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学校を変える。教育が変わる。学校を変え わる。える。教育が変わえる 変わ 。

学校・家庭・地域学 域
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いろいろな夢が育っています。 

広島県教育委員会生涯学習部生涯学習課　082（228）2111　内線5011～5013 
ホームページで最新の情報をごらんいただけます。 
http://www.pref.hiroshima.jp/kyouiku/gakushu/yumekikinn/top.htm 
 

広島県こども夢基金 
いろいろな夢が育っています。 

第1回助成事業 今年の
夏、 

20の活動を応
援しました。 

たとえば…… 

第2回は26事業への 
支援が決定。 

助成事業の募集は年4回 

3月 6月 9月 12月 
こどもたちの夢を育てるための 
募金にご協力ください。 

寄付をお寄せくださった皆さん、ありがとうございました。 

くわしくは 

「「生生き「生「生 る力力るきる 」」力」」を」を
  はぐくむはぐくはははぐくは くむくく    む む 
  学校学校 学  学 へ。。へ。。。

平成14年度から

小・中学校や

盲・ろう・養護学校（小学部・中学部）で

豊かな人間性や社会性、
国際社会に生きる日本人
としての自覚を育てます。

基礎・基本の確実な
定着を図ります。

自ら学び、自ら考える力を
育てます。

特色ある教育、特色ある特色
学校づくりを進めます。

■体験活動等を生かした■体
　心に響く道徳教育　心に響く道徳教育
ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体
験を通して、道徳性の育成を図ります。

■「読み・書き・計算」の■
確実な定着

完全学校週５日制の実施に伴い、教育内容が厳選

されますが、その際、基礎学力の確実な定着を図るされますが、その際、基礎学力の確実な定着を図る

ために、学習内容の習熟の程度に応じた指導、少

人数指導、繰り返し指導などを充実します。

■中学校での選択教科の
拡大

生徒の能力、興味・関心などに対応するため、生徒

が自分で選択できる教科を拡大し、補充的な学習

や発展的な学習などを行い、学力の定着・向上を

一層図ります。

■問題解決的な学習の■
　充実
基礎・基本を確実に習得した上で、それを様々な場

面で実際に活かしていく力を育成するために、観察・面で実際に活かしていく力を育成するために、観察・

実験、調査・研究、発表・討論など、実際に自分で調

べたり体験したりする学習を重視します。

■総合的な学習の時間の■総
創設

各教科等で身につけた知識や技能が相互に関連

づけられ、総合的に働くよう、学習に主体的、創造

的に取り組む態度を育てることをねらいとした授業

を展開します。

■地域の特色を生かした■地
　活動
開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の
実態に応じ、家庭や地域と連携を深めていきます。実態に応じ、家庭や地域と連携を深めていきます。
また、地域の特色を生かすなど、各学校の創意工
夫による教育活動を行うことができるようになります。夫による教育活動を行うことができるようになります。

■弾力的な時間割■弾
各学校においては、児童生徒の実態、各教科や学
習活動の特質に応じて、時間割を弾力的に編成す
ることができるようになります。

要領が
新学習指導
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あびきプレーパーク（新市町）
公園でダンボールの基地づくり

ぼくたちみんみん山探険隊（広島市）
ドラム缶のお風呂

17号の主な内容
●新学習指導要領がいよいよスタート。
「生きる力」をはぐくむ学校へ。

●完全学校週５日制
学校・家庭・地域の教育力の結集

●第1回ひろしま教育の日・
ひろしま教育ウィーク
“学校へ行こう”週間

●広島県高校教育改革推進協議会
の答申から
新しい時代にふさわしい高校教育改革が始動！

●国旗掲揚・国歌斉唱の適正な実施
について



第1回ひろしま教育の日・ひろしま教育ウィーク 

“学校へ行こう”週間 今の子どもたちに伝えたい心あたたまる感動
のページを県民の手で作りましょう。 

問題行動を 
未然に 

防ぐために 

●授業時間を確保します。 
●授業の内容や方法を工夫改善します。 
●きめ細かな学習指導を行います。 
●自ら学ぶ意欲を育成します。 
●学校図書室の開放を推進します。 

