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(西播磨地区）
学校・園名
（問合せ先）

活動名

姫路城清掃

芸術鑑賞会（演劇）

受検生・保護者対象
学校見学会
県立姫路東高等学校
(0792-85-1166)
授業公開

1年次進路講演会
２年次進学講演会
学校評議員会

県立姫路西高等学校
(0792-81-6621)

オープンスクール
文化講演会
コミュニティカレッジ

県立網干高等学校
(0792-74-2012)

クリーン作戦
「地域を知る」
通学マナーアップ
キャンペーン
クリーンキャンペーン
高校生地域貢献事業
PTCA親善
スポーツ大会
高校生就業体験事業
キャリアガイダンス

県立姫路別所高等学校
(0792-53-0755)

高校生地域貢献事業
ふれあい交流
コミュニティカレッジ
高校生地域貢献事業
ふれあい交流

部活動フェスティバル

コミュニティカレッジ

実施予定日時

内容

年次毎に考査終了の日に、姫路城の姫山公園
10月24日（火）
内を、姫路城管理事務所の協力を得て、空缶・ゴミ
11:00〜12:30
等の清掃と草引き・落ち葉掃き等の清掃を実施。
姫路市文化センター大ホールにて、本校生徒・保
護者を対象に、中国芸能（音楽、舞踊、雑伎等）鑑
賞。
本校受検希望者及びその保護者を対象に、学校
11月24日（金）
施設見学と説明会をこの期間中を中心に随時行
〜12月1日(金)
う。希望者は事前に希望日時を本校に連絡。この
14:00〜17:00
期間以外でも希望があれば随時受け付ける。
保護者・地域の本校に対する理解を一層深め、
11月28日（火） 本校の学校改善の一助にするため、本校のありの
ままの授業風景を公開する。対象は、本校保護者
・29日(水）
13:20〜15:25 と学校評議員。授業公開は、火曜日の5,6,7限と水
曜日の5,6限実施のすべての授業。
11月28日(火) 本校体育館にて、1年次生徒・保護者対象の進路
14:30〜16:00 講演会。
11月29日(水) 本校体育館にて、年次生徒・保護者対象の進学講
14:30〜16:00 演会。
11月2日（金）
13:30〜15:30

本校の学校評価の取り組み、「兵庫の教育推進
11月29日（水）
月間」の取り組みなどについて意見聴取を行う。
15:40〜
11月10日（金）
公開授業
11:35〜12:30
11月10日（金） 講師 奈良県立医科大学教授 筏 義人氏
13:20〜15:20
11月2日
〜12月14日 毎週木曜日に中国語講座を実施。
15:30〜16:30
なぎさ海浜公園の清掃作業を１年生及び教職員で
12月11日(月)
実施。
「総合的な学習の時間」に網干史談会等の協力を
11月8日(水)〜 得て、１年生全員が地域学習を実施。
10月6日(金)
毎週火、金に通学路に教職員、保護者が立ち通学
〜31日(火)
生徒に通学マナーの向上を呼びかける。
8:00〜8:20
10月24日(火)
生徒・教職員で通学路の清掃を行う。
11:00〜12:00
10月28日(土)
9:30〜12:00

本校グランドでPTA、地域、教職員、生徒がグラン
ドゴルフを行い、交流を深める。

兵庫県中小企業家同友会の方に来校していただ
き、２年生の生徒たちと職業観について懇談する。
姫路市立東中学校で開催される夢ビジョン東に生
11月3日(金)
徒・教職員が参加し、模擬店の販売や学校の取り
9：00〜15:00
組みを紹介する。
11月12日(日) 地域の方と教職員が、揖保川周辺の野鳥を観察
9:00〜14:00 し、環境について考える。
県立姫路養護学校で開催される「ひめよう祭」に生
11月23日（木）
徒、教職員、保護者が参加し、模擬店の販売・交
9:00〜15:00
流を行う。
各部活動が他校に呼びかけ練習試合や合同練習
11月25日（土） を本校で行う。
9:00〜17:00 PTAおよび地域の方に呼びかけ応援していただ
く。
12月16日（土） 地域の方と教職員が、加古川周辺の野鳥を観察
9:00〜14:00 し、環境について考える。
11月2日(木)
10:30〜12:50

