教育長からのメッセージ
みなさん、はじめまして。平成 30 年４月１日より、神戸市教育長に就任いた
しました長田淳です。
人口減少社会、少子・超高齢化の進展など、教育を取り巻く環境は大きく変化
しており、様々な課題に直面しています。そのような中、
本市の教育理念である
「人
は人によって人になる」をしっかりと心に刻み、
「心豊かにたくましく生きる人間」
を育てるべく神戸の教育をより良いものにしていくため、さまざまな取組を進め
てまいりたいと考えています。
神戸が「住みたいまち」「選ばれるまち」となるためには、まちの魅力としての「教育」は大変重要
な要素です。このため、特に学力の向上とともに教員の資質向上に努め、あわせて教員の多忙化対策に
も重点的に取り組んでいく所存です。
子供たちには学校園でいきいきと活動し、社会の中で自立して生きる力を身に付けてもらいたいと
願っています。保護者の皆様におかれましても、ご理解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。

おすすめ情報
青少年科学館プラネタリウムこども番組

埋蔵文化財センター

「ボーケンくんのはるかなたび」投映のご案内

「五色塚古墳まつり」
古墳時代の衣装を身にまとい、埴輪を手にした霞ケ丘
小学校の児童によるパレードでおまつりは始まります。
ここは兵庫県内最大の前方後円墳、五色塚！
古墳のまわりでは、古代衣装を着たり、火おこしや、
まが玉作りなどの古代体験ができます。

古墳の上での▶
パレード

お友達のお誕生会で弾くピ
アノを練習しているナサちゃ
ん。でもなかなか上手く弾け
ません。そんなある日、金色
のディスクがお空から落ちて
きました！
ぴかぴかのディスクをボー
ケンくんのところまで連れて
いくために、ナサちゃんは宇
宙へと不思議な旅に出ます。
ナサちゃんは無事にボーケン
くんに会えるのでしょうか？
場所 バンドー神戸青少年科学館
（神戸市中央区港島中町 7-7-6）

プラネタリウムシアター

投影期間 平成 31 年 4 月 7 日
（日）
まで（予定）

場所 五色塚古墳（垂水区五色山 4 丁目 1）

投影時間 毎日 11：10、14：40

開催日 6 月 9 日
（土）※ 小雨決行・雨天中止

※ 今夜の星空解説と番組で約 45 分間となります。
※学校団体の予約がある場合は番組が変更となる場合があります。

時間 古墳時代パレード

10：00 〜 11：30

休演日 毎週水曜日（祝日の場合は開館し、翌木曜日に休館）

土器づくりやまが玉づくりなどの古代体験

館内整理日・年末年始
（12 月 28 日
（金）〜 1 月 4 日
（金）
）

13：00 〜 15：30

※ 春・夏休みは無休

入場料 無料

入館料 大人（18 歳以上）400 円、
（小・中・高校生）200 円

※ 古代体験は材料費（300 円～）が必要なものがあります。

※ 幼児無料

お問い合わせ先／埋蔵文化財センター TEL.992-0656
教育委員会に関するご意見・ご感想がございましたら、
お問い合わせフォーム
（教育委員会だよりの公開ホームページ下部）
またはFAX
（078-322-6145）
によりご連絡ください。

お問い合わせ先／バンドー神戸青少年科学館 TEL.302-5177

神戸市教育委員会だよりの公開HPは

神戸市教委だより
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「神戸市立中学校・義務教育学校部活動ガイドライン」の策定
部活動は、学校教育の一環として、スポーツや文化・科学を通して生徒の個性や能力を伸ばし、社会
性や人間性を育むなど長年その意義が認められてきました。
しかし、生徒は、連日または長時間にわたる活動により、十分に休養がとれないことや、顧問教員は
約半数が未経験の部活動を担当し、長時間勤務による多忙感が募るなど改善すべ
き課題が、全国でみられるようになりました。
そこで、スポーツ庁は、部活動において、抜本的な改革に取り組む必要がある
とし、3 月に「運動部の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定しました。
それを受けて、このたび「神戸市立中学校・義務教育学校部活動ガイドライン」
を策定し、下記の通り、生徒にとっても、教員にとってもより魅力ある持続可能
な部活動（運動部・文化部）にするための指針を示しました。各校においては本
市のガイドラインに則り、5 月より新たな部活動の運営を順次実施いたします。

趣旨

○成長期の生徒にとって心身のバランスのとれた活動とするため、適度な休養を確保し、
安全で安心な部活動の運営をおこなう
○部活動の質的向上を図るため、顧問教員の指導力を向上し、専門的な指導のできる外部
人材を積極的に活用する
○部活動の適正化を図り、教員の働き方改革となるよう組織的に取り組む

休養日の設定
週当たり 2 日以上の休養日を設定
平
日：原則として水曜日は休み
週休日等：土・日曜日及び祝日は少なくとも 1
日以上は休み
大 会等で週休日等に活動した場合
は休養日を他の日に振り替える
活動時間：平日は長くとも 2 時間
週休日等は長くとも 3 時間

外部人材の活用
外 部 顧 問：顧 問教員に代わり、平日・休日
問わず部活動指導、運営全般を
担う
外部支援員：顧問教員と共に技術指導を担い、
平日に顧問教員の不在時も単独
指導が可能
外部指導員：顧 問教員と共に技術指導を担い
単独で安全見守り活動が可能
※いずれも教育委員会主催の研修を受講する

指導力の向上
○運 動部の指導者は、スポーツ医・科学に基
づいた短時間で効果的な指導方法を研修会
や国内総括団体（連盟や協会）による手引
書・ホームページ動画を参考に習得する
○体 罰・暴言・ハラスメントの根絶に向けて
あらゆる機会をとらえて研修し、組織的に
取り組む

