
1/25参加人数　 #########開始日 終了日10月27日(土) ～ 10月27日(土) ○○○○○ その他 中学生11月1日(木) ～ 11月2日(金) ○○○○ その他10月26日(金) ○ その他10月26日(金) ○ その他 （全校生徒、同窓会役員）11月6日(火) ○○ その他11月6日(火) ○○ その他11月6日(火) ○ その他10月20日(土) ○ その他 中学校３年生11月9日(金) ○○ その他 全校生徒10月23日(火) ○ その他 本物に触れることの大切さを実感できる時間であった。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） 未定 ６５ 人

奈良
関連行事 文化鑑賞会 奈良文化会館授業公開
関連行事 育友会文化施設見学会 橿原考古学研究所

公開講座 各理科実験室視聴覚教室等 和太鼓の演奏を充分に堪能させていただいた。また、演奏にも参加させていただきより親近感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保護者（家族を含む） 和太鼓の演奏を鑑賞する。 ２ 人 中学生を対象にした実験・実習を中心とした授業を展開したが、熱心な姿勢で授業に参加し、積極的に質問するなどの場面が多く見られた。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） コアＳＳＨ事業の一環として、理数分野に興味を持つ中学生を対象に体験的な学習の機会を設ける。 ２７ 人 授業参観の後、本校生徒の地域での様子や本校生に期待すること及び本校教育への提言を頂戴いたしました。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） 学校運営や授業参観について、感想やご意見を伺う。 ５ 人関連行事 学校評議員会 校長室 「進路実現に向けて」という演題でご講演をいただき、終了後も多くの方から質問もあり活発な講演会であった。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） 未定 多くの授業で公開をしたが、熱心な姿勢で見学をされていた。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） ＳＳＨ科目を含む全講座の授業公開を実施する。 ３３３ 人３２８ 人関連行事 育友会講演会 小講堂
貴重な体験談を交えながら、仕事で大切にしていることや職業選択など色々なお話を聞かせていただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） ８ 人授業公開 授業参観 各教室関連行事 創立記念講演会 体育館 本校昭和６２年卒業の笛吹雅子氏による講演。
昨年度と同じ形態で実施し、わずかではあるが参加者が増加した。今後も普段の定時制の様子を保護者等に発信する取り組みを続けていきたい。参加者には、兄弟２人(ともに卒業生)を含んでいる。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） 保護者を対象に普段の授業の様子を参観していただく。 ４ 人
郡山城ホールは、場所が良く音響設備が整っており、各クラスの工夫がうかがわれてよい発表となった。保護者の見学も多く、学校への理解も深まったようだ。校内で展示するクラスが減ったので、やや寂しい感じがしたが、模擬店はいつものにぎわいがあり良かった。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） 開会行事、ステージ発表（吹奏楽部、和太鼓部、クラス演技等）クラス展示、クラブ展示、モニュメント製作、バザー等 １００ 人奈良朱雀（定時制） 授業公開 保護者の授業参観 各教室体育館実習棟

Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組
関連行事 文化祭（朱雀祭） やまと郡山城ﾎｰﾙ本校教室実習棟等授業公開 オープンキャンパス 実習棟奈良朱雀（全日）

学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想２８２ 人 ＰＣや施設が充実していてびっくりした。実習棟がとても清潔できれいでした。説明がわかりやすくて、参考になりました。パソコンの体験授業は難しかったが、将来役立てる内容の授業だったので入学して学びたいと思った。オープンキャンパスに来て、改めて奈良朱雀高校に来たいと思いました。先生がおもしろかったし、楽しかった。（以上参加者の感想より）保護者（家族を含む） 学校の概要説明（各学科紹介、部活動紹介、学校行事紹介等）、各学科の施設見学、実習等実技見学、部活動の見学等を行う。 内容学校評議員地域の方行事名 教員（他校の教員を含む）期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）



2/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月3日(水) ○ その他 本校生徒11月7日(水) ○○ その他 本校生徒・教職員11月19日(月) ○○ その他11月19日(月) ○○ その他11月5日(月) ～ 11月12日(月) ○ その他 本校生徒・教員○○10月2日(火) ○ その他 生徒○○10月25日(木) ○ その他 生徒○○10月30日(火) ○ その他 生徒○○11月5日(月) ○○○ その他 生徒○○11月5日(月) ○○○ その他 生徒 本校ＰＴＡの方々や地域の方が、人権コンサートに参加された。感動的であり、また広島の当時の状況がよく分かる語りなどがあり、生徒には心に残る学習会となった。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） 被爆2世のピアノ調律師による被爆したピアノを使用した人権コンサート ３５ 人関連行事
本校、教頭による絵手紙教室を企画し、40名を超える生徒が制作した。その後作品と評価を掲示し、全校生徒が見られるように展示した。もう一度やりたいという声もきかれた。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）

全校人権講演会 本校
平城 全授業の公開日として保護者や地域の方々にきていただき、忌憚のないご意見をいただいた。年2回の行事ではあるが、自らの授業の改善に向けて大変効果的である。３６ 人授業公開 いきいき平城 本校 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、学校評議員、地域の方々に全学年・全学級の授業公開を実施する。絵手紙講座として、手作りの手紙を制作する。 --関連行事 読書会 本校

保護者と一緒に進路について共に考える機会を持つことは、重要なことであり、夢の実現に向けての取り組みをどのような形で行っていくのかを理解していただくためには不可欠な行事である。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校の教育課程編成、類型や選択科目及び進路状況等を説明し、生徒の進路目標に基づき、類型・科目選択について考える。 ２００ 人関連行事 類型科目選択説明会 本校 奈良教育大学、教職大学院教授及び学生や保護者・本校生徒80名が参加し、本校教育コースの生徒4名が教育研究の発表をした。大変内容が良く、高い評価を得た。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） 教育コース生徒の日頃の研究について、発表をする。 恒例の行事として、学期ごとに実施している。担任・副担任も率先して参加し、学年が進むにつれ読書欲も旺盛になる傾向がみられる。。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） 始業前の１０分間、全校生徒と担任・副担任が各自持参の本を読みます。 --２５ 人関連行事 教育研究発表会 奈良教育大学

西の京 関連行事 家庭教育講演会 本校大会議室授業公開
関連行事 朝の読書週間 本校各教室等

公開授業 本校各教室等 東大阪大学教授で本校学校評議員の上田庄一氏に「無理なく、対等、支持的に、そして見守る」と題してご講演いただいた。思春期の子どもの心を理解する難しさや重要性を、豊富な実例を交えて分かり易く説明いただき、好評であった。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） 家庭教育に関する理解を深めるために、外部から講師を招いて講演会を開催します。 ３６ 人 概ね静かでまじめに授業を受けていたとの感想が多かった。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） 全学年・クラスを公開します。 ３６ 人
滋賀県立八幡商業高等学校の山口比呂美先生をお招きし、「みんなちがって、みんないい」という演題でご講演いただいた。生徒にとって親しみやすく分かり易いお話で、好評であった。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） 全校生徒・保護者を対象に、人権に関する知識・意識を深めるために、外部から講師を招いて講演会を開催します。 --関連行事 人権講演会 本校体育館
本校薬剤師の八百本久子氏をお招きし、薬物の正しい知識と依存性薬物の危険性についてご講演いただいた。映像を交えたお話で、生徒も強い印象を受け、よく理解できたという感想が多かった。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） 第１学年生徒を対象に、薬物乱用防止に関する知識・意識を深めるために、外部から講師を招いて講演会を開催します。 ３ 人関連行事 薬物乱用防止講演会 本校体育館



3/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月2日(金) ～ 11月20日（金） ○○○ その他 11月3日（土） ○○○ その他  11月17日（土） ○○ その他 中学生、その保護者11月2日(金) ○○ その他10月8日(月) ○○○○ その他 中学生とその保護者10月8日(月) ○○○○○ その他 本校卒業生11月5日(月) ～ 11月9日(金) ○○○○ その他10月27日(土) ○ その他 中学生とその保護者、担当教員 昨年度に比べ、多くの生徒・保護者に参加していただいた。事後アンケートの結果も良好であった。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） 各学科・コースに係わる体験授業、部活動見学、校内施設の見学 ８１ 人山辺 授業公開 授業公開 本校各授業教室関連行事 中学生の体験入学 視聴覚室及び各模擬授業教室
保護者が来校され、こういった機会があることに良い評価をいただいた。次年度は、もっと多くの方に参観していただけるように時期や形態を考えたい。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） １１／５（月）から１１／９（金）で行う午前中の授業を公開する。 ２ 人 今回で19回目を迎え、地域のみなさんからも期待されている。生徒、保護者、近隣の保育園及び地域住民が一体となって音楽を楽しむ行事であり、これからも大切にしていきたい。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） 地域の方に学校を開放し、吹奏楽部によるコンサートを開催する。 ８００ 人関連行事 秋風のコンサート 本校

登美ヶ丘 関連行事 オープンスクール 本校授業公開 本校 在校生が中心となって運営に取り組み、中学生への案内や説明も好評であった。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） 本校の概要説明、校舎見学、部活動見学等を行う。 ８６１ 人 参観者から授業についての意見や感想をいただいた。今後、研修の資料としていきたい。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） 午後の授業及び部活動を公開する。 ５０ 人授業公開 音楽美術の環境設備がすごい。選択の参考になった。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） 本校の概要説明のあと吹奏楽部のミニコンサート、模擬授業体験、施設見学 ２１０ 人関連行事
きちんと挨拶→気持ちいい授業楽しそう。教室に入りつらかった。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）

オープンキャンパス 本校高円 いつ聴いても素晴らしい演奏です。高円の歴史が出来上がってきた感じがする。１５０ 人関連行事 30周年記念音楽科定期演奏会 奈良県文化会館大ホール 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校音楽科生徒による独唱、独奏、アンサンブルや生徒・職員・卒業生によるオーケストラ演奏11月中を授業公開月間とし、全授業を終日公開する。 ２５ 人授業公開 授業公開月間 本校



