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うはら音楽祭 本校吹奏楽部、弦楽部が演奏を行います。 10月27日 うはらホール

成徳祭り 本校応援部が演技を行います。 11月3日 成徳小学校

区民文化祭 本校応援部が演技を行います。 11月10日 うはらホール

学校説明会 今年度最後の説明会となります。 11月9日 県立御影高等学校

公開授業週間
保護者や地域の方に本校の授業を自由に見学してい
ただきます。

11月5日～8日 県立東灘高等学校

開設50周年　東部市場フェス
タ

本校の吹奏楽部・空手部・ボランティア部が参加し
ます。

11月23日 神戸市東部中央卸売市場

県立兵庫高等学校
078-691-1135

学校説明会･創造科学科説明会
本校の教育活動の特色について保護者や中学生を対
象に説明します。

11月9日 県立兵庫高等学校

県立夢野台高等学校
078-691-1546

学校説明会
中学生・保護者と中学校教員を対象に、夢野台高校
の学校説明会を実施します。

11月9日 県立夢野台高等学校

県立神戸鈴蘭台
高等学校

078-591-1331

日独親善ベルリンカニジウス
校オーケストラ演奏会

○　ベルリンカニジウス校によるオーケストラ演奏
○　中高生との合同演奏、参加者全員での合唱

10月12日
14:00開演

県立神戸鈴蘭台高等学校
体育館

県立神戸甲北高等学校
078-593-7291

学校説明会
中学生やその保護者を対象に、学校の説明を行いま
す。

11月9日 県立神戸甲北高等学校

特色類型説明会
本校の「人文・数理探究類型」の説明会を行いま
す。

11月16日 県立長田高等学校

文化部発表会 文化部の活動を保護者に公開します。 12月20日 県立長田高等学校

SERYO ART FESTA
本校文化部が、ステージ部門、展示部門に分かれ
て、日頃の活動の成果を発表します。PTAコーラス
も参加し、地域の方々に公開します。

11月5日～17
日

県立星陵高等学校

生命科学類型説明会
本校の生命科学類型の入試説明会を実施します。学
校説明、生命科学類型の説明の後、数学・理科の授
業を体験していただきます。

10月12日 県立星陵高等学校

ラグビーカーニバル

地域を中心にジュニアラグビークラブやスクール、
中学生ラグビースクールが一堂に集い、交流戦を実
施します。星陵高校OBによる技術指導や保護者によ
る模擬店も行い、技術の向上や親睦を深めます。

10月14日
県立星陵高等学校

県立舞子高等学校
078-783-5151

公開授業
本校の保護者、中学生の保護者、地域住民、学校関
係者に授業を公開します。

11月1日 県立舞子高等学校

県立北須磨高等学校
078-792-7661

学校説明会 教育課程等説明・授業見学・部活動体験 11月4日 県立北須磨高等学校

県立須磨東高等学校
078-793-1616

花いっぱい運動
生徒が中心となって校門付近の花壇に花の植え付け
をします。

10月中旬 県立須磨東高等学校

高校生ふるさと貢献活動事業
「ふれあいスポーツ」（グラ
ウンドゴルフ）

地域の高齢者の方を講師とし、グラウンドゴルフの
楽しさを学び、生涯スポーツを通して地域住民と高
校生が交流を行います。

12月
県立神戸高塚高等学校グ
ラウンド

高校生ふるさと貢献活動事業
「クリーンアップ作戦」

地域住民と協働して、近隣の公園、歩道等の清掃を
行います。

12月 美賀多台公園周辺

公開授業 本校の授業を本校保護者等を対象に公開します。 11月 県立神戸高塚高等学校

県立兵庫工業高等学校
078-671-1431

ひょうご産業教育フェア

職業学科の学びを県民や小中学生、その保護者に発
信するとともに.、地域産業を広く高校生に紹介しま
す。本校も「木製パズルで遊ぼう」などのイベント
を行います。

11月2日
神戸ハーバーランド ス
ペースシアター・umieセ
ンターストリート

県立東灘高等学校
078-452-9600

県立星陵高等学校
078-707-6565

県立神戸高塚高等学校
078-992-7000

県立長田高等学校
078-621-4101

「兵庫の教育推進月間」における取組　【県立中等教育・高等学校】

県立御影高等学校
078-841-1501

【　　神　　戸　　地　　区　　】
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県立兵庫工業高等学校
078-671-1431

兵工祭
本校の文化祭です。作品展示、模擬店、ステージ発
表等を行います。

11月8日・9日 県立兵庫工業高等学校

県立長田商業高等学校
078-631-0616

文化祭
長田商業高校（定時制）、青雲高校（通信制）合同
の文化祭を「せいうん長商ふれあい祭」として毎年
実施しています。

11月3日
県立長田商業高等学校
県立青雲高等学校

せいうん長商ふれあい祭
地域住民との交流を深める文化祭です。部活動の発
表やクラスの模擬店をメインとし、同窓会や近隣の
福祉施設・高等学校等も参加します。

11月3日 長田校舎ピロティ

日曜スクーリング授業参観
保護者、地域住民を対象に、スクーリングの状況を
参観していただくとともに、本校教育活動について
ご理解をお願いする行事です。

11月10日 長田校舎

県立尼崎高等学校
06-6401-0643

公開研究授業 保護者や地域へ向けて授業を公開します。
11月5日

～6日
県立尼崎高等学校

インスパイア・ハイスクール
事業

１学年環境類型生徒が、外部講師を招き、持続可能
な社会づくりについて学習します。

11月11日 県立尼崎北高等学校

公開授業
保護者、地域の中学校・高等学校教師を対象に本校
の授業を公開します。

11月14～15
日午前中(予定)

県立尼崎北高等学校

高校生ふるさと貢献活動事業
(クリーンウェスト活動)

地元の自治会の方と共に、生徒・職員が地域の清掃
活動をします。

11月17日 尼崎市塚口西住宅町会

インスパイア・ハイスクール
事業

１学年環境類型生徒が、「尼崎の森中央緑地」を見
学し、アマ・フォレストの会の指導により植栽につ
いて実習します。

12月19日 尼崎中央緑地

県立尼崎西高等学校
06-6417-5021

高校生ふるさと貢献活動事業 １年生全クラスによる武庫川河川敷の清掃活動 11月20日 武庫川河川敷

公開授業週間
本校の授業を公開し、保護者や地域の方に見ていた
だきます。

10月23日～
11月8日

県立尼崎小田高等学校

あまおだ　減災フェス
災害時だけでなく、尼崎小田高等学校を「HUB」と
して、地域とつながり、ささえあい、ともにたのし
みながら減災について考える時間とします。

11月9日 県立尼崎小田高等学校

佐璞ヶ丘公園清掃活動
本校近隣にある自然豊かな佐璞ヶ丘公園の環境を守
るため、生徒会と有志生徒で清掃活動を行います。

10月21日 佐璞ヶ丘公園

塚口福成園「ふれあいカーニ
バル」

尼崎市塚口の知的障がい者通所施設「塚口福成園」
の「ふれあいカーニバル」に吹奏楽部が参加し、演
奏を披露します。

10月27日 塚口福成園

公開授業週間

11月5日～9日の一週間を公開授業週間とし、午後
からの授業を公開します。11月8日は「智の学び講
演会」です。11月9日はオープンハイスクールで
す。

11月5日～
9日

県立尼崎稲園高等学校

「智の学び講演会」

11月8日の午後、京都外国語大学外国語学部教授、
ジェフ・バークランド氏をお招きし、「日本から文
化力　～異文化コミュニケーションのすすめ～」と
いう内容の講演会を実施します。

