
開始日 終了日関連行事 奈良市小中一貫教育研究発表会 11/2 (土) 午前：奈良市中部公民館午後：はぐくみセンター（奈良市保健所・教育センター） パイロット校の取組から小中一貫教育のシステムづくりなどの手法や成果を学ぶとともに、教職員のみならず、保護者、一般市民にも小中一貫教育を広報する。リレートーク、講演会、分科会、テーマ別研修会を実施。 400人 　参加者アンケートの結果、「たいへん参考になった」「参考になった」と回答した割合が、パイロット校長によるリレートーク、講演会、テーマ別研究会の全てにおいて９０％を上回っていた。具体的な取組についての話が聞けたので、今後の見通しを持つことができたという声があった。関連行事 子ども安全の日の集い 11/17 (日) 学園前ホール 子どもたちの安全確保に関する研修を行い、学校関係者などの安全意識を高める。 260人 地域での、「子どもの見守り」と「子どもの自己防衛力の育成」、「具体的に子どもが助けを求めてきた場合の対応」等について学習。参加者のほとんどが、『子ども安全の日の集い』のあり方・内容について肯定的な意見を述べる。10/17 (木) ～ 10/17 (木)  ○   その他10/4 (金) ～ 10/4 (金) ○○   その他9/27 (金) ～ 9/27 (金) ○10/18 (金) ～ 10/18 (金) ○11/8 (金) ～ 11/8 (金)  11/29 (金) ～ 11/29 (金) ○ その他10/16 (水) ～ 10/16 (水)  10/29 (火) ～ 10/29 (火) ○12/16 (月) ～ 12/16 (月)    その他10/22 (火) ～ 10/22 (火) ○11/19 (火) ～ 11/19 (火) ○   その他10/26 (土) ○○○○○ その他9/27 (金) ～ 9/27 (金) ○10/12 (土) ～ 10/12 (土) ○10/24 (木) ～ 10/24 (木)  11/6 (水) ～ 11/6 (水) ○11/14 (木) ～ 11/14 (木)  その他 年少者と遊ぶ中で優しく接したり教えたりしながら、年長者としての自覚が生まれてきた。

御意見・御感想

指導主事を招聘し、指導を受け指導力や資質の向上につながっている。また、保育園の先生との研修も有意義であったと思う。保護者の参加により、親子触れ合い、保護者同士のつながりや幼稚園教育への理解につながったと思う。いろいろなお話を聞かせて、いただく中で,想像力･理解力が育まれ、お話大好き、絵本大好きの子どもに育ってきている。地域や近くにある世界遺産･文化遺産に触れることで地域に愛着と誇りを持ち、大切にしようとする意識の芽生えにつながった。コーチからサッカー遊びの指導を受け、楽しさや体を動かす心地よさを感じている。地域各種団体と幼･小･中生徒、保護者など多数の方達との触れ合いを通して、,地域に親しみを感じたり、人々との触れ合いを楽しむことができた。1000人120人

当該校の教職員・子ども以外の参加人数

9人54人24人12人112人

Ｈ25奈良県教育週間　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）学校関係保護者一般市民
内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名

奈良市教委 学校関係保護者地域ボランティア一般市民

奈良市立飛鳥幼稚園

保育公開 園内研究会 園全体 保護者（家族を含む） 指導主事を招聘し、教師の力量を高めるために相互研修をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 かるがもの日 保育室･園庭 保護者（家族を含む） 親子で縁庭の草引きをしたり、リズム遊びやダンスをして、労働の大切さを知ったり、親子のふれあいを深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お話の会 絵本の部屋 保護者（家族を含む） 地域の方に来ていただき、保護者の有志の方も一緒に絵本や地域の伝記などを読み聞かせてもらい、創造力を豊かにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育 飛鳥地域興福寺・新薬師寺・大宿所 保護者（家族を含む） 自分たちの住んでいる街の身近な様子に気付いたり、地域にある世界遺産や文化遺産に触れ、親しみをもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 サッカー遊び 園庭 保護者（家族を含む） 地域のサッカークラブのコーチに来ていただき、ボールに触れたり蹴ったりしてサッカーに興味を持ちながら楽しんで体を動かす。教員（他校の教員を含む）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 保護者（家族を含む） 地域主催のフェスティバルに参加し、小･中学生や異年齢の方、地域の方たちとふれ合う楽しさを味わう。また、歌や踊りなどを披露したり地域の方の楽器演奏やいろいろな催しを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児の会 保育室・園庭 保護者（家族を含む） 在園児と一緒に遊んだり、同年齢の友達と歌を歌ったり遊んだり、かいたり作ったり等、幼稚園に興味をもって親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/7 (木) ～ 11/7 (木)  ○○○ その他9/24 (火) ～ 9/24 (火) ○10/23 (水) ～ 10/23 (水) ○11/20 (水) ～ 11/20 (水) ○○ その他11/14 (木) ～ 11/16 (土) ○○○○○ その他10/3 (木)  10/24 (木) ○11/1 (金)  11/7 (木) ○12/5 (木) ○ その他 未就園児親子10/4 (金)  ○ ○ その他10/16 (水)  10/23 (水) ○11/6 (水)  ○○ その他 近隣の幼稚園・保育園10/24 (木) ○○ ○○ その他 未就園親子、近隣の幼稚園・保育園児11/1 (金) ○○ ○○ その他 未就園児親子11/17 (日) ○○   その他

地域の方に話を聞いたり、文化財に触れたりすることで自分たちの地域の良さを感じる事ができた。目の前で人形劇を鑑賞し、感動を共有することができた。自分たちで栽培し、収穫したサツマイモをみんなで食べることで、楽しく食べたり収穫の喜びを感じたりすることができた。幼稚園での子どもの様子を見ていただいたり、一緒に制作をしたりして親子で楽しく過ごす機会となった。

高齢者との触れ合いは、幼児にとって心温まる経験になり、高齢者を大切にしようという気持ちが育まれる。いろいろな曲や楽器演奏、日本古来からの芸能に触れることで音楽に関心をもち、楽しむことができた。子どもたちの作品を地域の方や保護者に参観してもらい、子どもたちの成長を感じていただいた。子どもたちも認めてもらったことで自信になり、生活への意欲につながった。園児たちは、未就園児と一緒に遊ぶことを楽しみにしたり、優しくかかわろうとする姿が見られるようになってきた。都合により、平成26年1月21日に変更し、実施した。昔の正月遊び（コマ回し、羽子板、カルタ等）を教えていただき、楽しい一時を過ごすことができた。8人25人53人4人8人

65人150人160人25人

関連行事 シルバー教室ふれあい会 飛鳥公民館 保護者（家族を含む） 地域の「生き生きシルバー教室」のかつどうに参加し、一緒に歌ったり踊ったりして、楽しく過ごしながらお年寄りに親しみと愛情をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 音楽鑑賞会 リズム室 保護者（家族を含む） いろいろな管を楽器やリコーダなどの音にふれたり、楽器演奏を聴いたり、日本古来のしゃもじや鍋のふたの演奏と踊り、また南京玉すだれを楽しく見て、感性を育む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 園内 保護者（家族を含む） 園児や未就園児がかいたり作った作品などを展示し、子ども達の心身の育ちや発達にあった育ちを見て、感じてもらい幼稚園教育を啓発する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立鼓阪幼稚園

関連行事 未就園児（ひよこ・こじかクラブ） 幼稚園 保護者（家族を含む） 在園児と一緒に遊び、幼稚園に慣れたり、親しんだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい会 幼稚園 保護者（家族を含む） 民生委員の方を招いて、昔の遊びを教えていただく中で、ふれあい遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域探索 奈良公園般若寺 保護者（家族を含む） 自分たちの住んでいる地域や地域の方、近隣園の幼稚園・保育園児と一緒に地域にある世界遺産や 文化財に触れ、親しみをもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人形劇鑑賞 幼稚園 保護者（家族を含む） 園児、保護者、未就園児親子、近隣の幼稚園・保育園、地域の方等、一緒に人形劇を鑑賞し、楽しいひとときを過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 収穫祭 幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者や未就園児親子を招待し、園で栽培したサツマイモを使って園児が焼き芋をしたり、一緒に食べたりして収穫の喜びを味わう。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 幼稚園 保護者（家族を含む） 日曜参観を実施し、日頃参観していただけない家族の方に幼稚園での様子を見ていただいたり、一緒に遊んだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/17 (日) ○○○○ その他10/16 (水) ○ ○  その他10/29 (火) ○11/5 (火)   ○ その他10/30 (水) ○ ○○ その他11/2 (土) ○ ○○ その他11/8 (金) ○ ○○ その他11/28 (木) ～ 12/1 (日) ○○○○ その他10/22 (火)  ○○  その他10/27 (日) ○○○○ その他 一年生
幼､小の教師間の協力体制のもと実施し、秋の奈良公園の自然や文化財に触れ一緒に秋を楽しんだ。合同遠足の感動をグループで話し合う中で会話も弾み、次の関わりに期待をもった。保護者や地域の方々の協力で、幅広い交流をもつことができ園児も保護者も地域の良さ、すばらしさを実感することができた。また、保護者が工夫した遊びのコーナーでは、親子の､楽しい経験を深めた。

園児と保護者、地域の方となら町探検を行った。各場所で地域の方から話を聞き、自分たちの住んでいる地域の文化財に触れ、楽しむ機会となった。親子一緒に横断歩道の歩き方や踏切の渡り方などを実際に指導を受けたことで、安全な歩き方や交通安全のルールを守ることの大切さを再確認する機会となった。お家の方や地域の方と一緒にリズムや曲に合わせて体を動かしたり、バルーン遊びをしたりして遊び、心も体もほぐれ、ふれあい遊びを楽しむことができた。地域の方から手作りおもちゃの作り方を教えていただき、親子で一緒に作ったり、保護者の手作り迷路やゲームで遊んだり人形劇を鑑賞したりして、地域の方やお家の方とのふれあいを楽しむことができた。園児や未就園児（3歳児）たちが取り組んだ様々な作品を展示し、お家の方や地域の方、未就園児親子、児童や保育士など多くの方に見ていただく機会をもったことで、園教育の啓発になった。

園児の作品を見ていただき、幼稚園教育の理解を深めたり、子どもの成長を見ていただくことができた。地域の方と英語で挨拶を交わしたり、歌をうたったりして、英語に親しむことができた。

63人88人

15人28人58人122人85人205人

250人関連行事 人権フェスタ 北人権文化センター 保護者（家族を含む） 鼓阪幼稚園の教育活動の取り組みのパネル表示したり、園児の作品を展示する。家族を含む保護者の方と一緒にみんなで展示した物を見る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立済美幼稚園

保育公開 英語で遊ぼう 幼稚園 保護者（家族を含む） 英語の言葉や話に興味や関心をもち、歌ったり体を動かしたり、絵本を見たりして楽しく過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育（ならまち探検） ならまち 保護者（家族を含む） 地域の方々の案内でならまちを歩き、世界遺産・地域遺産に触れ親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 親子交通安全教室 幼稚園 保護者（家族を含む） 奈良県警察官に、親子一緒に自転車の乗り方、横断歩道の歩き方などを実際に指導していただき、交通安全の大切さを学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 土曜参観 済美小学校体育館 保護者（家族を含む） 講師を招聘し、リズムに合わせて体を動かしたり、地域や保護者と一緒に触れ合い遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい広場 幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の方々と一緒に手作りおもちゃを作ったり、親子でゲーム遊びをしたり、人形劇を見たりして楽しく過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 幼稚園 保護者（家族を含む） 在園児や未就園児（3歳児）が描いた絵や制作物をリズム室に展示し多くの方に子どもたちの作品を見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
　　　　

関連行事 幼小連携【合同遠足】 若草山東大寺 保護者（家族を含む） 幼稚園児と一年生がペアになり、秋探検に出かけ、合同授業につなげる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 秋フェスタ 佐保幼稚園 保護者（家族を含む） ＰＴＡが中心となり、いろいろな催し物や、ゲーム遊びなどを企画し、親子や地域の方と触れ合い交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/2 (土) ○○○○ その他11/6 (水)  ○○○ その他11/15 (金) ～ 11/16 (土) ○○○○ その他10/11 (金) ○○○○ その他11/1 (金) ○○ ○ その他11/6 (水)  ○ ○ その他11/8 (金)  ○○○ その他11/7 (木) ～ 11/9 (土) ○○○○ その他

幼児たちは小学校へ行くことに期待をもち、今までに交流を積み重ねてきた保育園児と一緒に活動する機会もあり喜んでいた。１年生のリードで集団遊びやゲーム遊びなどを経験でき、より就学に向けての期待が高まった。地域のゲストティーチャーの方に花の名前や生け方を教わり楽しんで取り組むことができた。また、できた作品を園内作品展で飾り、多くの人に見ていただくことができて良かった。地域の方々の協力と園で収穫したサツマイモで、焼きいもパーティーを楽しむことができた。みんなで分け合い食べることの楽しさを十分に味わうことができた。作品展を通して、多くの人たちに幼児の発達の過程や幼児教育の内容について知ってもらうことができた。また、感想やアンケートをとることで、幼児や教職員も達成感を味わうことができた。

地域の人々との温かいふれあいを通して、子どもたちも保護者も、地域の人々を身近に感じた。また、パネル掲示では、地域の園教育の発信をすることができた。日本の伝統文化に触れ、緊張感の中にも穏やかなひとときを過ごすことができた。挨拶で始まり､挨拶で終わる礼儀作法も地域の方から｢上手だね」となどと温かい言葉をかけてもらうことで、地域の方の優しさを心地よく感じながら、嬉しそうに活動する子どもたちの表情が伺えた。作品展の案内やチケット売り場の役割を年長児がして、たくさんのお客様を迎えることができた。地域の方から、｢子どもの成長がみれて嬉しい」「みんなの優しさ、温かさがいっぱい伝わりました」などという感想をいただき、楽しい時間を過ごした。地域の年長者の方々と昔遊びやふれあい遊びなどをすることで、人の温もりや親しみを感じ、言葉や態度で自分の思いを伝えようとする姿が見られた。また運動会でした演技を見ていただくことで、幼児教育の理解に繋がったと思われる。82人165人2人2人210人