4/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月13日(土) ○○ その他11月3日(土) ○○○○○ その他 村の交流都市11月6日(火) ～ 11月7日(水) ○○○ その他11月8日(木) ○○ その他11月2日(金) ○○○ その他10/29(月) ～ 11/2(金) ○○○ その他11/12(月) ～ 11/16(金) ○○ その他 全校生徒11/2(金) ○○ その他11/2(金) ○ その他10/10(水) ○ その他
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） 授業公開期間中に保護者対象の進路研修会を開催し、生徒の進路実現のためご理解・ご支援とご協力をお願いする。 ３７ 人関連行事 進路研修会 視聴覚教室高田 関連行事 マーサータイム 各教室授業公開 授業公開 各教室体育館運動場等 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） ～MotivationalSilentReading～SHR時に全校生徒・担任・副担任で一斉に読書タイムを持つ。書物に親しみ、物事を深く思索する内面の充実を促す「心の教育」。生徒の「豊かな心」と「自ら学ぶ力」を育てる契機とする。
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） 生徒の普段の学校生活や授業の様子を保護者に公開する。 ４１ 人 男女一般の部に参加し全員完走し、女子３ｋｍ一般の部で３位教員（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） 体力作りを目的に、自主練習を重ねた後地域の大会に参加する。 ５８ 人関連行事 布目マラソン大会 布目ダム

山辺（山添分校） 授業公開 授業公開 各教室関連行事 産業教育フェア 御所実業高等学校 評議員３名が授業を見学その後評議員会を実施教員（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） 学校評議委員会に伴い、本校の授業や取り組みを公開する。 ３ 人 少人数の参加であったが、農業科、家政科共に生徒は、熱心に活動した。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） 農業科：学校で栽培された作物（シメジやシイタケ）等の展示発表を行う。家政科：ホームスパンや藍染め作品等の展示発表を行う。 ５ 人 １年～４年まで各学年が模擬店を出店、農業科による野菜や草花の販売で村の村祭りに参加し、祭りを盛り上げた。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） 本校の文化祭・学習発表の場として、全校生徒が地域の祭りに参加し，農業科の野菜、花の販売、家政科の作品展示、各学年の模擬店等を行う。 ５８ 人関連行事 山添ふれあい祭り 山添村ふれあいセンターグラウンド 農業科は「草花の寄せ植え」、家政科は「ティッシュケースの製作」を実施、参加生徒は、楽しんで体験学習を行った。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） 中学生に山添分校の特徴をよく知ってもらうために、農業科と家政科に分かれてそれぞれが特設の実習に参加し、体験学習を行う。 ３９ 人授業公開 中学生の高校見学会 大研修室家庭科室農場

元気な高校生に出会う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護者（家族を含む） 学校近くの児童館に通う親子を招き、触れ合い体験、交流をする。（教育コース１年生徒） １００ 人 授業を参観し、先生方の授業のようす、生徒が授業を受けているようすを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護者（家族を含む） ８ 人授業公開期間中に実施する。授業を参観していただいたあと、本校教育の重点目標や指導方針に対するご意見をいただき、今後の本校教育の在り方について多角的な視点からの意見を求める。関連行事 学校評議員会 会議室関連行事 教育コース幼児ふれあい体験 体育館



5/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月2日(金) ～ 11月2日(金) ○○ その他11月2日(金) ～ 11月2日(金) ○○ その他11月19日(月) ～ 11月19日(月) ○○ その他9月29日(土) ～ 9月29日(土) ○10月27日(土) ～ 10月27日(土) ○○ その他 中学生とその保護者11月3日(土) ○○○ その他 中学生10月19日(金) ○○○ その他11月15日(木) ～ 11月16日(金) ○○○○ その他 同窓会員11月16日(金) ○○ その他11月19日(月) ○○○ その他11月19日(月) ○○○ その他

郡山

添上
第一部で人権作文（３名）の発表、第二部で「夢をあきらめないで」（講演者：エスペランサ）と題した講演がおこなわれ、人権意識を高め、クローン病を認知する良い機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） ３ 人保護者等とともに、人権問題を考える機会として設定する。当日は人権作文発表会と人権講演会を実施して、人権意識を高める。関連行事 人権学習の日 本校体育館 保護者に生徒の学校生活を見学していただいてよかった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 当日は午前中の授業すべてを公開する予定である。保護者には昼休みの様子もご見学いただき、食堂で昼食を摂る中で、授業とは異なる生徒の学校生活を理解してもらう機会とする。 １５ 人授業公開 授業公開 本校 評議員の方々からたいへん貴重な意見をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 校長の求めに応じて、学校運営に関する事項について意見を述べてもらう。また、学校の様子も参観いただく予定である。 展示、ステージ発表とも各クラスの生徒が今年もたいへんよく頑張った。育友会の方々にたいへん協力をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 学校行事における生徒の活動状況をご覧いただき、本校教育の理解に繋げるとともに、親子の会話をもつ機会となることを期待している。 ２３３ 人７ 人関連行事 学校評議員会 本校
「ＭＥＮ’ＳＭＩＳＳＩＯＮ」（ゴスペルグループ６名）による本格的なゴスペルを鑑賞することができて、たいへん好評であった。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） １０ 人関連行事 文化祭 本校 本校の関係団体の方々にもご参加いただき、生徒とともに本物の芸術に触れる。今回はゴスペルソングを鑑賞する。関連行事 芸術鑑賞会 本校体育館 本年度から実施したＱ＆Ａが参加者には、好評で予想を上回る質問数であった。次年度も実施の方向で検討する。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） 中学生、中学生の保護者、教員を対象として、本校の紹介・校舎案内・Ｑ＆Ａ等を行います。 ５５ 人
９月の説明会では、県内外から80校あまりの中学校から1300名以上の参加者があった。本校の進路指導の取組や進路状況について説明し、中学生や保護者の関心を高めることができたと思われる。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） 吹奏楽部や合唱部の演奏と生徒会本部役員による学校紹介 １,７９１ 人大和中央 関連行事 中学生の高校体験入学等 本校
大学入試課からの説明、本校卒業生との交流会、保護者への本校の進路指導についての説明など大変有意義で充実した研修会であった。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） ７８ 人オープンキャンパス 本校講堂 大学見学関連行事 育友会大学見学研修会 京都工芸繊維大学立命館大学 東大寺上司永照先生のお話を聞き、一人一人の存在意義について考えた。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） 外部講師による講演 ７４ 人 徐々に人数も増え、熱心に見学されていた。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） ５限のすべてのクラスの授業と放課後の部活動の公開 ９８ 人授業公開 授業公開 本校教室関連行事 教育講演会 本校講堂

関連行事



6/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月2日(金) ～ 11月9日(金) ○○○○ その他11月10日(土) ○○○ その他 中学生とその保護者○11月7日(水) ○11月14日(水)11月28日(水) その他11月8日(木) ○○○○ その他 同窓会役員11月1日(木) ○○○○ その他10月31日(水)11月2日(金) ○11月6日(火) ～ 11月7日(水) ○11月9日(金)11月13日(火) その他10月29日(月) ○○ その他10月19日(金) ○○○ その他11月15日(木) ○○ その他11月28日(水) ○○ その他

二階堂

橿原
地域にある桃寿園の施設長をお招きし、人権研修会を開催した。ＰＴＡと教員が合同で研修する有意義な会であった。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） ＰＴＡと教員が合同で１つのテーマについて研修する。 １３ 人 飛鳥石造物・モアイ像の復元や高松塚古墳の解体などの話を通じて、生徒たちの心に響く内容を語っていただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） １０ 人関連行事 ＰＴＡ・職員合同人権研修会 本校 創立記念日にちなんで、左野勝司氏をお招きし「人生あおによし」というテーマで講演をしていただく。関連行事 創立記念講演会 本校
第1学年は「泉の会」による朗読会を実施した。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） 「持続的黙読の時間」の略称である。１時間集中して読書をする。１年生は「泉の会」による読書会を実施する。 --関連行事 ＬＳＳＲ 本校 本校教員と指導主事だけの参加となった。大変有意義であった教員（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） 本校教職員による授業研究の一環として、指導主事を招聘して公開授業、授業研究を行う。
地域からの参加者がいなかった。部活動のみの参観が増えているがその数は左記に含んでいない。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日中、全ての授業が公開の対象である。また、部活動についても公開する。 ２４ 人--関連行事 授業研究月間 本校

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） １４ 人授業公開 学校公開(授業参観および部活動見学) 本校
第１部の文化部発表会では、演劇部・吹奏楽部・コーラス部の活動を中心に、日頃の文化部の活動を紹介する。第２部の文化鑑賞会では、「コメディ・パントマイム」と「ダブルタッチ」の舞台を鑑賞する。関連行事 文化部発表会文化鑑賞会 本校体育館

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 学年ごとに、人権教育のＬＨＲ年間計画のテーマに沿った講演会を行う。保護者は、どの学年の講演会に参加していただいてもよい。 ４ 人関連行事 人権講演会 本校体育館 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 中学生・中学生の保護者・中学校の教員を対象に、本校教育の特色等の説明、施設見学、部活動見学等を行う。
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） 普段の授業の様子を、保護者・学校評議員・地域の方等に、広く公開し、授業力の向上に役立てる。 ２ 人１１０ 人関連行事 第2回オープンスクール 本校授業公開 公開授業参観 本校

関連行事 人権講演会 本校 「インターネットを安心・安全に使うために」をテーマに講演を聴き研修をおこなう。 生徒対象の講演会であったがPTA保護者の参加があった。８ 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



7/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月20日(土) ○ その他 中学生と保護者中学校教員10月25日(木) ～ 10月27日(土) ○ その他11月1日(木) ～ 11月8日(木) ○○ その他11月3日(土) ○ その他 同窓会会員11月2日(金) ○ その他11月2日(金) ○○○ その他10月6日(土) ○○○ その他 中学生11月8日(木) ～ 11月9日(金) ○○ その他9月28日(金) ○○ その他10月20日(土) ○○○○ その他 同窓会等

