
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 桜井市民体育祭 １０月１２日（月）

芝運動公園運動
場

芝運動公園芝生
広場

陸上競技とふれあいの部を実施
し、小中学生も各校区の代表選手
として参加します。また、市立中学
校の生徒が競技役員として運営
に参加します。

1900
晴れ渡った空のもと、子どもからおとなまで世代を越えて
校区代表として、多くの市民が参加するスポーツの祭典と
なりました。

関連行事 桜井市環境フェア １０月２５日（日）
桜井市グリーン

パーク

リサイクル品の抽選会やフリー
マーケット等の催しが行われま
す。小中学生が環境に関する作
文や絵画・ポスターの展示等で参
加します。

新型インフルエンザ感染拡大防止のため、中止。

関連行事 文化講演会 １１月３日（火） 桜井市立図書館

ニュースコメンテーター山本健治
氏による講演。テーマは、「すべて
の一歩は掃除から」～人を思いや
る心が人と社会を変える～

新型インフルエンザ感染拡大防止のため、中止。

関連行事
ウォーキングフェスティ
バル

１１月８日（日）
芝運動公園運動

場ほか

設定された９コースの内、自分の
体力に合わせてウォーキングを楽
しみます。市内の小中学生がキッ
ズスタッフとして運営に参加しま
す。

9618

天候にも恵まれ、市内外から多くの方が参加され、名所・
旧跡を中心にウォーキングを楽しみました。全体会場では
桜井市特産品や食品を販売したほか、平城遷都1300年祭
のマスコットキャラクター「せんとくん」を招き、盛況のうちに
大会を終えました。小中学生のキッズスタッフは、インフル
エンザ対策のため、本年度は不参加となりました。

関連行事 桜井市展芸術芸能祭

１０/２５（日）・１１
/１（日）・８(日）・１

５（日）・２１日
（土）～２３日（月）

桜井市まほろば
センター

桜井市立図書館

芸術展、茶華道展、盆栽展、芸能
合同発表会、俳句・川柳・短歌大
会等に市民が参加します。幼児児
童生徒の絵画展示も行われます。

4050
多くの市民や幼児児童生徒が、日頃の成果の発表の場と
して楽しみにしている行事です。当日多くの人が訪れ、作
品に見入っておられました。

関連行事 図書館フェスティバル
１２月５日（土）

～６日（日）
桜井市立図書館

子どもの広場、親子工作教室、講
演会、ブックリサイクル等のコー
ナーが設けられ、市民や子どもが
たくさん参加します。

840
多くの市民がいろんな企画に参加し、大変盛況でした。特に
子どもの広場にはたくさんの子どもたちが参加し、本に親しむ
良い機会となりました。

○ 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（　小学生・未就園児　　）
○ 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（小学生・未就園児　）

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（　園児の祖父母　　）
○ 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（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（保育園児・保育士　　　）
○ 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（市民　　　　　　　　）
○ 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（　　　　　　　　　　　　）

親子で作って遊びながら、ふれあ
いを深める。　また。園児の作品を
見て成長を感じ喜ぶ。　地域へ幼
稚園教育への理解を深める機会
とする。

400

　インフルエンザ感染防止のために、時差参加をしてもら
う。園児の作品に感動したり，成長を感じたりする機会と
なった。また、ゆったりとした中での親子のふれあいもする
ことが出来た。

関連行事 ふれあい餅つき会 11月27日 幼稚園

地域の高齢者や園児の祖父母と
ともに餅つきを楽しむ。
高齢者や祖父母のしてくれる餅つ
きの様子を見たり、丸め方などを
教わったりする。
一緒にお餅を食べながら、ふれあ
いを楽しむ。

115

　インフルエンザ感染防止のために、例年の高齢者との交
流はできなかったが、園児の父や祖父が協力してくださ
り、餅つきを実施した。臼や杵での餅つきを見たり、祖父や
父の力強さに子どもたちの声援が続いた。