127人
13人
105人

　　　　　奈良市立佐保幼稚園
関連行事 佐保人権触れ合いフェスタ 佐保人権文化センター 保護者（家族を含む） 年長児が人権フェスタのオープニングに参加する【リズム遊び】佐保幼稚園の教育活動の取組のパネルを掲示する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 さほっ子クラブ 佐保幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の方の趣味や特技を教えていただき、日本の伝統文化に触れる。【剣道・柔道・茶道・華道・わらべうた】教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 オープンキンダーガーデン 佐保幼稚園 保護者（家族を含む） 保育公開と園内作品展を通して子どもたちの成長を見てもらう。また、親子制作の場をもち、親子の関わりを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立大宮幼稚園

関連行事 園児とのふれあい会 園内 保護者（家族を含む） 地域の年長者の方を幼稚園に招き、ふれあい遊びをしたり、一緒に間食したりして親しみをもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ミニ運動会 大宮小学校 保護者（家族を含む） 三笠保育園・大宮保育園・大宮幼稚園の年長児と大宮小学校１年生の児童が運動遊びを通して交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 生け花体験 園内 保護者（家族を含む） 地域のゲストティーチャーを招き、生け花を教わり日本文化に触れる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 やきいもパーティー 園内 保護者（家族を含む） 幼稚園で収穫したサツマイモを使って、地域の方々を招きやきいもを作り、みんなで分け合って食べ、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育公開 作品展 園内 保護者（家族を含む） 園内作品展を開催し、保護者や地域の方、保育園児を招く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/15 (金) ○○○○ その他9/28 (土) ○○○○ その他10/17 (木) ○○○○ その他10/29 (火) ～ 10/30 (水)  ○○○○ その他 大学の先生11/2 (土) ○○○  その他11/28 (木) ～ 11/30 (土) ○○○○○ その他 未就園児親子12/6 (金) ○○12/8 (日)    その他 大学の先生12/11 (水) ○○○ ○ その他 大学の先生

愛育会の役員、委員の保護者の方が園児が楽しめる内容を企画してくださり、園時たちの喜ぶ笑顔がみられた。また年少児が年長児の刺激をうけてトマトジュースを保護者の方や地域の方に販売した。その経験が自分たちの遊びへとつながった。２日間連続公開保育の経験は、子どもの遊びをより深く考える機会となった。参加された保育園の先生方とも意見交流でき、大学の先生からのご指導をうけ、より深まった研修となった。休日なので、家族で来られ、年少児は制作の中で自分で考えつくっているところをみていただき、年長児は一緒に卒園記念の陶芸を経験して頂いた。普段来られない家族の方も来て頂き園児も喜んでいた。友達と一緒につくって遊んだものを作品展に飾った。遊べるものが飾ってある作品展ということで、保護者や地域の方々、他園の先生方からもよい評価を受けたことが、感想やアンケートからわかった。休日には大勢の方が参観してくださった。雨天のため、かけ足を実施できなかった。保育参観後、午後から参加される先生方もおられた。カンファレンスでは、参加された幼保の先生方との意見交流や、大学の先生から幼児の姿を分析していただきご指導をうけ、今の時期の課題も見えて、充実した研修となった。

地域に古くからある寺院でのお茶会は厳かな雰囲気や、受け継がれてきた伝統文化を感じ取りながらの取り組みとなった。また、ご住職のご配慮により様々な伝統ある仏具に触れさせていただき、『奈良の音見つけ』を楽しませていただく貴重な体験の場となった。今年度は佐紀幼稚園の園児と一緒に発表することで、練習でも交流ができよかった。また校庭で年長児がトマトジュースを販売し、地域の方とのふれ合いができてよかった。

70人

300人80人100人100人200人―

10人関連行事 お茶会 西方寺 保護者（家族を含む） 西方寺のお茶会に招いていただき、日本文化に触れる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立都跡幼稚園

関連行事 都跡ふれあいまつり 小学校体育館 保護者（家族を含む） 年少、年長それぞれ学年で歌と合奏を発表する。佐紀幼稚園園児も一緒に参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 みあとようちえんあきまつり 保育室リズム室園庭 保護者（家族を含む） 保護者の愛育会主催で、園児が楽しめる催しを実施。（ゲーム、遊びコーナーなど）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ２日連続公開保育研究会 保育室リズム室園庭 保護者（家族を含む） 幼保合同カリキュラム作成にあたり、公開保育を実施。保育者間で協議し、大学の先生方に指導を受ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 土曜参観 保育室リズム室園庭 保護者（家族を含む） 普段、園に来て頂けない家族の方が来てくださり、保育の様子を参観したり、また参加して一緒に遊んだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 保育室リズム室 保護者（家族を含む） 在園児、未就園児の作品や絵を展示。親子一緒に参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 体力づくりかけ足 園庭 保護者（家族を含む） 体力づくりかけ足週間の中で、保護者の方も一緒に参加する日をもうけて、体を動かす心地よさを味わってもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 公開保育研究会 保育室園庭リズム室 保護者（家族を含む） 幼保合同カリキュラム作成にあたり、公開保育を実施。保育者間で協議し、大学の先生方に指導を受ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 ○10/5 (土) ○○○○ その他 未就園児ひよこ組親子○10/11 (金) ○○○ その他 地域コーディネーター○10/1 (火) ～ 12/3 (火) ○○○ その他 地域コーディネーター○10/21 (月)11/11 (月) ○ ○ その他 サッカー協会指導員○10/22 (火)  ○○○ その他 未就園児ひよこ組親子○10/30 (水)  ○○○ その他 地域の茶道講師○11/6 (水)  ○○○ その他 未就園児ひよこ組親子○11/14 (木)  ○○○ その他 未就園児ひよこ組親子
保護者だけでなく、祖父母の参観も増えた。また、地域の方々も見に来られるなど来園者が増えた。小学１年生も学年全体で、一緒に見ながら作品についての話を楽しんだ。園の生活や園児の遊びの姿を見ながら、幼稚園生活に親しみをもつ機会になった。園児と共に人形劇鑑賞をすることで、より園になれることが出来た。

今年度の運動会も種目や競技内容などいろいろな工夫があった。園児の手作り制作によって楽しさがより伝わり大変良かった。５歳児が準備や片付けなど積極的に力を合わせて行っている姿が見られた。園児が楽しんでいる様子、特に中学生の演奏や合唱などを聴いて、一緒に調子を合わせている姿が見られてとても感激した。今年度は、親子でじっくり落ち着いて絵本を見る時間と環境を確保し、貸し出しを前もってすることにしたことが良かった。また、家庭での様子やつぶやきなどカード記入してもらうことも実態把握や意識向上に効果があった。園で友達と一緒にサッカー体験をし、体を動かす機会が増えることはとても良い。保護者の自由な参観も、運動を意識する機会となっている。毎年、園児も保護者も楽しみにしている楽器演奏会であり、普段なじみの少ない楽器に親しむ良い機会である。みんなで、自由に合奏出来る場もあり、みんなで楽しむことが出来ている。親子でお茶会に親しむ機会をもつことで、共通の話題となり、親子のふれあいも深まり、楽しいひとときになっている。茶道に関する話も講師先生から聞くことが出来、視野が広がっている。35人223人55人

170人15人180人
55人48人

　　　奈良市立大安寺幼稚園

関連行事 運動会 園庭 保護者（家族を含む） 在園児・保護者だけでなく、未就園児親子や地域の多くの方などの参加ができる演技をプログラムに取り入れる。最後に全員参加の演技種目で交流を広げ深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 春日中学校文化祭参加 春日中学校体育館 保護者（家族を含む） 春日中学校体育館での中学生吹奏楽部によるコンサートに参加し、地域の催しに関心をもつようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子絵本の日 ぴこぴこルーム 保護者（家族を含む） ４歳児５歳児別に月２回ずつ、毎週火曜日に降園前に行っている。保育者による読み聞かせに参加したり、園で借りた絵本や本を親子で読んだりする。また、地域のコーディネーターによる手遊びやクイズ、読み聞かせなどの日も設けて、親子で楽しみながら絵本に親しみ、興味関心を高め、つながりを深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 キッズサッカー 園庭 保護者（家族を含む） 元気いっぱい体を動かして遊んだり、みんなで一緒にめあてをもって遊ぶ楽しさを味わったりしている園児の姿を保護者に参観してもらうことで、体力を育てる必要性や夢中になって遊ぶ大切さを知らせ、子育ての参考となるようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 音楽鑑賞会 リズム室 保護者（家族を含む） 在園児・保護者だけでなく、未就園児親子や地域の多くの方などの参加を広く呼びかける。生の楽器演奏や楽しい曲や歌にふれ、ゆったりと過ごす時間や場の中で心豊かな経験が出来る機会をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 親子お茶会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方からお茶についてのいろいろな話を聴いたり、お点前について教えて頂いたりしながら、親子で日本の伝統文化にふれ親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む） 園内の各コーナーやリズム室に、在園児の作品や絵、未就園児の作品など展示する。保護者と一緒に参観したり、地域の方に参観していただきながら、幼児教育の理解を促すようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 人形劇鑑賞（未就園親子登園ひよこ組　　開催日） リズム室 保護者（家族を含む） 在園児・保護者だけでなく、未就園児親子・地域の方などにも広く呼びかけて、一緒に人形劇を鑑賞をする。楽しさを共有しながら、交流を広げるようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/5 (土) ○○○○ その他10/20 (日) ○○○○ その他11/4 (月) ○ ○○ その他11/13 (水)   ○○ その他11/19 (火) ～ 12/6 (金) ○ ○○ その他12/1 (日) ～ 12/5 (木) ○○○○ その他10/20 (日)  ○○○ その他11/1 (金) ○○   その他

12月2日は、保護者も駆け足に参加し、わらべ歌遊びなども一緒に行った。日頃から体力作りをしている幼稚園の取組を知らせることができた。子どもたちの一生懸命走っている姿や戸外遊びで積極的に遊ぶ様子に体力がついて嬉しいという声が聞かれた。自然物も沢山使い生き生きとした作品ばかりで、個人が工夫して根気よくつくった作品や共同制作の大作に感動した。絵画を見て多様な経験をしているんだとわかった。少人数なのにリズム室いっぱいに素晴らしい作品展だと多くの感想をもらった。地域の高齢者の方々に歌や踊りを見てもらったことで、大きな拍手をしていただき、園児の自信につながった。１１月５日に実施。園児・保護者・未就園児みんなが人形劇団「ごろごろ」の人形劇やペープサート・紙芝居を通して、いろいろなお話を、楽しむことができた。

二つの神輿を作り、みんなで担いだり、地域の方も交えて周りで盆踊りを踊ったりして60周年を祝った。大変盛り上がった手作りの運動会で、参加者みんなの心がひとつになり感動したという感想を沢山もらい嬉しく思う。参観日としたので、親子体操では未就園児も共に親子で参加し一緒に体を動かして楽しめた。地域行事として定着しているので、地域の方も見たり一緒に体操したりとリズム室いっぱいに一緒に触れ合うことができた。家族が相談して工夫しながらつくり自然物の素晴らしい作品ができた。園内作品展で飾るが好評で、大人が夢中になり楽しかったと喜びの感想の声が聞けた。敬老会では家族の見学もあり、地域の方に喜んでもらい幼稚園教育のＰＲとなった。毎月、在園児が未就園児と遊んだり歌の発表を聞いてもらったりして自信にもなり、絵本読み聞かせの地域の方と触れ合う機会にもなる。１２月のプレゼント袋をつくるが、親子が楽しみにしていて地域の子育て支援として評価を得ている。30人
13人100人1000人30人

105人56人30人奈良市立東市幼稚園

保育公開 運動会（創立６０周年記念） 園庭 保護者（家族を含む） 在園児の家族・未就園児親子・地域の方、みんなで運動会を楽しむ。創立６０周年記念として、神輿をみんなでかついで祝う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 東市まるごと子どもフェスタ 園内 保護者（家族を含む） 東市地区交流事業「東市まるごと子どもフェスタ」会場となる。その地域の催しの中の「親子体操」に親子で参加。地域の方と体操を通じて交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 家族参観 園内 保護者（家族を含む） 家族で、木工遊びを楽しむ。その後、地域の敬老の集いに参加して歌や踊りを披露する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ひよこ組ふれあい日 園内 保護者（家族を含む） 在園児と未就園児が一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせを聞いたり、制作遊びをしたりする。未就園児の親が子育てについての情報交換や悩みについて話し合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 体力作り駆け足 園庭 保護者（家族を含む） 保護者にも参加を呼びかけ、体力作りのための駆け足をする。納会には、地域の畑で収穫したサツマイモで焼き芋パーティをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む） 在園児の日頃からの作品・絵画や制作物を展示し、地域にも公開する。未就園児の作品も共に展示する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 敬老会 奈良市立平城小学校体育館 保護者（家族を含む） 平城小学校で行われる敬老会に参加し、地域の高齢者の方々とふれ合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人形劇観劇 リズム室 保護者（家族を含む） PTA協力の下、保護者の自由参加で人形劇を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/24 (木) ○○○○○ その他11/12 (火) ～ 11/13 (水) ○    その他11/12 (火) 保護者（家族を含む）○○ その他11/19 (火) 保護者（家族を含む）○○ その他11/22 (金) ○ ○○○ その他 未就園児11/28 (木) ～ 11/30 (土) ○○○○○ その他 未就園児10/30 (水) ○○ その他11/1 (金) ○○○ その他

奈良市立平城幼稚園
新入園児健康診断・面接を行った為、中止しました。たくさんの家族の方や、地域の方、平城小学校の１年生や先生方に見に来てもらい、園児の自信や次への意欲につながった。小学校で使うリコーダーの演奏を聴かせて頂き、より一層興味を持つことにつながった。親子で壁飾りをつくった。いろいろな素材を使い、我が子と相談をしながら作れたことで、親子間で共通の話題をもてるなど、楽しむことができた。

地域・学校園・保護者が一体となり取り組んだ活動の発表の場として、10月24日に実施した。園児・保護者が地域の中で育てられているということが実感できた。行事の都合で、日を変更し、園内作品展と合わせた。親子で作品を見たことが、園児たちにとって嬉しい経験となった。100人

―320人70人65人

3000人関連行事 ”食と農”ふれあいフェスタ 奈良県立競輪場 保護者（家族を含む） 平城中学校区（地域・中学校・小学校・幼稚園）”食と農”ふれあいフェスタを実施し、親子で参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 保育参観 保育室リズム室 保護者（家族を含む） 保育室・リズム室での参観及び学級懇談会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 ひまわり組 リズム室 保護者（家族を含む） 未就園児３歳児対象に親子登園を実施し、在園児とふれ合ったり、園生活を体験できるように親子で活動する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内作品展 リズム室保育室 保護者（家族を含む） 作品展を地域の方々・保護者を対象に実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 誕生会 リズム室 保護者（家族を含む） リコーダー鑑賞会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 親子活動 リズム室 保護者（家族を含む） 親子で一緒に遊ぼう教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