１５ 人

畝傍（全日制）

参加内訳中学生63名、保護者20名学校説明会や専門科目の体験実習に興味をもって参加していた様子であった。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） 中学生・保護者・中学校教員を対象に、学校説明会及びビジネス実習・情報実習・部活動見学などを行う。 ８３ 人
来校いただいた保護者からは、好評をいただいた。本校教育内容を知っていただく上で、生徒の活動の様子を見てもらうことは有効である。実施時期にもう少し幅をもたせることはできないか。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） クラスの授業を公開する。商業科・情報科での生徒研究を発表する。学校の様子及び学習成績等についての学級懇談会を実施する。授業公開 公開授業生徒研究発表学級懇談会 本校関連行事 オープンスクール 本校
中学生・保護者・教員に授業を見学してもらい、よかったと思います。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、１・２限目の授業を参観していただきます。 ５ 人 本校の教育活動について、ご理解をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校の１年間の学校行事の取り組み、学習活動・進路状況等についての報告および講演 １７４ 人畝傍(定時制） 授業公開 公開授業 本校
生徒の授業を受ける様子を公開した。本校の教育活動について、保護者の立場から意見をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） ２０ 人関連行事 同窓会総会 本校文化創造館 期間中の授業および学校行事を公開授業公開 授業公開 本校 １・２年生全員及び３年生の希望された保護者を対象とした。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） 日常の学校生活、学習の様子等について生徒および保護者と面談 ８５０ 人関連行事 三者面談 本校
本年度２回目の学校説明会を実施した。生徒会執行部の生徒が中心となり、司会進行から学校の説明等全てを担当した。その後、施設、部活動の見学をする。中学生・保護者からの意見は好評であった。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） 全体説明会と校内見学、部活動見学 ４６９ 人関連行事 学校説明会 本校文化創造館

奈良情報商業
地域の方保護者（家族を含む）

8日文化鑑賞会・講演会など36名9日生徒展示作品や模擬店61名教員（他校の教員を含む）
学校の歴史を感じるとともに、記念スライドと構成詩では多くの方々から胸を打ったと感想をいただきました。教員（他校の教員を含む）学校評議員 ８０ 人創立50周年を祝い、その歴史を振り返るとともに、良き伝統を引き継ぎ、進化発展する学校づくりの新たな起点とする。<第1部>式典<第2部>50周年記念スライド<第3部>記念公演

９７ 人地域の方 展示・舞台発表・模擬店等を生徒会が中心に企画・運営する文化的な学校行事。文化鑑賞会も開催する。学校評議員関連行事 文化祭 懸命に取り組む生徒の様子に感心された。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） 全生徒参加による体育大会を実施する。雨天の場合は10月14日（木）に延期する。 ７０ 人桜井市民会館本校 保護者（家族を含む）
体育大会 本校関連行事 創立50周年記念式典 桜井市民会館関連行事



8/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）9月29日(土) ○○○ その他 中学生10月24日(水) ○ その他11月1日(木) ～ 11月2日(金) ○○○ その他11月19日(月) ○ その他8月2日(木) ○ その他 中学生と保護者9月29日(土) ○ その他 中学生と保護者10月4日(木) ～ 10月5日(金)10月10日(水) ○10月29日(月)11月9日(金) その他10月29日(月) ～ 10月31日(水) ○11月2日(金) ○ その他10月29日(月) ～ 11月16日(金) ○ その他 本校教員10月31日(水) ○○ その他 本校生徒・教員関連行事 人権映画会 体育館 県内で制作された映画で、監督自ら挨拶に来ていただいた。生徒は興味深く鑑賞していた。保護者（家族を含む） ----
授業を保護者や学校評議員に公開し、本校教育への理解を深めていただく機会とした。 ９ 人
映画鑑賞を通して、人権について考える機会とした。

各指導主事より適切な指導をいただき、大変ためになった。本校の授業力向上のため、指導主事を招いて各教科の研究授業を行った。 ５ 人
教員（他校の教員を含む）
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）
地域の方

歓迎行事、体験授業ともに好評であった。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） 本校の教育内容や学科・コースの特色についての説明、歓迎行事および体験授業を行った。 ２８９ 人

各教室等オープンスクール 各教室等 参加者が少なかった。来年度は実施時期について検討する。学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 教員全員が他教科の授業を参観した。意見・感想のメッセージカードが渡され、大変役に立った。教員が必ず1つ以上の他教科の授業を参観し、各自の授業を点検し、授業力の向上に役立てた。

関連行事 オープンキャンパス 教室・体育館等
授業公開関連行事 指導主事を招いての研究授業 各教室等
授業公開 他教科の授業参観

参加者から「商業科についてよくわかった。」「コンピュータについて関心を持った。」等の感想をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校商業科の教育内容や特色についての説明、体験授業を行った。 ６９ 人
保護者（家族を含む） 全校生徒対象の音楽鑑賞会。鑑賞を希望する保護者も参加。 １０ 人教室・体育館等

今年は他県からも書芸コースの授業を見学に来ていただいた。例年、参加者は少ないので、学校行事と授業公開を組み合わせるなどの改善を図りたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校の教育活動を広く公開し、保護者や地域住民に本校教育への関心を高めていただく。 ６ 人 クラシック音楽をゆったり聴く機会となり、本物の力を実感することができた。
９０ 人関連行事 ２年進路説明会 体育館ほか 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

関連行事 ウィーンフィル四重奏鑑賞会 桜井市民会館関連行事 中学生の高校見学

本校生徒による説明の時間を増やしたため、参加者の反応は例年よりも良好であった。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）
入試制度が複雑化しているので、さらに詳しく知る機会を設けてほしいとの声があった。関連行事 学校説明会（中学生の体験入学） 体育館講堂書道教室英語講義室 中学３年生及び保護者に本校についてよく知ってもらい、進路選択に役立ててもらうために実施。①本校の教育内容、学校生活の説明②英語コース・書芸コースの授業見学③部活動の見学④ミニ・コンサート（本校に残るピアノの名器「スタインウェイ」を本校生徒が演奏） ８４７ 人保護者（家族を含む） 大学や専門学校の分野別ガイダンスを行い、進路選択に役立てる。桜井

保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方授業公開 公開教育活動 各教室体育館運動場

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

五條（全日制）



9/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月7日(水) ○○ その他 本校生徒・教員11月17日(土) ○○ その他 中学生と保護者6月17日(日) ○10月21日(日) ○ その他10月31日(水) ○○○○ その他10月31日(水) ○○○○ その他11月2日(金) ○ その他11月2日(金) ○ その他○10月26日(金)10月29日(月) ～ 10月30日(火) その他○○10月27日(土) ○ その他 中学生○10月31日(水) ○ その他 生徒 --
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方保護者（家族を含む） 「奈良県教育の日」の趣旨を生徒・教職員ともに確認し、日頃の学校生活を考えます。関連行事 前期終業式 多目的ホール等 教員（他校の教員を含む）学校評議員
保護者（家族を含む）関連行事 中学生の高校見学 多目的ホール・特別教室・実習農場等
保護者（家族を含む） 前期の学習成績・学校生活の状況・進路希望等について担任との懇談会を実施します。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方各教室関連行事 生徒への趣旨説明 各教室等関連行事 保護者懇談会 地域の方保護者（家族を含む） リーフレットを用いて生徒へ「奈良県教育週間」についての趣旨説明を行います。教員（他校の教員を含む）学校評議員 懇談とともに、「保護者アンケート」を実施し「本校に入学させて良かった」８２％などの学校評価の指標をいただいた。４２ 人

式辞の中でこのことにふれながら、生徒・教職員とともに理解を深め、日頃の学校生活を点検し考える時間とした。２０ 人

定時制普通科で４年コースの他に３年コースもあり、基礎学力の充実から大学進学を目指す生徒にも幅広く対応した授業が行われていた。本校教育の概要、特色及び目指すものについて、地域の方々や中学校の生徒・保護者の皆様に説明します。

中学生７名を含む保護者・中学校教職員に日頃実施している実習を体験していただきながら、本校への理解を促した。本校教育の概要と特色を説明し、農業科・家庭科では、中学生を対象とした体験学習を実施します。

関連行事 オープンキャンパス 各教室等 保護者（家族を含む）
各教室等 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

夜間の授業は少人数で落ち着いた雰囲気の授業だった。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） オープンキャンパスで定時制課程第１学年から第４学年までの第１限時を授業公開します。 ３ 人 保護者から不登校にかかわる思いが語られた。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） 子どもの不登校に悩む保護者が、子どもの生き方などについて互いに語り合うとともに、保護者の学校への願いや思いを学校が受けとめる機会とした。 ９ 人関連行事 子どもの生き方を語る保護者の会 小会議室
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方関連行事 中学生招待英語暗唱大会

授業公開 授業公開 本校
関連行事 「教育を確かめ合う日」

外部講師を招き、社会に求められる人材になるには、今、何が必要かについて講演していただいた。関連行事 １０ 人大会議室 ４９ 人保護者（家族を含む） 高いレベルで競われた。エントリー後に部活動等によるキャンセルがあった。キャリア教育講演会 体育館 参加者から「わかりやすい講演だった。高校生活の中で何をしておくべきなのか参考になった。」等の感想をいただいた。教員（他校の教員を含む）

五條(定時制）
五條（賀名生分校）

中学生の英語暗唱大会を行った。指導主事、英語科教員、ALTが審査し、入賞者を表彰した。

毎月の五條高校「教育を確かめ合う日」の取組として、教職員が各自の教育のあり方を確かめ合います。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）
（10月21日は中止）

五條（全日制）



10/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月27日(土) ～ 11月2日(金) ○○○○ その他10月27日(土) ○○○○ その他 中学生11月9日(金) ○○○ その他10月24日(水) ○○○○ その他10月30日(火) ～ 11月2日(金) ○○○○ その他9月26日(水) ～ 9月28日(金) ○○ その他9月25日(火) ○○○ その他10月25日(木) ○○ その他11月10日(土) ○○ その他11月17日(土) ○○○○ その他 （中学生とその保護者）

関連行事 ３年三者面談 本校教室 保護者（家族を含む） ３年生の進路決定に向けての、生徒・保護者と担任の面談。 １２０ 人 面談の時期がタイムリーである。子供がやる気になってくれて有り難かった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方

御所実業
授業公開 公開授業参観 教室・各科実習棟・体育館授業公開 オープンスクール 教室・各科実習棟・体育館 クラス、学科の舞台発表、映画上映、展示、模擬店等

保護者（家族を含む）保護者（家族を含む） 授業参観および、１・２年生の保護者対象の進路説明会。 進路ガイダンスは育友会が主催。予備校より講師を招き、進学に必要な費用についての情報の提供。好評であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 「探究科学」の発表、科学部による演示実験等、中学生・保護者ともに好評であった教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
１８４ 人関連行事 学校見学会「ＬＯＯＫ!　青翔」 本校教室特別教室運動場体育館 学校紹介・在校生による学校設定科目「探求科学」の紹介・自然科学教室（数学・理科など）・クラブ見学。中学３年生と保護者、中学教員への本校の紹介。 ８７ 人

