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　平成25年1月12日（土）与謝野町の知遊館で、「古典に親しみ 古典に学

ぼう」を開催しました。昨年『古典の日』が制定されたこともあり、古典に

一層親しめるよう、府教育委員の冷泉委員による講演や、参加者の皆さん

と教育委員との古典を通した交流を行いました。

　藤原定家の流れをくむ冷泉家当代

当主夫人の冷泉委員が、地元丹後の百

人一首の歌を紹介し、千年前に実際に

話されていた言葉に触れることがで

きる古典の素晴らしさなどについて

講演しました。

　児童生徒や教職員、保護者、地域の

皆さんと、古典に親しむ取組の紹介や、

魅力について交流会を行いました。

　参加者からは、「歌に込められた意味や

思いを読み取っていくことが楽しい。」「百

人一首が家族のコミュニケーションに役

立っている。」などの意見があがりました。

府教委
広報

＜平成24年度の土曜教育実践研究の成果と課題＞
・月に1回程度実施することで、授業時数の確保や子どもたちへの取組の定着、保護者・地域の皆さんの認識が高まった。
・多くの参加者を前に発表等することで、子どもたちの自信と意欲が高まった。
・定期テスト前の学習講座では個々の課題把握や弱点の克服ができた。　等

成 果

・子どもたちに疲労感が感じられた。
・習いごとやスポーツ活動等、子どもたち個々のスケジュールとの重複
・新しい取組に対する学校側の負担　等

課 題

地域のボランティアを招いて定期テスト前に
補習を行っています（学習講座）

京丹波町立和知中学校

地域の皆さんから昔の遊びを
教わっています（地域との連携）

長岡京市立長岡第七小学校

小学生に中学校の様子を
教えています（小中連携）

福知山市立夜久野中学校

府教育委員の活動は、京都府教育委員会HPで紹介しています。

教育委員の意見

　学校週5日制が導入されて10年が経ちました。めまぐるしく変化する社会
の中で、教育というものは、常に探し求めていくものです。
　「今の子どもたちのために、未来の子どもたちのために何ができるか」
　京都府教育委員会は、学校が保護者や地域の皆さんと協力しながら土曜日
に教育活動を行うことは、子どもたちの学力向上や社会性を育む上で効果が
あると考え、土曜日を活用した教育の実践研究を行っています。
　来年度は、更に多くの小中学校に取組を広げます。

これから世界で活躍していく子どもたちが、自分の国や
地域、地元の文化をしっかりと紹介できるよう、古典の取
組も含め、知識や文化を身に付けていくことが大事です。

多くの方から、生活の中で古典への親しみが広がって
いるという報告を聞き、『古典の日』制定の成果を感じ
ることができました。

千年前に生きた人と同じように思いをはせたり、情景
を思い描いたりできることが古典の魅力。百人一首を
含め、様々なことをきっかけに、古典の雄大さに踏み
込んでほしいです。

冷泉委員

畑委員長

上原委員

特集
２-３面

発見！
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京都フレックス学園って何？京都フレックス学園って何？京都フレックス学園って何？
新しい学びの場 京都市・乙訓地域公立高校の

教育制度が新しくなります！
京都市・乙訓地域公立高校の
教育制度が新しくなります！
京都市・乙訓地域公立高校の
教育制度が新しくなります！
京都市・乙訓地域公立高校の
教育制度が新しくなります！

3年生の総合的な
学習の時間「探求
古典」において、
冷泉家時雨亭文庫
常務理事であり、
京都府教育委員で
もある冷泉貴実子
先生をお迎えして、

和歌の体験授業を行いました。自作の和歌を筆を使って短
冊に書いたりし、伝統文化に触れるよい機会でした。

和歌の世界へ

国際的感覚や視野を持ち、福祉マインド
を兼ね添えた生徒の育成に取り組ん
でいます。シンガポール・マレーシア
研修旅行では、ホームステイや校外学
習を通じて「当たり前が当たり前では
ない」ことを学んでいます。

世界へ、思いやりをもって

国産紅茶「べにふうき」を生徒が栽培、
製品化、販売しています。また、栽培
実験に田辺高校(京田辺市)の生徒が
製作した「植物栽培用LED照明装置」
を活用するなど、他の府立高校とも
連携しています。

国産紅茶
「べにふうき」でコラボ！

大河ドラマ「八重の桜」の主
人公新島八重を縁に、福島
県立葵高校の生徒との交流
が、八重も親しんだ茶道か
らはじまりました。鴨沂高
校の前身は八重が勤務した
明治5年創立の女学校「新英
学校及び女紅場」です。

