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　県教育委員会では、昨年度から、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。
　今年の４月１日には、県内全ての市町立小・中学校がコミュニティ・スクールに指定され、「やまぐち型地域連携教育」
の推進体制が整いました。今後は、そ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28年 8月23日（火）
平成28年10月31日（月）
平成28年11月28日（月）
平成28年12月 3日（土）

平成28年12月17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）

やまぐちコミュニティ・スクール推進フェスティバル

平成28年10月 7日（金）
平成28年11月 5日（土）
平成28年11月29日（火）

ラポールゆや
防府市立大道小学校
不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
下関市教育センター

周南市文化会館

「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

小中学生が考えた「学校生活をよりよくするため
のきまり」の推進方法を、中学生と地域の方が一
緒に考えました。（山口市立大内中学校）

学校で地域の方を対象とした「公開講座」を開催し、当
日は11講座に216名の保護者や地域の方が参加し
ました。（萩市立萩東中学校）

１年生の教科書を使って英会話を学んでいる地域の
方が、英語の授業に参加しています。
（光市立浅江中学校）

毎週水曜日の放課後に、補充学習の時間を設け、地
域の方に勉強を教えていただいています。
（下関市立王司小学校）

コミュニティ・スクールや「地域協育ネッ
ト」のイメージキャラクターや、のぼりを
作成しました。
（右　岩国市立川下中学校）
（左　宇部市立桃山中学校）

和木町保健相談センター
周防大島町大島文化センター
周南市学び・交流プラザ

「やまぐち型地域連携教育」の更なる充実へ
～だれもが行きやすい学校・行ってみたくなる学校づくりに向けて～
「やまぐち型地域連携教育」の更なる充実へ

～だれもが行きやすい学校・行ってみたくなる学校づくりに向けて～

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。

学校運営 学校支援

地域貢献

学校を核として、
子どもとの関わりを通じて

地域の大人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。

きずな



学校安全・体育課 こども元気づくり班　TEL：０８３－９３３－４６８５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

生活習慣を見直して、心と身体の元気アップ！

「やまぐち学習支援プログラム」で学力アップ！

検索子ども元気調査

検索やまぐち学習支援プログラム

資料出典：平成２７年度「山口県子ども元気調査」

　山口県では、今年最終年次となった「第２次やまぐち食育
推進計画」において「毎日朝食を摂る児童の割合」の目標値
を１００％としています。
　現在の状況は、「平成２７年度子ども元気調査」によると、
小学生が９０.８％、中学生が９０.０％でした。
　朝食を摂らないことがある児童生徒に理由を尋ねたとこ
ろ、「食欲がない」「食べる時間がない」が全体の８４.２％を
占めていました。
　心と身体の元気の源である朝食を摂るために、生活習慣
を見直してみましょう。

　県教育委員会では、子どもたちの主体的な学びを応援するため、「やまぐち学習支援プログラム」ウェブページに小学１年生
から中学３年生までの「やまぐちっ子学習プリント」と「みんなでチャレンジ学習プリント」を用意しています。
　「やまぐちっ子学習プリント」は、問題と同じ形式で正答例を示しており、子どもたちが自分の力で学習を進められるようにな
っています。
　また、「みんなでチャレンジ学習プリント」は、課題を解決しながら学びを深めていくことができる内容になっています。発展的
な問題も多く、周りの人と相談したり話し合ったりして考えてもよいでしょう。
　長い夏休み、これらを使って、自分で、みんなで、楽しく学習に取り組みましょう。　

対象：山口県内小学生 対象：山口県内小学生

対象：山口県内小･中学生

睡眠は…？ 運動は…？

朝、食事をしない
理由は何ですか。

食べる時間
がない
39.5%

食欲がない
44.7%

食事が用意
されていない
5.3%

その他
7.3%

太りたく
ない

家族も
食べない

やまぐちっ子学習プリント
小5 算数

みんなでチャレンジ学習プリント
小5 理科

国語､算数・数学､社会､理科､
英語の問題があります！

1.5%
1.7%



「２０１６ 情熱疾走 中国総体」いよいよ開幕！

県立周防大島高等学校「福祉専攻科」がスタートしました！

平成28年度全国高等学校総合体育大会山口県実行委員会事務局　TEL：０８３－９３３－４６９２（学校安全・体育課）お問い合わせ先

検索2016 情熱疾走 中国総体

周防大島高校 久賀校舎　TEL：０８２０－７２－００２４お問い合わせ先

検索周防大島専攻科

　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、第１期生
となる６人が入学し、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。

　高校生アスリートにとって最大のスポーツの祭典である平成２８年度全国高等学校総合体育大会（インター
ハイ）が７月２８日に開幕します。
　全国から約１万人の選手たちが山口県に集い、熱戦が繰り広げられます。ぜひ会場へお越しいただき、選手
に大きな声援をお願いします。

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28年  7月23日（土） 13：00～14：30
　　　　 　　　　 11月19日（土） 13：00～14：30