11月8日 県立尼崎稲園高等学校

伊丹市立有岡小学校「土曜学
習」

土曜学習を「高校生ボランティアスタッフ」として
お手伝いします。小学生とのふれあいを通した学び
を体験し、普段の高校での授業では学べない取組を
進めていきます。

10月19日,
26日,

11月9日,
12月7日

伊丹市立有岡小学校

伊丹市立南小学校「土曜学
習」

土曜学習を「高校生ボランティアスタッフ」として
お手伝いします。小学生とのふれあいを通した学び
を体験し、普段の高校での授業では学べない取組を
進めていきます。

11月23日,
12月14日

伊丹市立南小学校

県立伊丹高等学校
072-782-2065

地域三世代交流ふれあい茶道
教室

地域の方々がふれあい、交流することができる「茶
道教室の集い」に、本校茶道の生徒が参加し、お茶
を点てふるまいます。

11月10日
緑ヶ丘公園
鴻臚館

県立伊丹西高等学校
072-777-3711

オープンハイスクール
本校の教育活動について、地域や中学生とその保護
者の方に知っていただきます。

11月23日
県立伊丹西高等学校
体育館

県立川西緑台高等学校
072-793-0361

高校生ふるさと貢献活動　地
域清掃

学校周辺の公園等を生徒・職員で清掃します。 11月1日
学校近隣の児童公園・通
学路

県立尼崎小田高等学校
06-6488-5335

県立尼崎稲園高等学校
06-6422-0271

県立青雲高等学校
078-641-4200

【　　阪　　神　　地　　区　　】

県立尼崎北高等学校
06-6421-0132
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公開授業
「授業力向上プラン」の一環として研究授業を行
い、指導方法の工夫・改善を図ります。

11月15日 県立川西明峰高等学校

地域オープン講座（ユニット
講座）

地域の方に本校の授業に参加していただき、単位認
定を行います。講座内容は、コンピュータを活用し
た情報処理（コンピュータデザインなど）です。

毎週木曜日 県立川西明峰高等学校

明峰高校英語教室
地域における国際交流活動の一環として、本校配置
のALTが、保護者と地域住民を対象に、英会話を中
心とした英語を教えます。

原則として水曜
日、毎月2回

県立川西明峰高等学校

総合的な学習の時間
「明峰の学び」

外部講師（地域の各専門職従事者）による学ぶ力、
生きる力を育む講座を展開し、勤労、福祉、人権、
国際理解など１～２年生全員が２５講座に分かれて
学習します。

11月8日,15
日,22日,29日

県立川西明峰高等学校

県立猪名川高等学校
072-766-0101

第4回猪名川町の未来を描く高
校生フォーラム

猪名川町を活性化させるための提案や施策を、高校
生が考えてプレゼンテーションを行います。

11月22日 猪名川町文化体育館

学校説明会および中学生向け
体験授業

教育課程や入試制度、教育活動などの学校紹介およ
び中学生を対象にした体験授業を行います。

11月2日 県立西宮高等学校

第45回ティーンズ・フレッ
シュ・コンサート

（公財）宝塚市文化財団との提携によるコンサート
です。音楽科現役3年生が出演します。

11月8日 宝塚ベガ・ホール

高校生ふるさと貢献活動
「安井地区ふれあいコンサー
ト」

西宮市立安井小学校区で実施される「安井地区ふれ
あいコンサート」において、本校吹奏楽部が出演し
ます。

11月2日 西宮市立安井小学校

高校生ふるさと貢献活動
「大社地区ふれあいコンサー
ト」

西宮市立大社小学校区で実施される「大社地区たそ
がれコンサート」において、本校吹奏楽部が出演し
ます。

11月24日 西宮市立大社小学校

たてじまアートボード掲示

小学生が「わたしのエビスさま」をテーマに描いた
イラスト原画をもとに、本校生が「たてじま」をモ
チーフにした看板を拡大制作し、共同作品として新
甲子園商店街に飾ります。気に入った作品に投票も
してもらえます。

9月28日
～

11月6日

西宮市網引町新甲子園商
店街

たてじまアートまつり
新甲子園商店街が開催するお祭りと共同で、高校生
によるお祭りを、学校近くの公園で開催します。

11月3日 西宮市網引公園

課題研究発表会
２年間かけて研究してきた内容を、各部門の代表者
が全校生、地域の人々の前で発表します。

11月15日 県立西宮今津高等学校

県立宝塚高等学校
0797-71-0345

いきいき県宝活動報告会
校内及び校外（地域）での本校生のボランティア活
動、インターンシップ、特徴ある授業等を発表、報
告します。

11月15日 県立宝塚高等学校体育館

２０１９年度　ふれあいフェ
スティバル（ラ・ビスタ宝
塚）

地域のフェスティバルに参加し、司会、運営を共同
で行うとともに、演劇科のダンス発表、吹奏楽部の
演奏、総合学習での地域学習の発表を行います。

10月27日 すみれガ丘
中央公園

高校生ふるさと貢献活動
県立上野ケ原特別
支援学校訪問交流

創作劇や歌を披露し、ゲームやプレゼント交換で交
流を行います。

11月23日 県立上野ケ原特別
支援学校

トライやる・ウィーク
2年生（中学生2年生）が各事業所において体験活動
を行います。

11月11日
～15日

市内各事業所

高校生ふるさと貢献活動
学校周辺清掃活動

県立芦屋国際中等教育学校周辺を生徒・職員・保護
者で清掃します。

12月11日 通学路と学校周辺

県立尼崎工業高等学校
06-6481-4841

尼工祭
工業専門学科・文化部・クラス展示やステージ発
表、模擬店、工作教室等を行います。

11月3日 県立尼崎工業高等学校

ひょうご産業教育フェア
生徒作品展示、工作教室などで工業を通して地域交
流を図ります。

11月2日
神戸ハーバーランド・ス
ペースシアター

ふれあいひろば（武庫まつ
り）

地域の各種団体が協同で地域コミュニティの輪を広
げる活動に、本校の各部活動やボランティアの生徒
が出店、公演をします。

10月26日 西武庫公園

MCフェスティバル
生徒のまなびを深めるために、本校職員、阪神特別
支援学校分教室職員、外部から講師を招いて、魅力
ある様々な講座を開講します。

11月19日～
29日まで

県立武庫荘総合高等学校

県立西宮香風高等学校
0798-39-1017

香風祭（文化祭）

舞台、展示、模擬店など、どのクラス・部も趣向を
凝らした内容になっています。小さなお子さんから
地域の方々まで、多くの方々にお越しいただいてい
ます。

11月2日 県立西宮香風高等学校

県立西宮今津高等学校
0798-45-1941

県立西宮高等学校
0798-52-0185

県立西宮北高等学校
0798-71-1301

県立宝塚北高等学校
0797-86-3291

県立芦屋国際
中等教育学校

0797-38-2293

県立川西明峰高等学校
072-757-8826

県立武庫荘総合
高等学校

06-6431-5520
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県立西宮香風高等学校
0798-39-1017

授業参観デー

定時制多部制である本校は、年齢や学習歴の異なる
生徒が通学し、学びのニーズも多種多様です。４限
（主に１部）、６限（主に２部）、１０限（主に３
部）の授業参観デー（公開授業）を行ないます。

