
　国際的に活躍できるグローバル・リー
ダーの育成を図ることを目的として今年度
から文部科学省が研究指定したスーパーグ
ローバルハイスクール（ＳＧＨ）に嵯峨野高
校が、アソシエイト校に鳥羽高校が選ばれ
ています。嵯峨野高校では、ＳＧＨの取組と
して、８月にハーバード大学の学生とのワー
クショップ等を行い、課題研究を深めまし
た。ワークショップには、鳥羽高校の生徒も
参加しました。

　技能五輪は青年技能者（23歳以下）の技
能レベル日本一を競う全国大会です。
　京都府代表として造園競技に11年連続
出場しており、今年度は環境緑地科造園
コース2年生の高﨑晏睦君、広瀬翼君の
チームが出場しました。
　競技は、設計図どおりに石組みや石貼り、
草花・樹木の植栽などを正確に施し、作庭の美を競います。競技時間は２日間延
べ11時間半にわたり、集中力と忍耐力が試されます。初日は雨が降り、土がぬか
るむ悪条件でしたが、日頃の練習の成果と二人のチームワークが発揮され、念
願の初入賞（敢闘賞）を果たしました。

　京都丹波地域で初となる工業系のコー
スがスタートします。
　現在建設中の工業実習棟には京都府
内産の木材を使用し、木の温もりが感じ
られる空間になっており、旋盤などの基
本的な工作機器や、３Dプリンタなど最
新の工業機械設備を導入します。
　また、地域のニーズに対応したものづ
くりを担う人材を育てるため、企業に出向いて現場実習を行うなど、地域や地
元企業と連携した取組を進めていきます。

文
化
的
景
観

　棚田や茶畑、舟屋が並ぶ漁港など…どこか、なつかしさを感じる風景。文化的景観とは、このような各
地の気候、地形、地質、交通事情、歴史環境などによって形づくられてきた、特有の景観地を指します。
　現在、国が選定する重要文化的景観は全国で47件、府内には２件あります。また、府が選定する文化的
景観も９件あり、どれも心をうつ風景です。一度近くの文化的景観を訪ねてみてはいかがでしょうか。

来所・巡回教育相談のお申込みは、
「ふれあい・すこやかテレフォン」に

お電話ください。

　京都府総合教育センター
（伏見区）及び北部研修所
（綾部市）で、臨床心理士、精
神科医等が直接会ってお話
をうかがいます。

　乙訓（向日市）・山城（京田
辺市）・南丹（南丹市）・丹後
（宮津市）の各教育局、アグ
リセンター大宮（京丹後市）
で、臨床心理士等が直接
会ってお話をうかがいます。

シリーズ
文化財

その他の府選定文化的景観
・綾部市グンゼの近代製糸産業景観
・京丹後市久美浜湾のカキの養殖景観
・井手町大正池とその水源かん養林景観
・福知山市毛原の棚田景観　　　　　　　他 計9件

～若手教員を育てる～
２年目・３年目教員のステップアップ講座を実施中

乙訓
教育局

　子育て支援に積極的に取り組んでいる事業所と連携し「次代の中丹を担
う人づくり」に取り組んでいます。 
　仕事をしながら子育てをされている方の意識調査を基に、家庭での読書
の重要性や携帯電話のルールづくりの必要性等、家庭教育に役立つ内容を
紹介した情報紙「はぐナビ広場」を作成・配布し、啓発を進めています。 
　今後、事業所による子育て支援に関わる活
動等を広く紹介し、より多くの事業所との連携
を進めることで、中丹地域で働く方々の子育て
への関心、教育への理解を深め、社会総がかり
で子どもをはぐくむ気運を一層高めていき
ます。

「はぐナビ（はぐくみナビゲーション）」を推進！
事業所と連携した家庭教育支援事業

中丹
教育局

　教員の大量退職・大量採用の状況
を受け、今年度から教師力向上プロ
ジェクト｢若手育成プログラム｣を展開
しています。
　このプログラムでは、管内小・中学
校の採用２年目の教員３8名、３年目
の教員41名を対象に、それぞれ｢ス
テップアップ講座」を実施しています。これまで２年目教員は２回開催し延べ
73名、３年目教員は３回開催し延べ90名の参加がありました。
　講座では、授業実践に関することや、児童・生徒の安全確保、保護者との連
携など、講義やグループ協議、中堅教員との意見交流なども交え、受講者の
力量アップを支援しています。
　受講者からは、新たな発見や気づきが多々あったなどの感想が寄せられて
おり、明日からの授業に活かそうという意欲につながっています。

