
開始日 終了日河合町教委 該当なし 10/27 (日) ○○○○○ その他11/13 (水) ○○ その他11/13 (水) ○○○ その他○○10/11 (金) その他○○10/11 (金) ○ その他 講師○○11/9 (土) ○○ その他

Ｈ25奈良県教育週間　河合町　学校の取組 内　　　　　　容教委・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）

河合町立河合幼稚園
関連行事 福祉大会「ふれあいの集い」 豆山の郷 保護者（家族を含む）
保育公開 保育参観 各法育室

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） 各クラスで日頃の子ども達の活動の様子を参観いていただいた後、作品展に向けて個人作品の一部を親子で一緒に製作する活動。保護者参加型保育参観。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

多目的ホール
関連行事 校内音楽会（土曜参観） 体育館

『人とふれあい　やさしさに出会い　・・・』をテーマに行われる行事に、年中４歳児５０名職員１０名保護者５０名以上が参加、歌やダンス、手話等を披露する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
ブックドクターの「朗天狗」に来ていただき絵本の読み聞かせ、また絵本を通していろいろなところから、具体的な体験談や人とのかかわり、生き方、子育て等について講演していただきます。関連行事 ＰＴＡ教育講演会 遊戯室 保護者（家族を含む）

河合第一小学校
授業公開 授業参観 教室関連行事 人権教育講演会 保護者（家族を含む） 人権教育授業参観をふまえ、人権意識を高め、学校・地域に人権文化を根付かせるための学習の機会として講演会を実施する、教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

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） 「なかま」づくりをすすめたり、「いじめ」をなくすことについて考えたりする学習を保護者に公開し、児童だけでなく、保護者もともに人権を守ることの大切さを学び合う機会にする。
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 音楽科で学んだ合唱、合奏を学級、学年で発表し合う。第一中学校の吹奏楽部を招き、演奏を披露してもらい、小中連携の一環とする。学校評議員、保護者と家族、地域の人々にも参観いただき、日頃の学習成果を発表する。

当該校の教職員・子ども以外の参加人数
60人
120人
75人
180人50人
240人

御意見・御感想
ふれあいの集いは、台風接近の為中止になりましたが、出演に向けて一生懸命練習してきた子どもたちの演技を保護者に見ていただくように幼稚園で１１月１５日に参観していただきました。祖父母の方も来ていだき成長した子ども達の姿に大きな拍手をいただきました。各保育室に入っていただき、歌やリズム遊びなどを参観後、３歳児は小枝のつるし飾りの土台を、４歳児はくつした人形を、５歳児はハボタンでお正月飾りを、保護者の方と子どもと一緒に協力し相談しながら楽しく活動しました。それぞれの学年の子どもの成長を見ていただくとともに製作活動を楽しんでいただきました。「寂しい子が爆発的に多くなった」現実寂しさの表現として落ち着きがない、過剰なアピールなど、これは親からの愛情不足を訴える表現である。親子の安定した関係をもてるよう絵本の語りや被災地での体験などを熱く語っていただきました。大半の保護者の方がうなづき涙されていて、ますます子どものことを愛おしく感じ家庭で一緒におやつ作りをされた方もありました。人権教育年間計画に基づき、児童の人権意識を高め、差別を許さず、自分も人も大切にする態度を養うために、発達段階に応じた教材を用いて保護者に授業を公開した。障害者の福祉作業所から、そのスタッフの方に、障害をもつ方々の日常の暮らしについて話していただいた。また、通所者の方々にも日頃の思いを語ってもらい、障害者問題いについての理解を深めることができた。児童の父母だけでなく、日頃参観できない高齢者を含む家族の方々も来校され、児童の合唱、合奏に対して、熱心に耳を傾けておられた。また、学校評議員さんを招き、学習成果を見ていただいた。 1/5



開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　河合町　学校の取組 内　　　　　　容教委・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） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想○○10/18 (金) ○ その他○○11/9（土） ○○ その他○11/12（火） その他○11/15（金） その他 愛犬保育園○11/27（水） その他○11/29（金） その他

