
開始日 終了日関連行事 読書週間に伴う増冊貸出 10/12(土) ～ 11/10(日) 新庄図書館當麻図書館 読書週間を啓発し、読書を推進するために貸出冊数を1人5冊から10冊に増冊する。 4308人 増冊によりシリーズ本や同ジャンルの本などを一度に借りることができ、一気に読み通すことができたとの声がいくつもあった。関連行事 おはなし配達 10月 ～ １２月 市内の小学校・幼稚園 絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング、わらべうた、紙芝居、本の紹介等を行う。 2161人 読書教育を教育の重要な柱の１つとする本市にあって、意義深く、長く継続したい取組である。児童が本の世界に親しんだ。先生方の働きかけもあり、読書につながったと思う。関連行事 第17回葛城歌壇短歌大会 11/24(日) 歴史博物館あかねホール 柿本人麻呂・前川佐美雄ゆかりの地として葛城歌壇募集を実施。優秀作品の表彰と講評を行う。 84人 参加者は熱心に講評に聞き入っておられた。遠方から参加された方も多く、来年度以降も発展させたい。関連行事 児童文学講座「絵本は世界共通語」 10/25(月） 當麻図書館研修室 「ミンダナオ子ども図書館」館長による国境・民族・宗教をこえた教育と、読書活動の支援についての講演。 45人 子どもをお持ちの保護者が講演に熱心に耳を傾けられ、読書の大切さを改めて感じたとの声があった。
関連行事 葛城市歴史博物館第14回特別展『守る城、攻める城』 10/12(土) ～ 11/25(月) 葛城市歴史博物館・1階　特別展示室 当館において、第14回特別展『守る城、攻める城』を開催する。関ヶ原の合戦前後、大和国は豊臣家の大坂城を守る最前線で、市内に存在した新庄陣屋も重要な拠点であった一方、伊賀国と伊勢国は、東国から大坂城を攻める最前線であった。本特別展では大坂城を、守る大和の城と攻める伊賀・伊勢の城について展示を行なった。 970人 多数の観覧者の訪れがあり、再度この時代の城郭をテーマとする展示会を希望される意見も多く、概ね好評であった。
関連行事 葛城市歴史博物館第15回特別展記念講演会 10/19（土）11/4（月） 葛城市歴史博物館・2階　あかねホール 上記特別展にともなう、記念講演会。 217人 当展記念講演会を2回開催したが、いずれも多数の聴講者の参加があり、好評であった。一般

葛城市教委

内　　　　　　容教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 市内在住・在勤・在学者小学生・幼稚園児小中学生・一般
一般

Ｈ25奈良県教育週間　葛城市　学校の取組 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）

中学生・一般

当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想
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開始日 終了日 内　　　　　　容教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間）Ｈ25奈良県教育週間　葛城市　学校の取組 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想9/27 (金) ○10/18 (金) ○○ その他10/1 (火) ○11/6 (水) ○○ その他11/8 (金) ○○ その他10/26 (土) ○○○○ その他11月中旬 ○ その他10/17 (木)11/21 (木) ○○○ その他 未就園児10/22 (火) ○○○ その他 給食センター職員保護者（家族を含む） 日常の園児の活動を参観していただく。園児の給食準備の様子や食事の様子を見ながら、保護者にも給食を試食していただく。給食センターの様子や栄養士さんの話を聞く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 未就園児とその保護者が、本園の教員との交流を深める。未就園児と在園児が一緒に活動し、交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立忍海小学校附属

関連行事 にこにこ広場 本園
保育公開 保育参観・給食試食会 本園

保護者（参加希望された方）が子ども達に絵本を読んだり,簡単なゲームなどを教えたり一緒に遊んだりして、多くの園児とかかわりをもつ。園児も多くの保護者の方とのかかわりを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあいタイム 本園 保護者（家族を含む） 園児、保護者が一緒に製作活動を楽しむとともに、園児が日頃描いた絵や製作品展示し見ていただく。小学生や地域の方にも絵や作品を見ていただけるよう声をかける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい制作展 本園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 日常の給食準備の様子や給食時の様子、給食指導の様子をご覧いただき試食もお願いした。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） ３歳の未就園児（未就園児）が、在園児や教員と交流する。未就園児が色々なあそびや活動に参加する。未就園児の保護者同士が色々な情報を交流したり幼稚園の様子などを知る機会となる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 誕生月の園児の保護者が集会に参加し、集会の様子を参観するとともに、集会の中で教師と一緒に出し物やゲームなどを行い、多くの子ども達とかかわる。集会終了後、保護者と市教委の指導主事、園の主任教諭が、子育てに関して約１時間ほどフリートークする「すまいりートーク」の場をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立新庄小学校附属幼稚園

