
13 

 

保護者 

地域 

学校支援団体 

社会教育施設 

加西市の地域学校協働活動 イメージ図             
 

  

 

 

                                   

            

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

地域と学校が連携・協働するための両輪  
地域学校協働活動 

☆地域による学校を支援する活動        ☆地域における学習支援・体験活動   
           

        

                            

                           

                           

              

                                

                               活 動 

･事業費の補助（市 1/3） 

･運営委員会の設置 

･地域学校協働活動推進員の配置 

･学校運営協議会委員の任命 

加西市 

地域学校協働本部 

 

幅広い地域住民や団体等の

参加による地域学校協働活

動を推進するための緩やか

なネットワーク 

学校運営協議会 

（コミュニティスクール） 

地域が一体となって子ども

たちを育むための協議組織 

小学校 

中学校 

特別支援学校 

 

加西市立総合教育センター 

【地域学校協働活動推進員２名】 

（地域コーディネーター） 

地域･学校との連絡調整と支援 

兵庫県      

･事業費の補助（国 1/3, 県 1/3） 

･推進委員会の設置 

･地域学校協働活動推進員の研修 

･スキルアッププログラムの実施 

【土曜チャレンジ学習】 

(土曜日等休業日の体験活動) 

・体験的、発展的学習 

・郷土学習 

＜実施校＞ 

北条小（ＰＴＡ） 北条東小(市陸上競技協会) 

下里小(善防公民館) 富合小(子ども会) 

九会小(ふるさと創造会議) 泉小（ＰＴＡ） 

【学校支援活動】 

 

・見守り活動 

 ワッショイスクール、地域見守り隊 

 

・授業や体験活動への支援 

 トライやる、環境体験、CH 体験、食育、 

 農業体験、郷土学習、防災教育、平和学習 

 

・部活動支援 

 

・環境整備   

PTA 奉仕作業 

協 議 

 【かさい未来塾】  

(夏季休業日等の学習支援活動)  

・伝統文化に親しむ活動 

・宿題指導     ・補充学習 

・生徒の研究活動や制作活動への支援 

＜実施校＞ 北条中  善防中 加西中  泉中 
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地域ボランティアや地域団体による学校支援活動 

 

学 校 活 動 内 容  

北条小 
「歴史ガイド隊」 ６年生希望者 課外（支援：歴史街道ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ）＊本年度は６年生のみ 

「城山の自然と歴史」 ３年生 総合(環境体験) （支援：小谷城跡保存会）  

北条東小 

「赤ちゃん先生クラス交流会」 ４年生 総合（支援：ママの働き方応援隊） 

「丸山公園自然観察」 ３年生 総合(環境体験)（支援：地元自然観察指導員） 

富田小 
「米づくり」 ３年生 総合(環境体験) （支援： ﾜｯｼｮｲｽｸｰﾙ協力員 窪田町営農組合） 

「富田ヨガ」 全校生 体育 （支援：ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）＊本年度は各教室で実施 

賀茂小 
「ハリマ王ニンニクの栽培」 ３年生 総合(環境体験)（支援：地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

「バケツ稲栽培」 ４年生 理科・総合（支援：賀茂地区ふるさと創造会議） 

下里小 

「米づくり」「豆腐づくり」 ３年生 総合(環境体験)（支援：西笠原営農組合） 

「CH体験」４年生  総合 （支援：社会福祉協議会 ﾜｯｼｮｲｽｸｰﾙ協力員） 

九会小 
「あびき湿原の観察と保護」 ３年生 総合(環境体験) (支援：あびき湿原保存会） 

） 「平和学習」６年生 鶉野飛行場跡と周辺の史跡（支援：平和祈念の碑苑保存会 市鶉野未来課） 

富合小 
「水辺の植物ミズトラノオの観察」 ３年生 総合(環境体験)（支援：県立播磨農業高校） 

「青野原俘虜収容所見学」 ６年生 社会（支援：富合地区ふるさと創造会議） 

日吉小 
「わくわく料理教室」 ４年生 総合 （支援：手打ちうどん｢がいな製麺所｣） 

「土器づくり」 ６年生 社会・図工 （支援：地元ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

宇仁小 

「安全・安心の綿づくり」 ３年生 総合(環境体験) （支援：ｺｯﾄﾝﾎﾞｰﾙ銀行） 
「さつまいも祭り」 全校生 行事 （支援：老人クラブ 宇仁郷まちづくり協議会 他） 

