
1 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想関連行事 奈良市小中一貫教育研究発表会 11月10日 富雄第三小中学校 奈良市で推進している小中一貫教育を教職員、保護者、一般市民に広報するため、富雄第三小中学校を会場とし、公開授業、分科会、講演会「これからの英語教育と奈良市の英語教育」（大阪樟蔭女子大学教授　菅正隆　氏）を実施する。 ８７１ 人 奈良市で推進している小中一貫教育の取組の成果を教職員、保護者、市民に広く広報することができた。関連行事 子ども安全の日の集い 11月17日 中部公民館 子どもたちの安全確保に関する研修を行い、学校関係者等の安全意識を高める。 ２４９ 人 「子ども安全の日の集い」は、事件から１年後の平成１７年１１月１７日に開催され、今年が８回目を迎えます。二度とこのような事件が起こらないことを願い、「地域の子どもは地域で守る」という気持ちを確認し、子どもの安全や安心に取組む大人の意識を高め合う機会としている。今年は、当時の校長、楳田先生の講演、事件当初から見守り活動を続けてくださっている富雄中学校区指導協議会、上城戸会長の話を通して事件を決して風化させない取組の重要性を共通理解することができた。関連行事 センター科学・工作まつり 12月2日 はぐくみセンター はぐくみセンター9階において、半日で科学実験とものづくり工作、プラネタリウムを体験していただくプログラムを実施する。 ３０８ 人 万華鏡やキャンドルの作成、プラネタリウムなどの体験を行い、児童生徒の科学への興味関心の高揚を図ることができた。関連行事 「なら教育の日」記念集会 12月2日 なら100年会館  記念講演　　　『 子供たちとともにつくる、これからの奈良 』　　　                   映画監督　　河瀨直美　氏対談 『 奈良らしさにふれて 』　　　コーディネーター                  都築由美氏  　　対談者        映画監督          河瀨直美氏       　　　　　　　　奈良市教育長　　中室雄俊 ３４６ 人 本市では、未来を担う子どもたちをより育んでいくために、市民一人ひとりが２１世紀の奈良市の教育を考える機会として、平成１４年１２月２日に「奈良市教育憲章」、「なら教育の日」、「なら教育週間」を定め、地域の教育力の向上と子どもたちの健全育成をめざしている。この一環として市民の方々に奈良市の教育について、より理解を深めていただくために記念集会を開催した。9月25日11月9日 ○ その他10月4日 ○○○ その他10月5日 ○○ その他10月17日11月27日 ○12月14日 その他10月22日 ○○○○ その他 食品衛生協会 ５４ 人 基本的な生活習慣を見直すことで、自分の体を大切にしようという意識が育ち、以前よりも増して丁寧に手洗いをする姿が増えてきている。講師を招聘し、正しい手の洗い方の指導や、洗った後の手の雑菌の残り具合を観察したりして、手を洗うことの大切さに気付く。保育公開 手洗い講習会 リズム室 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
奈良の伝統ある文化財や施設に関わることで、自分の住む地域に愛着をもち、大切にしようとする意識の芽生えにつながると思う。関連行事 園外保育○興福寺周辺○新薬師寺○奈良町、大宿所 興福寺周辺新薬師寺周辺 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 自分たちの住む身近な街の様子に気づいたり、地域にある世界遺産や文化遺産にふれ、親しみを感じる。
いろいろなお話を聞かせていただく中で、内容に興味や関心をもったり、想像力や理解力が育まれるとともに、聞く態度が育ってきている。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 地域の方に来ていただき、えほんや地域の伝記など、楽しいお話しを聞かせていただく。 ４ 人--

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 親子で園庭の草引きをしたり、わらべ歌遊びや、制作をしたりして、労働の大切さを知ったり、親子の触れ合いを深めるような遊びを楽しむ。 ５０ 人 保護者も活動に参加することで、幼稚園教育の理解がまし、親子のふれあいや共通の話題ができ、親子の信頼関係につながると感じる。
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 指導主事を招聘し、教師の力量を高めるために研修をする。 １ 人 指導主事を招聘し指導を受けることで、教員の指導力や資質の向上がはかりつつある。保育公開 園内研究会 園全体保育公開 かるがも集会 保育室・園庭関連行事 お話の会 保育室

学校関係保護者一般市民学校関係保護者地域ボランティア一般市民小学生以上の子どもとその保護者又は引率者奈良市教委
学校関係者保護者市民

Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　

奈良市立飛鳥幼稚園



2 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月27日 ○○○○○ その他 中学生・小学生10月30日 ○11月14日 ○○ その他11月1日 ○○○ その他11月14日 ○11月30日 ○○○○ その他11月23日 ○○○○○ その他10月4日11月8日 ○12月6日 ○○ その他 未就園児親子10月5日 ○○ その他10月11日 ○○○○ その他 鼓阪北・若草保育園未就園児親子10月12日 ○○○ その他 鼓阪北・大柳生幼稚園10月22日 ○○ その他 ３３ 人 お年寄りに踊りや学期遊びを見ていただき、喜んで下さる姿を見て園児たちの自信につながったように思う。特別養護老人ホームを訪問し、お年寄りと一緒に楽器遊びをしたり、踊りを見ていただいたりして交流をもつ。万葉苑交流会 万葉苑 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 ３２ 人 地域の方に直接話を聞いたり、出かけたたりすることで文化財に触れ、自分たちの住んでいる地域の良さを感じことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方般若寺・植村牧場周辺 保護者（家族を含む） 自分たちの住んでいる地域の方や地域にある文化財に触れ、親しみをもつ。 ４７ 人 実際に人形劇を鑑賞し、感動を共有できた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 園児・保護者・未収園児親子・近隣園（鼓阪北幼稚園・若草保育園）・地域の方等、　一緒に人形劇鑑賞し、楽しいひと時を過ごす。 １０ 人 慣れ親しんでいる民生委員さんなので、　安心して自分を表現したり、昔の遊びを教えてもらったりして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幼稚園 保護者（家族を含む） 民生委員の方を招いて、昔の話や遊びを教えてもらいながら、ふれ合い遊びを楽しむ。 １７ 人 未就園児と一緒に遊ぶことを楽しみにする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幼稚園 保護者（家族を含む） 在園児と一緒に遊び幼稚園に慣れ、親しむ。関連行事 未就園児ひよこ・こじかクラブ関連行事 ふれ合い会関連行事 人形劇鑑賞関連行事 地域探検関連行事

子どもたちの創作意欲あふれる作品を参観していただき、子どもたちの成長を感じていただくことができた。また子どもたちも自分の作品を認めてもらうことで、自信につながり、生活が意欲的になっている。保育公開 休日参観○　園内作品展 園内 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員保育公開 音楽観賞会○マリンバ演奏会○ママさんブラスバンド リズム室 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
４５ 人 お年寄りとふれあう機会の少ない幼児にとって、お年寄りの優しいまなざしや言葉かけは心温まる経験になり、お年寄りを敬い大切にしようという心が育まれると感じる。

地域の方
迫力あるマリンバやいろいろな学期の音にふれたり、良く知っている曲の演奏を聴いたりしながた、楽しんだり感動したりして、感性を豊かにする。 １００ 人 いろいろな楽器の迫力ある音色を目の前で鑑賞することで、音楽に関心をもち楽しむことができた。園児や未就園児が作った作品や、日々の園児の生活を撮影した写真などを展示し、子ども達の心身の育ちや表現を楽しむ様子を見ていただき、幼稚園教育を広く啓発する。 １２０ 人
地域の『生き生きシルバー教室』の活動に参加し、一緒に歌ったり踊ったりして、たのしくすごしながら、お年寄りに親しみの気持をもつようにする。関連行事 シルバー教室ふれあい会 飛鳥公民館 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

自分たちより小さなお友達と遊ぶなかで、優しく接したり教えたりしながら、いたわる心が育まれると考える。また未就園児も、園生活に親しみを感じることができる。関連行事 未就園児の会 保育室・園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 あすかフェスティバル 飛鳥小学校 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地域の方
地域主催のフェスティバルに参加し、小中学生や地域の方々と触れ合う楽しさを味わう。また、歌や踊りを披露したり、小中学生の楽器演奏やいろいろな催しを楽しむ。 地域各種団体と幼小中生徒、保護者など仏邸多数の方々とのふれあいを通して、地域に親しみを感じたり、多くの人とふれあうことを楽しむことができた。在園児と一緒に遊びながら、幼稚園に親しみをもったり、園生活の様子に興味をもてるようにする。 ４０ 人奈良市立飛鳥幼稚園

奈良市立鼓阪幼稚園



3 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月1日 ○○○○ その他 未就園児親子11月9日 ○○○ その他 若草保育園・鼓阪小１年生11月11日 ○○ その他12月8日 ○○○○○ その他 未就園児親子12月8日 ○12月11日 ○○○○ その他 未就園児親子・鼓阪小学校10月6日 ○○○○ その他 来年度入園予定者及びその保護者10月29日 ○11月5日 ○ その他10月26日 ○○ その他11月9日 ○○○ その他11月14日 ○○ その他 １５ 人 地域の方と英語で挨拶を交わしたり、歌をうたったりして、英語に親しむことができた。英語の言葉や話に興味や関心をもち、歌ったり体を動かしたり、絵本を見たりして楽しく過ごす。英語で遊ぼう 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
７５ 人 地域の方から手作りおもちゃの作り方を教えていただき、親子で一緒に作ったり、保護者の手作りゲームで遊んだり、人形劇を見たりして、地域の方や親子とので触れ合いを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幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の方と一緒に手作り遊具を作ったり、親子でゲーム遊びをしたり、楽しい音楽を聞いたりして楽しく過ごす。 ５０ 人 親子一緒に自転車の乗り方や、横断歩道の歩き方などを実際に指導を受けたことで、安全に乗ったり歩いたりすることの大切さを再確認する機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方幼稚園 保護者（家族を含む） 奈良県警から来て、親子一緒に自転車の乗り方、横断歩道の歩き方などを実際に指導していただき、安全に乗ったり歩いたりすることの大切さを再確認する。
２４ 人 園児と保護者、地域の方とでならまち探検を行った。各場所で地域の方から話を聞き、自分たちの住んでいる地域の文化財に触れ、楽しむ機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方なら町 保護者（家族を含む） 地域の方々の案内でなら町を歩き、地域遺産に触れ親しむ。 １２０ 人 保護者や地域の方から拍手や声援をもらうことで、園児たちはより意欲的に取り組むことができ、参観者も一緒に行う競技等もあり、全員で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幼稚園 保護者（家族を含む） 幼児の頑張っている姿を保護者・地域の方々に見てもらうとともに、競技等にも参加して全員で楽しむ。保育公開 運動会関連行事 園外保育（ならまち探検）保育公開 親子交通安全教室関連行事 ふれあい広場関連行事

園児の作品をみていただき、幼稚園教育の理解を深めたり、子どもの成長を見ていただくことができた。関連行事 園内作品展 幼稚園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員保育公開 園内音楽会 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
６ 人 日頃参観していただけない家族の方に幼稚園での子どもの様子を見ていただいたり、親子で楽しく過ごしたりする機会となった。

地域の方
園児や未就園児親子が、歌、合奏、リズム表現など、音楽活動を楽しんでいる様子を見ていただく。 １９ 人 たくさんの方に見ていただき、子ども たちの力を発揮する機会となった。園児や未就園児（ひよこ・こじかクラブ）がかいた絵や制作物を展示し、保護者や地域の方など、たくさんの方に見ていただき、幼稚園教育を広く啓発する。 ２１ 人
日曜参観を実施し、日頃、参観して頂けない家族の方に幼稚園での様子を見ていただき、幼稚園教育への理解を高めるとともに、親子のコミュニケーションの場を設ける。保育公開 日曜参観 　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

縦割りのグループに分かれて身近な奈良公園を探検したり、さつまいもを収穫することで一層親しみを感じ、活動を楽しむことができた。関連行事 保・幼・小交流会（奈良公園木の実拾い・イモ掘り） 奈良公園幼稚園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 焼き芋パーティー 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地域の方
幼稚園で栽培したサツマイモを使い、園児がお店の人になって、ほっとプレートで焼いた芋を振舞い、みんなで収穫の喜びを味わう。 １１ 人 自分たちで栽培したサツマイモをみんなで食べることで、一層収穫の喜びを感じることができた。園児・若草保育園児・小学1年生とで奈良公園へ木の実拾いに出かけたり、幼稚園のイモ畑で一緒に植えたサツマイモを堀り、、収穫の喜びを共に感じる。 ５５ 人奈良市立鼓阪幼稚園

奈良市立済美幼稚園



4 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月27日 ○○○ その他11月29日 ～ 12月1日 ○○○○ その他 入園予定者・保護者10月13日 ○○○○○ その他 未就園児・卒園児10月30日 ○○○ その他 小学１年生11月3日 ○○○ その他 小学１年生11月9日 ○○ その他 小学１年生11月15日 ～ 11月17日 ○○○○○ その他 未就園児・卒園児10月12日 ○○○○ その他11月2日 ○○○ その他11月7日 ○○○ その他 ３６ 人 一人一人の生け花を作品展で飾り、多くの人に見ていただけた。進んで花の世話をしたり、愛しむ言葉がけをする姿が見られるようになった。また、プラスチック容器に入れて昼食時に飾る幼児もいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ２２０ 人 幼児たちは小学校へ行くことに期待をもち、今までに交流を積み重ねてきた保育園児と会えたことも喜んでいた。初めてする競技を1年生のリードで経験できたことで、より就学に向けての期待が高まった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 １５４ 人 年長者の方と昔遊びやふれあい遊びなどをすることで、人の温もりや親しみを感じ、言葉や態度で自分の思いを伝えようとする姿が見られた。園児の姿を見ていただくことで幼児教育の理解に繋がった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 給食会関連行事 ミニ運動会関連行事 花生け体験 大宮小学校 保護者（家族を含む）
園内
園内

