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■学校ホームページをリニューアル！
加西市は全 16 学校（小・中・特別支援学校）のホームページをリニューアルしました。
「ブログページ」を開設し、新着情報をタイムリーに発信しています。また、スマートフォン対応となり、
いつでも・どこでも手軽に情報をみていただけます。
デザインも一新し、各校のスクールカラーは、加西市播磨国風土記 1300 年祭事業にあわせて、日本の伝統
的配色「襲（かさね）の色目」を使用しています。各校の特徴を 16 色のスクールカラー、デザインを用いて
表現しています。
加西市は、地域の核である学校から情報発信を積極的に行うことによって地域活性化をめざしています。
そして、子どもたちの学校生活や成長の姿を発信するとともに、地域が子どもたちを見守るきっかけづくり
になればと考えています。ぜひ新しくなった各校のホームページをご覧ください。
※各校のホームページは、加西市 WEB サイトからご覧いただけます。
（加西市 WEB サイト⇒ 加西市教育委員会⇒ 市内の小・中・特別支援学校案内）

【「襲（かさね）の色目」とは】
襲の色目は、２色の裂（きれ）を使って自然の草木や
季節を表現する、日本古来より伝わる伝統的配色法です。
平安時代に貴族が身につけておくべき教養とされまし
た。後にはその衣の幾領も着装して表される衣色の配合
色も「かさねの色目」と呼ぶようになりました。

学校名

スクールカラー

北条小学校

山吹（やまぶき）

北条東小学校

胡桃（くるみ）

富田小学校

紅梅（こうばい）

賀茂小学校

桜（さくら）

下里小学校

女郎花（おみなえし）

九会小学校

桔梗（ききょう）

富合小学校

竜胆（りんどう）

日吉小学校

海松（みる）

宇仁小学校

撫子（なでしこ）

西在田小学校

秘色（ひそく）

泉小学校

薔薇（そうび）

北条中学校

葡萄（えび）

善防中学校

蓬（よもぎ）

加西中学校

鴨頭草（つきくさ）

泉中学校

蘇芳香（すおうこう）

加西特別支援学校

桃（もも）

問合先 教育総務課 ℡: 0790-42-8770

市内の保育所、幼児園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校を順次紹介します。
各園・学校の特徴ある取組などをご覧ください。

■『北条西保育所』

～４月の園の様子～

■なかよしデー楽しかったよ！
遊戯室に集まって、みんなで一緒に仲よく遊ぶなかよしデー。

a

毎月、担当の保育者が今のこども達にとって一番楽しめるものをいろいろ考えて、会を進めていきま
す。ドキドキ、笑顔いっぱいの時間を過ごしています。
今月は、♪先生とお友だち♪の歌をうたいながら、一人一人の先生たちと、いろいろな手遊びやジャ
ンケンゲームを楽しみました。

■種まきしたよ！
野菜の小さな種を一粒ずつ、土の中へそっと植えました。「早く大きくな～れ」と、様子を見ながら水や
りをして生長を楽しみにしています。自分たちで育てた野菜は特別です。トマト・きゅうり・ナス・ピーマン等
の苦手な野菜も、収穫して給食に使われるようになると喜んで食べられるようになってきます。
自然にふれあい、野菜を育て、収穫して食べることで、食に対する興味・関心を深めていけるような食
育活動をしています。

■避難訓練したよ！
熊本で大規模な地震が発生し、子ども達も家庭でニュースを見て、地震は怖いものだと感じているよ
うです。そこで、今月は地震の避難訓練をしました。『じしんのときのおやくそく』の紙芝居を見て、“あおに
んじゃ”の約束を覚えました。「あ」は、頭を低くしてダンゴムシのポーズ！「お」は、お口をチャック！「に
んじゃ」は、忍者歩きで慎重に！ 万が一、地震が起きた時に『本当に子どもにとってほしい行動』を、避
難訓練として学びました。

問合先 北条西保育所 ℡: 0790-42-3630

■学校紹介『加西市立日吉小学校』

～地域に学ぶ体験活動～

日吉小学校（児童数 104 名）では、「共に学ぶ喜び ふれあう喜び 高まる喜びを持つ子の育成」をめざして、ＰＴＡや地域の方々と連携し、
地域に開かれた学校づくりを推進しています。その中には、ＰＴＡや地域の方々にお世話になっている取組がたくさんあります。「昔の遊び大会」
「校区探検」「夜の学校」「わくわく料理教室」「うきうき工作教室」「交通安全教室」等、子どもたちはこれらの体験活動を通して、地域の人々との
つながりを深め、感謝の心やふるさとを愛する心を培ってきました。

■昔の遊び大会

■わくわく料理教室

■夜の学校

１年生は、おじいさんやおばあさんと一

地域のうどん屋さんを講師に招き、親子

子ども会主催の宿泊体験です。縦割り

緒に、「こままわし」「お手玉」「あやとり」「だ

でうどん作りを体験します。粉から練って手

班によるゲーム、保護者製作のお化け屋

るまおとし」「はねつき」などの昔の遊びを

打ちうどんを作ります。本物のうどん作りは

敷、屋台、花火と、子どもたちがわくわくす

体験します。お年寄りの方は教え方が上

手間がかかることを体験し、食べ物やそれ

るプログラムがたくさんあります。子どもたち

手なので、子どもたちは楽しみながら、すぐ

らを作る人への感謝の気持ちを学びます。

がお父さんやお母さんのすごさを感じる 2

に遊びを覚えていきます。

日間です。

問合先 日吉小学校 ℡:0790-45-0019

市内４つの公民館、オークタウン加西と子育てひろばの取組を順次紹介します。
各施設の取組をご覧いただき、お気軽にお立ち寄りください。

■「ぜんぼうキッズ」～親と子の笑顔があふれる交流の場を目指して～
ぜんぼうキッズは、いつでも、誰もが気軽に立ち寄れ、
「ひと」と「ひと」とをつなぐひろばをめざしています。
ぜひ、みなさんお越し下さい。

