分～午

30

７月６日
（火）

９：00～10：00

中級（昼）

７月６日
（火） 10：10～11：10

上級

７月６日
（火） 11：20～12：20

初級（夜）
中級（夜）

harimacho-ifa@bb.banban.jp
講師

場所

スコット・スタナット

南部コミセン

７月３日
（土） 19：00～20：00

クレッグ・ホフマン

野添コミセン

７月１日
（木） 20：00～21：00

ジョイ・シソン

南部コミセン

７月７日
（水） 19：30～20：45

中級

７月１日
（木） 19：30～20：45

中上級

７月１日
（木） 19：30～20：45

初中級

７月１日
（木） 13：30～14：45

（ハン・フェイリ） 西部コミセン
郭

捷（カク・ショウ）
（モ・ショウコウ）

野添コミセン

鄭 外順（チョン・ウェスン） 南部コミセン

その他

初中級リスニング
スピーキング

播磨町の教育

初級（昼）

催し保＆
健施
と設
健ガ
康イド

時間

子育て

講 演 会 「淡 路 島 の 考 古
学を楽しむ」

８月７日㈯

開講日

健康と保健

午前９時

分ま

▼日時

クラス

情報のページ

▼時間

特別展示室

後６時（入場は５時

で）

▼場所

分～３時

講堂

午後１時

▼場所

大人 ５００円、

大 学 生 ４ ０ ０ 円（各 種 割

30

※作品は後日の引き渡しと

なります。

日

30

板ガラスの上に色ガラス

日㈭、

人（予約が必要）

中川渉（当館学芸

員）

▼定員

▼講師

古墳時代の兵庫①

引有り）、高校生以下無料

講演 会

72

25

③ガラスの写真立て作り

６月

27 24
日㈰

分～正午、午後

30

を使って飾り付けをします。 ▼観覧料

▼日時

㈮、 日㈯、

午前９時

分～４時

韓国語講座

無料

６月８日㈫～

中国語講座

▼費用

▼申込期間

日㈫

▶︎定員 各クラス先着10人
▶︎費用 20,000円（20回分）※非会員は1,000円の入会金が必要です。
▶︎申込期間 ６月７日（月）～ 22日（火）
▶︎申込み・問合せ 播磨町国際交流協会 ☎０７９（４３５）０３５６ Ｅメール

英会話講座

26

語学講座生募集

播磨町国際交流協会

講座名

30

「古墳時代の兵庫」

日㈯

17

１時

各回２グループ４
７月

７月

考古博物館の催し申込方法

講演会の申し込みについ

ては、オンラインか往復は

がきでの事前予約が必要で

す。

定員を超える場合は、抽

選となります。

詳細については、考古博

物館ホームページをご覧く

20

▼日時

分～３時

講堂

午後１時

▼場所

30

▼定員

人まで

千円

和田晴吾（当館館

日㈫

人（予約が必要）

無料

６月
29

▼講師

長）

▼定員

▼費用

▼申込期限

72

▼費用

14

※作品は後日の引き渡しと

7

なります。

県立考古博物館

☎０７９
（４３７）
５５８９
６月の休館日
日、
日、 日、 日

28

古墳時代の兵庫②

31

21

講演会

51

ださい。

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防止するため、施設
を ご 利 用 の 際 は マ ス ク の 着 用、
手指消毒などのご協力をお願い
します。
また、状況よって、広報はり
まに掲載している情報は、変更
や延期、中止をする場合があり
ます。ご了承願います。

春 季 特 別 展「弥 生 時 代っ 「権 現 山 号 墳 の 三 角
て 知ってる？ ― ２ ０ ０ 縁神獣鏡は語る」
０年前のひょうご―」
▼日時 ７月 日㈯

▼場所

30

分～３時

金属使用のはじまりなど現

▼講師 山本誠（
（公財）兵

午後１時

在の暮らしの元となる社会

庫県まちづくり技術センタ

弥生時代は、水田稲作や

変 化 が 起 こ っ た 時 代 で す。

ー次長）

講堂

本展では、歴史を学ぶ子ど

人（予約が必要）

広報はりま 3.6

無料

その他

本園では、一つ一つの遊びが
どのような学びや育ちにつなが
っているのかを今 一 度 見 直し、
集団の中で一人一人の良さが発
揮され、お互いが認め合える関
係づくりを培えるようにしてい
きます。西幼稚園の環境を最大限に生かして、幼稚園
と家庭、地域の連続した生活の中で、信頼関係を基盤
に子ども達と教師の笑顔が輝く幼稚園づくりを目指し
ます。
【本年度の重点目標】
(1) 一人一人の幼児の内面を大切に考え、自分が大切