スーパーサイエンスネットワーク京都
～理数教育の充実を目指して～

グローバルネットワーク京都
～国際社会に貢献できる人材育成～

スペシャリストネットワーク京都
～真の職業人(スペシャリスト)を目指して～

　11月に宇治市主催で開催された「高
校生グループ対抗宇治のPR動画コンテ
スト」で教養科学科２年英語ゼミ６組
チームが最優秀賞、５組チームが優秀賞
を受賞しました。生徒は、外国人観光客
とのお点前体験やご当地スイーツの試
食をリポートし、高校生の視点で宇治の
魅力を紹介する英語の動画を作成しま
した。身近な街の魅力を探るよい体験と
なりました。

　普通科高校でのキャリア教育の在り方
を研究・実践するため、府総合教育セン
ターから「キャリア教育研究連携校」の指
定を受け、「就いた仕事を天職に！」や「町内
会長を任せられる人物の育成！」をスロー
ガンに、府立普通科高校としては初めての
１年生全員でのインターンシップなどに取
り組んでいます。この度、それらの実践が
評価され、平成26年度キャリア教育文部
科学大臣表彰を受賞しました。

工業実習棟の完成予想図

　課題分析力・思考力・判断力・表現
力を培い、国際社会に貢献できる
リーダーの育成を目指すグローバル
ネットワーク校８校（山城・鳥羽・洛
西・莵道・城南菱創・西城陽・園部・
峰山高校）は、２月７日（土）、日々の
学習の成果を発表する場として「グ
ローバルネットワーク京都交流会」
を開催しました。８校の生徒が「英語
での提言発表」などを行いました。

　現在の社会・経済構造の変化に対
応する真のスペシャリストの育成を
目指し、農業・工業・商業・水産・情報
を学ぶスペシャリストネットワーク校
６校（桂・京都すばる・南丹・農芸・工
業・海洋高校）は、２月８日（日）、「ス
ペシャリストネットワーク京都合同
発表会」を開催し、自校の学習成果
を発表しました。各校が交流し、職業
学科の専門性を高めています。
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京の匠の技
『技能五輪全国大会（造園）』初入賞

海外の学生と共に学ぶ

京都パイオニアネットワーク事業
－魅力あふれる府立高校の特色－

平成27年４月
「テクニカル工学系列」誕生！

「宇治のＰＲ動画コンテスト」で
最優秀賞を受賞しました

キャリア教育の実践により、
平成26年度文部科学大臣表彰受賞

「メール教育相談 京都」で検索
してください。携帯電話からも
相談できます。

いじめられる、学校に行きにくい等、悩みや不安が一人では抱えきれないほど
あふれてくることがあります。京都府教育委員会は、そのような悩みについて
一緒に解決の方向を探っていきたいと考えています。京都府高校生等

修学支援事業について
京都府高校生等

修学支援事業について

経済的理由により
修学が困難な高校生に対する
修学資金の貸付をしています。

京都府教育庁高校教育課 修学支
援担当

電話075-414-5856・5154

事業内容については、各高等学校
を通じてご案内します。

お問い合わせ先

　理数教育を特色とする高校
8校（洛北・嵯峨野・桃山・南
陽・亀岡・福知山・西舞鶴・宮
津高校）は、11月15日（土）、生
徒研究発表会「第2回京都サイ
エンスフェスタ」を開催しまし
た。研究成果の発表を通じて、
ネットワーク校の生徒が切磋
琢磨し、課題研究の質の向上
を図っています。
（第1回は、6月15日（日）に上記8校に加えて、SSH指定校の桂高校も参加して実施）

ひろせ  つばさたかさき     あらむ

　「地域の魅力再発見～自然・人・地域をつなぐ“食”～」をテーマに、京丹波町立
竹野小学校５・６年生と須知高校食品科学科生徒、京都大学大学院生とがパート
ナーとして、食を通じた校種間連携の取組を行いました。
　京丹波町の特産品である小豆を題材に高校生の指導による種まき・収穫を
行い、収穫した小豆を使ってあんこ餅づくりを行いました。
　この事業は、大学院生による京丹波町の食材についての講義や、地域や保護者
の方々とともに「もちつき大会」を行うなど、地域の温かさや魅力を再発見する内
容にもなっています。

