
Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組開始日 終了日関連行事 宇陀市子どもフェスタ 宇陀市総合体育館 遊び体験を通じて仲間づくりや参加者の交流を図るとともに豊かな感性を育み未来を担う宇陀市の子どもたちの健全育成に努めることを目的とする。 1600人 「遊び」をテーマに子どもたちもスタッフもともに楽しむを念頭に開催。参加者・スタッフともに楽しみ盛り上がりをみせた。関連行事 宇陀市駅伝チャレンジ大会 宇陀市心の森総合福祉公園内ふれあい広場 宇陀市内の各小学生が一本のタスキを通じて自分の果たすべき役割を自覚し仲間を思いやる心を育み併せて体力の向上を図り将来を担う人間形成を目的とする。 42人 多くの子どもたちが参加してくれた。一本のタスキを通し子どもたちの仲間意識を醸成及び体力向上の充実となった。関連行事 幼児の絵　作品展 11/1(金) ～ 11/4(月) 宇陀市役所 子どもたちの表現活動を活発にすることで創造性を豊かにし、夢を育むとともに多くの市民の目に触れることで意識の高揚を図り芸術文化の振興に寄与することを目的とする。 880人 市内幼稚園・保育所5歳児の作品を一同に展示することで保護者や祖父母を伴って鑑賞する子どもたちが多くみられた。関連行事 平和と人権を考える集い 菟田野いきいきホール 戦争の語り部　鈴木知英子さんによる「私の戦争は終わらない」と題しての戦争体験記講演会 109人 貴重な生の戦争体験を聞かせていただいた。戦争は絶対だめだと再度確認し、し、し、し、戦争の話を後世に伝えていかなければならない責任を痛感した。関連行事 男女共同参画集会 室生振興センター 講演と落語 ― ２月２２日に実施の予定。関連行事 宇陀市英語スピーチコンテスト（小中高英語活動発表会） 宇陀市役所 市内各学校で行われている外国語活動や英語学習の成果を発表し交流することを更に興味を持って取り組もうとする国際性豊かな児童・生徒を育成することを目的とする。 56人 スピーチやスキットの発表の場であると共に年代を超えて英語に親しみ交流する場となった。参加者の中には「来年も出場したい。是非開催して欲しい」と言う意見もありコンテストが宇陀市に定着し子どもたちの英語教育への意欲が更に高まることを願う。関連行事 宇陀市人権セミナー 榛原総合センター宇陀市役所 ①講演（障がい者の人権②「宇陀市人権施策基本計画」③まちづくり④宇陀市の歴史と部落問題 108人 宇陀市人権施策基本計画を市民の方に詳しく知っていただく機会ができた。関連行事 教職員研修 菟田野地域事務所他 就学指導・特別支援教育・初任者研修・人権教育・災害安全研修・課題別研修（アレルギー）等 365人 夏期休業を中心に様々な分野の研修を実施した。研修後のアンケートを確認すると概ね有意義な研修であったと言う感想であった。来年度は研修の中身をより厳選していきたい。関連行事 家庭教育学級(親子でエクササイズ) 宇陀市中央公民館 音楽に合わせた運動、ボールを使った遊びや身体を使うゲーム　など 17人 親子で楽しめる軽い運動ということで講師先生の指導も適切であり、参加者一同有意義なひと時を過ごすことができた。今後もこのような事業を企画していきたい。

宇陀市内小中学生・高校生・教職員・保護者等11/14（木）H26.2/22（土）12/7(土)
11/9(土)9/15(日)

10/19(土)

御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数教委・学校・園名 授業公開関連行事の別 行事名

5月～H.26.3月 宇陀市民
 市内在住・在勤・在学の 方で、子育てをされてい る方と小学生以下の子 ども
保・幼・小・中学校教職員9/27（金）・10/5（土）・11/30（土）・12/21（土）

