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地域の方の声

保護者の声

教員の声

　県教育委員会では、コミュニティ・スクールが核となり、「地域協育ネット」の仕組みを生かして、各中学校区で地域の
ネットワークを形成し、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを見守り支援する「やまぐち型地域連携教育」を推進し
ています。この取組により県内各地で多くの地域の方が学校を訪れ、学校・家庭・地域が連携・協働した特色ある教育活
動が行われています。
　県立高校等にも、昨年度先行導入した高等学校３校、特別支援学校２校に加え、今年度新たに高等学校１１校、中学校
１校、中等教育学校１校、特別支援学校６校、市立高等学校１校にコミュニティ・スクールが導入され、地域とともにある
学校づくりが広がりを見せています。
　今後は、「やまぐち型地域連携教育」の取組を更に充実していきたいと考えていますので、保護者の皆様には、地域の
方とともに、学校や地域における様々な教育活動に御支援・御協力をいただきますようお願いします。

平成29年 8月 7日（月）
平成29年11月26日（日）
平成29年11月28日（火）
平成29年12月16日（土）

義務教育課 やまぐち型地域連携教育推進班　TEL：083－933－4595お問い合わせ先

やまぐち地域連携教育の集い（県内７地域）
平成29年 8月22日（火）
平成29年11月27日（月）
平成29年12月 1日（金）

スターピアくだまつ
下関市教育センター
上関町総合文化センター
山口県総合保健会館

「やまぐち型地域連携教育」の研修会を開催します。多くの方の御参加をお待ちしています！
お知らせ

「つながろう ふるさと大好き 熊毛っ子」をテーマに熟議
を行い、出されたアイデアをもとに、小・中・高校生と地
域住民が集まり、花壇整備を行いました。

（周南市立熊毛中学校区）

地域の神社「綾木八幡宮」で行われる「綾木祭り」にお
いて、児童全員で「ふれあい太鼓」を披露しました。　　

（美祢市立綾木小学校）

地域との連携（絆）を一層深めるため「柳中コミュット
（地区生徒会）」を立ち上げ、地域の方と協力しながら、
地区ごとに清掃活動などの様々な取組を行いました。

（柳井市立柳井中学校）

保・小・中合同の地震・津波対応避難訓練を実施し、中学
生による園児や低学年児童の避難誘導、負傷者(想定)
の移動支援を行いました。
（阿武町立阿武小学校、阿武中学校、みどり保育園）

阿武町民センター
美祢市民会館
岩国市周東文化会館
　　　パストラルホール

「やまぐち型地域連携教育」の更なる充実へ「やまぐち型地域連携教育」の更なる充実へ

学校を核として、子どもとの関わり
を通じて地域の大人同士の絆が深
まることで、地域教育力の向上、地
域の活性化へつながっていきます。

学校・家庭・地域が連携・協働した様々な教育活動が行われています。
子どもの声

・地域の優しさ、そして愛を感じた。励
まされ、勉強を頑張れる気がした。
・地域の一員として、自分たちにできる
ことは積極的に行いたい。
・地域の伝統文化をしっかり引き継い
でいきたい。