園内や地域の畑で収穫したサツマイモで焼き芋をし、友達や地域の方と収穫を祝う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
おにぎりパーティー関連行事関連行事 やきいもパーティー 保育室園庭 6人6人

身近な場所で米を炊いたことで、園児はご飯になるまでを五感を通して感じることができた。また、栽培活動でお世話になった地域の方々に話を聞いたことも、年少児の来年への期待につながっている。地域の方と一緒に、日頃経験できない焼き芋をしたことで、地域の方への感謝の気持ちや収穫への喜びを感じることができた。
園内や地域の畑で収穫したサツマイモと米で作ったさつま汁やおにぎりを味わい、友達や地域の方と収穫を祝う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/5 (火) ○○○ その他11/13 (水) ○○ その他11/21 (木) ～ 11/23 (土) ○○○○ その他11/23 (土) ○○○ その他10/4 (金) ○○○○○ その他 未就園児10/15 (火)  ○ ○ その他10/21 (月) ○○○○○ その他 小学生10/29 (火) ○○○○ その他11/8 (金) ○○○○○ その他 未就園児 都合により、未実施

地域の方々を始め、普段なかなか幼稚園の活動を参観できない家族の方々や幼小連携で小学生が多数見に来てくれるなど、幼稚園教育と幼児の発達を啓発する良い機会となった。親子で体を動かす遊びをして頂き、日頃あまり遊ぶ機会のない父親との触れ合いやかかわりが持て、保護者や小学校教員からも、よかったとの感想を頂くことができた。カプラのインストラクターの方がきてくださり、カプラを使っての遊び方を教わった。高さ積み競争や作ったビルを線路でつないで、町が完成し、みんなで協力して作る楽しさや喜びを味わうことができた。地域の方に鎌の使い方を教わったり、刈ったり干したりして稲刈りを体験することができ、感謝の気持ちをもつことができた。小学生との交流を積み重ねてきているので、会話も弾み、準備しておいたカラースプレーをしたどんぐり・もみじばふう・メタセコイヤまた千日紅・椿の実などを使い、リース作りをするよい機会となった。竹鉄砲や古銭転がしなど昔の遊びを地域の方や祖父母の方に教わったり、手遊びを一緒にして楽しんだりして親しみをもつことができた。

親子で絵本を作ったことで、家庭においても相談をするなど、親子で共に制作をすることが楽しめた。民生児童委員さんと一緒に縄跳びで遊んだ。１７名の民生児童委員さんがいろいろな遊び方をして頂いたり、幼児に寄り添い褒めたりはげましていただいたことが、幼児のさらなるやる気につながった。
10人2人7人6人―

50人奈良市立明治幼稚園 保育公開 親子活動 リズム室 保護者（家族を含む） 親子で一緒に遊ぼう教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ランラン広場 リズム室 保護者（家族を含む） 民生児童委員さんと一緒に遊ぼう教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園作品展 リズム室 保護者（家族を含む） いろいろな作品を見学しよう教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 土曜参観 リズム室 保護者（家族を含む） 親子で一緒に運動をして遊ぼう教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立精華幼稚園

関連行事 カプラワークショップ「カプラで遊ぼう」 リズム室 保護者（家族を含む） 講師先生を招き、全園児と保護者、地域の方で、カプラを使っていろいろなものをつくることを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 稲刈り体験 地域の方の田んぼ 保護者（家族を含む） ６月に地域の方の田んぼで田植えを体験した。今回、地域の方に稲刈りの仕方を教えていただき、収穫した餅米を使って１月のうさぎ組（未就園児）のときに、地域の方と一緒にお餅つきをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 リース作り リズム室 保護者（家族を含む） 園庭の藤やアケビの蔓で作ったリースに、地域で集めた自然物を使ってリース作りを小学生たちと一緒にする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 祖父母参観 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方や学校評議委員・祖父母の方に昔のお話や遊び（古銭転がし・紙鉄砲）を教えていただき、一緒に遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 餅花作り リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方に柳の枝を準備していただき、紅白のお餅を交互につける餅花作りを地域の方に教えていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

71人200人150人



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/12 (火)  ○○○○ その他 他園の園児11/21 (木) ○○○○ その他10/12 (土) ○  ○○ その他 未就園児10/17 (木)    ○ その他10/30 (水) ○11/27 (水)     その他10/31 (木) ○ ○○ その他11/1 (金) ～ 11/4 (月) ○○○○○ その他 未就園児とその保護者10/18 (金)  11/8 (金)  11/22 (金)  12/6 (金) ○ その他11/13 (水)  ○○  その他

「たくましく元気にあそぼ♪ふしみっ子」をテーマに楽しい出し物や歌やゲーム、があり、保護者と子ども、保護者同士が交流し合い楽しい時間を過ごせた。三歳児～五歳児まであり発達の様子がよくわかった。奈良市内からの参加も多く、たくさんの方々が、参観にこられた。小学生とペアになり触れ合いながら、遊び方を教えてもらうことで、楽しさが倍増した。小学校に入学したいと思う気持ちが、高まった。環境構成の工夫、教師のかかわりについて研修を深めることができた。幼稚園・保育園の方々と保育を振り返り、研究協議をする中で、学ぶことも多くあり、資質の向上につながった。

帯解幼稚園・東市幼稚園の園児達と一緒に正暦寺での自然散策や歴史的文化遺産に親しむことができた。都合により、未実施子どもたちの一生懸命がんばる様子に感動した。子どもたちは、多くの方々に見ていただく嬉しさを感じたり、触れ合う楽しさ感じた。電車の仕組みや電車が洗車される様子を興味や関心をもって見学することができた。検車区の方々の仕事の様子を見て安全の大切さを感じたり、感謝する気持ちがもてた。生んだときの気持ちを改めて感じ、子育てをがんばろうと思った。同じ生まれ月の保護者同士子育てについて情報交換の場になった。（保護者の感想より）
235人46人

―230人10人12人104人852人

31人関連行事 正曆寺園外保育 正曆寺 保護者（家族を含む） 帯解幼稚園・東市幼稚園の園児達と一緒に地域の正曆寺に園外保育に行く。秋の自然や歴史的文化遺産に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 茶道体験 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方を講師に招き、茶道体験をして、日本の伝統文化に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立伏見幼稚園

関連行事 運動会 伏見幼稚園園庭 保護者（家族を含む） 幼児が様々な運動遊び、リズム遊び、集団遊びに取組み成長している姿を保護者や地域の方に見ていただくと共に、競技にも参加してもらい全員で楽しむ機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 検車区見学 近鉄西大寺駅検車区 保護者（家族を含む） 近鉄西大寺駅検車区に行って、説明を聞いたり、点検・洗車・修理の様子を見学したりして、働く人の様子や仕事について興味、関心を高める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 誕生会 伏見幼稚園リズム室 保護者（家族を含む） 誕生児の保護者にも参加してもらい、育ててきた喜びを感じながら我が子へのメッセージを披露してもらうなど、みんなで誕生児の成長を祝い、喜び合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 あきまつり 伏見幼稚園 保護者（家族を含む） 育友会が中心となり、紙芝居や劇、歌やゲーム等いろいろな催し物を企画し、園児が保護者と一緒に参加して多くの保護者や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関連行事 奈良県幼稚園こども作品展会場（公開） 伏見幼稚園 保護者（家族を含む） 奈良県内の幼稚園から出展された作品を、県内の保護者や、地域の方々、他校園の教員などに来観してもらい、幼児教育への関心と理解を高めてもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＡＢＣであそぼう 伏見幼稚園 保護者（家族を含む） ゲストティーチャーとして地域の方を招いて英語を教えてもらい、歌や手遊び、ゲームや絵本などを通して、英語に親しんだり、楽しんだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 教育課程研究協議会公開保育 伏見幼稚園 保護者（家族を含む） 「幼児自ら考えようとする気持ちが育つようにするための環境の構成や教師のかかわり」について、取り組んできた内容を公開保育や研究協議の場で研修し、教員の資質向上を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 12/3 (火) ～ 12/4 (水) ○ ○○ その他10/12 (土) ○○○○○ その他 未就園児親子10/28 (月)  11/19 (火) ○○○ その他10/17 (木)  11/7 (木)  11/21 (木)  ○○ その他 未就園児親子11/28 (木)  ○ ○○ その他 未就園児親子10/8 (火) ○11/12 (火) ○  ○ その他 ボランティア講師12/4 (水) ～ 12/6 (金) ○○○○○ その他 未就園児親子 ○10/4 (金)  雨天時は17日  ○ その他 小学校１年生 ○１０月中旬  ○ その他 地域ボランティアに、堀り方を教えてもらいながら、楽しく活動できた。たくさん収穫でき、感動体験を味わった。

２回の交流をもつことで、最初は緊張していた年少児も地域の方を身近に感じることができた。年長児は、地域の方の名前を覚え自分から話しかける積極的な姿が見られた。未就園児クラスへの問い合わせが増え、参加者が増加した。地域で子どもを育てる体制ができてきた。今後も協力体制の強化に努めたい。在園児とかかわって遊んだり、トイレや手洗い場の施設を共有することで、入園後の園生活に対する不安が軽減され入園を楽しみにしているようだ。保護者同士の情報交換の場にもなっている。自分が住む地域のすばらしい自然や歴史を知る貴重な体験活動の機会になっている。知識だけでなく草花遊びや自然物に対する興味が深まり、遊びの経験の幅が広がっている。保護者や地域の方だけでなく、祖父母や隣接する小学校からの参加も多く、幼小連携も深まった。子どもらしい創造性のある作品の数々に大きな成長を感じてもらうことができた。小学１年生と園児がグループになり、園庭や運動場で一緒に遊んだ。小学生は、園児を励ましたり優しく接したりし、園児も積極的にかかわったりして、楽しい交流となった。

園児がクラスでひとつのお話をもとに、作り上げていく楽しさを感じた。また保護者や多くのお客様に見てもらうことで、自信につながり、やり遂げた充実感を味わった。年長児が描いた運動会案内ポスターを地域に掲示したり、未就園児に招待状を配布したりしてアピールすることで、例年以上の参加者があった。幼児の生き生きと活動する姿を通して、幼稚園教育に対する理解をいただいた。
25人8人150人101人5人

162人200人14人60人

保育公開 生活発表会 伏見幼稚園 保護者（家族を含む） 幼児みんなが考えを出し合い、話し合いを重ねて取組んできたお話遊びを、保護者や地域の方々に見てもらい、幼稚園理解を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立あやめ池幼稚園

保育公開 運動会 園庭 保護者（家族を含む） 園児が様々な運動遊びに取り組み頑張っている姿を保護者や地域の方に見ていただくと共に、全員参加の競技や演技を楽しんでもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域交流会（グランドゴルフ） 園庭和室 保護者（家族を含む） 地域の方にグランドゴルフや昔遊びを教えてもらいながら、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関連行事 未就園児いちご組 園庭和室 保護者（家族を含む） 地域子育て支援スポットを開設し、民生児童委員やコーディネーターの方と一緒に、0歳児から3歳児の親子がふれあいを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児うさぎ組 園庭和室 保護者（家族を含む） 3歳児を対象に親子登園を実施し、在園児とふれ合ったり幼稚園での様々な体験を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ちびっ子探検隊 幼稚園周辺 保護者（家族を含む） 地域のボランティア講師を招いて保護者と共に園外に出掛け、四季折々の自然に目を向けながら自分たちの住む地域を知り愛着をもつ活動を毎月実施している。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む） 園児がみんなで力を合わせて取り組んだ絵画や制作だけでなく、未就園児・親子陶芸などの作品も展示し、地域の方や評議員など多くの方に見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 小学校と交流会（なかよしタイム） 園内運動場小学校運動場 保護者（家族を含む） 小学１年生と幼稚園４・５歳児が小学校の遊具（タイヤ跳び・ジャングルジム・鉄棒等）や幼稚園の遊具（砂場・バルーン・大縄・サーキット等）で一緒に遊び交流を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 サツマイモの収穫 園内わくわく畑 保護者（家族を含む） 地域の方と一緒にサツマイモを収穫し、感動体験を味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 ○○11/5 (火) ～ 11/7 (木) ○  その他 ○11/11 (月)   ○ その他 サッカースクール講師○○11/12 (火)    その他  11/3 (日) ～ 11/15 (金)   ○ その他 富雄南中学2年生○○11/15 (金)    その他○○11/18 (月) ～ 12/2 (月)    その他 ○11/22 (金)    その他○○12/5 (木) ～ 12/7 (土) ○○○ その他 未就園児・小学１年生
登園後すぐの時間帯に、園庭や小学校の運動場で実施したが、保護者の参観、参加も多く、幼児期の体作りの大切さを知ってもらうことができた。継続して取り組んでいる運動遊びについて、保育公開をし、課題を明らかにしながら研究協議を行った。指導主事による具体的な指導が、実践につながるものとなった。子ども達の思いがのびのびと表現された絵画や年長児の共同制作など、発達段階を感じることができる作品を見ることができ、幼児期の教育の大切さを感じることができた。（参観者意見）

園児は、参観してもらうことで張り切り、友達と声を合わせて歌ったり、楽器を鳴らしたりすることができた。保護者にも合奏に参加してもらうことで、親子共に表現する楽しさを体験できた。園児は、サッカーだけでなく、鬼ごっこ等体を動かす遊びを十分楽しむことができた。回を重ねることでサッカーの楽しさを感じる幼児も増えてきている。キッズイングリッシュを楽しみにしている園児も多く、保護者の方にも評価が高い。発達段階に沿った活動内容であることから、どの子も英語に触れて活動する楽しさを感じている。初めは互いに緊張した様子が見られたが、一緒に過ごすうちに親しくかかわりあえるようになった。中学生は、保育にかかわる環境整備なども経験し、仕事に対する思いを新たにすることができたようである。長時間利用児の保護者を対象に子育ての悩み等について話し合ったが、保護者同士も就労しながらの子育てについて等情報を交換することができ、頑張ろうという思いを強くしていた。
610人

