
開始日 終了日関連行事 桜井市民体育祭 10/14 (月) 芝運動公園 市民の参加により、陸上競技等を行い、市内幼小中学生も各校区の選手として参加します。幼稚園児はアトラクションにも参加します。また、市立中学校の生徒が競技役員として運営に参加します。 2773人 晴天のもと、各校区から子どもから大人まで多くの市民が参加し、スポーツを通してふれあいと親睦を深められた。関連行事 桜井市環境フェア 10/27 (日) 桜井市グリーンパーク リサイクル品の抽選会やフリーマーケット等の催しが行われます。小中学生が環境に関する作文や絵画・ポスターの展示等で参加します。 ― ※台風接近のため中止関連行事 文化講演会 11/3 (日) 桜井市立図書館 国際日本文化研究センター教授　井上章一さんによる講演を予定しています。 173人 国際日本文化研究センター教授　井上章一さんより、「美人の人生」というテーマでご講演いただいた。一つ一つの物語を時代背景と照らし合わせて美人論を説かれ、多角的に考えることの面白さを教えられた。関連行事 ウォーキングフェスティバル 11/10 (日) 芝運動公園運動場（主会場） 県内に設定されたいくつかのコースに分かれてウォーキングを楽しみます。市内の小中学生がキッズスタッフとして運営に参加します。 4936人 市内外から多くの参加者があり、それぞれが自分に適したコースを歩かれた。主会場の芝運動公園では様々な催しがあり、盛況のうちに大会を終えられた。関連行事 桜井市展芸術芸能祭 桜井市まほろばセンター桜井市立ちゅうおぴう 美術展、茶華道展、盆栽展、芸能合同発表会、俳句・川柳・短歌大会等に市民が参加します。幼児児童生徒の絵画展示も行われます。 4000人 多くの市民や幼児児童生徒が、日頃の成果の発表の場として楽しみにしておられる行事です。今年も多くの市民が訪れ、鑑賞された。10/16 (水) ○○○ その他 市内幼ＰＴＡ役員11/6 (水) ○11/7 (木) ○ その他11/14 (木) ○○ その他 未就園児親子

Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想

桜井市教委
市民（幼小中の園児児童生徒）市民市民どなたでも参加できます10/20(日)・27(日)11/10(日)・17(日)11/19(火)～24(日) 市民

三輪幼稚園
関連行事 家庭教育学級及び幼児教育部会講演会 遊戯室 保護者（家族を含む） 指導者バンク朝岡さんに「絵本を通して、豊かで楽しい心を育てる」と題して話を聞く。保育公開 作品展 遊戯室・教室 保護者（家族を含む） 51人 毎月のお話会の実演は、家庭で絵本を読み聞かせる際の良いお手本になった。また、いろいろな絵本を紹介していただき絵本を見直すきっかけになったと好評だった、教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 親子製作をしたり、園児の絵や製作物などの作品を見たりして、幼稚園教育の一端を知ってもらう機会とする。 60人 各クラスで、様々な題材で親子製作をし、展示する、作品展見学時や、事前に作品展までの過程を保護者に説明する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児親子交流会わくわくランド 遊戯室 保護者（家族を含む） 就園前の親子が登園し、11月生まれの誕生会をしたり、ゲーム遊びを楽しむ。 53人 未就園児親子が来園し、ゲーム遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 1/12



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/19 (火) ○○ その他 交通安全母の会11/21 (木) ○○○ その他 消防署員・駐在○○10/14 (月) ○ その他10/23 (水) ○ その他 来年度入園予定親子○○10/27 (日) ○ その他○○11/7 (木) ～ 11/8 (金) ○○○ その他10/27 (日) ○○○ その他10/31 (木) ○ その他

関連行事 交通安全教室 遊戯室 保護者（家族を含む） 保護者による交通安全ぬいぐるみ劇や母の会による交通安全指導 30人 安全部のお母さん方が、ぬいぐるみ劇を見せて下さったり、おまわりさんや交通安全母の会の方が、安全指導と歩行訓練をしてくださり、交通ルールを再確認する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 感謝祭・防火巡回 地域 保護者（家族を含む） 消防署員と４，５歳児が、防火呼びかけに地域に出向き、各家庭に園児手作りの防火チラシを配る。日頃お世話になっている人（駐在さんなど）に、感謝の気持ちを込めて、感謝状を渡す。 300人 園児手作りのチラシや「火の用心」のビラを園周辺の家に防火呼びかけをしながら、各戸のポストに入れていく。地域の方々が、「ご苦労さん」と笑顔で受け取って下さる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
桜井西幼稚園

