
 

Ⅱ-４独自の教育支援 

 

【教育情報交流展 

「姫路きょういくメッセ」】 
 

１ はじめに 

 教育情報交流展「姫路きょういくメッセ」

（以下「メッセ」という。）は、「来て、見て、

感じる姫路の教育」をテーマに、センター創

設年度に始まり、今回で１０回目を迎えた。 

メッセは市民に向けて学校園や教職員の

取組を発信し、本市が進める教育に対する理

解を深めていただくこと、教職員が優れた教

育財産を共有し日々の実践に生かすことで、

教育力の向上を図ることを目的に開催してい

る。 

そうしたことから、センターを会場とした

メッセ終了後に「メッセ アフターキャラバ

ン」（以下「アフターメッセ」という。）と名

付けて、市内の商業施設等に市立学校園の取

組を紹介するパネルを展示している。 

 

２ 概要 

(１)姫路きょういくメッセ 

【期間】令和２年２月１日(土)～１５日(土) 

【対象】市立学校園所教職員及び市民 

※本市以外からの参加も可 

【参加者数】2,325 名 

【会場】姫路市立総合教育センター 

①常設展示 

○学校園所教育実践紹介 

○授業・保育紹介 

○教職員の自作教材教具展 

○教育実践研究助成校発表  

○自主研究会報告 

○？（疑問）！（発見）コーナー 

②オープニングイベント 

【開催日】令和２年２月１日（土） 

 【参加者数】206 名 

  ○オープニングダンス 

 姫路市立琴丘高等学校 

ダンス部 

 ○「第３回ひめじ図書館を使った調べ学習

コンクール」表彰式 

○講演「子育ては晴れたり曇ったり」 

    ～発達障害があっても大丈夫～ 

森山 和泉 氏 

 

ダンス（琴丘高等学校ダンス部） 

 

 

講演（森山 和泉 氏） 

 

③Himeji 教育の情報化推進フォーラム 

【開催日】令和２年２月１０日（月） 

【参加者数】154 名 

 ○講演 

「新時代の学びを支える先端技術活用推

進方策 ～学びの改革プラン～」 

髙谷 浩樹 氏（文部科学省初等中等教

育局  情報教育・外国語教育課長） 

 

 

 



 

 ○講演 「世界の情報教育から見えてくる

日本の教育の未来」  

小出 泰久 氏（Google.inc 教育事業  

日本統括部長  Google for Education 

Japan 代表）  

○実践発表 「海外姉妹都市との遠隔教育」

玉光 和枝 氏（姫路市立広畑小学校 

教諭） 

 ○パネルディスカッション  

「新時代における姫路の学び」 

【コーディネータ】  

中川 靖敏 氏（学校教育部長）  

【登壇者】 

髙谷 浩樹 氏（文部科学省）  

  小出 泰久 氏（グーグル本社）  

山下 雅道 氏（豊富中学校長）  

 

講演（髙谷  浩樹 氏） 

 

④教育研究発表 

【開催日】平成３１年２月７日（金） 

【参加者数】131 名 

○教育研究員発表  

  ・道徳科教育研究班 

○教育実践研究助成校発表  

・姫路市立飾磨西中学校 

○講演「考え、議論する道徳科の授業づく

りと評価について」 

  荒木 寿友 氏（立命館大学大学院 教授） 

 
講演（荒木 寿友 氏） 

 

⑤体験コーナー 

  ○ICT 体験 

○学校教育体験ワークショップ 

    ・図画工作  

  ・食育 

 

ＩＣＴ体験 

 

(２)メッセ アフターキャラバン 

【期間】令和２年２月２２日(土)、２３日

(日) 、２４日(月) 

【見学者数】2,488 名 

【会場】 

イオンモール姫路大津 

ゆめタウン姫路 

イオンタウン姫路 

イオン姫路店 

マックスバリュ姫路別所店 

イオンモール姫路リバーシティー 

ヤマサ蒲鉾株式会社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メッセアフターキャラバン 

 

 

 

 

 

 