72

藤原 かおる

にされているという安心感を
もてるように支えていきます。
(2) 子どもの発達や興味関心に応じ
て、自らやってみたいと思える
豊かな環境を整えていきます。
(3)「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」を踏まえ、遊びを充
実できるような環境を工夫し、
小学校教育への円滑な接続を図ります。
(4) なかよし家族（異年齢縦割り小集団）の活動を取
り入れ、共に学び合える場を設定していきます。
(5) シニアクラブや絵本ボランティアの方々をはじめ
地域の皆さま、小中学生など様々な人と触れ合う
中で豊かな心を育てていきます。
(6) 教師としての専門性を磨き、一人一人の発達や学
びを踏まえ、指導の充実に努めます。

▼定員

遊びの充実を図り、
自己発揮しながら互いを認め合える子に

▼費用

教育目標

園長

もたちを含めた幅広い年齢

播磨町の教育

播磨町立播磨西幼稚園

(2) 生活の中で異年齢児とのかか
わりを通して、互いに刺激を
受け合ったり、共に学び合っ
たりできるような豊かな環境
を整えていきます。
(3) 身近な環境に興味・関心をも
って自ら関わり、遊びを継続
し発展させながら夢中で遊べ
るように教師の援助や環境構成に努めます。
(4) 遊びの中の学びを意識し、“幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿”と関連付けながら、見通しをも
った保育を展開し、幼児が主体的に自己を発揮し
ながら学びに向かうことができるように努めます。
(5)“幼児期の終わりまでに育ってほしい姿”を手掛か
りとして、幼児期の教育と小学校の教育の円滑な
接続を図っていきます。

層の人が興味をもてるよう

催し ＆ 施設ガイド
23

幼児は、遊びや生活を通して、
自己を発揮し、安心感や充実感
を味わいながら、豊かに学んで
いきます。また、物や人との関
わりも深めていきます。本園で
は、幼児の生活の中心である遊
びに焦点をあて、実践を振り返りながら、幼児理解を
深め、遊びの充実に向けて日々の保育に取り組んでい
きたいと思います。
【本年度の重点目標】
(1) 一人一人の内面を読み取り、幼児の心の動きに寄
り添いながら、個々の興味・関心に応じて丁寧に
関わっていきます。

智子

６月１日㈫～

遊びの充実 ―環境のあり方を考える―

冨山

▼申込期間

教育目標

園長

13

日㈫

子育て

播磨町立蓮池幼稚園

(2) 友達の話に耳を傾けたり、互
い の 考 え を 伝 え 合 っ た り と、
子どもたちが友達同士のつな
がりを深めていけるように関
わっていきます。
(3) 幼児の内面を理解し、子ども
たちの遊びや生活がどのよう
に『幼児期の終わりまでに育
ってほしい姿』につながっていくのかを意識しな
がら、保育することに努めます。
(4) 友達や異年齢児、シニアクラブや絵本ボランティ
アの方々、小中学生など様々な人と関わる中で、
思いやりの気持ちを育てていきます。
(5) 保育や特別支援教育などに関する園内研修を通し
て、教師としての感性や専門性を磨き、保護者や
地域の方と連携しながら保育の充実に努めます。

７月

健康と保健

本園では、子どもたちが自分のし
たい遊びを見付け実体験し、五感を
通して感じることを大切にしていき
たいと考えています。子どもたちが
感じ・考え・伝え合い、友達同士の
つながりを深めることができるよう
に、教師の援助や環境構成を考え、
日々の保育に取り組んでいきます。
【本年度の重点目標】
(1) 実際の体験を通していろいろなことを発見し、様々
な感情を味わうことを大切にし、自分なりに試し
たり工夫したりする“考える力”を育てられるよ
うに教師の援助や環境構成のあり方を探ります。

朋子

様々なトピックをわかりや

感じる・考える・伝え合う

久保

すく紹介します。

教育目標

園長

７月４日㈰まで

播磨町立播磨幼稚園

▼期間

情報のページ

播磨町の教育

播磨町立幼稚園、小学校、中学校の教育方針をおしらせ
します。
▶問合せ 学校教育グループ☎０７９（４３５）０５４５

国際交流協会の語学講座の会場について

7月〜12月に野添コミセンで改修工事が予定されています。講座の日程と重なる場合は会場または日程の変更を行い
ます。応募の際はあらかじめご了承願います。詳細が決まり次第、参加者へご連絡します。
▶問合せ 播磨町国際交流協会 ☎０７９（４３５）０３５６
広報はりま 3.6
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教育目標

