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平成 26 年度「教育の重点」を策定
加西市教育委員会は、加西市教育振興基本計画の「新しい時代を
切り拓くこころ豊かな人づくり」をめざし、愛と信頼を基盤に、学校・
家庭・地域社会が一体となり、市民すべてがかかわる質の高い教育
を推進し、全国に誇れる『教育都市かさい』の実現をめざします。
この度、その加西市教育振興基本計画に基づき、平成 26 年度に
行うべき具体的な重点施策を「平成 26 年度 教育の重点」として
示しましたのでご紹介いたします。

■

０歳から１５歳までの一貫した教育を進めます

１．遊びを通した確かな「学び」を培う幼児教育を進めます
２．発達や学びの連続性を保つ幼・小・中学校の連携教育を進めます
３．知識基盤社会に対応する「確かな学力」の定着を図ります
４．自尊心や自律性など道徳性をはじめとした「豊かな心」を育てます
５．運動や食育、健康教育を通じて「健やかな体」を育みます
６．家庭・地域・学校園の連携のもと、特色ある学校園づくりを進めます
７．教職員としての資質能力の向上に努めます

■「市民が主役」の生涯学習社会づくりを進めます

■ みんなで子どもの未来を応援します

1. 市民だれもが参加しやすい学習機会の提供と学びによる生きがい

1. 子育て環境の整備と充実を図ります

づくりを進めます

2. 心豊かでたくましい青少年の健全育成を

2. 市民だれもが「いつでも、どこでも、気軽に」スポーツ活動に親し
める環境整備を進めます

進めます
3. 安全・安心な教育環境を整えます

3. 豊かな心を育み、文化の薫り高い環境の整備充実を図ります

図書館ＡＶ視聴コーナーがリニューアル

古代「古代史から災害を読み解く〜平安時代の大地震を中心に〜」

図書館ＡＶ視聴コーナーの
機器を一新し、鮮明な映像を

地震には周期性があるともいわれることから、歴史上

お楽しみいただけるようリ

の災害を振り返る取組が続けられています。東日本大震

ニューアルを行いました。

災から 3 年が経ったいま、今後の防災のために災害の歴

図書資料として、洋画や邦

史をたどります。

画はもちろんのこと、児童向
けやノンフィクション作品な
ども揃えていますので、ぜひ
ご利用ください。

加西市史を読む会

※利用には図書館カード（作
成には身分証明書を持参して
ください）が必要となります。

☎問合先 図書館 ℡:0790-42-3722

4/12（土） 10:30 〜 12:00
日時
場所 アスティアかさい 3 階集会室
講師 図書館郷土資料係職員
募集人員 会場にて先着 60 名
参加費 200 円 ※加西市史購入者は無料

☎問合先 図書館 郷土資料係 ℡:0790-38-0106

園・学校紹介コーナー
市内の幼稚園、幼児園、保育所、小学校、中学校、特別支援学校の紹介を順次掲載します。
各園・学校の特徴ある取組などをご覧ください。

園紹介『北条西保育所』

～豊かな心と生きる力を育む～

本園は市街地の中にあり、市内で唯一、午前 7 時から午後 8 時までの長時間保育を実施しています。
地域との繋がりを大切に、自分達の住む街に親しみが持てるように、地域の方々と一緒に住吉神社や五百羅漢などの
街歩きをしながら、歴史や文化に触れ、自然の変化を感じています。いろいろな生活経験や感動体験を通し、豊かな心
と生きる力を育み、一人一人の発達に応じた支援を行い、心身共に健やかに、その子らしい輝きを放つ保育に取り組ん
でいます。

■ 雛人形巡り

■野菜の栽培

北条まちづくり協議会の方々の案内で、街中に飾られたお雛
様巡りや住吉神社へ一緒に行き、節句祭りの話を聞かせてもら
いました。また、五月人形巡りやお正月遊びもしました。
子ども達は、街で出会う人に「こんにちは」と、親しみをもっ
て挨拶をし、
「おじゃまします」
「ありがとうございました」と
感謝の気持ちを伝えられるようになりました。

