
市町村教委及び市町村立学校(園)の取組

教育委員会名 種別 行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想

関連行事
第２２回特別展
（秋季）

  ９月19日
  ～11月23日

二上山博物館
「木棺と木簡ー下田東遺跡を考え
るー」（仮称）

2400 展示内容に古墳時代の埴輪も加え、好評を博した。

関連行事 香芝市民体育祭 10月12日 健民グラウンド 市民参加の総合体育祭 新型インフルエンザ対応のため中止

関連行事
市民図書館
  えほんたいむ

10月16日
       23日

市民図書館 絵本の読みきかせ 100
ブックスタートのフォローアップ事業として定着してきてい
る。

関連行事
市民図書館
  古典文学講座
    （5回連続）

10月20日 市民図書館 源氏物語を読む 36 毎年、受講希望者が多く、抽選している状況である。

関連行事 市民公開講座
10月23日
11月27日

中央公民館他 子どもの教育を考える講座 135
子どもの心の健康や思春期の身体について熱心に受講し
ていただいた。専門講師による講座は大変好評であった。

関連行事 香芝ふれあいフェスタ 11月1日

中央公民館・モ
ナミホール・市民
体育館及び周辺

駐車場

模擬店・ステージ発表等の各種イ
ベント出し物、展示等

0 新型インフルエンザ対応のため中止

関連行事
市民図書館
   ブックスタート

11月4日
       5日

保健センター 本への関心を持つお話 142
よりよい方向へ、保健センターや児童福祉課と協議してい
る。

関連行事 市音楽会 11月6日 モナミホール
市内の小学校と中学校からの音
楽発表を通じての交流

新型インフルエンザ対応のため中止

関連行事
市民図書館
   おはなし会

11月7日
      14日

市民図書館 いろいろなおはなしをする 64
課題は、年齢が上がるほど参加が減少していることであ
る。

関連行事 公民館まつり
11月7日
    ～9日

中央公民館
モナミホール

公民館所属クラブ・サークルの展
示会・発表会

4500
市の行事の多くが新型インフルエンザ対策のため中止に
なる中で行われたが、大変盛況であり、無事終了した。

関連行事 市美術展覧会
11月21日
    ～28日

中央公民館
美術振興のため、作品を募集し展
示をおこなう。

413

絵画の部…バラエティーに富んだ作品が多く充実したもの
であった。
書芸の部…意欲的に取り組み、書の力強さを感じた作品
が目立った。
写真の部…誰でも簡単の撮影できるデジタルカメラによる
作品が多かった。

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
○ その他（未就園児・保護者）
○ 保護者（家族を含む）
○ 教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員
○ 地域の方
○ その他（未就園児・保護者）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
○ その他（３歳児・保護者）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
○ その他（未就園児・高齢者）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（未就園児・高齢者）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（未就園児・高齢者）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
○ その他（未就園児・高齢者）
○ 保護者（家族を含む）
○ 教員（他校の教員を含む）

学校評議員
○ 地域の方
○ その他（未就園児・高齢者）

園児作品展を開催し、保護者・地
域の方々・未就園児等に来園いた
だき、幼稚園教育の理解を得る。

300

４月当初からの絵画や個人製作・力をあわせた協同製作
を展示し、園児達の成長ぶりを保護者の方々や地域の
方々、未就園の保護者等に見ていただき、幼稚園教育の
理解を深めていただいた。

関連行事 園児作品展
11月27日
        28日

遊戯室

保育参加で、親子で製作をしてい
ただき、幼稚園教育をより深く理
解していただく。

117

保護者と一緒に「ここどうする。」「ここもっていてね。」など
と会話をしながら、楽しく作品を作ることができた。出来上
がった作品は、作品展に展示し、地域の方々や多くの方々
に見ていただいた。

関連行事 ふれあいの集い 10月25日 二上小学校
幼稚園・小学校と育友会共催で育
友会員がゲームやお店を出してふ
れあう機会をもつ。

新型インフルエンザ対策のため中止

授業公開 保育参加 10月23日 各保育室

雨天のため中止。

関連行事 教育講演会 10月16日
二上小学校

体育館

幼稚園・小学校と育友会共催で教
育講演会を行なう。子どもの家庭
における生活改善について等家
庭教育の啓発をする。

200

奈良県立教育研究所　家庭・幼児教育部長　梅田真寿美
先生より「子どもの家庭における生活習慣の改善」の演題
で講演をいただいた。参加者より「子育てを考えるとてもよ
いお話であった、参加してよかった」と感想をいただいた。

