
「兵庫の教育推進月間」における取組

西宮市

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先

長寿をたのしむつどい 浜脇地区の「長寿を楽しむつどい」に4年生児童が参加します。リズム体操の披露と長寿のお祝いの手紙を渡します。 10月19日 西宮市立浜脇小学校体育館 浜脇地区老人クラブ連合会
西宮市立浜脇小学校

0798-33ｰ0668

人権参観 保護者・地域の方に対しての人権教育の授業公開です。 10月23日～25日 西宮市立浜脇小学校 西宮市立浜脇小学校
西宮市立浜脇小学校

0798-33ｰ0668

図工展 テーマを「音」と題し、児童とＰＴＡ・職員の作品を展示します。一人一人の思いやアイデアがあふれる作品を制作展示します。 11月20日～23日 西宮市立浜脇小学校 西宮市立浜脇小学校
西宮市立浜脇小学校

0798-33ｰ0668

オープンスクール 図工展の最終日に合わせて、保護者や地域の方に学校の様子を公開します。 11月23日 西宮市立浜脇小学校 西宮市立浜脇小学校
西宮市立浜脇小学校

0798-33ｰ0668

マラソン大会 各学年でマラソン大会を行い、保護者や地域の方から熱い声援をおくってもらいます。 12月4日 西宮市立浜脇小学校 西宮市立浜脇小学校
西宮市立浜脇小学校

0798-33ｰ0668

マリナコンサートプラス 音楽会（合奏・合唱）と図工の作品展を行います。 11月16日 西宮市立西宮浜小学校 西宮市立西宮浜小学校
西宮市立西宮浜小学校

0798-32-0251

マリナふれあいマラソン 近隣の幼稚園児や中学生、保護者等も参加し、地域の方と一緒にマラソン大会を行います。 12月7日 西宮市立西宮浜小学校周辺 西宮市立西宮浜小学校
西宮市立西宮浜小学校

0798-32-0251

図工展 「あつまれ　香櫨園広場」をテーマに，全学年及び全校作品を展示します。 11月21日～23日 西宮市立香櫨園小学校 西宮市立香櫨園小学校
西宮市立香櫨園小学校

0798-22-1030

図工展 心をこめて、一生懸命作った全校児童の図工の作品を、体育館いっぱいに展示します。 11月14日～16日 西宮市立安井小学校 西宮市立安井小学校
西宮市立安井小学校

0798-36-1422

音楽会
図工展との隔年開催。学年ごとに合唱と合奏による音のハーモニーを楽しむ会とします。なお、鑑賞は学年ごとの6部制とし、
チケット事前配布の座席指定で行います。

11月23日 西宮市立夙川小学校体育館 西宮市立夙川小学校
西宮市立夙川小学校

0798-72-1266

音楽会 各学年が、日ごろの音楽学習の成果を発表します。第１部…２・５年、第２部…１・４年、第３部…３・６年の３部制で行います。 11月16日
西宮市立北夙川小学校
体育館

西宮市立北夙川小学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ksyukuge/
西宮市立北夙川小学校

0798-74-7009

オープンスクール 保護者・地域の皆様に学校の様子を公開します。 10月25日 西宮市立苦楽園小学校 西宮市立苦楽園小学校
西宮市立苦楽園小学校

0798-72-9803

音楽会
「ひびかせよう　美しいハーモニー♪」をテーマに各学年の音楽の時間に取り組んできた合唱・合奏を保護者・地域の方に披
露します。

11月16日 西宮市立苦楽園小学校（体育館） 西宮市立苦楽園小学校
西宮市立苦楽園小学校

0798-72-9803

湯川記念こども課外教室 若手の理論物理学研究者を対象とする「西宮湯川記念賞」の受賞者が6年生児童対象に講話をされます。 12月6日 西宮市立苦楽園小学校（体育館） 西宮市立苦楽園小学校
西宮市立苦楽園小学校

0798-72-9803

図工展（保護者鑑賞）・オープンスクール 児童・教師・地域の方の作品を展示します。オープンスクールでは保護者参加型の造形あそびを行います。 11月16日 西宮市立大社小学校 西宮市立大社小学校
西宮市立大社小学校

0798-72-2274

オープンスクール・図工展
各学年が図工の時間に作成した作品を展示します。今年のテーマは、『つくるよろこび　つたわるおもい』です。同日午前中に
は、学校を公開します。

オープンスクールは11月23
日、図工展は11月21日～
23日

西宮市立神原小学校　体育館 西宮市立神原小学校
西宮市立神原小学校

0798-72-9801

音楽会 各学年が、日頃の音楽活動の成果を合奏や合唱などを通して披露します。 11月23日 西宮市立甲陽園小学校体育館 西宮市立甲陽園小学校
　西宮市立甲陽園小学校