教科学力の向上と 
学校の施設・ 
教育機能の開放 

家族が協力しての 
子育て 

教科学力の向上と 
学校の施設・ 
教育機能の開放 

学校・家庭・地域社会の 
協力がますます大切に 
なります。 

学校・家庭・地域社会が連携して子どもを育てるしくみづくりを進めましょう。 

学校・家庭・地域の教育力の結集 

子どもたちに声を 
かけてください。 
「みんな顔なじみ」にな
ることで問題行動を起こ
しにくい環境づくりを。 

家庭でのしつけを 
今一度見直して 
みてください。 
学校と協力し役割分担し
ながら問題行動を防ぎま
しょう。 

休日を 
子どもの成長に 
活用しましょう 

ひ
ろ
し
ま

教
育ウィーク11月1

日～

11
月
7
日

ひろしま教育の日 ひろしま教育の日 
11月1日は「ひろしま教育の日」 

第1回ひろしま教育の日・ひろしま教育ウィーク 
平成13年から11月1日が「ひろしま
教育の日」、11月1日～7日が「ひろ
しま教育ウィーク」と定められ、県内
各地でイベントや施設開放などが実
施されました。 

●「ひろしま教育の日」制定記念式典（広島市） 
●キャラバン隊キャンペーン（広島市ほか県内の8カ所） 
●教育委員長などによる学校訪問（広島市、福山市、 
　三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、黒瀬町） 
●県立文化施設の無料開放 
●県立研究機関などによる子ども向け授業の開催 
●各市町村におけるさまざまなイベントなどの開催 

今年も県内全公立学校が 
特色ある取組みを展開 

くわしくはホームページで！ 
「ホットライン教育ひろしま」 
http://www.pref.hiroshima.jp/kyouiku/hotline/ 
※手紙による投稿もお待ちしています。 

リニューアル！ 
を 

新しく 

のページを開設しました。 

菊見茶会 庄原市立田川小学校 授業研究会 広島市立清和中学校 文化祭 加計高等学校（山県郡加計町） 

家族が協力しての 
子育て 

地域の 
教育力の発揮 

■民間企業で職場体験や 
　環境学習 
■民間企業で職場体験や 
　環境学習 

■文化・スポーツ団体の 
　文化財保護活動や 
　スポーツ活動に参加 

■民間事業者による親子デイキャンプなど 
　自然体験への参加 
 

子どもの自主学習、 
体験活動の充実 

■地域でボランティア活動 

■大学などで体験学習 ■大学などで体験学習 
●子どもに役割を持たせ、わが家のルール
づくりをしましょう。 

●しっかりとしたしつけを行いましょう。 
●父親も子育てに参加しましょう。 
●家庭学習や読書の習慣など基本的な生活
リズムをつくりましょう。 
●家庭の語らいの場を大切にしましょう。 
●がまんすることを教えましょう。 

●教育に対して高い関心を持ちましょう。 
●子どもたちへの声かけを行いましょう。 
●子どもたちとともに文化体験活動・スポ
ーツ活動を行いましょう。 

●子どもたちとともにボランティア活動を
行いましょう。 

教育委員会は、学校・家庭・地域社会の 
連携を支援します。 ●学校部活動への指導者派遣 ●総合型地域スポーツクラブの設置 ●青少年ボランティアサークル育成 ●学校図書室の充実 ●社会教育施設でのプログラム開発・人材育成 

●子どもセンターの充実 ●生涯学習情報提供システム「ひろしままなびネット」 
　の充実　など 

■子どもを育てる活動についての情報は、県内31カ所の「子どもセンター」 
　にお問合わせください。 
子どもセンターの電話番号や所在地については生涯学習課へお問合わせください 
082（228）2111　内線5013

子どもに「わがまま」というイヤなイメージを持っ
ていた若いお母さんからの投書です。──「森林
公園で、小学生の女の子が、当然のように、オム
ツがはずれて間もないわが子のめんどうをみてく
れました。こんな子もいるんですね。世の中、まだ
まだ捨てたものじゃありません」と、感動の言葉を
寄せてくださいました。 

