
学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立神戸高等学校
078－861－0434 オープンハイスクール

11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：30

学校概要説明、公開授業及び施設見学、生徒会説明、部
活動見学

県立東灘高等学校
078-452-9600 オープンハイスクール

11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：00

学校紹介　　体験授業　体験の会　部活動見学

県立兵庫高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
13：30～16：00

学校概要説明・学校生活体験談・校内見学（授業見学・施
設見学）・部活動見学

県立兵庫高等学校 オープンハイスクール 11月10日（水）
13：30～16：00

学校概要説明・学校生活体験談・校内見学（授業見学・施
設見学）・部活動見学

県立夢野台高等学校
078－691－1546 オープンハイスクール 11月9日（火）

13：30～16：00 ・学校概要説明、授業見学、部活動見学など

県立夢野台高等学校
078－691－1546 オープンハイスクール 11月10日（水）

13：30～16：00 ・学校概要説明、授業見学、部活動見学など

県立鈴蘭台高等学校 ＰＴＣＡ事業 10月15日（金）
グランドゴルフと講演会
本校育友会員・地域住民によるグランドゴルフ大会とスポー
ツインストラクターによる講演と実技指導

県立鈴蘭台高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
11月10日（水） 学校説明と学校見学

県立鈴蘭台高等学校 ミニ文化祭と総合的な学習の
時間発表会 11月16日（火） 文化部の発表と総合的な学習の時間学習発表会

県立神戸甲北高等学校
クリエイティブ21
地域とのスポ－ツ交流
「こどもラグビ－ｉｎ甲北」編

10月2日（土）
15：00～17：00
11月6日（土）
13：00～15：00

神戸甲北高等学校の生徒　（ラグビ－部員）（男女）より楽し
いクリニックラグビ－が受けられます。
対象（3歳～中学生）

県立神戸甲北高等学校
クリエイティブ21
料理と会話でアジアを結ぶ
「ベトナム料理」編

10月27日（水）
12：00～14：00

作る料理
生春巻き
バマンエッチャン
　ソイマン　（赤飯に似たもの）

県立神戸甲北高等学校 第2回オ－プンハイスク－ル 11月13日（土）
9：00～12：00

総合学科についての説明
生徒プレゼンテ－ションとパネルディスカッション
授業体験
進路相談会
部活動見学
本校生の進路状況

県立神戸甲北高等学校
クリエイティブ21
料理と会話でアジアを結ぶ
「韓国料理」編

12月7日（月）
12：00～15：00

作る料理
チヂミ
イカス－プ

県立神戸甲北高等学校
クリエイティブ21
地域とのスポ－ツ交流
「少女バレ－ボ－ルｉｎ甲北」編

12月11日（土）
13：30～15：30

神戸甲北高等学校の生徒（女子バレ－ボ－ル部員）と一緒
にソフトバレ－ボ－ルをします。
対象（小学生女子4・5・6年）
中学生女子

県立神戸北高等学校
.078-981-0131 オープンハイスクール

11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：00

①説明会（学校概要・学校生活の説明）
②体験学習を重視した授業に参加（コンピュータ、プラネタ
リウム、料理，茶華道等10コース）
③部活動の見学

県立神戸北高等学校
.078-981-0131 からと挨拶運動 10月12日（火）～

10月15日（金）
からと地区の学校園及びそのPTAが中心となり、登校時に
子どもたちに「おはよう」と声かけをする。

県立神戸北高等学校
078-981-0131 わくわく自然体験 10月下旬～

11月上旬

クリエイティブ21で校内で栽培したサツマイモを使い、近隣
の保育園や児童館の子どもたちを招待してイモ掘りや焼き
イモを楽しみ、本校生徒との交流を深める。

県立神戸北高等学校
078-981-0131 ふれ合い昼食会 10月13日（水）

11月10日（水）

地区の婦人会が近隣のお年より達を招いて、月1回の昼食
会を実施しているが、その食材の一部として校内で栽培し
た野菜を提供している。

県立長田高等学校 オープンハイスクール
11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：00

1　学校概要説明
2　授業見学・校舎見学
3　生徒会による学校生活の紹介
4　部活動見学等

県立星陵高等学校
078－707－6565 オープンハイスクール

11月9日（火）
10日（水）
13：20～16：00

学校概要説明、授業見学、学校生活紹介、部活動見学

県立舞子高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
13：30～16：00

全体会（学校生活紹介、学習・進路説明）、授業見学、保護
者対象説明会、部活動見学

県立舞子高等学校 オープンハイスクール 11月10日（水）
13：30～16：00

全体会（学校生活紹介、学習・進路説明）、授業見学、保護
者対象説明会、部活動見学



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立北須磨高等学校 秋のファミリーコンサート 11月28日（日）
14：00～15：30

吹奏楽部と合唱部によるコンサート
対象は地域住民・保護者など

県立須磨東高等学校 オープンハイスクール
11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：00

1　全体会（5時間目、体育館於）
　(1) オープニング【総務部教員・放送部生徒】
　(2) 歓迎の言葉【校長】
　(3) 学校の概要説明【教頭】
　(4) 学校紹介【生徒会】
　(5) ビデオ上映20～30分【放送部】
2　校内見学
　(1) 理科実験体験（場所は物理教室・生物教室）
　(2) 授業風景見学（6時間目の授業を廊下から見学）
　(3) 施設見学
　　（図書館・調理室・被服室・コンピュータ教室・柔道場・剣
道場・食堂）
　　　・　図書館では、本の閲覧等も含む
　　　・　コンピュータ教室では実際にコンピュータを操作
　(4) 部活動見学（15：35以降）

県立須磨友が丘高等学校
078－791－7881 オープンハイスクール

11月9日（火）
13：30～16：00
11月10日（水）
13：30～16：00

学校概要説明・生徒会説明・校舎、授業見学・部活動見学

県立伊川谷高等学校 オープンハイスクール
11月9日（火）
10日（水）
13：30～16：00

1　学校概要説明
2　生徒会よりの説明
3　授業見学
4　校内見学、部活動見学等

県立伊川谷北高等学校 オープンハイスクール
11月9日（火）
11月10（水）
13：30～16：00

資料説明・学校紹介ビデオ・吹奏楽歓迎演奏
自由見学・体験学習（音楽・美術・書道等）

県立神戸高塚高等学校 オープンハイスクール
11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：00

授業見学、学校概要説明
部活動見学、個別相談会
施設見学会

県立神戸高塚高等学校 ＰＴＣＡ事業
講演会

11月5日（金）
午後

子育てについて講演していただき、私たちの子育てや教育
について考える。

県立兵庫工業高等学校 兵工祭（文化祭） 11月19日（金）
11月20日（土）

平素の学習の成果と文化部活動の成果を発表する県工の
文化祭です。

県立湊川高等学校
078-691-7406 文化祭 11月11日(木)

11月12日(金)

11日：展示、模擬店の部
12日：舞台発表の部
保護者、中学生、地域の人などに参加を呼びかける。

県立湊川高等学校
078-691-7406 オープンハイスクール 11月19日(金) 中学3年生、保護者、中学校教員を対象とした授業見学、学

校紹介など。

県立神戸工業高等学校 オープンハイスクール
1月20日（木）
1月21日（金）
16：00～

20（木）（機械科・情報技術科）・
21（金）電気科、建築科。）希望者は事前の申し込むこと。

県立神戸工業高等学校 文化祭 11月3日（水）
10：00～13：30

県立長田商業高等学校 文化祭「せいうん・長商ふれあ
い祭」

11月3日（水）
9：45～15：00

　両校は全日制の長田高校の敷地にあり、日頃から通信
制・定時制と校種の垣根を越え交流を深めている。この日1
日はお互いの学習活動の成果を発表し合い、また家庭や
地域の人々にも来ていただき、両校の文化の特色を見てい
ただく。

県立青雲高等学校
078-641-4200 せいうん長商ふれあい祭 11月3日（水）

10：00～15：30 地域交流文化祭（一般公開）

県立盲学校 文化祭 11月13日(土)
9：20～15：00

演技発表     9：20～15：00(体育館）
展示･催し物12：40～15：00(本館)

県立盲学校 学校公開授業 11月26日(金)
9：50～11：40 幼稚部・小学部・中学部・高等部の2・3校時の授業公開

県立神戸聾学校
ＴＥＬ　078－709－9301
ＦＡＸ　078－709－0371

障害児の土曜日活動支援事
業

10月16日（土）
11月13日（土）
9：00～12：00

理容の専門家を講師として招き、各種技術指導（カッテイン
グ・シェ－ビング・エステティック・マッサージ等）の指示を受
ける。学校関係者以外の方々との触れ合いを通じ、人間関
係の大切さを体験させ、児童生徒の社会性を養う。

県立神戸聾学校
ＴＥＬ　078－709－9301
ＦＡＸ　078－709－0371

学校説明会
10月27日（水）
10月28日（木）
9：30～12：00

平成17年度にかかる学校説明会を実施
27日、幼稚部・中学部
28日、保育相談部・小学部・高等部
学部紹介・授業見学・概要説明・個別面談等

県立のじぎく養護学校
078－994－0196 教育相談 11月10日～

　　　11月30日
本校を希望する幼児児童生徒とその保護者に、学校見学と
入学についての教育相談を行う。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立のじぎく養護学校
078－994－0196 授業参観 11月19日（金） 保護者対象にすべてのクラスの授業を公開する。

県立のじぎく養護学校
078－994－0196 総合的な学習の時間 12月14日（火）

11：00～13：00 地域住民の指導によって、人形劇を制作する。

県立のじぎく養護学校
　　　わかあゆ分教室
0795－48－5425

学校見学会 11月2日（火）
11月3日（水）

児童生徒・保護者に学校見学、概要説明および教育相談を
行う。

県立神戸養護学校 神養まつり 11月13日（土）
9：00～15：00

PTA、同窓会、地域ボランティアによるステージ発表、バ
ザー等の活動を含むフェスティバル



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立尼崎高等学校 学校説明会 11月13日（土）
14：00～15：00 本校入学希望生徒の保護者を対象とした学校説明会

県立尼崎北高等学校
06-6421-0131 学校説明会 10月16日（土）  教育方針・教育課程・特別活動等 説明(本校体育館)

