
開始日 終了日関連行事 天理市小学校音楽会 11/13(金) 天理市民会館 市立９小学校の４年生を中心に、学校ごとに合奏と合唱を発表し合い交流した。保護者も参観した。 470関連行事 天理市小中学校児童生徒書画展覧会 11/21(土) ～ 11/22(日) 天理市文化センター 市内小中学生の書写、図画、美術作品を展示し書画への関心を高めるとともに、作品に親しむ心を育てる。 1201関連行事 生徒指導講演会 11/18(水) 天理市文化センター 天理市小中学校生徒指導部会が生徒指導上の問題などについて協議し、講演会を開催した。 313関連行事 子どもに対するおはなし会（人形劇） 11/29(日) 天理市立図書館おはなしの部屋 年１回、劇団の方を招いて人形劇を開催。 71関連行事 青少年を守り育てる市民の集い 11/7(土) 文化センター 家族や子育て、若者の自立について講演等を実施。 188関連行事 いちょうの木教室参観ＷＥＥＫ 12/3(木) ～ 12/8(火) いちょうの木教室（教育総合センター２階） いちょうの木教室で行われている授業の参観。（都合のよい時間に参観できる） 4関連行事 秋の自然体験学習 10/23(金) 県立野外活動センター 自然の中で様々な体験を行った。 3通室生保護者在籍校関係者通室生のみ
天理市教育委員会

4歳以上の子ども（定員50名）市民会議加盟団体、市民

参加対象者（左欄に○印を）天理市立小学校３・４年生一般、小学生、中学生天理市立・私立幼稚園、小学校、中学校教員

　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場関連行事 いちょうの木ファーム収穫祭 11/16(月) いちょうの木ファーム（天理市勾田町） いちょうの木教室の生産活動で育てたサツマイモなどの収穫をし、焼きいもにして食べた。 9関連行事 第３回　ユースアドバイザー養成講座 11/2(月) 市役所　5階　533会議室 講座　「聞き上手、話し上手」相手の気持ちを引き出す話し方講師　恩田　公子　氏 4010/15 (木) ○11/4 (水) ○○ その他10/15 (木) ○○○ その他10/16 (金) ○○ その他 指導者10/21 (水)11/10 (火) ○ その他10/22 (木) ○○○ その他 未就園児10/27 (火) ○○ その他 ３．４．５歳児

通室生保護者在籍校関係者カウンセリング来所者子ども・若者支援てんりネットワーク実務担当者子ども・若者支援ボランティア

78遊園地でいろいろな遊具に友達と一緒に乗り、楽しむことができた。また後日この体験を身体表現や絵画制作等の表現として活動することができた。学校評議員地域の方生駒山上遊園地 保護者（家族を含む）
5教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方丹波市幼稚園 保護者（家族を含む） 49子育ての悩みを相談したり、保護者同士で話をしたりして、子どもを交えての交流の場になった。

地域の祭りに参加することで、伝統文化や地域の方々に親しみもつことができた。 70教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
教師同士保育を見て学び、自分の保育を振り返ったり、研究テーマをもとに環境構成や援助について学びあった。 4教員（他校の教員を含む）

関連行事 挨拶運動 保護者（家族を含む）
保育公開 園内研究会 丹波市幼稚園

丹波市幼稚園 保護者（家族を含む）

保護者（家族を含む）関連行事関連行事 秋まつり 市座神社キッズサッカー 丹波市幼稚園 保護者（家族を含む）
地域の方や愛護会役員の方の協力を得て、月２回正門で子ども達に声をかけ迎えてくださっている。恥ずかしそうにしていた幼児も少しずつ挨拶をする姿が多く見られるようになってきている。 60教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
コーチに親しみをもち、友達と一緒にルールを守ってボール遊びを楽しむ姿が見られるようになった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方学校評議員地域の方

教員（他校の教員を含む）

             丹波市幼稚園                  関連行事 秋季遠足関連行事 就園時健康診断
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/25 (水) ○○ その他 講師10/31 (土) ○○○○○ その他 未就園児11/11 (水) ○○ その他11/4 (水) ○○ その他11/12 (木) ○○○ その他 未就園児11/13 (金) ○ その他11/27 (金) ○○ その他10/8 (木) ○○ その他 サッカー指導員
保育公開 弁当参観 161友達や教師といろいろな運動用具を使って、伸び伸び体を動かすことを楽しんでいた。丹波市幼稚園

4
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 園での食事の準備の様子や弁当を食べている様子を参観してもらい、幼稚園での食育についての理解を深めてもらえた。

20学校評議員地域の方保護者（家族を含む）
いろいろなお話を聴いたり、手遊びをしたりして、地域の方と一緒に楽しむことができた。また、お話に興味をもって参加することができた。

学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

地域の人と一緒に、秋の自然物に触れながら、干し柿作りの体験をすることができた。 110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） 未就園児と保護者が共にいろいろな遊びに参加し、友達と遊ぶ経験ができた。また、触れ合い遊びを通して、親子での関わり方も学びあうことができた。

7
教員（他校の教員を含む）

関連行事 体操教室 丹波市幼稚園 教員（他校の教員を含む）
関連行事 お話会 丹波市幼稚園丹波市幼稚園 保護者（家族を含む）
保育公開 特別推進事業 丹波市幼稚園関連行事 ちびっこまつり・バザー 丹波市幼稚園 学校評議員地域の方
関連行事 未就園児登園日
関連行事 干し柿づくり 丹波市幼稚園 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保護者（家族を含む） 1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
教員（他校の教員を含む） 特別に配慮を要する幼児の指導について、日々の課題やその幼児の成長について話しあい、今後の指導や支援のあり方を研修し、学ぶことができた。バザー会場で買い物を楽しむことができた。またお家の方と一緒に色々なゲームをしたり食事をしたりしてふれあいながら楽しい経験ができた。

3教員（他校の教員を含む）学校評議員

             丹波市幼稚園

関連行事 サッカー教室 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） サッカーを楽しむことを通して、体を動かす事に興味や関心をもった。地域の方 3/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場10/16 (金) ○○ その他10/21 (水) ○○ その他11/4 (水) ○○ その他11/7 (土) ○○○○○ その他 小学生11/12 (木) ○○ その他11/12 (木) ○天理観光農園 ○ その他 中学生11/10 (火) ～ 11/13 (金) ○○ その他 中学生11/14 (土) ○○○ その他 他園の園児と保護者

