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家庭学習ハンドブックを発行加西市子ども・子育て会議が始まります

平成 25 年度「加西市中学校夏休み理科自由研究作品展」を開催しました

☎問合先　学校教育課　℡:0790-42-8771

　9 月 20 ～ 26 日、アスティアかさい（3 階）交流
プラザで理科自由研究作品展を開催しました。
　この作品展は、毎年、加西市中学校理科部会の主
催により実施。自然科学に関する探求課題を生徒自
らが見つけ、自分なりの方法で研究し、まとめる過
程を通して、科学的思考力を高めることをねらいと
しています。今年度は、優秀賞 4 点、入選 8 点をは
じめとして、佳作を含めた約50点を展示しています。
　優秀作品に選ばれたのは、次の皆さんの作品です。

　平成 24 年８月、
国において、子育
てをめぐる課題の
解決をめざす「子
ども・子育て支援
法」が成立しまし
た。
　加西市では、平成 27 年 4 月からの実施に
向け、教育・保育両分野の関係者や子育て当
事者の参加を得て、「加西市子ども・子育て
会議」が、平成 25 年 9 月からスタートして
います。

　会議は、学識経験者、教育・保育・子育て
支援の関係者等で選ばれた市民など 15 人で
構成され、加西市の幼児期の学校教育・保育、
地域の子ども・子育て支援を総合的に進める
仕組みとして、「子ども・子育て支援事業計画」
を策定します。
　今後、会議の開催や内容について、お知ら
せしていきます。

　加西市教育委員会では、
子どもたちの発達段階に応
じた系統性のある家庭学習
ができるように「家庭学習
ハンドブック」を作成しま
した。

　このハンドブックは、家
庭と学校とが連携をして、
児童生徒自らの「学ぼうと
する力」を育て、家庭学習
の習慣化と定着を願って作
成したものです。

　ぜひ、各ご家庭での利活
用をお願いします。

学校とともに「学び」の環境づくりを！

☎問合先　こども未来課　℡:0790-42-8726 ☎問合先　総合教育センター　℡:0790-42-3723

▲平成25年度発行「家庭学習ハンドブック」

▲入賞作品約50点の展示風景

黒田　瑞希 (北条中・２年 )「身近な環境問題を考える」

柿本　奈穂 (善防中・２年 )「ぷよぷよ卵で熱中症対策」

亀田　彪流 (加西中・２年 )「自分流『解体新書』の作成～豚の解剖を通じて、自分を知る」

大島健太郎 (泉　中・３年 )「地球温暖化による水の塩分と植物の成長調べ」

中野　　大 (２年 )「光るシャーしん」
大西　葉月 (１年 )「ミミズ・コンポスト」

村田　圭佑 (３年 )「家庭で炭酸水を作る」
見上あまね (１年 )「手作りリトマス紙でわかる酸・アルカリ」

山田　明香 (３年 )「電磁推進船の研究」
橋爪　清杏 (１年 )「燃料電池のしくみ」

大塩　千弘 (２年 )「熱中症を科学する」
辻　　太郎 (１年 )「炎は何色になるかな」



１年生　教室で保護者による「エプロンシアター」を見せていただきます。
２年生　校区内の町探検。神社で宮司さんのお話を聞いたり、うどん屋さんを見学し麺作りを体験したりします。
３年生　地域の方から借りた農園で野菜作り体験。収穫した野菜は給食のメニューになります。
４年生　ヒョウタンを育て、乾燥させ、地域の方に教えてもらいながらきれいに装飾を施します。
５・６年生　「おやじ塾」の取組で、今年は土地家屋調査士の方々の指導で、GPS を使った緯度・経度の測定等を学習します。

本校では、保護者や地域の方々にお世話になりながら、さまざまな体験活動に取り組んでいます。

科学の不思議を遊びの中から体験！
　ロボットのドラえもんが動いて、シャボン
玉を吹いたり、お話したりと子どもたちには、
夢いっぱいの世界です。学期に 1～ 2 回来て
くださり、シャボン玉遊びや竹とんぼ遊びな
どを教えてもらいます。

　秋には、PTAが中心となり、児童と保護者を対象に、校区出身の著名人を講師として招聘する講演会も計画しています。
　このように保護者や地域の方々に色々なことを教えていただきながら活動することで、子どもたちは新しい発見に感動したり、周り
の人に感謝したりすることを覚えます。そして、生命や自然の大切さを学び、地域のすばらしさに気づき、心が豊かになっていきます。

夏休みに親子でうどん作りやティーカップ作りに挑戦し
ます。もちろん指導して下さるのは地域の方です。
子どもたちは小麦粉がうどんになり、粘土が焼き物の
ティーカップになる過程を体験しながら学びます。