11月14日 県立西宮香風高等学校

県立阪神昆陽高等学校
072-773-5145

募集要項説明会 Ⅰ，Ⅱ入試の概要説明、学校活動の紹介 11月23日 県立阪神昆陽高等学校

県立神崎工業高等学校
06-6481-5503

神工祭
文化祭として、実習作品の展示・模擬店・ライブス
テージを行います。

11月8日 県立神崎工業高等学校

授業公開週間

1週間、全クラス全授業を公開授業とします。
本校保護者、地域の中学校の先生、中学校の保護者
の方に案内します。
教科によっては、研究授業も実施します。

11月５日～11
月８日

県立柏原高等学校

秋のオープンハイスクール・
進学相談会

中学1，2年生対象のオープンハイスクールを実施し
ます。
保護者の方の参加も可能です。
また、３年生を対象に進学相談会も実施します。

10月26日 県立柏原高等学校

インターンシップ
丹波市内の事業所にて本校2年生全員が就業体験事業
を実施します。

10月16日
～18日

各受入事業所

連携中学校文化祭出演
２つの連携中学校の文化祭で、太鼓部、ダンス部に
よる演奏、演技を行います。

11月2日
丹波市立青垣中学校
丹波市立氷上中学校

もみじの里マラソン
丹波もみじの里マラソンに本校生徒全員が５㎞の部
に参加します。

11月10日 グリーンベル青垣

八宿祭り
青垣町佐治地区の秋祭りに本校生徒がボランティア
で参加します。

11月3日 丹波市青垣町佐治

氷上西高校文化祭
氷上西高校文化祭を開催します。本校生徒の発表・
展示に加え、氷上中学校吹奏楽部の演奏、青垣中学
校・青垣小学校の作品展示をを行います。

11月16日 県立氷上西高等学校

授業公開週間
氷上西高校における授業を地域の方々、学校関係者
に公開します。

9月30日
～10月4日

県立氷上西高等学校

芸術鑑賞
生徒の芸術鑑賞会を行います。保護者などの観覧も
可能です。

11月20日 県立篠山鳳鳴高等学校

ボランティアディ 学校周辺の通学路などを清掃します。 10月18日 学校周辺

学校公開週間 本校の教育活動の見学を一般に公開します。
10月28日～

11月8日
県立篠山鳳鳴高等学校

春の農業祭
秋の農業祭

人と自然科の生徒が育てた作物を地域の方々に販売
します。また、日ごろの学習の成果を展示します。

4月20日
11月9日

県立有馬高等学校

地域、公共施設の花壇整備
福祉施設の花壇整備

三田市の警察署、消防署、公園等の花壇を整備する
とともに花の定植作業を行います。

4月～12月
県立有馬高等学校
丹波清明園他

フローラルアート
フラワーアレンジメント教室の授業を生徒と市民が
ともに受講します。

6月～11月 県立有馬高等学校

クラインガルテン
農園の作り方と管理についての授業を生徒と市民が
ともに受講します。

5月～12月 県立有馬高等学校

吹奏楽部の地域活動
吹奏楽部が地域の催しに参加し、演奏を披露しま
す。

6月～12月
人と自然の博物館
県立高等特別支援学校

ボランテイア部の地域貢献
三田国際マスターズマラソンの支援員として参加し
ます。
地域の高齢者施設を訪問します。

6月～2月
県立有馬高等学校
高齢者施設

演劇部の地域貢献
演劇部が北摂福祉の里（医療福祉センターさくら）
を訪問し、演劇を披露します。

9月 医療福祉センター

学校家庭クラブの地域貢献
三田警察と共同して交通安全の訴えをします。
高齢者施設を訪問します。

6月～12月
三田市街頭
高齢者施設

小高連携活動
生徒による小学校での英語授業
生徒による小学校での理科実験授業

6月～12月
三田小学校
三輪小学校

有馬高校生が考える特産品発
掘

三田市の農産物の調査、研究に取り組み、特産品の
発掘及び栽培、販売、食材の活用を提案します。

4月～2月 県立有馬高等学校

県立柏原高等学校
0795-72-1166

県立氷上西高等学校
0795-87-0146

県立篠山鳳鳴高等学校
079-552-0047

【　　丹　　有　　地　　区　　】

県立有馬高等学校
079-563-2881
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

学校公開
（第２回オープン・ハイス
クールと同日開催）

本校を中学生や保護者及び中学校教員並びに地域住
民の方々に広く公開します。歓迎演奏、学校紹介
DVD上映、学校の取組説明を中心として授業見学や
部活動見学を行うことができます。
(下段の学校公開週間初日に、学校説明等を含めて実
施するものです）

11月9日
県立北摂三田高等学校
体育館及び教室並びにグ
ラウンド

学校公開週間
本校の授業を中学生保護者及び中学校教員並びに地
域住民の方々に広く公開します。

11月9日～
15日

県立北摂三田高等学校
体育館及び教室

ハイマートフェスト

本校文化部の発表を、舞台、展示、ワークショップ
の３部門で実施します。
本年度も全国総合文化祭の舞台で活躍した邦楽部を
はじめ、本校全ての文化部の活動成果をご覧くださ
い。当日は、学校説明コーナーも開設します。

11月23日
フラワータウン市民セン
ター

ボランティア清掃
第1学年生徒約200名が学校周辺の通学路を中心に
地域の清掃をします。

11月14日
県立三田西陵高等学校
周辺地域

FMラジオ出演

HONEY　FM82.2Hｚの番組「ハイスクール特派員
登場」に本校放送部員が出演し、学校行事、運動
部、文化部の活動状況、日頃の学校生活などを地域
に発信します。

11月19日
HONEY FM
収録スタジオ

令和元年度第２回防災学習会

人と防災未来センター　河田　慈人　研究員を講師
としてお迎えし、防災学習会を実施します。地元自
治会の方々をお招きし、地域のみなさんと共に自
助・共助の力を高めていきたいと考えています。

11月21日
県立三田西陵高等学校
体育館２階フロア

芸術鑑賞会 ミュージカルを鑑賞します。 11月22日
県立三田祥雲館高等学校
体育館

SSH講演会
課題研究をするにあたってどのような準備をすれば
よいかを学びます。

12月16日
県立三田祥雲館高等学校
他

丹波ハピネスマーケット 本校の生徒が生産した商品を、生徒が販売します。 10月12日 ゆめタウン丹波

丹波ＧＯＧＯフェスタ

丹波の魅力を全国に伝えよう”をテーマにフリー
マーケットや飲食、物産のブースが並び、丹波の味
覚を堪能、掘り出し物を見つけたりと子どもから大
人まで楽しめるイベントです。氷上高校は吹奏楽部
の演奏、農産物販売をおこないます。

10月27日 丹波の森公苑

桃陵祭
生徒の発表、生徒が栽培した農産物や加工品等の販
売がおこなわれる学校祭です。

11月2日 県立氷上高等学校

黒井城祭

文化遺産の黒井城跡に由来するイベントとして戦国
武者行列・戦国太鼓・戦国汁・氷上高校吹奏楽部演
奏や生徒が栽培した農産物の販売などの催しも計画
されます。

11月12日 丹波市立黒井小学校

たんばっ子！学びフェスタ 子供たちの学習意欲の向上の手助けをします。 11月23日
四季の森生涯学習セン
ター

丹波若者塾 未定 11月下旬 黒井地区内

第8回課題研究発表会
16班の課題研究専門班が、それぞれの取り組んだ研
究内容、活動内容を発表します。

12月14日 春日文化センター

丹波ハピネスマーケット 本校の生徒が生産した商品を、生徒が販売します。 12月21日 ゆめタウン丹波

県立篠山東雲高等学校
079-557-0039

第23回福住祭

高校が地域の皆さんとともに取り組む文化祭を開催
します。今年で23回を数えるまでになりました。展
示・ステージ・バザー・グラウンドゴルフと盛りだ
くさんの企画を用意しています。