８０ 人 雨天のため、12月13日に延期。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校生徒（有志）による、近鉄御所駅・ＪＲ御所駅構内の清掃とその周辺部および通学路のゴミ拾い等。 第3学年の保護者を中心に観覧いただいた。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） 全校生徒による体育大会。小雨決行。関連行事 通学路清掃 通学路、近鉄・ＪＲ御所駅周辺授業公開 授業公開および進路ガイダンス 本校教室会議室
授業公開 体育大会 橿原公苑陸上競技場

参加された保護者からは、授業風景等を見られて良かったと評価いただいた。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） 地域の方々・保護者を含めて授業を公開する ５ 人 本校の教育、活動状況等について多くの中学生、保護者に理解を深めていただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） オープニング行事、プレゼンテーションによる学校紹介、進路説明会、公開授業、アンケート、クラブ活動の見学等 ７２ 人関連行事 学校祭 教室・各科実習棟・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 １２０ 人 生き生きとした生徒の活動を見て、保護者も笑顔の1日を送られていた。関連行事 人権教育講演会 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 外部講師による講演会の実施 ７ 人 参加者こそ少なかったが、講演会・異文化理解の演奏会(ペルー人の方々の演奏会)とも好評であった。３５ 人 大変好評で来年度以降も恒例化を望む声が多かった。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 校舎玄関をライトアップ、幻想的な風景を醸し出し、御所実業高等学校をより身近なものと感じていただくため地域の皆様に見学をしていただこうと企画した。なお災害発生時、地域の緊急避難場所に御所実業高等学校は指定されている。日没後に是非一度足を運んでいただくことを提案。関連行事 御所実ライトアップ週間 正面玄関

青翔



11/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月14日(水) ○ その他11月2日(金) ○11月5日(月) ○○○ その他10月5日(金) ○○○○ その他 育友会10月27日(土) ○○○○ その他 教育委員会・育友会等11月1日（木） ○○○○ その他9月22日（土） ○ その他 （中学生と保護者　中学校教員）11月2日(金) ○○○ その他10月23日(火) ○○ その他10月31日(水) ～ HR ○11月7日(水) ～ 講演会 その他11月21日(水) ○ その他

保護者（家族を含む） 講演会：南極探検の話演奏会：奈良フィル・本校吹奏楽部・コーラス部等の演奏学校評議員教員（他校の教員を含む） 講演のお話や演奏も素晴らしくて、感動しました。奈良県文化会館 地域の方創立50周年記念講演会・演奏会
２１ 人 生徒は静かに熱心に授業を受けていて、先生たちも丁寧にわかりやすい授業を行っていたので安心したと同時に、この学校に入学させてよかったと思った。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） 全学級授業公開と施設見学 １１ 人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 授業参観と外部講師による人権講演会 本校生徒と育友会本部役員の皆さんを中心とした保護者が参加。演題「インターネットと人権」。いじめとネット社会について学習。保護者（家族を含む）授業公開 授業公開人権講演会 本校教室体育館

外部講師による「進路とお金、そして高校生活」と題した講演を聴く。第1学年と保護者対象 ２１ 人

授業公開 授業公開 本校 ５５ 人

関連行事 進路講演会 本校 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） 「デートDV」をテーマに、ホームルームを展開し外部講師による講演を聴く。 -- 参加者には、非常に好評であった
地域に声をかけてもらったことに意義を感じた教員（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） 中国の芸術団による二胡演奏や雑技などの民族芸術を鑑賞する。 １１ 人 次年度は２日間の予定で実施したい教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 全学級の授業を公開 １４ 人関連行事 芸術鑑賞会 モナミホール関連行事 人権教育集中ホームルーム人権講演会 本校

オープンスクール ９２２ 人授業公開 授業公開 本校関連行事 本校体育館 部活動や行事がたくさんあって、学校生活が楽しそう。理数科の実験が楽しそう。ペットボトル現象がよかった。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） 全体説明会と校内見学、部活動見学等を行います。

関連行事
奈良北 授業プリントをいただき、自分も一緒に学ばせてもらえた。授業風景も静かで、真面目に取り組んでいる様子が見れてよかったです。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 全学年・クラスを公開します。 ３０ 人 生徒さんの爽やかで丁寧な挨拶や案内に感激し、式典での厳粛な態度にも心を打たれた。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） 教育長等の祝辞、生駒高校の５０年スライドショー、吹奏楽部・コーラス部の発表 ６３ 人創立50周年記念式典 本校授業公開 公開授業 各教室等関連行事

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）

生駒

香芝



12/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月29日(月) ～ 11月2日(金) ○○○ その他10月10日(水) ○○○ その他11月7日(水) ○○○ その他11月2日(金) ○11月6日(火)11月8日(木) ○○ その他11月10日(土) ○○ その他 中学生とその保護者10月27日(土) ～ 10月28日(日) ○○○○○ その他11月14日(水) ○○○ その他11月19日(月) ○○ その他 保育園児11月7日(水) ○○ その他 保育園児11月6日(火) ～ 11月7日(水) ○○ その他 中学生

保護者（家族を含む）学校開放日 本校
教員（他校の教員を含む） ４,０００ 人授業公開 ８ 人

関連行事 オープンスクール 本校関連行事 ふれあいフェスタ うだ・アニマルパーク 参加者は少なかったが、熱心に授業を観察していただき、本校教育の一端に触れていただくことができた。
保護者（家族を含む） 本校の概要について説明し、校舎内見学、部活動見学等を実施する予定。 ２５ 人 本校生徒５０名が参加し、生徒の自主性も育ち、有意義であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

授業公開

単なる学校行事ではなく、進路に直結するものも多く、老人介護の道に進む多くの生徒がこの世代交流に影響を受けている。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） 一年生各クラスの生徒が手作りのおやつを持参して老人ホームを訪問し、介護の方法について学んだり、交流を図ったりする。関連行事 今回が２年目だったが、積極的に質問が出たりなど、熱心な参加者が多かったように思う。さらに参加者が増えるような工夫を考えていきたい。また実施時期も検討していきたい。
体育館の耐震工事の為、例年と異なり、訪問となった。将来この国を担い自分たちが世話になるのもこの子たち。子供を大切にすることは自分を大切にすることを学習できた有意義な活動だった。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） 年間を通じて行っている幼児園との交流で、幼児園児を招待し、２年生の生徒の企画による手作り玩具を使って、一緒に遊び体験を行う。 １１１ 人２１０ 人特別養護老人ホーム訪問 特別養護老人ホーム「ラガール」
手をかけ、時間をかけ、心をこめて育てた園児の顔ほどの大きさの芋で、園児に喜んでもらった。迎えた生徒達達も相手の喜びを自分の喜びとし、とても有意義であった。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） 年間を通じて行っている幼児園との交流で、幼児園児を招待し、３年生が春から栽培してきたサツマイモの収穫を一緒に行う。 ５４ 人
平日は、なかなか参加しにくいようすなので、実施曜日や他の行事と並行して行うなど、保護者が参加しやすい形にしていく必要がある。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） 授業を通して本校教育に対しての理解を深めてもらう --授業公開 授業公開週間 本校

大宇陀
関連行事 大宇陀幼児園児招待 本校関連行事 大宇陀幼児園児招待 宇陀交流ドーム

中高の交流は、ともに得るものが多かった。また、本年度スタートした交流の取組「中学生と高校生による榛原クリーン作戦（７月、１２月）」実施のきっかけの一つにもなった。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） 福祉科２年生(全員)が、中学生対象に、車いす体験、介護体験などの「体験授業」を行う。 １４９ 人
８０ 人 地域の保育園児との交流を通して、「社会に貢献すること、また自分自身をその中で生かすこと」を体感するなど、多くの学びをすることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 保育園を訪問、様々な交流を行う。 ３７０ 人関連行事 福祉体験サポート 榛原中学校

関連行事 宇陀市内保育園児招待 本校関連行事 人間探究コース１年保育所実習 宇陀市内保育園
教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

本校の生徒が地域のイベントに参加し、家庭クラブ生が畜産物や宇陀の食材を使った創作料理作って、試食会を行う。その他、イベントの運営をサポートするボランティアとして生徒会や運動部員が参加する。地域の方
学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）学校評議員 保育園児を招待、様々な遊びを体験交流する。榛生昇陽



13/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月7日(水) ○○○ その他10月31日(水) ～ 11月1日(木) ○○○ その他 卒業生10月28日(日) ○ その他11月23日(金) ○○○ その他 中学生9月22日(土) ○○○ その他 中学生10月3日(水) ○○○ その他 本校生徒　11月1日(木) ○日時を変更 ○○ その他 本校生徒　11月2日(金) ○○ その他10月31日(水) ～ 11月2日(金) ○11月5日(月) ～ 11月6日(火) ○○○ その他10月29日(月) ～ 11月9日(金) ○○ その他 本校生徒・教職員
授業公開 公開授業 本校教室・体育館・グラウンド
関連行事

本校学科・コースの紹介、体験授業、クラブ活動紹介、校内（クラブ活動）見学 「内容が分かりやすくて、とても興味がもてました」などの声をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） １２８ 人関連行事 第２回中学生の体験入学 本校
ふれあいフェスタ2012人間探究コース吹奏楽部ボランティア参加 うだ・アニマルパーク

２５ 人２ 人

折り紙教室巨大絵本＆紙芝居シアター絵本の読み聞かせ音楽コンサート
２１２ 人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） スタッフとして参加した、本校生徒６５名にとって、地域のイベントに参加することで、多くのことを学ぶことができた。。

地域の方々や出身中学の方々に、「介護」について、また、「本校福祉科の取組」について、理解を深めていただくことができた。６００ 人 昨年の倍以上の保護者等の参加をいただき、生徒の活動している生の姿を見ていただくことができた。５００ 人
関連行事 介護の日の行事 生徒出身中学榛原駅前近隣住民宅ほか関連行事 文化祭 本校関連行事

