
No. 授業公開、関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想

奈良高校（全日制）
保護者・学校評議員同窓会役員等保護者・学校評議員学校評議員

各教室等
11月4日（水） 校長室11月4日（水）
11月4日（水）

97 アンケートの中学生からの感想では、「学校のことがよく分かった。」「是非入学したいと思った。」など好評であった。また、保護者からも、「清潔な学校で、生徒も元気があって良かった。」などの感想をいただいた。
奈良朱雀高      校（全日制）

授業公開 オープンキャンパス １１月３日（火） 本校教室、体育館、運動場等 保護者・教員・学校評議員・地域住民・小中学生 学校説明会、部活動紹介、公開授業、部活動見学

奈良高校（定時制）

１１月６日（金） 本校教室、体育館等関連行事関連行事 校内人権啓発集会 １１月４日（水） 本校体育館
文化祭関連行事

保護者・教員・学校評議員

奈良高等学校　定時制各教室

保護者・教員・学校評議員保護者・教員・学校評議員

インフルエンザ対策のため、延期（延期時期は未定）文化祭 １１月５日（木） 大和郡山城ホール 保護者・教員・学校評議員 文化部、クラス、及び有志等による舞台発表 インフルエンザ対策のため、１２月１６日に延期映画「おくりびと」の鑑賞

・真面目に授業に臨んでいたが、４５分授業では、詰め込みにならないか心配である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・生徒は、指名されたらその場で立つべきだと思う。2 ・夜遅くまで、よく頑張っていると思った。23、4年各教室にて、担任との懇談会保護者（家族を含む）

・授業の様子がよくわかった。・生徒の答える声が小さい。1280 ・本校が万葉集にゆかりの地であることがよくわかった。・当時の人たちの様子が少し理解できたように思う。298 ・京都大学の卒業生や学生のお話、御専門の　宇宙のお話など、とても興味深く聞かせていただいた。・子どもたちにもぜひ聞かせてやりたい。
0
6

ＳＳＨ科目を含む全講座の授業公開を行った。関連行事 創立記念講演会 １１月２日（月） 体育館 元天理市文化財保護審議委員の辻中昊氏に「記紀万葉と山辺の道と佐保路」の演題で講演していただいた。授業公開 授業参観
小講堂

公開授業 11月4日（水）２０：１５～２１：００学校評議員会育友会講演会関連行事関連行事

授業公開 公開授業
関連行事 懇談会 保護者（家族を含む）奈良高等学校　定時制各教室

本校体育館
授業公開 11月4日（水）２０：００～２１：３０

パフォーマンス、展示発表、モニュメント制作、食品バザー等 インフルエンザ対策のため、１２月１６日に延期

3、4年各教室にて、4時間目の授業を公開する授業、施設、設備、広報活動、奈良高校に求める生徒像等について、ご意見をいただいた。
京都大学総長　松本紘氏に「京大生今昔物語」という演題で講演していただいた。

起業して活躍中の卒業生による講演会 インフルエンザ対策のため、延期（延期時期は未定）関連行事 起業家育成講演会 １０月２３日（金）の予定 本校体育館本　　校本館各教室南館各教室体育館実習棟 保護者（家族を含む） 保護者を対象に普段の授業の様子を参観していただく。 0奈良朱雀高      校（定時制） 授業公開 保護者の授業参観 １１月１２日（木） 　なし

教員・生徒 3年生対象に、社会人として必要な交通安全に関する知識、意識を深めるために、外部講師を招聘して説明会を開催します。 3
東大阪大学教授、臨床心理士の向出佳司氏に「思春期の心と親の役割」と題して講演いただいた。高校生を持つ親が聞きたい話をわかりやすく、おもしろく話していただ保護者・教員・学校評議員西の京高校

関連事業 交通安全教室 11月4日（水）
関連事業 家庭教育講演会 11月5日（木）11月5日（木） 本校全教室本校大会議室 家庭教育に関する理解を深めるために、外部講師を招聘して講演会を開催します。 53

奈良自動車学校広報の方々が写真やビデオを交えて、おもしろくわかりやすく、かつ必要なことはしっかりとおさえて説明してくださった。生徒たちもよくわかったようだ。保護者・教員・学校評議員 全学年・クラスを公開します。 53 「静かにまじめに授業を受けていたが少し元気がないようだ。」との感想があった。英語、数学のティームティーチングには関心を示されたようだ。



関連事業 公開授業期間 1１月　９日（月）～２０日（金） 各授業実施場所 本校教職員 よくわかる授業づくりや指導力の向上を目指し、教科を越えて、お互いに授業を参観し、授業改革の参考にします。 0 ５月に続き、公開授業期間を設定し、授業参観による相互評価を行うと共に、この期間中に生徒による授業ｱﾝｹｰﾄも実施しており、大いに授業改革の参考になっています。

本校体育館

本校各館、体育館及び運動場

保護者・教員・学校評議員・地域住民
本校

中学生47名、保護者16名、中学校教員７名の参加がありました。中学生には一人２科目の授業を体験してもらい、本校の特色を

たくさんの方々に参加いただいた。当日学校行事等で参加できなかった中学生約７０名が後日に学校訪問してくれました。700 少し肌寒い天候でしたが、地域の方々と楽しいひとときを過ごすことができました。662本校の概要説明、校舎見学及び部活動見学
１０月３０日（金）午前・１１月　２日（月）午前 各授業実施場所本校中庭 保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生 地域の方々に学校を開放して、吹奏楽部によるコンサートを開催する

創立３０周年記念事業の一環として、佛教大学準教授黒田恭史氏による記念講演を実施する。

保護者・教員・学校評議員・地域住民 保護者、学校評議員、地域の方々に全学年全学級の授業公開を実施する。
図書委員を中心に、指定作品（未定）の朗読や批評を行う。

教員・地域住民・中学 総合学科５系列（進学特修・グリーンテクノロジー・生活デザイン・ビジネス情報・社会福祉）の授業を開講し、参加中学生の皆さんに興味関心のある授業２科

保護者・教員・学校評議員・中学生とその保護者

創立３０周年記念講演（兼　人権講演会）
１０月２９日（木）

関連事業 人権講演会 11月11日（水） 本校
本校本校１１月２日（月）

関連行事 類型・科目選択説明会

授業公開 授業公開 3 今回は保護者の参加がありましたが、まだ少数に留まっており、一層参加を促したいと考えます。
登美ヶ丘高     校 授業公開 授業公開 １１月２日（月）

関連行事 秋風のコンサート関連行事 １０月１０日（土）
本校 保護者・教員・学校評議員・地域住民・中学生 第５限・第６限の全ての授業及び放課後の部活動見学 33 本年度２度目の授業公開で平日でもあったため、参加人数は少なかったが熱心に参観していただいた。オープンキャンパス １０月１０日（土）

平城高校
授業公開 いきいき平城（授業公開） １１月２日（月）１１月４日（水）
関連行事 読書会 １１月中旬関連行事

全学年・全学級の授業を２日間すべて公開し、保護者や地域住民からアンケートを通じて外部評価をいただいた。学校教育の充実推進に役立てたい。保護者・教員 本校の教育課程編成、類型や選択科目及び進路状況等を説明し、生徒の進路目標に基づき、類型・科目選択について考える。 180 類型・科目選択について、生徒の進路選択と関連づけながら説明をする。保護者の参加を得て親子が共通の認識に立って考える機会をもつことができた。２月に延期
47

保護者・教員 61 「原作者が語る『豚がいた教室』」をテーマに、講師自身の教育実践と映画制作の実際を織り交ぜた話は、深い感動を呼び、「いのちの問題」について考える機会をもつことができた。保護者・教員・学校評議員 １１月中を授業公開月間とし、全授業を終日公開。 35 特別公開日(11/16）を設け、保護者等への参観を促したが思ったような参加を得ることができなかった。次年度への課題である。

話をわかりやすく、おもしろく話していただき、大好評だった。議員

高円高校 授業公開 授業公開月間 １１月2日（月）～１１月30日（月）
関連行事 本校音楽科第１７回定期演奏会 １１月8日（日）関連行事 オープンキャンパス １１月１4日（土） 本校

大和高田さざんかホール 保護者・教員・学校評議員・地域住民・中学生・一般 本校音楽科生による独唱、独奏、アンサンブルや生徒・職員・卒業生によるオーケストラ 285本校 教員・中学生とその保護者 本校の取組全般について説明、各科授業体験、授業見学、吹奏楽部ミニコンサート等の実施を予定。 218 本年度は県中部の開催であった為、例年より入場者が少なかった。