授業公開
うきうきキャンパス・作
品展

11月7日 幼稚園

　園児たちの競技や演技を見て、感動したり成長を感じた
りしていた。また、一緒にダンスをしたり競技をしたりして、
家族や地域の人とふれあいを楽しむことが出来た。

関連行事 環境フェア 10月25日
桜井市グリーン

パーク

市の環境フェアに参加し、環境問
題に関心を持つとともに、園児の
鼓隊演奏を行い、市民の方に幼
稚園教育の啓発を行う。

　新型インフルエンザ感染拡大防止のため中止。

火の用心の防火呼びかけに地域
に出向き、アピールする
地域・保護者の家に火の用心のビ
ラを配る

31
拍子木を鳴らして火の用心を唱え地域を歩くことで、園児
達に防火の意識をもたせることができた。また、地域へ桜
井西幼稚園のアピールにつながった。

桜井南幼稚園

関連行事 運動会 10月10日 幼稚園

運動的･リズム的な演技や競技を
行う。
園児の演技や競技を観覧したり、
一緒に参加したりして、園児の成
長した姿を見てもらう。

500

関連行事 防火呼びかけ 12月18日
大福・東新堂地

域

歌やお話あそび（表現活動）を保
護者・未就園児・園児同士で生活
発表会として楽しくみる

65
園児の保護者・未就園児・学校評議員を招き、歌やお話遊
び（表現活動）を中心にみていただく。大勢の人達の前で
の発表は意義深い活動になった。

関連行事 第一保育所交流 11月24日 第一保育所
第一保育所に出向き、保育園児と
の交流を楽しむ

新型インフルエンザ感染予防のため延期する。

授業公開 生活発表会 12月15日 幼稚園

4歳・5歳児の絵や製作した作品を
展示し、保護者・地域の方・未就
園児・地元小学生などにみていた
だく

84

各クラスではパワーポイントを使って作品を作りあげるまで
の過程を写真入りで保護者に紹介し、より充実した作品展
になった。同日予定のバザーを中止したため、親子でゆっ
くり作品をみながら楽しむことができた。また、Ｈ２２入園予
定児・未就園児・祖父母なども参加し桜井西幼稚園のア
ピールにつながった。

関連行事 老人交流会 11月27日 幼稚園
園児の祖父母・地域の老人を招
待して餅つきを通してふれ合いを
楽しむ

41

地域と園児の祖父母を招待して餅つきを通して交流するこ
とができた。餅のつき方・丸め方を世代の違う祖父母から
やさしく知らせてもらうことができた。また、昔の遊びや昔
のおやつも紹介していただいた。

関連行事 作品展
11月12･13日

16日
幼稚園

幼稚園児と保護者・地域が一体になってなごやかな運動
会が開催された。就学していく大福小学校・桜井西小学校
の両校長先生も観覧していただき、年長児の運動会に使
う道具出しなどの準備を見られ、園児達による主体的な運
動会に感心された。

関連行事 市民体育祭 10月12日 芝運動公園

市民体育祭の昼のアトラクション
に公立幼稚園全園児が参加して
体操やリズム表現を楽しむ
公立幼稚園のアピールにつなげる

40

桜井市内公立幼稚園５園の４・５歳児による「アンパンマン
体操」と食育をテーマの踊り「１・２サラダ」を市民体育祭の
昼のアトラクションで披露する。市民体育祭参加の方々に
公立幼稚園をアピールすることができた。

防火呼びかけを行うため地域に出
向き
各家庭や地域の方に火の用心の
ビラを配る

400
　園児のビラ配りに地域の皆さんも自宅の前に出て、ビラ
を受け取っていただき、園児の姿をほほえましく見ていた
だいた。

桜井西幼稚園

関連行事 運動会 10月10日 幼稚園
保護者・地域の方・地元小学生な
どを招待して幼稚園独自で運動会
を行う

108

関連行事 防火呼びかけ 11月19日 三輪各方面

幼稚園全体
園児の作品を通して、幼稚園教育
について保護者や地域の皆さん
に知っていただく。

150
　園児達が協力して作った作品や個人作品を見て、子供
達の成長がわかってよかった。

幼稚園保育室
幼稚園での子どもの様子を参観し
ていただくとともに親子のふれあ
いの場を持つ。

36
　保護者と共に作品を作る中で、我が子が作品にどのよう
にかかわっているかを知る場となった。

幼稚園保育室
幼稚園での子どもの様子を参観し
ていただくとともに親子のふれあ
いの場を持つ。

36
　作品展に向けて、グループに分かれ怪獣を作ったが、そ
の中で、子供達同士の話し合いの場が見られよかった。

三輪幼稚園

 授業公開 参観 10月28日

授業公開 参観 11月3日

関連行事 作品展 11月3日

参加対象者

桜井市教育委
員会

市民 （小中の児童生徒）

市民

市民

市民・市外の方

市民

市民

30



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
（未就園児とその保護者）

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（未就園児とその保護者
○ 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（卒業生・各種団体）
○ 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（各種団体）
○ 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（指導助言の先生　）
○ 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（元指導主事　　　　）
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（指導主事　　　　　　）
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（　　　　　　　　　　　　）

