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教育委員会委員長就任の挨拶

北条高校生による英語の朗読劇を開催

幼児園の魅力について

☎問合先　こども未来課　℡:0790-42-8726

　加西市には保育所と幼稚園が一つになった幼児園（賀茂、九会、別府、日吉、宇仁幼児園の５園）というユニーク
な施設があります。子どもを幼稚園に通わさせたい親も、子どもを保育所に預けたい親も、どちらも安心して利用で
きる施設です。これまで幼稚園と保育所に分かれていた地域の子ども達も、同じ年齢であれば同じ園の同じ部屋でいっ
しょに過ごすことができます。幼稚園と保育所が一体になった幼児園には他にもこんな魅力があります。

　富田小学校では、英語の音声や基本的な表
現に慣れ親しませながら、コミュニケーショ
ン能力の素地を養うことをめざし、英語活動
を推進しています。
　7 月 16 日。この活動の一環として、北条
高校の 1 年生 22 名を招いて、5・6 年生を対
象に、英語の朗読劇の鑑賞会を行いました。

　平成 25 年 6 月 27 日付けで渡邊隆信委員が、加西市教育
委員長に就任しましたので、報告いたします。

　加西市の教育委員会委員に就任して早
２年半が経過しました。この度、委員長
を務めさせていただくことになり、身の
引き締まる思いです。
　今日の社会は、グローバル化や情報化、
少子高齢化など変化が激しく、先行きの
不透明な状況になりつつあります。
　子ども達には、そうした変化の激しい社会を生き抜いてい
くための力を身に付けるとともに、多様な価値観を尊重しな
がら他者と協働し、健康で心豊かな生活を送ってもらいたい
と思います。
　今後はこれまで同様、学校や園を始め、図書館、公民館等、
市民の皆さまが学習や文化・スポーツ活動に取り組んでおら
れる現場に足を運び、そこで頂戴した声を教育委員会での
様々な審議や業務に活かしていく所存です。
　今後ともよろしくご助言とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

加西市教育委員会委員長　渡邊　隆信

☎問合先　富田小学校　℡: 0790-42-0262

【朗読劇】
　５年生・・・まんじゅうこわい
　６年生・・・ごんぎつね

＜保護者からの質問・回答＞
Q　幼児園は親が共働きでなくても入園できるのでしょう
か？来年４歳になるこどもがいます。

A　幼児園は、保護者が働いていなくても入園できます。幼
稚園は５歳児しか入れませんが、幼児園の短時間部では４歳
児から入ることができます。

Q　自宅の近くには５歳から入園の幼稚園がありますが、５
歳になるまでの一年間は家から離れた幼児園、５歳からは
近くの幼稚園に入園できるのでしょうか？

A　５歳児から近くの幼稚園にかわることができます。その
場合は、４歳児で幼児園の短時間部に入園願書を、５歳児
で幼稚園に入園願書の申請をお願いします。

▲北条高校生による朗読劇の様子

仕事やお迎え時間など、保護者の生活にあわせて、保育所（長時間保育部）と
幼稚園（短時間保育部）のどちらかを選ぶことができます。
４歳、５歳を対象にした２年間の幼稚園教育なので、４歳から幼稚園に通えます。
夏休み期間中も預かり保育が利用できます。
園内で作った手作り給食があります。
０歳から５歳までの子どもが集い、異年齢交流が広がります。

・

・
・
・
・



　「よく学び　よく遊べ」を合い言葉に、今年は勉強と遊
びの両立をめざしてスタートしました。
　「桃子野やる気満マンテスト」は、昨年度から朝の学習
の時間を利用して行っています。計算の部と漢字の部が
あり、それぞれに満点賞と努力賞がもらえます。
　このテストのために、学校ではもちろん、家庭でも進
んで学習に取り組む子が増えました。おうちの方の励ま
しやお褒めの言葉が大きな力となっているようです。

　今年度から遊べる時間を増やそうと教育課程を見直し、昼休みを 10 分間延長しました。その結果、昼休み
には元気に遊ぶ子で運動場がいっぱいになり、教室は空っぽ。雨の日は学級で腕相撲大会をしたり、土俵マッ
トを使って縦割り班対抗相撲大会を行ったりして、大いに盛り上がりを見せています。また、校長先生の出す
計算クイズに挑戦して、頭の回転を上げている子もたくさんいます。

