


海外の大学にも
進学できる確かな
英語力の育成

外国人留学生と暮らす小さな国際社会
のような環境で、アカデミックな
英語スキルを習得します。

高校生の1/3は
海外からの留学生
世界中から集まったたくさんの留学生と

ともに学び合い、議論し、
多様な見方を養います。

全寮制での
学習・生活

年齢や国籍の違う仲間とともに暮らし、
国境を越えた強い絆や

グローバルマインドを育みます。

年 し、

1特 色

2特 色

3特 色

国際協働型
プロジェクト学習
国際的な視野から実社会の課題解決
に挑戦し、多彩なフィールドで
活躍できる力を身に付けます。

4特 色

5特 色

次 回 予 告
次号は、県立三次中学校・高等学校と
呉地区の県立高等学校定時制課程の
再編について特集します！

公式HPはこちらをチェック

広島叡智学園 検索

来春平成31年4月、大崎上島町に
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英語が飛び交う学校生活。高校からは様々な地域の
外国人留学生と共に、授業や寮で英語での生活が始まります。
まるで小さな国際社会の中にいるような生活が始まり、
毎日がワクワク・ドキドキ楽しみです。

※国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供する
本プログラムの導入に際しては、申請から認定までに、
関心校、候補校、認定校の段階があり、各段階には
明確に区別された申請項目とタイムラインがあります。
どのプログラムにおいてもIB認定校を目指すすべて
の学校はこの各段階を経る必要があり、IBが認定の
可否に関する裁量を有しています。本校は、平成33年
度に認定されるよう準備を進めています（本校は平成
30年7月時点では、関心校です）。

中学校では、外国人教員と共に楽しみながら英語を学び、英語で
コミュニケーションできる力を育みます。高校からは、段階的に教科
の授業も英語で行い、アカデミックな英語力を育成します。

海外の
進学で
英語

外国人留学生
のような環
英語スキ

特

合言葉は“We are HiGA，a learning community”
私が実現したいもの、それは、
「学び続け、変わり続けたい」という想いを持った方々が集う
“Learning Community”の実現です。
人は、誰もが素晴らしい「物語」を持っています。
そして、一人一人の「物語」が集まったもの、それが社会です。
それぞれの物語が変われば、社会全体が変わります。
「学び続け、変わり続けたい」という想いが地域を元気にし、
世界を変えると、私は信じています。
あなたも、この“Learning Community”に
加わりませんか？

県立広島叡智学園中学校・高等学校（HiGA）
え い ハ イ ガち
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生きた 英 語 力 の育成
HiGAならではの

一般中
高生の

約6倍
！

英語学習の各学年での目標

一般の中学3年間+
高校3年間修了時※

※現行学習指導要領を踏まえた学校での英語の学習時間（推計）
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HiGA入学～
高1の冬頃まで

約5000
時間

約800
時間

アカデミックな内容を英語で学ぶ…カリキュラムに
英語でアクセスし、英語で学んでいくことができる
英語力を養います。

高校2・3年

身近な話題や自分のことについて、簡単な英語で
やり取りができるようになります。中学1年

自分に直接関係する事柄について、図や表を活用
して、情報をやりとりしたり、自分の考えを伝えたり
することができるようになります。

中学2年

中学3年
日常生活の多くの場面において英語で対処すること
ができ、まとまりのある内容を理解したり、伝えたり
することができるようになります。

英語学習時間の比較

アカデミックな英語スキルの習得

英語学習時間は

約5000時間！授業 + ＝放課後

合計 約5000時間
アカデミックな英語スキルを
習得するために必要な

学習時間

毎日の生活が英語
学習となり

必要時間を確保！
高１から留学生と共に生活し、英語で授業を受け、
話し合い、新しい価値を一緒に創っていくための英語
力を育みます。

高校1年

/3は

す。

完成予想図

message
校長からのメッセージ
県立広島叡智学園中学校・高等学校
HiROSHIMA GLOBAL ACADEMY（HiGA）

林  史校 長
はやし ふ み

5つの特色
HiGAの

国際的に認められる
大学入学資格の
取得を目指す
国際バカロレア・プログラムの
導入を検討しています。※

公式HPはこちらをチ ク



広島の特産品もたくさん入って
いて栄養満点です。ぜひ、親子で

作ってみて下さい！

中国地方で16競技が行われ、広島県では4競技が開催
中学生トップアスリートのパフォーマンスを肌で感じよう!