演会 議室 演会を開催します。 NPO法人「書物の歴史と修復に関する研究会」のメンバーによる本の破れの修理を実習した。一年生の図書委員を中心に希望者３０人の参加者があり、本を大切にする心につなげられたと思う。関連事業 読書会朝の読書週間 11月6日（金）11月9日（月）～13日（金） 本校図書室本校全教室 保護者・教員・生徒 人権に関する理解を深めるために、外部講師を招聘して講演会を開催します。 10教員・生徒 図書委員を中心に指定作品の朗読や批評を行います。本に関する工芸の時もあります。全校で朝の10分間、各自が持ってきた本を静かに読みます。 2 露の新治氏の講演をお聞きした。秀でた話芸でわかりやすく、今後の生き方を考えるうえで有意義だった。生徒は人権学習の大切さは十分理解しているが、積極的に関わろうとする態度は今一つである。

山辺高校
保護者・学校評議員・地域住民・中学生の保護者 当日の授業をすべて見ていただき、総合学科の授業がいかに多様であるか、中学生の皆さんにとって進路実現が可能であるかを知っていただきたいと考えています。

中学生の体 １０月３１日 本校視聴



授業公開後、学校評議員会を開催し、建設的なご意見をいただいた。

参加者も調理に加わって、和やかな雰囲気の中で文化祭を実施することができた。調理室視聴覚室 生徒の普段の学校生活や授業の様子を保護者等に公開する。 0保護者（家族を含む） 学校行事を保護者に公開する。（調理大会、映画鑑賞会） 授業公開を行ったが、参観者がいなかったのが残念である。
本年度初の行事であったが、有意義な講演であった。
学校評議員等に普段通りの授業を公開した。
新型インフルエンザによる休校措置のため

落ち着いた雰囲気の中で教育効果を上げた。卒業生の中で各界で活躍されている先輩を招き、講演会を実施する。 0
2高田高校（定時制） 授業公開 公開授業 11月２日（月）第１・２限関連行事 文化祭 11月５日（木）　　 ６日（金）

関連行事 マーサータイム 11月９日（月）～11月13日（金） 各教室 教員・全校生徒 SHR時に全校生徒、担任、副担任が自教室で予め各自が持参した本を一斉に読書する。 0教員・全校生徒 5関連行事 学校評議員会 10月28日（水） 会議室
第幕で本校生徒１２名が参加出演し内容のある芸術鑑賞会となった。関連行事 芸術鑑賞会 10月23日（金） 体育館

1１月2日（月）

フルートとベースのデュオ「エスペランサー」によるトークコンサート保護者・教員・全校生徒 アーツ・カンパニーによるオペラ「カルメン」上演参加型のオペラで、本校生徒１２名が出演する。 20生徒の普段の学校生活や授業の様子を保護者等に公開する。 10教員・学校評議員 本校教育の重点目標や指導方針等に関わり、今後の本校教育の在り方について、多角的な視点からの意見を求める。
10月14日（水）

授業公開 公開授業 10月28日（水）　　第５・６限

関連行事 人権・生活体験作文発表会

高田高校（全日制）
関連行事 人権講演会

関連行事 創立記念講演会
各教室 保護者・学校評議員

目の授業を体験してもらい、本校の特色を知ってもらいました。懇談の中で本校について質問があり、保護者や中学校教員にも本校を理解していただく機会になりました。
   村外からの参加者も多くあり、たくさんの人との交流が出来た。参加者の中には農業科の販売する野菜の購入を目的にこられる方もあり、毎年参加している山添分校の活動も地域に根付いている。   ホームルームの時間後の協議会では、各校の実態や取組などの貴重な意見交換をすることができた。

10 発表生徒は自らの体験を全校生徒の前で堂々と発表して強い感動を与え、事後のﾎｰﾑﾙｰﾑでも深めることができました。また、発表生徒の保護者も参加していただき、発表を熱心に聴かれていました。5000

70

体育館 保護者・教員・全校生徒
各教室 保護者・教員・学校評議員・学校評価委員
体育館

保護者・教員・学校評議員・地域住民 本校の文化祭・学習発表の場として全校生徒が地域の祭りに参加し、農業科の野菜、花の販売、家庭科の作品展示、各学年の模擬店を行う。生徒と先生が「山添ファミリー」である様子を知っていただきたい。
本校体育館山添村ふれあいセンターグランド

保護者・学校評議員 教科やテーマを問わず、山添分校関係者に広く授業を公開する。
保護者・教員 中学生に山添分校の特徴をよく知ってもらうために、農業科と家庭科に別れてそれぞれが特設の実習に参加し、体験学習を行う。

住民・中学生及びその保護者 さんに興味関心のある授業２科目を選択・体験受講してもらいます。また、保護者と中学校の先生方にも参観していただき、本校の特色を実感し、理解を深めてていただきたいと考えています。(全日制) 関連行事 中学生の体験入学 １０月３１日（土） 本校視聴覚室他
保護者（家族を含む） 夏期休業中の課題作文の中から選出されたクラス代表が、人権問題、自分の生い立ちや家族、クラブ活動や社会活動（アルバイト・ボランティア活動）等について、全校生徒の前で自分の思いを発表します。その中で、発表者の思いを共有し、なかま意識を深め、自らの生活を高めてほしいと願っています。１０月２８日（水）

山辺高校（山添分校）
関連行事 山添ふれあい祭り 11月3日(祝)授業公開 人権の公開ホームルーム 11月27日(金)授業公開 公開授業週間 11月24日(火)～27日（金） 4山添分校 保護者・教員・山添村教育関係者 人権に関わる職員研修として各担任がホームルームの時間を公開する。 14    参加人数が少なかった。中学校の生徒、保護者や教員には高校見学会以外にも随時公開しているが、今後は高校見学会の案内にこの公開授業週間があることも案内していく必要がある。関連行事 産業教育フェア 10月31日（土） 磯城野高等学校 保護者・教員・地域住民 家庭クラブで「ホームスパン」についての研究発表を行う。 300    会場が磯城野高校になったことで、場所もよく分かり、参加しやすくなったようである。会場も一同に見ることができ、工夫されていた。山添分校
授業公開 中学生の高校見学 10月17日（土） 山添分校 46    農業科では寄せ植え、家庭科ではティッシュケースづくりを行った。今回の見学では、例年になく家庭科の見学が多くあり、本校生徒のアドバイスに真剣にミシン縫いなどに取り組んでいた。



「親子で目指す進路実現」と題してベネッセコーポレーション奈良県担当の中井友香氏から講演をいただいた。
「高校生の今日的人権問題」と題して奈良県人権・同和問題啓発活動推進本部連絡協議会事務局長の成田進氏から講演をいただいた。
５限～6限の全てのクラスの授業と放課後の部活動を公開した。授業公開 授業公開

・新型インフルエンザ感染防止のため、行事は中止となった。
・提示した事柄について、学校評議員の貴重な意見をいただいた。
本校卒業生リ・ヤン氏と元本校教諭（県外教顧問）の松谷操氏に国際理解について講演をしていただいた。帰国生受け入れ校の特色を生かした内容だった。第３学年は、生徒の母親に講演をお願いし、大変感銘を受けた。

・新型インフルエンザの関係で、規模を縮小（舞台発表・展示）して、１２／１４（月）に延期して行うが、非常に盛況であった。

生徒もステージに上がり、演奏者とお話をするなど、交流を深め、楽しい有意義な時間を過ごした。
雨天順延となったが、学校評議員をはじめ来賓・保護者など多数参加。朝は生徒の登校の様子を見てもらった。生徒と教員との交流も図れ大変盛り上がった。

授業体験では本校教諭の指導の下、トンボ玉作りを行ったところ、大変熱心に取り組んでいた。アンケートでも大変楽しかったという感想を寄せていた。課題としては人数に制限があり、今回の参加者数で限界と思われることである。
両日を通して約２０００人の来校者があり、合唱部と吹奏楽部の生徒による演奏、郡山高校の学校紹介及び施設見学を行った。
・新型インフルエンザ感染防止のため、行事は中止となった。・行事自体は中止ではなかったが、新型インフルエンザの関係で、参加者は１名に留まった。・公開後、保護者の立場からの質問を受ける。
・日本の伝統芸能の代表でもある「和太鼓」を鑑賞するとともに、一部の生徒達は貴重な体験もした。・非常によかった
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1095５限～6限の全てのクラスの授業と放課後の部活動を公開外部講師による講演

体育大会を通じて、仲間づくりと団結を目標にし公正・協力・責任などの態度を培い、安全に競技する姿勢を身に付ける。人権・国際理解教育の年間ＬＨＲ計画のテーマに従い、学年別に講演会を行う。保護者はどの講演会に参加していただいてもよい。１，２年は国際理解について、３年は障害者問題についての講演今年は中国琵琶の演奏を鑑賞する。中国琵琶の伝統を守りつつ、新しい旋律を生み出すエンキさんの演奏を楽しみたい。また、日本の津軽三味線との比較も試みる。通訳については、国際理解コースの中国籍の生徒にお願いをしようと考えている。

人権講演会

文化祭およ

郡山高校 関連行事 進路講演会 １０月２０日（火）１０月２０日（火） 本校講堂 外部講師による講演関連行事 オープンキャンパス １０月２５日（日） 保護者・教員・中学生
保護者（家族を含む）保護者・教員・中学生

