
互いのプレゼンテーションについて、 

アドバイスを送り合う生徒＝県立明石城西高校  

比熱測定の実験の様子を撮影する生徒 

＝県立明石城西高校  

兵庫県教育委員会（vol.36） 

  ゆずりは通信（H30 年３月） 

                                        

  

●定例教育委員会での主な審議事項等（２月） 

★第 20 回（H30.2.8） 

    ・平成 30 年度「指導の重点」決定の件 

・兵庫県学校教職員定数条例の一部を改正する条例制定に係る意見申出の件 

・職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定に係る意見申出の件 

・平成 30 年度当初教育関係予算案に係る意見申出の件 

・平成 29 年度兵庫県スポーツ優秀選手賞表彰式について 

 

★第 21 回（H30.2.22） 

・兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則及び兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則制定の件 

・平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

・平成 29 年度県立高等学校部活動指導者表彰について 

・教職員用指導資料｢男女共同参画社会の実現をめざす教育の実践について（改訂版）【実践事

例編】｣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ＩＣＴ利活用研究発表会を行いました（H30.2.7） 

県教育委員会では、平成 27 年度から３年間、県立明石城西高等

学校を研究校に指定し、「ＩＣＴ利活用実証・研究事業」を進めて

きました。この度、これまでの研究成果を広く発信するとともに、

生徒の学力向上等を目的としてタブレット端末等の情報機器を活

用した教育実践の公開や研究協議を行いました。 

当日は、生徒がタブレット

端末を用いながら、自分の考

えを分かりやすく伝える現代文と英語の授業や、実験手順を確

認したり、実験の様子を記録したりする物理の授業など、生徒

の主体的な学習活動を中心に据えた取組が公開されました。 

同事業における多様な教科等での実践研究は、リーフレット

にまとめられ、全県立学校に配布される予定です。このリーフ

レットを活用し、本県におけるＩＣＴの特性や強みを生かした 

学習過程の質的な改善が一層推進されることが期待されます。 

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


世良田教育次長から表彰状を授与＝兵庫県公館 

受賞者代表あいさつ   

髙井教育長から表彰楯を授与 

表彰された先生方＝教育委員会室（兵庫県庁３号館） 

県立氷上高等学校の作品＝兵庫県庁 

●平成 29 年度第２回「ゆずりは賞」表彰式を実施しました（H30.2.16） 

兵庫県公館において、平成 29 年度第２回「ゆずりは賞」

表彰式が行われ、受賞者へ表彰状と記念品が贈呈されま

した。「ゆずりは賞」は県下の学校教育及び社会教育の分

野で、多くの人の模範となるような立派な行為等をした

個人や団体を教育長が表彰しその功績を讃えるもので、

今回は個人 28 名と２団体が受賞しました。 

表彰式では、四大陸フィギュアスケート選手権大会

2018 で第２位の成績をおさめた県立

芦屋高等学校３年の三原舞依さんを

はじめ、小学校・中学校・特別支援

学校の各校種の代表者に、世良田教育次長から表彰状と記念品を贈呈しました。

また、第 65 回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会で厚生労働大臣賞

を受賞した県立松陽高等学校４年の藤原未空さんが受賞者を代表してあいさつを

行いました。表彰式終了後には、各分野の第一線で活躍する受賞者同士が声をか

けあう姿も見られ、互いに刺激を受け合っている様子がうかがえました。 

今回受賞されたみなさんの今後、益々の活躍が期待されます。 

※受賞者一覧等は教育委員会ホームページでご覧いただけます。 

 

●平成 29 年度県立高等学校部活動指導者表彰を行いました(H30.3.7) 

県立高等学校の運動部・文化部活動の普及・振興発展に顕著な功績

があり､他の模範となる指導者を､その功績を讃えて、教育長が表彰し

ました。 

運動部では、全国高等学校総合体育大会や全国高等学校軟式野球大

会等において優勝や初

出場を果たした教諭 11

名を、文化部では全国高等学校総合文化祭や全国放

送コンテストにおいて優勝や初出場を果たした教諭

４名を表彰しました。今回表彰された先生方は、大

会等で優秀な成績をおさめたことだけではなく、｢ノ

ー部活デー｣の徹底をはじめ、生徒の個性や自主性を

尊重した指導や、文武両道の実践など、日々の活動

における取組も高く評価されました。 

※受賞者一覧等はこちらからご覧いただけます。                   

●県立学校が県庁の緑化に取り組んでいます 

３月は、県立氷上高等学校生活科の生徒による作

品です。平成 29 年度のラストを飾る作品は、アフ

リカ原産の花であるリビングストンデージーを敷

き詰め、春を待つ「早春の花畑」を表現しています。

課題研究の作品で、炭を素材にして製作した真っ黒な鉢がアクセントに

なっています。展示期間は３月末まで。県庁にお越しの際は是非、お立

ち寄りいただき、まもなく見頃を迎える原色の花畑をお楽しみください。 

※学校 PR 等はワンショットニュースで発信しています。 

http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Esomu-bo/yuzurihas/29/yuzurihashou_h29-2.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/kisya29/3002/300222taiiku.pdf
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/oneshot17/index-oneshot1803.html


【重要有形文化財】旧小阪家住宅 

＝県立尼崎の森中央緑地内 

 