26人60人18人10人155人1人

188人
奈良市立認定こども園富雄南幼稚園

保育公開 音楽会 園内リズム室及び保育室 保護者（家族を含む） 友達や保護者と一緒に歌を歌ったり、合奏したりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 サッカー教室 園内運動場 保護者（家族を含む） 講師を招き、思いきり体を動かしてサッカー遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 キッズイングリッシュ（自由参観） 室内保育室 保護者（家族を含む） ゲストティーチャーを招き、英語で遊ぶ幼児の様子を保護者に参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 中学校職場体験 園内 保護者（家族を含む） 中学生による保育体験を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 預かり保育保護者懇談会 園内保育室 保護者（家族を含む） 預かり保育の子ども達の生活の様子を保護者に話し、子育てについて話し合う。親子のかかわりや触れ合いの大切さを知らせ家庭教育の向上を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 体力づくりかけ足 園内運動場小学校運動場 保護者（家族を含む） 保護者の参加、参観を呼びかけ、体力づくりのためのかけ足を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内研究会 園内運動場園庭・保育室 保護者（家族を含む） 保育を公開し、指導主事による指導、研究協議を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 園内リズム室 保護者（家族を含む） 在園児や未就園児の絵画や制作を展示し、親子で作品展を見学したり、評議員や地域の方に見てもらったりすることで園教育への理解を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 9/26 (木) ○○  ○ その他 保育士10/28 (月)  ○   その他10/30 (水)    ○ その他11/6 (水) ○11/7 (木)     その他11/15 (金) ○ ○○ その他11/19 (火)    ○ その他11/22 (金)     ○ その他 未就園児親子12/1 (日) ～ 12/3 (火) ○○○○○ その他 小学生親子

日本の伝統文化を実際に体験しながら規律や態度が身に付いていると感じた。一生懸命取り組んでいるのがわかった。回を重ねるごとに点前や作法が身についてきている。園児は講師の先生に親しみをもち茶道教室を楽しみに参加している。地域の高齢者の方と直接かかわって制作活動を楽しんだ。会話を楽しんだり、一緒に手遊びをしたりして交流でき、心温まる一時になった。園児が未就園児に関わる中で、優しく接してくれる姿に感激した。園児が楽しんでつくった様子が目に浮かぶようであった。幼児の発想の豊かさを感じることができた。

4歳児の発達の姿や教師の援助･環境構成について、公開保育やカンファレンスを通して、活発に話し合う機会となった。秋の自然を感じながら一緒に遊んだり弁当を一緒に食べたりして楽しく交流をすることができた。講師の先生の指導で思い切り体を動かして活動できた。「楽しかった」「もっとやりたい」と意欲的な園児の姿が見られた。

30人30人140人

35人54人1人85人12人
 奈良市立富雄北幼稚園

保育公開 保育内容研修部会公開保育 富雄北幼稚園 保護者（家族を含む） 大学の教授を迎え、他園の先生や保育士の方が参加する研究会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育（鳥見幼交流） 鳥見幼稚園 保護者（家族を含む） 鳥見幼稚園の園児や先生方との交流を深めます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 リズム遊び リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方に来ていただいて、一緒に体を動かして楽しくリズム遊びをします。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 剣道教室 リズム室 保護者（家族を含む） 剣道体験をし、日本の伝統文化を知る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 茶道教室 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方からお点前の仕方や作法について教えていただき、親子で日本の伝統文化に触れる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お茶しませんか（高齢者との交流） 富雄公民館分館 保護者（家族を含む） 地域の高齢者の方との触れ合いを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 さくらんぼ組（未就園児） リズム室 保護者（家族を含む） 未就園児親子が在園児と触れ合い、園生活を体験する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む） 在園児や未就園児の絵や作品、５歳児の共同制作を展示し、幼児の発達の姿や幼児教育を理解してもらえるようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 9/28 (土) ○○○○○ その他 未就園児・小中学生10/3 (木)  10/24 (木)  11/7 (木)  ○ その他10/16 (水)  ○ ○○ その他 他園の園児11/8 (金) ○ ○  その他10/8 (火)  10/23 (水)  11/1 (金)  11/12 (火) ○○ その他 未就園児とその保護者11/5 (火)  ○  ○ その他 他園の園児9/9 (月)  10/7 (月)  10/28 (月)  11/13 (水) ○ その他11/11 (月)  ○○○○ その他 他園の園児11/12 (火) ○  ○○ その他 未就園児とその保護者
田原幼稚園の保護者の方のご厚意で、りんご狩りをさせていただいた。りんご狩りの貴重な経験ができたり、秋の里山の恵みを感じたりして、良い経験ができた。　地域の方のご厚意で、園庭で落ち葉や木の枝を集め、焼きいもをしていただいた。未就園児親子も招き、一緒に秋の味覚を楽しめた。

月１～２回の、わくわくＡＢＣを通して、英語で挨拶したり、歌を覚えたり、無理なく、スムーズに英語に慣れていく姿が見られた。地域の方の案内で、般若寺方面の文化財や自然・奈良の文化に親しむことができた。他の幼稚園の友達と弁当を食べたり遊んだりすることも楽しんでいた。毎年、子どもがかいた絵を親子で製版し、手づくり絵本をつくっている。評議員の方も興味をもってみてくださってよかった。季節柄風邪等で欠席する子もいたが、未就園児は喜んで参加してくれている。園児たちも積極的にかかわって、世話をしている姿が見られた。保護者も喜んでおられ、特に協力的である。大型バスやケーブルカー、遊園地の乗り物に乗ったり、一緒にお弁当を食べたり、たくさんの友達と行動する楽しさを味わっていた。その後、園内作品展で、楽しかった乗り物の動きを工夫して表現することができた。毎月のお話の会を楽しみに待っている。その月のテーマに合わせて絵本を読んだり、絵本を紹介してくださっているので、園児も教師も保護者もたくさんの絵本に親しむことができ、喜んでいる。

自分の家族に見守られながら、自分の力を精一杯出して、やり遂げられた喜びを感じることができた。小学生の姿を間近に見て、あこがれの気持ちと、期待をもつことができた。
2人16人60人3人10人7人

150人3人25人
奈良市立大柳生幼稚園

保育公開 合同運動会 興東小学校 保護者（家族を含む） 運動会で、自分の力を精一杯発揮する姿を、保護者や地域の方に見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 わくわくABC 保育室リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方に英語を教えていただく。絵カード・歌・ゲーム・手遊び等で、楽しく英語に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 鼓阪幼稚園鼓阪北幼稚園交流会 鼓阪北幼稚園とその地域 保護者（家族を含む） 他園の友達とかかわって遊ぶことを楽しむ。奈良の文化財や自然・地域の方々にふれ、奈良の良さを感じる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 保育参観保育参加親子絵本づくり 保育室リズム室 保護者（家族を含む） 保護者・学校評議員の方対象に保育参観をする。親子で絵本づくりをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児保育うさぎ組（３歳）ひよこ組（０～２歳） 保育室リズム室 保護者（家族を含む） 年間を通して、未就園児保育を実施する。親子一緒に登園し、在園児と交流したり、行事に参加したりして、幼稚園の生活を経験する。子育て支援や保護者同士のつながりを広げる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 遠足交流会（飛鳥幼稚園鼓阪幼稚園鼓阪北幼稚園） 生駒山上遊園地 保護者（家族を含む） 合同で大型バスに乗り、遠足に行く。多くの友達との出会いを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お話の会 保育室 保護者（家族を含む） 地域の方に絵本の読み聞かせをしていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 柳生保育園田原幼稚園との交流 田原幼稚園とその地域 保護者（家族を含む） 多くの友達とふれあい、地域の自然に親しむ。地域の方々との会話やふれあいを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 焼きいもパーティー 園庭 保護者（家族を含む） 園の畑で収穫したさつまいもを、地域の方の協力を得て、焼きいもをつくって食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/16 (土) ○○○○○ その他 小学生11/19 (火) ○ ○ ○ その他 未就園児とその保護者11/28 (木) ～ 11/30 (土) ○○○○○ その他 未就園児とその保護者10/5 (土) ○○○○○ その他 未就園児10/24 (木)    ○ その他10/25 (金) ○ ○○○ その他 未就園児11/5 (火)     ○ その他 未就園児11/6 (水) ○    その他11/20 (水) ○  ○○ その他 未就園児12/1 (日) ～ 12/6 (金) ○○○○○ その他 未就園児

小学生と一緒に手をつないでもらって行くことを喜んでいた。公園で木の実や木の葉を拾ったりアスレチックで体を動かしたりした。地域の方と一緒に人形劇を楽しむことができた。人形劇を見て絵を描いたりお家で話題となり、感動体験をした。年長児は未就園児においもを配ったり挨拶をしたりして一緒に食べることを楽しんでいた。園内で栽培、収穫したさつまいもでおいしく食べた。親子で相談しながら手作りおもちゃに絵を描いた。園内作品展で展示して友達の作品も見ることができて良かった。多くの人と一緒に腹話術を楽しむことができて良かった。地域の方や小学生・保育園児・未就園児が見に来てくれた。自分たちが作った作品を見てもらったり、手作り絵本を読んだりして楽しいひとときを過ごした。

小学校１年２年生と一緒に合唱に参加し、大勢の人から認めてもらい、園児たちの自信につながった。自分たちで育てたトマトをジュースにし、販売して収益金を鹿愛護会に寄付をする活動の中で、生きる力が育っていった。　種もみから育てたお米を収穫し、手作業で精米し、それをおにぎりにして食べたことで、つくってくださっている方の苦労や大変さを知ることができ、食べ物や人に感謝の気持ちをもつことができた。　今までにかいたりつくったりした作品を、見てもらい、認められたことは、大きな自信となり、次への意欲につながった。感想を書いていただき、特に小学校の校長先生や先生方からのメッセージは、年長児の心に届いていた。地域の方や保護者も参加したり、応援していただき、楽しく過ごすことができて良かった。
30人30人60人150人

300人2人50人160人130人80人

関連行事 興東校区里山まつり 興東中学校 保護者（家族を含む） 小学校１年２年生との交流を楽しむ。小学校の先生に親しみをもち、小学校へのあこがれや期待の気持ちを育む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 おにぎりパーティー 保育室リズム室 保護者（家族を含む） 園で収穫した米でおにぎりをつくり、みんなで楽しく食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内作品展 保育室リズム室廊下 保護者（家族を含む） 園児の絵や制作物・親子でつくった絵本・園生活の写真・未就園児の絵等を展示し、保護者をはじめ未就園児親子や地域の方々に見ていただく。小中学校教員にも呼びかけ、幼稚園の生活を理解していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立鶴舞幼稚園

保育公開 運動会 園庭 保護者（家族を含む） 在園児が園庭で体を動かして遊ぶ。保護者、地域の方も一緒に競技に参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 幼小交流会 大淵池公園 保護者（家族を含む） 小学１・２年生と在園児が一緒に大淵池公園で秋探しをして遊ぶ。地域のボランティアの方と一緒に行く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい観劇会 リズム室 保護者（家族を含む） 在園児親子と未就園児親子、地域の方と人形劇を見る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 焼き芋パーティー リズム室 保護者（家族を含む） 在園児が未就園児親子を招いて園の畑で収穫したさつまいもを焼いてみんなで食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 参観・親子体験活動 リズム室 保護者（家族を含む） 育友会主催で親子で手作りおもちゃを作る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人形劇 リズム室 保護者（家族を含む） 在園児親子と未就園児親子が一緒に人形劇を見る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む） 在園児が作った作品（絵画・制作物など）を展示する。小学生・保育園児・未就園児・地域の方に見てもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名  ○10/15 (火)   ○ その他 図書館の先生○通年 ○10/16 (水)    その他○○10/22 (火)  ○○ その他 アニマルパークの方○○10/26 (土) ○○○ その他 小中学の児童生徒○○11/6 (水)    その他 ○11/10 (日)  ○○ その他 大柳生幼稚園の幼児○○11/12 (火)  ○ その他 ○通年  ○○ その他 未就園児 ○11/1 (金) ～ 11/29 (金)    その他
地域の田原太鼓チームの方に、田原公民館で田原太鼓教室を開催してしただく。保護者も含めて、叩き方や太鼓の種類など教えていただき、和太鼓の響きをみんなで楽しむことができた。来年就園する幼児も含めて、地域の未就園児と保護者対象に、幼児との交流をもったり、未就園児のみで活動したりした。また、地域の民生委員さんの協力の下、未就園児や幼児（預かり保育として）との交流の場を設けている。1ヶ月間、体力作りかけ足を行った。始めの頃はすぐに歩いていた幼児も回を重ねる毎に走行距離も伸び、しっかりとした足取りで取り組めるようになった。

6月に引き続き、2回目であったので、図書館での約束なども自ら守れていた。また、図書館の先生に紙芝居を読んでいただくなど、普段では経験できない体験をし、より絵本や図書館に親しみをもつことができた。田原地域の特産である、お茶を使っての染め物遊びを保護者も共に行った。親子で話しながら染めの過程を楽しみ、田原の特産物の活用もあり、より意欲的に取り組むことができた。地域の方や評議員・保護者も含めての遠足となった。一緒に動物にふれたり、弁当やおやつを食べたりと、地域の方を身近に感じることができ、地域の方々にも幼児の様子を見ていただくことができた良い機会となった。今年度初めて幼稚園児も発表という形で参加した。大きな舞台でたくさんの方に見ていただくという、貴重な体験ができたことは、幼児にとり、大変印象深い活動となった。また、幼児の元気な姿を見ていただけたことは、幼稚園教育の啓発につながったと思われる。日時の都合で、今回は幼児と教員のみの参加となった。自分達で苗から育てたサツマイモだったので、おいしく味わい、みんなで収穫を喜んだ。田原地区のリンゴ園に大柳生幼稚園の幼児と共にリンゴ狩りに園外保育に出かけた。春の遠足も一緒に行動したので、名前も覚え楽しい交流となった。
―