八重の桜を「縁」に
えにし

特集

華道の専門家から指導いただき、
季節の草花を用いて生け花を学ん
でいます。制作した作品は、校内に
展示されています。

華道をプロから学ぶ
～高校生伝統文化事業～

南丹高校
（亀岡市

）

書道部生徒がさまざまなイベン
トで壮大な書道パフォーマンス。
全国クラスの書道展でもすばら
しい成績を収めています。

書は恋人、書は分身、
書は理想

加悦谷高校（与謝野町）

建築科生徒が福島県の幼児
のために「ままごとハウス」
を製作し、現地の幼稚園で組
み立てを行いました。お礼の
メッセージが高校生に届く
など、交流が続いています。

福島の子どもたちに
笑顔があふれる！

宮津高校
（宮津市

）

人文社会コース生徒による地元
「安祥寺下寺の所在地」をテーマ
にした研究が「全国高校生歴史
フォーラム」で最高賞を受賞しま
した。研究成果は専門家からも注
目されています。

「地歴研究の甲子園」
最高賞！

洛東高校
（山科区

）

木津高校（木津川市）

園部高校
（南丹市

）

KBS京都、京都府警主催の「自転車交通
安全CMコンテスト」で放送部生徒の作
品がグランプリを受賞し、その作品が
KBS京都で放送されました。

製作CM、テレビでON AIR！

地元の小中学生向けの「スポー
ツ講座」。女子サッカーやタグ
ラグビーなどのユニークなも
のも含めて、様々なスポーツ
を高校生が教えています。

目指せ、
なでしこジャパン！

向陽高校
（向日市

）

「地域を学ぶ」をテーマに今年
度から始めた「綾部学」。1年生
が地元企業や大学等の力も借
りて、フィールドワークや探究
的な学習に取り組んでいます。

地域とつながる
～「綾部学」の挑戦～

綾部高校
（綾部市

）

鴨沂高校（上京区）

海洋資源科生徒がKTR
栗田駅に府内初の駅
水族館を設置しました。
企画から展示まで全て
行い、日頃の手入れも、
心を込めて行っています。

魚魚駅舎
オープン！

ととステーション

海洋高校
（宮津市

）

　様々な学習ニーズのある生徒が、自分の生活スタイルに

合わせて学べる、新しいタイプの高校を開校します。

　平成27年4月に京都市地区に開校する予定のフレックス

ハイスクールでは、生徒の将来の社会的自立に向け、実習や

体験型授業、外部機関との連携講座など、多様な学習スタ

イルを取り入れた教育環境を整備し、進学や就職をサポート

します。現在開校に向けて計画を進めています。

　詳しくは京都府教育委員会 高校教育課ホームページをご覧ください。

東舞鶴高
校

（舞鶴市
）

今、全４６校の府立高校で、たくさんの生徒が
様々な輝きをはなっています。

授業はもちろん、部活やボランティアなど、
充実した学校生活を送っています。
その中の少しを紹介しますので、
京都の明日を担う府立高校生たちを

応援してください！

府立高校

46の輝き
府立高校
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府立高校
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府立高校
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発見！ おもしろ
授業・取組

発見！
部活動

発見！

地域を
プロデュース

発見！

田辺高校
（京田辺

市）

自分に合った高校を見つけよう

気になる学校

見つかった？

でＭｙスクールナビ京都

君の夢をみつける
府立高校探しナビゲーション

現在の普通科第Ⅰ類と第Ⅱ類を廃止し、新しい「普通科」

にします。各校が設定したコースを合格後に選択し

ます。普通科第Ⅲ類は、普通科の中の専門的なコー

スとして別に設置します。

普通科の通学区域を京都市北・南通学圏（2通学圏）

から1通学圏に統合します。

●

●

入学者選抜制度について、「総合選抜制度」に代えて、

「単独選抜制度」を導入します。

また、府内全域での変更として、「適性検査」を廃止します。

●

※いずれも平成26年度入学生から変更します。

　詳しくは京都府教育委員会高校教育課のホームページを

　ご覧ください。

イメージ図



丹後教育局

届け心に
あふれる笑顔

学力向上の取組「小小連携」

シリーズ

人 権 重要文化財小川家住宅
保存修理工事完了！

シリーズ

文化財

　平成21年1月から実施していた、京都市中京区の重要文化財小川家

住宅（二條陣屋）の保存修理工事がこのほど完了しました。

　今回の修理では、大名が小川家住宅に立ち寄った嘉永期（1848～54）

頃の姿に復原しました。赤や黄の色土を用いた壁や、タイル貼りのお風

呂など、当時としては大変豪華な仕様が見られます。なお、浴槽は陶

板貼りのものとしては国内現存最古のものと考えられます。

京都府の教育の取組やお知らせを紹介するラジオ番組「Kyoto Educational Window」は毎月第２,４水曜日、午前10時15分からα-stationにて放送中です。

