
開始日 終了日関連行事 天理市小学校音楽会 11/8(金) 天理市民会館 市立９小学校の４年生を中心に、学校ごとに楽器と合唱を発表し合い交流する。保護者も参観できる。 600人 音楽を表現したり、鑑賞したりすることで、豊かな音楽性と情操を培うことができた。保護者の参加も多く、音楽会への関心の深さがうかがえた。関連行事 子どもフォーラム 11/16(土) 天理市文化センター 『天理っ子マナーアップ大作戦　－身近なルールやマナーについて考えよう－』と題して、学校や社会生活におけるルールやマナーについて討論します。また、子どもたちの討論を通して、規範意識の向上を図ります。 200人 参加者から次のような感想をいただいた。・子どもたちの生の声を聞くことができてよかった。・子どもたちが本音を話してくれて、私たち大人がしっかり正しい背中を見せないといけないと改めて感じた。・答えが出なくても、考える機会を作って意識づけていかなければならないので大変だと思います。関連行事 子どもに対するおはなし会（人形劇） 11/17（日） 天理市立図書館おはなしの部屋 おはなしの部屋で人形劇を開催。10:30～11:10 52人 子どもたちは人形劇の世界に引き込まれていた。関連行事 天理市小中学校児童生徒書画展覧会 11/16（土）11/17（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。 1096人 天理小中学校も参加し、天理市内の全ての児童生徒の展覧会として開催することができた。児童生徒の家族だけでなく、一般の来場者も多く、熱心に作品を鑑賞していた。関連行事 生徒指導講演会 11/20(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、講演会を開催する。 332人 今回は、現代の状況に合わせて、子どもとどのように向き合い、どのように教育していくのかという内容についての講演会であった。参加した教職員が日常の自分の取組や自己の姿勢を見直す良い機会になった。関連行事 平成25年度 古墳見学会天理の古墳群を歩く 10/26(土) 櫟本町・石上町周辺の古墳群 市内に残る古墳群を実際に訪れ、文化財課職員による解説を通じて文化財保護に対する認識をより深めていただく。 ― 台風接近のため中止関連行事 天理市少年少女スポーツ大会総合開会式 10/27(日) 天理市立総合体育館・三島体育館・怒涛館・御経野児童館 柔道・ミニバスケットボール・バドミントン・バレーボール 535人 少子化の影響で、年々参加者が減少している。関連行事 第8回校区交流ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ大会 11/24(日) 天理市立総合体育館 キンボールスポーツの普及及び振興と人々とのふれあい・仲間づくりを目的としたスポーツ大会 50人 年々参加者が減少しているので、各校区にさらなる参加者の呼びかけを行い、広報PRを強化することで大会を盛り上げたい。関連行事 子ども体操教室第1期・第2期 10/26、11/2・9・16・23　各（土） 天理市立総合体育館３Fサブ競技場 マット・跳び箱・鉄棒の器具を使用して体操の基本技術や知識を習得する。 44人 毎年実績のある先生に指導いただいているので、盛況している。関連行事 第9回市町村対抗子ども駅伝大会天理市予選会 11/30(土) 天理健民運動場 奈良県で開催される「第9回市町村対抗子ども駅伝大会」の候補選手を選考するため、天理市において予選会を開催する。 31人 市内10小学校の対象児童1,000人以上に配布した結果、31名の参加であった。陸協と協議して参加人数増加策を練りたい。

御意見・御感想当該校の教職員・子ども以外の参加人数

天理市教委
天理市内に在住・在学・在勤の小学生以上天理市内に在住・在学する幼児・幼稚園児・保育園児（年中～年長児）及び小学１年～３年生天理市内に在住・在学する小学５・６年生

天理市立・私立幼稚園、小学校、中学校教員市民等

天理市立小学校３・４年生市内小・中学生、保護者及び一般市民4歳以上の子ども一般、小学生、中学生

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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組

天理市スポーツ少年団団員
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/2 (土) ○○○○ その他 ４、５歳児11/6 (水) ○○ その他 小学生(１年生)11/7 (木) ○○○○ その他 4.5歳児11/11 (月) ○○ その他 小学生(４年生)11/12 (火) ～ 11/13 (水) ○○○ その他 祖父母11/18 (月) ○○○ その他 コンサートスタッフ11/19 (火) ○○ その他 保育所５歳児

一緒に歌やダンスを楽しんだりすることができたが、親子中心で触れ合う機会がなかったので異年齢交流まではいかなかった。地域の同年齢の幼児と交流することで、人間関係の広がりができた。

親子で地域の祭りに参加することで、共通の話題もでき、一緒に親子の時間を過ごすことができて良かった。小学校の児童や先生と交流したことで、小学校への進学に向けての期待や喜びを感じたり、緊張が和らいだりしたと思われる。地域の方を招いて、5歳児が干し柿づくりを行った。３．４歳児は、干し柿づくりの様子を見学した。干し柿の作り方や話を聞いたりして、地域の方々に親しみを感じながら、関わることができた。小学校４年生の音楽会の演奏を聴いたり頑張っている姿を見せてもらったりして、幼児たちも感動していた。自由参観日を実施して、保護者に子どもたちの遊ぶ姿をみてもらう。保護者の方に幼児達と共に遊んだり、遊んでいる様子を参観してもらうことで、幼稚園教育を理解していただく機会となった。55人35人

120人30人7人50人60人

天理な祭り会場 保護者（家族を含む）
関連行事 小学校との交流 丹波市小学校 天理な祭りに参加し、鳴子をもってダンスを披露する。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

関連行事 天理な祭り 保護者（家族を含む）
関連行事 干し柿つくり 丹波市幼稚園 １年生と一緒に製作活動を楽しみ交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 地域の方と一緒に干し柿つくりを楽しむ。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）

音楽会を鑑賞する。(４年生)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 丹波市小学校 保護者（家族を含む）
自由参観を実施して、保護者に子ども達の遊ぶ姿を見てもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 オープンスクール 丹波市幼稚園 保護者（家族を含む）
未就園児と一緒におひさまコンサートを見て楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児との交流 丹波市幼稚園 保護者（家族を含む）
保育所の友達と一緒に遊んで交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保育所との交流 保育所 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/1 (火)11/25 (月) ○○ その他10/5 (土) ○○○○ その他10/15 (火) ○○ その他 外部講師、5歳児10/17 (木) ○ その他10/30 (水)11/8 (金) ○○ その他 小学３年生10/29 (火)11/6 (水) ○ その他11/1 (金) ○○ その他

16人
150人
2人

山の辺幼稚園

関連行事 折り紙教室 山の辺幼稚園
関連行事 運動会 山の辺幼稚園
関連行事 キッズサッカー 山の辺幼稚園

保護者（家族を含む） 地域の民生委員会の方々に年間　５－６回をめどに、折り紙教室を実施している。いろいろな物や形を折り紙で折るという活動を通して、集中力や聞く態度を養い手先の器用さも含め、楽しく遊びながら学ぶ機会としている。地域の民生委員の方々との交流をとおし、親しみながら活動てきるようにしている。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） 地域の方々や保護者の方々に運動会に来ていただき、日頃の園児たちの成長の姿を見ていただく。運動を通して、生き生きと活動している様子をみていただき、応援したり一緒に参加していただいたりして、秋の運動会をみんなで楽しめるように取り組む。運動会を通して、頑張ればできるという自信と意欲がもてるように取り組む。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） 年長５歳児がコーチに指導を受けながら、サッカーを楽しむ。集団の中でのルールや約束ごとを守り、規律正しい態度が身につくようにする。友達や先生と一緒に、サッカーゲームの楽しさを味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 全園児が関西サイクルスポーツセンターに行き、いろいろな自転車に乗って遊ぶことを楽しむ。体を動かして、いろいろな自転車に挑戦し、スポーツする楽しさを味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 遠足 関西サイクルスポーツセンター 保護者（家族を含む）
保育公開 園内研究会 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む）保育公開 山の辺幼稚園