環境・食育校種間連携
パートーナースクール事業

南丹
教育局

教育委員の活動
1月20日（火）、嵯峨野高校で英語でのディベートや、自然科学
系統の探究活動の授業を視察するとともに、SGHフロリダ研修
に参加した生徒8名と意見交換を行いました。
○平塚委員
　自然科学系統の探究活動では、ゴキブ
リやウーパールーパー等を使ったユニーク
な実験が行われるなど、高度な授業の下、
質の高い学力の育成がされており、今後
生徒が成長していく上で、非常に貴重な
体験であると感じました。

○安藤委員
　英語でのディベートは時事的な題材に
ついて、とても流暢な英語で論理的な主張
が繰り広げられ、鋭い質問や相手の矛盾
を突く討論が展開されるなど、こちらが
圧倒されるほどでした。

小豆の種まきの様子（7月）小豆の種まきの様子（7月） もちつきの様子（1月）もちつきの様子（1月）

ホームページ
開設しました!!

府選定文化的景観 向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観
竹の径（向日市）

国選定重要文化的景観 宇治の文化的景観
白川の茶畑（宇治市）

国選定重要文化的景観 宮津天橋立の文化的景観　
天橋立と文珠のまちなみ（宮津市）

情報紙「はぐナビ広場」

論文コンテスト受賞生徒の皆さん

府教委
広報 発行●京都府教育委員会

編集●京都府教育庁管理部総務企画課
電話●075-414-5710
URL●http://www.kyoto-be.ne.jp
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様々な場面で活躍する府立高校生!!



　子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に
付けていく上で非常に大切なものです。家庭・学校等・地域社会が総がかりで、本好きの子どもを増やし、読書活動を推進し
ていく必要があります。そのために、京都府子どもの読書活動推進計画（第三次推進計画）を、平成27年１月に策定しました。

「平日の一日の読書量が１0分以上の児童・生徒の割合」は、平成26年度、
５年前に比べ、小学校６年生・中学校３年生とも、読書量の増加が見られ
ます。

「学校図書館や地域の図書館に月１回以上行く児童・生徒の割合」は、京都
府は、全国平均に比べて低く、また、小学校６年生に比べ、中学校３年生の
方が低い傾向にあります。

《府内の読書活動の概況》 ＊全国学力・学習状況調査の質問紙調査より

70%

60%

50%

40%

59.1%
62.9%

40.7%

48.7%

平成21年 平成26年 平成21年 平成26年
小学校6年生 中学校3年生

平日の一日の読書量が１0分以上の
児童・生徒の割合(京都府)
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学校図書館や地域の図書館に月１回以上行く
児童・生徒の割合(平成26年度)

　これからの社会を担う高校生が家族の大切さや子どもを産み育てる意義を学ぶ「子育て・学習プログラ
ム」に取り組んでいます。
　12月22日（月）に高校生を対象とした「子育て・学習プログラム」実践体験教室を開催しました。
　当日は、洛東・桃山・洛水・京都すばる・莵道・京都八幡高校の生徒約100名が乳幼児や妊婦さんとのふれ
あい、子育て世代との交流、少子高齢化を踏まえたライフプラン設計など、10のプログラムを体験しました。
　今後は、実践体験教室での意見を踏まえ、府立学校の授業等で活用できるようプログラムを充実します。

高校生が子育て体験

赤ちゃん沐浴とオムツ体験教室 胎児の命を実感する教室

将来のライフデザイン教室

　平成26年春に新築したクラフト棟は、
自然素材を活かした木工や陶芸、染色等
の体験プログラムの他、多目的スペース
としても使用することができます。

京都府立るり渓少年自然の家（グリーンパルるり渓）
〒622-0065 京都府南丹市園部町大河内小米坂１－９
TEL.0771-65-0190　FAX.0771-65-0191　URL http://www.kyoto-rurikei.jp/

問い合わせ

るり渓少年自然の家
マスコット「るりまろ」

　平成26年度人権擁護啓発ポスターコンクールには、府内の
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校から5,000名を超え
る応募がありました。
　子どもたちがポスターを作成するプロセスで、「メッセージを考
え」、「思いや願いをこめた絵を描く」とともに、家族や先生、そ
して友だちと、様々な人権について語り合っている姿が思い浮か
びます。皆さんも、いろいろな機会を見つけて、子どもと「人権」
について語り合ってみてはいかがでしょうか。