お話「ろうそくの会」の方より物語
を聞き、手遊びなどで遊ぶ。

20

年間６回実施している。読書をする絵本ひろばの開催もし
ている。親子でお話を聞く会であり、回を増す毎に好評と
なっている。地域の方のお話を聞く時の態度がよくなり、イ
メ－ジが広がるよい機会となった。

二上幼稚園

関連行事 運動会をしよう 10月７日 園庭
未就園児と園児が交流し、運動会
をおこなう。未就園児の保護者に
幼稚園教育の理解を得る。

0

関連行事 お話会 11月４日 各保育室

幼・小ＰＴＡ主催で、ゲームやス
ポーツ、工作等、参加体験型の催
し物を実施する。

新型インフルエンザ対策のため中止

授業公開
みんなで遊ぼう
（ほっとタイム）

11月２日
園庭

各保育室
お店やさんごっこで遊ぼう 145

年齢別の発達の様子や言葉のやりとりなどをお家の人と
かかわって活動することができた。日頃の園での様子や協
働する姿を見ていただくことができた。

関連行事 ＰＴＡこども祭り 10月31日 下田小学校

新型インフルエンザのため１１月9日に変更して実施

授業公開
みんなで遊ぼう
（３歳児）

10月29日
園庭

各保育室
お店やさんごっこで遊ぼう
３歳児と幼稚園児との交流

150

新型インフエンザのため園児交流を中止。内容変更して実
施。幼稚園生活や発達段階を考え年間計画を立て実施し
ているが、毎回とても楽しみに参加していただいている。園
教育を理解していただくよい機会であった。

園児作品展を開催し、保護者・地
域の方々・未就園児・保育所・小
学校教員等に来園いただき、幼稚
園教育の理解を得る。

150

園児が作った作品展を多くの人たちに観ていただき幼児
教育を理解していただく機会となった。また、外部評価委
員さんが鑑賞後「この時期にたくさんの経験をすることや、
想像性豊かな表現を引き出す事を大切に引き続き取り組
んでください。」と話された。

下田幼稚園

関連行事
保育参観
教育講演会

10月28日
各保育室
遊戯室

親子製作
教育講演会（親育ち・子育ちにつ
いて）

115

関連行事 園児作品展
11月29日
        30日

遊戯室

保育参観とお店屋さんごっこに参
加する。
PTA主催の教育講演会  畿央大
学　島　先生

新型インフルエンザ対策のため中止

関連行事
このゆびとまれ
（老人会・未就園）

11月18日
園庭

保育室

地域の老人会や未就園児を招待
してのおみせやさんごっこの実
施。

新型インフルエンザ対策のため中止

関連行事
土曜参観
教育講演会

11月14日
園庭

各保育室
遊戯室

各保育室 親子で作品を作る。 98
親子で協力してひとつの作品を作り上げる事で、子どもと
ゆっくりと向かい合える機会になった。

園庭
保護者の方に幼稚園での遊びの
中での学びを共に体験する。（一
緒に保育に参加する企画）

150

保護者の保育参加を実施することにより、保護者が幼児
の遊びの中に入り楽しむと共に、幼児に対する拘わり方を
体得する機会となった。また、自分の子ども以外の幼児と
の関わりもできよかったという意見もあった。

遊戯室

図書館より絵本を貸していただき
絵本に触れる機会を増やす。
10月20日は幼稚園の園児は図書
館の方やボランティアの方々に絵
本の読み聞かせをしていただき降
園後は保護者に絵本を自由に読
んでいただけるよう遊戯室を開放
する。

100

図書館より絵本を300冊借り、ボランティアによる読み聞か
せにより、園児がより絵本に親しむ機会となった。また降園
後、保護者・園児・未就園児に絵本の広場を開放する事で
親子の読み聞かせやふれあいの場となった。