｢パンフレット、完成しました！｣＝篠山市立西紀小学校  

【史跡名勝天然記念物】北条の五百羅漢 

＝加西市北条町 

●平成 29 年度兵庫県指定文化財が指定されました 

  兵庫県文化財保護審議会の答申を受け、３月８日（木）開

催の兵庫県教育委員会において、７件が重要有形文化財等に

指定されるとともに、１件の建造物が登録文化財に登録され

ました。新たに指定・登録された文化財は次のとおりです。 

 

○兵庫県指定文化財 

旧小阪家住宅（尼崎市）、狭宮神社 本殿・天満宮（丹波市）、                 

丹波焼（兵庫陶芸美術館所蔵資料）(篠山市）、香美町の三番

叟（香美町）、北条の五百羅漢（加西市）、旧小河氏庭園（三

木市） 

○兵庫県指定文化財に追加指定され名称が変更されたもの 

荘厳寺 多宝塔・本堂・三社八幡宮 (西脇市)  

○兵庫県登録文化財 

天満神社本殿（三田市） 

 

五百羅漢や丹波焼をはじめ、地域で古くから親しまれた歴

史文化遺産が、調査での新たな価値をふまえて、県の文化財

に指定されました。ぜひ、現地でホンモノの魅力をお確かめ

ください。                          ※指定・登録物件の詳細はこちらからご覧いただけます。 

 

●「丹波地域まちの自慢発信事業」パンフレットができました【丹波教育事務所】 

地域創生を持続的に進めるためには、生まれ育った地域に愛

着や誇りを持つふるさと意識の高い人材を育成していくことが

重要です。そこで、兵庫県丹波県民局と丹波教育事務所の共同

事業として、平成 28 年度から、毎年４校の小学校をクローズア

ップし、ふるさと学習の成果を広く地域内外に発信し、児童の

ふるさと意識の醸成

と各小学校の活動や

地域の魅力発信を図っています。 

この度、「総合的な学習の時間」等で、地元の自然環

境・歴史・文化・特産物について、ふるさと学習を行

った取組とその成果をパンフレットにまとめました。

パンフレットは、丹波管内のＪＲ主要駅、住民センタ

ー等で配布しています。また、各小学校の取組は丹波

教育事務所のホームページにも掲載しています。 

 

《 平成 29 年度 発表標題と指定校 》 

○ふるさとに「にしきをかざる」【篠山市立西紀小学校】 

○まちじまん！あじまのじまん！【篠山市立味間小学校】 

○『歴史・文化・学問のまち』魅力いっぱい ふるさと崇広【丹波市立崇広小学校】 

○地域の誇り 東小鼓笛隊【丹波市立東小学校】 

※丹波教育事務所のホームページはこちらからご覧いただけます。 

http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/kisya29/3003/300308bunkazai.pdf
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Etanba-bo/


●兵庫県立美術館｢プラド美術館展｣ 早割ペアチケット好評販売中（H30.3.1～4.9） 

 県立美術館では、６月 13 日（水）から 10 月 14 日（日）の会期

で、特別展「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」を開催し

ます。同展はプラド美術館が誇る巨匠ディエゴ・ベラスケスの本邦

初公開の作品を含む７点を軸とし、ティツィアーノやルーベンスな

ど王室コレクションの数々の傑作で構成され、絵画の黄金時代とい

われる 17 世紀を中心とするヨーロッパ絵画の粋をご覧いただける

貴重な機会となります。 

現在、この特別展の早割ペアチケットを販売しています。２枚セ

ットで前売券より 200 円安いお得なチケット。お一人で２枚使って

いただくこともできます。是非、この機会をご利用ください。 

○価  格 ２枚で 2,600 円（一般のみ販売） 

○販売期間 平成 30 年３月１日（木）～４月９日（月）まで 

○販売方法 ローソンチケット限定（Ｌコード 57900） 

※詳細は県立美術館ホームページをご覧ください。 

                                                                                

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 

「小磯良平と吉原治良」展 
H30. 3.24(土）～ H30. 5.27(日) 

県立人と自然の博物館 

緊急速報展 

｢トンネルから見つかった恐竜 

－篠山層群の角竜類－｣ 

H30. 2.11(日・祝） 

～   H30. 4. 8(日) 

ミニ企画展「六甲山のキノコ展 2018 

～野生のキノコの不思議な魅力～」 

H30. 2.11(日・祝) 

～   H30. 5.25(金) 

ミニ企画展 

「淡路島のモササウルス類」 

H30. 2.12(月・休) 

～   H30. 4. 8(日) 

県立歴史博物館 
特別企画展 「ふろくの楽しみ 

明治～平成の子どもの雑誌から」 
H30. 1.27(土) ～ H30. 3.25(日) 

県立考古博物館 

開館 10 周年記念企画展 

ひょうごの遺跡 2009～2018 

－調査研究報告－ 

H30. 1.20(土) ～ H30. 3.25(日) 

県立考古博物館加西分館

｢古代鏡展示館｣ 

県政 150 周年記念事業・春季企画展 

｢吉祥の図像 鏡に表された願い｣ 
H30. 3.15(木) ～ H30. 9.11(火) 
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http://www.artm.pref.hyogo.jp/news/index.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/index.html
http://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/index.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/ceratopsia.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/ceratopsia.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/ceratopsia.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/rokkokinoko2018.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/rokkokinoko2018.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/mosasaurus.html
http://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/mosasaurus.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Erekihaku-bo/official/ex-2017-pl2.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Erekihaku-bo/official/ex-2017-pl2.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000006nzj.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000006nzj.html
http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000006nzj.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/kisya29/3002/300221kouko.pdf
http://www.hyogo-c.ed.jp/%7Eboard-bo/kisya29/3002/300221kouko.pdf

