
市町村教委及び市町村立学校(園)の取組

学校（園）名
授業公開、
関連行事の

別
行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想

大淀町教育委
員会

関連行事
大淀町立学校（園）教
職員・教育委員合同研

修会
８月３日（月）

大淀町文化会館
小ホール

小学校外国語活動の現状と今後
について

81 外国語活動への認識と理解が深まった。

○ 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（他市町村の方）
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○ その他（学校ボランティア）
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・作品展、すごく良かった。
・子どもたちが一生懸命に作ったのがよくわかり成長を感
じれた。子どものいろいろな作品を見れる良い機会だっ
た。
・かわいい子どもたちの作品をほほえましく楽しく見させて
もらい、秋の自然の素材を忘れかけられていた物を思い
だされるすばらしい作品になっていて、感激した。
・普段の保育の時に絵画をもっと増やして欲しい。

・日頃の園での様子が見れるので良かった。
・園開放をしていただけると、好きな時間に来れることと、
一人一人がやりたいことが十分に楽しめのびのび生き生
きしている姿を見れて良かった。
・自分の子どもの幼稚園の頃を思い出し、感激した。やは
り子どもは地球の宝と思う。
・中学生が職場体験で来ていたので、お兄ちゃんたちと楽
しそうに遊んでいると聞いていたし、実際にみて男性の教
師がいたらいいなと思う。

・のびのびしていて穏やかな感じがした。
・遊具が子どもたちにとっては、少し大きめなのが気にな
る。
・クラスの年齢に関係なく、みんなでのびのびと遊んでい
た。

各教室及び校内
全域

保護者や地域の方の９時３０分～
１１時３０分の間での自由参観をと
おして、普段の授業等を見てもら
い、教育の充実と発展を図る。

10月になって新型インフルエンザ感染が増加し、学校行事
を行うことが困難な状態になり学校公開も中止せざるを得
なくなり行っていません。

体育館
ＰＴＡ主催で文化的催しの開催及
びゲーム、バザー等の行事を実施
する。

大淀中学校 授業公開 自由参観（学校公開）
１０月２８日～
１０月３０日

土曜参観後予定していた午後のＰＴＡ行事も休校中と
いうこともあり、やむなく中止となる。大変な準備をして
くださっていたこともあり、誠に残念な結果となった。

各教室 両親に授業を参観してもらう。
新型インフルエンザのため「学校閉鎖（休校）」となり、
土曜（休日）参観もやむなく中止となる。

各教室及び校内
全域

保護者や地域の方の９時３０分～
１１時３０分の間での自由参観をと
おして、普段の授業等を見てもら
い、教育の充実と発展を図る。

２９日・３０日は、新型インフルエンザのため学年閉鎖
（第２学年）が出たため、学校公開（自由参観）を中止
することとなる。３１日には、「学校閉鎖（休校）」とな
り、引き続きやむなく中止となる。

大淀希望ヶ丘
小学校

授業公開 自由参観（学校公開）
１０月２９日～
１０月３１日

授業公開 授業参観（休日参観） 10月31日

関連行事 ＰＴＡ希望ヶ丘フェスタ 10月31日

体育館
ＰＴＡ行事として親子鑑賞会を開
催する。 同　上

各教室及び校内
全域

保護者や地域の方の９時３０分～
１１時３０分の間の自由参観をとお
して、普段の授業を見てもらい、
教育の充実と発展を図る。

同　上

各教室
休日参観として授業を公開する。

新型インフルエンザ罹患児童が多数に上り、集団感染拡
大予防のため開催中止
　　（１１月２日３年２組学級閉鎖）
　　（１１月７日４年２組学級閉鎖）

大淀緑ヶ丘小
学校

授業公開 休日参観 11月7日

授業公開 学校公開
１１月５日～
１１月７日

関連行事 親子鑑賞会 11月7日

学校
各教室

保護者や地域の方の９時３０分～
１１時３０分の間での自由参観をと
おして、普段の授業等を見てもら
い、教育の充実と発展を図る。

１０月下旬よりインフルエンザ感染による学級閉鎖が続き、
11月に入って学年閉鎖を行うなど、感染の拡大が見られ
たため、公開を中止。また、７日に予定していた授業参観
も中止しました。

大淀桜ヶ丘小
学校

授業公開 学校公開、土曜参観
１１月５日～
１１月７日

東部幼稚園
園児の活動の様子を参観してもら
う。

77

レベルの高い、園児と共に楽しめる最高の企画でした。生
演奏を近く聞かせていただき、感激・心がふるえました。小
さい頃から生演奏を聞かす事は、良い企画だと思いまし
た。

東部幼稚園
園児の作品や絵画等を展示公開
する。絵画等を展示、公開する。

147
年長･年中･年少児達の力作の展示物を見て成長の喜びと
感激をしました。作品と共に、幼稚園や園周辺の木の実な
どの展示にも工夫をされていました。

東部幼稚園

関連行事 園児の作品展
１１月４日（水）
        ６日（金）
        ７日（土）

授業公開 休日参観（含祖父母） １１月７日（土）

大淀幼稚園
３日間園内を公開し、保護者、学
校評議員や地域の方の参観を実
施する。

55
保育参観では見ることの出来ない一日の流れの保育を見
ることが出来、より幼児理解に繋がった。未就園児の方も
見学に来られ入園に際していろいろ質問されていた。

大淀幼稚園
園児の作品や絵画等を展示公開
する。

55

一学期より製作活動を集成したものを時期的、行事的にま
とめ展示する。保護者も我が子の作品に目を細め記録に
残されていた。保護者のアンケートにも感動の意見が寄せ
られた。

大淀幼稚園
園児の活動の様子を参観してもら
う。

35

普段参加しにくい父親の参観もあり、我が子の園での様子
がわかり、一緒に食事したことで、日常なかなか持てない
ゆっくりした時間が過ごせた。また、我が子の成長を知るよ
い機会となった。

大淀幼稚園

授業公開 休日参観 １１月７日（土）　

関連行事 園児の作品展
１１月４日（水）
        ６日（金）
        ７日（土）

授業公開 自由参観
１１月４日（水）
        ６日（金）
        ７日（土）

授業公開 休日参観
１１月７日（土）

西部幼稚園

西部幼稚園

園児の活動の様子を参観してもら
う。

24

３日間園内を公開し、保護者、学
校評議員や地域の方の９時～１４
時の間での自由参観をとおして、
普段の保育を見てもらう。

14

園児の作品や絵画等を展示、公
開する。

28

幼・小・中学校教職員
教育委員

教育委員会事務局職員

参加対象者

西部幼稚園

授業公開 自由参観
１１月４日（水）
         ６日（金）
         ７日（土）

西部幼稚園

関連行事 園児の作品展
１１月４日（水）
        ６日（金）
        ７日（土）

74