香住高校、漁協の協力を得て、水産物などの加工
体験を通して交流する。
神河町の「まっせ祭り」で香住の紹介と特産物の
地域間交流
販売。
(文部科学省研究指定）
香美町文化祭への参加、神崎町の産業や文化の
紹介。
横断幕を製作し、おそろいのTシャツで兵庫県の車
国体見学と
10月15日（日）
イスバスケットボールチームの応援を行う。
地元チームの応援
地元の商工会が主催する祭りに参加。木工クラフ
まっせ祭り
10月22日（日） トで製作した時計や木馬の販売、学校の教育活動
の紹介などを行う。またPTAも模擬店で参加。
9月13日(水）
〜15日（金）
10月22日(日）
11月3日（金）

県立神崎高等学校
(0790-32-0209)

車イスバスケット
ボール体験
文化祭における
PTCA活動
病院利用者との
交流会
公開授業

「わたしの仕事館」
見学と体験実習
県立香寺高等学校
(0792-32-0048)

老人ホーム慰問
「ふれあいの郷」
伝えよう
地域の文化
明神太鼓

県立夢前高等学校
(079-336-0039)
ふれあい芋掘り交流

雪彦マラソン

県立家島高等学校
(07932-5-0165)

コンピュータ講座
ふれあい訪問
小・高連携
いきいき授業

工場見学

総合自然科学コース
講演会
県立龍野高等学校
(0791-62-0886)

「生き方」講演会
通学路での通学指導
地域交流会
知の創造フォーラム

クリーン作戦

10月27日（金）

車イスバスケットボールを実際に体験することに
よって福祉の大切さや人権感覚を磨く一助とする。

保護者が模擬店で文化祭に参加をし、親子のふ
11月10日（金） れあいを体感する。また、文化祭を成功に導くこと
で協働の精神を養う。
病院主催の文化祭にボランティアとして参加し、バ
11月11日（土）
ザーの手伝いや子ども向けの遊び場を提供する。
本校に進学を希望している中学３年生とその保護
11月19日（土） 者、中学校の教員、学校評議員など地域の方々を
対象に全ての授業を公開する。
「しごと体験」というコーナーで様々な仕事を体験し
ながら、職業観、勤労観を養う。また、「しごとシア
12月20日（水） ター」での観賞を通して進路選択の情報を得る機
会とする。
11月30日（木） 老人ホーム慰問お茶会
13:20〜15:10
10月31日（火）
11月 ７日（火）
地域の明神太鼓指導者による練習
・14日（火）
（1年生の総合的な学習の時間を利用）
・21日（火）
・28日（火）
14:25〜15:15
10月18日（水）
総合的な学習の時間を利用して育てたサツマイモ
11:00〜13:00
を、地域の保育園児、幼稚園児を招いて、一緒に
10月27日（金）
掘り、交流する
11:50〜13:15
地元主催のマラソン大会に、各運動クラブを中心
11月12日（日） に出場するとともに、陸上競技部員が大会補助役
9:00〜12:00 員としてボランティアで参加する
地域住民を対象にしたコンピュータ公開講座を開
11月中旬
催し、文書デザイン等の基礎から応用を身につけ
15:30〜17:30
ていただく。
島内の独居老人宅や老人ホームを訪問し、話し相
12月中旬
13:15〜15:05 手になったり、一緒にゲームを楽しむ。
総合自然科学コース２年生の生徒たちが龍野小
11月8日（水）
学校に出向き、小学６年生に理科の工作実験を指
13:30〜16:00
導する。
総合自然科学コース１，２年生の生徒が赤穂の
11月10日（金）
アース製薬の工場見学をすることで、自然科学が
午後
製品製造にどう生かされるを研修する。
耳鼻咽喉科の開業医をしている本校卒業生によ
11月16日（木） る、医院開業に至るまでの経験談を１，２年の自然
科学コースの生徒が聞く。
「総合的な学習の時間」に、三菱重工三原事業所
11月24日（金）
の副事業所長である本校の卒業生を招き、企業活
13:30〜15:30
動の大変さ等の話を１年生全員が聞く。
生徒会の執行部および通学委員が、通学マナー
11月毎日
について呼びかけ、指導を行う。
12月12日（火） たつの市連合老人会約50人を招き、グランドゴル
13:00〜15:00 フを共に楽しむことで交流をはかる。
兵庫県立大主催のフォーラムに、地域の人々と共
12月16日（土）
に、本校１，２年生全員と３年生の希望者が参加す
10:00〜11:30
る。（場所：赤とんぼ文化ホール）
たつの市川西老人会と共に、龍野公園周辺の清
12月22日（金） 掃活動を行う。生徒会、運動部、希望者等２００名
13:30〜15:00 程の生徒が参加する。