五位堂幼稚園

授業公開 絵本の広場
10月20日
    ～23日

授業公開 保育参加
10月27日
       28日

授業公開 親子製作
11月５日
       ６日

一般

一般

香芝市教育委
員会

一般、市内園児・小・中学生・高校
生・

保護者

健診親子

一般

参加対象者

市内各小学校1学年
市内中学校ブラスバンド部音楽部

一般親子

一般

一般親子

一般

一般
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市町村教委及び市町村立学校(園)の取組
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
○ 地域の方
○ その他(小5･未就3歳･保育所
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（未就３歳児・保護者）
○ 保護者（家族を含む）
○ 教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員
○ 地域の方

○ その他（未就３歳児・保護者）

保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（未就３歳児・保護者）　
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方
○ その他（未就３歳児・保護者）　
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）
保護者（家族を含む）

○ 教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（関屋保育所園児）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員

○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（未就３歳児・保護者）
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（未就3歳児親子）
○ 保護者（家族を含む）
○ 教員（他校の教員を含む）

学校評議員
○ 地域の方

○ その他（未就園児・保護者）

保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（未就園児・保護者）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方

○ その他（未就園児・保護者）

図書館より絵本を貸していただき
絵本に触れる機会を増やす。園
児・未就園児は図書館の方やボラ
ンティアの方に絵本の読み聞かせ
をしていただき降園後は保護者に
絵本を自由に読んでいただけるよ
う開放。

58

絵本に親しむという目的で学期に1回、年３回の絵本のひ
ろばを始めて３年目となる。保護者の方や園児も毎回楽し
みに参加している。また、未就園児にとっても親子で触れ
合う良い機会となり交流会への参加も増えている。

授業公開 絵本の広場 11月24日 絵本の部屋

園庭 親子でおいもほりをする。 38

1学期にいも苗うえに参加の未就園児と保護者は収穫をよ
り楽しみにしていただき、たくさんの方が参加された。交流
会の案内の仕方を工夫しており、決まって参加してくださる
ようにもなってきた。

遊戯室

園児作品展を開催し、たくさんの
保護者や地域の方、未就園児親
子に幼稚園に来ていただき、幼稚
園児の作品を見ていただく。その
ことにより園児の自信につながる
取組となり、さらに幼稚園教育の
理解を得る。

150

園児作品展に地域の方、小学校の児童や先生、保護者や
卒園児の家族などたくさんの方に参加していただきいろん
な方に幼稚園作品展を知っていただき幼児教育を理解し
ていただく良い機会となった。また、保護者や園児の今後
の活動への意欲につながるようになったことと思う。

保育室

未就園児親子を対象に在園児と
一緒に歌ったり手遊びをする。ま
た、作品展に向けてつくったりか
いたりする活動をする。

26

保健センターや地域にポスター・案内状等でお知らせし
た。定期的に交流会を行っていることが周知され参加も多
かった。作品展に展示することを目的に製作をしたので次
回の交流会に期待がもてると喜んでおられた。

鎌田幼稚園

関連行事 未就園児交流会 10月28日

関連行事 園児作品展
11月８日
        ９日

関連行事 未就園児との交流 11月９日

各保育室
テーマを決めて親子で製作を楽し
む。出来上がった作品は12月初
旬に行う園児作品展に展示する。

64

三歳児交流「ヤッホー」の取組も地域に定着してきたよう
で、来年入園予定の子どもたちがほとんど参加している状
況である。幼稚園で作った作品を12月に開催される作品
展で見ることもとても楽しみにされている。

各保育室
三和小学校

畑で収穫したさつまいもでやきい
もをつくったり、自分たちで考えた
遊びをおうちの方に紹介したりし
て楽しく過ごす。

110

保護者の方にお店やさんになっていただいた、夏のわくわ
くまつりの経験を生かし、秋のわくわくまつりは子どもたち
がいろいろなお店やさんになって保護者の方とかかわっ
た。その姿に成長を感じるとの声が多く聞かれ、楽しく共に
遊んでくださった。また、ﾉｰビデオ・カメラデーにしたこと
が、より効果的であった。