宇陀市内5歳児

宇陀市教委

期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）

宇陀市民宇陀市民

宇陀市内小学5年生・6年生の男女児童宇陀市内の子どもと保護者
内　　　　　　容
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Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組関連行事 パソコン教室(年賀状作り) 宇陀市中央公民館菟田野分館 パソコンで、年賀状のあて先や文章、写真などを作成 15人 タイムリーな学習テーマであり講師先生の指導も丁寧で参加者全員熱心に受講されていた。ただ小・中学生の参加がなかったので今後はそれらのニーズに合ったパソコン教室を検討していきたい。関連行事 市民教養講座(パン作り教室) 宇陀市中央公民館榛原分館 家庭で作れるパン作りにチャレンジ 16人 今回の参加者は大人の方ばかりだったので今後は子どもにも興味をもってもらえるように内容・時期を再検討し取り組んでいきたい。関連行事 入門講座(ハイキング-初心者向き) 市　　内 健康で快適な毎日を過ごすため、市内の名所・旧跡などを散策 17人 今回の参加者は40歳以上の方ばかりだったので今後は子どもにも興味を持ってもらえるように内容を再検討し取り組んでいきたい。10/5 (土) ○○○○○ その他10/12 (土) ○○ その他11/13(水） ○○ その他 高校生11/9 (土) ～ 11/11 (月) ○○○○ その他11/15 (金) ○○○ その他11/30 (土) ○○ その他 未習園児保護者

11/9(土)
11/30(土)11/24(日)

大宇陀・菟田野の未就園児の子どもたちを園に招いて、園児と一緒に歌や手遊びをして遊んだり、園児からペンダントのプレゼントを渡したりして交流を楽しんだ。

運動会で日頃の保育の成果を保護者や地域の方にみていただくことができました。子どもたちはたくさんの方に見ていただいたことが自信につながった。特別養護老人ホーム　ラガールの運動会ではおじいちゃん・おばあちゃんたちと一緒に体操をしたり、玉入れをしたりしながら交流を楽しんだ。大宇陀高校2年生の生徒さんたちが、ゲームやわらべうた遊び等を計画してくれ、5歳児の子どもたちと交流し楽しいひと時を過ごした。大宇陀幼児園の作品展（絵画・制作）と、奈良県幼稚園作品展（県内の子どもの絵画）を同時に展示し、県内の先生方や保護者の方に見ていただいた。毎月実施する避難訓練の様子を保護者の方に参観していただき保護者の方にも防災意識を高めてもらうようにした。28人

600人50人76人875人118人

 市内在住・在勤・在学の 小学５年生以上の方 市内在住・在勤・在学の 中学生以上の方 市内在住・在勤・在学の 小学５年生以上の方ふれあいドーム 保護者（家族を含む）
関連行事 ラガール運動会 特別養護老人ホームラガール

保護者や地域の方々に来ていただき、園児と共に楽しんでもらう。また、卒園児や来年度入園予定の子どもや保護者を招き、一緒に楽しんでもらい幼稚園を知ってもらう機会にする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
大宇陀幼児園

保育公開 運動会 保護者（家族を含む） ラガールに、4歳5歳児が行かせて頂き園の運動会で演じたリズム体操等を観て頂き老人の方々と触れ合いながら運動会を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 大宇陀高校に5歳児が行かせてもらい、高校生が自分たちで考え作ってくれたいろいろな遊びのコーナーで一緒に遊び交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 高校生交流会 大宇陀高校校庭 保護者（家族を含む）
県内幼稚園児の作品展と園内の作品展を同時に開催させていただく事で、園児や保護者、評議委員、地域の方々により多くの作品に触れていただく機会にする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方　県内幼稚園の先生方関連行事 県子ども作品展　園内作品展 大宇陀幼児園リズム室 保護者（家族を含む）
保護者と共に災害時の避難訓練を体験してもらい親子で防災意識を高めてもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 親子防災訓練 大宇陀幼児園リズム室 保護者（家族を含む）
大宇陀・菟田野の未就園児と保護者に、園の誕生会に参加してもらい園の楽しい雰囲気を味わってもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児交流会 大宇陀幼児園リズム室 保護者（家族を含む）
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Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組10/26 (土) ○○○○○ その他 アトラクションに関わる方11/11（月） ○ その他11/15 (金) ○○ その他 親子製作の講師11/8 (金) ○○ その他 来年度入園予定者及びその保護者・子育て支援員9/28 (土) ○○○○○ その他 未就園児10/31 (木) ○ その他1/9 (木) ○○○ その他 交通指導員・入園予定者11/9 (土) ○○○○○ その他 卒園児とその保護者11/27 (水) ○○ その他

