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神戸の防災教育「しあわせはこぼう
（幸せ運ぼう）」
神戸市では、防災教育の教材として、副読本
「しあわせはこぼう（幸せ運ぼう）」を活用して
います。
この副読本は、阪神・淡路大震災当時、被害
が大きかったところや、比較的小さかったとこ
ろも共に学び合い、未来の神戸でたくましく生
きていく礎とするために、震災の中で得た体験
や教訓を神戸
の教職員が独
自に教材化し
たもので、現
在神戸の防災
教育の中心と
なっています。 ▲副読本「しあわせはこぼう（幸せ運ぼう）」
主な内容
◦阪神 ･ 淡路大震災の被害状況や復興のあゆみ
◦東日本大震災の被害状況や復興のあゆみ
◦地震や津波発生のメカニズム
◦南海・東南海地震を想定した災害対応と備え
◦都賀川の水難事故を教材とした神戸の水害
◦原子力災害のあらましと対応
◦ライフラインの重要性
◦台風や大雨などによる自然災害への対応

阪神・淡路大震災という未曾有の災害を乗り
越えていく過程で学んだ教訓を学校教育の中で
生かし、未来に向かって力強く生きていく子供
の育成を図っていくことをねらいとして、多く
の学校で地域団体や関連機関と連携した防災体
験学習や避難訓練を実施しています。また、追
悼行事や、教職員が震災当時の思いを曲にした
「しあわせはこべるように」を子供たちが歌い
継ぐ等、各学校で防災教育の実践を行っています。

▲防災福祉コミュニティや関係機関と連携して行われる防災体験学習

お問い合わせ先／
学校教育課
（学校運営支援担当）TEL.322-5783

クックパッドで学校給食レシピを公開中！
神戸市の学校給食で親しまれている料理をご家庭でもお
楽しみいただき、食育に関心をもっていただくため、料理
レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」で神戸市の学
校給食レシピを公開しています。
「牛肉のウエスタン風」や「カミカミビーンズ」など神戸
ならではのメニューをはじめ、様々な料理のレシピを毎月
更新していますので、ぜひご覧ください。
●アカウント名

神戸市学校給食レシピ

● URL https://cookpad.com/kitchen/26969991

お問い合わせ先／健康教育課給食指導係 TEL.322-5790

神戸っ子チャレンジ10 早ね・早おき・あさごはん編
「神戸っ子（こうべっこ）チャレンジ 10（テン）
」は、進んでよりよい生活や学習習慣づ
くりに取り組むための、10 のポイントを神戸市の小中学生が考えた標語でまとめたものです。この標語
に神戸市学力定着度調査の結果などをもりこみ、
「チャレンジ 10 カレンダー」を作成し、学校で活用し
ています。ご家庭の皆様にもお知りいただけるよう、今回から定期的に掲載していきます。
今月はその中の一つ「早ね・早おき・あさごはん」を紹介します。冬は夜が明けるのも遅いですが、スッ
キリ目覚めてしっかり朝ごはんを食べましょう！ 夜更かしは厳禁です！

チャレンジ10
標語

早ね・早おき・あさごはん しっかり食べて行ってきます （小学校１～３年生）
早ね・早おき・朝ごはん 元気・笑顔のひみつだよ
（小学校４～６年生）
早ね・早起き・朝ごはん 元気に一日スタートだ
（中学生）

「起きる時間」
と神戸市学力定着度調査
（H30）
の教科平均正答率との関係
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表のとおり、適切な起
床時間が学力の定着に
つながっているとの結
果があります。
朝ゆとりをもって登校
準備ができるように心
がけることが大切です。

お問い合わせ先／総合教育センター教科指導係 TEL.360-2010

第102・103回神戸スクール・ミーティングを実施
各校の特色ある教育活動の紹介
【第 102 回 岩岡幼稚園（11 月 16 日）
】
○広々とした芝生の園庭を有し、恵まれた環境で、
３歳児から５歳児までの 94 人が、「生き生きと
した子供を育てる」という教育目標のもと、の
びのびと生活しています。遊びの中にも、豊か
な表現力や創造性が溢れていました。
○岩 岡幼稚園の地域
（自治会、老人クラブ、子ども
会、
児童館等）
や PTA の方々が
「地域の宝」
として、
子供たちを温かく見守ってくださっています。