各保育室
 一日中、幼稚園を公開し、幼稚園
教育について広く理解を求める。

80

午前中は戸外でのつなひきや畑でとれたかぼちゃを使っ
てのクッキング、午後はお弁当を食べたり同席視聴など、
幼稚園で子どもたちが過ごすいろいろな活動の姿を参観
または参加という形で見ていただけたことで、園児の育ち
をより理解していただくことができた。

三和幼稚園

授業公開 オープンスクール 10月21日

関連行事
家族参観日
PTA教育講演会

11月14日

関連行事
ヤッホー
未就園児(三歳児）交
流

11月19日

保育所園児との交流をする。 新型インフルエンザ対策及び幼児の体調を考慮して中止

授業公開 オープンスクール 11月19日 各保育室
一日中、幼稚園を公開し、幼稚園
教育について広く理解を求める。

100

保護者や地域の方等いろいろな方に参観いただき、幼稚
園の様子や子どもたちの成長（自分の思いを伝えたり友達
の思いを聞いたり互いを思いやる気持ち）を感じていただ
いく機会となり、保護者からも「こんなこともできるように
なったんですね」などたくさんの感想を頂くことができた。

関連行事
関屋保育所との
交流会

11月13日 関屋保育所

雨天のため中止

授業公開
香芝市
幼稚園教育研究会
研究発表会

11月５日 各保育室
香芝市指定公開保育「つなげよう
ひろげよう 豊かな心」
 ～出会い 経験を通して～

75

本園の主題テーマに基づいた公開保育を実施する。小学
校との連携の様子と、子どもたちが自分の思いを表出した
り相手の思いを聞いたりできる姿を参観していただき、たく
さんの方の意見や感想を聞かせていただき貴重な機会と
なった。

昔ながらの餅つき「つく」「こねる」
を地域の方々に教えていただきな
がら、園児・未就園児が共に餅つ
きを楽しむ。

30
高齢者の方々に昔ながらの餅つきの「つく」「こねる」を教
えていただき、共に楽しむことが出来た。伝承行事は今後
も続けていき、次の世代へとつなげて行きたい。

関屋幼稚園

関連行事 親子ハイキング 10月14日 地域の公園
幼稚園に通う親子がﾘｽﾞﾑ遊び等
を楽しみながら交流を深める。

0

関連行事 もちつき 12月２日 園庭

子どもたちの日頃の幼稚園での
表現活動の作品を展示し、幼児期
の表現活動のすばらしさを子ども
たちの作品を通じて見ていただくと
共に、子どもの成長を知らせ志都
美幼稚園の取り組みを保護者・未
就園児・地域の人たちに知らせ
る。

280

絵画表現における１年間の幼児の育ちを保護者に理解し
ていただきやすいように展示等工夫をすると共に、みんな
が作品展に来て楽しめる作品展を目指した。参加者の声
も「製作物で遊べて楽しかった」「幼児教育のすばらしさを
感じた」と好評であった。

関連行事
わくわく玉手箱
（お話し会）

11月30日 各保育室

地域のお話しローソクの方々に来
ていただき、子どもたちのお話しを
聞く態度を育て、読書の楽しさを
知らせる。

20 お話しの楽しさを感じてくれた。

関連行事 園児作品展
11月29日
        30日

遊戯室

ＰＴＡ活動として飲食コーナー・
ゲーム等のお店を出して、家庭と
地域の方々との交流を深める。

新型インフルエンザ対策のため中止

関連行事 未就園児との交流 11月９日 遊戯室
親子で写真立てを作り、作品展に
展示する。

18

製作をとおして３歳児の発達段階や幼児の姿を理解でき
有意義でした。また、親子で一つの物を作り上げることは
子どもたちにとってよい経験となっているようでした。今回
作った作品の展示される作品展を楽しみにしているようで
した。

関連行事 オータムフェスタ 11月７日
志都美
小学校

保護者・子どもたちが「クラシックを楽しもう！！」と講師南
智子先生を迎えて、モーツァルト・ベートーベンなどの名曲
の演奏をしていただき、クラシック音楽に触れました。保護
者の方々も心の癒しの時間となりました。また、アニメの曲
をみんなで大声で歌い楽しい時間を共に過ごしました。

