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No.８

【展示】

【講座】

【体験コーナー】

教育総務課からのお知らせ

START プログラムの取組について

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

☎問合先　こども未来課　℡:0790-42-8726

　加西市では、兵庫教育大学で開発された START プログラムを導入し、4・5 歳児を対象に就学前教育を実践しています。
子どもが小学校に入学すると、生活や学習環境が急激に変化しますので、大きく戸惑うことがあります。小学校では、先生
の話を集中して聞くことが求められ、そのためには自分自身の感情をコントロールしたり、友だちとの関係では相手の感情
を読み取ることも大切です。
　こうした環境への適応や感情のコントロールを就学前の時期にトレーニングすることで、学習への構えがスムーズに身に
付くようになります。また、良好な友だち関係の構築と小学校への滑らかな接続が期待されるものとなります。
　詳しくは、「加西市 START プログラム」を WEB 検索してください。

　泉中学校校舎及び善防中学校北校舎の
耐震補強工事を実施します。
　また、富田小学校南校舎地震改築工事
及び九会小学校南校舎・富合小学校北校
舎・善防中学校体育館の耐震補強工事に
ついての設計を行います。

　今年の夏は、加西に県立人と自然の博物館（三田市・通称ひとはく）がやってくる！
小学生を対象に加西市の自然を使った様々な体験学習やものづくりを行います。
（7/23（火）～ 28（日）、善防公民館で開催）

　今年度、新学校給食センター建設工事
に着手し、12 月に完成する予定です。３
学期からは、北条・善防・泉中学校で給
食が開始されます。

善防公民館が博物館に変身！ひとはくの昆虫の標本や大型模型、小学校
の環境学習や北条高校・播磨農高の活動を展示。

簡単にできる化石のレプリカづくり、巨大虫かご。塗り絵コンテストなど。

天体観測会や自然観察会、昆虫採集・標本づくりなど。
７/26（金）には夜のオークタウンでナイトトラップ！
全ての講座のお申し込みは、市ホームページから 7/1 受付開始。

◎今年度の教育施設耐震化事業

◎新学校給食センター建設工事

◎教 育 委 員 の 施 設 訪 問

　教育委員により、５月 21 日・24 日に
教育施設 34 箇所を訪問しました。
　現況施設・備品の状況を把握して、今
年度に実施する営繕工事及び備品購入の
計画を作り、教育環境の改善を図ります。

☎問合先　教育総務課　℡: 0790-42-8770

■START プログラムとは
　相手の行動をしっかり見て、意図や感情を読み取り、解釈・判断して、
自分の行動を決定していく力を育成する教育プログラムです。

■START プログラムのねらい
単純に適切な行動を教えるのでなく、行動に至るまでの人と関わる
ための基礎を子どもたちに理解させ、身に付けさせる。
興奮やイライラ、気が散る状況を抑制し、先生の話に注意集中しな
がら学習をする。

・

・



　九会小学校（児童数　349 名）では、「児童の読書習慣の育成」として、図書ボランティアの拡充･継続と児童の自主的な
読書活動の推進に力を入れています。
　本校では、平成 23・24 年度に読書活動推進校の指定を受け、「活気ある学校図書館を目指して　～ボランティアとの連携
による図書館経営ならびに読書活動推進のあり方～　」を研究主題として、児童の活字離れの克服といつでも「人」のいる
図書館･児童が安心して利用できる活気ある図書館づくりを行ってきました。

　子どもたちに人気のある物語や図鑑など利
用頻度の高い本は、図書館の突き当たりの書
架に集中展示するようにしています。
　また、壁面や窓には、季節を感じる掲示物
や本に親しめる小物を展示することで、明る
く居心地のよい空間づくりを行っています。