保護者（家族を含む） ・1年生に動物との触れ合いを通して、命のぬくもりと尊さを感じさせる。 5人教員（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） ・河合二中合唱コンクールで最優秀になった学級が本校でその歌声を披露してくれる。・小中の交流、また、校内音楽会、郡音楽会に向けて、子どもたちの意識を高める機会とする。 35人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方河合町立河合第二小学校

授業公開 授業参観（人権教育） 各教室
関連行事 校内音楽会
関連行事 河合二中合唱鑑賞会 体育館関連行事

体育館

関連行事 町人権教育研究会授業実践交流会（公開授業） 各教室セラピードッグ体験 体育館
保護者（家族を含む） 各学年・学級、音楽クラブの発表の場とし、日頃の音楽活動の成果を保護者や家族、地域の方々、ゲストティチャーの方々に参観（鑑賞）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

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保護者（家族を含む） 人権教育の取組の一環として、各学年の発達段階に応じたテーマ（教材）で保護者や地域の方々に授業公開し、参観後の学級懇談会で保護者と意見交換をする。

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） 河合町人権教育研究会の事業の一つとして授業実践交流会を続けてきている。本年度は本校が、低学年：多文化共生、中学年：なかまづくり、高学年：外国語活動をテーマに授業公開を行い、授業後、各校園所の取組等について研究討議をする。関連行事 修学旅行報告会 体育館 保護者（家族を含む） ヒロシマ修学旅行で学んできたことを全校に報告し、平和の尊さを学び合う。（児童のみの学習の場とする）

250人
400人

180人―

・今年度は、日程の都合上、校内音楽会の後になってしまったのが残念であるが、先輩の歌声に静かに聴き入っていた姿は意味がある。・今年度で3回目であるが、続けていきたい行事である。・動物アレルギーを持つ児童への配慮を行いつつ、セラピードッグとの貴重な体験ができた。・心癒されるひと時であった。

・本校の人権教育の一端を保護者の方、学校評議員の方にお見せする大切な参観である。・各学年、児童の実態に応じた、また、担任の個性が感じられる授業であった。・奈良養護学校児童2名(6年）も共に演奏し交流を深めることができた。（3年連続）・地域のグループホームの方も初めて参加。・学校支援ボランティアの方々にも好評。・ご家族での参加が多く、温かい拍手に包まれ、子どもたちも達成感有り。・PTA役員の方々も、受付等で協力。
・２，４，５年生の若手教員が授業を公開。授業後の討議も含めいい経験になった。・幼、保、小、中それぞれの視点で参観及び討議ができ、新鮮な学びができた。・幼、保の参加者にとっては子どもの成長を見る機会でもある。＊行事等の都合で中止
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　河合町　学校の取組 内　　　　　　容教委・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） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/25 (金) ○○ その他 PTA本部役員　他10/25 (金) ○○○ その他 PTA本部役員　他10/29 (火) ○○ その他 企業の方11/20 (水) ○○ その他 企業の方10/31 (木) ○○○○ その他10/31 (木) ○○○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他

保護者（家族を含む） 株式会社「トヨタ自動車」の方々による出前授業。社会科の学習の一環として行う。自動車の今後について興味深いお話と共に、日頃の車社会の実際と関連づけて学習を深める。「クルマ」に関する新たな発見が期待できる。 10人 自分で考えたことを実験・体感することで「疑問を持つこと」「答えを考えること」の楽しを知ることができた。また未来の車と環境・経済との関わりをゲームを通して体験した。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
河合町立河合第三小学校

関連行事 ハロウィン 各学級教室体育館
関連行事 焼いもパーティー
関連行事 トヨタ原体験 各学級教室各学級教室 株式会社「味の素」の方々による出前授業。食育の授業の一環として行う。複雑で多様な味覚の不思議を、興味深いお話と共に、日頃の食生活と関連づけて学習をする。「食」に関する新たな発見が期待できる。

運動場
関連行事 味覚教室

保護者（家族を含む） １学期に共同農園に植えつけたサツマイモをあらかじめ収穫しておく。当日運動場に地域のボランティアの方々が準備されたまきやもみがらを使って学年ごとに焼いもをして食す。児童一人あたり一本を配給し、秋の収穫を祝う。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保護者（家族を含む） 外国語活動の授業（発表）の一環として行う。各学年における外国語活動の時間で身につけた英会話の力をさまざまな姿に変装した教員を相手に試して回る。学習の成果を発揮し、上手く会話ができるとご褒美としてお菓子が貰える。
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