関連行事 ともだち集会すまいりートーク 本園
関連行事 なかよし広場 本園保育公開 給食参観 本園

12人
80人120人150人20人
86人
33人

誕生集会では我が子の成長を感じ、うれしかった。また、多くの子どもと接して楽しい時間を過ごしました。すまいりートークでは、子育てのことについて、今まで話したことのない人とも話せてよかった｡指導主事にも子育て情報を教えてもらいよかった。就園を前に幼稚園であそんだり、幼稚園の環境に触れたりすることが、安心につながる。保護者同士知り合いになり、子育てのことなどを話すきっかけとなった。子ども達の給食の様子を見ることができてよかった。給食の量や食べているときの様子などがよくわかった。食について家でも考えるきっかけになった。簡単な製作であったので、親子で楽しめた。一緒に作る中で、色々と話しながら取り組むので楽しかった。親子の会話とふれあいを楽しんだ。多くの子ども達に絵本を読んだり折り紙を教えたりすることで、子どもとふれあう楽しさやいろいろなことを伝える楽しさや難しさなどを感じた。他の参加者と打合せなどをする中で、お互いに親しみをもった。［参加保護者の感想から］・園児と一緒に運動会ができて楽しかった。・在園児に優しくしてもらってうれしかった。・園児が名前を覚えてくれていて、声をかけてもらってなじみやすかった。・在園児に教えてもらいながら工作ができてよかった。［参加保護者の感想から］・家ではできない、こどもと一緒に昔話のテープを聴く機会をもつことができたのがよかった。・給食の様子を見て、家では残す物でも食べていたりおかわりをしたりしたので驚いた。 2/6



開始日 終了日 内　　　　　　容教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間）Ｈ25奈良県教育週間　葛城市　学校の取組 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/30 (土) ○○○ その他11/2 (土) ○○ その他11/9 (土) ○ その他10/16 (水) ○○ その他10/21(月） ○○ その他 保育所11/3 (日) ○○ その他11/3 (日) ○○ その他11/13 (水)11/14 (木) ○○ その他 未就園児とその保護者が来園、在園児との交流、子育て支援。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 あそぼう広場 本園 保護者（家族を含む） 保護者（家族）対象の講演会。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 教育講演会 本園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） お家の方による参加型保育参観。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 地域の保育所を招き、在園児とあそびを通しての交流。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 園児の保父母に来ていただいて、昔あそびを教えてもらったり、ふれあいあそびをしたりして楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立磐城小学校附属幼稚園

保育公開 ふれあい参観 本園関連行事 幼保交流会 本園保育公開 日曜参観 本園

保護者（家族を含む） 未就園児を招待し、在園児との交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 保護者や地域の方を含めて、和太鼓の演奏を見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方新庄北小学校附属幼稚園

関連行事 幼小音楽会 小学校体育館関連行事 キディランド 幼稚園リズム室

保護者（家族を含む） 制作物や絵画を、家族の方や地域の方に見ていただく。家族の人と一緒に、制作をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方属幼稚園 関連行事 ふれあい制作展 本園 77人
100人25人120人40人10人10人70人

［参加保護者の感想から］・みんな楽しんで制作に取り組んでいたと感じる作品ばかりだった。・制作物の力作に驚き、子どもたちの成長を感じた。・材料がたくさんあり、子どもがアイデアを出してくれ素敵なオーナメントが出来上がった。・家ではゆっくり一緒に作ることがないので、いい機会になった。・当日制作の作品が多いような気がした。和太鼓の演奏を見ていただくことで、幼稚園の特色を周知する機会になったようだ。未就園児の活動は、幼稚園に安心して入園できるように在園児や教職員との触れ合う場になっている。普段の孫達の姿を見ることができてよかったと、好評だった。祖父母が参加していない子ども達にも優しく接してくださった。同じ小学校に進学する子どもの交流を兼ね、運動会あそびを通して交流する。普段仕事などで子どもとのかかわりの少ないお父さんも、スキンシップを通していろいろな運動あそびを楽しむことができたと喜んでくださっていた。子育ての基本や子どもとのコミュニケーションの取り方、親の心構えなどを聞くことができ、大変好評だった。さつまいもを使って、スイートポテト風おやつを親子で手作りした。簡単でおいしいので家でもしてみますと好評だった。 3/6