・生徒たちが地域で活躍してくれるこ
とで地域が活性化する。
・学校の子どもたちのために頑張らね
ばという責任が、生活の張りとなる。

・いろいろな方と関わる中で、子ども
たちが地域のことを考え、主体的に
地域に関わろうとしている。
・子どもたちが地域の方々のおかげで
育っていると強く感じる。

・子どもが変わる、学校が変わる、地域
が変わるのが目に見えて表れるので、
やりがいを感じる。

熟議が具体的な取組へ 伝統文化の継承

生徒会主催の地域貢献活動 地域ぐるみの避難訓練



学校安全・体育課　TEL:083-933-4685　 FAX:083-922-8737お問い合わせ先

義務教育課 指導班　TEL：０８３－９３３－４６００　FAX：０８３－９３３－４６０９お問い合わせ先

家族で生活習慣を見直して、元気創造！

「やまぐちっ子学習プリント」を使って、分かる・できるように！ 検索やまぐち学習支援プログラム

資料出典：山口県子ども元気調査

　平成29年3月に策定された「第３次やまぐち食育推進計
画」では、「毎日朝食を食べる児童生徒の割合」の目標値を
100％としています。
　朝食を食べる児童生徒の割合は、10年前と比べて向上した
ものの、過去3年間は小・中学校ともに下降傾向にあります。
　平成28年度の朝食摂取率を学年別にみると、小学校3年
生から低くなっており、平成２７年度も同様の傾向が見られ
ました。
　また、睡眠時間についても、小学校3年生から8時間未満の
児童生徒の割合が高くなっており、朝食摂取率と睡眠時間に
は関係があることが分かります。
　夜遅くに食事をすると、朝、食欲が低下するとともに、睡眠
の質が低下する原因にもなります。睡眠の質が低下すると、
疲れがたまりやすくなります。
　朝食を毎日食べている子どもは学
力や体力が高いというデータもあり
ます。スポーツの世界では、「早寝早
起き朝ごはん」を実践することは基本
中の基本とも言われています。
　家族で生活習慣を見直し、心も体
も元気に過ごしましょう。

　県教育委員会では、「やまぐち学習支援プログラム」ウェブページに、小学校１年生から中学校３年生までの「やまぐちっ子学
習プリント」を用意しています。これまでの全国学力・学習状況調査では、質問紙調査の「授業の中で分からなかったことがあっ
たら、どうすることが多いですか」という質問に対して、「自分で調べる」「授業が終わってから先生に尋ねる」「家の人に尋ねる」
と回答した児童生徒の正答率が高い傾向にあります。分からなかった内容やできなかった問題などの復習に、御家庭でも「やま
ぐちっ子学習プリント」をぜひお役立てください。

各学年・各教科の一覧表を見て選択

自信のない内容や
忘れた内容などを復
習してみましょう。

間違えた問題について、
復習してみましょう。

学校から配付された「個人票」を活用

「個人票」は、４月に実
施した全国学力・学習
状況調査（小６・中３）
などの結果を記したも
のです。

94.8%

93.9%

86.4%

87.8%

89.7%
88.4%

89.2%

88.0%

90.4%

【個人票（例：小学校６年算数）】



県立宇部高校・県立下関西高校で「探究科」がスタートしました！

県立周防大島高校「福祉専攻科」第2期生が入学しました！

宇部高校　TEL:0836-31-1055　　　下関西高校　TEL:083-222-0892
高校教育課高校改革推進班　TEL:083-933-4636　FAX:083-933-4619お問い合わせ先

周防大島高校 久賀校舎　TEL:0820-72-0024　FAX:0820-72-0096お問い合わせ先

　4月28・29日に、国立山口徳地青少年自然の家で1泊2
日のフレッシュマンセミナーを実施し、様々なアクティビテ
ィや研修等を通して、問題を解決する力や協調性、コミュ
ニケーション力など、探究科における活動の基礎となる力
を養いました。

　平成28年4月に周防大島高校久賀校舎に開設した福祉専攻科では、今年度、
第2期生9人が入学し、計14人が日々授業や実習に励んでいます。
　福祉専攻科では、2年間、介護福祉士国家資格取得をめざした教育を行い、地
域の介護福祉を支える先進的な知識と技術を身に付けた将来のスペシャリストを
育成します。

　平成２９年４月、宇部高校・下関西高校に「探究科」を開設し、その第１期生が入学しました。探究科は、知識・技能の確実な
習得に加え、発展的な教科学習や課題解決を図る学習活動を通して、これからの時代に必要な思考力・判断力・表現力等を高
めることを重視する学科です。探究科では、大学入学者選抜改革に的確に対応するとともに、次代を担うリーダーとして活躍で
きる人材の育成をめざします。
　両校とも、１年次では全員が共通の科目を学習し、主に「基礎探究」という科目において、探究的な活動に必要となる基礎的
な知識や技能を身に付けます。２年次からは人文社会科学科と自然科学科の二つの学科に分かれ、それぞれ文系分野、理系分
野で、より専門的な探究活動を行っていきます。

介護福祉士

福祉専攻科(２年間)、国家試験（実技免除）

高等学校等卒業 大学・社会人等

合格後、登録

◆日　時  平成29年  7月22日（土） 13：00～14：30
　　　　 　　　　 11月18日（土） 13：00～14：30

◆推薦入学（対象  高校卒業見込の方）
　　出願期間：平成２９年　９月２０日(水)～９月２６(火)
　　選考検査：平成２９年１０月　３日(火)
◆一次募集（対象  高校卒業見込、高校を卒業した方）
　　出願期間：平成２９年１１月２２日(水)～１１月２９日(水)
　　選考検査：平成２９年１２月　６日(水)