▲今日の活動の振り返り
（５歳児）

【第 103 回 和田岬小学校（11 月 20 日）
】
○今年度導入されたＩＣＴ機器を活用したメリハ
リのある授業が展開されている成果もあり、子
供たちが楽しそうに学んでいます。
○学校評議員やＰＴＡの方は、昔の和田岬小学校、
そして今の和田岬小学校を大切にし、心から応
援してくださっています。意見交換の中では、
子供たちのことを想って、学校設備に関する切
なるご要望を伝えていただきました。

▲国語
「お手紙」
の音読
（２年生）

お問い合わせ先／総務課企画調査係 TEL.322-6993

こうべの学校訪ね歩き

灘すずかけ幼稚園

このコーナーでは、市内の学校園で地域や保護者の方
に見守られながらいきいきとすごしている子供たちの
様子を取り上げています

～創立20周年、おめでとう～

灘すずかけ幼稚園は、平成 11 年に西郷幼稚園と稗田幼
稚園の２園を統合して開園しました。教育目標『明るく
元気な子ども 友達となかよく遊ぶ子ども 思いやりの
ある子ども』のもと、一人一人の個性を大切にし、安心
して自分らしさを発揮できるように支えることで、自分
なりの思いを伸び伸びと表現する子供の育成を目指して
います。
12 月８日（土）には、記念式典と音楽会を開催しまし
た。式典では、園歌の作詞・作曲者である臼井真先生（高
羽小学校）の伴奏で、お客様と一緒に園歌を歌いました。
幼稚園に響く歌声は、子供たちの心に残ったことと思い
ます。また、年長児の作ったお祝いの歌も、全園児で歌っ
て披露しました。
たくさんの方に支えられて、子供たちは元気いっぱい
過ごすことができています。これからも、人とのつなが
りを大切にし、何事にも力いっぱい取り組む子供を育て
ていきたいと思います。

小束山小学校

▲
「サンタさんも聴いてくれているかな」

▲
「指揮するから、みんな見てね」

～教育目標「つながる 磨く 輝く 小束っ子」～

小束山小学校は昭和 54 年に多聞東小学校より分離して開校し、今年で創立 40 周年を迎えました。海
抜 133 ｍの小束山の頂上をならして作られたことが校名の由来です。児童数は、当初の 678 名から増加
して 1,054 名の大規模校になりました。
1,000 名を超える児童数ですが運動場は 100 ｍ走が直線で計測できるほど広く、全校生でリズム縄跳
びを実施することができます。また、広い校区から通う子供たちの登下校の様子をいつも見守っていた
だいている「ほのぼの運動」など、小束山の子供たちは本当にたくさんの地域の方々に温かく見守られ
ながら毎日を過ごしています。
教育目標にも掲げているとおり、本校では、仲間と「つながる」ための取組を進めており、学習場面
では課題を解決する中で友達と助け合ったりアドバイスし合ったりする姿を目指しています。また、
「磨
く」では、自らの目標に準じた活動ができる子供の姿を目指しています。例えば、話し合い活動で意欲
的に参加できるよう、学年に応じた必要な力を段階的に達成していける手立ての工夫をしています。
「つながる」
・
「磨く」活動を推進する中で、自分の可能性を広げ、自分らしく表現できる「輝く」小束っ
子を育んでいきたいと考えています。

▲ほのぼの運動

▲全校生リズム縄跳び

▲話し合い活動の手立て

お 知らせ 情 報
埋蔵文化財センター

神戸市 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 造形展

激動の時代と呼ばれた昭和時代から３０年。
「昭和」は小学
生の子供たちにとっては “ちょっと
昔”、お父さんお母さんにとっては
“わずかに残る記憶”、おじいさんお
ばあさんにとっては正に “駆け抜け
て来た” その時代です。
そんな「昭和」をテーマにした ▲展覧会を見学する小学生
ちょっと昔の歴史を、生活に浸透
するさまざまな電化製品や、子
供たちが夢中になったおもちゃの
数々などの昭和の「もの」で探り
ます。会期中にはさまざまなイベ
▲昭和の車大集合
ントも開催します。

