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　６月４日から５日間、市内４中学校の２年生 454 名
が、地域の事業所や幼稚園・保育所、各種福祉施設な
ど 155 か所で、「トライやる・ウィーク」に参加しま
した。
　「トライやる・ウィーク」は、中学生にとって、一
週間学校をはなれ、地域の方々とふれあい、働くこと
の楽しさや厳しさを学ぶ貴重な体験の場となっていま
す。
　生徒の主体性を尊重した様々な活動や体験の中で、
豊かな感性や創造性などを自ら高めたり、自分なりの
生き方を見つけてほしいとの願いを込めて、平成１０
年から始まり、今年で１５回目を迎えました。

問合先　学校教育課　℡:0790-42-8771

　７月12日。５校時に富田小学校で読み聞
かせ交流会が行われました。13時に富田小
に到着した北条高校の２・３年生18名は、
児童会役員６名と顔合わせをした後、迎え
にきた子ども達と一緒に各教室に向かい、
読み聞かせや紙芝居を行いました。
　最初少し緊張していましたが、慣れてく
るに従い、練習の成果を発揮、小学生をあ
きさせないようにと考えたゲームも交えな
がらの読み聞かせに小学生たちは大喜びで
した。
　次の日には、全校生が思い思いのお礼の
手紙を書き、北条高校に届けました。最初
は不安もありましたが、素晴らしい読み聞
かせ交流会となりました。

問合先　富田小学校　℡:0790-42-0262

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」　～　地域のみなさま　ご協力ありがとうございました　～

北条高校生による読み聞かせ交流会

▲　富田小児童に読み聞かせをする北条高校生

▲　各事業所で活動する中学生たち

教育委員長あいさつ

　教育は国家百年の大計であるという言葉が

ありますが、人づくりは国の百年先を左右す

る重要課題であり、また、あらゆる人が生活

の中でなんらかの形で関わっています。

　教育委員の任務は、議案の審議や課題に関

しての議論を行うことだけでなく、現場や地

域の実態を把握し、長期的な展望に立った取

組を支援していくことが必要とされています。

　毎年、市内の各教育施設への訪問や全ての

幼・小・中・特別支援学校の訪問を通して、

児童生徒や教職員の活動の様子を参観し、運

営状況について意見交換をする機会があり、

共通認識をもつと同時に収穫の多い時間を

もっています。

　教育委員が教育行政の中立性、安定性、継

続性を保持する事は当然ですが、未来を担う

子ども達の学校教育や家庭教育、地域のニー

ズに合った社会教育の役割と重要性を認識し

た取組を実践するべく努めています。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

加西市教育委員会　　　　　　
委員長　荒木　貴子



　北条小学校（児童数 423 名）では、「『生きる力』にあふれ　夢に向かって前進する子の育成」を目指して、家
庭や地域と連携した学校づくりに取り組んでいます。昨年度、地域へ出かけたり、保護者や地域の方を招いたり
して実施した体験的な学習やクラブ活動は、年間 63 回にのぼり、延べ 239 人の方々にお世話になりました。また、
子ども達の安全を守るために、現在 12 班 53 名のワッショイスクール協力員や 120 名の見守り隊の皆さんが活動
してくださっています。
　平成 24･25 年度、県教委から「学校地域連携普及推進事業」の研究指定を受け、より一層家庭や地域と連携し
た学校づくりを進めていきます。

問合先　北条小学校　℡:0790-42-0062

学校紹介『加西市立北条小学校』　～　家庭や地域と連携した学校づくり　～

園・学校紹介コーナー

市内の幼稚園、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。

□北条幼稚園のご紹介
　北条幼稚園は、大正３年に開園し、98 年の歴史があ
ります。また、平成６年に新築された三角屋根で温かみ
のある木造建築の美しい幼稚園です。
　周辺には美しい北条小学校・中学校、住吉神社、五百
羅漢、酒見寺があり、文化・歴史と教育環境に恵まれて
います。広い園庭で四季折々の草花や小動物に触れなが
ら、多くの友達と生活や体験活動をするなかで、一緒に
遊ぶ楽しさや喜び、葛藤やつまずきなど感情体験を繰り
返し、自分から学ぼうとする意欲を育てています。