夢や希望を持ち、
社会的自立を目指して学び合う
心豊かで たくましい南っ子の育成

播磨町立播磨中学校
人間尊重の精神を基盤に、知・徳・体の調和のとれた全人教
育を目指し、自ら学ぶ意欲と主体的に生きる力を育成する

教育目標

社会的自立を目指し、未来に向かって
主体的に生きる力の育成
～南中の『あ・ひ・る』を大切に育てていこう～

広報はりま 3.6

江草

誠

・ルールを守る人
・人権意識の高い集団作り
(2) 生徒理解に基づく生徒指導の
充実
・報告 連絡 相談の徹底
・休息時間の校内巡視による
生徒理解
・家庭訪問の充実
(3) 協同学習による主体的対話的な学び
・生活の中での言語活動の見直し
・指導と評価の一体化
・コロナ禍における対話的な学習の確立
(4) 不登校対策
・全職員での情報共有の強化
・家庭、関係機関の連携
(5) 道徳教育の充実
・教科としての指導方法と評価の改善
・地域に開かれた道徳授業の実践

校長

濱本

水野

洋子

【本年度の重点目標】
(1) 自分も友だちも尊重できる心
知・徳・体の調和のとれた児童の育成
を育むとともに、子どもたち
～子どもたち一人ひとりの 幸せを願って～
が落ち着いて学べる環境づく
本校では、校訓・教育目標のもと、「生きる力」の基
りを推進し、子どもたちの学
礎となる「確かな学力」
「豊かな心」
「健やかな体」の基礎・
ぶ力を育成します。
基本を身につけ、社会の変化に対応できる子の育成に
(2) 算数科の授業を中心に、実態
努めます。その根底には、すべての子どもたちの幸せ
に応じた授業実践・わかる授
の実現を願う、全教職員の思いがあります。思考を楽
業づくりの工夫を図り、教職員の指導力の向上を
しみ、主体的に学ぼうとする姿勢を育めるよう、教職
図ります。
員一同で取り組みます。
(3)
児童理解に努め、豊かな心を育む教育を充実します。
保護者の皆さま・地
(4) 子どもたち一人ひとりに応じた支援を行い、家庭・
域の皆さまのお力添え
医療・福祉・行政等との連携を図りながら、切れ
が、何よりも心強い支
目のない支援・特別支援教育の充実を推進します。
えとなります。どうぞ
(5)
開かれた学校づくりを推進し、地域に信頼される
よろしくお願いいたし
学校づくりをめざします。
ます。

教育目標

播磨町立蓮池小学校

校長

藤原

由香

【本年度の重点目標】
主体的、創造的に生きる『人間力』豊かな (1) 基礎・基本の定着を図り、自
ら考え表現する力の育成を推
子どもたちの育成
進します。
(2) 言語に対する関心や理解を深
本校では、
「確かな学力」
「豊
め、言語能力の育成を推進し
かな心」
「健やかな体」の３つ
ます。
の力に支えられた「生きる力」
(3)「対話を軸にした学習過程の工
を身につけさせ、主体的・創
夫」を複数教科において横断的
造的に生きる『人間力』豊か
に実施し、自ら学び発信する力の向上に努めます。
な子の育成に務めます。また、
「対話を軸にした学習の工夫」への取り組みを継続し、 (4) 児童理解に努め、豊かな心を育む教育を充実します。
(5) 自らを鍛える、健康で明るくたくましい子の育成
発展的な思考力・判断力・表現力やコミュニケーショ
を推進します。
ン力の向上を図っていきます。
(6)
開かれた学校づくりを推進し、地域に信頼される
教育目標の実現に向けて、全教職員で力を合わせて
学校づくりをめざします。
教育活動に取り組みます。どうぞよろしくお願いいた
(7) 教職員のさらなる資質向上に取り組み、全職員で
します。
特別支援教育の充実を図ります。
【校訓】豊かな心 健やかな体