こんな「ちょっといいはなし」に触れてください。

子どもたちが1学期から育てた菊を飾り、保護

者や地域の皆さ

んを招いて、手

作りの菓子と抹

茶でおもてなし

をしました。

数学の授業研究会を開催。生徒たちがグループ

単位でイキイキ

と授業に取り組

むようすを地域

の皆さんにも参

観していただき

ました。

地域の方々とのゲートボール大会、生徒vs.保

護者の親善ソフ

トボール大会など

多彩な内容で盛り

上がりました。



新しい時代にふさわしい高校教育改革が始動！ 
広島県高校 
教育改革 
推進協議会の 
答申から 

広島県高校教育改革推進協議会の1年以上にわたる協議の結果が、平成13年10
月に教育長に答申されました。  
義務教育については、平成11年度に改革ビジョン『21ひろしま教育プラン　未来
への新たなかけ橋』が策定されており、今回の答申によって、広島県の教育改革の
方向性が具体的に見えてきました。 

高校教育改革の視点 

21世紀の変化する社会に対応できる人材の育成 

学校の個性化・多様化の推進 

少子化の中における質の高い教育の提供 

開かれた学校づくりの推進 

特色ある 
学校づくり 
の推進 

学校の 
適正配置 

通学区域 
の見直し 

入学者 
選抜制度 
改善の推進 

普通科高校 

専門学科高校 
（農業・工業・商業学科 
  などを設置している 
  学校） 
 

総合学科高校 
（普通科目から専門科目 
  まで幅広い選択の 
  できる学校） 
 

定時制・ 
通信制高校 

中高一貫教育校 
（中学校と高等学校の 
  6年間を継続的に 
  教育する学校） 
 

■将来のスペシャリストとして必要とされる基礎・基
本を重視した専門教育の展開 

■高度情報化や国際化が進展する社会などに対応し
た新しいタイプの専門学科の設置 

■地域や生徒の学習ニーズや進路希望に対応した教
科・科目群の見直し 
■他の学校の授業を受けるなど履修のあり方を柔
軟化 

■単位制や聴講生制度などの導入 
■新しいメディアなどの活用 

■6年間のゆとりある教育による生徒の個性や能力
の効果的な伸長 

■多様で柔軟な教育システムなどを進める学校 
■社会の変化などに対応したコースを設置する学校 
■必修科目や関連科目を広く学習する学校 
これら3タイプの特色を鮮明化 