校内研究授業（英語教育）
「クイズ大会をしよう」というテーマ
で、英語に親しむ。

1

　５年１組において、担任とALTが協同で英語の授業を進
めた。指導主事の前田先生からは、英語ノートの活用、国
際理解、コミュニケーション能力についてお話をいただい
た。

授業公開 研究授業 12月9日 学校

校内研究授業（特別支援教育）
学年・能力・種別の違う子どもたち
が、「すごろく」という課題のもと、
それぞれの力を高める。

0

　インフルエンザで欠席していた６年生の子がいなかった
ため、３人だけの授業となり、いつも以上に緊張していたよ
うであった。ただ、スゴロクで進んだ地点にはそれぞれの
子の課題があり、なかなか工夫された授業でもあった。

授業公開 研究授業 12月2日 学校

土曜参観・ありがとう集会・バザー
　新型インフルエンザで３学級を閉鎖していたため、その
拡大防止のためやむを得ず中止とした。

授業公開 研究授業 11月27日 学校

校内研究授業
人との関係・つながりを深めなが
ら思いや願いを受けとめられる豊
かな心の育成。読み取る力を高め
る国語指導を中心に。

25

　１年１組と３年２組の授業であった。大宇陀小の谷奥先生
からは、指導案、教材選びの留意点、板書などくわしく指
導をいただいた。新任の先生が、緊張の中、よくがんばっ
た。

授業公開
城島っ子ありがとうフェ
スタ・ＰＴＡバザー

11月14日 校舎内外

　２年１組と５年３組の授業であった。指導助言の牧野小の
小松先生からは、動作化、ワークシート、音読の大切さ、
教材の切り方など様々な方面からお話をいただき、今後の
授業に大いに役立った。

授業公開 学習参観・学級懇談 10月23日 各教室 学習参観と学級懇談会 200
　３学年で親と子が触れ合う活動（物作り、体ほぐし等）が
あり、３学年は通常の授業であった。学校評議員な方から
も、工夫された授業であるという感想をいただいた。

学習参観
学級懇談（今年度の学級経営の
中間報告）

130

　新型インフルエンザのため、休校（１０／３０～１１／３）と
なり、全面中止となった。児童・保護者・教職員ともに充実
していたので、実施することができず、誠に残念であった。
５年１組が学級閉鎖（１１／２３～１１／２７）となったため、
５年生のふれあい学習は１２月の学習参観で実施すること
にした。それ以外の学級・学年は」ふれあい学習を実施し
た。実施したことで活気はあったが、どうしても日のびした
感じがした。やっぱり「桜井っ子フェスティバル」期間中に
することが一番いいと改めて感じた。

城島小学校

授業公開 研究授業 10月21日 学校

校内研究授業
人との関係・つながりを深めなが
ら思いや願いを受けとめられる豊
かな心の育成。読み取る力を高め
る国語指導を中心に。

1

授業公開 学習参観 11月26日 桜井小学校

ふれあい集会
ふれあい授業
関西電力による出前授業（環境教
育）

〃

（ふれあい学習は１１／２６に実施することとした。）

関連行事

桜井っ子フェスティバ
ル
『地域でのボランティア
活動』

11月3日
桜井小学校
通学路周辺

通学路周辺・地域の清掃活動
アルミ缶回収（校区全世帯への呼
びかけ）

　関連行事の「ボランティア活動」も新型インフルエンザの
ため、中止となった。

授業公開

桜井っ子フェスティバ
ル
『ふれあい集会・学習』
『エンディング』

11月3日 桜井小学校

　新型インフルエンザのため、休校（１０／３０～１１／３）と
なり、全面中止となった。児童・保護者・教職員ともに充実
していたので、実施することができず、誠に残念であった。

授業公開
桜井っ子フェスティバ
ル
『フリー参観』

11月2日 桜井小学校 フリー参観 〃

１１月の園児の取り組んでいる様
子を保護者に観てもらう機会とす
る。
家庭教育学級では、「親子交通安
全教室」を開催し、交通ルールを
守って生活を送るよう意識を高め

68

　講師の都合で、開催時期を変更した。１０月２７日（火）に
実施。
　交通安全教室は、登園・降園の際にも影響しており、子
どもだけでなく園児の保護者も共に学ぶことによって取り
組む意識も変わってくるように感じた。

