
学校・園名
（問合せ先）

進路探究ＷＥＥＫ
10月2日(月)
～10日(月)

 15:40～17:00

全ての授業一般公開
10月23日（月）
～27日（金）

公開研究授業及び研究
協議（地歴・公民科）

10月23日（月）
10:40～12:30

県民芸術劇場
柏高文化公演会

10月26日(木）
二回公演

10:30～12:15
14:00～15:45

小・高交流活動
（コーラス部）

10月31日（火）
8：30～

公開研究授業及び
研究協議

（国語科、数学科、家庭
科）

11月中

秋の山野草を摘む会
10月28日(土)
14:00～16:00

青垣もみじの里国際
ハーフマラソン全校生

参加

 11月5日(日)
 8:20～

西高オープンウイーク
11月13日（月)～

24日（金）

第３１回文化祭
11月17日（金）
9:00～15:00

芸術鑑賞
11月20日（月）
13:15～15:05

人権教育講演会
12月12日（火）

10:45～

小高連携いきいき授業
12月12日（火）

・13日（水）
13:45～14:30

授業研究
10月17日（火）
13:00～17:00

オープンハイスクール
10月29日（日）
9:00～12:00

小高連携
いきいき授業

10月30日（月）
13:15～14:45
12月11日（月）

予定

農業祭
11月11日（土）
9:30～14:00

演劇部施設訪問
12月25日（月）

予定

県立氷上西高等学校
(0795-87-0146)

映画鑑賞（一般公開）

一般公開

全校生が５ｋｍの部に参加する。一部生徒は補助
役員として参加する。

授業一般公開

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（丹有地区）

内容実施予定日時活動名

大学・短大・専門学校・企業人及びキャリアサポー
ターの４２名による各専門家の出張講義や体験実
習。専門分野における必要な準備、適性、能力等
の話を聴き、生徒や保護者等の進路への知識等
を探求する。生徒等は毎日希望する学問分野等
に参加する。保護者、地域の方々へ案内してい
る。

「兵庫の教育推進月間」における取組のひとつとし
て、平常授業の一般公開。

秋の山野草を摘み、生け花教室を行う。

第３，４，５回公開研究授業（国語科、数学科、家
庭科）
丹波市内各小・中学校、丹波市教委、丹波教育事
務所、同窓会、ＰＴＡ、学校評議員、地域の人々に
広く公開している。

オープンスクール期間中に県民芸術劇場「ゴスペ
ルコンサート」を丹波の森公苑にて保護者・地域住
民の方にも公開して実施する。

オープンスクール週間(10月23日（月）～27日（金））

本校コーラス部の生徒による地域の小学校（丹波
市立芦田小学校）との交流活動を行う。
（場所）丹波市立芦田小学校

一般公開

１２月１２日（火）英語（佐治小学校）
１２月１３日（水）英語（神楽小学校）

県立柏原高等学校
(0795-72-1166）

第２回公開研究授業（地歴・公民科）３年地理
丹波市内各小・中学校、丹波市教委、丹波教育事
務所、　同窓会、ＰＴＡ、学校評議員、地域の人々
に広く公開している。

県立有馬高等学校
(全日制）

(079-563-2881)

授業見学、授業検討会（総合的な学習の時間）
兵庫教育大学　助教授　黒岩　督氏

学科説明、体験授業

小学生と高校生が農業実習を通して心の教育を
実践する。

農産物即売、課題研究発表展示

病院、施設においての演劇公演



夜響祭(文化祭)
11月7日（火）
18:00～20:30

老人ホーム訪問
11月12日（日）
14:00～16:00

オープンハイスクール
11月17日（金）
18:00～20:00

ハイマート・フェスト
10月21日（土）
13:00～17:00

オープンハイスクール
11月19日（日）

10:00～

あいさつ運動
9月11日（月）

～10月11日（水）
8:00～8:30

人権国際理解教育講演
会

１0月5日（木）
14:30～15:30

自転車安全点検
１0月11日（水）
13:00～15:00

幼稚園訪問
10月16日（月）
11:00～12:00

老人ホーム訪問
10月24日（火）
14:00～16:00

芸術鑑賞会
10月26日（木）
13:30～15:30

ふれ愛コンサート
11月12日（日）
13:00～16:00

教育講演会
12月18日（月）
11:00～12:00

三田市立学園小学校
との

小高連携いきいき授業

10月27日（金）
10:40～12:00

三田市立学園小学校
との

小高連携いきいき授業

10月27日（金）
10:40～12:00

校外「学校説明会」
11月11日（土）
15:00～16:00

三田市ゆりのき台
輪になって歌おう

2006
11月11日（土）

三田市ウッディー
市民センターまつり

11月12日（日）

三田市広野
市民センターまつり

11月18日（土）

三田市学園３丁目
リフォレ祭り

11月26日（日）

文化祭
11月3日（金）
9:30～14:00

氷上高オープン講座
（ユニーク講座）

11月７日(火)
～30日(木)のうち

火・木曜日の
２限目

9:50～10:40

生徒会役員、部活動生徒、教職員、ＰＴＡ役員によ
る登校時の校門での挨拶運動を実施

県立有馬高等学校
(定時制)