11月17日 県立篠山東雲高等学校

県立篠山産業高等学校
079-552-1194

インターンシップ
２年生全員が、５日間近隣の事業所でインターン
シップを行います。

11月11日～
11月15日

各協力企業

SSH課題研究中間発表会
「探究」をテーマに1年間取り組む課題研究の中間発
表を行います。

10月下旬 県立明石北高等学校

授業公開週間
1週間に渡ってすべての授業を公開し、本校教育活動
への理解を深めます。

11月11日～
15日

県立明石北高等学校

県立三田西陵高等学校
０７９－５６５－５２

８７

県立氷上高等学校
07945-74-0106

県立明石北高等学校
078-936-9100

【　　東　　播　　地　　区　　】

県立北摂三田高等学校
079-563-6711

県立三田祥雲館
高等学校

079-56-6080
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

県立明石西高等学校
078-943-3350

自作イラスト・音楽等の展示
二見町合同文化祭において、本校メディア部が制作
したイラスト・音楽等を展示します。

11月3日 明石市立二見中学校

「人と環境類型」学習成果発
表会

人と環境類型の２年生全員がインターンシップの体
験を通じて研究した成果を発表します。

10月26日 県立明石清水高等学校

アンガーマネジメント講座
「人と環境」類型の授業として実施。専門講師によ
る講義。怒り（アンガ―）の感情の上手な出し方に
ついて学びます。一般の方の受講も可能です。

11月14日 県立明石清水高等学校

「人と環境類型」説明会
類型の内容説明や体験授業を、中学生や保護者に対
して実施します。

11月23日 県立明石清水高等学校

高校生ふるさと活性化事業
「城西高校ジュニアテニス教
室」

高校生が硬式テニスを通して地域の小中学生にス
ポーツの楽しさやルール・マナーを守ることの大切
さ等を伝えることで、高校生・小中学生相互の健全
育成を図るとともに、スポーツを通した地域活性化
策を提案します。

10月下旬
12月上旬

県立明石城西高等学校
テニスコート

高校生ふるさと貢献活動
「花いっぱい運動」

生徒・職員・保護者が協力し、プランターに草花の
苗を植栽します。苗が活着したことを確認後、近隣
の病院や福祉施設、保育園、幼稚園にプランターを
届けます。

10月25日 県立明石城西高等学校

ＳＳＨ講演会

文部科学省研究指定のＳＳＨ事業の一環として、講
師に名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研
究センターの山岡耕春教授を迎え講演会を実施しま
す。高度な学問に触れることにより、生徒の学習意
欲、興味・関心を喚起します。また、保護者・地元
町内会の皆様にも聴講できるよう案内します。

11月15日 加古川市民会館

愛・ふれあいコンサート
いなみ野特別支援学校ふれあいコンサートにおい
て、吹奏楽部が訪問演奏をします。

10月26日
県立いなみ野
特別支援学校

ビオトープ整備
地域の方々とともに、本校周辺の水路のビオトープ
化を行い、管理維持を図ります。

未定
県立加古川東高等学校
周辺

県立加古川西高等学校
079-424-2400

高校生ふるさと貢献・活性化
事業

部活動及び生徒会、教職員有志が加古川河川敷の清
掃活動を行います。

12月14日 加古川河川敷

県立加古川南高等学校
079-421-2373

大中遺跡まつり　販売実習
商品を企画・開発したものを地域の祭りで販売しま
す。

11月2日 大仲遺跡公園

オープンハイスクール
近隣の中学生を対象に、本校の魅力ある教育活動を
体験してもらいます。

11月6日～7日 県立高砂南高等学校

人権講演会
日弁連の副会長である白承豪（ペク・スンホ）氏を
講師にお迎えして、「差別のない日本社会へ向け
て」をテーマにご講演していただきます。

11月11日
県立高砂南高等学校
体育館

小高連携事業
伊保南小学校5年生2クラス対象に生活文化科の1年
生がミシンの使い方などの基礎的な指導を行いま
す。

11月上旬 県立松陽高等学校

大中遺跡まつり

商業科の課題研究（アントレプレナー入門）の選択
者がテントを張って出店し、自分たちで開発した商
品や、企業から商品を仕入・販売・利益計算をする
販売実習を行います。

11月2日 県立松陽高等学校

高校生による食育講座
生活文化科3年生の課題研究食物班選択者が、希望す
る市内の小学生親子対象に「野菜摂取の促進」を
テーマに調理実習を含む講座を開催します。

11月3日 県立松陽高等学校

交通安全指導
交通安全指導の一環で、校門前で生徒、保護者、職
員で声掛け挨拶を行います。

11月19日 大中遺跡公園

ふれあい育児体験
曽根幼稚園4,5歳児を対象に、生活文化科2年生が製
作した手作りおもちゃで遊ぶ体験学習を行います。

11月25日 県立松陽高等学校

交通安全指導
交通安全指導の一環で、校門前で生徒、保護者、職
員で声掛け挨拶を行います。

11月26日 県立松陽高等学校

松の子本舗
商業科課題研究アントレプレナー入門選択生徒が商
店街での空き店舗で生徒自らの企画・考案した商品
を販売します。

12月14,15日
12月21,22日

県立松陽高等学校

大中遺跡まつり
郷土の文化財への理解と愛着、豊かな文化の創造を
図るイベントです。

11月2日
播磨大中古代の村（大中
遺跡公園）

播磨町連合音楽会
播磨町の小・中・高等学校が集い、発表、鑑賞する
音楽会です。

11月4日 未定

県立高砂南高等学校
079-443-5900

県立明石清水高等学校
078-947-1182

県立加古川東高等学校
079-424-2726

県立明石城西高等学校
078-936-8495

県立播磨南高等学校
078-944-1157

県立松陽高等学校
079-447-4021
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

ふるさと産業展
ステージにおいて「播州織ファッション・
ショー」、ブースにて作品展示、小物販売等を行い
ます。

11月4日 中区グラウンド

県総合文化祭合同発表会
県総合文化祭の合同発表会に「ギター部」「イラス
ト部」「家庭部（ファッション・ショー、作品展
示、小物販売等）」が参加します。

11月16日 神戸ハーバーランド

たつの皮革祭り
アトラクション「播州織ファッション・ショー」を
行います。

11月17日 赤とんぼ文化ホール

県立多可高等学校
0795-32-3214

タイ王国生徒とのさよなら
パーティ

タイ王国から来日した生徒のさよならパーティを開
きます。タイの生徒がタイダンスなど、様々な出し
物を披露する予定です。

11月16日
県立多可高等学校
多目的ホール

県立多可高等学校
0795-32-3214

生き方講演会
様々な分野の方から、いのちの大切さについてなど
の「生き方」について、講演していただく予定で
す。

11月20日 ベルディーホール

オープンスクール
中学生、保護者、地域住民の方に授業をはじめとす
る教育活動を公開します。

10月28日～
11月１日

県立社高等学校

北播磨農と食の祭典
本校家庭クラブの生徒がふるさとオリジナルピザの
販売。

10月26日～
27日

三木総合防災公園

トライやる・ウィーク
加東市の中学生が本校において体験活動を行いま
す。

10月７日～11
日

県立社高等学校

福祉施設の秋祭り
本校家庭クラブおよびJRC部の生徒が秋祭り運営補
助のボランティア活動を行います。

11月17日 加東市立東条公民館

クリーンキャンペーン

北条高校生が日頃お世話になっている近隣地域で、
保護者とともに清掃・奉仕活動を行うことにより、
郷土を大切にする心を育み、地域に愛される学校づ
くりを目指します。

11月8日
県立北条高等学校
加西市内公共施設等

芸術鑑賞会
芸術（演劇）鑑賞会を北条高校生のみならず、保護
者や地域住民に広く公開することで、伝統文化や芸
術を理解し、慈しむ心を涵養します。

11月19日 県立北条高等学校

芸術鑑賞会 演劇鑑賞会の実施 11月13日 三木市文化会館

グローバル教育発表会 地元中学生と国際総合科生徒との交流活動を実施 2月1日 県立三木高等学校

”届けよう、服のチカラ”
プロジェクト

（株）ユニクロと協力して、地域で不要になった子
供服を回収して、難民キャンプに送る活動です。

10月下旬～
11月下旬

県立三木北高等学校
地域のこども園
公民館等

エコキャップ回収活動

ペットボトルキャップを回収することで、二酸化炭
素の発生量を抑えることに加えて、再生プラスチッ
ク原料としての換金、医療支援、障がい者支援、環
境教育等の社会貢献活動に役立てられます。

