
開始日 終了日10/24 (木) ○○○○ その他10/25 (金) ○○○○ その他10/29 (火) ○○○○ その他10/11 (金) ～ 10/12 (土) ○○○○○ その他 一般開放10/12 (土) ○○○○○ その他 一般開放11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○ その他12/6 (金) ○○○○　 その他12/6 (金) ○○○○　 その他12/6 (金) ○○○○　 その他

学校名 授業公開関連行事の別 行事名

学校評議員

期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）

教員（他校の教員を含む）

Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組

「地域の子どもは地域で育てる」ことをめざし、学期ごとに子どもを取り巻くさまざまな問題について、話し合い・学び合う。

内　　　　　　容

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） 「地域の子どもは地域で育てる」ことをめざし、学期ごとに子どもを取り巻くさまざまな問題について、話し合い・学び合う。
関連行事 地域別懇談会（済美地区） 済美小学校 保護者（家族を含む）
関連行事 地域別懇談会（大安寺地区） 大安寺公民館 保護者（家族を含む）地域の方 「地域の子どもは地域で育てる」ことをめざし、学期ごとに子どもを取り巻くさまざまな問題について、話し合い・学び合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域別懇談会（済美南地区） 済美南小学校 40人 校区内の学校園の様子がよく分かり、子どもたちをとりまくさまざまな問題について意見交流できるよい機会である。（地域住民）

当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想

40人40人
奈良市が進めている小中一貫教育の取組について学ぶことができた。地域の子どもたちのため、保護者として、地域の住民として、この取組について考えていきたい。（保護者）校区内の学校園の様子がよく分かり、子どもたちをとりまくさまざまな問題について意見交流できるよい機会である。（地域住民）

様々な人権問題について書いた作文を学級全員が読みあう学級での発表会で選ばれた作文を発表する。生徒だけでなく、保護者や地域の方々にも公開することで、さまざまな人権問題についての理解を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
地域の方学校評議員地域の方
学校評議員地域の方

授業公開 人権作文発表会（１年） 体育館 保護者（家族を含む）
様々な人権問題について書いた作文を学級全員が読みあう学級での発表会で選ばれた作文を発表する。生徒だけでなく、保護者や地域の方々にも公開することで、さまざまな人権問題についての理解を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員授業公開 人権作文発表会（２年） 体育館 保護者（家族を含む） 様々な人権問題について書いた作文を学級全員が読みあう学級での発表会で選ばれた作文を発表する。生徒だけでなく、保護者や地域の方々にも公開することで、さまざまな人権問題についての理解を深める。教員（他校の教員を含む）

授業公開 人権作文発表会（３年） 体育館 保護者（家族を含む）
地域の方々、高校の先生を講師にむかえ、各学年１０前後の講座を開設して実施する「総合」の授業。多彩な学習内容、多くの方々とのふれあいを通じて学習意欲の向上をはかる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 春日ふれあい文化祭（全般） 体育館など 保護者（家族を含む） 校区自治会の主催行事として、ふれあいステージの計画や運営など文化祭の実施に地域の方々が深くかかわり、協力していただいている。多くの人々と交流できる大変有意義な取組である。教員（他校の教員を含む） 学校と地域のきずなを深める有意義な取組である。（地域の方）200人 普段の授業とは違う子どもたちの様子も見られてよかった。（保護者）関連行事 福祉体験学習 高齢者福祉施設 保護者（家族を含む） 地域内の高齢者福祉施設の協力を得て、３日間の体験学習を実施。高齢者の方々とのふれあいを通じてさまざまなことを学べる貴重な学習の場である。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 40人 ・この体験を通して、子どもたちには高齢者を思いやれる優しい人になってほしい。（保護者）・生徒だけでなく施設入所者にとっても有意義な時間を持てた。この取組をきっかけに日常的に交流ができればよいのでは。（施設職員）

25人 人権問題について考える点でよい取組であると思うが、日頃の行動にどう結びつけていけるのかが課題（保護者）30人 人権問題について考える点でよい取組であると思うが、日頃の行動にどう結びつけていけるのかが課題（保護者）25人 中学生が日頃からこんなに深く人権問題について考えているとは思わなかった。親としても考えさせることが多かった。（保護者）800人奈良市立春日中学校 授業公開 　春日ふれあい文化祭（ゲストティーチャー授業） 各教室 保護者（家族を含む）
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/26 (土) ○○○○○ その他 ロータリークラブ10/31 (木) ○○　○　 その他11/8 (金) ○○○○　 その他10/5 (土) ○　○○　 その他10/21 (月) ～ 11/1 (金) 　　　　　 その他11/5 (火) ～ 11/8 (金) ○　○　　 その他11/7 (木) ○　○　　 その他11/8 (金) ○○○○　 その他11/11 (月) ～ 11/20 (水) 　　　　　 その他

保護者（家族を含む） 一週間を通してのオープンスクールです。学校評議員地域の方オープンスクール授業公開 授業参観
運動場３年教育相談

地域の方
教室

関連行事 3年進路説明会 体育館世界遺産講演会 体育館
授業公開

関連行事
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） 高校進路説明会

体育大会
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） 興福寺　貫主　多川俊美氏教員（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） 全校生徒が縦割りの4色(赤・緑・青・黄)に分かれ、競技と応援合戦で競い合います。ＰＴＡや地域の方々の協力も得ながら、土曜日に開催します。関連行事授業公開 教室体育館運動場

関連行事 １・２年教育相談 教室関連行事 文化講演会 体育館

奈良市立三笠中学校
保護者（家族を含む） キャリア教育の全校取り組み及び講演会1年「労働に学ぶ」、2年「私の生き方発見プログラム」原田隆史氏の講演、3年「高校授業体験」アナウンサー山本浩之氏の講演会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事
公開授業参観講演会 三笠中教室/体育館

奈良市立若草中学校

保護者（家族を含む） 担任と生徒の二者懇談です。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）教室体育館運動場 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員保護者（家族を含む） 元本校教員の北村　雅昭先生による文化講演会を『松永久秀と多聞城』と題して行います。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
１・３年生は、教科の授業参観です。２年生は、職場体験に向けての取組の一つとしてのゲストティーチャーの講演です。

保護者（家族を含む） 担任と生徒の二者懇談です。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

500人180人

50人50人110人
２年生は８人のゲストティーチャーから仕事のやりがいや大切にすべきことなど、たくさんのことを教わりました。１･３年の授業参観にも多くの保護者の方がお越しいただきました。

5人80人―
「松永久秀と多聞城」と題し、ご講演をいただきました。今、私たちが学んでいる場所にも戦国時代があり、すさまじい時代の流れの波に翻弄されながら現在に至っていることをわかりやすい語り口で教えていただきました。― 学習や生活の頑張っていることや悩んでいること、部活のことなど真剣に話し合いました。

