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市川市教育委員会では、学校・家庭・地域が連携することによって「教育の共有化」を図り、子どもた

ちが「自分の学校を好きになる」、保護者が「子どもの通う学校を誇りに思う」、地域の方が「地域の学

校に愛着がもてる」学校づくりを進めています。 

  生活の中で、子どもたちが健康について自ら考

え行動し、望ましいライフスタイルの確立を図るた

めに、学校と家庭・地域が一体となってどのように

取り組んだらよいのでしょうか。 

 その方策を「健康教育の進め方」の研修を通して

探るため、平成17年度第1回ヘルシースクール推

進協議会が、5月26日(木）行徳文化ホールＩ＆Ｉ（行

徳公会堂）で、市立幼稚園、各小・中学校、養護学

校の管理職、推進委員及び保護者の参加のもと、

開催されました。 

  

 

  ヘルシースクール推進事業は、以前から取り組

んできた包括的な健康教育をさらに充実させてい

くことを基本とし、 

①体力つくり 

②望ましい生活リズムの確立 

  今、子どもたちを取り巻く環境の変化によって、子どもたちの食や睡眠などの生活リズムの乱れが全国的にも指摘されています。 

  市川市でも昨秋「ＷＨＯ健康都市宣言」を行い、市民の健康を総合的に高めていこうとしています。これを踏まえて、教育委員会では「健康につ

いて自ら考え行動し、改善できる子どもの育成」を目的にヘルシースクール推進事業を立ち上げました。 

③食に関する指導の充実 

④安全、環境衛生の充実 
の4本柱を中心に、市川市立の全幼稚園、各小・中

学校、養護学校が取り組みます。 

  各学校・幼稚園で、管理職と子どもの健康に関

わっている各担当が集まり、ヘルシースクール推進

委員会をつくります。 

 そこで、４つの柱をどのように具現化していくのか

について、各学校・幼稚園に合わせたヘルシース

クールプランの立案をし、その推進をします。プラン

は必要に応じて修正しながら推進されます。年度末

にはプランの評価を行い、より効果的なものとなる

よう改善をします。 

  日常の活動、授業を通しての指導、行事としての

取り組みだけでなく、家庭・地域との連携も必要と

なります。 

 

 

  担当の保健体育課からの説明の後、文部科学

省食育調査官の小川達也氏から、食に関する指

導の充実を目指した健康教育の進め方についての

講演がありました。 

  子どもたちに、食

に関することでも、

一つのことを習慣

化させることは難し

いことだが、「生活

習慣病の一次予防

は、医療ではなく教

育であるという考えを持つ」「健康はつくるもの育

てるものという考えを持つ」「健康教育は実践力を

育てることが生命である」とのお話をうかがいまし

た。 

  学校教育にとって、基礎・基本の確実な定着を

図り、「確かな学力」を育成することは、最も重要な

責務だと考えています。各学校では、「学校は学力

を身に付けるための学習の場である」ことを再確

認し、きめ細かな指導をしているところです。子ども

たち一人一人の可能性を引き出し、子どもたちが、

将来の目標や社会の一員としての自覚を持って自

立して生きていくことができるよう、「確かな学力」

の育成に積極的に取り組んでいきます。 

 

  各学校・幼稚園では、特色ある学校・園づくりを

進める中で、全教育活動を通じて「豊かな体験」が

できるように配慮しています。「豊かな体験」を重視

するのは、体験活動を通して子どもたちの心が動

かされ、感性を磨き、情操を豊かにしていくものだ

と考えているからです。教育委員会でも、市川市の

よさを生かして、子どもたちにとって価値ある体験

となるような、多くの場を用意していきます。 

  子どもたちを犯罪被害から守るための取り

組みは、ますます重要度・緊急度を増してき

ています。各学校・幼稚園では、子どもたちの

安全を守るために、家庭・地域と連携して

様々な取り組みを進めています。教育委員会

においても、各学校・幼稚園と連携をとりながら、危

険回避能力等、子どもたちが自分自身の安全に関

する資質能力を高めるための方策を考え実施する

ことで、子どもたちの「安全・安心」の確保に努めま

す。 

  コミュニティサポートは、子どもを中心において、

学校・家庭・地域の連携を一層推進し、みんなで力

を合わせて子どもたちの活動を支えていくためのも

のです。その実質的な場となっているのは、全５５の

小中学校区に創設されているコミュニティサポート

委員会です。 

  教育委員会では、学校・地域の諸団体の代表

          