関連行事 市民体育祭 芝総合運動公園 保護者（家族を含む） 市民体育祭の昼のアトラクションに4歳児・5歳児の桜井市公立幼稚園児が参加し、リズム遊びや体操を通して公立幼稚園の教育の一端を発表する。 500人 保育の一端を市民の皆さんの前で発表出来たことで、保護者だけでなく、地域の方からも幼稚園が頑張っていることの声を頂けた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 新入園児親子面談 幼稚園 保護者（家族を含む） 来年度入園予定の親子に本園の教育目標、教育方針等を説明する中で、幼稚園教育について理解して頂く機会をもつ。 23人 来年度入園にあたり機器を使って説明を行ったことで、園の目指す幼児像や公立幼稚園の特色等の理解を得ることが出来た。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 西ふれあいフェスタ 橘公園 保護者（家族を含む） フェスタの中で幼稚園で大切に育てようとしている「仲間意識」中心に取組を紹介し、展示を行う。 500人 保育（リズム）を発表し幼稚園の教育の一端を地域の方にアピール出来て喜んで頂けた。また、展示は地域とのふれあいで取組にも関心をもっていただけた。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 幼稚園 保護者（家族を含む） 園児の制作物を展示し、作品が出来上がるまでの過程や絵の見方について保護者等に知らせるとともに、親子で作品を作る中で幼稚園教育の理解を得ていく。 65人 親子で絵を描いたり、園児の作品作りの過程を職員が機器を使って説明したり、また、子どもたちの作品で遊んだりしたことで、いつもとは違った作品展で楽しいかったとの感想を頂けた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 桜井市環境フェアに参加 桜井市グリーンパーク 保護者（家族を含む） ５歳児が、CDの曲にあわせた鼓隊演奏２曲を地域及び市民の方々に披露する。みんなで心をひとつにし練習を重ねてきた成果を発表する。 中止 台風接近のため中止教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園外保育みかん狩り４・５歳児対象 穴師みかん山相撲神社周辺 保護者（家族を含む） ４・５歳児が、桜井駅に集合しJR電車に乗って、桜井市のみかん山及びその周辺で園外保育を行う。４・５歳児が秋の自然を満喫するとともに、５歳児は、日本の相撲の発祥の地相撲神社に出向き、郷土の歴史にふれる。 6人 みかんを収穫し、秋の味覚を楽しむ。また、みかん山のおじさんの話を聞き、仕事の大変さを知る。また、職場体験で同行した地域の中学生とのふれあいを楽しむことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/10 (日) ○○○○ その他 未就園児「わくわくランド」11/14 (木) ○ その他11/19 (火) ○○ その他10/12 (土) ○○○○ その他 実習生他10/28 (月) ○ その他10/31 (木) ○○ その他11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○○○○ その他11/21 (木) ○○ その他

桜井市立桜井南幼稚園 関連行事 「作品展」及び「うきうきキャンパス」(親子で作って遊ぼう！） 桜井南幼稚園遊戯室(作品展）＆うきうきキャンパス(各教室をコーナーにして開催） 保護者（家族を含む） 「作品展」では、園児が園生活を通して、遊びや生活を経験する中で感じたことや取り組んできたことを絵画や製作などに表現し、展示する。家族や地域の人などたくさんの方に見てもらうこで、園児１人一人が取り組んできたことに達成感や成就感を得て、次への意欲につながる機会とする。「うきうきキャンパス」では、親子で力を合わせて製作し、作った物で遊ぶ楽しさを味わう機会をもつ。 280人 １１/7(木）～９(土）に変更。初日は、園児と保護者対象に作品展・親子製作を実施。他の日は、地域の方、未就園児等に広く作品を公開。「幼児ののびのびとした絵画表現や協同作品の独創性に驚いた」「親子製作では、親子で作って遊ぶ楽しさを満喫した」などの感想をもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 園外保育（５歳児対象） 多武峰談山神社周辺 保護者（家族を含む） ５歳児が、園の最寄りのバス停から多武峰「談山神社」をめざして出かけ、バス代を個々に準備し、自分で支払う体験をする。また、神社周辺を散策し、落葉拾いや木の実を集めたり、昼食（おにぎり）を食べたりし、秋の自然を満喫する機会とする。また、１００円で買える「食べ物」を参道のお店屋さんと交渉して購入し、自然の中でおいしく味わう。 15人 乗り合いバスに乗って紅葉した多武峰にハイキング。バスの運転手さんに運賃の渡し方などを聞いたり、参道のお店で１００円の買い物をしたりする。特にお店では、何が買えるのか尋ねるなどお店の人とかかわりをたくさんもつことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児子育て支援事業「わくわくランド」 桜井南幼稚園等彌神社 保護者（家族を含む） 地域の未就園児の親子が集う「わくわくランド」地域の「等彌神社」に出かけ秋の自然を満喫して遊ぶとともに、自然の中で誕生会を行う。親子同士で遊ぶ機会や同世代の親子がふれあう機会を設け、一緒に遊ぶ楽しさを味わう場とする。 44人 雨天のため、神社までのハイキングを中止。誕生会の後、園庭で落ち葉拾いをし、親子で画用紙に貼って遊ぶ。「ハイキングには、行くことができず残念でしたが、身近な自然物で美しい貼り絵ができ、よい経験になりました。」教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

