
「兵庫の教育推進月間」における取組

尼崎市

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先

あまよう祭（あまようさい） 学習発表会（舞台発表、作品発表） 11月23日
尼崎市立あまよう特別支援学校
体育館

尼崎市立あまよう特別支援学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/S01/index.html
尼崎市立あまよう特別支援学校
06-6482-1530

文化祭
学校生活で学び培ったことを、展示・舞台発表と模擬店に分けて発表を行いま
す。文化部発表のほか、学年展示や授業制作展示、有志による展示を行いま
す。模擬店は学年・部のほか、生徒会やＰＴＡも出店します。

10月30日、11月1日 本校校内 尼崎市立琴ノ浦高等学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/h07
尼崎市立琴ノ浦高等学校生徒指導部
06-6481-8460

俳句会
中央北生涯学習プラザの地域お出かけ事業として、俳人・木割大雄氏を講師に
お迎えし、5年生の児童が俳句を創ります。

10月11日 尼崎市立七松小学校 尼崎市立七松小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E32/
尼崎市立七松小学校
06-6417-7742

オープンスクール
日頃の学校生活の様子を自由に参観できます。七松カーニバル(各教室で出し
物）などもあります。

10月24日 尼崎市立七松小学校
尼崎市立
七松小学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/E31/
尼崎市立七松小学校
06-6417-7741

図工展
図工の時間で取り組んだ、絵画や工作を展示します。体育館で自由に参観でき
ます。

11月23日 尼崎市立七松小学校
尼崎市立
七松小学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/E31/
尼崎市立七松小学校
06-6417-7742

チャレンジフェスティバル
２～６年生が学級毎に、「～にチャレンジする」と言う店を出し、ゲーム等をして楽
しいひとときを過ごします。

11月2日 尼崎市立竹谷小学校 尼崎市立竹谷小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E06/
尼崎市立竹谷小学校
０６－６３１１－３３８１

オープンスクール 図工展にあわせて、保護者や『地域に学校の様子を公開します 11月23日 尼崎市水堂小学校 尼崎市水堂小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E30/
尼崎市立水堂小学校
０６－６４３７－３８０４

図工展（オープンスクール）
各学年の児童の平面・立体作品を展示します。また、普段の学校生活における
児童の様子を保護者・地域に公開します。

11月29日～
11月30日

尼崎市立杭瀬小学校
尼崎市立
杭瀬小学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/E11/index.html
尼崎市立杭瀬小学校
06(6488)3581

図工展 図工の立体作品や平面作品を展示します。 11月8日～9日 尼崎市立成文小学校　体育館 尼崎市立成文小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E17/index.html
尼崎市立成文小学校
06-6418-2361

音楽会 子ども達の歌や演奏を発表します。 11月23日 尼崎市立潮小学校 尼崎市立潮小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E08/index.html
尼崎市立潮小学校
06-6499-7169

尼崎市小学校音楽会 市内の小学校の児童が音楽発表会を行います。 11月14日～15日 アルカイックホール 尼崎市小学校音楽研究会
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2081

図工展 児童が制作した図工の作品を体育館に展示し、鑑賞します。 11月23日 尼崎市立立花小学校　体育館 尼崎市立立花小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E23/index.html
尼崎市立立花小学校
06-6429-6554

図工展 子どもの作品を展示し、公開します。 11月23日 尼崎市立浦風小学校体育館 尼崎市立浦風小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E12/
尼崎市立浦風小学校
06-6488-0328

マラソン大会 近隣の公園でマラソン大会を実施します。 12月6日 小田南公園 尼崎市立浦風小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E12/
尼崎市立浦風小学校
06-6488-0329

近松デー 郷土学習である近松学習の学習発表会および浄瑠璃クラブの発表会です。 12月6日 尼崎市立下坂部小学校体育館 尼崎市立下坂部小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E07/index.html
尼崎市立下坂部小学校
06-6499-1206

図工展 図工展を保護者や地域に公開します 11月21日～23日 体育館 尼崎市立金楽寺小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E14/index.html
尼崎市立金楽寺小学校
06-6482-0276
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成徳オリエンテーリング 成徳の校庭をまわりオリエンテーリングをすることで成徳の自然にふれあいます 10月9日（水） 成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E18/index.html
尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