者・地域住民が同じテーブルにつき、子どもたちの

ためになる話し合いができるよう、これまで以上に

支援していきます。 

  ヘルシースクールとは、「体力つくり」「望ましい生

活リズムの確立」「食に関する指導の充実」「安全・

環境衛生の充実」の４つを中心にした取り組みで

す。子どもたちが健康について自ら考え行動し、体

力の向上、生活習慣・食生活の改善等を図ること

を目標としています。各学校・幼稚園では、「ヘル

シースクールプラン」を作成して、家庭・地域と連携

をとりながら、健康教育を更に充実させていきま

す。 

 西垣惇吉 教育長 

「教育の共有化」とは･･･ 

  子どもたちのために学校・家庭・地域のそれぞれの教育力を生かしながら、一体感のある教育を展開していくことで

す。みんなが「子どもを中心」に考え、話し合い、学びあいながら、みんなで力を合わせて、子どもたちを育てていくことを

目指しています。 

  平成１７年度は以下の５つに力点を置き、「教育の共有化」を図りながら、子どもたちが健やかに

成長できるように具体的な取り組みを進めていきます。 
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 市川市では、学習支援推進事業を展開し、子どもたちが「豊かな体験」を通して「確かな学力」を身に付けるために、地域の方々の専門性や伝

