
開始日 終了日関連行事 史跡藤ノ木古墳石室特別公開 11/2(土) ～ 11/3(日) 藤ノ木古墳 藤ノ木古墳の大型横穴式石室の公開。藤ノ木古墳の歴史や魅力を体感していただきます。 1469人 考古学に熱心なﾌｧﾝが全国に多数いらっしゃることを強く感じた。関連行事 藤ノ木古墳の銅鏡展 11/2(土) ～ 12/1(日) 斑鳩文化財センター 6世紀後半に造営された藤ノ木古墳より出土した銅鏡の副葬された意義についてさぐることを目的として里帰り展示を行う。 2310人 考古学に熱心なﾌｧﾝが全国に多数いらっしゃることを強く感じた。関連行事 斑鳩の里文化芸術祭 11/3(日) ～ 11/7(木) 斑鳩ホール 斑鳩町民の芸術・文化の発展と意識の向上を図るため、芸術・文化に触れる機会づくりとして、この芸術祭を開催します。 2100人 町民が芸術に身近に触れる機会をもっと増やしたい。10/6 (日) ○○○○○ その他 卒園児10/16 (水) ○○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他

御意見・御感想

子どもたちが日ごろの練習の成果を十分に発揮して、元気で楽しい運動会になった。雨の為、廊下を使っての歩行訓練になったが、交通ルールを守ることの大切さを学んだ。公開保育の後、小学校の校庭を借りてのオリエンテーリングや、折り紙等を親子で仲良く楽しんだ。最後に、園庭で頂いた焼き芋は、とてもおいしかった。

当該校の教職員・子ども以外の参加人数

350人120人250人保育公開 休日参観 斑鳩幼稚園 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 休日を利用して、保育公開するとともに、親子で楽しい１日を過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
斑鳩幼稚園 保護者、兄弟をはじめ祖父母、卒園児、地域の方々と共に、たのしい運動会を行う。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） 親子で、ミニ信号機等を使った歩行訓練を行い、交通安全の意識を高める。

Ｈ25奈良県教育週間　斑鳩町　学校の取組
全国民・斑鳩町民
斑鳩町民

斑鳩町立斑鳩幼稚園
関連行事 秋の運動会 斑鳩幼稚園 保護者（家族を含む）
関連行事 交通安全教室

斑鳩町教委
教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容参加対象者（左欄に○印を）

全国民・斑鳩町民
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　斑鳩町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容参加対象者（左欄に○印を）10/23 (水) ○○○○ その他 警察官11/1 (金) ～ 11/18 (月) ○○ その他10/30 (水) ○○ その他10/31 (木) ○○○ その他 県教委・地教委10/6 (日) ○○○○○ その他10/10 (木) ○○ その他10/25 (金) ○○ その他 ＰＴＡ11/9 (土) ○○○ その他10/30 (水) ○○ その他12/9 (月) 12/12 (木) ○○ その他

斑鳩町立斑鳩東幼稚園

子どもたちはいきいき活動して教師の話をしっかり聞いていた。教育委員の先生方に子どもたちの姿、施設を見ていただき、ご指導をいただいた。
園外に出ての秋の自然を満喫できた。親子の触れ合いを深める絶好のチャンスであった。保護者、幼児が実体験で学んだことで、しっかり身についたことと思われる。
保護者に見守られ給食をいただく光景はとても温かくほほえましいものである。

実際に交通ルールに基づいての歩行をすることで、親子ともに安全な歩行が身についたようである。日常生活に於いて交通ルールを守る態度につながった。穏やかな天候に恵まれ、全員参加できた。日々練習を積み重ね長い距離を走れるようになり、最終日は広い小学校のグランドで行い、子どもの走る姿を保護者に見てもらった。保護者は子どものがんばる姿に満足していた。誕生児の保護者が参加し、園児は祝ってくれることを心待ちにしている。参加後、家庭においても親子の共通の話題が出来て、心に残り喜びの感情が育つた。6人7人
5人140人90人

75人80人
保育公開 幼稚園訪問 斑鳩西幼稚園 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 幼児教育の理解、発展のために県教育委員会、斑鳩町教育委員会による公開保育の参観及び施設視察が行われる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