ロータリークラブと連携をとり、講師等を派遣していただき、内容も充実し、地域連携にもつながった。進路関係の事務について一定説明をすることができた。開催時間の不足から話しておきたい事柄の多くの内容を伝えきれていない。地域にある世界遺産を学ぶことで、よりよい理解へとつながった。天候不順のため、10/7(月)に順延されましたが、たくさんの保護者･地域の方々に参観並びにご支援をいただき、生徒たちも大いに燃え、大変盛り上がりました。進路をはじめ、学習や生活の頑張っていることや悩んでいることなど真剣に話し合いました。オープンスクール期間中に授業参観や文化講演会、PTAの行事などを盛り込み、たくさんの保護者や地域の方々がお越しいただきました。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想11/11 (月) ～ 11/15 (金) ○　　　　 その他12/2 (月) 　○　　○ その他 校区小学６年生12/4 (水) ～ 12/6 (金) 　　　○　 その他○　9/13 (金) ○○　 その他○　10/5 (土) ○○　 その他○　10/28 (月) ～ 10/29 (火) ○○○ その他 校区小学校の保護者○　11/11 (月) ○○　 その他○　12/13 (金) ○○　 その他○○9/20 (金) 　○　 その他

関連行事 ３年進路相談 教室関連行事 ウォームアップレッスン 体育館教室 保護者（家族を含む） 校区の小学６年生を対象にした若草中学校１日体験入学です。教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 熱Ｌｅｔ'ｓワーク 校区を中心に約７０カ所関連行事 ふれあい文化発表会 伏見中学校教室・体育館関連行事 ふれあい体育大会 伏見中学校運動場 地域の方関連行事 フリー参観進路懇談会・職場体験発表会 伏見中学校教室・体育館 保護者（家族を含む） 保護者、学校評議員、小学校保護者等を対象にフリー参観を実施する。その後、進路説明会や職場体験発表会を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 人権講演会 伏見中学校体育館関連行事 合唱コンクール 伏見中学校体育館関連行事 人権作文発表会 伏見中学校体育館

保護者（家族を含む） ３年生対象の進路に向けた三者懇談です。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方保護者（家族を含む） 校区を中心に約７０カ所の事業所での３日間の職場体験学習です。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立伏見中学校

保護者（家族を含む） 保護者、地域住民が、参加できる形で、Sugar　StyleSpiritを招くなどして、ふれあい文化発表会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 保護者、地域住民が、参加できる形で、土曜日にふれあい体育大会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 講師先生を招いて、人権講演会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 保護者、地域住民が、参加できる形で、１年生から３年生まで全員体育館に集まり、合唱コンクールを実施する。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） 保護者、地域住民が、参加できる形で、各学年ごとに体育館に集まり、人権学習発表会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

84人400人1200人 地域住民・保護者が参加できる種目も多くあり、一緒に楽しめた。

138人135人 進路決定に向けて、真剣な話し合いができました。生徒会が中心になり、校区の小学６年生に若草中を紹介しました。教科の体験授業では大変楽しんでくれたようで嬉しかったです。皆さんのご入学をお待ちしております。

50人

500人100人300人
学校の取り組みや、生徒の実態を知ることができて良かった。

生徒たちのすばらしい顔を数多く見ることができました。よく頑張りました。この３日間で得られたものは宝物だと思います。事業所の皆様には本当にお世話になりました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。地域住民・保護者が生徒と共に、ステージ発表や展示発表を見学し、交流を深めることができた。
地域住民・保護者が生徒と共に人権について考えることができた。生徒の合唱を地域住民・保護者に聞いてもらい有意義な時間を共有することができた。地域住民・保護者が生徒と共に人権について考えることができた。 3/17



開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想9/20 (金) ○○○　○ その他 学校支援ボランティア10/3 (木) ○○○　○ その他 学校支援ボランティア10/18 (金) 　○　○○ その他 学校支援ボランティア11/5 (火) ○○○　○ その他 学校支援ボランティア通年 　○　　○ その他 学校支援ボランティア9/9 (月) ～ 9/13 (金) ○○○○○ その他 学校運営協議会委員9/30 (月) ○○○○○ その他 学校運営協議会委員10/9 (水) 　○○　○ その他 学校運営協議会委員11/29 (金) 　○　　○ その他 入学予定の小学６年生

関連行事 文化発表会 本校体育館･各教室
関連行事 ゲストティーチャーによるキャリア教育(1年） 本校関連行事 体育大会 本校グランド

関連行事関連行事 学力向上の取組 本校図書室授業公開 2学期　学校開放（公開授業） 本校
文化発表会 都南中学校

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） 学力向上の取組の一貫として、学習のつまづきの克服を目指し、主として数学について教員と学校支援ボランティアが協働で取り組む。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） 文化発表会　展示見学（９日～1３日）　ステージ発表（1３日）関連行事 体育大会 鴻ノ池陸上競技場 地域の方授業公開 公開授業 都南中学校 保護者（家族を含む） ICT教育推進事業にともなうデジタル教科書・電子黒板を活用した公開授業・研究協議。教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 体験入学 都南中学校

奈良市立富雄中学校
保護者（家族を含む） 体育館で文化部(吹奏楽他）、生徒会の発表、２・３年生合唱コンクールを行う。合唱コンクールでは、保護者、教師の合唱も行う。教室では、文化部、各教科等の展示を行う。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） 陸上競技中心の体育大会。ＰＴＡ参加種目も行う。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） 様々な職種や事業所のゲストティチャーを招き、働くことの喜びや厳しさなどの話をしていただく。12講座開設し、実習なども体験する。富雄中学校区地域教育協議会も1講座を担当する。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） 2日間学校を開放し、全ての授業を公開する。ＰＴＡに受付、制服のリサイクル等の協力をしていただく。また、学校評議員の授業参観と評価を受ける。2日目には学級懇談会を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立都南中学校
保護者（家族を含む） 保護者にとどまらず、地域の方にも積極的に大会の運営や競技に参加を呼び掛ける。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） 来年度入学予定小学生体験入学教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

落ち着いた授業風景を参観していただけた。また、来年度入学予定の保護者も交流会(PTA本部主催）の後、参観していただいた。落ち着いた授業の様子に感心されていた。

500人500人 多くの保護者、学校支援ボランティア、学校評議員に来ていただき大好評であった。働くことの喜びなどの話をしていただき、キャリア意識が向上した。また、地域教育協議会コーディネーターも講座(お菓子職人）を担当していただき好評であった。
150人250人7人

5人300人200人

230人

多くの保護者、学校支援ボランティア、学校評議員に来ていただいた。特に、合唱のレベルが上がり大好評であった。

地域教育協議会の中心活動となり、生徒、保護者、教職員の理解を得、定着してきている。家庭学習の不十分な生徒にとって有意義な取り組みとなる。耐震工事の影響で展示場所が十分確保できず、地域の方の作品等の展示にも迷惑をかけてしまった。耐震工事の影響でグランドが使えず、鴻ノ池陸上競技場での平日開催となったが、保護者・地域のボランティアからは、おおむね良かったと感想が寄せられている。周知が遅かったせいもあり、教員だけの参加になってしまった。小学生は、部活の見学を楽しみにしてるようであった。4/17