◆推薦入学（高3対象）
　　出願期間：平成28年9月21日（水）～27日（火）
　　選考検査：平成28年10月4日（火）
◆一次募集（高3・社会人対象）
　　出願期間：平成28年11月28日（月）～12月2日（金）
　　選考検査：平成28年12月8日（木）

◆内　容：学科の説明、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29年度入学者選抜について

©インターハイ

県内開催
競技

入学式の様子 授業の様子 福祉施設での実習



山口県立山口博物館　TEL：０８３－９２２－０２９４　FAX：０８３－９２２－０３５３お問い合わせ先

山口県立山口図書館　TEL：０８３－９２４－２１１１　FAX：０８３－９３２－２８１７お問い合わせ先

　すごい！かわいい！カッコイイ！ ふしぎなこん虫たちの世界。ムシ好きの人はもちろん、「ムシはちょっと～」というそんなあな
たも、きっとムシたちを大好きに・・！！こん虫たちの驚きと感動の世界へようこそ。会期中は、「博物館の裏山昆虫観察会」や
「理科自由研究の進め方教室」などの関連イベントも盛りだくさんです。皆様の御来館・御利用をお待ちしております。

　県立図書館では、活字の本を読むことが難しい子どもたちのためのマルチメディアデイジー図書を貸出ししています。また、
遠くにお住まいの方は、ウェブページから本を予約して、お近くの市町立図書館等で受け取る「e-Net貸出サービス」も利用で
きます。ぜひ夏休みの読書や宿題に県立図書館を御利用ください。

山口博物館 特別展「昆虫のふしぎな世界」

県立図書館の本や便利なサービスを使ってみませんか

Ⅰ　びっくり！地球は「虫」たちの星？
　  こん虫の体のつくりやはたらきを見てみよう！

Ⅱ　大接近！こん虫たちのくらし
　  身近なこん虫たちの生活のヒミツとは？

Ⅲ　再発見！「やまぐち」のこん虫たち
　  これが山口県でみつかったこん虫たちだ！

Ⅳ　かわいい？カッコイイ！？
　  世界や日本のおどろきのこん虫たち！

Ⅴ　すごい！こん虫が変える科学技術
　  今、世界で大注目の「バイオミメティクス」！

Ⅵ　大集合！生きているこん虫たち！
　  ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタな
　  ど。日本のカブトムシやクワガタにさわれるよ！

Ⅶ　こん虫の採り方や観察のしかたを学ぼう！
Ⅷ　あそぼう！楽しもう！体験コーナー
　  巨大カマキリ！！（約２メートル）と記念撮影、変身コー
　  ナー（こん虫コスチューム）など

〇会　　場：山口県立山口博物館
〇会　　期：平成28年7月15日（金）～8月28日（日）
　　　　　 ＊休館日 7月19日（火）・25日（月）
　　　　　 　　　　8月1日（月）・8日（月）・22日（月）
〇開館時間：9：00～16：30（入館は16：00まで。7月15日は10：00開館）
〇観 覧 料：800円（一般）、500円（学生）

※19歳未満の方と70歳以上の方及び小・中・高等学校、中等教育学校、
総合支援学校（特別支援学校）等の児童生徒は無料

展示構成

検索昆虫のふしぎな世界

検索e-Net 貸出

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。

・県立図書館のウェブページから予約の申込みをした本
を、市町立図書館等で受取・返却できます。
・利用には、県立図書館の利用登録（来館又は郵送により
お申込み）のほか、ウェブページでのパスワード登録、メ
ールアドレス登録が必要です。

・様々な理由により、本を読むことに困難を抱えた子どもた
ちにも読書を楽しんでいただける電子図書（CD-ROM）
です。

・文字の読み上げや画面の色などの変更等、読みをサポー
トする機能があります。
・御家庭での利用にはＰＣが必要です。

e-Net 貸出サービス

詳しくは…… 検索マルチメディアデイジー室詳しくは……

県立図書館ウェブページ

マルチメディアデイジー
図書の画面（新美南吉・
作『ごんぎつね』（(公財)
日本障害者リハビリテー
ション協会製作））

マルチメディアデイジー図書

※詳細は、ウェブページを
　御覧ください。



　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。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、参加者全員で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。お待ちしております。

　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、幼児期や小・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、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。

【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
　　　　　 学校等の実践発表、協議等
【参加申込】 各学校を通じてお申し込みください。
※こちらからも申込みできます。
義務教育課（083-933-4600）　高校教育課（083-933-4627）

期日：平成２８年８月２３日（火）
会場：宇部市文化会館 （宇部市朝日町８番１号）
※本年度は、県内１会場で行います。

やまぐち子どもＳＯＳダイヤルがフリーダイヤルになりました

ぜひ「やまぐち総合教育支援サイト」にすぐアクセスを！！

◆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。

検索家庭の元気

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　FAX：083-933-4669
　　　　　  E-mail:a50400@pref.yamaguchi.lg.jp
○応募期間　９月１日（木）～９月３０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。