教員（他校の教員を含む）

教員（他校の教員を含む）保護者（家族を含む）地域の方教員（他校の教員を含む）

１９１ 人 次年度もよりいいものを実施したい保護者（家族を含む） 西和清陵高校の学校紹介 次年度も継続的に実施したい教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 外部講師を依頼し、講演 参加者を増加させたい教員（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） 人権学習の一環として外部講師の講演を受け、人権について考える。講演後、学級ごとにホームルーム活動を行う。
関連行事 オープンキャンパス 本校体育館 保護者（家族を含む）学校評議員地域の方
関連行事 人権学習会 本校体育館関連行事 進路講演会 本校体育館

参加者を増加させたい教員（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） 授業参観 ５ 人 5日間に日を増やすことにより、保護者の都合の良いときに来ていただく事が出来た。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業及び部活動参観 ７ 人 本校生の94％が、良かったと考えている。また、65％が、自分にとって、変化（効果）があったと思っている。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） 始業前１０分間の読書の時間を設定し、各自が選んだ本を読み進んでいく。 ９６０ 人授業公開 授業公開週間 本校朝の読書 本校教室

文化クラブの展示・舞台発表、クラス展示・舞台発表、模擬店など学校評議員地域の方学校評議員 介護についての理解と認識を深め、介護者やその家族をとりまく地域社会における支え合いや交流を進めるための啓発活動として実施。①福祉科３年生(全員)が、母校を訪問。（リーフレットを用いて）②福祉科１年生(全員)が、榛原駅前でリーフレット配布。③本校近隣の住民宅にリーフレット配布、市役所にリーフレットを設置保護者（家族を含む）
榛生昇陽

法隆寺国際

西和清陵



14/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月23日(火) ○○○ その他 中学生11月8日(木) ○○○○○ その他 中学生、本校生徒11月6日(火) ○○ その他 本校生徒10月24日(水) ○○○ その他 本校生徒11月3日(土) ～ 11月4日(日) ○○○ その他 本校生徒11月2日(金) ○○ その他11月2日(金) ○ その他11月9日(金) ○ その他11月10日(土) ○○○ その他11月10日(土) ○○ その他 本校教職員11月27日(火) ○○ その他

１５ 人２００ 人
４０ 人

関連行事

中学生は、14校14名の参加があり、好評であった。NHK奈良でも、報道された。中学生による英語の暗唱大会
保護者（家族を含む）

中学校招待英語暗唱大会 本校大会議室 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）座談会「法隆寺国際高校の教育について語ろう」 本校大会議室 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 地元中学生や教員、また、地域、保護者から見た本校の良さや課題について話し合うことが出来た。また、本校生徒会との交流も行うことが出来た。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） 本校生徒、地元中学生及び教員、保護者、地域住民による本校教育に関する座談会 会場を変更して、学校周辺の通学路とした。法隆寺周辺は３学期実施予定。「部落問題」についての講演をしていただいた。全校生徒の、92％の生徒が内容について、よく理解できたと回答している。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） 人権意識を高め理解を深めるために、外部講師による講演を実施有志生徒による世界文化遺産「法隆寺」周辺参道の清掃活動 ９６０ 人レインボー隊活動 法隆寺周辺
関連行事関連行事
関連行事 人権教育講演会 本校体育館関連行事

「史跡藤ノ木古墳石室特別公開」ボランティア 藤ノ木古墳周辺 斑鳩町との官学連携協定による事業として、歴文科１年生と野球部員によるボランティアとして、１０００名以上の訪問者の案内や、説明を行った。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） 斑鳩町教育委員会主催の「藤ノ木古墳石室特別公開」において、本校歴史文化科１年生が、説明会の補助を行う。 ６０ 人
関連行事 学校評議員会 本校会議室

本校体育館

普段通りの生徒たちの授業に取り組む姿を見ていただけた。特に、専門教科の授業では、生徒たちの生き生きとした実習の様子に、参加された方々の評価が高かった。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） 当該時限のすべての授業を公開する。 ３２ 人 「ここ数年で生徒たちがしっかりと『あいさつ』ができるようになってきた」「生徒たちの成長のために、できる限りの協力や支援をしたい」との感想・意見をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 公開授業について、今年度の教育内容・各種取り組みについて、本校への意見要望など ４ 人

関連行事 人権を考える全校集会
手話コーラスや吹奏楽部の発表に加え、今年度はクラス発表についても充実した内容のものが多かった。展示部門においては、本校特有の各学科・コースでの取り組みに高い評価を得た。今後は、模擬店分野への育友会の参加等、さらに充実したものにしていきたい。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 学習成果の展示・各文化部展示・舞台発表等 ３００ 人

５６１ 人 農業科では、農産物販売、動物教室、作庭の実演、家庭科ではいろいろな作品作りの体験工房、手話コーラス、ハンドベルの演奏、また、模擬レストランなどのイベントに多数の参加があった。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） 学校公開行事本校の各専門分野で学ぶ生徒の日頃の学習成果を見ていただく。設置学科（コース）の説明、施設・農場見学、生産物の販売などを行う。 ３６２ 人
授業公開 公開授業参観 本校

参加してくれた中学生や保護者は、真剣なまなざしで説明に聞き入り、各科・各コースの体験等に熱心に取り組んでいた。体験や実演を通し、「学校の様子や学習内容がよくわかった。」という声が多かった。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） 中学3年生とその保護者および、中学校教員対象①全体説明（本校の概要）②学科紹介③体験学習等農業系全学科：体験実習フードデザイン科：調理等実演ライフデザイン科：体験実習ヒューマンライフ科：体験実習関連行事 中学生の体験入学 本校
関連行事 文化祭 本校関連行事 ホリデーイン磯城野 本校

滋賀県立八幡商業高等学校の山口比呂美先生を講師として迎え、約1時間の講演をしていただいた。「相手の欠点ではなく、よいところを見つけていきたい」といった感想が多く、有意義であった。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） 講演「みんなちがって、みんないい」－お互いの違いを認め合おう－ ５ 人

法隆寺国際

磯城野



15/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月6日(土) ○○○ その他 中学生10月22日(月) ～ 10月26日(金) ○○ その他10月24日(水) ○ その他10月24日(水) ○○○ その他9月21日(金) ○○○ その他10月27日(土) ○○○ その他 中学生、その保護者、中学教員11月1日(木) ～ 11月2日(金) ○○○○ その他11月6日(火) ○○ その他11月6日(火) ○ その他
学校評議員地域の方保護者（家族を含む）

関連行事 異文化体験発表会 本校体育館

関連行事 文化祭 本校体育館各教室各科実習棟中庭 文化部・各クラスの舞台発表と作品。モニュメント展示並びに実演、各種模擬店、育友会バザー等を行う。教員（他校の教員を含む）

昨年を上回る多くの参加者に本校教育への理解を深め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保護者（家族を含む） 教育活動の説明、体験授業、部活動見学、校舎案内 ３０１ 人
６ 人 校時を示して丁寧に案内したが、残念ながら来校者は少なかった。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） 期間中、全ての授業および学校行事を公開。教員相互においては同一教科、他教科にかかわらず研修・研究の一環として意見交換し、授業力向上を目指す。 ５ 人関連行事 オープンキャンパス 本校国際交流ホール

学校運営の参考となる貴重な意見を伺うことができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校の教育内容等について説明し、学校評議員から意見をいただく。関連行事 学校評議員会 本校会議室授業公開 授業研究週間 本校
本校の特徴的な行事であり、参加者が増えるように広報を工夫したい。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） 異文化理解をいっそう深めるため、留学や姉妹校訪問などを通して海外の生活や文化を体験した生徒による発表会を行う。 ４ 人 生徒達が生き生きと一生懸命に競技に参加している様子を見て頂けた。工業高校ならではの作品も登場した。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） 全生徒参加による体育大会を実施する。雨天時の場合は、9月24日(月)に延期予定だったが、学校の都合で9月26日（水）に延期した。 ６０ 人授業公開 王工見学会 各教室各実習教室関連行事 体育大会 本校運動場 実際の実習の様子を見学して、工業高校の内容がよく分かった。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） 中学校の進路決定に役立つよう、学科内容やカリキュラムの概要、進路状況等について説明するとともに、施設・設備や部活動等を見学してもらう。また、月曜日の時間割で実施している授業も公開する。 １５３ 人

教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 「NASAより宇宙に近い町工場」の著者であるカムイスペースワールド社長の植松務氏を講師として招聘して講演会を行う。 ２６１ 人２０ 人 クラスの劇や舞台発表をはじめ、文化系クラブの実演やビデオ発表と盛りだくさんで充実していた。また、模擬店や育友会のバザーも好評であった。夢を諦めないことの大事さを分かりやすく情熱をもってお話し頂いた。みんなが元気の出る、心に残る講演であった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業の見学者は、比較的短い時間の見学が多かった。４限～６限目の全学年・クラスの授業を公開します。 ３５ 人授業公開 授業公開関連行事 講演会 本校体育館各教室各実習教室
王寺工業

高取国際



16/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月11日(日) ○○○○ その他 学校関係者11月17日(土) ○○○○ その他 中学生とその保護者9月28日(金) ～ 9月28日(金) ○○○○ その他10月5日(金) ～ 10月5日(金) ○○ その他10月17日(水) ～ 10月17日(水) ○○ その他10月25日(木) ～ 10月25日(木) ○○○ その他10月25日(木) ～ 10月25日(木) ○○○ その他10月31日(水) ～ 10月31日(水) ○ その他11月2日(金) ～ 11月2日(金) ○○ その他11月8日(木) ～ 11月8日(木) ○○○ その他11月9日(金) ～ 11月9日(金) ○○○ その他

地域の方教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方
教員（他校の教員を含む）学校評議員保護者（家族を含む）