本校講堂 保護者・学校評議員保護者（家族を含む）

テーマに沿ったバザー、クラス展示、舞台『明日に笑顔を。今、二階堂から』をテーマに生徒が自主的・意欲的に活動に参加し、集団としての二階堂高校
本校体育館１１月４日（水） 本校体育館

本校グラウンド
文化鑑賞会

本校の関係団体の方々にもご参加いただき、生徒とともに本物の芸術に触れる。今回は日本の伝統芸能の一つである「和太鼓」を鑑賞する。
本校 保護者・教員・学校評議員・同窓会役員

本校講堂 郡山高校の学校紹介と施設見学
本校教室

当日は午前中の授業すべてを公開する予定である。保護者には昼休みの様子もご見学いただき、食堂で昼食を摂る中で、授業とは異なる生徒の学校生活を理解してもらう機会とする。
子どもの進路選択・実現にむけて、保護者が子どもに効果的なアドバイスができる在り方を考える。

保護者・教員・学校評議員・同窓会役員保護者・教員保護者・教員・学校評議員・同窓会役員

１１月２日（月）

１０月２８日（水）１１月１１日（水）１１月１８日（水）

関連行事

体育大会
関連行事

関連行事 人権学習の日

関連行事 人権、国際理解講演会

大和中央高      校 関連行事 中学生の高校体験入学等 11月1日（日） 中学生、中学生の保護者、中学校教員を対象に、本校の紹介、校舎案内、模擬授業の参加を行います。

添上高校
関連行事 芸術鑑賞会 １０月２０日（火）関連行事 キャリア教育保護者講演会 １１月１９日（木）１１月９日（月）
関連行事 １１月９日（月）
授業公開 授業公開 本校 保護者・教員

本校体育館本校 保護者・教員
保護者・教員・学校評議員 保護者等とともに、人権問題を考える機会として設定する。最初人権作文発表会を行い、次に西光寺副住職の清原隆宣氏を招いて、部落問題全般について講演をいただき、人権意識を深める。文化祭 １１月１９日（木）１１月２０日（金） 本校 保護者（家族を含む） 学校行事における生徒の活動状況をご覧いただき、本校教育の理解に繋げるとともに、親子の会話をもつ機会となることを期待している。

本校体育館
校長の求めに応じて、学校運営に関する事項について意見を述べてもらう。また、学校の様子も参観いただく予定である。 6教員・学校評議員関連行事 学校評議員会 １１月２０日（金） 本校関連行事 １０月９日（金）　　　雨天の場合は１０月１４日（水）



インフルエンザ感染拡大の心配もあり、参加者はなかった。

借り物競走に生徒とともに参加していただいた。グラウンド状況が心配されたが、予定通り実施できた。万一の延期の場合の保護者への連絡方法を考える必要がある。

インフルエンザ感染拡大をの心配もあり、保護者の参加はほとんどなかったが、生徒を対象に外部講師１５名にてキャリア体験授業を実施した。参加内訳中学生２５４名、保護者３２名、教員９名本年度はインターハイのため、２学期に２回行ったが、来年度の時期については今後検討する。

保護者１３名、学校評議員１名の参加であった。今後、公開する時期や公開する期間を長くすることも検討したい。各日とも参加は本校教職員のみ、他に学校教育課の指導主事の指導助言をいただいた。各日とも有意義な研修となった。ﾃﾞｨｱﾃｨｰﾁｬｰも参加し見学した。

保護者、学校評議員の方が、お忙しいなか時間をつくっていただき、授業の様子をご覧になった。最後に感想ご意見をアンケートに記入してもらい今後の授業に生かせるようにした。保護者などの外来者はなく、生徒と教員が朝の１０分間で自分の好きな本を読んだ。落ち着いた気持ちで１日をスタートできた。

0 インフルエンザによる学級閉鎖のため、実施日を延期・縮小して１１月２０日一日とし、非公開として実施した。
本校 保護者・教員・学校評議員・中学生桜井市民会館本校 保護者・学校評議員

中学生からは全体説明会やクラブ活動の見学は好評であった。1，2年生全員の保護者及び3年の希望された保護者を対象とした。900

9

670
5

キャリア体験授業

0

0生徒・保護者が仕事内容や職業適性、業界の動向など、職業についての知識を深めるため、１３の分野から2講座選択し、各分野の専門家の講義を受ける。 1中学生・保護者・中学校教員を対象に、吹奏楽部歓迎演奏会、各学科別説明及び体験学習および生徒による本校紹介、進路状況説明、校舎案内、部活動見学などを行う。なお、10月3日と10月10日は同じ内容で行うので、どちらか都合の良い日を選択する。 295

文化祭および文化部発表会
１１月２日（月）～１１月３０日（月）

１０月２４日（土）～１０月２７日（火）

奈良情報商業高校
授業公開 公開授業 10月30日(金）5限
関連行事関連行事

テーマに沿ったバザー、クラス展示、舞台発表を行い、生徒と教員の交流も図り例年以上の盛り上がりを見せた。文化部の発表では、保護者が、子供の日ごろの練習の成果を見ようと、多数来られた。的に活動に参加し、集団としての一体感を味わい協調性を養う。クラス展示・舞台発表・バザーなどの活動を行う。文化部の発表は、コーラス部・吹奏楽部・演劇部が行う。１１月５日（木）11月６日（金） 本校１１月９日（月）　　　～１１月１３日（金）    いずれも午前中 本校 普段の授業の様子を、保護者・学校評議員・教員・地域の方に広く公開する。特に学校評議員の方には、ご意見、評価をいただき今後の授業の向上に役立てる。

展示・舞台発表・模擬店等を生徒会が中心に企画・運営する文化的な学校行事。文化鑑賞会も開催する。

本校の１年間の進路状況・学習活動・学校行事等の取り組みについての報告

生徒、教員のみんなで自分の好きな本を毎日読むを目標に、読書の習慣化・生活化を図る。また、静かに本に向かうことにより、落ち着いた気持ちで一日をスタートさせる。　６月１日～２６日にも行った。年間２回実施する。

5限に実施の全学年全クラスの授業を公開する。

全生徒参加による体育大会を実施する。雨天の場合は10月15日（木）に延期する。

79

本校の１年間の進路状況・学習活動・学校行事等の取り組みについての報告

42

生徒の学習・生活の様子などについて生徒および保護者と話し合う。

保護者・教員・学校評議員

期間中の授業および学校行事を公開全体説明会と校内見学、部活動見学中学生とその保護者・中学校教員保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）
保護者・教員・学校評議員・地域住民本校

保護者（家族を含む）

保護者・教員・学校評議員

本校

本校
学校評議員同窓会会員

保護者・学校評議員

本校

本校

11月12日(木）11月13日(金）
10月30日(金）6限

10月9日（金）
10月3日（土）10月10日(土）

本校
三者面談関連行事

学校説明会

本校 保護者・教員・学校評議員

授業公開 授業公開関連行事

関連行事関連行事
オープンスクール文化祭体育大会

畝傍高校（全日制）
授業公開 授業公開 平成２２年１月２８日（木）～２月３日（水）
関連行事関連行事 ９月26日（土） 本校文化創造館

本校文化創造館 200 本校の教育活動についてご理解をいただいた。本校
畝傍高校（全日制）（定時制） 関連行事 学校評議員会 １１月２５日（水） 本校の教育活動についてご理解をいただいた。同窓会総会 １１月３日（火）

1日中、全ての授業が公開の対象である。また、部活動についても公開する。 14本校教職員による授業研究の一環として、指導主事を招聘して公開授業、授業研究を行う。教員（他校の教員を含む）
関連行事 朝の読書

橿原高校 授業公開 学校公開（授業参観及び部活動見学） １１月２日（月）関連行事 授業研究月間 １０月２・２７日１１月６･９・１７･２７日
本校 保護者・教員・学校評議員・地域住民



毎月実施している。11月のテーマは高校授業料無償化について、新聞記事をいくつか配布した。関連行事 中学生招待英語暗唱大会 １１月１３日（金） 大会議室 中学生 中学生の英語暗唱大会を行うもの。指導主事、英語科教員、ＡＬＴが審査をし、入賞者を表彰する。 24 14校24名の参加で、曽爾中学の生徒が優勝した。五條ライオンズクラブの協力を得ている。
259関連行事 指導主事を招いての研究授業 10月15日（木）、30日（金）、11月16日（月）、20日（金）、25日（水） 各教室 教員 全教科の研究授業を、指導主事を招いて行う。 7関連行事 オープンキャンパス授業公開 オープンキャンパス授業公開 各教室