音楽会 日ごろの音楽の学習の成果を発表します 11月23日（土）
成徳小学校
体育館

尼崎市立成徳小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E18/index.html
尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

校内マラソン大会 日頃の体育活動の練習成果としてマラソン大会を行います 12月12日（木） 成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E18/index.html
尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

餅つき大会 新しい年を迎えるに当たって、保護者や地域の方と一緒に餅つきを行います 12月24日（火） 成徳小学校 尼崎市立成徳小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E18/index.html
尼崎市立成徳小学校
06-6413-1601

小田まつり
地域住民の親睦と連帯意識を高め、明るく住みよいまちづくりを目指して開催し
ます。 11月9日 清和小学校

市民運動小田地区推進協議会
小田まつり実行委員会

http://www.ama-net.ed.jp/school/E10/index.html
小田地域振興センター
06-6488-5441

長洲小学校図工展
（長洲っこアートフェスティバル）

全児童が制作した図工作品を展示し、鑑賞会を行います。感動を大切に、互い
に作品を鑑賞することで、学び合う機会としています。

11月1～2日 尼崎市立長洲小学校体育館 尼崎市立長洲小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E09/index.html
尼崎市立長洲小学校
06-6488-0490

令和元年度図工展 図工科学習の成果を保護者や地域の方々へ発表 11月23日 体育館 尼崎市立塚口小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E28/index.html
尼崎市立塚口小学校
06-6421-5519

図工展 校内の児童が制作した図工作品を展示しています。 11月23日
尼崎市立難波の梅小学校　体育
館

尼崎市立難波の梅小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E02/index.html 尼崎市立難波の梅小学校

図工展（オープンスクール） 日頃の学習成果を発表します。 11月23日 尼崎市立難波小学校 尼崎市難波小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E02/index.html
尼崎市立難波小学校
06-6481-2502

図工展 各学年で取り組んだ作品を展示する。
11月21日
～23日

浜田小学校
体育館

尼崎市立浜田小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E15/index.html
浜田小学校
06－6417－8331

音楽会 児童による合唱や合奏を保護者・地域の方々に聴いて頂きます。 11月9日 尼崎市立武庫東小学校　体育館 尼崎市立武庫東小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E35/index.html
尼崎市立武庫東小学校
06-6432-4565

オープンスクール ふだんの学校生活における児童の様子を保護者・地域に公開します。 12月10日 尼崎市立武庫東小学校　各教室 尼崎市立武庫東小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E35/index.html
尼崎市立武庫東小学校
06-6432-4565

音楽会 小学校児童の歌唱や合奏を披露します 11月2日 尼崎市立武庫南小学校体育館 尼崎市立武庫南小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E33/index.html
尼崎市立武庫南小学校
06-6438-1917

学校公開
12月5日は2時間目から4時間目まで、12月6日は5時間目に学校公開を行いま
す。

12月5日
12月6日

尼崎市立武庫南小学校 尼崎市立武庫南小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E33/index.html
尼崎市立武庫南小学校
06-6438-1917

音楽会
音楽教育への関心と理解を深め、地域に開かれた学校づくりの一環として行い
ます。

11月２２日～23日 尼崎市立武庫北小学校体育館 尼崎市立武庫北小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E34
尼崎市立武庫北小学校
06-6431-5100

図工展
「個性を光らせ　心をこめて」をテーマに全児童が平面作品・立体作品を各１点
ずつ制作し、体育館に展示します。全校作品にも取り組みます。

１１月２２日～２３日 尼崎市立名和小学校　体育館 尼崎市立名和小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E27/index.html
尼崎市立名和小学校
06-6428-0114
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オープンスクール 図工展に合わせて、普段の授業を公開しています。 １１月２２日～２３日 尼崎市立名和小学校 尼崎市立名和小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E27/index.html
尼崎市立名和小学校
06-6428-0114

図工展 児童の図工の作品を展示します。 11月30日 尼崎市立明城小学校本校体育館 尼崎市立明城小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E01/index.html
尼崎市立明城小学校
０６－６４８１－２４３２