統的な技術・知恵などを生かした学習を進めています。各学校の学習支援クラブが中心となり、年間を通しての読書ボランティアや歴史・環境・

文化・福祉・国際理解など、様々な分野において地域の方々の力により、子どもたちはそれぞれに考え、感動し、「夢」をふくらませています。 

 6月6日（月）、第二中学校の総合的な学習の時間で、１年生を対

象に、アフガニスタンでの取材を経験した新聞記者の方による、現

地の様子についての講演が行われました。 

  多くの写真をもとに、地雷の怖さ、栄養失調、感染症など、アフ

ガニスタンの子どもたちが置かれている大変厳しい環境について

話を聞く機会となりました。 

  現地の子どもたちに「あなたの夢は？」と聞くと、「書けない。」

「意味が無い。」などの答えが返ってきたこと、テレビもラジオもな

く、「日本の子どもたちが夢を

抱くような人を見たこともな

いし、知る機会もないからだ。」

など実際に現地にいた人から

でなければ聞けない、具体的

な内容を緊張感を持って話さ

れました。講演の後に、「新聞

記者の方もけがをすることが

あるのですか。」などの質問

が、たくさん出されました。 

  第二中学校では、国際理解、福祉、地域、生産・製作の４つの

テーマで総合的な学習の時間を展開しています。今回のお話で、

国際理解に関心をよせる子どもたちが、どんな学習を進めるのか

楽しみです。 

 「調子いいな。」火おこしボランティアの方に励まされて、富美浜小の6年生

が火おこしに頑張ります。「下のほうから吹くんだぞ。」ボランティアの方から

渡された竹で、おっかなびっくり吹いて、小さな種火を炎にします。炎が上が

ると拍手も起こります。考古博物館での体験学習の一コマです。 

  6月3日（金）に、富美浜小の6年生が訪れた考古博物館では、隣接してい

る国史跡の堀之内貝塚の見学、展示品

の解説のほか、縄文体験の一つとして火

おこし体験などができます。 

  火おこしの指導を行うのは、ボランティ

アの方で、地域の方４0名が登録していま

す。 この日も5名の方が、子どもたちの

指導に汗を流しました。 

  ボランティアの方にお話を伺うと、火を

おこす活動なので、何よりもまず安全を

第一に考えるとのことでした。そして、少しでも、昔の人の大変さを感じとって

くれることを願っているそうです。 

 いろいろな方に支えられた貴重な体験は、これからの学習に役立つことで

しょう。 

 小学校や中学校に通うお子さんの様子に戸惑っていた

り、お子さんの教育で、ご自分の気持ちが整理できなかっ

たり、どうしてこのような状況になってしまったのか悩んでい

る方は、ぜひお電話してください。 

 相談員がご家庭に訪問したり、ご都合の良い場所でお話

をうかがったりします。なお、ご相談された内容についての

秘密は守ります。 

 不登校などに関して豊かな知識と十分な教職経験のあ

る3名の相談員が、相談者の立場に立ち、温かな雰囲気の

中で相談活動を行っています。 

 お申込は、市川市教育委員会指導課 047-334-１６４２へ。

指導課の担当者が相談員に連絡し、その後、相談員からご

連絡をさしあげます。 

 お気軽にご相談ください。 

  
①基礎ｌ学力（読み・書き・計算）が、確実に身に付く 

  ようにする。 

②「知識や技能を活用し、自分の言葉で表現する 

  力」を高めるようにする。 

③「確かな学力」の定着を評価し、授業改善を図る。 

④効果的な少人数・習熟度別指導を推進する。 

⑤力のある子をもっと伸ばすための指導方法を取り 

  入れる。 

⑥子どもの生活習慣や学習習慣の実態をとらえ改 

  善を図る｡ 

⑦学校の学力向上対策についての組織マネジメント 

  を強化する。 

 

  
①あいさつ等の基本的なマナーが身に付くようにし、 

  指導効果を検証する。 

②毎朝、 読書等の気持ちを落ち着かせるような取 

  組をする。 

③小学校の段階から、勤労観・職業観を育てる教育 

  を推進する。 

④自己管理能力や対人関係能力等の社会性を育 

  てる教育を推進する。 

⑤地域を生かし、地域と一体となった体験活動の充 

  実を図る。 

 

 
①各学校（園）が方針を明確に打ち出し、情報を積 

  極的に公開する。 

②適切な学校（園）評価を実施し、情報を積極的に 

  提供する。 

  市川市教育委員会では、学識経験者及び市民から様々な意見を求めることにより、学校・

家庭・地域が一体となった質の高い教育を行うため、市川市教育改革懇話会を設置し、平成

14年7月以来14回の会議を開催してきました。今年の3月、創設から3年が終了したのを機に、

まとめとして各学校・幼稚園に向けて「提言」をいただきました。 

③学校（園）の状況をよく知ってもらうために、学 

  校（園）公開を一層推進する。 

④教員の研修（校外、校内）を充実させ、資質能 

  力の向上を図る。 

⑤子どもの危険回避能力を高める教育を推進   

  する。 

⑥子どもの安全にかかわる情報の共有化を進 

  める。 

①ＰＴＡ活動、家庭教育学級の活性化を推進す   

  る。 

②学校評議員の在り方について見直しを図る。 

③コミュニティサポート委員会の充実を図る。 

④子どもの実態や地域の願いを把握した上で、 

  学校（園）の方針を明確にする。 

⑤保護者と懇談する機会を増やし、子どもに関   

  する情報を共有する。 

⑥学校（園）に来ない、来られない家庭に対する 

  啓発・広報活動の充実を図る。 

                       

  それぞれの提言には、簡単な「解説」もつ

けていただいています。 

 各学校・幼稚園においては、 「提言」及び 

「解説」を今年度の教育方針等に反映さ

せ、子どもたちの教育に取り組んでいます。 

  「提言」及び「解説」については、市川市

教育委員会のホームページ上で公開してい

ますのでご覧ください。 

  「輝きを胸に 夢をその手に 房総の夏」をスローガンに、

平成17年度全国高等学校総合体育大会が県内各市町

村にて開催されます。県内で28競技開催されますが、市川

市では女子のハンドボール競技が行われます。（男子のハン

ドボール競技は佐原市を会場として行われます。） 

  全国各地から集う選手や役員を心温かく迎え、高校生

最大のスポーツの祭典にふさわしい大会とするため、市民

の皆様のご理解とご協力を得ながら、心のこもった実りあ

る大会を目指します。 

 

 ◎ 総合開会式         8月1日（月） 幕張メッセ 

 ◎ 競技 

    国府台市民体育館   8月2日（火）～8月7日（日） 

    塩浜市民体育館     8月2日（火）～8月4日（木） 

    千葉商科大学体育館 8月2日（火）～8月4日（木） 



（３）200５年（平成１７年）７月１２日（火） 教育いちかわ 

 優  良  神谷健太郎   (南行徳小3年) 