県立太子高等学校
（079-277-0123）

県立相生高等学校
（0791-23-0800）

県立赤穂高等学校
（全日制）
(0791-43-2151)
県立赤穂高等学校
（定時制）
(0791-43-2151)

ふれあい英会話講座

11月
2･6日 石海小
8･21日 龍田小
9日 斑鳩小
17日 太田小

太子あすか
ふるさとまつり

11月3日(金)

吹奏楽部
合同演奏会

11月19日(日)
13:00〜15:00

車椅子体験講習会
健康教育事業
芸術鑑賞

中高教科連絡協議会

陶芸教室
地元幼稚園児による
サツマイモ掘り体験
上高ビックリ市

県立上郡高等学校
(0791-52-0069)

オープンスクール
高校生
・ふれあい育児体験
ＰＴＡ農業公開講座
小・高いきいき事業
収穫感謝祭

県立佐用高等学校
(0790-82-2434)

県立山崎高等学校
(0790-62-1730)

県立伊和高等学校
(0790-72-0240)

地域貢献活動
(町内カーブミラー
清掃活動)
高校生地域貢献事業
（２年）
里山整備
「みはらしの森」
定期演奏会
（吹奏楽部）
高校生地域貢献事業
（１年）
オープンスクール

伊和高祭
オープンスクール

県立千種高等学校
(0790-76-2033)

オープン講座

オープン講座

本校国際コミュニケーションコースの生徒が太子
町内の４小学校に出向き、「総合的な学習の時間」
に簡単な英会話の指導を行う。
（10〜12月中に各小学校３回程度）
（高等学校地域貢献事業）
本校の生徒が地域事業の実施補助員として活躍
するとともに、時代パレードに参加して行事を盛り
上げる。
（太子町立あすかホール）
（高等学校地域貢献事業）
本校と太子町立太子西中学校・太子東中学校と
の合同演奏会を実施し、小学校・幼稚園や地域住
民も招待して交流を図る。
（太子町立あすかホール）
（高等学校文化活動推進事業）

10月25日（水）
車椅子体験と介助の体験
15:20〜17:00
11月16日（木） 本校薬剤師水守先生の「喫煙の害」をテーマに講
13:55〜14:55 演
場所「赤穂市文化会館」
10月25日（水）
劇団「自由人会」
13:00〜15:00
演目名「トーマスのＪＵＮＰ」
市内の中学校との「中高教科協議会」を通して、教
11月24日（金） 科指導における中高連携を深め、生徒の学習意
14:00〜17:00 欲を高める
生徒と保護者や地域住民が、電動ろくろ等を使用
12月7日（木） して陶芸作品を作成し、地域の伝統文化を学び技
18:00〜20:00 術を習得する。
10月13日(金）

春に植えたサツマイモの収穫

10月28日（土）
11月6日（月）
・13日（月）
11月28日（火）
10:40〜11:30
11月下旬
12月上旬

上郡駅前の商店街にて、農産物販売

11月29日(水)
12:00〜13:30

11月中(未定)

授業参観
ペープサート
鶏の解体（ＰＴＡ対象で事前の申し込み）
山野里小学校でフラワーアレンジメント
地域の住民、保護者、老人会、園児等を招き1年
間の収穫に感謝して今年収穫した米・野菜を利用
して白米、豚汁の試食をしていただく。あわせて、
農作物の販売も行う。
地元ライオンズクラブとともに生徒会執行部が警
察署の協力を得て町内各地のカーブミラーの清掃
活動をする。