木津川市立
相楽台小学校

４年 菊地美織
きくち　みおり

　

子どもたちを取り巻く
ケータイ＆スマホの危険性

　インターネット上で自分や友達の電話番
号やメールアドレスなどを書き込んでしま
い、広告メールが届いたり、知らない人から
電話がかかったりすることがあります。　
　ネット監視による不適切な書き込み検出
の中で、個人情報流布の件数が約９割を占
めています。

初期設定で問題
　勝手に友達が追加されることがあります。

ジオタグの問題
　スマホ等で写した写真から写した場所が
分かり、住所等が特定されることがあります。

SNS連携サービスの問題
　アドレス帳の情報が自動送信され、
悪用されることがあります。

その他、ウイルス感染することも
あります。

子どもの利用実態を理解

危険性を含むアプリの設定に注意

個人情報の流布

子どもたちと話し合い、
家庭でのルール作りをしていきましょう！

＜ルールの一例＞

　メッセージを読まなかったり、読んでも返
信しなかったりすると友達に心配をかける、
嫌われると思って常にケータイ＆スマホを
気にかけ、夜中まで延々とメールを送り続け
てしまいます。
　食事中や勉強中にも手放せなくなり、学
力低下や生活習慣の乱れにつながります。

ネット依存

　掲示板・ブログ・SNSに誹謗中傷などいじ
めの書き込みがあります。それがトラブルや
事件に発展することがあります。　

ネットいじめ
□１ヶ月（　　）円以上は使わない。 □夜（　　）時を過ぎたら使わない。
□自宅では、リビングに置く。 　　 □食事中は使わない。
□お風呂に持ち込まない。　　 　  □困ったときは、保護者に相談する。
□ルール違反をしたら、使用を停止する。

シリーズ人権 描いて語り合う「人権」

高校生が伝統文化体験

「伝統工芸こども鑑賞コース」でお箸作りを体験

綾部市立
吉美小学校

１年 田原小華
たはら　こはな

京都府
教育委員会
教育長賞

知事賞

コミュニティサイトの
利用によって犯罪被害にあった
児童生徒数は全国で698人で
前年度同期と比べ100人も

増加しています。
（平成26年度上半期 警察庁の調査より）

「ネット依存症」の
中高生が全国で

51万８千人に及ぶと推計
（厚生労働省の調査より）

フィルタリング等
利用率は小中高校生
合わせて55.2％

（昨年度は63.5％）（内閣府の調査より）

多くの保護者が
子どもの利用アプリや
SNSを知りません。

多様化するSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
　SNSとは、共通の話題でコミュニケーションを広げられるサービスです。
利用の仕方次第でトラブルの原因になることがあります。

京都府子どもの読書活動推進計画（第三次推進計画）策定
　本校の図書館教育の重点的取組は、次の２点です。
　１点目は、「中学生の読書」にスムーズに移行させることです。小学
校と中学校とでは、図書館の蔵書構成が全く違うため、援助を怠ると
読む本がうまく見つけられず、読書離れやはやり物中心の読書に
なってしまうからです。新入生へのオリエンテーションや学年別
推薦図書の取組等を通して、生徒たちは新しい本の世界を発見して
います。
　２点目は、「個に応じた読書教育」です。読書相談等を通して、個々
の生徒の個性に合った図書を紹介しています。それは、読書嫌いに
は心惹かれる本を、読書好きには嗜好を配慮しながらもよりステッ
プアップした本を、手渡していくということです。紹介した本は、やが
て生徒たちの口コミで他の生徒へと広がっていきます。今や図書館
は、毎日多くの生徒たちの読書情報
交換の場となり、本に関する楽しい
会話であふれています。読書には、
人生を変える力があります。
  そんな幸福な読書との出会いを提
供したいと願い、毎日図書館に足を
運んでいます。

城陽市立城陽中学校
倉本 千鶴子 教諭

「子育て・学習プログラム」実践体験教室

親子キャンプ クラフト制作の様子

京都府立るり渓少年自然の家

読書親しみ、本に を好きに
なろう!!

