
開始日 終了日関連行事 市文化祭絵画・書写展 市中央体育館 市文化祭の一環として、市内小中学校の絵画・書写を展示し、広く市民に公開する。 1100人 毎年の展示に加え、今年は児童生徒の「夢・志絵画」を展示した。全体的にどの作品も工夫が凝らされており、レベルの高い展示であると感じた。関連行事 小・中音楽会 五條小学校 小・中学生の代表が他校の児童生徒や保護者の前で合奏・合唱をすることで、互いの技量を高め交流を図る。 700人 新築になった五條小学校の屋内運動場で行った。大変上手に合奏・合唱等でき観覧の保護者も盛んに拍手を送っていた。○○10/5 (土) ○○ その他 未就園児○○10/22 (火) ○ その他○○10/27 (日) ○ その他○○11/8 (金) ○○ その他 警察の方○○11/13 (水) ○ その他○○11/14 (木) ○○ その他 消防署の方

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）

幼稚園園庭関連行事 買い物体験 市内スーパー関連行事

市民市内小・中学生とその保護者保護者（家族を含む）保護者（家族を含む）
公民館フェスティバル参加

友達と一緒に競技やダンス等、共通の目的に向かって、個々の発達にあった力を発揮する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

Ｈ25奈良県教育週間　五條市　学校の取組
五條市教委

五條市立五條幼稚園

保育公開 運動会
地域との交流５歳児が鼓笛演奏を披露して、幼児教育理解に努める。
路線バスを利用してスーパーへ行き、買い物体験を行う（５歳児）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

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田園公民館 保護者（家族を含む）
関連行事 みかん狩り みかん山 保護者（家族を含む） 五條警察と交通安全母の会の方々による教室で、交通マナーを学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 交通安全教室

消防フェア 市内公園 保護者（家族を含む） 全園児でみかん山まで８ｋｍの距離を歩き、みかん狩りをして帰る。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 市内幼稚園・保育所の幼年消防クラブ員が集まり、防災体験をしたり、消火訓練を見学したりして防災について学ぶ。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事

当該校の教職員・子ども以外の参加人数
300人45人100人110人110人
300人

御意見・御感想
朝からの雨の為、体育館で運動会を行った。練習なしの本番だったが、友達と一緒に楽しみながら、力一杯表現することができた。ひとまわりたくましくなったように感じた。４００円を財布に入れ、路線バスに乗って買い物体験に出かけた。バスの料金箱にお金を入れたり、買い物した代金をレジで支払らったり、PTAの方々に手伝ってもらいながら意義ある体験ができた。オープニングの園児太鼓演奏、いつもの鼓隊と違い、法被を着て和太鼓のような力強い演奏に地域の方々も熱い眼差しで見てくださり、交流を深めることができた。県警交通課・五條警察交通課の方々に交通ルール・マナーの話しをしていただき、道路や横断歩道・踏み切りなど歩き方や渡り方の指導をしてもらい、交通事故にあわないよう、ルールを守る約束をした。５歳児が３・４歳児の手をつなぎ、みかん山までの長い距離を歩いた。急な斜面にもかかわらず子ども達は一人２０個のみかんを収穫し、喜びと地域の方の優しさを感じた。幼年消防クラブ員が５万人の森に集まり、煙体験・地震体験・放水体験をしたり、防災グッズのお話を聞いたりして、防災についての意識を高めることができ、また保護者にも啓発することができた。

11/2(土)、3(日)11/13(水)
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/26 (土) ○○ その他10/30 (水) ○ その他11/3 (日) ○○○ その他11/6 (水) ○○ その他11/20 (水) ○ その他10/19 (土) ○○○○○ その他 学校支援ボランティア10/29 (火) ○○ その他 指導主事11/1 (金) ５年生 ○11/14 (木) ２年生11/15 (金) ４年生 ○11/26 (火) ３年生11/28 (木) １・６年生 その他

園内研修 幼稚園関連行事 大塔町いきいき文化祭 大塔町いきいき文化祭
保護者（家族を含む） 「柿の日」で、選果場で地域の方と交流。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

西吉野幼稚園
関連行事 「柿の日」イベント 西吉野選果場保育公開 保護者（家族を含む） 地域の方々との交流。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） 「身体を動かす遊びや活動を取り入れ、体力向上」をテーマに講師を招いて保育公開及び研究協議を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
秋の自然や地域の文化に触れる。買い物探検。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 わくわく探検 西吉野選果場、歴史資料館など 保護者（家族を含む）
未就園児と保護者で、幼稚園の生活を体験する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 未就園児(ひよこ教室) 幼稚園 保護者（家族を含む）