県立尼崎北高等学校
06-6421-0132 芸術鑑賞会 10月29日（金）  落語鑑賞（出演　桂ざこば他） （本校体育館）

県立武庫荘高等学校 交通安全教育 12月17日（金）
9：00～16：00

内閣府主催で本県初めての「免許取得前の若者に対する
運転者としての交通安全教育」を実施する。

県立武庫荘総合高等学校

心の学習会「自分探しの旅・心
の旅をご一緒に」
第3回
『絵本に癒しを求めてⅠ』

全6回実施、毎月
1回開講

豊かな「心」をみつめ、「心」を知ることをテーマとした学習
会。親としてのあり方を一緒に考えていきましょう。
参加対象者：保護者、一般

県立武庫荘総合高等学校 コミュニテイースクール「茶道」 月曜日8：45～
火曜日10：45～ 参加対象者：保護者、一般

県立武庫荘総合高等学校 コミュニテイースクール「水彩
画」 火曜日10：45～ 参加対象者：保護者、一般

県立武庫荘総合高等学校 PTA英会話教室 金曜日15：30～ 参加対象者：保護者

県立武庫荘総合高等学校 公開授業 11月19日(金）
10：45～ 参加対象者：保護者,武庫地区小中PTA

県立武庫荘総合高等学校 インターンシップ 11月9日（火）
～11月12日（金）

参加予定：2年次生約40名
協力企：阪神間の事業所

県立尼崎西高等学校 オープンハイスクール 11月20日（土）
13：30～15：30 学校見学、学校説明、授業体験等

尼崎小田高等学校 小高連携いきいき授業 11月9日（火）
14：30～16：00

やさしい自然科学の実験を通して小学生・高校生の交流を
図る

尼崎小田高等学校 小中学生対象科学実験教室 11月13日（土）
10：00～12：30

実験を2講座実施
『どこでも顕微鏡を作ってみよう』
『二酸化炭素（ＣＯ2）って何？』

県立尼崎工業高等学校 尼工祭 11月6日（土）
10：00～15：00

文化祭として、工業各科実習内容展示・実演するとともに文
化部活動内容の公開・実演

県立武庫工業高等学校 大阪エコデンレース 11月23日(火) 製作省エネルギー自動車による競争
参観対象者：一般

県立武庫工業高等学校 工業フェア 11月13日（土）
11月14日（日）

西脇市総合市民センター
参観対象者：一般

県立西宮南高等学校 学校周辺清掃 10月27日(水）
14：15～15：05 通学路など学校の周辺を第1学年の生徒が清掃。

県立西宮南高等学校 創立30周年記念行事 11月6日（土）
13：00～15：30

記念式典、記念行事(音楽会）を実施。保護者、同窓生も参
加できる。

県立西宮南高等学校 授業参観 11月19日(金)
10：40～12：30 授業を保護者に公開し、参観してもらう。

県立西宮今津高等学校 オープンハイスクール 10月23日（土）
9：30～12：00

本校の概要、現況説明
校内施設見学、部活動見学等

県立西宮今津高等学校 文化鑑賞行事 11月19日（金）
13：00～15：30

本校の生徒・職員・保護者を中心に
音楽（オーケストラ）演奏を鑑賞

県立西宮今津高等学校 人権教育講演会 12月15日（水）
9：30～11：30 検討中

県立西宮甲山高等学校 芋掘り＆お楽しみ会 11月12日（金）
10：35～12：25

学校設定科目「福祉」及び「福祉概論」の授業で、北山学園
（発達のゆっくりした子供達の施設）の子供達を招待して芋
掘り会を実施。

県立西宮甲山高等学校 手話講座
11月12日（金）
15：40～17：10 生徒対象の手話講習会を保護者・地域に公開

県立西宮甲山高等学校 授業公開 11月19日（金）
10：35～12：25

学校設定科目「福祉」及び「福祉概論」の授業での外部講
師（視覚障害者）の講演を保護者・地域に公開する。

県立西宮甲山高等学校 授業公開
11月24日（水）
10：35～11：25
11：35～12：25

学校設定科目「リトミック」の外部講師（音楽療法士）の授業
を保護者・地域に公開する。

県立西宮甲山高等学校 手話講座 11月26日（金）
15：40～17：10 生徒対象の手話講習会を保護者・地域に公開

県立芦屋高等学校
0797-32-2325 オープンハイスクール

11月9日（火）
11月10日（水）
13：30～16：00

学校概要説明、自治会説明
授業見学、校内部活見学等



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立芦屋高等学校
0797-32-2325 ふれあい育児体験

11月2日（火）
9：30～14：30
11月26日（金）
11：30～13：00

愛光幼稚園園児26名が県立芦屋高校に来校しクッキーを
作ったりする育児体験

県立芦屋高等学校
0797-32-2325 コミュニティカレッジ

11月13日（土）
11月27日（土）
10：00～16：00

地域住民の皆さんが芦屋高校に来校され、油絵講座を受
講される。

県立国際高等学校
0797－35－5931 オープンハイスクール 11月6日（土）

8：30～12：30
学校案内および説明、生徒委員会活動の報告、中学生の
体験授業、質問会

県立国際高等学校
0797－35－5931 オープンカレッジ

11月9日（火）
11月16日（火）
11月30日（火）
15：30～17：00

イランの紹介、イランの料理、イランの歴史と文学

県立国際高等学校
0797－35－5931 オープンカレッジ

12月7日（火）
12月14日（火）
15：30～17：00

イランの音楽、イスラム文化、閉講式

県立西宮香風高等学校 香風祭 11月13日（水） 展示、劇、バザー等

県立こばと聾学校 学校公開デー 10月31日（日）
9：40～12：00 公開保育（1～5歳児学級）と作品展

県立こばと聾学校 保健師との懇談会 11月19日（金）
10：00～15：00 公開保育及び研修（きこえの仕組みと補聴器）

県立阪神養護学校 高等部体験入学 11月25日（木）
9：30～12：00 高等部入学希望者の体験入学並びに教育相談



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立伊丹高等学校 マナーアップ作戦
11月22日（月）
～11月26日（金）
学校周辺

自転車登校マナー指導
生徒会・PTA・教員参加

県立伊丹高等学校 芸術鑑賞
11月18日（木）
13：30～15：20
伊丹ホール

世界の音楽
生徒・保護者・教員

県立伊丹高等学校 市内4校PTA合同講演会
11月13日（土）
14：00～
伊丹ホール

湯舟敏郎氏「人生よもやま話」
保護者・一般・教員・生徒・地域も参加可能

県立伊丹西高等学校 オープンハイスクール 10月9日（土）
8：40～11：30

中学生・保護者・中学教員を対象とした学校紹介、体験授
業、部活動見学等

県立伊丹西高等学校 PTCA家庭教育支援事業グラ
ウンドゴルフ大会

11月7日（日）
9：00～12：00

地域の小学生（高学年）からお年寄りまで参加し、世代を超
えた交流の場とする。

県立伊丹西高等学校 芸術鑑賞 11月11日(木)
13：00～15：05

本校生徒、保護者を対象として演劇（劇団青芸）
「ＴＨＥ　ＷＩＮＤＳ　ＯＦ　ＧＯＤ」を鑑賞する。

市立伊丹高等学校
県立伊丹西高等学校

PTCA活動支援事業
伊丹市内四高等学校ＰＴＡ合
同講演会

11月13日(土)
14：00～16：00

講演会『人生よもやま話』講師
湯舟敏郎氏（元阪神タイガース投手）

県立伊丹西高等学校 PTCA学校教育支援活動
「寄せ植え」

12月上旬
日程調整中

講師を招き、寄せ植え作りを通じて地域住民とＰＴＡがとも
に校内の美化活動を行う。

県立伊丹北高等学校 学校説明会 10月23日（土）
10：00～12：00

保護者を対象とした学校説明会。各中学校を通して、参加
申し込みをして下さい。

県立伊丹北高等学校 北高大緑化作業 10月29日（金）
10：00～13：00

学校周辺の除草・樹木剪定作業等を、地域の専門職のボラ
ンティア協力のもとに生徒・職員・ＰＴＡで実施します。

県立伊丹北高等学校 学校見学会 11月20日（土）
10：00～11：00

生徒・保護者を対象とした学校見学・説明会。申し込み不
要、当日ご参加下さい。

県立川西明峰高等学校
072－757－8826 第20回明峰高校地域セミナー 11月9日（火）

10：00～11：30
保護者や地域住民を対象に、アレンジメントフラワーづくり
の講習を行う

県立猪名川高等学校
072-766-0101 オープンハイスクール 10月2日（土）

12：15～15：25 授業公開・体験授業・クラブ活動見学

県立猪名川高等学校
072-766-0101 創立30周年記念行事 11月26日(金)

10：00～12：30
場所：猪名川町文化体育館（イナホール）
記念式典・記念行事（ピアノ演奏他）

県立宝塚東高等学校 オープンハイスクール 10月30日（土）
9：00～12：00

中学校の生徒・保護者・先生を対象に
　（1）　学校概要説明会
　（2）　部活動見学
　（3）　質疑応答
を実施し、本校教育内容等の理解を深めてもらう。

県立宝塚東高等学校 手話講習会

10月28日（木）か
ら11月25日（木）
までの毎週木曜
日
（合計5回実施）
15：40～17：30

本校生徒及び保護者を対象に簡単な手話での挨拶や会話
ができるようにする。
宝塚市社会福祉協議会の支援を得て、宝塚ろうあ協会から
講師を招いて実施する。

県立宝塚北高等学校 ＧＳコース、演劇科
学校説明会

11月13日（土）
14：20～16：00 学校説明会

県立宝塚北高等学校 公開授業 11月13日（土）
13：20～14：10 ＧＳ・演劇科　1．2年生の授業公開

県立有馬高等学校 体育大会 10月15日（金） 保護者や地域の保育園児が本校体育大会を公開する。

県立有馬高等学校 オープンハイスクール 10月23日（土） 中学生の体験授業など

県立有馬高等学校 留学生交流会 10月25日（月）
18：00

マレーシアからの本校訪問生徒とﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ・育友会役員、
同窓会役員、地域住民との交流会を実施する。

県立有馬高等学校 チャレンジ教室
「クラインガルテン」

10月～11月の毎
週火曜日

科目「ｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ」の中で、野菜栽培などを、地域住民（受
講生）が生徒と一緒に学習する。

県立有馬高等学校 チャレンジ教室
「フラワーアレンジ」

10月22日（金）
11月5日（金）

科目「ﾌﾛｰﾗﾙｱｰﾄ」の中で、フラワーアレンジについて、地域
住民（受講生）が生徒と一緒に学習する。

県立有馬高等学校 農業祭 11月13日（土） 「人と自然科」授業の紹介、農作物の販売、課題研究の発
表、育友会のバザーを地域住民に公開し、実施する。

県立有馬高等学校 学校活性化講演会 11月15日（月） 柳本晶一（ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ監督）の講演会を
実施し、保護者や地域住民に公開する。

県立有馬高等学校 留学体験発表会 11月17日（水） 長期・短期の留学生の体験の発表会を、保護者に公開し実
施する。

県立有馬高等学校 文化教育活動（芸術鑑賞会、
県民芸術劇場） 11月19日（金） 演劇「山月記」（劇団青い森）を、保護者に公開し鑑賞する。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立有馬高等学校 ふれあい育児体験
11月2日（火）
11月9日（火）
11月16日（火）