山の辺幼稚園                                

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事関連行事 ほわほわサークル読み聞かせ 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者の絵本の読み聞かせや手遊びを楽しんだ。 5秋季遠足 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） 友達や先生と一緒に生駒山上遊園地の様々な遊具に乗って楽しんだ。 2教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 干し柿づくり 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の人と楽しみながら干し柿作りをした。 4教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 山の辺小学校50周年記念事業 山の辺小学校 保護者（家族を含む） 山の辺小学校の創立５０周年を共に祝い、記念事業で和太鼓や鳴子の演技を披露した。記念事業「山の辺マルシェ」に参加しながら、地域の方々との触れ合いを楽しんだ。 500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 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） 子どもたちの成長の様子を見てもらったり、保護者と一緒に遊んだりしながら、参観してもらう。（みかん狩りの為、実施せず。） -教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 みかん狩り 保護者（家族を含む） 秋の自然に親しむと共に、みかん狩りを楽しんだ。 6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 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） 北中学の生徒の職場体験を行った。 6教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 あつまれ幼稚園 長柄運動公園体育館 保護者（家族を含む） 市内の幼稚園児や保護者とふれ合い、交流を図った。 100教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 4/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/19 (木) ○○ その他 天理教少年会11/20 (金) 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○ その他 小学生　保育所園児11/21 (土) ○ 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○ その他10/26 (月) 保護者（家族を含む）11/25 (水) ○ 教員（他校の教員を含む）○ 学校評議員○ 地域の方その他10/27 (火) 保護者（家族を含む）11/26 (木) ○ 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方○ その他 市教委　指導主事 他11/27 (金) ○ 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○ その他 未就園児とその保護者10/8 (木) ○○○ その他 未就園児とその保護者10/9 (金) ○○ その他 63学校評議員地域の方 保護者同士で子育てについての日頃の悩みや不安を出し合い、就寝時間や食事など、基本的生活習慣の大切さを感じてもらうことができた。また、園として家庭での生活実態を把握し、課題を見つけることができた。教員（他校の教員を含む）
保護者（家族を含む） 未就園児と保護者が登園し、健康診断を受けると共に、面接で保護者と子どもについて話をする中で幼稚園入園について理解してもらうことができた。保護者（家族を含む） 19教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方学級懇談会関連行事

              山の辺幼稚園
関連行事 天理教少年会との交流会 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む） 天理教少年会の方々と、手遊びやふれあい遊び楽しんだり、紙芝居を読んでもらったりして交流した。 10教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保幼小交流会「リズムにのってワッハッハ」 山の辺小学校 小学校、保育所の子どもたちと、リズム遊びや歌など音楽を通して交流した。 100関連行事 幼稚園バザー 山の辺幼稚園 保護者や家族、地域の方々と一緒に、模擬店やゲーム遊び・買い物等、皆で楽しんだ。 120関連行事 折り紙教室 山の辺幼稚園 地域の方と一緒に折り紙を楽しんだ。 10保育公開 園内研究会 山の辺幼稚園 個人の研究主題に沿って公開保育を行い、研究を深めた。特別支援が必要な幼児における援助や課題について研修する。 2保育公開 未就園児登園日 山の辺幼稚園 幼稚園の施設に慣れたり友達と遊んだりした。 23関連行事 就園児健康診断 井戸堂幼稚園井戸堂幼稚園 5/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場10/15 (木) ○○ その他10/16 (金) ○ その他10/22 (木) ○○○ その他10/28 (水) ○ その他10/31 (土) ○○○ その他11/4 (水) ～ 11/6 (金) ○○ その他 中学生11/10 (火) ○ その他11/13 (金) ○○ その他

保護者（家族を含む）

教員（他校の教員を含む）学校評議員

10教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 自分達で植えたサツマイモが大きく育った喜びを感じながら、芋掘りを楽しむことができた。 0教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
地域の長寿会の方々と一緒にグランドゴルフをしたり、手作りの水鉄砲で遊んだりした。２回目の交流でもあり、子ども達も地域の方に親しみをもってかかわる様子が見られた。地域の方々も、子ども達とのふれ合いを一緒に楽しむ事ができた。
田んぼをお借りしている地域の方に、稲の生長の話や稲刈りの方法を聞き、保護者と共に稲刈りをし収穫の喜びを味わうことができた。鎌を使うことの難しさや藁の匂いに気づくなど、貴重な経験となった。保護者の方も、普段できない経験を子ども達と一緒に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 校区の中学校・小学校・保育所の先生方に、４歳児ほし組の保育の様子を見ていただき、子どもたちの姿から子どもの人権について話し合い研修することができた。

15教員（他校の教員を含む）学校評議員 講師の先生に支援を要する幼児の姿を見ていただき、幼児の実態から成長段階に応じた今後の指導の手立てについて学ぶことができた。小学校の先生達に見てもらい、研修にも入っていただくことで幼小連携にもつながった。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園児も保護者と一緒に買い物会場やいろいろなコーナーで楽しみながら参加する姿が見られた。また、地域の方もたくさん来ていただき、賑やかなバザーとなった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 校区の中学生による職場体験を受け入れ、幼児と交流をすることで、互いに親しみをもって関わる姿が見られた。地域の方 地域の消防団の方達に来ていただき、火災予防や火事が起こった時の対応などを学び、その後、消防士の服を着せてもらったり、消防車にのせてもらったりし、防火について関心をもつことができた。職員の消火器での消火訓練も実施した。

井戸堂幼稚園（園庭）井戸堂幼稚園（西側畑）

保護者（家族を含む）
保護者（家族を含む）

保護者（家族を含む）
地域の方保護者（家族を含む）地域の方の田んぼ（井戸堂小学校南側）井戸堂幼稚園井戸堂幼稚園井戸堂幼稚園井戸堂幼稚園井戸堂幼稚園保育公開関連行事

関連行事関連行事

防火教室

バザー

関連行事
保育公開関連行事 稲刈り園内研究会（特別支援推進事業）

長寿会との交流グランドゴルフさつまいも堀り関連行事

井戸堂幼稚園 100中学校職場体験 4公開保育（南中ブロック人権教育研究委員会） 17保護者（家族を含む） 10教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 6/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/18 (水) ○○ その他11/19 (木) ○○○ その他 講師11/24 (火) ○○○ その他 未就園児とその保護者11/26 (木) ○○○ その他 少年サポートセンター10/20 (火) ～ 10/22 (木) ○○ その他 中学生10/26 (月) ○11/13 (金) ○○ その他 サッカーコーチ11/8 (日) ○○○ その他11/10 (火) ○○ その他 少年サポートセンター

関連行事 自由参観 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者の都合の良い時間に保育参観をしてもらい、普段の保育の様子を見たり、保育参加したりしてもらうことで、幼稚園での子どもの姿や幼稚園教育を知ってもらう機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