五條市立五條小学
関連行事 五夢りんピック（運動会） 五條小学校運動場授業公開 研究授業 五條小学校３年５年２組教室授業公開 学年別授業参観 五條小学校各教室

保護者（家族を含む） 本年度の研修テーマに則った道徳の授業公開を行い、教員の資質向上を図る。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） 日頃の学習（特に体育的内容）の成果及びシンボルキャラクター『五夢りん』とともに頑張る児童の様子を参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 日頃の学習の様子、本年度の児童の成長の様子を参観してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

6人5人200人10人12人250人1人150人

台風接近で延期になり、幼稚園でカッキーちゃんと触れ合う。柿クイズなどをして楽しむ。運動遊びをとおして、体力向上を図るための指導を頂き、保育を見直す機会となった。また、近隣の幼稚園・中学校の先生方にも参加いただきました。和太鼓、歌、踊りを披露し地域の方々と交流することができた。幼稚園の周辺を探検し、秋の自然に触れることができた。また、自分で買い物をする機会がもてた。毎月実施している活動で、保護者も子供たちも幼稚園に来るのを楽しみにしてくれている。「二日間の順延となりましたが、子どもたちが一生懸命頑張る姿に感動しました。また、『五夢りん』も所々で登場して楽しい運動会でした。」等の感想をいただいた。道徳の研究授業及び研究協議を行い、指導主事からの指導助言をいただくことで、教員の授業力向上に結び付けることができた。「子どもたちが真剣に学習に取り組む姿を見たり、一緒に活動をしたりすることができて有意義な時間を過ごすことができました。また、家庭での子どもの生活について考えさせられました。」という感想をいただいた。 2/10



開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/7 (木) ○○○○○ その他 学校支援ボランティア11/28 (木) ○○○ その他通年 ○10/12 (金) ○11/9 (金) ○ その他11/9 (金) ○○○ その他11/9 (金) ○○○○ その他9/28 (土) ○○○○○ その他 卒業生10/21 (月) ○○○○ その他

校 関連行事 まごころ集会 五條小学校体育館 保護者（家族を含む）
五夢りんピック（マラソン大会） 吉野川河川敷 保護者（家族を含む） 地域の高齢者を招待して、『五夢りん』や児童と一緒に歌を歌ったり、ゲームをしたり、肩たたきをしたりしながら、温かなふれあいのひとときを過ごす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

休日授業参観 牧野小学校通学路関連行事 教育講演会（人権） 牧野小学校

児童が体力向上をめざして一生懸命走る姿を、『五夢りん』とともに参観・応援してもらう。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 保護者（家族を含む） 通学路の清掃を毎月第２土曜日に実施。児童が進んで奉仕する機会となっている。保護者の方々、地域の方々も協力していただいている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方牧野小学校
関連行事 クリーン活動（第２土曜日） 牧野小学校通学路授業公開 車いすダンスの世界的活躍されている講師を迎えて授業参観の後、保護者・児童・地域の方に「中間とは？」ということで講演会を開催する。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） 休日に授業参観を設定し、普段の参観日には参加できにくい保護者や祖父母も参加できるように設定している。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

にこにこ集会 本校体育館
保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 運動会に合わせてトリムコースのコース開きを行い、児童だけでなく地域の方にも使ってもらえるように、広く知らせる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

五
関連行事 トリムコースコース開き 本校運動場及びトリムコース授業公開 保護者（家族を含む） 地域の高齢者の方や児童の祖父母等をお招きして、児童とともに音楽やゲームなどを楽しんでもらい、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