関連行事 「教育を確かめ合う日」 １１月２日（月）
インフルエンザによる休校のため、中止した。
7教科を実施。他教科の教員も含め、授業を見学、協議を行った。

本校教育の概要と特色を説明する。質疑応答後、中学生を対象に体験学習を実施した。進路決定に大変参考になるという声が多かった。

1年「保健」、２年「英語Ⅰ」、３年「生物Ⅰ」、４年「地理Ａ」の公開授業を行い、在校生とともに学習を進めた。なお、参加者には、各科目の資料を用意して、事前レクチャーをしてから参加していただきました。好評でした。本校校長の挨拶の後、教育内容について説明しましたところ、定時制でありながら３年で卒業できる「３修制」コースのことと、今年度から実施している「定通併修」についての質問があり、関心の高さを感じました。今年度は、各担任からＨＲで説諭を行いました。内容は、「迷惑メール、電話」や「匿名メールによる誹謗中傷」、「個人情報の漏洩」について考えさせました。

おおむね好評であったが、インフルエンザのため在校生がおらず、部活動見学ができなかったことが残念だという感想があった。

第5限目の授業を公開した後、評議員会では本校の教育目標や教務・生徒指導・進路指導の概要等を報告し、学校の取組についてご意見やご理解をいただいた。

最初に箏曲、吹奏楽、音楽の各部から歓迎を受けた中学生、保護者と先生方は、体育館で本校の概要説明も聞いた後、英語及び書芸コースの授業や部活動を熱心に見学することで、本校の教育活動がよく分かり、進路を決める参考となったようだ。への連絡方法を考える必要がある。
新型インフルエンザの集団感染予防のために中止した。各大学等から最近のテーマで説明をいただき、自己の進路選択をするうえで、参考となる貴重な示唆を与えることができた。

１０月２４日（土）１０月２４日（土） 体育館・教室五條高校（全日制）

923
260 １、２年では青年期の心身ともに成長する時期に合わせた内容に生徒は真剣に聞いていた。また、３年はこれからの社会人としての危機意識の高揚に役立つなど有意義であった。

本校の内容・活動をよく知ってもらうために行うイベント。説明や歓迎行事などと共に、授業の体験を中学生に提供する。
教員 毎月１日を「教育を確かめ合う日」として、啓発文書を教員に配布し、そのテーマについて関心をもってもらう試みを毎月行っている。

１学年は食育（10/7)、２学年は性教育(11/4)、３学年は救命救急法（11/25）を学年ごとで実施する。保護者・教員保護者・中学生
授業公開 学校評議員会　公開授業学年講演会関連行事

本校体育館

多目的ホール・各特別教室・実習農場 保護者・教員・中学3年生 24

オープンキャンパスの日に、１～３限の授業を保護者や教員に公開する。

本校体育館書道教室・英語講義室
将来の自分像を明確化し、その実現に向けて日々の努力をすることの大切さを確認する説明会 140保護者・教員・学校評議員・地域住民・生徒 ①本校の学校運営の方針・現状を学校評議員に説明　②学校評議員より本校の実態等に対して意見・要望を伺う　③第５限は授業公開教員・生徒

本校教育の概要と特色を説明する。農業科、家庭科では、中学生を対象とした体験学習を実施する。関連行事 中学生の高校見学 11月７日（土）

保護者・教員・中学生 ①本校の教育目標・教育方針・教育課程・進路状況の説明②英語コース・書芸コースの特色ある教育活動の説明、見学③部活動の見学、体験桜井市民会館 教員・生徒 オペラ「カルメン」（オペラ団体「アーツ・カンパニー」）世界中に愛されているオペラ、ビゼーの「カルメン」を鑑賞する。初めて見る人にもなじめやすいように日本語版で公演し、見る人が出演できる場も設けている。保護者・教員・生徒桜井高校
関連行事 中学生の体験入学 10月3日(土)関連行事 文化鑑賞会 10月22日(木)関連行事 ２年進路説明会 10月28日(水)

10月7日（水）11月4日（水）11月25日（水） 本校体育館講堂11月5日(木) 本校

関連行事 生徒への趣旨説明
五條高校（定時制）

授業公開 授業公開 １０月２８日（水）
関連行事 「教育を確かめ合う日」 １１月２日（月）関連行事 オープンキャンパス １０月２８日（水） 本校 保護者・教員・地域住民 オープンキャンパスで定時制課程第１限の授業公開する。 10各教室等 生徒 毎月の五條高校「教育を確かめ合う日」の取組として、教職員が各自の教育のありようを確かめ合う。 32保護者・教員・地域住民 本校教育の概要及び特色について、地域の方々に説明する。 10各教室等１１月２日（月） 各教室等 生徒 生徒に「奈良県教育週間」についての趣旨説明を行う。 32 生徒に「奈良県教育週間」のリーフレットを配付して趣旨を説明するとともに、保護者の方にもリーフレットを渡し、各家庭でも話をするよう指導する。



関連事業 創立１１０周年記念式典・校訓碑披露除幕式 11月19日 体育館校庭 同窓会役員・ＰＴＡ役員 創立１１０年を生徒・教職員・同窓会役員・ＰＴＡ役員でお祝いし、あわせて同窓会から寄贈していただいた新しい校訓碑を披露する 12 創立１１０周年の記念行事として、同窓会役員やＰＴＡ役員の方々に参加していただき、天候にも恵まれた中で実施できた。１００周年から今日までの１０年の歴史を振り返り、諸先輩に感謝しつつ今後の発展を決意した。また、御所工業高校と御所東高校の校訓を基に、新たな校訓を刻んだ校訓碑の披露除幕式を行った
10月28日御所実業高      校 関連事業 学校祭 11月13日授業公開 例年よりも模擬店実施に保護者が多く協力していただいた。和気あいあいの雰囲気で賑やかだった。また卒業生も多くきていただいた

今年初めて平日に実施したが、昨年と変わらない参加があり、アンケートから、自分で進んで参加した中学生が多く、科の内容に興味が持てた、また科の内容がよくわかり進路決定の参考にしたい、という回答が多かった。平日実施の希望が多かった。オープンスクール

１１月１４日（土）

10月29日

１２月８日(火)

保護者（家族を含む）

学校紹介・在校生による「探究科学」の紹介・自然科学教室（数学・理科など）・クラブ見学。中学３年生とその保護者、および中学校教員対象。

本校生徒（有志）による、通学路およびＪＲ御所駅、近鉄御所駅構内の清掃活動。教員（他校の教員を含む）
３年生の進路決定に向けての、生徒、保護者と担任の面談。

保護者（家族を含む）保護者（家族を含む）

保護者・学校評議員 クラス、学科の舞台発表、映画上映、展示、模擬店

本校生の保護者対象の大学見学会。

7

各教室・各実習棟
平日のため保護者の参加数は例年と変わらなかった外部講師による講習会 7

9

６～７限目、「多文化共生」に関する講演。講師 松谷　操 さん、演題「奈良の在日外国人高校生は今」。５限目の全授業を見ていただく。
１・２年生の保護者対象。家庭での話し合いの参考となるように、最近の大学入試や教育費に関する知識を得ていただく。

全校生徒による体育大会。小雨決行。

43
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毎月の賀名生分校「教育を確かめ合う日」として、教職員が各自の教育活動のありようを確認する。保護者・教員・学校評議員・地域住民
保護者（家族を含む）

オープニング行事、プレゼンテーションによる学校紹介、進路説明会、公開授業、アンケート、クラブ活動の見学
保護者（家族を含む）

関連行事 ３年三者面談

関連事業 人権教育講習会

本校会議室

体育館・校庭

各教室

本校周辺１０月１４日（水）
関連行事 学校見学会「Ｌｏｏｋ！青翔」 １１月７日（土） 本校教室、体育館、運動場本校体育館

関大・近大
１１月４日（水）

保護者（家族を含む）中学3年生とその保護者
保護者（家族を含む）

3237

9885

１１月４日（水） 本校教室 本校生徒24名と職員３名が３班に分かれて清掃活動を行った。関連行事 １年コース選択説明会 保護者（家族を含む） 76１０月３日（土） 本校体育館 ２年次以降に選択する教育課程上の２つのコースと選択科目についての説明会。
１０月１日（木）～１０月３日（土） 本校教室

各教室

橿原公苑陸上競技場

体育館　教室　各科実習棟　校庭
11月２日（月） 教員（他校の教員を含む） 毎月の賀名生分校「教育を確かめ合う日」として、教職員が各自の教育活動のありようを確認した。

保護者（家族を含む）

青翔高校

授業公開 体育大会 ９月２８日（月）
関連行事 通学路清掃

関連行事 進学ガイダンス
授業公開 人権講演会

51 前期の成績･学校生活の状況･進路等、担任と懇談することで、互いに情報や意見を交換する貴重な機会になったと好評であった。前期の学習成績・学校生活の状況・進路等、担任との懇談会を実施する。五條高校（賀名生分校） 関連行事 保護者懇談会 10月27日（火）10月28日（水）10月29日（木）関連行事 「教育を確かめ合う日」

授業公開 授業参観

関連行事 大学見学



インフルエンザにより、２年は学年閉鎖、１年も１学級閉鎖中でした。そのため昨年に比べ参加者が少ないでした。参加者からは、「学校の雰囲気がよくわかる。」と好評でした。関連行事 文化鑑賞会 １０月２９日、午後 本校体育館 保護者・学校評議員 パントマイム インフルエンザ対策のため中止しました。本校