桜井小学校

関連行事

桜井っ子フェスティバ
ル
『オープニング』
『地域ふれあい活動』

11月31日 桜井小学校

ＰＴＡバザー   児童の店   アトラク
ションコーナー  ふれあいスポーツ
コーナー
卒業生コーナー   各種団体コー
ナー

授業公開 参観・家庭教育学級 11月18日
織田纒向
幼稚園

地域で活動をされている「おはな
しの会」の方々に依頼して、各学
級で２０～４０分程度（年齢に合わ
せて）話やパネルシアター、手遊
びなどを通しお話の面白さを感じ
たり、地域の方々とのふれあいの
中で、温かさや信頼感を感じても
らいたい。（聴く力・想像力・集中
力・態度・感謝など）

2

  発達年齢に合わせて、内容を考え、素話・手遊び・ペープ
サート・パネルシアターなどから１５分～３０分程度で聞くこ
とができた。
   地域の方と顔なじみにもなり、親しんで話を聴くことがで
きた。

関連行事
ふれあい交流会
（わくわくランド）

11月17日
織田纒向
幼稚園

幼稚園でしている「誕生会」を、
「わくわくランド」の親子と一緒に交
流する。そのことで、園児が小さい
子供たちにやさしく対応したり、一
緒にふれあって活動したりするこ

54

　大勢であったが、普段の園児たちがしている「誕生会」の
ひとコマを一緒に体験した。
　体操や、ふれあい活動では、ほほえましい、楽しんでい
る姿が見られた。

関連行事 おはなし会 11月10日
織田纒向
幼稚園

（各教室）

  日頃聞いてみたい点を事前に出し合い、疑問や聞いてみ
たい内容を中心に、講習していただき大変良かった。
　身近で色々なことが質問でき、よくわかった。

関連行事 作品展 11月1日
織田纒向
幼稚園

絵画・制作活動を通して園児の実
態を保護者や地域の人たちにみ
てもらう。・幼児期は、親子のふれ
あいが重要であることを踏まえ
て、親子制作を体験してもらう。・
地域の未就園児「わくわくランド」
の登録してる親子に「作品展」の
案内をすることで、幼稚園の取組
の一端を理解してもらう。学校評
議員さんに案内し、園児や保護者
の様子や絵画・制作表現の実態
を把握してもらう機会とする。

130

 インフルエンザ対策として休園処置をとっていたため、作
品展を１１月１４日(土）に変更した。
   「織田纒向遊園地」と題して３歳から５歳までの６４名の
個人・グループ・などの協同作品や絵画表現を観て、色々
な素材を利用し、発達段階に合わせた表現であり、成長ぶ
りが感じられたという内容のコメントをいただいた。
  学校評議員にも参観いただき、評価を受けた。

園児の祖父母、地域の老人の方
とふれあって遊んだり、餅つきの
様子をみせてもらったり、一緒に
食べたりしながらふれあいを深め
る。

60
園児、園児の祖父母、地域の老人とともにふれあって活動
することを楽しむ機会となった。

織田纒向幼稚
園

授業公開
保育参観
家庭教育学級

10月19日
織田纒向
幼稚園

日ごろ、園児の活動している様子
や教師・友達とのかかわり方を参
観してもらう機会を持つ。・家庭教
育学級では、保護者全員が学級
生として参加し、「応急処置や救
命講習」などについて学ぶと共
に、普段からの安全予防について
の意識向上としたい。

62

関連行事 ふれあい餅つき 12月1日 幼稚園

幼稚園
お世話になった地域の方を招待し
て、一緒にふれあいを楽しむ。

5
・園児が作ったプレゼントを渡したり、感謝のことばを言っ
たり、一緒にふれあいをもったことで、地域の方も幼稚園
に一層親しみをもってくださった。

幼稚園
未就園児親子の方にきていただ
いて、ふれあう活動を行う。 20

・親子で小麦粉粘土を使ってふれあいを楽しむことができ
た。また、遊びに来ることで幼稚園の様子や園児の活動を
見ていただくことができた。

幼稚園
親子で作品づくりをしたり、園児の
作品を鑑賞したり、地域の方に見
に来ていただく。

65

・親子で作って遊びながら、ふれあいを深めることができ
た。また、園児の作品を見たり、説明を聞くことで園児の成
長をより理解してもらうことができた。
・地域へ幼稚園教育への理解を深める機会となった。

安倍幼稚園

授業公開 作品展 11月7日

関連行事 未就園児交流会 11月17日

関連行事 感謝祭 11月20日
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「平和」をテーマに、６年生が学習
したことを発表する。
６年生…地域に住んでおられる戦
争体験者の話を聞き、平和につい
て考えたことを発表する。

320

　事前にビデオ撮影をして、校内放送をして全校で視聴す
る。
ビデオ撮影の模様を６年生の保護者に公開、更に１２月の
学習参観・学級懇談で、６年保護者にビデオを公開する。