 優 良   田中 愛美 （塩焼小  2年） 

 佳  作  齊藤ちひろ  （八幡小  3年） 

          松本麗央奈  （行徳小  2年）   

          加藤 寛菜  （南行徳小3年） 

(ポスターの部） 

 優  秀  藤津あかね  （若宮小  5年）   

 優  良  下川 実貴  （冨貴島小6年） 

        ﾄﾚｽ ｱﾝﾍﾚｽ ﾐﾄﾞﾘ (新浜小  6年） 

 佳  作   丹羽 紗月  （八幡小  6年） 

          皆川  宥子  （若宮小  4年） 

          渡辺 未來  （北方小  4年） 

(作文の部） 

 優  秀  藤田   怜  （真間小 5年）    

 優  良  小野 亜希  （真間小  6年） 

          北爪 椋子  （冨貴島小6年） 

 佳  作  山田  希  （真間小  6年） 

     豊岡 洸佑 （冨貴島小6年） 

      大野 真由  （冨貴島小6年） 

     高橋 正樹  （菅野小  5年） 

第3１回市川市むし歯予防大

会が、6月1日(水)生涯学習センターのグリーンスタジオをメイン会

場として開催されました。 

  この大会の目的は、歯科疾患の早期発見・早期治療を促し、広く

市民に対し歯の大切さを啓発することや、健康維持、増進を図るこ

とにあります。 

 大会では、 

①健歯児童・生徒審査及び優良   

 健歯者の表彰 

②健歯児童歯科衛生作品優良者 

 （図画の部､ポスターの部､作  

 文の部） 

の表彰が行われました。 

健歯児童の部（小学校6年） 
第1位  天野  守   (新井小） 

     山野  彩  （信篤小） 

第2位   勝山 祐樹  （南新浜小） 

     大澤 萌華  （福栄小） 

第3位   阪口 篤史  （行徳小） 

       岡﨑しおり （冨貴島小） 

     

健 歯 生 徒 の 部（中 学校 3 年）                   
第1位  内野  誉士  （東国分中） 

     岩岸  美華  （大洲中）   

第2位   富山  兼門  （第一中） 

      岡山 由依   （福栄中） 

第3位  村上 達郎  （塩浜中） 

      小野尾愛理依 （第八中） 

 