0798-73-4671

音楽会(保護者鑑賞日) 学年単位で、合唱や合奏を披露します。 11月16日 西宮市立広田小学校体育館 西宮市立広田小学校
西宮市立広田小学校

0798-74-4213

平木フェスタ〈音楽会〉
「歌おう♪奏でよう♪輝こう♪～心ひとつに～」をテーマに合唱や合奏をなど、音楽で学んだ成果を披露します。

11月17日 西宮市立平木小学校体育館 西宮市立平木小学校
西宮市立平木小学校

0798-64-4000

音楽会 音楽の学習（合唱・器楽）の成果を発表する。２部制（学年ごと）で入れ替え制により保護者・地域の方に披露します。 11月23日 西宮市立甲東小学校 西宮市立甲東小学校
西宮市立甲東小学校

0798－51－6677

図工展
「色と形のハーモニー」というテーマで、作品展会場を特別な空間に変身させます。子どもたちが一生懸命に作製した作品をご
覧いただきます。

11月21日～23日 西宮市立上ケ原小学校　体育館 西宮市立上ケ原小学校
西宮市立上ケ原小学校

0798-51-7555

オープンスクール 朝の会から帰りの会まで，学校生活（午前授業）を公開します。図工展同時開催。 11月23日 西宮市立上ケ原小学校 西宮市立上ケ原小学校
西宮市立上ケ原小学校

0798-51-7555
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音楽会 心豊かな情操を育む音楽教育の成果を、保護者や地域の皆様に発表する音楽会です。 11月23日 西宮市立上ケ原南小学校体育館 西宮市立上ケ原南小学校
西宮市立上ケ原南小学校

0798－52－3864

図工展 小学校や特別支援学校の児童や地域の方々の平面や立体作品を展示します。 11月16日～18日
西宮市立段上小学校　体育館、家庭科
室

西宮市立段上小学校
西宮市立段上小学校

0798-51-7995

音楽会
「とどけよう　心と音のハーモニー｣をテーマに、第１部(１・３・５年)と第２部(２・４・６年)に分け、日頃の音楽学習の成果を発表し
ます。

11月23日 西宮市立段上西小学校体育館 西宮市立段上西小学校
西宮市立段上西小学校

0798-53-0560

図工展・学校公開
「かんじよう・つたえよう・ひろげよう」をテーマに、各学年の子ども達の造形作品を展示して鑑賞してもらうとともに、学校の様
子を広く地域に公開する。

11月23日 西宮市立樋ノ口小学校 西宮市立樋ノ口小学校
西宮市立樋ノ口小学校

0798-65-6558

図工展
（オープンスクール開催）

「夢のかたち」をテーマに、児童が製作した作品（平面一点、立体一点）を展示します。11月23日には、オープンスクールも同
時開催します。

11月21日～23日 西宮市立高木小学校 西宮市立高木小学校
西宮市立高木小学校

0798-67-2567

図工展＆オープンスクール
開校以来２回目の図工展です。日常の図工科の学習活動の成果を発表します。最終日はオープンスクール（午前中）も併せ
て実施します。

11月20日～23日 西宮市立高木北小学校体育館 西宮市立高木北小学校
西宮市立高木北小学校

0798-65-6572

図工展 「瓦木　歴史絵巻～カワラギ　ヒストリア（仮）」というテーマで全校生の作品を体育館いっぱいに展示します。（15：30～16：30） 11月15日 西宮市立瓦木小学校　体育館 西宮市立瓦木小学校
西宮市立瓦木小学校

0798－67－3500

図工展・オープンスクール 学校教育活動の様子を公開します。体育館では図工展も開催中です。（オープンスクール8：30～12：30図工展9：00～15：00） 11月16日 西宮市立瓦木小学校 西宮市立瓦木小学校
西宮市立瓦木小学校

0798－67－3500

人権参観 保護者・地域の方に対しての人権教育の授業公開です。 10月24日～25日 西宮市立深津小学校 西宮市立深津小学校
西宮市立深津小学校

0798-64-7241

図工展 各学年が図工の時間に作成した個人作品や全校共同作品を展示します。 11月16日 西宮市立深津小学校 西宮市立深津小学校
西宮市立深津小学校

0798-64-7241

図工展 「みつけたよ！わたしのいいかんじ」をテーマに、全校児童の造形作品を体育館いっぱいに展示します。 11月23日 西宮市立瓦林小学校 西宮市立瓦林小学校
西宮市立瓦林小学校

0798-65-6503

図工展 子どもたちの心のこもった作品の数々を、保護者・地域の方々にご覧いただきます。 11月20～23日 西宮市立上甲子園小学校 西宮市立上甲子園小学校
西宮市立上甲子園小学校