阪神地区小学校体育研究大会 小学校体育の研究大会として授業を公開。公開後、講演会を予定しています。 11月1日 尼崎市立立花北小学校 運動場 体育館阪神地区小学校体育研究会 http://www.ama-net.ed.jp/school/e26/
尼崎市立立花北小学校
06-6427-4029

音楽会 各学年が歌唱･器楽の演奏を行います。 11月22日～23日 尼崎市立立花北小学校 体育館 尼崎市立立花北小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/e26/
尼崎市立立花北小学校
06-6427-4029

授業参観（１・２・３年） 人権に関する授業を各学年で行い、保護者と共に考えます。 11月20日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E40/index.html
尼崎市立園和小学校
06-6491-9504

授業参観（４・５・６年） 人権に関する授業を各学年で行い、保護者と共に考えます。 11月21日 尼崎市立園和小学校 尼崎市立園和小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E40/index.html
尼崎市立園和小学校
06-6491-9504

学校公開 授業公開・図工展（本校児童作成の図工作品の展示）等を行います。 12月7日 尼崎市立園和小学校 体育館 尼崎市立園和小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E40/index.html
尼崎市立園和小学校
06-6491-9504

自由参観 授業等の参観をオープンにします。 11月22日・23日  尼崎市立園田小学校  尼崎市立園田小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E38/index.html
尼崎市立園田小学校
06-6491-6973

図工展 図工学習の発表を行います。 11月22日・23日  尼崎市立園田小学校  尼崎市立園田小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E38/index.html
尼崎市立園田小学校
06-6491-6973

オープンスクール 学校での児童の様子を見ていただきます。 11月22日  園田東小学校各教室 尼崎市立園田東小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E42/index.html
尼崎市立園田東小学校
０６－６４９１－９２５３

音楽会
日頃の音楽学習の成果を見ていただきます。音楽の美しさや楽しさを味わって
鑑賞していただきます。

11月23日  園田東小学校体育館 尼崎市立園田東小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E42/index.html
尼崎市立園田東小学校
０６－６４９１－９２５４

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・大型紙芝居
PTAが中心となって作成した大型紙芝居を実演します。当日はｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙを実
施します。

10月11日 本校 尼崎市立浜小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E15/index.html
尼崎市立浜小学校
06-6499-1536

音楽会 合唱・合奏等，音楽の学習の成果を全校生が披露します。 11月9日 本校体育館 尼崎市立浜小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E15/index.html
尼崎市立浜小学校
06-6499-1537

音楽会 各学年やクラブで、合奏や合唱を行います。 11月9日  尼崎市立園和北小学校体育館 尼崎市立園和北小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E41/index.html
尼崎市立園和北小学校
06-6492-1066

図工展
全校生の絵画や工作の平面や立体作品を体育館に展示します。全校共同作品
にも取り組みます。

11月21日～23日 尼崎市立立花西小学校 尼崎市立立花西小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E25/index.html
尼崎市立立花西小学校
06-6437-3820

読書週間 児童集会（図書）（１０月２９日）をはじめ、読書の啓発を行う。 10月28日～11月1日  尼崎市立尼崎北小学校 尼崎北小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E29/index.html
尼崎市立尼崎北小学校
06－6422－4525
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尼崎市小学校音楽会 市内小学校の児童が音楽発表を行う。 11月14日・15日 アルカイックホール 尼崎市小学校音楽教育研究会
尼崎市立武庫の里小学校
06-6433-2080

図工展 本校の児童が図工の作品展示を行う。 11月7日・8日・9日  尼崎市立尼崎北小学校 尼崎北小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E29/index.html
尼崎市立尼崎北小学校
06－6422－4525

節分集会
朝、鬼が校門に立って児童を出迎える所から集会が始まる。「心の鬼をやっつけ
る日」として、登校後に低学年を対象に集会を行う。

2月3日  尼崎市立尼崎北小学校  富松青年団尼崎北小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E29/index.html
尼崎市立尼崎北小学校
06－6422－4525