開始日 終了日 内　　　　　　容教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間）Ｈ25奈良県教育週間　葛城市　学校の取組 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/29 (火) ～ 11/1 (金) ○○ その他11/1 (金) ○ その他10/30 (水) ○ その他10/27 (日) ○○ その他11/1 (金) ○○○ その他 高齢者11/2 (土) ○ その他11/2 (土) ○○ その他11/2 (土) ○○ その他保護者（家族を含む） 大地震が起きたと想定し、地震がおさまったのち、児童を安全に保護者に引き渡す訓練を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） １・３・５年と２・４・６年に分かれて、親子・教員が一緒に玉入れやドッジボールなどのスポーツを行う予定である。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 各クラスの授業参観を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方新庄小学校

授業公開 休日参観 新庄小学校各教室関連行事 親子スポーツ大会 新庄小学校体育館及び運動場関連行事 大災害に対する訓練（児童を安全に保護者に引き渡す訓練を行う） 新庄小学校各教室及び運動場

市福祉総合ステーションに行き、デイサービスの高齢者の方々とふれあい遊びをしたり、歌を歌ったりして交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 世代間交流 市福祉総合ステーション 保護者（家族を含む） 日曜日に参加型保育参観を行い、多くの親子が共に参加する参観を楽しんでいただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 日曜参観 本園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 未就園の親子を幼稚園に招き、園児と遊んだり、行事に参加したりして楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 園児、職員で園庭の草引きや石ころ拾いをしてみんなの園をきれいに掃除を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 保育所や小学校の子ども達と遊びやいろいろな活動を通して交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立當麻小学校附属幼稚園

関連行事 保・幼・小交流会 本園関連行事 クリーンタイム 本園関連行事 ひまわりルーム 本園
30人―40人100人20人750人750人750人

交流を重ねる中で子ども達自身が小学校で一緒になるという意識を持つようになり、小学校への期待に繋がっているように感じる。月に1度のクリーンタイムを続けることで、保護者からも片付けや草引きを家庭でも手伝いとして楽しむ姿が見られるとの声を聞くようになる。来年度入園の子ども達の慣れ保育として計画し実施しているが、入園前の保護者にも幼稚園を知っていただくことができ、また、子育て支援にもつながりよかったと思う。体操の先生を講師に招いて、親子でふれあいを楽しんだ。子どもたちの体のいろいろな運動能力の発達の仕方やふれあい方を、専門の立場から指導を受けたのでとても好評であった子どもたちが高年齢者とのかかわりを重ねていく中で、子ども達や高齢者の双方とも自然な笑顔が多くなり、見てもらう子ども達の姿や見る高齢者の姿にかかわりの大切さを感じた。両親や祖父母が来られていて、休日参観としてはよかったと思われる。たくさんの保護者にご参加いただき、共にスポーツを楽しむことができた。子どもと一緒に汗を流し、楽しい時間を共有できたと好評であった。大災害発生に備えての訓練であったが、周知を徹底していたので、混雑もなくスムーズに引き渡しを行うことができ、有意義であった。
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開始日 終了日 内　　　　　　容教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間）Ｈ25奈良県教育週間　葛城市　学校の取組 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/9 (土) ○ その他11/9 (土) ○ その他11/2 (土) ○○○ その他11/10 (日) ○○○○ その他１０月 ～ １２月 ○○ その他○9/11 (水) ○ その他○11/2 (土) ○ その他保護者（家族を含む） 各学年で学習内容、劇、合唱等を発表。全校児童、保護者が鑑賞。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 各学級で授業を公開する。2時間目から5時間目までの自由な時間に参観。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立當麻小学校 授業公開 授業参観（フリー参観） 各教室授業公開 わくわく発表会校内作品展 体育館
保護者（家族を含む） 絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング、わらべうた、紙芝居、本の紹介等を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 2学期の子どもたちの学習の様子を見ていただく。子どもたちの様子を広く保護者・地域の方にご覧いただき、地域との連携を深めるひとつのきっかけとする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立磐城小学校 授業公開 日曜参観 本校関連行事 おはなし配達 本校
保護者（家族を含む） 合奏・合唱・音楽劇など学年で音楽の時間に学習した演奏を、児童の家族の方々や学校評議員の方に発表する。附属幼稚園との交流もあり、幼稚園の子どもたちの太鼓演奏などもプログラムに入れて開催する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立新庄北小学校 授業公開 校内音楽会 本校体育館
保護者（家族を含む） 午前中の３～４時間目に、体育館において音楽鑑賞を実施する予定。

葛城市立忍海小学校 授業公開 公開授業参観 本校各教室 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 午前中の２時間目に各教室で参観授業を実施し，保護者の方々に参観していただく予定。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 芸術鑑賞会 本校体育館 300人―450人670人470人300人350人