桜井市立安倍幼稚園
関連行事 ＰＴＡバザー 安倍幼稚園 保護者（家族を含む） 保育参観後、５歳児による店（パン屋さん）を出し、園児の親子で売り買いを楽しむ。また、ＰＴＡ主催で物品・食事バザーを行い、地域の方々とふれ合い懇親を深める。関連行事 親子遠足 みかん園 保護者（家族を含む） 150人 地域の方々は毎年の幼稚園のバザーを楽しみに来られる。ＰＴＡ主催のお店にとどまらず、5歳児が出すパンやさんにもお客さんでたくさんの方がお店に来てくれた。園児の売り買いも楽しむことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 秋の自然にふれながらみかん狩りを楽しむ。全園児親子でゲーム遊びをする等、遊びを通して交流を深める。 30人 ゆったりと親子同士の親睦がはかられ秋の自然にも親しむことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 交通安全教室 安倍幼稚園 保護者（家族を含む） 道路の渡り方等、実際に遊戯室で行い、安全への意識を高める。また、季節の良い時期に徒歩通園を奨励し、親子で歩きながら繰り返し安全指導を行う大切さを知らせる機会にする。 14人 安全教室では、親も巻き込んで安全への意識を高めることができた。主催者側からのプレゼントが好評であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 作品展 安倍幼稚園 保護者（家族を含む） 3日間期間を設けて、多くの方々に作品を観ていただき、幼稚園教育について知っていただく機会にする。 70人 園児達の作品を地域の方・小学校と広範囲に観ていただき、評価を得ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 感謝祭 安倍幼稚園 保護者（家族を含む） 幼稚園で身近におられる働く方々に感謝し、5歳児手作りの感謝状を渡しに地域に出向く。また、プレゼントの鉢植えに”いつもありがとう”のｺﾒﾝﾄ入りのﾌﾟﾚｰﾄを付け、安倍幼稚園をアピールする。 5人 5歳児の作った感謝状とプレゼントの花に大変喜んでいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 3/12



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/28 (木) ○ その他○○10/14 (月) ○○ その他○○10/27 (日) ○○ その他○11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○○ その他○11/18 (月) ○ その他11/28 (木) ○ その他11/2 (土) ○○○○○ その他 校区体協・婦人会11/3 (日) ○○○○○ その他 校区人推協・奈情商高

関連行事 餅つき会 安倍幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の老人会の方や園児の祖父母の方と共に餅つきを通して、ふれ合いを楽しむ。また、老人の方に幼稚園で歌っている歌を披露したり幼稚園の話をしたりする中で、幼稚園の様子を知っていただく。 27人 餅のつき方・丸め方等をやさしく丁寧に教えていただき、高齢者との交流を存分に楽しめた。今年は、子どもたち一人一人杵をもって餅つきを体験したが、おじいさんたちのつき方を見て力強く餅をつくことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
織田纒向幼稚園

関連行事 市民体育祭 芝グランド 保護者（家族を含む） 市民体育祭アトラクションに市内公立幼稚園の４・５歳児が参加する。リズム表現を通して、幼稚園の教育についてアピールする。関連行事 よっといでまつり 北人権センター周辺 保護者（家族を含む） 200人 お祭り忍者の曲にあわせ鳴子を持ち、市内の４歳５歳児約２３０名が踊る。音と動きともに迫力があった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 三輪幼稚園、織田纒向幼稚園　２園の園児の合同作品を展示する。園児のリズム表現の発表をする。 90人 発表内容はお祭り忍者の曲で踊る。ステージとステージ下の二箇所に別れたり、初めての場であったりと戸惑うことが多いと思われたが、曲にのり楽しむ姿が見られた。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 幼稚園遊戯室 保護者（家族を含む） 園児の絵画や共同製作作品の展示を通して、幼稚園教育について保護者や地域の方々に啓発する。 210人 親子製作は「身近な材料で簡単に製作でき、楽しく遊べる物を作ろう」をテーマに題材を選び取り組む。保護者から楽しく取り組めたと好評であった。また、作品展もキッズプラザ大阪への経験を元に、自分たちが遊べる場を作り、親子で遊べたことで、見るだけではなく、体験できて楽しかったという感想が多かった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 交通安全教室 幼稚園遊戯室 保護者（家族を含む） 交通安全母の会や警察の協力を得ながら、歩行訓練等を行う。また、人形劇などを通して交通のルールを知る。 110人 安全部のＰＴＡの方の棒人形劇、警察の方のお話、交通安全母の会の方のご協力による歩行訓練と多くの内容で、交通安全の大切さやルールを学ぶことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 交流もちつき会 幼稚園遊戯室 保護者（家族を含む） 餅つきを地域の老人会の方と一緒に行う。老人会の方々と園児のふれあいを楽しむ。幼稚園教育の啓発を行う。 110人 地域の老人会の皆様にご協力いただき、杵とうすを使い餅つきを体験する。地域の老人の方々とのふれあいを深めるとともに、園児の様子を知っていただける機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
桜井小学校

関連行事 桜井っ子フェスティバル「オープニング」「バザー」 桜井小学校 保護者（家族を含む） 物品・食品バザー子どもはりきり横丁ふれあいスポーツ大会アトラクション等 350人 「毎年はりきり横丁が充実しており、子どもたちの努力や先生方の熱心な指導の姿がうかびます。」「地域や奈良情報商業高校、PTA、そして先生等多くの方々の協力で盛大で充実した内容のバザーでした。」「自分たちでお店の準備や当番、自分のお金で買い物等社会勉強になります。」（保護者の感想より）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 桜井っ子フェスティバル「ふれあい学習」「エンディング」「地域でボランティア」 桜井小学校 保護者（家族を含む） ふれあい集会地域の清掃とアルミ缶回収 250人 「子どもたちが緊張しながらも一生懸命発表している姿が印象的で、子どもの度胸もつきますし、とても大切な機会だと思います。」「ふれあい学習を見て、昨日とは違う子どもたちの様子から真剣にテーマに取り組み発表している様子に成長を感じることができました。」（保護者の感想より）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 4/12



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 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) ○○○○ その他○○10/24 (木) ○ その他○10/24 (木) ○ その他○○11/16 (土) ○○ その他○○11/16 (土) ○○ その他10/5 (土) ○○○○○ その他 福祉施設10/10 (木) ○○○ その他 公演団体員