１校時と２校時の授業を公開する。保護者・地域の方々・ボランティアの方々 等に自由に授業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
保護者（家族を含む）

授業公開 授業参観 各学級教室 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 文化芸術鑑賞会 体育館 保護者（家族を含む）

日頃の音楽の授業の成果を各学年ごとに舞台上で発表をする。土曜日の午前中の実施ということで、多くの保護者・地域の方々・ボランティアの方々の参加を見込める。
文化芸術鑑賞として、本年度は観劇を企画している。授業参観後に時間設定をしているので、保護者・地域の方々・ボランティアの方々にも鑑賞していただくことが可能になっている。芸術の秋を堪能できる中身として工夫されている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校内音楽会 体育館 保護者（家族を含む）

50人
10人
20人

200人50人400人

「味覚」とは何かから学習が始まり、実際に「だし」を調合することによって醸し出される「うま味」の秘密を体験した。かつお節を削り煮干しを加えることによって生じる「うま味」の不思議について食育という観点で学習が進められた。
平日の実施ではありますが続けて２時間の参観ということで時間的に融通がききます。特に兄弟姉妹がいる保護者の方々にはゆとりをもって参観していただけたのではないかと思います。１、２時限の授業参観の後の３、４時限目に設定しています。今年度の内容が観劇ということで大勢の保護者や地域の方々の参加がありました。例年土曜日の午前に実施しています。座席数に限りがあり最後まで立って見られている保護者や地域の方々が多数いました。本校の素晴らしい発表会の一つであり、実施方法（場所）を検討しなければならないと思います。

本年度はハロウィンパーティーを単独で実施しました。日頃の外国語活動の学習の成果を発揮する時です。数か所で待機している先生方やＡＬＴとうまく会話ができると子どもたちにはお菓子のご褒美等があり、たいへん盛り上がりました。当日は終日の雨天にも関わらず、たくさんの保護者の参加がありました。前日までに剪定した枝やもみ殻及び収穫したさつまいもなどを仕分けしておき、前日に学校支援ボランティアの方々が焚火の準備をしてくれました。当日は児童自らが割り当てられたいもをアルミホイルで被いをし焚火の中に入れ、９時頃より点火し、給食前にはみんなで食しました。
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　河合町　学校の取組 内　　　　　　容教委・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） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/24 (木) ○○○ その他 講師10/31 (木) ○○○○ その他 児童生徒11/8 (金) ○○○○ その他 生徒11/11 (月) ～ 11/13 (水) ○○○ その他 生徒11/15 (金) ○○○ その他 児童生徒
学級のまとまりを高めるために、音楽会を開催し、学級ごとに課題曲と自由曲を合唱する。今年度が初めての開催である。 70人 どの学級も、練習の期間から大変熱心に取り組んだ。予想を上回る保護者が見に来てくれ、すばらしい音楽会であったとの意見が多数であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方河合第一中学校

関連行事 いのち輝き集会 河合第一中学校授業公開 オープンスクール関連行事 校内音楽会 河合町中央公民館河合第一中学校 保護者（家族を含む）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 ２年生職場体験 河合町内事業所 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） 学期に１回「いのち輝き集会」を実施している。講師を招聘し、命の大切さ、特に障害者差別問題について考える。学校を小学校の保護者や地域に公開し、広く生徒の学校生活を見学してもらう。
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年生生徒が河合町内を中心にした事業所において職場体験学習をする。職業に対する関心・理解を深め、望ましい職業観や勤労観を育むことを目的にしている。教員（他校の教員を含む）授業公開 小学生体験入学 河合第一中学校 保護者（家族を含む） 小学校６年生を本校に招き、授業や部活動等中学校生活について体験する。