歯科衛生作品 
(図画の部） 

優  秀 池田   舞   （行徳小1年） 

 5月18日（水）グリーンスタジオで、各学

校区コミュニティサポート委員会関係者、

学校関係者、地域団体代表者、行政関係者

等 約 180

名が出席

し、本年

度の第1

回コミュ

ニティサ

ポート推

進委員会

が開催さ

れ ま し

た。 

 そこでは、平成16年度のコミュニティサ

ポート委員会の実施報告、16年度末に行っ

たアンケート結果の報告及び平成17年度の

推進についての発表及び提案が出されまし

た。 

 各委員会では、子どもたちの地域での活

動に関わる情報交換や、安全面についての

意見交換、学校からの情報発信などの話し   

合いが行われてきたことが報告されました。   

 年度末のアンケートの中で、３つのねらいに

ついて、○健全育成に役立った ７５％、   

○コミュニティづくりへの寄与 ７２％、  

○生涯学習社会の基礎づくりへの寄与 ６１％

という結果が出ました。 

 昨年度の状況や課題及びアンケート結果を踏

まえて、本年度の推進目標を次のとおりとしま

した。 

 本年度は、子どもたちのために、より実効性

のある会議の持ち方や、情報発信の推進、リー

フレット等による啓発、学校との連携や協力等

を重点的に進めていきます。  

◎コミュニティサポート委員会の充実 
 －子どもたちのためになる話し合いをするためにー 
◎コミュニティサポートの周知・理解や連携  

 の拡充 
 －みんなで子どもたちを支えあうためにー 

 5月17日（火）教育会館で小・中・養護

学校よりコミュニティサポート主任が出

席し、コミュニティサポート主任研修会

が開催されました。 

 教育委員会からの､｢教育の共有化｣､｢地

域との連携｣､｢コミュニティサポートシス

テム｣､｢主任の役割」等の説明の後、行政

との連携について知るために､子どもに関

わる10の関係課等より、学校に協力でき

ること、学校に周知や理解をしてもらい

たいこと等の連絡がありました。 

 コミュニ

ティサポー

ト主任は、

市川市教育

委員会が掲

げ て い る

キーワード

の う ち「教

育の共有化」と「コミュニティサポート

の充実を」を推進することを目的に、今

年度初めて各学校に位置づけられまし

た。 

 今後、各学校において、学校と地域と

の相互の連携・協力の窓口としての役割

や、教職員に対する啓発を図るリーダー

的役割を担っていきます。 

  今年3月末に完成した市川北高校裏「小川再生親子ふれあい農園」にある、

「市川米っ人くらぶ」大野「こども水田」で５月22日（日）に参加者の親子約２００

名による田植えが行われました。この稲作体験事業も5年目を迎えます。何年

も継続して参加している親子も２０数組います。 

  この日は、あいにくの曇り空でしたが、みんな泥んこになりながら、地元の農

家、自治会、ＪＡ市川市、ＩＪＣ（市川ジュニ

アリーダーサークル）の方々の協力によ

り、3枚の水田一面に、無事、苗を植え終

わることができました。 

 今後の活動は、田の草取り、案山子作

り、防鳥網の取り付けなどを行い、9月に

は稲刈り、10月には収穫感謝祭を実施

する予定です。 

  真に生きる力を身につけた子どもたちを育てるために、大人社会が全体で責

任を持ち、地域全体が一体となって支援するために、大人の教育力を高め、深

めることを目的として「家庭教育学級」が開催されています。 

  開催は、市立幼稚園・小・中・養護の各学校と未就学児童を持つ保護者の

ための「めぐみ」・「みのり」の家庭教育学級を、年間5回から10回程度で行って

いきます。 

 学校、児童・生徒、保護者だけでなく、

様々な方々との連携を図れる地域づくり

を目指して、各学級が参加者のニーズを

取り入れ、自主的に計画し、活動を展開し

ています。どなたでも参加できるオープン

教室ですので、興味のある方の参加をお

待ちしています。 

  お問い合わせは生涯学習振興課まで。 



（４）200５年（平成１７年）７月１２日（火） 教育いちかわ 

◇◆保護者だけでなく地域の方も◆◇ 

 市内の各公立小・中・養護学校では、「地域に開かれた学校づく

り」の一環として、自校の教育活動を保護者だけでなく、地域住民の

皆様にも見ていただこうと『オープン・スクール・デー』を開催して

います。 

 子どもたちが生き生きと活動・活躍している授業(学習)の公開、学

校・家庭・地域が連携・協力しての教育活動などを参観して、学校の

様子を見ていただくとともに､各学校で進めています｢特色ある学校づ

くり」や教育方針の一端を理解していただきたいと思います。 

 11月以降の『オープン・スクール・デー』については、次回発行の

「教育いちかわ」１４４号（10月発行）と教育委員会・学校教育部の

ホームページでお知らせいたします。 
 

◆◇開かれた学校と安全管理◇◆ 

 開かれた学校づくりとともに、子どもたちの生命の安全を守る必要

があります。 

 日頃より、各学校では、外来者に対する校舎内への出入りのチェッ

クを確実に行うため、外来者訪問名簿に名前の記載や名札をつけてい

ただくなど、家庭・地域住民の皆様にご協力をいただいております。

訪問の際は、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、『オープン・スクール・デー』の詳細につきましては、各学

校へ問い合わせをお願いいたします。 

 

※学校教育部のホームページでも掲載しております。 
 http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/kyouiku/ed_gakko/index.html 