12人150人―7人6人14人

2人5人
奈良市立田原幼稚園

関連行事 図書館に行こう 中央図書館 保護者（家族を含む） 中央図書館に行って、図書館の方に絵本を読んでもらったり、幼児自身が自分の好きな絵本を見たり、借りたりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 一緒に遊ぼう 奈良市立田原幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者も幼児と共に遊び、子どもの成長の様子を見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子遠足（地域の方と共に） うだ・アニマルパーク 保護者（家族を含む） 秋の親子遠足では、保護者のみならず、地域の方もお誘いする。動物とのふれあいを通して、命のあたたかさや、大切さに気づく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 どんごが丘フェスティバル 奈良市立田原小中学校・体育館 保護者（家族を含む） 地域の方や小中学生に、園児が元気に活動（リズム表現）している姿を見ていただく。小中学校の児童生徒さんの発表を見たり、一緒に楽しんだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 焼き芋パーティー 奈良市立田原幼稚園 保護者（家族を含む） 幼児達が自分たちで育て、収穫したサツマイモを、焼き芋にしていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 リンゴ狩り 地域のリンゴ園 保護者（家族を含む） 地域のリンゴ園に、大柳生幼稚園の友だちと一緒に出向き、リンゴを収穫したり、食べたりする。リンゴの実り具合により、日が前後します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 田原太鼓 田原公民館 保護者（家族を含む） 保護者も共に、田原太鼓のチームの方に叩き方を教えていただき、和楽器に興味をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 なかよし会 奈良市立田原幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の未就園児に保護者と共に登園してもらい、幼児や地域の民生委員さんと一緒に遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 体力作り駆け足（山道マラソン） 奈良市立田原幼稚園・奈良市立田原小中学校周辺 保護者（家族を含む） 『元気いっぱい　チャレンジいっぱい　田原っ子』の下、体力作りを目標に、園舎や校舎周辺の山道を生かした、駆け足を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/5 (土) ○○○○○ その他 3歳未就園児10/10 (木)  ○   その他10/11 (金) ○○ ○○ その他 ゲストティーチャー10/23 (水)  ○ ○ その他10/28 (月)  ○  ○ その他 他園の園児10/29 (火) ○11/12 (火) ○12/3 (火)  ○○ その他 地域の未就園児3歳児11/7 (木) ○○○  その他11/11 (月)  ○  ○ その他 ゲストティーチャー11/12 (火) ～ 11/14 (木)  11/20 (水) ～ 11/22 (金) ○  ○ その他 中学校生徒

鳥見地区女性防災クラブの方々による紙芝居や災害時の対応の話を園児にわかりやすく話していただき、防災意識の高まりにつながった。近隣の園児との交流を重ねることで、親しみをもって遊び、ふれあう姿が見られる。未就園児の３歳児が、園内で在園児と一緒に遊んだり、楽器遊びに参加したりした。保護者同士の触れ合いの場にもなった。園児の歌や楽器演奏を聴いてもらったり、参観者とともに歌ったりして楽しむとともに、成長した姿を見てもらうことができた。小学校へのなめらかな接続を見据え、楽しみながら英語に親しむことができた。幼児は、中学生に親しみを感じて触れ合い、中学生には「仕事」の体験をしてもらうことができた。

小学校との連携の深まりにより、小学校教員や兄弟関係以外の小学生の参加が増え、園児、保護者、地域の方々と共にふれあい、楽しむことができた。小学校の児童や教員と共に避難訓練をし、警察の方の指導も受け、緊張感をもって、訓練をすることができた。地域の栄養士の方に「朝ごはんの話」を聞いたり、実際の調理や試食もあり、保護者に好評であった。

183人86人2人12人

288人450人46人3人98人
奈良市立鳥見幼稚園

保育公開 運動会 小学校運動場 保護者（家族を含む） 地域の方にも参加してもらい運動会を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 幼小合同避難訓練 小学校運動場 保護者（家族を含む） 小学校と幼稚園が不審者対応の避難訓練を合同で行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 食育講座 リズム室 保護者（家族を含む） 保護者に食への意識を高めてもらうため、地域の栄養士の方の講演を聴く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 女性防災紙芝居会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の女性防災会の方に来園していただき、防災についての紙芝居等を通して園児の防災意識を高める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 富雄北幼稚園との交流会 園庭・公園 保護者（家族を含む） 近隣園の富雄北幼稚園の園児と交流し、親しみをもって一緒に遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 キラキラ組 園内 保護者（家族を含む） ３歳児未就園児と保護者が来園して、園内で遊ぶ。在園児と触れ合う機会もつくり、合奏や歌を聴いたり、一緒に遊んだりする。保護者同士の触れ合いの場にもなる。（年間10回）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 音楽参観 リズム室・保育室 保護者（家族を含む） 園児の歌やと合奏を保護者の方に聴いていただいたり、一緒に歌ったりして楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 英語で遊ぼう 園内 保護者（家族を含む） 小学校への滑らかな接続を意識し、外国人講師を招いて楽しみながら英語に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 中学生職場体験 園内 保護者（家族を含む） 地域の中学生に仕事を体験してもらうとともに、園児が中学生に親しみを感じ、様々な活動を共にする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/15 (金)  ○ ○ その他11/18 (月) ～ 11/29 (金)  ○   その他11/19 (火) ○○ ○ その他11/27 (水)  ○ ○ その他12/5 (木) ～ 12/7 (土) ○○○○○ その他 3歳未就園児10/28 (月)  11/5 (火) ○11/18 (月)  11/25 (月)   その他10/18 (金) ○    その他10/25 (金)  ○  ○ その他 小学生10/31 (木) ○ ○ ○ その他 未洲園児
親子で日本の伝統行事に触れる好い機会になった。小学校の運動場で玉入れ等を一緒に行い、交流を深めることができた。親子のイベントで未就園児が参加し、活気のあるイベントになりました。評議員さんの参加があり、幼稚園の活動をみていただいた。

継続して、小学校の広い校庭を走ったり、体操や様々な運動遊びをすることができた。栽培指導員の方に感謝の気持ちをもつとともに、自分たちで育て、収穫した喜びを味わいながら、おいしく食べることができた。地域のボランティアの方々との触れ合いができた。毎回、お話を楽しみにしている。地域の高齢者の方々と一緒に過ごすことで、親しみや優しさを感じてふれあうことができた。作品展の見学もしていただけた。地域の方、小学生、小学校教員、未就園児・保護者、バンビホームの子ども、指導員の方など、多くの方が来園され、造形活動を通して交流し、園児の成長を感じ、園教育の理解につながった。のびのび運動する楽しさを味わっている。登園後に行うことで生活習慣を整えることにもつながった。3人30人120人100人

9人8人3人18人245人

関連行事 ようこそふれあい会 園内 保護者（家族を含む） 地域の高齢者に親しみがもてるよう、高齢者を招いて園児の歌や合奏を聴いてもらったり、一緒に歌ったり手遊びをしたり、おやつを食べたりして触れ合い、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 健康かけ足 小学校運動場 保護者（家族を含む） 園児の体力づくりをめざし、小学校の運動場で毎日走ることを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 おいもごはんパーティー 園内 保護者（家族を含む） 園内や地域の方の畑で栽培してもらったサツマイモやイネを収穫し、地域の方と共に収穫を喜び、一緒に食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お話の会 リズム室 保護者（家族を含む） 11月の誕生会の中で、地域のお話サークルの方に来ていただき、みんなでパネルシアターや人形劇などを見る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 園内 保護者（家族を含む） 生活の中でかいたりつくったりした園児の作品を展示し、保護者や地域の方々、小学生等にも鑑賞していただき、園児の活動に理解をもってもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 とりみっこ会 園庭 保護者（家族を含む） 年間を通して、週明けの月曜日に基本的生活習慣の自立や体力づくり、異年齢との交流を目指して、体操やゲーム、触れ合い遊び等を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立登美ヶ丘幼稚園

関連行事 お茶会 幼稚園 保護者（家族を含む） 地域のお茶の先生を講師に招き親子でお茶会をします。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 小学校との交流会 小学校 保護者（家族を含む） 小学生と運動会でした玉入れ・つなひきをして一緒に遊び交流します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 登美ヶ丘子どもフェスティバル 幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者の方の企画したイベントに親子で参加します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/6 (水) ○ ○○○ その他 未洲園児10/5 (土) ○○○○ その他通年 ○○ ○ その他11/1 (金)  ○○○ その他11/9 (土) ○○○  その他11/13 (水) ～ 11/15 (金)  ○○○ その他12/5 (木) ～ 12/7 (土) ○○○○ その他10/16 (水)  ○○○○ その他 未就園児10/24 (木)  ○   その他

　地域の方々にペープサートをしていただいたり、伝承遊びを教えてもらったりすることで、親しみをもってかかわることができた。また、地域の方に、幼稚園教育を理解してもらうことにつながった。　普段なかなか園児の様子を見ていただけない保護者にも参観してもらえた。また、家族で温かい雰囲気の中で、学生さんによるコンサートを楽しみ、大いに盛り上がった。　中学生に親しみを感じてふれあい、中学生には「仕事」を体験してもらうことができた。また、園外保育として、中学生に中学校に案内してもらい、他の中学生とのふれあいや校長先生にも絵本を読んでもらったりして、中学校を知ることができた。　園児たちは自分たちの作品について、得意になり説明をしていた。保護者だけでなく、地域の方々、小学校の先生方、他園の先生方にも多数来園いただき、作品展を通して本園の教育を理解してもらうことにつながった。日頃、絵本やお話に親しむ機会が多い子どもたちは目を輝かせお話の世界に入り込み、登場人物にかけ声をかけたり、応援したりしていた。未就園児の親子や地域の方も招待し一緒に鑑賞した。「楽しかった」｢参加してよかった」などの感想をいただき、好評であった。　収穫したサツマイモで焼き芋パーティー。当日の準備には民生委員の方がきてくださった。日頃お世話になっているボランティアの方を招待し、収穫祭を楽しんだ。「子どもたちの楽しそうな様子を見られうれしい」などの参加者の声が聞かれた。

親子で間近で演奏を聴いたり楽器に触れることがあり子どもたちの感性を高めることができた。　5日は天候不良の為、翌6日に行った。晴天に恵まれ、日曜日だった事もあり、参観者が多かった。小学校の広い校庭で思い切り運動を楽しむことができた。　毎回、園児たちも保護者もとても楽しみにしている。話を聞く態度や想像力が育つとともに、地域の方や友達の保護者に親しみを持つようになった。35人

13人

18人137人6人168人38人

50人157人保育公開 親子マリンバ音楽鑑賞会 幼稚園 保護者（家族を含む） 若手マリンバ演奏者を幼稚園に招き親子で演奏を聞きます。また幼稚園の園舎など公開します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
奈良市立青和幼稚園

保育公開 運動会 青和小学校運動場 保護者（家族を含む） 園児の成長を見てもらうとともに、保護者や地域の方々も共に運動する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 おかあさんのお話広場神谷さんのお話広場 青和幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者や地域の方に絵本を読んでもらい、園児が絵本やお話に親しむ機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 民生さんと遊ぼう 青和幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の民生委員の方々によるペープサートを見たり、一緒にわらべうた遊び等をしてふれ合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 家族参観 青和幼稚園 保護者（家族を含む） 園児の様子を参観してもらったり、親子でふれ合い遊びをしたりする。親子でコンサートを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 職場体験 青和幼稚園 保護者（家族を含む） 中学生に「仕事」を体験してもらうととに、園児が中学生に親しみを感じ、様々な活動を共にする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内作品展 青和幼稚園 保護者（家族を含む） 園児の絵や制作物（個人、共同）を展示し、園児と共に保護者や地域の方々に見学してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人形劇鑑賞 幼稚園 保護者（家族を含む） 人形劇団の方を招き、未就園児「ひよこ組」の幼児も一緒に人形劇を鑑賞する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 焼き芋パーティー 右京幼稚園 保護者（家族を含む） 日頃お世話になっている地域ボランティアの方々を招待して、収穫したサツマイモをホットプレートで焼きみんなで食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/6 (水) ○ ○○○ その他 未就園児11/12 (火)  ○○○ その他11/13 (水) 　  ○   その他11/23 (土) ～ 11/27 (水) ○○○○ その他 未就園児・保育園児11/23 (土) ○○○○ その他 未就園児・保育園児10/22 (火) ～ 11/26 (火) ○○   その他10/29 (火) ○○   その他11/8 (金)  ○ ○ その他11/9 (土) ○○   その他

奈良市立右京幼稚園

地域のお年寄りに来ていただき、音楽会でする歌や合奏をきいてもらったり、一緒に手遊びをしたりして、楽しい時間を過ごした。手作りのお手玉をたくさんプレゼントしていただき、大切に使いたいと思っている。土曜参観にしたことで日頃来られないお父さんやおじいさん、おばあさんなどたくさんの方にきていただき、張り切って取り組むことができた。適度な緊張感を味わいながら、心を一つに取り組むことの大切さを感じることができた。

昨年は地域の会合と重なり地域の参加が少なかった。今年度は昨年の反省を踏まえ、実施日や内容を検討した。当日は多くの参加者と一緒に御神輿を担いで練り歩くなど、賑やかな秋祭りを行うことが出来た。地域の方に付き添っていただき、安心して出かけることが出来た。「子どもたちと一緒に行動し、会話を楽しんだりふれあったりなどゆったりと過ごせとってもよかった。」「子どもたちから元気をもらえとっても楽しかった。」などの感想をいただいた。小学２年生がおもちゃをつくって園児や１年生を遊ばせてくれた。子どもたちは楽しいおもちゃに目を輝かせ遊んでいた。小学生にあこがれや親しみの気持ちを持つことが出来、保幼小の交流が深まった。音楽会と同日開催であり、多くの方々に園児たちが一生懸命つくった制作や絵をみていただくことが出来た。「子どもたちのアイデアや発想の豊かさに感心した。」などの感想を多くいただいた。
子どもたちの描いた絵を見ながら、親子の会話がはずんだ。各クラスでできあがった絵本をみんなで見せ合ったときには、照れくさそうであったがとてもうれしそうだった。12月の園内作品展に展示した。パネルシアターを見て「早寝、早起き、朝ごはん」の大切さを教えてもらったり、親子でバター作りを楽しみ、「食」の大切さに気づくことができた。41人5人124人

40人6人40人115人
60人

関連行事 あきまつり 幼稚園・園周辺 保護者（家族を含む） 園児が手作り御輿を担いで、園周辺を練り歩いたり、園庭で地域の方や未就園児と一緒に踊ったりする。保護者が子どもたちに「遊びコーナー」を考えてくださる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育 ならまち・音声館 保護者（家族を含む） 通年3回。講師を招き、域の方と一緒にわらべうた教室を楽しんでいる。１１月１２日は地域の方と一緒に奈良町方面に出かけ、音声館でわらべうたあそびをしたり、ならまちおもちゃ館へ見学に行ったりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 わくわくフェスタ 右京小学校校庭 保護者（家族を含む） 小学校との交流の一環としてこの日は小学３年生が遊びを考えて小学１，２年生や園児を招待してくれる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 幼稚園 保護者（家族を含む） 園児が日々生活の中で描いた絵や制作物を展示し、みていただく。未就園児の作品も展示する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 親子絵本づくり 園内 保護者（家族を含む） 子どもが絵をかき、おうちの人とその絵を見ながらお話をつくっていき、絵本に仕上げる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 食育セミナー リズム室 保護者（家族を含む） 年長児の親子で参加する。パネルシアターをみたり、バター作りをして、「食」の大切さに気づき、関心を持つ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 のびっこ会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域のお年寄りに来ていただき、歌や合奏をきいてもらったり、一緒にふれあい遊びをしていただいたりして、楽しく過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 音楽会 リズム室 保護者（家族を含む） 土曜参観でおうちの人に歌ったり合奏したりするところをみてもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立東登美ヶ丘幼稚園