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） 体力づくりかけ足を実施し、納会には最後まで元気にかけ足をする子どもたちを保護者に見てもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方斑鳩西幼稚園園庭斑鳩西小学校運動場関連行事 誕生会 斑鳩西幼稚園遊戯室
保護者（家族を含む） 西和警察、交通警察官及び町交通安全母の会の協力で全園児・親子にミニ信号機、踏切、横断歩道などを用いた園庭での交通安全指導を実施する。
保護者（家族を含む） 全園児で祝う誕生会に誕生児の保護者にも参観を呼びかけ一緒に楽しく過ごしてもらう。斑鳩西幼稚園

関連行事 親子交通安全教室 斑鳩西幼稚園園庭保育公開 走ろう会と参観

保育公開 みんなで楽しく給食をいただこう 保育室 保護者（家族を含む） 幼稚園での給食の様子を参観していただき、幼児の食事の姿を知る。 感動的な運動会となり、子ども、親共、大きな成長の手ごたえを感じました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 秋の運動会 園庭 保護者（家族を含む） 園児・保護者・教師・地域の人々と運動会を楽しむ。 88人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 250人
関連行事 秋の遠足 奈良大仏殿 保護者（家族を含む） ＰＴＡ引率のもと、園外保育を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 各学級での保育参観。園庭での全学年によりリレー大会を保護者の観覧と応援の中で行う。関連行事 交通安全教室 各保育室園庭 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地域の方個人懇談会 各保育室園庭 保護者（家族を含む）関連行事
保育公開 休日参観 各保育室園庭 保護者（家族を含む）

92人 一学期から二学期の期間の成長を知らせる良い時期であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 担任と保護者が幼児の成長を中心とした懇談で我が子の姿に触れる。警察署の指導のもとで、親子で交通ルールを学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　斑鳩町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容参加対象者（左欄に○印を）10/17 (木) ○○○ その他10/15 (火) ○○○ その他11/3 (日) ○○○○ その他11/16 (土) ○○○ その他10/2 (水) ～ 10/16 (水) ○○○○ その他 幼稚園・保育園児10/17 (木) ○○ その他10/22 (火) ○○○○ その他 西和警察11/3（日） ○○ その他11/16 (土) ○○ その他
関連行事 斑鳩の里文化芸術祭 いかるがホール 保護者（家族を含む） ４年・６年２３名が斑鳩音頭で出演。

保護者（家族を含む） ４年生児童６２名を対象に、交通安全及び自転車の安全な乗り方などを実際に自転車を使って学習する。
保護者（家族を含む） ランチルームに絵本を並べ、ボランティアによる読み聞かせを行ったり保護者とともに朗読発表や園児への読み聞かせの活動をする。

30人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
全学年一斉に授業参観及び学級懇談会に取り組んだ。懇談会では学校での児童の実態について意見交流をし、保護者の思いを受け止めつつ、指導についての共通理解を図った。ただ、近年懇談に残っていただける保護者が少なくなってきているのが残念である。自転車の使い方について詳しく指導していただき、これまでよりも自転車の乗り方や歩行の仕方等について児童の意識が高まった。ボランティアの方にも参加していただいたので、交差点や踏切などの渡り方も細かく丁寧に指導していただき、成果を上げることができた。
参観だけでなく、文化的な行事を保護者と共に鑑賞することで感性を高め、家庭でも共通の話題で話し合うことができる。ただ、行事の持ち方としてふれあい活動が午後になってしまったので、保護者の参加が少し少なくなってしまったのが残念だった。
日曜日ということで全員参加するのは難しかったが、自分たちの郷土に愛着と誇りを持たせる機会になったと思う。

参観後の学級懇親会は楽しいゲームをしながら、これまであまり交流がなかった保護者同士の交流が深まって良かった。別日開催の学年組み合わせを変えてみてはどうか。運動会から半月ほどの実施のため仕事がある保護者にとっては、参加に無理が感じられる。時期を考慮してほしい。低・高の別日開催で参加しやすい。6年生は、修学旅行保護者説明会で時期的には良かった。文化祭のアトラクションとして能クラブ員が参加した。りっぱな舞台、たくさんの観客の前で仕舞の披露ができてうれしかった。観客にも伝統文化である能楽を小学生が学んでいることを知ってもらうことができた。ほとんどの家庭からの参加があり、好評であった。5年生の郡音楽会出演曲の披露や3年生の能楽仕舞の披露は、年に一度きりの開催のため各保護者にはたいへん楽しみな行事で満足もいただけた。祖父母等の参加もあり、盛況であった。参観とセットにして保護者と共に絵本を読み合ったり、幼小の連携として園児を招待する等、たくさんの方々に参加してもらえた。90人250人15人
80人