0798-67-1518

音楽会 各学年で合唱・合奏を行い、他学年児童や保護者に観賞してもらいます。 11月13日，16日 西宮市立津門小学校体育館 西宮市立津門小学校
西宮市立津門小学校

0798－22－2286

オープンスクール(音楽会) 保護者や地域の方々に授業や学校生活を公開するとともに、体育館を会場として、音楽会を開催します。 11月16日 西宮市立春風小学校 体育館 西宮市立春風小学校
【西宮市立春風小HP】
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/harukae/

西宮市立春風小学校
0798-47-1634

図工展
「図工がもっと楽しくなる」～つくって楽しい、みて楽しい～をテーマに、図工展を開催します。自分の作品づくりの楽しさや、友
達の作品づくりのよさを味わうとともに、図工学習に対する興味・関心を高め、創造することの喜びを感じることをねらいとして
います。

11月14日～16日 西宮市立今津小学校体育館 西宮市立今津小学校
西宮市立今津小学校

0798-33-0923

図工展・オープンスクール
『ゆめのとびら　ひらけ』をテーマに子供たちが作成した一人2点（平面と立体）の作品を展示します。土曜日の午前中は、オー
プンスクールも同時開催します。

11月14日～16日 西宮市立用海小学校 西宮市立用海小学校
西宮市立用海小学校

0798-33-0760

図工展
「みんな なかよく ○○いっぱい」をテーマに日頃の作品づくりの成果を発表し、地域や保護者に公開することで、造形表現学
習の意識の向上を図ります。

11月15日～16日 西宮市立鳴尾小学校　体育館 西宮市立鳴尾小学校
西宮市立鳴尾小学校

0798-47-0130

運動会 各学年ダンスや競走競技を行います。 10月19日 西宮市立南甲子園小学校　運動場 西宮市立南甲子園小学校 　
西宮市立南甲子園小学校

0798-47-0010

図工展 子どもたちが図工の時間に心をこめてつくった作品を展示を行います。 11月22日～23日 西宮市立南甲子園小学校　体育館 西宮市立南甲子園小学校 　
西宮市立南甲子園小学校

0798-47-0010

マラソン大会 各学年でマラソンを行います。 12月10日 甲子園浜公園 西宮市立南甲子園小学校 　
西宮市立南甲子園小学校

0798-47-0010

図工展 「月のとき」－ゆかい－をテーマに、それぞれ違った個性を持つ仲間で作り上げる図工展を開催します。 11月14日～16日 西宮市立甲子園浜小学校体育館 西宮市立甲子園浜小学校
西宮市立甲子園浜小学校

0798-47-7150

音楽会 各学年で合唱・合奏を行い、他学年児童や保護者に観賞してもらいます。 11月23日 西宮市立高須小学校体育館 西宮市立高須小学校
西宮市立高須小学校

0798-40-1300
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第２０回音楽会
「パズル　～つながる　生み出す　音楽のデザイン～」をテーマに一人一人の個性（パズルのピース）をいかし、それぞれが役
割を果たすためにねばり強く練習した成果を発表します。

11月16日 西宮市立高須西小学校 西宮市立高須西小学校
西宮市立高須西小学校

0798-41-1950

図工展
テーマは「図工びっくり箱（ぼよよ～ん）」です。「ぼよよ～ん」を合言葉に、体育館全体がひとつのびっくり箱になったかのよう
に、子供たちの作品を展示します。

11月22日～23日 西宮市立鳴尾東小学校体育館 西宮市立鳴尾東小学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/naruohie/
西宮市立鳴尾東小学校

0798-47-1073

音楽会 音楽により親しませると共に、日常の音楽学習の成果を発表します。 11月16日 西宮市立鳴尾北小学校 西宮市立鳴尾北小学校
西宮市立鳴尾北小学校

0798-47-1051

コマツフェア 　テーマ「夢の旅へ」のもと、原則児童の平面・立体各１点の作品とくすのき学級の共同作品を展示します。 11月19日～23日 西宮市立小松小学校　体育館 西宮市立小松小学校
西宮市立小松小学校

0798-47-0051

音楽会 「音楽の力は無限大～空もとべるはず～」をテーマに、エンディングには全校合唱を行います。 11月23日 西宮市立山口小学校 西宮市立山口小学校
西宮市立山口小学校

078-904-0490

図工展 「再発見・美しい日本の四季」をテーマに、ふるさととしての北六甲台の魅力、美しさを再発見して表現します。 11月16日 西宮市立北六甲台小学校 西宮市立北六甲台小学校
西宮市立北六甲台小学校

078-903-2800

図工展
『名塩でチャレンジ！』をテーマに表現及び鑑賞を通して、創造活動への意欲を高め、豊かな情操を培います。児童の平面・立
体作品各１点と全校児童、職員で取り組む全校作品を展示します。