保護者（家族を含む） 地域の生け花の先生を招き、日本文化に触れる。

地域に開かれた幼稚園としてオープンキンダーガーデンを開催し、幼稚園の教育を理解してもらえるよう保育内容の工夫をした。１５６ 人幼児教育の理解を深めるために，保育公開と園内作品展を実施する。保護者（家族を含む） 地域の年長者の方を幼稚園に招き、歌を歌ったり、一緒に間食したりして親しみをもつ。三笠保育園・大宮保育園・大宮幼稚園の年長児と大宮小学校1年生の児童が運動遊びを通して交流する。
オープンキンダーガーデン 佐保幼稚園 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

９５ 人 幼小連携を通して、教師同士の連携、子ども同士の連携の大切さと共に、互いの子どもにとって互恵性の関係づくりの大事さを理解していただく機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方佐保小学校 保護者（家族を含む） 幼稚園年長児と１年生が、秋見つけ、合同遠足で経験したことをグループで出し合い、制作活動をする。 １５０ 人 地域に開かれた幼稚園として子どもたちの活動の取組をアピールする場となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方中人権文化センター 保護者（家族を含む） 幼稚園の年長児が人権フェスタのオープニング二酸化する。佐保幼稚園の教育活動の取り組みのパネルを掲示する。
２ 人 教師間の協力体制のもと、実施し、その感動を幼小合同授業につなげた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方奈良公園若草山 保護者（家族を含む） 秋見つけ、秋を探しに出かけよう ９８ 人 幼稚園創立60周年をお祝いするつどいに地域の方にたくさん参加していただき共に喜び合い、幼児教育の大切さを感じていただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方佐保幼稚園 保護者（家族を含む） ６０周年お祝いの式典お祝いのつどい親子地域触れ合い会関連行事 親子触れ合い会:６０周年記念お祝いのつどい授業公開 佐保小学校合同授業(遠足）関連行事 人権フェスタ授業公開 幼小合同授業保育公開

園児や未就園児（３歳児）の幼児たちが取り組んだ様々な作品を展示し、保護者や地域の方々に見ていただく機会をもったことで、園教育の啓発になった。小学校の広い体育館でたくさんのカプラを使い親子地域の方との触れ合いを楽しむことができた。関連行事 園内作品展 幼稚園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 生け花体験 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地域の方
地域の方に花の生け方や楽しみ方を教えてもらい、日本の伝統文化に親しむ。 １４ 人 地域の方から花の生け方や楽しみ方を教えていただき、実際に生け花体験し、日本の伝統文化に親しむことができた。園児やうさぎ組（３歳児）の幼児が描いた絵や制作物をリズム室に転じし、たくさんの方に子どもたちのすばらしい作品を見ていただく。 １８０ 人

奈良市立佐保幼稚園
奈良市立大宮幼稚園

奈良市立済美幼稚園



5 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月9日 ○○○○ その他11月8日 ～ 11月11日 ○○○○○ その他11月16日 ○○○○ その他○○9月14日 その他○○9月29日 ○ その他9月24日10月29日 ○ その他 未就園児の親子○○10月20日 ○○ その他○11月15日 ○11月16日 その他○○10月30日 ～ 11月1日 ○ その他 大学教授・学生・保育士○○12月5日 ～ 12月7日 ○○○ その他 未就園児の親子 クラスの友達と一緒に考えてつくったお話遊びを、大勢の人に見てもらったととは、子どもたちの自信につながった。保育公開 園内作品展 保育室・リズム室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員保育公開 園内研究会 保育室・園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
１００ 人 参観日には、保護者の方にも一緒に参加していただき、家族そろって体を動かす良い機会となった。

地域の方
大学の教授や学生・地域の保育士の方が参加した、研究会を実施します。　教授先生から指導をしていただきます。 ２０ 人 保育園の先生も保育に参加してもらったので、参観している以上に研修になった。園内の各保育室やリズム室に、作品や絵を展示します。親子一緒に観覧しながら、作品についての話をしたり聞いたりします。 １００ 人

体力づくりかけ足と参観 保育室・園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
保育室・リズム室園庭 保護者（家族を含む） 保護者の愛育会主催で、園児が楽しめる催しをしていただきます。（ゲーム・買い物・遊びコーナー　など）体力づくりかけ足を実施します。保護者の方にも一緒に参加していただき、体を動かす心地良さを味わっていただきます。

保護者（家族を含む） 毎月２回の３歳児クラスで、月１回お話の会があります。子どもたちと保護者の方が一緒に、お話や絵本にふれる一時を過ごします。 ２００ 人 親子で楽しい遊びの経験ができた。とまとジュースの子どもたちの店もでき、年少児も売る経験ができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
小学校体育館 保護者（家族を含む） 小学校の体育館で、年少・年長それぞれ学年で歌と合奏を発表します。佐紀幼稚園の友達とも一緒に歌を歌います。 １２０ 人 ３歳児も幼稚園で遊ぶ経験を積み、お話の会でも、落ち着いて集中して話を聞けるようになった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室（みんなのへや）

保護者（家族を含む） 普段、幼稚園に来ていただけない家族の方が来てくださり、各組で保育参観後、一緒に昔遊びをする。 ３００ 人 伸び伸びと歌や合奏をすることができた。大勢の方に見てもらう良い機会となった。校庭で年長児がとまとジュースを販売し、園児と地域の方がふれ合う良い機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方お話の会（未就園児の親子）関連行事 みあとようちえんあきまつり保育公開

１４０ 人 祖父母の方の参加もあり、一緒に遊ぶ良い機会となった。幼稚園の教育を理解してもらえる啓発の場として有効だった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室・リズム室 学校評議員地域の方 　地域の寺院をお借りして、日本文化に触れる。保育公開 家族参観関連行事 都跡ふれあいまつり関連行事

保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 　園内作品展を開催し、保護者や地域の方、未就園児を招く。地域の方関連行事 お茶会 西方寺 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む） ４０ 人
幼児たちは地域の方に自分からかかわり、地域の方の優しいまなざしや言葉に素直に応答していた。作品展では自分の作品の説明をしたり、認められたことを喜んだりして心の交流の深まりを感じられた。作品展を通して、多くの人たちに幼児の発達の過程や幼児教育の内容について知ってもらうことができた。また、感想やアンケートをとることで、幼児や教職員も達成感を味わうことができた。２８０ 人 地域に古くからある寺院でのお茶会は厳かな雰囲気を感じたり、大事に守ってこられた建物や文化を味わうことができた。また、寺院内に今もある防空壕を見学したことは幼児たちにとって貴重な体験となった。

１１０ 人園内園内 保護者（家族を含む） 地域の方と一緒にこまやあやとりの昔遊びをして、触れ合いを楽しむ。教員（他校の教員を含む）保育公開奈良市立大宮幼稚園 作品展関連行事 ふれあい会 学校評議員地域の方

奈良市立都跡幼稚園



6 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　○10月6日 ○○○○ その他 未就園児ひよこ組親子○10月18日 ○○○ その他 未就園児ひよこ組親子○10月2日 ～ 11月27日 ○○ その他 地域コーディネーター及びボランティア○11月9日 ○○○ その他 未就園児ひよこ組親子○11月19日 ○○ その他 地域の茶道講師○11月19日 ○○ その他 サッカー協会指導員10月19日 ○○ その他10月21日 ○○○○ その他10月24日 ○ その他11月4日 ○○○ その他
１２ 人 日曜参観だったので父親の参加が多く、ダイナミックに親子運動を楽しむことができた。参観後、地域の敬老会に出演し、保護者に地域行事を知らせる良い機会になった。２５ 人 指導案の書き方や普段の保育での問題点の指導を受け、ヒントも得て、保育の見直しができた。今後、日頃の保育に活かしたいと思う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） 講師の指導をうけて、親子で運動遊びを楽しむ。教員（他校の教員を含む）
３５ 人 参観日としたので、親子体操に家族で体を動かして楽しめ、園庭ではミニ動物園もあり地域行事に積極的に参加できた。多くの地域の方と楽しく触れ合うことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
１５ 人 親子で音楽に合わせてリズム遊びや体操をしたりと十分体を動かし楽しめた。家庭でもできる内容でスキンシップに役立つと思われ、家でもやりたいという声も聞かれた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 親子体操遊び関連行事 東市まるごと子どもフェスタ保育公開 園内研究会 園内 保護者（家族を含む）

保育公開 家族参観 園内 学校評議員地域の方

リズム室
保護者（家族を含む） 学校教育課の指導主事を招き、三園交流の高円・都南保育園や東市小学校にも参観してもらい、保育実践について指導助言をうけ、学び合う。

園で友達と一緒に参加できることを喜び、毎回楽しみにしている。リーダーの話をしっかり聞いたり、のびのびと遊んだりする姿が見られて大変良いと思う。体をしっかり動かすことの大切さを再認識した。４７ 人　元気いっぱい体を動かして遊ぶ楽しさを味わっている園児の姿を保護者に参観してもらい、体を鍛える大切さなど子育ての参考となるようにする。保護者（家族を含む） 講師の指導をうけて、親子で体操を楽しむ。東市地区交流事業「東市まるごと子どもフェスタ」の会場となる。その催しの中の「親子体操」に親子で参加、地域の方と体操を通じて交流する。
保育公開 スポーツデー（キッズサッカー） 園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

地域の方からのお点前の仕方やお茶についてのいろいろな話を聞きながら、落ち着いた雰囲気の中、親子で日本の伝統文化にふれ親しむ。 ３５ 人 親子で参加出来ることで、楽しさや話題の共有になり、親も経験できることをうれしく思う。茶道に関するいろいろな話が聞けて楽しい。今後、地域にも広報をしながら、地域の方の参加なども呼びかけることを検討していく。年少親子お茶会 リズム室 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 １１８ 人 園児が日頃から積み重ねてきた保育活動の一環が見られてよかった。園児が気持ちをを合わせて、楽しく演奏したり歌ったりしている姿がほほえましく思えた。認めてもらう機会が出来、自信や意欲につながっていくと思う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 日常の音楽やリズム遊びの積み重ねの成果を発表する場として音楽会を催し、幼児教育の啓蒙を図る。 １３０ 人 隔週での親子絵本の日は親子で、楽しみにしている。下の子も一緒に園に来て親子で絵本を見たり、話しを聴いたり出来る機会があり、絵本に親しめてとても良いことだと思う。コーディネーターの参加もあって楽しい経験につながっている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方ぴこぴこルーム 保護者（家族を含む） 年少・年長別に日を決めて、親子で絵本を読んだり、借りたりしながら、より絵本に親しむ機会をもつ。また、地域のコーディネーターによる読み聞かせや手遊び・なぞなぞ等の遊びの指導、卒園児保護者ボランティアによるお話しや遊びの会なども開催し、楽しみながら興味関心を高めつながりを深める。
６５ 人 園にきて園児と共に、人形劇を身近に鑑賞できる機会があってうれしい。地域の方々にも園を知ってもらう機会にして参加を広く呼びかけていけばいいと思う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室ぴこぴこルーム 保護者（家族を含む） 在園児・保護者・未就園児親子・地域の方々など広く呼びかけて、人形劇を鑑賞したり、遊んだりする。 １８０ 人 毎年、園児の姿が生き生きして元気に活動していることがとても良いと思う。特に年長児のきびきびした行動が自信に満ちて立派に成長していると思う。工夫をこらした演技内容も見応えがある。全員参加の演技の工夫など今後も考えていきたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭 保護者（家族を含む） 在園児だけでなく保護者・未就園児親子・地域の方などの参加も演技プログラムに入れる。最後に全員参加の活動を入れて交流を深める。関連行事 運動会関連行事 人形劇鑑賞（未就園児親子登園ひよこ組）関連行事 親子絵本の日保育公開 音楽会保育公開

奈良市立大安寺幼稚園

奈良市立東市幼稚園



7 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月14日 ○○ その他11月20日 ～ 12月7日 ○○ その他11月9日 ○ その他11月9日 ～ 11月10日 ○○○○○ その他 未就園児11月15日 ○ その他11月16日 ○○○○ その他 未就園児10月21日 ○○○ その他未定 ○○○○○ その他10月24日 ○○ その他隔月 ○○○○ その他 ５０ 人 お茶の作法を教わることで、環境に適した行動や態度がとれるようになってきた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
５ 人 職員が意見交換することで職員自身が保育課題を認識できた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 園内研究保育関連行事 お茶会 明治幼稚園 保護者（家族を含む）明治幼稚園

”食と農”ふれあいフェスタをテーマに、幼・小・中・地域がひとつとなって取り組み、連携が深かまった。学習発表や展示の場面でお互いに見せ合う事が出来て、幼・小・中連携の理解が深まった。２,０００ 人平城中学校区（地域・中学校・小学校・幼稚園）”食と農”ふれあいフェスタを実施し、親子で参加する。保護者（家族を含む） 保育を公開する地域・保護者の方を含めて実施する。
関連行事 ”食と農”ふれあいフェスタ 未定 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 ２００ 人 地域の敬老会に、温かく迎えられ、高齢者の方に親しみをもつ機会となった。敬老会 平城小学校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 未就園児3歳児対象に親子登園を実施し、在園児と触れ合ったり、園生活を体験できるように親子で活動したりする。平城小学校で行われる敬老会に参加し、地域の高齢者方々と触れ合う。