!ご存知
ですか

こんな取組をしています！

効果的な読書活動の推進
京都府教育委員会では、子どもの読書活動に

関わる関係機関・団体等との連携・協力を図る

とともに、府民の理解と関心を深める取組を

進めます。

本を読む
量が増えて
います！

全国に比べ
図書館を利用
していません

京都府立るり渓少年自然の家へ行こう！！

どんな所？

「るり渓へ行こう！」
は、少年自然の家
で体験できる様々
な活動プログラム
を紹介した冊子で、
持ち運びにも便利
なＡ５版カラー刷り
だよ。 キャンプをする利用者の様子

『地域社会』では
 府立図書館、市町村立図書館等や
民間団体が効果的に連携し、
子どもの読書活動を推進します。

『家庭』では
乳幼児期から絵本に親しんだり、

保護者が読み聞かせを行うなど、子どもが本に触れる
機会を増やし、読書の習慣化につなげるため、
HP等で様々な情報を提供することで

支援していきます。

『学校等』では
子ども自身が読書の楽しさを感じて、読書活動を
充実させ、豊かな感性を培い、心身の発達に

応じた生涯にわたる読書習慣を形成できるように、
本に触れる機会を増やす取組を進めます。

注目！
新クラフト棟

　京都府立るり渓少年自然の家（グリーンパルるり渓）は、
豊かな自然の中で集団での共同生活を通じて、

心身共に健全な青少年を育成するための社会教育施設です。
　小・中・高校生をはじめ、多くの府民の方に自然体験や

集団宿泊体験、各種研修、生涯学習の場として
広く利用されています。

●命を生み出すということは事故や死と隣り合わせ
　のもの。でも生まれた後はその痛みも忘れてしまう
　ような子どもの笑顔が待っているとわかった。
●お母さんの立場からするとお父さんにも子育てを
　してほしいと思っていることがわかり、自分も将来
　は子育てに関わりたいと思った。
●仕事をバリバリしようと考えていたが、結婚や子育
　ても素敵だと思った。

～高校生の感想～

　12月10日（水）、朱雀高校において
公益社団法人日本工芸会近畿支部
木竹工部会の御協力を得て「伝統工
芸こども鑑賞コース」を行いました。
　この事業は、第61回日本伝統工芸
展京都展の関連事業として毎年府内
の学校で開催しているもので、伝統
工芸の世界に触れる貴重な機会とし
て行っています。
　朱雀高校で３回目となる今回は、
美術選択の生徒を対象に豆鉋を使っ
て自分だけのお箸を作る特別授業を
しました。木の感触や香りを楽しみ
ながら、手仕事の奥深さを体験しま
した。

まめかんな



　国際的に活躍できるグローバル・リー
ダーの育成を図ることを目的として今年度
から文部科学省が研究指定したスーパーグ
ローバルハイスクール（ＳＧＨ）に嵯峨野高
校が、アソシエイト校に鳥羽高校が選ばれ
ています。嵯峨野高校では、ＳＧＨの取組と
して、８月にハーバード大学の学生とのワー
クショップ等を行い、課題研究を深めまし
た。ワークショップには、鳥羽高校の生徒も
参加しました。

　技能五輪は青年技能者（23歳以下）の技
能レベル日本一を競う全国大会です。
　京都府代表として造園競技に11年連続
出場しており、今年度は環境緑地科造園
コース2年生の高﨑晏睦君、広瀬翼君の
チームが出場しました。
　競技は、設計図どおりに石組みや石貼り、
草花・樹木の植栽などを正確に施し、作庭の美を競います。競技時間は２日間延
べ11時間半にわたり、集中力と忍耐力が試されます。初日は雨が降り、土がぬか
るむ悪条件でしたが、日頃の練習の成果と二人のチームワークが発揮され、念
願の初入賞（敢闘賞）を果たしました。

　京都丹波地域で初となる工業系のコー
スがスタートします。
　現在建設中の工業実習棟には京都府
内産の木材を使用し、木の温もりが感じ
られる空間になっており、旋盤などの基
本的な工作機器や、３Dプリンタなど最
新の工業機械設備を導入します。
　また、地域のニーズに対応したものづ
くりを担う人材を育てるため、企業に出向いて現場実習を行うなど、地域や地
元企業と連携した取組を進めていきます。