☎問合先　富合小学校　℡:0790-47-0006

学校紹介『加西市立富合小学校』　　～合言葉は「よく学び　よく遊べ」～

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。

　別府幼児園は、平成 21 年 4 月に幼稚園と保育園を統合した形で開設し、新たに平成 25 年度より幼稚園教育 2 年
保育がスタートしました。就学前の子どもが学校教育法と児童福祉法に沿った指導・保育を受けることで、心身の健
全な発達と心豊かな人間形成の育成が図れるように努めるとともに、異年齢や同年齢で育ち合い学び合う保育内容・
方法の充実を図っています。また、地域の環境を活かした様々な生活経験の積み重ねの中で、遊びや生活をより豊か
なものにしたいと願い、地域との連携交流を積極的に取り入れながら、様々な人とのふれあいや自然体験を通して、「共
に学び育ち合う子ども」をめざして取り組んでいます。

幼児園紹介『加西市立別府幼児園』　　～共に学び育ち合う子どもをめざして～

☎問合先　別府幼児園　℡:0790-47-0601

異年齢の多様な関係を通して
「学び・育ち合う」場となるよ
う願い、それぞれの発達に即し
た環境構成と援助に留意しなが
ら遊ぶ機会を設けています。

友達やお家の人、地域の方と野
菜づくりをしています。苗や種
から育てて収穫した野菜を家庭
や給食でいただきます。
その活動では、わくわくする感
動や発見がいっぱいです！

老人会の方々の協力で、泥田遊
びや田植え・稲刈り・収穫祭等
の体験をします。この交流活動
を通して、園内だけではできな
い多様な自然体験をします。

毎月２回、ボランティアの方に、
２～５歳児の各保育室で、絵本
の読み聞かせをしていただいて
います。お話タイムが始まると、
子ども達は目を輝かせ、じっと
見て聞いています。

〔異年齢交流保育〕 〔わくわく栽培〕 〔地域交流〕 〔お話タイム〕

子ども達に感想を聞くと、

　「遊ぶと気分がすっきりする。」「満足できるまで遊べて楽しい。」
などという返事がかえってきました。

　また、「遊ぶ時間が長くなった分、勉強に今までの倍熱心に取り
組みたいと思います。」と、力強く話した子もいます。

▲桃子野やる気満マンテストの様子 ▲校長先生より表彰を受ける児童

▲縦割り班対抗相撲大会の様子



第 47 回加西市文化祭「文芸祭」作品募集

部門　俳句・短歌･川柳･一行詩（但し一行詩は賞の対象外）
出品点数　各部門一人 2点以内（作品は自作で未発表
のものに限る）
応募資格　高校生以上（市内外は問いません）
応募方法　部門ごとにハガキで応募。各部門とも楷書
で記入して下さい。表に住所・氏名・電話番号を、裏
に部門を朱書きし、作品を記入して下さい。
応募締切　9/2（月）必着
選者　　　俳句　　彌榮　浩樹　先生
　　　　　短歌　　安藤　直彦　先生
　　　　　川柳　　平山　繁夫　先生

部門　俳句・短歌・川柳
出品点数　一人１点（作品は自作で未発表のものに限る）

応募資格　市内在住の小・中学生
応募方法・締切日
○所定の用紙に作品を書き、夏休みの登校日に学校へ提出
してください。
○市外に通学している方は、直接加西市教育委員会に提出
してください。9/2（月）必着。応募用紙は加西市教育委員
会文化スポーツ課まで。

選者　加西市文芸協会

応募・問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8775

《一般の部》

《ジュニアの部》

講座・イベント・募集

第47回加西市文化祭「美術公募展」作品募集

中央公民館「インターネットの功罪」

便利なインターネット。しかし一歩間違えると、怖い
トラブルにもつながります。正しい知識を身に付け安
全・安心なネット活用をしましょう。どなたでも参加
いただけます。

日時　8/16（金）10：00～11：30
場所　加西市民会館　3階　小ホール
内容　インターネットの普及により、良くなったこと、
悪くなったことについての講義を聴く。
講師　兵庫県サイバー犯罪防犯センター
定員　なし
受講料　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　8/10（土）まで

部門　洋画、日本画、水墨画、版画、書道、彫塑・工芸、
写真
応募資格　15 歳以上（ただし、中学生は除く）
出品点数　洋画、日本画、版画、書道、彫塑・工芸は
１部門につき 2 点以内。水墨画、写真は 1 部門につき
1点以内。
出品料　無料
作品受付　日時　10/27（日）10:00 ～ 16:00
　　　　　場所　加西市民会館
表彰　　　市長賞　　　　　　賞状・副賞（８万円）
　　　　　議長賞　　　　　　賞状・副賞（２万円）
　　　　　教育委員会賞　　　賞状・副賞（１万円）
　　　　　（上記の３賞は、原則として各部門１点）
　　　　　文化連盟会長賞　　賞状・副賞（記念品）
　　　　　美術家協会長賞　　賞状・副賞（記念品）
　　　　　奨励賞　　　　　　賞状・副賞（記念品）
　　　　　ねひめ賞（加西市在住の方対象）　賞状