保護者（家族を含む） PTA協力の下、保護者の自由参加でに人形劇を楽しむ。 ４０ 人 幼稚園の雰囲気を楽しんだり、在園児と一緒に遊んだり、子育ての情報交換の場となっている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
リズム室保育室 保護者（家族を含む） 作品展・公開保育を地域の方々、保護者を対象に実施する。 ３０ 人 親子で人形劇を楽しみ、共に感動体験する機会がもてた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室

保育室での参観及び学級懇談会 １５０ 人 親子で一緒に作品展を見学したことで、話し合いながら見学する姿がみられた。幼稚園教育の啓発になった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
関連行事 ひまわり組関連行事

１１０ 人 保育参観を通して、幼稚園教育への理解を深め、懇談会では保護者との連携が深められた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室 保護者（家族を含む）地域の方 保護者にも参加を呼びかけ、体力作りのための駆け足をする。保育公開 保育参観関連行事 園内作品展オープンキンダーガーデン（公開保育）関連行事 人形劇観劇

保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 在園児と未就園児が一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせを聞いたりする。未就園児の親が子育てについての情報交換や悩みについて話し合う。地域の方体力作り駆け足 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 １３ 人
継続した交流で、在園児が自分より小さい子とかかわる良い機会になっている。園内作品展を未収園児や地域の方、小学生にも見てもらい大きな自信となった。５５ 人 たくさん走っているので驚いた、子どもたちの体力がついて良い、という感想があった。焼き芋をして収穫祭もでき、芋畑を借りた地域の方にも感謝することができた。

園内関連行事 ひよこ組ふれあい日関連行事奈良市立東市幼稚園
奈良市立平城幼稚園
奈良市立明治幼稚園



8 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月1日 ○11月2日 ○ その他通年 ○○○○ その他11月21日 ～ 11月24日 ○○○○ その他通年 その他10月17日 ○○ その他10月18日 ○○○○○ その他 小学生10月29日 ○○○○ その他11月9日 ○○○○○ その他 未就園児11月20日 ○○○○ その他 他園の園児 ２３ 人 帯解幼・東市幼の園児達と一緒に正暦寺での自然散策や歴史的文化遺産に親しむことができた。正暦寺園外保育 正暦寺 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リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方に柳の木の枝を準備していただき、紅白のお餅を交互につける餅花作りを地域の方に教えていただく。帯解幼稚園の園児達と一緒に地域の正暦寺に園外保育に行く。秋の自然や歴史的文化遺産に親しむ。
保護者（家族を含む） 地域の方や評議委員会、企画運営委員、園児達の祖父母の方に昔のお話や遊びを教えて頂き、一緒にわらべ歌遊びなどをして遊ぶ。保護者の方に園で収穫したさつまいもを使い手作りスイートポテトをつくっていただき一緒に食べる。また、手作りの押し花をプレゼントする。 ２４ 人 地域の方と触れ合いながら、由来のある紅白の餅花作りを楽しむことがことができよかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

リズム室 保護者（家族を含む） 園庭の藤やアケビの蔓で作ったリースに、地域で集めた自然物を使ってリース作りを小学生たちと一緒にする。 １０ 人 竹鉄砲や古銭転がしなど昔の遊びを地域の方や祖父母の方に教わったり、手遊びなどを一緒に楽しんだりして親しみをもつことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室
保護者（家族を含む） ６月に地域の方の田んぼで田植えを体験させていただいた。今回、地域の方に教えてもらいながら稲刈りをし、収穫した餅米を使って１月のうさぎ組のときに、地域の方々とお餅つきをする。 ８ 人 交流を積み重ねてきているので、小学生との会話も弾み、準備しておいたカラースプレーをしたどんぐり・もみじばふう・メタセコイヤまた、千日草、椿の実などを使い、リース作りをするよい機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方祖父母参観保育公開 餅花作り関連行事

２ 人 地域の方に鎌の使い方を教わったり、刈ったり干したりして稲刈りを体験することができ、感謝の気持ちをもつことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方の田んぼ 学校評議員地域の方 未就園児とのかかわりの中で優しさやいたわりの気持ちをもってふれあう。関連行事 稲刈り体験保育公開 リース作り保育公開

保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 園内作品展を実施し、表現活動の成果を見てもらう。地域の方関連行事 未就園児親子活動 明治幼稚園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
６１ 人

６０ 人
自分たちの住んでいるところに愛着をもち、地域の方と交流することで更に親しみと感謝の気持ちをもつことができた。作品展で絵や制作を見てもらいたい思いで子ども達は工夫して意欲的に作っていた。保護者や地域の方からたくさんの感動の声が寄せられ好評を得た。終了後、地域のフェスタにも出展した。１００ 人 未就園親子にとって家庭ではできない経験をすることができ展示を楽しみしている様子がうかがえた。また、幼稚園教育啓発の機会にもつながった。

２０ 人明治幼稚園
子で活動をすることで自分の子どもを見つめ直したり、他の親子とも親密さが増した。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方明治幼稚園 保護者（家族を含む） 民生児童委員の方とのふれあいを通して、感謝の気持ちや親しみをもつ。教員（他校の教員を含む）関連行事 親子活動

保育公開奈良市立明治幼稚園 公開授業参観関連行事 ランラン広場 学校評議員地域の方
保護者（家族を含む） 学年毎に親子の親睦を図るための活動を実施する。

奈良市立精華幼稚園



9 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月13日 ～ 10月13日 ○○○○ その他 未就園児10月24日 ○11月28日 その他11月2日 ○ その他11月7日 ○○○ その他11月9日 ○ その他11月21日 ○ その他11月22日 ○○ その他12月4日 ～ 12月6日 ○○○ その他10月13日 ○○○○ その他10月23日11月16日 ○○○○ その他 １４ 人 穏やかな秋の日差しの中で交流会を楽しむことができた。毎年来てくださる方の顔を覚えていて、より交流が深まってきている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭・和室 保護者（家族を含む） 地域の方との交流を目的にし、グランドゴルフを教えていただいたり、色紙やあやとりなどの遊びを２回一緒にすることで親しみをもってかかわる。 ２００ 人 地域の方々や保護者の方々も大勢出席していただき、子どもの姿を通してあやめ池幼稚園の教育のあり方を発信することができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭 保護者（家族を含む） 地域の方や保護者の方に、子どもたちの元気でたくましい姿や力を合わせて頑張っている姿をを見ていただく。保育公開 運動会関連行事 地域交流会(グランドゴルフ)
保育公開 生活発表会 伏見幼稚園リズム室 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 いきいき広場 伏見公民館 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

７０ 人 多くの幼稚園、保育園、教育機関の方と研究協議の場をもったことで教師間の資質向上につながり、生活発表会に向けて、保育内容の充実を図ることができた。
地域の方

地域の高齢者の方々と、園児、保護者が一緒に歌を歌ったり手遊びをしたりして交流をする。 １３０ 人 友達とイメージを膨らませながらみんなで考え、作り上げてきたお話遊びを保護者や地域の方に見てもらうことで、嬉しさや自信につながった。みんなで考えを出し合い、話し合いを重ねて取り組んできたお話遊びを、保護者や地域の方々に見てもらう。
お話遊び（生活発表会）へとつながる保育の在り方を探り、取組んできた内容を公開保育や研究協議の場で研修し、教員の資質向上を図る。保育公開 保育内容研修部会公開保育 伏見幼稚園 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
地域の方に英語を教えてもらい、歌や手遊び、ゲームや絵本を通して、楽しく英語に親しむ。 １ 人 活動を心待ちにし、歌や、ゲーム絵本などを通して、英語に親しみ興味・関心を深めることができた。ABCであそぼう 伏見幼稚園 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

１１０ 人 ゲームや歌など、たくさんの催し物に参加し多くの保護者や園児との交流を楽しんでいた。また　「いのちきらきら ふしみっこ」のテーマで、命の大切さを、劇やペープサートなどで知ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方伏見幼稚園 保護者（家族を含む） 育友会が中心となり紙芝居や歌、ゲームなどいろいろな催し物を企画し、園児が保護者と共に参加して、多くの保護者や園児との交流を深める。 １０ 人 検車区の方との触れ合いを楽しみ興味をもって電車のしくみや洗車の様子を見ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方近鉄西大寺駅検車区 保護者（家族を含む） 近鉄西大寺駅検車区に行って、検車区の方の説明を聞き、点検、洗車、修理の様子を見学する。 １３ 人 保護者にも参加してもらったことで全員で誕生の喜びを共有することができた。また育児について情報交換の場をもったことで、子育てに対する安心感につながった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方　伏見幼稚園リズム室 保護者（家族を含む） 誕生児の保護者にも参加してもらい、我が子へのメッセージを披露してもらうなど、みんなで、誕生児の成長を祝い、喜ぶ。 ２５０ 人 友達と一緒に精いっぱい取組み、保護者や地域の人に見てもらう嬉しさやを味わったり、触れ合いを楽しんだりすることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方伏見幼稚園園庭 保護者（家族を含む） 幼児が様々な運動遊びに取組み頑張っている姿を、保護者や地域の方に見ていただくと共に、競技にも参加してもらい、全員で楽しむ。関連行事 運動会関連行事 誕生会関連行事 検車見学関連行事 あきまつり関連行事奈良市立伏見幼稚園

奈良市立あやめ池幼稚園



10 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月13日 ○10月25日11月1日11月15日 ○○ その他 未就園児10月13日 ○11月29日 ○○○ その他11月8日 ○○○ その他12月5日 ○12月6日 ○○○○ その他 未就園児12月14日 ○○○ その他10月中旬 ○ その他○11月7日 ～ 11月8日 ○ その他11月7日 ～ 11月9日 ○ その他 富雄南中学校２年生○11月14日 ○ その他 市教育委員会指導主事○○11月15日 ○ その他 １１８ 人 園児が楽しく英語に触れて遊ぶ姿を見てもらうことで、保護者に園の取組を理解してもらうことができた。ゲストティーチャーによるキッズイングリッシュを保護者に参観してもらう。キッズイングリッシュ自由参観 園内保育室 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
１ 人 幼児期の人権教育について、実践を通して教員が互いに学び合うことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内運動場・園庭・保育室 保護者（家族を含む） 保育を公開し、研究協議と指導主事による指導を受ける。 １６ 人 中学生は、園児と関わる楽しさや難しさを実感したり、幼稚園の多様な仕事を経験することができた。園児は、中学生と遊ぶことを楽しみに登園し、保護者も中学生のがんばる姿を温かく見守っていた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） 中学生による保育体験。 １９８ 人 園児が楽しそうに活動する姿を見て、保護者には成長を感じてもらう機会になった。また、一緒に合奏等をし、親子でふれあう楽しさを感じることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内リズム室及び保育室 保護者（家族を含む） 友達や保護者と一緒に歌ったり、合奏したりする。 ４ 人 栽培指導をしていただいている地域の方と一緒に収穫の喜びを感じることができた。地域の方にも、引き続き園の教育活動に協力したいという気持ちをもっていただくことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内わくわく畑 保護者（家族を含む） 地域の方と一緒にサツマイモを収穫し、感動体験を味わう。保育公開 サツマイモの収穫保育公開 音楽会関連行事 中学校職場体験関連行事 園内研究会保育公開

母親だけでなく祖父母の参加もあり、子どもが友達と力を合わせて取り組む姿みて成長を感じてくださった。関連行事 収穫感謝祭(味噌汁を食べよう) リズム室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員保育公開 生活発表会 保育室リズム室 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
１６ 人 今回は、天候が悪く子どもの森でなく園内のリズム室にて実施。初めて聞く音色にしっかり耳を傾けていた。本物に触れることで豊かな心が育つ。

地域の方
子どもたちが日頃いろいろな遊びに取り組み、一緒に力を合わせて歌ったり踊ったりすることを楽しみ劇に仕上げた様子をご覧下さい。 ４ 人 毎月実施しているが、毎回いろいろな発見をしている。自分が住む地域のすばらしさを実感できる体験である。日頃お世話になっている地域の人や学校評議委員野方、ボランティアのかたなどを招待して、畑で収穫できた物でみそ汁絵お作り食べる。 ８０ 人
保護者や園児・学校評議委員なども参加していただいて、森の中でのオカリナの演奏を楽しむ。オカリナコンサート 近隣の森 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

３０ 人 地域の方も参加してくださり、子どもの姿を見ながら、保護者同士や地域の方を交えての情報交換の場となっている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭　　　　　　　和室 保護者（家族を含む） 地域の未就園児と保護者を対象に、園でのいろいろな体験を楽しめるように、民生の方などの協力も受け子育て支援を実施。 ４５ 人 地域の方も参加してくださり、未就園児の保育を通して、地域で子どもを育てる体制ができつつある。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭・和室 保護者（家族を含む） 地域の未就園児と保護者を対象に、コーディネータｰや民生の方なども一緒に参加し子育て支援を実施。関連行事 未就園児いちご組関連行事 未就園児うさぎ組関連行事