家庭教育学級のメンバーが社会見学に出かけ、教養を高め合う。日頃、知らないことや知ってみたい・体験したいことを選び、自分の視野を広めるようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
各教師が園内研究会を通じて保育を参観し合い、保育内容のあり方や教師の援助の仕方について学び合う。他の教師の保育を参観し、互いの保育技術を高める。個々の幼児の発達の様子について話し合い、指導の手立てについて研修する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 家庭教育学級社会見学 蓬　莱 保護者（家族を含む） 調理の方法を学び、作り方を教えてもらう。試食会もあって、保護者は楽しく学び合うことができた。20人

幼小連携 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 48人―

園児たちは集中して折り紙に取り組んでいた。折り紙の折り方がわかれば簡単にできるように思ったが、年長児でもなかなか難しい様子であった。午前中のみの活動であるが、毎年年間行事の一つとして、保護者や地域の方々から楽しみにされている。幼児もみんなに応援してもらって、頑張ろうとする意欲が湧き、良い経験になる。年間８回の実施ではあるが。どの幼児も楽しみにしている。最初はボールを追うのに精一杯であるが、８回を迎える時はゲームができるまでに成長する。いろいろな変わり種自転車に乗り、楽しみながら脚力をつけることができた。
互いの保育実践を見せてもらいながら、保育の進め方を学び合う機会となった。
第一回目、第二回目と段階を踏まえ、交流活動を実施した。今回は、幼稚園の遊びに小学３年生が加わるという形で進めていただいた。異年令同士がうまくかかわって互いを思いやり、あこがれの気持ちをもって交流したりすることができ、互いに意義があった。4人

保護者（家族を含む） 山の辺幼稚園の「わくわく友達ランド」に招待し、一緒に体を動かして遊んだ。巧技台や移動遊具・固定遊具を組み合わせ、サーキット遊びを展開し、一緒に場の構成をして楽しんだ。
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/8 (金) ○○○ その他11/13 (水) ～ 11/15 (金) ○○○ その他 中学生11/12 (火) ○○○ その他11/28 (木) ○ その他11/20 (水) ○○○ その他 未就園児10/12 (土) ○○○○○ その他10/16 (水) ○○○ その他

保護者や地域の方々にたくさん来ていただいき幼児たちも日頃の成果や成長の姿を見てもらい楽しい運動会となった。又、一人一人の自信となり今後の活動につながっていくものと思われる。当日は、雨天のため翌日に行った。たくさん実った稲を見て喜び地域の方に稲の刈り方を教えていただいた。先生や保護者の方たちと一緒に４、５歳児が稲刈りを経験できた。３歳児は稲刈りの様子を見学して収穫の喜びを味わった。
150人16人

2人

地域の方にいただいた柿で、干し柿づくりの経験をする。グループ活動を通して、柿をむいたり柿を吊したりして、楽しく干し柿づくりに参加する。地域の方々の指導を良く聞いて、一人一人が親しみを感じながら干し柿づくりを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事
地域の方関連行事

保育公開
北中体験学習受け入れ 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む）

平成２４－２５年度に天理市指定研究園推進校として取り組んできた内容を発表する。「のびやかな心と体で元気に遊ぼう！」をテーマに、体を動かして遊ぶことが大好きな子どもに育つように、環境の構成の仕方や援助の仕方についての研究発表を保育公開と実践報告をする。山の辺幼稚園 保護者（家族を含む）特別支援推進事業園内研究会

北中学校の生徒と幼稚園児が交流しながら楽しく過ごす。中学生は、キャリア教育の一環として、教師の仕事について学びに来る。幼児への接し方、ことばのかけ方などに留意し、優しくかかわれるように指導する。子ども達にとって、大きいおにいさん・お姉さんへの尊敬を忘れず、仲良く活動が展開できるように指導する。教員（他校の教員を含む）地域の方保護者（家族を含む）
配慮を要する幼児への指導のため、教員が専門機関の先生を招き、個々の幼児への手立てや指導について研究会を実施する。個々の幼児の発達の様子や経過、手立ての中で困っている事について話し合いへの指導の手立てとする。日頃の様子を各担当・担任から説明したり、課題をきいたりして、指導のあり方を学び合い、教員としての質を高める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 地域に住んでいる３歳児未満の子ども達を園に招き、保護者と一緒に好きな遊びを楽しんだり、一斉活動（リズム遊び・絵本の読み聞かせ・砂場遊びなど）を経験する。幼稚園ってどんなところなのかを保護者に理解していただき、来年度への入園について知らせて、幼稚園教育を理解していただく。子育てについて、保護者同士が悩みや発達の様子等について、話し合える場として施設を提供したり、教育相談を受けたりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児登園日 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む）

関連行事 運動会 井戸堂幼稚園関連行事 稲刈り 地域の方の田んぼ（井戸堂小学校南側）
保護者（家族を含む） 保護者や地域の方々などたくさんの人達に来ていただいて子ども達の競技を見てもらっらり一緒に参加してもらったりして楽しみ子ども達の成長の姿を見てもらう。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） 地域の方の田んぼを借りて保護者や友達と一緒に田植えをした。自分達で植えた苗の生長を喜び稲刈りをして収穫の喜びを味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

特別に配慮を要する幼児の指導に携わり、日々の課題やその子の成長の様子について話し合い、今後の指導のあり方を研修することができた。就学する幼児については、第３学期に向け、今後の手立てについて講師より指導をいただいた。
27人 同じ年令の子ども同士が好きな遊びを楽しむことができた。まだまだ一人遊びであるが保護者同士の交流の場であったり、他児の様子を見たりすることができて、良い機会であったと思う。今回は、保険センターから幼児の様子を見にきて下さったので、いろいろアドバイスをいただけた。

長寿会の方３名に来ていただき、干し柿をみんなで作り、楽しむことができた。各学級に１名ずつ入り、教師の手伝いや幼児と一緒に遊んで、教師の仕事を体験していただいた。どの子も真面目に参加し、少し緊張している様子も伺えた。幼児たちは一緒に遊んでもらえて喜んで毎日を過ごすことができた。109人 市指定研究として２年間の取組であったが、全教職員が一生懸命頑張れたと感じている。講師の先生の指導のもと、それぞれが自分のよさを発揮できたと思う。保育公開 市指定研究会 山の辺幼稚園 学校評議員
5人
3人

干し柿づくり 山の辺幼稚園 保護者（家族を含む）
教員（他校の教員を含む）学校評議員
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/23 (水) ○○ その他10/25 (金) ○○ その他10/30 (水) ○ その他10/31 (木) ○ その他11/2 (土) ○○○○ その他11/6 (水) ○○○ その他11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○ その他 中学生11/19 (火) ～ 11/20 (水) ○○○ その他

月に一度、幼児の登園時間に幼稚園の門前に立っていただき、「おはようございます」と声をかけて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自分から挨拶をする姿も見られてきた。また、保護者も挨拶への意識も出てきているようである。短い期間ではあったが幼児たちにとってお兄ちゃんやお姉ちゃんと一緒に遊び、声をかけてもらって楽しく過ごすことができた。たくさんのやさしさを感じた３日間であったと思われる。保護者の方に一日自由な時間に参観してもらったり一緒に遊んでもらったりした。長時間の参観になり緊張した幼児の姿も見られたが、幼稚園の一日の様子を見ていただくよい機会となった。弁当参観では、楽しく食べている様子や幼児の弁当を見て弁当の入れ方や内容などについて考えたり話したりする保護者の姿が見られ食育にもつながっていったと思われる。学級懇談会では、日頃の家での様子を出し合い、子育てについて話し合った。「おにぎり作り」は、新米のご飯のおいしさを親子で味わい収穫の喜びを感じた。

雨天のため延期となり１１月１３日に幼児たちだけで行った。みんなでつるを引っぱったり畑の土を掘ったりして収穫を喜ぶことができた。土に触れることが苦手な幼児も先生や友達と一緒に楽しんで経験することができた。５歳児がボールを蹴ったり転がしたりして全身を動かして活動することができた。またゲームなどをしたことで楽しさを感じ、サッカーへの興味も出てきたようである。友達のお父さんやコーチに教えていただき楽しくふれ合って参加することができた。年長児の自発活動や学級活動など幼稚園での遊びの様子を参観し、具体的な幼児の姿から保育内容について研修をした。講師には小学校の指導主事にきていただき、また、井戸堂小学校の先生方にも参観していただいた。小学校に向けての指導のあり方について研修を深め幼小連携につながった。カナダ、中国、韓国、フランスの４名の方に来ていただいて、それぞれの国のお話や遊びを教えてもらいみんなで楽しんだ。お昼には、一緒にお弁当を食べ、たくさんのふれ合いができた。幼児たちが異文化にふれるよい機会となった。たくさんの方に参加していただき、幼児たちは先生や友達、お家の人と一緒にゲームや模擬店に参加し楽しむことができた。
5人4人160人5人8人
55人