通年
県立三木北高等学校
正門横

Byeばいきんプロジェクト
手作りのかわいい石けんを製作し、地域のこども園
等に配布し、地域の衛生環境を整える活動です。

10月下旬～
11月中旬

県立三木北高等学校
地域のこども園・幼稚園
等

子ども食堂
長期休業中に地域の子どもたちと昼食を作り、一緒
に食べながら異世代交流を図る活動です。

8月・
12月・

3月

地域交流施設
”おおきなき”

県立吉川高等学校
0794-73-0068

公開授業週間
旧吉川町内の小中学校、三木市内の県立学校、PTA
会員等に授業を公開しています。

11月14日～
15日

県立吉川高等学校

ひょうご産業教育フェア
兵庫県の農水産高校12校が、展示や体験を通して学
習成果を発表します。実習で生産した農作物や加工
品の販売も行う予定です。

11月2日 神戸ハーバーランド

第47回いなみの祭
県立いなみ野学園で開催される「いなみ野祭」で、
動物の出張ふれあい広場を開催する予定です。

11月17日～
18日

県いなみ野学園

第52回県農祭
実習授業で栽培・飼育、加工・製作した農産物等の
販売のほか、学習成果の展示発表、体験コーナーな
どを実施する予定です。

11月23日 県立農業高等学校

県立農業高等学校
定時制課程

079-424-2996
第５２回県農祭

定時制課程の生徒が工夫を凝らした作品や、日頃の
学習（各教科、総合的な学習の時間及び特別活動）
の成果を披露したり、子ども相手のアトラクション
を用意したりする予定。

11月23日 県立農業高等学校

県立西脇高等学校
0795-22-3566

県立北条高等学校
0790-48-2311

県立三木北高等学校
0794-85-6781

県立社高等学校
0795-42-2055

県立農業高等学校
079-424-3341

県立三木高等学校
0794-82-5001
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

播磨Agriスクール

生徒と共に楽しく農業実習を体験していただく行事
を企画しています。
「畑の学校」　～サツマイモ・枝豆などの収穫と試
食～

10月18日
県立播磨農業高等学校
ライスセンター

播磨Agriスクール
実感！実りの秋
～秋野菜の管理と収穫～

10月23日
県立播磨農業高等学校
野菜実習室

播磨Agriスクール
「手作りジャムを楽しもう」
～ブドウ・キウイフルーツでジャムづくり～

10月31日
県立播磨農業高等学校
食物調理実習室

播磨Agriスクール
生徒と共に楽しく農業実習を体験していただく行事
を企画しています。
「草花の寄せ植えをしましょう！」

11月7日
県立播磨農業高等学校
農園管理棟
用土準備室

播磨Agriスクール
生徒と共に楽しく農業実習を体験していただく行事
を企画しています。
「乳加工の体験」

11月28日
県立播磨農業高等学校
食品加工室

農高祭
生徒が普段学習している「農業」を、地域の皆さん
に発表する場になります。販売物、バザー、展示等
いろんな催し物が開催されます

11月23日 県立播磨農業高等学校

東播工高祭
本校生徒の平素の学習活動の成果を地域等に広く発
表する場とします。

10月25日～
26日

県立東播工業高等学校

オープンハイスクール
本校を入学希望または興味を持つ中学生、その保護
者、中学校教員を対象に、学習内容を紹介する場と
します。

11月6日 県立東播工業高等学校

加古川ツーデーマーチ
加古川ツーデーマーチの会場内で、本校の学習活動
成果発表、工作教室などを行います。

11月9日～10
日

加古川市役所前広場

県立西脇工業高等学校
0795-22-5506

西脇工業祭
工業高校の内容（各科・文化部・クラス等）を展示
し、保護者や地域の方に知っていただきます。

11月2日 県立西脇工業高等学校

体育祭
各競技や応援を通してクラスや年次の団結力を高
め、集団行動での責任を果たすこと等を目的とし
て、１部～３部合同で実施します。

10月11日 県立西脇北高等学校

スポーツクラブ21日野
〈ウエイトリフティング〉

バーを使用したトレーニングで体を引き締めます。
未経験者も参加可能です。西脇北高校のウエイトリ
フティング専門教員とウエイトリフティング部員が
指導します。

10月,11月
(日時未定)

県立西脇北高等学校

オープンスクール
保護者・地域の方々に本校の授業を公開します。ま
た、教員間での授業見学を通して授業力の向上を目
指します。

11月5日～８
日

県立西脇北高等学校

杉原川クリーンリバープロ
ジェクト

杉原川畔を中心に地域の清掃を定期的（月1回程度）
に行っています。播州織をはじめとした多彩な地域
文化と生活文化を支える杉原川の景観を守り、ふる
さと意識を高めて住みよいまちづくりに貢献するこ
とが目的です。

11月
(日時未定)

県立西脇北高等学校

「へそレンジャー」ショー

西脇のヒーロー「へそレンジャー」ショーのプログ
ラムを開発して、地元のこども園等で実施します。
地元のこども園等を訪問し、ショーを通して子ども
達との交流を深め、絆を強化していきます。

1１月
(日時未定)

県立西脇北高等学校

老人保健施設「しばざくら荘
訪問」

総合的な学習で取り組む読み聞かせや音楽履修者及
び吹奏楽部による器楽演奏などを披露して、老人保
健施設の方々と交流します。

12月12日 県立西脇北高等学校

クリーンキャンペーン
地域の生活道路や公園及び公民館等の公共施設並び
に文化遺産等、本校の教育活動を支える地域の清掃
活動を保護者や地域の方の協力を得て行います。

12月
(日時未定)

県立西脇北高等学校

県立姫路東高等学校
079-285-1166

学校見学会
中学生とその保護者等を対象に授業見学等を実施
し、学校の紹介をします。

11月29日～
30日

県立姫路東高等学校

Future Global Leaders'
Festival in 兵庫

〔1部〕は、県内高校生による課題研究ポスターセッ
ション　〔2部〕は、姫路西高生、オーストラリアの
ロスモイン高校生、台湾の彰化女子高級中學生によ
るトラベルプランコンテストの決勝を行います。

10月27日
イーグレ姫路 3F
あいメッセホール

公開授業週間 本校で実施しているすべての授業を公開します。
11月11日～

15日
県立姫路西高等学校

【　　西　　播　　地　　区　　】

県立播磨農業高等学校
0790-42-1050

県立姫路西高等学校
079-281-6621

県立西脇北高等学校
0795-22-5850

県立東播工業高等学校
079-432-6861
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

県立姫路西高等学校
079-281-6621

勤労体験学習 姫路城周辺の清掃奉仕活動を行います。 12月13日 姫路城周辺

県立姫路南高等学校
079-236-1835

教育講演会

各界で活躍している卒業生が講演をおこなう「姫路
南高校版ようこそ先輩」です。
令和元年度講師　牧　俊朗氏（１６期生・元時事通
信社記者）

11月22日
県立姫路南高等学校
体育館

オープンスクール
中学校の教師や保護者、地域住民を対象に、公開授
業を実施します。

11月12日 県立網干高等学校
各教室

オープンハイスクール
特色選抜（国際文化交流類型）のオープンハイス
クールを実施します。

10月26日 県立網干高等学校
教室

芸術鑑賞
県立姫路南高校と合同で芸術鑑賞会を実施します。
今年度は演劇を鑑賞します。

10月8日
姫路文化センター

網干銀行跡オープニングイベ
ント

網干地区活性化プロジェクトの一環として、地元自
治会等と連携して、オープニングイベントに参加し
ます。（音楽部の演奏）

未定 未定

県立網干高等学校
通信制課程

079-274-2014
オープンハイスクール

県立通信制高校での学習の進め方を主な内容として
実施し、参加者が体験できるよう工夫しています。

10月25日、
11月2日

県立網干高等学校

県立網干高等学校
通信制課程

079-274-2014
インスパイア事業

自己表現が苦手で人間関係に悩みを抱えている生徒
も少なくないため、互いを尊重したよい人間関係を
築くためのコミュニケーション力や実践力を身につ
けさせたいと考え、アサーショントレーニングを設
定しています。