　この夏休みも、各家庭において様々な取組が行われると思いますが、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、“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、応募していただくようにしています。昨年度は、
夏休みと冬休み分を合わせて9,961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。

 「やまぐち子どもＳＯＳダイヤル」が、全国の「２４時間子どもＳＯＳダイヤル」に一本
化され、平成２８年４月１日からフリーダイヤルになりました。
 いじめ、暴力行為、児童虐待など、子どもたちの生命を脅かす、また、その恐れがあ
る場合の相談窓口として、２４時間対応しています。
※その他の教育、子育てなどに関する御相談は、ふれあい総合テレホンで受け付けています。
受付時間は、月・水・金8:30～17:15、火・木8:30～21:00となっています。（祝・休日を除く）

【ふれあい総合テレホン：TEL 083-987-1240】

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

・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

やまぐち総合教育支援サイトは県内の教育情報を一元化し、◆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。

求めている情報が見つかるはず！

【子どもＳＯＳ相談カード】６月に全児童生徒に配布

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！



広告

お問い合わせ /レノファ山口FC　　083-941-6792

19:00
kickoff

vs.京都サンガF.C.vs.京都サンガF.C.vs.京都サンガF.C.7.247.247.24 日
SUNSUNSUN

vs.セレッソ大阪vs.セレッソ大阪vs.セレッソ大阪8.118.118.11木
THUTHUTHU

vs.松本山雅 FCvs.松本山雅 FCvs.松本山雅 FC8.318.318.31日SUNSUNSUN

vs.北海道ｺﾝｻﾄ゙ ﾚー札幌vs.北海道ｺﾝｻﾄ゙ ﾚー札幌vs.北海道ｺﾝｻﾄ゙ ﾚー札幌7.317.317.31日
SUNSUNSUN

夏休みは維新公園で
レノファを応援しよう！

広告

お問い合わせ /レノファ山口FC　　083-941-6792

19:00
kickoff

vs.京都サンガF.C.vs.京都サンガF.C.vs.京都サンガF.C.7.247.247.24 日
SUNSUNSUN

vs.セレッソ大阪vs.セレッソ大阪vs.セレッソ大阪8.118.118.11木
THUTHUTHU

vs.松本山雅 FCvs.松本山雅 FCvs.松本山雅 FC8.218.218.21日SUNSUNSUN

vs.北海道ｺﾝｻﾄ゙ ﾚー札幌vs.北海道ｺﾝｻﾄ゙ ﾚー札幌vs.北海道ｺﾝｻﾄ゙ ﾚー札幌7.317.317.31日
SUNSUNSUN

夏休みは維新公園で
レノファを応援しよう！

　山口博物館特別展「昆虫のふしぎな世界」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
ントの別（「昆虫のふしぎな世界」招待券又は田布施農工ジャム）、
「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。

田布施農工高校の生徒がつくっ
た

イチゴジャムと
キウイジャムを
セットで１０名様に！

　田布施農工高校は全国的にも珍しく「農業」と「工業」がコ
ラボレーションされた学校です。学科は「生物生産」「食品科
学」「環境土木」「機械制御」の4学科からなり、なかでも、食品
科学科では日本唯一「日本酒」の製造を学ぶことができます。
　このたび、食品科学科の生徒がつくった愛情いっぱいのジ
ャムをプレゼントします。
　また、毎年11月の第3土曜日の「農工祭」では、酒造をはじ
め、各学科の様々な取
組の紹介、花卉・野
菜・ジャムなどの実習
生産物の販売もあり
ますので、ぜひお越し
ください。

広告料は、本広報誌「ふれあい夢通信」の発行費に活用しています。

締切：7月29日（金）必着

読 者 プ レ ゼ ン ト
※詳細は、埋蔵文化財センター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。

TEL:083-923-1060

●日　　時：８月５日（金）　１３：００～１５：３０（予定）
●申込締切：７月２７日（水）
●対　　象：県内の小学校高学年の児童及び保護者
　　　　　（原則として２人１組とします）　 《定員：１０組程度》
●参 加 費：無料

●期　　日：８月７日（日）　※当日自由参加
●対　　象：どなたでも　　　　　　　　　　　　《定員：なし》

県立青少年教育施設

ふ れ あ い 掲 示 板

●期　　日：９月３日（土）・４日（日）[１泊２日]
●申込締切：８月１７日（水）必着
●対　　象：幼児・小学生とその家族及び一般　《定員：６０人》

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
親子で森チャレに挑戦！

山口県由宇青少年自然の家（山口県ふれあいパーク）（岩国市）TEL:0827-63-1513
青少年のための科学の祭典

●期　　日：９月３日（土）・４日（日）[１泊２日]
●申込締切：８月１９日（金）
●対　　象：親子（小学生以上）　　　　　　　　《定員：４０人》

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

プレゼントの応募方法


