

を作ろう”

　郷
ご

中
じゅう

教育で西郷さんも手作りし吹いてい
たといわれる天吹を作ってみよう。
 対　象 　小学３年生以上

※小学生は保護者同伴
 日　時 　８月４日（日）10時～12時
 場　所 　西郷南洲顕彰館
 定　員 　35組（先着順）　
 料　金 　無料
 申し込み 　電話で８月２日
　までに西郷南洲顕彰館

☎247-1100へ

ウミガメについて学ぼう
 対　象 　小学生と保護者
 日　時 　８月３日（土）10時～12時
 場　所 　かごしま環境未来館
 定　員 　40人（先着順）
 料　金 　無料
 申し込み 　はがきかファクス、メールで住所、

参加者全員の氏名、学年、電話番号を
７月26日（必着）までに〒892-8677山下町
11-1環境保全課☎216-1298D216-1292
メールkanho-shizen@city.kagoshima.lg.jpへ

平川動物公園五位野川生き物観察会
　園内を流れる五位野川に生息する生き物
を調査します。
 対　象 　小学４年～６年生　
 日　時 　８月５日（月）13時～16時
 場　所 　平川動物公園　
 定　員 　30人（超えたら抽選）
 料　金 　入園料のみ
 申し込み 　往復はがきで住所、氏名、学年、

電話番号を７月19日（必着）までに
〒891-0133平川町
5669-1平川動物公園
☎261-2326へ

親子さかな市場探検隊
　競りの様子や仲卸売場などを見学し、市
場の仕組みを学習するほか、模擬競りや魚
のさばき方などを体験し、魚の試食も行い
ます。　
※雨靴・エプロン・筆記用具・水筒が必要
 対　象 　小学生と保護者（２人１組）
 日　時 　７月27日（土）

６時30分～10時15分　
 場　所 　魚類市場　　
 定　員 　14組（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　往復はがき
（１組１枚）で住所、
参加者全員の氏名

（ふりがな）、年齢、
学校名と学年、電
話番号を７月16日

（必着）までに〒892-0835城南町37-2魚類
市場☎223-0310へ　※“いお・かごしま”
魚食普及拡大推進協議会ホームページか
らも申し込み可

「夏休み親子歴史教室」
　アニメと講話で楽しく西郷さんを学び
ます。
 対　象 　小・中学生と保護者
 日　時 　７月28日（日）10時～12時
 場　所 　西郷南洲顕彰館
 定　員 　100人程度　
 料　金 　無料
 申し込み 　電話で７月26日までに西郷南洲

顕彰館☎247-1100へ

ダンボールコンポストをつくろう
 対　象 　市内に住む人
 日　時 　７月27日（土）10時30分～11時30分、

13時～14時
 場　所 　北部清掃工場リサイクルプラザ
 定　員 　各50世帯（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　往復はがきで住所、氏名、参加人数、

電話番号・希望時間を７月19日（必着）まで
に〒892-8677山下町11-1資源政策課☎216-
1290へ

生物多様性おりがみワークショップ
　ゲームや生き物の折り紙を通して、生き物とのつながりを感じてみよう。
 対　象 　小学生と保護者　　　　 日　時 　８月17日（土）13時30分～16時
 場　所 　かごしま環境未来館　　 定　員 　20組（先着順）
 申し込み 　はがきかファクス、メールに住所、参加者全員の氏名、学年、電話番号を７月13日～

８月９日（必着）までに〒892-8677山下町11-1環境保全課☎216-1298D216-1292メールkanho-
shizen@city.kagoshima.lg.jpへ

夏休み消費生活親子一日教室
①親子で食育教室 ［託児あり］
　～かごしまの食を知ろう！～
 日　時 　７月31日（水）13時30分～15時
②親子でマネー教室 ［託児あり］
　～サイコロゲームで輸入体験！～
 日　時 　８月２日（金）13時30分～15時
①②共通
 対　象 　小学４年生～６年生と保護者
 場　所 　市消費生活センター　
 定　員 　各25組（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　はがきかファクス、メールで希望
　イベント名、住所、参加者全員の氏