関連行事 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音楽会 右京小学校体育館 27人 大勢のお客さんの前で、幼児は緊張しながらも一生懸命歌を歌ったりや楽器を演奏する姿が見られた。地域の方に幼稚園を知っていただくよい機会になった。また、園児は小学生のすてきな演奏を目を輝かせて聞き入っていた。右京小学校の音楽会に園児も参加し地域や保護者に見て頂く



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/14 (木) ○○   その他12/9 (月) ～ 12/12 (木) ○○○○ その他 小学生、未就園児10/21 (月)  ○  ○ その他 他園の園児10/29 (火) ○○   その他10/30 (水) ○○○○○ その他 未就園児11/6 (水) ○  ○○ その他 未就園児11/9 (土) ○ ○ ○ その他11/12 (火) ○   ○ その他11/13 (水) ～ 11/15 (金)     ○ その他 中学生

関連行事 焼き芋パーティー リズム室 保護者（家族を含む） 幼稚園で収穫したサツマイモを使って焼き芋パーティーを楽しむ。年長児がみんなの分をホットプレートで焼いて一緒にいただく。 3人 前日に年長児が年少児へおいもパーティーの招待状を届けた。当日は年長児が年少児の分もホットプレートで焼き、みんなで、焼き芋を食べた。みんなで食べると格別においしかったようである。教員（他校の教員を含む）

「楽しいお話がいっぱい聞かせてもらって嬉しい。」という声がある。また、「聞くだけでなく、しりとりゲームは、子どもが参加するので楽しい。」「年齢に応じたお話なので楽しい。」という声があった。音楽活動を園児たちの姿から見ることができて嬉しい。家族やみんなと一緒に楽しむことができよかった。少し難しかったけれど、季節感を味わい、秋から冬の変化する様子を知ることができた。幼稚園のこと全般において知っていただく良い機会であり、園児たちは、「お兄さん・お姉さん先生」といってかかわることを喜んでいた。

他園と一緒にバスに乗り楽しく会話し交流をもつことができたが、キッズプラザ内で別行動だった。今後は交流の仕方、内容を検討する必要があると思った。昨年度の経験をいかし、子どもたちのありのままの姿で交流ができるように、計画したので良かった。未就園児や地域の方たちは、育友会が考え作った手作りのゲームや遊び・品物に感動されていた。未就園児の保護者の方は、あまりにも立派すぎて入園したらできるだろうかと心配されていた方もおられた。無理のないように考えていきたい。

保育公開 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む）学校評議員

60人25人90人5人4人

35人70人
今までに描いた絵や作った作品、共同制作や親子で作った絵本、未就園児の描いた絵ををリズム室に展示し、保護者をはじめとして小学校一年生や未就園児を招待し、みてもらう。 139人

奈良市立二名幼稚園

関連行事
自分たちの作った制作などを丁寧に運び、みんなに見てもらえるのをとても楽しみにしている。参観の時に親子で鑑賞してもらい、会話をはずませてほしい。小学校一年生には手作りの招待状を届けに行き、来てもらって一緒に見てもらったり遊んだりするのを心待ちにしている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方遠足 大阪キッズプラザ 保護者（家族を含む） 登美ヶ丘幼稚園と一緒に行き交流を深める。いろいろな遊具や体験コーナーで遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 青和幼稚園と交流会 大淵池公園 保護者（家族を含む） 明きの自然の中で十分に体を動かしたり、自然物を見つけたりして遊ぶ。青和幼稚園との交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 なかよし会 園内保育室 保護者（家族を含む） 【にこにこ・きらきら・もりもり】のテーマで育友会主催で実施。親子一緒に人形劇を見たり、それぞれの保育室で制作やゲームなどの体験をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ふれあいデー 園庭・リズム室 保護者（家族を含む） 園児と未就園児・地域の方たちと一緒に遊び、二名お話会の方の素話やパネルシアター・人形劇などを見る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 土曜参観（音楽遊び） 中庭 保護者（家族を含む） 子どもたちが楽器演奏や合唱や踊ったりする姿を見たり、みんなで一緒に踊って楽しんだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 環境教育（ネイチャーゲーム） 園庭 保護者（家族を含む） 園庭にいる生き物や草花を見つけ、様々なことをを知り、自然を大切にしていくことを学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 二名中学校職場体験 園内 保護者（家族を含む） 二名中学生と一緒にふれあい遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/14 (木)    ○○ その他 中学生11/26 (火) ○    その他9/26 (木)    ○○ その他10/12 (土) ○○○○○ その他10/23 (水)  10/25 (金) ○10/28 (月)    その他10/4 (金) ～ 11/21 (木) ○  ○○ その他11/5 (火)    ○ その他11/5 (火) ～ 11/15 (金) ○   ○ その他11/8 (金) ○  ○○ その他 市の世界遺産学習の一環として、薬師寺東塔の改修工事の見学をすることができた。間近に工事の様子を見たり話を聞いたりして、より薬師寺を身近に感じることができた。また工事の方から手作りの木ぽっくりをいただき、園に戻ってからも薬師寺を感じながら遊ぶことができている。

菜の花を育てるための畑を子ども達が見やすい場所に作ったことで、種をまいてから生長していく様子を毎日、楽しみにしている。年少から年長へと引き継がれ、継続的な取組と評価される。前年度よりクラス数が減少したが、年長、年少児が一緒に行う競技を考えたことで、異年齢のかかわりを深めることができた。また幼稚園の１年間の経験を活かした競技内容を取り入れることで、地域の方、保護者などに園教育を知ってもらう良い機会となった。雨のため、計画していた国有林への園外保育はできなかった。保育園では、自園にない遊びや遊具に興味をもち、保育園児や保育園の先生とかかわりながら遊ぶことができ、回を重ねるごとに親しみをもつようになってきている。地域の方の協力があり、運営もスムーズに行うことができている。３歳児は、特に幼稚園にくることを楽しみにしている姿が見られ、入園を心待ちにしている。運動遊びの基礎を教えていただき、教員にとっても良い研修の機会となっている。運動遊びの会をきっかけに、より体を動かして遊ぶ楽しさを感じるようになっている。雨のため、実施できた回数は少なかったが、毎日継続することで、縄跳びなど、友達の刺激を受けて挑戦する姿が見られた。年長児は、1年生と共に小学校の校庭で駆け足をすることもでき、1年生になる期待がより膨らんできている。

園児たちと一日生活することは、園児のことをより一層理解していただく良い機会であった。また、地域の教育力が活かせる場でもあり、「役に立って嬉しい」という声が地域の方から寄せられた。好き嫌いのある子は食べようとする姿が見られたり、おいしいといって、何度もおかわりしたりしていた姿がありうれしい。みんなと一緒に食べるとおいしい。

130人6人

46人15人300人20人100人1人

16人関連行事 世界遺産学習 元興寺・わくわくセンター 保護者（家族を含む） 奈良の世界遺産や文化に触れ、奈良を愛し、大切にしていこうとする気持ちをもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 さつま汁パーティ リズム室 保護者（家族を含む） 園内で収穫した野菜を調理し、食べて、収穫の喜びを味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立六条幼稚園

関連行事 菜の花プロジェクト 園内 保護者（家族を含む） 菜の花プロジェクトとして、種まき・間引き・移植をボランティアの方の協力を得ながら行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 運動会 園内 保護者（家族を含む） 在園児が運動場で体を動かして、いろいろな運動遊びをする。未就園児・小学生も一緒に競技に参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 奈良市立京西保育園六条幼稚園合同保育 奈良市立京西保育園 保護者（家族を含む） 幼児自ら遊ぶ保育内容の研修と教職員の資質向上を目的に、保育園児との合同保育を行い、公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児保育 園内 保護者（家族を含む） 遊びや体操、制作等をして幼稚園で一緒に遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 運動遊びの会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方にきていただいて一緒に体操、ボール遊び、縄遊びをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ぽかぽかタイム 運動場 保護者（家族を含む） 寒さに負けない体を作るため、体操、駆け足、縄跳び等、いろいろな運動遊びを毎朝する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育（唐招提寺・薬師寺） 唐招提寺薬師寺 保護者（家族を含む） 地域にある世界遺産を見学する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/21 (木)  ○  ○ その他10/12 (土) ○○○○○ その他 未就園児及び保護者10/17 (木) ○ ○○○ その他 未就園児及び保護者10/18 (金) ○○ ○ その他10/23 (水) ○○   その他10/28 (月) ○○ ○ その他10/30 (水)  ○ ○○ その他 PTAお手伝いの方10/31 (木)  ○○ その他 PTAお手伝いの方
・家では体験できないお習字を頑張る姿を見られて良かったという感想が多く、子供達は友達と一緒に墨で字を書くことを楽しみ、文字に関心をもてたように思われた。・先生の教え方がユニークでとてもわかりやすく、子供達はみんな楽しそうだった。・正座をして挨拶の仕方を教わったり、お茶の点て方やいただき方を教えてもらい、おもてなしの心を学ぶことができ、良かった。・保護者から次のような感想をいただいた。「規則正しい生活にも、たくさんのすべき事が勉強でき、できていることから一歩丁寧に生活を見直していきたいと思います。」「家族の健康のためにも、もっと工夫しなけれは゛と生活習慣における母親の重要性について、考えさせられました。」

2年生の児童の作った様々なおもちゃに関心をもち、参加することができた。自分たちが作っている”転がしゲーム”とは、違うものに興味をもち、刺激を受ける姿も見られた。・地域や保護者の方が沢山参加され、ポンポンや鳴子、バルーンのリズムや親子競技、リレー等、大変好評で、玉入れやPTA競技等にも、積極的に参加していただけた。・どの競技もとてもかわいく満面な笑顔で生き生きして参加し、深い感動を覚えたと喜ばれた。・地域の方の温かな手作り人形劇なので、未就園児にもわかりやすく、園児や保護者も喜んで楽しまれていた。内容もユニークで話し方も大変面白かった。・学校ではおもしろく、楽しく話を聞かせてもらい、改めていい勉強になり、自転車・自動車の怖さを知り、安全第一だと再確認された。・注意して運転していても死角の怖さ・自転車との接触事故の多さを知り、改めて交通安全について親子で学ぶ大切さを学ばれた。・子供達がきちんとインタビューに答えられ、手作り楽器の演奏も、かわいかったと喜ばれた。・保護者のピアノがすばらしく、とても素敵で感動された。・園長先生のハロウィンのお話を聞いて、詳しく知ることができ、良かったと好評だった。37人30人31人58人

170人211人
98人
62人

関連行事 保幼小合同交流会 小学校 保護者（家族を含む） 小学校2年生のおもちゃランドに地域の保育園児、幼稚園児、1年生が参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立西大寺北幼稚園

関連行事 運動会 園庭 保護者（家族を含む） 定例の運動会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 人形劇 リズム室 保護者（家族を含む） 未就園児やその保護者の方と、地域の「人形劇ほっぺ」の方がされる人形劇を鑑賞する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子交通安全教室(奈良自動車学校) 自動車学校 保護者（家族を含む） 地域にある自動車学校で、親子で交通安全についてのビデオ講習や場内での歩行練習・死角について等を教えていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 誕生会行事参観 リズム室 保護者（家族を含む） 10月生まれ園児の誕生会を祝う行事を、保護者に参観していただく。今月は保護者によるピアノ演奏と弾き語りを披露していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 習字を楽しもう リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方にゲストティーチャーとして、習字を教えていただいている。（年長児対象）その様子を保護者に参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お茶を楽しもう 絵本の部屋 保護者（家族を含む）地域の方関連行事 子育て講演会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の園医　安田先生による「食と生活リズム」の講演を保護者対象にしていただく。教員（他校の教員を含む） 地域の方にゲストティーチャーとして、茶道を教えていただく。（年長児対象）教員（他校の教員を含む）学校評議員学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/5 (火) ○○ ○ その他11/8 (金) ○○○○○ その他 未就園児及び保護者11/19 (火)  ○ ○ その他 PTAお手伝いの方11/22 (金)  ○○○ その他 職場体験の中学生9/30 (月)  10/31 (木) ○11/28 (木)  ○ その他10/24 (木) ○○  ○ その他 学校支援ボランティア11/6 (水) ○○  ○ その他 未就園児親子11/9 (土) ○○ ○○ その他 辰市保育園児11/22 (金) ～ 11/23 (土) ○○○○○ その他 未就園児親子

昔話に興味を持ち、毎回楽しみにするようになった。また、話を聞く態度も身についてきた。日本の文化に触れることができた。また、正座をしたりおじぎをしたりお茶をいただいたりして、落ち着いた気持ちになれた。祭りの気分を味わい親子で触れ合い、楽しむことができた。友達のお母さんやお手伝いして下さった方の温かさも感じることができた。子どもたちのリズム演技や展示作品を多くの方に見ていただき、ほめてもらったことが、自信につながった。親子で制作遊びをしたり、絵や作品をお家の方やお客様に見ていただき、ほめてもらったことが、更に絵画制作への意欲と自信につながった。

・サッカーに親しみ体を動かして、体力づくりになり、コーチの話をしっかり聞き、理解しながら意欲的に活動に取り組むようになった。・サッカーらしくチームワークなども出てきて.楽しい試合になり、成長を感じた。・めざせ釣り名人や、わくわく広場、作って遊ぼう、パターゴルフ等親子で楽しめるゲームで触れ合いや交流が深まった。また、園で収穫したとうもろこしで作ったポップコーンも好評だった。・段ボールのリースにいろんな形のマカロニをつけて、銀のスプレーをかけたら、素敵なクリスマスリースができ、子供達は喜んでいた。作品展で壁面のツリーにつけると、クリスマスの雰囲気が盛り上がった。・園児の合奏や歌がとてもかわいらしかったと喜ばれ、いっしょのテーブルで焼きいもを食べて「すごく甘いね」「ぼくがほってん」など楽しい会話をしながら触れ合えた。25人2人2人62人52人55人