関連行事 学年親睦会（５年） 11月13日 学校体育館

地域の方が提供してくださった田
で田植え、稲刈りをし、その収穫を
祝って米を使った料理作りを親子
でする。また、お世話になった地
域の方々を招き、感謝の気持ちを
表す。

　新型インフルエンザ感染予防のため中止

関連行事 ともだちいっぱい集会 11月5日 学校体育館

　新型インフルエンザ感染予防のため中止

関連行事 人権教育講演会 11月1日 学校体育館

詳しい内容は未定だが、児童・保
護者・地域の方々が一緒になっ
て、「人権」に関する学習を進め
る。

　新型インフルエンザ感染予防のため中止

桜井東中学校区の教職員の研修
会である。今年は、桜井東中学校
を会場としている。授業を通して研
修を深める。

　本年度は他校で実施。

三輪小学校

授業公開 日曜学習参観日 11月1日 各教室

「人権」をテーマに、各学年が「部
落問題認識」「バリアフリー」「国際
理解」「平和学習」「環境」「なかま
集団づくり」などについての学習を
する。

授業公開
桜井東中学校区
ブロック別研修会

11月11日 各教室

恒例の土曜参観とＰＴＡバザーの
開催である。子どもたちの学習し
ている様子を公開する。

　新型インフルエンザ対策のため中止

関連行事 ＰＴＡバザー 11月7日
運動場
体育館

クラブハウス

恒例の土曜参観とＰＴＡバザーの
開催である。保護者・地域の方の
参加を得て、なごやな雰囲気の中
で開催する。

　新型インフルエンザ対策のため中止

授業公開 学習参観 11月7日 各教室

　全校で制作したモザイクアートを展示。子どもの溌剌と運
動する姿とともに観ていただいた。好評であった。

関連行事 全校なかま集会 10月30日 体育館

年間４回（節の日）実施している内
の１回。６年生が修学旅行「ヒロシ
マ」で学んだこと・考えたことを全
校生等に伝える。

　新型インフルエンザ対策のため中止

声優、堀絢子さんが演じる一人芝
居「朝ちゃん」の鑑賞を通して、平
和の尊さについて考える。

　インフルエンザの感染者が増え中止した。

初瀬小学校

関連行事 運動会 10月3日 運動場

学校・ＰＴＡ共催行事である。保護
者・家族・親戚・地域の方に、子ど
もたちの成長した姿・頑張っている
様子を公開する。

250

授業公開
土曜参観
教育講演会

11月14日 各教室特別教室

各教室特別教室
学習参観後、子どもの学びや暮ら
しについて話し合う。

160
　授業参観は大勢の保護者が参加されたが、学級懇談会
は、６年生の修学旅行の報告は多くの方が残られたが、他
学年は数人程度で、実りのある懇談会は難しい。

体育館
「ほっとくな友だち」をキーワードに
して、日常生活における人権につ
いて考えを深める全校集会

20

　子どもたちの元気のみなもとになる集会として位置づけ、
高学年による実行委員会のメンバー約１０人が中心になっ
て運営していた。最初の実行委員に演奏が集会の雰囲気
を盛り上げていた。学年発表も見応えがあった。

体育館
劇団「ひまわり」による公演「とん
でろじいちゃん」の文化鑑賞、及び
児童代表による舞台体験を行う。

25
　本番までに実演指導を受けたり、当日のリハーサルなど
６年生は張り詰めた気持ちで劇に参加し、低学年も飽きる
ことなく舞台に釘づけになっていた。

大福小学校

関連行事 本物の舞台芸術体験 10月19日

関連行事 ほっとくな友だち集会 10月28日

　
授業公開

授業参観
学級懇談会

10月30日

人権教育の深化・充実のための
集会

30

　4年生が、住んでいる地域について関心をもって調べたこ
とがよかった。親も心のバリアフリーに気をつけたいと思っ
た。さすが6年生、マイクなしで体育館の後ろまで声が届く
のはすごいと思った。すくすく成長している子ども達をみる
ことができよかった。

関連行事 収穫感謝祭 11月20日 本校 お世話になった方々への感謝祭 20

　学級園ではサツマイモをはじめ、いろいろな野菜を栽培
している。また、5年生は今年もたくさんのお米を収穫する
ことができた。田植え、稲刈り、サツマイモの苗植えなど、
大変お世話になった学校支援ボランティアの方に、子ども
達は感謝の気持ちを伝えることができた。