16451554
0＿
＿
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１０月２７日、２８日両日とも午前中

この期間中には、参加対象者は学校に申し出て授業を参観することが出来る。
本校生徒・地域住民

授業公開

「インターネットと人権」のテーマで、人権侵害の実態と適切な対応を学習する

奈良北高校

１年生の全生徒が手作りおやつを持参し、介護の仕方について学んだり、入園者との交流を図る。地域との交流行事などを主体にした取り組み「キャリアプランニング」を１９８２年度から開始した。また１９９９年度の文部科学省の研究開発学校の指定を受けたことで、これを「総合的な学習」へと発展させ、「つながりあう力えを培う多世代交流」をテーマに入園者との交流を図る。

多くの中学生、保護者等の参加を得て、本校の教育、活動状況について理解を深めていただいた。街角ギャラリーに「奈良県教育の日」のポスターを掲示したり、生徒の作品を展示したりして、広報活動を行った。追加行事

保育体験学習を通じて地域住民との交流を深める 35 この時期に１．２年の類型等の説明会をあわせて開催した
新型インフルエンザ対策のため中止
追加

授業参観、懇談会を通して本校教育についての理解を深めていただいた。全体説明、授業参観、校舎見学、部活動見学等を行う。校門横の街角ギャラリーに「奈良県民の日」の趣旨等について掲示し、地元住民に啓発する。
中学生とその保護者を対象に、学校紹介と部活動紹介・見学を行う系統・分野別に４０余りの説明会・講演会から各自選択

25奈良北高校 関連行事 オープンスクール授業公開
関連行事 「奈良教育の日」の啓発

授業公開月間

香芝高校
７月８日（水）１２月１７日（木）関連行事

関連行事

生駒高校 授業公開

関連行事 １１月６日（金）
エコール・マミ内マミホール

本校体育館
全学年を対象に午後の授業を公開

本校本校周辺
保護者（家族を含む）

学校周辺の通学路の美化活動

本校

全学級授業公開と施設見学
保護者、学校評議員による授業参観、校舎見学、部活動見学等を行う。

保護者・教員・学校評議員・地域住民・中学生
保護者・教員

通学路清掃
１年類型説明会（６限）の前に、５限目の授業を公開９月３０日（水） 中学３年生・保護者・教員

奈良北高校街角ギャラリー

4

保護者・学校評議員・地域住民
地域住民

本校
特別養護老人　ホーム「ラガール」

11月４日（水）～６日（金）

本校体育館

９月２６日（土） 本校

大宇陀高校
授業公開 授業公開
関連行事

１０月２６日（月）～１１月９日（月）
９月２６日（土）

関連行事

１１月２日～11月６日
老人ホーム訪問

１１月２日（月）～１１月３０日（月）

１０月１４日（水）

11月6日　　11日　　19日

２年進路説明会
地域住民とのふれあい交流人権講演会 １１月１１日（水）

奈良北高校

保護者・教員・本校生徒
本校生徒

地域住民保護者

教員・本校生徒

保護者・教員・学校評議員

関連行事 オープンキャンパス
授業公開授業公開 １年類型選択説明会授業参観授業公開週間



「参観者が少ないが、生徒は一生懸命に取り組んでいる。」「英語学習のひとつの目標として取り組んでいるので、今後も継続して開催して欲しい。」本校教育の今後の在り方等について、貴重な意見、激励をいただいた。
　携帯電話使用に伴う問題点について寸劇を交えて、具体的にかつ分かりやすく説明していただいた。人権についてみんなで考

新型インフルエンザ対策のため中止

本校生１２２名参加で清掃活動を行った。本校の教育活動について、中学生と本校生が率直な意見交流を行った。

新型インフルエンザのため中止

保護者の参加が限られている。一層の周知が必要である。第１学年がインフルエンザによる学年閉鎖となったため、感染拡大を防止するため、中止とした。
事前に、外部講師を招いての講話や保育園訪問を行い指導を受けた後、３グループに分かれて園を訪問、１日の日程で触れあい体験や業務体験を行う。
講師が自らの体験や思いを、映像などを取り入れながら語ったため、感動的なものとなった。

5
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1０月上旬 宇陀市内保育園 交流相手の保育園が、インフルエンザによる学級閉鎖となったため、行事は中止となった。本校 保育園を訪問、様々な交流を行う。 150保育園児を招待、様々な遊びを体験交流する。地域住民・保育園児地域住民・乳児
人権意識を高め理解を深めるために、外部講師による講演を実施
本校の教育活動全般や普通科・福祉科の各科・コース説明および学校紹介榛生昇陽高      校 関連事業

関連事業 赤ちゃんとスキンシップ大作戦

授業公開 学校開放日
関連事業

人権学習会

関連事業 宇陀市内保育園児招待
学校説明会人権教育学習会

授業公開
普段から交流のある大宇陀幼児園の園児を招待し、３年生が栽培したサツマイモを掘ったり、野菜の収穫を行う。また２年生が手作り玩具等で共に遊び体験を行う11月11日(木)

１２月９日（水）1０月27（火）
11月中旬

本校体育館

保護者・本校生徒
本校 地域住民本校
本校本校

関連行事 11月4日幼児園児の招待

有志生徒による法隆寺参道周辺の清掃活動本校生徒・教員保護者（家族を含む） ケイタイと人権

保護者・教員・学校評議員・地域住民教員

保護者・学校評議員・地域住民
関連行事関連行事 レインボー隊の活動

１１月１７日(火）
1１月１２日(木） 法隆寺周辺

法隆寺国   際高   校
授業公開 授業公開 １１月６日（金）関連行事 中学校招待英語暗唱大会 １０月２７日(火）関連行事 学校評議員会 中学生による英語の暗唱大会 30授業及び部活動参観本校本校 中学生・中学校教員

座算会「法隆寺国際高校の教育について語ろう」 11月２日(月） 本校 教員・学校評議員・地域住民・中学生 生徒、教員、保護者、地域住民による本校教育に関する座談会 11教育方針と学校経営、学校運営計画の検討、本校教育の今後の在り方、地域における本校の役割等の検討本校 学校評議員

西和清陵高      校
関連行事 オープンキャンパス 9月26日関連行事 進路講演会 9月30日関連行事 11月5日

西和清陵高校の学校紹介 175本校体育館 保護者・教員・本校生徒 外部講師を依頼し、講演 56教員・中学生本校体育館
人権学習の一環として外部講師の講演を受け、人権について考える。講演後、学級ごとにホームルーム活動を行う。授業公開 公開授業 11月6日 本校教室・体育館・グラウンド 保護者・学校評議員 授業参観 4保護者・教員・本校生徒

関連行事 人権を考える全校集会 10月28日(水)午後:5･6限 4本校



本校生徒の海外（アメリカ、フランス）での留学体験やインドネシアからの長期留学生とトリニダード・トバゴからALTとして勤務している先生による自国文化の紹介により、異文化に対する興味を喚起できた。教育内容の説明や授業体験に終始熱心に参加していた。インフルエンザの関係で日程調整できなかったため現段階で未実施。３学期の適当な時期に実施予定。参加者が少ないのが残念である。　今回の講演会は、ヤンマー株式会社マリン統括部品質保障部国内グループの奥田二朗氏から「私の仕事と南極観測」と題した講演をしていただいた。先生は南極観測隊

していただいた。人権についてみんなで考える機会を共有することができた。　「落ち着いて授業を受け、生き生きした姿で学習している。」など、好意的に捉えていただけた。一方、「より一層生徒の興味関心を引き出す工夫をお願いしたい。」という改善点についても指摘していただいた。　「知識だけでなく、社会規範や社会人としての教養も指導をしてほしい。」や、「クラブ活動の充実を図ってほしい。」などの要望を受けた。　また、通学路の防犯灯設置など地域としての協力体制が紹介され、生徒の安全指導のあり方についても話し合われた。
　手話コーラスなど、クラスで一生懸命取り組んだ成果に感動していただいた。　課題研究の展示では、各学科コースの特色がよくわかったという声をいただいた。

保護者の方々に自然な形で授業参観をしていただけた。生徒指導上の問題行動や進路等の実態も報告。評議委員の方々から多くの貴重な意見をいただいた。

　参加してくれた中学生や保護者は、真剣なまなざしで説明に聞き入り、各科・コースの体験に取り組んでいた。体験や実演を通し、「学校の様子や学習の内容がよくわかった。」という声が多かった。
　「農場見学での収穫体験、動物教室、模擬レストラン、手話コーラスなど各学科・コースの学習内容の多彩さに驚きました。」や「各学科の作品・授業風景展示を見て、専門科目の内容の深さに感心しました」などのご意見をいただた。また、藍染め体験では、お年寄りから小学生まで多くの方々が熱心にご自分の作品作りに取り組まれ、大変喜んでいただいた。
　期間中の授業については全面公開とし、教員が自由に授業を参観できるようにしている。参観した場合は、授業参観票に参考となった事項や感想などを記入し情報交換した。授業を参観した場合、普段以上に生徒の学習活動が活発になり学習意欲も向上するなどの効果があった。