奈良市立認定こども園富雄南幼稚園

奈良市立あやめ池幼稚園



11 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　○○11月16日 その他11月13日 ○ その他 サッカースクール講師○11月19日 ～ 12月3日 その他○○11月26日 ～ 11月27日 ○○○ その他 未就園児親子○12月6日 ～ 12月8日 ○○○ その他 未就園児親子小学生11月8日 ～ 11月9日 ○ その他 在園児11月15日 ～ 11月16日 ○○ その他 在園児○11月14日 その他11月20日 ○ その他 在園児11月22日 ○ その他 未就園児と保護者 未就園児と保護者が園生活を体験する。 ５０ 人 在園児と触れ合う機会を持ったことで、園生活を知ってもらうことができた。さくらんぼぐみ リズム室 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 ４０ 人 園児達と触れ合うことで、高齢者の方々の顔も和み生き生きとしていたと喜ばれ、楽しく過ごすことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方富雄元町分館 保護者（家族を含む） 地域の高齢者の方と触れ合い親しみをもつ。 ３３ 人 身近な素材を使って、短時間ですてきな作品ができたことに感激すると共に生活環境の見直しをするよい機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 地球にやさしい暮らしについて考える。 -- 茶道体験したことで礼儀作法を身につけ、日本古来のお茶について知ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 日本の伝統文化に触れお点前をたてる。 -- 剣道体験をしたことで姿勢や礼儀を身につけ、日本の伝統文化に興味をもつことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 剣道体験をし、日本の伝統文化を知る。保育公開 剣道教室保育公開 茶道教室環境出前教室(ソーラーランタンつくり)「お茶しませんか」腹話術

園児や未就園児の作品から、一人一人の素直な思いや、発達段階を知ってもらうことができ、園教育への理解を深める機会となった。保育公開 園内作品展 園内リズム室 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 親子ふれあい運動遊び 小学校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 １８０ 人 園児は、保護者の応援を受けながら頑張って走ることができ、保護者には体作りの取組を理解してもらう機会になった。
地域の方

在園児や未就園児が親子でふれあいながら運動遊びを楽しむ。 ２２１ 人 発達段階に沿った運動遊びを通して、親子で触れ合う楽しさやうれしさを感じて活動することができた。在園児や未就園児の絵画や制作を展示し、園教育への理解を深める。 ３４０ 人
保護者にも参加を呼びかけ、体力づくりのためのかけ足を実施する。保育公開 体力づくりかけ足 園庭・小学校運動場 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

コーチの指導の下、園児はボールに触れて遊ぶ楽しさを十分感じた。また、保護者からは、「幼児期からの体作りは大切ですね。」という声があった。関連行事 サッカー遊び 園内運動場 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 預かり保育保護者懇談会 園内保育室 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地域の方
預かり保育の子どもの生活の様子を映像にして映し、保護者に見てもらったり。子育てについて話し合ったりする。　親子の関わりの大切さを伝え、家庭教育の向上を図る。 ４ 人 ビデオを通して預かり保育での園児の姿を知ることや、子育てについて話し合うことができ、保護者は安心感をもったり、家庭教育の大切さを再認識する機会となった。講師を招き、サッカー遊びをして思いきり体を動かす。 ３１ 人奈良市立認定こども園富雄南幼稚園

奈良市立富雄北幼稚園



12 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　○12月9日 ～ 12月11日 ○○○○ その他 在園児・さくらんぼ組9月30日 ○○○○○ その他 未就園児･小・中学生10月11日11月22日 ○ その他10月22日 ○○○ その他 他園の園児10月17日 ○11月22日 ○ その他10月18日11月1日11月8日11月15日 ○11月29日 ○ その他 未就園児とその保護者10月25日 ○ その他10月29日11月5日11月26日 ○○ その他10月30日11月22日 ○○○ その他 他園の園児11月15日 ○○○ その他 未就園児とその保護者 焼きいも用の落ち葉を集め、主体的に参加できた。未就園児や保護者、地域の方とともに食べるおいもはとてもおいしかった。関連行事 やきいもパーティー 園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 柳生保育園田原幼稚園との交流 大柳生幼稚園とその地域田原幼稚園とその地域 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 １２ 人 柔らかい語り口調で話しかけ、絵本を読んでくださるので、自然とお話の中に入り込んでいる。来てくださるおばあちゃんも絵本も大好きである。年間を通して継続している。
地域の方

多くの友だちとふれ合い、それぞれの地域の自然に親しむ。地域の方々との会話やふれ合いを楽しむ。 ２０ 人 同じような規模の子どもたちとの継続した交流なので、慣れ親しんでいる。田原では、リンゴ狩りもできて自然を満喫することもできた。園で収穫したさつまいもを地域の方の協力を得て、焼き芋をして食べる。 ２８ 人
関連行事 お話の会 保育室 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学校評議員地域の方 ４園合同で大型バスに乗り、遠足に行く。多くの友達をの出会いを楽しむ。地域の方に絵本の読み聞かせをしていただく。

保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 年間を通して、未就園児親子登園を実施している。在園児と交流しながら集団生活を経験する。行事も一緒に楽しむ。子育て支援や保護者のつながりに役立てる。地域の方関連行事 遠足交流会（飛鳥幼稚園田原幼稚園鼓阪幼稚園） 京都水族館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
４５ 人

７５ 人
子どもたちが文を考え、絵をかいた。親子で表紙を貼り世界で一冊のすてきな絵本ができた。園児とともに保護者も楽しむことができた。いもほり・焼きいもパーティー・作品展見学といった行事への参加と絵をかいたりつくったりといった活動を楽しんだりした。保護者同士で子育ての話もはずみ、地域の子育てセンター的役割を果たしている。３０ 人 小規模園の子どもたちにとっては大型バスに乗ることやたくさんの友達との触れあいは心が弾む。水族館も十分楽しめた。後日、絵画や制作で表現することもできた。

２０ 人保育室リズム室園庭
秋晴れの中、多くの友達と遊び、地域の方々の温かさに触れ楽しく過ごせた。奈良のよさを再発見した。後日、絵画や制作等で表現活動にも生かした。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室リズム室 保護者（家族を含む） 学校評議員の方と保護者対象に保育参観をする。親子で絵本作りをする。教員（他校の教員を含む）

１０ 人 楽しい雰囲気で英語に親しむことができる。小さい頃から英語に親しむのはいいことだと思われる。年間を通して継続していくことで効果があると思われる。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
１００ 人 一人一人がもてる力を十分発揮しており、子どもたちの成長を感じることができた。小学校との合同で地域ぐるみの良さを感じた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 合同運動会関連行事 わくわくＡＢＣ関連行事 鼓阪幼稚園鼓阪北幼稚園交流会

関連行事 未就園児保育うさぎ組（３歳）ひよこ組（０～２歳）

保育室リズム室 保護者（家族を含む）
保育公開 保育参観保育参加親子絵本づくり

鼓阪北幼稚園とその地域 学校評議員地域の方

興東小学校
保護者（家族を含む） 多くの園児とかあくぁって遊ぶことを楽しむ。奈良阪の文化財や自然、地域の方々に触れ、奈良のよさを感じる。

園児達の絵や作品を通して、発達段階の違いや園の教育の様子を伝えることができた。大勢の方々からあたたかい言葉の感想をもらうことができた。１３０ 人園内作品展を開催し、全園児の作品を保護者や地域の方、近隣園や小学校の教員などに公開する。保護者（家族を含む） 運動会で力いっぱい取り組む姿を地域の方に見ていただく。地域の方に英語を教えていただく。絵カード、歌、ゲーム、手遊び等で楽しく英語に親しむ。
保育公開 作品展 リズム室 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

奈良市立大柳生幼稚園



13 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月17日 ○ その他 センターの指導者11月20日 ○○ その他 小学生11月29日 ～ 12月1日 ○○○○○ その他 未就園児とその保護者10月6日 ○○○○ その他 未就園児10月26日 ○○○○ その他 未就園児10月7日 ○ その他11月13日 ○ その他 未就園児11月15日 ○ その他11月16日 ○○○ その他 未就園児12月5日 ～ 12月8日 ○○○○○ その他 未就園児 小学生や保護者祖父母が休日にも作品展を見に来ていただき、園児達は喜んでいた。自分の作品を説明したり手作り絵本を読んだりして、楽しいひとときを過ごした。保育公開 園内作品展 リズム室 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 人形劇 リズム室 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 １３０ 人 小学生と一緒に手をつないでもらって行くことをよろこんでいた。公園で木の実や木の葉をひらったり、アスレチックで体を動かすことができた。
地域の方

在園児親子と未就園児親子が一緒に人形劇を観る。 ６０ 人 多くの人と一緒に人形劇を楽しむことができた。未就園児も親子で楽しむことができてよかった。在園児が作った作品(絵画・製作物など)を展示する。小学生・保育園児・未就園児地域の方に見てもらう。 １５０ 人
小学12年生と在園児が一緒に大渕池公園で遊ぶ。地域のボランティアの方と一緒に行く。幼小交流会 大渕池公園 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 ６０ 人 園児は未就園児においもを配ったり挨拶をしたりして一緒に食べることを楽しんでいた。園内で栽培・収穫したさつまいもでおいしく食べた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 在園児が未就園児親子を招いて、園の畑で収穫したさつまいもを焼いてみんなで食べる。 ３０ 人 親子で相談しながら牛乳パックを使ったおもちゃづくりをした。親子で絵を描く事で楽しさが増した。園内作品展で展示をして、友達の作品も見ることができてよかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室・リズム室 保護者（家族を含む） 育友会主催で親子で牛乳パックを使った手作りおもちゃを作る。 ８０ 人 地域の方と一緒に人形劇を楽しむことができた。人形劇を見て、絵を描いたりお家で話題になり感動体験をした。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 在園児親子と未就園児親子地域の方と人形劇を観る。 １５０ 人 地域の人や保護者にも参加したり応援していただき楽しく過ごすことができてよかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭 保護者（家族を含む） 在園児が園庭で体を動かして遊ぶ。保護者・地域の方も一緒に競技に参加する。保育公開 運動会関連行事 ふれあい観劇会保育公開 参観・親子体験活動保育公開 焼いもパーティ関連行事

保護者・未就園児だけでなく、地域の方もたくさん見に来てくださり、園児の自信や意欲につながった。子どもたちの成長を感じていただき、幼稚園教育を理解していただけた。関連行事 園内作品展 リズム室廊下保育室 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 興東校区里山まつり 興東小学校 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
２０ 人 つくって遊べる楽しいおもちゃを丁寧に教えていただき、つくって遊ぶ楽しさを味わえた。プラネタリウムも興味をもって集中してみることができた。いい経験ができた。

地域の方
小学校１､2年生との交流を楽しむ。小学校の先生に親しみをもち、小学校へのあこがれや期待の気持ちを育む。 ２３０ 人 興東地区がこんなに温かくすばらしいものだと子どもも保護者も感じることができ、充実した一日を過ごすことができた。地域の方が一同に集まり地域の団結力を感じた。園児の絵や制作物、親子でつくった絵本、園生活の写真等を掲示し、保護をはじめ、未就園児親子他、地域の方にも見ていただく。保育園児や小中学生にもよびかける。 ４５ 人
教育センターに出かけ、「わいわいつくってたのしくあそぼう」への参加とプラネタリウムの見学をする。関連行事 わくわくセンター学習 教育センター 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奈良市立大柳生幼稚園

奈良市立鶴舞幼稚園



14 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　○10月29日 その他10月30日 ○ その他○11月5日 ○ その他○11月1日 ○○ その他○11月2日 ○○ その他10月6日 ○○○○ その他10月11日 ○○ その他11月8日 ○○ その他11月12日 ○ その他11月13日 ～ 11月15日 ○ 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 中学生に「仕事」を体験してもらうとともに、園児が中学生に親しみを感じ、様々な活動を共にする地域の方
８８ 人 小学校へのなめらかな接続を見据え、楽しみながら英語に親しむことができた。中学背に親しみを感じて触れ合い、中学生には「仕事」を体験してもらうことができた。８ 人２ 人園内

園児の歌や楽器演奏を聴いてもらったり、参観者もともに歌ったりして、楽しむとともに園児の成長した姿を見てもらうことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） 小学校への滑らかな接続を意識し、外国人講師を迎えて楽しく英語に親しむ教員（他校の教員を含む）
４１ 人 地域の栄養士さんによる「おべんととやさいの話」で、保護者に好評であり、食に関心をもってもらう機会になった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ２１８ 人 小学校との連携の深まりにより、小学校教員や兄弟関係以外の小学生の参加が増え、園児、保護者、地域の方々と共に楽しめた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 運動会関連行事 食育講座関連行事 音楽参観

関連行事 職場体験
リズム室 保護者（家族を含む）

関連行事 英語で遊ぼう リズム室・保育室 学校評議員地域の方

園庭
保護者（家族を含む） 園児が友達や先生と一緒に歌ったり楽器を演奏したりしたりする様子を参観してもらうとともに、参観者も参加し、音楽会を楽しんでもらう

皆で野焼きをし、家庭では味わえない経験ができた。１４ 人収穫したサツマイモを野焼きし、みんなで楽しくいただく。保護者（家族を含む） 地域の方にも参加してもらって運動会を行う保護者に食への意識を高めてもらうよう、地域の栄養士さんに講演していただく
焼き芋野焼き 奈良市立田原幼稚園 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 １１ 人 家では子どもと親だけのふれあいのみなので、園児とふれあえることはうれしい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方奈良市立田原幼稚園 保護者（家族を含む） 地域の子ども達と親子で登園してもらい、園児とふれあったり、楽しい一時を過ごす。 １２ 人 親子で田原ならではの太鼓の経験ができて楽しかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方田原公民館 保護者（家族を含む） 親子で田原太鼓をたたき、和楽器の楽しさに興味をもつ。 ６ 人 図書館に行き、本に興味をもったり、友達の借りた本の話などもしたりしていた。図書館に行った経験は子どもにとって良かった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方奈良中央図書館 保護者（家族を含む） 図書館に行って図書館の職員の方に絵本を読んでもらう。自分の好きな絵本を見たり借りたりする。 ８ 人 実際の子どもの様子と遊びにいたる子どもの様子がわかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方奈良市立田原幼稚園 保護者（家族を含む） 子どもと一緒に遊び子どもの成長の様子を見てもらう。子どもの遊びの様子をビデオ視聴してもらう。保育公開 一緒に遊ぼう関連行事 図書館に行こう関連行事 親子田原太鼓教室関連行事 なかよし会関連行事