11月22日～23日 西宮市立名塩小学校　体育館 西宮市立名塩小学校
西宮市立名塩小学校

0797-61-0624

図工展
「おもいをひろげて」をテーマに、一人一人が主体的に作品作りに取り組み、また友達の作品の良さや発想に気付きあえる作
品展を行います。

11月21日～23日 西宮市立東山台小学校体育館 西宮市立東山台小学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/higasie/
西宮市立東山台小学校

0797-61-3420

図工展
「十人十色」ー自分の色を大切にしようーをテーマに、各学年で立体作品、平面作品を展示し、保護者や地域の皆様に観賞し
て頂きます。また、11月23日はオープンスクールも同時開催します。

11月21日～23日 西宮市立生瀬小学校体育館 西宮市立生瀬小学校
西宮市立生瀬小学校

0797-86-4601

文化活動発表会（校内展示週間）
校内に生徒たちの作品を展示、同時に学校公開を実施します。玄関ホールで見学者名簿に記帳して頂いて、自由に見学して
頂いています。

10月21日～25日 西宮市立浜脇中学校 西宮市立浜脇中学校
西宮市立浜脇中学校

0798-34-2345

オープンスクール 授業の様子を1日公開します。 11月15日 西宮市立浜脇中学校 西宮市立浜脇中学校
西宮市立浜脇中学校

0798-34-2345

マリナコンサート・フェア 午前に、ステージ発表・合唱コンクールを行い、、作品の展示見学も同時に行います。 10月25日 西宮市立西宮浜中学校 西宮市立西宮浜中学校
西宮市立西宮浜中学校

0798-32-0260

オープンスクール 学校公開（授業参観）を行います。 11月1日，5日，6日 西宮市立西宮浜中学校 西宮市立西宮浜中学校
西宮市立西宮浜中学校

0798-32-0260

マリナワ－ク 地域の人と小中学校の生徒が、合同でゴミ拾いなどを一斉に行い、地域に対して感謝の意を表す活動を行います。 11月26日 西宮市立西宮浜中学校付近 西宮市立西宮浜小中学校
西宮市立西宮浜中学校

0798-32-0260

文化活動発表会 日頃の授業作品、美術部、生徒会の取り組みの作品展示を行います。また、生徒は体育館で鑑賞行事を行います。 10月18日 西宮市立大社中学校 西宮市立大社中学校 　
西宮市立大社中学校

0798-73-5391

合唱コンクール
午前中は１・２年生の合唱コンクール、午後は３年生の合唱コンクールと合唱部、吹奏楽部、ESSなどによるステージ発表を実
施します。

10月21日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立大社中学校 　
西宮市立大社中学校

0798-73-5391

学習発表会・合唱コンクール
合唱練習の成果を発表する合唱コンクール，アルトリコーダーの合奏，吹奏楽部演奏，美術部の壁画紹介，生活文化部の展
示紹介，理科の自由研究，その他学習成果の発表等のステージ発表を行います。

11月1日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立苦楽園中学校
西宮市立苦楽園中学校

0798-71-0170

学校公開週間 授業、部活動などすべての学校行事を公開します。最終日は文化活動発表会を行います。 10月21日～25日 西宮市立上ケ原中学校 西宮市立上ケ原中学校
西宮市立上ケ原中学校

0798-52-8410

合唱コンクール 全学年、全クラスの合唱コンクールを行います。 10月23日 西宮市民会館アミティホール 西宮市立上ケ原中学校
西宮市立上ケ原中学校

0798-52-8410

オープンスクール週間 保護者、地域の方々に向けて授業の様子を公開します。文化活動発表会展示部門として作品の展示を行います。 11月11日～15日 西宮市立甲陵中学校 西宮市立甲陵中学校
西宮市立甲陵中学校

0798-51-6781

文化活動発表会 各学年の合唱コンクールと文化部等の活動を文化活動発表会ステージ部門としてﾞ発表します。 10月30日
尼崎市総合文化センターあましんアル
カイックホール

西宮市立甲陵中学校
西宮市立甲陵中学校

0798-51-6781

オープンスクール 授業の様子を公開します。文化部の生徒の作品や授業で制作した生徒の作品を展示しています。 10月15～17日 西宮市立平木中学校 西宮市立平木中学校
西宮市立平木中学校

0798-65-4500
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文化発表会 合唱コンクール、PTAコーラス、文化部のステージ発表を行います。 10月21日 アルカイックホール 西宮市立甲武中学校
西宮市立甲武中学校

0798-64-5015

オープンスクール 授業や部活動など、1日の学校生活を公開します。 10月15日～18日 西宮市立甲武中学校 西宮市立甲武中学校
西宮市立甲武中学校

0798-64-5015

オープンスクール（文化発表会） 生徒が、授業・部活動で作成した作品を展示します。合わせて授業公開をしています。 10月21日，23日，24日 西宮市立瓦木中学校 西宮市立瓦木中学校
西宮市立瓦木中学校