20310
720授業公開 授業公開関連行事 学校評議員会

王寺工業 授業公開 授業公開関連行事 講演会 57２・３・５・６限目の授業を公開する。

中学3年生とその保護者

11月４日(水) 本校内（各教室）本校内（体育館）11月４日(水) 保護者・教員保護者・教員・地域住

文化鑑賞会・舞台発表学習成果の展示・各文化部展示・舞台発表等

「ものづくり」教育の取組として、その道の専門家を講師として招
子どもの生き方にかかわって、保護者同士が悩みや思いを語り合うとともに、学校への願いを把握する。

保護者、学校評議員による授業参観、校舎見学、部活動見学等を行う。本校の教育内容等について説明し、学校評議員から質問・意見を伺うとともに学校評価総括表に基づき評価を受ける。留学や研修により海外の生活や文化を体験した生徒や教員がその経験を語る。教育活動の説明（教員、在校生）、体験授業、部活動見学、校舎案内、

保護者（家族を含む）
一般県民

族を含む）

学校公開行事（本校の各専門コースで学ぶ生徒の日頃の学習・実習の成果を見て頂く）設置学科の説明、施設・農場見学会、生産物の販売
１０月２６日（月)　～１０月３０（金) 本校１０月２８日（水) 本校会議室関連行事 異文化体験発表会 １０月２８日（水) 本校体育館関連行事 オープンキャンパス １０月１０日(土) 本校高取国際高      校

関連行事 「子どもの生き方を考える保護者の会」
保護者・教員・地域住民保護者・学校評議員学校評議員保護者・学校評議員

未定 本校小会議室 保護者（家族を含む）

ホリデーイン・磯城野
関連行事 中学生の体験入学

磯城野高校

る全校集会 午後:5･6限授業公開 授業公開 11月2日(月)午後:5･6限関連行事 学校評議員会 11月2日(月) 本校 保護者・学校評議員 当該時限の全ての授業を公開する。 4本校会議室 学校評議員 公開授業・今年度の教育内容・各種取組について・本校への意見要望など 4 　出演者から「乗りの良さにびっくりし、メンバーもそれに刺激され、楽しいライブができました。」という感想をいただいた。関連行事 文化祭 11月12日(木)13日(金) 本校 保護者・卒業生 文化鑑賞会・舞台発表学習成果の展示・各文化部展示・舞台発表等 131関連行事 文化鑑賞会
本校
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1011月12日(木) 本校体育館
167関連行事

関連行事 授業研究月間 11月
11月14日(土)

本校 興味・関心・意欲を喚起する授業の展開、分かりやすい授業をめざし、指導力の向上を図るために学習指導の研究を組織的に行う。
11月14日(土) 本校 中学３年生とその保護者および、中学校教員対象①全体説明（本校の概要）　②学科紹介　③体験学習農業系学科：体験学習  フードデザイン科：調理実演  ライフデザイン科・ヒューマンライフ科：体験本校教職員



75「すてきな関係のつくり方～デートＤＶって何」の演題で外部講師による講演 5
7関連行事 学校評議員会 11月4日（水) 本校 学校評議員 本校の教育実践について説明し、学校評議員に意見を聞く。 7保護者・教員・学校評議員・地域住民大淀高校

授業公開 授業公開 11月4日（水)
関連行事 オープンキャンパス 11月1日（日)関連行事 人権講演会 11月18日（水)

　新型インフルエンザ対策のため中止しました。
　新型インフルエンザ対策のため、11月17日(火)に延期し日程を1日に短縮して実施したにも関わらず、育友会バザーに多くの保護者に参加いただいた。

今年は、シフォンケーキの作り方を研修し

講演をしていただいた。先生は南極観測隊員としての一年半の経験を交えながら分かり易く説明していただき、有意義な講演会となった。

　新型インフルエンザ対策のため中止しました。

　見学を通して本校への理解を深めてもらった。参加者の感想は、全体的に好評であった。（・挨拶がきちんとできている。・分かりやすい説明で来てよかった。王工に入学したい。等）例年になく質問も多く、本校とっても有意義な一日となった。中学生及びその保護者11月１４日(土) 本校内（会議室及び各教室） 中学生の進路決定に役立つよう、本校の概要（学科内容やカリキュラム、進路状況等）について説明するとともに、施設・設備や部活動等を見学してもらう。 111王寺工業高      校 関連行事 講演会王工見学会関連行事 7

１～６限のすべての授業を公開する。
本校の教育目標・教育課程・進路状況等の説明吹奏楽部ミニコンサート各種検定試験の体験授業、部活動体験及び見学保護者・教員・中学3年生保護者（家族を含む）

保護者・教

保護者・教員・生徒２・３年

保護者・教員
保護者・教員・学校評議員

保護者・教員・学校評議員・地域住民・中学生
本校

育館）11月４日(水) 員・地域住民

第４限の全ての授業を公開。

その道の専門家を講師として招聘して講演会を行う。
本　　校本校大会議室

本校視聴覚教室本校
本校体育館

本　　校

本校

吉野高校
授業公開 公開授業及び育友会研修会 １１月２５日（水）

学校と育友 １１月２５日
　 授業参観後に育友会の研修会を実施します。 12 保護者の方々には、各授業を参観するとともに、生徒が製作した作品を見学していただいた。授業公開関連行事 オープンスクール １１月８日（日） 本校 学校紹介、公開授業（３年生）、体験学習、生徒作品見学、合同食事会（PTA協力）等を実施します。 5 本年度は、初めての取組ということもあり諸準備等に手間取り、中学校への働きかけが十分でなかったことから、生徒４名と教員１名の参加となった。しかし、参加してくれた中学生・引率の先生から、「素晴らしい教育活動をしている」との高い評価を得た。

大和広陵高      校
関連行事 オープンキャンパス 10月10日(土)関連行事 学校評議員会 10月21日(水)授業公開 授業公開 10月29日(木)

282 　昨年度に比べて参加者が２５パーセント増加した。参加者にも好評で、特に部活動体験・見学については、アンケートの全回答者から「良かった」という回答を得た。学校評議員 本校の教育実践についてご説明し、学校評議員のご意見を伺う。 7 　本校の日々の取組についてご理解いただいた。地域の行事への貢献に感謝するご意見や、より一層魅力ある学校づくりへの要望がだされた。
教員・中学生とその保護者 学校紹介、授業体験、部活動体験・見学

5 　参加者数を増やすため、全職員で取り組む必要がある。関連行事 人権教育講演会 10月29日(木) 本校体育館 保護者・教員・学校評議員 法隆寺国際高校の黒田恵裕先生に「ケイタイとのつきあい方」と題してご講演をいただき、インターネットと人権について理解を深める。
保護者・学校評議員

文化祭 11月5日(木)　　　6日(金) 本　　校関連行事 文化芸術鑑賞会 11月5日(木) 本校体育館 国内だけでなく海外でも活躍し高く評価されている和太鼓グループ「舞太鼓あすか組」の演奏を鑑賞する。 　新型インフルエンザ対策のため中止しました。保護者・教員・学校評議員 5日(木)は文化部・各クラスの舞台発表のみ、6日(金)は文化部・各クラスの舞台発表と展示・バザー等 48関連行事 ２年修学旅行及び進路説明会関連行事 修学旅行・スキー実習及び昨年度の進路状況と今後の進路について、生徒・保護者に説明する。関連して職業講話を実施する。11月13日(金)



No. 授業公開、関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想

２３日（金）は校内のみの行事です。２４日（土）は展示や模擬店等があり、外部からの見学・参加が可能です。 381
幼稚部教室小学部教室中学部教室 保護者・教員 入学を希望する幼児･児童・生徒は本校生と保育･授業交流をする。保護者及び関係者は該当学部の保育や授業を見学し、説明等を受ける。 39本校 保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生ろう学校 授業公開 授業公開 １１月１１日（水）１１月　５日（木）１１月２7日（金）関連行事 ひびき祭（文化祭） １０月２３日（金）１０月２４日（土）

普段の幼児・児童・生徒の学習の様子を見ていただく機会とすることができた。
一部校外からの参加者があり、それぞれの体験を通して学部の様子を知ることができ、大変有意義だった。保護者以外にも、卒業生、関連外部団体等の参加も多く、盛況な文化祭となった。
本校の幼児、児童、生徒とともに、音楽を楽しむことができた。

保護者３名、教員８名が参加。本年度は、県立教育研究所から県立磯城野高等学校に場所を移して第1回目の産業教育フェアであった。少し、中学生や一般の方々の参加が少なかったが、充実した内容であった。
当初、11月11日（水）に人権研修会を予定していたが、新型インフルエンザの流行に伴い、１1月２５日（水）に変更し実施した。１３０分と長い映画であったが、保護者から「内容がわかりやすくよかった」との評価を得た。