関連行事 秋のなかま集会 11月13日 本校

本校 ＰＴＡ各部によるバザー 　新型インフルエンザの感染拡大防止のため中止。

本校 学習参観 　新型インフルエンザの感染拡大防止のため中止。

本校
日本の楽器演奏による、親子での
邦楽鑑賞会

　新型インフルエンザの感染拡大防止のため、2月8日に
延期。

朝倉小学校

関連行事
朝倉小学校文化鑑賞
会

11月5日

授業公開 土曜参観 11月7日

関連行事 ＰＴＡバザー 11月7日

校内研究授業（規範意識）
共に生きる喜びを実感できる子ど
もの育成を研究テーマに規範意識
を高める指導の工夫に努める。

1
　教材「森のともだち」を使って，どんな友だちも仲間と認
め，助け合うことによってお互いを大切にしていこうとする
心情を育てた。

授業公開 研究授業 11月18日 学校

校内研究授業（人権教育）
共に生きる喜びを実感できる子ど
もの育成を研究テーマに正しい認
識を培うための人権教育の指導
の工夫に努める。

1
　教材「しらんぷりはできないよ」を使って，障がい者に対
する関わり方や考え方を中心に取り組んだ。共に共生でき
たとき，一人の人間として豊かに生きることを学んだ。

授業公開 研究授業 10月21日 学校

学校
各委員会より，企画立案したもの
を全校児童に提起し共に楽しむ。

　期間中は，新型インフルエンザのため中止となり，１月２
２日に延期される。

学校

授業参観及びＰＴＡバザー
前半の部においては，各学年で授
業公開を行い，学校の取り組みを
公開する。後半の部においては，
各ＰＴＡの部より，食品の販売を行
う。

　新型インフルエンザのため中止

学校

６年生が広島での修学旅行で学
んできたことを中心に全校児童に
平和の大切さを訴える取り組みを
行う。

3
　全校児童に，自分たちが学んできた平和の大切さを歌や
呼びかけを通して訴えた。全校児童も真剣に聞き入ってい
た。

安倍小学校

関連行事
ハートフル集会
（人権集会）

10月30日

授業公開
ふれあいフェスティバ
ル

10月31日

関連行事 スーパーランド集会 11月13日
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学校評議員
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○ 教員（他校の教員を含む）
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○ 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（　指導講師　　）

○ 保護者（家族を含む）
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毎年恒例のＰＴＡ主催のバザーで
教職員も手伝い、地域の方々も多
数参加している。

　新型インフルエンザの感染拡大防止のため、中止する。関連行事 ＰＴＡバザー 11月21日
体育館・
玄関前
広場

各教室 各学級で授業を公開する。 　新型インフルエンザの感染拡大防止のため、中止する。

体育館

年５回の集会のうちの１回。各学
年から人権作文を１点発表する。
児童が発表した後で、担任がその
作文について解説する。

5

　大きな声で堂々と発表していた。聞いている児童には身
近な内容の発表だったので、しっかり聞くことができた。学
校評議員の方々からは聞く態度がとても良く、内容がしっ
かりした作文ばかりで、素晴らしい発表会でしたという感想
をいただいた。、

体育館

群読、演奏や歌、生活科や総合的
な学習の時間での取組等を各学
年、１０分程度にまとめて発表す
る。

　新型インフルエンザの感染拡大防止のため、３学期に延
期する。

桜井南小学校

授業公開
学習発表会
　『南っ子祭り』

10月30日

関連行事 心をつなぐ集会 11月13日

授業公開 学習参観 11月21日

個性を認め合い，共に生きる児童
の育成
～豊かなコミュニケーション能力を
育てる指導(国語科を通して)～
国語科の授業を通して研究主題
にせまる。

1

　国語科の授業を通して，コミュニケーション能力の育成の
仕方について意見交換した。講師先生からコミュニケー
ション能力の育成についてどのように考えればよいか助言
いただいた。

関連行事 西っ子フェスタ 11月27日 体育館 学年の学習発表をする。 200

　新型インフルエンザ感染防止のため一同に体育館へ入
らず，各学級に於いての学習参観に切りかえ，実施した。
６学年を２時間に分けて参観していただき，児童がいきい
きと発表する姿がよかったという感想を保護者から聞かせ
ていただいた。