□教育目標

たくましい体　豊かな心
    ・あかるい子　・やさしい子　・ねばりづよい子

　幼児一人ひとりがさまざまなことに、興味・関心を持
ち自ら考え・学び・共に育ちあいながら活動に取り組め
るよう、環境構成や援助の在り方を常に工夫し、豊かな
学びを保障できる教育実践に努めています。

問合先　北条幼稚園　℡:0790-42-0420

ブラックライト　パネルシアター

□ ４年生防災学習

「かたあし　だちょうの　エルフ」

幼稚園紹介　『加西市立北条幼稚園』

平成２４年８月１９日（日）
人権文化をすすめる市民のつどいオープニング出演

　心を育てる良い絵本の登場人物 (動物 )草花を大きな
パネルに蛍光塗料で描き、暗闇の中でそのパネルにブ
ラックライトの光をあてると、描かれた絵が浮かび上
がる手法です。
　北条幼稚園児 51名がお話と音楽にあわせ、友達と心
を一つにして力を合わせパネルを操作し幻想的なお話
の世界を作り出します。

□ブラックライト　パネルシアター　とは…

　まちづくり北条や消防団の皆さんのお
世話により、北条の町の防災施設・設備
を見学して学習を深めました。（H24.6.5）

□ 歴史ガイド隊８期生デビュー

　加西市歴史街道ボランティアガイドの
皆さんに支援していただきました。
（H24.5.26）

□ PTA「ならの実まつり」

　体育館でのオープニングの後、親子で
「北条の宿はくらんかい」の会場をめぐ
りました。（H23.10.15）



講座・イベント・募集

　８月 19 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26日（日）

問合先　教育総務課　℡:0790-42-8770

ＰＴＡ奉仕作業

　加西市（第８回）定例教育委員会が、次のとお
り開催されます。会議は傍聴も可能ですので、規
則に基づいて傍聴してください。
日時　　8/24（金）13:30 ～
場所　　加西市役所１階多目的ホール
問合先　教育総務課　℡:0790-42-8770

加西市（第８回）定例教育委員会

　わらべうたの教えや、伝承の大切さについて学
び、これからの子育てに生かしましょう。
日時　　9/25（火）10:00 ～ 11:30
場所　　善防公民館　多目的ホール
講師　　井上　美鈴さん（わらべうたサークル代表）
受付締切　9/20（木）※参加無料
問合先　善防子育て学習センター　℡:0790-48-3404

加西市子育て学習センター「親学習講座」

第４６回加西市文化祭「文芸祭」作品募集

《一般の部》

部門　俳句・短歌･川柳･一行詩（但し一行詩は賞の
対象となりません）

出品点数　各部門 1 人 2 点以内（作品は自作で､未
発表のものに限ります｡）
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　9/3（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

《ジュニアの部》

部門　俳句・短歌・川柳
出品点数　１人１点　作品は自作で未発表のものに
限ります。
応募資格　市内の小・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。9/3（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　℡:0790-42-8773

夏休み親子ヨーガ体験教室のご案内

　覚えやすく、やさしいヨーガのポーズで心身共にバラ
ンスのとれた体づくりにチャレンジしてみませんか？

日時　　8/6（月）・20（月）・27（月）
　　　　①9:00～ 10:20、②10:30～ 11:50
　　　　8/10（金）・24（金）20:00～ 21:00
　　　　※各日とも参加可能
場所　　善防公民館2階　和室
主催　　公民館登録グループ『あさがお』
対象　　小中学生と保護者
参加費　無料
持ち物　バスタオル、飲み物
問合先　善防公民館　℡:0790-48-2643