150人80人80人300人200人420人320人

「学年のすばらしい発表を聞いたり、肩たたきをしてもらったり、心がほっこり温まる感動した一日でした。『五夢りん』と一緒にじゃんけんをしたのも楽しかったです。」という感想をいただいた。「寒風の中、最後まで一生懸命走り通す子どもたちの姿をみて、たのもしく思いました。」という感想をいただいた。通年で取り組んでいるので、参加者の多い月や少ない月があるが、自分たちの住んでいる町をきれいにすることで、地域のことを考える機会としている。児童の学習の様子を多くの方に参観してもらえた。車いすダンスの紹介や体験を通して、障害のある人とない人が、どのように関わっていけるのかを考えさせられた。五條市の陸上競技協会の方や地域の方、保護者の方、児童代表にトリムコース開きとして、コースを走ってもらった。よいコースだと評価していただき、広く周知できた。授業参観を兼ねたため、各学年の発表も充実していたのと、三世代が共にゲームを楽しめたことで、高齢者の方や、保護者の方からとてもよかったという意見が多く寄せられた。
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/23 (水) ○ その他 来年度入学予定児童保護者11/24 (日) ○○ その他12/1 (日) ○○○○ その他10/22 (火) ○○ その他 指導主事10/31 (木) ○ その他10/31 (木) ○ その他11/15 (金) ○○○○ その他授業公開 自由参観 阿太小学校各クラス体育館 保護者（家族を含む） 自由参観とし、保護者及び学校評議委員に子どもの学習の様子を参観してもらった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 学級懇談 阿太小学校各クラス 保護者（家族を含む） 担任と保護者が、学校や家庭における児童の状況について、情報交換や懇談を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
授業公開 学年別授業参観 阿太小学校各クラス 保護者（家族を含む） 学習の様子や児童の成長の様子を参観してもらい、また保護者にも授業に参加してもらう。 30人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

阿太小学校４年中西学級 保護者（家族を含む） 本年度の研修テーマに則った算数の授業公開を行い、教員の資質向上を図るとともに、市内の新採用教員の研修のための授業提供とした 7人 タブレット端末などが児童の興味関心を高めるために効果的に使われていた。ねらいに沿った授業展開ができるように更に工夫を重ねていきたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 来年度新入生保護者説明会 本校多目的ホール五條市立北宇智小学校
保護者（家族を含む） 就学時健康診断時に来年度入学予定児童保護者や児童が、安心して入学を迎えてもらえるように説明会を開く。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 親子・教員ともどもに力をあわせ、地域のゴミ拾いや廃棄物の撤収等を行い美化運動を実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子クリーンデー 校区 保護者（家族を含む）

授業参観と人権教育講演会を開催し、地域の方々にも多く出席いただき、人権問題に関する啓発を行うと同時に人権意識を高めてもらえるようにする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 授業参観及び人権講演会 北宇智体育館 保護者（家族を含む）

五條市立阿太小学校

授業公開 研究授業

52人
130人
120人

30人30人

ご家庭の都合により、当日参加できない幼児・保護者の方が2名ずついたが、後日学校の方で視力検査等と説明会を行い、内科・歯科についても校医の医院にて健康診断を受けていただいた。多くの保護者も参加していただき、通学路を中心に、美しくなり、地域の方にも喜んでいただいている。また、当日参加できない児童や保護者の方で、別の日にゴミ拾いをしていただいた家庭もあった。人権に関わる内容のお話を交えた朗読劇に、心に響き感動した、今後も続けてほしいという感想を寄せていただいた。各学年の授業も人権に関わる授業が中心だったので、趣旨に添った行事となった。
農繁期の忙しい時期ではあったが、たくさんの保護者に参観してもらい、充実した授業参観とすることができた。児童の体力向上や学力向上などをテーマに、互いに意見を交流し、実りある話合いになった。保護者だけでなく、地域の方々や学校評議委員の皆さんにも学習の様子を見ていただき、本校の取組を広く知っていただく良い機会になった。
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/15 (金) ○ ○○○ その他11/20 (水) ○ その他10/29 (火) ○○○○○ その他 民生児童委員11/14 (木) ○○ その他 民生児童委員11/9 (土) ○○ その他11/5 (火) ○ その他11/21 (木) ○○ その他

関連行事 文化鑑賞(人権講演会) 阿太小学校体育館授業公開 研究授業 阿太小学校２年柳沢学級
保護者（家族を含む） 文化鑑賞（人権教育講演会）として児童、教員が保護者・地区人推協・地域の人々とともに奈良蟻の会の混声四部合唱を聴き、平和への思いを強くした。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） 本年度の研修テーマに則った算数の授業公開を行い、本校教員の資質向上を図るとともに、本校児童の算数科の学力向上について研修を深めた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

五條市立宇智小学校
授業公開 高齢者参観 教室関連行事 昔の遊び集会 教室多目的ホール

保護者（家族を含む） 地域の高齢者を招き、児童の学習の様子を観ていただいたり、学習活動に参加していただいたりする。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）
教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 星空教室 運動場体育館 地域の方 朝の「読書の時間」に、図書ボランティアによる各学級での本の読み聞かせを実施する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