開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想12/7 (土) ○○○○○ その他 学校運営協議会委員12/7 (土) ○○○○○ その他 学校運営協議会委員9/28 (土) ○　○○　 その他10/26 (土) ○　○○　 その他11/20 (水) ○　○○　 その他12/6 (金) ○　○○　 その他10/7 (月) ～ 10/31 (木) ○○　　○ その他 福祉施設職員１０月 ○○○○○ その他 地域コーディネーター10/29 (火) ○○○　　 その他
関連行事 星空観察教室月の観察会 運動場図書室授業公開 授業参観（講演）進路説明会 図書室

関連行事 どんごが丘フェスティバル 田原小中学校体育館

授業公開 授業参観公開授業 都南中学校関連行事 ＳＡＫＵＲＡ夢フェスタ 都南中学校関連行事 幼小中合同運動会 田原小中学校運動場
関連行事 校内マラソン大会 田原小中学校運動場及び校区授業公開 公開授業参観 田原小中学校学級教室
関連行事 福祉体験学習 図書室福祉施設 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） 十三夜の月の観望会秋～冬の星座についてのお話

保護者（家族を含む） 公開授業と職場体験報告会教員（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） 地域教育協議会が中心に開催するフェスタ教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立田原中学校

保護者（家族を含む） 幼稚園児，小学生，中学生が共に競技や集団演技に取り組む。種目も幼小中合同の種目やブロック種目等小中一貫教育校としての工夫も凝らしている。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） 「どんごが丘フェスティバル」と銘打ち，保護者はもちろん，地域の方にも広く公開している。今年度から「音楽の部」と「学習発表の部」の２部で構成し，１年生から９年生までが音楽発表や学習の成果を発表する。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） 全学級で授業を公開する。保護者はもちろん，地域の方にも広く公開する。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） 体育の授業や朝の耐寒練習の成果として，１年生から９年生までの全校児童生徒が自己の記録に挑戦する行事となっている。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） ゲストティーチャーの講話と実習（公開）２２日…高齢者福祉施設（２ケ所）にて、一日体験学習を実施。事前学習…活動目標や出し物について（縦割り班）事後学習…学習の振り返りと礼状教員（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） 講演会の実施進路説明会の実施教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

200人150人70人
昼食前に伝統芸能祭文踊りを地域の方といっしょに園児・児童・生徒全員で踊った。各競技にも地域の方々に参加いただき、あとかたづけまで協力していただいた。

150人350人 恒例となった行事で、校区全域に周知が進み、参加者も年々増加している。
台風接近のため昼の炊き出しは中止となったが、本年度より土曜日開催となったため多くの方々に来ていただいた。地域の方々の舞台発表や園児の発表など充実した内容であった。全学級道徳の授業公開であり、並行して調理実習講習会を開催した。さらに参観後講師を招いての講演会も実施したため、参加者も多数であった。20人5人―
きびしい寒さの中、子どもたちの安全も見守りながら、多くの方々に参加していただいた。生徒全員できちんと最後まで頑張れた。挨拶や礼儀面もきちんとできていた。実施時期を２月２０日に変更10人 親子で一緒に参加でき、学習できたことがよかった。

今年は、２年生の職場体験報告会も開催できたので、多くの方の参加があった。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/21 (月) ～ 10/25 (金) 　○　　○ その他 講師1/24 (金) ○○　○○ その他 講師11/29 (金) ○○　　○ その他 講師12/10 (火) ○○○　○ その他 地域コーディネーター12/2 (月) ～ 12/6 (金) ○○　　　 その他9/14 (土) ○○○○　 その他10/5 (土) ○○○○　 その他11/8 (金) ○　○○　 その他11/16 (土) ○○○○　 その他

関連行事 防災学習 図書室

関連行事 里山まつり 興東中学校

関連行事 教育講演キャリア学習 図書室
関連行事 伝統文化体験学習 教室関連行事 教育相談ストレスチェック 各教室 保護者（家族を含む） 学級担任との二者懇談ストレスチェックの実施及び職員研修教員（他校の教員を含む）学校評議員

授業公開 第４回オープンスクール 興東中学校

関連行事 耐寒駆け足週間 運動場校区内

奈良市立柳生中学校 地域の方保護者（家族を含む） 和楽器の体験学習とお話教員（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） 防災学習地震防災についての学習。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） 世界遺産学習にかかわっての内容で、講師先生をお招きして、お話を聞く教員（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） 冬の体力づくりの一貫として、授業前に駆け足を行う。駆け足週間の最終日（６日）に保護者の方々の協力を得て、校内マラソン大会を実施、教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立興東中学校

関連行事 興東フェスティバル 興東中学校 保護者（家族を含む） 地域の方をゲストティーチャーに迎え、幼小中の子どもたちを対象にした１０講座を開設する。子どもたち相互の触れ合いをはじめ、地域の方々との交流を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 体育大会 興東中学校 保護者（家族を含む） 体力つくり、統率された集団の育成、そして生徒が主体的に考え発表するダンスなどの学習発表の場とする。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） オープンスクールを設定し、主として授業参観を地域にも公開する。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） 地域の教育力を主にした行事である。地域と関わりのある伝統文化、歴史、芸術、そして地域産の物品などを「興東ブランド」と称して紹介や販売を子どもたちが地域の方々と共に行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

2人3人 生徒へのアンケートを基に懇談を実施した。また、期間中にカウンセラーによる職員研修を行った。琴の先生２名に来校いただき、琴の説明と演奏を聴いた。その後、全校生徒１１名が琴の演奏の指導を受けながら、熱心に演奏に取り組んだ。

200人150人40人 ・定期的にオープンスクールを行ってくれているので参観しやすい。・生徒たちが積極的に授業に取り組んでいる姿を見れて良かった。

7人5人7人
・この場所での体育大会が最後なので、思い出深い大会となった。・ダンスも毎年いろいろ考えていて今年もとても良かった。

地震の時の対応について、身近なことから考えることができた。親子で一緒に参加でき、学習できたことがよかった。生徒もしっかりと聞いてくれて態度もよかった。

300人

寒い中、生徒全員が完走できてよく頑張った。・中学校の劇に幼稚園児が参加して、ほのぼのとしていた。・いろいろな体験講座があり楽しめた。・地域全体で影絵を鑑賞して良かった。
・地域の方と幼稚園、小学校、中学校との交流がとても良かった。・地域の方のいろいろな展示で頑張っていることが改めてわかった。 6/17



開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/8 (火) ○○○○　 その他10/25 (金) ○○○○　 その他11/8 (金) ○○○○　 その他11/12 (火) ～ 11/13 (水) 　○　○　 その他6/17 (月) ○10/31 (木) ○○○ その他9/20 (金) ○○○○ その他10/19 (土) ○○○○ その他10/22 (火) ～ 10/24 (木) ○ その他8/3 (土) ○○○○○ その他 北消防署署員