(079-563-2881)

県立北摂三田高等学校
(079-563-6711)

県立三田西陵高等学校
(079-565-5287)

「発達と保育」授業選択者が慈愛幼稚園を訪問し、
ふれあい体験活動をおこなう

第１・２学年生徒、保護者を対象にNGO日本国際
飢餓対策機構国際協力隊総主事の清家弘久氏に
よる「世界のこどもたち」講演会を本校体育館で実
施

学習成果の発表・展示、模擬店等
保護者・地域住民に公開

神戸リハ（老人ホーム）訪問　老人との交流

ＰＴＡ役員と自転車協会員が自転車通学生徒の自
転車安全点検を実施

フラワータウン市民センターで、生徒会が企画・運
営し、本校生徒・卒業生・保護者・地域住民が参加
する文化活動。

11月18日（土）に予定していましたオープンハイス
クールの日程を変更します。内容については変更
ありません。

学校説明及び授業見学

第１・２学年生徒、保護者を対象にマナ助産院院
長で「いのち語り隊」代表の永原郁子氏による「私
たちの性のもつ意味・命の重み」講演会を本校体
育館で実施

「家庭看護・福祉」授業選択者およびボランティア
生徒が特別養護老人ホーム「三田楽寿荘」を訪問
し、交流活動をおこなう

生徒、保護者を対象にシアター青芸による「THE
WINDS OF GOD」を本校体育館で演劇鑑賞

本校吹奏楽部、近隣中学校吹奏楽部、地元コーラ
スサークルとの合同コンサートを駒ヶ谷体育館で
実施

吹奏楽部演奏

県立三田祥雲館高等学校

(079-560-6080)

展示・発表､ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ、農水産物・加工食品販
売

書道の授業で保護者・市民等の聴講生を受け入
れ、生徒とともに「篆刻」を学習

県立氷上高等学校
(0795-74-0104)

小学校を訪問し、小学生の英語学習に協力する
英語のゲームと歌を指導し交流を図る

小学生といっしょにシイタケと里山について学習す
る　ホダギの解説・シイタケ採集
森のビンゴゲーム

カリキュラムガイダンス・学校紹介ビデオ・プレゼン
テーションビデオ・個別相談等
会場：神戸電鉄岡場駅前　北神中央ビル

応援団チアリーディング演技

応援団チアリーディング演技

応援団チアリーディング演技



課題研究発表
（商店街への出店）

10月21日（土）
～11月5日（日）

産校フェスティバル
11月2日（木）

・3日（金）

コミュニティカレッジ
11月4日（土）

～12月2日（土）

高校生就業体験事業
11月6日（月）
～17日（金）

福住祭
11月12日（日）
9:00～15:00

新穀感謝祭
11月13日（月）
9:00～15:00

ふれあいクリスマス会
12月上中旬
13:00～15:30

文化祭 11月 3日(金）

インターンシップ
11月16日(木）
～22日(水）

ふれあい育児体験 11月 15日(水）

市内の障害を持つ人々とともに作る交流会

県立篠山産業高等学校
東雲校

(079-557-0039)

県立篠山産業高等学校
丹南校

(079-595-0007)

舞台　展示　等の発表を地域住民に公開したり、
参加をともにすることにより、地域との連携を図
る。

２年生全員が事業所での就業体験を実施する。

地域の幼稚園を訪問し園児とのふれあいを図る。

学校のある福住地区の住民とともに作る文化の祭
典。体育館での文化発表会などの催し、運動場で
のスポーツ大会、模擬店など。

篠山市立篠山養護学校生との交流。今年の収穫
に感謝する催し。

県立篠山産業高等学校
(079-552-1194)

模擬株式会社「うりぼうや」を設立して地域の活性
化に高校生の視点で取組む。

１１月３日（金）を一般公開日として模擬店や文化
発表

「楽しいパソコン教室」
ＨＰ作成・デジタル写真の加工等
丹波市・篠山市を中心に施設や企業教育機関等
でのインターンシップ活動


	丹有