本校幼児、児童、生徒の活動を保護者や学校評議員の方等に見ていただくよい機会とすることができた。各部での体験授業を通じて、本校教育の概要と特色を知っていただくことができた。

今年は、シフォンケーキの作り方を研修した。

13関連行事 進路説明会 １１月６日（金） 体育館授業参観授業公開
学校説明会

授業公開 小学部授業参観

中学生、保護者、中学校教員を対象にした説明会
各教科の公開授業就職・進学の進路全般について、進路指導部から生徒・保護者に説明を行います。保護者・教員・中学生保護者・生徒

保護者・教員
保護者・教員
保護者・教員県立磯城野高等学校

本校体育館等

運動場

本校

１１月8日（日）
各教室
橿原文化会館

保護者・教員・学校評議員
各教室

保護者・教

保護者（家族を含む）

保護者・教員・学校評議員・地域住民・交流校・同窓会

保護者・教員・学校評議員・地域住民

吉野高校 関連行事 学校と育友会の研修会 １１月２５日（水）
関連行事 産業教育フェア「教員と職員の研修会」 １０月３１日（土）

料理講習会を実施します。 8関連行事 人権映画会 １１月２５日（水） 本校 人権映画を視聴します。 12職業学科を有する専門高校に学ぶ生徒の作品等を見学し研修を深めます。 11
十津川高校 2 文化祭10/3、体育大会10/30に開催したが、多くの保護者が来られ、その際に保護者からの希望もあり、担任や舎監長と簡単な面談を行ったため、この期間中は少なかったのではないかと考えられる。3 上記の理由に加えて、通行規制など道路事情もあり例年より少なかったように思われるが、その分個人面談に時間を多く費やすことができ、参加者からは良かったという意見をいただいた。中学生、保護者、中学校教員など多くの参加者をいただき、学校からの説明後も全員が会場に残って、個別面談で熱心に質問等をしていただいた。

11月２日（火）11月４日（水）11月５日（木）11月６日（金）
関連行事

0 新型インフルエンザによる学部閉鎖が１０月後半に続き、重篤な基礎疾患のある児童生徒の多い本校として、多くの人が閉じた狭い空間に集まる行事について、当面中止や延期とした。学習発表会も中止とし、各学部の発表はビデオ撮影し、保護者に鑑賞してもらった。10月1日（木） 本校小学部棟各教室 保護者・教員 小学部児童の授業の様子を参観する。奈      良養護学校
関連行事 学習発表会 11月7日（土） 小学部・中学部・高等部の児童生徒が、学習してきた成果を舞台発表する。 24授業公開 中学部授業 12月10日 本校中学部棟各教 中学部生徒の授業の様子を参観 15 全校での学習発表会が中止となったので、当初予定を変更し、中学部の授業参観を学部保護者のみ対象のミニ学習発表会とし

盲学校
関連行事 体育祭 １０月１０日（土）関連行事 オープンスクール １１月７日（土）授業公開 休日参観 １１月２１日（土）午前

幼児、児童、生徒が参加する種目に加え、保護者等が参加できる種目も実施する。 71本校会議室各教室 その他（視覚に障害を持った児童・生徒および成人の方） 本校教育の概要及び特色を説明する。各学部で体験授業を実施する。 6各学部の授業を公開します。 21保護者・教員・学校評議員 音楽活動等を行っている方を招聘し、鑑賞会を実施する。 38関連行事 文化鑑賞会 １１月２１日（土）午後 体育館



奈良東養護学校

保護者・学校評議員 中学部の授業を公開保護者懇談 16保護者・学校評議員 高等部の授業を公開保護者懇談 18保護者・学校評議員 小学部低学年の授業を公開保護者懇談 9
授業公開 授業参観 11月9日 知的障害教育部授業公開 授業参観 11月10日 知的障害教育部授業公開 授業参観 11月5日 知的障害教育部

高等養護部の授業を公開保護者懇談 17 「落ち着いて学習している様子がよく分かった」等、多数の保護者が参観後のアンケートに感想を記入授業公開 授業参観 11月4日 知的障害教育部 保護者・学校評議員 小学部高学年の授業を公開保護者懇談 14授業公開 授業参観 11月5日 知的障害教育部
保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生など 体育的学習活動の発表及び交流 45 高等部交流校生徒の競技補助員としての参加があり、交流が進んだ。本校児童生徒が就・入学する前に在籍していた幼・保育園や小・中学校の教員、及び、地域の教育諸機関の関係者及び地元自治会の方々が多数参加され、本校教育の理解推進の場となった。関連行事 運動会 10月18日 知的障害教育部門小・中・高等部

小学部に入学を希望される保護者・関係者の学校参観・授業見学 14 就学に当たり、検討する情報を得ることができた等の感想が寄せられた。就学先の選択に必要な情報提供の場である。関連行事 運動会 9月27日 知的障害教育部門高等養護部　病弱教育部門 保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生など 体育的学習活動の発表及び交流 31

８日：台風接近に伴う警報発令により、臨時休業のため中止
「参観後の懇談で、通常の様子をビデオ等で見せてもらい、普段の様子についても理解できた」等、の声が寄せられた。中学部から本校に入学した保護者から「集団での学習に楽しく参加できている様子が分かった」等の声が寄せられた。

今春卒業した高等養護部１期生の参加もあり、在校生との交流の場となった。地域の小・中学校ＰＴＡの参加もあり、本校教育の理解推進の場となった。
「個々の実態に応じた適切な課題を進めてもらっている」等の、感想が寄せられた。「たのしく授業に参加している」等の声が寄せられた。

関連行事 学校見学会 10月6日
授業公開 中学部授業参観 １０月8日（木）

保護者・教員・地域住民 中学部の教育内容の説明、授業公開、授業参加、施設見学　など

教員・地域住民・就学前の子どもをもつ保護者
保護者・学校評議員

小学部各教室

各地域（実習地）
中学部各教室
病院食堂（１４番教室）等
知的障害教育部

ランチルー10月９日(金)10月23日(金)

保護者・教員・学校評議員・地域住民
員

小学部各教室中学部各教室

保護者・教員・実習施設関係者

授業公開 小学部体験学習授業公開 中学部体験学習 10月２日(金)10月８日(木)10月９日(金) 保護者・教員・地域住民 小学部の教育内容の説明、授業公開、授業参加、施設見学　など 12学校給食の試食及び食育に関す 台風接近に伴う警報発令により、保護者（家

小学部・中学部の児童生徒が、日頃の学習の成果を発表する。 73
14 新型インフルエンザの影響等で、参加できなかった保護者もあったが、子どもの日頃の学習の様子が見れることを楽しみにしているところも多く、子どもの成長を見て喜んでいる。また、参観のおりに学校への要望等を確認している。保護者・教員

奈      良養護学校整 肢 園分     校
関連行事 学習発表会 １１月7日（土）
授業公開 小学部授業参観 １０月15日（木）

新型インフルエンザ予防対応として、児童生徒の保護者（祖父母を含む）及び園関係者のみの参観とし、中止することなく開催でき、保護者及び園関係者等は、子どもたちの学習の成果を見ることができ、大変喜んでいた。保護者・教員 中学部生徒の授業の様子を参観する。 2 面会日に開催するが、新型インフルエンザ等の影響で、参加者が少なかった。参加者は、とても期待して授業を参観しているので、その都度、活動や目標を説明して授業を進め、学校への要望等を聞くようにしている。小学部児童の授業の様子を参観する。

授業公開 高等部実習参観 夏期休業中に実施授業公開 参観 （木） 部棟各教室 する。 15 て取り組んだ。もう見ることができないと思っていた学習発表の様子を見ることができて良かった。高等部生徒の地域づくり実習の様子を参観する。 16



60 本校の特別支援教育のセンター的役割を促進するための一事業と位置づけている。今後も推進していきたい。関連行事 研究授業 １０月１６日（金） 会議室　他 教員（他校の教員を含む） 園芸・被服の授業についての工夫と在り方等についての研究協議 0関連行事
本校の特別支援教育のセンター的役割を促進するための一事業と位置づけている。今後も推進していきたい。関連行事 体育大会 ９月１９日（土） 運動場 保護者・教員・学校評議員・卒業生 参加者全員が活動できるような競技種目の設定 255保護者・教員・地域住民・卒業生

文化鑑賞会 １０月　２日（金） 音楽教室高      等養護学校
関連行事 「障害者雇用支援月間」キャンペーン ９月　１日（火） 本校の特別支援教育のセンター的役割を促進するための一事業と位置づけている。今後も推進していきたい。

本校の特別支援教育のセンター的役割を促進するための一事業と位置づけている。今後も推進していきたい。事業についての広報を工夫していく必要がある。

授業別に懇談を開いて理解していただいた。〃

授業公開授業公開 小学部低学年授業参観
関連行事 運動会

高等部授業参観

保護者・教員・学校評議員

発達課題別学習の授業参観および保護者懇談会

街頭キャンペーンに参加することにより、社会参加を促進する。
情操教育等を深めるためのプロ（萬谷衣里）によるピアノ演奏の鑑賞

近鉄八木駅前

高等部各教室
小学部各教室
中学部各教室

10月30日(金)
小学部各教室
ランチルーム10月18日(日) 運動場

小学部各教室

10月29日(木) 小学部各教室授業公開 小学部高学年授業参観 10月28日(水)奈 良 西養護学校
関連行事 給食試食会 10月８日(木) 学校給食の試食及び食育に関する学習講演