11月18日 県立網干高等学校

県立姫路別所高等学校
079-253-0755

PTCA地域親善スポーツ大会
地域の高齢者とグランドゴルフを通じて、生徒・保
護者・教職員が交流します。

10月27日
県立姫路別所高等学校
グランド

県立姫路飾西高等学校
079-266-5355

飾西オープンスクール
学校説明会　① 学校紹介　② 授業および施設見学
③ 進路相談会等

11月23日 県立姫路飾西高等学校

グランドゴルフ大会
地元老人会の方々と生徒・職員・保護者が、グラン
ドゴルフによって交流するとともに、豚汁の炊き出
しを行い、親睦を深めます。

12月11日
福崎町
百歳の森公園

公開授業週間
1週間に渡ってすべての授業を保護者や地域の方々に
公開し、本校教育活動への理解を深めます。

11月11日～
11月15日

県立福崎高等学校

人権教育講演会
人権についての講演会を実施し、「命の大切さや生
きることのすばらしさ」について考えるとともに、
人権意識の高揚を図ります。

11月22日 県立福崎高等学校

県立神崎高等学校
0790-32-0209

中高連携文化講演会
本校体育館に講師をお招きし、本校生全員、地元中
学３年生、そして地域の方々にもお声かけし、講演
会を開催します。

10月（日未
定）

県立神崎高等学校体育館

オープンスクール
保護者や地域住民の方々、地元中学生等に自由に来
校いただき、授業の様子や部活動の様子などを見学
していただきます。

11月14日～
15日

県立夢前高等学校

ゆめさきの魅力発表会Ⅲ

保護者や地域住民の方々、地元中学生等を対象にし
て、著名人を招聘しての講演会を実施するととも
に、本校生による体験活動等の発表会を行い、夢前
高校の魅力を発信します。オープンスクールの一環
として実施します。

11月16日 姫路市北部市民センター

家高祭

様々な授業発表、研究発表を行います。各学年代表
による「家高生の主張」というスピーチ大会を実施
します。茶道部、クッキング部の展示の他、各クラ
スでの模擬店や、毎年盛況のPTAによるバザーも開
きます。

10月12日 県立家島高等学校

幼小中高地域合同避難訓練

家島町内の学校園と地域住民が参加する訓練です。
自衛隊、姫路市役所家島事務所、家島地域包括支援
センターとも協力して、避難所生活体験等を実施し
ます。

10月16日 県立家島高等学校

中高地域合同交通安全教室

家島中・坊勢中の生徒、地域の方々も参加し、これ
まで家島島内では実施困難だった「スケアードスト
レイト」（スタントマンによる事故の再現）を中心
とした交通安全教室を実施します。

11月21日 県立家島高等学校

芸術鑑賞会
「タップダンス＆リズム」という演目で、プチ
ミュージカルショーの鑑賞や、希望者がタップダン
ス体験を行います。

11月22日 県立家島高等学校

県立夢前高等学校
079-336-0039

県立福崎高等学校
0790-22-1200

県立網干高等学校
079-274-2012

県立家島高等学校
079-325-0165
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

芸術鑑賞会 古典「和泉元彌『狂言ライブ』」を開催します。 10月29日 赤とんぼ文化ホール

学校説明会
中学生とその保護者を対象に学校説明会を開催しま
す。

11月16日 県立龍野高等学校

防災訓練
太子町の自治会と防災関係機関と合同で防災訓練を
行います。

10月27日 太子町立石海小学校

太子あすかふるさとまつり
斑鳩寺を中心とした地域行事に、生徒・職員・ＰＴ
Ａが参加します。

11月3日
斑鳩寺
太子町文化会館周辺

クリーン作戦
太子町内各所を生徒・職員・ＰＴＡ・地域住民で清
掃します。

11月8日 町内各所

公開授業週間 授業を公開します。
11月11日～

15日
県立太子高等学校

トライやるウィーク
太子西、太子東中学の生徒のトライやるウィークを
受入れます。

11月11日～
14日

県立太子高等学校

創立記念国際理解講演会
国連職員としての経験についての講演会を行いま
す。

11月6日 県立相生高等学校

公開授業ウィーク
授業の公開によって、開かれた学校づくりを進めま
す。

11月11日～
15日

県立相生高等学校

相高生フォーラム テーマに対しての弁論大会を行います。 11月13日 県立相生高等学校

通学路清掃 ふるさとの美化に貢献する活動を行います。 11月20日 県立相生高等学校

挨拶運動
地元自治会と協力してふるさとに貢献する活動を行
います。

11月15日 JR相生駅北側ロータリー

赤穂市中高教科研究会
(外国語科)

市内の中学校と高等学校の教員の交流を図ります。
高等学校で実施される研究授業を題材に，意見交換
会も実施します。

11月8日 県立赤穂高等学校

公開授業週間(第2学期)
本校の普段の活動を公開します。事務室前での受付
を済ませた後，授業等の参観を行ってください。

11月5日～15
日

県立赤穂高等学校

第9回赤穂シティマラソン
大会ボランティア

 第9回赤穂シティマラソンに受付、荷物預かり、 ナ
イロン袋配布、参加賞引換等の補助員として大会運
営に協力します。

11月10日 赤穂市城南緑地公園

科学教室in赤高
市内小学校３～６年生の児童を対象に高校生が講師
役となり科学教室（実験等）を行います。

11月17日 県立赤穂高等学校

松原町防災訓練
地元の松原町が実施する大規模な防災避難訓練を，
避難場所である本校を会場に実施します。

11月24日 県立赤穂高等学校

赤穂緞通
総合的な探究の時間に、赤穂の伝統工芸である赤穂
緞通の体験を行っています。授業見学を行うことが
できます。

11月8日,11月
29日

県立赤穂高等学校

陶芸
総合的な探究の時間に、陶芸体験を行っています。
授業見学を行うことができます。

11月8日,11月
29日

県立赤穂高等学校

防災教室
赤穂防災士の会を講師に招き、防災教室を行いま
す。避難所運営シミュレーションゲームＨＵＧの体
験を行います。

11月29日 県立赤穂高等学校

第９回赤穂シティマラソン
大会ボランティア

第９回赤穂シティマラソンに補助員として大会運営
に協力します。

11月10日 赤穂市城南緑地公園

しあわせフェスティバル
福祉ふれあい祭り
ボランティア

しあわせフェスティバル福祉ふれあい祭りに参加し
ます。各種ボランティア活動や体験ブースの開催、
熊本復興支援ボランティア活動報告などを行いま
す。

11月17日 赤穂市総合福祉会館

松原町防災訓練
地元の松原町が実施する大規模な防災避難訓練を、
避難場所である本校を会場に実施します。

11月24日 県立赤穂高等学校

赤穂義士祭ボランティア
赤穂義士祭において、ソルトアート体験教室の実
施、市内の清掃活動、復興支援募金活動等ボラン
ティア活動を行います。

12月14日
赤穂市内,
赤穂城跡武家屋敷公園

職業体験学習
赤穂市漁業協同組合において、カキの殻むき体験学
習を行います。

11月中旬 赤穂市漁業協同組合

県立太子高等学校
079-277-0123

県立赤穂高等学校
0791-43-2151

県立龍野高等学校
0791-62-0886

県立赤穂高等学校
定時制課程

0791-43-2214

県立相生高等学校
0791-23-0800
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

上郡町商工まつり

ステージ部門・模擬店等によるまちづくりをテーマ
にしたイベントです。上郡高校は、社会人基礎Ⅲの
時間で行う、まちの活性化プロジェクト案や商品開
発の発表および和太鼓部・吹奏楽部の演奏、農産物
販売を行います。