こばと保育園・三田幼稚園に「保育」の授業選択者が訪問
し、保育の体験学習を行う。

県立有馬高等学校 小高連携授業 11月中旬 三輪小学校を本校生徒の一部が訪問し、福祉体験授業の
補助を行う。

県立有馬高等学校 寄せ植え講座 12月上旬 お正月に向けた寄せ植えの方法について、育友会員や地
域住民に対して、講義・実習を実施する。

県立有馬高等学校 国際交流員会 12月中旬 育友会役員や同窓会役員・地域住民の代表の方などと、本
校の国際理解教育について話し合う。

県立有馬高等学校(定時
制)  夜響祭(文化祭) 11月9日(火)

18：00～20：15  * 軽食　* 茶道教室　 * 陶芸作品、書道作品展示他

県立有馬高等学校(定時
制)  オープンハイスクール 11月19日(水)

18：15～19：50  * 生徒の声(意見発表) * 授業見学　* 行事写真の展示他

県立有馬高等学校(定時
制)  餅つき会 12月14日(火)

18：00～20：30
 * 生徒が交代で餅をつき、丸め、皆で  食べながら生徒同
士の親睦を図る。

県立有馬高等学校(定時
制) 三田マスターズマラソン大会 12月19日(日)

10：00～15：00  * 運営協力員としてのボランティア　体験活動

県立北摂三田高等学校 ハイマート・フェスト 10月16日（土）
12：30～17：00

会場：三田市フラワータウン市民センター
本校の文化部舞台発表及び展示発表、育友会も舞台出演

県立北摂三田高等学校 オープンハイスクール 11月7日（日）
10：00～11：00

邦楽部演奏、学校の概要説明、学校紹介ビデオの上映、生
徒会よりアピール等

県立北摂三田高等学校 オープンハイスクール 11月10日（水）
14：15～15：20

吹奏楽部演奏、学校の概要説明、学校紹介ビデオの上映、
生徒会よりアピール等

県立三田西陵高等学校 ふれ愛コンサート
場所：駒ヶ谷体育館

10月23日(土)
13：00～16：30

地域住民を対象としたコンサート。　本校・ゆりのき台中学・
けやき台中学の各吹奏楽部及び地域のコーラスグループ
が出演。生徒たちと地域住民との心のふれあいの場です。

県立三田西陵高等学校 オープンハイスクール
場所：本校

10月29日(金）
10月30日(土）
13：00～16：00

中学生・保護者・中学校教員を対象に、学校紹介・授業体
験等を実施します。

県立三田西陵高等学校 芸術鑑賞会
場所：本校

11月5日(金)
13：00～15：30

生徒・保護者を対象とした観劇会。　ミュージカル「パートタ
イムハイスクール」（ミクル☆ミュージカルカンパニー）を上
演します。

県立三田西陵高等学校
（丹有地区事務局）

丹有スピーチコンテスト
場所：県立三田祥雲館高等学
校

11月23日（火）
13：30～16：30

一般公開。　丹有地区の各高校代表者が英語のスピーチ
を競います。

県立三田祥雲館高等学校 オープンハイスクール 10月22日（金）
12：45～16：00

学校紹介、カリキュラムガイダンス、校舎見学、授業ライブ
進路ガイダンス、「学校紹介ビデオ」祥雲の一日上映
部活動見学

県立三田祥雲館高等学校 オープンハイスクール 10月23日（土）
8：45～12：00

学校紹介、カリキュラムガイダンス、校舎見学、授業ライブ
進路ガイダンス、「学校紹介ビデオ」祥雲の一日上映

県立三田祥雲館高等学校 オープンハイスクール 10月23日（土）
12：45～16：00

学校紹介、カリキュラムガイダンス、校舎見学、授業ライブ
進路ガイダンス、「学校紹介ビデオ」祥雲の一日上映
部活動見学

県立三田祥雲館高等学校 ＰＴＣＡ事業
地域フォーラム

11月8日（月）
16：00～17：00

テーマ「今どきの子供たち」　フォーラム形式
コーディネーター1名、パネラー生徒2名、教員1名、保護者1
名、地域代表1名

県立川西高等学校 体育大会 11月10日（水）
12：35～21：20

競技への参加、応援を通した心身の健全育成を目的とした
体育的種目を実施、クラスの和の大切さを実感させる。（障
害物競走・綱引き・クラス対抗リレーなど）

県立川西高等学校 文化祭 11月13日（土）
12：35～21：20

各クラス・部・委員会による展示、バザー、模擬店、装飾等
の計画から実施を通してクラスや部活動の団結の大切さを
学ぶ。

県立川西高等学校 オープンハイスクール 11月19日（金）
18：30～20：20

定時制高等学校の理解を深め、授業参観を通して授業の
実態や「働きながら学ぶ」心構え等の理解を求める。

県立川西高等学校 コミュニティカレッジ
11月10日（水）
11月17日（水）
10：00～12：00

9月8日（水）から各2時間で連続10回実施
・地域に開かれた川西高校を目指し、社会・文化・歴史など
を地域や隣接している他市の老若男女が学習している。

県立こやの里養護学校 関係機関学校見学会・高等部
学校見学会

10月15日(金)
9：30～12：00

伊丹市立児童ｸﾗﾌﾞ指導員研修会・関係諸学校・地域住民・
児童生徒

県立こやの里養護学校 中学部学校見学会 10月19日(火)
9：30～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 小学部学校見学会 10月20日(水)
10：00～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立こやの里養護学校 教育相談日10月 10月22日(金)
15：30～16：30

毎月第4金曜日「日常生活の指導や障害児の指導方法等
について」・地域住民・障害児学級担当者他

県立こやの里養護学校 YU・らいふ･ｻﾎﾟｰﾄ事業･社会
参加活動（中学部）

10月29日(金)
9：30～12：00

学校近隣諸団体との共同清掃作業・ﾘｸﾚｰｼｮﾝ交流・理解啓
発作業学習活動

県立こやの里養護学校 高等部学校見学会 10月29日(金)
9：30～12：00 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 土曜仲良し10月 10月30日(土)
9：10～15：00 「ﾊﾞｽ旅行」PTA・教職員・卒業生・兄弟･地域・学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

県立こやの里養護学校 PTA・YU･らいふ･ｻﾎﾟｰﾄ事業共
催講演会

11月4日(木)
10：00～12：00

「思春期の情緒と薬について」　教職員･PTA・同窓会・地
域・障害児学級担当者

県立こやの里養護学校 中学部学校見学会 11月10日(水)
9：30～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 小学部マラソン大会 11月11日(木)
10：00～12：00 児童生徒・PTA・教職員

県立こやの里養護学校 高等部学校見学会 11月12日(金)
9：30～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 小・中学部学校見学会 11月17日(水)
9：30～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 土曜仲良し11月 11月20日(土)
10：00～12：00

「ﾁｱﾘｰﾀﾞｰ・ﾐﾆ運動会」PTA・教職員・卒業生・兄弟･地域・学
生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

県立こやの里養護学校 中学部マラソン大会 11月26日(金)
10：00～12：00 児童生徒・PTA・教職員

県立こやの里養護学校 教育相談日11月 11月26日(金)
15：30～16：30 地域住民・障害児学級担当者他

県立こやの里養護学校 小学部・高等部学校見学会 11月26日(金)
9：30～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 小・中学部学校見学会 12月1日(水)
9：30～11：30 関係諸学校担任・地域住民・児童生徒

県立こやの里養護学校 高等部マラソン大会 12月2日(木)
10：00～12：00 児童生徒・PTA・教職員

県立こやの里養護学校 YU･らいふ･ｻﾎﾟｰﾄ事業・冬の
音楽鑑賞会

12月3日(金)
10：00～12：00

児童生徒・PTA・教職員・兵庫県警察音楽隊・地域・関係機
関

県立こやの里養護学校 土曜仲良し12月 12月11日(土)
10：00～12：00

「音楽療法・ｸﾘｽﾏｽ会」PTA・教職員・卒業生・兄弟･地域・学
生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

県立こやの里養護学校 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級養成講座
6月12日(土)
～12月25日(土)
10：00～16：00

毎週土曜・児童生徒・PTA・教職員・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

県立上野ｹ原養護学校 創作祭
10月22日（金）
10月24日（日）
10：00～15：00

文化祭、ステージ発表、作品展示及びバザー

県立上野ｹ原養護学校 県立宝塚北高校との交流会 11月7日（日）
10：00～11：20 県立宝塚北高校演劇科の演技、ゲーム等の交流

県立上野ｹ原養護学校 避難訓練 11月10日（水）
10：20～11：15 地震避難訓練

県立高等養護学校 体験入学
10 月14日（木）
10 月15日（金）
13：30～16：00

平成17年度本校入学希望者で、本校の教育相談を受けた
生徒を対象とする。本校の体育、職業実習の授業を体験す
る。

県立高等養護学校 現場実習（職場体験）
10月13日（水）
～10月22日（木）
終日

三田市内及び近郊の企業38社の協力を得て、本校1，2年
生が実際の職場を2週間にわたり、体験する。1社の受け入
れは、1年生は4名、2年生は1～2名。

県立高等養護学校 学校見学日
11月2日（火）
12月8日（火）
13：30～15：30

原則毎月第1火曜日に実施。本校教育に関心がある生徒、
保護者、及び学校関係者等に授業を公開し、学校概要、教
育方針を説明する。

県立高等養護学校 進路セミナー 11月23日（火）
11：00～15：00

本校生徒及びその保護者を対象として、就労している本校
卒業生10数名を講師として招き、職場の様子や職業観につ
いて聞く。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立柏原高等学校 柏原高校
オープンスクール

10月25日（月）
～10月29日（金）

平常授業の公開（期間中）、文化公演会（中国歌舞伎）の公
開、クリエイティブ活動（校内での美化作業）公開
三者懇談会（保護者、同窓会、学校の三者による懇談会）
の開放