 市立博物館では、夏休みに体験

学習や自由研究のお手

伝いをします。自然の

家のプラネタリウムと

あわせて、豊かな体験

に役立ててみてはいか

がでしょうか。 

主　　　催 日 内　　　　　　　　　　　容 申　　込　・　備　　考 電話

8/ 7（日）

8/28（日）

8/20（土） 火をおこそう　縄文時代以降の道具を使って 7月10日から受付　小学生以上先着20組　無料

7/24（日） 夏休み体験学習（ちょっと昔の手作りおもちゃ①） 7月10日から受付　小学生先着20名　費用100円

7/30（土） 夏休み体験学習（わらぞうり作り） 7月10日から受付　小学生親子先着20組　費用300円

8/ 7（日） 夏休み体験学習（ちょっと昔の手作りおもちゃ②） 7月10日から受付　小学生先着20名　費用100円

13:00～15:30

申込不要・団体予約は1週間前まで（25人以上）

料金：市内150円  市外310円（団体　市内120円　市外250円）

14:00～16:00

時

考古博物館

8/28（日）自然博物館

歴史博物館
13:30～15:00

13:00～15:00

13:30～15:00

申込不要　　会場： 市民会館第1会議室 　無料 339-0477
10:00～12:00

自然の家
(プラネタリウム）

毎日曜日

373-6351

夏の星座解説
オート番組「2019年　火星への旅」

6月26日から受付　小学生以上先着20組  費用２日間で500円

13:30～14:30 337-0533

10:00～12:00

10:00～15:00

373-2202

夏休み体験学習（全2回連続講座）
縄文人の生活を遊び感覚で体験します。
8/7は縄文汁・編布づくり等　8/28は勾玉づくり

名前をしらべる会（あなたが作った植物・昆虫・貝等の
標本に名前をつけます。）

№ 学　校　名 　公　開　日　　 時 間 帯 　       内 　　   容
1 市川小学校 １０月２９日（土）  9:00～15:00 　学習発表・フェスティバル
2 真間小学校 １０月２９日（土）  8:20～12:00 　授業公開
3 中山小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
4 八幡小学校 １０月２９日（土）  10:15～11:15 　音楽集会

 12:00～15:00 　なかよしフェスティバル
5 国分小学校 ９月２５日（日） 8:45～14:30 　授業公開

１０月２９日（土） 8:45～14:30 　授業公開
6 大柏小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
7 宮田小学校 ９月２９日（木） 13:40～14:25 　授業公開

１０月２９日（土） 9:00～14:30 　宮田祭・ハローワールド集会
8 冨貴島小学校 １０月１７日（月）  8:40～14:30 　授業公開（終日）
9 若宮小学校 １０月２８日（金）  8:20～14:45 　授業公開
10 国府台小学校 １０月２９日（土）  8:20～14:00 　ふれあいまつり
11 平田小学校 ９月６日（火）  8:45～15:00 　授業公開

９月７日（水）  8:45～15:00 　授業公開
９月９日（金）  8:45～15:00 　授業公開
１０月２９日（土）  8:45～11:30 　授業公開

 12:00～ 　ひらたっ子まつり
12 鬼高小学校 ９月２８日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会

１０月５日（水）  13:20～13:40 　集会
１０月１３日（木）  13:45～14:30 　授業公開（１・４・５年生）
１０月２０日（木）  13:45～14:30 　授業公開（２・３・６年生）
１０月２６日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会

13 菅野小学校 １０月２０日（木）  8:20～15:20 　授業公開
14 行徳小学校 ９月１２日（月）  13:45～16:00 　授業公開

９月１３日（火）  13:45～16:00 　授業公開
１０月１５日（土）  8:45～15:00 　授業公開・集会

15 信篤小学校 ９月２２日（木）  13:10～16:00 　授業公開・保護者説明会
16 稲荷木小学校 １０月２９日（土） 　8:15～14:20 　稲荷木フェスティバル・体験活動等
17 南行徳小学校 １０月８日（土） 　8:35～12:15 　授業公開・交流

１２月６日（火） 　8:35～15:15 　授業公開
18 鶴指小学校 １０月２２日（土） 　8:15～15:00 　鶴指祭
19 宮久保小学校 　９月１６日（金）  13:50～14:35 　授業公開

１０月１４日（金）  13:50～14:35 　授業公開
20 二俣小学校 　９月１７日（土） 　8:40～14:35 　授業公開

１０月２２日（土） 　8:40～14:35   音楽発表会
21 中国分小学校 　９月３０日（金）  8:40～10:15 　勤労生産活動

　１０月２９日（土）  13:00～14:30 　秋祭りＶｏｌ．１
　１０月３０日（日）  9:00～14:30 　秋祭りＶｏｌ．２　

22 曽谷小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
23 大町小学校 　９月１５日（木）  8:20～15:20 　授業公開
24 北方小学校 　９月５日（月）～９日（金）  9:00～16:00 　夏休み作品展

