
開始日 終了日関連行事 王寺町民体育大会 10/13(日) 王寺健民運動場 町民相互の親睦と健康推進を図る体育大会 1400人 秋晴れの中、昨年を上回る26自治会、約1,400名の方が競技に参加された。今年から新たに幼稚園・小学生等の競技や、オープン競技を加えたことで、幅広い年代の方が参加され、大いに盛り上がった。関連行事 やわらぎフェスティバル(王寺町文化祭） 10/26(土) ～ 10/27(日) 王寺町文化福祉センター王寺町やわらぎ会館王寺町王寺アリーナ王寺町地域交流センター 文化的創造活動の意識向上と地域の結びつき、住民相互の絆をふかめることを目的に、作品展示・芸能発表・コンサート・バザー・物産展等を開催。 ― 台風の為中止
関連行事 児童生徒健全育成講演会 11/3(日) やわらぎ会館イベントホール４階 講師として大八木淳史をむかえテーマ「夢を活かす」と題し、スポーツを通じて青少年の育成と社会貢献について講演してもらう。 102人 世界の大舞台で活躍してきた経験談や人生とは、99％が出会いであり、その出会いのひとつひとつを大切にしてもらいたいと熱く語られ、参加者からもその熱意を感じたとの感想がありました。10/3 (木) ○○ その他10/10 (木) ○○ その他10/21 (月) ○○ その他10/22 (火)11/1 (金) ○11/11 (月) ○ その他10/25 (金) ○ その他

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　王寺町　学校の取組
王寺町教委

教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 内　　　　　　容

王寺町民
王寺町民
王寺町民

王寺幼稚園
保育公開 親子クッキング（年少児） 幼稚園内保育公開 地域高齢者との交流 幼稚園内保育公開 祖父母参観 幼稚園内

保護者（家族を含む） 野菜を使った簡単なメニューを、親子で一緒に調理することを楽しむと同時に、子どもたちがいろいろな野菜に興味をもち、食べようとする意欲をはぐくむ。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） お手玉やあやとり、コマなどの昔遊びを、地域の高齢者の方に教わりながら、一緒に遊び、子どもたちが世代の違う人とのかかわりを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 園児の祖父母を幼稚園に招待し、一緒に遊んだり、園での子どもたちの様子を見てもらったりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 未就園児（来年度入園予定児）が在園時と一緒に遊んだり、保育を体験したりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ピヨピヨひろば 幼稚園内 保護者（家族を含む）
身近な野菜を使ったランタン作りを通して、子どもが野菜に興味をもったり、家庭での食育につなげたりするきっかけにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 家庭教育学級 泉の広場公民館 保護者（家族を含む）

当該校の教職員・子ども以外の参加人数

23人12人89人73人31人

御意見・御感想

「日頃、家庭で一緒に料理をする機会がないので、よい機会になりました。」「また、家でも一緒に作ってみたいです。」「家で食べない野菜も、食べていて驚きました。」などの意見がありました。「なつかしい昔の遊びを楽しめました。」「たくさんの子どもたちを相手に遊ぶのは大変だったけれど楽しかったです。」といった感想がありました。「とても楽しかったです。」「孫の幼稚園での様子を見ることができてよかったです。」など喜んでおられる様子がありました。「幼稚園の生活や遊びを経験できるよい機会だと思います。」「子どもが幼稚園に来ることにずいぶん慣れてきました。」など、毎回喜んで参加している様子がありました。ランタン作りを通して、ハロウィンの行事を家庭で楽しむ良い機会となり、大きなカボチャに子どもたちも驚いた様子でした。 1/4



開始日 終了日行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）Ｈ25奈良県教育週間　王寺町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 内　　　　　　容 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/21 (木) ～ 11/25 (月) ○（24日を除く） ○○○ その他9/28 (土) ○○○○ その他 来年度入園予定児とその保護者10/2 (水) ○○○ その他 講師招聘10/22 (火) ○10/5 (土) ○11/19 (火) ○ その他 制作講師11/22 (金) ～ 11/24 (日) ○○○ その他11/29 (金) ○○ その他10/18 (金) ○○ その他10/29 (火) ○○ その他 小学生11/28 (木) ～ 11/30 (土) ○○○○ その他 未就園親子

園児が遊びの中で作った作品や、テーマからイメージを広げて友達と一緒に作った作品を、遊戯室に展示し、保護者や、地域の方々に見ていただく。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 幼稚園内 保護者（家族を含む）