0798-67-8440

合唱コンクールステージ発表 日頃の合唱の取組みの成果を発表します。文化部のステージ発表等も行います。 10月25日 アミティホール 西宮市立瓦木中学校
西宮市立瓦木中学校

0798-67-8440

合唱コンクール・文化活動発表会 各学年の合唱コンクールと生徒たちの文化活動の発表会です。 10月30日 なるお文化ホール 西宮市立深津中学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/fukaduj/
西宮市立深津中学校

0798-64-7251

授業参観・進路説明会 日常の授業の様子を公開します。また、主に3年生の保護者を対象にした進路説明会を実施します。 10月31日 西宮市立上甲子園中学校 西宮市立上甲子園中学校
西宮市立上甲子園中学校

0798-33-0621

ふれあいクリスマスコンサート（春風地区青少年健全育成
大会）

春風トランペット鼓隊、春風和太鼓サークル等をはじめ、幼・小・中の交流を通して、保護者や地域の三世代のふれあいを図る
ことを目的にしています。

12月1日 西宮市立上甲子園中学校
西宮市春風地区社会福祉協議
会

西宮市立上甲子園中学校
0798-33-0621

今中ミュージックフェア
地域連携協議会が主催となって行っている行事です。
本校吹奏楽部と特別新学級のJハープ部の生徒たちとの合同演奏は他では見ることのできない、心温まる本校独自の取り組
みです。

12月8日 フレンテホール 地域連携協議会
西宮市立今津中学校

0798-34-6622

秋のオープンスクール
学校を登校時間から下校時間まで公開することにより、保護者・地域の方に教育活動を広く参観して頂く。学校への理解をよ
り一層深めて頂くことを目的として実施します。

11月5日～6日 西宮市立真砂中学校 西宮市立真砂中学校
西宮市立真砂中学校

0798-48-3803

合唱コンクール・文化活動発表会 クラスごとの合唱と文化部等の活動をステージ発表します。 10月16日 あましんアルカイックホール 西宮市立鳴尾中学校
西宮市立鳴尾中学校

0798-47-0976

オープンスクール 各教科の授業や部活動を公開します。 11月11日～15日 西宮市立鳴尾中学校 西宮市立鳴尾中学校
西宮市立鳴尾中学校

0798-47-0976

オープンスクール 授業公開および文化活動発表会の展示発表など、学校を公開しています。 10月16日，17日，21日 西宮市立浜甲子園中学校
西宮市立浜甲子園
中学校

西宮市立浜甲子園中学校
 0798-47-1012

文化活動発表会　合唱コンクール・ステージ発表 午前中に各学年の合唱コンクール、午後からステージ発表を考える考え方行います。 10月18日 なるお文化ホール
西宮市立浜甲子園
中学校

西宮市立浜甲子園中学校
 0798-47-1012

秋のオープンスクール
各教科の授業や部活動など、一週間学校を公開します。10月26日は、合唱コンクール、文化活動発表会を本校体育館で行い
ます。

10月21日～25日 西宮市立鳴尾南中学校 西宮市立鳴尾南中学校
西宮市立鳴尾南中学校

0798-49-5204

球根を植える会 地域老人会の方と生徒・職員で「エラブユリ」の球根を植えます。 11月5日 西宮市立鳴尾南中学校 西宮市立鳴尾南中学校
西宮市立鳴尾南中学校

0798-49-5204

合唱コンクール・文化活動発表会 午前に合唱コンクール、午後にステージ発表と展示見学を実施します。 10月25日
【午前】西宮東高校ホール（なるお文化
ホール）
【午後】西宮市立高須中学校

西宮市立高須中学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/takasuj/
西宮市立高須中学校

0798-43-0461

オープンスクール（おさそい参観）
保護者や地域の方々に教育活動を幅広く参観していただき、理解を深め協働意識を持って学校に関わっていただくことを目的
としています。

10月23日～30日 西宮市立学文中学校 西宮市立学文中学校
西宮市立学文中学校

0798-47-0768

合唱コンクール・文化活動発表会
日頃の合唱の取り組みの成果を発表する場です。各学年課題曲・自由曲・学年合唱を発表します。1年、2年、3年の順に発表
します。午後から文化部のステージ発表と全校合唱を行います。

10月31日 アミティホール 西宮市立学文中学校
西宮市立学文中学校

0798-47-0768

オープンスクール 地域の方々や保護者の皆様に教育活動を参観していただき、理解を深めてもらうための取り組みです。 10月21日～25日 西宮市立山口中学校 西宮市立山口中学校
西宮市立山口中学校