「子どもたちの成長が感じられた」「子どもたちも保護者も先生たちも、地域の方々もみんなが楽しめた」とのご意見があった。保護者とともに、子どもの成長を喜び祝い、確かめ合えることができた。誕生会後の園長との懇談では、日頃の悩みの相談や子育ての喜びを話し合うことができた。人形を使い、子どもたちと掛け合いをしながら、交通ルールについての話をしていただき、子どもたちの交通ルールへの理解及びルールを守ろうという意欲が高まった。その後、歩道と踏み切りを作り、実践練習を行った。ＰＴＡ役員・ボランティアの保護者・幼稚園が協力し合い、楽しい企画が展開された。みんなで協力し、内容の濃い行事となった。楽しいお話が次々に展開され、親子共にお話の世界に引き込まれた。

学年ごとの発表の姿を通して子どもの成長の姿を見ていただく良い機会となった。ＰＴＡの模擬店なども同時開催でしたが、準備等たくさんの保護者が関われるよう早くから日程を決め協力しながらできたと好評だった。園児がみんなで作ったり描いたりした作品が飾られており興味をもって見学していた。また、普段には行くことのない大宇陀幼児園の園舎を見せてもらったり園児同士が関わったりしたのが嬉しかったようである。親子で製作はどの親もゆっくり関わって遊ぶ良い機会になったようである。サツマイモのクッキングは「榛原幼稚園ならでは」と好評であった。今年度7回目の交流会になり親しみをもって園は来られるようになってきた。未就園児や保護者にとって在園児の発表を見たことが最も関心が高かった。
12人50人400人160人

360人30人80人50人430人
榛原幼稚園

保育公開 作品展 榛原幼稚園関連行事 県子ども作品展 大宇陀幼児園保育公開 保育参観 榛原幼稚園
保護者（家族を含む） 絵画や陶芸･製作物展示し保護者に見てもらう。歌やリズムダンスを発表する。ＰＴＡ開催の模擬店やアトラクションを見る。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） 奈良県幼稚園子ども作品展に出品した作品や、他園の幼児の絵画を見学すると共に、大宇陀幼児園の園児とも交流する。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） 講師を招いて親子でおもちゃを作って遊んだり親子でふれあい遊びをしたりする。みんなで栽培したさつま芋を使って簡単なクッキングをして一緒に食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 在園児の歌やダンス等の発表を見たり、一緒に遊んだりしながら、幼稚園生活に興味をもたせる。保護者同士の交流を図ると共に、育児の悩みなどを気軽に話せる機会をもつ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 未就園児交流会 榛原幼稚園 保護者（家族を含む）

榛原東幼稚園
関連行事 運動会 榛原東幼稚園　園庭保育公開 誕生会 榛原東幼稚園リズム室保育公開 親子交通安全教室 榛原東幼稚園リズム室

保護者（家族を含む） 保護者や地域の方々にきていただく。未就園児（０～２歳児）対象の参加競技を増やし、全員が楽しめる機会をつくり、幼稚園のことを知ってもらう機会とする。
保護者（家族を含む） 保護者と一緒に正しい道の歩き方を学び、交通ルールを守ることを知る機会とする。
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 子どもの成長を保護者と共に喜び合う機会とする。誕生会終了後、園長との懇談の時間を設け、意見交流の場とする。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 幼稚園児とその保護者、地域の方々が集い、目的をもって楽しむ。また、親子や祖父母など一緒に普段味わうことの出来ない催しに参加し、園児の出し物を見ることで、成長を共に喜び合う。また、未就園児と保護者も招待し、園の雰囲気を味わってもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 文化祭 榛原東幼稚園園内 保護者（家族を含む）