奈良市立田原幼稚園

奈良市立鳥見幼稚園



15 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月16日 ○○○ その他11月14日 ○○ その他11月27日 ○○○ その他　　１２月６日～８日 ○○○○ その他10月19日 ○○○ その他10月23日 ○○ その他10月25日11月6日 ～ 11月19日 ○2日～3日 その他11月8日 ○○○○ その他10月20日12月14日 ○ その他

エリシオン（高齢者施設）との交流関連行事 小学校との交流　中学校（登美ヶ丘・登美ヶ丘北・二名中学校）との交流保育公開 未就園児に向けて公開保育

関連行事 お茶会関連行事
関連行事 ３ 人 地域のゲストティチャーと接する良い機会となりました。おはなしの会音楽紙芝居 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 地域の方々による読み聞かせやピアノ演奏をききながら読み聞かせを聞く ４０ 人 地域の幼稚園を知ってもらう良い機会となりました。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） 未就園児に向けて保育を公開し、一緒にあそびます。 ８０ 人 身近な異年齢との交流によって身近な人々に接する感情が育まれました。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） 小学校との交流運動場で玉入れ・つなひきなどをして交流をします。中学校の職場体験として受け入れ園児と遊んだり、幼稚園について体験学習をします。それぞれの中学校の期間は違っていて２日から３日です。

４０ 人 核家族が多い子どもたちにとって高齢者とのふれあいが大切と思われました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方高齢者施設 保護者（家族を含む） 地域の高齢者施設に園児が出かけリズム遊び・歌を見てもらったりわらべ歌遊びをし高齢者と交流します。幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者・園児が互いにお茶を点てていただきます。講師は地域のお茶の先生にきていただきます。 １５ 人 親子の参加はとても意義がありました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
地域の方、小学生、小学校教員、未就園児・保護者、地域の保育園児・保育士等多くの方に来園してもらい、造形活動を通して交流し、園児の成長を感じ、園教育の理解につながった。関連行事 園内作品展 園内 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員

４ 人園内や地域の方の畑で栽培してもらったサツマイモを収穫し、地域の方とともに収穫を喜び、一緒に食べる 栽培指導してもらった地域の方に感謝の気持ちをもつとｔもに、自分たちで育て,収穫した喜びを味わいながらおいしく食べることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方
地域の方の指導により栽培収穫した米を地域の方に脱穀・精米していただき、地域の方とともに収穫を喜び、一緒に食べる ８ 人園児の絵、制作物（個人・共同）を展示し、園児と共に保護者や地域の方、小学生、小学校教員に見学してもらい、園教育への理解を図る ２５６ 人

地域の方関連行事 ごはんパーティー 園内 保護者（家族を含む）
地域の方 地域の高齢者に親しみがもてるよう、高齢者を招いて園児の歌や合奏聴いてもらったり、一緒に歌ったり手遊びをしたりおやつを食べたりしてふれあい、交流する 栽培指導してもらった地域の方に感謝の気持ちをもつとｔもに、自分たちで育て,収穫した喜びを味わいながらおいしく食べることができた。関連行事 おいもパーティー 園内 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員ようこそふれあい会 園内 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 ２２ 人 地域の高齢者の方々と一緒に過ごすことで、親しみや優しさを感じて触れ合うことができた。関連行事

奈良市立鳥見幼稚園
奈良市立登美ヶ丘幼稚園



16 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月1日 ○○○ その他11月10日 ○○○ その他10月23日11月6日12月11日 ○ その他10月13日12月4日 ○ その他11月7日　 ○○ その他11月17日 ○　 ○○○ その他11月17日 　 ○11月20日 ～ 11月21日 ○○○ その他10月6日 ○○○○○ その他 地域コーディネーター10月15日11月8日 ○ その他10月16日11月6日 ○○ その他 市教委指導主事 １ 人 園内研究会に参加したことで、自分の保育を見直す機会となり、人の保育を見せてもらうことで、気づくことが多かったと思う。適切な指導助言をしていただき良い勉強になった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） 指導主事先生を招いて研修し、指導助言をいただく。 ４ 人 回を重ねるごとに、集中してお話を楽しむ子どもが増えてきている．地域の方からも「静かに一生懸命お話を聞いてくれてうれしいです」と言ってもらった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方絵本の部屋 保護者（家族を含む） 地域の方に絵本や紙芝居を読んでもらい、お話に親しみ豊かな心を育てる。 ２００ 人 子どもたちのがんばっている姿を保護者の方々をはじめとして地域の方々にもみてもらうことができ、幼稚園教育の啓発につながった。「子どもたちの姿に感動しました」という声をきかせてもらった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭 保護者（家族を含む） 元気いっぱい体を動かすことを楽しみ、いろいろな人に見てもらう。保育公開 運動会関連行事 お話広場関連行事 園内研究会

日々の園生活で描いたり作ったりした全園児（未就園児）の絵や作品を展示する。 １５０ 人 右京音楽会と同じ日であったので初日に参加される方が多かった。子どもたちの作品に賞賛の声を多くいただいた。園内作品展 リズム室 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 ５３ 人 園児が初めて出演した。「かわいい」など好評を得た。園児も緊張感はあったがよい経験が出来、自信につながったと思う。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方小学校体育館 保護者（家族を含む） 小学校と合同。歌を歌ったり、合奏をしたりする。 ６０ 人 御神輿を担いで練り歩くコースを園、西側の住宅街に変えた距離的にもよかった。万青の行事と重なったので参加していただけず残念。幼児の楽しい様子を見ていただくためにも地域への啓蒙の工夫。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内園周辺 保護者（家族を含む） 園児が手作り御輿を担いで、園周辺を練り歩いたり園庭で保護や万年青年クラブの方、未就園児と踊ったりして一緒に遊ぶ。 ３５ 人 子どもたちと一緒にかけ足に参加できてよかった。地域の方をゲストティーチャーに迎え、和やかな雰囲気でしめ縄作りを楽しまれた。参加者はしめ縄作りに真剣に取り組まれて個性豊かな作品がいっぱい出来た。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方絵本の部屋 保護者（家族を含む） 絵本やお話、紙芝居に親しむ。 ３０ 人 毎回楽しみにしている。子どもたちと一緒にふれあって遊ぶのがとても楽しい。園外保育では園児と行動をともにすることができ、奈良町やおもちゃ館、音声館などで子どもたちと一緒に遊ぶことができ､エネルギーをいっぱいもらえたし楽しかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室興福寺や奈良町、音声館（１１月６日） 保護者（家族を含む） 通年６回。講師を招き、地域の方と一緒にいろいろなわらべうたを楽しむ。11月6日は興福寺や奈良町を見学し、音声館でわらべうた遊びを楽しむ。関連行事 わらべうた教室関連行事 お話会関連行事 秋まつり保育公開 音楽会関連行事

１００ 人 園児の音楽発表を参観できてよかった。親子がふれあって体を動かした。いろいろなふれあい遊びをすることができ楽しかった。家庭でもできることがたくさんあり、家でもやってみたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方青和幼稚園青和小学校体育館 保護者（家族を含む） ○　保育参観○　親子で触れ合い遊び 園の都合により、実施できませんでした。1月に実施する予定です。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方青和幼稚園 保護者（家族を含む） ○　地域の民生委員の方たちによるペープサートの実演○　民生委員さんとのお話やわらべうた遊。 --関連行事 民生さんと遊ぼう保育公開 家族参観奈良市立青和幼稚園
奈良市立右京幼稚園
奈良市立東登美ヶ丘幼稚園



17 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月17日 ○○ その他10月23日 ○○ その他 小学生10月25日 ○11月22日 ○ その他10月29日 ○○○○ その他 警察署の方10月30日 ○○○ その他 明治乳業の方11月6日 ～ 11月8日 ○○ その他 中学生11月9日 ○○ その他11月13日 ○○○ その他 つくってあそぼの先生11月14日 ○ その他11月17日 ○○ その他 土曜参観にしたことで日頃みてもらえないお父さんやおうちの人に見に来てもらえて子どもたちもとてもうれしそうで張り切る姿がみられた。みんなでひとつの目標に向かって取り組み、成長がみられた。関連行事 音楽会 リズム室・保育室 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 焼き芋パーティー リズム室 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 ９ 人 ドングリ、木の枝、小石など自然物を使って制作を楽しんだ。電気のこぎりやドリルなどを使い、ゲストティーチャーに手伝ってもらったことで、日頃はできにくいところまで作ることができ子どもたちは大満足だった。根気よく取り組み一人一人発想豊かな作品ができあがった。
地域の方

幼稚園で収穫したサツマイモを使って焼き芋パーティーを楽しむ。 -- 年長児が前日にお芋の券を作って年少児にプレゼントした。当日は年長児がホットプレートでお芋を焼いて、みんなで焼き芋を味わった。みんなで掘ったお芋は格別においしかったようである。友だちと一緒に歌ったり合唱したりすることを楽しむ。 １５７ 人
いろいろな自然物を使って作ることを楽しむ。関連行事 つくってあそぼ リズム室 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

地域のお年寄りに来ていただき、歌を聞いてもらったり、一緒に手遊びをしたり、お菓子を食べたりして楽しい時間を過ごすことができた。グループで座ったので親しくはなしもできた。手作りのお手玉をいただいたので保育に生かしたい。関連行事 のびっこ会 リズム室 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 中学校職場体験 園内 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 人 親子でバター作りを楽しみながら、早寝、早起き、朝ごはんが大切だというパネルシアターをみたり、牛の実物大のシートの横に立ったりして、「食」に関心を持つことができた。
地域の方 中学生による保育体験 １４ 人 登美ヶ丘北中学校と登美ヶ丘中学校の生徒が職場体験にきて、子どもたちと遊んだ。園庭で鬼ごっこをし思い切り走り回ったり、芋掘りを手伝ってもらったり、こどもたちにとっても、楽しい経験になった。地域のお年寄りと触れ合い、親しみをもつ。 ７ 人

年長児の親子でバター作りを、パネルシアターを見て、「食」に関心を持つ。関連行事 食育セミナー リズム室 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
保護者の着ぐるみによる防犯の劇や｛いかのおすしいちにんまえ」の歌や踊りを一緒にし、楽しみながら防犯について学ぶことができた。関連行事 防犯ファミリーデー 小学校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 親子絵本作り 園内 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 ７０３ 人 子どもたちは、小学生の音楽会を聞かせてもらい「みんな上手だったね」「音がそろっていたね」と口々に感想を述べていた。11月に予定している自分たちの音楽会にむけて、良い刺激をもらったようで、その後の練習に、意欲的に取り組んでいた。

地域の方
絵をかいたりお話をお家の人と一緒に考えたりして絵本作りを楽しむ。 １４４ 人 子どもたちの描いた絵に親子で相談しながらお話を考え、素敵な絵本ができあがった。12月の園内作品展に展示したが親子で他の幼児の作った絵本を熱心にみていた。人形劇を見たり話を聞いて防犯について教えてもらう。 ７４ 人
小学校の音楽会を聞かせてもらい、歌や合奏を楽しむ。小学校の音楽会 小学校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 １１ 人 天気があまりよくなかったが、電車やケーブルカーを使って生駒山上に行き、遠足を楽しむことができた。お手伝いの保護者の方が来てくださったので安全にスムーズに電車などの乗り降りができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園外 保護者（家族を含む） 電車やケーブルカーを使って遊園地に行き、交通ルールを守ったりいろいろな乗り物に興味を持って楽しむ。関連行事 秋の遠足「生駒山上遊園地」関連行事

奈良市立東登美ヶ丘幼稚園



18 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月20日 ○○ その他 未就園児と保護者9月28日 ○ その他10月6日 ○○○○○ その他通年 ○ その他10月18日 ○ その他通年 ○○○ その他10月30日 ○○○ その他 スクールサポーター11月3日 ○○○○ その他11月13日 ○ その他11月13日 ○○○○ その他 大型紙芝居「良弁杉」を見て、二月堂に興味をもつことができた。地域の方々も園の保育活動に理解され楽しんでおられた。関連行事 なかよし会 園内リズム室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 ９０ 人関連行事 世界遺産学習 薬師寺・唐招提寺 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学校評議員地域の方 １２０ 人 ほとんどの保護者の方が初めての体験でとても喜ばれていた。このようにして日本の文化を体験できる機会を園でできたことに感心してくださった。
地域の方

薬師寺又は唐招堤寺に行き、奈良の世界遺産や文化に触れ、奈良を愛する心をもち大切にしていく気持ちをもつ。 ７ 人 園児たちは、地域の方と手をつなぎ安心した様子を見せたり、地域の方から唐招提寺のお話をしていただいたりして、とても有意義であった。育友会主催で、全園児・未就園児が大型紙芝居を見たり、ゲームや制作をしたりして遊ぶ。
地域の方 青和幼稚園の園児たちと一緒に大渕池公園に出かけ、秋の自然の中で十分に体を動かしたり、自然物を見つけたりして遊ぶ。地域の方から作法や文化を教えてもらい、お家の方にお茶を点て、作法の心を学ぶ。保育公開 土曜参観（お茶会） 園内リズム室 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）学校評議員 園児と未就園児たちと一緒に遊んだり、楽器遊びをしたりする。地域の方園外保育 大渕池公園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員