◆内　容  学科の説明、福祉体験授業
　　　　  希望者対象の進路相談

福祉専攻科オープンキャンパスについて 平成30年度入学者選抜について

入学式（生徒宣誓） 福祉の専門的な授業

ブラックボックスの中身を探ろう ＪＡＸＡ講演会 「基礎探究」の授業風景 JENESYS2016 海外研修

宇 部 高 校

　「基礎探究」では探究活動を進める上での教科の基礎
知識と探究活動の基礎を学んでいます。
　2年次の校外研修では海外と国内を選択できるように
計画を進めており、特に海外研修では英語を使った生徒
同士の交流も実施する予定です。

下 関 西 高 校



特別支援教育推進室　TEL:083-933-4615　FAX:083-933-4619お問い合わせ先

やまぐち総合教育支援センター教育支援部情報教育班　TEL：083-987-1220
E-mail：joho@center.ysn21.jpお問い合わせ先

　障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ教育の仕組みである、「インクルーシブ教育システム」の構築に向け
ては、より多くの人が障害や障害のある方への理解を深め、学校・家庭・地域が一体となり、障害のある子どもの育ちを
支え見守るために、できることに取り組んでいくことが大切です。
　このフォーラムを通して、みんなの心がつながる温かな地域づくりについて、御一緒に考えてみませんか！

【申込方法】所定のチラシの参加申込書に必要事項を御記入の上、郵便またはＦＡＸにてお申込みください。
　　　　　（チラシは、特別支援教育推進室のウェブページからダウンロードできます。）
　　　　　※定員６００名（先着順）　［定員に余裕があれば当日の参加申込も可能です。］
　　　　　※駐車場には限りがありますので、公共交通機関の利用や乗り合わせ等の御協力をお願いします。
【内　　容】○講演　「障害と向き合い、自分に挑む ～リオ・パラリンピックへの道のりを通して～」
　　　　　○講師　廣瀬　順子（ひろせ　じゅんこ）氏
　　　　　　　　　（リオ・パラリンピック柔道女子５７ｋｇ級銅メダリスト）
　　　　　○パネルディスカッション
　　　　　　「地域に生きるすべての子どもの自立と社会参加を促すために学校・家庭・地域でできること」
　　　　　○各総合支援学校　学校紹介（特色ある教育活動・作品の展示）　等

　キャリア教育は、子どもたちが夢や目標をもち、一人の社会人として自立できるよう、自分にふさわしい生き方を実現
しようとする意欲や能力を育むことをめざしています。このたび、以下のとおり、学校と家庭、地域、産業界等が連携した
キャリア教育の推進について考えるセミナーを開催します。本セミナーでは講演や発表を通して最新の情報を提供する
とともに、協議等において、様々な立場からの意見も出し合いながら、キャリア教育についての理解を深めることとしてい
ます。保護者、地域の皆様もお気軽に御参加ください。

【参加対象】　保護者、教員、地域・産業界等の関係者
【内　　容】　文部科学省職員による講演
　　　　　　小・中・高校等の実践発表、協議等
【参加申込】　各学校を通じてお申し込みください。
　　　　　　※こちらからも参加申込みいただけます。
　　　　　　義務教育課TEL:083-933-4600　高校教育課TEL:083-933-4627

期日
平成２９年８月２２日（火）
会場
宇部市文化会館　
（宇部市朝日町８番１号）

『みんなの心がつながる地域づくりフォーラム』御案内

キャリア教育実践セミナーを開催します

日時：平成２９年８月６日（日）１２：３０～１６：３０　　場所：山口県総合保健会館（入場無料）

・子育てについてのアドバイス等の情報がほしい
・子どもの教育の悩みについて相談したい
・国や県の最新の教育情報を知りたい
・子どもが自分で学習できる教材がほしい
・希望している進路先の学校情報を知りたい
 そんな時は、ぜひアクセスしてみてください。
きっと求めている情報が見つかるはずです！

