
開始日 終了日関連行事 文化展覧会 11/2(土) ～ 11/4(月) 広陵中央体育館 文化展覧会 1383人 今年度から、地域の夏祭りにて作成された作品を展示するなど、展示スペースを拡大した。関連行事 文化財速報展 11/2(土) ～ 11/4(月) 広陵中央体育館 前年度に発掘調査した遺跡から出土した遺物の展示速報展 1383人 今年度は、発掘物の展示がなかったため、写真のみ展示した。関連行事 文化歴史講演会 11/2(土) 広陵中央公民館（かぐや姫ホール） 文化歴史の講演会 1383人 実年学級や老人会をはじめ、多くの方々と「温泉の考古学」について講演することができた。関連行事 中学生絵画展 11/2(土) ～ 11/4(月) 広陵中央体育館（選手控室） 中学生の絵画の展示 1383人 町内２校の中学校の美術部員により、作品を展示していただきました。子どもの作品を展示してもらうことにより、違った雰囲気を感じることもできました。関連行事 幼稚園児・保育園児絵画展 11/2(土) ～ 11/4(月) 広陵中央体育館（格技場） 幼稚園：３歳児～５歳児の絵画・作品の展示保育園：０歳児～５歳児の絵画・作品の展示 1383人 今年度から保育園と幼稚園の作品を合同で展示することになり、会場の混雑が懸念されましたが、会場がまとまったことで、見やすくまとまったと思う。関連行事 映画鑑賞会 11/4(月) 広陵中央公民館（かぐや姫ホール） 最近上演された人気の映画の鑑賞会 528人 「メリダとおそろしの森」という映画を鑑賞した。当日は、天候が悪く申込者数よりも、参加者が少なかった。11/2 (土) ～ 11/4 (月) ○○○○ その他 学校評価委員○11/7 (木) その他

御意見・御感想

園児の絵が一人一人元気に書けていたとの感想をいただいた。普段見られないことを参観できて良かったとの意見を聞いた。

当該校の教職員・子ども以外の参加人数

150人40人保護者（家族を含む） 力健体育遊びの先生による、各年齢に合った運動の指導を受け遊んでいる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
保護者（家族を含む） 町の文化祭に合わせて町内の園児の絵や作品を展示して、保護者や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関連行事 幼稚園児絵画展 広陵中央体育館（格技場）授業公開 力健体育遊び自由参観 幼稚園・運動場及びリズム室

Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組
一般

町内小学生

教委・学校・園名

広陵町教委
一般

町内幼稚園・保育園児・一般
一般町内中学生・一般

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） 内　　　　　　容

1/9



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　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容○11/7 (木) ～ 11/8 (金) ○ その他 中学生○2013/11/８（金） ○ その他 小学１年生・他園園児○11/14 (木) ○ その他 他園の園児○○11/19 (火) ○ その他 講師先生11/2 (土) ～ 11/4 (月) ○○○○ その他 学校評価委員11/13 (水) ○○ その他11/14 (木) ○○ その他 西幼稚園児11/22 (金) ○○○○ その他 学校評価委員
交通ルール、を他園の園児たちと一緒に学ぶことができた。日本の文化にふれたり、地域の方々との交流がもてた。

本園を卒園した中学生もいて、子どもとよく遊んでくれて子どもたちはとても喜んでいた。年長児の子どもたちが楽しみにしていた幼少交流会、で１年生や第二幼稚園の年長児と触れ合ったり一緒に遊べて嬉しそうだった。また、小学校探検をさせてもらいとても喜んでいた。交通公園での交通安全指導は、足踏み式ゴーカートに乗ったり映画を見たりしての指導で子どもたちは楽しく参加できた。保護者対象のリズムは普段の運動不足になりがちだけど、体を動かすいい機会になったようだ。また、親子リズム遊びは子どもと触れ合うことが出来良かったとの感想を聞いた。作品を見てもらい褒めてもらうことで自信につながった。保護者にリフレッシュしてもらうよい機会であった。
40人150人35人80人132人