ゴミマイスター環境学習 ４学年が参観日にゴミ収集車の出前授業を行う。 7月3日 尼崎市立大庄小学校 尼崎市教育委員会 http://www.ama-net.ed.jp/school/E16/index.html
尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

キャリア教育 ５年生が参観日にキャリア教育の一貫で、元アナウンサーの講演会に参加 7月3日 尼崎市立大庄小学校 大庄地域振興センター http://www.ama-net.ed.jp/school/E16/index.html
尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

歴博出前授業 ６年生が歴博の方々と火おこし体験をする。 7月17日 尼崎市立大庄小学校 尼崎市歴史博文館 http://www.ama-net.ed.jp/school/E16/index.html
尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

落語を聞こう ６年生が参観日に落語家の話を聞く。 10月24日 尼崎市立大庄小学校 大庄地域振興センター http://www.ama-net.ed.jp/school/E16/index.html
尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

学校保健委員会 ６年生が参観日に生活習慣予防の体験授業を行う。 7月3日 尼崎市立大庄小学校 尼崎市教育委員会 http://www.ama-net.ed.jp/school/E16/index.html
尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

地域大庄フェスティバル 地域にあるセンタープールに子どもの作品を展示する 9月8日 尼崎センタープール 大庄地域振興センター http://www.ama-net.ed.jp/school/E16/index.html
尼崎市立大庄小学校
06－6417-8221

読書週間
読書集会での図書委員会児童による絵本の読み聞かせ、ボランティアグループ
による絵本の読み聞かせを行います。

10月21日～25日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E21/index.html
尼崎市立大島小学校
６４１７－５７２１

オープンスクール 地域に開かれた学校として、日頃の学習活動を公開します。 10月25日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E21/index.html
尼崎市立大島小学校
６４１７－５７２１

図工展 全校生の絵画や立体作品の展示と鑑賞をします。 11月7日～9日 尼崎市立大島小学校　体育館 尼崎市立大島小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E21/index.html
尼崎市立大島小学校
６４１７－５７２１

人権週間 人権授業の参観をはじめ人権教育の啓発を行います。 11月25日～29日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E21/index.html
尼崎市立大島小学校
６４１７－５７２１

校内マラソン大会 日頃の体育活動の成果発表の場としてマラソン大会を行います。 12月5日 尼崎市立大島小学校 尼崎市立大島小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E21/index.html
尼崎市立大島小学校
６４１７－５７２２

音楽会 各学年（合唱・リコーダー奏・合唱）の音楽発表会を行います。 11月８～９日 尼崎市立小園小学校 尼崎市立小園小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E44/index.html
尼崎市立小園小学校
０６－６４９１－５９１８

音楽会
日頃の音楽学習の成果を発表しあい、表現力、創造力、技能、鑑賞の能力を高
めます。

11月８，９日 上坂部小学校体育館 尼崎市立上坂部小学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/E43/index.html
上坂部小学校
０６－６４２７－３８３０



「兵庫の教育推進月間」における取組

尼崎市

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先

オープンスクール 地域や保護者に授業を公開します。 10月21日，23日 尼崎市立大成中学校各教室 尼崎市立大成中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J09/index.html
尼崎市立大成中学校
０６－６４２７－００２９

文化発表会（合唱コンクール・展示見学） 中学生による、合唱と作品展示を公開します。 10月24日
尼崎市立大成中学校各教室、体
育館

尼崎市立大成中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J09/index.html
尼崎市立大成中学校
０６－６４２７－００３０

文化発表会（舞台発表） 中学生による舞台発表を公開します。 10月25日 尼崎市立大成中学校体育館 尼崎市立大成中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J09/index.html
尼崎市立大成中学校
０６－６４２７－００３１

トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月25日～29日 市内各事業所 尼崎市立大庄北中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J11/index.html
尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

合唱コンクール 中学生が合唱の発表を行います。 10月23日～24日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J11/index.html
尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

文化発表会 中学生が日頃の学習の成果を発表します。 10月25日 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市立大庄北中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J11/index.html
尼崎市立大庄北中学校
06-6417-8281

常陽中学校合唱コンクール 各学年各クラスよる合唱コンクールを実施する。 10月23日
尼崎市立常陽中学
校体育館

尼崎市立常
陽中学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/j19/
尼崎市立常陽中学校
０６－６４３２－１８０７