☎問合先　九会小学校　℡:0790-49-0009

学校紹介『加西市立九会小学校』　～読書活動推進の取り組み～

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。

　賀茂幼児園は、平成 16 年に幼稚園と保育園を統合した形で開設し、新たに平成 20 年より幼稚園教育 2 年保育がスタート

しました。就学前の子ども達が学校教育法と児童福祉法に沿った指導、保育のもと、心身の健全な発達と心豊かな人間形成

に努めています。縦のつながり、横のつながり、学びのつながりを深めながら生きる力をはぐくむことを目標に、異年齢や

同年齢で育ち合い、学び合う保育の内容、方法の充実を図っています。

幼児園紹介『加西市立賀茂幼児園』　　～「つながり」を深めながら生きる力をはぐくむ～

☎問合先　賀茂幼児園　℡:0790-46-0313

　自由に遊びの場を選んで、異年齢児が群
れて遊びます。子どもの遊びを豊かにする
ために、どのような経験が必要か考えて物
や場の環境を設定し、全職員で見守ってい
ます。対等、模倣、憧れ等多様な関係を通
して、学び、育ち合う場です。

〔朝のなかよしタイム〕
　給食指導や野菜の栽培、収穫、クッキ
ング、会食等を通して、食べる喜びや楽
しさを味わい、様々な食べ物に興味や関
心をもち、食育で生きる力の基礎をはぐ
くみたいと考えています。
（たまねぎの収穫）

〔心と体を育てる食育活動〕
　「もったいないばあさん」の絵本の活用
や地域に出かけてのゴミ拾い、エコキャッ
プ集め等に取り組んでいます。もったい
ない精神や思いやりの心、健康への関心、
生命の尊さ、四季を感じる等心の育ちを
ねらっています。（てくてくクリーン大作戦）

〔環境保護活動〕

■明るく親しみやすい学校図書館

　ＰＴＡ会員や地域の方々が、毎週木曜日に、
図書のカバー掛けや修理、データベース化の
活動を行っています。現在、図書館の蔵書冊
数は約7,000 冊、学級文庫は約4,000 冊、合計
約 11,000 冊の蔵書があり、恵まれた読書環境
がつくられています。

■図書ボランティアの活動

　朝の学習タイムを利用した「朝の読書」を
行っています。また、手提げカバンの中に読
みたい本を入れさせて、休憩時間にも本を開
く隙間読書を奨励しています。前年度、目標
冊数を設定する読書月間では、全校生の達成
率は約85％になりました。

■児童の意欲を高める読書活動



講座・イベント・募集

公民館「生き活き元気塾」のご案内

　加西市には、向学心に富み進学の意欲と能力を有し
ながら、経済的理由により修学困難な方に対する奨学
金給付の制度があります。

対象者　市内に住所がある生活保護家庭、もしくは、
それに準じる家庭で高校生の学資の支払いが困難な方
（人数の制限があります）

支給額　生徒 1人に対し月額 6,000 円（1年間）

申込期間　6/3（月）～ 28（金）

募集要項並びに申請書類等は、市ホームページをご覧
ください。（市教育委員会にも設置しています）

☎問合先　学校教育課　℡:0790-42-8771

学資困難な高校生へ奨学金を支給します

北部公民館「なつかしの木版画教室」

就学援助のご案内

　加西市では、小学校及び中学校に通う児童生徒がよ
り良い学校生活を送れるように、経済的理由によって
就学困難な児童生徒の保護者に対し、学校での必要な
経費の一部を援助しています。

1. 援助を受けることができる方

　市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次の
事項のいずれかに該当する方

①生活保護を受けている
②児童扶養手当の支給を受けている
③前年の世帯の所得が基準以下

　〔平成25年度所得基準額〕

２.援助費目

学用品費、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、
学校給食費等

３.申請書類

①就学援助世帯票兼認定申請書（用紙は学校にあり）
②世帯全員の住民票（住民票謄本）
③児童扶養手当証書の写し
④平成25年度課税証明書（6/11以降、税務課で発行）
※申請方法等詳細については、学校を通じてお知らせします。
※③・④の書類は、申請理由により、どちらか一方を提出してください。

４.提出期限及び提出先

6/21（金）　在籍する小学校、中学校必着

☎問合先　在籍する小学校、中学校または、
　　　　　学校教育課　℡：0790-42-8771

平成 25 年度教科書法定展示会のご案内

　県教育委員会は、保護者やその他一般利用の便宜を
はかり、教科書の内容について周知するとともに、教
科書についての関心や認識を深めることなどを目的
に、次のとおり教科書法定展示会を開催します。