270人290人200人450人

各学級で授業参観をし、その後PTA主催のふれあい広場を開催する。（保護者と児童が見学や体験をする。)教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 土曜参観親子ふれあい 学級教室体育館 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
保護者（家族を含む） 保護者参観として、各学年の授業を通して子どもたちの学習活動を公開した。授業後、学級懇談会を行い、意見交換を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方斑鳩町立斑鳩西小学校

関連行事 絵本の国 ランチルーム授業公開 授業参観 学級教室関連行事 交通安全教室（４年） 運動場体育館

学級教室では３・４時限・給食・昼休み・掃除時間までのフリー参観。体育館では３年の能と５年の郡音楽会出演曲の発表。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 土曜フリー参観 学級教室体育館 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 能楽金剛クラブ１５名が出演。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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） 授業参観と学級懇談会。懇談会は親子で交流する集会を実施。６年は修学旅行説明会を実施。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方学級教室関連行事 斑鳩町文化祭 斑鳩ホール
保護者（家族を含む） 授業参観と学級懇談会。懇談会は親子で交流する集会を実施。斑鳩町立斑鳩小学校

授業公開 授業参観（１・２・３年） 学級教室授業公開 授業参観（４・５・６年）
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　斑鳩町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容参加対象者（左欄に○印を）10/18 (金) ○ その他11/16 (土) ○○ その他10/24 (木) ○ その他11/1 (金) ○○ その他10/2 (水) ○○○ その他10/19 (土) ○○○ その他10/19 (土) ○○○ その他10/19 (土) ～ 10/29 (火) ○○○ その他10/29 (火) ○○○ その他10/31 (木) ○ その他
平日の参観は、どうしても参観者が少ないが、じっくりと子どもの様子を見ていただいた。各クラスの合唱曲を、たくさんの保護者に聴いてもらい、大いに盛り上がった。生徒達の学級の団結も深まった。教員の指導力を高めるために、授業公開・研究協議などに取組み、研修を深めることができた。

平日の開催ではあったが、いろいろな競技があり、学級対抗で生徒達が意欲的に取り組む様子を、しっかり見ていただいた。休日参観の日だったので、多くの方に参加していただき好評だった。土曜日の開催だったので、たくさんの保護者に来ていただき、どのクラスも参観者が多かった。子どもの様子も、しっかり見ていただいた。

４年生対象に行われる交通安全教室に保護者の方にも参加を呼びかけ、児童の様子を見て頂いた。自転車の乗り方の指導を中心に警察の方から指導をして頂き、安全教育を行うことができた。

各学級において授業参観を実施した。また、その後学級懇談会を行い、学級の様子や児童の様子を伝えることで、家庭との連携を密にすることができた。５年生は、野外活動の説明会を兼ねていたため、たくさんの保護者が参加をした。各学級で２時間の授業参観を行った。４年生は、郡の音楽会で発表する曲を披露するなど、それぞれの学年学級で工夫した授業を行った。体育館では、児童の図工の作品を展示する校内作品展も開催した。また、参観後保護者の方と一緒に大掃除も行い、親子のふれ合う良い機会になった。児童が普段食べている給食を保護者の方にも実際に試食してもらい意見を頂いた。栄養教諭から、給食や栄養に関する話をし、食育に理解を持ってもらう機会となった。また、実際に給食の準備や食べている様子を参観してもらい、児童の様子を伝えることができた。

270人88人

70人30人310人150人196人50人

350人750人

社会科教員の授業公開・研究協議を中心に、社会科の授業のあり方について、研修を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 奈良県社会科研究大会 斑鳩中学校教室 保護者（家族を含む） 各クラスで取り組んできた課題曲や自由曲を歌い、クラス対抗で合唱音楽会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校内合唱音楽会 斑鳩中学校体育館 保護者（家族を含む） オープンスクール期間内に、全クラスの授業公開を行い、本校の教育活動の様子をご理解いただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 オープンスクール 斑鳩中学校各教室 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 休日に授業を公開し、本校の取組について、多くの保護者の方に、授業参観をしていただく。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） 本校格技場にて、ＰＴＡの方が中心になり、バザーを実施する。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） 学級対抗で、学級の絆を深め、ＰＴＡ種目も入れながら、生徒の体力の向上を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