関連行事 職場体験 奈良市内

関連行事 体育大会 登美ヶ丘中学校　グラウンド関連行事 文化鑑賞会 登美ヶ丘中学校授業公開 公開研究授業 登美ヶ丘中学校
関連行事 文化発表会 平城西中学校授業公開 １日フリー参観 平城西中学校

関連行事関連行事 職場体験 校区を中心に５０ヶ所の事業所関連行事 体育大会 平城西中学校
防災セミナー 平城西中学校

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） 地域の事業所や伝統産業の事業所で職場体験を実施し、働く意義と喜びを体験する。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） 地域教育協議会主催により、北消防署の協力を受け防災体験・防災クイズ・防災食体験を行う。

奈良市立登美ヶ丘中学校
保護者（家族を含む） 保護者や地域の方との交流の場としている教員（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） 保護者や地域の方との交流の場としている教員（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） 授業の公開教員（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年生が地域の事業所で職場体験を実施教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立平城西中学校

保護者（家族を含む） 朝の会から終わりの会までの授業公開を行う。その後、学年・学級懇談会を持つ。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） 午前中は各学年・生徒会・吹奏楽などの発表、午後は音楽会を行い合唱コンクールを行う。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） 色別の応援合戦、種目競技を行う。校区小学校の６年生も１部競技に参加し、小中の交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

27人20人200人

234人18人

130人

250人150人10人

学びの共同体の授業を見学。楽しそうに学習に取り組んでいました。一生懸命に頑張って働いていた。小学生から、よく慕われていた。

生徒の頑張る様子をみて、うれしかった。上級生が中心となって､1，2年生をリードし､素晴らしい応援合戦だった。奈良の歴史を題材にした劇で、みんな集中してみていた。本物にふれる機会を大切にしたい。
・子どもの授業の様子を見ることが出来良かった。・学級懇談会では日頃疑問に思っていたことを聞くことが出来たのでよかった。・進路について理解できたので良かった。・みんな良く頑張っている合唱の様子を見られて良かった。・3年生がとても良かった。下級生のいい刺激となった。・作品展示にいろんな工夫があり良かった。もう少し見学時間が欲しかった。（保護者の感想より）
・おおむね全ての事業所より生徒が頑張っていた報告を受けている。・生徒は3日間の仕事をやり遂げ、その大変さと達成感を得ることが出来た。・郷土「なら科」との関連より伝統産業の事業所開拓を進める。・さまざまな防災体験を行うことが出来良かった。・缶切り体験、ハイゼックス米による防災食体験はいい体験となった。
・3年生をリーダーとした応援はとても良かった。・ラジオ体操の動きが揃っていてとても気持ちよかった。・小中交流種目で小６を中学生がリードしている様子はほほえましかった。（保護者の感想より）
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想9/20 (金) ○○○○　 その他10/10 (木) ○○○○　 その他10/23 (水) ○○○　　 その他11/29 (金) 　○○　○ その他11/13 (水) ～ 11/15 (金) 　○　○　 その他

関連行事 音楽コンクールと文化発表会 奈良県立文化会館国際ホール

二名中学校
関連行事 職場体験学習 校区を中心に７０箇所

関連行事 体育大会 二名中学校グランド
関連行事 文化講演会 二名中学校

教員（他校の教員を含む）関連行事 ウェルカムレッスン
学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 命を守る仕事、町を支える仕事、教え学ぶ仕事、物をつくる仕事、物を売る仕事、生活を楽しく豊かにし喜びや感動を与える仕事、自然や動物とふれあう仕事というコースを設定して７０箇所の事業所で職場体験を３日間行います。

奈良市立二名中学校

保護者（家族を含む） 午前中１年生～３年生まで学級毎に課題曲と自由曲の合唱を行います。午後からは文化部の発表と有志による発表で文化発表会を開催します。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） 六色に分け三学年で兄弟学級をつくります。その色別対抗の体育大会になります。個人で参加する種目、学級全員で参加する種目、色別の参加種目などいろいろな形で参加していきます。種目としては１００㍍　２００㍍　８０㍍ハードル８００㍍　（女子）　１５００㍍（男子）　学級全員大縄跳び　色別対抗綱引き障害物競走　４×１００㍍リレー　４×２００㍍リレー　二名五輪色別対抗スウェーデンリレー　などがあります。　午後の最初に開催される応援合戦も練習の成果が楽しみな催し物です。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） 全ての学級で授業参観を行い、その後体育館で親子で一緒に文化講演会を行います。最後に学級懇談会も設定しています。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） 来年度に二名中学校に入学する、二名小学校　青和小学校　登美ヶ丘小学校の六年生に二名中学校の教師が授業を行います。９教科１２講座程度の授業を開設し希望によって講座を選択してもらいます。その後３小学校での簡単な交流会を体育館で開催します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

419人
423人
150人275人
80人 この体験を通して、社会生活上のルールやマナーを身につけさせ、社会参画しようとする態度を養うことを目標に。事業所の方々が真剣に取り組んで下さった。おかげで、生徒たちの大多数は有意義な時間を過ごすことができ、素晴らしい職場体験ができたと思います。

子ども達に自己有用感を獲得させ、社会で自立して生きていく力を身に付けさせたいとの思いで実施する発表会、孫の発表を楽しみに参観される祖父母の方や、保護者、来賓等にも非常にも好評で、その満足度は高く、生徒たちも達成感に満ちていたと思います。知力・体力・忍耐力を身に付けて、正々堂々と生きる子どもを育てるための一環として行われる体育大会、地域の方や、保護者等の見学者も多く、生徒達の頑張りを見て「さすが中学生は違う。迫力がある」等々、非常に好評で、天気にも恵まれ、すばらしい体育大会を実施できたと思います。自分や他人への理解を深め、生命を大切にする心、人権を尊重する心はぐくむような素晴らしい話を、巧みな話術で、楽しく講演していただいたおかげで、生徒や保護者に感動と癒やしをあたえたと思います。小中一貫の取り組みの一つとして実施しているウェルカムレッスン、小学生達は、楽しい中学校の授業を体験し満足げだった。また、中学校の敷居が低くなって、入学を楽しみに待つ生徒が増えた様です。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/3 (木) ○○○○○ その他 スクールサポーター10/26 (土) ○○　○　 その他11/2 (土) ○○○○○ その他 スクールサポーター11/9 (土) ○○　○　 その他○　5/10 (金) ○○　 その他○　9/19 (木) ○○　 その他○　11/19 (火) ○　　 その他　○1/21 (火) 　　　 その他○　12/5 (木) ○　　 その他関連行事 性教育講演会 本校授業公開 １日体験入学 本校 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） 講師を招いて、保護者合同の性教育講演会を実施する。