―2人
井戸堂幼稚園

関連行事 さつまいも掘り 井戸堂幼稚園（西側畑） 保護者（家族を含む） みんなで力を合わせて芋掘りをし、収穫を喜ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 保護者にサッカーの指導をしていただき先生や友達と一緒に楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 サッカー 井戸堂幼稚園　　（園庭） 保護者（家族を含む）
年長そら組の保育を講師先生や井戸堂小学校の先生、本園の職員達が参観し保育内容や子ども達の様子について話し合い研修をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 園内研究会 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む）
カナダや中国・フランスなどの国の人と一緒に話したり遊んだりして交流をし、異文化に触れる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 国際交流 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む）
保護者や地域の方々と一緒に模擬店やゲームコーナーに参加して楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 愛護会バザー 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む） 月に一度校区挨拶運動指導推進者の方達が幼稚園の前に立って登園してくる保護者や子ども達に挨拶をとおしてふれ合い指導してくださる。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 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む）
天理市立南中学校による職場体験を実施し、幼児と一緒に遊んだり保育環境の準備の手伝い等をしたりして職場体験の場を提供し、中学生との交流の場とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 職場体験 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む）
園での幼児の遊びの姿や弁当の時間の姿を参観してもらったり、学級懇談会を行い子育てについて担任と保護者と共に話し合ったりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 オープンスクールin井戸堂（自由参観） 井戸堂幼稚園 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/28 (木) ○○○ その他 未就園児とその保護者10/29 (火) ○11/11 (月) ○○ その他 サッカーコーチ11/2 (土) ○○○○ その他11/8 (金) ○○○ その他 県11/10 (日) ○○○○ その他10/22 (火) ～ 10/24 (木) ○○ その他 中学生11/21 (木) ～ 12/4 (水) ○○ その他10/22 (火) ○ その他10/22 (火) ○○ その他 保育士10/25 (金) ○11/29 (金) ○○○ その他

幼稚園教育内容について自園の取組の報告ができた。また、各園の取組も学ぶことが出来た。絵本や童話などに親しみ、話の内容に興味や関心をもつ姿がみられた。

好きな遊びをしたり年中児と一緒に遊戯室でパラバルーンをしたりして保護者やお兄ちゃんお姉ちゃんと体を動かして楽しく遊んだ。年中児にとっても小さい子とふれ合いやさしく声をかける姿も見られた。

公開保育にあたり、職員で研修を重ね研究主題について共通理解をし、環境の構成や援助について学ぶことが出来た。

子どもたちは毎回キッズサッカーの時間を楽しみにしていた。コーチから沢山のことを学び、体を動かす楽しさ、サッカーのおもしろさを感じることが出来た。地域の方も沢山参加下さり、子どもたちも保護者と共に楽しい一時を過ごせた。「いかのおすし」について、人形劇で子どもたちにわかりやすく演じたり、「いかのおす」の曲にあわせて踊ったりしてくださったので、防犯についてしっかり学ぶことができた。町内の方とふれあいながらゴミを拾い掃除することができた。

23人

24人51人9人
200人

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んだりして楽しむ。また、保護者の交流の場としていく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児登園日 井戸堂幼稚園 保護者（家族を含む）

前栽幼稚園
関連行事 キッズサッカー 前栽幼稚園関連行事 バザー 前栽幼稚園保育公開 防犯教室 前栽幼稚園

保護者（家族を含む） 体を動かすことに喜びを感じ、健康な身体づくり、体力の向上を目指す。サッカーに興味をもちルールを守って遊ぶ。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） 愛護会活動の一つとして毎年役員の方々が中心となり，様々なブースを作って楽しむ。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） 園児が防犯について学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 地域の方々と一緒に清掃をしながら校区を歩く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校区クリーンキャンペーン 前栽校区 保護者（家族を含む）
中学生による職業体験を受け入れ園児との交流を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 中学校職業体験 前栽幼稚園 保護者（家族を含む）
マラソンを通して体力作りをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 かけっこ集会 前栽幼稚園及び　園周辺 保護者（家族を含む）保育公開 奈良県協議会幼稚園教育研究部会公開保育 保育室・園庭保育公開 奈良県協議会幼稚園教育研究部会・全体会 遊戯室関連行事 お話会 保育室・和室

保護者（家族を含む） 幼稚園教育理解推進事業・幼稚園教育研究部会の公開保育をする。
保護者（家族を含む） 絵本をみたり、素話を聞いたりして豊かな情操を育む。
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） 協議主題に基づいて実践報告を出し合い、研究協議を行う。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

中学生が園児や教師と共に生活をすることで、幼児理解や職業理解につながったと思われる。子どもたちの体力づくりの活動となった。

2人643人2人46人11人
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/26 (土) ○○○○ その他10/31 (木) ○○ その他11/5 (火) ○○ その他 特別支援教育講師11/8 (金) ○○ その他11/15 (金) ○ その他11/26 (火) ○○○ その他10/23 (水) ○10/30 (水) ○11/13 (水)11/27 (水) ○ その他 入園予定児11/21 (木) ○○ その他 1年生11/13 (水) ○ その他 校区サッカー指導員

人権について共通理解するとともに不登校にならないようにするための配慮などについて多くの学びをすることができた。保育を通して子どもの成長と幼稚園教育への理解を得る機会となった。また、親子で交通安全の大切さを学ぶことが出来た。未就園児の親子が楽しく絵本を見たりふれ合ったりする機会をもつことが出来た。保育所児や小学生と楽しく交流することができ、小学校への憧れをいだく機会となった。サッカーを楽しみながら、集団競技のおもしろさや一緒にプレーする楽しさ、ボールの扱い方を学ぶ機会になっている。

地域の人々や家族とふれあう機会となった。たくさんの動物を友達と一緒に楽しく見ることができ、動物に親しみをもつことができた。個々の援助の仕方について学ぶことが出来た。伝統文化に触れ、回数を重ねたことで礼儀を守って活動できるようになった。2人34人24人67人66人54人

250人4人
二階堂幼稚園

保護者や地域の方々と、催し物や模擬店で買い物をし、楽しい雰囲気を共に味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 愛護会バザー 二階堂幼稚園 保護者（家族を含む）
遠足に参加し、集団行動でのきまりを守りながら、一緒に遠足に行くことを楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 秋季遠足 天王寺動物園 保護者（家族を含む）
支援を必要とする幼児の指導について幼児理解と指導方法等を学ぶ。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）
伝統文化であるお茶の礼儀作法を知る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お茶会 和室 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保育公開 西中ブロック人権教育研究会 保育室・和室 保護者（家族を含む）

未就園児登園日（わーい！みんなとあそぼう！）
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（交通安全母の会）保育公開
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事

公開保育参観 保育室・遊戯室 保護者（家族を含む）
未就園児と一緒に交流して遊ぶ。

園庭サッカー教室関連行事 秋遊び(1年生との交流） 二階堂小学校 保護者（家族を含む）関連行事
サッカーを通して体力づくりとみんなで一緒に競技する楽しさを味わう。 1人

参観を通して幼児の様子と幼児教育に関心をもってもらう。親子で交通安全の大切さを一緒に学ぶ。
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

保育室（キッズルーム） 保護者（家族を含む）
秋の自然物を使って1年生と交流して遊ぶ。

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
公開保育を通して人権教育について学ぶ。
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/7 (木) 11/15 (金) 二階堂幼稚園園庭 ○11/7 (木) 11/15 (金) 二階堂幼稚園周辺11/18 (月) 二階堂小学校校庭 ○11/19 (火) 二階堂小学校体育館 その他 保育所児11/11 (月) ○○ その他 保育所児11/1 (金) ○ その他 従業員と報道関係通年 ○○ その他 県サッカー協会通年 ○○○ その他通年 ○○ その他10/16 (水) ○○○ その他10/7 (月) ○11/5 (火) ○○○ その他10/18 (金)10/30 (水) ○11/26 (火) その他