中学生が子どもたちや教師とふれあったり、生活したりすることで幼児理解や職業理解につながったと思われる。教員（他校の教員を含む）
関連行事

18教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 キッズサッカー自由参観 前栽幼稚園 保護者（家族を含む） サッカーを楽しみながら、体を動かす楽しさを感じ、健康な身体づくりや体力の向上を目指した。また、サッカーの時間だけでなく日頃の子どもたちの生活や遊びの様子・昼食（弁当）を参観していただいた。子どもたちの日頃の様子を保護者の方々に知ってもらう良い機会になったと思われる。 188学校評議員地域の方 子どもたちも保護者と一緒にたくさん参加していた。地域の方々とふれあいながら一緒に住んでいる地域内を掃除する喜びを感じられたように思われる。校区クリーンキャンペーン 前栽校区 保護者（家族を含む） 35教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 防犯教室 前栽幼稚園 保護者（家族を含む） 子どもたちにわかりやすく人形劇で知らない人にはついていかないことを学んだり、少年サポートセンターの方から防犯についての話を聞いたり、「いかのおすし１人前」で踊ったりしながら防犯について学んだ。 2教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

57関連行事 家庭教育学級おにぎり参観 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む） 家庭教育学級では、保護者が講師の話を聞き、自分や家族の食事の話など楽しく食育について学ぶことができた。おにぎり参観では、稲刈りで収穫した米を使い、親子でおにぎりを作りを一緒にし、楽しく食べることができた。 61教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方未就園児登園日 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む） 未就園児と保護者が登園し、好きな遊びを楽しんだり、集まって体操や誕生会をして楽しんだ。また、３歳児の歌を聞いたり、一緒に触れ合い遊びを楽しむことができた。 19教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 防犯教室 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の見守り隊の方や少年サポートセンター、二階堂交番の方の話を聞き、自分たちの為に活動してくれていることや、安全に生活できるための方法を知ることができた。 8教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方中学校職業体験 前栽幼稚園 保護者（家族を含む）
関連行事

           前栽幼稚園
関連行事
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/16 (月) ～ 11/30 (月) ○○ その他11/24 (火) ○○ その他11/27 (金) ○ その他12/3 (木) ○○○ その他9/9 (水)11/11 (水) ○○ その他10/15 (木) ○○ その他 指導主事10/21 (水) ○○ その他9/11 (金)10/23 (金) ○○ その他関連行事

園で栽培した大根を収穫し、日頃お世話になっている地域の方々と一緒に食し、収穫の喜びを一緒に味わう良い機会となった。

関連行事 かけっこ集会 前栽幼稚園及び園周辺 保護者（家族を含む） マラソンを通して体力作りを図った。毎日ラジオ体操を全員でしてからマラソンをする取り組みをした。最終日のかけっこ集会では保護者の方々に参加を募り、子ども達と一緒に走ってもらい楽しいひと時を過ごすことができた。 126教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
9教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 タグラグビー 前栽幼稚園 保護者（家族を含む） 園評議員をしてくださっている方にタグラグビーのコーチをお願いし、５歳児がタグラグビーを楽しみながら、体を動かす楽しさを感じ、健康な身体づくり・体力の向上を目指した。 1保育公開 西中・福中ブロック教育研究会 前栽幼稚園 保護者（家族を含む） 西中・福中ブロックの幼稚園職員・自園の職員・市内の保育所職員が参観し、子どもの姿を通しながら研修したり、各所属での取り組みを交流し合ったりしながら学びあった。

地域の方

大根パーティ サッカーを通して思いきり運動する充実感とチームプレーの楽しさを学んだ。教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 サッカー教室 園庭 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）学校評議員

3教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 特別支援教育園内研究会 保育室・応接室 保護者（家族を含む） 支援を必要とする幼児の指導方法について学んだ。 1地域の方関連行事 秋季遠足 京都水族館 保護者（家族を含む） 集団行動の決まりを守りながら、みんなで遠足に行く楽しさやいろんな魚等を見る楽しさを味わった。 3お話会 保育室 保護者（家族を含む） 絵本やパネルシアターを見て、豊かな情操を育んだ。 12教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 前栽幼稚園 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

13教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方　　　　　　　　　　　　二階堂幼稚園　　　　　　　 8/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場10/24 (土) ○○○○ その他10/28 (水) ○○ その他11/10 (火) ○○ その他 保育所児11/16 (月) ○○○○○ その他 西中学生11/17 (火) ○○ その他 1年生9/10 (木) 11/20 (金) ○9/16 (水) 11/26 (木) ○10/19 (月) 12/4 (金)10/29 (木) 12/16 (水) ○ その他 未就園児11/20 (金) ○○ その他12/3 (木) ○ その他
未就園児登園日 学校評議員地域の方 地域の方にグランドゴルフを教えてもらい、人とかかわる楽しさとグランドゴルフの面白さを味わった。未就園児が一緒に遊び、交流を楽しんだ。関連行事 小学校の先生と一緒に製作をしたり紙芝居を見せてもらったりし、小学校の先生との交流を楽しんだ。 3

教員（他校の教員を含む）地域の方
保護者（家族を含む）二階堂小学校・体育館保育室 6学校評議員保護者（家族を含む） 58
保護者（家族を含む） 秋の自然物を使って1年生と交流することを楽しんだ。教員（他校の教員を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 67関連行事 秋遊び（1年生との交流） 保護者や地域の方、小学生と一緒に西中学校の吹奏楽部の演奏を聴き、みんなで交流することを楽しんだ。関連行事 子どもと大人で作る地域のつながり事業・西中吹奏楽部の音楽鑑賞と交流 二階堂小学校・体育館 保護者（家族を含む）

関連行事 愛護会バザー 保育室・遊戯室・ホール 保護者（家族を含む） 保護者や地域の方と交流しながら催し物に参加したり、買い物をしたりすることを楽しんだ。 78教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 嘉幡保育所との交流 保育室・遊戯室・園庭 保護者（家族を含む） 保育所の同年齢児との交流を楽しみ、一緒に遊ぶ楽しさを味わった。 27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 会議室（和室） 保護者（家族を含む）

学校評議員地域の方

日本の伝統文化であるお茶の作法を学んだ。 5教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

教員（他校の教員を含む）

415教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 出前授業 遊戯室 保護者（家族を含む）

　　　　　　　　　　　二階堂幼稚園
関連行事 長寿会との交流（グランドゴルフ） 園庭
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場通年 ○○ その他 県サッカー協会通年 ○○○ その他 ボランティアサークル通年 ○○ その他10/6 (火) ○11/5 (木) ○○ その他10/26 (月) ○ その他11/4 (水) ～ 11/6 (金) ○○ その他 校区中学生11/7 (土) ○○○○○ その他11/11 (水) ○○ その他関連行事 防火教室 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 火災想定の避難訓練を実施し、地元消防団の方より火災に関する話を聴き、防火への関心を深めた。 5教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（校区消防団）
関連行事 バザー 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者や地域の方と一緒に愛護会バザーに参加し、模擬店やゲームを楽しんだ。 180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 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 天理市立南中学校の生徒による職場体験学習を実施し、幼稚園教育への理解を啓発した。 6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 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 研究保育を実施し、幼児の発達理解や適切な環境構成・援助のあり方を学び合った。 3教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 挨拶運動 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 挨拶を通して人と人とのふれ合いの大切さを学んだ。 8教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方　
関連行事 リトミック 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 友達と一緒に曲に合わせて動いたり踊ったりして身体を動かすことを楽しんだ。 1教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