■ 北条鉄道で法華口駅へ

プランターに苗や種を蒔いて野菜作り
をしています。自分達で世話をしていま
すが、分からない事はおばあちゃん達に
教えてもらっています。
野菜作りは、五感を通していろいろな
発見があり、収穫の喜びや食に関する興
味も広がってきました。また、苦手な野
菜も食べられるようになりました。

子ども達は、ねっぴ〜電車はよく見ますが乗った事がありま
せん。そこで、法華口駅まで乗車し、駅長さんとお話をし、公
共施設を利用する時のマナーを学びました。
電車に乗って来られたおじいちゃんと楽しくお話をし、別れ
際には「おじいちゃん気をつけて行きよ。
」と優しい言葉も掛
けるなど、短い時間でしたが人との繋がりを感じ、心が温かく
なりました。

☎問合先

北条西保育所

℡:0790-42-3630

学校紹介『加西市立泉小学校』 ～ゲス ト テ ィ ー チ ャ ー を 招 い て ～
本校では、児童の理解をより豊かなものとする
ため、各学年の発達段階、学習内容に合わせて多
彩なゲストティーチャーを招き、体験活動の充実
にお力添えをいただいています。
右記取組の他にも環境体験学習、喫煙防止教育、
命の授業、和太鼓クラブ、火おこし体験、楽器演
奏など個人・各種団体の方から多彩な指導をいた
だきました。
その中から 3 年生と 6 年生の取組を紹介します。

■ゲストティーチャーを招いた各学年の主な取組
１年
２年
３年
４年
５年
６年

生活科「昔からの遊び」／児童の祖父母
生活科「ワタの栽培方法とその利用」／大地のぬくもりｺｯﾄﾝﾎﾞｰﾙ銀行
総合的な学習の時間「ちくわ作り」／二方蒲鉾
総合的な学習の時間「手話」／加西手話通訳者連絡会
保健体育「喫煙防止教育」／加東健康福祉事務所
家庭科「たまご料理」／お食事処「いづみ」

■ ３年「ちくわ作り」

■６年「たまご料理」

兵庫県食育支援センターと二方
蒲鉾株式会社さんのご協力によ
り、ちくわ作りを体験しました。
初めに蒲鉾の材料となる魚の種類
や漁獲の方法、及びその地域を説
▲慣れない手つきで「ちくわ作り」に挑戦
明していただきました。
その後、魚をすり身にしていく行程を見せてもらい、実際に棒に
つけて、焼いて、試食させてもらいました。香ばしいかおりのする
中、子ども達は焼きたてのちくわをほおばり、そのおいしさに歓声
をあげていました。
この活動を通して、製造に携わる人々の努力と「命」の尊さ、
「食」
への感謝の念を育むことができました。

お食事処「いづみ」さんのご協力に
より、だし巻き玉子を作るプロのテク
ニックを間近で見せてもらいました。
子ども達は、利尻昆布等を使った特
製のだし汁を味わい、たまごのとき方、
焼くときのこつなどを教わり、早速、
班ごとに分かれてだし巻き玉子作りに
挑戦しました。
その後、評価をしていただいてから
いよいよ試食。子ども達は満面の笑み
を浮かべながら、おいしくいただきま
した。

☎問合先

泉小学校

℡:0790-44-0029

▲プロの技を間近で見学

北部子育て学習センターがオークタウン加西へ移転！
3 月 3 日。子育て支援の充実を図るため、北部子育て学習センターが、北部公民館からオークタウン加西へ
移転しました。
登録親子のグループ活動などで常に親子が利用する 43 ㎡の交流ルームを整備し、合わせて親子に使いやすい
調理台を完備した調理室も改修しました。グラウンドの一部には、旧・日吉保育園（現・日吉幼児園すくすく棟）
で使われなくなった滑り台等を修繕し設置しました。この遊具ひろばでは、就学前の親子が自由に遊ぶことが
できます。
自然豊かな環境の中、みんなで集い、学び、のびのびと一緒に遊ぶことができるようになっています。
新しくなった北部子育て学習センターをご利用ください。