常陽中学校文化発表会
各学年から優秀と認められたクラスよる合唱コンクールを全校生の前で実施、
各
教科による作品展を開催する。

10月25日
尼崎市立常陽中学
校体育館

尼崎市立常
陽中学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/j19/
尼崎市立常陽中学校
０６－６４３２－１８０７

合唱コンクール 各学年が音楽の授業を中心に合唱コンクールを行い、保護者等に発表する。 10月24日 尼崎市立園田東中学校体育館 尼崎市立園田東中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J21/index.html
尼崎市立園田東中学校
06-6421-1048

文化発表会 各授業を通した文化的活動を、保護者等に発表し、展示物の見学をする。 10月26日 尼崎市立園田東中学校 尼崎市立園田東中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J21/index.html
尼崎市立園田東中学校
06-6421-1049

合唱コンクール 学級ごとに練習をしてきた合唱を披露します。 10月23日
尼崎市立武庫東中学校
体育館

尼崎市立武庫東中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J18/index.html
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

文化発表会
各教科、クラブの展示発表及び生徒会、クラブ、有志等による舞台発表を行い
ます。

10月25日
尼崎市立武庫東中学校
体育館

尼崎市立武庫東中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J18/index.html
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

オープンスクール週間 １時間目から６時間目まで学校公開を行います。自由に参観していただけます。
10月28日～
11月1日

尼崎市立武庫東中学校
体育館

尼崎市立武庫東中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J18/index.html
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

視聴覚鑑賞会 芸術【落語】を鑑賞します。 11月29日
尼崎市立武庫東中学校
体育館

尼崎市立武庫東中学校
及び同育友会

http://www.ama-net.ed.jp/school/J18/index.html
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

トライやる・ウィーク
２年生が少人数のグループを作り、１週間学校を離れて、各事業所において職
場体験活動を行います。

11月11日～
11月15日

尼崎市内
各事業所

尼崎市立武庫東中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J18/index.html
尼崎市立武庫東中学校
06-6433-0888

文化発表会
中学生の合唱、英語スピーチ、トライやるの発表、吹奏楽演奏、教科の展示が
あります。

10月25日 尼崎市立小田中学校 尼崎市立小田中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J07/index.html
尼崎市立小田中学校
06-6488-0735



「兵庫の教育推進月間」における取組

尼崎市

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先

オープンスクール 日々の教育活動を広く公開する。 10月21日～25日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J08/index.html
尼崎市立小田北中学校
06-6499-0005

合唱コンクール 音楽科及び学級活動を通して取り組んだ、クラス合唱を発表する。 10月24日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J08/index.html
尼崎市立小田北中学校
06-6499-0005

総合文化発表会 授業及びクラス活動を通して取り組んだ内容を公開する。 10月25日 尼崎市立小田北中学校 尼崎市立小田北中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J08/index.html
尼崎市立小田北中学校
06-6499-0005

合唱コンクール 各学年、学級ごとに合唱の取り組み成果を披露します。 10月24日 尼崎市立成良中学校 尼崎市立成良中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J01/index.html
尼崎市立成良中学校
06-6482-3081

文化発表会
前日の合唱コンクールの上位クラスと各文化部が日頃の成果を舞台発表しま
す。

10月25日 尼崎市立成良中学校 尼崎市立成良中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J01/index.html
尼崎市立成良中学校
06-6482-3082

ユネスコセミナー ユネスコ活動の発表の場として、毎年開催されています。 未定 尼崎市立成良中学校 ユネスコ協会 http://www.ama-net.ed.jp/school/J08/index.html
尼崎市立成良中学校
06-6482-3083

トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 9月18日～9月25日 市内各事業所 尼崎市立中央中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J03/index.html
尼崎市立中央中学校
０６－６４８１－５３５１

文化発表会 ステージ発表、美術・技術・家庭の作品展示 10月25日 本校体育館 尼崎市立中央中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J03/index.html
尼崎市立中央中学校
０６－６４８１－５３５２