夏休み最大の体験活動で、保護者手
作りの夕食を食べて学校で宿泊しま
す。また、６年生が計画する縦割り
班によるゲーム、保護者製作のお化
け屋敷体験、お寺の住職さんの法話、
ミニコンサートの鑑賞、屋台、花火と、
子どもたちがわくわくするプログラ
ムが目白押しです。
保護者の方々の協力体制と底知れぬ
パワーを、そして、その原動力であ
る子どもたちを思う強い気持ちを感
じる取組です。

☎問合先　日吉小学校　℡:0790-45-0019

学校紹介『加西市立日吉小学校』　　～地域に学ぶ　体験活動～

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。

　日吉幼児園は、平成 24 年度に幼稚園
と保育所の良さを合わせ持った幼保一
体型施設として開設しました。

　保育時間の違いはありますが、同じ
地域の子どもたちが一つの園に集い、
地域に支えられ、共に生活しているの
が幼児園の大きな特徴のひとつです。

　お茶の日、絵本の日、英語で遊ぼう、
泥田遊び、田植え、日吉神社絵馬奉納等、
地域の教育力を積極的に取り入れ、多
様な人との関わりや自然とのふれあい
を大切にする、「人とかかわる豊かな力
の育成」をめざしています。

園紹介『加西市立日吉幼児園』　・・・地域に根差した幼児園として・・・

☎問合先　日吉幼児園　℡:0790-45-0324

■特色ある保育

■学年別の体験活動

■「わくわく料理教室」と「うきうき工作教室」 ■子ども会主催の宿泊体験活動「夜の学校」

ちいさなたねからうまれた絵本活動

▲お化け屋敷

▲うどんの麺打ち体験 ▲粘土を使ったティーカップづくり ▲住職さんの法話

人とかかわる豊かな力の育成

ドラえもんのおじいさん

　種まき、栽培、収穫の体験活動の一環で、
たくさんの苗が育ちました。
　「苗屋さんになりたい !」という子どもたち
の思いから、地域の皆さんに育てた苗を１
ポット10円で購入いただき、その収益金で「親
子文庫の絵本を購入する」という活動につな
がりました。
　命の大切さや自然の不思議さに気づき、友達や大人の人とかかわる楽しさを
感じながら、苗代のお金も扱うことができる貴重な体験活動となっています。



第 47 回加西市文化祭

日時　11/2（土）10:00 ～ 15:00
場所　市民会館 3階　和室
内容　茶道協会（裏千家　小川宗克社中）によるお抹
　　　茶席（御茶券 300 円）

○茶席

日時　11/2（土）～ 4（月・祝）10:00 ～ 17:00
　　　※11/4（月・祝）は 16:00 まで
場所　市民会館 2階　ぎゃらりい
内容　市内いけばな協会 7流派が出展

○いけばな展

日時　11/2（土）13:00 開場　13:30 開演
場所　市民会館　文化ホール
内容　市内の音楽を愛好する音楽団体・個人が出演

○市民音楽祭

日時　11/10（日）表彰式
11/11（月）より、一般の部応募作品・ジュニアの部入賞
作品を掲載した作品集を、市内４公民館、図書館、市役所
教育委員会にて入手可。　※無くなり次第終了

○文芸祭

日時　11/3（日）11:00 開場　12:00 開演
場所　市民会館　文化ホール
内容　芸能協会による民舞・詩舞道・邦楽・腹話術・
　　　マジック・カラオケ・播州音頭

○家族ふれあい芸能祭

日時　11/20（水）～ 24（日）10:00 ～ 17:00
　　　※11/24（日）は 15:00 まで
場所　市民会館
内容　洋画・日本画・水墨画・版画・書道・彫塑工芸・
　　　写真　※各部門の入賞・入選作品を展示

○美術公募展

日時　11/17（日）13:15 開場　13:30 開演
場所　アスティアかさい 3階　多目的ホール
内容　ミニげきじょう　パート 10

○おやこ劇場

日時　11/3（日） 9:00 受付　9:45 開始
場所　市民会館 3階　和室
内容　A級 (4 段以上 ) B 級 ( 初段～ 3段 ) C 級 (1 級以下 )
参加費　一般 1500 円　高校生以下 500 円

○囲碁大会

講座・イベント・募集

彩字や篆刻を用いたオリジナル年賀状を作りましょう！

加西の秋を学ぼう「森の探検隊！」

夏休みの「ひとはくキャラバン in 加西」につづき、秋はオー
クタウン加西で森について楽しく学びます。

日時　11/2（土）10：00～15：00頃
場所　オークタウン加西（鴨谷町159-40）
内容　加西の森を探検し、自然を学ぶ、
　　　アウトドアクッキングなど
対象　小学生 20 名程度
費用　無料（昼食代等材料費 500 円）