王寺北幼稚園
関連行事 運動会 運動場保育公開 親子でわんぱく体操 王寺アリーナ関連行事 親子制作 保育室運動場

保護者（家族を含む） 園児が日頃の練習の成果を発揮するとともに保護者、地域高齢者、未就園児も一緒に運動会に参加し楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 親子で体を動かすことを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 親子で制作活動をし、物作りを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 園児が制作した作品や親子制作などを展示し、保護者や地域の方や隣接の小学校の児童、未就園児とその保護者などに見学してもらう。また、地域高齢者の方は見学も兼ねて園児との交流を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域高齢者との交流作品展 遊戯室 保護者（家族を含む）
園児の祖父母に来園して頂き、保育を参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 祖父母参観 保育室 保護者（家族を含む）

王寺南幼稚園
関連行事 おさんぽデー 畠田公園・菩提キャンプ場関連行事 明神山合同登山 明神山関連行事 作品展 遊戯室

保護者（家族を含む） 親子で近くの公園へ歩いて出かける。地域にある自然の美しさや良さを知る機会を設ける。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） 幼稚園・小学校合同運動会を行った時の縦割りグループでオリエンテーリングをしながら明神山登山をし、交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 全園児や未就園児が工夫して作った作品を保護者や地域の方に見てもらう機会を設ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

300人180人37人58人180人65人68人40人100人

「子どもたちが楽しんで作っている様子が目に浮かびました。」「三年間の成長を感じることができました。」「子どもたちの感性が光っていました。」などの感想が多かったです。園児の競技だけでなく卒園児、未就園児、地域の高齢者の方にも参加していただき、体を動かして楽しい運動会になりました。親子でマット運動やボール遊びなどをし、体を動かす楽しさを十分に味わっていました。幼児期に必要な体の動かし方などを講師から直接教えてもらうことができ、家庭でも運動遊びを楽しむきっかけとなりました。年長児は牛乳パックをリサイクルした紙で絵手紙作り，年中児はお菓子の家作り、年少児は秋の自然物を使ったモビール作りをしました。親子で制作することでお互いの意見を伝えあい、物作りの楽しさを味わうよい機会となりました。園児の絵画や制作物、親子制作の作品などを展示し、多くの人に見に来て頂きました。一人一人が自分の出来る力を発揮して取り組んだ様子に成長を感じられたようで保護者も大変喜んでおられました。園児の祖父母に来園してもらい、一緒にふれあって遊びました。家庭とは違った、孫の成長した姿に感動され、喜んでおられました。親子で一緒に公園へと歩き、どんぐりや木の実を集め、自然に触れる良い機会となった。小学生の児童と自然を感じながら、交流を深める良い機会となった。園児や未就園児の作品を保護者や地域の方に見ていただける良い機会となった。 2/4



開始日 終了日行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）Ｈ25奈良県教育週間　王寺町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 内　　　　　　容 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/16 (土) ○○ その他11/15 (金) ○ その他11/16 (土) ○○○○ その他 支援ボランティア11/16 (土) ○○○○ その他 支援ボランティア11/16 (土) ○○○○ その他10/29 (火) ○○○○ その他 PTA、王寺南幼園児

王寺小学校 授業公開 オープンスクール 学級教室関連行事 北葛城郡音楽会 河合町まほろばホール
保護者（家族を含む） 休日を利用し、普段忙しくされている保護者の方やご家族の方を対象として授業参観を行う。学級での子どもの姿を見ていただくことで、また、授業の様子を見たいただくことで、家庭内で子どもとコミュニケーションをとる時間を増やしていただければと考える。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） 郡の音楽会への行事に参加する事により、他校のなかまとともに音楽の文化を親しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方王寺北小学校 授業公開 休日参観 各教室関連行事 芸術鑑賞会 体育館
保護者（家族を含む） 午前中にオープンスクールによる学習参観を行う。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） 午後から、劇団による「影絵（裸の大様）」の鑑賞と体験教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

王寺南小学校
授業公開 南小親子フェスティバル（土曜参観） 学校
関連行事 明神山登山 明神山

保護者（家族を含む） 土曜日を1日自由参観にし、授業を公開するとともに、ＰＴＡの事業として体育館にて様々な発表会を実施（4年生の合唱と合奏、アンサンブルクラブの発表、教職員による演奏、和太鼓の演奏等）し、全校児童と一体となって楽しみます。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） 校区にある明神山に本校児童と幼稚園児と地域の方でグループを組み、頂上を目指します。本校児童は縦割り集団を組みます。道中はＰＴＡの方々が中心となって、チェックポイントで安全確認するだけでなく、クイズやゲームをします。年上の児童が年下の子どもたちをいたわり、地域の方の見守りを受け、和やかな雰囲気のある取組です。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