オープンスクール及び文化発表会
中学校での授業の様子を公開します。また文化行事として、合唱やステージ発
表も公開しています。

10月21日～25日 尼崎市立立花中学校 尼崎市立立花中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J14/index.html
尼崎市立立花中学校
06-6427-3838

トライやるウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11/11～11/15 県内各事業所 尼崎市立園田中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J20/index.html
尼崎市立園田中学校
06-6491-0775

合唱コンクール
生徒一人一人がクラスの一委員として合唱に参加し、美しい声、ハーモニーに
よる表現を通して合唱のすばらしさや歌う喜びを味わいます。

10月23日 尼崎市立小園中学校 尼崎市立小園中学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/J22/
尼崎市立小園中学校
06-6493-0280

文化活動発表会
展示、舞台発表を通して、生徒が主体的に活動し、みんなで創り上げる喜びを
学ぶと共に、文化的な感性を磨きます。

10月25日 尼崎市立小園中学校 尼崎市立小園中学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/J22/
尼崎市立小園中学校
06-6493-0280

トライやるウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月25日～29日 市内各事業所 尼崎市立小園中学校

http://www.ama-net.ed.jp/school/J22/index.html
尼崎市立小園中学校
06-6493-0280

文化祭
年齢や母語、学習歴など、様々な背景を持つ生徒たちが、作品展示や演劇等を
通して、日頃の学習成果を発表します。

11月17日
尼崎市立成良中学校琴城分校
3階大教室

尼崎市立成良中学校琴城分校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J23/index.html
尼崎市立成良中学校琴城分校
06-6482-5438

第65回全国夜間中学校研究大会　兵庫
大会

日々の教育実践や研究成果を持ち寄り、関係各位とともに夜間中学校の抱える
課題を確認し、歩むべき道を明らかにすべく、研究大会を開催します。

12月6日～7日 神戸市総合教育ｾﾝﾀｰ
第65回全国夜間中学校研究大会大
会実行委員会

http://www2.kobe-c.ed.jp/kec/index.php?page_id=0
第65回全国夜間中学校研究大会大会事務
局（神戸市立丸山中学校西野分校）
078-736-2521

トライやる・ウィーク 中学生が各事業所において体験活動を行います。 11月25日～29日 市内各事業所 尼崎市立南武庫之荘中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J17/index.html
尼崎市立南武庫之荘中学校
06-6436-2241



「兵庫の教育推進月間」における取組

尼崎市

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先

オープンスクール 保護者・地域の方に、授業など学校の様子を公開します。 11月25日～29日 尼崎市立南武庫之荘中学校 尼崎市立南武庫之荘中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/J17/index.html
尼崎市立南武庫之荘中学校
06-6436-2241

オープンスクール
学校公開を行います。10月24日、25日は文化活動発表会で合唱コンクールや
舞台発表、展示発表などを行います。

10月23日～25日 日新中学校
尼崎市立

日新中学校
http://www.ama-net.ed.jp/school/J04/index.html

尼崎市立日新中学校
06－6482－0733

トライやる・ウィーク 中学２年生が、各事業所において体験活動を行います。 11月25日～29日 市内各事業所
尼崎市立

日新中学校
http://www.ama-net.ed.jp/school/J04/index.html

尼崎市立日新中学校
06－6482－0733

ふれあいランド　「お話に親しもう」 「お話わくわく便」の皆さんが幼児向けのお話を聞かせてくれます。 10月31日  尼崎市武庫幼稚園遊戯室 尼崎市立武庫幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K11/index.html
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

 人権講演会わくわくランド「みんなでお弁当を食べよう」
保護者向けの人権講演会があります。
幼稚園の園児と地域の未就園の幼児とその保護者とで一緒にお弁当を食べま
す。

11月15日  尼崎市武庫幼稚園遊戯室 尼崎市立武庫幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K11/index.html
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

作品展 幼稚園の園児の絵画作品・立体作品などが展示されています。 11月16日 尼崎市立武庫幼稚園 尼崎市立武庫幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K11/index.html
尼崎市立武庫幼稚園
06-6431-0945