1年生とその保護者を対象に、本校のコース選択制について説明するとともに、進路説明会も開いたが、保護者の参加がすくなっかったのが残念である。３ 人

舞台発表・クラス展示・模擬店など、生徒たちの頑張りと天候の良さもあり大いに盛り上がった。

裏方から主役まで生徒達が活躍してくれた。OBや関係者から絶賛のお褒めの言葉をいただいた。産業教育に携わる各校各学科から生徒が参加して盛大にフェアを実施した。生徒達が製作した作品の展示や研究発表を行う。 １，０５０人関係者を招待し、式典、生徒の研究発表、作品展示等を交えながら生徒・教員とともに創立５０周年を祝う。関連行事 産業挙育フェア 御所実業高校関連行事 創立５０周年記念式典 本校体育館南館教室食堂中庭 ２５０ 人
保護者・学校評議員の方々が来校いただき、熱心に応援していただいた。晴天に恵まれ、生徒たちも精一杯のパホーマンスをしてくれた。保護者（家族を含む） 全生徒が各種競技に取り組む。雨天の場合は10月3日(水)に延期する。 ５１ 人関連行事 1年コース選択説明会および進路説明会 本校関連行事 体育大会 本校 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校教育内容を説明し、2年次のコースの特徴を理解するとともに、各自の進路目標を明確にする。
本校の教育実践の課題と成果について、学校評価委員会の内容も踏まえて協議した。さらに、文化祭バザーに向けての準備の打ち合わせを行った。

２８ 人
本校の教育実践についてご説明し、育友会役員のご理解とご協力をお願いするとともに、文化祭バザーの打ち合わせを行う。 １２ 人教員（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（家族を含む） 本校教員9名と評議員とが本校の教育実践の課題と成果について協議した。評議員の方々がお忙しく3名の出席しかなかったが、評議員からは貴重なご意見をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校の教育実践についてご説明し、学校評議員のご意見を伺う。関連行事 学校評議員会 本校

教員（他校の教員を含む）
授業公開 授業公開 本校 ２ 人関連行事 育友会役員・評議員合同会議 本校 終日全クラス全時間を公開したが、参観する保護者が少なかった。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） 1限から6限すべての授業を公開する。関連行事 道徳教育講演会 本校 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2年生を対象に来年1月実施の修学旅行の説明会と併せて進路講演会も行った。うだアニマルパークより動物愛護係長の藤井敬子氏を招き｢いのちの大切さ｣について講話をいただき、ひとりひとりの生徒に｢心豊かな情操｣を育むことを狙った。４１ 人 生徒代表・先生代表が舞台に上がりﾃﾞｭｰｸ更家氏に手ほどきを受けウォーキング練習を行った。生徒たちも日頃の先生方とは違った姿を見て大変楽しんでいた。８５ 人国内だけではなく海外でも活躍し、高く評価され一世を風靡したﾃﾞｭｰｸ更家さんの独自のウォーキングスタイルを紹介いただく。 ２４ 人修学旅行の説明と、昨年度の進路状況と今後の進路について、生徒・保護者に説明する。関連して進路関係の講話を実施する。外部講師を招き講演会を開き、生徒の道徳意識を高める。

文化祭 本校
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（家族を含む）

大和広陵
関連行事 文化芸術鑑賞会 本校関連行事 2年修学旅行および進路説明会 本校
関連行事 文化部・各クラスの舞台発表と展示・バザー等を行う。

王寺工業



17/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月1日(木) ○○○○ その他10月16日(火) ○○ その他11月5日(月) ○○ その他11月9日(金) ○○ その他10月4日(木) ～ 10月5日(金) ○○○○ その他11月7日(水) ○○ その他11月7日(水) ○○○ その他11月7日(水) ○○ その他11月10日(土) ○○ その他11月10日(土) ○○○○○ その他 小・中学生

他校の教員の参加が多く、授業公開だけでなく研究授業も行いました。最後の研究協議では活発な意見討議が行われました。地域の方保護者（家族を含む）学校評議員地域の方教員（他校の教員を含む）学校評議員教員（他校の教員を含む） ７７ 人 キャリア教育を推進させることを目的に行いました。質疑応答も活発でした。1年生保護者・生徒に対して2年次に行われるコース選択の説明と進路に関する説明を行いました。 ４５ 人本校 保護者（家族を含む） １～６限のすべての授業を公開しました。

関連行事 オープンスクール 本校

２８ 人６６ 人地域の方保護者（家族を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員 本校生徒が大淀町内の保育園に出かけ、子育てボランティアとして保育園児と交流支援を行いました。2年生保護者・生徒に対して、卒業後の進路に関する説明を行う。学校評議員教員（他校の教員を含む）関連行事 進路希望者集会 本校 保護者（家族を含む）大淀町内保育園関連行事 コース選択進路説明会関連行事 本校
キャリア教育を推進させることを目的に行ってますが、質疑応答が活発で進路を考えるいい機会であると好評です。

大淀
関連行事 文化祭 本校

授業公開 授業公開
子育て交流会

学校と育友会の研修会 本校授業参観

子育て支援の一環として行ってます。生徒にとって保育園児とその保護者の方から子育ての話を聞かせていただくのが楽しみのようです。
近隣地域から多数の方々が来校され、また、保護者や学校評議員の皆さんから、作品展示や生徒の研究発表、インターンシップ発表等で高い評価をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校の各科の研究発表（プレゼンテーション）及び、作品発表会・インターンシップ発表会等を見学していただくとともに、生徒が製作した木工作品等の販売を行うなど、日ごろの学習の成果を公開する機会とします。 授業を参観し、その後、担任との面談を行った。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） 保護者・教員を対象に全クラスで授業参観を実施します。 ５４ 人１０ 人地域の方 講師の都合により、中止となりました。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 保護者を対象にした講演会「生徒の健全育成に向けて」を実施します。 障がいをもつ人をテーマにした人権映画で、生徒たちは真剣に鑑賞し、その後のHRで自分の意見をまとめたり、感想を書くなどワークシートに取り組んだ。保護者から、「障がい者に対する行動を見つめ直す機会となった」との評価を得た。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） 人権映画を視聴します。 １２ 人 ３年生の「課題研究」の授業参観を通して、中学生やその保護者から、専門性の高い授業内容に興味がもてた等の感想をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 第３学年の授業を公開します。 ２６ 人

吉野
授業公開 オープンスクール 本校関連行事 人権映画会 本校
授業公開 本校関連行事

午前中、本校の取組を「生徒の研究発表」を通して、中学生やその保護者に対して説明し、さらに実際の授業を体験することで、本校の専門学科としての学びに触れることが出来てよかったとの感想をいただいた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 午前中は、学校紹介・各科の研究発表・インターンシップ発表会・公開授業（第３学年）・生徒作品見学・校舎案内等を実施します。午後からは、地域の方々や近隣の小・中学生を対象にした「ものづくり教室」を開催します。 ４６ 人



18/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月29日(月) ～ 11月2日(金) ○○○ その他10月31日(水) ○○ その他 十津川中高生11月9日(金) ～ 11月10日(土) ○○○○○ その他 生徒、卒業生11月2日(金) ○ その他11月2日(金) ○ その他 生徒

関連行事授業公開 授業参観 各教室中高合同文化講演会 本校体育館 地理的な条件や文化祭を控えていることもあり、参加者は少なかった。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） 各教科の授業公開 １０ 人 十津川中学校の全校生徒が参加。講演後の質疑応答も積極的に行われた。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） 十津川地域中高一貫教育の取組の一つとして、毎年実施している行事。外部より講師を招いて、十津川中学、十津川高校が合同して行う文化講演会。 ８０ 人 昨年より外部からの参加者が増加し、交流が図れた。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） クラス、部活動、有志グループが教室、体育館およびその周辺にて、展示や発表さらに食品模擬店などを行い、日頃の文化活動を披露すると共に学校内外の方との交流を図る。 １００ 人 地理的な条件や文化祭を控えていることもあり、参加者は少なかった。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） 次年度の科目選択等について教務部から、進路全般について進路指導部から説明。 １０ 人関連行事 進路説明会 体育館
十津川 関連行事 科目選択進路説明会 図書室関連行事 文化祭 教室体育館

校内生徒のみ対象に実施。次年度の科目選択との関連もあり熱心に聞いていた。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） 進学、就職の進路全般について、１・２年生に進路指導部から説明。 --



19/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月3日(土) ○○○○ その他 本校卒業生11月3日(土) ○○○ その他11月21日(水) ○ その他 入学を希望の幼児・児童・生徒・保護者9月13日(木) ○○ その他 本校生徒10月12日（月） ～ 11月22日（木） ○○○ その他 本校幼児・児童・生徒11月7日(水) ○11月9日(金) ○11月30日(金) その他11月23日(金) ○ その他11月23日(金) ○○ その他10月26日(金) ～ 10月27日(土) ○○○ その他 関係団体12月14日(金) ○○○○○ その他 関係団体

関連行事 文化祭 体育館各教室関連行事 文化鑑賞会 体育館 本校幼児・児童・生徒の文化活動を学校関係者や保護者に見ていただくよい機会とすることができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校幼児、児童、生徒による作品展示、舞台発表、模擬店を実施する。 ２３５ 人 本校幼児・児童・生徒と学校関係者や保護者とともに和太鼓を鑑賞し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護者（家族を含む） 音楽活動(和太鼓　倭)を招聘し、鑑賞会を実施する。 １５０ 人 施設紹介や体験授業を通じて、本校教育の概要と特色を知っていただく良い機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校教育の概要及び特色を説明する。各学部で体験授業を実施する。 ８ 人 人権研修としてデートDVをテーマとして取り組み学校や家庭で人との接し方の学習ができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 参画ネットならデートＤＶ講演会を ２ 人関連行事 福祉機器展 自立活動室
盲 関連行事 人権研修会 会議室関連行事 オープンスクール 各教室

視覚障害に関する各種福祉機器を展示・紹介する良い機会となった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 単眼鏡やルーペ等、視覚に障害がある人に対する各種機器を展示・紹介する。 ２０ 人授業公開 体験入学 幼稚部教室授業公開 全校参観 各部教室
子どもたちは、積極的意欲的に授業に参加していた。保護者も大変興味をもって見学していた。説明に工夫があった、成長のすじみちがわかり、学部の概要が把握できたなどの感想が寄せられた。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） 入学を希望する幼児・児童・生徒は本校生と保育・授業交流をする。保護者及び関係者は該当学部の保育や授業を見学し、説明等を受ける。 ４０ 人 幼稚部から高等部まで、多くの保護者や家族の参加があった。熱心に授業を参観された。他学部の授業も参観され、自分の子どもの進路選択に役立った。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） 各部の授業の様子を参観する。 ７０ 人 授業参観日に実施したため、多くの保護者や関係者の参加があった。講演の内容も子どもたちの実態に合わせた内容だったので、内容理も解しやすかった。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） アメリカ手話を活用した英語の指導方法について ７０ 人 生徒の実行委員会主体で画運営したが、スムースに実施でき、大変好評であった。来校者も多く、大いに盛り上がった文化祭となった。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） ２６日（金）は、文化鑑賞会や展示を行う。２７日（土）は、学習発表会（小中）、演劇部公演や模擬店、展示等があり、外部からの見学・参加が可能。 ４００ 人関連行事 創立80周年記念事業 体育館

