「兵庫の教育推進月間」における県立学校の取組(盲・聾・養護学校）
学校・園名
（問合せ先）
県立盲学校
(078-751-3291)

活動名
文化祭
学校公開授業
文化学習発表会

県立淡路盲学校
(0799-22-1766)

学校公開週間
理療活動
就業体験活動

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

学校説明会

学校参観日
コミュニティカレッジ
コミュニティカレッジ
県立姫路聾学校
TEL079-284-0331
FAX078-222-5237

オープンスクール

コミュニティカレッジ
姫聾祭
（オープンスクール）
県立豊岡聾学校
TEL0796-22-2114
FAX0796-24-5216

県立淡路聾学校
TEL0799-22-1766
FAX0799-25-2288

つどい・三坂展
学習発表会

文化のつどい

学校公開週間
県立のじぎく養護学校
(078-994-0196)
県立のじぎく養護学校
わかあゆ分教室
(0795-48-5425)
県立高等養護学校
（079-563-0689)

入学相談
授業参観
学校見学会
授業参観
就学啓発推進会議
Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ Ｄａｙ
ｉｎ SANDA

県立上野ヶ原養護学校
(079-563-3434)

創作祭（文化祭）
生徒作品展示

実施予定日時

内容

11月11日(土） 午前中、ステージ発表
8:50〜15:00 午後、バザー、模擬店等
11月24日（金） 授業公開、個別相談
9:20〜11:40
日頃学習している医学・医療に関するクイズ及びク
11月2日(木)
イックマッサージ講習等を通じての地域交流活動
日常の教育活動を、関係者や地域の人に公開し、
11月19日（日）
本校の教育及び障害児教育についての理解・啓発
〜24日（金）
を図るもの(19日は保護者参観日を兼ねる)
日頃学習している理療技術を、盲老人ホーム五色
11月下旬
園利用者に施す体験活動
施設・設備の見学及び理療活動についての職場体
12月中旬
験
平成1９年度入学に係る学校説明会
10月18日(水)
１８日（水） 幼稚部･中学部
・19日(木)
１９日（木） 保育相談部･小学部・高等部
9:30〜12:30
学部紹介･概要説明･授業見学･個別相談等
11月23日（木） 午前 参観授業(各ＨＲ教室)
9:00〜15:00 午後 交通講話(体育館)13:30〜
10月21日（土） 「聴覚障害者の子育て」聴覚障害者の体験談を聞く
10:00〜12:00 ことで、聴覚障害者の生活などを知ってもらう。
10月28日（土） 「聴覚障害者の労働」聴覚障害者の体験談を聞くこ
10:00〜12:00 とで、聴覚障害者の生活などを知ってもらう。
11月6日（月）
地域住民等に本校教育を公開し、聴覚障害児教育
・7日（火）
への理解啓発を促す。
両日とも
10:30〜12:40
11月11日（土） 「聴覚障害者と手話通訳」聴覚障害者の生活面で
10:00〜12:00 の課題などを知ってもらう。
日頃の学習成果の発表を通して、豊かな表現力を
11月18日（土） 養う。地域の人々など多くの人とふれあい、共に生
10:00〜12:00 きる社会づくりをめざす心を育成する。
学校の所在地である三坂地区の文化作品展に本
11月12日(日)
校生の作品を出品し、開催に協力する。
幼稚部・小学部・中学部の学習成果の発表ＹＵ・ラ
11月18日（土） イフ・サポ−ト事業の一環として地域の高齢者にも
見学していただく。
・近隣の学校の児童生徒や地域の人を招き、絵画
や書の作品などを展示発表する。
11月19日（日）
・近隣の学校のジャズバンドクラブを招き、みんなで
10:00〜12:00
演奏を聴いたり、歌ったりして、共に楽しいひととき
を過ごす。
11月19日（日） 日常の教育活動を、関係者や地域の人に公開し、
〜24日（金） 本校の教育及び障害児教育についての理解・啓発
9:30〜12:20 を図る。
11月1日（水） 本校入学希望の幼児児童生徒とその保護者に、学
〜24日（金） 校見学と入学教育相談を行う。
11月17日（金） 保護者を対象に全てのクラスの授業を公開する。
11月2日（木） 近隣の学校関係者、保護者等に、学校概要説明、
10:00〜12:00 授業公開を行う。
11月22日（水） 保護者を対象に全てのクラスの授業を公開する。
11月30日（木） 場所：県立「人と自然の博物館」：体験発表・講演等
13:00〜16:00 本校はパネル展示による学校紹介をします。
場所：フラワー市民ｾﾝﾀｰ
10月15日（日）
本校はパネル展示による学校紹介をします。
12:00〜16:00
問い合せ先：三田市人権推進課(079-559-5081)
２０日の１日目は校内公開です。２２日の２日目は
11月22日（日）
一般公開で生徒作品展示、バザー、舞台発表等を
10:00〜16:00
行います。
11月下旬ごろ