お話会 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） ボランティア「われもこう」の方によるお話会を設定し、友達と一緒に喜んで絵本や物語を見たり聴いたりした。 4教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
2

朝和幼稚園

関連行事 キッズサッカー 朝和幼稚園 保護者（家族を含む） 身体を動かす心地良さを味わいサッカーに親しみ、サッカーを通してルールを守る大切さや協力する大切さを学んだ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/19 (木) ○ 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その他11/12 (木) ○ 保護者（家族を含む）11/19 (木) ○ 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方その他11/20 (金) 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（校区消防団）その他11/24 (火) 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その他10/22 (木) ○○ その他 未就園児とその保護者10/23 (金) ○○○ その他 未就園児・保護者・講師10/27 (火) ○○ その他 小学生10/28 (水) ○○ その他 講師関連行事 体育指導研修 やまだこども園 保護者（家族を含む） 体育遊具を使用しながら、子どもの体力づくりについて学んだ。 1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 福住小学校 保護者（家族を含む） 小学1年生と交流しながら、一緒に遊ぶ中で親しみの気持ちをもったり、就学に向け期待をもったりした。 5教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

9天理っ子広場に参加 やまだこども園 保護者（家族を含む） ミュージックケアの先生を招き、園児・未就園児とその保護者と一緒に音楽リズムを楽しみながら交流をした。 48教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
　　　　　　　　　　　　　やまだこども園

関連行事 わくわくタイム やまだこども園 保護者（家族を含む） 園児・未就園児とその保護者と一緒に交流を楽しんだ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事

保育公開 園内研究会 朝和幼稚園 研究保育を実施し、幼児の発達理解や適切な環境構成・援助のあり方を学び合った。 9保育公開 特別支援教育推進事業 朝和幼稚園 公開保育を実施し、支援を要する幼児の発達理解や適切な環境構成、援助の在り方を学び合った。 2

保育公開 弁当参観 朝和幼稚園 弁当の準備や食事・片付けの様子を保護者に参観してもらった。 50保育公開 自由参観 朝和幼稚園 各保護者の都合の良い時間に保育を参観してもらう機会を設け、園での子どもの様子を知ってもらった。 55
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場10/30 (金) ○○ その他11/1 (日) ○○○ その他11/4 (水) ○○○ その他 高齢者11/12 (木) ○○ その他 未就園児とその保護者11/19 (木) ○○○ その他10/9（金)10/23 (金) ○11/6 (金)11/20 (金) ○ その他 添高生10/16 (金) ○○ その他10/13 (火) ○11/16 (月) ○ その他関連行事 挨拶運動 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 朝の挨拶を通して人と人とのふれあいや挨拶をすることの大切さを学んだ。 8教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
145稲刈り 近隣の田んぼ 保護者（家族を含む） 地域の方に教えていただきながら、自分たちで植えた苗の成長を喜び、稲刈りを体験した。 2教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 添上高校との交流 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 添上高校生と触れ合って遊んだり、製作活動を計画し、部分的な保育をしてもらったり、幼児の体力測定等、交流をはかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事
保育公開 保育参観及び家庭教育学級 やまだこども園 保護者（家族を含む） 親子で絵本に触れ合い、豊かな感性を育んだ。人権学習会を通して、子どものの人権について共に学び合う。 16教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 わくわくタイム やまだこども園 保護者（家族を含む） 園児・未就園児とその保護者と一緒に交流を楽しんだ。 3教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 地域のグループホームとの交流 やまだこども園 保護者（家族を含む） 地域の施設と交流しながら、高齢者の方に親しみの気持ちをもった。 27教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 福住公民館祭りに参加 福住公民館 保護者（家族を含む） 地域の方に演技や製作作品を見てもらったり見せてもらったりして交流することを楽しんだ。 70教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 フラワーアレンジメント教室 やまだこども園 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来てもらい、身近な花や様々な花に触れながらアレンジメントを楽しんだ。 1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 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場10/27 (火) ○11/19 (木) ○○ その他 県サッカー協会指導員10/14 (水) ○ その他10/21 (水)11/25 (水) ○○ その他 天理市教育委員会10/24 (土) ○○○○○ その他 高校生、未就園児・保護者11/4 (水) ○○○ その他 天理市教育委員会11/17 (火) ○○○ その他 警察署、交通安全母の会11/18 (水) ○○○ その他 未就園児・保護者11/24 (火) ○○ その他関連行事 収穫祭 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 収穫したお米を炊き、おにぎりにして食べた。 1教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 未就園児親子登園日 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 未就園児と保護者が登園し、好きな遊びをしたり、在園児と一緒に遊びを楽しんだりする。また、保護者同士の交流の場となるようにする。 27教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 保育参観・交通安全教室 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 親子で交通安全教室に参加し、登降園時の安全確保に努めるとともに、交通安全に対する認識を深めた。 72教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 巡回教育相談 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 臨床発達心理士による発達検査を通して、保護者とともに幼児の発達や課題、援助の方法を学び合った。 5教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 幼稚園まつり 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 家族や友達と一緒に参加し、ゲームや模擬店等の催しを楽しんだ。 200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 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 個人の研究主題に添って公開保育を通し幼児教育についての研修を深めた。特別支援の必要な幼児における援助や課題について研修する。 5教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保育公開 北中ブロック人権教育推進委員会公開保育 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 今年度かかげた研究主題に基づき、保育公開、実践交流を行い、学びあいや保幼小中の交流を深めた。 14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 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） ボールに慣れ、サッカーに興味をもち、ルールを守って楽しく活動するとともに健康な身体つくり、体力の向上を目指した。 19教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

櫟本幼稚園
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/26 (木) ○○○ その他10/7 (水) ○11/5 (木) ○○ その他10/9 (金) 保護者（家族を含む）12/17(木) ○ 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方○ その他 指導者10/13(火) ○ その他10/15 (木) ○○○ その他10/18 (日) ○○○ その他10/21 (水) ○ その他11/4 (水) ～ 11/6 (金) 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○ その他 中学生
地域の方関連行事 中学生職業体験 柳本幼稚園 中学生が保育参加することで、優しさにふれたり、憧れの気持ちをもったりする機会となった。 3

沢山の人の前で体操や競技をしたり、応援をしてもらったりして、地域の方との交流ができた。 700関連行事 秋季遠足 生駒山上遊園地 保護者（家族を含む） ルールを守りながら、色々な乗り物に乗ったり、友達と一緒に弁当を食べたり楽しい共通経験ができた。 0教員（他校の教員を含む）学校評議員
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校区体育祭 柳本小学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

34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 柳本幼稚園～　　　　　　伊射奈岐神社 保護者（家族を含む） 地域の神社までお神輿巡業を行うことで地域に親しむ機会となった。 40