呉南特別支援学校では、日頃から地域の清掃活動に取り
組んでいます。この度、呉工業高等専門学校から、講義室
やロビーなどの清掃活動に対し感謝状と校章の形の掛
け時計が贈られました。生徒たちは「広い教室を掃除する
ことは大変だけど、仲間と協力して良い経験ができた」
「自分たちの活動が喜んでもらえてうれしい」と話して
いました。

地域にある医療、教育、行政機関などの協力を得な
がら、医療や学校現場での見学や実習、第一線で活
躍されている方による授業などを通して、実践的な
学習を行います。

将来、医療従事者や教師になりたいという
志と意欲を持ち、何事にも挑戦する生徒の
皆さんを待っています。“いのち”と“こころ”
を学び、知識と行動力を兼ね備え、備北地
域の発展に貢献する人材を育成します。
充実した講師、献身的なスタッフにより、
　　あなたの夢をかなえます。

｢医療・教職コース｣ ｢ 探究科 ｣

県立庄原格致高等学校 県立吉田高等学校校県立庄原格致高等学校原格致高等学校

探究科で何を「探す」のか、何を「究める」のかは
皆さん次第です。皆さんの探究のために、吉田
高校では関係機関の協力をいただきながら、
様々な「学びの種」を用意しています。
多くの人と関わりながら、未来の自分
に出会いましょう！

等学校県立吉田高等

地域にある医療、福祉、教育機関などの協力を得
ながら、医療、教育、神楽などの伝統芸能等に関する
「特色ある科目」の学習や、探究型学習を通して、
より深い学びを展開します。

ココース・　 学科新 新
誕生します！

将来に直結する

教 育 最 前 線

普通科 生活福祉科

探究科平成
31年度

New!
普通科

普通科
普通科
医療・教職
コース

平成
31年度

New!
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● 庄原市役所●広島大学
●県立広島大学
●地元小・中学校

●庄原赤十字
  病院

関係機関との連携

幅広い知識・技能の習得、
充実した体験

教育
機関

医療
機関

行政
機関

県立庄原格致高等学校

校 長
いま  おか まもる

今岡 護

県立吉田高等学校

校 長
よし  かわ まさ  き

吉川 正貴

医療・福祉
機関

教育
機関

行政機関
地域資源

● 安芸高田市役所
●伝統芸能

●広島大学
●県立広島大学
●地元小・中学校

●吉田総合病院
●地元福祉施設

関係機関との連携

特色ある科目の学習

オープン
スクール開催！

8 21火

第40回全国中学校
軟式野球大会軟式野球

第49回全国中学校
ソフトテニス大会

ソフトテニス

詳しくは
日本中体連HP
をチェック！

東広島市東広島市
広島市広島市

軟式野球軟式野球
呉市呉市

尾道市尾道市

広島県では4競技！

中国５県で開催

ソフト
テニス
ソフト
テニス

軟式野球軟式野球

軟式野球軟式野球

卓球卓球
柔道柔道

第49回
全国中学校柔道大会

柔  道

平  成
30年8 17金 25 土

大 会 期 間

県立呉南特別支援学校が
国立呉工業高等専門学校から
感謝状を贈呈されました！

特別支援学校の取組

8/19日▲ ▲ ▲

23木

8/21火 ▲ ▲ ▲

23木

コカ・コーラボトラーズジャパン野球場
呉市二河野球場
東広島運動公園野球場

県立びんご運動公園テニスコート

第49回
全国中学校卓球大会
第49回
全国中学校卓球大会
第49回
全国中学校卓球大会

卓  球

8/22水▲ ▲ ▲

25土
県立総合体育館

　全国中学校
体育大会
平  成
30年度

開 催

地域の清掃活動に
専門学校から、講
謝状と校章の形の掛

校が
校から
た！

の取組
主催/（公財）日本中学校
        体育連盟他

※開会式は各競技会場で
　実施します。 に取り

講義室
形の掛

8/17金▲ ▲ ▲

20月
県立総合体育館

きれいに
なると

気持ちい
いね！

から
作り方のご紹介

普通科に新たに設置！ 普通科と生活福祉科を改編！

どんなコース？ どんな学科？

オープン
スクール開催！

8 9木

教室には手作りの教材がたくさん！

1なべにごま油、にんにく、しょうがを入れ、
　豚ひき肉を入れて炒める。
2にんじん、エリンギを入れてよく炒める。
　広島菜漬け、ちりめんじゃこ、ホールコーン
　を入れて炒める。
3Aの調味料をあらかじめ混ぜ合わせて
   味をつける。
4すりごまを入れる。
5火を止めて、レモン果汁を加える。