夏休み特別企画「カレー選手権」参加チーム募集

　夏はカレー♪カレー好き大集合！！
　加西産の恵みをたっぷり使ったわが町レシピで、
目指せカレー王。（※参加費：無料）

日時　　8/20（月）9:30～ 12:00
場所　　善防公民館　料理室
対象　　小学（5･6年）、中学、高校
問合先　善防公民館　℡:0790-48-2643

「第46回加西市美術公募展」作品募集

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点。
出品料　　無料
作品受付　日時　10/28（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
○展覧会
期間　　　11/21（水）～11/25（日）10:00～ 17:00
　　　　　（※11/25（日）は15:00まで）

会場　　　加西市民会館
　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　℡:0790-42-8773

子育てにわらべうたを
～伝承のわらべうたから学ぶこと～



トピックス

加西市教育委員会　問合先

　南部公民館では、第 2・4 火曜日 10:00 ～ 11:30 に
パーソナルトレーナー水田伸一氏によるストレッチ
を主体としたカラダつくり講座を開催しています。
　受講生は、専門家の指
導を受けながら、効果的
な柔軟、筋力アップに取
り組み、毎回楽しく元気
なカラダつくりに励んで
います。メンバー募集中！

「元気なカラダのつくり方」講座を開催

問合先　南部公民館　℡: 0790-49-0041

　加西市立図書館では、子どもが図書館に親しみ、
豊かな図書館利用ができるように図書館見学を実施
しています。
　今回は、７月３日に九
会小学校３年生４７名が
６グループに分かれて、
図書館探検マップを片手
にクイズを解きながら、
図書館を見学しました。
　グループで協力しながら本の在り処を見つけるこ
とで、一層図書館が身近な存在になったことでしょ
う。

九会小学校３年生が図書館を見学

問合先　図書館　℡: 0790-42-3722

　７月１０日、中央公民
館において、中央かしの
木学園の公開講座「平清
盛と時代をつくった人た
ち」が開催され、１００
名の参加がありました。
　講師として歴史研究家
の森田充代先生をお招きし、笑いを交えながら、元
気いっぱいの講演をしていただきました。
　かしの木学園では高齢者の学びを通じて、仲間づ
くりと地域活動への積極的な参加を目指して、各種
講座を開催しています。

中央かしの木学園の公開講座

問合先　中央公民館　℡: 0790-42-2151

▲ストレッチをする受講生

▲図書館見学をする九会小児童

　南部公民館登録グループ「吹矢マンズ南部」の会
員 15 名が、毎週金曜日６～ 10ｍ先の的をめがけて
練習しています。
　５月２０日、吹矢マン
ズ南部は、三田市で開催
された第４回スポーツ吹
矢兵庫県大会（総勢 200
名）に参加し、技を競い
ました。
　スポーツ吹矢は、集中力を高め、腹筋を使って呼
吸することで気持ちもリフレッシュできます。
みなさんも一度体験してみませんか？！

スポーツ吹矢を楽しんでいます！

問合先　南部公民館　℡: 0790-49-0041

▲吹矢マンズ南部の皆さん

▲森田先生のお話を聴き入る受講生

教育総務課からのお知らせ「教育委員会点検評価」

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 加西市北条町横尾 1000 番地 0790-42-8771 0790-43-1803 

文化スポーツ課 加西市北条町横尾 1000 番地 0790-42-8773、8775 0790-43-1803 

こども未来課 加西市北条町横尾 1000 番地 0790-42-8726 0790-42-8731 

総合教育センター 加西市北条町古坂 1173 番地の 14 0790-42-3723 0790-42-4221 

図書館 加西市北条町北条 28 番地の 1 0790-42-3722 0790-45-3133 

 
発行：加西市教育委員会

　加西市教育委員会では、地方教育行政の趣旨に基づき、効果的な教育行政の推進を図るとともに、市民の皆さま
への説明責任を果たすため、7月17日に実施した平成23年度教育委員会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。

※教育委員会点検評価とは
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条の規定に基づき、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。

問合先　教育総務課　℡: 0790-42-8770
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