関連行事 体育大会 京西中学校 地域の方 六条校区主催のふれあい祭りに生徒・職員・保護者が参加し、舞台発表や模擬店を運営。関連行事 六条ふれあい祭り 六条小学校 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）

授業公開 1日自由参観 本校関連行事 文化発表会 奈良県文化会館

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）
関連行事 伏見南ふれあいの日 伏見南小学校 学校の1日の生活の様子を公開教員（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）教員（他校の教員を含む） 伏見南小学校PTA主催の「ふれあいに日」に生徒・職員・本校PTAが参加し、舞台発表やエコキャップの回収を行う。

保護者（家族を含む）
学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 学級単位で合唱コンクールを行い、３年生は、学年合唱を実施する。また、ギター・マンドリン部、吹奏楽部の発表会を実施する。学校の1日の生活の様子を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立京西中学校
保護者（家族を含む） 体育授業及び集団づくりなどの学習成果の発表。教員（他校の教員を含む）学校評議員

一部（午前）は地域や特色ある職業の方々をゲストティチャーとしての公開講座。二部（午後）は奈佐誠司氏（車いすダンサー）を招いての講演会を実施し、生き方について考える一日とする。授業公開 第5回京中オープンスクール 京西中学校

奈良市立富雄南中学校 保護者（家族を含む） 校区３小学校の６年生を招待し、授業見学及び生徒会との交流や部活動見学を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
授業公開 1日自由参観 本校 教員（他校の教員を含む）

400人―300人
生徒たちの生き生きと活動するすがたを見ることができてよかった。また、幼稚園児の見学や地域や保護者の見守り隊など地域との一体化が進むようすを見ることができた。

35人50人430人
ギターマンドリン部によるオープニングと舞台演奏、美術部の作品展などを見学し、中学校での活動の一部を知ることができてよかった。また、小学生から中学生への成長を目のあたりにし、よろこびと安心感を抱いた。・落ち着いて、真面目に授業を受けている。・挨拶がしっかりできる生徒が多く気持ちがよい。・大変素晴らしい環境の中で一生懸命に歌う生徒達に感動した。・3年生全員での学年合唱は、鳥肌が立った。・1年から3年生までの成長過程を垣間見ることができた。40人220人20人
これまで各小学校ごとに体験入学を実施していたが、今年度から校区内の全小学校が集まって実施した。中学生との交流はもちろんのこと、小学校の児童同士の交流も深まり、中１ギャップ解消の一助となった。・パワーポイントを駆使した講演は、わかりやすく、同時に上映された映像は非常にリアルであった。また実際の乳児の重さに設定された人形はわかりやすかった。

台風接近により中止午前の部のゲストティチャーによる25講座の公開授業では仕事の大切さや生き方を学ぶことができた。参加者（保護者や地域の方々）からは、すべての講座を聴いてみたかったという感想をいただいた。

・落ち着いた環境の中、みんなしっかり学習している・真面目に熱心に授業を受けている。・挨拶がしっかりできる生徒も多いが、挨拶の質が変わってきたように思う。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想○○9/9 (月) ～ 9/13 (金) ○○　 その他○　9/10 (火) ○○　 その他○　10/9 (水) ○○　 その他○○10/24 (木) ○○　 その他　　10/29 (火) ～ 10/31 (木) 　○　 その他○　11/16 (土) ○○　 その他

関連行事
教員（他校の教員を含む）

関連行事 職場体験

学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 学期に１回、１週間にわたってオープンスクールを実施している。朝の会から終わりの会までどの時間帯でも自由に参観していただき、生徒たちの学校生活全般を参観していただく。
関連行事 体育大会 平城中学校 芸術鑑賞、文化クラブの発表、有志の発表を行い、それらを公開する。文化鑑賞会・発表会 平城中学校

市内各事業所
関連行事 平城“食と農”ふれあいフェスタ２０１３ 奈良競輪場 教員（他校の教員を含む）学校評議員
授業公開 土曜参観 平城中学校 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日頃見ていただけない方にも広く周知する。教員（他校の教員を含む）学校評議員

奈良市立平城中学校

授業公開 オープンスクール 平城中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
地域の方
学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 全校が縦割りの4色（赤・緑・青・黄）に分かれ、競技と応援合戦で競い合う。PTAや地域の方々の協力も得ながら、開催する。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） “食と農”をテーマに中学校区の幼・小・中・地域がそれぞれ取り組んでいる内容を発表し、交流する。保護者（家族を含む） ２年生が地域の事業所や伝統産業の事業所で職場体験を実施し、働く意義と喜びを体験する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
地域の方

オープンスクールを１週間実施することで、「仕事の都合をつけやすくなった。大変ありがたい。」という保護者もおられた。保護者だけでなく、地域の方にとって、学校が足を運びやすい場となれるよう、今後とも開かれた学校づくりに努めていきたいと考える。

2000人
150人
200人 授業公開には１５０名以上の保護者が参加し、学校の取組に対するアンケートに対しては肯定的な回答が多かった。また、今年度からふれあいサタデーという名称にし午後からは校区内の小学生が部活動を体験できるようにしたところ約６０名の児童が参加した。

200人100人150人
働くことの喜びや厳しさを学ぶよい機会となった。各事業所の方も好意的にご協力をいただき大変ありがたかった。また、生徒が自ら探してきた事業所もあり、体験終了後も交流している者もいる。この体験を通して、好ましい勤労観を身につけたり、自己有用感を感じたりしている姿が見受けられる。

今年は有志発表が例年に比べ多かったことや生徒たちが共同制作に取り組んだことで充実した内容となった。文化鑑賞会は、和太鼓の鑑賞であったが、周知が不十分であったためか地域や保護者の方の参加が少なかった。開会式直後に激しい雨が降ってきたため、１日順延することになった。その結果、仕事を続けて休めない方も多く例年に比べて観客が少なかったように思う。しかし、生徒たちは大変よく頑張り、大いに盛り上がる素晴らしい体育大会であった。２回目を迎えた平城“食と農”ふれあいフェスタであるが、今年度は自治連合会も企画の段階から加わっていただき、組織としても充実してきたように感じる。生徒が地域に貢献する良い機会で、自分が地域の一員であることを自覚させる良い機会であった。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/9 (水) ○○○○　 その他10/26 (土) ○○○○　 その他10/30 (水) ○○○○　 その他11/1 (金) 　○　　　 その他11/6 (水) ○○○○　 その他11/9 (土) ○○○○　 その他11/25（月） ～ 12/3（火） 　○○ その他 C・S準備委員 臨場感あふれる面接練習に、生徒たちは普段見せない緊張感を味わうことができた。また、面接に来ていただいた方々も、中学生に直接接していただくことで、学校理解に大いに役立った。関連行事 ３年模擬面接 飛鳥中学校 保護者（家族を含む） ３年生対象に模擬面接を実施。面接官を外部人材（市議会議員、保護司、銀行、郵便局、自衛隊、大学講師、NPO法人代表、元校園長、ミュージシャンなど）に依頼。本年度は２１名の面接官に延べ３３室で集団面接（３～４名）練習、その後ご指導をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員 21人地域の方