期間　11/20（水）～ 11/24（日）10:00 ～ 17:00
　　　（※11/24（日）は 15:00 まで）
会場　加西市民会館

申込・問合先
中央公民館　℡:0790-42-2151　Fax:0790-42-1453

PTA 奉仕作業のお知らせ

8 月 18 日（日）、全小・中学校において、ＰＴＡ奉仕
作業が実施されます。
※予備日は 8月 25 日（日）です。

☎問合先　教育総務課　℡:0790-42-8770

教育委員会点検評価について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地
教行法」という。）第 27 条の規定に基づき、教育委員
会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状
況について、教育に関する学識経験を有する者の知見
の活用を図りつつ、点検及び評価を行い、その結果に
関する報告書を作成し、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、地教行法の定めに基づき、効
果的な教育行政の推進に資するとともに、市民の皆様
への説明責任を果たすため、7 月 16 日（火）に実施
した平成 24 年度教育委員会事務の点検評価の結果報
告書を 9 月に公表します。なお、その結果については
今後の教育委員会の事務執行に役立てていきます。

☎問合先　教育総務課　℡:0790-42-8770

詳細は募集要項をご覧下さい。募集要項は市内４公民
館、図書館、地域交流センターなどで配布しています。

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8775

～安全＆安心のための実学公開講座～

○展覧会



北条高校生による「読み聞かせ」を行いました

☎問合先　北条小学校　℡:0790-42-0062、北条東小学校　℡:0790-42-5052

▲真剣に料理を学ぶ参加者

トピックス

　7 月 11 日。北条小学校では、高校生との交流を図るととも
に本好きで心豊かな児童を育てることを目的に、北条高校放送
部 11 名による「お話の会」を開催しました。
　また翌 12 日、北条東小学校でも、北条高校生 30 名以上をお
迎えし、3 名程度の高校生が各クラスに出向き、児童の発達段
階に応じて、2 冊ほどの本の「読み聞かせ」を行いました。「読
み聞かせ」終了後は、ゲーム等を通して、児童と高校生の交流
を深めました。

図書館「PR キャラバン活動」

南部公民館「おしゃれ男子 & 女子のための COOKING LESSON」

☎問合先　図書館　℡:0790-42-3722

☎問合先　南部公民館　℡:0790-49-0041

　加西市立図書館では読書
活動活性化として要請が
あった学校・園へ読書の魅
力を伝えるため、PR キャ
ラバンを行っています。
　7 月 5 日。泉幼稚園で読
み聞かせを行い、七夕の話
や星にまつわる話、またプロジェクター投影による
夜空のスライドショーなど、子ども達はとても興味
深く話を聞いていました。これにより宇宙や星空に
関心を持ち、もっと知りたいと思う気持ちを強めて
くれたことと思います。
　図書館ではこのように子ども達が「知りたい」と
思う情報を楽しく伝える取組をしています。

楽しく描いたり、作ったり「こども図画工作教室」

☎問合先　南部公民館　℡:0790-49-0041

　6 月 11 日。南部公民館は、蛭田千秋シェフ（「ビストロサンシュ（小野市
王子町）」）を講師にお招きし、第１回「おしゃれ男子＆女子のための
COOKING　LESSON』を開催しました。
　この講座は、気軽に作れるイタリアンやフレンチを楽しみながら、独身男
女の料理力や婚活力をアップしてもらおうと同館が企画。プロのシェフから
直接学べる機会ということで、参加者の眼差しも真剣そのもの。参加者は、
満腹感と共に会話力もアップしたことでしょう。

▲読み聞かせの様子 ▲個性あふれる絵手紙

▲北条高校生による「読み聞かせ」の様子
　（写真左：北条小学校、写真右：北条東小学校）

　6月22日。南部公民館で、
身近な素材を使って自由な
発想で工作を楽しむ「こど
も図画工作教室」が始まり
ました。

　参加した子ども達は、図
工博士の佐伯久代先生から、牛乳パックのこま作り
と絵手紙（手形編）、変わるカードの 3 つを教えて
いただきました。
　先生のマジックにかかったかのように、色とりど
りのこまや個性あふれる絵手紙を次々と完成させ、
あっという間の 1 時間半でした。