39人78人15人
保育公開 サッカーを楽しもう 園庭 保護者（家族を含む） 地域の方にゲストティーチャーとして、サッカーを教えていただき、友達と一緒にルールを守りながら、体を動かすことを楽しむ。保護者に自由参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 PTAふれあいまつり 園内 保護者（家族を含む） PTAが主催となって、各学年ごとにイベントや演目を披露し、教員や地域が一緒になってふれあう機会をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 作って遊ぼう リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方にゲストティーチャーとして、制作(マカロニリース)を教えていただく。　（年長児対象）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 焼きいもパーティー 園庭・リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方をを招待して、幼稚園で収穫したサツマイモを焼いて食べたり交流して遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立辰市幼稚園
関連行事 お話の会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方に昔話の紙芝居を読んでいただき、地域の方との触れあいを楽しみながら、昔話に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子茶道体験 リズム室 保護者（家族を含む） 親子で茶道体験をして、日本の伝統文化に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 秋祭り リズム室園庭 保護者（家族を含む） みんなでおみこしを担いで園庭を練り歩いたり、親子で魚釣り・お菓子つりなどのいろいろな遊びをしたりして、楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文化祭 人権文化センター 保護者（家族を含む） 人権文化センターで子どもたちで作った作品を掲示したり、リズム演技をしたりして地域の方に見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内作品展 リズム室保育室 保護者（家族を含む） 子どもたちの絵や作品をリズム室や保育室に飾り、保護者や地域の方に見ていただいたり、制作遊びを一緒にしたりして楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/28 (月) ○○ ○○ その他 民生児童委員10/17 (木)  ○ ○○ その他 民生児童委員11/17 (日) ○○   その他11/14 (木) ～ 11/17 (日) ○ ○○ その他 未就園児親子11/29 (金) ○○ ○ その他10/5 (土) ○○○○○ その他10/16 (水)  ○ ○ その他10/23 (水)  ○  ○ その他10/30 (水) ○○○○○ その他
・都南中学校区の過小規模園３園での交流として取組、より多くの友達と触れあうことは良かった。・幼児に理解できるお話を通しての演奏会で親しみやすかった。また、楽器の紹介もお話に登場する動物を通して楽器の音色に触れることができて興味が広がった。

地域に住む一人暮らしの老人の方を招いて、一緒にお弁当を食べたり、ふれあい遊びをしたりした。日頃来れない保護者の方も保育参観に来て見ていただいたことにより、幼稚園教育への理解を深めることができた。親子で一緒に作品展を見学したことで、話し合いながら見学する姿が見られた。幼稚園教育の啓発になった。地域のボランティアの方々の協力で文楽公演が行われ、親子で文楽を楽しみ、共に感動する機会が持てた。・日々の幼児の生活や遊びから生まれた楽しい表現や競技が見られてよかった。・地域の一人住まいの老人一人一人に手紙をもらってすごくうれしく楽しいひとときを過ごせた。・園児に手紙をいただき、心の交流ができた。

年少親子でお茶を点て合いながら、子どもたちが保護者にお茶の作法を知らせる姿があった。

25人2人59人

27人30人70人110人40人141人

奈良市立富雄第三幼稚園
関連行事 年少親子でお茶会 幼稚園 保護者（家族を含む）

学校評議員地域の方保育公開 ファミリー参観 幼稚園
お家の方と一緒にお茶を楽しみましょう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 一人住まいの老人の方たちとの交流 幼稚園 保護者（家族を含む） 一人住まいの老人の方たちと一緒に、ふれあい遊びをしたり、お弁当を食べたりしましょう。教員（他校の教員を含む）保護者（家族を含む） 園内作品展をお家の方と一緒に説明をしながら見ましょう。保育室での参観をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内作品展 幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の方や小中学校の方に、園内作品展を見ていただきましょう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文楽観劇 幼稚園 保護者（家族を含む） 地域ボランティアの協力の下、保護者の自由参加で文楽を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立帯解幼稚園

保育公開 運動会 帯解幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者、地域の方、保育園児、小学生を含めて地域全体に日頃の保育成果を公開する機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい交流 南部公民館 保護者（家族を含む） 帯解地域のひとり住まい老人の方とふれあい交流を深め、地域の年配者とのかかわりをもちながら、自分の住んでいる町を大切にしてこられた思いを受ける機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 合同遠足 京都市動物園 保護者（家族を含む） 中学校区の近隣小規模園３園交流として、京都市動物園の合同遠足で、幼児同士かかわって、話したり、思いを共有したりして、より多くの友達と遊ぶ機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 音楽鑑賞(木管五重奏) 帯解幼稚園 保護者（家族を含む） 幼い頃より本物に触れるとして帯解地区の音楽活動をされている方の紹介により、、同志社大学の学生による木管五重奏を鑑賞し、幼児、保護者、地域の方みんなで音楽に親しむ機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/10 (日) ○○   その他12/12 (木) ～ 12/14 (土) ○○○○○ その他 未就園児10/21 (月) ○○○○○ その他10/23 (木) ○○   その他11/5 (火) ～ 11/15 (金) ○○○○ その他11/19 (火) ○○   その他11/26 (火) ○○○○○ その他10/12 (土) ○○○○○ その他 未就園児と保護者10/22 (火) 「通年」  ○○○ その他

　最終日は、未収児園児親子も参加した。園外を走る時は保護者・ボランティアに見守られ安全面の配慮もできた。　園周辺の紅葉を見たり、ドングリなどの木の実を拾うなど自然に触れ五感を通して、楽しむことができた。　地域の方々とともに、日本の伝統文化に触れるよい機会となり、心和むひとときとなった。年長児の演技はもちろん、準備や片付け、放送などに成長と頑張りを感じた。年少児は園生活に十分慣れ、園生活を楽しんでいることが伺えた。親子・地域の方々とのふれあいをもつこともでき、楽しい運動会でした。今回は4冊のおはなしを絵本・大型絵本・素話・ぺープサートと様々な方法で読んでくださった。楽しいところは笑いながら、集中して聴くことができた。年間を通して実施することで話を聞く態度が身につき、絵本大好きの子が育っている。

・父親も参加でき、一緒に運動遊びをしたり、子どもの生活をみられる機会となった。・来園いただいた方々から、園児の発達の様子がよくわかったという評価をいただいた。年長児６名が制作した作品からは、６名の学びが読み取れたという評価もいただいた。また、地域のお茶の先生を招いて指導していただいた。　佐紀幼稚園最後の運動会だったためか、地域の方々が多数参加してくださって、盛大に終えることができた。　親子で楽しく活動できた。8人40人18人30人220人8人

14人80人85人
保育公開 日曜参観 帯解幼稚園 保護者（家族を含む） 休日に参観を開催し、平日に参観できない保護者や祖父母に呼びかけ、幼児の園生活を参観して頂くとともに、家族みんなでふれあって遊ぶ楽しさを味わえる機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 おびとけオープンキンダーガーデン園内作品展(幼稚園公開) 帯解幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者、地域全体に幼稚園公開をして、園児の幼稚園生活及び保育内容を理解していただく機会とする。同時に園内作品展を開催し作品を通して、４歳児、５歳児の発達の過程を理解していただく機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立佐紀幼稚園
関連行事 運動会 わんぱく広場 保護者（家族を含む） 平城旧跡（わんぱく広場）で、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関連行事 焼き物教室 ほし組 保護者（家族を含む） 地域の方に焼き物を教えていただき、親子で焼き物づくりをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ポカポカタイム 園周辺 保護者（家族を含む） 地域の方や保護者に園周辺の見守りをしていただき、駆け足をして体力づくりを行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育 園周辺 保護者（家族を含む） 地域周辺で自然物を集め秋の自然に触れ、親子で楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 茶道体験 茶道体験 保護者（家族を含む） 地域の方を講師に招き、茶道体験をして、日本の伝統文化に触れる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 運動会 園庭 保護者（家族を含む）

学校評議員地域の方
かけっこ・リレー・リズム表現他を元気いっぱい体を動かして演技したり競技したりする。家の人や地域の方、未就園児親子、卒園児等とともに、楽しんだり、精一杯活動する様子を見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お話会 リズム室 保護者（家族を含む） 地域の「お話会」の方々に　絵本・素話・パネルシアター・紙芝居・大型絵本等様々な方法でお話を聞かせていただく。　（未就園児対象にも年間2回実施する。）教員（他校の教員を含む）



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/25 (金)  ○ ○ その他11/6 (水) ○○○○ その他11/13 (水) 「通年」  ○○○ その他11/15 (金) ～ ○○○  その他10/12 (土) ○○○○○ その他 未就園親子10/16 (水) ○○ ○ その他10/3 (木) ○10/23 (水) ○11/21 (木)  11/24 (日) ○○ その他 未就園親子10/17 (木)  12/13 (土) ○ ○ その他 小学生10/18 (金)  ○ ○ その他
１年生のお兄さんお姉さんと手を繋ぎ歩きながら会話をしたり、公園でも一緒に木の実を探したりして、楽しい時間を過ごすことができました。拾った木の実を使い、合同で制作をし、１２月１３日に小学校のおもちゃランドで楽しく遊んだ。昔の地域のことを教えていただいたり、保育室で一緒にこま回しやお手玉・折り紙等教えていただき、楽しい時間が過ごせた。

育友会の役員の楽しい企画やアイデアで、親子のふれあいが十分もつことができ、楽しい時間を過ごすことができた。その後、数日間ゲーム遊びや迷路など園児の遊びが続いた。ゲストティーチャーがとても親しみやすい方で、毎回楽しみに待っている。どの子もとても元気に楽しく参加している。年間を通して実施することで、体力向上にも繋がっていると思う。未就園児も親子で楽しく参加している。幼稚園での普段の幼児の姿をみられて、その成長や友達関係などを感じ取ることができよかった。また、懇談会では幼児なりの人権教育について話し合ったり、自分自身の人権を考え直したりできてよかった。競技やリズム表現等頑張っている姿を見て元気をもらいました。未就園児の保護者からは、「かけっこに参加させてもらい、また園児の競技を見せてもらい、来年幼稚園に行き、運動会を見るのが楽しみです。」という感想をいただいた。誕生日の親に来てもらい、ひとりずつメッセージを読んでもらったり、親にも一緒に祝ってもらったりして誕生を喜び合うことができた。保護者から次のような感想をいただいた。「子どもが園に行くのを楽しみにしている。他の保護者の方と話ができるのも親にとってリフレッシュができ楽しみです。又、家にないおもちゃで遊んだり、みんなでいろいろな活動ができるのも嬉しいです。」

あいにく雨天のため、出かけることができず実施できませんでした。

54人77人11人

―65人10人53人238人10人

奈良市立平城西幼稚園
関連行事 「ふれあい秋篠」交流 グループホーム「ふれあい秋篠」 保護者（家族を含む） 地域の高齢者施設を訪問し、歌や手遊びなどを一緒に楽しんだり、手づくりのプレゼントを渡したりして、交流・ふれあいをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 わいわいフェスタ 園内 保護者（家族を含む） 園内の各保育室にいろいろな遊びのコーナーを設定し、家の人や友達と一緒に参加し、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 キッズ体操 リズム室 保護者（家族を含む） 体力向上を目指し、月1回ゲストティーチャーを招いて、体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。（未就園児対象にも年間2回実施する。）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 保育参観学級懇談会 保育室 保護者（家族を含む） 「人権」をテーマとして実施する。日々の保育中に生ずる様々な問題や「みんななかま」の教材及び人権作文等を用いて参観、懇談会を行い、教員や保護者の人権意識を高める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立大安寺西幼稚園

保育公開 運動会 園庭 保護者（家族を含む） 園児の頑張っている姿を保護者や地域の方々に見ていただいたり、競技に参加してもらったりする。また、未就園児の親子にも参加してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 誕生会・マジックショー リズム室 保護者（家族を含む） その月の園児をお祝いする会に親にも参加してもらう。教師が出し物をしたり、手作りのプレゼントをしたりしみんなで誕生児をお祝いする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児保育 保育室リズム室園庭 保護者（家族を含む） 未就園児が園内で親子で遊んだり、運動遊び・手遊び・制作活動等をしたりする。また、在園児と遊んだりして園に親しみを感じたり、慣れたりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 1年生と秋みつけ・合同授業 近隣公園小学校 保護者（家族を含む） 5歳児と1年生が近隣公園に出かけ、自然物を集める。その後、集めた秋の自然物を使って一緒に制作活動を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 万年青年クラブ交流会 保育室 保護者（家族を含む） 万年青年クラブの方に来ていただき、昔の地域のことを教えていただいたり、一緒にわらべうた遊びを楽しんだりして親しみを持つ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 11/13 (水)  ○ ○ その他10/5 (土) ○○○○○ その他10/18 (金) ○ ○○ その他10/22 (火) ○  ○○ その他 未就園児と保護者10/23 (水)  ○  ○ その他 近隣園保育園児10/24 (木)    ○ その他11/6 (水) ○ ○  その他11/11 (月) ○ ○  その他

雨天のため、１２月９日（月）に保育園の子どもたちが来園するという形での実施となった。保育園の子どもたちが、園児の作品展を見学し、その後の遊びを通して交流を深めることができた。毎年子どもたちとのふれ合いを楽しみにしていただいてる高齢者の方も多く、子どもたちも独楽回しやお手玉・めんこ等根気よく教えてくださる高齢者の方々にとても親しみを感じていた。今年初めての取り組みで、保護者の方々は子どもたちが一生懸命歌ったり合奏したりする姿に「感激した」という感想をいただいた。間近で聞くバイオリンとピアノの音色は心に響き、子どもたちも本物に触れるよい機会となった。

グランドゴルフは２回目であるが、地域の方とふれ合うことを楽しみ、コースを回りながらよりいっそう親しみを持つことができた。オープニングを見直し、子どもたちがのびのびと身体を動かし、楽しんで演技・競技ができるように検討し、保護者・地域の方々にも楽しんでいただけた。講師の先生も季節を感じる生け花を飾ってくださったり、子どもたちも緊張感を感じながらもお茶を楽しんでいた。在園児だけでなく未就園児も保護者と共に参加し、演目も子どもたちに分かりやすい内容でとても楽しむことができた。55人30人18人120人66人

5人300人20人
関連行事 グラウンドゴルフ 園庭 保護者（家族を含む） 地域の方に来ていただき、グラウンドゴルフを教えてもらう。一緒に楽しみながら交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立三碓幼稚園