授業公開 学習参観 桜井小学校 保護者（家族を含む） 学習参観学級懇談(今年度の学級経営の中間報告） 150人 どの学年の子どもたちも熱心に授業に取り組んでいました。低学年の子どもたちは、どの子も楽しそうに先生の話をよく聞いていました。ほめるということを大切にし、発言できない児童や思い浮かばない児童に対しても的確な質問をし、発表しやすい雰囲気を創りだしていました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
城島小学校

授業公開 学習参観・学級懇談 各教室 保護者（家族を含む） 授業の様子を参観してもらう。その後、学級(または学年)懇談会を行い、授業や児童の様子について保護者との意見交流を行う。関連行事 第２回学校評議員の会及び学校関係者評価委員会 会議室 保護者（家族を含む） 330人 活発に発表する子どもの姿が見られた。(保護者)電子黒板やＰＣ・プロジェクターを使った分かりやすい授業してもらい嬉しい。（保護者）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 各学年の授業を参観してもらい、意見交流を行う。その後、学校関係者評価委員会では、学校自己評価①の結果と今後の計画の説明を行う。 4人 落ち着いた学習環境の中で、授業が進められていた。(評議員)新しい教育機器を使い、分かりやすい授業をされていた。(評議員)校内のどの掲示物にも工夫がされており、校内掲示環境がとてもよい。(評議員)教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 城島っ子ありがとうフェスタ 体育館 保護者（家族を含む） 生活科や総合的な学習の時間の取組の成果を、保護者や地域の方々に発表する。 620人 学年のテーマにそった見応えのある発表が多かった。（保護者）劇やクイズ、歌があり、どの学年も工夫がいっぱいあった。（保護者）高学年の八木節はとても迫力があり、子どもたちのやる気が伝わってきた。（保護者）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡバザー 校舎内外 保護者（家族を含む） ＰＴＡ各部や職員の出店による飲食バザーと学級委員による物品バザーを開催する。児童、保護者、地域住民が多数参加して交流を深める。 680人 今年は茶の湯コーナーがあり、とても感激した。子どもがお抹茶をたて、バザーに参加された方に、おもてなしをするってすばらしい。（保護者）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 運動会 安倍小学校運動場 保護者（家族を含む） 日頃の体育学習の成果を保護者、地域の方々に見て頂き、本校の教育活動に対する理解を深める。関連行事 ハートフル集会 安倍小学校体育館 保護者（家族を含む） 425人 大勢の方々に観覧していただくことができた。今年は、特にリズム（表現）が好評だった。PTAの役員の方々に会場の整理をしていただいたので、児童席側に来てしまう大人がいなかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 隣国の音楽や踊り等を鑑賞し、国際理解を深める。 9人 公演団体の意向で児童、校内だけでの行事となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/7 (木) ○○○ その他11/9 (土) ○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他11/28 (木) ○○ その他11/2 (土) ○○○○ その他11/2 (土) ○○○○ その他10/30 (水) ○11/13 (水) その他11/22 (金) ○○○○ その他11/29 (金) ○○○○ その他

桜井市立安倍小学校 関連行事 あべっ子まつり学校評議員の会 安倍小学校体育館 保護者（家族を含む） 学年前半の学習の成果を歌や劇、群読等を通して発表し、お互いの学習の成果を交流し合う。また、地域の高齢者の方々を招待し、学習の成果を見ていただくとともに、肩たたき等の交流の場も設定する。評議員にも参観していただき、評議委員の会で意見交流する。 150人 開会前から大勢の高齢者の方々が来場され、楽しみにしていただいていることがわかった。ふれあいコーナーでは、肩たたきやプレゼント渡しを行い、高齢者と児童とのふれあいう場面もあり、意義深い行事となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 学習参観 安倍小学校体育館 保護者（家族を含む） 保護者に安倍小学校の様子や児童の授業中の様子を見ていただき、本校の教育活動への理解を深める。 375人 体育館で、全校の学習の発表を参観していただいた。音楽劇、群読、英語劇と様々な発表があり、好評だった。本校児童の様子を知っていただけるよい機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡバザー 安倍小学校 保護者（家族を含む） PTA本部を中心に、各委員会と職員が食品バザー等を行い、児童・保護者・地域と連携を図り、親睦を深める。 445人 バザーには、保護者以外にも、地域の方々や卒業生も参加し、数時間であったが校区のつながりにもなる行事となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 学校保健委員会 安倍小学校視聴覚室 保護者（家族を含む） 児童の歯の健康に関する講演会に保護者と教員が共に参加し、児童の健康の保持増進についての理解を深める。 36人 歯科医の今岡久先生に講演していただいた。例年よりも参加者が大変多かった。噛む事と脳、感情、虫歯等との関係を興味深く聞くことができた。多くの保護者がこれからの食生活に生かしたいと感じたようである。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
桜井市立朝倉小学校