078-904-0477

文化活動発表会 合唱コンクールとステージ発表を行います。 10月24日 西宮市立山口中学校 西宮市立山口中学校
西宮市立山口中学校

078-904-0477

オープンスクール 授業参観、学習活動の発表、教科作品及び文化部作品の展示、親子講演会を行います。 10月15日～17日 西宮市立塩瀬中学校 西宮市立塩瀬中学校
西宮市立塩瀬中学校

0797-61-0145

文化活動発表会・合唱コンクール 各学年における学年合唱とクラス合唱及び文化部の発表等を行います。 10月18日 あましんアルカイックホール 西宮市立塩瀬中学校
西宮市立塩瀬中学校

0797-61-0145
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ふれあい展示会・ふれあい運動会 日頃の学習の成果を発表するとともに、他校の児童生徒、地域の方々、保護者、卒業生との交流を深める。 11月23日 西宮市立西宮養護学校体育館等 西宮市立西宮養護学校
西宮市立西宮養護学校

0798-57-3521

第4回学校説明会 普通科の説明と授業体験を行います。 10月27日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinish/
西宮市立西宮高等学校

0798-74-6711

第5回学校説明会 普通科及びグローバル・サイエンス科の説明会を行います。 11月3日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinish/
西宮市立西宮高等学校

0798-74-6711

松柏講座
「ゼロ･ウェイストへの挑戦」

徳島県上勝町で活動するNPO法人理事長の坂野晶氏が「ごみ」をごみで無くすための取り組みを語る市民対象の公開講座で
す。

11月14日 西宮市立西宮高等学校 西宮市立西宮高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinish/
西宮市立西宮高等学校

0798-74-6711

オープンハイスクール
中学生と保護者を対象に、午前中に本校の授業公開を行います。午後は本校内では校内見学とクラブ見学を行い、同時にな
るお文化（西宮東高校）ホールにて数理・人文コースの説明会を実施します。

10月19日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

第5回木曜講座（市民講座）「「天安門事件」は再び起きる
か？－30年目に振り返る」安田峰俊先生

1989年6月、北京で起きた六四天安門事件。民主化を主張した学生や市民を人民解放軍が鎮圧した事件として知られるこの
出来事は、現在まで続く中国の経済発展や政治的台頭の出発点でもありました。現在から見た天安門事件を振り返ります。

10月24日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

第6回木曜講座（市民講座）「園の話」足立年樹先生
西宮市内には甲子園を始め、～園と名のつく地名が多くあります。今回はそれぞれの園の地名の由来や、そこであった出来
事を紹介します。また最近「西宮七園」という言葉を聞きますが、どこからそんな言葉が生まれたのか探ってみたいと思いま
す。

10月31日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

学校説明会
中学生と保護者を対象に、学校説明と数理・人文コースの合同説明会を実施します。説明終了後は学校施設・活動しているク
ラブの見学があります。

11月2日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

第7回木曜講座（市民講座）「～アンパンマンの生みの親
～生誕100年記念　やなせたかしの生き方と作品世界」仙
波美由紀先生

やなせたかしは複雑な生い立ちや、70歳近くまでヒット作がなかったなどの苦労人でしたが、漫画家的なユーモアを忘れず、
多くの人を喜ばせることを糧に94歳で亡くなるまで生涯現役を貫きました。その生き方や作品に込めたメッセージから、前向き
に生きる人生のヒントをご紹介します。

11月14日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

第8回木曜講座（市民講座）「睡眠時無呼吸症候群ってど
んなもの？」奥中美恵子先生

睡眠時無呼吸症候群は一晩の睡眠中に10秒間以上の無呼吸状態が30回以上起こるか、睡眠1時間中に無呼吸数が5回以上
起こることと定義されています。とくに肥満の男性に多く、睡眠時に大きないびきをかくのが特徴です。今回は検査、診断、治
療について説明します。

11月21日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

第9回木曜講座（市民講座）「長崎と天草地方の潜伏キリ
シタン関連遺産　世界遺産としての価値と登録への道の
り」川口洋平先生

幾多の困難を乗り越えて世界遺産に登録された「長崎と天草地方　潜伏キリシタン関連遺産」の魅力に迫ります。 11月28日 なるお文化（西宮東高校）ホール 西宮市立西宮東高等学校 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
西宮市立西宮東高等学校

0798-47-6013

作品展 園児や未就園児親子が制作した作品や絵画を展示します。その制作物を使って保護者・地域の方と遊び、交流を深めます。 11月20日～21日 西宮市立浜脇幼稚園 西宮市立浜脇幼稚園
西宮市立浜脇幼稚園