幼稚園児とその保護者が一緒に、人形劇を見て、親子で一緒に楽しいひと時を味わう。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（人形劇） 榛原東幼稚園リズム室 保護者（家族を含む）
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Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組10/5 (土) ○○○○ その他10/17 (木) ○○ その他 警察の方・室生子ども園園児11/9 (土) ○○○○ その他 奈良大学生11/26（火） ○○ その他 老人会の方10/12 (土) ○○○○○ その他 未就園児10/17 (木) ○○○○○ その他 県警の方12/7 (土) ○○○ その他 食推の方11/2 (土) ○○○○○ その他 歌のお姉さん・お兄さん10/17 (木) ○ その他10/17 (木) ○○ その他

県のサポートセンターの方のお話がとてもよく分かり最後までしっかりと話を聞くことができた。音楽隊の演奏やカラーガード隊の演技を観て自分もやってみたいと言う夢を持ったようである。父親の参加もあり親子・祖母と孫と言った和やかな雰囲気の中でのクッキングを行った。食育についてのお話もしていただいた。日頃来ていただくことのない方も参加され、子ども達と一緒に楽しいひとときを過ごすことができた。また、ふれあいコンサートも実施したため親子のふれあいを楽しむ良い機会となった。落ち着いた学習態度で意欲的に学習に取り組む児童の姿を参観して保護者も安心した様子であった。「子どもがおもしろい！」という演題で講演を聞く。教員生活の実践例をあげながら実際の子どもの見方や関わり方を話していただく。教師や保護者、それぞれの視点から学校教育や家庭教育について教えてもらう。

PTAの協力のもと楽しい行事となった。園児の出し物、作品展、ジャグリング、バザー等盛りだくさんでおうちの方々が一緒になって楽しんでいた。地域や老人会の方は園児にやり方を優しく教えてくださった。そのことを通して、園児たちは地域や老人会の方に親しみをもち、ふれあい楽しみながら活動することができた。全体的に意欲的に取り組めていたと思う。また、子ども達が生き生きと楽しそうに最後まで頑張っていた様子から保護者の方々よりとても楽しい運動会であったというご意見をいただいた。

小学校と併設のため大勢の保護者の中で行い、たくさんの応援をもらいながら元気に活動できた。地域の温かさも感じられた。音楽あり、着ぐるみ劇ありと防犯についていろいろなかたちで学ぶことができた。また、室生子ども園の園児と交流できたことが良かった。今後の交流の良いきっかけとなった。

30人256人120人50人

110人8人250人170人

200人80人榛原西幼稚園
関連行事 運動会 榛原西小学校運動場関連行事 防犯教室 室生子ども園リズム室保育公開 文化祭及び作品展 榛原西幼稚園

保護者（家族を含む） 榛原西小学校との合同運動会。未就園児の交流会も兼ねる。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） 警察吹奏楽隊による音楽を聞かせていただく。なかなか来ていただけない警察音楽隊が室生子ども園に来られるということで、一緒に参加させていただく。警察の方による防犯についての指導を受ける。室生子ども園の園児や先生方との交流も兼ねる。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） 園児の作品（絵画・作品）を展示し、保護者や家族や地域の方々に公開する。リズム室では、園児の歌やリズム遊び等を披露したり、奈良大学サークルの方によるジャグリングを見たりする。ＰＴＡ主催による模擬店やバザーも行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 地域や老人会の方々の中でグランドゴルフをしておられる方に園に来ていただきグランドゴルフのやり方を教えていただき一緒に活動する。来ていただいた方に園児による歌や手遊びを見てもらったり一緒に行い交流をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 世代間交流(グランドゴルフ） 榛原西幼稚園 保護者（家族を含む）
室生幼稚園

