
兵庫県教育委員会（vol.32） 

  ゆずりは通信（H29 年 11 月） 

                                        

  

 

●定例教育委員会での主な審議事項等（10 月） 

 

★第 12 回（H29.10.5） 

    ・教員等の資質向上に関する指標及び教員研修計画の策定に関する件 

・兵庫県立人と自然の博物館協議会委員の委嘱（任命）の件 

・平成 30 年度高等学校進学希望者数等調査の結果について 

 

 

★第 13 回（H29.10.19） 

・平成 30 年度公立学校教職員異動方針決定の件 

・平成 29 年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要について 

    ・平成 30 年度公立高等学校生徒募集計画について 

・第 72 回国民体育大会「愛顔（えがお）つなぐえひめ国体」の結果について 

・第７回神戸マラソンの開催について 

 

 

※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 

●平成 29 年度第２回兵庫県総合教育会議が開催されました（H29.10.5） 

知事と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本県

の教育の課題やあるべき姿を共有し、より一層効果

的な教育行政の推進につなげるため、平成 29 年度第

２回総合教育会議が兵庫県公館第１会議室で開催さ

れ、教育委員会から高井教育長と全教育委員が出席

しました。 

今年度２回目の開催となった今回の会議では、第

１回会議（H29.5.22 開催）での議論を踏まえ、来年

度の県教育委員会の重点施策の方向性や、知事部局

と教育委員会が共同で取り組みたい施策等について、

知事と教育委員の間で活発な意見交換がなされまし

た。 

  ※会議資料は教育委員会ホームページからご覧いただけます。 

第２回総合教育会議の様子＝兵庫県公館第１会議室 

http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/iinkai/i-kaigi/iinkaikaigi29.htm
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/iinkai/s-kaigi/sogokyo.htm


●「いじめ対応マニュアル」（改訂版）を配布しました 

  いじめ問題への対応の強化を図るため、本年３月に改定した「兵庫県

いじめ防止基本方針」を踏まえ、「いじめ対応マニュアル」の改訂を行

い、県内の公立小・中・高等学校及び特別支援学校の全教職員に配布し

ました。 

今後、対応事例等をもとに定期的に職員研修を行うなど、教職員一人

一人が本マニュアルを積極的に活用し、すべての児童生徒が生き生きと

した学校生活を送れるよう、いじめの未然防止、早期発見・早期対応へ

の組織的な取組を一層充実させます。 

 ※「いじめ対応マニュアル」の全文はこちらからご覧いただけます。 

 

●第 28 回工業教育フェアを開催しました（H29.10.28～10.29） 

    本県の工業高校等で学ぶ高校生たちの日頃の学習成果を広

く県民の皆様に披露するため、播磨科学公園都市において県

立高校生による作品展示やロボット競技大会などを行う「第

28 回工業教育フェア」が開催されました。 

ふれあいの祭典・西播磨ふれあいフェスティバルの会場内

に設けられた工業教育フェアブースでは生徒作品展示や工作

教室、実験教室等が行われました。台風が接近するあいにく

の空模様のなかでの開催となりましたが、各ブースは大勢の

来場者で賑わいました。また、播磨高原東小学校体育館では、高校生が授業や部活動で学んだ技

術・技能を存分に発揮して製作したロボットによる競技大会を開催。ものづくりに日々真剣に取

り組んだ成果発表の場となりました。 

 

●県立学校が県庁の緑化に取り組んでいます 

11 月は、県立但馬農業高等学校の農業科の生徒による作

品です。すっかり恒例となった同校の大懸崖菊（だいけん

がいぎく）の大作が、今年も来庁者や職員の目を楽しませ

てくれています。テーマは「但馬、秋の訪れ」。慎重に慎

重を重ねて設営された懸崖菊が、但馬

の山並みを美しく表現しています。 

併せて県庁２号館ロビーにも作品を展示。見事な花と香りでご来庁され

た方々をお迎えしています。県庁にお越しの際には、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。 

二足歩行ロボット競技（サッカー競技）大会 

＝播磨高原東小学校 

工作教室 生徒作品展示（県立東播工業高校） 

来場者で賑わう工業教育フェアブース 

但馬農業高校の作品展示 

県庁２号館ロビーの作品展示 

http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Egimu-bo/ijimetaiou/manyuaru2908.pdf
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/oneshot17/index-oneshot1711.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/oneshot17/index-oneshot1711.html


 

 

●神戸高塚高等学校における西神戸高等特別支援学校との「新たな交流」 

県立神戸高塚高校では、自他の命を大切にし、他者を思いやる心を育む教育を実践しています。

平成 27 年度から実施している県立神戸聴覚特別支援学校との交

流及び共同学習に加えて、平成 29 年度からは、今年４月に本校と

同じ神戸市西区に開校した県立西神戸高等特別支援学校との交流

を始めました。今年度の主な交流事業の内容を紹介します。 

 

【主な交流実績】 

６ 月  本校文化祭に、西神戸高等特別支援学校の１年生 48 名が

参加。ステージに上がってパフォーマンス披露がありました。 

 