授業公開 飛鳥小中授業交流会 飛鳥小学校 学校評議員地域の方関連行事 あすかフェスティバル 飛鳥小学校 学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 飛鳥地区自治連合会が主催し、地域の各種団体や幼稚園・小学校・中学校が協働して実施する飛鳥地区最大の地域イベントである。授業公開 授業参観進路説明会学級懇談会 飛鳥中学校 保護者（家族を含む） 全学年で授業参観を行い、３学年は進路説明会、１・２年生は学級懇談会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 1年施設交流会 市内福祉関係施設授業公開 ＩＣＴ教育推進モデル校公開授業研究 飛鳥中学校 保護者（家族を含む） デジタル教科書を使用した授業の参観教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 飛鳥中学校創立30周年記念行事 飛鳥中学校

教員（他校の教員を含む）
保護者（家族を含む） 連携型の小中一貫教育のモデル校である飛鳥小・中の事業の一つで、小学校の授業を中学校の全職員が参観する。なお１学期には中学校の授業を小学校の全職員が参観する予定だったが、警報による臨時休業のため、授業をビデオ撮りし、夏休みの小中合同研修で意見交流した。指導主事の先生方にご講評いただいた。教員（他校の教員を含む）
地域の方保護者（家族を含む） １学年の障害者理解教育の取組みとして、１３の福祉施設に班ごとに訪問し交流する。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） 飛鳥中学校創立30周年記念行事実行委員会が主催し、バザー・ミニライブ・参加型イベント・同窓会等を行う。ゆるキャラ・モザイクアート・模擬店等は生徒が中心になって取り組む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

30人10人800人

50人1500人110人 施設交流後班ごとにパワーポイントを使ってまとめている。施設の方々と交流し、障害者理解につなげることができた。12月10日に発表会を行う。1年は社会・国語、2年は英語の公開授業を行った。授業後の分科会で意見交流し、その後全体会をもって指導主事の先生方からご講評をいただいた。今後の指標となった。準備から片付けまで実行委員・生徒の手によってスムーズに行えた。オープニングや模擬店では生き生きとした生徒の様子が見られ、充実したものとなった。

小学校の授業参観を行った。キャリアの視点で授業を参観し、授業後の分科会ではＫＪ法を用いて分析を行った。全体会では指導主事の先生に助言をいただいた。天候の心配があったが、開催できて良かった。体育館発表ではは吹奏楽部が演奏を行った。模擬店のお手伝いで地域の方や保護者と交流でき、やりがいがあった。1・2年は通常の授業参観、3年は助産師講演会で「命の大切さ」を学ぶことができた。進路説明会では保護者の真剣な姿が見られた。奈良市立飛鳥中学校
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想11/8 (金) ○11/15 (金)  ○  その他10/30 (水)  ○○  その他9/25 (水) ～ 9/26 (木) ○○○○ その他11/6 (水) ～ 11/8 (金)  ○ ○ その他10/10 (木) ○○○○ その他12/6 (金) ○○○○ その他

授業公開 1年・2年道徳公開授業 各学級 地域の方地域の方保護者（家族を含む） 2年生4学級において校内研究授業
関連行事 職業体験学習 校区を中心に約50カ所の事業所
授業公開 校内研究授業 2年教室関連行事 文化鑑賞・文化祭 体育館及び校舎周辺 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） 各事業所にて職業体験学習教員（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）関連行事 体育大会 運動場 地域清掃活動秋の収穫祭卒業生桝貴志（バリトン歌手）によ記念公演

学習成果の発表４色に色団に分かれての応援合戦関連行事 創立30周年記念行事 体育館・中庭・調理室 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）
奈良市立登美ヶ丘北中学校

保護者（家族を含む） 1年：「教室のいじめ」ロールプレイの取り組み。2年：貿易ゲームを使った部落差別問題への導入。その時代の社会の仕組みを理解する。教員（他校の教員を含む）学校評議員教員（他校の教員を含む）学校評議員保護者（家族を含む） 文化鑑賞、大蔵流狂言の鑑賞。各クラス発表及び文化部や委員会の発表。ほとんどのクラスが、本校の伝統である学級劇に取り組む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 88人300人150人

96人―300人
1年生にとっては、新鮮な学びであった。2年生にとっては、自分たちの生活を見つめなおす機会になった
体育館に立ち見が出る状況で、好評を得た44事業所の協力を得て成果を上げたパソコンを使い体験報告を作成し、冊子にまとめた。
教員個々のスキルアップの機会となった

好天に恵まれ、思う存分学習成果を発表できた。特に応援合戦は、どの色団も甲乙つけ難いものだった。地域・PTAの協力を得て、午前中は、校区内の幹線道路植え込みや公園の清掃、収穫祭として芋煮会、午後からは記念公演と充実した1日だった。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/27 (日) ○　　○　 その他10/29 (火) ○　　○　 その他10/3 (木) ○○○○　 その他11/5 (火) 　　　　　 その他11/20 (水) ～ 11/22 (金) ○　　○　 その他9/28 (土) ○　○○　 その他9/26 (木) ○○○○　 その他10/8 (火) ○○○○　 その他

職場体験学習関連行事 学校周辺の事業所等

地域の方教員（他校の教員を含む）保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員
キャリアマナー講座2年生保護者会 体育館 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）
成果発表(第２９回体育大会)
地域の中で、身近な方々がそれぞれの職場や事業所で、日々どのような仕事をされているのか、現場に出かけ、約6時間の労働を3日間にわたって体験し、労働の厳しさや、大切さ、達成感や充実感、責任感とやりがいといった様々な思いを味わう機会を設ける。地域の人たちが自らの仕事にどのように向き合っておられるか学ぶ。

保護者（家族を含む） 民主主義や政治の基本となる選挙制度について、生徒会選挙の立会演説会を保護者や地域の人にも公開し、生徒の立候補の決意や応援演説について前向きにがんばる生徒の様子を見ていただく。
会議室

授業公開 生徒会本部役員選挙 体育館
これまで１・２年生で行ってきたキャリア教育を具体的な進路選択につなげるための、生活の見直し、よりよい生活習慣の構築、生徒と保護者と教員が手を取り合って、進路獲得までの道を歩むための協力を依頼し、不安や疑問に応える機会を設ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員

授業公開
奈良市立都跡中学校

保護者（家族を含む） 11月の職場体験学習を前に、航空会社の元客室乗務員の河本栄味子さんを講師にお迎えし、生徒・保護者・地域の方々に社会人としての挨拶や礼儀などについて、実演を交えたマナーについて学ぶ。また保護者には職場体験の具体的な方法や職場について説明を加え、学習の意義を詳しく伝え、協力を依頼する。教員（他校の教員を含む）学校評議員
関連行事 体育大会 本校運動場 地域の方保護者（家族を含む）地域の方3年生保護者会
関連行事 都跡ふれあいまつり 都跡小学校 保護者（家族を含む）
関連行事