場所：独立行政法人兵庫中央病院ロビーの予定

県立氷上養護学校
(0795-75-1737)

ＰＴＣＡ支援事業
全県フォーラム
学習発表会
コミュニティカレッジ
・ふるさと文化
いきいき教室
・ＰＴＡ交流会
ＰＴＡ交流会

県立姫路養護学校
（0792-85-3765）

コミュニティカレッジ
姫路養護学校祭
コミュニティカレッジ
・ふるさと文化
いきいき教室
・ＰＴＡ交流会

県立播磨養護学校
(0791-66-0091)

ふれあい運動会
文化発表会
職場・施設実習
大学生との交流

10月29日（日）
8:30〜12:00
11月18日（金）
9:00〜15:00
11月6日（月）
〜17日（金）
11月７日（火）
10:00〜14:00

12月上旬

教育相談

10月21日（土）
11月18日（土）
12月16日（土）
14:00〜16:00
11月19日（日）
12月10日（日）
日程未定
平日
9:00〜17:30

不審者対策訓練

11月21日（火）
10:00〜12:00

西はりま祭

11月25日（土）
9:00〜14:00

出石文化祭

11月3日（金）
10:00〜16:00

学習発表会

11月26日（日）
10:30〜14:00

餅つき会

12月19日（火）
10:00〜12:00

県立西はりま養護学校
(0791-59-8277)

わようっ子カーニバル

及び、

公開授業、授業の作品展示・発表
ボランティア養成講座

倉敷チボリ公園
ボランティア養成講座
学校祭
ボランティア養成講座

12月16日（土） もちつき会
10:00〜12:30

地域交流

ふるさと文化
いきいき教室

県立和田山養護学校
(079-674-0214)

11月2日（木）
9:30〜12:32
11月23日（木）
9:30〜11:30
11月23日（木）
10:00〜11:30
12月16日（土）
9:30〜12:35

11月下旬

動作学習月例会

奥平綾子氏の講演会「自閉症の不思議」
体験発表

10月28日（土）
音楽鑑賞
10:00〜12:00

地域交流

県立赤穂養護学校
(0791-43-9266)

県立出石養護学校
(0796-52-3565)

11月2日（木）
10:20〜15:00
11月19日（日）
9:00〜14:00
10月28日（土）
9:30〜12:30

11月3日（金）
9:30〜14:00

地域の運動会を本校グラウンドで行い、本校生も
希望者が参加して、地域交流を深める。
部活動の作品展示や発表、学部・学年の演劇発表
を公開し、交流校もステージ部門に参加する。
高等部２年生が希望する進路に向けて、個々の適
正や適応力を伸張する為の実習とする。
高等部３年生と関西福祉大学生との交流を深め
る。
高等部１，２年生が居村老人クラブ・新田自治会と
グランドゴルフで交流を深める。
小学部が地元老人クラブともちつきをして交流を深
める。
本校の自立活動多様化講師の木内先生を講師とし
て動作法・動作学習を行う。
秋の山のハイキング・アスレティック
音楽鑑賞会
天体望遠鏡で星を見よう（宇宙人を探そう）
特別な支援を必要とする子どもについての養育及
び教育についての相談
・全校で訓練を行う。
・訓練には兵庫県警が参加
・訓練後保護者とともに、帰宅後の安全について話
を聞く。
・最後に県警音楽隊の演奏を聴く。
・日頃の学習の成果を発表する。
・学習の作品を展示する。
・販売学習も行う。
出石地区文化協会主催の文化祭作品展に本校の
全児童生徒の作品を展示し、学校紹介を行う。
児童生徒の演技（歌・リズム踊りなど）を鑑賞しても
らい、日頃の学習成果を通して障害児教育を理解
してもらう。
地域（宮内）の老人会・婦人会及び出石ライオンズ
クラブなどの協力により、本校の全児童生徒と餅つ
き作業を通して、協力の心と交流活動を深める。
音楽、体育、自立活動等の学習の成果をステージ
で発表する。作品展・バザーの催しをとおして、近
隣のいろいろな人々との交流を深める。