「われもこう」の方々に親しみを感じ、いろいろな絵本や物語、パネルシアターの内容に興味をもって見たり聴いたりすることができた。また教材を紙面で保護者に知らせることで、保護者の本に対する関心も高まった。幼児の年齢や興味・関心、季節等に適した指導内容であるため、幼児が講師の先生に親しみ、喜んでリズム遊びを行なうことができた。また、リトミックから見える幼児の育ちを講師の先生と共に考えていくことができた。農林課の方や地域の方に教えていただいて植えたさつまいもの成長を喜び、みんなで力を合わせて収穫することができた。保護者にも挨拶の大切さを啓発しながら、元気良く挨拶することの気持ち良さを味わうことができた。基本的な生活習慣を身に付けていく上で今後も引き続き取り組んでいきたい。研究保育や研究協議を通して、幼児の発達理解や適切な環境構成、具体的な援助の在り方について学び合い、教師間で共通理解することができた。また、保育所の先生と幼保の保育方法の違いや共通点等、理解を深め合うことができた。

地域の施設のおかげで様々な遊具で思いっきり体を使って遊ぶ体験をすることができた。サッカー協会の講師による、系統だった指導を受けることができ、身体を動かす心地良さや力を合わせてプレーする楽しさを味わうことができた。

みんなと一緒に走ることでがんばろうとする気持ちを培いながら、体力づくりの促進ができた。また、小学校でしたことで安心して思いっきり走ることができた。交流も２回目となり、同年齢の幼児同士のふれあいを楽しみ、名前を覚えたり、親しくなったりすることができた。

8人

21人2人25人1人15人10人

様々な遊具を使って運動遊びをする。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）地域の方遊戯室・園庭 マラソンをすることを通して体力づくりをする。保育所の同年齢の幼児と交流し、いろいろな活動をして遊ぶことを楽しむ。関連行事 園外保育 奈良健康ランド 保護者（家族を含む）

関連行事 キッズサッカー 朝和幼稚園 保護者（家族を含む）
関連行事 お話会 朝和幼稚園関連行事 リトミック 朝和幼稚園

身体を動かす心地よさを味わい、サッカーに親しむ。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ぶ。
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） 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する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（ボランティアサークル）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 天理市農林課やＪＡの方に教えていただいて植えたさつまいもの収穫を喜び、みんなで力を合わせていも掘りをする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（天理市農林課、ＪＡ他）関連行事 さつまいも堀り 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ぶ。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）
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う。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）

関連行事関連行事 マラソン集会嘉幡保育所との交流 49人31人保護者（家族を含む）地域の方
保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員学校評議員

8/22



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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/29 (火) ○ その他10/9 (水) ～ 11/6 (水) ○○ その他11/15 (金) ○○○ その他 朝和小学校１年生11/6（水） ～ 11/8（金） ○○ その他 校区中学生11/1 (金) ○○○ その他 園歯科医11/16 (土) ○○○○○ その他11/20 (水) ○ その他○○10/30 (水) ○ その他○○11/3 (日) ○ その他

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聞く。 7人 雨天のため延期となったが、話をしっかり聞くことができ、きちんと訓練ができた。

朝和幼稚園

関連行事 防火教室 朝和幼稚園 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（未就園児と保護者）

市指定研究員研究保育 朝和小学校 研究保育を通して幼小連携の在り方を学ぶ。 80人 研究保育や研究協議を通して、幼小の教師が具体的に連携の在り方を共通理解することができた。また、保護者に交流の姿を参観してもらうことで、より深く連携への理解を得ることができた。
200人

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する。弁当参観
保育公開 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）学校評議員地域の方

福住校区の方々と共に公民館まつりに参加し、館内の展示物や発表を見たり、太鼓や歌の演技をしたりする中で、地域の方々との交流が深まった。

車での登降園が増加する中、徒歩通園の大切さを啓発するための一つとして取り組んだ。教師も共に通園路を歩いて降園指導することで、実態や課題の把握ができた。
中学生とふれ合うことで親しみやあこがれを感じるとともに、中学生も幼稚園教員の仕事内容を知り、将来の夢につなげていくことができた等、互いに良い経験となった。親子で一緒に弁当を食べることで、共に食することの楽しさを味わうことができた。また、保護者対象に歯科医の先生による「歯の健康と幼児期の食生活」についての講演会を開催し、食生活や歯の大切さを学ぶことができた。愛護会役員が主体になり、幼稚園まつりを実施した。家族でいろいろなゲームをしたり模擬店での買い物をする等、楽しいひとときを過ごすことができた。また、地域の方に幼稚園の様子を知ってもらう機会になった。
市内在住の未就園児の親子の参加も多数あり、ミュージックケアを楽しむ中で、交流を深めることができた。

研究保育や研究協議を通して、支援を要する一人一人の幼児の発達理解や適切な環境構成、具体的な援助の在り方、保護者支援等について学び合い、教師間で共通理解することができた。

50人50人

1人78人
8人80人

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や援助のあり方を学び合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 特別支援教育推進事業 朝和幼稚園 保護者（家族を含む）
園児・保護者と一緒に徒歩降園し、交通のきまりやルールを守り安全に降園できるようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 降園指導 通園路 保護者（家族を含む）

関連行事 中学校職場体験 朝和幼稚園 保護者（家族を含む）
親子で一緒に弁当を食べたり講演会を開催して食について学ぶ機会を設け、食育に対する関心を高める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 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模擬店やゲーム等を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（未就園児と保護者）関連行事 バザー 朝和幼稚園 保護者（家族を含む）

関連行事 天理っ子広場に参加 やまだこども園関連行事 福住公民館祭りに参加 福住公民館
保護者（家族を含む） 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、、交流をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（未就園児とその保護者）保護者（家族を含む） 地域の方々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む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 9/22



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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
○○11/7 (木) ○ その他○11/8 (金) その他○○11/13 (水) その他○11/21 (木) ○ その他 3歳児○11/6 (水) その他○○11/21 (木) ○ その他○11/28 (木) ○ その他 小学生10/11 (金)10/29 (火) ○11/19 (火)11/29 (金) ○ その他 高校生10/15 (火) ○○ その他

地域の方に茶道の指導を受け、園児やその保護者がお茶会を通して礼儀作法を学び、日本の伝統文化に触れるよい機会となった。福住小学校のマラソン大会に参加し、児童を応援したり小学校の校庭をマラソンしたりして、小学校の児童や先生と交流を深めた。触れ合い遊びや製作活動・運動遊び、幼児の体力測定等、計画のもと、楽しい交流が行われた。園児達は高校生に憧れの気持ちをもって楽しくふれあい、毎回交流を楽しみに待つ園児の姿があった。地域の方の力を借りて貴重な体験をさせてもらうことができた。初めての体験に園児たちも慎重に取り組み、稲刈りをする充実感を味わうことが出来た。

異年齢交流のわくわくタイムに在園児と保護者、未就園児とその保護者が参加し、親子で触れ合う時間を楽しむことができた。講師と共に園外に出かけ、直接秋の自然に触れながら園児が身近な自然に触れ、興味や関心をもつ体験をする指導について学んだ。児童福祉課より講師を招き、幼児虐待の実態を伝える中「コモンセンス・ペアレンティング」（しつけアップのためのハンドブック）を教材として「楽しく子育てしてみませんか」というテーマを中心に子どもの人権を通し、子育てについて考える機会をもった。「主体的に遊びこめる環境づくりについて」副題として「友達と一緒に遊びを楽しめる力を育むには」～自発の遊びごっこ遊びを通して～というテーマで、３歳児クラスの公開保育を通して園内、市内保育所の職員で研修する。講師による伝承遊びの指導を受ける中で、日本の伝統文化に触れ、親子でわらべうた遊びを楽しむことができた。9人15人20人74人135人1人