10月20日（金）
咲ランド入り口にて交通安全マスコット配布
11:00〜12:00
森林環境科学科が御津町のボランティア団体と
11月1日（水）
一緒に森林整備（たつの市御津町）
11月4日（土） 山崎町文化ホール
14:00〜16:00 第３３回定期演奏会
12月13日（水） 学校周辺、バス停美化活動
11:00〜12:00
普段のままの学校を地域の皆さんに公開するオー
11月8日（水）〜 プンな授業参観日です。本校生の保護者はもちろ
んのこと本校への進学を希望している中3生の保
10日（金）
護者の方も大歓迎です。
日頃の学習成果を地域の皆さんにも見ていただく
11月10日（金） 公開型の文化祭です。
11月5日（日）
期間中は自由に校内で授業を参観できます。
〜9日（木）
放課後本校教諭によるパソコン講座を開講しま
11月5日（日）
す。メールの活用方法やワードを用いての年賀状
〜9日（木）
作成等を行います。
地元在住の陶芸家を講師に陶芸教室としてコー
ヒーカップ等の制作を4日間で行います。（実費
11月13日(月） 2000円）
11月13日、19年1月22日、29日、2月19日の４日間

「地域夢プラン
推進事業」
への参加
地域と園児との
ふれあい
ふれあい育児体験

「兵庫のふれあいの
祭典」への参加
県立姫路工業高等学校
(0792-84-0111)
地域の園児との
ふれあい

ふれあい育児体験
地域の園児との
ふれあい
おもちゃ病院
インターンシップ

生涯学習講座

県立飾磨工業高等学校
(全日制）
(0792-35-1951)

小学校
パソコン出前講座

工業教育フェア

ふれあい育児体験
県立子どもの館
高校生作品展
オープンハイスクール
小学生ふれあい教室
（ロボット工作）
県立飾磨工業高等学校
(多部制）
(0792-35-1951)

小学生ふれあい教室
(環境実験）
地域安全活動
（ベンチの製作と設置）
地域から学ぼう
食の伝統と文化

県立龍野実業高等学校
（全日制）
(0791-62-1181)

高校生地域貢献事業
校外ファションショー

広嶺校区地域夢プラン推進事業への参加
10月22日（日） （城北小学校）
10:00〜15:00 自作機によるポン菓子・わた菓子交流
（溶接技術部・機械科）
広峰幼稚園
10月23日（月）
自作機によるポン菓子交流
13:00〜
（溶接科・課題研究）
広峰幼稚園
10月23日（月）
機械科１年生が園児とのふれあいを通して育児体
8:50〜
験をする
兵庫県高等学校教育研究会工業部会主催
10月28日（土）
工業教育フェア（柏原）
・29日（日）
自作機によるポン菓子・わた菓子交流
9:00〜
（溶接技術部・機械科）
10月30日（月） 30日砥堀幼稚園（溶接技術部・機械科）
11月13日（月） 13日船津幼稚園（溶接科・課題研究）
27日城北幼稚園（溶接科・課題研究）
・27日（月）
自作機によるポン菓子交流
13:00〜
城北幼稚園
11月 29日（水）
デザインか粘性が園児とのふれあいを通して育児
13:15〜
体験をする
12月4日（月） 増位幼稚園
自作機によるポン菓子交流（溶接科・課題研究）
13:00〜
地域・幼稚園児等のおもちゃを修理することで、ふ
随時
れあいと物を大切にすることを学ぶ
11月6日（月） 各企業や事業所での勤労体験により、各自の職
〜16日（木） 業適性や将来設計について考える。
2班に分けて
地域の人々に対して5講座を実施する。
・Excelを用いた統計解析（火）
通年
・素描と水彩画（火）
毎週
火・水・木・金曜 ・コンピューター入門（水）
・実用ペン習字（木）
日
・第二種電気工事士（金）
飾磨小学校4年、高浜小学校2年を対象に、本校
通年
毎週火曜日 の電気工学科とＩＴ工学科の生徒がパソコン操作
の始動を行い、カード作り、新聞作りの指導をす
5・6校時
年間16回程度 る。
丹波の森公苑で行われるふれあいフェスティバル
の中で、兵庫県下の工業高校教育の成果を発表
10月28日(土）
する。ものづくり・実演コーナー（赤外線制御ロボッ
・29（日）
ト・綿菓子販売･樟脳船製作）、生徒作品展示、ロ
ボット競技大会出場
11月6日(月） 1年次生199名が市立飾磨幼稚園を訪問し交流を
〜10日（金） する
本校生徒の実習作品、課題研究作品、文化部作
11月11日（土） 品（ロボット、燃料電池車、その他の工作物、書道
〜12月10日（日） 作品等）を展示する
11月3日（金） 中学3年生と対象に進路説明会及び各科の説明・
8:30〜11:50 見学
ロボット「ハイブリッドウィリーラジコンカー」の組み
11月22日（水）
立てと操縦体験をする。本校生徒の指導。
・24日（金）
手柄小学校・津田小学校
環境に関する初歩の実験を見たり、体験する。
津田小学校理科実験クラブ
11月初旬
本校生徒の指導で実施。
地域との連携による安全具等の製作と地域内へ
の設置及びボランティア活動をする。（近隣幼稚園
11月初旬
と保育園）
食育に関する事前講演会を実施し、地域の人々や
老人ホームのお年寄り、ＰＴＡの方々を招待し、餅
12月20日（水） つき体験学習を実施。
本校で実施
たつの市皮革まつりで、たつの市赤とんぼ文化
ホールを会場にして、本校生徒によるファッション
11月25日（土） ショーを実施する予定。なお、西脇高校、相生産業
・26日（日）
高校も同じ会場でファションショーを実施する予
定。