10キッズサッカー 柳本幼稚園 友達と一緒にルールを守ってサッカーを楽しむ事ができた。また、楽しみながら健康的な身体作り及び体力向上に取り組めた。 2保育公開 自由参観 柳本幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者に自由に弁当参観してもらい、幼児の園での様子を見てもらった。幼児の育ちや子育てに関する気付きや手立てとなったり、園教育を理解してもらう機会となった。
関連行事 挨拶を確かめ合う日 柳本幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の方が門前にて立哨してくださり、幼児や保護者と笑顔で挨拶を交すことで、大切さを確認し合った。また、互いに親しみの気持ちがもてる機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事
関連行事 お茶席会 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の方に伝統文化であるお茶の作法を学んだ。 7教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

14/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/5 (木) ○ その他11/16(月) 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○ その他 高校教員11/18 (水) ○ 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その他11/25 (水) ○○ その他 指導者11/27 (金) ○○ その他11/30(月) ○○ その他12/17(木) ○ その他12/18(金) 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○ その他 指導者関連行事 わくわくキッズ（体操教室） 柳本幼稚園関連行事 友達ランド 柳本幼稚園 楽しい雰囲気の中、全身を使った運動を行い、自ら運動することを楽しんだ。 1
保護者（家族を含む） 伝承遊びやゲーム遊びを異年齢で楽しみ、幼児同士のつながりを深めた。 0教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 防犯教室 柳本幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の駐在所から来てもらい、幼児が被害に遭わないための危機管理意識について学んだ。 1教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 マラソン大会 柳本幼稚園～澤町方面 保護者（家族を含む） マラソンを通して幼児の体力作りに取り組んだ。 25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 柳本幼稚園 保護者（家族を含む） 研究保育や研究協議を行い、特別支援教育についての理解を深めるとともに、具体的な支援について互いに学び合う機会になった。 1教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 添上高校教師による運動遊び 柳本幼稚園 高校教師による運動遊びに参加。いつもと違う雰囲気の中、楽しみながら進んで運動する事ができた。 2保育公開 保育参観 柳本幼稚園 保育参観を通して、我が子の育ちを見てもらったり、園教育を理解してもらったりする機会になった。 35
保育公開 天理市幼稚園教育理解推進事業研究発表 柳本幼稚園 保護者（家族を含む） 奈良県幼稚園教育理解推進事業のテーマに沿って保育研究を深め、公開保育を通して研究発表を行った。 60教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方柳本幼稚園
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場通年 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その他10/10(土) ○○○○○ その他 幼児･児童10/21 (水) ○○ その他 県指導主事11/10 (火) ○11/17 (火) ○ その他11/6 (金) ○○ その他 市指導主事10/29 (木)11/2 (月) ○○ その他11/2 (月) ○○○○ その他11/2 (月)11/11 (水) ○11/17(火) ○ その他 園児・中学生
保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

430
10/29（木）１～３年児童対象11/2（月）４～６年児童対象「おはなし会」の方が、各教室でお話をしてくださった。学校評議員地域の方

保護者（家族を含む） 土曜参観終了後、PTA主催の「第２０回てんてんまつり」が催された。ＰＴＡ役員が主になり、模擬店やゲーム店を開き児童･保護者・地域の方が楽しいひと時を過ごすことができた。 2503200学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）

教員（他校の教員を含む）授業公開 授業参観 丹波市小学校 保護者（家族を含む）
地域の方授業公開 校内研究授業

丹波市小学校関連行事

教員（他校の教員を含む）学校評議員
保護者に授業を参観していただき、その後それぞれの学級で懇談会を実施した。

授業公開 授業参観てんてんまつり 丹波市小学校丹波市小学校 保護者（家族を含む） 本校の研究主題「互いを認め合い、すべての児童がいきいきと活動する姿をめざして」に迫っていくため、講師を招聘し、学級会の指導について学び合うことができた。
北中ブロック人権教育推進事業 丹波市小学校 保護者（家族を含む）

学校評議員地域の方
丹波市小学校 北中校区教員に２年、４年各１クラスの学級会の授業を公開し、授業者と他校や他園の参観者で研究協議を行った。その後、自校教委員で研究協議を行った。

丹波市小学校 ６年生は、北中のオープンスクールに参加し、授業やクラブ活動の体験をした。４年生は幼稚園児に合唱・合奏を披露した。３年生は天理小学校を訪れ、遊んだり出し物を見せ合ったりして交流を図った。

授業公開 15教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 保幼小中連携 丹波市小学校天理小学校北中学校 保護者（家族を含む）関連行事 なかよし集会 300教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

『「ありがとう」や「ごめんね」の気持ちを伝えよう』というテーマのもと、１・３・６年が学年発表をし、実行委員会がメッセージを伝えた。教師からもメッセージを伝えた。
おはなし会

関連行事 げんきっこタイム 柳本幼稚園 朝から律動や体操等でのびのびと体を動かし、体も頭も目覚めさせることで、健康的な体作りや体力の向上を図る事ができた。 0
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/26 (木) ○○○ その他 県指導主事・市教委10/21（水） ○○ その他 講師11/7（土） ○○○○○ その他 イベント関係者11/12（木） ○○ その他11/14（土） ○○○○ その他11/24（火） ～ 12/8（火） ○○○ その他10/15 (木) ○10/20 (火) ○10/22 (木) ○○ その他11/5 (木) ○○○○ その他　　　　
地域の方 7学校と地域とが一体となった安全活動授業公開 授業参観及び学級懇談会 井戸堂小学校各教室 教員（他校の教員を含む）保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）関連行事

１０月１５日（木）６年生授業参観及び修学旅行説明会１０月２０日（火）１・２・３年生授業参観及び学級懇談会１０月２２日（木）４・５年生授業参観及び学級懇談会あいさつ運動 井戸堂小学校校門前 保護者（家族を含む）学校評議員地域の方
188学校評議員

教員（他校の教員を含む）学校評議員授業公開 第54回県小学校特別活動研究大会 丹波市小学校 保護者（家族を含む） 県内の小学校教員に学級活動の授業を公開するとともに、本校の特別活動の取組を報告した。 110授業公開 校内授業研究 山の辺小学校 保護者（家族を含む）地域の方 研究主題「聞く・話す力をつける指導法の研究　～国語科を中心に～　」に迫るため、講師を招聘し授業を通して研究を推進した。 2教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ５０周年記念事業 山の辺小学校 保護者（家族を含む） 地域の方とＰＴＡで組織された実行委員会が中心となり、創立５０周年記念事業（記念式典・児童よろこびの集い・記念碑除幕式・山の辺マルシェ・タイムカプセル堀り上げ）を実施した。 770教員（他校の教員を含む）学校評議員 プロの劇団を招き、江戸操り人形を鑑賞した。劇中、２年生児童がいろいろな役割で登場する場面を設けた。 30学校評議員地域の方地域の方関連行事 山の辺シアター 山の辺小学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
授業公開 自由参観日（授業参観・ふれあい体験教室） 山の辺小学校 保護者（家族を含む） 授業参観を行った後、地域の方々をゲストティーチャーとした「ふれあい体験教室」（１２教室）を実施した。この日を自由参観日とし、全ての教育活動を公開した。 200教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 業前かけ足マラソン大会(12/8) 山の辺小学校学校周辺 保護者（家族を含む） 体力向上の取組の一環として、業前かけ足を実施した。最終日に行ったマラソン大会では、保護者や地域関係機関がボランティアとして危険箇所の立哨等を行った。 200教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