関連行事 秋祭り 10月30日 園庭
園児が手作りのお店を出して、地
域の人々・未就園児との交流をと
おして、みんなで秋祭りを楽しむ。

80

いつもお世話になっている、地域の方々・評価委員会の皆
さんにお越し頂き、子どもたちは自分達の作ったお店で売
り買いをして遊びました。地域の方々と触れ合い、楽しく遊
ぶことができました。保育所との交流も子ども同士のふれ
あう場となり仲間の輪が広がりました。

志都美幼稚園

授業公開 保育参観 10月26日 各保育室

子どもたちの日頃の幼稚園での
姿を見ていただくと共に、子どもの
成長を知らせ、幼児園教育の大切
さや取り組みを知らせる。

70
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○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
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各教室
体育館
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ＰＴＡ活動として飲食コーナー・
ゲーム等のお店を出して、家庭と
地域の方々との交流を深める。

160
インフルエンザ対策のためオータムフェスタは中止となっ
た。バザーのみ１２月１８日（金）に実施した。

各教室
体育館

研究主題『共に生き、共に学ぶ楽
しさをはぐくむ教育の創造』
  ～道徳の時間や特別活動の充
実を核として～

114
県外からの参加者を含め８５名の参加者があった。２９名
のＰＴＡ会員の協力をいただいた。研究授業・全体会・講演
会を実施した。

各教室
体育館
運動場

教科学習の参観 215
授業参観後、講師に奈良県外国人教育研究会事務局長
の黒田先生を招き、ＰＴＡ主催の人権教育講演会を実施し
た。

志都美小学校

授業公開 授業参観 10月16日

授業公開
道徳教育実践研究事
業
道徳教育研究発表会

10月30日

関連行事 オータムフェスタ 11月７日

各教室
体育館
運動場

教科学習の参観・クラブ活動の見
学
出前授業の実施（予定）

200
五條市青少年センター・日本弁理士会・奈良工業高等専
門学校から講師を招き出前授業を行った。科学的な実験
を体験することができ、児童や保護者に好評であった。

各教室

研究主題「開拓力が育つ社会科
学習」　　～児童が自分の学びを
切り拓き社会にかかわる力を手に
する授業～

100
市内外から多数の来校者があり、授業内容は勿論のこと
環境整備に至るまで、本校の教育活動に大いに刺激を得
ることができた。

各教室 教科学習の参観と懇談会 30
三日間に分けて１年・２年と幼稚園児が相互に招きあい、
昔の遊び等を通し交流をおこなった。園児や児童にとって
楽しい時間を共有することができた。

関屋小学校

関連行事 関屋幼稚園との交流
10月16日      10

月27日
10月30日

授業公開
奈良県社会科研究大
会

11月10日

授業公開 オ－プンスク－ル 11月19日

各教室
体育館
運動場

幼稚園・小学校と育友会共催で育
友会員がゲームやお店を出してふ
れあう機会をもつ。

新型インフルエンザ対策のため中止

各教室
体育館
運動場

8時30分より15時30分までの間、
いつでも参観できるように設定し、
より多くの保護者の参観を期待し
ている。
オープンスクール二日目の午後よ
り教育講演会を行い、家庭教育に
ついての啓発を行う。

630
2日目には５年生が稲刈りを行い、保護者の参加や見学を
得ることが出来た。

二上小学校

授業公開
オープンスクール
教育講演会（16日）

10月15日
        16日

関連行事 ふれあいの集い 10月25日

各教室
体育館
運動場

保護者だけでなく、多くの方々に
授業をはじめとする様々な教育活
動を参観してもらう。（半日の授業
公開　）

650

半日間の学校参観なので、授業以外の子どもたちのあり
のままの学校生活の姿を見てもらえた。また、両親以外の
家族や子どもたちを普段見守っていただいている地域の
方にも参観していただき、子育てのネットワークが広がる
きっかけになった。特に、地域のお年寄りとの交流は、お
年寄りにも好評であった。

