
小学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

庄原市立
庄原小学校

11月16日（金） 学習発表会
各学年の児童がこれまで学んできたことを
発表する。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観
終日，保護者や地域の方に授業を公開し，
参観していただく。

10月30日（火） 古典の日の取組
地域の読書ボランティアの方に古典本の読
み語りをしていただく。

11月18日（日）
学習発表会とふれ
あい交流会

保護者や地域の方に学習の成果を発表し，
参加者の皆さんと一緒に豚汁を食したり，
交流活動を行ったりすることでふれ合いを
深める。

11月４日（日） ふるさと祭り 地域行事に鼓笛演奏や合唱で参加する。

11月７日（水） ふれあいまつり
地域にある障害福祉サービス事業所の方々
を招待し，いろいろなゲーム等を通して，
交流する。

10月23日（火） マラソン大会
校内マラソン大会実施を保護者・地域の
方々に広く呼びかけ，応援していただく。

11月１日（木）
　　２日（金）

自由参観日
自由参観日とし，保護者・地域の方に授業
や学校の様子を参観してもらう。

11月18日（日） 学習発表会
保護者や地域の方々を招待し，日頃の学習
の成果を発表する。

10月31日（水） 地域公開
全学級道徳科で授業公開その後ＰＴＡと協
賛で教育講演会を開催する。

11月４日（日）
敷信地区ふるさと
祭

本校を会場に，６年生児童による「板橋一
心太鼓」の演奏，児童の絵画作品の展示
等，地域と一体となって開催する。

11月７日（水） 校内マラソン大会
校内マラソン大会を実施。保護者や地域の
方々に来校を呼びかけ応援していただく。

地域公開研究会 学校の取組，授業の地域公開を行う。

図書祭り
地域の「読み聞かせボランティア」の方と
連携した，読書に親しむ活動を実施する。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観
授業，活動等の保護者公開（自由参観）を
行う。

11月７日（水）
校内マラソン記録
会

児童の体力向上に関する取組を行い，参観
していただく。

10月29日（月） 学習発表会
全校児童による合唱や群読及び各学年にお
けるこれまでの学習の成果を保護者・地域
の方に披露する。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観日
保護者・地域の方に授業を公開し，自由に
参観していただく。

11月２日（金） 邦楽鑑賞会

11月１日の「古典の日」にちなみ，日本に
古くから伝わる伝統音楽のよさを児童に味
わわせるために，地域の邦楽演奏家を招い
て鑑賞会をする。保護者・地域の方にも呼
びかける。

駅伝大会

児童による駅伝大会を実施する。チームに
分かれ，校区をたすきリレーする。児童の
頑張りを保護者・地域の方に観ていただ
く。

世代間交流事業

児童に地域の素晴らしさを伝え，「地域か
ら学ぼう」というテーマで実施する。老人
会・地域の創作活動家を指導者に招いて，
保護者とともにグラウンドゴルフや創作活
動を行う。

平成30年度“学校へ行こう”週間実施計画書

庄原市立
板橋小学校

庄原市立
永末小学校

庄原市立
山内小学校

11月１日（木）

庄原市立
東小学校

11月６日（火）

庄原市立
高小学校

庄原市立
峰田小学校



11月１日（木） 校内マラソン大会
「体力つくりの時間」の持久走練習の成果
を，地域の方や保護者を対象としての自由
参観日に見ていただく。

11月１日（木）
　　２日（金）

自由参観日
地域の方や保護者を対象として，一日を通
しての自由参観日を実施する。

11月４日（日） 「ふるさと祭り」

地域自治振興区の主催により，「ふるさと
祭り」が開催される。全校児童も，合唱・
踊り（表現活動）等のステージ発表や，図
画工作科を中心とした作品展示を行い，学
習の成果を保護者や地域の方々に見ていた
だく予定である。

邦楽鑑賞会
保護者や地域の人に呼びかけ，学校で開催
する。（参加自由）

教育講演会
西城町幼保小中連携会議主催による地域・
保護者・生徒を対象にした講演会を実施す
る。

11月２日（金） 一日自由参観日
一日自由解放し，授業参観していただく。
マラソン大会も同時開催する。

11月６日（火） ロードレース
日頃の業間の取組である元気いっぱいラン
ニングタイムの成果を発表する大会として
位置付けている。

11月８日（木） 図書祭

児童が読書に親しみ，意欲的に図書館を活
用するように，おすすめ本の紹介や，クイ
ズラリー等を仕組んでいる。古典の日の取
組もあわせて行っている。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観日
期間内は，いつでも誰でも自由な時間に授
業参観できる。

11月２日（金）
祖父母参観・地域
交流会

児童の祖父母や様々な体験活動でお世話に
なった地域の人を招待し，交流を行う。

11月７日（水） 自由参観日
参観者の都合に合わせて授業参観をしても
らうため，保護者や地域の方々が自由に参
観できる１日を設定し，授業公開する。

11月11日（日） 学習発表会

地域の収穫祭に参加する。地域の自治振興
センターを会場に，全校・各学級ごとに国
語科や音楽科，総合的な学習の時間に学ん
だことを，劇や歌，報告等で発表する。
また，地域の屋台にまじり，学級園で栽培
した野菜や米を出品する。

10月22日（月）
道徳参観日
食育研修会

道徳の授業参観後，各学級で懇談会を実施
する。また，栄養教諭を招聘し，食育の一
環として保護者と児童が一緒に調理実習を
行う。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観日
授業を公開し，地域・保護者の方に本校の
教育活動に対する理解を深めていただく。

