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1
土曜チャレンジ学習事業
「将棋に挑戦」

地域の方を講師に招いて、将棋教室を開催します。 10月20日 豊岡市立豊岡小学校 豊岡小土曜チャレンジ運営委員会
豊岡市立豊岡小学校
0796-22-5234

2 オープンスクール 保護者、地域に授業等を公開します。（音楽会を含む） 11月15日～17日 豊岡市立豊岡小学校 豊岡市立豊岡小学校
豊岡市立豊岡小学校
0796-22-5234

3 オープンスクール 3日間、授業等を公開し、子どもたちの学びの姿を公開します。 11月15日～17日 豊岡市立八条小学校 豊岡市立八条小学校
豊岡市立八条小学校
0796-22-2268

4 八条っ子集会 これまでの学習の成果を保護者の前で行う学習発表会です。 11月17日 豊岡市立八条小学校 豊岡市立八条小学校
豊岡市立八条小学校
0796-22-2268

5 オープンスクール 2日間、授業等を公開し、子どもたちの学びの姿を見ていただきます。 10月25日～26日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校
豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

6 マラソン記録会
全校生が、学年別に運動場や学校付近を使って長距離走の記録会を行いま
す。

10月25日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校
豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

7 お年寄りに学ぶ会
地域のお年寄りを講師として招き、昔の遊びや暮らしについて体験を通して学
びます。

10月26日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校
豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

8 オープンスクール 授業等を公開し、子どもたちの学びの姿を見ていただきます。 11月17日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校
豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

9 餅つき大会 4年生が育てたもち米を使い、全校生で餅つきをします。 11月17日 豊岡市立三江小学校 豊岡市立三江小学校
豊岡市立三江小学校
0796-22-2554

10 オープンスクール
校内マラソン大会（全学年）、地域のお年寄りとの昔遊び交流（1，2年生）、ボ
ランティア感謝会（全学年）、眠育講演会（4，5，6年生、保護者）

11月1日～3日 豊岡市立田鶴野小学校 豊岡市立田鶴野小学校
豊岡市立田鶴野小学校
0796-22-2567

11 土曜チャレンジ体験活動 地域のボランティアの方の指導で、各種活動を体験します。 10月13日,11月10日,24日 五荘地区コミュニティーセンター 豊岡市立五荘小学校PTA
豊岡市立五荘小学校
0796-22-2534

12 オープンスクール 保護者や地域の方に授業等、学校を公開します。 11月1日～3日 豊岡市立五荘小学校 豊岡市立五荘小学校
豊岡市立五荘小学校
0796-22-2534

13 オープンスクール
保護者･地域の方々に学校を公開します。1日目は普段の学校の授業や幼稚
園の保育の様子を、2日目は地域の方から学ぶ「ふれあい学級」や「マラソン
大会」を公開します。

10月19日～20日
豊岡市立新田幼稚園
豊岡市立新田小学校

豊岡市立新田小学校
豊岡市立新田幼稚園

豊岡市立新田小学校
0796-22-2487
豊岡市立新田幼稚園

「兵庫の教育推進月間」における豊岡市の取組
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14 オープンスクール
保護者並びに地域の方々に日常の学校生活を公開します。18日はマラソン
大会を実施します。

10月18日～19日 豊岡市立中筋小学校 豊岡市立中筋小学校
豊岡市立中筋小学校
0796-22-2542

15 ふれあい餅つき体験 地域や保護者の方々と一緒に餅つき体験をします。 11月3日 豊岡市立中筋小学校 豊岡市立中筋小学校
豊岡市立中筋小学校
0796-22-2542

16 オープンスクール 保護者･地域に学校公開を行います。 10月23日～25日 豊岡市立奈佐小学校 豊岡市立奈佐小学校
豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

17 人権教育授業 人権教育の授業を公開します。 10月24日 豊岡市立奈佐小学校 豊岡市立奈佐小学校
豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

18 マラソン大会 学校周辺コースを使ってマラソン大会を行います。 10月25日 豊岡市立奈佐小学校学校周辺 豊岡市立奈佐小学校
豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

19 人権教育研究発表会
市人権教育推進協議会の指定を受け、2年間研究した人権教育の授業公
開、並びに研究発表、講演会を開催します。

11月16日 豊岡市立奈佐小学校 豊岡市人権教育推進協議会
豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