民生児童委員の方々から、昔の遊びを１年生に教えていただく。また、１年生と民生児童委員の方々が一緒に給食を食べる中で交流を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 夜間に、講師先生による天体に関する講演会と親子での天体観測を行う。関連行事 お話の会 教室 保護者（家族を含む）
保護者を対象に全学年で授業を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 学習参観 教室 保護者（家族を含む）

30人1人90人15人120人20人130人

歌のもつ力が十分に伝わってくる感動的な講演だった。反戦や平和、命の大切さなどのテーマが歌を通して染み渡る素晴らしいひとときを持てたと思う。何よりも、楽しそうに学習に向き合う子どもたちの姿が印象的な授業だった。また、本校の教育テーマに迫る充実した研修とすることができた。「学校での孫の成長ぶりを見ることが出来てよかった」「今の子どもたちに要求される学力は昔に比べとても難しいものになってきている」などの感想をいただきました。紙風船や竹とんぼを使った遊びや、紙のかぶとづくりやどんぐりの独楽を一緒につくること等を通して、世代間の交流が図れました。金星や月などを天体望遠鏡で観察したり、レンズに写る天体を写真に撮るなどして、天体に対する興味を深めることができました。暗唱されるお話しを聞きながら、子どもたちは本の世界に引き込まれていきました。本に深く興味を持ち、読書量をより増やしていくかけにもなりました。各学年の授業を熱心にご参観いただきました。
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想11/6 (水) ～ 11/7 (木) ○○○○ その他11/21 (木) ○○○○ その他11/23 (土) ○○○○ その他11/23 (土) ○○○○ その他11/23 (土) ○○○○ その他11/8 (金) ○○○ その他 地域のご老人10/4 (金) ○○○○ その他10/7 (月) ○○○○ その他

五條市立野原小学校 授業公開 自由参観 教室授業公開 野小コンサート 野原中学校体育館　※耐震工事のため、本校体育館が使用できないため 保護者（家族を含む） 本校で行うコンサートを保護者・地域の方に公開する。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） 保護者を対象に全学年で授業を公開する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

五條市立阪合部小学校
関連行事 金管バンド発表 体育館授業公開 公開授業 各教室関連行事 講演会 体育館

保護者（家族を含む） 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） ３年生以上で構成されている金管クラブの発表。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

ふれあい集会 体育館 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 子どもの自尊感情を高めるための講演を依頼。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
民音コンサート 体育館

校区内のご老人や、遠隔地に住む祖父母などを招待し、一緒に活動する。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） 児童の学習時の様子を見ていただく。講演会は、子育てについて学ぶ内容。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 授業参観教育講演会 各教室関連行事 保護者（家族を含む） 舞太鼓・あすか組による和太鼓の演奏。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

90人220人70人70人70人70人60人100人

１日自由に参観できるため、給食や休み時間など、普段の参観では見ることができない子どもの姿も見ることができてよかった。「かわいい１年生」から「さすが６年生」という姿まで、きれいな歌声と合奏が心に残った。来年も楽しみにしています。熱心な指導に感謝しています。など好評であった。３年生にとっては今年初めての発表会だったが、参加者からは好評を博した。祝日に設定したことで、普段なかなか学校に来られない方にも参加いただけた。「一人一人が宝物」という演題で、子どもの自尊感情を高める講演をしていただいた。手遊びやグループワーキングを取り入れ、自然にお話の要点が心に入ってきた。金管クラブの発表、肩たたきのあと、お手紙を渡した。そのあとは、低中高学年別に昔の遊びなどをして楽しんでもらった。おじいちゃん・おばあちゃんたちは満面の笑顔でおられた。学校コミュにティ協議会との共催で講演会を実施。演題は「子どものやる気と能力を引き出す“その一瞬”の親の関わり」　保護者からは「子どもの声を聞く耳をもちたい」などの感想が寄せられた。幼小中連携事業として実施。大迫力の演奏に子どもたちも大興奮。ワークショップもあって、日本の文化に直接ふれる機会となった。 6/10



開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/22 (火) ○ その他10/31 (木) ○○○ その他11/8 (金) ○○○○ その他11/8 (金) ○○○○ その他11/18 (月) ○○○○ その他11/1 (金) ○○ その他11/8 (金) ○○○ その他