各教室
体育館
運動場

幼・小ＰＴＡ主催で、ゲームやス
ポーツ、工作等、参加体験型の催
し物を実施する。

新型インフルエンザ対策のために中止

下田小学校

関連行事 ＰＴＡこども祭り 10月31日

授業公開 オープンスクール 11月13日

各教室
体育館

全学年授業参観
子育てに関する教育講演会

新型インフルエンザ対策の為中止

各教室
全学年人権教育に関わる授業公
開と学級懇談会

350

保護者の参加も多く、人権についてともに考えていただけ
る参観となった。学級によってテーマは違ったけれど、学級
懇談も、学級の課題や子育ての悩み等保護者同士の交流
ができた。

五位堂小学校

授業公開
授業参観
学級懇談会

10月16日

授業公開
土曜授業参観
教育講演会

11月14日

子ども作品展を開催する。幼稚園
教育の理解を得る。

1100

奈良県幼稚園子ども作品展と本園の園児作品展を同時開
催する。子どもの作品を通しての幼児理解や幼稚園教育
理解を保護者や地域の方にしていただけた。県内の多くの
幼稚園関係の方々の参加もあった。

関連行事 あおぞら祭 11月28日 園庭
PTAの行事として親子の親睦・地
域との親睦をはかる、教職員も共
に参加して楽しむ。

新型インフルエンザ対策のため中止

関連行事 子ども作品展
11月14日
        15日
        16日

遊戯室

大規模園であるので、少人数で絵本にふれることができる
ように開催の仕方に工夫をしている。降園後に広場を開放
することで、保護者と園児が共に絵本を見る機会にもなっ
ている。幼児期に絵本にふれる大切さなど、家庭への啓発
を今後も行っていきたい。

授業公開 親子製作 10月28日
各保育室
遊戯室

親子でふれあいながら製作をす
る。

270

保護者と園児が作品づくりを楽しい雰囲気の中で共に行っ
た。保護者には幼児の思いを聞き出しながらつくるという
幼稚園のねらいを伝えることで、本園が子どもに身につけ
させたいと考えている内容を周知する機会にもなった。

作品見学をしていただく。 200

保護者の感想文には、我が子の成長を喜ぶ声や、本園教
育への理解と温かい支援の声が書かれていた。また、そ
のことによって教職員自身も教育への意欲が湧く大切な機
会となった。

旭ヶ丘幼稚園

関連行事 絵本の広場
10月26日
        27日 遊戯室

図書館より借りてきた絵本及び幼
稚園の絵本を遊戯室に絵本の広
場として設営する。いちごの会の
方、保護者ボランティアの方に、絵
本の読み聞かせをしていただく。
未就園児も参加可。

130

関連行事 園児作品展
11月27日
        28日

遊戯室

在園児とふれあい遊びをしたり・
幼稚園での生活を体験する。

80
幼稚園教育の一端を未就園児の保護者に知らせることが
できた。また、未就園児の入園に対する不安感を取り除い
たり、期待感をもたせる良い機会となった。

授業公開 親子制作
11月12日
       １3日

各保育室
親子がふれあいを兼ねて、作品制
作をする。

新型インフルエンザ対策のため中止

関連行事 未就園児保育 11月２日 各保育室

年3回予定の2回目の保育参加である。我が子の自発的に
遊ぶ姿を見て、保護者からは「一学期と比べて通常の参観
とは違った、成長ぶりを身近に感じられた。」との感想が
あった。

関連行事 秋の楽しい集い 11月１日
真美ヶ丘東小学

校

PTAの行事として親子の親睦・地
域との親睦を兼ねて、教職員も共
に参加して、秋の楽しい集いを行
う。

新型インフルエンザ対策のため中止

真美ヶ丘東幼
稚園

授業公開 保育参加
10月27日
        28日

各保育室

参観前に、幼児の発想力の豊か
な探求心・自主性を引き出すため
の保育について、参観の見所（視
点）を予めお知らせし、 子どもたち
の遊びに自由参観の形で、保育
参観して、幼稚園のめざすところ
を体験していただく。

154
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○ 保護者（家族を含む）
○ 教員

学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員

地域の方
○ その他（香梅会・関係者評価委員）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
地域の方

