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  ゆずりは通信（H28 年 6 月） 

                                            

 

●定例教育委員会での主な審議事項等（5月） 

 

★第 3回（H28.5.12） 

   ・平成 28年熊本地震への対応について 

   ・県立学校環境充実応援プロジェクトの実施について 

   ・平成 28年度ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業について 

   ・「『古事記』の冒頭を飾る｢国生みの島・淡路｣～古代国家を支えた海人の営み～」の日本遺

産認定について 

   ・県立美術館特別展「1945年±５年 激動と復興の時代 時代を生きぬいた作品」展につ

いて 

★第 4回（H28.5.26） 

    ・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例制

定に係る意見申出の件 

   ・学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る保障基礎額等を定める規則の一

部を改正する規則制定の件 

   ・平成 28年度兵庫県公立高等学校入学者選抜学力検査に関する実施結果について 

   ・第 60回兵庫県高等学校総合体育大会の開催について 

 

※会議録及び会議資料は、教育委員会ホームページの教育委員会会議でご覧いただけます。 

                                            

 県教委ＴＯＰＩＣＳ 

●県立学校が県庁の緑化等に取り組んでいます (H28.6.1) 

 

６月は今年で創立 120周年となる県立有馬高校の 

人と自然科３年生４人による作品です。 

毎日の水やりや温度管理など、手間と愛情をかけて 

育てたドラセナやモンステラなどが生き生きと来庁者 

をお出迎えしています。砂利のあたりをよく見ると、 

何か浮かび上がってきませんか？答えはワンショット 

ニュースをご覧ください。展示場所は県庁２号館と３ 

号館の間の通路（議会棟１階）です。県庁にお越しの 

際はぜひお立ち寄りください。 

 

※学校ＰＲ等はワンショットニュースで発信しています。 

有馬高校作品展示 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/iinkai/i-kaigi/iinkaikaigi28.htm
http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/oneshot16/index-oneshot1606.html#ryokuka


●震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ） 平成 28 年熊本地震 派遣報告 

 
 
先遣隊 平成 28年 4月 16日(土) 

～17日(日) 
派 遣 者 ＥＡＲＴＨ員２名 
派遣場所 熊本県教育委員会 
     県立東陵高校 
     益城町立広安小学校 
     熊本市教育委員会 
 
 
 
 
 
第 1次派遣 平成 28年 4月 19日(火) 

～23日(土) 
派 遣 者 ＥＡＲＴＨ員 17名 
派遣場所 益城町内 4校 
     熊本市内 22校 
     西原村  1校 
     南阿蘇村 2校 
     御船町  6校 
     宇土市 10校 

阿蘇市  1校 
大津町  9校 
菊池市  1校 合計 56校 
 

 
 
 
 
第２次派遣 平成 28年 4月 25日(月) 

～28日(木) 
派 遣 者 ＥＡＲＴＨ員 14名   
派遣場所 益城町内 4校 
     熊本市内 6校 
     合志市  1校 
     西原村  2校 合計 13校 
     益城町校長会 
     熊本市公立学校長会 
 
                                     
 
 
第３次派遣 平成 28年 5月 16日(月) 

～20日(金) 
派 遣 者  ＥＡＲＴＨ員 10名 
派遣場所 益城町内 全 7校 
     熊本市   1校 
     菊池市   1校 
     大津町   1校  合計 10校 
   
 
 

 
 
 
第４次派遣  
平成 28年 6月 6日(月)～10日(金) 

 
５月 24日に第１回震災・学校支援チーム（EARTH）運営委員会が県公館で開催されました。現地に派遣された EARTH

員より、活動内容や成果また EARTH 員の更なるスキルアップの必要性等課題の報告がされました。 
 

4月 16日午前 
 
AM6:00 新神戸を出発し新幹線で 

博多へ。 
AM11:40レンタカーで熊本県庁到着。 
 
熊本県教育委員会にて EARTHの 
概要と現地での活動を説明。 

4月 16日午後 
 

県立東陵高校にて、校長、副校長
より現状を聞き取り調査。 
現場は教職員が災害発生直後より
避難所運営に奔走され、行政の支
援もなく疲労困憊状態。 

教育企画課では、壁に張られた模造紙 
に現地の EARTH員からの報告をもとに
派遣先等を記録していく。 
派遣されていない EARTH員も現地派遣
の EARTH員とメールで情報交換をし、 
お互いの知見をカバーしながら後方支
援を行う。 

4月 17日午前 
 

広安小学校にて校長、教頭から現
状を聞き取り、避難所を視察。 
その後、避難所運営について、ア
ドバイスを行う。 

 
 

5月 20日 
益城町立木山中学校職員研修では、 
今後様々な相談が想定される心のケ
アの実践方法を体験。 

第１次派遣では、多くの学校に対し
て避難所運営を自主運営へ移行し
ていく手順を伝えることができた。 
 

4月 27日 
熊本市立公立学校小校長会 

 

第３次派遣では、教職員が行う心の
ケアについて伝えることができた。 
 

先遣隊では、東日本大震災時などこ
れまでの EARTHの活動について熊
本県教育委員会に理解していただ
いた。 
 

第２次派遣では、学校再開に向けて
の手順を伝えることができた。 



●「兵庫食農甲子園 2016」開催 (平成 28年 5月 28 日) 