6人150人80人

保護者、地域の方々を招きお茶会をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 お茶会 幼稚園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 西幼稚園児との交流教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） エアロビクス教員（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） 町文化祭にあわせて園児の絵画及び制作物を展示教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵西第二幼稚園

関連行事 幼稚園児絵画展 広陵中央体育館（格技場）保育公開 家庭教育学級学習会 幼稚園関連行事 交通安全教室 交通公園

家庭教育学級で、講師先生の指導で親子リズム遊びをしたり触れ合ったりして楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子リズム遊び（家庭教育学級） 中央体育館 保護者（家族を含む） 同じ小学校区内の公立幼稚園児と一緒に交通安全指導を受ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 交通安全教室 交通公園 保護者（家族を含む） 西小１年生と西・西第二幼稚園の年長児が、さつまいもを食べたり一緒に遊んだりして交流を持つ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 幼小交流会 西第二幼稚園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 中学生が職場体験で園児と一緒に遊んだり、触れ合ったりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵西幼稚園 関連行事 中学生職場体験 幼稚園内
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容11/2 (土) ～ 11/4 (月) ○○○○ その他 学校評価委員10/17 (木) ○ その他10/21 (月) ○○○ その他 学校評価委員11/8 (金) ○ その他通年 ○○ その他 高校生・小学生・学校評価委員○11/2 (土) ～ 11/4 (月) ○○○ その他 学校評価委員○○11/29 (金) ○○ その他 学校評価委員○11/6 (水) ○ その他 学校評価委員

交流を深めたくさんの人とふれあうことができた。子どもたちの表現を見てもらうことができた。雨のため延期し１２月２日に実施した。保護者の方に応援していただき最後まで走ることができた。年長児が焼いてみんなに食べさせてくれた。ホットケーキにいもを入れてやいた。上手にできたので年長児は自慢していた。

自由に描かれた園児の作品を、多くの来場者に見てもらうことができた。避難訓練の後、消防自動車の見学もしたので子どもたちも関心を持って参加することができた。さつまいも掘りは大きな芋が収穫でき子どもたちも大喜びだった。さつまいもをスイートポテトにしておいもパーティを行った。交通安全教室に参加し、歩行や自転車の実施指導を楽しみながら知らせることができた。

50人

49人50人50人35人100人90人

100人

園児が育てたさつまいもを収穫し、やきいもパーティーをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 やきいもパーティー 幼稚園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 体力づくりとして取り組んできたマラソンの様子を見ていただき、園児の活躍を応援してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 園児の絵画を展示する。（園児１点展示）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） ゲームや運動あそびを一緒に行い、交流を深める。大和広陵高校では、文化祭に参加する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

広陵北幼稚園

関連行事 高校生・小学生・保育園児との交流 幼稚園関連行事 幼稚園児絵画展 広陵中央体育館（格技場）保育公開 マラソン大会 幼稚園近辺

交通指導員の話を聞き、ゴーカートや自転車に乗って交通ルールを知る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 交通安全教室 交通公園 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 幼稚園の畑で育ったさつまいもを収穫する。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） 避難訓練後、消防自動車や放水を見学し、消防士さんの話を聞く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 町文化祭にあわせて園児の絵画及び制作物を展示教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵東小学校附属幼稚園

関連行事 幼稚園児絵画展 広陵中央体育館（格技場）関連行事 消防自動車見学 幼稚園関連行事 さつまいも掘り 幼稚園
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容○１１／１（金） ○ その他 学校評価委員○10/31 (木) ○ その他 学校評価委員○○11/12 (火) その他10/23 (水) ○○ その他11/2 (土) ～ 11/4 (月) ○○○○ その他 学校評価委員11/7 (木) ○○ その他 小学生11/9 (土) ○○○○ その他 学校評価委員

親子でふれあって楽しむ事ができた。保護者は、積極的に体を動かせリフレッシュできたようである。親子でふれ合いながら楽しく参加できたほとんどの親子ご家族で観覧していただけた。保育所との合同であったので混雑した。５年生と一年生が一緒に行動してくれたり世話をしてくれたので、楽しい経験となり、小学校への期待が持てた。ほんとんど家族での参加で楽しく交流されていた。