情報を一元化し、◆児童生徒向け◆教職員向け
◆保護者向け◆地域・社会向け◆企業向けに情
報提供を行っています。

「やまぐち総合教育支援サイト」に今すぐアクセスを！！
求めている情報が見つかるはず！

やまぐち総合教育支援サイトは県内の教育



山口図書館　企画・連携グループ　TEL:083-924-2111　FAX:083-932-2817お問い合わせ先

　障害のある子どもたちにとって読むための障害となるさまざまな原因と、それを解消するために有効な電子図書など
の媒体、支援方法について学び、読書支援ができる人材の養成をめざして実施します。
○日　時  平成29年8月20日（日）9時30分～14時30分
○会　場  山口県立山口図書館 第２研修室
○内　容  マルチメディアデイジー図書の使い方及び読み書き障害の支援方法等
○対　象  学校教職員、障害のあるお子さんのいる御家族、その他興味や関心のある方（原則として18歳以上）
○主　催  公益財団法人伊藤忠記念財団　○後　援  山口県教育委員会ほか　○協　力  山口県立山口図書館
○申込み  ８月１６日（水）までに、以下のお申込み先に、電話、FAX又はE-mailで、①参加会場（山口図書館）②参加者

氏名③住所④電話番号⑤所属（ある方のみ）⑥当日の緊急連絡先をお知らせください。受講に当たり、支援
の希望がありましたら御相談ください。

【お申込み先】
(公財)伊藤忠記念財団　TEL:03-3497-2652　 FAX:03-3470-3517　E-mail:bf-book@itc-zaidan.or.jp

会　　期  平成29年7月14日（金）～8月27日（日）
※休館日  7月18日（火）、24日（月）、31日（月）
　　　　  8月7日（月）、21日（月）
開館時間  9：00～16：30
　　　　  （入館は16：00まで。7月14日は10：00開館）
観　覧　料  800円（一般）、500円（学生）
　　　　 ※70才以上の方、18才以下の方及び高等学校、中等
　　　　 教育学校、特別支援学校等に在学する生徒は無料

Ⅰ  あなたの知らない！？ ３Ｄの世界！　
ものが立体に見える仕組みやなぜ錯覚がおこるのかに
ついて解説し、立体視、錯視に関する資料を展示します。

Ⅱ  体験！アリスとふしぎの国を大冒険！
プロジェクション・マッピングや３Ｄ映像、トリックアートなどで構
成する不思議な空間を楽しんでもらいます。
Ⅲ  これは現実！？ 進化するおどろきの３Ｄ技術
最新立体映像ディスプレイや世界を救う３Ｄ医療技術を紹介します。
※その他、関連イベントや工作コーナーも盛りだくさん。
詳細はウェブページを御覧ください。
URL http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/
TEL:083-922-0294

　県教育委員会では、望ましい生活習慣を育むために「家庭の元気応援キャンペーン」に取り組んでいます。
　保護者向けリーフレット「夢をはぐくむ家庭の元気」を作成し、幼児や小・中学生の保護者の皆様に家庭教育５つの
ポイントを示すとともに、リーフレットの概要版には「わが家のやくそく」が記入できるスペースを設け、家族で約束を決
めて、実際に家庭で取り組むことができるようにしています。

◆リーフレットや概要版は、ウェブページ
　からもダウンロードできます。

リーフレットの概要版

○募集対象　県内の小・中学生
○応募方法　所定の様式を使用し、ＦＡＸ、郵送、メールで御応募ください。
                 （様式は、社会教育・文化財課のウェブページからダウンロードできます。）　　　
○応 募 先　通学されている学校又は山口県教育庁社会教育・文化財課
　　　　　  〒753-8501 山口市滝町1-1  TEL：083-933-4661  FAX：083-933-4669
　　　　　  E-mail:a50400@pref.yamaguchi.lg.jp
○応募期間　９月１日（金）～９月29日（金）
○そ の 他　御応募いただいた「わが家のやくそく」の一部を
　　　　　　家庭の元気応援キャンペーンのウェブページ等で紹介します。

　県教育委員会では、キャンペーンの一環として、今年も「わが家のやくそく大募集」を実施しま
す。“わが家で決めた約束”を実行して感じたことや保護者の感想などを記入して、ぜひ御応募く
ださい。昨年度は夏・冬休み計１１，４０２名の応募がありました。今年度も、たくさんの御応募
をお待ちしています。