0798-33-0835

幼稚園ウィーク 幼稚園の教育活動を保護者や地域の方々に公開します。 11月6日～8日 西宮市立用海幼稚園 西宮市立用海幼稚園
西宮市立用海幼稚園

0798-23-8312

作品展 園児、未就園児の作品を鑑賞したり、作品で遊んだりしていただきます。 11月27日 西宮市立用海幼稚園 西宮市立用海幼稚園
西宮市立用海幼稚園

0798-23-8312

にぎわい事業
みんなで遊ぼう

地域の幼稚園・保育所・未就園児が、触れ合い遊びや、コーナー遊びを楽しみます。 10月15日 樋之池体育館 西宮市立夙川・越木岩幼稚園
西宮市立夙川幼稚園

0798-72-2951

作品展
園児・未就園児の作品を展示します。また、友達や親子で一緒に自分達が制作した作品で遊びます。26日は地域の未就園児
や地域の方達と一緒に遊びます。

11月23日，26日 西宮市立夙川幼稚園 西宮市立夙川幼稚園
西宮市立夙川幼稚園

0798-72-2951

作品展 園児、未就園児クラブ、保護者有志の作品の鑑賞したり、作った作品の場で親子や未就園児と一緒に遊びます。 11月30日，12月3日 西宮市立越木岩幼稚園 西宮市立越木岩幼稚園
西宮市立越木岩幼稚園

0798-72-4499

にぎわい事業「みんなで遊ぼう」 地域の幼稚園・保育所・未就園児が集い、運動遊びやふれあい遊びを通してつながりを深めます。 10月25日 西宮市立大社幼稚園 西宮市立大社幼稚園
西宮市立大社幼稚園

0798-74-4051

子供作品展 作品展を地域に公開し、幼稚園の取り組みを紹介します。 11月26日 西宮市立大社幼稚園 西宮市立大社幼稚園
西宮市立大社幼稚園

0798-74-4051

作品展
テーマ（未定）に基づき作った作品を見てもらったり、自分たちで作ったものを使って遊びます。おうちの人や地域の方、保育所
児などを案内します。
未就園児親子の作品の展示もあります。

11月28日～29日
西宮市立子育て総合センター付属あお
ぞら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付
属あおぞら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付属あおぞら
幼稚園

0798-35-8086

オープンウィーク 幼稚園の教育活動を保護者や地域の方々に公開します。 11月25日～29日
西宮市立子育て総合センター付属あお
ぞら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付
属あおぞら幼稚園

西宮市立子育て総合センター付属あおぞら
幼稚園

0798-35-8086

作品展
子供たちの作品展示と共に、自分たちの作った制作物を使って、保護者や友達と楽しく遊びます。オープンデーを兼ね、地域
の方や未就園の子供たちとも遊ぶ予定です。

11月21日～22日 西宮市立上ケ原幼稚園 西宮市立上ケ原幼稚園
西宮市立上ケ原幼稚園

0798-51-2700
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幼稚園ウィーク 幼稚園の教育活動を保護者や地域の方々に公開します。
11月21日～22日，11月25
日～27日

西宮市立上ケ原幼稚園 西宮市立上ケ原幼稚園
西宮市立上ケ原幼稚園

0798-51-2700

作品展 園児・未就園児の作品を展示します。また、友達や親子で、自分達の制作した作品で遊びます。 11月27日 西宮市立門戸幼稚園 西宮市立門戸幼稚園
西宮市立門戸幼稚園

0798-52-5447

作品展 幼稚園在園児、未就園児、保護者が制作した作品をホールで公開します。 11月23日，26日 西宮市立高木幼稚園ホール 西宮市立高木幼稚園
西宮市立高木幼稚園

0798-65-0055

にぎわい事業「みんなで遊ぼう」 地域の幼稚園・保育所・未就園児が、触れ合い遊びやコーナー遊びを楽しみます。 10月24日 西宮市立高木幼稚園ホール 西宮市立高木幼稚園
西宮市立高木幼稚園

0798-65-0055

にぎわい事業 地域の小学校1年生・幼稚園・保育所・未就園児が、一緒に人形劇を鑑賞したり、触れ合い遊びを楽しみます。 10月16日 西宮市立瓦木小学校体育館 西宮市立瓦木幼稚園 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/kawaragik/
西宮市立瓦木幼稚園

0798-64-5017

オープンデー 登園から降園までの１日を通して、幼稚園生活を体験することができます。 10月17日～18日 西宮市立瓦木幼稚園 西宮市立瓦木幼稚園 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/kawaragik/
西宮市立瓦木幼稚園

0798-64-5017

作品展 園児による描画や制作物を展示及び実際に遊んで楽しむ会です。 11月30日，12月2日 西宮市立瓦木幼稚園遊戯室 西宮市立瓦木幼稚園 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/kawaragi/
西宮市立瓦木幼稚園