だんじりに乗せてもらい喜んでいた。クリスマスを題としていろいろなお花を生けた。個性のある花が完成した。

33人500人

50人50人84人81人300人
バザー・模擬店・ゲームの実施を通して交流を深める教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあいオータム 幼稚園・小学校 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） ５年生と一緒に給食をいただく体験をする教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

保護者（家族を含む） 町内６園の園児の絵を展示し、保護者や町民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
保護者（家族を含む） 親子ふれあいのためのヨガ講座の開催教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵町立真美ヶ丘第一小学校附属幼稚園

関連行事 家庭教育学級 幼稚園関連行事 幼稚園児絵画展 広陵中央体育館（格技場）関連行事 学校給食体験 真美ヶ丘第一小学校

親子体操教員（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 幼稚園 保護者（家族を含む） 生花を生ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 生け花 幼稚園 保護者（家族を含む） 櫛玉神社でのお祭りを見学しだんじりに乗せてもらったりして、地域の人と交流をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お祭り 幼稚園 保護者（家族を含む）
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容11/1 (金) ○○○ その他 学校評価委員11/2 (土) ～ 11/4 (月) ○○○○ その他 学校評価委員11/12 (火) ○○ その他 交通指導員11/14 (木) ○○ その他 講師先生11/19 (火) ○○○ その他 PTA役員10/18 (金) ○○ その他11/16 (土) ○○○○ その他 学校評価委員11/29 (金) ○ その他 疲れている体をいやすことができた。（保護者の感想）

今年は保育園合同の絵画展となったが大勢の方が広陵町の園児達の作品を見てくださり好評であった。４・５歳児が交通公園で交通指導を受けたが５歳児は自転車を乗っての指導を受け少し緊張気味だったが交通ルールを再確認することが出来た。小学校の体育館での親子のふれあいは軽快なリズムに乗り楽しく体を動かす親子の姿があり、毎年好評を得ている。秋の自然物をいっぱい使ってのクラフト遊びは、子どもたちも大喜びで個々に工夫した作品が多くボランティアの方や役員の方もできあがった作品に感心しておられた。学校の学習活動や生活の様子がよくわかった、という意見を多くいただいた。今後も開かれた学校づくりに取り組んでいく。保護者や地域の方、卒業生、歴代在籍教職員が多数参加して、50年の歴史と伝統を振り返った。今後さらに発展させていく決意を新たにした。

今年も年長児がお世話をしたサツマイモでおいもパーティーが出来子どもたちは、大喜びだった。来年は年中さんと期待が高まっていた。

25人160人500人20人

5人1000人3人80人

保護者（家族を含む） ヨガインストラクターを招いて、ストレス解消及び体力作りに役立てる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 関係各位を招き、創立５０周年を祝う。地域の学校として、さらに発展していく取り組みとする。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） １０：２０～１４：３０の間。自由に学習活動を参観していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵町立広陵東小学校

授業公開 オープンスクール 小学校関連行事 創立５０周年記念式典 小学校関連行事 家庭教育学級 小学校

地域のボランティアの方に幼稚園にお越しいただき、全園児対象に秋の自然物を使ってクラフト遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 クラフトあそび 幼稚園 保護者（家族を含む） 親子で体を動かしふれあい遊びを楽しむ。その後、保護者を対象にリフレッシュ体操を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 保育参観並びに家庭教育学級 真美ヶ丘第二小学校 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 町内の交通公園にて、交通指導員の方から交通指導を受ける。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 町内の幼稚園・保育園時の絵や作品を格技場に展示して、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
保護者（家族を含む） 園の畑で収穫したサツマイモを、年長児が中心となって、おいもパーティーを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方真美ヶ丘第二小学校附属幼稚園