○「神戸市立中学校部活動ガイドラインは神戸
市教育委員会スポーツ体育課のホームページ
に掲載しています。
○各学校の部活動方針や計画は
各学校のホームページに掲載
する予定にしています。
是非ご覧ください。

小規模特認校（六甲山小学校・藍那小学校）
を紹介します！

自動車図書館「みどり号」
をご存知ですか

神戸市では、自然環境に恵まれた特色ある教育
を推進している小規模な学校を「小規模特認校」
として、六甲山小学校と藍那小学校の 2 校を指定
しています。（児童が公共交通機関を利用してお
おむね 1 時間以内で通学できること等の就学要件
があります。）
六甲山小学校は、標高 800m 近くの六甲山の
森の中に在り、豊かな自然環境の中で学習や生活
をしています。その環境を活かし、カヌー体験、
ツゲ池での魚捕り、雪遊び、六甲全山縦走や六甲
山スノーパークを使っての 1 年生からのスキー学
習、全校キャンプなどの活動も行い、全校生がま
るで兄弟のように仲良く活動しています。
藍那小学校では、広い学習園で多くの野菜を
作っているほか、全校キャンプやうどん作りなど
楽しい行事がいっぱいです。学習面では、ICT 機
器を全普通教室に設置して活用しています。市内
唯一の木造校舎で自然を感じ、地域の方々の協力
を得ながら、「里山で学び、遊び、ふれ合う」藍
那教育を実践しています。

自動車図書館「みどり号」が市内を走っている
ところをご覧になったことは、ありますか？ク
リーム色と濃い緑のツートンカラーで、一見する
と小型バスのようですが、トラックを改造した車
体に約 3,000 冊の本を載せています。月 1 回、北
区、須磨区、垂水区、西区の図書館が近くにない
地域の公園など、42 か所に巡回しています。巡回
時間や巡回地については、図書館のホームページ
で確認できます。場所がわからない時は、区別の
巡回地リストから地図を表示してください。

平成31年度小規模特認校入学説明会を各校にて下記
の日程で実施いたします。
（事前に予約が必要です）
※入学説明会の参加申し込みは、直接各学校へお電話ください。

●藍那小学校 平成30年6月16日
（土）
10：50〜
TEL.591-0367
（土）
11：00〜
●六甲山小学校 平成30年6月30日
TEL.891-0328

◀六甲山小学校
（カヌー体験）

藍那小学校▶
（チャレンジ一輪車）

▲自動車図書館
「みどり号」

▲新しく入ったイラスト

お問い合わせ先／学校経営支援課学事計画係 TEL.322-5763

「高校で教師の卵を育てる」
：須磨翔風高校「教育科」の取組み
須磨翔風高校では、多彩な 5 つの専門科目群の
内、「教育・人間」群の「教育科」において、将
来の神戸の教育を担う先生の卵を育てることを目
的とし「教育入門・体験」
「学内教育実習プログ
ラム」「教育問題の理解と発信」の 3 科目を設定
しています。今年 1 月 19 日には、他府県の高校
や大学と繋がり、
高校から「先生をつくる」をテー
マに、授業実践発表会を須磨翔風高校で開催しま
した。「教育科」を置く高校は全国的にも珍しく、

また、今の「みどり号」は、平成 29 年 4 月に
新車両になったばかりの 5 代目です。新しくなっ
た 車 体 に は「 ワ ケ ト ン 」 の 作 者 の the rocket
gold star こと山崎秀昭氏によるイラストが入
り、より親しみやすくなりました。
貸出は、自動車図書館専用の「貸出カード」を
作れば、お 1 人 10 冊まで、次の巡回日までの 1
か月間借りられます（中学生以上の方は証明書が
必要です）。ご家族の分も借りられるので、たく
さん借りてゆっくり読んでいただけます。

教員養成の課程がある高校と大学関係者の会合
は、県内では初めての試みとなりました。
本校は創立以来、大学や近隣の幼稚園・小学校
と連携し、講義・教材研究・指導案づくり・実習
などを行い、模擬授業にも挑戦しています。教育
科の授業を受け、既に幼稚園や保育所で働いてい
る卒業生は多く、一昨年は兵庫県の公立高校で、
平成 30 年度には初めて神戸市立の小学校で教壇
に立つ卒業生が生まれています。

お問い合わせ先／中央図書館利用サービス課 TEL.371-3351

こうべっ子悩み相談について
いじめやその他の問題に悩む子供や保護者等が、いつでも相談できるように 24 時間
対応可能な相談窓口を設置しています。どんなに小さな心配ごと、悩みごとでも、抱え
込まず、早めに相談してください。秘密は守ります！名前は言わなくてもいいです。
・いじめのこと
・友達とのこと

・ネットトラブル
・不安なこと

電話相談窓口
毎日24時間いつでも

・不登校のこと
・勉強、進路のこと
1番にこうべっ子

など

一人で
悩まないで！

な や み 相 談

0120 -１５５-７８３（通話料無料）

夜間などの電話対応について
４月に小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校の保護者の皆様に、平日 17 時以降の学校への電
話を控えていただくお願いの手紙をお配りしております。ご協力をお願いいたします。
※17 時以降は、電話がつながらない場合もございますのでご了承ください。
※17 時以降でも必要により、学校から保護者の方へ連絡する場合があります。また、17 時以降につき
ましても、ご相談や家庭訪問は行いますので、希望される場合は、事前に学校へご連絡ください。
▲科目
「教育入門・体験」
名谷こすもす幼稚園での実習授業

▲科目
「教育問題の理解と発信」
パネルディスカッション授業

お問い合わせ先／学校教育課学校指導係
（学校運営支援担当）TEL.322-6447

お問い合わせ先／学校経営支援課 TEL.322-5208

