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（神戸地区）
学校・園名
（問合せ先）

県立夢野台高等学校
(078-691-1546)

活動名
神戸市立
「おもいけ園」訪問
（地域貢献事業）
県立
のじぎく養護学校訪問
（地域貢献事業）
音のフェスタ
in せいわだい
手話講習会

県立鈴蘭台西高等学校
(078-593-2424)

実施予定日時
10月28日（土）
未定
（昨年は
12月18日）
10月14日（土）
14:00〜16:00
11月 6日(月）
・13日(月)
13:25〜15:15

内容
生徒会、吹奏楽部、バトン部が訪問し、演奏や演
技などを通して、知的障害者との交流を深める。
生徒会、吹奏楽部、バトン部が訪問し、演奏や演
技などを通じて、養護学校の生徒との交流を深め
る。
神戸市立星和台中学校で実施する地域の音楽会
に参加、本校生徒は司会、進行、和太鼓等を担当
本校1年生の総合的な学習の時間で実施、講師は
地域の手話指導者(神戸ろうあ協会派遣講師)

神戸養護学校で実施される「神養まつり」に、本校
11月11日（土）
生徒、教職員、PTAの有志がボランティアとして参
9:00〜15:00
加
12月19日（火） 本校生徒会、吹奏楽部等がゆうゆうの里を訪問
ゆうゆうの里訪問
13:00〜15:00 し、高齢者との交流を図る。
唐櫃児童館の子ども達を招待して、本校菜園で栽
10月17日（火）
培したサツマイモを掘るとともに、焼きイモを食して
イモ掘り・焼きイモ
15:30〜17:00
本校生との交流を図る。
下校時マナー指導
10月20日（金） 本校ＰＴＡ役員と教職員が近隣の駅で生徒たちの
・清掃活動
10:30〜12:00 下校マナー指導と清掃活動を実施する。
唐櫃保育所の園児を招待して、本校菜園で栽培し
10月31日（火）
たサツマイモを掘るとともに、焼きイモを食して本
イモ掘り・焼きイモ
15:00〜16:30
校生との交流を図る。
唐櫃小学校４年生の児童90名と保護者などを招待
して、校庭での肉眼による星座観察・天体ドーム内
11月2日（木）
の355mm望遠鏡による天体観測・プラネタリウム
唐櫃の星の観察会
17:30〜20:00
室での星座観察・天体に関するビデオ観賞などを
実施する。
本校近隣で手入れが長年されずヤブ状態になって
11月4日（土） いた斜面を、地域住民と協力して整備し、遊歩道を
里山作り
10:00〜12:00 つけるなどの作業を２年半にわたって月１回続けて
いる。
唐櫃地区の老人達を招待して行われる昼食会の
11月8日（水）
食材として、本校菜園で収穫したサツマイモ・ダイ
老人会昼食会
11:30〜12:30
コンなどを寄贈する。
本校生通学路にあるロータリー花壇の花を、ＰＴＡ
ロータリー花壇の
11月29日（水） 役員と協力してパンジー・葉ボタン等冬の花に植え
花の植え替え
10:00〜11:30 替える。
地域クリーンアップ 11月28日（火）
通学路清掃によって地域の環境美化に協力する。
作戦
15:30〜16:30
マナー向上啓発ポスターを作成し、地域の商店街
マナーアップ
に掲示等を行い、地域と共にマナーの向上を図
11月上旬
運動
る。
11月6日（月） 提携している保育園の園児と本校生徒が、本校内
ふれあい育児体験
10:00〜12:00 で「いも掘り体験」を行う。
11月11日（土） 文化部による舞台での発表、作品の展示等を地域
文化部合同発表会
10:00〜13:40 の方々に公開する。
神養まつり

県立神戸北高等学校
(078-981-0131)

県立長田高等学校
(078-621-4101)

県立星陵高等学校
(078-707-6565)

県立舞子高等学校
(078-783-5151)

環境防災科説明会

県立北須磨高等学校
(078-792-7661)

高校生地域貢献事業
ボランティア活動
高校生地域貢献事業
通学路清掃
・寄せ植え
北須磨・星陵ジョイント
コンサート
高校生地域貢献事業
ファミリーコンサート
「第１０回
生き方を考える
高校生フォーラム」
神戸地区大会

12月2日(土)
10:00〜12:00

中学校の3年生、教職員、保護者対象に実施。環
境防災科の学習内容の説明や生徒の実践発表を
通して、より一層の環境防災科への理解を図る。

12月2日(土)

神戸市立青陽高等養護学校文化祭での
ボランティア活動

12月15日(金)
11:30〜12:30

通学路中心に学校周辺の清掃
寄せ植え

11月22日(水)
18:00〜
12月24日(日)
14:00〜
10月29日（日)
13:00〜16:30

市民対象にコンサートを開催（ポートピアホテル）
市民対象にコンサートを開催
高校生が主体的に企画・運営する「生き方」をテー
マとしたフォーラム

県立須磨東高等学校
(078-793-1616)

オープンハイスクール
小・高連携
いきいき授業
高校生ミーティング
「あしたをつかめ
〜平成若者
仕事図鑑〜」
「産業社会と人間」
人権・福祉講演会
老人ホーム
訪問演奏
小高連携
いきいき授業
小高連携
いきいき授業

