
学校・園名
（問合せ先）

地域貢献活動
10月22日（日）
13:00～15:00

地域貢献活動
10月29日（日）
13:00～15:00

地域貢献活動
11月5日（日）
13:00～15:00

県立尼崎北高等学校
（06-6421-0132）

学校見学会
10月14日（土）
 9:30～11:30

ＰＴＣＡ事業
11月3日（金）
9:30～12:30

オープンハイスクール
11月11日（土）
9:30～11:30

小高連携事業
11月30日（木）
14:00～15:00

花緑環境福祉事業 12月中旬

伊丹市長杯争奪
伊丹市高等学校

野球振興リーグ戦

11月5日（日）
・11日（土）
9:00～16:00

　高等学校文化活動
促進事業

11月26日（日）
午後

オープンハイスクール
10月7日（土）
8:40～11:30

高校生地域貢献事業
マナーアップ伊丹西

10月11日（水）
～13日（金）
8:10～8:25

高校生地域貢献事業
マナーアップ伊丹西

10月27日（金）
6限

(14:15～15:05)

高校生地域貢献事業
花と心を育てる事業

11月上旬
放課後

県立伊丹北高等学校
(072-779-4651)

公開授業週間
11月6日～10日

9:40～12:30

県立川西緑台高等学校
(072-793-0361)

高小交流事業
10月下旬

～12月上旬

明峰高校セミナー 10月17日（火）

グリーンアップ 12月15日（金）

教養講座
11月8日・15日

・22日･29日（水）
14:25～15:15

中高生
子育てチャレンジ

11月15日（水）
・24(金)

15:30～17:00

県立西宮南高等学校
(0798-45-2043)

通学路清掃
10月11日（水）
14:30～15:00

県立伊丹高等学校
(072-782-2065)

学校説明会　体験授業　部活動見学

教育課程・進路状況・部活動・行事・校舎移転等

県立尼崎小田高等学校
(06-6488-5335)

「ホタルと西高ルネッサンス」
フォーラム：　ホタルの里の再生にむけて
展示発表：　地域内小・中・高校

学校説明
体験講座参加

県立尼崎西高等学校
(06-6417-5021)

県立尼崎高等学校
(06-6401-0643)

市立まつば園文化祭
友情演奏（吹奏楽部）
マスターズ甲子園
式場演奏（吹奏楽部）

本校生が近隣小学校の児童に、理科・数学の内
容をわかりやすく教えることで、将来的に自然科学
に目を向け、自然環境のことを考える心を育て、ま
た地域と一体となって子どもを育てる機運を育む。
本年度は尼崎市立清和小学校３・４年生を対象に
実施する。

県立川西明峰高等学校
(072-757-8826)

保護者及び地域の方々を対象に、「蕎麦打ち」の
体験と試食を行う。
ＰＴＡと連携して、四季の花をフラワーポットやプラ
ンターに植栽し、育成する。

　この期間中、２限～４限の授業を本校の保護者
や中学校の先生及び保護者に公開します。

平成１８年度「兵庫の教育推進月間」における県立学校の取組（阪神地区）

内容実施予定日時活動名

県立川西北陵高等学校
(072-794-7411)

伊丹市内全日制４高等学校野球部による伊丹市
長杯争奪戦

ＰＴA・教職員・１年生風紀委員による朝の通学路
での交通安全指導

１年生全員。学校周辺、通学路の清掃活動

校内で収穫したサツマイモを近隣の老人施設へ寄
贈訪問

１年生全員と担任、専門部教師全員による通学路
を中心とする周辺団地の清掃

伊丹市内全日制４高等学校吹奏楽部による合同
演奏会

県立伊丹西高等学校
(072-777-3711)