名、学年、電話番号、託児希望者（２
歳～小学３年生）は子どもの氏名（ふり
がな）・年齢を７月22日（必着）までに
〒890-0063鴨池二丁目25-
1-31市消費生活センター
☎258-3611D258-3712
メールsyouhi@city.kagoshima.
lg.jpへ

①市電運転体験
 内　容 　試運転線での運転体験
 対　象 　小学３年～６年生と保護者
 日　時 　７月27日（土）９時～12時
 料　金 　3000円
②市電の運転士体験　※実際の運転はなし
 内　容 　マイクアナウンスやドア操作など 
 対　象 　小学１～３年生と保護者
 日　時 　８月２日（金）10時～12時
 料　金 　無料
①②共通
 場　所 　交通局
 定　員 　各10組（超えたら抽選）
 申し込み 　往復はがきで希望イベント名、住

所、氏名、年齢、学年、電話番号を７月17日
（必着）までに〒890-0055上荒田町37-20交
通局電車事業課☎257-2116へ

①市バスの整備士体験
 日　時 　８月３日（土）10時～12時
 定　員 　10組（超えたら抽選）
②市バスのバスガイド体験
 日　時 　８月３日（土）14時～16時
 定　員 　５組（超えたら抽選）
①②共通
 対　象 　小学４年～６年生と保護者
 場　所 　交通局バス施設新栄営業所（新栄町）
 料　金 　無料
 申し込み 　往復はがきで希望イベント名、住所、

氏名（ふりがな）、年齢、学
年、電話番号を７月22日

（必着）までに〒890-0072
新栄町22-28交通局バス事
業課☎257-2117へ

夏休み親子水教室
　平川浄水場内の見学や水の飲み比べ、ろ過
器の製作、水の実験などを行います。
 対　象 　小・中学生と保護者
 日　時 　７月27日（土）10時～12時、

13時30分～15時30分
 場　所 　平川浄水場　
 定　員 　各12組（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　電話かはがき、ファクス、メールで

住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、学年、
電話番号、希望時間を７月
12日（必着）までに〒890-
8585鴨池新町1-10水道局
経営管理課☎213-8507
D252-6728
メールsdkeiei-kika@city.
kagoshima.lg.jpへ

水環境フォーラム「水のめぐみを感じよう」
　森が水を蓄える仕組みや効果的な手洗い
方法、水の検査などを体験します。
 対　象 　小学生と保護者
 日　時 　８月２日（金）

13時30分～15時30分
 場　所 　かごしま環境未来館　
 定　員 　70人（先着順）
 料　金 　無料
 申し込み 　はがきかファクス、メールで住所、

参加者全員の氏名、学年、電話番号を７月
26日（必着）までに〒892-8677山下町11-1
環境保全課
☎216-1297
D216-1292
メールkanho-hozen@
city.kagoshima.
lg.jpへ

水の再生工場探検
　南部処理場内の見学や微生物と処理水の
観察、水質実験を行います。
 対　象 　小・中学生と保護者　
 日　時 　８月２日（金）９時30分～12時、

13時30分～16時
 場　所 　南部処理場　
 定　員 　各15組（超えたら抽選）
 料　金 　無料
 申し込み 　電話かはがき、ファクス、メールで

住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、学
年、電話番号、希望時間を７月12日（必着）
までに〒890-8585鴨
池新町1-10水道局経
営管理課☎213-8507
D252-6728
メールsdkeiei-kika@city.
kagoshima.lg.jpへ

ウェブサイト「かごしま生きものラボ」では、本市の自然や生き物、
暮らしとの関係など生物多様性に関して分かりやすく学習できます。

【環境保全課☎216-1298D216-1292】

好奇心をカタチに
今年の自由研究はコレだっ！
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