全生徒がレザークラフト作品を作成し、展示・販売
11月17日（金） する。また、来校者を対象にレザークラフト教室を
実施する。
学校・地域・消防署が連携して、地域防災訓練を
防災訓練
11月22日（水）
実施する。
生徒を対象に、自動車教習所と連携して、安全運
交通安全実技講習会 11月24日（金）
転・交通マナー等の講習会を実施する。
オープン・ウィーク
10月10日（火）〜 雇用主・保護者・地域住民を対象に、1週間、学校
の教育活動を公開し、紹介する。
（学校公開）
13日（金）
全校生徒とＰＴＡ役員が、のじぎく兵庫大会のボラ
のじぎく兵庫大会
10月16日（月） ンティアとして参加する。
（ボランティア参加）
相生市内７小学校６年生約200人の参加による、
地域貢献事業
11月4日（土）
自分で作ったリモコンカーロボット競技大会
（工業科）
13:00〜
場所：ほんまち通り商店街
販売実習
11月4日（土） 全国の専門高校生徒が作った商品の販売
場所：ほんまち通り商店街
（商業科）
10:00〜
リモコンカーロボット競技大会に参加の相生市内
ものづくり体験
11月4日（土）
７小学校６年生にものづくり体験コーナーを実施
（被服科）
13:00〜
場所：ほんまち通り商店街
家電修理ボランティア 11月23日（木）
相生市民会館にて家電製品の出前修理を実施
（電気科）
10:00〜
「たつの皮革まつり」にファッションショーとして参加
ファッションショー
11月26日（日）
し、被服製作の発表を実施する
（被服科）
販売実習
12月2日（土） 全国の専門高校生徒が作った商品の販売
場所：おおはまタウン
（商業科）
10:00〜
市内小学校（１校）にて、ライントレースロボットの
小・高連携事業
未定（２学期） 製作指導を実施
（電気科）
11月6日(月)
保護者対象の公開（参観）授業
公開授業週間
〜10日(金)
11月23日(木) 芸能鑑賞会、クラス発表会、模擬店等
文化祭
9:00〜16:00
校区の大半の中学校の生徒・保護者・教員の皆さ
んに対し、本校の教育（進路・資格・部活動・教育
地域貢献事業
11月24日（金） 課程・行事他）施設・設備を説明し、体験授業に参
第2回ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ
13:00〜15:00 加していただく。
教職員・姫商生徒・地域の中学生・保護者・中学校
教員
文化祭
（レザークラフト教室）

県立龍野実業高等学校
（定時制）
(0791-62-1181)

県立相生産業高等学校
（全日制）
(0791-22-0595)

県立相生産業高等学校
(定時制)
(0791-22-0595)

県立姫路商業高校
(0792-98-0437)

地域貢献事業
小高連携いきいき授業
荒川小学校との連携

県立姫路北高等学校
(0792-81-0118)

文化祭
地域共に生きる力を
高めよう討論会

9月29日（金）
10月6日（金）
・20日（金）
11月10日（金）
13:00〜15:00
11月3日（金）
10:30〜14:30
12月12日(火)
18:00〜19:30

3年生の生徒が、課題研究の授業の中で、近隣の
姫路市立荒川小学校に出向き、児童にパソコンの
基本操作（エクセル）を指導する中で、コミュニケー
ション能力、心の教育を育む。
姫商生徒・荒川小学校児童・教職員（高校・小学
校）
文化部展示、模擬店、野外ステージ
生徒が自ら企画・運営して、地域住民と連携しな
がら分科会形式で、討論会を実施する。