20人

70人

60人
50人

桜井市内の小学校より講師を招いて、障害者問題について考えた。特に生徒たちにとっては障害者問題から命の大切さを考える良い機会となった。大変落ち着いた学校生活を送っているとの評価を得たが、今後はより広く地域の方々にも参加してもらえるようなオープンスクールのあり方を考えていきたい。
各事業所からは、生徒は熱心に取り組んでいたとの評価を得ることができた。生徒も働くことの意義を実感することができ、有意義な職場体験であった。６年生は、中学校の授業や部活動を実際に体験し、中学校へ入学することへの不安が少し取り除かれたようであった。
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開始日 終了日Ｈ25奈良県教育週間　河合町　学校の取組 内　　　　　　容教委・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） 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/31 (木) ○○○○ その他11/8 (金) ○○○○ その他11/12 (火) ～ 11/14 (木) ○○○ その他10/31 (木) ○○○○ その他10/28 (月) ○ その他10/18 (金) ～ 10/19 (土) ○○○○○ その他 西和消防本校体育館その他

まほろばホール
各事業所

保護者（家族を含む）

河合町立河合第二中学校

授業公開 オープンスクール３年保護者会文化祭（展示発表の部） 本校教室廊下
関連行事 文化祭（舞台発表の部）合唱コンクール

関連行事 避難所体験

学校評議員地域の方 ２年生全生徒が自分で探した職場に３日間、職場体験を行い勤労観・職業観を身につける。
関連行事 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 職場体験学習
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

マネー教育 本校教室 保護者（家族を含む）地域の方

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 奈佐誠司さんはバイク事故以来、車イス生活となる。その後、車イスダンサーとして活躍し、日本だけでなく国際大会にも出場するなど素晴らしい成績を収める。その実技と実体験をもとに生徒に語ってくれる。

文化祭（舞台発表）として、まほろばホールにて吹奏楽部の演奏、英語スピーチ他を行う。後半の合唱コンクールは各学級が課題曲と自由曲を合唱し、合唱の美しさや学級の団結を高めあう。（まほろばホール　午後１時から）
オープンスクール（１・２年　道徳授業参観）文化祭（展示の部）として、部活動や各教科の作品展示をおこなう。３年生保護者に進路に関する情報を提供し、生徒の進路選択について考える。

関連行事 人権学習講演会（車椅子ダンサーによる実演と語り） 本校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員
保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）

本校体育館は、地域の避難所に指定されていることもあり、ＰＴＡ・地域の方々と協力し、実際に災害にあったと想定し避難所体験を行う。救命救急方法や町の防災状況等を知り、自分たちにできることを考える。
生活をしていく上で必要なさまざまなお金や税金について理解したり、株式会社の仕組み・株価の変動・為替と私たちの暮らしなど金融のさまざまな働きを理解します。また、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、より豊かな社会生活のあり方を考える。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）

保護者（家族を含む） 200人

80人
90人

240人
155人

150人
1年2時間、3年5時間のマネー教育は、講師ファイナンシャルプランナーの工夫で演習を多く取り入れ、楽しく学びながらお金と私たちの生活とのかかわりを分かりやすく理解させてくれた。地域住民からマネー教育の実施に好感と賞賛をいただいた。役場の防災関係、地域の自治防災、西和消防、PTA等多くの方の協力で安全についての知識や実技を習得し、地域の方々と体育館で一泊し、非常食を食べ避難所体験をした。地域の人からは参加してためになった、もっと多くの人が積極的に参加すべきだ等意見をいただいた。生徒は地域の方をお世話する中で地域とのつながりを感じたようだった。

道徳の校内研修を夏休みより積み重ね、全員が指導案を作成した。１、２年生は道徳の公開授業を行い、参観者もともに考え道徳教育の大切さを認識しあった。３年生の保護者には、進路選択にあたり生徒・保護者・担任と十分に相談しあっていくことを確認し合った。吹奏楽部の演奏、英語のスピーチ、そして各学級の合唱は、ホールに立ち席ができ大きな感動を与えた。生徒たちは、これまでの取組の成果を実感し、歌を通して学級・学年の団結をした。保護者・地域の方々の参加者が年々増えている。地域３７の事業所の協力で貴重な体験の場を提供していただいた。生徒たちは緊張感の中にもいきいきとした表情で取組み、仕事に対する責任感やコミュニケーションの大切さを感じ取ったようだ。各事業所から挨拶や行動力等誉めていただいた。｢夢をあきらめないで｣と頑張ろうというという勇気をもらった。ダンスで生徒の心を掴み、自分の生き方について親しみやすい語り口調で重い話を分かりやすく、また、力強くて語ってくれた。多くの生徒は心を動かされたと思う。
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