○ その他（学校関係者評価委員）

保護者（家族を含む）
○ 教員

学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）

全日授業公開を行い、保護者や
地域の方々の学校理解の推進と
連携を図る。
人権問題を含んだ落語を、生徒・
保護者共に鑑賞することにより人
権感覚の啓発を進める。

50
オープンディズは実施できたが、講演会は新型インフルエ
ンザ対策のため、実施しなかった。平日にも関わらず、多く
の保護者の参観することができた。

授業公開
オープンディズ
人権教育講演会

11月18日
各教室
体育館

ほとんどの方は午前中の音楽会を参観し、楽しく鑑賞でき
た。祖父母の参加もあった。ＰＴＡによるバザーは大変盛況
であった。また、各文化部の発表は充実しており、大変よ
かったという声が多かった。

関連行事 ３年保護者進路説明会 10月30日 体育館
進路選択全般についての具体的
日程や方法、平成２１年度入試に
向けての説明を行う。

80
入試についての説明や進路選択の具体的なを中心に行
い、３年生の保護者は熱心に聞いていた。

防犯に関する内容について教員
研修する予定である。また、生徒
向けに、11月24日に香芝警察署と
連携し、防犯教室を実施する。

新型インフルエンザ対策のため中止

香芝西中学校

授業公開
文化祭
音楽会
PTAバザー

10月28日
各教室
体育館

吹奏楽部、バトン部、美術部及び
有志の舞台発表、教科の取り組
み等の展示等を行う。全校での音
楽会を開催。文化祭で物産の展
示を行い、その後保護者・地域の
方々に販売を行う。

153

関連行事 防犯教室 11月24日 体育館

各教室
体育館

全学級で授業公開をし、参観をし
てもらう。その後、３年の保護者対
象に進路決定に向けての説明会
を行う。また、学校関係者評価委
員の方から、ご意見をいただき、
学校評価に向けての話し合いを
行う。

330

生徒が落ち着いて授業に取り組んでいる姿を見て、保護
者も安心しておられた。また、関係者評価委員の方にも参
観いただき、その後、学校評価に向けた話し合いを行っ
た。

モナミホール

各学年・学級による合唱コンクー
ル。
文化部及び特別支援学級による
舞台発表等。

390

午前中の各学級対抗による合唱コンクールでは、多くの保
護者が来られ、その歌声に感動されていた。午後から特別
支援学級や教員及び有志生徒の舞台発表があり大いに
盛り上がった。

市内全域
各家庭・事業所を回り、廃品を回
収する。

115
天候にも恵まれ、多くの方々に参加をしていただき、大き
な成果を上げることができた。その後、反省会を行い、来
年度に向けての課題について確認した。

香芝中学校

関連行事 廃品回収 10月25日

関連行事
文化祭
音楽会

10月29日

授業公開
授業参観
３年保護者会

11月４日

各教室
体育館

保護者を対象にした授業公開と教
育講演会を行う。

新型インフルエンザ対策のため中止

各教室
体育館

クラブ活動の発表・中学校吹奏楽
部の演奏・模擬店などを行う。

新型インフルエンザ対策のため中止
１２月１５日～１２月２２日まで児童作品展を校内で実施

旭ヶ丘小学校

関連行事
サンライズフェスティバ
ル

10月24日

授業公開
土曜参観
教育講演会

11月14日

各教室
体育館

１・２・３年生の保護者を対象にし
た授業公開と学級懇談会を行う。

140

二日に分けていたので、子どもの学習の様子をよく参観す
ることができた。
毎年、この時期の開催でちょうどよい。

各教室
体育館

 ４・５・６年生の保護者を対象にし
た授業公開と学級懇談会を行う。

130

各教室
体育館

全校の保護者を対象に授業公開
を行い、教育講演会を開催する。

新型インフルエンザ対策のため中止

真美ヶ丘西小
学校

授業公開
西小・秋の集い
教育講演会

10月10日

授業公開
保護者参観
（低学年）

11月13日

授業公開
保護者参観
（高学年）

11月17日

教室

昨年度より香芝市の指定を受けて
「小学校における外国語活動」の
研究を進めてきた。この日に実施
する「研究事業」は、12月4日（金）
に実施する研究発表会の事前研
究の位置づけである。担任とＡＬＴ
の共同による「外国語活動」の授
業を行う。