ろう 関連行事 ひびき祭（文化祭） 各教室体育館中庭など
関連行事 講演会 体育館

教育委員会、近畿地区聾学校、近隣の学校、保護者など多数の来賓の出席があり盛大に式典を終えることができた。また学校紹介ビデオを上映し、本校教育への理解を深めてもら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保護者（家族を含む） 記念式典、記念公演を行う。 ７０ 人



20/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月4日(木) ○○ その他 福祉関係者○10月3日(水) ○ その他○11月23日(金) ○○ その他○○11月13日(火) ○○ その他○夏期休業中 ○○ その他 施設関係者9月27日(木) ○○ その他10月11日(木) ○○ その他11月10日(土) ○○○○○ その他10月28日(日) ～ 10月28日(日) ○○○○○ その他 事前申込者等10月28日(日) ～ 10月28日(日) ○○○○○ その他 介護体験等関係者

11月7・8・15・22日

授業公開 学校見学会授業公開 体験学習（中学部） 児童生徒がお世話になっている支援関係機関の方に学校での活動を参観してもらう機会は参加者のニーズとも合致し好評であった。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） 日頃、本校児童生徒がお世話になっている支援関係機関の方に学校での活動を参観してもらう機会を持ち、今後の支援内容の充実･発展のための一助とする ３５ 人 中学部の様子が生で感じられ、今後の参考になったという意見が多かった。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） 小学校の児童・保護者・担任を対象として、本校中学部の教育課程の説明や授業の参観を行う。 １２ 人 学校での学習の様子を見ることの少ない方がゆっくり参観できる機会として取組に対しての肯定的内見が多数あった。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） 今年度は、小中訪が学習発表を行い、並行して高等部は授業参観をおこなう。 １３０ 人 児童生徒達が音楽を楽しむ様子を共有し、そのこと自体に異議を感じておられる方が多数いた。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） ＰＴＡの活動と連携し、わたぼうしコンサートを本校で開催し、参加者全員で音楽を楽しむ。 ３１ 人授業公開 高等部実習参観
奈良養護 関連行事 わたぼうしミニコンサート授業公開 学習発表会授業参観

見てもらうことで、子どもの将来の進路先に対する意識が育ったり、積極的に関わろうとする姿勢の変化が見られる。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） 生徒それぞれの居住地域内で、生きる力を育てることに主眼を置いた個別実習のようすを保護者にも参観いただく。 ９６ 人

関連行事 文化祭 本校七条校舎授業公開 小学部授業参観（運動会） 本校西の京校舎 他の県立高校生や地域の小中学校教員、福祉施設等からの参加は多かったが、今後は地域住民等の参加をさらに促進してといく必要がある。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） 高等養護部ならびに病弱部の生徒の日頃の学習成果を発表するとともに、多くの方々に本校の教育活動について見学いただき、理解を深めていただく ２００ 人 日曜日に実施したこともあり、児童数×２程度、保護者の参加があった。また、高等養護部の文化祭当日であったため、掛け持ち見学の時間設定を検討すべきであった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業参観として、小学部の運動会を実施。児童の日頃の学習成果を発表するとともに、活き活きとした児童の姿を見ていただき、多くの方々に本校の教育活動について理解を深めていただく ６０ 人

奈良養護(整肢園分校）
授業公開 中学部授業参観 中学部各教室授業公開 小学部授業参観 小学部各教室関連行事 学習発表会 東大寺福祉療育病院（１４番教室）

普段の授業の様子がよくわかり、取り組んでいる内容を理解した。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） 中学部生徒の授業の様子を参観する。 ８ 人保護者（家族を含む） 小学部児童の授業の様子を参観する。 １５ 人 普段の授業の様子がよくわかり、取り組んでいる内容を理解した。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 小学部、中学部のそれぞれの発表は、学級・学部ごとに個性を出し、素晴らしかった。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） 小学部・中学部の児童生徒が、日頃の学習の成果を発表する。 ５５ 人奈良東養護



21/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月2日(金) ～ 11月2日(金) ○○○ その他 入学予定児童の保護者11月4日(日) ～ 11月4日(日) ○○○ その他 卒業生及びその保護者11月18日(日) ～ 11月18日(日) ○○○○○ その他 事前申込者等10月30日(火) ～ 10月30日(火) ○○○ その他 来年度入学希望生徒と10月5日(金) ～ 11月12日(月) ○○○ その他 来年度入学希望生徒と10月4日(木) ○○ その他10月5日(金) ○○ その他10月10日(水) ○○ その他10月5日(金) ○10月12日(金) ○10月18日(木) その他10月25日(木) ○○○ その他 施設職員

関連行事 中学部座談会 本校西の京校舎関連行事 親子同窓会 本校西の京校舎 中学側の行事変更で、当日欠席が出た。後日、個別に相談会を実施した。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） 本校在籍生徒の保護者と来年度中学部に入学を予定等している児童の保護者、在籍中の小学校学級担任等とが会し、本校での生徒の生活や進学に際する情報交換を行う。（事前申込者） ５ 人 卒業生とその保護者だけでなく、地域の福祉関係者等も多く参加いただき過去最大規模の参加数となった。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） 本校卒業生とその保護者が同窓会を行う。また本校児童・生徒が日頃の学習成果を披露する場でもある。 １４０ 人
５ 人 当該学部の保護者だけでなく、七条校舎の保護者、地域住民、地域の小中学校教員等、多くの見学があった。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） 知的障害教育部門の小・中・高等部の児童・生徒の日頃の学習成果を発表するとともに、多くの方々に本校の教育活動について見学いただき、理解を深めていただく ２００ 人関連行事 文化祭 本校西の京校舎 「教育週間」以外でも、年間を通して行っている行事。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） 来年度本校への入学を希望している生徒と保護者、その学級担任等を対象に、高等部の授業を体験してもらい、入学後の学校生活等について理解を深める。授業公開 各学部体験学習 本校授業公開 高等部体験学習 本校西の京校舎 「教育週間」以外でも、年間を通して行っている行事。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） 来年度本校への入学を希望している生徒と保護者、その学級担任等を対象に、授業を体験してもらい、入学後の学校生活等について理解を深める。 １５ 人授業公開 中学部運動会 体育館授業公開 高等部運動会 運動場 保護者参加の競技も多く楽しいひととき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保護者（家族を含む） 種目別競技、ダンス等 ４７ 人 生徒一人ひとりの体育での取組の力が発揮されて参加者には好評であった。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） 種目別競技、ダンス等 ６８ 人授業公開 小学部運動会 体育館授業公開 中学部体験学習 各教室等 日頃の体育での取組の成果を保護者に見てもらえた。また児童も達成感を感じることができた。子どもの成長を感じることができたとの感想が多かった。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） 種目別競技、ダンス等 １２０ 人 来年度の進学先の参考になった。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） 中学部の教育内容の説明、授業公開、授業参加、施設見学など ２８ 人授業公開 小学部低学年授業参観 各教室等 発達課題別学習の様子を保護者に参観してもらった。クラスとは違う様子を見てもらうことができた。その後の懇談では、児童それぞれの発達を共通確認することができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業参観 ２０ 人

奈良東養護

奈良西養護



22/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月26日(金) ○○○ その他 施設職員11月10日(土) ○○○○○ その他 事業所、施設職員11月18日(日) ○○○○○ その他 事業所、施設職員10月5日(金) ○○ その他 来年度入学希望の幼児及10月11日(木) ○○ その他10月18日(木) ○○ その他10月25日(木) ○○ その他10月26日(金) ○○ その他 来年度入学希望の幼児及10月30日(火) ○○ その他11月18日(日) ○○○○ その他

授業公開 小学部高学年授業参観 各教室等 ３０ 人関連行事 文化祭 体育館 発達課題別学習の様子を保護者に参観してもらった。クラスとは違う様子を見てもらうことができた。その後の懇談では、児童それぞれの発達を共通確認することができた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業参観 児童・生徒の成長を共通確認できたことや参加者全員で舞台発表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保護者（家族を含む） 各学部、ＰＴＡ舞台発表等 ２４０ 人関連行事 地域ふれあい文化交流会（高等部参加） 体育館等授業公開 小学部体験学習 教室体育館
地域の文化祭を本校で行った。高等部の生徒が舞台発表をしたり、スターバックスの協力を得て、コーヒーサービスを行い、地域の方とふれあういい機会がもてた。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 出店、ＰＴＡバザー等 ９５０ 人 先生と一緒に体験授業に参加することができました。就学についての保護者の意見を聞くことができ参考になった。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） 小学部に入学を希望される保護者・関係者・幼児を対象にして授業公開、施設見学、授業参加を行う。 ９ 人授業公開 小学部高学年授業参観 教室体育館授業公開 高等部授業参観 教室体育館 保護者の顔をみても、いつものように授業に参加する姿を見てうれしく思いました。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） 授業参観及び保護者懇談会 ３６ 人 学習グループの編成や「仕事」の授業の内容やねらいについて保護者より質問があった。このことを通して、発達段階別指導についての保護者理解が進んだと思われる。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） 授業参観及び保護者懇談会 ５９ 人授業公開 中学部授業参観 教室体育館授業公開 小学部体験学習 教室体育館 １０ 人 学級生活の参観で特に中３は修学旅行の思い出について取り組み、子どもの様子がよく分かったとの感想が多かった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業参観及び保護者懇談会 ５３ 人