A
鶏がらスープ・みりん
みそ・さとう・豆板醤
かきじょうゆ・酒

保手濱 夏実さん ・有紀子さん（母娘）保手濱 夏実さん ・有紀子さん（母娘）

考案者

応募総数
5,001作品

おしえて!

取材MEMO ミュージカルで鍛えた良く通る声で、子供たちと一緒に楽しく歌い、踊る姿が印象
的なとっても優しい大呑先生に、たくさんのパワーをいただきました。

県立廿日市特別支援学校

大呑 美子 先生
おお  の み よし   こ

「くりっぷ情報局」が行く

くりっぷ　こんにちは！大呑先生は多くの方から児童
の「やる気」を引き出すスペシャリストだと伺いました。
ぜひ取組について教えてください。

先生　障害がある子供たちの歩みは、すごくゆっ
くりですが、常に伸び盛りなんです。私は子供たち
が安心して、ゆっくり学んでいけるよう取り組んで
います。手作りで教材を準備し、1年間かけてひら
がなが読めるようになった時は涙が出るほど感動
しましたし、それまでどうしても食事をしようとしな
かった児童が喜んで食べるようになったと、驚いた
施設の方々が見学に来られた事もありました。

くりっぷ　素晴らしいですね！ところで、大呑先生は
歌とダンスがご趣味とか？

先生　はい！ミュージカルにも挑戦していたん
ですよ。出産後は仕事と育児でいっぱいいっぱい
になって、周りに迷惑ばかりかけて沈んだ時期もありましたが、尊敬する先輩から
「今こそみんなを頼って良い時なんだよ」と言われて、心がスッと楽になりました。
夫も協力的で立派な育メンに成長してくれましたし（笑）、皆さんに感謝です。次は
私が困っている人たちの力になれるよう、がんばりたいな！

おお のみ よし こ

大呑 美子 先生

おお のみ よし こ

くりっぷ こんにちは！大呑先生は多くの方から児童
の「やる気」を引き出すスペシャリストだと伺いました。

すごくゆっくりでも、
いつでも子供たちは伸び盛りです。
すごくゆっくりでも、
いつでも子供たちは伸び盛りです。

詳しいレシピはこちら！

呉市立白岳小学校 第２学年

ひろしま
オールスター★担々丼

ひろしま
オールスター★担々丼

ひろしま
オールスター★担々丼

最優秀レシピ賞
最優秀レシピ賞
最優秀レシピ賞

たんたんたん たんたんたん どんどんどんひろしま
オールスター★担々丼

最優秀レシピ賞

たん たん どん

「ひろしま給食」
メニューが決定しました！！

ほ て はま なつ  み ゆ   き   こ



ホームページ
バナー広告募集中

〒730-8514
広島市中区基町9-42

広島県教育委員会 総務課秘書広報室

〒730-8514 広島市中区基町9-42
TEL082（513）4934

編集・発行

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/

「くりっぷ」や、県の教育行政に対するご意見などは、メールや郵送で受け付けています。

広島県教育委員会 総務課秘書広報室Eメール

郵　送

kyoukouhou@pref.hiroshima.lg.jp

※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。

広島県教委 検索

広島県教育委員会ホームページ

もう少し具体的な言葉で話しかけてみるにゃん…

C L I P
親子のコミュニケーションを応援!