７ 月  本校科学探求類型の生徒が製作し、文化祭で展示した恐竜

の骨格模型を西神戸高等特別支援学校へ寄贈しました。 

また、本校校長と理科教諭が講師となり、西神戸高等特別支援学

校の生徒を対象に科学実験教室を開催。「浮沈子づくり」「風船の串

刺し」などに挑戦しました。終了後には、西神戸特別支援学校内の

カフェ「Liebe」において、同校が授業で行っている喫茶サービス

実習の成果を、科学実験教室の講師２名が体験しました。 

 

９ 月  西神戸高等特別支援学校の教諭２名を講師としてお招きし、

本校の校内カウンセリング研修「支援が必要な生徒への具体的対応

について」を実施。本校教職員 34 名が参加しました。講師のコー

ディネートにより具体的な事例をもとに、活発な協議ができました。 

 

【今後の交流予定】 

11 月 本校の「ボランティア実践Ⅰ・Ⅱ」の授業に、西神戸高等特別支援学校の生徒が参加し、

ベッドメイクや車椅子介助など、介護の基礎知識を共に学びます。本校からは「ボランティア実践」

選択者（２・３年生）が参加予定。自らが学んだ介護の基礎知識を

共有するとともに、授業を通して相互理解を深め、コミュニケーシ

ョン能力を養うことを目的としています。 

 

12 月 西神戸高等特別支援学校で実施される「視覚障害者への伴

走ボランティアについて」の講話と実習に、本校の陸上競技部（１・

２年生 24 名）が参加し、共に学習します。当日は、視覚障害をお

持ちの方のマラソン伴走を実際に体験する予定です。 

 

本校では、全校生徒がそれぞれの得意分野を生かして、様々なボランティア活動に積極的に参加

しています。今後も、本校の交流及び共同学習の目的である「お互いの学びを共有し、よりよい人

間関係をつくり、幅広い社会性を養う」の実現を目指し、生徒・教職員を含めた学校全体で、様々

な活動に取り組んでいきます。  ※神戸高塚高校のホームページはこちらからご覧いただけます。              

「講師に注目！」科学実験教室の様子  

＝西神戸高等特別支援学校 

恐竜模型の贈呈式 

＝西神戸高等特別支援学校 

文化祭でのパフォーマンス＝神戸高塚高校 

http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/takatsuka-hs/htdocs/


今後のイベント情報 

★ひょうご子ども読書活動推進フォーラムを開催します（H29.12.16） 

 県内の子ども読書活動関係者や県民が集い、講演や実践発表等を

通して、読書コミュ二ティ拠点の形成や児童・生徒の自主的な読書

活動の活性化を目指す「ひょうご子ども読書活動推進フォーラム」

を開催します。当日は、講演や実践発表のほか、中学生・高校生（県

内在住・もしくは県外在住で県内の学校に通学）を対象としたビブ

リオバトル（書評合戦）を開催し、読書活動に繋がる機会を提供し

ます。多数のご参加をお待ちしています。 

 ○日時 平成 29 年 12 月 16 日（土）12 時 30 分～16 時 45 分（受付は 12 時～） 

○場所 神戸市勤労会館 大ホールほか（神戸市中央区雲井通５丁目１－２） 

○内容 ① 実践発表：「図書館を活用した子どもたちの課題（調べ）学習について」 

    ② ビブリオバトル：中学生・高校生による書評合戦 

    ③ 講演：演題「読書が深める学びの喜び ～子どもと本をつなぐ大人の役割～」 

          講師 立田 慶裕氏（神戸学院大学人文学部教授） 

※参加申込方法など詳細はホームページをご覧ください。 

 

★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 大エルミタージュ美術館展 

オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち 
H29.10. 3(火）～ H30. 1.14(日） 

県立人と自然の博物館 

開館 25 周年記念展示 

｢ひとはく研究員のいちおし 25 選 

（秋の部）｣ 

H29.10. 7(土） 

～  H30. 1. 8(月・祝) 

緊急速報展 

ヒアリとアカカミアリ 

H29. 7. 1(土)  

～ H30. 1. 8(月・祝) 

収蔵資料展 

｢ひょうごの針葉樹｣ 

H29.10. 7(土） 

～  H30. 1. 8(月・祝) 

県立歴史博物館 
特別展 ひょうごと秀吉  

－近年の新紹介資料を交えて－ 
H29.10. 7(土) ～ H29.11.26(日) 

県立考古博物館 
開館 10 周年記念特別展 

青銅の鐸と武器－弥生時代の交流－ 
H29.10. 7(土) ～ H29.11.26(日) 

県立考古博物館加西分館

｢古代鏡展示館｣ 

開館記念展２ 

三彩の俑たち 唐王朝のたたずまい 
H29. 9. 7(木) ～ H30. 3.13(火) 

                                                                       

 「ゆずりは通信」vol.32   発行/兵庫県教育委員会    編集/兵庫県教育委員会事務局総務課企画広報班 

ビブリオバトル決勝戦の様子（昨年度） 

http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eshabun-bo/shisetsu/dokusyo/dokusyo.htm
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_1710/index.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_1710/index.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/solenopsis.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/solenopsis.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Erekihaku-bo/official/ex-2017-sp2.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Erekihaku-bo/official/ex-2017-sp2.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000006lj9.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000006lj9.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/kodaikyou/modules/event/index.php?action=PageView&page_id=15
http://www.hyogo-koukohaku.jp/kodaikyou/modules/event/index.php?action=PageView&page_id=15