【ジュニア姫路検定】 

１ はじめに 

 ジュニア姫路検定は、児童生徒が自らの興

味・関心に基づいて、多方面にわたって自身

の能力を伸ばす動機づけにするとともに、ふ

るさと姫路を誇りに思う心を育むことを目的

として実施しており、また、学校園ではなか

なか表彰される機会のない子供にも、自分の

興味ある分野で表彰される機会を与え、「認め

られた」という思いをもたせることもねらい

としている。 

 

２ 概要 

本年度ジュニア姫路検定は、２２施設で５

８種目８１回を実施した。 

検定における認定内容には、問題に対する

正答数を認定する「ものしり」、種目に対する

記録（回数）を認定する「わざ」、講座やイベ

ントでやり遂げた体験を認定する「たいけん」

がある。検定実施施設では、認定内容ごとに

認定基準を設定して、認定証を発行すること

としており、認定された子供は、それぞれが

通っている学校園または、実施検定施設で認

定証を授与されている。なお、認定の可否に

関わらず、参加者全員にジュニア姫路検定オ

リジナルクリアファイルを配布している。 

また、子供たちの興味が様々な分野に拡が

るきっかけとして、検定ごとに参加者にスタ

ンプを押し、５個集めた者を「グランドチャ

レンジャー」として認定している。今年度は

１２１名を「グランドチャレンジャー」とし

て認定した。 

 市内学校園に通う子供たちにちらしを配

布したり、公共施設等にポスターを掲示した

りすることで広報活動を行っている。さらに、

昨年度からは、ＨＰを開設し広報活動を行っ

た。 

 



 

３ 令和元年度実施のジュニア姫路検定 

実施機関等 種目 参加者数（人） 

姫路市立総合教育センター 

親子ウォークラリー 57 

ふるさと親子ウォークラリー 34 

姫路ものしり 33 

姫路市立総合教育センター 

各児童センター 
こどもあそび 496 

学校指導課 調べ学習チャレンジセミナー①② 28 

姫路市立水族館 水族館おさかな博士 27 

姫路科学館 

ゴム･ワンカーを作ろう 58 

ゴム･ワン グランプリ 153 

科学館ものしり検定 53 

むしムシものしり検定 298 

昆虫の達人 20 

岩石の達人 13 

物理の達人 15 

ロボットの達人 8 

化学の達人 14 

天文の達人 16 

顕微鏡基礎講座 26 

星ものしり検定 131 

姫路市立美術館 体験鑑賞会 9 

城内図書館及び各分館 
一日図書館員 28 

読書クイズ 129 

城内図書館 子どものための音読講座 28 

姫路文学館 世界にひとつの絵本づくり 84 

書写の里・美術工芸館 姫路はりこ教室 9 

姫路市埋蔵文化財センター 古墳時代の武人になろう！ 8 

エコパークあぼし 

紙すき体験 39 

エコマグネットを作ろう 19 

基礎から学ぶお針仕事 29 

サンドブラスト体験 53 

木工工作 
27 



 

 

 

 

 

 

環境政策室 

ジャコウアゲハを飛ばそう！ 10 

川の観察会 38 

親子環境教室 20 

親子海上教室 17 

昆虫博士になろう！ 40 

エネルギーの不思議 20 

野草を見つけよう！ 11 

オオサンショウウオから学ぶ生物多様性 24 

海上保安官が伝える姫路の海 20 

冬越しの昆虫を見つけよう 39 

ニホンアカガエルの卵を見つけよう！ 41 

野鳥を観察しよう！ 中止 

障害福祉課 こども手話教室 69 

平和資料館 戦争体験談を聞く 19 

動物管理センター 
いぬ・ねこ博士になろう！ 18 

獣医師の仕事を学ぼう 18 

姫路市立動物園 動物園ウォークラリー 30 

農業振興センター 農業振興センターオープンファーム 33 

ひめじ防災プラザ チャレンジ消防教室 47 

自然観察の森 
梅雨時のキノコ観察会 11 

セミのぬけがらを調べよう 7 

手柄山温室植物園 

姫路市蝶ジャコウアゲハとウマノスズクサ博士 27 

食虫植物博士 20 

姫路市花「さぎ草」博士 16 

好古園 
コケ玉づくり講座 26 

親子茶道教室 9 

木場ヨットハーバー ヨット体験教室 6 

合計  2,578 