11月7日(火)
・8日(水)
13:30〜16:00
10月2回
11月1回
10月31日(火)
13:20〜15:10

学校概要説明・学校紹介ビデオ
理科実験 施設見学 部活動見学
近隣の小学校へ出向き理科を教える。
キャリアカウンセラー小島貴子氏を講師に、情報雑
誌編集者浅野宗祐氏をゲストに、職業観等につい
ての意見交換を通して、保護者と共に働くことにつ
いて考える。
大阪脊髄損傷者協会副会長猿木唯資氏の講演を
通して、人権・福祉について、保護者と共に学ぶ。
吹奏楽部が近隣の特養「エリーネス須磨」を
訪問し、演奏活動を通して交流を図る。
多井畑小学校と連携し、教壇に立つ体験を通し
て、小学生とふれ合い交流を深める。
多井畑小学校と連携し、教壇に立つ体験を通し
て、小学生とふれ合い交流を深める。

11月6日(月)
14:30〜16:15
(078-791-7881)
11月18日(土)
14:00〜15:00
12月13日(水)
13:25〜14:15
12月14日(木)
9:50〜11:40
10月24日(火）
生徒・保護者が学校周辺の清掃活動を行う。
クリーン作戦
11:00〜12:00
11月11日（土） 生徒が保護者などの職場を訪問し、体験・見学等
職場体験・訪問
〜15日（水） を行う。
県立伊川谷高等学校
公開授業・講演会（講師 加治佐 哲也 兵教大大
(078-974-5630)
11月28日（火） 学院教授）など
学力向上授業研究会
14:00〜16:30 対象 神戸第３学区中学校教員・保護者、高等学
校教員、本校保護者
12月13日(水） 生徒・保護者が学校周辺の清掃活動を行う。
クリーン作戦
11:00〜12:00
中学生とその保護者や教員を対象として、学校紹
介ビデオを作成・映写、特色選抜等を映像により
11月7日（火） 紹介、説明する。
県立伊川谷北高等学校
吹奏楽部等の歓迎演奏・ダンス部の演技発表、校
オープンハイスクール
・8日（水）
（078-792-6902）
13:30〜16:00 内（部活動等）自由見学、体験的学習（吹奏楽部：
楽器希望持参、部員と共に演奏・美術部：フレスコ
画作成・書道部：小色紙作品作成等）
本校レスリング部員が地域の幼稚園児・小学生と
県立神戸高塚高等学校
ふれあいレスリング
毎週火・金曜日 ふれあいレスリングを体験したり、指導する立場で
(078-992-7000)
（高校生地域貢献事業） 18:00〜19:00 地域との交流を推進するなかで、部活動の一層の
充実を図る。
ふれあいの祭典（丹波の森公苑）の中で開催
10月28日（土） 兵庫県下の工業関連高等学校の生徒が、日頃の
工業教育フェア
学習成果を発表する。ロボット競技、生徒作品展
・29日（日）
示、工作教室等
県立兵庫工業高等学校
１日目（２２日）は校内祭（一般公開しない）
11月22日（水）
(078-671-1431)
２日目（２３日）は一般公開。内容は公演、展示、各
文化祭
・23日（木）
科の実習公開、模擬店
11月29・30日 コンピュータの基礎的知識を有する人を対象に、コ
コミュニティカレッジ
12月1・4・5日 ンピュータの有効活用の学習を目標とする
定員４０名
の５日間
16:展示、模擬店の部
11月16日（木）
17:舞台発表の部
文化祭
・17日（金）
保護者、中学生、地域の人などに参加を呼びかけ
県立湊川高等学校
18:00〜21:00
る。
(078-691-7406)
11月11日（土） 地域の高齢者の方、外国籍の方を対象に文字の
いきいき識字教室
・25日（土）
読み書きを学習する教室です。
15:00〜17:00
高校生就業体験事業
11月1日（水） それぞれの分野で活躍している卒業生を招いて、
進路講演会
19:30〜21:00 ２年生全員に進路講演会を実施する。
地域住民を対象に、建築科の教師・生徒が講師に
11月3日（金）
県立神戸工業高等学校 高校生地域貢献事業
なって、神戸居留地の由緒ある建造物を解説しな
神戸居留地を歩く会
9:00〜12:00
（078-651-2811）
がら散策する。
保護者や地域住民を招いて、ステージ参加やバ
11月11日（土） ザーへの出店、展示の出品等住民参加の文化祭
文化祭
9:00〜15:00 を実施する。
県立須磨友が丘高等学校

11月7日（火）〜
2月27日（火）の 表計算ソフトを利用し、初歩的なマクロ機能やＶＢ
毎週火・木曜日 Ａを学び、イベント駆動型言語プログラミングにつ
県立長田商業高等学校
18:30〜20:55 ながる実務的な能力を身につける。
（078-631-0616）
(冬季休業中除く)
県立青雲高校と合同の文化祭。舞台での演技披
11月3日（金） 露やクラス企画（展示、バザー、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 等）を
青雲・長商ふれあい祭り
9:30〜16:30 実施。
校内見学で、生徒たちの学校生活の様子を見てい
10月22日(日)
ただく。授業の参観をして頂く。その後、評議委員
学校評議委員会
9:30〜12:00
からの意見聴取を行う。
長田商業(定時制)と青雲(通信制)が共催しての合
同文化祭。長田高の吹奏楽や地域住民も参加す
せいうん長商
11月3日（金）
県立青雲高等学校
る。また、ＮＰＯと連携を図り、震災ウォークのゴー
ふれあいまつり
9:30〜16:00
(078-641-4200)
ル地点となり、ＮＰＯとのトークショウも短時間予定
している。
小･中学校時代に不登校経験の児童生徒を持つ
不登校を考える
11月5日（日） 保護者が集い、互いの悩みを話し合ったり情報交
保護者の会
9:00〜11:00 換を行い、子供の支援について話し合う。また、教
員も出席して学校との連携を深める。
地域オープン講座
（ユニーク講座）