10人5人18人やまだこども園
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異年齢交流を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（未就園児とその保護者）実技研修を通して絵画についての保育研修を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 幼児の自然体験指導の園内研修会 やまだこども園 保護者（家族を含む）

参観を通して、子どもの人権について共に学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保育参観及び家庭教育学級 やまだこども園 保護者（家族を含む）
３歳児クラスの保育公開を通して研修し、保育内容を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 ３歳児市内保育公開 やまだこども園 保護者（家族を含む）
実技研修を通してわらべうたの指導について学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 わらべうた指導の園内研修会 やまだこども園 保護者（家族を含む）
地域の方々にお茶の指導に来て頂き、子どもたちや保護者と共に日本の文化や伝統に触れる。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 やまだこども園 保護者（家族を含む）
マラソン大会に参加し、小学校の先生や児童と交流する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 マラソン大会 福住小学校 保護者（家族を含む）

関連行事 添上高校との交流 櫟本幼稚園関連行事 稲刈り 近隣の田んぼ
保護者（家族を含む） 添上高校の学生と交流する。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） 地域の方に教えていただきながら稲刈りを体験する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 10/22



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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/19 (土) ○○○○○ その他10/30 (水) ○○ その他10/22 (火) ○11/12 (火) ○○ その他 県サッカー協会指導員11/22 (金)11/27 (水) ○○ その他 市教委指導主事11/6 (水) ○○○ その他 教育実習生11/5 (火) ○○○ その他 （警察署、交通安全母の会）11/16 (土) ～ 11/17 (日) ○○○○ その他11/13 (水) ○○ その他

ボール遊びやゲーム遊びを楽しみながら、自然にサッカーに興味をもつよう指導され、園児も喜んで参加することができた。保護者も参観して、子どもたちを応援する姿があり、楽しみな活動となっている。一人一人のもつ課題を明らかにしながら、保育の手立てについて具体的に学び合うことができた。今回は保育所、他園から自主参加いただき、交流を深めることもでき、有意義な研修となった。地域の方からいただいた柿を長寿会の方々に剥いていただき、園児が柿をつるした。温かい交流が見られ、活動を通して園児の様子を知っていただく良い機会となった。親子で交通安全の人形劇を観劇し、降園時には歩行訓練を受けたことで、楽しみながら交通安全に対する関心をもつことができた。また、親子で話し合う姿も見られた。地域の方々に幼稚園の様子について写真を通して知っていただいたり、楽しく触れ合ったりするよい機会となった。収穫したお米で、おにぎりをつくり、園児みんなでいただきながら収穫の喜びを味わうことができた。

地域の方々に多数参加いただき、模擬店・バザー等ゆったりとした雰囲気の中で楽しめたとご意見を頂いた。また、園児は保護者と共に楽しい一日を過ごすことができた。初めて遊園地に行った園児も含め、大変興味をもって参加することができた。参加いただいた保護者からも、幼稚園の遠足で子どもたちが集団行動を学んでいる様子がわかると感想を頂いた。

300人5人

200人5人4人5人10人78人
櫟本幼稚園

関連行事 幼稚園祭り 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む。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方（未就園児と保護者）いろいろな乗物に興味をもち、友達と一緒に遠足を楽しむ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 秋季遠足 生駒山頂遊園地 保護者（家族を含む）
健康な身体づくり、体力の向上を目指す。サッカーに興味をもちルールを守って楽しく遊ぶ。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）
公開保育を通して、幼児教育についての研修を深める。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）
長寿会の方々に来ていただき、干し柿作りを体験する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 干し柿作り 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 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む）
作品を見たり、模擬店の催しを楽しんだりする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 公民館祭り 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む）
収穫した米を炊いて、おにぎりを食べる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 収穫祭 櫟本幼稚園 保護者（家族を含む）

11/22



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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
○10/4 (金) ○11/7 (木) ○ その他10/23 (水) ○11/6 (水) その他○10/27 (日) ○○ その他11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○ その他 中学生○11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○○ その他11/8 (金) ○11/22 (金) その他○11/13 (水) ○ その他11/15 (金) ○ その他11/21 (木) ○○ その他 ４歳児

子どもの成長や園での様子を見てもらい、保育を理解していただく機会となった。ボールの扱いに慣れ、ルールの理解もしながら、コーチや友達とサッカーを楽しむようになってきた。公開保育を通して、日頃の取組みや保育のあり方等を出し合う事で、自分自身の保育を振り返ったり、今後の見通しや展望を見いだすきっかけの一つとなった。

毎月実施していただいているので、子どもたちが、自ら挨拶しようとする姿が見られる様々な運動遊びに挑戦し、意欲的に体を動かしながら楽しんで参加することが出来た。地域の方に演技を披露したり、競技に参加したりして、地域の方と交流する事ができた。中学生と共に過ごし、触れ合ったことで、互いに親しみをもつことができた。体操教室や弁当参観をしてもらうことで日常の子どもたちの様子をよりよく知ってもらえた。フープ、大縄、跳び箱、平均台、マットなどを用いた運動の指導を受け、楽しんで参加できた。70人8人60人25人13人

8人46人200人5人
柳本幼稚園

関連行事 挨拶を確かめ合う日 柳本幼稚園関連行事 わくわくキッズ（体操教室） 柳本幼稚園関連行事 校区体育祭 柳本小学校
保護者（家族を含む） 地域の方の協力を得て、挨拶運動を実施。
保護者（家族を含む） 競技に参加すると共に、地域の方に親しみをもつ。
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） 健康的な身体作り、体力の向上を目指す。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 中学生による職業体験を受け入れ、園児との交流を図る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 中学生職業体験 柳本幼稚園 保護者（家族を含む）

全学年の保護者を対象に自由に保育参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 自由参観 柳本幼稚園 保護者（家族を含む）
高校教師による体操教室を実施し、園児の体力の向上を目指す。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体操教室保育参観 柳本幼稚園 保護者（家族を含む）
全学年の保護者を対象に保育参観を行う。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 柳本幼稚園 保護者（家族を含む）
健康的な身体作り、体力の向上を目指す。サッカーに興味をもち、ルールを守って遊ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 キッズサッカー 柳本幼稚園 保護者（家族を含む）
４歳児の保育を公開し、保育のあり方や子どもの育ち、日頃の取組み等について交流し、研修する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 中学校校区公開保育研修 柳本幼稚園 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
○11/29 (金) ○ その他通年 ○ その他○○10/12（土） ○○○ その他 児童・幼児10/10（木）10/23（水） ○10/24（木）11/21（木） ○ その他 指導講師○11/5（火） ○11/14（木） その他○11/19 (火) ○ その他 指導講師11/7（木） ○11/8（金）11/25（月） ○ その他 園児・生徒10/21（月）10/25（金） ○ その他

授業研究を通して、研究の柱である『すべての子に「学び」が成立している授業づくり』『「学び」の成立を検証しあう研究協議』に迫るため、学び合うことができた。
4年生は、幼稚園児に合唱、合奏を披露し感動してもらった。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することができた。1年生は、保育所、幼稚園に出前授業に出向き、成長した姿を見せることができた。10月21日　1～3年10月25日　4～6年「お話の会」の方が、各教室でお話をしてくださった。落ち着いた雰囲気の中、静かに、お話をきくことができた。

多くの保護者に授業を参観していただき、その後学級委員さんの司会、進行のもと学級・学年に応じた内容で懇談会を実施することができた。「いいなかま」というテーマのもと、１・３・６年生が学年発表をし、実行委員会がメッセージを伝えた。発表学年は、発表に一生懸命取り組んだ。集中して聞くことができ、他学年のすばらしさを感じることができた。２・４・５年も２月の集会で発表を予定している。

年中、年長児は園外に出てのマラソンを実施。沿道からの保護者の応援や伴走は、子ども達の頑張りにつながった。幼児が自ら選んだ運動遊びに楽しんで挑戦しようとする姿が見られるようになった。｢子どもたちに楽しい祭りの経験を」との思いで行われているＰＴＡ主催の行事である。児童・保護者・地域の方が、模擬店やゲームで楽しむことを通して、ふれあうことができた。
66人220人15人