杭瀬福成園文化祭
友情演奏（吹奏楽部）

２学年の生徒を対象に、本校教諭および地域住
民・保護者を講師として、教養講座を行う。

社会の中で、自立して生きていくために必要である
良好な人間関係を築く能力を身に付けさせるため
に、高校生と乳幼児を持つ親との交流を進める。

川西市立緑台小学校４～６年生と本校３年生の生
涯体育選択生との授業交流を行う。
（予定種目：フライイングディスク、タグ・ラグビー）

本校生が種をまき育てた草花の苗を地域の駅や
施設に寄贈し、地域環境に取り組む。



11月2日（木）
13:15～14:05

11月8日（水）
9:40～10:30

11月15日（水）
9:40～10:30

11月16日（木）
13:15～14:05

11月22日（水）
9:40～10:30

11月29日（水）
9:40～10:30

11月30日（木）
13:15～14:05

学校説明会
 （アルカイックホール）

11月11日（土）
10:00～12:00

学校説明会
（甲東ホール）

11月25日（土）
10:00～12:00

11月11日（土）
13:00～17:00

11月25日（土）
13:00～17:00

11月4日（土）
13:00～17:00

11月18日（土）
13:00～17:00

手話講座
11月9日（木）
15:30～16:30

地域の子供達の
お話し会

11月11日（土）
13:00～15:00

西宮市高等学校
吹奏楽連盟
定期演奏会

11月12日（日）
13:00～

県立宝塚高等学校
(0797-71-0345)

中高連絡会 １１月中旬

さくら療育園との
交流会

11月18日（土）
13:30～16:00

県立上野ケ原
養護学校との

交流会

11月19日（日）
13:30～16:00

西谷希望の家
との交流会

１２月上旬

総合的な学習
シニアライフスタディ

11/7(火）11/21
（火）11/28（火）
14:20～15:10

オープンハイスクール
11月11日（土）
9:00～12:30

授業公開週間
11月13日（月）
～17日（金）

本校の授業を保護者に公開します。

県立国際高等学校
(0797-35-5931)

いまづ環境学講座

ＰＴＡパソコン講習会

新体操教室

手話講座実行委員会主催の手話講座
今年度第5回目

本校の三年選択「リトミック」二年「発達と保育」選
択者による公演　（詳細未定）場所は神戸大学発
達科学部公民館のびやかぬペースあーち」

西宮市内の高等学校が単独や数校でチームを組
んで出場する。本校は市立西宮高校、夙川学院、
甲陽学院の４校で出場。場所は関西学院大学高
等部チャペル

県立西宮甲山高等学校
(0798-74-2460)

学校紹介、海外研修報告、外国研究の体験授業、
在校生との懇談会などを行います。

臼井拓「西アフリカマングローブの生物と人々」

臼井拓「西アフリカマングローブの生物と人々」

松浦直毅「森と村のはざま」

黒崎龍悟「タンザニア南部の在来農業」

黒崎龍悟「タンザニア南部の在来農業」

基本的なマット運動、なわとびなど手具運動

月に１～２回１０人の生徒が訪問し、考えたレクリ
エーションを発表しコミュニケーションをはかる。

各中学校に本校１年生の学校生活の状況説明及
び情報提供をし、学校生活全体の様子を話し合
う。

演劇科２年生による作品発表と歌やゲームなどに
よる交流会を行う。

生徒会役員、及び一般希望生徒数名と演劇科２年
生が参加。演劇科生徒による作品発表の後、ゲー
ムなどによる交流会を行う。

県立西宮今津高等学校
(0798-45-1941)

総合学科の説明と学校紹介

総合学科の説明と学校紹介

コンピューターを楽しもう

県立宝塚北高等学校
(0797-86-3291)