県立氷上高等学校 文化祭 11月2日（火）
11月3日（水）

①ＰＴＡとの「もちつき」「バザー」②地域文化団体等（和太鼓
等）の招待演奏③スクールカウンセラー相談窓口の設置

県立氷上高等学校 課題研究発表会 12月中旬 商業科の課題研究の発表会

県立氷上高等学校 通学路等清掃ボランティア 11月中 生徒会、ＰＴＡ，同窓会による通学路の清掃

県立氷上高等学校 まちおこしスクールショップ 11月 商業施設「アルティ」にて、氷上高校の生産物を販売

県立氷上高等学校 施設訪問 12月中 農業クラブ、商業クラブ、生徒会役員による福祉施設の訪
問

県立氷上高等学校 独居老人訪問 12月 生活科の生徒による、独居老人訪問してのひざかけ、マド
レーヌ等のプレゼント

 県立氷上西高等学校  氷上西高オープン スクール 11月19日（金）
～11月25日（木）

期間中、すべての授業及び学校行事等の教育活動を保護
者や地域の方々に公開します。

 県立氷上西高等学校  公開講座Ⅰ『第29回文化祭』 11月19日（金）
クラス及び文化部による展示、意見発表会、コーラス大会、
バザーやＰＴＡによるソーラン踊り・ハンドベル演奏等の発
表を行います。

 県立氷上西高等学校  公開講座Ⅱ『特別教養講座』 11月22日（月） より良い生き方を考える人権教育講演会です。講師：小藪
実英氏

 県立氷上西高等学校  公開講座Ⅲ『琉球国祭り太鼓
＆本校佐治川太鼓の夕べ』 11月24日（水） 琉球国祭り太鼓グループと本校太鼓部の部員によるコン

サート及び体験講座です。

 県立氷上西高等学校  公開講座Ⅳ 『サム先生のダン
ス教室』

11月25日（木）
11月26日（金）

本校のＡＬＴであるサム先生とダンスを通じて、国際理解を
深め国際交流を図ります。

県立篠山鳳鳴高等学校 「総合的な学習の時間」1年地
域研究

10月27日（水）
全日

「丹波篠山の地域研究」
生徒が校外に出向き、各場所で地域の有識者による協力と
説明のもとで①地理歴史②健康と暮らし③伝統文化芸能
④自然科学⑤環境⑥交際交流の各分野の課題に取り組
む。

県立篠山鳳鳴高等学校 人権教育映画鑑賞 11月8日（月）
「人権教育」
ＰＴＡと協賛で本校生徒、職員、保護者で鑑賞。人権教育啓
発行事。

県立篠山鳳鳴高等学校 淡路モンキーセンター訪問
12月18日（土）
または
12月19（日）

「環境教育」
奇形ザルへの無農薬サツマイモ（借り受けた畑で、生徒が5
月から植え付け、草取りなどして育て収穫したもの）、柿（農
家より戴いたもの）を持参し、センターとの交流を図る。イン
ターアクト部を中心とした生徒とＰＴＡの共催。

県立篠山産業高等学校
079-552-1194 産高文化祭 11月3日（水）

10：00～14：00
中学生・保護者・地域住民を対象に、施設公開・公開実習・
文化部発表・クラス催しなどを実施

県立篠山産業高等学校
079-552-1194 インターンシップ 11月8日（月）

～11月19日（金）
第2学年255名がＡ・Ｂ班に分かれ1週間、地域の企業等に
行き就職体験を行う

県立篠山産業高等学校
丹南校
079－595－0007

文化祭 11月5日（金）
11月6日（土）

5日（金）；（校内発表）環境シンポジウム、合唱コンクール、
篠山養護学校発表、映画鑑賞等
6日（土）；（一般公開）；意見発表、クラス舞台発表、クラブ・
クラス・教科展示、バザー等

県立篠山産業高等学校
丹南校
079－595－0007

ふれあい育児体験 11月22日(月)
3年生12名が篠山市立古市幼稚園へ出向き、幼児とともに
活動することによって子どもの発達段階とその特性を学び、
保育に対する健全な態度と思いやりのこころを養う。

県立篠山産業高等学校
東雲校
079-557-0039

丹波布講座
10月12日(火)
～11月30日(火) 計8回の講座。生徒が先生となって地域の女性に丹波布の

織り方、染色の仕方などを教える。

県立篠山産業高等学校
東雲校
079-557-0039

福住祭 11月14日（日）
9：30～15：30

福住小学校区の地域住民共催の文化祭
地域住民の作品展、芸能発表会、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会等を行
う。また、ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙとして中学生を招待する。

県立篠山産業高等学校
東雲校
079-557-0039

手話講座 9月22日(水)
～10月27日(水)

計5回の講座。「ボランティア実践」の中の一つの単元とし
て、地域公開講座として、地域住民に参加を呼びかけ、住
民とともに生徒も受講する。

県立篠山産業高等学校
東雲校
079-557-0039

オープンハイスクール 11月末予定 ファームステイ・スクーリング（仮称）希望者対象

県立氷上養護学校 PＴＣA支援事業
新井宗平コンサート

11月3日（水）
10：00～11：30 新井宗平氏と、その仲間達によるコンサート

県立氷上養護学校 第26回学習発表会 11月20日（土） 日ごろの学習活動のステージ発表会及び作品発表会



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立明石高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
13：30～16：30 学校説明、授業体験、部活動体験・自由見学

県立明石南高等学校 ユニーク講座
10月14日（木）
10月28日（木） 書道ー俳句を書く

県立明石南高等学校 人権映画鑑賞会 10月25日（月） 『ウイニング・パス』の上映

県立明石南高等学校 オープン・ハイスクール 11月8日（月） 学校紹介、授業体験等

県立明石南高等学校 芸術鑑賞会 11月17日（水） ゴスペルの鑑賞

県立明石北高等学校
078－936－9100 オープンハイスクール 11月8日（月）

13：00～16：00
中学生対象の模擬授業、学校概要説明（生徒・担当教諭に
より）、部活動見学

県立明石西高等学校 オープンハイスクール 11月8日（月）
13：00～17：00

授業見学。中学生に学校内容を説明。展示、部活動等の見
学。
展示、部活動等の見学後、手作りケーキをプレゼントする。

県立明石西高等学校 公開授業と国際人間科
説明会

11月8日（月）
14：25～ 17：00

国際人間科・英語コース公開授業を実施。
「地球市民」「数学B]「Reading」など。

県立明石西高等学校 ふれあい保育

11月 4日・15日・
16日・17日・18
日・19日・22日・
30日

二見保育園・二見幼稚園・二見北幼稚園・二見西幼稚園と
のふれあい保育体験活動。子どもたちの安全に留意し、よ
り良い接し方を考える機会とする。時間など詳細について
は、お問い合わせください。

県立明石西高等学校
兵庫県高等学校
東播磨地区
英語スピーチコンテスト

11月8日（月）
12：00～17：00

兵庫県高等学校英語部会主催による東播磨地区の
英語スピーチコンテスト

県立明石清水高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
13：00～17：00

1　公開授業
2　説明会
3　校舎・部活動見学（部活動に参加可能）

県立明石城西高等学校 オープンハイスクール 11月9日（水）
13：00～16：30 学校紹介、授業体験、部活動体験

県立加古川東高等学校 オープンハイスクール 11月8日（月）
13：15～16：30

授業参観および校舎案内、吹奏楽部演奏
学校案内、部活動見学、その他
(中学生とその保護者、中学校教員)

県立加古川東高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
13：15～16：30

授業参観および校舎案内、吹奏楽部演奏
学校案内、部活動見学、その他
(中学生とその保護者、中学校教員)

県立加古川東高等学校 授業参観 11月9日（火）
13：15～16：30

在学生の保護者対象
オープンハイスクールの内容に参加

県立加古川西高等学校 オープンハイスクール 11月8日（月）
13：30～16：20 説明（特色・教育課程・進路・生活）、授業見学、体験授業

県立加古川西高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火）
13：30～16：20 説明（特色・教育課程・進路・生活）、授業見学、体験授業

県立加古川南高等学校 オープンハイスクール
11月8日（月）
11月9日（火）
13：30～16：00

中学生、保護者、中学校教員を対象に（1）学校説明　（2）体
験授業　（3）学校に対する質問コーナー施設見学　（4）部活
動体験を行う。

県立加古川南高等学校 地域オープン講座 毎週月、水、金
曜日

「中国語会話」5名、「スペイン語会話」9名が、本校生ととも
に受講している。

県立加古川南高等学校 ＰＴＣＳフォーラム 11月25日(木）
16：00～17：00

学校、家庭、地域の連携を深め家庭や地域の教育力の向
上を図るため、ＰＴＡ、教師、地域住民、生徒が意見交換を
行う。

県立加古川南高等学校 出会い、ふれあい、スーパー
教室

12月16日(木）
13：20～15：10

のじぎく兵庫国体スーパーアドバイザー派遣による講演会
の実施。講師は県立芦屋高校教諭丸山小百合教諭。対象
は生徒、ＰＴＡ、地域住民、教職員。

県立加古川北高等学校 オープンハイスクール
（オープンスクール）

11月8日（月）
11月9日（火）
12：30～16：00

・生徒会、放送部進行による学校紹介
・授業参観、模擬授業、出張講義
・部活動見学

県立高砂南高等学校
0794-43-5900 オープンハイスクール

11月8日（月）
11月9日（火）
13：00～16：15

学校説明、学校行事、部活動紹介、
体験授業、部活動体験入部

県立松陽高等学校 オープンハイスクール 11月 8日（月）
11月 9日（火）

中学校の第3学年の生徒、保護者等に対して、学校・学科
等の紹介、施設見学及び体験学習を実施する。

県立松陽高等学校 ふれあい育児体験 11月25日（木）
11月26日（金）

近隣の幼稚園を訪問し、育児を体験する。
（生活文化科1・2年）

県立松陽高等学校 チャンゴ教室 11月12日（金）
11月26日（金） 地域の人と民族楽器の練習を共に行い交流を深める。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立東播磨高等学校 クリーンキャンペーン 10月22（金）
11：20～12：20

学校周辺の清掃活動。
本校生とPTA対象。

県立東播磨高等学校 オープンハイスクール
11月8日（月）
11月9日（火）
13：30～16：30

学校の説明、施設・部活動の見学。
中学生とその保護者対象

県立東播磨高等学校 芸術鑑賞会 12月20日(月）
13：30～15：30

於　加古川市民会館。
ｺﾞｽﾍﾟﾙと津軽三味線のｾｯｼｮﾝ。本校生とPTA対象

県立農業高等学校 花と子どもの楽園事業 10月1日（金）～
10月27日（水）

地域の幼児・園児及び保護者を招待して、サツマイモ掘りを
行う

県立農業高等学校 県農コミュニティカレッジ 10月16日（土）
12：30～17：00 稲の収穫と野菜の収穫、収穫感謝祭（調理と試食）

県立農業高等学校 県農コミュニティカレッジ 11月27日(土) 楽しいお菓子の作り方

県立農業高等学校 県農祭 11月23日（火）
永き善き伝統と誇りに満ちた学園生活の一端を、展示・演
示・即売等を通して広く地域の方に披露。毎年約八千人の
方が来校。