日時　11/8（金）13:30 ～ 16:30
場所　南部公民館　農事研修室
定員　15人
参加費　300 円（別途材料費 800 円）
持ち物　毛筆または水彩画筆、書道用
下敷き、水入れ、タオル、新聞紙
申込方法　電話、FAX、メール
募集期間　10/31（木）まで

平成24年度 教育委員会点検評価を公表します

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、
教育委員会は毎年、教育行政事務の管理及び執行の状況に
ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議
会に提出するとともに、公表することとなっています。
　加西市教育委員会では、教育委員会の事務の点検及び評
価を実施し、その結果を報告書にまとめ、市のホームペー
ジで公表していますので、ご覧ください。

☎申込・問合先　南部公民館　℡/FAX:0790-49-0041 ☎問合先　教育総務課　℡:0790-42-8770

☎問合先　オークタウン加西　℡:0790-44-2595

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8775

▲オークタウン加西

▲オリジナル年賀状

受講生及び戦争体験談語り手募集

日時　10/22（火）、11/26（火）、12/24（火）
場所　加西市民会館　3階　グループ活動室
内容　戦争語り継ぎ部養成講座
講師　学童疎開体験者　橋尾　信子　氏　ほか
定員　なし（対象制限なし）
受講料　1回 300 円
持ち物　筆記用具
申込方法　電話、FAX、メール、来館
募集期間　10/18（金）まで

☎申込・問合先　中央公民館　℡:0790-42-2151

語り継ごう平和の尊さ～戦争体験談語り継ぎ部養成講座

野外活動指導者講習会を開催します

日時　10/20（日）13:00 ～ 17:00
場所　オークタウン加西
内容　①野外炊飯における安全管理と器材の保守
　　　②キャンプファイヤーにおけるゲーム、スタンツの指導
目的　野外活動の基礎的な知識と技術を学びます。
対象　一般（高校生以上）
講師　Fleps（青少年団体連絡協議会加盟団体）
定員　30名程度先着順
受講料　500 円（材料費等）
持ち物　野外炊飯ができる服装、軍手
申込方法　電話にて下記まで
受付期間　10/15（火）まで
☎申込・問合先　総合教育センター　℡:0790-42-3723



加西市立図書館「絵本の読み聞かせ講座」

☎問合先　図書館　℡:0790-42-3722

▲ダイアン吉日さん

トピックス

　9 月 3 日から 6 日間にわたり乳幼児を対象とした読み聞かせをおこない、親子合
わせて 94 名の参加がありました。
　年齢別によるグループ講座で、おはなしの会ぶらんこさんの協力のもと、絵本に
対する思いや質問を共有し子育てに絵本をどう活用していくか、また子どもの心の
成長のために絵本との出会いが必要不可欠であることなどを学習しました。

■中央公民館まつり　　11/16（土）・17（日）
北条小学生による「ぐるり羅漢さん」版画展、
バザー、芸能発表会（17 日）

☎問合先　中央公民館　℡:0790-42-2151

■宮き野のつどい　　10/19（土）・20（日）
加西中学校吹奏学部演奏会、ダイアン吉日英語 de
らくご、播磨国風土記の世界を体験・勾玉作り等
（19 日）、バザー、芸能発表会（20 日）

☎問合先　南部公民館　℡:0790-49-0041

■善防公民館まつり　　10/26（土）・27（日）
地域の福祉団体等によるバザー、射的・キーホルダー
作りなど楽しい子どもコーナー、芸能発表会（27日）

☎問合先　善防公民館　℡:0790-48-2643

■文化祭　　11/9（土）・10（日）
家族の写真コンテスト、バザー
村上順子氏講演会「心を届ける手紙」（9日）
☎問合先　北部公民館　℡:0790-45-0103

平成 25 年度　公民館まつり

公民館登録グループの日頃の学習の成果を舞台と展示で発表します。各公民館の開催日と主な催しは次のとおりです。

▲絵本の活用法などを学びました

「ひとはくキャラバン in 加西」

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

　7月23日～28日、「ひとはくキャラバン in 加西」を開催し、善防公民館のため池を中心に夏の自然を学習しました。
　期間中、延べ 1260 人の来客があり、小中学生のちょボラ、北条高校生・播磨農高生、自然観察指導員の協力の
もと事業を実施しました。
　＊全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施しました。

▲ひとはくによる標本と大型模型展示 ▲トンボに卵を産ませて育てよう ▲花染でオリジナルバック▲NPOまちづくり北条による昆虫標本展示

※詳細は各公民館へお問い合わせください。