授業公開 土曜学習参観 自教室他 保護者（家族を含む） 土曜日の学習参観を実施することにより、普段参観していただけない方に、児童の学習の様子を見ていただき、学校の取組の一端を保護者や地域の方々に伝える。関連行事 ＰＴＡバザー 体育館及びその周辺 保護者（家族を含む） 250人 家族で参観をしていただける貴重な時間となり、児童の成長している様子を知っていただく機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ＰＴＡバザーに参加することにより、保護者や地域の方との交流を図る。 350人 ＰＴＡ役員や教職員が中心となり、地域の方々の協力や支援を得ながら、和気藹々とした交流ができたバザーとなった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 ・校内授業研究会(本校)・桜井東中学校区ブロック別研修会(授業研究会) 各教室他 保護者（家族を含む） 研究主題｢三つの宝物を大切にし、なかまと共に伸びる子をめざして」に迫るべく、人権が尊重される授業づくりについての研修を行う。 60人 研究主題に迫るべく、低・中・高学年の公開授業と分科会別の研究協議を行い、授業力の高め方や小中の連携の進め方について有意義な話合いがもてた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 フェスタｄｅあさくら 体育館及び自教室 保護者（家族を含む） 生活科や総合的な学習の時間等で取り組んできた成果を、保護者や地域の方々に、感謝を込めて発表する。 200人 体育館でのオープニングで、「あさくら大好き大発見」の大合唱の後、各学級からの学習紹介コーナーを行った。その後、学習の成果を、「遊びやゲーム、ポスターセッション、電子黒板を活用した発表、劇化やペープサート」等、創意工夫を凝らした発表会を行い、お世話になった学習協力者の皆様への感謝の気持ちを伝えることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文化鑑賞会 体育館 保護者（家族を含む） プロのパフォーマー「ＭＲ．ミロル」のパントマイム・器楽演奏・マジック等の公演を観劇する。 20人 家庭教育学級の研修会も兼ねた文化鑑賞会を開催し、プロの芸術性の高さに驚いた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 6/12



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/11 (金)10/30 (水) ○11/29 (金) ○ その他 講師先生10/25 (金) ○○○ その他 幼稚園児・保育園児11/9 (土) ○○○○ その他11/15 (金) ○○○ その他10/5 (土) ○○○○ その他10/31 (木) ○○○ その他11/9 (土) ○○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他11/28 (木) ○○○ その他

大福小学校
授業公開 校内授業研究会 各教室他 保護者（家族を含む） 研究主題「聴き合い学び合う授業づくりをめざして」に迫るために、全教員が年間2回の授業研究を実施し、研究している。 10人 「聴き合い学び合う授業づくりをめざして」の研究テーマに沿って、授業の進め方、ペア・グループ学習の仕方、子どもへの関わり方等について検証し合った。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい学校 体育館他 保護者（家族を含む） 来年度入学してくる園児と本校児童とのふれあいの機会を設定することにより、園児がよりスムーズに小学校生活に入っていける環境を作り出すための交流会。 160人 体育館で本校児童との交流会や学校探検を通して、園児がより身近に学校の雰囲気を感じ取っていた。また、保護者面談を通して、保護者が不安に思うこと等を学校に相談する機会がもてた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 土曜参観学習発表会 各教室他体育館他 保護者（家族を含む） 学校における学習の様子を公開した後、体育館で各学年から、音楽や学習の発表会を行う。 250人 参観授業後，体育館で「ほっとくな友だち集会」を開催し，各学年からの合奏や合唱・群読の後，全校児童・全教職員による合唱を披露した。お互いの声を聴き合い，みんなが心を一つになって声を出すことの素晴らしさを体感できた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 自主公開授業研究会 各教室他 保護者（家族を含む） 「人権教育の平成２３・２４年度研究指定」の成果を引き継ぎ、今年度は「自主公開授業研究会」として、公開授業及び分科会討議の形式で実践発表する。 60人 研究主題に迫るべく，全学級公開授業・提案授業を見学されたり，分科会討議では意見や感想がたくさん述べられたりした。本校の授業を通した取組についての成果と課題を確認して取組を進め、さらに一人一人が大切にされる学校を目指していきたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

初瀬小学校
関連行事 運動会 運動場 保護者（家族を含む） 学校・ＰＴＡ共催行事。保護者や家族、地域の方々に日常の体育活動の集約として児童の様子を公開し、様々な競技や演技などの様子を見ていただく。 200人 天候に恵まれ、たくさんの地域の方々に来ていただき、声援を送ってもらった。高学年は準備や放送などそれぞれの係の役割をしっかり果たし、中心となって運動会を盛り上げていた。片付けには保護者の積極的な手伝いがあり、スムーズに終えることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 全校なかま集会 体育館 保護者（家族を含む） 年間４回の人権教育に関わる節の日の取組の一つ。学校生活のなかにある問題について考え合ったり、６年生が修学旅行で学んだことを報告したりする集会。 25人 ２・４・６年生からなかま作りをはじめとする様々な人権問題に関わるアピールや発表があり、今後の学校生活を送る上での問題提起となった。6年生は命の問題を修学旅行の取組と関連付けて発表した。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 学習参観 各教室 保護者（家族を含む） 土曜参観日とし、仕事の都合等で日頃学校の様子を知る機会の少ない保護者や地域の方々に授業を公開する。 120人 土曜日ということもあって、日頃仕事をされている方々の参加も多く、参観のマナーも良かった。子どもたちも張り切って学習に取り組んでいた。今後も年に一度は土曜参観を続けていきたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡバザー 運動場体育館クラブ室 保護者（家族を含む） ＰＴＡ主催で、学習参観のあと、物品・飲食等のバザーを開催する。ＰＴＡ文化委員会が中心となり、計画・準備・運営に携わる。毎年たくさんの方々が参加される。 180人 PTAの文化委員を中心に、計画・準備・運営など積極的な活動の様子が見られ、当日も天候にも恵まれて、保護者のみならず地域の方々もたくさん参加されていた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校内マラソン大会 運動場～校区内コース 保護者（家族を含む） 全校児童参加による持久走大会。それまで運動場で毎日駆け足で体を鍛え、その成果を発揮するため、保護者や地域の方々の声援のなか、学校周辺コースを全力で走る。 30人 参加者全員が完走し、少し遅れてゴールした子への声援をみんなで送っていた。保護者の方々も大きな声で沿道で応援して下さり、盛り上がった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 7/12