県立農業高等学校 オープンハイスクール 11月22日(月) 県農祭の見学と同時に進学相談を実施

県立農業高等学校(定時
制) 県農祭 11月23日（火）

9：00～16：00
全日制の行事に定時制も参加し、各学年毎の出し物と保護
者有志によるバザー

県立農業高等学校(定時
制) もちつき大会 12月17日（金）

17：30～20：00
日本の伝統行事のもちつきを、生徒、保護者有志、地域住
民が参加し、実施する。

県立東播工業高等学校 東播工祭 11月6日（土）
11：00～14：30

地域住民に学校公開を行い本校生による活動状況の情報
提供や情報公開を行う。　また、地域住民による実習体験、
施設・設備等の見学を予定している。

県立東播工業高等学校 学校評議員会 11月6日（土）

学校の特色ある教育活動や魅力ある学校づくりなどの情報
の提供や取り組みなどの報告を行い、意見を聞き、学校参
画を依頼する。
また、自主・自律の学校経営を目指した教育活動について
学校評価を依頼し、次年度への参考とする。

県立東播工業高等学校 オープンハイスクール 11月9日（火） 本校の授業や実習を中学生及び中学生の保護者・中学教
師による体験。

県立東播工業高等学校 播磨の地質と耐震（山崎断層
見学会）

11月19日（金）
8：40～12：30

高大連携による京都大学助教授　渡部邦彦様による本校
生徒・保護者・地域社会の人々を対象にした説明会。

県立錦城高等学校 短歌をつくろう
11月2日（火）
11月4日（木）
19：15～20：00

4年生「国語Ⅱ」授業で明石市生涯学習センター講師による
指導

県立錦城高等学校 手話教室

11月5日（金）
11月12日（金）
11月26日（金）
20：05～20：50

「総合的な学習の時間」で明石市手話通訳者協会講師によ
る手話教室

県立錦城高等学校 ものづくり

11月8日（月）
17：30～19：10
11月10日（水）
19：15～20：50

1年生、2年生ＬＨＲで明石市生涯学習センター講師等によ
る指導「わらリース・レザークラフト・毛糸指編み・ステンドグ
ラス・絵皿」

県立錦城高等学校 人権教育映画鑑賞会 11月17日（水）
18：00～20：00

「夢を追いかけて」全盲の熱血教師の愛と勇気を描く
（明石市民会館）

県立錦城高等学校 オープンハイスクール 11月18日（木）
16：30～18：30

中学校3年生・保護者・中学校教師対象に学校概要説明・
授業見学・体験活動

県立錦城高等学校 コリア料理体験教室 11月26日（金）
20：05～20：50

「総合的な学習の時間」で明石朝鮮初級学校講師によるコ
リア料理実習

県立いなみ野養護学校
0794-92-6161 学習発表会 12月4日（土）

9：10～12：45
小学部、中学部、高等部の全校児童生徒が、日頃の学習
の成果を学年ごとに（小学部は学年合同）発表します。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立西脇高等学校 オープンハイスクール
11月8日（月）
11月9日（火）
13：30～16：00

  オリエンテーション、学校紹介
  授業見学、部活動見学

県立西脇高等学校 第15回工業教育フェア 11月14日（日）
14：00～14：30

本校生活情報科によるファッションショー
　　（西脇市総合市民センター ）

県立多可高等学校 オープン・ハイスクール 11月8日（月）
13：25～16：40

中学生や保護者、中学校教員を対象とした授業見学、学校
紹介等。

県立多可高等学校 オープン・ハイスクール 11月9日（火）
13：25～16：40

中学生や保護者、中学校教員を対象とした授業見学、学校
紹介等。

県立多可高等学校 北播磨再発見プロジェクト 11月20日（土）
8：30～17：00

本校1年生を中心に、西脇市と多可郡4町にまたがる北播
磨の再発見サイクリング活動。

県立社高等学校 オープンハイスクール
11月8日（月）
11月9日（火）
13：30～16：00

学校概要の説明、体験学習（コンピュータに親しむ、ケーキ
を作ろう等12講座）、部活動見学

県立社高等学校 総合的な学習の時間 12月13日（月）
8：30～12：00

地域の職業人の方10数名をお招きし、体験談を語っていた
だき、懇談会を行う。

県立北条高等学校 オープン・ハイスクール

11月8日（月）
13：25～17：00
11月9日（火）
13：25～17：00

本校を受検希望する中学生を対象に学校紹介等を行う

県立北条高等学校 オープン・スクール
11月11日（木）
～11月13日（土）
（午前）

授業公開

県立北条高等学校 学校フォーラム 11月13日（土）
13：30～17：00

・「理想の高校生像」を求めて、学校・PTA・地域の代表間で
公開討論し、生徒を中心に捉え、保護者や地域と一体と
なって学校の活性化を図る
・前半　講演会、後半　パネルディスカッション

県立小野高等学校 オープンハイスクール 11月8日（月）
13：20～16：20

ビデオによる学校紹介
生徒による各科・コース説明
施設、部活動見学
保護者・引率教員との懇談

県立小野高等学校 オープンスクール 11月16日（土）
9：00～12：05

授業参観
施設見学
学校紹介ビデオ上映（ホールにて）

県立三木東高等学校 インターンシップ発表会 10月13日（水）
13：20～14：10 7月下旬に実施したインターンシップの成果を発表する

県立三木東高等学校 オープンハイスクール
11月8日（月）
11月9日（火）
13：30～16：00

入学選抜説明、学校紹介、公開授業、部活動紹介・見学

県立三木北高等学校
育友会事務局 地域フォーラム 10月23日（土）

13：30～

親子関係についてのセミナー。
講師　兵庫教育大学教授　上地　安昭氏
演題「思春期の親子関係のあり方」
場所　コープ神戸　協同学苑

県立三木北高等学校 オープンハイスクール
11月8日（月）
11月9日（火）
13：00～16：00

学校紹介、授業見学、部活見学等を実施します。

県立三木北高等学校 アニマシオン大会

11月11日（木）
高校生の部
(11：00～12：40)
小学生の部
(13：00～15：10)

指定図書に関するクイズ大会を行います。高校生の部は、
本校1年生全員と育友会が参加します。小学生の部は、本
校生が司会等を行い、地域の小学生（5年生）が回答しま
す。

県立三木北高等学校 通学路清掃 11月17日（水）
14：00～15：30

学校周辺の通学路・公園（緑が丘駅～学校）を、生徒、職
員、育友会で清掃をします。

県立吉川高等学校 オープンハイスクール
11月8日(月）
11月9日（火）
13：30～16：00

校内見学、体験授業

県立吉川高等学校 落語鑑賞会
(文化教育推進事業）

11月18日（木）
13：30～15：15 桂　都丸師匠他

県立播磨農業高等学校 播磨農高祭 11月23日(火) 本校教育活動の成果を広く地域に公開する。

県立播磨農業高等学校 オープンハイスクール 11月23日(火) 中学生とその保護者に本校の教育施設を利用して、実験･
実習の体験活動を行う。

県立播磨農業高等学校 ふれあい伝統芸能フェスティバ
ル 11月23日(火) 加西市内の伝統芸能継承者が、本校歌舞伎棟で伝統芸能

を地域に公開する。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立播磨農業高等学校 クリーン＆フラワーキャンペー
ン 11月中旬 生徒会が中心となり、生徒･職員有志による地域の清掃活

動と草花プランターの設置を行う。

県立播磨農業高等学校 保護者と共に学ぶ 5月～12月 共に学ぶことにより、親子のふれあいや保護者と学校との
つながりを深め、学校教育への理解･協力を推進する。

県立播磨農業高等学校 学校農場の公開 9月～11月 本校の農場を地域に公開し本校生徒と共に収穫や見学・写
生会を行う。

県立播磨農業高等学校 いきいき播農ボランティア隊 11月上旬 加西市で実施される身体障害者運動会での支援活動を行
う。

県立播磨農業高等学校 先輩就農者等を囲む会 11月下旬 本校ＯＢを招き、その体験談等、人生のあり様をきくことで、
進路選択への意識づけとする。

県立播磨農業高等学校 地域環境の調査 10月中旬 加西市内の河川やため池の生物環境を地域と共同で調査
し、地域環境への理解を深める。

県立西脇工業高等学校
0795-22-5506

工業祭
（文化祭）

10月22日（金）
10月23日（土）

展示・公演・模擬店を実施。特に展示においては工業高校
ならではの創意工夫を凝らした内容である。なお、一般公
開は23日（土）の午後。

県立西脇工業高等学校
 0795-22-5506

平成16年度
第15回工業教育フェア

11月13日（土）
11月14日（日）

場所：西脇市総合市民センター
県下の工業関連高等学校の生徒が一堂に集い、生徒研究
発表・作品展示および販売・ロボット競技大会・小中学生向
け工作教室・イベント行事等の内容で開催。

県立西脇工業高等学校
0795-22-5506 小・高連携いきいき授業 10月、11月

連携小学校：西脇市立重春小学校
本校生が、「課題研究」等で学んだ知識・技術を生かして小
学校に出向き、小学生に対して授業やその補助を行う。
実施予定テーマ：楽しいコンピュータの活用法、電気と生活

県立西脇工業高等学校
 0795-22-5506 北はりま養護学校交流会 12月21日（火）

北はりま養護学校高等部の生徒を本校に招き、工業専門
高校の施設設備を使い、本校生と一緒に作品を作ることに
より、本校生には障害を持った人に対する理解と思いやり
の心を育て、養護学校の生徒には生産的活動体験と社会
性を培う。

県立西脇工業高等学校 工業教育フェア 11月13日（土）
11月14日（日）

兵庫県下の工業高校が集まり、生徒の研究発表、作品展
示、ロボット競技大会、工作教室など、日常の教育活動の
成果を地域に公開する。本年度は西脇市総合市民セン
ターで開催する。参加自由。

県立小野工業高等学校 小野市産業ﾌｪｽﾃｪﾊﾞﾙちびっ子
工作教室担当

10月30日（土）
10月31日（日）

ひまわりの丘公園で、電子工作・ホバークラフト作り・ハバタ
ンマスコット作り等

県立小野工業高等学校 文化教育活動 11月16日（火）
午後 楽しい打楽器とマリンバアンサンブル

県立小野工業高等学校 人権学習会 11月17日（水）
午後 講演「幸福の条件」薬師寺　大谷徹奘執事

県立小野工業高等学校 小工祭（文化祭） 11月19日（金）
11月20日（土）

文化祭の中で、地域の子供達向けに工作教室を、一般向
けには公開

県立小野工業高等学校 ユニーク講座 11月29日（月）
午前

地域の和菓子職人に、「美味しいフルーツ大福」作りを伝授
願う。

県立小野工業高等学校
（定時制） 地域清掃ボランティア活動 11月6日(土)