地域教育協議会事業の一環で「都跡ふれあいまつり」に吹奏楽部が参加します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文化発表会 奈良市立平城東中学校体育館及び各教室等 保護者（家族を含む） 各学級・学年・文化系部活動の発表教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 体育大会 奈良市立平城東中学校運動場 保護者（家族を含む） 学習成果発表教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

80人
5人100人

進路指導において保護者としても参考になった。

20人5人150人 例年以上に整然とした体育大会で、安心した。
保護者にとっても大変有意義であった。生徒の活力に感銘を受けた。

273人220人
1年学年合唱、2年合唱コンクール、関西大会金賞の吹奏楽部演奏で盛り上がり、3年学年劇「サウンドオブミュージックin琉球」と拍手が鳴り止まず、早くも来年も期待する声が多く聞かれた。展示発表も見ごたえがあった。平日にも係らず、学校評議員、地域の方、保護者さらに園児も多数見学され、生徒たちは競技に応援に途切れることなく熱中し、充実した一日であった。また、皆様からの高評価を得ることができた。

職場体験を終えて、生徒たちも少し大人になった気がする。吹奏楽部の演奏と美術部の作品展示に感動した。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想10/18 (金) ○○○○　 その他10/18 (金) ○○　 その他10/29 (火) ○○○　　 その他11/5 (火) 　○○　○ その他 校区小学校6年生児童10/5 (土) ○○○○　 その他11/2 (土) ○○○○　 その他10/8 (火) ○11/5 (火) ○12/2 (月) 　通年　　毎月 ○　 その他11/22 (金) 　年３回 ○　○　 その他11/17 (日) ○○○○　 その他

授業参観 奈良市立平城東中学校各教室授業公開
奈良市立平城東中学校周辺通学路関連行事 クリーンボランティア

授業公開 日曜参観 月ヶ瀬中学校

関連行事 月ヶ瀬文化祭 月ヶ瀬公民館月ヶ瀬小学校体育館アルミ缶回収活動 月ヶ瀬中学校地域全域アルミ缶リサイクル工場
保護者（家族を含む） 地域あげての文化祭。地域の方が集い、日頃の文化活動の成果発表を行う。美術技術作品展示のほか、１年が地産地消で作った梅干しの販売やＰＴＡ主催のリサイクルバザーを行う。異年齢が共に集い、交流する。関連行事関連行事 地域清掃活動梅林清掃 月ヶ瀬中学校区全域 保護者（家族を含む） 自分たちの通っている通学路を清掃・美化活動をする。学校周辺の梅林清掃をおこなう。保護者（家族を含む） 日曜参観　日頃の学習活動の成果を広く地域、保護者の方に発信する。1年　福祉体験　2年　職場体験発表会　3年　進路学習会

奈良市立月ヶ瀬中学校
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） 校区小学校6年生を対象とした体験入学教員（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） 終日授業公開

健民グラウンド関連行事 新入生体験入学 奈良市立平城東中学校各教室等関連行事 月ヶ瀬体育祭 保護者（家族を含む）

奈良市立平城東中学校
保護者（家族を含む） 通学路清掃教員（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 月ヶ瀬保育園、小学校、中学校、地域の方が集い、健民グラウンドで行う体育大会です。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） 保護者や地域の方の協力で、地域内のアルミ缶を回収→つぶし→リサイクル工場搬入を行う。換金したお金で車椅子などの福祉用具を福祉施設に贈呈する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方教員（他校の教員を含む）学校評議員教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

170人150人300人 小中一貫教育に向けた新たなスタートともいえる授業等に、小学生、生徒会本部の生徒、教員ともそれぞれに本事業の意義を感じていたようだった。

10人 行事日時を７月１１日（木）に変更しての実施であったが、地域の方々の協力を得ることができた。

40人

150人150人5人 　通学路を中心に点検、美化作業を実施した。公衆トイレや落ち葉、ゴミを掃除して郷土愛を深めることができた。　各学年の取り組みが予定通り実施できた。特に1年の車いすやアイマスクを使った親子での福祉体験学習は充実していた。

たくさんの保護者が見に来られ、学校で見せるわが子の成長に新たな発見をされたようである。
　保小中の子どもやその家族、地域の方々が多数参加して盛大に実施しました。当日は天候にもめぐまれ、プログラム通り実施することができました。　今年は関西茶業振興会の行事と合同で実施したので、参加者が例年より多かった。PTAはリサイクルバザー、1年生は梅干の販売を行い、どちらも完売しました。　地域挙げてのアルミ缶回収は今年で18年目になる。地域住民、ボランティア、学校が連携して実施している。地域の福祉充実、環境保護に役立っている。

関連行事 エコキャップ・ベルマーク運動 奈良市立平城東 保護者（家族を含む） 10人 保護者や地域の方を始め生徒たちがこつこつ集めたエコキャップとベルマークを、生徒会役員を中心に、てきぱきと点検しまとめることができた。また、ボランティアの生徒は予想以上に集まり、がんばることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 エコキャップやベルマークを収集点検
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想11/6 (水) 　○　　　 その他9/20（金） ○○○○　 その他9/26（木） ○○○○　 その他10/18（金） 　○　○　 その他10/27（日） ○○　　　 その他10/27（日） ○○　　　 その他11/14（木） 　○　○　 その他
授業公開

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） 地域で文化活動をされている方々をお招きし、１３の講座に分かれてお話を伺ったり、体験させていただいたりします。
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） １３の講座に分かれ、地域の方々を講師としてお招きし、様々な職業についてのお話を伺います。

関連行事 小中合同職員研修小中合同防災訓練 月ヶ瀬中学校武道場健民グラウンド 保護者（家族を含む） 奈良市東部地域合同　地域防災訓練を実施。地域消防署・消防団と共に消火訓練　ＡＥＤ訓練など　親子・地域とともに防災訓練を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 文化祭 都祁中学校体育館 午前中に吹奏楽部のコンサートと全校生徒による合唱コンクールを実施します。午後からは、新井宗平さんと娘さんの咲さんによるトーク＆コンサートをお願いしています。。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） ３学年６クラスでの学級対抗で競い合います。下級生は体力・経験に差があるため、ハンディをもらい闘います。奈良市立都祁中学校

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
関連行事 都祁中学校運動場関連行事 体育大会

地域交流会Ｐａｒｔ２「都祁中ハローワーク」
日頃の学習活動の様子をできるだけ多くの保護者の方に知っていただくため、日曜日に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

地域の方
地域交流会「趣味に学ぶ」 都祁中学校各教室日曜参観 都祁中学校各教室 保護者（家族を含む）

都祁中学校各教室関連行事 PTA教育講演会 都祁中学校ランチルーム 保護者（家族を含む） 保護者の皆さんで、現在の教育課題について講師を招いて学び合います。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事