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/26 (土) ○○○○ その他11/28 (木) ○○ その他11/29 (金) ○○○ その他10/5 (土) ○○○○ その他10/27 (日) ○○○○ その他11/2 (土) ○○○ その他11/2 (土) ○○○○ その他11/17 (日) ○○○○ その他

桜井市立三輪小学校
授業公開 土曜参観＆人権教育学習会 三輪小学校各教室体育館 保護者（家族を含む） 「人権」をテーマに、各学年が「部落問題認識」・「バリアフリー」・　「国際理解」・「平和学習」・「なかま集団づくり」などについての学習をする。校区人推劦との共催で、人権教育学習会をする。関連行事 ともだちいっぱい集会 三輪小学校体育館 保護者（家族を含む） 245人 　土曜参観では、どの学年でも人権教育をテーマにした授業を行い、本校の人権教育を発信することができた。　校区人推協の学習会では、腹話術師の川松さんに、日常生活の中や学校でよくある人権問題を人形の学校の出来事として児童にも分かりやすく話していただきました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 「平和」をテーマに、6年生が学習したことを発表する。地域に住んでおられる戦争体験者の方の話を聞き、平和について考えたことを発表する。 27人 　6年生がピースメッセージ2013と題して、平和学習での聞き取りや広島への修学旅行を通して戦争の恐ろしさ、平和の大切さに学習してきました。それを歌や群読、劇などで全校児童や保護者に発表することで、自分たちの思いを伝えることができた。下学年の児童たちも真剣に聞いていた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 学習参観＆学級懇談会 三輪小学校各教室 保護者（家族を含む） 各学年・学級において、授業公開をする。 160人    「低学年の絵の具の使い方の学習では、あんなに丁寧に使い方を指導されるのか。」「理科の実験楽しそう。」「５年生の奈良公園でインタビューした様子を電子黒板を使って振り返りながらの英語学習では、よく声が出ていたし楽しそうにインタビューしていた。」等々の感想がありました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

織田小学校
関連行事 秋季運動会 本校運動場 保護者（家族を含む） 保護者・学校評議員・地域の人たちに、織田小学校の様子や児童の様子、特に体育的行事を通じてみてもらう。 300人 土曜開催であり、家族ぐるみで応援していた。天候が危ぶまれたため、進行順を変更したが、全ての協議が進行できた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 よっといで祭り 桜井北ふれあいセンター 保護者（家族を含む） 保護者や地域の方々とのふれあい、また地域を中学校区に広げ、広く多くの人と人権について考える一日とする。 800人 大三輪中学校区の保護者や地域の方々が集まり、人権について考える集いを行った。本校からは、３･４年生有志が、ダンスを披露し、喜ばれた。他学年は展示発表を行った。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 校舎全館 保護者（家族を含む） 保護者・学校評議員・地域の人たちに、織田小学校の様子や児童の様子をみてもらう。 200人 休日を利用し、幅広く地域や保護者の方々に、本校の学習の様子を公開した。全学年道徳の授業を参観してもらった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 人権教育講演会 本校体育館 保護者（家族を含む） 講師を招聘し、いろいろな話や体験を通して、保護者・地域の方々・児童に様々な人権問題の解決を目指す意欲と実践力を育てる。また、学校に「人権文化」を確立していくための方向を確かめる場とする。 150人 今年は、手話パフォーマンスグループ「心縁仁」さんを招き、楽しく手話を学び、参加者全員で、手話で歌を歌った。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 環境ボランティア活動 校区全域 保護者（家族を含む） 児童が、保護者や地域の方々と一緒に各分団から小学校まで歩き、通学路の安全点検をしたり、美しい「織田」づくりを目指し、ボランティア活動をする。 180人 今年は、老人クラブの方の参加が多く、昔の通学路等も教えてもらいながら活動することができた。毎日通学する道やその周辺を、保護者や地域の方々と歩き、ゴミ拾いと通学路の安全点検を行った。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想○○10/5 (土) ○○ その他○○10/11 (金) ○ その他○○10/29 (火) ○ その他○○11/9 (土) ○○ その他○○11/9 (土) ○ その他○○11/22 (金) ○○○ その他 市ＰＴＡ人権推進部会○○11/29 (金) ○ その他○○12/6 (金) ○ その他

