平成１８年度「兵庫の教育推進月間」における県立学校の取組（東播磨地区）
学校・園名
（問合せ先）

活動名

実施予定日時

内容

10月14日（土） 明石学区の中学生を対象にした明石高校美術か
の体験入学
・15日(日）
本校同窓生である小児外科の世界的権威である
第１回
11月13日(月）
ケン・木村氏（アイオワ大学医学部小児外科名誉
県立明石高等学校
先輩からのメッセージ
14:００〜
教授）による在校生へのメッセージ
(078-911-4376)
12月9日(土） 明石学区の中学生を対象にした明石高校美術科
美術科見学会
の見学
午後
12月16日(土） 県立明石高校美術科生徒が明石市内の小･中学
「あつまれアートっ子」
生を対象に、絵画指導や鑑賞指導を行う。
午後
10月25日（水）
自動体外式除細動器（AED）の取り扱いについて
市民救命士講習会
県立明石南高等学校
13:00〜16:00
(078-923-3617)
10月30日（月） 「子育てとライフスタイル」
人権講演会
13:00〜15:00 野上文代さんによる講演
10月27日(金） 校内の花壇の整備をするとともに、地域の老人
花壇整備
県立明石北高等学校
15:30〜17:00 ホームや幼稚園・保育所に配布する。
(078-936-9100)
ふれあい育児
10月20日(金） 地域の保育園児といも掘りをしながら交流を深め
〜いも掘り交流〜
11:00〜12:30 る。
11月2日（木）
中学校教員対象の公開授業
国際人間科公開授業
県立明石西高等学校
14:25〜17:00
(078-943-3350)
11月21日（火） 研究授業、講演会、研究協議
SELHi研究発表会
10:50〜15:30
10月21日（土）
・22日（日）
ＪＲ明石駅付近で、病気・自死・災害遺児の奨学
あしなが学生募金
・28日（土）
金の支援を呼びかける。生徒会及びボランティア
ボランティア
・29日（日）
の生徒が参加する。
県立明石城西高等学校
10時〜13時
(078-936-8495)
14時〜18時
ＪＲ明石駅付近で、発展途上国の子どもたちを支
12月16日（土）、 援するための募金を呼びかける。生徒会及びボラ
ユニセフ募金
17日（日）
ンティアの生徒が参加する。
理数系科学系クラブが、地域の子供達を対象に
11月3日（金）
サイエンスショウーを実施する。（県立教育研修
理数ワンダーランド
9:30〜16:00
所）
11月5日（日） 地域の方々と共に、学校周辺の水路のビオトープ
ビオトープ
9:00〜16:00 化を行い、管理と維持を図る。（本校）
11月11日(土) いなみ野養護学校ふれあいコンサートにおいて、
ふれあいコンサート
県立加古川東高等学校
11:00〜12:00 吹奏楽部が訪問演奏する。
(079-426-6511)
10月27日（金） 幼児の年齢別発達の様子を観察しながら、遊び
ふれあい育児体験
〜 11月24日 の補助などのふれあい体験をする。（願成寺保育
園）１学年８クラス（８回）
（金）
加印地区高校吹奏楽部の賛助出演を伴って「クリ
12月22日（金） スマスアンサンブルコンサート」を本校の吹奏楽部
ふれあいコンサート
14:00〜17:00 主催で開催 （加古川市民会館）
「人工呼吸器で２０年生きて」（仮題）
10月26日（木）
浦野明美さん・晃一さん
人権講演会
県立加古川西高等学校
13:20〜14:30
育友会と共催
(079-424-2400)
11月25日（土） 講師：徳永 桂子先生
性教育講話
14:00〜16:00 育友会主催（於：男女共同参画センター）
県立加古川南高等学校
12月21日（木） ３年次生が一年間取り組んだ 「課題研究」につい
課題研究発表会
(079-421-2373)
9:00〜12:00 て発表する。
10月７日（土）
・28日（土）
11月４日（土） 地域の皆さんや、本校ＰＴＡ・同窓会・職員が協力
して、「陶芸」・「パソコン」・「茶道」・「気功」・「ジャ
土曜セミナー・
･18日（土）
ズストレッチ体操」・「居合道」の講座を開設。多数
「教養講座」
・25日（土）
12月9日（土） の地域住民が参加している。
県立加古川北高等学校
いずれも
（079-426-6511）
9:00〜12:15
生徒会図書委員会が企画し、多くの生徒・保護
者・地域住民に本を読む楽しさ、すばらしさを実感
11月24日（金） する機会を提供する。また地域に開かれた行事と
朗読会
午後
して朗読会を位置づけ、言葉の大切さ、日本語の
美しさを感得する環境づくりを推進する。
美術科体験入学