授業公開 校内授業研究会 11月18日 ２年・６年

保護者・学校評議員・地域の人た
ちに，本校の様子や児童の授業
中の様子をみてもらう。

　新型インフルエンザ感染防止のため中止。

関連行事 PTAバザー 11月7日
体育館
ピロティ

土曜参観とＰＴＡバザーの開催で
ある。保護者・地域の方の参加を
得てなごやな雰囲気の中で開催
し，コミュニケーションを図る場とす
る。

　新型インフルエンザ感染防止のため中止。

授業公開 土曜参観 11月7日 各教室

低・中学年高学
年

山名聡さん・山名昌子さんとの交
流。ピアノの演奏とお話を聞く。

　新型インフルエンザ感染防止のため中止。

１年・３年

個性を認め合い，共に生きる児童
の育成
～豊かなコミュニケーション能力を
育てる指導(国語科を通して)～
国語科の授業を通して研究主題
にせまる。

1

　国語科の授業を通して，コミュニケーション能力の育成の
仕方について意見交換した。講師先生から国語科で育て
る力国語科以外で育てる力について助言いただき，実践
に結びつけられる取組を学年に応じて考えた。

体育館
歌の鑑賞を通して，豊かな心の育
成を図る。

30

　「歌声は平和の力」を合い言葉に活動されている「奈良
蟻の会合唱団」に来ていただき，児童が親しみをもつ曲か
ら平和を考えさせる曲などバラエティにとんだ楽曲を聴か
せていただいた。音楽を通して伝えられたメッセージを学
年に応じて事後指導した。児童は，歌声の素晴らしさに感
動し，一緒に歌えてよかったと話していた。保護者より，
ゆったりと歌声を聴くことができよかったという感想を聞か
せていただいた。

桜井西小学校

関連行事 芸術鑑賞会 10月13日

授業公開 校内授業研究会 10月21日

関連行事
なかま集会（ともに生き
る）

10月30日
11月10日

纒向小各教室・
体育館・運動場

保護者児童のふれあいを目的とし
たミニ運動会・リサイクル意識の
向上や地域のふれあいの場として
のバザー。

450

　インフルエンザの流行により、規模を縮小して行わざるを
得ませんでした。授業参観とバザーだけの実施となりまし
た。短時間ではありましたが、楽しみにしていた保護者・地
域の方々もたくさん参加され、楽しいひと時を過ごすことが
できました。

纒向小体育館

「なかまづくり・人権を大切にする」
ということを共通のテーマに、子ど
も達の学級の発表や個人の得意
技紹介等を行う。

250

　インフルエンザの流行により、当初の予定を11月25日に
延期して行いました。なかま委員会の「ぼくがラーメン食べ
るとき」の朗読、2年生の「さるとかに」の音読劇、4年生の
「こわれた千の楽器」、6年生の「平和へのメッセージ」の発
表がありました。戦争や平和の大切さ、力を合わせること
のすばらしさ、友達を大切にすることの大切さを確かめ合
いました。

纒向小学校

関連行事 なたでここ集会 10月30日

授業公開
ふれあい運動会
ＰＴＡバザー
授業公開

11月7日

学校への芸術家等派遣事業によ
り、本物の演奏を聴き、伝統に親
しむ。

140

　数々の太鼓や鐘など日本古来の楽器による迫力ある演
奏に、子どもたちも参観者達も熱心に聞き入っていた。
途中、六年生の有志がバチを持って挑戦した。見ていた子
どもたちも司会者の掛け声に合わせて手拍子で参加し、
会場は大きな興奮に包まれた。

関連行事 おだっ子まつり 11月7日 校舎全館
みんなで楽しむゲームなどを計画
し、全校縦割り集団を作り、オリエ
ンテーリング方式で楽しんでいく。

5
　子ども達が考えたゲームを、縦割りグループでまわった。
広報部の保護者が取材に来られた。

関連行事 大三輪太鼓鑑賞 11月7日 体育館

校舎全館
保護者・学校評議員・地域の人た
ちに織田小学校の様子や児童の
授業中の様子をみてもらう。

210
　子どもたちは、落ち着いて学習できた。指導者は子ども
たちの興味・関心を引き出す工夫をしていた。廊下で参観
する保護者の中に私語が目立ち呼びかけが必要だった。

