市立学校の

を表彰しました

発

市立学校園では子どもたちの日々の様子や保護者の方々に必要な情報をホームページで発
信しています。教育委員会でも毎年特に優れている学校を表彰していますので、ぜひご覧にな
ってください。

行

教育企画課
３２２－５７６１

小学校関連記事

中学校関連記事

・保護者に必要な情報が掲載されているか（学校だよりや日誌など）
・定期的に更新されているか
・見る人がほしい情報にアクセスしやすいか
・学校独自の企画等を行っているか
・デザインがよいか（全体の見やすさ、分かりやすさなど）
・ホームページを通じて保護者・地域等と交流しているか
昼食時の様子（本庄中）

高等学校関連記事

平成２５（２０１３）年５月発行

教育委員会では、平成 24 年 2 月より有識者や保護者等
で構成する「市立中学校の昼食のあり方検討会」を 6 回にわ
たり開催し、また市会においても積極的な議論をいただくな
ど、望ましい昼食のあり方の検討を重ねてきました。その結果
以下の方針で給食の開始が決定しました。
安全・安心面に十分に配慮した地元食材の調達や温かい
メニューの設定など、すべての子どもたちに喜ばれる給食を
目指します。

地図付で学校の位置がすぐわかる。

【基本方針】
・ 中学生全員が給食を食べることを基本とします
（ただし希望がある場合は、家庭弁当の持参も可能）
・ 民間業者がランチボックスに入った給食を各中学校に配送します
・ 配膳室等の条件整備が完了した一部の中学校では平成 26 年度中に
給食を実施すること、平成 27 年度中に全校実施することを目指します

投票ボタンを活用して、閲覧者のニ
ーズを的確に把握。

子どもたちの笑顔あふれる中学校給食の実施に向けて、学校現場と教育委員会が
一丸となって、準備を進めていきます。ご期待ください。

一目で学校の雰囲気がわかる。
学校の今週の予定が見やすい位置に。

学校紹介、学校だより、給食情報な
ど保護者に必要な情報がめじろお
し！地域や PTA の情報、学校独自
の取組（竜が台子ども情報局など）
も豊富に掲載。

新教育長へインタビュー！ ― 家庭や地域、学校など教育に をさらに伸ばす土台をつくっていき
かかわる方々へのメッセージをお たいと思います。
願いします。
― 教育長として、何を重視し
子どもたちがいつも見て育つのは、大 たいとお考えですか。

教育長 雪村 新之助
日々の子どもたちの様子をビジュア
ルに発信！

教育委員会に関するご意見･ご感想がございましたら、
教育委員会だよりの 神戸市教委だより
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）
公開ＨＰは
またはＦＡＸ(078-322-6145)によりご連絡ください。
神戸市広報印刷物登録平成 25 年第 53 号（広報印刷物規格 B‐1 類）

検索

― ４月に新たに教育長に就任
されました。新教育長としての
“思い”をお聞かせください。
子どもたちの「教育」は、いつの時
代もその国にとって最も重要なもの
と考えています。その仕事に携われ
ることは、大変なやりがいを感じると
同時に、身の引き締まる思いです。

人の背中だと思います。それは先生の
背中であり、また親の背中だと思いま
す。もちろん、私も含めてですが、いつも
それを意識しなくてはいけないと考えて
います。

― 今年度の目標を教えてください。
新年度は、新たに“教育日本一のま
ち神戸”の目標を掲げ、子どもたちの
「確かな学力」と「豊かな人間性」を育
んでいきたいと考えています。
特に、小・中・高の普通教室等の空
調の整備やトイレの改修・洋式化、また
中学校給食実施など、子どもたちの力

「常識を疑え」という言葉がありま
すが、私は逆に今の時代「常識」と
いうあたり前のことがもっとも大切だ
と考えています。
「常識」が「非常識」に負けるよう
な社会にしてはいけません。「いじ
め」も非常識の一つです。何が「常
識」か、という正しい判断ができるよ
うな子どもたちを育てなければいけ
ませんし、そのために大人が「常識」
の正しい「ものさし」を失わないように
しなければと思います。

キャリア教育優良学校等文部科学大臣表彰
教育委員会だより 2 月号では学校施設・設備の整備計画についてお知らせしましたが、3 月末までに
市会で追加の予算を認めていただきました。これにより、下記のとおり、スケジュールがさらに前倒しにな
ります。