250人6人

200人40人

60人マラソンを通して親子の体力づくりの場とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 げんきっこマラソン大会 園周辺 保護者（家族を含む）
夢中になって運動遊びを楽しむ中で、健康的な身体作り、体力の向上を目指す。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 げんきっこタイム 柳本幼稚園 保護者（家族を含む）

丹波市小学校
授業公開 授業参観てんてん祭り 丹波市小学校 保護者（家族を含む）
授業公開 校内授業研究 土曜日授業参観と恒例のＰＴＡ行事の実施教員（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） 研究テーマを追求する校内授業研究全体公開授業は年3回年間を通じて、ＡグループとＢグループに分かれて、全学級の授業公開を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員丹波市小学校 地域の方

校区内の保育所や幼稚園との交流(1年、4年)北中学校の授業体験・クラブ体験(6年)教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
11/5（火）　１～3年を対象とした授業参観、学級懇談会の実施11/14（木）4～６年を対象とした授業参観、学級懇談会の実施丹波市小学校体育館 なかまの大切さについて考える全校集会関連行事 保幼小中連携　　　幼小交流会　　　北中オープンスクール　　　出前授業 南保育所丹波市幼稚園丹波市小学校北中学校 保護者（家族を含む）
「お話の会」の方に来ていただき、お話を聞く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 おはなし会 丹波市小学校 保護者（家族を含む）

学校評議員地域の方保護者（家族を含む）
なかよし集会関連行事 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 丹波市小学校 教員（他校の教員を含む）
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/2 (水) ○○○○ その他11/7 (木) ○○○○ その他11/16 (土) ○○○○ その他10/17 (木) ○10/22 (火) ○10/24 (木) ○ その他11/23 (土) ○○○○ その他10/9 (水) ○ その他10/11 (金) ○○ その他10/29 (火) ～ 11/25 (月) ○○○○ その他11/16 (土) ○○ その他 ４年生では、市の音楽会での発表をもとに学年全体で音楽発表会を体育館で行った。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。

昨年度の体験教室の後、参加児童へのアンケートを行った。それを今年度の体験教室の企画や事前打ち合わせの充実に生かすことができた。　（成果）各学年の実態に応じて、人権学習を中心に参観を行った。その後、懇談では人権意識を高める取り組みについて話し合った。若干参加人数が少なかったため意識を高めるまでには至っていないが、啓発という意味では実りがあった。全部で１０個の教室を開催したが、どの教室も大変な盛り上がりで、とてもよかった。若干時間が無く、最後までできない教室もあったが、それぞれが有意義に過ごせたように思う。講師さんとの連絡がうまくいかなかったところもあったので、課題である。「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。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、保護者の中の育友会人権教育部員さんに呼びかけたり、幼稚園、中学校との連携も考えていきたい。参観の後、「なかまづくりについて」や「帰宅後の友達関係について」等、学年ごとに懇談のテーマを設定して話し合った。全学級の懇談会は、運動会の学年演技のビデオを視聴してもらい好評を得た。育友会役員の方々や、地域安全パトロール隊の方々の協力を得て実施した。たくさんの保護者が沿道で応援してくださった。

毎年楽しみに参加しています。プロの劇団を間近で見ることができるのは、子どもたちにとってすばらしい経験になると思います。　（参加者感想）授業参観だけでなく、業前の合奏合唱発表や業間遊び等、普段の学校生活の様子を参観できてよかった。（参加者感想）

900人2000人1000人

50人180人250人103人238人―

山の辺小学校
関連行事 山の辺シアター 体育館授業公開 自由参観 教室・体育館関連行事 ふれあい祭 教室・体育館

保護者（家族を含む） プロの劇団を招き観劇を行う。数名の児童も劇中に登場人物として登場する。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） 午前中すべての教育活動を公開する教員（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） 地域の方々を講師とした文化的体験教室および体育館や広場でのバザーと模擬店教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方井戸堂小学校 授業公開 授業参観及び学級懇談会 井戸堂小学校関連行事 休日参観親子ふれあい会 井戸堂小学校
保護者（家族を含む）
地域の方

10月17日（木）６年生授業参観及び学級懇談会10月22日（火）１・２・３年授業参観及び学級懇談会10月24日（木）４・５年授業参観及び学級懇談会教員（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） 得意な技をお持ちの地域の方々に来ていただき、そのそれぞれを親子で体験する教室を行う。地域の方とのふれあい、親子のきずなを深める体験教室。教員（他校の教員を含む）学校評議員
前栽小学校

関連行事 人権タイム 体育館各教室授業公開 授業参観・懇談会 各教室関連行事 前小ランニングマラソン大会(11/25） 運動場学校周辺
保護者（家族を含む） 全校集会で人権についてみんなで学習すると共に、課題を共有し、さらに学級で考えを深める。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） 授業を参観していただき、その後、本校教育の取組を知ってもらったり、子育てについて一緒に考えたりする。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） 地域の方々に、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もらい、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 ふれあい広場と同日開催で児童の音楽発表等を参観してもらうなど、交流を意識した内容で授業公開をする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 授業参観 各教室 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/16 (土) ○○○○ その他○10/17 (木) ～ 10/18 (金) その他○10/22 (火) その他○○10/18 (金) その他○10/24 (木) その他○○11/2 (土) ○○ その他○10/28 (月) ～ 11/8 (金) その他○11/20 (水) その他○11/12 (火) ○ その他 講師

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。多くの地域や保護者の方の参加を得ることができた。期間中互いに授業を公開し、自由に意見を出し合って今後の授業改善に役立てることができた。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効果があった。２年と４年の授業をもとに研究テーマに沿って研究をすすめることができた。

保護者による模擬店・バザーを実施し、さらに、本年度は、６年生が店の手伝いをするなど、新しい活動を取り入れた。長寿会のもちつきをはじめとして、地域の方々にもたくさん参加していただいた。戦争・原爆の恐ろしさ、平和や命の大切さについて考えを深めるよい機会になった。少し天候が危ぶまれ、学年によっては少雨に見舞われたが各学年とも計画通りに実施できた。秋の自然に触れたり、社会科の学習を深めるよい機会となった。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。地震発生に対応するための訓練を行った。より効果を高めるため休み時間中に実施したが、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。120人―350人――1人

3000人1人―
保護者・地域の方々と広くふれあいを持つ機会として活用している。模擬店・バザーもちつき等、交流できる内容を計画している。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい広場 校庭体育館 保護者（家族を含む）

二階堂小学校

関連行事 修学旅行 広島・北九州方面関連行事 秋の遠足 県内各地関連行事 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） 平和学習・社会見学教員（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） 徒歩での社会見学・地域学習教員（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） 人権を尊重する主体の育成教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 災害を想定しての避難訓練教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 避難訓練 二階堂小学校 保護者（家族を含む）

授業参観・校内音楽会・バザー模擬店など教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 休日参観・二小フェスタ 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
授業公開週間教員（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 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
人権集会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 なかま集会 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
研究テーマ実現に向けた校内授業研究会教員（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 二階堂小学校 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
○○11/11 (月) ～ 11/22 (金) その他○○12/3 (火) ○ その他○○12/10 (火) ○ その他10/10 (木) ○○○ その他10/15 (火) ○○○ その他10/22 (火) ○○ その他 大学生11/9 (土) ○○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他 長寿会の方々12/4 (水) ○○○○ その他 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。

人権をテーマにした授業参観と懇談会を実施。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。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。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。本格的な演劇を間近に鑑賞することができ、子どもたちにとって、貴重な体験となった。また、和楽器の魅力も味わうことができた。土曜日に全学年が授業を公開することで、ふだん参観することができにくい父親の姿が多く見受けられ、子どもたちの励みになった。今年は、地域の長寿会の方々にも各分団に入っていただき、自己紹介やゲーム、万華鏡作りを通して、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。

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。人権をテーマにした授業参観と懇談会を実施。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。

400人420人130人

120人110人130人140人120人2人

体力の向上教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 マラソン練習 二階堂小学校　　浄化センター公園 保護者（家族を含む）
人権授業参観・懇談会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 低学年授業参観・懇談会 二階堂小学校 保護者（家族を含む）
人権授業参観・懇談会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 高学年授業参観・懇談会 二階堂小学校 保護者（家族を含む）