10：00～12：00
生徒・保護者・教職員・地域住民が地域の道路や交通機関
施設において清掃活動を展開する

県立西脇北高等学校 オープンハイスクール 11月22日（月）
12：30～16：00

1　授業見学
2　小・中学校教員、保護者対象のカウンセリング
　　研修会
3　学校説明会（学校からの説明、在校生・卒業生
　　との交流

県立西脇北高等学校 コミュニティカレッジ
北高うるおい講座

10月4日（月）
10月5日（火）
18：00～21：00

10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月6日（土）
13：00～16：00

11月20日（土）
13：00～17：00

開校式　　陶芸教室

川柳・俳句・短歌を作る
（句の創作・句を書にする篆刻、句会を楽しむ）

パソコンで「年賀状」を作る
閉校式

県立西脇北高等学校 能力開発講座

11月10日（水）
10：40～12：10
11月24日（水）
18：30～20：00

集中力アップの為のスキル
                講師　長谷川　一彌　氏



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立姫路東高等学校 姫路城清掃 10月21日（木）
11：00～12：30

年次（学年）毎に考査終了の日に、姫路城の姫山公園内
を、姫路城管理事務所の協力を得て、空缶・ゴミ等の清掃と
草引き・落ち葉掃き等の清掃を実施。

県立姫路東高等学校 音楽鑑賞会 11月4日（木）
14：00～15：30

姫路市文化センター大ホールにて、本校生徒・保護者を対
象に、大阪市音楽団によるコンサートを実施。

県立姫路東高等学校 公開授業
11月11日（木）
11月12日(金）
10：40～12：40

保護者・地域の本校に対する理解を一層深め、本校の学校
改善の一助にするため、本校のありのままの授業風景を公
開する。対象は、本校保護者と学校評議員。公開授業は、
当日の3,4限実施のすべての授業。

県立姫路東高等学校 学校評価研修会 11月17日（水）
16：00～

講師に加治佐哲也兵庫教育大学教授を招いて、学校評価
についての基本的な考え方などについて研修を行う。

県立姫路東高等学校 受検生・保護者対象学校見学
会

11月25日（木）～
12月3日(金)
14：00～17：00

本校受検希望者及びその保護者を対象に、学校施設見学
と説明会をこの期間中を中心に随時行う。希望者は事前に
希望日時を本校に連絡。この期間以外でも希望があれば
随時受け付ける。

県立姫路東高等学校 学校評議員会 11月29日（月）
15：30～

本校の学校評価の取り組み、「兵庫の教育推進月間」の取
り組みなどについて意見聴取を行う。

県立姫路西高等学校 社会人講演会
ＰＴＣＡ活動支援事業

10月 7日(木)
10月14日(木)
13：20～15：20

学校教育支援活動の一環として、職業観の育成と進路意
識の高揚をはかるために実施。ＰＴＡ、同窓会、地域自治会
等の協力を得て、少人数での講演会を複数実施する。

県立姫路西高等学校 オープンスクール
ＰＴＣＡ活動支援事業

11月 2日(火)
13：20～15：20

公開授業
ＰＴＣＡフォーラム
  「西高生をとりまく、よりよい教育環境づくりを目ざして」

県立姫路西高等学校 文化講演会 11月11日(木)
13：20～15：20

国立極地研究所　牛尾収輝　氏
演題　「未定」  (南極などの極地に関すること)

県立姫路西高等学校 ＰＴＣＡ活動支援事業 11月13日(土)
9：00～16：00

家庭教育支援活動の一環として、創作活動を通しての親子
関係の構築をはかる。
プリザーブドフラワーの作成と各種施設への配布。

県立姫路西高等学校 ＰＴＣＡ活動支援事業 11月 下旬
始業前

学校教育支援活動の一環として、校舎内外の美化と地域・
親子のふれあいをはかる。

県立姫路南高等学校 中・高合同合唱講習会 11月14日（日）
13：30～17：00

文化活動推進事業
本校文化教育の一翼を担っているコーラス部と近隣教育機
関（中学校）との高度技術者指導による合同練習会

県立姫路南高等学校 翠洋教育研究会（予定）
11月26日（金）
11：15～13：30
（予定）

広畑・網干・御津地区の小・中・高校の職員の教育研究会
今年度は本校実施の地域オープン講座である「中国語講
座」の公開授業と、講師、王先生による講演会。（予定）

県立網干高等学校(全日
制） クリーン作戦 12月10日（金）

10：50～11：50
全校生徒及び保護者と地域の人々との共同作業による地
域清掃活動

県立網干高等学校(通信
制） オープンハイスクール 12月12日（日）

10：00～12：00
中学･高校生とその保護者、中学･高校教員を対象とし、ス
クーリング見学、学校紹介及び入学説明会

県立姫路別所高等学校 高校生フォーラム
中播磨地区大会参加

10月2日（土）
13：00～16：00

姫路・福崎学区の高校生による弁論大会にPTAとともに参
加し、若者の主張や考え方を知り共通理解を図る

県立姫路別所高等学校 コミュニティーカレッジ
バードウオッチング講座

10月23日（土）
9：00～14：00

地域の方々が姫路市自然観察の森で野鳥観察と自然環境
保全について学びながら交流する

県立姫路別所高等学校 コミュニティーカレッジ
バードウオッチング講座

11月14日（日）
9：00～14：00

地域の方々が揖保川河口を会場に水辺の野鳥観察と、自
然環境保全について学びながら交流する

県立姫路別所高等学校 コミュニティーカレッジ
バードウオッチング講座

12月19日（日）
9：00～14：00

地域の方々が加古川大堰を会場に水辺の野鳥観察と、自
然環境保全について学びながら交流する

県立姫路飾西高等学校 コミュニティカレッジ

10月1日・8日・15
日・22日（金）
11月5日・12日・
19日・26日（金）
12月3日・10日・
17日（金）
16：00～17：00

中国語講座

県立香寺高等学校 ボランテｲア実践 11月16日（火）
13：20～15：10 科目「ボランテｲア実践」選択者による地域の環境美化活動

県立家島高等学校 ふれあい育児体験 11月11日（木）
8：40～10：30 希望者による幼稚園訪問

県立姫路工業高等学校
0792-84-0111 文化祭 11月3日（水）

8：40～15：05 一般開放



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立飾磨工業高等学校 オープンハイスクール 11月3日（水）
12：00～15：00

中学生3年生を対象に進路説明会及び文化祭の各科展示・
ロボット大会の見学

県立飾磨工業高等学校 小学生体験講座 11月3日（水）
9：00～11：00 近隣の小学5，6年生を対象にしたものづくり体験講座

県立飾磨工業高等学校 環境や福祉に関する体験活動 11月15日（月）
10：40～12：30 地域と協力しての、学校周辺、通学路の清掃奉仕活動

県立飾磨工業高等学校 生涯学習講座 通　年
15：40～17：15

地域の人々に対して5講座を実施・Excelを用いた統計解析
（火曜）・コンピュータ入門（水曜）・第2種電気工事士（金
曜）・実用ペン習字（木曜）・素描と水彩画（火曜）

県立姫路商業高等学校 第2回オープン・ハイスクール 11月26日（金） 商業科・情報科学科の両科がそれぞれの特徴を生かし、パ
ソコン等を使用しての体験的学習を行う

県立姫路商業高等学校 小・高連携いきいき授業 9月～12月
（週1回）

生徒が姫路市立荒川小学校児童にパソコンの基本的な操
作の指導を行う

県立姫路商業高等学校 姫路城清掃奉仕 12月12日（日） 生徒・保護者・教職員約300名が姫路城の清掃活動に参加

県立姫路北高等学校 文化祭 11月3日（水）
10：30～15：00

展示発表、舞台発表、模擬店
保護者・地域など一般公開の形で実施

県立城北高等学校 陶芸体験教室 11月5日（金）
18：35～21：00

  クリエイティブ21事業「体験活動の推進」の一環として、丹
波焼陶工の指導のもと、陶芸体験教室を保護者、地域の
方々にも広く開放している。

県立姫路聾学校 コミュニテイ・カレッジ 8月28日（土）
～12月4日（土） 入門手話教室

県立姫路聾学校 姫聾祭 11月20日（土）
9：00～15：00 文化祭

県立姫路聾学校 第2回一日体験入学 11月26日（金） 難聴学級や通常学級に在籍する聴覚障害児童生徒に聾学
校を一日体験してもらう。

県立姫路養護学校
0792-85-3765 オープンスクール 10月12日（火）

～10月15日（金）
本校の教育活動を地域社会に公開し、障害児教育につい
ての理解と認識を深めていただく機会とする。

県立姫路養護学校
0792-85-3765 コミュニティカレッジ 7月3日

～1月22日

学校がこれまでに蓄積してきた障害児教育の知識・技能を
地域の方々を対象に、ボランティア養成講座の開講を通し
て提供する。

県立姫路養護学校
0792-85-3765

YU・らいふ・サポート事業「ふ
れあい教室」

9月13日（月）
～11月30日（火）

本校高等部生徒と地域の人々が共同で作品づくり等を行
い、触れ合いを深める。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立龍野高等学校 オープンスクール 10月22日（金）
13：10～15：25

保護者地域住民参加のパネルディスカッション
テーマ「マナー向上と社会性の涵養について」
講演会　講師　前検事総長　原田　明夫　氏
演題「日本人に求められているもの」

県立龍野高等学校 ふれあい育児体験 10月26日（月）
9：30～12：05 龍野幼稚園

県立龍野高等学校 通学路での通学指導 11月毎日 生徒会の執行部および通学委員が指導にあたる

県立龍野高等学校 駅・バス停の清掃活動 11月毎週 JR本竜野駅等を有志によって清掃活動を実施する

県立龍野高等学校 地域交流会 12月14日（火）
13：00～15：00 龍野市老人会との交流

県立新宮高等学校 文化祭 11月2日（火）
8：30～16：00

文化部・クラスによる展示、舞台演技、バザー等を実施。地
域の人々や社会福祉施設利用者の方々との交流をはかる

県立新宮高等学校 学校説明会 12月8日（水）
13：30～16：00

中学校教員を対象に各科の目標、教育課程、校外実習、取
得資格、進路状況等の説明

県立太子高等学校 健康教育講演会 10月15日（金）
13：30～15：00

健康で安全な生活を営むために、ＡＩＤＳ等性感染症につい
て学習

県立太子高等学校 小高連携いきいき授業
「ふれあい英会話教室」

11月2日（火）
11月30日（火）
12月13日（月）
13：30～15：30

総合的な学習の時間の一環として、国際コミュニケーション
コースの生徒が地元太田小学校に出向き6年生対象に英
会話教室を実施

県立太子高等学校 高等学校文化活動推進事業に
よる吹奏楽部合同演奏会

12月19日(日)
13：00～

高等学校文化活動推進事業による県立太子高等学校、町
立太子東中学校、町立太子西中学校の3校合同演奏会を
太子町立あすかホールにて実施

県立相生高等学校 車椅子体験 10月22日（金）
13：30～15：30 相生市社会福祉協議会による指導

県立相生高等学校 芸術鑑賞会 11月10日（水）
13：30～15：30 テレマン室内管弦楽団　　保護者参加可

県立赤穂高等学校 1年保護者会 10月18日(月)
13：00～16：00

5限：1年授業公開、6限：保護者会
放課後：学級懇談及び個別懇談

県立赤穂高等学校 大学出前授業 11月2日(火)
13：00～16：00

「総合的な学習の時間」(2年）に県下及び近畿圏の
大学から講師を招聘、模擬授業と質疑応答

県立赤穂高等学校 2年保護者会 11月5日(金)
13：00～16：00

5限：2年授業公開、6限：保護者会
放課後：学級懇談及び個別懇談

県立赤穂高等学校 国語中高教科研究会 11月12日(金)
14：00～16：00

赤穂市内の国語教員に本校国語教員の授業公開
6限：公開授業、放課後：研究協議・学校説明会

県立赤穂高等学校 ジョイントコンサート 12月23日(木)
14：00～16：00

赤穂ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙでの音楽部・吹奏楽部の合同演奏
市内中学校の合唱部・吹奏楽部の参加も予定