11月18日（日） 田森ふれあい祭り
地域の行事に参加し，劇や合唱，ダンスな
ど学習の成果を発表する。

庄原市立
東城小学校

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観
保護者及び地域の方に学校を開放して，自
由に参観していただく。

11月１日（木） 邦楽鑑賞会
３学年以上が邦楽を観賞したり，楽器演奏
体験をしたりする。

11月２日（金）
マラソン・駅伝大
会

１～３学年はマラソン，４～６学年は駅伝
を行う。駅伝には保護者チームの参加もあ
る。沿道に保護者や地域の方が応援に来ら
れる。

雨天の場合，
５日（月）に延期

11月７日（水） 参観日 全学年の授業参観日とする。

11月７日（水） ＰＴＡ教育講演会 外部講師を招き，防災教室を行う。

庄原市立
川北小学校

庄原市立
小奴可小学校

庄原市立
西城小学校

11月１日（木）

庄原市立
口南小学校

庄原市立
粟田小学校

庄原市立
八幡小学校

庄原市立
美古登小学校



11月１日（木） 祖父母参観日
５校時に授業参観を行い，６校時に１年生
は昔遊び，２年生は花植え，３年生以上は
グラウンドゴルフを行う。

11月２日（金） 邦楽鑑賞会
邦楽鑑賞をした後，琴や尺八の体験を行
う。

11月６日（火） 持久走大会
３コースの中から自分の総力に合わせ，選んだ
コースを走る。希望する保護者は伴走し，沿道か
ら地域の人々も声援を送る。

庄原市立
高野小学校

10月29日（月） 道徳参観日 道徳科の授業参観と学級懇談会を行う。

10月31日（水) 校内マラソン大会
低・中・高学年に分かれて，マラソン大会
を実施する。

11月７日（水) 邦楽鑑賞会
全校で，琴や尺八で演奏される曲を鑑賞
し，琴や尺八の体験をする。

11月10日（土） 学習発表会
生活科・道徳科・総合的な学習の時間に学
んだ事を劇等で地域・保護者に発表する。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観日
保護者や地域の方々に自由に授業を参観し
てもらう。

中学校
所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

庄原中学校公開研
究会

今年度，本校で取り組んでいる「主体的に
学ぶ生徒を育成する授業づくり」に係る取
組について，教育関係者及び地域・保護者
対象に授業公開を行い，事後には研究協議
及び大学教授による講演を予定している。

ＰＴＡの日
保護者対象に毎月行っている自由参観を実
施を予定している。

11月９日（金） 庄原中学校合唱祭
学級ごとに課題曲・自由曲を決め，合唱を
行う。また，吹奏楽部の演奏やＰＴＡバ
ザーを予定している。

午前：庄原中学校
午後：庄原市民会館

11月１日（木） 教育講演会
生徒が社会を的確に捉え判断する力や自ら
進路を切り拓くための視点等を考える講演
を生徒・保護者・教職員が共にに聴く。

11月17日（土） 文化祭
第１～３学年の発表（劇）やブラスバンド
部演奏等の舞台発表，各教科等による生徒
作品の展示を行う。

10月29日（月）
東城中学校公開研
究会

本校で取り組んでいる「学びの変革」に係
る研究及び授業実践を，教育関係者・保護
者・地域の方に公開する。

11月１日（木）
　～７日（水）

自由参観日
保護者・地域の方に授業を公開し，自由に
参観していただく。

11月24日（土） 文化祭
学習発表，学年合唱，作品展示などを実施
する。

10月29日（月）
～ 11 月 ４ 日

（日）
自由参観週間

保護者・地域の方への自由参観週間を設定
する。

11月４日（日） 文化祭
学習発表及び郷土の伝統芸能等を保護者・地
域の方に公開する。

庄原市立
比和小学校

庄原市立
総領小学校

庄原市立
口北小学校

庄原市立
庄原中学校

10月31日（水）

庄原市立
口和中学校

庄原市立
西城中学校

庄原市立
東城中学校



９月26日（水)
第３回校内ビブリ
オバトル

一昨年の庄原市教育フォーラムをきっかけ
に，読書活動の推進のため，毎年ビブリオ
バトルを全校生徒で行っている。

道徳参観日・道徳
懇談会・ＰＴＡ教
育講演会

本校の研究の基幹である道徳教育につい
て，保護者の理解を深めるため，全学年参
観を実施し，各学年で道徳懇談会を行う。
道徳教育の進め方について話をするととも
に，学校・家庭での様子について交流す
る。また，ＰＴＡ教育講演会は，ＰＴＡ研
修部が中心となり，親子で学ぶ機会とす
る。

第３回校内駅伝競
走大会

本校の通年の取組である「朝トレ」の成果
の発表の場である校内駅伝大会である。ま
た，体育祭の赤白両団が，再度競い合う場
でもあり，体育祭で身に付けたことを表現
する場とする。

11月３日（土) 文化祭

全校生徒45名全員の活躍を披露する。ス
テージでは，地域芸能「太拍子」の発表を
初め，意見発表など個人での取組，庄原市
合唱コンクールでの全校による合唱の事前
披露，各学年の「総合的な学習の時間」の
活動内容の発表を行う。また，展示も行っ
ている。

10月24日（水） 公開研究会
人権教育に係る公開授業・研究発表・講演
等を行う。

11月24日（土） 文化祭
総合的な学習の時間で学習したことを中心
にしたステージ発表及び展示等を行う。

庄原市立
総領中学校

11月４日（日） 文化祭
総合的な学習の時間で学んだことの発表や
全校合唱等を行う。

10月６日（土)

庄原市立
比和中学校

庄原市立
高野中学校