11月10日 上郡町役場駐車場

白旗城まつり

赤松地区ゆかりの武将「赤松円心」の「白旗城跡」
を顕彰するイベントです。上郡高校は社会人基礎Ⅲ
の時間に作成した甲冑を生徒会役員が着て武者行列
に参加します。また、和太鼓部の演奏、農産物販売
を行います。

11月23日 赤松自治会健康広場

インスパイア事業
甲南大学大学教授による楽しい物理化学についての
講演会を実施します。

9月18日
5･6限

県立佐用高等学校
保育大教室

東北復興支援ボランティア報
告会

7月に実施した11回目となる東北復興支援ボラン
ティア活動の意義と概要について、映像や参加生徒
の感想等を交えて報告します。

10月上旬 県立佐用高等学校体育館

駅清掃ボランティア
生徒会がJR佐用駅前の清掃活動を実施し、地域の環
境を整備します。

10月中旬 佐用駅前

収穫感謝試食会
秋に収穫した農産物を保護者の方々に試食して、味
わっていただきます。

11月上旬
県立佐用高等学校体育館
1Ｆ雨天練習場

駅清掃ボランティア
生徒会がJR佐用駅前の清掃活動を実施し、地域の環
境を整備します。

12月中旬 佐用駅前

県立佐用高等学校
0790-82-2434

収穫感謝即売会
秋に収穫した農産物を保護者や地域の方々に販売し
て、味わっていただきます。

12月中旬
県立佐用高等学校体育館
1Ｆ雨天練習場

播磨 山崎 本多まつり
山崎城跡地の本多公園において山崎藩本多家
の歴史イベントが行われます。甲冑着付体験等、
様々な体験活動に参加します。

11月4日
本多公園
（山崎城本丸跡）
駐車場

山崎高等学校
オープンスクール

開催期間中、授業参観・部活動見学等を行っていま
す。

11月5日～11
日

県立山崎高等学校

山学祭
県立山の学校の山学祭に本校森林環境科学科生徒が
参加し、木工作品を販売します。

11月9日 県立山の学校

姫路市森林・林業
体験フェア

自然とふれあいながら林業を学び、森林と親しむ
イベンに本校森林環境科学科生徒が参加し、木工
作品の販売や様々な体験活動に参加します。

11月17日
姫路市グリーン
ステーション鹿ケ壺

最上山もみじ祭りでの
山高街の駅の出店

最上山もみじ祭りに山高街の駅を出店します。
ゆずしそしょうゆをはじめ、カップケーキ等の
スイーツや木工作品等を販売する予定です。

11月23日
最上山公園
弁天池駐車場

第3回 高校生レストラン

本校生活創造科3年栄養選択生徒14名が学び得た
知識・技術を駆使して健康的な献立を作成し、調理
したモーニング(400円)・ランチ(700円コーヒー付
き)を提供します。(電話予約も受け付けています。）

11月28日
県立山崎高等学校
特別教室棟　1階
調理実習室及び試食室

いちのみやふるさとまつり
手作りお菓子の販売や、美術部作品展示の他、ス
テージではよさこい踊りを披露します。

11月3日
スポニックパーク一宮
（宍粟市一宮町東市場
1090-3）

総合的な学習（探究）の時間
発表会

総合的な学習（探究）の時間に取り組んだ体験講座
（太鼓、ダンス、よさこい、ＥＳＳなど）の成果を
発表します。

11月23日 県立伊和高等学校

千種町園小中高合同ふれあい
文化祭

宍粟市千種町内のこども園、小学校、中学校、高等
学校の園児・児童・生徒が合同で文化祭（演劇、合
奏、合唱、ダンス等）を行います。

11月2日 宍粟市立千種小学校

オープンスクール 県立千種高等学校の授業を一般公開します。
11月19日～

22日
県立千種高等学校

姫工祭（文化祭）
工業高校ならではの展示や実技演示をはじめ文化的
活動等の発表等を行います。

11月1日 県立姫路工業高等学校

インターンシップ
2年生の全生徒が県下各地の事業所等で就業体験活動
を行う。

11月11日～
15日

県立姫路工業高等学校

公開授業

学校を公開し、日頃の校内の雰囲気や授業の様子(座
学・実習)などを保護者や地域、また、中学教員・生
徒に参観してもらい、学校をより一層深く理解して
いただきます。

10月中旬 県立飾磨工業高等学校

文化祭
実習・授業作品展示やステージ発表、バザーなどを
とおして、保護者や地域の方々に学校をより深く理
解していただきます。

11月3日
11月4日

県立飾磨工業高等学校

県立山崎高等学校
0790-62-1730

県立上郡高等学校
0791-52-0069

県立伊和高等学校
0790-72-0240

県立千種高等学校
0790-76-2033

県立佐用高等学校
0790-82-2434

県立佐用高等学校
0790-82-2434

県立姫路工業高等学校
079-284-0111

県立飾磨工業高等学校
079-235-1951
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

ひょうご産業教育フェア
各学科の特徴を活かした作品展示やものづくり工作
教室をとおして、来場者との交流イベントの実施を
します。

10月20日 姫路大手前公園・周辺

飾磨ふれあいコンサートと作
品展示

地域資源の活用を紹介し、地域社会を再発見しま
す。また、世代を超えて積極的に参加できるコン
サートも開催します。

11月11日 姫路市立飾磨小学校

生涯学習講座
地域に開かれた学校づくりの一環として、地域の人
を対象として生涯学習講座(5講座)を開いています。
(週1回実施)