桜井市立纒向小学校

関連行事 運動会 運動場 保護者（家族を含む） 保護者や地域の方々に、体育学習等の成果を発表する。関連行事 芸術鑑賞会 体育館 保護者（家族を含む） 250人 心配していた天候にも恵まれ、予定していたほとんどの競技を行うことができた。保護者や地域の方々の応援にも励まされ、子どもたちは生き生きと活躍していた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 Ｍｒ．ミロルさん（奈良市在住の俳優。元中学校教師。）を招いて、マジック、パントマイム、バルーンマジック、楽器演奏等を披露していただき、芸術文化に親しむ。 30人 一本のバルーンからあっという間に動物が出てきたり、空っぽの袋からいろいろな物が飛び出したり……。Ｍｒ．ミロルさんの不思議な世界に魅了された一時間だった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 なたでここ集会 体育館 保護者（家族を含む） なかま委員会や各学年が、全校児童に向けて、国際理解教育に関わる内容の学習発表等を行い、在日外国人等に関する理解を深める。 40人 「なたでここ」とは「ななななかまはたたたたいせつやでででで　　　　みんなここここここここによっといで」の略。今回は、「国際理解」をテーマに、１年生（「こんなん知ってる？世界の言葉」）と６年生（「平和の誓いをみんなに～修学旅行を終えて～」）が発表。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 学習参観 各教室 保護者（家族を含む） 保護者や地域の方々に、各学級の授業を公開する。 200人 学習参観には、保護者だけでなく、家族や地域の方々の参加もあり、学校の様子を知ってもらう好機となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡバザー 運動場 保護者（家族を含む） ＰＴＡ主催で、物品及び飲食バザーを行う。 200人 物品バザー、飲食バザーとも大変盛況で、地域のつながりの輪を広げることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 しゅわっち講座 体育館 保護者（家族を含む） 児童・保護者・地域の方々等が一堂に会する学習会。今年度は、ユニットバンド『es-edge store』（エス　エッジ　ストア）さんのライブに参加。テーマは、『Ｓｉｇｎ！Ｓｉｎｇ！　Ｓｍａｉｌ！～ボーダーレスをめざして～』（歌＆手話を交えたトーク）。家庭教育学級、及び桜井市ＰＴＡ人権教育推進委員会共催。 60人 「ＪＥＲＲＹＢＥＡＮＳとyokko」さんの音楽や手話、映像や光を使ったコンサート。メッセージ性の高い歌詞や語りなど、児童は勿論のこと、参加した方々にも大きな感動を与えた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 「まきむくマラソン」大会 運動場～校区内コース 保護者（家族を含む） 全校児童が参加。Ａ（マキまきコース）、Ｂ（ムクむくコース）、Ｃ（チャレンジコース）の中から、児童自身が決めたコースを走る。 200人 晴天の気持ちよい青空の中、多くの保護者や地域の方々から、沿道より大きな声援を送っていただいた。その声援を力として、参加者全員が力を出し切って完走を果たした。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 まきむく祭り 各教室体育館 保護者（家族を含む） 各学級で、日頃の学習成果を生かした楽しい出し物を行い、全校児童の交流の輪を広げる。 100人 学年毎に各コーナーに分かれて、ゲーム等の楽しい出し物を行って楽しんだ。保育所の園児や保護者、地域の方々にも多数参加いただき、子どもたちは目を輝かせて活動していた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/2 (土) ○○○○○ その他 関係機関11/16 (土) ○○○ その他11/16 (土) ○○○○ その他11/19 (火) ○○ その他11/2 (土) ○○○○ その他11/2 (土) ○○○ その他11/15 (金) ○○○ その他11/21 (木) ○ その他11/26 (火) ○○○○ その他

桜井市立桜井西小学校
関連行事 創立30周年記念行事 体育館 保護者（家族を含む） 創立30周年記念行事として、記念式典を行う。また、各学年の学習の取組の発表を行ったあと、桜井市音楽協会のご協力で、オペレッタの公演を予定している。授業公開 土曜参観 各教室 保護者（家族を含む） 600人 多くの来賓の方々と保護者の皆様を招き厳粛な雰囲気の中、創立３０周年式典が挙行できた。また、記念行事として、各学年の発表と桜井市音楽協会の公演を行うことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 保護者・学校評議員・地域の人たちに，本校の様子や児童の授業中の様子を見てもらう。 550人 土曜日の学習参観ということで、父親や祖父母の参観者数も多い。参観者の私語が多いので、ＰＴＡでサイレント運動に取り組む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡバザー 本校 保護者（家族を含む） 保護者・地域の方の協力を得て、なごやな雰囲気の中で開催し、コミュニケーションを図る場とする。 550人 ＰＴＡ主催で、天候にも恵まれ、盛大に行われた。ＰＴＡの活動を通して、横のつながりが強まった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文化鑑賞会 体育館 保護者（家族を含む） 保護者・地域の方で本の読み聞かせ活動をされている方と、王寺のブラスバンドのコラボレーション公演を保護者と共に鑑賞する。 500人 ブラスバンドをバックに「ブレーメンの音楽隊」の読み聞かせであった。登場する動物の鳴き声をいろんな楽器で表現され、興味深く鑑賞することができた。最後は、ドラえもんの歌をみんなで楽しく歌って終わった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