保育公開 運動会 室生運動場保育公開 防犯教室 室生幼稚園関連行事 親子クッキング 室生福祉交流センター
保護者（家族を含む） 日頃の運動・リズム遊びの成果をみなさんに観ていただく。未就園児と保護者を招き、園の様子を知ってもらう。
保護者（家族を含む） 日頃一緒にできない親子のクッキングを実施し、楽しい時間をもつ。食推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保護者（家族を含む） 防犯週間に、県サポートセンター・県警音楽隊の方に来ていただき防犯に関わる話しをしていただくと共に、地域に啓蒙をする。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 園児の絵画や製作物を、家族の方や地域の方に観ていただき、日頃の園での取り組みや成果を知っていただく。また、歌やお話しを通して、子育て指導を行う。未就園児と保護者を招き園の様子を体験してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 作品展・おたのしみ会 室生幼稚園 保護者（家族を含む）

授業公開 学習参観 大宇陀小学校関連行事 教育講演会 大宇陀小学校
保護者（家族を含む） 授業参観を通して保護者等に学習内容や児童の学習の様子を伝える。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） 講師を招き、「子どもの育ちと家庭教育」という演題で講演してもらい、学校教育や家庭教育を振り返る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 4/8



Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組11/17 (日) ○○ その他11/17 (日) ○○○ その他11/17 (日) ○ その他10/31 (木) ○○○ その他10/31 (木) ○ その他10/31 (木) ○○ その他11/2 (土) ～ 11/8 (金) ○○○ その他11/14 (木) ○○○○ その他11/14 (木) ○○○○ その他12/3 (火) ○○○ その他
360人 これまでの学習のまとめを大勢の方々の前で発表することができ達成感を味わうことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）授業公開 いきいき発表しよう集会 総合センター 各学年による劇や歌などで学習のまとめを公開する。

食育を通して子どもたちに身に付けて欲しい力、家庭でもできる食育等について学ぶことができた。参加者がもっと増えるように広報活動を進めるべきである。参観者から本校で行っている放課後の人権学習「ふれあい学習」や普段の人権学習の内容を知ることができたとの感想をいただいた。

授業参観では、高学年の音楽発表や低学年の生活科の発表を中心に参観された。意欲的な子どもの姿に感心されていた。文化鑑賞の後、評議員会をおこない、意見交流をおこなった。人権学習の成果を発表する学級が半数あり、どの児童にも発表する機会を用意していた。参加した保護者からは給食を作る際に栄養バランスだけではなく彩りにも配慮していただいているとの声があった。
絵本の読み聞かせや工作・軽スポーツなどを楽しみ消防車体験などもさせていただき充実した時間を過ごすことができた。
人権に関する学習を参観していただき学級懇談会で人権の大切さについて保護者の方々にも考えていただくことができた。

発表形式の授業内容が多かったが、意欲的に一生懸命発表している様子がうかがえた。発表後の参観者からの拍手が子どもへの賞賛と励ましになった。親子で演劇を鑑賞する。手品やジョークを交えての演技に会場がくぎづけになり、最後まで楽しく鑑賞することができた。

320人

4人102人17人15人320人150人

170人150人
大宇陀小学校 授業公開 日曜参観 大宇陀小学校 保護者（家族を含む） 授業参観を通して保護者や学校評議員等に学習内容や児童の学習の様子を伝える。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 演劇鑑賞を通して、豊かな心情を養う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 文化鑑賞会 大宇陀小学校 保護者（家族を含む）

学習参観等で児童の様子を参観していただいたあと、学校の取組等について話し合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 学校評議員会 大宇陀小学校 保護者（家族を含む）
菟田野小学校