●「〇〇と言ってね」「片付けてね」など、「動詞」で表現すると、
具体的でお子さんに伝わりやすくなります。

●「否定的」な表現（走らないなど）を避けることも有効です。

●少しでもうまくいったときは、当たり前と思わずに、しっかり
ほめてあげましょう。

「ちゃんとしてね！」
で伝わってる？
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月曜（7/16、8/13は開館）、7/17（火）は休館
一般500円（400円）、高・大学生380円（300円）、
小・中学生250円（200円）
※（　）内は20名以上の団体

　おもちゃのコレクターで、「なんでも鑑定団」の鑑定士としても著名な北原照久さんの収集
品から、「広告ポスター」などテーマ別で展示し、みなさんをおもちゃの世界に誘います。

月曜（9/17、9/24は開館）、9/18(火)は休館
一般700円（560円）、高・大学生520円（410円）、
小・中学生350円（280円）
※（　）内は前売特別入館券と20名以上の団体

　日本最大級の古地図コレクション「守屋壽コレクション」の第３回目の展示会。今回は、
新発見の伊能忠敬の日本地図などを中心に、江戸時代に発達した地図の変遷を紹介します。
幕府の命で広島藩が作成した安芸国絵図も初公開します。

月曜
一般300円（240円）、高・大学生220円（180円）、
小・中学生150円（120円） ※（　）内は20名以上の団体

　中世以降、厳島神社の門前町として発展し、江戸時代には
“日本三景”の一つに数えられた宮島。江戸時代後期から明治
にかけて宮島はどのように“描かれた”のか、書、絵画、文芸
作品を中心に紹介します。

火曜～金曜9：30～19：00、
土曜・日曜9：30～17：00
月曜・祝日

　図書館の職員が、読み応えのある新しい本の中から、小学生（中・高学年）が読書感想文
を書くのにちょうどよい本を紹介します。２部構成で対象学年ごとに行います。【要申込】

【日時】
7月29日（日）
14：00～15：40

【期間】
７月19日（木）～
９月24日（月・休）

【期間】
７月６日（金）
～９月２日（日）

【期間】７月21日（土）～９月２日（日）

平成30年10月28日（日）

府中市立総合体育館
府中市土生町416-4

【期日】

【場所】

昨年度の様子▶

アストロボーイ▶

▲宮島書画作品

▲安芸国絵図 ※江戸時代前期の安芸国を描いた巨大な地図の写し。全国に４例のみ現存する。

平成30年度から、障害者手帳等の交付を受けている方、学校教育活動として観覧する
児童・生徒等とその引率者は、次の３施設の企画展入館料は無料となります。

　幼児・児童・生徒及び教職員の心身の健康の増進、省エネルギーの推進を目的に、
全県立学校において「夏季一斉閉庁」を実施します。この期間中、原則学校は閉庁し、
窓口業務は行いませんのでご協力をお願いします。
※各種証明書などの発行は郵送でも受け付けますので、事前に学校へお問い合わせください。

【期間】

県立学校における夏季一斉閉庁のお知らせ

給付額（国公立学校の場合・年額）
[生活保護世帯]
[非課税世帯]  

支給対象　

申請方法

　　　32,300円
　　　全日制等 80,800円（第1子）／129,700円（第2子以降）
　　　通信制 36,500円
次の①から③を満たしている者
①高等学校等就学支援金等の支給要件を7月1日現在満たしていること
②保護者等が広島県内に在住していること
③保護者等全員の住民税所得割額（道府県民税・市町村民税所得割額の
合算額）が非課税であること
在籍している高等学校等を通じて配付する申請書を提出してください。

　授業料等以外の教育費負担を軽減するため、広島県内にお住まいで、世帯
の住民税所得割額が非課税である保護者等に対して、世帯構成に応じて奨学
給付金を支給します。

今年度から全県展開を開始した、広島版「学びの変革」の取組をご理解いただく
ため、児童・生徒による事例発表などを行います。ぜひ、ご来場ください。

高校生等奨学給付金 （奨学のための給付金）

教育支援推進課 TEL082（513）4886 月曜～金曜（祝日を除く）8時30分～17時15分問

教育支援推進課 TEL082（222）3015 月曜～金曜（祝日を除く）9時～17時問

対象となる進学先　学校教育法に規定する大学、短期大学及び専修学校専門課程
給　付　額 

募集予定者数　100名程度
応募要件

募集締切

60万円以内 （進学する大学等の受験料、入学金及び初年度授業料（年額
の2分の1の額）の合計額に相当する額）
　
次の全てを満たす者
①広島県内の高等学校、特別支援学校等に在学していること
②生活保護世帯又は非課税世帯に属していること
③学習状況が良好であること
申請は学校を経由して行っていただきます。在籍する学校が定める期限ま
でに提出してください。
※学校から県教育委員会への提出締切は8月31日（金）です。