山の辺小学校
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/17 (火) ○○ その他 中学生11/21 (土) ○○○○ その他11/27 (金) ○○○○ その他10/8 (木) ○ その他10/9 (金) ○○ その他11/4 (水) ～ 12/1 (火) ○○○○ その他11/28 (土) ○○ その他11/28 (土) ○○○ その他

　　　　井戸堂小学校 関連行事 マラソン大会 井戸堂小学校学校周辺 保護者（家族を含む） 「戦争と平和」について６年生の発表を全校で集中して聞くことができた。その後の学級での活動でも、６年生の指導のもとに折り鶴作りに取り組み、平和について考えた。今後、保護者の中で育友会人権教育部員の方に参加を呼びかけたり、幼稚園、中学校との連携も考えたりしたい。
前栽小学校 1000柔道体験 天理大学柔道場 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）授業公開 ５年生・６年生は土曜参観時に、参観に加えて、天理大学柔道場にて、全日本選手を含む天理大学柔道部の指導者など関係の方々、柔道部員にご協力をお願いし、模範演技を行っていただいたり、実技指導を受けるなどの柔道体験をさせていただいた。

南中学校において部活動体験。（６年生対象）
教員（他校の教員を含む）

300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）
200210

保護者（家族を含む）

100
育友会役員の方々や、地域安全パトロール隊の方々等の協力を得て実施し、体力づくりの様子や子どもたちの頑張っている姿を見ていただいた。たくさんの保護者や地域の方々が沿道で応援してくださった。 2000教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

学校評議員地域の方学校評議員地域の方
井戸堂小学校各教室 保護者（家族を含む）

土曜日に行ったことで、多くの保護者の方々が子どもたちの様子を参観してくださった。４年生は、体育館で、市の音楽会での発表をもとにして学年全体で音楽発表会を行った。他の学年でも親子で作品を作るなど、「ふれあい」を意識した参観を実施できた。
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

各学年部によって距離、コースを設定し、校内マラソン大会を行う。ＰＴＡ役員が危険箇所等で立哨。保護者・地域の方が沿道で応援した。小学校体育館・各教室

関連行事関連行事 親子ふれあい会部活動体験 南中学校

小学校各教室・体育館土曜参観前小ランニングマラソン大会(12/1） 小学校運動場学校周辺

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
0授業参観を行い、終了後は懇談会で本校教育の取組を伝えたり、「なかまつくりについて」や「家に帰ってからの友だち関係について」等々、学年毎にテーマを設定し話し合った。 900授業公開 授業参観・懇談会 小学校各教室 保護者（家族を含む）関連行事 人権タイム 教員（他校の教員を含む）

保護者（家族を含む）関連行事 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）地域の方関連行事 地域の方学校評議員学校評議員

授業参観後、いろいろな特技をもっておられる方を講師に招き、親子いっしょに体験をする教室を行った。
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場10/9 (金) ○ その他10/15 (木)10/16 (金) ○○ その他 講話指導者10/16 (金) ○○ その他 指導主事・指導講師10/20 (火) ○○ その他 指導主事・指導講師10/21 (水) ○○○ その他 二階堂養護学校の児童10/22 (木) ○ その他10/31 (土) ○○○○ その他11/5 (木) ～ 11/20 (金) ○○○ その他

120

学校評議員 1関連行事 秋の遠足 県内各地 保護者（家族を含む）
天理市の初任者小学校代表として、道徳の公開授業を行った。研究協議での意見交流や、指導主事による指導助言によって、研修内容を深めることができた。地域の方
徒歩での社会見学・地域学習によって、秋の自然に触れたり、社会科の学習内容を深めたりするよい機会となった。関連行事 0教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

学校評議員

教員（他校の教員を含む）

地域の方
14学校評議員地域の方教員（他校の教員を含む） 国語科の公開授業を行うとともに、「保・幼・小・中の連携を密に」を研究テーマに研究協議や、授業における児童の「聞き合い」についての意見を深め合った。教員（他校の教員を含む）

地域の方保護者（家族を含む） 休日参観と校内音楽会を午前中に実施し、午後はバザーや模擬店などの催しが保護者の方々により行われた。地域や保護者の方など、多くの方々に参加していただくことができた。
５年生の児童が二階堂養護学校に出向き、小学部の子どもたちと交流を行った。また同時に保護者同士の交流も行い、人権に対する意識の向上になった。関連行事

修学旅行 広島・宮島方面 現地での平和学習や社会見学で、戦争・原爆の恐ろしさや平和と命の大切さについて考えを深めることができた。二階堂小学校

二階堂小学校 370教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

15教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
学校評議員

関連行事 マラソン練習・マラソン大会 二階堂小学校浄化センター公園 保護者（家族を含む） マラソン練習は学校の運動場で実施した。マラソン大会は浄化センターで、保護者の応援と協力を得て実施した。多くの児童がそれぞれ自分なりに目標をたててがんばることができた。

授業公開 西中ブロック連携事業 二階堂小学校 保護者（家族を含む）

130教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
授業公開 休日参観・二小フェスタ
関連行事 二階堂養護学校との交流会 二階堂養護学校 保護者（家族を含む）
授業公開

0

保護者（家族を含む）市初任者の研究授業

避難訓練 二階堂小学校 保護者（家族を含む） 授業中に、不審者が校舎内に侵入した場合の訓練を行った。動揺や大きな混乱はなかった。職員も役割の再確認ができた。教員（他校の教員を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二階堂小学校
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/16 (月) ○ その他11/25 (水) ○○ その他 指導講師12/1 (火) ○○○ その他12/10 (木) ○○○ その他10/15 (木) ○○ その他10/20 (火) ○○ その他11/14 (土) ○○ その他11/14 (土) ○○○○ その他

全校で集会を行い、各学年から一人、人権作文の発表を通して人権意識を高めることができた。 012教員（他校の教員を含む）関連行事 なかま集会 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
地域の方地域の方授業公開 校内授業研究 二階堂小学校 保護者（家族を含む） ３年の研究授業をもとに、研究テーマに沿って研修を行うことができた。

人権をテーマにした授業参観と懇談会を実施した。懇談会では人権や命の大切さ、平和学習の取組、日頃の子どもたちの様子について話し合いを行った。 125教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
学校評議員 110教員（他校の教員を含む）学校評議員 人権をテーマにした授業参観と懇談会を実施した。懇談会では人権や命の大切さ、協力することの大切さなどについて話し合いを行った。授業公開 高学年授業参観・懇談会 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）