西在田小 
「若井川の生き物調べと環境保護」 ３年生 総合(環境体験) （支援：地元自然観察指導員） 

「命をつなぐﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学習」「福祉体験」４年生 総合（支援：ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 社会福祉協議会） 

泉 小 
「石部の森自然観察」  ３年生 総合(環境体験) （支援：地元自然観察指導員） 

「だし巻き卵づくり」 ６年生 家庭 （支援：お食事処「いづみ」） 

加西特別 

支援学校 

「学習発表会とわかばフェスティバル」 全校生 行事  ＊本年度は規模を縮小して開催 

（支援： PTA 下里小 善防園 市内小中学校特別支援学級 他） 

中学校 

「防災教育」 (支援：北はりま消防組合加西消防署)   

「平和教育」鶉野飛行場跡とその周辺の史跡 

（支援：平和祈念の碑苑保存会  歴史街道ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ 市鶉野未来課） 
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令和３年度 土曜チャレンジ学習 

 

 

 

小学校区 活 動 内 容 

北条小 
実施内容…ＰＴＡ事業と連携した教科に即した発展的学習 

活動内容（コロナ緊急事態宣言のため全活動中止） 

①１年ＰＴＡ学校探検        ②２年ＰＴＡミニ運動会  

③３年ＰＴＡドッジボール大会    ④４年ＰＴＡキャンドルづくり 

⑤５年ＰＴＡ竹細工づくり      ⑥６年ＰＴＡミニ羅漢づくり 

 ⑦陶芸教室              

北条東小 実施内容…スポーツ活動（加西子ども陸上競技教室）  《社会教育・全市対象》 

活動内容（指導 加西市陸上競技協会会員） 

①陸上競技教室 6/5中止   ②陸上競技教室 7/3実施 

③陸上競技教室 8/7実施   ④陸上競技教室 8/21中止 

 ⑤陸上競技教室 9/4中止   ⑥陸上競技教室 10/2予定    

 ⑦陸上競技教室 11/6予定   ⑧陸上競技教室 11/27予定   

下里小 

 

善防公民館 

実施内容…子ども将棋教室              《社会教育・全市対象》 

活動内容（講師による講義、対局、指導） 

① 将棋教室 6/5実施       ②将棋教室 7/3実施 

③将棋教室 8/21実施        ④将棋教室 11/6予定 

⑤将棋教室 12/4予定        ⑥将棋教室 12/18予定 

 ⑦将棋教室 1/15予定        ⑧将棋教室 2/5予定 

九会小 実施内容…九会校区ふるさと創造会議と連携した地域学習 

活動内容 

①気球搭乗体験 4/4中止      ②野菜植付体験 5/22実施 

③そば打ち体験 7/3実施       ④特産ぶどう収穫体験 8/21実施 

⑤鶉野飛行場跡見学 9/25予定    ⑥野菜収穫体験 10/23予定 

 ⑦親子サイクリング 11/3予定    ⑧親子料理教室 11/13予定 

 ⑨なわとび大会 2/12予定 

富合小 実施内容…校区子ども会と連携した教科に即した発展的学習 

活動内容 

①リサイクル楽器演奏教室6/26実施  ②ダブルダッチ教室7/17実施 

③ドローン教室 9/25予定      ④うどんづくり教室 10/16予定 

⑤グラウンドゴルフ教室 11/3予定  ⑥ハンドベル教室 12/11予定 

 ⑦マジック教室 1/22予定      ⑧製菓教室（クレープ）2/12予定 

泉 小 実施内容…ＰＴＡ事業と連携した教科に即した発展的学習 

活動内容（コロナ緊急事態宣言のため全活動中止） 

 ①１年親子で学校探検        ②２年親子ヨガ 

③３年親子ミニ運動会        ④４年親子ミニ運動会 

⑤５年親子ミニ運動会        ⑥６年逃走中・親子クッキング・ミニゲーム  

 ⑦中学年プログラミング教室     ⑧全校生トランポリン教室 