幼稚園ウィーク
オープンスクールで遊びの様子を見たり、地域の未就園児親子が在園児と一緒
音楽鑑賞やふれあい遊びなどを体験できます。

１１月１３日～１９日（土・日除く）尼崎市立立花幼稚園 尼崎市立立花幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K07/index.html
尼崎市立立花幼稚園
06-6428-0115

作品展
幼稚園児の絵画や製作などの作品を展示します。地域の未就園児も作品を見
ることができます。

11月24日 尼崎市立立花幼稚園 尼崎市立立花幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K07/index.html
尼崎市立立花幼稚園
06-6428-0116

幼稚園ウィーク
オープンスクール、園児や地域の未就園児の親子が参加できるリトミックや人形劇鑑賞
などを実施し、幼稚園教育に対する一層の理解を得る機会です。

11月13日～19日 尼崎市立大島幼稚園　保育室 尼崎市立大島幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k06/
尼崎市立大島幼稚園
06-6416-0693

作品展 園児の絵や作品を展示します。 11月23日 尼崎市立大島幼稚園　保育室 尼崎市立大島幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k06/
尼崎市立大島幼稚園
06-6416-0693

作品展 園児の絵画や作品を展示します。 11月23日 尼崎市立長洲幼稚園  尼崎市立長洲幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K04/index.html
尼崎市立長洲幼稚園
０６－６４８１－８０４２

５０周年　さくひんてん 園児の絵画制作作品の展示　親子制作 11月16日 尼崎市立小園幼稚園  尼崎市立小園幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K18/index.html 尼崎市立小園幼稚園

トライやるウィーク
中学生が幼稚園での職業体験をし、保育の準備や幼児との触れ合いを体験し
ます。

11月11日～11月15日 尼崎市立園田幼稚園 尼崎市立園田中学校 http://www.ama-net.ed.jp/school/k15/
尼崎市立園田幼稚園
06-6491-8686

作品展 幼児の作品を展示したり、つくって遊んだりします。 11月24日 尼崎市立園田幼稚園 尼崎市立園田幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k15/
尼崎市立園田幼稚園
06-6491-8686

ふれあいランド 吹奏楽サークル「あまっぷる」迎えてコンサートを行います。 10月31日午前 園和北幼稚園 園和北幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k17/katudo/
尼崎市立園和北幼稚園
０６－６４９１－９４００

わくわくランド 地域の未就園児親子を招き、職員による体験保育を行います。 11月1日8日29日午後 園和北幼稚園 園和北幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k17/katudo/
尼崎市立園和北幼稚園
０６－６４９１－９４００



「兵庫の教育推進月間」における取組
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伝承遊びの会
地域の方をゲストティチャーに迎えコマやお手玉、あやとりなどの伝承遊びを行
います。

11月12日午前 園和北幼稚園 園和北幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k17/katudo/
尼崎市立園和北幼稚園
０６－６４９１－９４００

ふれあいランド
地域の未就園児親子を招き、4歳児と一緒に体験保育をしたり、ママカ
フェ・子育て相談を行ったりします。

11月15日午前 園和北幼稚園 園和北幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k17/katudo/
尼崎市立園和北幼稚園
０６－６４９１－９４００

作品展
園児の作品展示（絵画、制作物）の他、遊びの場を設定し、在園児のみだ
けでなく、広く地域にも参加を呼び掛け幼稚園教育理解に努めています。

11月23日 園和北幼稚園 園和北幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k17/katudo/
尼崎市立園和北幼稚園
０６－６４９１－９４００

ふれあいランド 人形劇サークル「ぱたぱたぽん」を迎えて人形劇鑑賞を行います。 11月28日 園和北幼稚園 園和北幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/k17/katudo/
尼崎市立園和北幼稚園
０６－６４９１－９４００

たけやっ子フェスティバル
子ども達が制作した作品を見たり、普段している遊びを親子で一緒に遊ぶことが
できます。また、園児が歌や楽器を使って発表するところを鑑賞することができ
ます。

12月14日 尼崎市立竹谷幼稚園 尼崎市立竹谷幼稚園 http://www.ama-net.ed.jp/school/K03/index.html
尼崎市立竹谷幼稚園
０６-６４１１-３４４２