教育目標

宏

【目指す生徒像】
・主体的に学ぼうとする生徒
・豊かな心と、たくましく健やか
な体をもつ生徒
・お 互いを認め合い、共に高め合
う生徒
【本年度の重点目標】
(1) 生徒一人一人に応じた学習指
導の推進
(2) 豊かな心と社会性を育む道徳教育・キャリア教育
の充実
(3) 生徒理解に基づいた指導体制の確立
(4) 個性や特性に応じた特別支援教育の充実
(5) 個々の状況に応じた不登校対策の推進
(6) 安全・安心の学校づくりの推進
(7) 教職員の資質向上と協働体制の推進
(8) 家庭や地域から信頼され、地域とともにある学校
づくりの推進

播磨町立播磨西小学校
教育目標

夢かがやき

ともに学びをきりひらく
心豊かな西っ子の育成

本校では、今年度も上
記の教育目標を掲げ、夢
や希望をもち、ともに学
び合い、豊かな心と健や
かな体を備えた生きる力
を育成していきます。
コロナ禍の中でも、子
どもたち一人一人が毎日楽しく登校できるよう「ウキ
ウキ・ワクワク・ドキドキ」がいっぱいの学校を、全
職員で力を合わせてつくります。笑顔あふれる西小学
校づくりのために、保護者をはじめ地域の皆様方のご
支援とご協力をよろしくお願いします。

校長

中西

治

【本年度の重点目標】
(1) 自分に自信をもち、自分を大
切にできる子。友だちと学び
合う中で自分の思いや考えを
広げ、深められる子を育成し
ます。
(2) 単元デザイン力と授業力の向
上を図ることで、基礎・基本
や自ら学び考える力を身につけ、主体的に表現でき
る子を育成します。
(3) 心地よい居場所のある学級づくりを基盤として、
互いに認め合い助け合い、共に伸びようとする豊
かな人間関係を育みます。
(4) 笑顔あふれる学校を目指します。そして、その笑
顔と元気を地域に広げられる子を育成します。
広報はりま 3.6

その他

その他

本校では、今年で９年目を迎
える『あ・ひ・る』を、全校生
の合い言葉として、みんながの
びのびと気持ちよく学校生活を
送ることができるように、生徒・
保護者・教職員が一丸となって
取り組んでいきます。学校・家
庭・地域が協力して、保護者や
地域から愛される学校づくり、
信頼される学校づくりを目指し
ていきます。
【校訓】
「明るく・正しく・たくましく」

校長

校長

播磨町の教育

播磨町の教育

播磨町立播磨南中学校

できる習慣を身につけます。
(3) 新しい学習指導要領で求めら
れている学力観を踏まえ、個
に応じた教育の充実ときめ細
やかな指導で、基礎基本の定
着と自ら学び考える力を身に
つけます。また、全ての教科
で自分の言葉で自分の考えを
話し、相手の話を受容的に聞
く「 交 流 」 の 活 動 を 通 し て、
自ら学びを広げ、深めることのできる子どもたちを
育てます。
(4) オープンスクールや学校行事、地域ボランティア
や保護者の方々の学校教育活動への参加などを通
して、家庭、地域社会との連携を強化し、地域に
開かれた学校づくりを推進します。
(5) 校内研修の充実に努め、教えるプロとしての専門
的指導力と実践的指導力の向上を図ります。

播磨町立播磨小学校

催し ＆ 施設ガイド

催し ＆ 施設ガイド

本校では「生徒のいるところ
に教師有り」のスローガンのも
と、生徒と常にふれあい、温か
い人間関係作りに取り組みま
す。温かい人間関係を基盤に全
生徒を教職員全員で指導してい
きます。率先垂範、師弟同行で、生徒の成長を支援し
ていきます。保護者とも直接顔を合わせながら連携を
密にし、きめ細やかな指導に努めます。
【本年度の重点目標】
(1)「あ・ひ・る」を大切にした学校生活
・あいさつのできる人
「ありがとう」の言える人
・人の話を聞ける人

誠

子育て

子育て
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教育目標

中島

健康と保健

健康と保健

子どもが自らの力で自己実現を図るこ
とができるように、豊かな心と確かな学
力、それらを支えるたくましさを身につけ
させていきたいと思います。そのために、
今年度は特に、学校が組織としての力を
発揮できる教育の創造に取り組みます。
【本年度の重点目標】
(1) 児童一人一人のよさやちがいを認め合う温かく思
いやりに満ちた学級づくりに取り組み、共に伸び
ようとする豊かな人間関係を育みます。
(2)「はい」という気持ちのよい返事、「おはよう」「こ
んにちは」「ありがとう」などのあいさつが進んで

校長

情報のページ

情報のページ

播磨町立播磨南小学校
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