「わが家のやくそく大募集」への御応募をお願いします！

「読書バリアフリー研究会」を開催します！～みんなに読む喜びと楽しさを伝えよう～

山口博物館特別展「アリスと大冒険 ３Ｄふしぎ博物館」
ふしぎとおどろきのサイエンスワールドへようこそ！

ふしぎ！　おどろき！！　最新の３Ｄ技術がおりなすふしぎな「サイエンスワールド」へようこそ！
あなたも「アリス」と一緒に冒険しながら、楽しいふしぎの国へ迷い込んでみませんか。

展示
構成

招待券プレゼント（ペア１０組２０名様）
応募方法は、巻末を御覧ください。



＜プログラム＞

♦個別相談会　他♦学科説明・模擬講義

♦大学・入試説明会 ♦サークル体験

Open Campus

7/15 8/27
・国際文化学部　国際文化学科、文化創造学科

・社会福祉学部　社会福祉学科

・看護栄養学部　看護学科、栄養学科

　　　　　　　　　　　　　　詳しくは本学ＨＰへ　

2017

http://www.ypu.jp/

土 日

夏休みは維新公園で
レノファを応援しよう!!

横浜FC 

ロアッソ熊本 

ザスパクサツ群馬 

   大分トリニータ

夏休みは維新公園で
レノファを応援しよう!!

広告

山口博物館特別展「アリスと大冒険 ３D
ふしぎ博物館」招待券及び読者プレゼント御希望の方は、住所、氏
名、年齢、電話番号、希望のプレゼント、「ふれあい夢通信」の感想を
御記入の上、第1面の編集部まではがき、FAX、電子メールで御応
募ください。なお、当選者の発表は発送をもって代えさせていただき
ます。

　昨年度、萩高校奈古分校が奈古高校の校地に開校し、奈古
高校は本年度末、閉校します。
　本年度は奈古高校の普通科・生物資源科学科３年生と萩高
校奈古分校の総合学科１・２年次生が同じ校地でともに学んで
います。生物資源科学科、総合学科の生徒及び、普通科の生徒
の多くが、園芸や食品製造の分野で実習に取り組んでいます。
　食品製造の実習で製造されているイチゴジャム・マーマレード
は、原料にこだわり、イチゴジャムは県内産イチゴと砂糖のみで、
マーマレードは奈古産の夏みかんを直接収穫し、手間をかけ丹
念に造りました。実習で生産された農産物や食品加工品は地元
の道の駅や11月の学校祭で販売しますのでお越しください。

締切：7月2８日（金）必着

県立青少年教育施設

●期　　日  ９月９日（土）・10日（日）
●対　　象  幼児・小学生とその家族及び一般　〈定員 ６０名〉
●申込締切  ８月23日（水）必着

山口県秋吉台青少年自然の家（美祢市）TEL:08396-2-0581
秋吉台夜の草原コンサート

山口県十種ヶ峰青少年自然の家（山口市）TEL:083-958-0033
第１回　阿東嘉年自然塾

●期　　日  ９月３０日（土）
●対　　象  親子・一般　〈定員 ２０名〉
●申込締切  ９月１５日（金）

TEL:083-923-1060

●期　　日  ８月３日（木）13:00～15:30（予定）
●対　　象  県内の小学生高学年の児童及び保護者
　　　　　  （原則として、２人１組）　〈定員 ５組１０人程度〉
●申込締切  ７月２５日（火）
●参 加 費  無料

親子古代体験－勾玉（まがたま）・管玉（くだたま）づくりを体験－
山口県埋蔵文化財センター

TEL:083-922-0294

●期　　日  ７月２９日（土）、３０日（日）
●対　　象  一般　〈定員 自由参加〉 ※雨天・曇天の場合は中止

土星を見る会
山口博物館

プレゼントの応募方法

ふれあい掲示
板

読者プレゼン
ト

※詳細は、山口県埋蔵文化財センターウェブページを御覧ください。

奈古高校の生徒がつくったイチゴ
ジャム・マーマレードをセットで１０名様に！！

オープンキャンパスの情報は、
県学事文書課ＨＰへ →
（TEL：083-933-2140）

県内の大学・専修学校等の
オープンキャンパスに
行ってみよう！！

魅 力 い っ ぱ い ！！

※詳細は、山口博物館ウェブページを御覧ください。

※詳細は、各青少年自然の家ウェブページを御覧ください。