斑鳩町立斑鳩中学校

関連行事 体育大会 斑鳩中学校校門関連行事 ＰＴＡバザー 斑鳩中学校格技室授業公開 休日参観 斑鳩中学校各教室
４年生を対象に行われる交通安全教室に保護者の方にも参加を呼びかけ、児童の安全に対する意識を高めてもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 交通安全教育 運動場・体育館 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 栄養教諭および1年の担任より、学校給食についての話を聞き、食育への理解を深めてもらう。その後、給食を試食してもらったり、１年生の給食の様子を参観してもらったりする。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） 校舎内を開放し、各学級において授業公開や体育館での音楽発表、全校児童の作品展示等を通して、保護者の方々に子どもたちの学校生活の様子を知ってもらう。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） 各学級において授業を公開し、保護者の方々に参観いただき、子どもたちの学校生活の様子を知ってもらう。また、学級懇談会で日々の学校生活の様子を伝える。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方斑鳩東小学校

授業公開 公開授業参観・学級懇談会 教室授業公開 土曜参観 教室・体育館関連行事 ＰＴＡ給食試食会・1年生給食参観 多目的室・教室
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　斑鳩町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 内　　　　　　容参加対象者（左欄に○印を）10/23 (水) ○11/6 (水) ○ その他11/8 (金) ○ その他11/19 (火) ～ 11/21 (木) ○ その他10/29 (火) ～ 10/31 (木) ○○○ その他10/30 (水) ○○○○ その他11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○○ その他11/12 (火) ○○ その他 講師
仕事が思ったより大変でしたが、普段の生活では気がつかなかったことを色々発見できたと思う。家族がいつも働いてくれることの大切さ、有り難さがわかった。頑張ったら地域の人が応援してくれること、事業所の方々が優しくしてくれましたことがうれしかった。（生の感想より）出産後、赤ちゃんを見ている家族の喜びを見ていると家族の幸せを感じます。いのちの大切さ、自分を大切にすることがよくわかりました。性感染症の怖さを改めて感じました。（生徒の感想より）

登校してくる生徒に対して、笑顔の挨拶を向けることで、すがすがしい朝のスタートを切ることができた。

初めは、緊張してましたが、落ち着いて歌うことができ、練習の成果を十分に発揮することができました。クラスが団結し、協力して歌うことができました。（生徒の感想より）
２年生の生徒は、当日までの打ち合わせや、お礼、文集作りなど、真剣に取り組んだ。斑鳩町内の事業所の方のご協力で、丁寧に指導していただき、働くことのすばらしさを体感することができた。いろいろ学級の授業を見学させてもらいました。みんなしっかりと授業をしていました。（保護者の感想より）
教員の指導力を高めるために、授業公開・研究協議などに取組み、研修を深めることができた。

280人220人25人

28人52人95人45人
奈良県助産師会　出前講座ハートポケットより「いのちを振り返って・いのちを育める体について講演をしていただきます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ３年性教育講演会 斑鳩町立斑鳩南中学校 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） キャリア教育の一環として、職場体験を実施します。自ら学び自ら考える力などを培う「生きる力」の育成を目標にしています。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） 学年別、学級対抗各学年が、課題曲と自由曲を１曲ずつ合唱する。虹の家の皆さんが特別参加されます。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） 一日、授業等を自由に参観してもらいます。小学校の教員も参観に来てもらいます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方斑鳩町立斑鳩南中学校

授業公開 オープンスクール 斑鳩町立斑鳩南中学校関連行事 校内音楽会 いかるがホール関連行事 生き生き体験 斑鳩町の各事業所・公共機関等
斑鳩町内の各事業所にお世話になり、職業体験をさせていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ２年生職場体験 斑鳩町内各事業所 保護者（家族を含む） 英語科教員の授業公開・研究協議を中心に、社会科の授業のあり方について、研修を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 奈良県英語科研究大会 斑鳩中学校教室 保護者（家族を含む） 生活委員、教員、ＰＴＡの委員の方が、朝のあいさつ運動に参加し、１日の生活のスタートをきる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 挨拶運動 斑鳩中学校校門 保護者（家族を含む）
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