■なかよしタイム

▲プール遊びで楽しむ親子

■イベント・講座

▲親子でベビーダンス

月２回午前 10 時 30 分から
（30 分程度）

▲大型遊具で遊ぶ親子

季節に応じた親子体験遊び（七夕

ふれあい遊びやかんたん工作、絵本の読

会・夕涼み会・クリスマスなど）
・子

み聞かせ等を楽しめます。

育て講座（ベビーダンス・ベビーマ

０才から親子で楽しめる内容を用意
しています。

■芝生ひろばの大型遊具

ッサージ・親子体操・料理教室な

滑り台や０歳から乗れるブランコ
で自由に遊べます。
広い芝生ひろばでボールあそびや
かけっこも楽しめます。

ど）
・親学習講座を随時開催していま
す。

■おしらせ（子育て講座）

■親子で楽しむふれあい体操
～親子ふれあい体操～

■ベビーダンスにちゃれんじ！
～親子でベビーダンス～

日 時 平成 28 年 6 月 29 日（水）
問合先 ぜんぼうキッズ
℡:0790-48-3404

日

時

平成 28 年 6 月 23 日（木）
10:30～11:30

場

所

多目的ホール

講

師

ベビーダンスインストラクター

対

象

持ち物

日

吉田 志都佳氏

親子

0 歳～1 歳の親子

■自然を楽しむ
～たなばたの飾り作りと
ミニ工作～
時

平成 28 年 6 月 27 日（月）
10:00～11:30

20 組

・おんぶ紐または抱っこ紐
・タオル

所

多目的ホール

講

師

岡

対

象

2・3 歳児親子

持ち物

ゆかり氏

・上靴
・靴をいれる袋

所

子育て室

・動きやすい服装

講

師

佐伯

・お茶

久代氏
（元小学校教諭）

対

象

材料費

・上靴

場

場

・水分（お茶・ミルク）
・体温計

10:00～11:00

子育て中の親子

・タオル

15 組

一家族 300 円

・靴をいれる袋

開園時間

月～金

午前 10 時～午後３時

休園日

土・日・祝日・年末年始

対象者

０才から未就園児とその保護者

活動場所

善防公民館

問合先 ぜんぼうキッズ ℡:0790-48-3404

koukou

■善防公民館

健康づくり講座

① シニアのらくらく簡単クッキング（全 5 回）
健康を考えた野菜たっぷりの昼食作りです。
月に一度は、和気あいあいとランチタイムを楽しみま
せんか。
6/6・7/4・8/1・9/5・10/3（月）10:00～12:30
②ウォーキング教室（～11 月）
正しいフォーム指導で、気軽に楽しく歩きましょう。
ストレッチも取り入れ、体力作りに役立ちますよ。
第 2・4 月曜 9:30～11:00
③爽やかマラソンコーチング（～3 月）
月に 1～2 回、無理なく自然を満喫しながらのマラソ
ンです。個人に合わせたメニューで、これからマラソ
ンを始める人大歓迎。ベテラン駅伝コーチ宮永年郎氏
による指導が好評です。
第 2・4 土曜 8:30～10:00
6 月は 18 日のみ開催

■中央公民館 そば打ち教室
今年の夏は蕎麦粉を練って茹で上げるまで、親子
で蕎麦打ち体験してみませんか？
手作り蕎麦の味は格別です♪
日

時：7 月 30 日（土）13：30～15：30

場

所：加西市民会館

講

師：中央公民館登録グループ「そばっ呼手打ち会」

定

員：親子 10 組

費

用：1,500 円（材料・試食込）

ICT 機器（コンピュータやインターネットなどの
電子・通信機器）を活用した学習の一環として、市
内全中学校に Windows タブレットを 7 台ずつ導入し
ました。今後、授業や放課後個別学習で積極的に
使用します。また、7 月にネットワークを活用した
「学習支援システム」を全小・中学校へ導入する予
定です。タブレットをはじめとした ICT 機器との相
乗効果を図ります。

料理教室

※小学生以上

持ち物：エプロン、三角巾、タッパー、タオル 3 枚、
飲み物
締

問合先 善防公民館 ℡:0790-48-2643

■市内全中学校へタブレットを導入しました

2階

切：7 月 22 日(金）

問合先 中央公民館 ℡:0790-42-2151

■加西市立図書館へ寄附をいただきました
4 月 15 日（金）に「加西コンクリート株式会社
(代表取締役竹内宏志 加西市大村町 425 番地)」
より、図書購入費として 50 万円の寄附をいただき
ました。
寄附金は有効に活用させていただきます。
ご協力に感謝申し上げます。（敬称略）

問合先 学校教育課 ℡:0790-42-8771
教育総務課 ℡:0790-42-8770

部署名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

教育総務課

加西市北条町横尾 1000 番地

0790-42-8770

0790-43-1803

学校教育課
こども未来課
生涯学習課
図書館
総合教育センター

加西市北条町横尾 1000 番地
加西市北条町横尾 1000 番地
加西市北条町横尾 1000 番地
加西市北条町北条 28 番地の 1
加西市北条町古坂 1173 番地の 14

0790-42-8771
0790-42-8726
0790-42-8775
0790-42-3722
0790-42-3723

0790-43-1803
0790-42-8731
0790-43-1803
0790-45-3133
0790-42-4221

発行：加西市教育委員会