授業公開 公開授業参観会 菟田野小学校関連行事 給食試食会 菟田野小学校家庭科教室・各教室関連行事 PTA会員研修会 菟田野小学校
保護者（家族を含む） 学校評議員を含めて、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保護者（家族を含む） 希望する保護者に給食を試食してもらうと同時に、給食を食べる児童の様子も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

菟田野小学校菟田野人権交流センター 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 講師を招聘し、食育に関する研修を行う教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 文化祭 榛原小学校
授業公開

児童の人権に関する学習成果をステージ発表や作品展示によって、参加者に知ってもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 菟田野人権フェスティバル
授業参観 榛原小学校

保護者（家族を含む） ボランティアやＰＴＡ役員の方々による出店ブースに参加し体験学習を行う。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） 人権に関する授業公開をする。その後、学級懇談会を開き、人権について凹地の方々とともに考える。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

榛原小学校
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Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組11/2 (土) ○○○○ その他11/2 (土) ○○○○ その他11/1 (金) ○○○○ その他10/25 (金) ○○ その他11/13 (水) ○○ その他11/14 (木) ○ その他10/17 (木) ○○ その他10/30 (水) ～ 11/6 (水) ○○○ その他10/31 (木) ○○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他

授業公開
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方

榛原東小学校

室生西小学校 室生西小学校 保護者（家族を含む） 水曜日の朝タイムを使って、音楽学習発表会の発表曲を披露したり、校外学習の成果をまとめを発表する。

榛原西小学校
全校給食試食会と食育学習会 室生西小学校 保護者（家族を含む）

授業公開関連行事 学年ごとの発表に対し、そのがんばりや態度に大きな拍手が送られた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 12人32人文化活動事業「観劇」 室生西小学校

学校評議員地域の方

全学年の授業を公開し、その後、各学年で企画したｽﾎﾟｰﾂや創作的な活動を親子で楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）学校評議員
保護者（家族を含む）

関連行事 交通安全教室 榛原西小学校 保護者（家族を含む） 正しい自転車の乗り方や交通ルールについて警察の方を講師に招き実技を通して教えていただく。

学校評議員
心境荘苑と交流会

地域の方 62人
保護者（家族を含む） 児童会が中心となって企画・運営する行事。全校児童が縦割り班でチームを作りスポーツを楽しむ。教員（他校の教員を含む） 保護者が給食試食会に参加し、児童の給食の様子について参観する。また、その後「食育」に関する学習を行い、理解を深める。

― 子ども達が主体的に内容を考え進行していたのが良かった。低学年から高学年まで仲よく協力して活動できた。
たくさんの方にホールに集まっていただき、こどもたちも緊張しましたがしっかりと発表できていた。心温まる交流ができた。

大掛かりな人形劇を、児童と共に観劇して、親子共通の話題とすることができた。
給食試食会は、給食センターの工夫や苦労に対する感謝の気持ちや、メニューに対する率直な感想があった。食育学習会は、「簡単ですばやくできるおやつつくり」というテーマで行い、おおむね好評で、継続して取り組んでほしいという感想があった。

地域や保護者の方を招き、授業の様子を見ていただく機会となった。指導の様子や工夫、子どもの様子がよく分かったという声が多く寄せられた。
横断歩道や踏切などを作って実際に体験できたのが良かった。警察の方に来ていただき教えていただいたのでよく分かった。
冒険西遊記の劇を鑑賞する。内容も楽しい場面や友達や仲間のことについて考えさせられるところもあり、上演後、もう一度やってほしいという声が児童の中から上がった。

午前中のオープンスクールには、普段参観する機会の少ない保護者以外の家族を中心に、地域の方も来校され児童の学習の様子を真剣に参観された。午後の親子ふれあい活動では、学年毎に、保護者が計画した様々な活動に、全員が嬉々として取り組んだ。