授業公開 小学部低学年授業参観 教室体育館 児童の実態にあった指導内容が就学先を決めるにあたって大変参考になったという保護者の感想があった。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） 小学部に入学を希望される保護者・関係者・幼児を対象にして授業公開、施設見学、授業参加を行う。 少しずつ落ち着いて授業に参加できるようになっている。子どもの成長が感じられた参観でしたという保護者の感想があった。教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 授業参観及び保護者懇談会 ４４ 人関連行事 文化祭 体育館 文化祭の前日、兄弟の小学校の参観に行ったが、文化祭を通して二階堂の特色や良さを改めて感じた。中学部、高１と一回り大きくなったように思える演技でした。3年生、卒業前にすばらしい思い出深い演技で良かった。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） 児童生徒の劇、ミュージカル、演奏などの学習発表会 ３８９ 人

二階堂養護

奈良西養護



23/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）11月21日(水) ○ その他11月27日(火) ○○ その他 教育研究所9月22日(土) ○○○○○ その他9月28日(金) ○12月7日(金) ○○ その他10月12日(金) ○○ その他10月28日(日) ○○○○○ その他11月2日(金) ○○○ その他12月10日(月) ○ その他 ３７ 人 福島原子力発電所の事故は、人間の生存･住居を脅かし、家族や地域を引き裂き、とてつもない悲しみをもたらしました。大模造紙の白地図に風向きと放射線量を示したり、マスクの繊維とシャープペンシルの芯を顕微鏡で観たり具体的で分かりやすく説明していただきました。生命科学の視点に関心を持たされる内容でした。教員（他校の教員を含む） 暮らしと環境「福島原子力発電所の事故を通して見えてきたこと」講師研修地域の方保護者（家族を含む）学校評議員関連行事 職員人権研修 会議室 ミュージカル劇「オズの魔法使い」が劇団「ディアディアあおによし」によって演じられた。分かりやすくお手本のような楽しいミュージカル劇で生徒や教員、地域の方々が堪能した。２０１ 人クラッシックや伝統芸能、ポップス、劇等を順次交互に行っている。今年度は、劇団「ディアディアあおによし」によるミュージカル「オズの魔法使い」を上演していただく予定である。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）関連行事 文化鑑賞会 体育館

参加人数が少なかった。しごとの授業を見学できた。来年度は、参加人数が増えるように内容などについて検討していきたい。１９ 人授業公開 初任者研修研究授業 教室体育館 ８ 人授業公開 中３保護者高等部見学会 教室体育館 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校高等部の授業参観、高等部の教育についての説明会
関連行事 体育大会 運動場 聴覚障害を併せ持つ自閉症の児童の指導について研修を深めることができた。二階堂養護学校の学校見学を行い、施設設備の課題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保護者（家族を含む） 本校初任者による授業公開及び研究協議 本校の体育活動を充実させ、生徒の自主的な活動を引き出させる行事の一つとして継続させたい。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） 体育の学習で力をつけたことの発表の場として、全15種目で行います。係活動では、生徒たちが責任を持って取り組むことを目標として積極的な活動を目指します。 ３０９ 人 昨年度から入学選抜のシステムが大きく変わっていることや、年々本校を希望する生徒や保護者が増えていることから学校見学会の参加者も増えてきている。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） 本校についての概要説明と校内及び授業の見学。小学校、中学校の１．２年生の児童･生徒と保護者、関係職員対象 １０１ 人 本校独自のチーム･ティーチングの進め方、主となる授業者と個別の生徒に対応する授業者の連携について細かい検討と自立活動的視点からの関わり方が課題である。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学年の理科、社会を対象に行います。週に１時間だけの理科、社会の授業ですが、理科は、「ものの変化」社会は、修学旅行先と関連させて「沖縄」をテーマとします。奈良教育大学の教授を助言者として協議を進めます。 ３８ 人関連行事 文化祭(若杉祭) 体育館教室高等養護 授業公開 研究授業 教室授業公開 学校見学会 教室

卒業生や保護者家族の交流校、地域の方々が来校。午前中の劇発表や部活発表、交流校の演技等で体育館は、満員状態で盛り上がった。午後より、模擬店やバザー等に生徒たちは意欲的に取り組んだ。また、PTAや同窓会等も模擬店やバザーを行い大いに盛り上げてくれた。外部来校者や卒業生にも好評に終わった。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） 午前中舞台での学習発表会と交流校（県立高田高校）の上演、午後からは、生徒、保護者、同窓生によるバザーや模擬店、生徒の作品展示等が行われる。 ４６３ 人

二階堂養護



24/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月10日(水) ○○ その他10月19日(金) ○○ その他11月3日(土) ○○○○ その他11月9日(金) ○○ その他 明日香小学校児童11月20日(火) ○○ その他11月28日(水) ○○ その他○11月1日(木) ～ 12月14日(金) その他○○11月10日(土) ○○○ その他 交流校○10月9日(火)10月16日(火) その他○10月29日(月) ～ 11月2日(金) ○○ その他 ４日間全ての授業を公開し、保護者及び学校評議員が自由に参観する。（福祉関係の事業所は、この期間内で日時の指定を行う） ３２ 人２６２ 人学校評議員地域の方教員（他校の教員を含む）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）学校評議員授業公開 参観週間 本校関連行事 保護者にとって、都合の良い時間や見たい授業を参観できることが、毎年好評である。
４６９ 人 本校の授業内容を知ることができ、就学先を考える上において参考になったという意見が多く聞かれた。

普段の授業の成果が十二分に反映された内容であった。保護者にとっても子ども達の成長を実感することができる良い機会となり、持ち方についても概ね好評であった。各学部ごとに音楽に関する授業の成果を舞台で発表する来年度小学部に入学する年齢にある幼児とその保護者を対象に、小学部の授業見学及び体験を通して就学に関する情報を知る機会とする本交小学部 教員（他校の教員を含む）小学部体験学習関連行事 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）関連行事 小学部と明日香小学校との交流 小学部各教室

文化祭 本校
中学部各教室 学校評議員

１学期の新入生の保護者対象の試食会とは異なり、期間中はいつでも参加できるようにしているので、大変好評である。６１ 人学校評議員地域の方教員（他校の教員を含む） 保護者の希望日に給食の試食および給食参観を行う保護者（家族を含む）関連行事 給食試食会 本校関連行事 中学部体験学習 本校児童４名が参加した。２４ 人教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 本校高等部への入学生徒を対象に午前中実際の授業に入り、在校生徒と一緒に行動し、就学に関する情報を得る機会とする。
本校高等部への入学生徒を対象に午前中実際の授業に入り、在校生徒と一緒に行動し、就学に関する情報を得る機会とする。 外部から4名、本校から6名が参加した。６０ 人３００ 人

地域の方保護者（家族を含む） ３５ 人関連行事 高等部体験学習 高等部各教室
保護者（家族を含む）
地域の方保護者（家族を含む） 小学部児童と明日香小学校児童と共に班分けをして、共同学習を行う。学校評議員教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方 各学部による舞台発表、高等部、ＰＴＡによるバザーを実施する。地域、地域外からもボランティアの方が参加される。 積み重ねてきた年数があるので両校の教員、児童ともにリラックスし、明日香小学校の児童がプレゼントを用意してくれて楽しい交流ができた。

保護者の家族での参加は勿論、交流校からの参加、地元の方の参加もありとっても賑やかな文化祭となった。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
関連行事 たちばな祭 本校関連行事 小学部体験学習 ３２ 人 入学希望者4名が参加した。小学部各教室 教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方地域の方保護者（家族を含む）

本校小学部への入学児童を対象に午前中実際の授業に入り、在校児童と一緒に行動し、就学に関する情報を得る機会とする。
中学部の各教科の授業参観と保護者懇談を実施する。また保護者に給食の様子を見ていただき、生徒と同じ食事をとっていただく機会とする。 橿原公苑陸上競技場で実施し、保護者と共に活動した。保護者には午前中授業参観から保護者懇談そして給食試食と半日で多くの内容に参加していただいた。４３ 人

西和養護

授業公開 中学部授業参観給食試食会 各教室　　食堂
明日香養護



25/25参加人数　 #########開始日 終了日Ｈ２４奈良県教育週間　県立高等学校・特別支援学校の取組学校名 授業公開関連行事の 参加人数 ご意見・ご感想内容行事名 期日（期間） 会　　　場 参加対象者（左欄に○印を）10月29日(月) ○ その他10月29日(月) ～ 11月9日(金) ○○ その他11月10日(土) ○○○○○ その他 学部交流校、福祉作業所等11月30日(金) ○ その他

取組や生徒の実態について知ることができ、授業の中でのいろいろな支援の内容・方法が参考となるので、今後も他校園に授業を公開する機会を設けたい。--授業公開 中学部第２回体験学習 本校 地域の方学校評議員 公開授業を通して授業づくりや生徒への指導、支援のあり方について全教員で考える。放課後に研究討議の場を設定し、参加者全員（他学部教員との意見交換を中心に）で、授業研究を行う。また、他校園にも授業を公開し、参加者との研究討議を通して今後の授業づくりに生かす。教員（他校の教員を含む）教員（他校の教員を含む）学校評議員地域の方保護者（家族を含む） 小学部の舞台発表、中学部・高等部の販売、PTAによるバザー等を実施する。地域住民の方々を始め、各学部の交流校の児童生徒、福祉作業所や地域の事業所等の方々にも参加いただき、本校教育の現状や特別支援教育について広く理解し考えてもらう機会とするとともに、相互交流を深める。 ４００ 人 保護者や担任が見学するとともに、児童が体験することにより、進路を考えていく上での一助となった。来年度中学部に入学を希望される児童とその保護者、担任を対象に中学部の授業内容の説明、授業公開と参加及び施設見学を行い、就学についての情報を得る機会とする。 １５ 人 子ども達の舞台発表が衣装もかわいく頑張っていた。生徒達の販売は活気があった。バザーや事業所の販売も賑わっていた。食事場所がもう少しあると良いのではないか。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 高等学校教員のためのオープンスクール（一日授業参加） 本校

大淀養護 関連行事 ふれあいまつり 本校
授業公開 高等部授業公開 本校

声のかけ方など多くを学んだ。教員どうしの支え合う意識、横のつながりや人間関係が良い。一人一人が認められ、自信をもつとできるようになるのは自分の学校でも同じだと感じた。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） 高等学校教員の本校各学部への一日授業参加をとおして、特別支援学校の教育の理解と実際について広く学ぶ機会とする。また、参加者との研究討議を通して、本校教育の充実に生かす。 ８ 人