県立赤穂高等学校（定時
制） ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ講演会 10月21日（木） 保護者とともに講演を聞く

県立赤穂高等学校（定時
制） 文化教育活動 11月19日（金） 尺八・箏・太極拳のの体験

県立赤穂高等学校（定時
制） 陶芸教室 12月6日（月） ～ クリエイティブ21の事業として、地域住民、保護者、生徒が

ろくろを使って作品づくりをする

県立伊和高等学校 伊和高祭 11月12日（金） ステージ発表、文化部・総合学習展示発表、模擬店等

県立千種高等学校 ふれあい交流会 （第2回） 11月21日（日）
 9：30 ～12：00

全学年の保護者と教職員が一室に会せる小規模校の特性
を生かし、簡単な会食をはさむ和やかな雰囲気の中で、本
校の教育や子供の教育のあり方について、学年を越えた自
由な意見交換を行う。

県立上郡高等学校
0791-75-0069 高校生・ふれあい育児体験 10月26日（火）

10：40～11：30 工作

県立上郡高等学校
0791-75-0069 高校生・ふれあい育児体験 11月30日（火）

10：40～11：30 歌・読み聞かせ・紙芝居・リズム体操

県立上郡高等学校
0791-75-0069

上郡町住民の教育への関心と
理解を深める取組

11月上旬 「上高だより」を上郡町全世帯に配布

県立上郡高等学校
0791-75-0069 小・高連携いきいき授業 10月29日（火）

13：15～ 上郡高等学校農場見学

県立上郡高等学校
0791-75-0069 小・高連携いきいき授業 12月21日（火）

11：30～ フラワーアレンジ

県立佐用高等学校 自然学校 10月15日（金） 川西市立清和台小学校（5年生）が本校農場にて体験活動

県立佐用高等学校 施設訪問 10月27日（水） 老人ホーム（朝陽が丘荘）にて訪問介護体験(家政科3年
生）

県立佐用高等学校 芸術鑑賞 10月29日（金） 寺内たけしとブルージーンズの公演(保護者に案内）

県立佐用高等学校 収穫感謝祭 11月26日(金) 収穫に感謝しての昼食会(保護者に案内）



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立佐用高等学校 佐用高校を育てる会 11月中 本校職員と同窓会とでの中学校訪問(現況報告会)

県立佐用高等学校 コミュニティカレッジ 11月下旬 コンピュータの操作指導

県立佐用高等学校 施設訪問 12月中旬 町内保育所にて保育実習(家政科3年生)

県立山崎高等学校 配食サービス 通年　放課後 町内のボランティアグループと連携。定期的に生徒作品や
弁当を配布して交流している。

県立山崎高等学校 コミュニティカレッジ 10月17日（日）
9：00～12：00

地域の住民に対して、本校のコンピュータを活用しての初
心者向けパソコン教室（基礎編）を開設している。

県立山崎高等学校 街頭マナーアップ運動 10月21日（木）
11：00～13：00

交通安全マスコットの製作とドライバーへの配布する。
クリエイティブ21事業

県立山崎高等学校 コミュニティカレッジ 10月24日（日）
9：00～12：00 パソコン教室（応用編）

県立山崎高等学校 コミュニティカレッジ 11月7日（日）
9：00～12：00

木工教室　④
県下唯一の林業科施設を開放し、演習林の間伐材を活用
しての木製の椅子づくりの講座。

県立山崎高等学校 職場体験 11月11日（木）
9：00～15：00

近隣の職場の協力を得て、個々の興味関心のある職場で
の体験実習を行う。（生活創造科）

県立山崎高等学校 コミュニティカレッジ 11月14日（日）
9：00～12：00 木工教室　⑤

県立山崎高等学校 播磨養護学校との交流 11月20日（土）
9：00～16：00 播磨養護学校の文化祭に参加し、交流会を持つ。

県立山崎高等学校 ＪＡ祭参加
11月20日（土）
11月21日（日）
9：00～16：00

林業科、森林環境科学科・家政科、生活創造科の生徒作
品の展示・販売して協賛する。

県立山崎高等学校 防災避難訓練 12月1日（水）
14：30～15：20

宍粟広域消防の協力を得て、地震・火災の発生を想定した
訓練を行う。

県立山崎高等学校 老人ホーム訪問 12月14日（火）
11：00～13：00

老人ホームを訪問し、入所者と交流したり花を植えたりす
る。花いっぱい運動、地域美化活動。クリエイティブ21事業

県立山崎高等学校 コミュニティカレッジ 12月26日（日）
9：00～12：00 お正月用寄せ植え（松竹梅盆栽）

県立龍野実業高等学校
（全日制） 文化祭 11月10日(水)

11月11日(木)
各クラス展示および文化部展示発表会と老人ホーム交流
会作品展示

県立龍野実業高等学校
（全日制）

校外ファッションショー
（デザイン科） 11月27日(土) 赤とんぼホールでデザイン科と神戸ファッション専門学校及

び地盤産業協同組合との合同ファッションショー

県立龍野実業高等学校
（全日制） 文化鑑賞会 10月27日(水)

ミュージカル「トーマスのジャンプ」
高校生トーマス・イングラムが主人公。家族の愛情や友情
に支えられ、自分の力で可能性を切り開いていこうとする
トーマスの姿をコメディタッチに描いた青春ドラマ

県立龍野実業高等学校
（定時制） 文化祭 11月19日（金）

16：30～19：00
バザー、レザー作品の展示と販売、バンドの演奏、授業で
の作品、レザーの体験コーナーなどがあります。

県立龍野実業高等学校
（定時制） オープンハイスクール 11月19日（金）

16：30～19：00

日頃の授業風景や主な行事をパワーポイントで紹介しま
す。また、レザークラフト体験が出来ます。文化祭も見学し
てください。

県立相生産業高等学校 小学生ロボットコンテスト 11月6日（土）
13：00～16：00

市内の小学6年生が製作したロボットの競技会、市内本町
商店街にて

県立相生産業高等学校 地域オープン講座 11月10日～26日
6回、6時間

本校で、生徒と地域の方と共に学ぶパソコン講座、カレン
ダーや挨拶状作成

県立相生産業高等学校 ミニマイコンカー製作と競技会 12月4日（土） ミニマイコンカーの製作と全国大会出場権獲得の競技会、
小・中学生対象、保護者同伴

県立大学附属高等学校
0791－58－0722 体育大会 10月15日（金）

9：00～16：00 本校生、ＰＴＡ、来賓

県立大学附属高等学校
0791－58－0722 芸術鑑賞会 11月5日（金）

12：50～15：00 劇団青い鳥「山月記」

県立大学附属高等学校
0791－58－0722 海外体験報告会 11月10日（水）

午後～ オーストラリア・タイ・韓国訪問体験発表

県立大学附属高等学校
0791－58－0722

ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイ
スクール）研究発表大会

11月12日（金）
9：30～16：15

研究発表
・記念講演（県立大学長・熊谷信昭）
13：20～15：00

県立大学附属高等学校
0791－58－0722 募集要項説明会 12月1日（水）

13：00～ 中学校教員対象

県立播磨養護学校 文化発表会 11月20日（土） 日常の教科学習やクラブ活動等での成果を展示並びに舞
台で発表する。

県立赤穂養護学校
0791-43-9266 親子みかん狩り 11月5日（金） 保護者と児童・教師が一緒になってみかん狩りを楽しみ交

流を深める



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立赤穂養護学校
0791-43-9266 地域交流 11月22日（月） 地元老人会とグランドゴルフを通じて交流を行う



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立豊岡高等学校（全日
制） オープスクールin豊高

11月1日（月）～
11月19日（金） 毎日3校時、4校時の授業（各2クラス）を20名程度の保護

者・地域住民・教育関係者等に公開する。

県立豊岡高等学校（全日
制） 豊高オープン講座

11月1日（月）
～11月30日（火）書道の授業（週2時間）を生徒とともに5名程度の保護者等

が受講する。

県立日高高等学校
0796-42-1133 専攻科祭

11月4日（木）
11月5日（金）
8：30～14：00

専攻科の文化祭で、日頃の学習内容の展示と模擬店など
を実施する。

県立出石高等学校 教育相談委員会 10月13日
テーマ「、ひとずきあいに疲れていませんか」
講師　山田　久和氏（本校ｷｬﾝﾊﾟｽカウンセラー）
全生徒と保護者対象