保育公開 おいもパーティー 幼稚園関連行事 幼稚園児絵画展 広陵中央体育館（格技場）関連行事 交通安全教室 交通公園
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容11/11 (月) ～ 12/3 (火) ○○○ その他11/22 (金) ○○○○ その他 学校評価委員11/14 (木) ○○○○ その他 学校評価委員11/14 (木) ○○ その他11/16 (土) ○○○ その他 学校評価委員10/24 (木) ○ その他10/8 (火) ○○ その他
様々な素材を組み合わせる「コラージュ」という手法を使い、オリジナルリースを作った。参加者はそれぞれ楽しんでいた。舞太鼓あすか組の公演を行った。全校一斉に鑑賞したが、低学年を中心に大いに盛り上がった。

保護者や地域の方々が多数応援していただいて、子どもたちも声援を力にして、全員が無事に完走できた。たくさんの保護者が来校し、給食や掃除の様子なども参観された。どの学年も練習の成果を発揮し、すばらしい発表であった。保護者のマナーも良かった。合唱と器楽演奏を公開した。みんな一生懸命に演奏し、保護者も感動されていた。保護者と子どもがふれあう良い機会となった。エアートランポリンや親子で対戦したドッヂボールが好評であった。
90人70人80人50人45人

100人400人

舞太鼓あすか組を招いて、希望者に公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 観劇会（和太鼓） 本校体育館 保護者（家族を含む） 事前に希望を募り、ＰＴＡ総務部が中心となり、いろいろな素材を組み合わせるコラージュの手法を使ってリースを作る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡ家庭教育学級 本校理科室 保護者（家族を含む） 事前に希望を募り、土曜日に子どもと共に体を動かし、ふれあう機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡレクリエーション大会 本校体育館 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） ４年生の保護者を招いて、北葛城郡音楽発表会のリハーサルを公開する。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） ６年生の保護者を招いて、全学年（１年～６年）の学習の成果を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） ４校時から５校時にかけて授業を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

広陵西小学校

授業公開 オープンスクール 本校各教室関連行事 校内学習発表会 本校体育館関連行事 北葛城郡音楽発表会リハーサル 本校体育館

体力作りとして取り組んできたかけ足運動の集大成として、小学校周辺を走り地域の方々に応援していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 かけ足週間マラソン大会 小学校校区周辺 保護者（家族を含む）
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容9/13（６年） 10/22（３年） ○10/10（５年） 10/24（２年） ○10/11（４年） 10/29（１年） その他9/20 (金) （第２回） ○11/19 (火) （第３回） ○ その他10/17 (木) ○○○○ その他 幼稚園・保育園児11/6 (水) ○○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他 学校評価委員11/9 (土) ○○○○ その他 学校評価委員
当日は第２校時を土曜参観として授業公開しました。多くの保護者・家族の方に活気あふれる授業の様子を参観していただきました。長い歴史と伝統を持つ母校への誇りと感謝の気持ちと、未来への夢や希望を抱く良い機会となりました。また、本校が地域の皆様に愛され大切にされていることを皆で改めて実感することができました。

親子でゲームやレクレーションを楽しんだり、体育大会の学年種目（マスゲーム等）のアンコール披露をしたり、各学年ごとに有意義な活動ができました。多くの保護者に参加いただきました。第２回「塩麹を使った簡単レシピ」の料理講習会は大変好評で多数の保護者の参加がありました。第３回「リンパマッサージ」はストレスや肩こりを取り除くための効果的なセルフマッサージを指導していただきました。低学年は「長靴をはいたねこ」、高学年は「星の王子様」と、二部構成で実施しました。低学年の部には幼稚園・保育園の園児も招待しました。美しく迫力のある影絵劇に美しい歌声も加わり、児童と保護者が一体となって楽しめる内容でした。本校の特色の一つである縦割り活動の中心行事として、児童会が企画運営しました。１４のお店で子どもたちが縦割りで意欲的に活動する様子を「くすのきフェスティバル」として公開しました。
40人200人200人300人120人