▲仲良く工作をする親子

☎問合先

▲新しい滑り台は早速みんなの人気者に！

北部子育て学習センター

▲遊具ひろばはいつでもだれでも利用可能！

℡:0790-44-0719

玉丘史跡公園に大型遊具エリア「ねひめの森」誕生！
玉丘史跡公園に幼児から小学生までが楽しめる大型遊具エ
リアが誕生しました。
エリアの名前は「ねひめの森」。市内の小学生から名称を募
集したところ、540 名から 546 点の応募がありました。その
中で、最多の 27 名から応募のあった名前に決定しました。
「ねひめの森」は歩き始めたばかりの１歳から遊べる幼児用
のエリアと小学生エリアに分かれています。幼児用エリアに
は小さな滑り台、くぐったり登ったりができるジャングルジ
ム等。小学生エリアには高さ約 6 メートル、7 本の滑り台が点
在した総合遊具やターザンロープがあり、思い切り体を動か
して遊ぶことができます。
新しくなった歴史あふれる公園に是非遊びに来てください。
☎問合先

文化スポーツ課

▲玉丘史跡公園に設置された大型遊具

℡:0790-42-8773

多目的グラウンド ( アラジンスタジアム東側 ) を全面芝生化して供用開始！
スポーツをとおして、子どもから高齢者まで世代を超えて交
流することができる拠点づくりとして、スポーツ振興くじ助成
金を活用し、多目的グラウンドの全面人工芝生化を行いました。
グラウンド・ゴルフ 8 ホール ×2 コース、フットサルコート
4 面が利用できます。
また、照明設備もあり、夜間の利用もできます。
施設のご利用予約は、
勤労者体育センター（℡：0790-47-1420）までお願いします。
☎問合先

文化スポーツ課

℡:0790-42-8773

▲4 月より供用開始する多目的グラウンド

トピックス

「かしの木学園」市内 4 公民館合同閉講式
3 月 4 日。昭和 46 年の学級創設以来初めて、健康福祉会館で高齢者学級「か
しの木学園」の閉講式を、市内 4 公民館合同で開催しました。
今年は「市長から皆勤賞をもらうこと」を目標に、学級生の大きな励み
となったこともあり、ほとんどの館で皆勤者が増え、89 名が皆勤賞を受賞
されました。
閉講式に続いて開催した特別学習会において、北条幼稚園児による「こ
ども未然奉行」と「ねっぴ〜ダンス」のアトラクション、さらに笑福亭松
枝氏による消費者落語を楽しみ、最近の消費者問題を楽しく学びました。
☎問合先
中央公民館
南部公民館

℡:0790-42-2151
℡:0790-49-0041

善防公民館 ℡:0790-48-2643
北部公民館 ℡:0790-45-0103

▲「かしの木学園」合同閉講式の様子

北条小クラブ活動「マジック研究会」からマジックを学ぶ！
北条小学校から要請を受け、中央公民館登録グループ「加西マジック研究
会」は、4 〜 6 年生が所属するマジッククラブ（児童 17 名）に、全 6 回に
わたり指導を行いました。
身近にある物（新聞紙や紙コップやロープ等）を利用し、マジックのネタ
作りや演じ方（失敗しないためのコツ）の指導を受け、“出来ない” から “出
来る”、“分からない” から “分かる” に変わった瞬間の子ども達は、とても
良い表情でした。
「加西マジック研究会」の皆さん、本当にありがとうございました。
☎問合先

中央公民館

℡:0790-42-2151

▲マジックを披露するマジッククラブの児童

泉第一保育所で植樹祭を開催
3 月 15 日。市立泉第一保育所で、保護者会が中心となって子ども達とと
もに園庭の芝生張りや庭木の植樹を行う植樹祭を開催しました。
当日は、地域の方々を招待し、園児による和太鼓演奏を披露した後に記念
植樹を行いました。芝生による園庭緑化は、子ども達が転んでもケガをしな
いよう遊ぶことができます。また、紅葉や季節の花が美しい木々を植えるこ
とで、子ども達の関心も深まり、木とともに成長する子ども達の記念にもな
ることでしょう。
☎問合先

こども未来課

℡:0790-42-8726

▲慣れない手つきで植樹をする子ども達