県立高砂高等学校
(0794-42-2371)

チビッコが
学校にやってくる
クリーンディ
高校生地域貢献事業
国際交流体験発表会
オープンハイスクール

県立高砂南高等学校
(0794-43-5900)

高校生地域貢献事業
福祉活動の推進
（鶴林園訪問）
高校生地域貢献事業
福祉活動の推進
（ひまわり園訪問）
高校生地域貢献事業
幼高連携事業
（菊・コスモス鑑賞会）
花いっぱい運動

県立松陽高等学校
(全日制)
(0794-47-4021)

小・高連携
いきいき授業
チャンゴ教室

県立東播磨高等学校
(079-492-3111)

県立播磨南高等学校
(078-944-1157)

合同登校指導
2年進路講演会
オープン
ハイスクール
（普通科）
オープン
ハイスクール
（グローバル情報
コミュニケーション
コース）

県立多可高等学校
(0795-32-3214)

県立北条高等学校
(0790-48-2311)

県立北条高等学校
（定時制）
(0790-48-2311)

地域の保育園児を招き、クリスマス会を行う。

12月21日（木） 全校生徒が「美しい街をつくり隊」を編成し、街の
9:00〜11:00 美化活動を行う。
西オーストラリア州研修の報告を中心に生徒の海
10月4日（水）
外交流の報告を行い、大学の先生により講評をい
13:15〜14:00
ただく。
11月6日（月） 中学生や保護者、中学校教員に対し学校説明会
を行う。
・7日（火）
11月11日（土） 吹奏楽の演奏、生徒と園入居者によるレクリエー
13:00〜15:30 ションを行う。
11月22日（水） 生徒と園入居者によるレクリエーションを行う。
幼稚園児が本校の菊やコスモスを観賞に来校す
11月中に実施 る。
10月25日（水）
11:00〜12:00
11月17日（金）
11月24日（金）
9:00〜10:30
第２・
第４金曜日
18:00〜21:00
11月10日（金）
8:00〜8:30
11月17日（金）
14:15〜
11月6日（月）
・7日（火）
13:30〜15:30

11月11日（土）

花の植え付けをし、市内の公共施設等に配布
伊保南小学校５年生の学習（ナップザック制作）の
指
導補助を行う
生徒・卒業生・地域の在日コリアンを始めとする
人々
とコリアン楽器「チャンゴ」を通し、交流する
加印地区11校のＰＴＡと教職員による一斉登校指
導
企業の人事担当者による講演（2年の生徒・保護
者対象）
学校紹介、学校案内、公開授業、部活動紹介
文化展