県立出石高等学校 地域ｵｰﾌﾟﾝ講座

10月18日
11月1日，8日，
15日，22日，29
日

美術と書道の講座に地域の受講者10名が参加し、授業を
展開する。

県立出石高等学校 人権講演会 11月2日（火）
テーマ『あらゆる人との共生をめざして」
講師　武庫川女子大教授　堀井　隆水　氏
全生徒と保護者対象

県立出石高等学校 中・高生バランスアップ事業 11月17日（水）
12月15日（水） 高校生の食生活改善にむけて　（授業と課外活動）

県立浜坂高等学校温泉校 文化教育活動推進事業 11月1日（月）
13：35～15：25

ＰＴＡと共催で弦楽器（二胡、揚琴、馬頭琴、ヴァイオリン）演
奏鑑賞会を実施する。

県立浜坂高等学校温泉校 文化教育活動推進事業 11月1日（月）
13：35～15：25

ＰＴＡと共催で弦楽器（二胡、揚琴、馬頭琴、ヴァイオリン）演
奏鑑賞会を実施する。

県立村岡高等学校
0796（94）0201 オープンスクール

11月1日（月）～7
日（日）土日・祝
日を除く
9：00～16：30

町内小・中学校と実施期日を統一し、学校評議員を始め、
広く地域住民に本校の教育活動を公開する。併せてアン
ケートを実施する。

県立八鹿高等学校
大屋校
079－669－0027

オープンハイスクール 11月13日(土)
11月14日(日）

中学生と保護者及び中学校教員に大屋校の教育内容につ
いて理解を深めていただき、進路選択の一助となるよう、文
化祭をオープンハイクールの日とする。

県立生野高等学校 教育懇談会 11月19日（金）
13：30～15：30

地域の人々や関係機関に学校の現状や取り組みを報告
し、意見を拝聴する。

県立但馬農業高等学校 但農祭

11月13日（土）
10：00～15：00
11月14日（日）
 9：30～14：30

オープンハイスクール・花嫁行列・農産物品評会・ふれあい
動物園・地域交流（農業クラブ展、生徒会展等）・営農と生
活展・文化活動展

県立香住高等学校
0796－36－1181 学校開放週間

11月22日（月）
11月24日（水）
～11月26日（金）

本校生の保護者を対象として、授業公開を実施する。

県立香住高等学校
0796－36－1181

地域オープン講座
（シーフードクッキング） 12月6日（木）

学校設定科目「シーフードクッキング」の授業を地域住民に
公開し、生徒の教育活動に一緒に参加する場を提供するこ
とによって地域との交流を深める。

県立香住高等学校
0796－36－1181 ふれあい育児体験

10月25日（月）
10月29日（金）
11月1日（月）

幼児と触れ合う中で思いやりを学んだり、命の大切さを感じ
たりする機会を与え、自分の生き方、多くの人とのつながり
を考えさせる。

県立豊岡聾学校 避難訓練 11月4日（木）
10：30～11：00 消防署より来校してもらい消火訓練

県立豊岡聾学校 学習発表会 11月20日（木）
9：20～11：40 幼、小、中、ＰＴＡ，交流校の発表

県立豊岡聾学校 同窓会10周年 11月20日（木）
12：30～15：00

豊岡ろうあ協会の方や卒業生ゆかりの先生を囲んで10周
年を祝う

県立出石養護学校
0796－52－3565 学習発表会 11月28(日)

9：45～14：50
日頃の学習の成果を発表し、親子ともども楽しい一日を過
ごす。（歌など）

県立出石養護学校
0796－52－3565 注連縄づくり 12月8日（水）

9：45～12：00
地域の人たちから注連縄のつくり方を教わりながら交流を
深める。

県立和田山養護学校
079-674-0214 わようっ子カーニバル 10月30日(土)

9：00～14：00

音楽･体育･自立活動等で取り組んでいる学習課題やその
成果を舞台発表し、近隣のいろいろな人との交流を深め
る。

県立和田山養護学校 ふれあい音楽会 11月12日(金)
13：30～14：30

音楽会を通して生演奏に触れ、友達と一緒に楽しく過ごした
り、近隣のいろいろな人との交流を深める。



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立洲本高等学校 第19回淡路高校生英語スピー
チコンテスト 11月13日（土）

淡路地区の公立・私立の高校生による英語の弁論大会。
各校1～3名の代表者がスピーチを行う。1位～5位まで表彰
する。今年度の会場は三原高校。

県立洲本高等学校(定時
制) 地域ふれあい文化祭

11月4日（木）
11月5日（金）
18：00～21：00

生徒の授業や部活動での成果の発表や音楽演奏、展示・
バザー等と保護者による展示・バザーを行う。地域の老人
会を招待してカラオケを行い、生徒・保護者・地域の人々と
の間で相互理解と交流を図る。

県立洲本高等学校(定時
制) 交通安全実技教室 11月12日（金）

15：00～18：00

洲本警察署、安全協会、淡路陸友会（2輪の愛好会）、自動
車教習所の協力のもと、地域の老人会や保護者の方々と
一緒に交通安全実技教室を受け、交通安全の意識を高
め、安全運転の技術をみがくとともに敬老の意識を養う。

県立津名高等学校 マナーアップ作戦
in津名高2004

11月1日（月）
～11月26日（金）

生活実態アンケート・講演会・啓発ポスター作成・あいさつ
運動・美化コンクール・秋の交通安全運動協力（吹奏楽部）

県立三原高等学校 はあとふるｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝ 10月29日(金）
9：00～17：00

老人ホーム入所者を文化祭に招待
PＴＡグランドゴルフ

県立三原高等学校 通学ﾏﾅｰを考える週間
11月15日（月）～
11月19日(金）
8：00～8：40

通学マナー向上を目指して交通立ち番等をPTA、生徒会と
行う

県立志知高等学校 文化発表会 11月20日（土）
9：00～12：00 バザー、展示

県立志知高等学校 創立30周年記念事業 11月21日（日）
10：00～12：30 記念式典、記念アトラクション（伝統芸能の集い）

県立淡路高等学校 文化祭企画 10月1日から11月
11日まで

「棚田のある風景」フォトコンテスト作品募集　6ツ切～4ツ切
未発表作品、淡路島の棚田に限る
11月20日文化祭で入賞者発表

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月2日（火） 調理実習（洋食）

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月2日（火） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月4日（木） 草花A

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月5日（金） ・調理実習（和食）　・食べものと環境

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月5日（金） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 コミュニティカレッジ 11月6日（土） フラワーアレンジメント（かごづくりに兆戦）

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月9日（火） 調理実習（洋食）

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月9日（火） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月10日（水） 調理実習（中華）

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月11日（木） 草花A

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月12日（金） ・調理実習（和食）　・食べものと環境

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月12日（金） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月16日（火） 調理実習（洋食）

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月16日（火） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月17日（水） 調理実習（中華）

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月18日（木） 草花A

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月19日 (金) スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 文化祭 11月19日 (金) 合唱コンクール　芸術鑑賞会「和太鼓」　・　ミュージカル（生
徒、保護者、保育園児、地域の方々他多数）



学校名
（問合せ先） 活 動 名 実施予定日 内   容

県立淡路高等学校 文化祭 11月20日（土） ・総合学科展示
調理クラス模擬店、農産物販売

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月24日（水） 調理実習（中華）

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月25日（木） 草花A

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月26日（金） ・調理実習（和食）　・食べものと環境

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月26日（金） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校 コミュニティカレッジ 11月27日 (土) お菓子づくり（パン、ケーキ）

県立淡路高等学校 地域オープン講座 11月30日（火） 調理実習（洋食）

県立淡路高等学校 スポーツクラブ 11月30日（火） スポーツクラブ21富島　ウエイトトレーニング教室

県立淡路高等学校
一宮校 文化祭 11月13日（土）

10：00～14：30
家庭科作品等展示、食堂バザー、茶道部、箏曲部等発表、
手作り作品バザー、ＰＴＡバザー

県立淡路高等学校
一宮校 ファションショー 11月27日（土）

14：00～15：30
淡路文化会館を会場に、3年間の被服製作の学習成果を
発表する。本校最大のイベント

県立洲本実業高等学校 芸術鑑賞 10月29日（金）

毎年、すばらしい芸術的演技や多彩な表現を通して生徒に
感動を与え、人間としての生き方、人間の尊厳、命の大切さ
を考えさせるいい機会になっており、心豊かな人間の育成
を図っている。生徒・保護者対象。

県立洲本実業高等学校 パソコン教室 10月30日（土）
10月31日（日）

本校商業科の生徒が地域の人々にコンピュータの指導を
行うことにより、本校の教育施設・設備を開放するとともに、
学校で学んだ知識 ・技能を地域に還元する。地域住民対
象。

県立洲本実業高等学校 学校説明会 11月5日（金）

中学校の先生を対象に本校の教育内容や特色を説明し、
施設設備見学や授業公開をすることにより、機械科・電気
科・商業科・国際ビジネス科の特色等について理解を深
め、中学生の進路指導の一助とする。中学校教員対象。

県立洲本実業高等学校 文化祭 11月18日（木）
11月19日（金）

文化部の発表・展示、クラス対抗合唱コンクール、クラス展
示、クラスや有志による演奏等により、クラスの連帯感を高
め、文化への意識の高揚を図る。当日は、お茶会やＰＴＡ主
催のバザー、模擬店、餅つきがある。生徒、保護者等を対
象。

県立洲本実業高等学校 ふれあい講習広場 12月27日（月） 本校電気科の生徒が地域の人々学校で学んだ知識 ・技能
を地域に還元する。地域住民対象。〈内容　未定〉

県立洲本実業高等学校
東浦校 文化祭 11月7日（日） 展示、ステージ、模擬店等を一般公開

県立淡路盲学校
0799-22-1766 医療研修会 10月22日(金)

13：20～15：10

校外より精神科医師を招いての研修会。三療家として職業
自立していく上での参考になる内容での研修とする。広く地
域の同窓会員等にも参加を呼びかける。

県立淡路盲学校
0799-22-1767

文化学習発表会(YU･らいふ･ｻ
ﾎﾟｰﾄ事業)

11月13日(土)
10：00～15：00

隣接する淡路聾学校と合同で行う。盲学校は、一人ひとり
が課題研究した成果を発表等、日頃研鑽している理療技術
を地域へ提供する。

県立淡路盲学校
0799-22-1767

理療活動Ⅱ(YU･らいふ･ｻﾎﾟｰﾄ
事業）

11月下旬
（日程未定）

島内五色町の養護盲老人ホーム五色園へ出向き、利用者
の方々を対象に理療奉仕活動を行う。

県立淡路盲学校
0799-22-1767 就学相談活動 11月を通して

7～8月に行った第一次の就学相談活動を受けて、11月を
第二次の集中的な活動を行う。島内眼科医、治療院、ﾗｲﾄﾊ
ｳｽ、視障ｾﾝﾀｰ等、各市町福祉部・福祉課等への本校のＰ
Ｒ活動を推進する。

県立淡路聾学校 文化・学習発表会 11月13日（土）
9：30～15：00 園児児童生徒による演劇・器楽演奏と作品展示

県立淡路養護学校
0799-35-0204 体験入学 11月16日（火）

9：30～11：00

本校高等部への入学を希望している中学3年生とその保護
者、学校関係者を対象に、本校の教育に対する理解と認識
を深める機会とする。

県立淡路養護学校
0799-35-0204 学習発表会 11月20日（土）

9：30～14：00

本校在校生による演劇や歌などを舞台で発表し、日頃の授
業の成果も展示し、交流校の児童、保護者、ＯＢ、地域の
関係団体をお招きして、精一杯の演技を披露する。
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