■技術革新や高度情報化に対応した
拠点校の整備 

■従来の学科の枠を超えた複合的な
内容の専門教育を展開する新しい
タイプの学校を設置 

■大規模校、小規模校それぞれの規
模の適正化 

■概ね、県内全域の生徒に学習の機
会が確保されており、当面、現状の
配置を維持 

■県内地域の実情を踏まえ計画的・
段階的に設置 

■昼夜間開講の単位制独立校の設置 
■地域の実情などに配慮した統廃合 

広域行政圏や教育事務
所所管区域などを参考に
通学区域の拡大、調整率
の引き上げを図る 

基本的には県内すべての学校を 
受験できることが望ましい。 

当面、平成15年度から次のような見直しを行う。 

 普通科コース 
総合学科 

その他の普通科 

全県一円 

各学校は入学者受入方針を明
確に打ち出し入学者選抜方法
に反映させる 

学校・学科の特色に応じた入試
の工夫、入試情報の公開など 

「個性と選択と責任に基づく学校づくり」をめざして 
生徒一人一人が自分の個性と能力に基づいて学校を

選択できるように、その機会を確保する必要がある。 

各学校はそれぞれ特色ある学校づくりを進め、教育

活動に関する情報を積極的に発信することにより、生

徒・保護者に多様な選択肢を提供する。 

生徒・保護者は自らの選択について、また学校は生徒・

保護者から選択された結果について責任をもたなけ

ればならない。 

こうして、高校はそれぞれの特色を明確にしながら、互いに切磋琢磨し、競い合うことにより、 
県民へ質の高い教育を提供していきます。 

〈厳粛で清新な卒業式・入学式を適正に実施するための取組み方針〉 
１． 国旗は式場内において、出席者の目に自然にとまるように掲揚すること。なお、掲揚に際しては「正面掲揚」が望ましいこと。 
２． 式次第に「国歌斉唱」を位置づけ、式の進行中において、国歌が斉唱できるようにすること。 
３． 儀式的行事の意義を踏まえ、国歌斉唱を厳粛かつ清新な雰囲気の中で実施すること。そのため、国歌斉唱に際しては、教職員は起立するとともに、 
 児童生徒が起立して斉唱するよう指導すること。 

 



略記号の見方 

＝内容 
＝参加対象者 
＝時間 

＝場所 
＝申込先 
＝問合わせ 

家族で遊ゆうホリデー 

申 

問 

場 内 

対 

問 

対 

対 

時 

※詳細については、　にご確認ください。 
　には、盲・ろう・養護学校の児童・生徒な
どを含みます。　の表記がないものはどな
たでも参加できます。 

編集・発行　広島県教育委員会管理部総務課企画広報室　〒730-8514 広島市中区基町9番42号　TEL 082（228）2111（代表） 点字版の「くりっぷ」を発行していますので、希望される方はご連絡ください。

ご意見などは、広島県政もみじファクスや郵送でも受け付けています。
【教育長ホームページ】http://www.pref.hiroshima.jp/kyouiku/hotline/

【県政もみじファクス】FAX082(224)1122 ボックス番号80034
【郵 送】 〒730-8514 広島市中区基町9-42

広島県教育委員会管理部総務課企画広報室宛
（「ホットライン」と明記してください。）

放送時間 

HTV 広島テレビ 

第2・第3日曜日17時15分～17時30分 

 

広島
県教
育に
 

関す
る 

広報
テレ
ビ番
組 

学校での子どもたちのイキイキとした姿や、
教育改革に取り組む学校の姿など、広島
県の教育現場の取組みを紹介します。 

子どもたちの 
素顔を見てね！ 

見て 魅て 元気！ 見て 魅て 元気！ 
ひろしまっ子 ひろしまっ子 

広島県立美術館

平成13年12月25日（火）～平成14年1月1日（火）は閉館します。

1月20日（日）

大福茶会
10時～15時
縮景園
082（221）3620

1月22日（火）～4月7日（日）

部門展「道具のルーツを探る」
日常的な道具のルーツから、物質文明・消費文化を極めた現代における道具

のあり方を考えます。
広島県立歴史博物館
0849（31）2513

1月23日（水）～2月11日（月）

第48回日本伝統工芸展
重要無形文化財保持者（人間国宝）の近作をはじめ、全国公募の入選作品な

ど7部門約300点を展示する新春恒例の巡回展。
広島県立美術館
082（221）6246

2月7日（木）

2001子どもと本の講座
講師　佐々木宏子（鳴門教育大学幼年発達支援講座教授） 無料・当日先着

順　託児をご希望の方は事前にご連絡ください。
子どもの読書に関心のある人（200人程度）
13時～15時
広島県情報プラザ多目的ホール
広島県読書推進運動協議会（広島県立図書館内）
082（241）4995

2月9日（土）

考古学公開講座「弥生墓制から見た安芸・備後」
講師　加藤光臣（県立国泰寺高等学校教諭）
14時～15時30分
広島県立歴史博物館
0849（31）2513

2月9日（土）～10日（日）

子ども自然探検クラブ☆冬☆
レクリエーション・巣箱づくり・スターウォッチング・ニュースポーツ

参加費3200円程度
小学生（３～６年生）・中学生　定員80人（先着順）（１月10日から受付開

始）
広島県立福山少年自然の家
0849（35）7166

2月10日（日）

梅見茶会
10時～15時
縮景園
082（221）3620

2月19日（火）～3月31日（日）

朝鮮王朝の美
伝統あるアジアの美術や貴重な文化財を紹介する一環として、朝鮮王朝時代

15～20世紀のすぐれた朝鮮半島の文化を初めて取り上げます。
広島県立美術館
082（221）6246

2月23日（土）

こども文化財教室
「こふんの森たんけん─野鳥かんさつ─」
講師　日本鳥類保護連盟会員
10時～12時
広島県立歴史民俗資料館
0824（66）2881

3月16日（土）

第106回博物館講座
「中世を中心とした瀬戸内の商品流通」
講師　竹林栄一（岡山県立博物館副館長）
14時～15時30分
広島県立歴史博物館
0849（31）2513