280人

創立１４０周年の記念式典並びに記念イベントを実施します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 創立１４０周年記念式典 体育館 保護者（家族を含む） 地域の方々に授業の様子を公開します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 土曜参観 教室 保護者（家族を含む） 児童会が中心となって運営する「くすのきフェスティバル」の様子を地域の方々に公開します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 くすのきフェスティバル 教室・体育館 保護者（家族を含む）
保護者（家族を含む） 影絵専門劇団（かかし座）を招いて、影絵劇という日本の伝統的イリュージョンを鑑賞・体験します。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） （第２回）「塩麹を使った簡単レシピ」をテーマとして、料理講習会を開催します。（第３回）インストラクターを招いて、リラックス・リフレッシュのための「リンパマッサージ」の体験講座を開催します。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） 各学年に応じたリクレーション等を通して、親子で楽しい時間を共有します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

広陵北小学校

関連行事 ＣＰ活動 体育館・運動場関連行事 家庭教育学級 家庭科室・多目的室関連行事 親子鑑賞会 体育館
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容○○10/19 (土) ○○ その他 学校評価委員等○○11/6 (水) ○○ その他 学校評価委員○○11/6 (水) その他○○11/9 (土) ○○ その他 学校評価委員○11/15 (金) ○ その他 附属幼稚園児10/26 (土) ○○○○ その他 学校評価委員10/30 (水) ～ 11/6 (水) ○○○○ その他 学校評価委員
来年度新入生のスムーズな受入と５年生のキャリア教育の一環として取り組んでいる。会話もはずみ、楽しそうに会食ができ、有意義な時間を共有できた。児童が一番楽しみにしている行事であり、地域と保護者、そして学校とのよい交流となっている。多数の保護者が参加され、授業に関する意見を含め、保護者の意見を聞き取るよい機会である。

当日の児童代表による『児童慶びの言葉』も『全校児童による［気球に乗ってどこまでも］の合唱も』真美一小児童らしい元気あふれる堂々とした態度で、「お祝いと未来への思い」がぎっしり詰まった素晴らしいものでした。３時間続きの学習公開で、内１時間は全学級で人権教育の学習公開を行った。２時間連続や学年単位の学習公開等内容も豊富で保護者の方も時間帯を選んで余裕をもって参観されていた。事前に参加者に「子育ての悩み」のアンケートを取り、より本校児童の実態に近い講演と希望者には、教育相談を実施していただき、参加者には好評であった。好天にも恵まれ、大人も子どもも楽しめる内容で大盛況であった。附属幼稚園とも連携し、同時にオータムフェスティバルを開催しているので、相乗効果があり、余計に意義有る催し物になった。
700人50人600人120人1000人760人

800人

保護者（家族を含む） 低・中・高学年ごとに授業参観を行い、その後担任と学級ごとの懇談が行われる。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） ＰＴＡによるゲーム、ショップ、バザーが開催される。多数の保護者、児童、地域の人々、教職員が参加し、広く交流が行われる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方真美ヶ丘第二小学校 関連行事 ＰＴＡふれあい広場 真美ヶ丘第二小学校授業公開 授業参観・懇談 真美ヶ丘第二小学校

附属幼稚園年長児（来年度入学予定者）との交流。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・５年生が配膳のお世話や給食試食会を通して交流をはかる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 給食交流会 学校内（多目的室、オープンスペース） 保護者（家族を含む） バザーやゲーム、模擬店等を開催。地域の方々と交流を深める場とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 オータムフェスティバル 学校内（体育館、運動場他） 保護者（家族を含む）
保護者（家族を含む） 講演会「前思春期の心とからだ」の開催講　 師　江南 佳代子氏教員（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３時間の学習公開を予定。うち１時間は、全学年で人権についての理解を深める学習を公開する。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） 第１部【記念式典】９：００～１０：００　会場　体育館、正門校庭　・式辞（実行委員長、学校長、ＰＴＡ会長）　・祝辞（町長他来賓）　　・児童代表の言葉・全校児童による合唱　・記念品披露　・国歌斉唱校歌斉唱　・記念碑除幕式第２部【記念行事】１０：１５～１１：１５　会場　体育館　・岡本知高スクールコンサート（保護者等は有料）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵町立真美ヶ丘第一小学校