5人60人 各クラス、団結力を示すすばらしい合唱を披露しました。また、新井宗平さんのコンサートは、聴く者の心に、優しさやあたたかさをはこぶものでした。
　保小中が連携し、中学生がリーダーとなり、分団ごとに避難訓練を実施した。その後講師を招聘し、中学校で防災に関する講演会を実施した。

80人30人100人
学級対校で真剣勝負。やはり３年生のクラスが優勝し、プライドを守りました。地域の方々から、地域の伝統行事や日本の伝統文化などを学び、普段接することのない様々な事に興味を持つことができました。普段の参観にはお仕事の関係で見に来にくい方や、兄弟姉妹にも授業の様子を見てもらうことができました。30人15人 携帯電話をうまく利用するにはどうしたらよいかについて、「家族のルール作り」という観点から講演をしていただき、意見交流もすることができました。様々な職業について、職業選択の理由や仕事の内容、やりがいなどについて学ぶことができました。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想9/20 (金) ○○○○ その他9/26 (木) ～ 9/27 (金) ○○○○ その他10/5 (土) ○○○○ その他9/20 (金) ○10/15 (火) ○10/17 (木) ○10/18 (金)  10/22 (火)  その他11/19 (火) ○11/21 (木) ○11/22 (金) ○  その他11/20 (水) ～ 11/22 (金)  ○ ○ その他学校評議員

関連行事 運動会
本校

授業公開 授業参観･懇談 本校
授業公開 授業参観･懇談

地域の方 地域の事業所等の協力を得て、働くことのすばらしさや厳しさを実感し、職業観を広げ、深めることを目指し、実施する。教員（他校の教員を含む）保護者（家族を含む）関連行事 職場体験学習 地域等

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） 中学校文化祭。各学級の発表（劇）とともに有志発表も行います。関連行事 ハリソンスクール教員と交流 本校
関連行事

本校
文化祭 本校

小中一貫教育校となって３回目の小中合同運動会を１～９年までいっしょになって取り組みます。教員（他校の教員を含む）
地域の方学校評議員

奈良市立富雄第三中学校

保護者（家族を含む） 姉妹都市のオーストラリア、キャンベラ市にある小中一貫教育校のハリソンスクールから９名の教員が来校。２日間にわたって本校児童生徒職員と交流を深めます。また、地域との交流も実施します。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）
保護者（家族を含む） 授業参観及び学級懇談会（小学校）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 人権学習の授業参観及び学級懇談会（全学年）教員（他校の教員を含む）

100人
1000人
300人

第３回となる小中合同の運動会を実施し、児童生徒が協力して準備や運営、片付け等に取り組み、空模様の気になる中、みんなのきずなを深めることができた。保護者からは、とても良かったという声を聞いている。
80人 中学校の各学級から劇の出し物及び吹奏楽部の演奏、他に有志のダンス等が行われ、見応えのある文化祭となった。また、デザインクラフト部や教科の作品、修学旅行記等も展示された。参観された方からは、「いい文化祭ですね」という言葉をいただいた。

300人
40人

ハリソン校の先生の授業や本校の授業参観を通して、交流を深めることができ、児童生徒の英語への関心も高まった。また、地域の方々による歓迎会や本格的な茶道体験も地域の協力を得て実施できた。来年度は、ハリソン校から十数名の生徒が本校に来る予定である。
多くの保護者が来校され、小中学校ともに人権に関する授業参観を行った。６年生の広島修学旅行での平和集会の再現や、中学部では友達のいいところに気付きあう授業が行われ、保護者からの感想も聞くことができた。日常の教科学習での児童生徒の生の姿を保護者等に見ていただいた。５年生については、１１月１５日に行われた奈良市立小学校音楽発表会で好評であった合唱、合奏の記録を視聴し、子どもたちの頑張りに感動したとの感想を多くいただいた。８年生４０人が１６の事業所の協力を得て、職場体験を行った。元気よくきびきび働くことができ、多くの事業所からお褒めのことばをいただいた。この活動を通じて、生徒は多くのことを学び、一歩成長することができた。
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開始日 終了日学校名 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）Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　中学校・高等学校の取組 内　　　　　　容 当該校の教職員・生徒以外の参加人数 御意見・御感想9/29 (日)  ○  ○ その他 中学生と保護者10/26 (土) ○○  ○ その他 中学生11/10 (日) ○○○○○ その他 幼稚園児・小中学生11/19 (火)  ○○  その他11/23 (土) ○○ ○ その他12/20 (金) ○○ その他 24人関連行事 育友会「一日高校生（授業体験）」 一条高等学校館 保護者（家族を含む） 育友会会員が本校の教員による授業を体験する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人文科学科第１８回市民公開フォーラム 学園前ホール(奈良市西部会館３階）

関連行事 第56回一条杯奈良県中学校英語レシテーションコンテスト 一条高等学校講堂関連行事 第１７回ふれあいコンサート 一条高等学校講堂
関連行事 オープンスクール 一条高等学校講堂 保護者（家族を含む） 奈良県下で希望する中学生3年生とその保護者が、一条高校の学校説明を受け、授業を体験し、部活動や校内を見学する。教員（他校の教員を含む）学校評議員

関連行事 学校評議員会 一条高等学校記念館 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）
学校評議員地域の方

保護者（家族を含む） 教科書、テキスト、自作のエッセイ等を題材としたスピーチやスキット発表のコンテスト教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方

教員（他校の教員を含む）
保護者（家族を含む） 地域と、幼稚園、小学校・中学校と音楽を通じての交流を図る.教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 学校運営に関する意見交換保護者（家族を含む） 講演とシンポジウム

57人
900人
5人 一条高校2学期の取り組みや特色を学校評議員の方々に紹介した。各学科の取り組みや部活動等に学校の特色が出ている事を理解いただいた上で、今後キャリア教育にも力を入れてほしい等の意見をいただいた。

1453人
幼稚園、小学校、中学校との連携で、地域に密着した行事として定着している。本校部員の配布するチラシを毎秋楽しみに待っていてくださるなど、温かい声をかけていただき、地域に支えられている事を改めて実感する良い演奏会となった。
本年度は例年以上の申し込みがあり、中学生、保護者の関心が非常に高いことを実感した。学校説明会、体験授業、部活動案内で、本校の特色等を十分に伝えることができたと思われる。本年度は参加希望者も大幅に増え、個人の部21名、複数の部13組が参加し、内容的にもレベルの高い、活気あるコンテストとなった。長年続いている行事であり、中学生にとって、英語による発表の場として、良い刺激となっていると思われる。奈良市立一条高等学校
毎年、参加される保護者に大好評で、本年度で4回目を迎える行事となった。130人 毎年楽しみにしてくれている人もおり、今年も好評だった。今年度は来場者が少なく、広報活動に力を入れる必要性を感じた。
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