20
台風接近に伴う警報発令により、臨時休業のため中止保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生など 体育的学習活動の発表及び交流 500保護者（家族を含む）

保護者・教員・地域住民 発達課題別学習の授業参観および保護者懇談会 30保護者・教員・地域住民 美術・農園芸等の授業参観および保護者懇談会 50保護者・教員・地域住民
授業公開 初任者研修研究授業 11月10日(火) 各教室 教員・教育研究所 本校初任者による研究授業および検討会 11授業公開 中等部授業参観 11月12日(木) 中学部各教室 保護者・教員・地域住民 各教科の授業参観および保護者懇談会 33

二 階 堂養護学校
授業公開 小学部低学年授業参観 １０月８日（木）授業公開 小学部高学年授業参観 １０月９日（金）授業公開 中学部授業参観
関連行事

保護者（家族を含む） 授業参観後を開催、保護者懇談会 50
保護者（家族を含む） 授業参観後を開催、保護者懇談会 35保護者（家族を含む） 授業参観後を開催、保護者懇談会 18 〃授業公開 高等部授業参観 １０月２３日（金） 高等部各教室 保護者（家族を含む） 授業参観後を開催、保護者懇談会 43 進路懇談や教科懇談を開いて保護者に理解していただいた。１０月２０日（火）

文化祭 １１月１５日（日） 本校体育館 保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生等 各学部、児童生徒学習発表、劇、ミュージカル、演奏など 250 インフルエンザ対策のため、学部毎に分かれて開催した。



476 本校の特別支援教育のセンター的役割を促進するための一事業と位置づけている。今後も推進していきたい。保護者・教員・学校評議員・地域住民・卒業生会議室 教員（他校の教員を含む） 講師による講演（障害受容）後の質疑応答による研修 0関連行事 若杉祭（文化祭） １０月２５日（日）関連行事 人権教育研修会 １１月１８日（水）

高等学校教員の各学部への一日授業参大      淀養護学校
授業公開 中学部公開授業 10月9日（金）
授業公開 高等部公開授業 10月30日（金） 他校参観者９名より各学部での授業参加がとても有意義であったと感想をいいただ

今年度は、新型インフルエンザ感染防止対策のため、子どもの発表時間のみの時間制限での保護者参加としたため、例年のように関係団体や機関、地域住民等への参加依頼を取りやめた。但し、卒業生については、限定した場所での同窓会懇談会とした。2回目の実施でもあり、かなり学校の様子を理解していただけたように思う。2回目の実施でもあり、かなり学校の様子を理解していただけたように思う。
複数日に訪れる保護者がいるなど、保護者の都合や関心の度合いによって選択できるため好評であった。しかし、参加者数から保護者の関心度に差があることがわかる。インフルエンザで開催が危ぶまれたが、学部ごとに入れ替えをして行った。日頃の授業の成果の発表であるが、保護者の関心は高い。インフルエンザ対策で地域住民には案内していない。他校からの教員１名の参加者を交え授業参観・研究協議を行い、授業内容や授業の指導方法について積極的な意見交換が行われた。他校より参加の教員から子どもたちが集中していた、教材が工夫されていたなどの感想もいただき、今後に生かせる有意義な授業公開となった。他学部の教員とともに授業の進め方などについて意見交換を深めた。また、発達段階に応じた子どもたちへの支援の仕方などについても他校の先生方からも質問が出るなど積極的な意見交換の場となり有意義な公開授業であった。

10月20日実施予定であったが、インフルエンザによる休校となったため、11月17日に変更して実施した。地域の小学校か特別支援学校かの選択のため本校教育を知っていただく良い機会となった。

新型インフルエンザ対策のため、日程を11月13日(金）に変更して実施。2回目の実施でもあり、かなり学校の様子を理解していただけたように思う。

本校の特別支援教育のセンター的役割を促進するための一事業と位置づけている。今後も推進していきたい。事業についての広報を工夫していく必要がある。多くの保護者の参加を得ることができ、日頃の子どもたちの授業の様子を十分に見てもらうことができた。多くの保護者の参加を得ることができた。給食試食会においても、日頃の給食について理解いただいた。多くの保護者の参加を得ることができた。給食試食会においても、日頃の給食について理解いただいた。1277
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小学部・中学部・高等部の児童生徒が学習してきた成果を発表する場とする。
保護者・教員・就学予定児の保護者及び本人・各市町村教育委員会・関係機関・団体等保護者・教員・学校評議員・地域住民・児童生徒・卒業生・関係機関・団体・交流学習

・舞台上での学習発表　・専門教科（被服、園芸）による即売会　・生徒による模擬店販売　・美術、国語科等の作品展示　・高田高校の生徒との交流活動

本校体育館

体育館　他

公開授業をとおして他学部との意見交換を深め子どもたちへの指導や支援の在り方について全教員が共に考える。放課後に研究討議の場を設定し、教員全員での授業研究を行う。また、他校園にも授業を公開し、参加者と研究討議を通じて今後の授業づくりに生かす。

保護者・教員・進学予定の保護者及び本人・各市町村教育委員会・関係機関・団体等就学希望者とその家族 来年度小学校へ入学する年齢にある幼児とその保護者を対象に、本校における学習活動等の見学及び体験をとおして就学に関する情報を得る機会とする。保護者・教員・学校評議員 1週間全ての授業を公開し、保護者及び学校評議員が自由に参観をする。各学部毎に、音楽に関する授業の成果を舞台で発表する。保護者・学校評議員・地域住民

本年度第２回の体験学習会。来年度小学部就学予定児を対象に、学校の様子や日常の授業などを体験してもらい、特別支援学校としての理解を得る。

本校

本校

本年度第２回の体験学習会。来年度中学部進学予定者を対象に、学校の様子や日常の授業などを体験してもらい、特別支援学校としての理解を得る。保護者・教員・進学予定の保護者及び本人・各市町村教育委員会・関係機関・団体等
本校小学部

公開授業をとおして他学部との意見交換を深め子どもたちへの指導や支援の在り方について全教員が共に考える。放課後に研究討議の場を設定し、教員全員での授業研究を行う。また、他校園にも授業を公開し、参加者と研究討議を通じて今後の授業づくりに生かす。

本年度第２回の体験学習会。来年度高等部進学予定者を対象に、学校の様子や日常の授業などを体験してもらい、特別支援学校としての理解を得る。

教員（他校の教員を含む）
本校 教員（他校の教員を含む）

西     和養護学校 関連行事 小学部体験学習 10月20日授業公開 参観週間 11月2日～11月6日関連行事 文化祭 11月15日 318

明 日 香養護学校

授業公開 小学部授業公開 ９月３０日（水）授業公開 高等部授業公開 １０月６日（火）
関連行事 体験学習会 １０月２２日（木）→11月13日(金）へ変更

授業の様子を参観し、後保護者懇談会を開催。 14本校各教室 保護者（家族を含む）
授業の様子を参観し、後給食試食会、保護者懇談会を開催。 10本校各教室 保護者（家族を含む） 授業の様子を参観し、後給食試食会、保護者懇談会を開催。 7保護者（家族を含む）本校第１訓練室等授業公開 中学部授業公開 本校各教室１０月１５日（木）

関連行事 たちばな祭（文化祭） １１月７日（土） 本校関連行事 体験学習会 １２月１日（火） 本校第１訓練室等関連行事 体験学習会 １２月３日（木） 本校第１訓練室等



児童(小）の舞台発表、作品展示、PTAや各学級のバザー等を実施する。地域住民の方々をはじめ、各学部の交流校の児童生徒、福祉作業所・授産所等の方々などにも参加いただき、特別支援教育の在り方や本校教育の現状について広く理解し考えてもらう機会とするとともに、相互の交流を深める。保護者・教員・学校評議員・地域住民・学部交流校・福祉作業所等関連行事 ふれあいまつり 11月14日（土） 本校（教室・体育館・中庭）
一日授業参加 本校 教員（他校の教員を含む） 高等学校教員の各学部への一日授業参加を通して、特別支援学校の教育の実際と障害児への理解について広く学ぶ機会とする。また、参加者との研究討議等を通じて、今後の本校教育の充実に生かす。11月6日(金）授業公開 がとても有意義であったと感想をいいただいた。特に各学部ともきめ細かな指導をしている、一人一人を大切に指導しているなどの感想をいただいた。次回も是非参加したいと言う教員もおられ、有意義な公開となった。地域の方々をはじめ、福祉作業所、授産所の方々に多数参加いただくことができた。舞台発表・バザー等を通じて、本校教育についての理解や相互の交流を深める良い場になることができた。
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