通年(週1回) 県立飾磨工業高等学校

文化祭

学校を公開し、校内の雰囲気や活動内容について展
示・ステージ発表・バザーなどをとおして、保護者
や地域の方々に学校をより深く理解していただきま
す。

11月1日2日 県立飾磨工業高等学校

飾磨ふれあいコンサートと作
品展示

地域資源の活用を紹介し、地域社会を再発見しま
す。また、世代を超えて積極的に参加できるコン
サートも開催します。

11月10日 姫路市立飾磨小学校

多部制インターンシップ
多部制１・２部生徒が各事業所にて体験活動を行い
ます。

11月11日～
15日

各事業所

高校生就業体験事業　イン
ターンシップ

2年生全員によるインターンシップを行います。
10月15日～

18日
各事業所

第2回公開授業
保護者、評議員、中学校教員を対象に3.4限の授業を
公開します。

11月1日 県立相生産業高等学校

オープンハイスクール
中学生、保護者、教員を対象にオープンハイスクー
ルを行います。

10月26日
県立相生産業高等学校
体育館

文化祭 文化祭を行います。
11月14日～

15日
県立相生産業高等学校
体育館

販売実習
相生市スポーツフェスティバルにて販売実習を行い
ます。

10月13日 相生市山手

販売実習 おおはまタウンにて販売実習を行います。 10月19日 相生市那波

販売実習 道の駅白龍城にて販売実習を行います。 11月23日 道の駅白龍城

販売実習 赤穂義士祭にて販売実習を行います。 12月14日 赤穂城周辺

高校生ふるさと貢献活動　小
学生工作教室ボランティア

機械科による小学生工作教室のボランティアを行い
ます。

10月30日 矢野小学校

高校生ふるさと貢献活動　通
学路清掃

通学路を生徒・職員で清掃します。 11月予定 周辺通学路

高校生ふるさと貢献活動　お
もちゃ修理ボランティア

地域住民から持ち込まれたおもちゃを修理します。 11月23日 相生市文化会館

高校生ふるさと貢献活動　ボ
ランティア

山楽祭にて、特産品販売を行います。 11月9日 県立山の学校

高校生ふるさと貢献活動　ボ
ランティア

西播磨高校生マルシェにて、特産品販売を行いま
す。

11月予定
たつの市立新宮ふれあい
福祉会館

高校生ふるさと貢献活動　ボ
ランティア

相生大ちゃん祭りにて、ティピアスによる行事運営
に参加するほか、相生特産品販売を行います。

11月23日 道の駅白龍城

高校生ふるさと貢献活動　ボ
ランティア

東京都千代田区の日本百貨店しょくひんかんにて、
ティピアスによる相生特産品販売を行います。

12月21日～
23日

東京駅エキナカ商業施設

ふるさと貢献活動
姫路北高校演劇部が第15回定期公演を一般公開して
実施します。
演題は「夢の代償」です。

10月5日～6日
姫路市花の北市民広場 大
ホール

インスパイア・ハイスクール
姫路北高校演劇部が姫路市内の中学校で公演を行い
ます。

11月29日 姫路市立飾磨東中学校

県立豊岡高等学校
0796-22-2111

豊高オープンスクール 授業及び部活動の様子を公開します。 11月5日～8日 県立豊岡高等学校

【　　但　　馬　　地　　区　　】

県立飾磨工業高等学校
多部制課程

079-235-1951

県立姫路北高等学校
079-281-0118

県立飾磨工業高等学校
079-235-1951

県立相生産業高等学校
0791-22-0595
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

県立日高高等学校
0796-42-1133

オープンスクール
学校公開週間として、保護者や地域の方々に授業を
公開します。

11月11日～
15日

県立日高高等学校

出石藩きもの祭り書道パ
フォーマンス

「出石藩きもの祭り」において書道部が書道パ
フォーマンスを行います。

10月27日 出石支所前

お城まつりバザー
「お城まつり」において生徒会とPTAによるバザー
を行います。

11月3日 出石支所南駐車場

出石高校アンテナショップ
書道部・創作部・茶華道部・家庭部による作品展示
と販売を行います。

11月3日 出石支所南駐車場

県立香住高等学校
0796-36-1181

花いっぱい運動
生徒会役員、保健委員がPTA役員とともにプラン
ターに花を植え、町内の保育園、幼稚園、小学校に
贈ります。

11月6日 県立香住高等学校

オープンスクール 校内見学・授業見学できます。 11月1日 県立浜坂高等学校

オープンスクール 校内見学・授業見学できます。
１１月５日～７

日
県立浜坂高等学校

教育講演会 講師　稲田尚久氏　アンガーマネジメントについて 11月6日 県立浜坂高等学校

村高フォーラム

学校・地域の活性化に向けて、総合的な学習の時間
で取り組んでいる「村高発　地域元気化プロジェク
ト」と地域アウトドアスポーツ類型の学習発表を行
う。地域と学校の活性化についての講演会を行い、
その後、地域と学校の代表者によるパネルディス
カッションを行います。

10月27日
県立村岡高等学校
体育館

あいさつ運動
香美町教育委員会・小学校・中学校・本校PTAと連
携して学校付近の道路（あいさつロード）であいさ
つ運動を展開します。

11月5日
香美町立村岡中学校から
県立村岡高等学校前

県立八鹿高等学校
079-662-2176

オープン・スクール（公開授
業）

全学年、全クラス、保護者、地域住民への授業公開
を行います。

11月5日～8日 県立八鹿高等学校

プロから学ぶ想像力育成事業

朝来市立生野小学校出身、iＯＳアプリ「hinadan
（ひな壇）」を開発された最高齢のプログラマー、
若宮正子氏の講演会を生野高校の体育館で行いま
す。(14:15-15:05)

10月17日 県立生野高等学校体育館

教育講演会
生野銀山にまつわる著書を執筆されている、兵庫県
教育委員の玉岡かおる氏による講演会を生野高校の
体育館で行います。(14:05-15:05)

10月28日 県立生野高等学校体育館

農学セミナー
大学教員や本校教員を講師に、専門的に農業を学ぶ
研究会です。地元の養父市との共催実施で、受講生
は４月に公募します。

10月12日
11月16日

県立但馬農業高等学校

但農祭
本校教育活動の成果を展示・発表し、農産物や畜産
加工品などの販売や農産物品評会の開催、名物行事
の「牛に引かれて花嫁行列」等を行います。

11月10日 県立但馬農業高等学校

郷土料理研究
地元の食材を利用した郷土料理を、地域の方から学
び、食文化について、学び研究します。

10月28日 県立豊岡総合高等学校

高校生クリーン作戦 学校周辺の通学路を生徒、職員で清掃します。 11月1日
豊岡駅から県立豊岡高等
学校

工業教育フェア
県下の工業高校が一同に会し、「工業教育フェア」
を実施します。

11月2日 神戸市

オープンスクール
授業、部活動等教育活動を公開し、本校の特色等地
域の方、保護者等に公開します。

１１月５日～８
日

県立豊岡総合高等学校

総合高校工業科ふるさと移動
展

２つの工業科による動画、写真、パネルなどを紹介
します。

１１月未定 ＪＡたじま祭

郷土料理講習
地域の食材を利用した郷土料理を、地域の方から学
び、食文化の担い手を育成します。

11月18日 県立豊岡総合高等学校

県立和田山高等学校
079-672-3269

わだやマーケット
学習活動の発表を兼ねた、地域連携・交流をとおし
た学校開放型行事です。

11月23日 県立和田山高等学校

県立洲本高等学校
0799-22-1550

文化鑑賞会 淡路人形浄瑠璃鑑賞 12月13日 県立洲本高等学校体育館

県立村岡高等学校
0796-94-0201

県立生野高等学校
079-679-3123

県立浜坂高等学校
0796-82-3174

【　　淡　　路　　地　　区　　】

県立但馬農業高等学校
079-662-6107

県立豊岡総合高等学校
0796-22-7177

県立出石高等学校
0796-52-3131
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問合せ先 行事名 行事の概要 開催日程 会場

県立洲本高等学校
定時制課程

0799-22-1550
文化祭 模擬店と展示、文化部の発表があります。 11月1日 県立洲本高等学校

創立記念講演
本校生徒と保護者、同窓生等が本校同窓生から、
「社会教育」を学びます。

10月11日
県立津名高等学校
体育館

キャンパスカウンセラー講演
会

本校生徒と保護者等が、キャンパスカウンセラーか
ら、「心の教育」を学びます。

10月25日
県立津名高等学校
体育館

芸術鑑賞
本校生徒と保護者等が、芸術専門家から「文化」を
学びます。

10月29日
県立津名高等学校
体育館

親子ふれあいお菓子作り教室
子育て学習センターより親子を招いて、本校生徒と
ともにお菓子作りを行います。

11月9日
県立津名高等学校
家庭実習室

小高連携いきいき授業
地元小学校へ出かけていき「工作教室」を実施しま
す。

10月23日 洲本市立加茂小学校

初心者対象パソコン教室
本校生徒が初心者の方にパソコンの操作方法を指導
します。

11月毎水曜日 洲本市総合福祉会館

文化祭
文化部の活動発表、合唱コンクール、展示、バ
ザー、お茶会などを保護者や地域住民に公開しま
す。

11月14日～
15日

県立洲本実業高等学校

洲本市公民館まつり 茶道部の生徒が来場者に呈茶を行います。 11月下旬 洲本市中央公民館

県立津名高等学校
0799-62-0071

県立洲本実業高等学校
0799-22-1240
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