朝和小学校
授業公開 授業参観（高学年） 朝小各教室授業公開 授業参観（低学年） 朝小各教室関連行事 文化鑑賞会 朝小体育館

保護者（家族を含む） ４・５・６年授業参観教員（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） 歌芝居『天満のとらやん』を観劇し、主人公の「とらやん」の人間味と、それを支える和楽器の魅力を味わう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 全学年授業参観教員（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 朝小各教室 保護者（家族を含む）
分団毎に集まって活動することを通して、親子のふれあいや同じ分団の親同士の繋がりを深める機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子ふれあい教室 朝小各教室 保護者（家族を含む）
保護者や地域の方々の声援を受け、自らの力を最大限に発揮する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 校内マラソン大会 朝和小学校 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/23 (水) ～ 10/24 (木) ○○ その他10/30 (水) ○○ その他 講師11/1 (金) ○ その他11/6 (水) ○○○ その他11/10 (日) ○11/20 (水) ○ その他11/6 (水) ～ 11/28 (木) ○○○ その他11/23 (土) ○○ その他9/24 (火) ○○ その他9/26 (木) ～ 9/27 (金) ○ その他

毎朝積み重ねたかけ足の成果を校内マラソン大会で実践した。持久力が向上した。コース沿道の声援と拍手が励みとなった授業を公開し、学習への意欲を喚起した。ふれあい広場では親子でゲーム等を行い、親子の親近感を高めた。奇数学年と偶数学年に分けて実施。兄弟関係が少ない分、全学年一斉に実施するよりじっくりと参観してもらえたように思う。ちょうどよい気候条件のもと、計画どおり実施することができた。豊かな自然の中での活動は意義深いが、来年度からは施設が使えないので、その点について検討する必要がある。

宿泊を伴う学習を行う中でなかま関係が深まるとともに、広島平和公園において平和学習、山口秋芳洞等で自然環境学習が効果的に行えた。県より講師を招聘し、授業研究を行った。通学路の点検と登下校の交通安全指導を実施した。天理市小学校音楽発表会のために、積み重ねた合唱・合奏の練習の成果を保護者や地域の方々に公開発表した。児童の健全育成の一環として、登校時の交通安全指導とあいさつ運動を実施した。60人30人60人60人150人―

1人1人20人福住小学校

関連行事 修学旅行 広島・山口授業公開 校内授業公開 福住小学校関連行事 安全の日 福住小学校
保護者（家族を含む） 平和学習・仲間作り教員（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） 校内での授業公開と講師招聘による授業研究教員（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） 通学路の点検と登下校の交通安全指導教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 天理市小学校音楽はっ発表会のリハーサルを公開教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 天理市小学校音楽発表会のリハーサルを公開 福住小学校 保護者（家族を含む）

安全指導、あいさつの啓発教員（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）
業前かけ足・校内マラソン大会教員（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）
授業公開・意見交換・親子ふれあい活動教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 休日参観・ＰＴＡふれあい広場 福住小学校 保護者（家族を含む）

関連行事 授業参観・懇談会（２・４・６年） 櫟本小学校関連行事 野外活動（５年） 伊賀青少年野外活動センター
保護者（家族を含む） 授業参観、学級懇談会教員（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） フィールドワーク、森林環境学習、夕べの集い、飯盒炊さん教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 17/22



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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/9 (水) ○ その他10/11 (金) ○ その他10/15 (火) ○○○○ その他10/17 (木) ○○ その他10/24 (木) ～ 10/25 (金) ○ その他10/30 (水) ○ その他11/5 (火) ○ その他11/15 (金) ○○○○ その他11/17 (日) ○○ その他

学校、保護者、地域が一体となって取り組むことができた。月に１回のこの取り組みを、今後も続けていきたい。
台風の接近に伴い、実施があやぶまれたが、ほぼ予定どおり実施することができた。事前学習、事後学習にもしっかり取り組むことができた。２年生と３年生の国語科で、授業参観と研究協議を行った。参加者の７名は、外部講師と教育委員会・他校からの参観者。研究テーマに沿って研修を深めることができた。授業体験と部活動体験をさせていただいたが、児童はとても楽しそうに参加していた。中学入学に対する不安の解消につながる取り組みの一つとして今後も続けていきたいと思う。あいにくの雨天であったが、学校、保護者、地域が一体となって取り組むことができた。月に１回のこの取り組みを、今後も続けていきたい。年に１度の休日参観ということで、ふだんより多くの保護者が参観してくれた。授業参観後の親子観劇会にも約８０名の保護者が参加してくれた。よい内容であったという保護者の声も多かった。

４年生と５年生の国語科で、授業参観と研究協議を行った。参加者の３名は、外部講師と他校からの参観者。研究テーマに沿って研修を深めることができた。各学年予定通り実施することができた。社会科の学習という側面と、遠足（自然に親しみながら、ある程度の距離を歩く）という側面の両立がむずかしい。
奇数学年と偶数学年に分けて実施。兄弟関係が少ない分、全学年一斉に実施するよりじっくりと参観してもらえたように思う。

25人280人

3人―25人
―7人―

140人櫟本小学校

授業公開 校内授業研究 櫟本小学校 保護者（家族を含む） 研究テーマを追究する校内授業研究（授業公開、研究協議）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 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教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 秋の遠足（１～４年） 県内各地 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。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 校区内立哨場所 保護者（家族を含む）
平和学習、社会見学教員（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）
研究テーマを追究する校内授業研究（授業公開、研究協議）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 櫟本小学校 保護者（家族を含む）
授業体験、クラブ体験教員（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）
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。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 校区内立哨場所 保護者（家族を含む）
授業参観、観劇会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 日曜参観・観劇会 櫟本小学校 保護者（家族を含む）

関連行事 授業参観・懇談会（１・３・５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 授業参観、学級懇談会
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/13 (水) ○ その他11/11 (月) ～ 11/29 (金) ○○ その他10/4 (金) ○○ その他10/11 (金) ○○ その他10/12 (土) ～ 10/13 (日) ○○○ その他10/17 (木) ○○ その他10/21 (月) ○ その他11/1 (金) ～ 11/28 (木) ○ その他11/9 (土) ○○○○ その他

自分たちの住んでいる町をみんなの手できれいにしよう。 ― 町や自然環境を汚さず、きれいにしようという意識が育った。柳本小学校
今後も続けてほしいとの意見が多く出されている。

今後も続けてほしいとの意見が多く出されている。地域と連携しながら防災意識を高めることができ、今後も続けてほしいとの意見が多く出されている。今後も続けてほしいとの意見が多く出されている。
子どもの健康増進が図られたと、保護者から評価をいただいた。

110人
―200人

100人20人
100人 日頃体験できない演奏を聞くことができたと好評を博した。箏、三味線、尺八などによる邦楽演奏を全校児童及び保護者が体験

関連行事 山の辺クリーン作戦 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

関連行事 本物の舞台芸術体験 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授業公開

１１月１３日に変更して実施。全校児童が体育館に集まり、６年生の平和学習への取組の発表を聞く。全校で、平和の大切さを考える意義深い集会になった。体力づくりを目的としたかけ足練習と、その成果を発揮する場としてマラソン大会を実施した。マラソンコースとしては最高だが、学校からの距離が少し長いことと、応援の保護者の駐車場がないことが課題である。―80人人権を尊重する気持ちを育てる全校集会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 なかま集会 櫟本小学校 保護者（家族を含む）
業前にかけ足練習、最終日にマラソン大会教員（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）

高学年授業参観 柳本小学校関連行事 防災キャンプ 柳本小学校授業公開 低学年授業参観 柳本小学校
保護者（家族を含む） 4～6年生の授業参観と懇談会教員（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） 子どもたちが防災について学び、体育館で宿泊体験を行う。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） 1～3年生の授業参観と懇談会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