文
化
的
景
観

　棚田や茶畑、舟屋が並ぶ漁港など…どこか、なつかしさを感じる風景。文化的景観とは、このような各
地の気候、地形、地質、交通事情、歴史環境などによって形づくられてきた、特有の景観地を指します。
　現在、国が選定する重要文化的景観は全国で47件、府内には２件あります。また、府が選定する文化的
景観も９件あり、どれも心をうつ風景です。一度近くの文化的景観を訪ねてみてはいかがでしょうか。

来所・巡回教育相談のお申込みは、
「ふれあい・すこやかテレフォン」に

お電話ください。

　京都府総合教育センター
（伏見区）及び北部研修所
（綾部市）で、臨床心理士、精
神科医等が直接会ってお話
をうかがいます。

　乙訓（向日市）・山城（京田
辺市）・南丹（南丹市）・丹後
（宮津市）の各教育局、アグ
リセンター大宮（京丹後市）
で、臨床心理士等が直接
会ってお話をうかがいます。

シリーズ
文化財

その他の府選定文化的景観
・綾部市グンゼの近代製糸産業景観
・京丹後市久美浜湾のカキの養殖景観
・井手町大正池とその水源かん養林景観
・福知山市毛原の棚田景観　　　　　　　他 計9件

～若手教員を育てる～
２年目・３年目教員のステップアップ講座を実施中

乙訓
教育局

　子育て支援に積極的に取り組んでいる事業所と連携し「次代の中丹を担
う人づくり」に取り組んでいます。 
　仕事をしながら子育てをされている方の意識調査を基に、家庭での読書
の重要性や携帯電話のルールづくりの必要性等、家庭教育に役立つ内容を
紹介した情報紙「はぐナビ広場」を作成・配布し、啓発を進めています。 
　今後、事業所による子育て支援に関わる活
動等を広く紹介し、より多くの事業所との連携
を進めることで、中丹地域で働く方々の子育て
への関心、教育への理解を深め、社会総がかり
で子どもをはぐくむ気運を一層高めていき
ます。

「はぐナビ（はぐくみナビゲーション）」を推進！
事業所と連携した家庭教育支援事業

中丹
教育局

　教員の大量退職・大量採用の状況
を受け、今年度から教師力向上プロ
ジェクト｢若手育成プログラム｣を展開
しています。
　このプログラムでは、管内小・中学
校の採用２年目の教員３8名、３年目
の教員41名を対象に、それぞれ｢ス
テップアップ講座」を実施しています。これまで２年目教員は２回開催し延べ
73名、３年目教員は３回開催し延べ90名の参加がありました。
　講座では、授業実践に関することや、児童・生徒の安全確保、保護者との連
携など、講義やグループ協議、中堅教員との意見交流なども交え、受講者の
力量アップを支援しています。
　受講者からは、新たな発見や気づきが多々あったなどの感想が寄せられて
おり、明日からの授業に活かそうという意欲につながっています。

スーパーサイエンスネットワーク京都
～理数教育の充実を目指して～

グローバルネットワーク京都
～国際社会に貢献できる人材育成～

スペシャリストネットワーク京都
～真の職業人(スペシャリスト)を目指して～

　11月に宇治市主催で開催された「高
校生グループ対抗宇治のPR動画コンテ
スト」で教養科学科２年英語ゼミ６組
チームが最優秀賞、５組チームが優秀賞
を受賞しました。生徒は、外国人観光客
とのお点前体験やご当地スイーツの試
食をリポートし、高校生の視点で宇治の
魅力を紹介する英語の動画を作成しま
した。身近な街の魅力を探るよい体験と
なりました。

　普通科高校でのキャリア教育の在り方
を研究・実践するため、府総合教育セン
ターから「キャリア教育研究連携校」の指
定を受け、「就いた仕事を天職に！」や「町内
会長を任せられる人物の育成！」をスロー
ガンに、府立普通科高校としては初めての
１年生全員でのインターンシップなどに取
り組んでいます。この度、それらの実践が
評価され、平成26年度キャリア教育文部
科学大臣表彰を受賞しました。

工業実習棟の完成予想図

　課題分析力・思考力・判断力・表現
力を培い、国際社会に貢献できる
リーダーの育成を目指すグローバル
ネットワーク校８校（山城・鳥羽・洛
西・莵道・城南菱創・西城陽・園部・
峰山高校）は、２月７日（土）、日々の
学習の成果を発表する場として「グ
ローバルネットワーク京都交流会」
を開催しました。８校の生徒が「英語
での提言発表」などを行いました。