保育公開 運動会 園庭 保護者（家族を含む） かけっこ、リレー、リズム遊びなど園児たちがお家や地域の方々の前で元気いっぱい競技し演技します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お茶会 園内 保護者（家族を含む） 地域の方が講師になって礼儀作法を学びながら園児自らお茶を立てお菓子をいただきます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人形劇鑑賞 園内 保護者（家族を含む） 人形劇による人形劇・クイズ・歌など三才児も一緒に楽しみます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域保育園との触れ合い会 富雄保育園 保護者（家族を含む） 近隣の保育園に５歳児が行き保育園児と一緒に遊びます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域高齢者の方々との触れ合い会 園内 保護者（家族を含む） 地域の高齢者の方々を幼稚園に招待しお話を聞いたり一緒に遊んだりして園児と触れ合う機会をもちます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 音楽会 園内 保護者（家族を含む） 合奏や歌などお家の人や地域の方々に見ていただきます。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 アンサンブルコンサート 園内 保護者（家族を含む） プロのピアノとバイオリン奏者によるコンサート教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/12 (土) ～ ○○○○○ その他 未就園児10/22 (火) ～ 10/24 (木)     ○ その他 中学生10/29 (火)  ○○ ○ その他 神功保育園11/7 (木)  ○  ○ その他11/8 (金) ○   ○ その他 未就園児11/14 (木) ～ 11/16 (土) ○○○○○ その他 未就園児11/29 (金) ○ ○○○ その他 未就園児　福祉施設の入所者11/25 (月) ～ 12/4 (水)  ○   その他

幼稚園の遊びに保育園児は自然に入り、したい遊びを見つけて、遊んでいた。1学期の経験を活かし交流できた。保幼小の先生たちが、活動の事前事後の話し合いや打ち合わせ、準備を積み重ねコミュニケーションをとりながら、取り組むことができた。子どもたちも自分なりに交流しながら楽しく活動できた。親子で好きな絵をかいたり、遊んだりすることで友達もできてきた。幼稚園にくることを楽しみにしている。小学校のアート展と一緒に作品展をすることで、発達がわかり幼小の連携も感じられて良かった。楽しいコンサートだった。地域の方も参加され喜んでくださっていた。子どもたちも一緒に歌ったり、日頃身近で聞けない楽器や歌をきかせてもらい、自分たちの音楽会への意欲も高まった。毎朝、縄跳びと駆け足をしたが、元気に走ることができた。縄跳びも自分で目標を決めてがんばれるようになった。

どの子もよく頑張り生き生きと活動していた。保護者、地域の方々、未就園児も参加し温かなよい運動会だった。中学生とふれあい活動でき、園児も中学生にとっても良い経験となった。

―

4人43人80人23人40人40人

140人
奈良市立神功幼稚園

保育公開 運動会 園庭 保護者（家族を含む） 保護者、地域の方を含めて、地域全体に日頃の保育成果を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 中学生との交流 園内 保護者（家族を含む） 校区の平城西中学校2年生が園で職場体験をし、園児とふれあう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 保育園との交流 園内 保護者（家族を含む） 神功保育園児と交流保育を行い、保育実践研究を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 保幼小交流 園内 保護者（家族を含む） 神功小、神功保と交流保育を行い、実践研究を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児保育うさぎ組 園内 保護者（家族を含む） 地域の未就園児（３歳児）が来園し、在園児と触れ合ったり制作したりして親子で一緒に遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 アート展 園内神功小学校 保護者（家族を含む） 園内の各保育室に作品や絵を展示する。今年は、神功小学校体育館のアート展にも絵を展示する。親子一緒に鑑賞する。地域の方にも公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあいコンサート リズム室 保護者（家族を含む） 地域でバンドを組んでおられる方を招いてコンサートを行い、地域の方も招いて一緒に歌ったり、音楽を聴いたりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ぽかぽかタイム 園庭 保護者（家族を含む） 寒さに負けない強い体をつくるため、体操・駆け足・縄跳びなど毎朝行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 9/28 (土) ～ 9/28 (土) ○○○○ その他10/4 (金) ～ 10/4 (金)  11/8 (金) ～ 11/8 (金) ○ ○ その他10/9 (水) ～ 10/9 (水) ○○ ○ その他10/11 (金) ～ 10/11 (金)  ○   その他 小学生・保育園児10/12 (土) ～ 10/12 (土) ○○ ○ その他 未就園児と保護者10/16 (水) ～ 10/16 (水)  10/25 (金) ～ 10/25 (金) ○   その他 保育園児10/22 (火) ～ 10/22 (火)  ○ ○ その他10/30 (水) ～ 10/30 (水) ○○   その他11/4 (月) ～ 11/4 (月) ○○○○ その他11/6 (水) ～ 11/6 (水)  ○   その他

普段お世話になっている地域の方と触れ合い、思い出深い体験になった。その後、家族で出かける姿にもつながっている。昔懐かし遊びを保護者も体験し、楽しさを共有できた。校区の人々が集まり共に古墳群を歩きいにしえの奈良の都の歴史に触れる機会となった。地域の消防署で消防自動車や救急車を実際に見て触れて直接体験できた。また、安全に生活することの大切さを学ぶことができた。

小学生の刺激を受け触れ合いながら運動会に取り組めた。毎月幼児の生活や経験にそったその時期ならではのお話を届けてくださり、子ども達の心の育ちにつながっている。伸びている草木の剪定をしていただき、美しい環境づくりに手助けをいただいた。今回は、視聴覚教材を使っての内容のみであった。もう少し事前の丁寧な打ち合わせをする必要がある。親子で触れ合って遊び、運動会の再現のでき、充実した一日となった。保育園とうまく調整がつかずに中止となった。―7人23人100人33人

800人10人6人80人130人奈良市立朱雀幼稚園

関連行事 幼小合同運動会 朱雀小学校運動場 保護者（家族を含む） 幼稚園と小学校が互いに刺激をうけながら、合同で運動会に取り組む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 朱雀お話の会 絵本の部屋 保護者（家族を含む） 地域の「朱雀お話の会」の方から、毎月１回その時期ならではのお話をしていただいたり、わらべ歌を教えていただいたりしている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 環境ボランティアさんと共に親子草引き 朱雀小学校運動場朱雀幼稚園園庭 保護者（家族を含む） 環境ボランティアさん（毎月１回第二水曜日活動してくださる）と一緒に園児、保護者が共に草引きに参加し美しい環境づくりに取り組む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 安全教室 朱雀小学校体育館 保護者（家族を含む） 警察の方から防犯の話を聞いて小学生、幼稚園児、保育園児が共に学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 みんな元気に遊ぼう会 朱雀小学校体育館 保護者（家族を含む） 体操の講師先生を招いて、親子で触れ合い遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保育園さんと一緒に出掛けよう 左京の森音浄ヶ谷公園 保護者（家族を含む） 保育園児と一緒に自分達の住んでいる町の公園に出掛け、身近に感じる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ならまち探検 ならまち周辺 保護者（家族を含む） 地域に方と一緒にならまちに出掛け、町のようすを見たり、音声館でわらべ歌を教えていただいたりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 なんきんたますだれ リズム室 保護者（家族を含む） 地域の名人さんと出会い昔の芸能に触れる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 歴史ウォ－クラリー 平城地区周辺 保護者（家族を含む） 平城東中学校区で、地域の人と一緒に歴史にまつわる身近な地域を散策し、楽しいひと時を過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 消防署見学 北消防署 保護者（家族を含む） 地域の消防署に出掛け、話しを聞いたり実際に見たりして安全な生活の仕方を知る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 10/29 (月) ○○  ○ その他 未就園児11/12 (月) ○○○ ○ その他 未就園児・小学1年生11/20 (火) ○○  ○ その他 小学１・２年生12/6 (木)  ○ ○ その他10/29 (火) ～  ○○ ○ その他 保育園児・小学2年生10/31 (木) ～  ○   その他11/9 (土) ～ ○○○○○ その他 小学生11/18 (月) ～ ○    その他12/6 (金) ～ ○12/10 (火) ～ ○○○ その他12/17 (火) ～  ○ ○○ その他 中学生
お話遊びを保護者や学校評議員、地域の方等に見ていただき、幼児の成長ぶりを見ていただくことができた。民生委員さんにも来園いただき、中学生の演奏を聴いたり、園児も合奏を発表したりして、音楽を通して、ともに楽しむことができた。その後、ふれあい遊びを一緒に楽しむことで、中学生に親しみをもつようになり、会話を楽しむこともできた。

隣接する小学校低学年の児童を招待し、園で収穫したサツマイモを焼き芋にして、保護者も一緒に食べた。幼小連携のいい取り組みになった。地域の高齢者の団体である青山会の方々にきてもらい、昔の遊びを教えていただいた。日頃お世話になっている地域の方々との交流の機会になった。今後もいろいろな機会を通して交流していきたい。2年生が作って準備してくれたおもちゃランドに参加し、教わったり、一緒に遊んだりして交流を深めることができた。自ら選んで遊ぶ活動（自由遊び）を通してかかわりがもてるようにと計画したことで、遊びをきっかけに会話が生まれたり、一緒に楽しんだりする姿が見られた。また、子どもたちは、保育園の先生にも親しみをもつことができた。創立３０周年記念の式典に参加し、歌の発表をした。また、午後からは、地域の方や小学生、保護者などたくさんの人と共に催しやスタンプラリーを楽しみ、バルーンリリースという心に残る感動体験を共有することができた。親子で体操や触れ合い遊びなどをしてコミュニケーションをとり、楽しく遊ぶことができた。

幼稚園の保護者組織である育子会の方が、企画、運営していただくお祭りである。幼児は大変楽しく過ごすことができた。保護者の方々も子ども達が喜んでいる姿を見て、うれしく感じられていた。幼稚園で取り組んできた歌や合奏、英語活動の発表を行い、保護者や地域の方々に見ていただいた。幼児のがんばりを十分に伝えることができ、保護者・地域の方々にも喜んでいただけた。

55人35人30人

25人56人10人80人45人600人

14人奈良市立鼓阪北幼稚園
関連行事 秋まつり 幼稚園保育室園庭 保護者（家族を含む） 育子会主催で、親子でゲームや触れ合い遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ミニコンサート 幼稚園リズム室 保護者（家族を含む） 歌・楽器遊び・リズム遊びなど音楽表現を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 焼き芋パーティー 幼稚園園庭 保護者（家族を含む） １年生を招待して、幼稚園で収穫したサツマイモを焼いて食べたり交流して遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 青山会との交流会 幼稚園リズム室 保護者（家族を含む） 地域の高齢者の方に昔遊びを教えてもらいながら、触れ合いを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

奈良市立伏見南幼稚園

関連行事 わくわく伏見会 伏見小学校体育館 保護者（家族を含む） 小学校2年生と保育園・幼稚園の5歳児が交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保幼交流会 園庭 保護者（家族を含む） 保育園児４２名と幼稚園児が園庭で一緒に遊んだり、体操をしたりして、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 ふれあいの日 小学校運動場 保護者（家族を含む） 創立30周年記念として、園児・小学生・保護者・地域の方とともに歌を歌ったり、一緒に遊んだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 いきいきタイム 園庭 保護者（家族を含む） 親子で体操をしたり、ふれあい遊びをしたりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 生活発表会 リズム室 保護者（家族を含む） お話遊びを保護者や地域の方に見ていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあいの日音楽会 リズム室 保護者（家族を含む） ギターマンドリンクラブの生徒による演奏を聴かせてもらったり、一緒にふれあい遊びをしたりして交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方



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　奈良市　教委・幼稚園の取組期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容教委名園名 授業公開関連行事の別 行事名 ○○10/5 (土) ○○○ その他 未就園児親子  10/2 (水) ～ 12/5 (木)  ○○ その他 未就園児親子○○10/27 (日) ○○ その他 ○11/14 (木)   ○ その他 カリキュラム作成委員○ 11/28 (木) ～ 11/30 (土) ○ ○ その他  1/10 (金)  ○○ その他 講師
見学された方は、作品を通して、子どもたちの成長や各年齢の発達の違いを感じていただけた。子どもたちにとっても、保護者や小学生、地域の方々等とのふれあいの機会となった。５歳児は、畳に正座し、講師の先生からお茶の作法についての話をきちんと聞き、抹茶をいただいた。初めての経験であったが、楽しく取り組んでいた。３・４歳児も抹茶を楽しくいただいた。

子どもたちが、一生懸命に取り組む姿を多くの方々に楽しんで参観していただけた。「間近で３歳児･４歳児･５歳児の発達の様子を見れた。」という感想もいただけた。園庭で在園児と混ざって砂場や遊具で遊んだり、制作や体操等をして、楽しんでいる。毎回、親子で園に来ることを楽しみにしている。地域の高齢者の方々に表現活動を見ていただき、一緒にわらべ歌遊びをし、心温まる触れ合う体験ができた。市内の保育所・幼稚園・大学の先生方が、3歳児を中心に「奈良市立こども園」カリキュラムの見直しに向けて参観された。大学の先生にご指導いただき、事例を持ち寄り研修も行い、教員の資質向上につながった。、90人450人6人

700人114人200人奈良市立認定こども園左京幼稚園

関連行事 運動会 奈良市立左京小学校運動場 保護者（家族を含む） 子ども達の頑張る姿や楽しく取り組む姿を保護者・地域の方々、未就園児親子等に見てもらったり、いろいろな競技に参加してもらい全員で楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児保育（すくすくサークル） 園内 保護者（家族を含む） 幼稚園で未就園児担当の先生と一緒に親子で体操、制作等をして遊ぶ。主に月・木３歳児、火・金２歳児、水０・１歳児対象。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 敬老祭参加 奈良市総合福祉センター 保護者（家族を含む） 地域の敬老祭に参加し、地域のお年寄りと交流したり、演技を見て頂いたりして触れあう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 奈良市保育内容研修公開保育 園内 保護者（家族を含む） 保育内容研修として「(仮称）奈良市立こども園」カリキュラムの見直し、教員の資質向上に向けての公開保育を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内作品展 園内 保護者（家族を含む） 未就園児保育、3歳児、4歳児、5歳児の子ども達の絵画、制作、粘土制作などを展示し、子どもの心の育ちや表現を楽しむ様子を見て頂き、幼稚園教育を広く啓発する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お茶会 園内 保護者（家族を含む） 地域の方を講師に招き、茶道を体験して日本の伝統文化に親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方