～県内の農水産高校で学ぶ生徒たちが日頃の学習成果を発表しました～ 

今年で３回目を迎える｢兵庫食農甲子園 2016｣が、５月 28日（土）に元町１番街商店街において

開催されました。当日は、県内の農水産高校１２校の生徒約１５０名が参加し、実習で育てた農産

物や加工品の販売をはじめ、コサージュ作り・フラワーアレンジメント体験などの実演が行われ、

各校のブースは大変な賑わいでした。また、授業内容や研究成果等のパネル展示等を通して日頃の

学習成果を紹介しました。 

会場内に設けられたステージでは、香住高等学校海洋科学科３

年生２名によるマグロの解体ショーや、各校の学校紹介が行われ、

当日、会場にお越しになった多くのお客様に農水産高校の魅力を

お伝えすることができました。              

（各校の販売・展示・体験の主な内容は、以下の一覧をご参照く

ださい。） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○販売・展示・体験の主な内容 （｢食農甲子園 2016｣チラシ掲載順） 

学 校 名 参 加 内 容 

香 住 高等学校 マグロの解体ショー、販売（さんま塩干し、サバ味醂干し、ﾏｸﾞﾛ油漬け缶詰、ｱｼﾞﾏﾘﾈ缶詰 等） 

但馬農業 高等学校 販売（きゅうり、米粉のｼﾌｫﾝｹｰｷ・ｸｯｷｰ、紫黒米 等）、ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ試飲、麦わら細工体験 

氷 上 高等学校 販売（平飼い有精卵、玉ねぎ、焼き菓子、瓶詰めジャム、味噌、花苗 等）、パネル展示 

篠山産業 高等学校 販売（コマツナ、トマト、黒豆、お米、クッキー、花・ハーブ苗 等）、クッキーの試食 

篠山東雲 高等学校 販売（花苗、きゅうり、黒豆、山の芋、クッキー、お菓子 等） 

有 馬 高等学校 フラワーアレンジ生徒作品展示、コサージュ作り体験 

山 崎 高等学校 木工品販売（鍋敷、額縁ﾌﾟﾗﾝﾀｰ、木馬、木酢液 等）、ｴｺｸﾗﾌﾄと木で作る消臭飾り（体験） 

上 郡 高等学校 販売（ジャム、鶏卵、キュウリ、レタス、玉ねぎ、ジャガイモ、草花（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｻﾙﾋﾞｱ） 等） 

播磨農業 高等学校 販売（玉ねぎ、ｻﾙﾋﾞｱ苗ｾｯﾄ、卵、卵かけご飯ｾｯﾄ 等）、ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ体験、卵殻ﾓｻﾞｲｸｱｰﾄ 

農 業 高等学校 販売（野菜、花苗、盆栽、酸乳飲料、卵 等）、お米の試食、羊毛ｸﾗﾌﾄ、パネル展示 等 

佐 用 高等学校 販売（ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、鶏卵、花苗、ｼﾌｫﾝｹｰｷ、等）、手もみ茶加工体験、寄せ植え体験 等 

淡 路 高等学校 販売（トマト、ｷｭｳﾘ、ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｸｯｷｰ、ﾗｽｸ 等）、多肉・観葉植物の寄せ植え体験 

※当日の様子は、ワンショットニュースからもご覧いただけます 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/oneshot16/index-oneshot1606.html#syokunou


                                                           

今後のイベント情報 

★美術館・博物館等の催し案内  

  

施 設 名 主な催しもの 期  間 

県立美術館 

特別展 

1945 年±5年 激動と復興の時代 

時代を生きぬいた作品 

H28. 5.21(土）～ H28. 7. 3(日） 

県美プレミアム小企画展  

中西 勝展 画業と生涯を偲んで 

－兵庫県所蔵作品を中心に－ 

H28. 3.19(土) ～ H28. 6.19(日) 

県立人と自然の博物館 
 

ミニ企画展「ひょうごの昆虫展」 
H28. 6.25(土) ～ H28. 9. 4(日) 

県立歴史博物館 

特別企画展 

歴史をいろどる群像 

－館蔵コレクションにみる－ 

H28. 4.23(土) ～ H28. 6.19(日) 

県立考古博物館 
特別展 

築城－職人たちの輝き－ 
H28. 4.23(土) ～ H28. 6.19(日) 

 

 

●県立美術館特別展好評開催中 

 

「1945年±5 年 激動と復興の時代 時代を生きぬいた作品」展 

 

1940 年から 50年までの間に制作された作品（洋画を 

主とし、素描、日本画、彫刻も含む）を展覧いたします。 

1940 年代は、前半がアジア・太平洋戦争の時代、後半が 

連合国軍によって占領された時代です。激動の時代を大 

きく反映した作品もあれば、時代から距離を取ったもの 

もあります。出品作家は、藤田嗣治、小磯良平、香月泰 

男、水木しげるら、約 70名となっており、見どころ満載 

の本展にぜひお越しください。 

 

会期 平成 28年 5月 21日(土)～7月 3日（日） 

 

※詳しくは県立美術館ホームページからご覧いただけます。 
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小
小磯良平《斉唱》1941年 

 
兵庫県立美術館蔵 

 

http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_1605/index.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_1605/index.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_1605/index.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/j_1603/20160319.pdf
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/j_1603/20160319.pdf
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/j_1603/20160319.pdf
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/hyogokontiyu.html
https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/official/ex-2016-pl1.html
https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/official/ex-2016-pl1.html
https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/official/ex-2016-pl1.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf00000063in.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf00000063in.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_1605/index.html