基本的なマット運動、なわとびなど手具運動

石本雄大「西アフリカの乾燥地に暮らす人々」

演劇科２年生による歌とダンスとクリスマスをテー
マにしたゲームやプレゼントなどの交流会を行う。

丸尾聡「アフリカから考える『自然と文化』」

エクセル活用術（応用編）



地域交流演奏会
11月19日（日）
9:30～14:30

エコ・カーを体験しよう
エコスクール、
エコカーレース

11月23日（木）祝

児童文化交流
（3年次）

11月16日（木）

ふれあい育児体験
（2年次）

11月下旬
～12月初旬

ＰＴＡ英会話教室

10月13日・27日
11月10日・24日
12月8日（金）
3:40～4:40

小学生ものづくり
体験授業

11月初旬

工作教室
9月8日（土）～

1月6日（土）まで
第２、第４土曜

小・高
地域安全防災活動

11月中旬

小学校
いきいき体験授業

11月中旬

地域交流
海外情報講座

11月11日（土）

映像メディア
フォーラム

12月16日（土）

川高フェスティバル
体育祭

10月11日（水）
12:35～21:20

コミュニティカレッジ

10月18日（水）
・25日（水）

・11月2日（水）
・9日（水）

10:00～12:00

コミュニティカレッジ

10月6日～
11月24日の
毎週金曜日
10:00～13:00

良元クリーン作戦 10月～12月

多文化共生学習会 10月～2月

花壇作りや学校周辺の清掃活動

地域の人々にパソコンの簡単な操作を講習

9月6日（水）から各々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。

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）

本校で製作したエコ・カーで競技に参加する

県立川西高等学校
宝塚良元校

(0797-72-6514)

様々な国についての学習（ハングル学習等）や国
際平和について考える

県立川西高等学校
(072-759-3394)

サイエンスショーや実験創造物、体育、食育など高
校生が武庫東小学校の小学生にさまざまな授業
を展開する

保護者や地域の人々を対象に日本に来ている留
学生を招き英語で留学生出身の国の特徴、文化
やその国の情勢等を講話してもらいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図る（今回は各国の遊びをテーマに展開）

県内の高校生が作った映像、メディア作品を集め
上映する。大学教授等を招いて、映像、メディア表
現、プレゼンテーションなどについて考えるフォー
ラムを開催する

育児サークル、保育所の子どもたちを招待して,創
作人形劇、手遊びなど児童対象の体験学習を提
供して子供たちと交流する

地域の保育所闘で育児、保育体験をする

県立武庫荘総合高等学校

(06-6431-5520)

英会話講座の選択者とＰＴＡを中心とした地域住民
とが通年で英会話を学習する。

地域の小学生、保護者を対象にものづくり体験教
室」で作成したヨットに実際に試乗して操舵体験を
行う

木工同好会の生徒がＰＴＡを中心とした地域住民と
ともに木製品の制作を
行う。地域の公共施設に制作の木製品を提供

総合的な学習の時間を中心に武庫東小学校の小
学生と地域の防災を考え、マップ作りや防災計画
を考える

吹奏楽部が中心となって地域の中学校や福祉施
設（清流園）で演奏交流活動を行う



学校・園名
（問合せ先）

ブラスバンド部訪問演奏 10月9日(月)

地域貢献活動
「Clean Up Ashiya」

11月１日（水）
14:15～15:05

授業参観（保護者向け） 11月8日(水)

地域貢献活動
「朗読の贈り物」

11月中旬

地域に学ぶ
「トライやる・ウィーク」

11月13日(月)
～11月17日(金)

地域貢献活動
「ふれあいコンサート」

11月下旬

保護者を対象とした授業参観を１学期に引き続き
実施する。

日本赤十字社兵庫県支部「声の図書赤十字奉仕
団」の協力の下、生徒が文学作品等を朗読したも
のをテープに吹き込み、地域の高齢者保健福祉施
設に送る。１月には当該施設を訪問し、朗読等の
交流を計画している。

地域の協力の下、２年生全員が、豊かな感性や創
造性などを高めたり、自分なりの生き方を見つける
ことなどを目的として、地域や自然の中で主体的・
体験的な活動を行う。

活動名 実施予定日時 内容

ブラスバンド部の生徒が、地域の老人大学を訪問
し、演奏を行った。

平素、お世話になっている学校周辺の清掃活動を
全校生徒が行う。

ブラスバンド部の生徒が、地域の福祉施設を訪問
し、演奏を行う。

県立芦屋国際
中等教育学校

(0797-38-2293)


	阪神