神戸市立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・
高等学校と、市内の特別支援学校に通う子供たちの代表
作品を一堂に集め展示しています。
未来を担う子供たちの想像力にあふれた夢いっぱいの
作品をご覧ください。

冬季企画展『昭和のくらし・昔のくらし13』の開催

第18回

日時 1 月 19 日（土）～ 3 月 3 日（日）10：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）
イベント ①「昭和のあそび」

2 月 9 日（土）10：00 ～ 15：00

西神中央公園内）

料金 無料
休館日 1 月 21 日
（月）
・28 日
（月）
・2 月 4 日
（月）
・18 日
（月）
・25 日
（月）

お問い合わせ先／埋蔵文化財センター TEL.992-0656

第23回

※ 仙台市との小中学生絵画交流展を同時開催。

▲第17回神戸っ子アートフェスティバル会場風景
日時 １月 29 日
（火）
～２月３日
（日）10：00 ～ 18：00（入館は閉

館の 30 分前まで）

②「昭和の車大集合」 2 月 17 日（日）10：00 ～ 15：00

場所 埋蔵文化財センター（西区糀台６丁目１

神戸っ子アートフェスティバル

※ ２月１日
（金）
、２日
（土）10：00 ～ 20：00
場所 兵 庫県立美術館

１丁目１番１号）

ギャラリー棟（神戸市中央区脇浜海岸通

料金 無料

お問い合わせ先／市イベント案内・申込センター TEL.333-3372

こうべ歴史たんけん隊
「むかしのお家を見てみよう～神戸近代建築めぐり～」

鉄道模型とあそぼう

市内の歴史を体感でき
るスポットを学芸員と一緒
に探検しよう！

阪神・淡路大震災で被害を受けた子
供たちを元気づけようと始まった「鉄
道模型とあそぼう」は今回で23 回目
を迎え、多くの関西圏の方々に周知さ
れ、科学館の恒例行事となりました。
本イベントでは、神戸を走る鉄道を身
近に感じ楽しんでいただくことを目的と
しています。

対象 小学 4 年生～中学生及び

その保護者

▲見学先
（予定）
の旧乾邸
（東灘区）

※子供のみの参加はできません。子供１名に対して保護者
１名までご参加いただけます。

日時 2 月 9 日
（土）、10 日（日）、11 日（月・祝）9：30 ～ 17：00

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）

日時 3 月 23 日
（土）9：00 ～ 17：00

※ プラネタリウム入館料別途要
内容 ⃝ 鉄道模型のデモ運転
⃝ のりものに乗ろう！（ミニトレインは 2 月 9 日・10 日のみ）
⃝ 電車の洗車体験（2 月 9 日のみ）
⃝ パネル展示「Series3000」～古豪から最新鋭まで～
⃝ 駅員さんに変身！写真撮影会 ⃝ ちびっこ体験運転！
⃝ 実験ショー ｢ 鉄道をネタに科学を楽しみまショー」
⃝ 鉄道スタンプラリー ⃝ 鉄道会社協力ブース
⃝ 体験ワークショップ「ぽっぽー !! 音きかんしゃづくり♪」
※ 内容は都合により、変更・中止する場合があります。

場所 神戸市立博物館正面玄関（集合・解散）

料金 展示室入館料（大人 600 円、小人 300 円、幼児無料）

お問い合わせ先／バンドー神戸青少年科学館 TEL.302-5177
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。

※ 雨天決行、但し当日 7：00 時点で警報発令中の場合は中止。

料金 無料
定員 40 名（応募多数の場合は抽選）
申込方法 往復はがきに希望講座名、参加希望者全員のお名前、学年、

電話番号、返信用のあて名を記入。

申込先 神戸市立博物館子供プログラム係（〒 650-0034 神戸市中

央区京町 24）※1 枚のはがきで保護者を含め 4 名まで申し
込むことができます。

締切 3 月 8 日
（金）消印有効

お問い合わせ先／博物館学芸課 TEL.391-0035

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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