６ 人
７１ 人

順番を守る、騒がないなど社会のマナーを守ったり、海に興味をもったり楽しく過ごすことができた。地域の方々や園に、自分の子育てを相談をされたｔり、我が子の成長を感じ取ったりコミュニケーションを図ることができている。３０ 人 保護者の方が保育参加する形式で実施できたことで、我が子以外の子どもにも目を向けかかわることができた。
１ 人園内

地域の方が輪番制で担当日を決めてくださり、「今日はこんなことをしよう」と目的をもち協力してくださるようになってきている。園児たちもわくわくした気持ちでこの行事を楽しみにしている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方大阪海遊館 保護者（家族を含む） 海の生き物やしくみに興味や関心をもち、命の大切さやいたわりの気持ちをもつ。教員（他校の教員を含む）
４００ 人 青和幼稚園と合同運動会を二名小学校運動場で行った。運動会が実施されるまで不安な保護者が多かったが、教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ７１ 人 教師同士が教材研究を積み重ね行事を計画したことによって、楽しんでふれあうことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 お月見会保育公開 運動会関連行事 にこにこタイム

関連行事 いっしょに遊ぼう会関連行事

園内リズム室 保護者（家族を含む）
関連行事 遠足 園内 学校評議員地域の方

園内リズム室
保護者（家族を含む） 地域の方から、折り紙やこま回し・お手玉などを教えてもらい一緒に楽しく遊ぶ。

先日の音楽会でした音楽を星の子会できいてもらい、その後一緒に楽器を鳴らして遊んだ。未就園児に対し回を重ねるごとにすすんでかかわろうとする姿がみられるようになってきた。２１ 人未就園児（３歳児）とその保護者に音楽会を見てもらったり、一緒に触れあって遊ぶ。保護者（家族を含む） 青和幼稚園の園児たちと一緒に行事に参加し、月に関するお話や歌を聞いたり歌ったりして天体や宇宙のことに関心を持つ。幼児のがんばる姿や楽しく取り組む姿を地域の方々に見てもらうとともに、競技などにも参加し全員で楽しむ。
関連行事 星の子会 リズム室 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

奈良市立二名幼稚園



19 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月14日 ～ 11月16日 ○ その他 二名中学校11月19日 ○ その他11月26日 ○ その他9月27日 ～ 11月9日 ○○ その他○○10月13日 ○○○ その他○○10月24日 ○○ その他○10月25日 ○○ その他○10月29日 ～ 10月30日 その他○10月4日 ～ 11月22日 ○○ その他11月6日 ～ 11月7日 ○ その他 地域の方に来ていただいて一緒に体操、ボール遊び、縄遊びをいろいろと教わった。今後の保育の参考にもなり、職員の研修にもつながった。関連行事 運動遊びの会 リズム室 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 未就園児保育 園内 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 ３０ 人 市内の教員が合同保育に参加し、午後は、活発な意見交換を行った。大学の先生からアドバイスや示唆を受け、資質向上につながった。
地域の方 遊びや体操、制作等をして幼稚園で一緒に遊ぶ。 ６５ 人 親子で、遊びや体操、制作等をして一緒に遊び、幼稚園生活を知ってもらい、子育て支援になると共に幼稚園に慣れ楽しむ機会となった。地域の方に来ていただいて一緒に体操、ボール遊び、縄遊びをする。 ４ 人

幼児が自ら遊ぶ保育内容の研修と教職員の資質向上を目的に奈良市立京西保育園児との合同公開保育をする。奈良市立京西保育園六条幼稚園合同保育 奈良市立京西保育園 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 １００ 人 PTAが主催となって、在園児のなかよしまつりを未就園児用として開催している。親子で楽しく参加していた。園の啓発やアピールにもつながっている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 未就園児親子がなかよしまつりを経験する。 １３０ 人 今年度は、地域の方の力をお借りして、オープニングができた各クラスそれぞれ趣向を凝らして、子ども達の笑顔のために保護者が主体となって進められ、連携になった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） いろいろな遊びのコーナーで、親子一緒に触れ合い遊ぶ。 ３００ 人 たくさんの方々の参加があり、楽しいひと時を過ごすことができた。子ども達の演技や競技にたくさんの応援・拍手を頂き盛り上がった。保護者や来賓の方々から、創立４０周年を意識した内容が組み込まれていて見応えがあったと評価していただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方運動場 保護者（家族を含む） 在園児が運動場で体を動かしていろいろな運動遊びをする。未就園児・小学生も一緒に競技に参加する。 ８ 人 年間計画に位置づけ、継続していくことで取り組みが、子ども達の中に根付いてきている。園だけではできない部分を地域の方や関係者（NPO）方々にお手伝いいただいて、進めることができている。今後も協力を得て続けたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） 菜の花プロジェクトとして、種蒔き ・間引き ・移植 をボランティアの方の協力を得ながら行う。関連行事 菜の花プロジェクト･種蒔き･間引き･移植保育公開 運動会関連行事 なかよしまつり関連行事 ミニなかよしまつり保育公開

保育の反省評価とともに、ユネスコスクールについて他校園の実施状況を聞き、自園の取組にいかせられるように今後について話し合う。保育公開 園内研究会 園内 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員保育公開 さつま汁パーティ 園内リズム室 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 ４ 人 「やりがいのある仕事」「子どもたちがかわいい」「勉強や今後に向けて希望をもちがんばる」など中学生からの意見を聞く。小学生と違い年齢が離れているためかゆったりとふれあうことができた。
地域の方

園内で収穫した野菜を調理し、地域の方を招き、一緒に遊んだり、食べたりして収穫の喜びを味わう。 ４５ 人 地域の方と一緒に準備したり、食事したり、エプロンシアターなどを見て、園の保育や園児の実態を知っていただいき環境作りに感動されていた。指導主事を招き、幼児教育（幼小連携・ユネスコスクールなどについて）研修し教師の力量を高める。 １ 人
二名中学生と一緒に触れ合い互いに学び合う。関連行事 二名中学校職場体験 園内 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

奈良市立六条幼稚園

奈良市立二名幼稚園



20 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　○11月5日 ～ 11月16日 ○ その他○11月10日 ○ その他11月13日 ○○ その他○11月末 ○ その他10月13日 ○○○○○ その他 未就園児及び保護者10月16日 ○○○ その他 未就園児及び保護者月一回 ○10月19日 ○ その他10月22日 ○○ その他10月29日 ○○ その他10月31日 ○ その他地域の方 10月生まれ園児の誕生会を祝う行事を、保護者に参観してもらう。
保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 地域の方にゲストティーチャーとして、いろいろな制作活動を教えていただいている。保護者に自由参観してもらう。地域の方誕生会行事参観 リズム室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員

４３ 人
３８ 人

家では体験できないお習字を頑張る姿を見られて良かったという感想が多く、子供達は友達と一緒に墨で字を書くことを楽しみ、文字に関心をもてたように思われる。子供達が英語で話が伝わっていることに驚かれ、五感に届く内容で自然に英語に親しむことができると好評であった。親子で英語に親しみ、楽しむことができた。２８ 人 子ども達がきちんとインタビューに答えられ、感心されていた。また、ピアノ演奏や年長のクイズ、手遊びも楽しく、みんなで誕生児をお祝いする気持ちが高まった。
４０ 人リズム室

朝から親子で体操やダンスなど体を動かして遊ぶことで、触れ合いが深まり、活動意欲も高まったように思われる。手をつないでダンスをして、親子共々嬉しそうで、感想も楽しかったと喜ばれていた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 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、習字を教えていただいている。（年長児対象）その様子を保護者に参観してもらう。教員（他校の教員を含む）
１１５ 人 地域の方の温かな手作り人形劇なので、未就園児にもわかりやすく、園児や保護者も喜んで楽しまれていた。内容もユニークで話し方も大変面白かった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ２５３ 人 地域や保護者の方が沢山参加され、ポンポンやフラッグ、バルーンのリズムや親子競技、リレー等、大変好評で、玉入れやPTA競技等にも、積極的に参加していただけた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 運動会保育公開 人形劇保育公開 おはようタイム

保育公開 作ってあそぼう関連行事

リズム室 保護者（家族を含む）
保育公開 習字を楽しもう 園庭 学校評議員地域の方

園庭
保護者（家族を含む） 異年齢交流や保護者の方と一緒に触れあい遊びをします。

５歳児が小学２年生のおもちゃランドに参加し、他校園の子ども達と楽しい一時を過ごした。２年生に尊敬の気持ちやあこがれをもち、他園の子ども達とも親しめるよい機会となった。２３０ 人小学校２年生の秋祭りに地域の保育所・幼稚園・１年生が参加する。保護者（家族を含む） 定例の運動会未就園児やその保護者の方と、地域の方がされる人形劇を鑑賞します。
関連行事 保幼小合同交流会 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

地域にある世界遺産に出かけ、僧侶から話を聞いたり見学をし、事前に学習していた“すみ鬼”を探したりして心に残る原体験となった。関連行事 園外保育（唐招提寺） 唐招提寺 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 土曜参観 園内 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 ９５ 人 寒さに負けない強い体を作るために行っている、ポカポカタイムの様子を保護者にも見てもらう機会を作った。体操・駆け足・縄跳び等いろいろな運動遊びへの興味が高められた。
地域の方

普段幼児の様子を見てもらえない、家族の方に来ていただき遊んでいる様子を見てもらったり一緒に活動を楽しんでもらったりする。 １２０ 人 子ども達が普段遊んでいる姿や、一斉活動での子ども達の様子を見てもらったり、一緒に参加してもらい理解を深めることができた。地域にある世界遺産を見学する。 ４ 人
寒さに負けない強い体を作るため、体操・駆け足・縄跳び等いろいろな運動遊びを毎朝する。関連行事 ポカポカタイム 運動場 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

奈良市立西大寺北幼稚園

奈良市立六条幼稚園



21 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月5日 ○11月15日 その他11月9日 ○○○○○ その他 未就園児及び保護者10月26日 ○11月8日 ○ その他11月16日 ○○ その他 大安寺幼稚園・辰市保育園10月30日 ○○○ その他 PTA役員11月21日 ○○ その他11月2日 ○○○○ その他 未就園児親子10月22日 ○○ その他11月22日 ～ 11月23日 ○○○○○ その他 未就園児親子9月27日10月30日 ○11月30日 ○○ その他関連行事 お話の会 リズム室 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 ９０ 人 子どもたちの絵や作品をたくさんの方に見ていただき、ほめてもらい、自信につながった。地域の方に昔話の紙芝居を読んでいただき、地域の方とのふれあいを楽しみながら、昔話に親しむ。 ３４ 人 昔話に興味をもち、毎回楽しみにするようになった。また、話を聞く態度も身についてきた。自分たちの絵や作品を飾り、保護者や地域の方に見てもらう。保育公開 園内作品展 リズム室保育室 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
体育専門の講師先生招き、親子で体操をして体を動かすことを楽しんだり、保護者に幼児期の運動経験の大切さを知らせたりする。 ６１ 人 親子で触れ合いながら運動遊びをしたり、幼児期に運動することの大切さを保護者に啓発することができた。親子体操教室 リズム室 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 ８５ 人 おみこしをかついだり、ゲームをしたりして親子で触れ合い楽しむことができた。また、友だちのお母さんや地域の方の温かさも感じることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室園庭 保護者（家族を含む） おみこしを担いで園内を巡回したり、ゲーム遊びをしたりして、親子や未就園児とのふれあいを楽しむ。 ３４ 人 花に興味をもち、美しさに気づいたり、大切に扱い、きれいに飾ろうという気持ちになれた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室 保護者（家族を含む） 地域の方を講師に招き、生け花体験をして、花の美しさに気づき、日本の文化に親しむ。 ３９ 人 日本の文化に触れることができ、また、正座したりおじぎをしたりお茶をいただいたりして、落ち着いた気持ちになれることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 地域の方を講師に招き、茶道体験をして、日本の伝統文化に親しむ。 １５７ 人 多くの子どもたちと触れ合って、親しみ、楽しく遊ぶことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭 保護者（家族を含む） 大安寺幼稚園・辰市保育園の園児と一緒に、園庭で一緒に遊んだり、リズム演技を見せあったりして楽しむ。関連行事 三園交流会関連行事 茶道体験関連行事 生け花体験関連行事 秋祭り保育公開

サッカーに親しみ体を動かして、体力づくりになり、コーチの話をしっかり聞き、理解しながら意欲的に活動に取り組むようになった。保護者も子供の成長ぶりを喜ばれている。保育公開 サッカーを楽しもう 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 ６８ 人関連行事 PTAふれあいまつり 園内 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学校評議員地域の方 ９６ 人 親子で体を動かして遊び、リフレッシュできる場となった。また、共通の話題として、親子のコミュニケーションを図ったり、家庭に帰っても家族で触れ合って遊ばれたりするようになった。
地域の方

PTAが主催となって、各学年ごとにイベントや演目を披露し、教員や地域が一緒になってふれあう機会を持つ。 ８３ 人 ロケットを飛ばすゲームやシーパラダイスでストライク、パターゴルフ等親子で楽しめるゲームで触れ合いや交流が深まった。また、園で収穫したとうもろこしで作ったポップコーンも好評だった。。地域の方にゲストティーチャーとして、サッカーを教えていただく。保護者に自由参観してもらう。
降園直後の園庭開放時間を利用して、親子や友達と一緒に体を動かす楽しさを感じたり、触れ合えたりできる活動を行う。保育公開 元気ＧoＧo親子リフレ 園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）