授業公開 授業研究 体育館西吉野小学校 大塔小学校
保護者（家族を含む） 校内の授業研究会を市内の若い教員を対象に公開。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 リコーダーによる音楽会。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 各教室 保護者（家族を含む）

これまでの学習の成果を発表するとともに、保護者や地域の高齢者とふれあう集会を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 ぽかぽか集会 体育館 保護者（家族を含む）
大塔町の文化祭に絵画や習字などの作品を出品する。児童の学校での様子をスライドショーで上映する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 大塔いきいき文化祭 大塔ふれあい交流館 保護者（家族を含む）
４月より練習してきた、なわとびの成果を発表し合う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 なわとび教室 体育館 保護者（家族を含む）

五條市立五條中学校 授業公開 ＰＴＡ授業参観及び進路講話 本校関連行事 合唱コンクール 市民会館 情操教育の一環として、保護者や地域の方々に合唱コンクールの積み上げの場として、クラスの団結力や協調性・協力性を知って頂くと共に音楽のすばらしさを再確認して頂く。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） １、２学年においては、日々の授業における延長上としての取り組みを保護者に参観して頂き、３学年は、「進路」についての話を生徒本人と保護者が肩を並べて聞くことにより、目前に迫る進路決定の機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

15人10人100人160人100人52人135人

３年生の国語科の授業を公開。主に「書く」ことを取り入れた授業を実施。また、５年生の道徳で「きまりを守る」ことをテーマにした授業を公開した。何種類もある笛に目からウロコ状態。リュートという珍しい楽器とリコーダーの美しい音色にうっとり。多くの高齢者の方に来ていただき、その前で学習発表ができたことは教育的意義が大きかった。簡単なゲームなどで交流も進められた。児童の学校での活動をスライドショーと児童の生の言葉で発表。日頃の様子がよく分かったと好評。グループや個人が、大なわや短なわでの跳び方を発表。ダブルダッチの講習会もあって、全員が跳べるようになった。授業参観においては、少しマンネリ化してきており、工夫が必要とされる。進路説明会については、進路という観点から、熱心に聞いていた。毎年恒例になっており、保護者や地域の方々も楽しんで聴いて頂いていた。
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想9/13 (金) ○○ その他9/16 (月) ○○ その他10/10 (木) ○○○○ その他 ２年生生徒10/24 (木) ○○ その他11/8 (金) ○○○○ その他1/22 (火) ～ 1/24 (木) ○○ その他 ２年生生徒

PTA社会見学 神戸方面関連行事 キャリア学習 本校
保護者（家族を含む） 保護者と進路担当教員が、希望する高等学校を訪問し、各校の校風・雰囲気を直に体験し、進路選択のための情報とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

五條市立五條東中学校

関連行事 ＰＴＡ高校訪問 各高等学校関連行事 保護者（家族を含む） 地域のゲスト・ティーチャーを招聘し、働くことの意義・喜び等を学び、職業体験学習へのモチベーションを向上させる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 広く見聞・見識を広め、学校教育、家庭教育の一助となす。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

高等学校（公立・私学）の進路担当教員を招聘し、各校のプレゼンをうけることにより、進路選択の情報とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 進路講話 本校 保護者（家族を含む）
各クラスの特色を生かして創りあげた合唱を公開し、情操教育、仲間づくりを深める。広く保護者にも公開し、学校教育への理解を深める。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 合唱コンクール 中央公民館 保護者（家族を含む）
２年生が、地域の事業所で職業体験を行い、地域の人と直接ふれあいをとおして、社会性、公共性、を学ぶとともに、キャリア教育の一環とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ２年生職業体験 市内各事業所 保護者（家族を含む）

22人15人105人145人380人120人

実際に見学し、体験することができて高校の雰囲気がよくわかりました。神戸花鳥園と神戸ハーバーランドなど有意義な見学・学習を深めました。＊気象警報発令、解除後実施外部講師８名を招聘し、２年生生徒９２名が受講した。生徒の感想「働くことの楽しさ・厳しさがよくわかりました。」高校の先生から直接、いろんな話を聞く事ができてよかった。各クラスの特色を生かして創りあげた合唱を公開し、情操教育、仲間づくりを深める。広く保護者にも公開し、学校教育への理解を深める。実際の仕事を体験することにより、「はたらく」ことの意味を学びました。
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想8/6 (火) ～ 8/8 (木) ○ その他10/29 (火) ○○ その他11/5 (火) ～ 11/6 (水) ○ その他11/6 (水) ○○○ その他10/5 (土) ○○○○○ その他 福祉施設入所者10/30 (水) ○○ その他11/8 (金) ○○○○ その他 福祉施設入所者9/29 (日) ○○○○ その他1/22 (水) ○○○○○ その他 講師