子どもたちは落ち着いた態度で授業に集中していた。先生方も力量を感じることができた。家でも人権の大切さを教えていきたい。
520人400人80人

105人

2人200人

授業公開 オープンスクール 榛原東小学校各教室演劇鑑賞教室 榛原東小学校体育館 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 地域の方へも声をかけて，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 東京より劇団を招き，約９０分の演劇を地域の方を含め，ともにに鑑賞する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保護者（家族を含む） 全学年が人権教育の授業を公開する。保護者のみならず、地域の方々にも参観していただいて、人権意識啓発の機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 公開授業参観

水曜ミニ集会

榛原西小学校

関連行事 児童スポーツ集会 榛原西小学校関連行事 障害者支援施設心境荘苑
教員（他校の教員を含む）

日ごろ接することの少ない演劇等を鑑賞し、情操を深める。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） 本校の5年生が施設を訪問し歌や合奏を披露する。一緒にできる遊びもして交流のひとときを持つ。

授業公開 オープンスクールと「親子ふれあい活動」 室生西小学校 保護者（家族を含む） 6/8



Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組10/22 (火) ○○○○ その他11/15 (金) ○11/19 (火) ○○○ その他11/16 (土) ○○○○ その他11/16 (土) ○○○○ その他11/1 (金) ○○○○ その他11/1 (金) ○○○○ その他11/11 (月) ○○ その他 萬狂言スタッフ

土曜参観ということで、保護者だけでなく、祖父母、兄弟、地域の方々の参加が多かった。和やかな雰囲気の授業参観であった。
保護者だけでなく、幼稚園児、民生委員、学校評議委員、地域の方々を招いて学校秋祭りを行った。地域の伝統的な行事（餅つき）の実演を見ることができた。また、幼稚園児とお店屋さんごっこなど交流を深めることができた。

60人 親子文化鑑賞会で「パフォーマンスショー」を行った。パフォーマーによるパントマイム、マジック、楽器演奏に親子で楽しむことができた。参加者からは好評であった。1，2年生は1～3限公開授業、3年生は２～3限進路説明会を実施した。合唱コンクールには沢山の保護者が参観し体育館がいっぱいになった。全学年クラスが先輩後輩の枠を超え競った熱唱に、子どもたちも保護者も大いに盛り上がった。昨年に引き続き、地元のコーラスグループ「かぎろひ」の方にも出演していただき、歌声とハーモニーの美しさ、コーラスの楽しさを感じさせていただいた。また最優秀グランプリにはクリスタル盾を贈り宇陀市音楽学習発表会に出場した。審査員からも「例年以上にみんなの声も大きく、きれいなハーモニーで得点をつけるのが難しかった。」とほめていただいた。最後に学年全員による合唱も大変良かった。萬狂言から2名の狂言師と担当者に来校していただき、礼儀や発声練習簡単な台詞と所作を学ぶ。「附子」の一場面を全員で演じた。生徒も「笑いの場面は難しかった。」「日本の全島文化、狂言のおもしろさを感じた。」などの感想であった。

授業参観の後、学校歯科医の「歯の健康について」の講演会を持った。講演会後の学級懇談会では、保護者と有意義な懇談をすることができた。また、懇談後に教育員会より、室生の学校再編統合の説明会を持ったために、参加者が多かった。65人
75人100人100人
88人
13人

室生東小学校
授業公開 授業参観 室生東小学校
授業公開 オープンスクール 室生東小学校授業公開 土曜参観 室生東小学校

保護者（家族を含む） ５校時目に各学級の授業公開を行う。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） 保護者だけでなく、地域の方々、保育所・幼稚園・中学校の先生方に呼びかけての授業公開教員（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） 各学級での公開授業教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 授業参観後、児童、教職員、保護者や地域の方々の参加の文化鑑賞会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子文化鑑賞会 室生東小学校 保護者（家族を含む）
大宇陀中学校