授業公開 低学年授業参観・懇談会 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
学校評議員地域の方

授業公開 授業参観（低学年）学級懇談会 朝和小学校 学校評議員地域の方授業公開 土曜参観 朝和小学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
保護者（家族を含む） 地域の長寿会をはじめ多くのゲストティーチャーを招き、１４の教室を設定し、ふれあい活動を行った。体験をとおして、親子や親同士、地域の方とのつながりを深めることができた。 350教員（他校の教員を含む）地域の方

全学年授業参観土曜日に全学年が授業を公開することで、普段参観することができにくい保護者の姿が多く見受けられ、子どもたちの励みになった。学校評議員

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

100220
４・５・６年授業参観・学級懇談会学習の様子や教室環境など、日々の教育活動を参観していただくことができた。 140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） １・２・３年授業参観・学級懇談会学習の様子や教室環境など、日々の教育活動を参観していただくことができた。朝和小学校

授業公開 授業参観（高学年）学級懇談会 朝和小学校

関連行事 親子・地域ふれあい教室 朝和小学校 20/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場12/2 (水) ○○○○ その他12/4 (金) ○○ その他 劇団員10/29 (木) ～ 10/30 (金) ○○ その他 旅行関係者10/28 (水) ○○ その他 講師11/6(金） ○ その他11/10(火) ○11/20(金) ○ その他11/5 (木) ～ 11/27(金） ○○○ その他11/21(土） ○○○ その他

保護者（家族を含む）
関連行事 文化鑑賞会 朝和小学校 保護者（家族を含む） 全児童が舞台劇「のらねこハイジ」を鑑賞し、すぐれたものにふれて感動する豊かな情操を養う。 7教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

保護者や地域の方々の声援のもと、ほとんどの児童ががんばって最後まで走り通すことができた。 120教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 マラソン大会 朝和小学校

関連行事 休日参観・PTAふれあい広場 福住小学校 保護者（家族を含む） 授業公開・意見交換・文化芸術鑑賞（太鼓の演奏） 60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・マラソン大会 福住小学校及び県道47号 保護者（家族を含む） 行前かけ足・校内マラソン大会 60教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 あいさつ運動 通学路 保護者（家族を含む） 安全指導、あいさつ啓発 25教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

15
安全の日 福住小学校 保護者（家族を含む） 通学路の点検と登下校の安全指導 12教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方校内授業公開 福住小学校 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 保護者（家族を含む） 校内での授業公開と講師招聘による授業研究 13
福住小学校

関連行事 修学旅行 福住小学校 保護者（家族を含む） 平和学習・仲間作り
関連行事
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場9/29 (火) ○○ その他10/1 (木) ～ 10/2 (金) ○○ その他 指導員10/9 (金) ○ その他10/15 (木) ○○○○ その他10/16 (金) ○○ その他10/22 (木) ～ 10/23 (金) ○○ その他 関係者11/2 (月) ○○ その他 中学生11/14 (土) ○○○○ その他保護者（家族を含む） 土曜参観及びグランドピアノお披露目式授業公開 土曜参観 櫟本小学校 300教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 北中オープンスクール 天理市立北中学校 保護者（家族を含む） 授業体験、クラブ体験 30教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 修学旅行（６年） 広島・山口方面 保護者（家族を含む） 平和学習、社会見学 1教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
授業公開 授業参観・懇談会（１・３・５年） 櫟本小学校 保護者（家族を含む） 授業参観、学級懇談会 150校区内立哨場所 保護者（家族を含む） 学校と地域が一体となった安全活動。毎月１５日の登校時、ＰＴＡ・校区区長会・他の各種団体の協力を得ながら、児童会とともに取り組むあいさつ運動。

学校評議員地域の方
25教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
1教員（他校の教員を含む）

関連行事 秋の遠足(１～４年) 県内各地 保護者（家族を含む） 秋の自然に親しむ活動、社会科等教科の学習に活かす見学 0
授業参観、学級懇談会 150教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 野外活動（５年） 奈良県立野外活動センター 保護者（家族を含む） フィールドワーク、森林環境学習、夕べの集い、飯盒炊さん

櫟本小学校

授業公開 授業参観・懇談会（２・４・６年） 櫟本小学校 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 あいさつ運動
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/17 (火) ○○○○ その他11/17 (火) ～ 12/4 (金) ○○ その他11/27 (金) ○ その他10/9 (金) ○○ その他10/16 (金) ○○ その他10/19 (月) ○○ その他11/6 (金) ○○ その他11/7 (土) ○○○○ その他

保護者（家族を含む）奈良県小学校社会科研究大会 100教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）

授業公開、全体会、分科会 120教員（他校の教員を含む）学校評議員 業前にかけ足練習、最終日にマラソン大会関連行事 かけ足練習・マラソン大会 櫟本小学校白川ため池周辺 保護者（家族を含む）
授業公開 櫟本小学校 地域の方
関連行事 学校評議員地域の方あいさつ運動 校区内立哨場所 保護者（家族を含む） 学校と地域が一体となった安全活動。毎月１５日の登校時、ＰＴＡ・校区区長会・他の各種団体の協力を得ながら、児童会とともに取り組むあいさつ運動。 25

授業公開 高学年授業参観 柳本小学校 保護者（家族を含む） ４～６年の授業参観と懇談会 90
　　　　　　柳本小学校

関連行事 音楽発表 柳本小学校 保護者（家族を含む） ４年生児童による合唱・合奏の発表 350教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 舞台芸術鑑賞 柳本小学校 保護者（家族を含む） 本物の舞台芸術の体験の一環として、児童も参加しながら鑑賞する。 300教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 山の辺クリーン作戦 学校周辺山の辺の道 保護者（家族を含む）学校評議員地域の方 山の辺の道、公園、神社等の清掃活動 260地域の方学校評議員

教員（他校の教員を含む）
保護者（家族を含む） １～３年の授業参観と懇談会 100教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）

授業公開 低学年授業参観 柳本小学校
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開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/7 (土) ○○○○ その他11/10 (火) 11/26 (木) ○ その他11/17 (火) ○○ その他 中学生12/1 (火) ○○ その他12/4 (金) ○○○○ その他10/19 (月) ～ 10/30 (金) ○ その他10/30 (金)11/6 (金) ○11/18 (水) ○ その他 指導主事・指導委員11/5 (木) ○○ その他 小学生北中学校
授業公開 校内研究授業 北中学校関連行事 二者懇談会

155
北中学校 17教員（他校の教員を含む）学校評議員 期間中の放課後の時間を利用し、いじめ等をはじめとする人間関係や、学習や進路についての悩みなどを指導助言することを通し、生徒の状況把握をした。教員（他校の教員を含む） 美術、社会、国語について指導主事や指導委員を招聘し、指導助言をうけることで教員の力量を高めた。 15北中学校 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む）学校評議員地域の方 校区内の小学生を集め、『体験授業』『部活動体験』を実施することで小学生同士の交流を深めたり、中学の教師や生徒と接することで中学校の雰囲気を感じとることで『中1ギャップ』の軽減につなげた。地域の方