　経済的理由により大学等への進学が困難と認められる高校生や特別支援
学校高等部等の生徒を対象に、進学に必要な経費の一部を給付します。

大学等進学奨学金（給付金）奨学生募集

【場所】みよし風土記の丘ミュージアム
（県立歴史民俗資料館）
三次市小田幸町122　TEL 0824(66)2881

お宝発見！北原コレクション展
子供たちに贈る三次の夏休み

初公開！世界を驚かせた日本人
の地図づくり

夏休みに読んでみたい本の紹介
感想文にお薦め！

【場所】ふくやま草戸千軒ミュージアム
（県立歴史博物館）
福山市西町2-4-1　TEL 084(931)2513

“描かれた”宮島

【場所】頼山陽史跡資料館
広島市中区袋町5-15 TEL 082(298)5051

【場所】県立図書館
広島市中区千田町3-7-47
広島県情報プラザ内 TEL 082(241)4973

行基図から伊能図まで

平成30年度「ひろしま教育の日」フォーラム

昨年度の様子▶

なぜ今「学びの変革」なの？
授業はどう変わったの？
子供たちはどう変わったの？

 休館日
 入館料

 休館日
 入館料

開館時間

休　館　日

 休館日
 入館料

入場
無料

子
供
の
こ
と
で
お
悩
み
の
と
き
は…

体
罰
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
窓
口

早期の状況把握・被害の拡大防止のため、
体罰、セクシュアル・ハラスメント等の相談窓口を設置しています。

子供のことでの悩み事は、
学校のほか次の相談電話を利用することもできます。

■小・中学校など市町立学校　各市町教育委員会にお問い合わせください。携帯電話版広島
県のホームページ(http://www.pref.hiroshima.lg.jp/i/)に各市町教育委員会の窓口を掲載。
※子育て・教育＞教育＞学校・教育施策＞体罰、セクシュアル・ハラスメント相談窓口

■県立学校
全ての県立学校に相談窓口(担当教職員)を設置しています。担当教職員は、管理職を含む複数の教職員
です。電話による相談については、学校の代表電話におかけください。

■県教育委員会事務局
〈専用電話〉相談時間:月曜～金曜(祝日および年末年始を除く)／8時30分～17時15分

TEL082（513）4917 TEL082（513）4918 TEL082（513）4919
※パワー・ハラスメントに関する相談も受け付けています。
※広島市立の学校については、直接広島市教育委員会に相談してください。

■県立教育センター「体罰・セクハラ等相談ダイヤル」 TEL082（427）3076
〈専用電話〉相談時間：月曜～金曜(祝日および年末年始を除く)／9時～16時

　**市町立学校(市町教育委員会）**

■24時間子供SOSダイヤル／全国統一ダイヤル  TEL0120（0）78310
■いじめダイヤル24／県立教育センター  TEL082（420)1313
月曜～金曜(祝日および年末年始を除く)／9時～19時 〈留守番電話対応〉左記以外の時間

■心のふれあい相談室／県立教育センター  TEL082（428）7110
月曜～金曜(祝日および年末年始を除く)／9時～16時

■特別支援教育・教育相談部／県立教育センター  TEL082（428）1188　
月曜～金曜(祝日および年末年始を除く)／9時～16時

■こころの相談室／県福山庁舎第2庁舎内  TEL084（925）3040
火・水曜(祝日および年末年始を除く)／10時～17時

■暴走族相談電話／県教育委員会豊かな心育成課  TEL082（227）5034
月曜～金曜(祝日および年末年始を除く)／9時～17時

■LGBT電話相談／エソール広島  TEL082（207）3130
毎週土曜(祝日および年末年始を除く)／10時～16時

な や み 言おう

企画展

ブック
トーク

企画展

夏の特別
企画展

■応募要領／はがきに住所・氏名・年齢（○歳代）と、 ①「くりっぷ」のご感想、 
　②あなたの周りのよくばり先生と推薦する理由、 を明記の上、郵送ください。　■応募締切／7月31日（火）消印有効
■応募先／〒730-8514 広島市中区基町9-42 広島県教育委員会事務局 くりっぷ「プレゼント」係 （当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。）C L I P

平成30年8月13日（月）～8月15日（水）
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