設置工事、

の

からスタート

中学校の普通教室、特別支援教室等の空調は平成 25 年度中に全
校に設置します（当初計画から 1 年前倒しになります）。空調の設置
工事は 7 月下旬から順次スタートします。現在は、急いで設計作業を
進めています。
中学校が終わり次第、小学校での整備を行います。学校の数が多い
ことから 2 年計画で進め、平成 27 年度末までには全小学校の普通教
室、特別支援教室等に空調を設置します。

は

老朽化が著しく、和便器が多い全小・中・高校のトイレ
（1,185 箇所）を平成 29 年度末までに改修・洋式化しま
す（当初計画から 2 年前倒しになります）。
平成 25 年度は夏～秋頃に 29 校 184 箇所
を改修します。特に建築後 30 年以上が
経過する古いトイレから順番に工事を
進めます。

平成 23 年度
平成 22 年度
平成 20 年度

空調実施に伴う光熱水費の抑制、CO2
削減等のため、設置可能な学校（対象約
120 校）に太陽光パネルを順次整 備しま
す。
平成 25 年度は
34 校に整備予定
です。

を
始：始業式 終：終業式 卒：卒業式 修：修了式

神戸が誇る防災教育副読

1学期

本「幸せ運ぼう」（小学校で
は「しあわせはこぼう」）。
東日本大震災を受けて大
幅リニュアールしました。
改訂のポイント

・津波を含め、様々な自然災害への対処方法のページを作成

終

を大幅に追加

2 学期

3 学期

始

終

始

卒

修

幼稚園 7/19

9/2

12/24

1/9

3/18

3/25

小学校 7/19

9/2

12/25

1/7

3/24

3/25

中学校 7/19

9/2

12/25

1/7

3/12

3/25

高 校 7/19

9/2

12/24

1/8

2月下旬

3/20

7/19

9/2

12/25

1/7

3月中旬

3/25

特別支援学校

・仙台市の全面的な協力を得て、東日本大震災関連のページ

高津橋小学校
水木小学校、鷹取中学校
神港高校
だいち小学校、神戸西高校

『「人・もの・こと」との出会いから自分の夢や将
来の生き方について考える』をテーマに、身近
な地域の方々の姿を通して、職業観を育てる
教育に力を入れています。

特に 3 年生では「商売繁盛大作戦」と題して市
場での仕事を体験し、商店で働く人の苦労・喜
びなどをまとめる授業を行っています。

を順次整備

新たに

に

神戸市では子どもたちが働くことの大切さや働いている
人への感謝の気持ちを学ぶ「キャリア教育」に力を入れ
ています。中学 2 年生での「トライやるウィーク」はその代
表例です。
こうした活動を評価され神戸の学校が文部科学大臣よ
りキャリア教育優秀校として表彰を受けています。平成
24 年度は中央小学校、有馬中学校、須磨翔風高校が
受賞しました。

※盲学校は修了式が 3/20 です。
※上記日程は予定であり、変更となる場合があります。
式典の最新情報は 神戸 学校式典
検索

「ひょうご匠のキャラバ
ン隊」による職業体験
学習（1 年）、トライやる
ウィークなどの体験学
習（2 年）、将来の人生
設計とその課題の発見
（3 年）など生徒の成長
に合わせた様々な取り
組みを行っています。

一人一人に将来の進路計画（フューチャープラ
ン）を作成させたり、夢や希望の実現を後押しす
るキャリアセンターを設置するなど、充実した支
援体制を組んでいます。

お子さんのことで困ったときは…相談窓口
相談内容
相談窓口
開設時間
不登校・いじめ等

総合教育センター教育相談指導室

不登校・家庭生活・非行等 青少年補導センター
障害のあるお子さんについて 特別支援教育課教育相談室
LD・ADHD・高機能自閉症等 こうべ学びの支援センター
家庭環境・虐待・心身障害 こども家庭センター
非行・不登校・発達障害等
いじめ

月～金

9 時～17 時

月～金

9 時～17 時

月～金

9 時～17 時

月～木

9 時～17 時
月～金
8 時 45 分～
17 時 30 分

TEL
360-3152
360-3153
341-0888
371-3771
360-2160
382-2525

こうべっ子悩み相談「いじめホットライン」 毎日 24 時間 361-7710