かけ足教員（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）
休日参観教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 全学年授業参観 柳本小学校 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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
11/9 (土) ○○○○ その他12/4 (水) ○○ その他10/17 (木) ～ 10/31 (木) ○ その他7/11 (木)10/23 (水) ○11/6 (水)11/7 (木) その他11/8 (金) ○○ その他 校区内小学６年生11/13 (水) ～ 11/16 (土) ○○ その他 2年生生徒11/23（土） ○○○ その他 新入生保護者○○10/11 (金) その他○○11/1 (金) ○ その他 全校生徒

楽しく演奏や歌の音楽発表を聞くことが出来た。体力づくりの最後の締めとして、目標目指して取り組むことができた。300人30人

地域の方 午前中の３時限の授業を中学校の保護者や、小学校の児童及びその保護者に公開した後、新入生説明会を行う。 200人 新入生保護者説明会において、いつもの説明に加えて、中学校生活を紹介するスライドを流したことが好評だった。
北中学校

授業公開関連行事 授業参観新入生保護者説明会 北中学校 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 慣れない環境で大変気疲れをしていたが、言葉遣いやきびきびした行動の大切さを体験してくれた。
恒例行事で特に合唱コンクールの感想・評価は高かった。参観と学級懇談会、３年生は、進路説明会に多数参加いただいた。

現在の子どもたちの友人関係や家庭環境等で困っていることや悩んでいることなどが把握できて参考になる。社会の公開授業は、市内の初任者研修も兼ねていたため、多くの参加者があり有意義だった。２年目の取組で、準備等においても問題なくやれた。授業や部活動体験も楽しく参加できたという感想を小学校からもらった。
21人165人128人
200人200人

―
4年生児童による合唱・演奏の発表、南中吹奏楽部による演奏会、ピエーナ少年少女合唱団による発表会、及び模擬店等を開催。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 4年音楽発表南中吹奏楽部演奏ピエーナ発表会柳小ふれあいフェスタ 柳本小学校 保護者（家族を含む）
かけ足で鍛錬した心身の総仕上げ活動として、1・2年生は山辺の道、3・4年生は龍王山中腹、5・6年生は龍王山登頂を班単位で目指す。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(3～5年)歩こう会(1・2年) 龍王山山辺の道 保護者（家族を含む）

関連行事 二者懇談会 北中学校授業公開 校内研究授業 北中学校関連行事 オープンスクール 北中学校
保護者（家族を含む） 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） 家庭、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受けることで、教員の力量を高める。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） 校区内の小学６年生を集め、「体験授業」や「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肌で感じることで、『中１ギャップ』の軽減につなげる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 市内約６０箇所の事業所の方の協力を得て、２年生が職場体験学習を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 職場体験 各職場 保護者（家族を含む）

関連行事 文化祭・合唱コンクール 南中学校授業公開 授業参観等 南中学校
保護者（家族を含む） 体育館での舞台発表および教室等での展示発表教員（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・学級懇談・進路説明会教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 20/22



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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
○11/6 (水) ～ 11/8 (金) ○ その他○○11/12 (火) ～ 11/15 (金) ○ その他○○11/16 (土) ○○ その他○11/19 (火) ○ その他 校区内小学６年生9/28 (土) ○○○○ その他10/26 (土) ○○○○ その他11/13（水） ～ 11/14（木） ○○ その他11/30 (土) ○○○ その他

生徒・保護者・担任との懇談 11人 各自の将来を見通しながら、卒業後の具体的な進路について三者の意見を出し合うことができた。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

３校区小中学校６年生が部活動の体験と見学を行った。校区内の各種団体や地域の方々の参加を得て、中学生の取組や体育祭を自主的に運営する姿を見ていただくよい機会となった。お茶のおもてなしや生徒作品の展示、箏曲や古文の発表を聴いていただき、お帰りのときには多くの方からお褒めの声をかけていただいた。
業者の都合で、実施日を１２月７日に（土）に実施した。多くの方々に協力いただき、生徒たちも熱心に取り組んでいた。

３名の欠席はあったが無事終了した。進路に向けての懇談が実施された。ＰＴＡ役員、教員、生徒の協力で盛大に実施された。157人350人160人350人150人
150人

159人南中学校 関連行事 職場体験 市内 保護者（家族を含む） 市内各事業所での職業の体験教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 生徒・保護者・担任との懇談教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 三者懇談 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関連行事 「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）
校区３小学校６年生の部活動の体験と見学教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 小学生部活動体験 南中学校 保護者（家族を含む）

福住中学校
関連行事 校区体育祭 福住小学校授業公開 ふるさと福住菊まつり 体育館及び校庭
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） 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のを発表する。また、こども園園児や地域の方々と共に競技を行い交流を深める。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。
保護者（家族を含む） リサイクル物品の回収をとおして、資源の有効活用を考え環境保全に努める姿勢を養う。家庭・地域の方々と協力する態度を養う。関連行事 三者懇談
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） 春から育てた大菊を展示し、来校者に観賞していただく。総合体験学習でのお茶・お花の学習成果、箏曲の練習、古文の暗唱等の成果を披露する。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
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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）Ｈ25奈良県教育週間　天理市　学校の取組
10/4 (金) ○○○ その他 全校生徒10/8 (火) ○○ その他 校区内小学６年生10/22 (火) ～ 10/24 (木) ○○ その他11/9 (土) ○○ その他11/9 (土) ○○○○ その他11/12 (火) ○○ その他11/21（木） ○○ その他11/22 (金) ○○ その他 大学教員11/28（木） ○○ その他 次年度入学生の保護者

校内授業研を行い、大学の先生から専門的に研究されている分野を中心としたご指導・ご助言をいただき授業力を向上させる。 3人 教員一人一人の授業力向上につなげていくことができました。授業公開 校内授業研究研究会 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

保護者だけでなく地域の方々にも本校の様子を知っていただけました。毎年バザー品を楽しみにしています。地域交流としてこれからも続けてほしいです。すごく楽しそうな雰囲気で良かったです。多くの応援する方々のお手伝いがあって盛り上がりました。（保護者の感想より）研修で学んだことを日々の実践で生かしたい。元気とやる気を頂くことが出来ました。

本校の方針や様子を知っていただくことができました。179人

445人37人
13人 楽しそうに話を聞いてくれたのでこちらも非常に楽しくできました。自分自身も若返り話ができてよかった。自分自身も若返った気がします。どの中学生でもそうだと思いますが、男子と女子の間に壁があり、照れがあり、それがまた初々しくて良いですね。（地域の方々の感想より）

232人
73人
93人

学級の団結力を高めるとともに、他の学級の頑張りを知る良い機会となりました。特に、３年生は、最上級生としての頑張りを示すことができ、感動しました。一人で二つの部活動を体験しました。先輩たちに優しく教えてもらってとても安心しました。楽しかったです。最初は小さめな声の挨拶でしたが、だんだんと大きな若さあふれる声になり、お客様にも好印象だったと思います。体験学習が将来を見極める手段のひとつになれば良いなと思っています。私たちスタッフもまた何か初心に返れたような気持ちになれました。（地域の方々の感想より）
380人

西中学校

関連行事 文化祭(合唱コンクール） 西中学校関連行事 小学生部活体験 西中学校
関連行事 職場体験学習 市内（一部隣接市町）

保護者（家族を含む） 各学年クラス別に合唱発表を行う。。
保護者（家族を含む） キャリア教育の一環として、2年生が各事業所にて職場体験を行い、進路選択に役立てる
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） 中学生活への準備として校区小学校6年生対象に部活動を体験させる。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 １，2時間目の授業を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 授業参観 西中学校 保護者（家族を含む）

ＰＴＡ主催による模擬店、バザー教員（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

ＰＴＡ銀杏祭 西中学校 保護者（家族を含む）
初任者を対象とした研修の一貫として、本校初任者が授業を公開する。また、経験者から初任者へ本校の教育の取組の概要を説明する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開

授業公開 県初任者研修会場 西中学校 保護者（家族を含む）

校内授業研を行い、大学の先生から専門的に研究されている分野を中心としたご指導・ご助言をいただき授業力を向上させる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方新入生保護者説明会 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、各業界で働いておられる方をゲストチィーチャーとしてお招きをする。職種ごとの１０講座を学びの場として設定し、生徒たちは希望する職業人から「職業観」「人生観」を学ぶ。職業人に学ぶ 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
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