野原中学校
関連行事 職場体験 各事業所関連行事 進路説明会 本校授業公開 自由参観 本校

保護者（家族を含む） ３年生生徒、保護者を対象に進路の説明をしたり、高校より講師を招いて話をしてもらいながら、卒業後の進路決定のための機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） ２年生を対象に、地域の多くの事業所にお願いし、職場体験活動を行い、学校では経験できないことを体験しながら、将来の進路決定に役立てる機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

文化祭・合唱コンクール 本校 保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 授業だけでなく普段の学校生活をみていただきたいと思っている。二日目は、文化祭・合唱コンクールを予定している。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
進路説明会 多目的室関連行事 合唱コンクール 体育館

文化祭は、文化鑑賞、有志発表、文化部発表の順で実施、午後より合唱コンクールを実施する予定。保護者、地域の方を招いて実施する。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） 保護者や地域の方々の応援のもと、学級対抗の競技、全校男子による組立体操、女子によるソーラン節等を披露する。隣接する高齢者福祉施設入所者の方々を招待する。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方五條市立五條西中学校
関連行事 体育大会 運動場関連行事 保護者（家族を含む） 隣接する高齢者福祉施設入所の方々　、保護者を招いて学級別に合唱を披露する。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） 保護者と3年生の職員が、進路情報を共有し、生徒の進路決定にむけての指針となる機会とする。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
牧野地区の地域のお祭りが本校を会場に開催され、保育所の園児、牧野小学校の児童も参加し、本校生徒もボランティアとして参加し本校の取り組み等を地域の方々に知っていただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ＭＡＫＩまつ 運動場体育館ピロティー 保護者（家族を含む）
福島県会津若松市の旧会津藩校「日新館」の館長である宗像精氏に講演していただく。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 地域と共にある学校づくりオープンセミナー 体育館 保護者（家族を含む）

45人40人10人67人400人60人300人600人105人
具体的な進路情報の説明を聞き今後の進路決定に向けての方向性ができた。例年以上に学級が意欲的にきめ細かく取組み、非常にレベルの高い合唱を行い、大きな感動を参加者に与えることができた。

普段経験できないことをそれぞれの事業所で体験することができ、有意義であった。また、生徒の態度について、多くの事業所からお褒めの言葉をいただいた。

今年は1つのブースをいただき企画・仕入れ販売まで、生徒会が中心となって行い、地域の一員として祭りに参加することができた。その取組の様子は、「県民だより奈良」に紹介された。市内の教職員や地域住民も参加し、元会津若松市教育長、現「日新館」館長の宗像氏から、会津武士の精神や教えについての講演を聞き、家庭教育の大切さや教育によって高まる地域力について考えることができた。

３年生生徒、保護者の進学への意欲を高められた。また、１、２年生の保護者からも出席があり、進路への関心を高めることができた。子どもたちの普段の学校生活を見てもらうことは、今後の学校運営において有意義である。文化鑑賞は、サックス演奏を鑑賞し、合唱コンクールでは、生徒たちの一生懸命歌う姿を見ることができた。昨年度より質の高い合唱を聴くことが出来た。「普段とは違う生徒の姿が見られて良かった」という保護者の感想が多くあった。天候が心配されたが、多くの保護者が観覧してくれ、緊張感のある組立体操、盛り上がりのあるソーラン、学級対抗のリレーや学年種目など多くの方々の喝采声援を受けた。
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開始日 終了日 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　五條市　学校の取組 当該校の教職員・子ども以外の参加人数 御意見・御感想10/17 (木) ○○○○○ その他11/7 (木) ○○○ その他
西吉野中学校大塔中学校 関連行事 文化祭 本校授業公開 授業参観と講演会 本校 保護者（家族を含む） 授業参観後に講演会を予定している。講演内容は、進路関係か家庭教育に関わる内容を考えている。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） 保護者、学校評議委員、地域の方々、そして小学生や幼稚園児を招いて合唱や劇などの発表を行う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 60人30人
今年度は地元の園児、小学校６年生だけでなく老人クラブの方にも参加してもらい大いに盛り上がりました。特に今回の進路講演会は、本校の卒業生４名が講師になり、中学校時代の思い出や進路に向けた取組を話してくれました。
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