桜井南小学校
授業公開 学習参観 各教室 保護者（家族を含む） 各学級で授業を公開する。関連行事 ＰＴＡバザー 体育館玄関前広場 保護者（家族を含む） 220人 本校区は教育に対して熱心な保護者が多く、参観される人数も各学年平均して多い。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 毎年恒例のＰＴＡ主催のバザーで教職員も手伝い、地域の方々も多数参加している。 550人 ＰＴＡ活動が熱心な地域でもあり、ＰＴＡが計画を立て率先して準備・運営を行っている。また、地域の参加者も多く楽しみにされている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 心をつなぐ集会 体育館 保護者（家族を含む） 年５回の集会のうちの１回。各学年から人権作文を１点発表する。児童が発表した後で、担任がその作文について解説する。 60人 児童が自ら考え、運営し発表まで自主的に取り組んでいる。人権作文の発表会も学年で一次選考を行い学年代表を決めて、発表に取り組んだ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ミニ音楽会 体育館 保護者（家族を含む） 二年に一度の音楽鑑賞会を行い、３～４人の演奏家を招き児童と共に演奏に参加して音楽に親しむ機会としている。 25人 名古屋フィルハーモニー交響楽団の方が３名お見えになりワークショップを行った。本年度1月10日に名古屋ヒルハーモニー交響楽団、70名の方が演奏を行ってもらう予定である。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 学習発表会　『南っ子祭り』 体育館 保護者（家族を含む） 群読、演奏や歌、生活科や総合的な学習の時間での取組等を各学年、１０分程度にまとめて発表する。 250人 各学年が本年度に学習や体験したことを舞台で発表する。テーマは各学年で考え司会・運営も児童が行う。またこの日に学級懇談を兼ねることもあり沢山の保護者や地域の方が参加された。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 10/12



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/4（金） ○ その他10/10（木） ○○○○ その他11/5（火） ～ 11/7（木） ○○○○ その他10/4 (金) ○○○○ その他10/26 (土) ○○○ その他11/4 (月) ○○○○ その他

桜井中学校
関連行事 合唱コンクール 本校体育館 保護者（家族を含む） １，２年生１２学級が文化祭本番発表に向けた予選会 ― どの学級も本戦出場を目指し連日合唱コンクールに向け学級一丸となり取り組んでいた。どの学級もすばらしい歌声だった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文化祭ＣＯＳＭＯＳ祭 本校教室本校体育館 保護者（家族を含む） １，２年生代表学級及び３年生全学級による合唱コンクール、吹奏楽部演奏他 285人 参加していた教員・生徒はもちろんのこと参観の保護者もすばらしい演奏や合唱に感動していました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 オープンスクール 本校各教室 保護者（家族を含む） 授業及び部活動見学 48人 ３日間のオープンスクールであった。３年生が進路説明会を終えたばかりの実施だったので参加者が少なかった。実施時期を再考しなければならない。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

桜井東中学校
関連行事 こもりくフェスティバル（文化祭） 本校体育館 保護者（家族を含む） ９月には体育的行事で体育大会を、１０月には文化的行事で文化祭を見学してもらう。案内は、各家庭と近くにある秀華園（老人ホーム）にも出す。授業公開 学習参観ＰＴＡ研修会 本校 保護者（家族を含む） 45人 体育館で、文化鑑賞（世界的なパフォーマーの演技）や吹奏楽部の演奏、合唱コンクール、有志の発表など盛りだくさんの内容で、参観の保護者や地域の方々には好評であったように思う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 生徒が学習している様子を参観し、その後、ＰＴＡ研修として講演を聴く。講師等は未決定。 89人 多くの保護者に来校してもらい、日頃の生徒の学習活動の一端を参観してもらった。研修会では、「高校について理解を深める」というテーマで、市内３高校から各１名の先生を講師として招き、学校紹介をしてもらった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 桜井東人権祭 桜井東ふれあいセンター別館 保護者（家族を含む） 桜井東中学校区のすべての園・学校と地域の人々による文化祭。舞台での発表や模擬店での販売等。 500人 舞台発表や模擬店などで地域の方々との交流を深めた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　桜井市　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 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/11 (金) ○○○○ その他10/26 (土) ○○○○ その他10/26 (土) ○○○○ その他10/26 (土) ○○ その他10/21 (月) ～ 10/25 (金) ○○○ その他11/1 (金) ○○○○ 地域の方○ その他 老人会

大三輪中学校
関連行事 文化鑑賞会 体育館及び教室 保護者（家族を含む） 学級の文化発表会及び文化鑑賞会 163人 生徒たちは、１学期より文化祭に向けての計画を立て、それにしたがって２学期当初より制作・練習に取り組んだ。例年それを楽しみに多くの保護者が来校し、本年は「生徒の様子に感動しました。」と受付担当者に伝えて帰られた方もいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 授業公開 各教室 保護者（家族を含む） 授業参観 120人 例年と同じように、両親で授業参観に来られる保護者を含め多くの方々が来られた。保護者の学校教育に対する関心の高さが感じられた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 教育講演会 会議室 保護者（家族を含む） 講師を招聘し、「難聴者とのコミュニケーション」についての講演 35人 講師山下哲範先生(奈良県立医科大学附属病院耳鼻咽喉科医師)を招聘し、「難聴者とのコミュニケーション」について講演してもらった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

桜井西中学校
授業公開 公開授業参観 各教室 保護者（家族を含む） 土曜日に授業参観を設定し、多くの保護者に参観していただく授業公開 自由参観 各教室 保護者（家族を含む） 165人 １年２年・学級の様子、学校での様子が見られてよかった。（保護者の感想より）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 都合のよい日や時間を利用して、校舎や授業の様子を参観していただく。 6人 日頃の様子が見れてよかった。（保護者の感想より）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 147人 各学級がしっかりと取り組んでいる様子がすばらしかった。（保護者の感想より）教員（他校の教員を含む）学校評議員授業公開 合唱コンクール 体育館 保護者（家族を含む） 学年や学級での課題曲や自由曲を合唱して、多くの人に聞いていただく。
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