奈良市立辰市幼稚園

奈良市立西大寺北幼稚園



22 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　9月18日 ○10月22日 ○11月12日 ○ その他10月20日 ○○○ その他10月29日11月9日 ○○ その他11月5日 ○○○ その他11月5日頃 ○○○○ その他11月13日 ○○ その他11月18日 ○○○ その他11月22日 ○ その他10月20日 ○○○○○ その他 保育園児、児童10月31日 ○○ その他 スクールサポート ３５ 人 東市、精華幼稚園と合同遠足を行い、交流を図ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方海遊館 保護者（家族を含む） 近隣園と交流し、幼児同士がｋかかわって遊ぶ機会とする。 ６０ 人 過小規模園として楽しい　運動会であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方帯解幼稚園 保護者（家族を含む） 保護者、地域の方を含めて、地域全体に日頃の保育成果を公開する。保育公開 運動会関連行事 合同遠足
年間を通して小学校と計画を立てたり、事前に保育を他園の園長先生方に見ていただいたり小学校の先生方と打ち合わせをしたりすることが幼小のつながりを研修するよい機会になった。保育公開 奈良市教育課程研修部会公開保育 幼稚園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 地域文化交流会 奈良西養護学校 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 ８ 人 中学生と一緒に遊んだり遊びのルールを教えてこらったりすることで様々な人との関わりが出来、豊かな経験になった。

地域の方
友達と一緒に舞台で歌ったり踊ったりして、保護者や地域の方たちに見てもらったり楽しんでもらったりする。 １３０ 人 地域の中の幼稚園ということを舞台に立って歌や合奏をすることでアピールすることが出来た。平成24年度幼稚園教育理解推進事業による奈良市での教育課程部会の取組「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続について」公開保育をする。 ４５ 人
中学生の生徒たちと一緒に遊んだり、サッカー等の遊びやルールを教えてもらったりして楽しく遊ぶ。職場体験 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 ３２ 人 6月に植えた稲から育ったお米がポン菓子というお菓子の変わることの不思議さや世話をすることの大切さがわかった。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） みんなで幼稚園で収穫したお米でポン菓子を楽しむ ８ 人 年少と年長と一緒にすることでお互いにお茶の作法の確認が出来た。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） 友達と一緒にお茶会を楽しむ ５３ 人 園内作品展に展示する絵や作品を親子で相談したり考えたりしながら取り組むことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方幼稚園 保護者（家族を含む） 幼稚園の生活を知り、おうちの人と一緒に絵を描いたり、好きなものを作ったりする ３５ 人 年少親子でお互いにお茶を点て合いながら子どもたちが保護者にお茶の作法を知らせる姿があった。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） おうちの方と一緒にお茶会を楽しむ関連行事 年少親子でお茶会関連行事 未就園児保育ミッキーグループ関連行事 お茶会関連行事 ポン菓子パ-ティー関連行事

囲碁に興味をもち、地域の方との触れ合いを楽しむことができた。集中して考えようとするようにもなってきている。関連行事 親子囲碁教室 絵本の部屋 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 地域の方を講師に招き、親子で囲碁体験をし、興味をもつ １２ 人

奈良市立富雄第三幼稚園
奈良市立帯解幼稚園



23 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月11日 ○○ その他11月9日 ○ その他12月14日 ～ 12月15日 ○○○○ その他毎週火曜日 ○○ その他 未就園児･小・中学生10月10日 ○○○ その他10月24日 ○○ その他 他園の園児11月6日 ○○○○ その他11月6日 ○○ その他 未就園児とその保護者10月26日 ○○ その他10月31日 ○○○ その他 ６５ 人 マジックショーやスタンプラリー（ゲームやエコバッグ作りなど）に参加し、たくさんの保護者や園児との交流を楽しんでいた。、教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ２５ 人 高齢者と一緒に、歌を歌ったり、触れ合い遊びを楽しんだりした。高齢者も幼児も、ゆったりとした時間の中で心温まる触れ合いができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 ふれあい秋篠関連行事 わいわいフェスタ 園内 保護者（家族を含む）グループホームふれあい秋篠 伝統文化である茶道体験を地域の方に教えていただく、ホットするするひとときの場となった。４９ 人地域の方と一緒に茶道体験をして、日本の伝統文化に親しむ。保護者（家族を含む） 地域の高齢者施設を訪問し交流するいろいろな遊びのコーナーをお家の人と一緒に楽しむ
茶道教室 リズム室 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 ４９ 人 松本真理子さんにマリンバのきれいな音色を聞かせていただいたり、ピアノ伴奏だけでなく、トランペットやドラムも交えたダイナミックな演奏、3人の奏者によるマリンバの連弾に園児は目をみははっていました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 講師を招き、マリンバの演奏を地域の方や未就園児、保護者の方と一緒に楽しむ。 １３ 人 おうちの方からメッセージをいただいたり、教師から出し物を見るなど、幼児の心に残る誕生会になっている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） その月の誕生園児をお祝いする会を保護者が参観する。教師が出し物をしたり、手作りプレゼントをしたり、みんなで歌ったりする様子を保護者が参観する。 ３６ 人 自転車の乗り方雨の日の傘のさし方など親子で交通ルールの正しい方法を指導していただき安全な生活のあり方を知ることが出来た。その後、パトカーに乗せていただき楽しみながら指導を得ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 交通ルールを教えていただいたり、親子で横断歩道の渡り方の指導を受ける。 ７ 人 地域の方や、祖母、保護者の方などから毎週絵本の読み聞かせをしていただき、言葉のシャワーを浴びることで、自分の心をたがやし、想像豊かになっている。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室 保護者（家族を含む） 地域の方や保護者の方に絵本を聞かせていただく。関連行事 絵本の読み聞かせ関連行事 親子交通安全保育公開 誕生会関連行事 地域の方とマリンバ鑑賞関連行事

保護者、地域全体に幼稚園公開をして、園児の幼稚園生活及び保育内容を理解していただく機会とする。休日を含め２日間実施する。同時に、園内作品展を開催し、作品を通して、４歳、５歳の発達の過程を理解して頂く機会とする。 ５１ 人 子どもの気持ちが表れた作品でよかった。おびとけオープンキンダーガーデン・園内作品展 帯解幼稚園 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 ４２ 人 帯解保育園と交流を図ることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方八坂神社 保護者（家族を含む） 地域の伝統文化に触れ、親しみ、古来から引き継がれてきている文化を知る機会とする。 ２８ 人 運動あそびの講師を招聘して鉄棒遊びに取り組んだことで保護者から、好評を得た。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方帯解幼稚園 保護者（家族を含む） 休日に参観を開催し、普段幼稚園に来園できない保護者や祖父母に呼びかけ幼児の園生活を参観して頂く機会とすると共に、講師を招いて、家族みんなでふれあって遊ぶ楽しさを味わわせる機会とする。保育公開 日曜参観関連行事 園外保育保育公開
奈良市立佐紀幼稚園

奈良市立帯解幼稚園

奈良市立平城西幼稚園



24 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月7日 ○○ その他11月13日 ○○○ その他11月15日 ○○○○ その他11月22日 ○○○ その他10月19日 ～ 12月6日 ○○○○ その他11月8日 ～ 11月10日 ○○○○○ その他 未就園児○11月10日 ○○ その他12月5日 ～ 12月6日 ○○○○ その他10月6日 ○○○○○ その他 未就園児と保護者10月23日 ○ その他 未就園児と保護者園内リズム室 保護者（家族を含む） 人形劇団による人形劇・クイズ・歌等・３才児も一緒に楽しみます。
保護者（家族を含む） かけっこ、リレーリズム遊び等、園児達がお家の方々、たくさんの人の前で元気一杯、競技し演技します。 ３０ 人 在園児だけでなく地域の３歳児も招待して一緒に人形劇を楽しんだ。話は「じごくのそうべえ」ちょっと怖かったけれどみんな大喜びあった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ２４０ 人 たくさんの方々と一緒に百才音頭を踊ったり、園児たちの頑張りに大きな声援と拍手をいただき、園児たちの様子を間近で見ていただけよい機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園　　庭幼稚園大安寺西小学校 保護者（家族を含む） 地域の方や保護者が，自由に参観する機会を設け、子どもの様子や幼稚園教育を知ってもらう。保護者と共に大西フェスティバルに参加し、小学生とかかわることを楽しんだり、小学校の様子を見たりする。保育公開 運動会関連事業 人形劇鑑賞

保護者（家族を含む） 土曜日に参観をもつことで、平日に来園できない保護者に子どもの様子を知っていただく。年間4回の茶道教室を行い地域の方に教えていただいている。4回目に親子で製作したお茶碗を使いお茶会をする。日本の文化を通して、人やものとのかかわりを大切にする心を育てる。 ５７ 人 園児は諸事情により、参加していなかったので寂しく感じました。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） 4歳児5歳児個人の絵画や制作、5歳児の合同制作などを展示し、幼児の発達の姿を解ってもらい、幼児教育への理解を図る。 １０８ 人 親子で日本の伝統文化であるお茶会に参加でき又、子どものお茶会での落ち着いた姿やお運びをしている姿を見ることができよかった。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） 5歳児と1年生が近隣公園に出かけ、木の実や木の葉を集める。秋の自然物を使って制作をする。大西フェスティバルでお店屋さんごっこをする。 ９６ 人 いろいろな素材を使ってすばらしい作品ばかりでとてもよかった。園外保育や海遊館への経験を制作に活かして上手に作られていてびっくりしました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方土曜参観お茶会保育公開 フリー参観大西フェスティバル
奈良市立大安寺西幼稚園

３６ 人 １年生と一緒にお店屋さんをすることを楽しそうに家で話していました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方近隣公園大安寺西小学校 学校評議員地域の方 在園児と一緒に遊んだり、ゲストティーチャ―を招き親子触れ合い体操を実施する。保育公開 小学校との合同授業保育公開 園内作品展保育公開

保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 保育参観を実施し、保護者や地域の方に園での姿を見ていただき、幼稚園教育への理解を高める。その後、日本の楽器大正琴の演奏会を楽しむ。地域の方関連行事 未就園児いちご組 リズム室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）
３ 人

５６ 人
回を重ねるごとに、話を聞こうとする態度が育ってきている。幼児期に絵本に親しむことの大切さを感じる。保育参加することで、保護者に園教育への理解を深めてもらうことができた。また、親子、地域の方と一緒に、日本古来の楽器に親しむことができた。６８ 人 在園児と一緒に、運動遊びをしたり、親子触れ合い体操をしたりすることで、小さい頃から、体を動かして遊ぶ大切さを理解してもらうよい機会になった。

５ 人保育室リズム室
幼児の生き生きと活動する姿に、幼児期から楽しく体を動かすことが、体力向上に繋がることがわかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方リズム室 保護者（家族を含む） 地域のお話会の方による、絵本や紙芝居の読み聞かせ教員（他校の教員を含む）関連行事 キッズ体操

保育公開
奈良市立平城西幼稚園 保育参観大正琴鑑賞会関連行事 お話会 リズム室 学校評議員地域の方

保護者（家族を含む） 体力向上を目指し、ゲストティーチャーを招き、キッズ体操を開催する。

奈良市立三碓幼稚園



25 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月24日 ○○ その他 近隣園保育園児10月25日 ○ その他11月1日 ○○ その他11月2日 その他11月7日 ～ 11月9日 ○ その他 中学生11月11日 ○ その他11月16日 ○○ その他10月6日 ○○○○ その他10月6日 ○○○ その他 ３歳児親子10月31日 ～ 11月1日 ○○ その他 神功保育園 １０６ 人 交流保育をするなかで幼保の保育士が協働して遊びを進めていけた。他園の先生や大学の先生が幼保の子どもたちが一緒に遊ぶ様子を参観、研修する機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
２３ 人 在園児とふれあいながら競技に参加したりして楽しんでいた。幼稚園に期待がもてたと保護者より感想をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

１３８ 人 子どもたちが生き生き活動する姿に感動したと感想をいただいた。保護者、未就園児、地域の方々にも一緒に競技にも参加してもらい楽しんでいただけた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 運動会関連行事 未就園児親子登園保育公開 交流保育 園庭 保護者（家族を含む）
神功幼稚園
園庭

保護者（家族を含む） 神功保育園児と交流保育をすることで保育実践研究を行う。

園児と保護者、保護者のみの２部構成にし、バイオリン・ピアノの生演奏を楽しんだ。演者の方も正装で演奏してくださって雰囲気を盛り上げ楽しいひと時を過ごすことができた。３０ 人プロのピアノとバイオリンの演者によるコンサート保護者（家族を含む） 保育参観、保育参加として運動会を行う。運動会の会のなかで、」未就園児３歳児親子、在園児との交流をする。
関連行事 アンサンブルコンサート 園内リズム室 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

講師を招き、ダンス・バルーン等親子で体を思いっきり動かす楽しい時間を過ごすことができた。保育公開 日曜参観 小学校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 中学生との交流 園内 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 ２ 人 スライムの色の変化や空気砲に驚き、日ごろでは味わえない発見や不思議さ・驚きを楽しむ一日となった。
地域の方