関連行事 学校創立３０周年記念式典 学校内（体育館）
授業公開 オープンスクール（学習参観） 学校内（各教室、体育館、運動場他）関連行事 家庭教育学級 学校内（ひまわりホール）
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開始日 終了日 御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数Ｈ25奈良県教育週間　広陵町　学校の取組教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を） 内　　　　　　容10/29 (火) ○○○○ その他 学校評価委員11/7 (木) ～ 11/18 (月) ○〇○ その他11/23 (土) ○○○ その他 校区小学生・学校評価委員10/7 (月) ○○ その他11/8 (金) ○○○ その他 学校評価委員11/17 (日) ○○ その他11/19 (火) ～ 11/20 (水) ○○○ その他11/30 (土) ○○○○ その他 学校評価委員

第一音楽室を活用し、骨盤体操を実施した。音楽に合わせてストレッチ、肩甲骨を動かすことを意識しながら上半身を動かす、骨盤を動かし姿勢の矯正を行うなど。楽しく実施できた。たくさんの保護者に来校していただけた。各学級で取り組んできた成果を、しっかり発表できた。たくさんのプランターにパンジーなどを植えることができた。春が楽しみである。生徒が校外に出て様々な事業所で職場体験を実施した。教師からではなく、職業を通して学んだことは、貴重な経験になったと考える。

いずれの発表グループも内容、発表方法とも工夫されていて、日頃の活動の成果に、多くの参加者から高い好評をいただいた。すべての２年生が職場体験を行い、将来の夢や興味ある仕事を体験することで、進路がより身近なものになった。地域住民、校区内３小学生及びその保護者に案内を出し、日頃の中学校の取組を公開したので、多くの方々から好評をいただいた。また、児童には中学校の様子を伝ることができた。

150人

135人153人432人40人200人20人関連行事 ２年職場体験学習 各事業所 保護者（家族を含む） ＰＴＡによる植栽活動を行う。プランターにパンジーなどを植えて心の教育に生かす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ２年生が２日間、希望の職種の事業所で職場体験学習を行う。体験を通して、将来の進路について考える動機付けとする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

家庭教育学級の開催。内容「骨盤体操」。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 学級ごとに課題曲と自由曲の２曲を合唱する。学年全体での課題曲の合唱は迫力があり、聴きごたえがある。保護者が毎年多く来校し、子どもたちの発表を楽しみにしている。教員（他校の教員を含む）学校評議員コーラスフェスティバル 本校関連行事 植栽活動 本校
保護者（家族を含む）
地域の方保護者（家族を含む）

保護者（家族を含む） 休日の第３校時から午後４時までの間で、本校生徒の保護者、小学校５・６年生児童とその保護者、学校評価委員等に自由な時間帯に来校いただき、日常の学校生活（授業・昼食・清掃・部活動等）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
保護者（家族を含む） ２年生全生徒が２日間にわたり各事業所にて職業体験学習を行う。事業所の職員やお客様との触れ合いを通し、学校では体感できない経験を得る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 学習の成果（英会話・国語の群読・理科の発明工夫等）や文化部（吹奏楽・コーラス・放送科学・美術部）の発表や展示、生徒会企画の出し物、３年生の合唱コンクールなどを、全校生徒、保護者や学校評価委員及び教員等が参観する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方広陵町立広陵中学校

関連行事 文化発表会及び３年校内音楽会 本校体育館関連行事 ２年職場体験 各事業所授業公開 オープン参観 広陵中学校校内
広陵町立真美ヶ丘中学校

授業公開 オープンスクール 本校 保護者（家族を含む） 土曜日の８時４０分から午後４時まで、本校生徒の保護者、校区の小学校６年生の児童と保護者、本校学校評価委員が、都合のつく時間に来校し、普段の学校生活を見学する。

関連行事 家庭教育学級 本校関連行事

490人 多くの方々に来校していただき、普段の学校の様子を見ていただけた。今年は部活動を参観していただけるように、日にちを後ろにずらして実施した。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 9/9