　現在の社会・経済構造の変化に対
応する真のスペシャリストの育成を
目指し、農業・工業・商業・水産・情報
を学ぶスペシャリストネットワーク校
６校（桂・京都すばる・南丹・農芸・工
業・海洋高校）は、２月８日（日）、「ス
ペシャリストネットワーク京都合同
発表会」を開催し、自校の学習成果
を発表しました。各校が交流し、職業
学科の専門性を高めています。

農芸高
校嵯峨野

高校

鳥羽高
校

城南菱創
高校

南丹高
校

洛水高
校

京の匠の技
『技能五輪全国大会（造園）』初入賞

海外の学生と共に学ぶ

京都パイオニアネットワーク事業
－魅力あふれる府立高校の特色－

平成27年４月
「テクニカル工学系列」誕生！

「宇治のＰＲ動画コンテスト」で
最優秀賞を受賞しました

キャリア教育の実践により、
平成26年度文部科学大臣表彰受賞

「メール教育相談 京都」で検索
してください。携帯電話からも
相談できます。

いじめられる、学校に行きにくい等、悩みや不安が一人では抱えきれないほど
あふれてくることがあります。京都府教育委員会は、そのような悩みについて
一緒に解決の方向を探っていきたいと考えています。京都府高校生等

修学支援事業について
京都府高校生等

修学支援事業について

経済的理由により
修学が困難な高校生に対する
修学資金の貸付をしています。

京都府教育庁高校教育課 修学支
援担当

電話075-414-5856・5154

事業内容については、各高等学校
を通じてご案内します。

お問い合わせ先

　理数教育を特色とする高校
8校（洛北・嵯峨野・桃山・南
陽・亀岡・福知山・西舞鶴・宮
津高校）は、11月15日（土）、生
徒研究発表会「第2回京都サイ
エンスフェスタ」を開催しまし
た。研究成果の発表を通じて、
ネットワーク校の生徒が切磋
琢磨し、課題研究の質の向上
を図っています。
（第1回は、6月15日（日）に上記8校に加えて、SSH指定校の桂高校も参加して実施）

ひろせ  つばさたかさき     あらむ

　「地域の魅力再発見～自然・人・地域をつなぐ“食”～」をテーマに、京丹波町立
竹野小学校５・６年生と須知高校食品科学科生徒、京都大学大学院生とがパート
ナーとして、食を通じた校種間連携の取組を行いました。
　京丹波町の特産品である小豆を題材に高校生の指導による種まき・収穫を
行い、収穫した小豆を使ってあんこ餅づくりを行いました。
　この事業は、大学院生による京丹波町の食材についての講義や、地域や保護者
の方々とともに「もちつき大会」を行うなど、地域の温かさや魅力を再発見する内
容にもなっています。

環境・食育校種間連携
パートーナースクール事業

南丹
教育局

教育委員の活動
1月20日（火）、嵯峨野高校で英語でのディベートや、自然科学
系統の探究活動の授業を視察するとともに、SGHフロリダ研修
に参加した生徒8名と意見交換を行いました。
○平塚委員
　自然科学系統の探究活動では、ゴキブ
リやウーパールーパー等を使ったユニーク
な実験が行われるなど、高度な授業の下、
質の高い学力の育成がされており、今後
生徒が成長していく上で、非常に貴重な
体験であると感じました。

○安藤委員
　英語でのディベートは時事的な題材に
ついて、とても流暢な英語で論理的な主張
が繰り広げられ、鋭い質問や相手の矛盾
を突く討論が展開されるなど、こちらが
圧倒されるほどでした。

小豆の種まきの様子（7月）小豆の種まきの様子（7月） もちつきの様子（1月）もちつきの様子（1月）

ホームページ
開設しました!!

府選定文化的景観 向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観
竹の径（向日市）

国選定重要文化的景観 宇治の文化的景観
白川の茶畑（宇治市）

国選定重要文化的景観 宮津天橋立の文化的景観　
天橋立と文珠のまちなみ（宮津市）

情報紙「はぐナビ広場」

論文コンテスト受賞生徒の皆さん

府教委
広報 発行●京都府教育委員会

編集●京都府教育庁管理部総務企画課
電話●075-414-5710
URL●http://www.kyoto-be.ne.jp

Ｎｏ.１２9
平成27年2月

様々な場面で活躍する府立高校生!!
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