学校紹介、学校案内、模擬体験授業
文化展

10月21日（土）
4時間目の授業を保護者対象に公開します。
11:45〜12:35
播磨町内の小中高等学校が参加する音楽会。播
播磨町小中高等学校
11月7日（火）
磨南高校からは筝曲部,音楽部、吹奏楽部が参加
連合音楽会
9:00〜11:30
予定
11月18日（土） 学校周辺のゴミ拾い、清掃
クリーンキャンペーン
9:00〜11:00
本校保護者、中学校教員、中学校3年保護者を
11月9日（木） 対象に授業公開を実施。
授業公開
・10日（金）
ただし、両日とも1・2年生の５限・６限の授業の
13:25〜15:15 み公開とする。（３年生の授業は非公開）
西脇多可地区３高校で、教職員・生徒・ＰＴＡにより
マナーアップ月間
11月１日〜30日
朝の交通立ち番、挨拶運動の実施
多可高
有志ボランティアによる多可町内福祉施設等の清
ちいきふれあい
11月15日（水）〜
掃活動（年末大掃除）
プロジェクト
総合学習の発表会
総合学習発表
12月20日
10月27日（金） 市内のため池や学校周辺道路の清掃を実施す
クリーンキャンペーン
15:30〜17:00 る。
11月9日（木） 保護者や地域住民に学校の全授業を公開し、近
オープンスクール
8:50〜14:20 隣中学の先生方と教育懇談会を実施する。
11月10日（金） 保護者や地域住民に学校の全授業を公開する。
オープンスクール
8:50〜15:20
11月7日(火） 地域の人たちを招いて、生徒と一緒に地域の陶芸
家に指導を受けながら、陶芸の喜びと楽しさを味
陶芸教室
・8日（水）
17:40〜19:30 わう。
10月14日（金）
授業参観、施設見学、学校紹介ビデオ上映
第４回学校公開
9:30〜12:05
公開授業

県立西脇高等学校
(0795-22-3566)

12月 調整中

県立小野高等学校
(0794-63-2007)

第２回
オープンハイスクール
家研部・茶道部による
ボランティア活動
（ふれあい茶会）
放送部による
地域交流
家研部による
地域交流
清掃活動
いもほり

三木金物まつり出店

地域史
三木金物の歴史特集
県立三木東高等学校
0794-85-8000

Ｆ１グランプリ
外部講師による
導入授業
あしながＰウォーク10

三木東高校
コミュニティーカレッジ
神戸聾学校交流会

県立三木北高等学校
(0794-85-6781)

県立農業高等学校
（全日制）
(0794-24-3341)
県立農業高等学校
（定時制）
(0794-24-3341)

公開授業
プロに学ぶ
〜和菓子づくり
第３９回県農祭
オープンハイスクール
県農祭

播磨Agriスクール

県立播磨農業高等学校
(0790-42-1050)
農高祭

播磨Agriスクール

県立東播工業高等学校
(0794-32-6861)

東播工祭

11月7日（火）
13:50〜15:50

学校紹介（ｺｰｽ・科等の説明、 ビデオ上映）、授
業参観、施設見学、部活動見学

11月25日（土） 特別養護老人ホームを訪問し、家研部が茶菓子、
14:00〜16:00 茶道部が抹茶を出し、入居者の方と交流を図る
12月中旬
13:00〜15:00
12月中旬
11:00〜14:01
12月21日（木）
14:30〜15:00

「ＦＭみっきい」に出演し、学校の様子等について
地域に向けて発信する
家研部と小野市老人会婦人部の方と、おせち料
理の作り方を通して交流を図る
通学路・学校周辺の公園・公共地の清掃