地域の方保護者（家族を含む）
関連行事 オープンスクール 教員（他校の教員を含む）学校評議員

関連行事 冬の集い 柳本小学校 保護者（家族を含む） 「いのち・こころをつなごう」をテーマに、６年生が平和集会をした後、全校児童・教職員で音楽劇「ぞうれっしゃがやってきた」を保護者や地域の方々に披露した。
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事
350教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 龍王登山山の辺の道ハイキング 龍王山山の辺の道 保護者（家族を含む） 駆け足で鍛錬した心身の総仕上げ活動として、１・２年は山の辺の道、３・４年は龍王山中腹、５・６年は龍王山登頂を班単位で目指す。 250南中学校クラブ体験 南中学校 保護者（家族を含む） 中学校と連携し、６年生がクラブ体験をする。 40教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 朝のかけ足 柳本小学校 保護者（家族を含む） かけ足 250教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 柳小ふれあいフェスタ 柳本小学校 保護者（家族を含む） 休日参観、親子ふれあい広場及び学校開放による模擬店、パフォーマンス等を開催 400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 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/10 (火) ～ 11/13 (金) ○○ その他11/21 (土) ○○ その他10/9 (金) ○○○○ その他10/30 (金) ○○○○ その他11/4 (水) ～ 11/6 (金) ○○ その他11/10 (火) ～ 11/13 (金) ○○ その他11/14 (土) ○○○○ その他11/17 (火) ○ その他

関連行事 職場体験 各事業所 45教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方
市内約４５の事業所の協力を得て２年生が職場体験学習を行った。教員（他校の教員を含む）学校評議員 300

保護者（家族を含む）
土曜日に実施することで平日、来校しにくい保護者に参観していただき、放課後、部活動も見学し、子どもの活動の様子を見ていただく機会とした。授業公開 土曜参観・部活動参観 北中学校 保護者（家族を含む）

南中学校

保護者（家族を含む）
授業公開 授業参観等 南中学校 保護者（家族を含む）
関連行事 三者懇談 南中学校 保護者（家族を含む）
関連行事 文化祭・合唱コンクール

市内 保護者（家族を含む） 市内５２事業所の協力を得て中学２年生が職場を体験
南中学校

関連行事 職場体験
体育館での舞台発表、教室等での展示発表、および合唱コンクール 196教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 163教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 授業公開・学級懇談・進路説明会
中３生対象に進路決定に向けた生徒・保護者・担任との懇談 157教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 153
授業公開 「あいあいＤＡＹ」（学校公開）ＰＴＡバザー・模擬店 南中学校 保護者（家族を含む） 午前　授業公開　　午後　学校公開（バザー・模擬店）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 320校区３小学校６年生の部活動の体験と見学 451地域の方関連行事 小学生部活動体験 南中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 25/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場9/26 (土) ○○○○○ その他10/24 (土) ○○○○ その他11/4 (水) ○○○ その他11/9 (月) ○○○○ その他12/6 (日) ○○○ その他10/20(火) ～ 10/22（木） ○○ その他10/30（金） ○○ その他11/5（木） ○○○○ その他 劇団員 27120
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福住校区体育祭に参加し、日頃の体育授業の成果や創作ダンスを発表した。また、こども園園児・小学校児童や地域の方々と共に競技を行い交流を深めた。中学生が体育祭の運営・進行の中心的役割を担い、地域の方と協働する中で、協調性を養い運営の力を高める。我が故郷「福住」について、「自然科学」「人文歴史」「文化芸能」の３分野に分かれて学習した結果を、パワーポイント、クイズ形式、劇などでわかりやすくプレゼンテーションした。また、英語科より「声優になろう」、国語科より「古典暗唱」、音楽科より「合唱・合奏」を舞台発表した。フロアーでは国語科、数学科、理科、美術科、技術家庭科がそれぞれ普段の取り組みを展示した。図書館を地域の方に開放し、子どもたちと一緒に図書室で本を読むことで読書意欲を高める。この日は、スピーチ集会を地域の人に見学していただいた。「地域の方と一緒に本を読もう！」ということで、図書館に地域の人をお招きして、生徒と地域の方とが一文ずつ交互に読みあい、感想を述べあう。その後、漢検の副読本をみんなで読みあった。今回も、スピーチ集会を参観していただいた。生徒会が主体となって、全ての垣内に呼びかけ、地域の人たちと協力しリサイクル品の回収を実施し、リサイクル活動の大切さを学んだ。キャリア教育の一環として、２年生全員が希望した各事業所に於いて職場体験を行い、進路選択、職業選択に役立てた。 400
授業参観・学級懇談（１、２年）・保護者進路説明会（３年）文化庁主催の事業で、一流の文化芸術団体の優れた舞台芸術を鑑賞することにより、生徒たちの発想力やコミュニケーション能力の育成を図った。（公演団体）舞踊集団菊の会

福住中学校
関連行事 校区体育祭 福住小学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 体育館 学校評議員地域の方

図書室 保護者（家族を含む）図書室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 スピーチ集会ミニ読書会（漢検に挑戦）関連行事 スピーチ集会本を読むデー 地域の方
福住学習発表会 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）

授業公開 授業参観等

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 リサイクル物品回収 校区内各集会所及び中学校運動場 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）

　　　　　　　　　　　西中学校
関連行事 職場体験学習 市内各事業所（一部隣接市町） 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員西中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方

学校評議員地域の方
学校評議員地域の方関連行事 平成27年度文化芸術による子どもの育成事業(巡回講演事業） 西中学校 26/27



開始日 終了日 参加対象者（左欄に○印を）　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果　　　　Ｈ27奈良県教育週間　天理市の取組結果 参加人数内　　　　　　容教委・園・学校名 授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場11/10（火） ○○ その他 校区内小学６年生11/14（土） ○ その他11/14（土） ○○○ その他11/14（土） ○○○○ その他11/17（火） ○○ その他

220授業参観中止 -40関西中央高等学校の表現・情報コース生による劇の鑑賞
中学校生活への準備として、校区内小学校６年生が来校し、中学生のリードで部活動を体験した。関連行事 小学生クラブ体験 西中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 授業参観 西中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 観劇 西中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＰＴＡ銀杏祭 西中学校 保護者（家族を含む） ＰＴＡ主催によるバザー、模擬店 300教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ゲストティーチャー職業人に学ぶ 西中学校 保護者（家族を含む） １年生のキャリア教育の一環として、各業種に就労している地域の方をゲストティーチャーとして招き、１０程度の講座を設定し、生徒は希望する講座を受け、「職業感」「人生観」を学んだ。 10教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

27/27