体育館

6年生が平和学習の一環として取
り組んできたことや、修学旅行先
の「広島」で見聞したことや、肌で
感じた平和の大切さを全校児童に
呼びかける。

0 　インフルエンザ感染予防のため非公開で実施

山の辺の道・桧
原神社・国津神
社・巻向川周辺・
学校の陣屋跡

『わが「まち」大好き』というテーマ
で学年に応じて描こうとするところ
を設定し、絵を通して校区のよさを
見付け、感じ取り、校区を愛する
子を育てる。

0
　子どもたちの作品の中に、指導者の意図することが合わ
さっていた。参観者からは、なかなか見応えのある作品が
できているという声が合った。

織田小学校

関連行事 全校写生会 10月15日

関連行事
ワッと集会
（人権教育に関わる全
校集会）

11月4日

授業公開 土曜参観 11月7日

33
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学年学級単位で課題曲や自由曲
を合唱する。

105
　各学級とも練習の成果を発揮した。特に３年生の仕上が
りは特筆に値する。桜井東中学校より特別審査の先生を
招聘した。

関連行事 合唱コンクール 11月6日 本校体育館

　連日ＰＴＡ役員等が来校し、授業参観や校舎巡視を行っ
た。

授業公開 授業参観 10月10日 本校各教室
保護者がより多く参観できるように
日時を土曜日に設定をする。

80
　授業参観後、学級・学年保護者会を開き学年職員や担
任と懇談した。

劇団公演及び生徒の合唱・劇発
表の鑑賞

111

　当初の計画日１０月８日は台風で警報が出たため２８日
に延期した。午前中は劇団によるプロの演技を鑑賞した。
午後は生徒の劇や歌やダンスなどのクラスの出し物があ
り、好評であった。特に１年生は先輩の出し物に対して、
かっこよい。ぴっくりした。とても上手だったなどの感想がよ
せられた。

桜井西中学校

授業公開 自由参観
10月5日～
10月9日

本校各教室
都合の良い日時に随時、校舎や
授業の様子を参観する。

40

関連行事 文化鑑賞会 10月8日 体育館及び教室

　奈良地方裁判所主任書記官　大槻 伸二 氏をお招きして
の研修でしたが、テレビや新聞などで関心があるのです
が、実際、自分が裁判員となったときの諸問題に対してわ
かりやすく説明をしてもらい、ある程度の理解が得ることが
でき今後、私たちの役割や義務を果たす上でとても良い研
修になったと思われます。

授業公開 授業公開 10月31日 各教室 授業参観 82

　各学年の各先生の個性を生かした授業が見られました。
また、生徒達も落ち着いて学習に取り組む姿勢は、学年が
あがるにつれ真剣な前向きな姿勢に変わってきたように思
われます。保護者の反応も指導者の工夫がされている楽
しい授業でしたと好評でした。

桜井東中学校区のすべての園学
校と地域の人々による文化祭。
舞台での発表や模擬店での販売
等。

　新型インフルエンザ感染防止のため中止。

大三輪中学校

関連行事 教育講演会 10月31日 本校会議室
「裁判員制度について」
奈良地方裁判所主任書記官　大
槻 伸二 氏

40

関連行事 桜井東人権祭 11月2日頃
初瀬観光セン

ター広場

　午前中節の日の取組から始まり、徐々に保護者等の観
客も増え、午後の有志の発表や吹奏楽部の演奏で最高の
５０人近くに達した。舞台発表掲示発表とも好評であった。

授業公開
授業参観
PTA研修

10月31日 本校
授業参観後、PTA研修として、学
校カウンセラーの講演を聴く。

90

　授業参観は、９０人弱の参加であったが、教育講演会で
は、３０人ほどの参加であった。講師に、藤掛先生をお迎
えして、「思春期の子どもとどう接するか」という演題でご講
演をしていただいた。土曜参観でもあり、例年より参加者
が多かった。

授業見学。 19 　休日授業参観の週なので参加者は少なかった。

桜井東中学校

関連行事
こもりく祭
（文化祭）

10月7日 本校体育館

９月には、体育的行事で体育祭
を、１０月に文化的行事で文化祭
を見学してもらう。
案内は、各家庭と近くにある秀華
園(老人ホーム)にも出す。

50

関連行事 オープンスクール
11月4日～
11月6日

本校各教室

全学年授業参観。 231
　平日の授業参観に比べ男性保護者の数が多く見られ
た。

関連行事 保護者会 10月31日 本校各教室 保護者懇談会。 134
　学年保護者会を開いたが、授業参観後帰られる保護者
が多かった。残っていただく工夫が必要であった。

授業公開 休日参観授業 10月31日 本校各教室

　新型インフルエンザ感染防止のため、一般参観は中止と
し、家庭教育学級生の保護者のみ参観を許可しました。

関連行事
文化祭
COSMOS

10月15日 本校体育館
合唱コンクール３年生全学級、１・
２年生決勝・吹奏楽部演奏会・和
太鼓演奏。

216 　たくさんの保護者や地域の方々に来ていただいた。

桜井中学校

関連行事 合唱コンクール 10月9日 本校体育館
１・２年１４学級
文化祭にむけての予選会。

16
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