近隣の幼稚園児・保育園児を招いて本校生が家
10月13日（金） 庭科の授業を通じて栽培したさつまいもを一緒に
収穫する。
11月4日（土） 本校ＰＴＡを中心にバザーとあしなが育英会の募
金活動を実施する。本校の生徒会とボランティア
・5日（日）
10:00〜16:00 がＰＴＡと協力して出店する。
三木・小野地域の歴史を学習する地域史で、11月
11月10日（金）
は「三木の金物産業のおこりと展開」を歴史研究
・17日（金）
者の伊賀なほゑ氏に三回にわたって集中講義し
・24日（金）
ていただきます。
１年次生「総合的な学習の時間」での、Ｆ１グラン
11月16日（木）
プリ（グループ別課題解決コンペ）に向けた外部講
13:20〜15:10
師による、導入授業を実施する。
校内有志、ＰＴＡ有志が参加し、あしなが育英会へ
11月18日（土）
の募金活動を目的とする１０ｋｍウォ−クを実施す
8:00〜13:00
る。
11月4日（土）
一般から募集した「上級・初級の書道講座」を実施
・18日（土）
12月2日（土） する。
8:00〜13:00
神戸聾学校を訪問し、手話を通じて生徒同士の交
12月14日（木） 流会を実施する。
11月6日（月）
県の学力向上に係る研究指定校として、中学校
・7日（火）
の教員に授業を公開し、授業改善をめざす。
14:25〜15:15
地元の和菓子屋のご主人を講師に迎え、生徒や
12月13日（水） 保護者がプロの技を学ぶ。
11月23日（木）
教育活動成果発表、学科紹介、農産物販売
9:00〜14:00
11月23日（木） 中学生進路相談
9:00〜14:00
11月23日（木） 作品展示や遊具を制作し地域住民への公開や子
9:00〜14:00 どもたちとの交流を図る
10月25日（水）
13:35〜15:25
10月30日（月）
13:35〜15:25
11月6日（月）
13:35〜15:25
11月9日（木）
10:45〜12:35
11月17日（金）
13:35〜15:25
11月23日（木）
9:30〜13:30
11月27日（月）
10:45〜12:35
12月13日（水）
10:35〜12:15
12月18日（月）
10:35〜12:15
11月10日（金）
・11日（土）

稲刈りとサツマイモの収穫
肉牛の体重測定とブラッシング
秋野菜の管理と収穫
ブドウジャム作り
クリスマスリースを作ろう
展示・販売
毎年咲かせようシクラメン
正月用寄せ植え
正月飾りを作ろう
一般公開 １１月１１日（土）
１０：００〜１４：００

県立小野工業高等学校
（全日制）
(0794-63-1941)

文化祭
芸術鑑賞
地域清掃奉仕活動

県立小野工業高等学校
（定時制）
(0794-63-1941)

文化教育活動
地域貢献活動
錦城園
おせち料理を作ろう

県立錦城高等学校
(078-928-3749)

アジア文化
人権教育映画鑑賞会
マナーアップ週間

コミュニティカレッジ
県立西脇北高等学校
（0795-22-5850）

陶芸教室

11月17日（金）
〜18日（土）
9:00〜15:00
11月15日（水）
13:00〜15:00
10月21日（土）
13:30〜16:00

ファッションショー・工作教室・展示等
演劇（幸福の条件） 道化座

学校周辺の道路やJR小野町・神戸電鉄小野駅舎
周辺などの清掃活動を行います。
平成９年度ワールドハーモニカチャンピオンシップ
12月12日（火） （ドイツ大会）優勝者の木谷悦子さんのコンサート
18:00〜19:00 を行います。ＰＴＡ並びに周辺住民の参加も計画し
ています。（無料）
５月に植え付けたサツマイモを近隣の小学生・保
10月18日(水)
護者・引率教員とともに収穫する。
11月6日(月) 地域の講師を招き、洋風おせちに挑戦する。パエ
リア・煮しめ・なます・スープを計画
・14日(火)
11月10日(金)
韓国のタル（仮面）作りとそのタルに色彩をつける
・17日(金)
「ＧＯ」 コリアンジャパニーズの主人公が体験に基
11月15日(水） づき、新たな自己アイデンティティ−を確立してい
く
11月27日(月) 育友会役員・生徒会役員が校門に立ち挨拶運動
〜12月1日(金) を展開
9月30日（土）
ワード
13:00〜17:00
10月7日（土）
エクセル
13:00〜17:00
10月14日（土）
インターネット、Eメール
13:00〜17:00
10月21日（土）
プレゼンテーション
13:00〜17:00
10月28日（土）
いろいろやってみよう
13:00〜17:00
10月2日（月）
各自の創作工夫による作品を制作する
・3日（火）
18：00〜