3月17日（日）

桃見茶会
9時30分～15時
縮景園
082（221）3620

問 

時 

問 

時 

内 

問 

時 

内 

問 

内 

問 

時 

問 

対 

内 

問 

時 

内 

問 

場 

時 

対 

内 

問 

内 

問 

内 

問 

時 

みんなで学校トイレ美化活動を進めましょう。 

第15回全国スポーツ・レクリエーション祭 

平成14（2002）年10月5日（土）～8日（火） 

ふじい　
あ き こ

 

藤井　亜
紀子さん 

3人で力を
合わせて

スポ

レクを盛
り上げて

いきた

いです!!

かわはら　あや  河原　亜矢さん 楽しい祭典になるよう頑張りますので、よろしくお願いします。 

ジェシンタ　ワンジロ ムタヒさん 
みんなに会えることを楽しみにしています。 

不登校、問題行動の未然防止、早期解決を支援するスクールカウンセラー 
を配置しています。 
スクールカウンセラーの仕事 

保護者の 
方々に 

教員に 

●子どもへの接し方についての助言・援助 
●カウンセリング技法などについての研修活動 
　など 

生徒に 

●カウンセリングルームでの個別のカウンセリング 
●休み時間や放課後の声かけなど日常的な場面 
　での相談活動　など 

お問合わせは　■ 指導第二課生徒指導係　082（228）2111　内線4997

みんなで学校トイレ美化活動を進めましょう。 

暗い 
汚い 
臭い 

明るい 
きれい 
気持ちいい 

トイレ 

トイレをきれいにしよう。 
トイレをきれいに使おう。 

【モデル校】 

●加計高校 ●安古市高校 
●祇園北高校 ●熊野高校 
●黒瀬高校 ●大柿高校 
●尾道商業高校 ●大門高校 
●福山誠之館高校 ●上下高校 
 

【施設の改善では】 

●明るく、ゆったりとしたトイレに！ 
●天井・壁などの塗装をかえる！ 
●手洗いの蛇口をプッシュ式に！ 
●男子用の小便器を自動洗浄！ 
●生徒作品を展示するスペースを！ 
　…など 

【学校の取組みでは】 

●トイレをきれいにするための提案を 
　生徒から募集 
●全校生徒でトイレ掃除 
●クラス対抗トイレ清掃コンクール 
●ホームページで活動報告 
　…など 

県立学校では「学校トイレ美化環境推進モデル校」でユニークな取組みが進んでいます。 

トイレへ 

みんな
で 

アイデ
ィアと

 
パワー

を 
出し合

おう 

●子どもへの接し方について助言・援助 
●講演会・研修活動　など 

　スポレク広島2002は、小さな子どもたちからお年
寄りまで、誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活
動に親しめる全国的な祭典です。 
　この祭典をきっかけに体を動かすことの楽しさや
喜びを発見してもらい、人生を充実させ、地域を豊か
にするスポーツ・レクリエーション活動がますます普
及・振興することを願っています。 

現在、来年度のスクールカウンセラーを募集しています。資格等については、お問合わせください。 

みんな
で 

アイデ
ィアと

 
パワー

を 
出し合

おう 

特別展
「靉光（あいみつ）と交友の画家たち」展
開催中（1月14日まで）

広島県千代田町出身の画家、靉光（あいみつ）の画業をたどるとともに、
交友が深かった松本竣介たち「新人画会」のメンバー7人の作品も紹介します。

新春ロビーコンサート
1月3日（木）13：00～・4日（金）13：00～・5日（土）14：00～

新春は2日から開館