地域の富雄南中学校の２年生が園で職場体験をし、園児と触れ合います。 ９ 人 有意義な体験となるように中学生とも打ち合わせを行った。最初は、遠慮気味であったが、徐々に親しみをもってかかわる姿が見られた。最終日には、中学生がダンスパホーマンスを披露し、園児たちも大喜びでダンスに参加していた。園児と保護者が一緒に体を動かし遊びます。 １００ 人
講師を招きみんなでスライム作成をします。関連事業 わくわくサイエンス 園内 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 ２ 人 地域の方を講師に招き、作法、園児たちに合わせて簡素化したが、「お先に」「どうぞ」と緊張した様子もみられたがみんなで楽しんでお菓子や抹茶を味わうことができた。今年は、あと２回のお茶会を計画している。お茶会 園内 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園内 保護者（家族を含む） 地域の高齢者の方々を園に招待し、お話を聞いたり園児と触れ合う機会をもちます。講師先生を招き、礼儀作法を学びながら園児自らお茶を立て、お菓子をいただきます。

保護者（家族を含む） 近隣の保育園に５才児が行き、保育園児と一緒に遊びます。 １４ 人 地域の高齢者の方から“みつがらす”の地名の由来を教えていただいた。また、子どものころの話や遊びは、とても興味深く一緒にこま回しやお手玉などを楽しんだ。優しく穏やかな雰囲気の中で楽しい一時を過ごすことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ７０ 人 今年２回目の交流で保育園に行きました。１歳児の出迎えに、最初は照れていましたが、徐々にお互いに声を掛け合っていた。園にはない遊具に興味深々で夢中になって遊び姿が見られ、帰るときには、次に会う約束をしました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方富雄保育園保育園とのふれあい会関連事業 地域高齢者の方々との触れ合い会関連事業
関連事業

奈良市立三碓幼稚園

奈良市立神功幼稚園



26 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　11月15日 ○○○ その他 神功保育園11月13日 ～ 11月14日 ○○○ その他11月30日 ○○ その他 ３歳児親子11月29日 ○○○○○ その他 高齢者施設の方11月26日 ～ 12月4日 ○ その他12月5日 ～ 12月7日 ○○○○○ その他 ３歳児親子12月13日 ○○ その他9月29日 ○○○○ その他10月6日 ○○○○○ その他 未就園児とその保護者10月10日11月14日 ○○ その他 ３５ 人 地域の方に強い協力をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 １００ 人 楽しい遊びを紹介していただき、子育て支援につながった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ３０ 人 幼稚園、小学校が互いに刺激をうけふれあいの場となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 幼小合同運動会関連行事 親子で一緒に遊ぼう関連行事 環境ボランティア 朱雀小学校体育館 保護者（家族を含む）
朱雀小学校朱雀幼稚園

朱雀小学校運動場
保護者（家族を含む） ボランティアの方々に草刈り、剪定、側溝の清掃の手助けをし協力をいただく。

奈良の伝統文化にふれる機会となった。謡曲や舞、衣装など真近にみたり教えてもらいよい経験となった。５２ 人能楽をされている地域の方を招聘し子ども達に能楽を見せていただく。保護者（家族を含む） 小学生と幼稚園児が、互いに親しみの気持ちをもって一緒に運動会に参加する。講師先生を招き親子で体を動かす遊びを楽しむ。
関連行事 能楽鑑賞 リズム室 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

一人ひとりの作品や共同制作などを展示することで、子どもたちは多くの人に見てもらう喜びや達成感を味わい大きな自信につながった。参観者からも好評だった。関連行事 園内作品展 リズム室 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 １１５ 人関連行事 ぽかぽかタイム 園庭 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
学校評議員地域の方 ４８ 人 たくさんの方が参加され一緒に歌ったり、すばらしい演奏をきいたりしてあたたかなコンサートだった。参加された方からも「よかった」と好評だった。
地域の方

体力作りに、縄跳びやマラソンをする。 -- 縄跳び、かけ足を毎日することで、がんばる意欲がで元気なからだつくりにつながった。子どもたちの絵や作品を展示する。
地域の方 未就園児３歳児親子が在園児と交流する。地域でバンドを組んでおられるトリピー６の方を招聘し、演奏を聴いたり一緒に歌ったりする。関連行事 ふれあいコンサート リズム室 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）学校評議員 保育参観の中で音楽会を行う。保育士・小学校教師に参画してもらう。地域の方未就園児親子登園 神功幼 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 ２０ 人

カプラワークショップをすることで、カプラの遊びがより楽しくなった。保育園児とも交流し心踊る体験となった。クラスの友達と心を合せて歌ったり、合奏する姿に成長を感じたと保護者からの感想をいただいた。懇談会で保幼交流保育についてスライドショーをし保護者啓発をした。７２ 人 園内作品展にむけて親子で絵をかいたことで園内作品展に期待をもつことができた。
５３ 人リズム室リズム室 保護者（家族を含む） 神功保育園と交流し、カプラワークショップで遊ぶ教員（他校の教員を含む）

関連行事 保育参観関連行事
関連行事 カプラワークショップ「カプラで遊ぼう」 学校評議員地域の方

奈良市立神功幼稚園

奈良市立朱雀幼稚園



27 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月12日11月9日 ○○ その他10月16日 ○○ その他10月19日 ○○ その他 小学生、保育園児11月2日 ○ その他11月8日 ～ 11月16日 その他11月18日 その他11月19日 ○○○ その他 未就園児とその保護者11月22日 その他11月28日 その他 園内でじっくりと研修する機会となり園や自己の課題を明らかにできた。保育公開 園内研究会 幼稚園 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員関連行事 収穫祭腹話術 園庭リズム室 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 ３２ 人 未就園児親子に、ボランティアの方が、遊びを紹介してくださり子育て支援となった。
地域の方

収穫を祝って在園児と保護者、未就園児と保護者、地域の方と味噌汁パーティーをする。腹話術をみて楽しむ。 ７５ 人 収穫をみんなで喜びあえた。保護者、地域の方の協力が得られた。指導主事先生を招いて、保育内容の研修を深める。 １ 人
地域の方にリトミックを教えていただき、楽しい時間を過ごす。関連行事 ひよこ組 ひよこ組保育室 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

地域の方と一緒に、身近な町を歩き自分達の町を知る機会となり、地域の方との触れ合うことができた。関連行事 ウォークラリー 平城宮跡方面 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 健康かけ足 園庭運動場 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 ５ 人 地域のお店に出掛け、自分達の町を知る機会となった。
地域の方 園庭で体操やかけ足をして、楽しく体力作りをする。 -- みんなで運動する楽しさを味わった。平城東中学校区の人々と一緒に自分たちの町に出かけ、町の様子を知り興味を持つ。 １５０ 人

関連行事 園外保育パン購入体験 平城第二公園校区のパン屋さん 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学校評議員地域の方 小学生、保育園児と一緒に警察の方の話を聞いて、安全な生活のしたかを知る。自分たちが以前に植えた公園の花の様子を見に出掛けて、身近に感じて楽しむ。地域のパン屋さんに行き、お買いもの体験をする。
保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 先生や友達と一緒に、いろいろな動物の様子に興味をもってみる。地域の方関連行事 生活安全教室 朱雀小学校体育館 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む） ３０ 人

幼児が、お話の会の方の温かい人柄を感じとり、幼児の心の育ちを実感する。いろいろな動物に興味関心をもった。２ 人 わかりやすい話で、安全生活について指導が徹底できた。
８ 人天王寺動物園お話の部屋 保護者（家族を含む） 年間を通して来てくださる朱雀お話の会のかたのお話を楽しみにするとともに、温かな関わりを感じる。教員（他校の教員を含む）関連行事

奈良市立朱雀幼稚園

秋の遠足関連行事 朱雀お話の会 学校評議員地域の方



28 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月3日 ○○○ その他 未就園児10月31日 ○○○ その他 未就園児11月14日 ○○○○ その他 未就園児・小学１年生11月20日 ○○○ その他 小学１・２年生12月6日 ○○ その他10月31日 ○ その他11月2日 ○ その他11月5日 ○ その他11月14日 ○○○○ その他12月7日 ○12月11日 ○○○ その他 お話遊びを保護者や地域の方にみていただき年少・年長、それぞれの成長の姿を見ていただくことができた。９４ 人お話遊びを保護者や地域の方に見ていただく。生活発表会 リズム室 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 １０３ 人 保護者や民生委員の方の手作りの遊びやゲームをする中で、親子や友達同士などみんなで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保育室リズム室園庭 保護者（家族を含む） 親子・地域の方と触れ合い活動をする。 ８７ 人 親子で体操や触れ合い遊びなどをしてコミュニケーションをとり、楽しく遊ぶことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育室リズム室園庭 保護者（家族を含む） 親子でふれあい遊びをする。 １１０ 人 リズムや音楽劇を見せ合ったり、小学生に絵本をよんでもらったりして楽しく触れ合うことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方伏見南小学校体育館 保護者（家族を含む） 小学校２年生と保育園・幼稚園の５歳児が小学校体育館で交流をする。 ８８ 人 保育園児と一緒に運動会の遊びを楽しみ、交流できた。また、保育園の先生にも親しみをもつことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園庭 保護者（家族を含む） 伏見保育園の４５歳児を招いて一緒に運動会ごっこをする。関連行事 保幼交流会関連行事 わくわく伏見会保育公開 いきいきタイム関連行事 こどもまつり保育公開

地域の高齢者の方に昔遊びを教えてもらいながら、触れ合いを楽しむ。 ６ 人 地域の高齢者の方に親しみをもって昔遊びやふれあい遊びを楽しむことができた。竹とんぼや紙風船が人気だった。青山会との交流会 幼稚園リズム室 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 ６０ 人 栽培指導していただいた地域の方に感謝の気持ちをもって、おいしく食べることができた。貴重な体験となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方幼稚園園庭 保護者（家族を含む） １年生を招待して、幼稚園で収穫したサツマイモを焼いて食べたり交流して遊ぶ。 ２５ 人 歌や合奏だけでなく、英語やリトミックを取り入れた内容で園児の成長を感じてもらうことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方幼稚園リズム室 保護者（家族を含む） 歌・楽器遊び・リズム遊びなど音楽表現を楽しむ。 １０ 人 保護者のアイデアあふれる出し物とチームワークの良さで存分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幼稚園保育室園庭 保護者（家族を含む） 育子会主催で、親子でゲームや触れ合い遊びを楽しむ。 ２５ 人 園児だけでなく、親子競技や未就園児競技もあり、体を存分に動かして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幼稚園園庭 保護者（家族を含む） 体操・かけっこ・競技・リズムなどで体を動かす遊びを楽しむ。保育公開 一緒に遊ぼう（ミニ運動会）関連行事 秋まつり保育公開 ミニコンサート関連行事 焼き芋パーティー関連行事
奈良市立伏見南幼稚園

奈良市立鼓阪北幼稚園



29 / 260授業公開関連行事の別 行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者 内　　　　　　容 参加人数 ご意見・ご感想Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　Ｈ２４ 奈良県教育週間　市町村教委・幼稚園・小学校・中学校・市立高等学校の取組　結果　　　10月6日 ○○○○○ その他 未就園児親子10月25日 ○○ その他10月28日 ○○○○ その他11月5日 ○○○ その他11月19日 ○○○○ その他11月29日 ～ 12月1日 ○○○○○ その他 未就園児親子学校評議員地域の方 未就園児保育、3歳、4歳、5歳の子どもたちの絵画、制作、粘土制作などを展示し、子どもの心の育ちや表現を楽しむ様子を見て頂き、幼稚園教育を広く啓発する。
保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 インストラクターを招き、全園児と保護者、地域の方、みんなでカプラを使っていろいろなものをつくることを楽しむ。地域の方園内作品展 園内 保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）

２１０ 人
３４３ 人

子どもと保護者に対して安全についての話の意識を高めたり、実際に体験したりして生活全般の安全の意識を高めることができた。保護者や兄弟も一緒に、いろいろなカプラ遊びに取り組めた。豊かな創造性を生かし、みんなで楽しむ時間になった。１７１ 人 見学の方には、作品を通して子どもたちの成長や各年齢の発達を感じていただけた。子どもたちにとっても親や、小学生、地域の方々等様々な人との触れ合いの機会となった。
３３ 人左京小学校体育館

子どもたちは、地域の高齢者の方々に表現活動を見ていただき、一緒に遊び、心温まる触れ合い体験ができた。また、保護者の方々にも参観していただけた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方園内 保護者（家族を含む） 交通安全教室参加し、地域の方と一緒に交通ルールを学ぶ。教員（他校の教員を含む）
２２ 人 どんぐりはかせの先生方とマツボックリやドングリ等の自然物を使っての制作を楽しむことができた。プラネタリウムで星の世界を体験できた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 ６２４ 人 子どもたちが、一生懸命に取り組む姿を多くの方々に参観し、楽しんで参加していただけた。皆様の協力を得て認定こども園開園記念運動会を開催することができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保育公開 運動会関連行事 「わくわく、どきどき作ってみよう」関連行事 敬老祭参加k

保育公開 わくわく・どきどきみんなで遊ぼう「カプラで遊ぼう」関連行事

奈良市教育センター 保護者（家族を含む）
関連行事 交通安全教室 奈良市総合福祉センター体育館 学校評議員地域の方

左京小学校運動場
保護者（家族を含む） 地域の敬老祭に参加し、地域のお年寄りと交流したり、演技を見て頂いたりして、触れ合う。
保護者（家族を含む） 子どもたちの頑張る姿や楽しく取り組む姿を、保護者・地域の方々・未就園児親子等に見てもらったり、いろいろな競技に参加してもらい全員で楽しむ。奈良教育センターの作って遊ぼう「どんぐりはかせ」に参加し、秋の自然物を使って遊ぶ。奈良市立認定こども園左京幼稚園