0798-64-5017

作品展 園児の作品を見てもらったり、制作したもので一緒に遊んだりします。 11月21日～22日 西宮市立春風幼稚園 西宮市立春風幼稚園
西宮市立春風幼稚園

0798-26-6152

作品展 園児達が作った作品を鑑賞します。また、遊べる制作物は、手にとって一緒に遊ぶこともできます。 11月28日～29日 西宮市立南甲子園幼稚園 西宮市立南甲子園幼稚園
西宮市立南甲子園幼稚園

0798-46-1608

作品展 園児の作品を見てもらったり、制作したものを使って保護者や未就園児、地域の方々と一緒に遊んだりします。 11月21日～22日 西宮市立鳴尾東幼稚園 西宮市立鳴尾東幼稚園 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/naruohigashik/
西宮市立鳴尾東幼稚園

0798-41-4542

にぎわい交流会 近隣こども園・保護者・地域の方々と交流し、伝統の袖下踊りを踊ったり、なかよし遊びをしたりします。 10月16日 西宮市山口ホール 西宮市立山口幼稚園
西宮市立山口幼稚園

078-904-3707

人形劇鑑賞会 園児・保護者・未就園児と一緒に人形劇を鑑賞します。 11月6日 西宮市山口ホール 西宮市立山口幼稚園
西宮市立山口幼稚園

078-904-3707

作品展 作品展2日目は未就園児と交流したり、地域の方に作品を見ていただいたりします。 11月27日 西宮市立山口幼稚園 西宮市立山口幼稚園
西宮市立山口幼稚園

078-904-3707

にぎわい・作品展 子どもたちの作品展示があります。老人会の方と一緒に昔遊び（こままわし、お手玉、紙鉄砲等）をします。 11月27日 西宮市立生瀬幼稚園 西宮市立生瀬幼稚園 http://kusunoki.nishi.or.jp/school/namazek/
西宮市立生瀬幼稚園

0797-84-9464

第５６回西宮市人権・同和教育研究集会
あらゆる差別解消と人権文化の創造のため、様々な分野から市民が集い、実践に基づいた取り組みを交流し学び合うことに
より、人権教育の一層の推進を図ります。

11月10日 西宮市立上甲子園中学校
西宮市教育委員会，西宮市人
権・同和教育協議会

西宮市人権・同和教育協議会
0798-35-3158

にしのみや人権フォーラム 講演会やパネル展示など、人権教育や啓発を行います。 12月4日～10日
西宮市立中央公民館，西宮市プレラ
ホール等

西宮市，西宮市教育委員会
西宮市教育委員会人権教育推進課

0798-35-3892

指定文化財公開「慶長十年摂津国絵図」 兵庫県・西宮市指定文化財「慶長十年摂津国絵図」の特別展示 10月29日～11月3日 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.
html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

第49回特集展示「町絵図・村絵図」 江戸時代に作成された西宮の町絵図・村絵図の特集展示 11月5日～12月28日 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.
html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

文化財ウォーク
夙川地域の文化財をめぐります。コミュニティFM「さくらFM」の番組と連動し、スタジオと現地の解説ポイントを中継しながらの
ウォークです。

11月17日 西宮市 西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.
html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

季節のグリーティングカード作り 和紙を漉いて季節のグリーティングカードをつくります。 12月5日
西宮市立郷土資料館分館　名塩和紙
学習館

西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.
html

西宮市立郷土資料館分館　名塩和紙学習
館

0797-61-0880

第50回歴史講座
学芸員の最新の研究成果報告の場です。
演題：西宮の町絵図・村絵図
報告者：西宮市立郷土資料館学芸員・笠井今日子

10月16日 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.
html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298

第51回歴史講座
学芸員の最新の研究成果報告の場です。
演題：石棺と仁川五ヶ山古墳群
報告者：西宮市立郷土資料館学芸員・山田暁

11月20日 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.
html

西宮市立郷土資料館
0798-33-1298
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第73回西宮市内博物館等連携講座
西宮市内に所在する博物館等が連携して、各館研究員・学芸員等による学術的な連続講座を実施する。
演題：皇位継承における刀剣　―草薙剣と大刀契―
報告者：黒川古文化研究所研究員・川見典久

11月14日 大手前大学史学研究所 西宮市立郷土資料館
https://www.nishi.or.jp/bunka/rekishitobunkazai/ritsukyodoshiryokan/renkeiko
za.html

大手前大学史学研究所
0798-32-5007

青少年健全育成のつどい 一般市民を対象に、青少年の健全育成を目的とした講演会を開催します。 11月15日 なるお文化ホール 西宮市，西宮市教育委員会
西宮市教育委員会青少年育成課

0798-35-3873
0798-35-3870

西宮市民文化祭 市内で活動している公民館グループや文化団体等が1年の成果を披露します。 10/26～11/5 各公民館　他
西宮市，西宮市文化振興財団，
西宮市教育委員会

西宮市文化振興財団
0798-33-3146