期間　　6/14（金）～27（木）　9:00～ 17:00（休館日：なし）

場所　　多可町中央公民館
　　　   （多可町中区茂利 20　℡:0795-32-2385）

期間　　6/14（金）～ 28（金）　9:00～ 17:00（休館日：6/23）

場所　　三木市立教育センター
　　　   （三木市福井 1933-12　℡:0794-83-2020）

☎問合先　学校教育課　℡:0790-42-8771

　初心者向けの木版画教室をス
タートします。版画家の岩田健
三郎氏の門下生の指導で基礎か
ら学びませんか。自由な表現を
楽しみ、親しみのある作品を仕
上げていきます。

日時　　毎月第 2・4火曜日
   13:30 ～ 15:30
場所　　北部公民館
参加費　300 円（材料費は別途）

☎問合先　北部公民館　℡:0790-45-0103

　市内 4 公民館（中央・善防・南部・北部）で、「生
き活き元気塾」を開講しています。特に、この講座
は 75 歳前後の方に、おすすめの運動講座です。
　無理なく楽しく健康づくりをしたい方にぴったり。
イスに座っての体操とチューブを使った筋力アップ
のメニューです。ほどよく汗を流した後は、レクリ
エーションで笑って表情筋を鍛えましょう。
　開催日など詳しくは、最寄りの公民館へお気軽に
お問い合わせください。

☎問合先　中央公民館　℡:0790-42-2151
　　　　　善防公民館　℡:0790-48-2643
　　　　　南部公民館　℡:0790-49-0041
　　　　　北部公民館　℡:0790-45-0103

世帯構成人員 

（生計を一にしている人員） 

総所得額 

２人 1,644,000円 

３人 2,182,000円 

４人 2,638,000円 

５人 3,068,000円 

６人 3,518,000円 

７人以上（１人増すごとに） 450,000 円 

会場①

会場②



平成 25 年度子育て学習センターの活動が始まりました！！

☎問合先　善防子育て学習センター（善防公民館内）　℡:0790-48-3404
　　　　　北部子育て学習センター（北部公民館内）　℡:0790-45-1523

▲熱戦を繰り広げたソフトボール大会の様子

トピックス

　子育て学習センターは、就園までの親子が一緒に遊んで、学んで、
みんなで育ち合うことを目的に善防子育て学習センター（善防公
民館内）と北部子育て学習センター（北部公民館内）の 2 か所で
開催しています。
　活動は月 2 回、季節の遊びや遠足、育児講演会などを親子で楽
しみます。双子ちゃんや第1子、0歳児クラスばかりが集まるグルー
プもあります。
　今年から月 2 回の決まった活動に加えて、お母さんのための講
座や親子のふれあい遊び、英語の絵本読み聞かせなど不定期で自
由に参加できるイベントを多数企画しています。また、午後も 3
時まで開放しています。お気軽に遊びに来てください。

図書館「春風小イチロー氏による腹話術のシンちゃんがやってくるよ！！」を開催

第 36 回 町親善ソフトボール大会結果

☎問合先　図書館　℡:0790-42-3722

☎問合先　文化スポーツ課　℡:0790-42-8773

　5月11日。図書館は、こどもの読書週間のイベントとして「春風小イチロー
氏による腹話術のシンちゃんがやってくるよ！！」をアスティアかさいの多
目的ホールで開催しました。
　日頃、身近で見る機会のない腹話術ですが、この機会に集まった子どもた
ちは、シンちゃんと春風小イチローさんのユーモアのあるおしゃべりを楽し
み、会場は大きな笑いの渦に包まれました。

　4 月 28 日、加西市体育協会主催による第 36 回町親善ソフトボール大会が
開催されました。当日は、1部16チームと2部15チームの計527名が参加し、
地域の交流ならびにスポーツの振興のため、熱戦を繰り広げました。
　古坂と東高室は加西市代表として、西脇市で開催される北播大会に出場予
定です。（10・11 月頃）

【１部】　優勝　古坂
　　　　２位　東高室
　　　　３位　古坂２丁目、曽根自治区

【２部】　優勝　宮前
　　　　２位　西高室
　　　　３位　栄町、青野町

▲腹話術師の春風小イチローさん

▲子育て学習センターでの活動風景