たくさんの保護者の方々が参観に訪れてくださり、児童の学習活動を見ていただいた。体育館にて金管合奏による音楽鑑賞を実施した。子どもたちは，各楽器の音色を楽しんだり親しみのある曲に聴き入ったりしていた。苦労して何度も練習してきた成果を充分に発揮することができ、感動的な音楽会となった。観覧の方々から大きな拍手をいただき、児童一人ひとりが達成感を味わえるものとなった。日曜参観ということもあり、両親そろって来られている家庭が多く、熱心に参観されていた。いつも工夫された実践をしてくださり、子どもたちも楽しみにしている。給食時間も含めて２時間目から５時間目の授業を公開したので、多くの保護者が来校された。児童作品の展示、各学年で学習してきたことを発表したり、市小中音楽会で演奏する歌や合奏など日頃の学習の成果を見ていただいたりした。保護者の感想も好評であった。
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開始日 終了日 内　　　　　　容教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間）Ｈ25奈良県教育週間　葛城市　学校の取組 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/28 (月) ○○ その他11/12 (火) ～ 11/14 (木) ○○○ その他12/6 (金) ○○ その他10/30 (水) ○○○ その他10/30 (水) ○○○ その他10/28 (月) ○○○ その他 地域コーディネーター11/12 (火) ～ 11/14 (木) ○○○○ その他 地域コーディネーター11/15 (金) ○○ その他11/8 (金) ○○○ その他 保護者対象に、家庭学習等の課題をテーマに講演会を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 教育講演会 當麻文化会館大研修室 保護者（家族を含む） 県の道徳教育部会による道徳教育研究会の会場校として、各学年１クラスずつ公開授業を行い、重ねて校内での市指定研の中間報告とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 奈良県小・中学校道徳教育研究大会公開授業講演会 本校各教室當麻文化会館 保護者（家族を含む） 保護者・地域の協力を得て、市内を中心に３日間の職場体験を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 職場体験学習 市内・市外各地 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 全校生徒による読書感想文コンクールを保護者にも紹介していく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 保護者対象に事前に募集した参加者による。当日の学校給食を試食し、給食センター栄養士より学校給食及び食育に関する話を聞く。進路に関する情報を提供し、生徒・保護者の進路選択に供する。各学級で、学級と生徒の情報を交換し、今後のよりよい学校づくりに役立てる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 保護者・学校評議員の方々による授業参観。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

葛城市立白鳳中学校

授業公開 授業参観 本校各教室関連行事 給食試食会三年進路保護者会一・二年学級懇談会 本校会議室當麻文化会館本校各教室関連行事 校内読書感想文コンクール 本校体育館

保護者（家族を含む） 読書活動の一環として取り組んでいる読書感想文発表会と合唱コンクールを行い、保護者にも参観していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 地域の事業所や保護者と学校が連携しながら実施している。2年生生徒全員が数名ずつ各事業所に分かれて、3日間体験学習を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 各学級での授業参観を実施する。また、進路に関する情報の提供と説明を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方葛城市立新庄中学校

授業公開 授業参観・進路保護者会 新庄中学校関連行事 職業体験 市内各事業所関連行事 読書感想文発表会合唱コンクール マルベリーホール
200人100人200人182人182人―64人40人46人

発表会は校内で生徒・教職員のみで行い、後日、図書だより・学年通信を通して紹介した。事業所の方からの子どもたちへの言葉の中に、がんばる姿に感心したというものがたくさん見られた。授業公開の３クラスはそれぞれ、子どもたちの実態に応じて道徳の主題が設定されており、授業において子どもたちの発言を大切に拾う展開からも、指導者の生徒理解の好ましい姿勢が窺われた。とかく対応が難しいと感じる中学生の子どもに対して、「子は親の鏡」であると捉えて、まず親自身がよりよく生きようと考えることが、よりよい子育てにつながることがわかった。どなたも最後まで、楽しく話を聞いておられた。

3年生保護者にとっては、迫ってきた受験に向けての進路保護者会だった。地域の事業所に受け入れていただき、有意義な学習を行うことができた。200名あまりの生徒を振り分けて、担当していただける事業所の確保が近年なかなか難しい。隣接するホールをお借りして実施し、後部に保護者席を用意している。合唱コンクールは立ち見となる方も出るくらい参観していただいている。落ち着いた学習態度てあるとの評価を得た。［給食試食会］栄養士の方から直接お話が聞けてよかったとの感想があった。［3年進路保護者会・１・２年学年・学級懇談会］中学校になって子どもから話がなかなか聞けないという家庭がある中で、学校での様子がわかるよい機会となったとの声を多数うかがった。
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