　１０月４日（火） 未定 　芸術鑑賞教室
　１０月２９日（土）  10:30～15:30 　音楽集会・北方フェスティバル　

25 新浜小学校 　９月２２日（木）  8:40～14:25 　授業公開
26 百合台小学校 　９月２２日（木） 　13:45～14:30 　授業公開

１０月２９日（土）  9:30～14:45   学習発表・百合台まつり
27 富美浜小学校  ９月１３日（火） 　13:40～14:25 　授業公開（６年）

 ９月２２日（木） 　13:40～14:25 　授業公開（１年～５年）
 ９月２８日（水）・２９日（木） 　11:30～13:00 　給食試食会（※要申込）
 １０月７日（金） 　10:30～11:30 　児童集会
１０月３０日（日） 　9:00～14:30 　音楽発表会・ふれ愛フェステイバル

28 柏井小学校  １０月２２日（土）  8:40～11:30 　授業公開・集会
29 大洲小学校  ９月１４日（水） 　8:40～12:20 　授業公開
30 幸小学校  １０月６日（木） 　13:45～14:30 　授業公開（１・４・６年）

 １０月１３日（木） 　13:45～14:30 　授業公開（２・３・５年）
31 新井小学校  １０月２２日（土） 　9:00～15:30 　学習活動公開フェスティバル
32 南新浜小学校  １１月２９日（火） 　8:35～15:30 　授業公開・集会
33 大野小学校  １０月２７日（木） 　8:30～12:10 　授業公開・集会
34 塩焼小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
35 稲越小学校  １０月２２日（土） 　8:15～15:00 　授業公開（終日）
36 塩浜小学校  ９月１５日（木） 　8:40～14:30 　授業公開
37 大和田小学校  １０月２７日（木） 　14:00～14:45 　授業公開（４年～６年）

１０月２８日（金） 　14:00～14:45 　授業公開（１年～３年）
38 福栄小学校 　９月１６日（金）  8:25～14:45 　授業公開（終日）

　１０月２９日（土）  9:00～14:30 　読書発表会・福栄フェスティバル
39 妙典小学校 １０月２９日（土） 　8:55～11:00 　学習発表

　12:30～14:30 保護者・地域活動

№ 学　校　名 公 開 日 　・ 時 間 帯 ・ 　内 　　　容

1 第一中学校 ９月２２日（木)  9:00～15:00 　文化祭「榎祭」
９月２９日（木)  8:45～15:00   授業公開
９月３０日（金)  8:45～15:00   授業公開
10月1日  8:45～12:30 　合唱祭

１０月２８日（金)  15:00～ 　ダンス発表会
2 第二中学校 １０月６日（木）  8:50～14:05 　授業公開

１０月７日（金）  8:50～14:05 　授業公開
１０月８日（土）  8:50～15:00 　学習発表会・ＰＴＡバザー

3 第三中学校 １０月１５日（土）  8:45～15:30   授業公開・ドリームフェスティバル
4 第四中学校 １０月１５日（土）  8:45～15:00   学習発表会

１０月２７日（木）  13:35～15:25   授業公開
5 第五中学校 　１０月２２日（土）  9:00～1６:00 　文化祭
6 第六中学校 　　※９月・１０月の予定はありません
7 第七中学校 　　※９月・１０月の予定はありません
8 第八中学校 １０月２１日（金）  8:15～15:00 　授業公開・教育講演会

１０月２２日（土）  8:15～12:00 　授業公開・全体保護者会
9 下貝塚中学校 １０月２８日（金）  9:00～15:00 　学習発表会
10 高谷中学校 １０月上旬  8:45～15:45 　授業公開

１０月２１日（金） 10:00～12:00 　合唱祭（行徳文化ホール）
11 福栄中学校 ９月２９日（木）  8:30～15:30 　学校開放日・学年合唱祭

１０月１日（土）  8:30～15:30 　文化祭・学校開放日
12 東国分中学校 ９月２８日（水）  8:45～15:25   授業公開

９月２９日（木）  8:45～15:25 　授業公開
９月３０日（金）  8:45～15:25 　文化祭

13 大洲中学校 １０月８日（土） 　8:45～12:35 　授業公開
14 塩浜中学校 　９月１４日（水） 11:30～15:30 　授業公開・進路講演会

　１０月１５日（土） 8:45～15:30 　文化祭
15 南行徳中学校 １０月１４日（金）  8:40～14:50 　文化祭
16 妙典中学校 １０月1日（土）  8:45～15:00 　文化祭・２０周年行事
17 市立養護学校 　※９月・１０月の予定はありません