　丹後地域では、子どもたち

の学力向上に向けて、「小小連携」

の取組を進めています。指導

教諭等が、同一中学校区内の

小学校を巡回し、二人の教師で

一つの授業を担当し、子ども

たちにとってより分かりやす

い授業を展開したり、若手教

員の指導も行います。

　また、中学校での学習を見

据え、学力の定着を目指した研究を進めています。この取組は、教師の

指導力向上にも大きく貢献しています。

教育局の取組 紹介します！

　笑顔の子どもたちと一緒に、シャ

ボン玉と人権の花スイセンが描かれ

ています。シャボン玉が、みんなの心

に「笑顔」と「人権尊重の精神」を運ん

でいる様子がイメージできます。

　ポスターからイメージする内容は

人さまざまですが、「人権が尊重され、

みんなの心に笑顔があふれる」よう

になることは、すべての人の願いです。

　京都府では、子どもたちに人権につ

いて考える機会として人権擁護啓発

ポスターコンクールを実施しています。

　あなたが「人権を大切にする」という

メッセージを伝えるとしたら、どんな

ポスターを描きますか。（毎年7月頃

学校を通じて募集しています）

ひとりで悩まないで！

いろいろな就・修学支援制度があります。

生徒も学ぶ

先生も学ぶ！

小川家住宅全景 大名湯殿

　英語力向上アドバイザー（指導

教諭）が、5つの中学校へ出向き、

英語科教員に指導することで、

生徒にとってよりわかりやす

い授業を目指す取組を進めて

います。

　「今まで英語がいやだったけど、

最近は授業が分かり、やる気が

でてきました！」「今では学校

で習ったことを家庭でも復習

します。」と生徒からも好評の

「ウィン・ウィンゼミ」です。

ウィン・ウィン
（相互に効果的）な取組！

平成24年度 人権擁護啓発

ポスターコンクール知事賞

相楽東部広域連合立

笠置中学校3年 和田　紗英さん
さ  え

中丹教育局

京都府教育委員会

京都府教育委員会では、子どもの心身の成長や発達、
いじめ、不登校、また保護者の方の子育てやしつけなどの

悩みについて、教育相談を行っています。

電話相談 （24時間受付）ふれいあい・すこやかテレフォン

075-612-3268 または3301
0773-43-0390

来所・巡回教育相談
■月～金（祝日を除く）上記の電話でお申し込みください。

　臨床心理士又は精神科医等が直接会ってお話しをうかがいます。

　京都府総合教育センターや教育局等で行っています。

メール相談
■「メール教育相談　京都」で検索してください。

　※携帯電話の場合、受信拒否設定を解除してください。

ネットいじめ通報サイト
ネット上でいじめを発見されたら通報してください。

■「ネットいじめ通報サイト　京都」で検索してください。

体罰のない、体罰を決して許さない学校づくりに向け、
再発防止に努め、生徒が安心して元気に明るく過ごせる

学校となるよう、全力を尽くしてまいります。

●公立学校での体罰の現状を徹底的に把握します。

・ 全ての生徒に対し、体罰に関するアンケートを実施

・ 児童生徒や保護者向けの相談窓口を設置

・ 全ての教職員に対し聞き取り調査を実施

・ 府立学校に対して、必要に応じ

　「府立学校体罰問題特別調査チーム」を派遣

●体罰が起こらない学校組織体制を整備します。

・ 全ての教職員に対し、体罰に対する意識調査を実施

・ 運動部活動指導者に対し、専門家講師による研修を実施

・ 学校内での校内研修や学校組織としての総点検

体罰のない学校づくりに向けて

京都府では、子どもが経済的な理由で就・修学、技能修得や就職を
断念することがないよう、いろいろな支援制度を設けています。

詳しい内容は、『京都府教育委員会 援護制度』で検索してください。

＜お電話での問い合わせ先＞

京都府総合お問い合わせ窓口　075-411-5000
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