1
研究発表会の事前研修の位置づけであり、担任が主とな
りＡＬＴの支援を受ける授業形態をとった。指導・助言の先
生を管内先進校より招聘した。

各教室
体育館

休日参観を、保護者が児童の活
動している場面を自由に参観する
「オープンスクール」とする。
 また、保護者、児童、職員を対象
とした「人権教育」に係る講演会を
開催する。

新型インフルエンザ対策のため中止

各教室
運動場

PTAの行事として親子の親睦・地
域との親睦を兼ねて、教職員も共
に参加して、秋の楽しい集いを行
う。

新型インフルエンザ対策のため中止

真美ヶ丘東小
学校

関連行事 秋の楽しい集い 11月１日

授業公開
オープンスクール
教育講演会

11月14日

授業公開
研究授業
「外国語活動」

11月19日

体育館
学習発表会と児童主催・PTA主催
のバザ－を行なう。

200
毎年、保護者や地域の皆さんから楽しみにしてもらってい
る。

各教室
終日の授業参観を実施し、保護者
や学校評議員に都合の良い時間
帯に参観をしてもらう。

100 終日参観なので、たくさんの保護者に来ていただけた。

鎌田小学校

授業公開 オ-プンスク-ル 10月15日

関連行事 くすの木祭り 11月８日

各教室
体育館
運動場

家族の誰もが参加していただける
よう土曜日に授業参観を設定。
家族参観の後、ＰＴＡ主催による教
育講演会。本年度は環境保全を
考える講演会を予定。

250
本年度は、家族参観・教育講演会に昨年より多くの方が参
加していただいた。

各教室
体育館
運動場

1日を通して授業を公開し、保護者
に来ていただきやすくすると共に、
複数の授業、休み時間等児童の
様子を見ていただく。
特別支援学級児童と保護者が交
流し、児童理解を深めていただく。

200
保護者・地域の方に朝９時から５校時終了まで、学校の１
日を参観していただき、学校の様子を理解してもらうのに
役だった。

三和小学校

授業公開
オープンスクール
なかよしＰＴＡ交流会

10月21日

授業公開
家族参観日
教育講演会

11月14日
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市町村教委及び市町村立学校(園)の取組
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員
○ 地域の方

その他（　　　　　　　　　　　　）
○ 保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

○ 学校評議員
地域の方
その他（　　　　　　　　　　　　）

○ 保護者（家族を含む）
○ 教員（他校の教員を含む）
○ 学校評議員
○ 地域の方
○ その他（オープン）

各教室

10月～12月の間で、各教科１講座
の公開講座を開催する。参加対象
は地域及び保護者等へオープン
にする。１１月には谷川俊太郎氏
の講座も開く予定である。

160
１１月６日には谷川俊太郎父子による詩の朗読とピアノ演
奏のコラボレーションが楽しめる公開講座が実施され、校
区から多数の参加者があり、好評であった。

モナミホール
各学年・学級等による音楽発表
会。

320
新型インフルエンザの影響で１２月２１日に予定を変更して
行われた。大変盛況で、生徒の熱唱する姿勢に大きな拍
手が寄せられた。

体育館

授業等を公開する。
進路選択全般についての具体的
日程や方法、平成２１年度入試に
向けての説明を行う。

160
オープンスクールは新型インフルエンザの影響で参加者
は例年に比べると少なかったが、３年の保護者会について
は例年以上の保護者が出席された。

香芝北中学校

授業公開
オープンスクール
３年進路保護者会

10月29日

関連行事 音楽会 10月30日

授業公開 公開講座 10月～12月

授業・部活動等を全日公開する。 150 天候もよく、大勢の人が来校された。

関連行事 ＰＴＡ社会見学会 11月5日 神戸方面
神戸の北野工房まちで体験活動
をする。

29
体験活動を含めた社会見学を実施し、大変評判が良かっ
た。

授業公開 オープンスクール 11月４日
各教室
運動場

参加したどの保護者も学校の説明を真剣に聞いていた。

関連行事 ＰＴＡ教育講演会 10月31日 体育館
オリンピック水泳銀メダリストの山
本貴司選手の話を生徒とともに聞
く。

102
メダリストになるまでの努力を笑いを交えて話され、非常に
評判が良かった。

香芝東中学校

関連行事 進路保護者会 10月26日 体育館
進路選択に関する情報提供を行
う。

138
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