500人600人500人150人300人
120人

たくさんの保護者のかたに参観頂き、子どもが授業を受ける様子を見ていただいた。また、人権教育の講演会を同時に開催し80名以上の保護者の方に聞いていただいた。家の方が学校に来ていただく事で子どもたちはいつも以上にはりきって授業に臨むことが出来ていた。音楽の時間、何度も繰り返し練習を行った成果を発表会で披露することができた。特別なステージに立つことで、児童にとってはよい経験になったと思われる。いつもの授業参観とは違い、いつ行ってもよいので、余裕をもって参観できました。また、休日なので、家族一緒に参観できてよかったです。子どもと一緒に活動する参加型の授業が楽しかったです。（保護者の感想より）巨大スクリーンに映し出される影絵は、迫力があり、見やすかったです。また、体験コーナーで子どもが操作する人形の動きを見て、その難しさが伝わりました。楽しい時間を過ごせました。（保護者の感想より）授業の様子を参観していただいた後、体育館での児童の発表がありました。また、和太鼓の演奏では児童の体験コーナーもあり楽しいひとときとなりました。地域の方々、保護者の方等大勢の参加者が集い、盛況に行われた事業でありました。PTAや地域の歩こう会の協力を得て、幼稚園児とともに明神山登山を行いました。途中PTAの方々が用意してくれたクイズやゲームで盛り上がり、仲良く登山ができました。
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開始日 終了日行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）Ｈ25奈良県教育週間　王寺町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 内　　　　　　容 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/5 (火) ○○○ その他11/5 (火) ○○ その他10/25 (金) ○○○○ その他11/15 (金) ○○○○ その他10/31 (木) ○○○○○ その他 王寺町福祉作業所10/31 (木) ○○○○○ その他 王寺町福祉作業所11/7 (木) ○○ その他11/13 (水) ～ 11/15 (金) ○○○ その他

関連行事 文化祭 学校
授業公開 ２学期オープンスクール 学校関連行事 懇談会 学校

保護者（家族を含む）
地域の方 授業・部活動参観教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） ３年・進路説明会１･２年・学年懇談会教員（他校の教員を含む）学校評議員保護者（家族を含む） 音楽会・展示発表・舞台発表・ＰＴＡによる模擬店　など教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

王寺南中学校
授業公開 オープンスクール 各教室
関連行事 音楽会30周年記念行事 王寺町文化福祉センター関連行事 ３年保護者進路説明会 視聴覚室 地域の方

保護者（家族を含む） 授業公開及び部活動参観教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
卒業後の進路について、平成２６年度の高等学校入学者選抜に関わる情報提供等、家庭における進路選択の一助としている。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） 各学年・学級が課題曲と自由曲を合唱し、合唱の美しさと学級の団結を競い合う。また、福祉作業所（ポエム）の方々にも大正琴の演奏をしていただく。最後に保護者の方々にも参加していただき全員合唱をしてもらうことによって家庭でのコミュニケーションの一助としている。地域の方々とともに、30周年記念式典を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員
2年生全生徒が３日間にわたり、近隣の事業所や商店等で職場体験学習を行う。職場での体験を通して、働くことの意味や大切さを知り、将来の職業選択に役立てる。また、仕事の厳しさや楽しさを体験させる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ２年職場体験学習 各事業所 保護者（家族を含む）

73人123人250人

75人 地域の方々のおかげで充実した３日間を送れたということが生徒の感想から読み取ることができた。今後もこのような活動を引き続き、実施していきたい。

毎年のことだが、午前中の参観が少なかった。１年の学級懇談は参加も多く、保護者からの活発な意見もあり、充実した内容の懇談会となった。例年屋外で模擬店を行うが雨で予定を屋内に変更して実施した。準備に手間取りながらも教職員・生徒・保護者が一体となり準備。例年以上に盛り上がった。保護者（家族を含む） 2年生体育授業奈良教育大学ダンス部員の協力。指導していただいた。各学級単位で現代的なリズムダンスを創作したので、まとめとして学年発表会を行った。 １、２時間目は通常の教科学習の参観で、３時間目は音楽会に向けての各学級の練習の様子を参観していただいた。保護者からは落ち着いて学習できているという感想をいただくことができた。各学年の課題曲と各学級の自由曲の練習の成果を披露し、また、今年度は教師合唱を行い、最後に保護者も交え「ふるさと」の全体合唱を行った。感動を残し終えることが出来た。30周年記念行事としても非常に盛り上がった。平成２６年度高校入試に関わる説明をすることで、学校と家庭とが連携し、適切な進路選択ができる情報を伝えられた。
50人
180人
42人保護者（家族を含む）

王寺中学校 60人 生徒も大学生に親近感を持ち大学生もまた、非常に熱心に指導してくれた。生徒と指導した大学生両者に利益のある行事であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ダンス発表会 学校
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