授業公開 大宇陀中DAY 大宇陀中学校各学級
授業公開 大宇陀中DAY 大宇陀中学校体育館
関連行事 本物の芸術鑑賞事前ワークショップ 大宇陀中学校体育館

保護者（家族を含む） 午前中１限から３限各学級授業公開、３限３年生進路説明会教員（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） 合唱コンクール教員（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月の狂言公演にむけてのワークショップ教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
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Ｈ25奈良県教育週間　宇陀市　学校の取組11/5 (火) ○○○○ その他11/5 (火) ○○ その他11/5 (火) ○○○○ その他10/8 (火) ○○○○○ その他10/23 (水) ○○○ その他11/1 (金) ○○○○○ その他11/1 (金) ○○○○○ その他10/25 (金) ○○○○ その他10/31 (木) ○ その他11/1 (金) ○○○○ その他 「活気にあふれた生徒たちの発表は大変見事であった。」「どの発表も生徒が自主的に取り組んだ姿が見られとてもよかった。」「室生中のすばらしいところ、よい伝統だと思う。」（保護者の感想より）
特に１・２年生の発表には、体験学習でお世話になった事業所の方々もご出席してくださり、生徒たちの発表にお褒めの言葉をいただいた。「命」「生きる」とテーマに関する発表があり、聞き手もしっかりとした態度で聞くことで発表に応え、おもいを共有できた時間となった。

多くの保護者や地域の方に見学いただき学校や生徒の様子がよくわかった等の感想をいただいた。
参加者から普段の子どもの様子が見れてかった。今後も続けて欲しい等の感想をいただいた。

熱心に説明を聞いていただいていた。今後は、保護者だけでなく生徒も一緒に説明会に参加させる等、説明会をより充実したものにしていきたい。「少人数ながら、どのクラスも一生懸命がんばっていて、とても感動しました。」等の感想が多く聞かれた。
宇陀市内小中の先生が参加し、授業参観及び活発な研究協議が行われた。
PTAと協働して開催したことにより、保護者の関心も高くこれまでより参加者も多かった

「真剣に授業に集中できていた。」「気持の良い挨拶をどの生徒もしてくれた。」等の声が寄せられていた。

70人

60人
30人―

20人30人70人250人15人80人

菟田野中学校
授業公開 オープンスクール 菟田野中学校教室・体育館・運動場関連行事 進路説明会 菟田野中学校ランチルーム関連行事 校内音楽会 菟田野中学校体育館

保護者（家族を含む） １日学校開放し、本校の授業等を、保護者や地域の方に自由に参観していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） ３年生の保護者に対して、より具体的な進路選択の情報を提供したり、入試等に向けたスケジュールを説明する。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） 宇陀音楽会の予選を兼ね、全学級による音楽会を実施し、本校の代表を決定する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
榛原中学校

関連行事 文化祭 榛原中学校教室、体育館授業公開 研究授業参観 榛原中学校教室関連行事 オープンスクール 榛原中学校教室、体育館
保護者（家族を含む） 文化部の活動発表、各学年発表、作品展示等教員（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） 英語科の市内研究授業教員（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） 全授業・部活動公開教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 人権教育講演会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校内人権講演会 榛原中学校体育館 保護者（家族を含む）

室生中学校
授業公開 体験学習発表会と進路説明会 室生中学校各教室関連行事 人権集会 室生中学校体育館授業公開 オープンスクール（文化発表会） 室生中学校体育館

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） 保護者・お世話になった事業所の方々）を招いて，１・２年生は体験学習発表会（１年…ふるさと室生再発見，２年…職場体験），３年生は保護者とともに進路説明会を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 舞台発表として，国語科（書道パフォーマンス），夏休みの生活作文の発表，英語劇，合唱コンクール，吹奏楽部のコンサート，有志による発表，音楽宅急便「さら」を招いてのコンサートなど，また展示発表として，文化研究部，人権ポスター，美術科の作品など。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） 全校集会をもち，人権集会を実施する。各学年代表２名ずつの生徒の人権作文の発表をし，おもいを交流した。
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