20 三世代交流そば打ち大会
長寿会を中心に、学校・ＰＴＡ・地域が一体となって、奈佐そばを打ちます。会
食後、ふれあい交流会として、感謝の気持ちを込めて奈佐節や各学年の出し
物を披露し、地域の三世代との交流を深めます。

12月2日 豊岡市立奈佐小学校体育館
奈佐地区コミュニティ
豊岡市立奈佐小学校

豊岡市立奈佐小学校
0796-22-2523

21 オープンスクール 保護者・地域・港学校園の方々に授業等、教育活動を公開します。 11月16日～17日 豊岡市立港東小学校 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

22 学習発表会 日頃の学習成果を発表します。 11月17日 豊岡市立港東小学校 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

23 マラソン大会 全校児童によるマラソン大会を行います。 10月17日
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港認定こども園

豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

24 避難訓練 全校児童による地震火災訓練を行います。 10月下旬 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港認定こども園
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019

25 うるるん探検隊 5・6年生による地域の事業所での職場体験を行います。 10月16日 豊岡市立港西小校区内 豊岡市立港西小学校
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

26 オープンスクール 保護者・地域住民を対象に始業時から終業時まで学校開放を行います。 10月24日～26日 豊岡市立港西小学校 豊岡市立港西小学校
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

27 マラソン大会 校区内のコースにて、全校児童によるマラソン大会を行います。 10月24日 豊岡市立港西小校区内 豊岡市立港西小学校
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001
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28 いつもありがとう集会
お世話になっている防犯ボランティア・図書ボランティアなどの方々に、児童
が感謝の気持ちを伝える会です。

10月26日 豊岡市立港西小学校 豊岡市立港西小学校
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

29 小小連携 港西・港東の同学年児童が交流授業を行います。 10月30日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港西小学校

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

30 小小連携 港西・港東の同学年児童が交流授業を行います。 11月2日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港西小学校

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

31 こ小連携 港認定こども園の園児と交流します。 11月13日 豊岡市立港西小学校 豊岡市立港西小学校
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

32 小小連携 港西・港東の同学年児童が交流授業を行います。 11月27日 豊岡市立港東小学校
豊岡市立港東小学校
豊岡市立港西小学校

豊岡市立港東小学校
0796-28-2019
豊岡市立港西小学校
0796-28-2001

33 マラソン大会 学校周辺コ-スで全校生によるマラソン大会をします。 10月24日 豊岡市立神美小学校 豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美小学校
0796-27-0001

34 地区合同防災訓練 地区と合同で避難訓練と炊き出し訓練を行います。 10月20日 豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美幼稚園
神美地区コミュニティ

豊岡市立神美小学校
0796-27-0001
豊岡市立神美幼稚園
0796-27-0041
神美地区コミュニティ
0796-27-0727

35 道徳参観日 全学年の道徳の授業を公開します。 10月19日 豊岡市立神美小学校 豊岡市立神美小学校
豊岡市立神美小学校
0796-27-0001

36 オープンスクール 保護者や地域の方に学校の授業、幼稚園の保育を公開します。 10月18日～20日
豊岡市立神美幼稚園
豊岡市立神美小学校

豊岡市立神美幼稚園
豊岡市立神美小学校

豊岡市立神美小学校
0796-27-0001
豊岡市立神美幼稚園
0796-27-0041

37 オープンスクール 保護者・地域の方々に授業等、教育活動を公開します。 11月7日～9日 豊岡市立城崎小学校 豊岡市立城崎小学校
豊岡市立城崎小学校
0796ｰ32ｰ2019

38 マラソン大会 保護者・地域の方の協力と応援を得て、竹浜渚コースを走ります。 11月9日 豊岡市竹野町竹野浜 豊岡市立竹野小学校
豊岡市立竹野小学校
0796-47-0014

39 オープンスクール 保護者・地域の方へ学校の教育活動を公開します。 11月20～21日 豊岡市立竹野小学校 豊岡市立竹野小学校
豊岡市立竹野小学校
0796-47-0014

40 オープンスクール 保護者や地域の方々に、学校の様子を公開します。 10月24日～26日,11月17日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048
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41 マラソン大会 学校周辺コースを全校生が低・中・高学年ごとに走ります。 10月26日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

42 人権学習公開授業 保護者や地域の方々に、人権学習の様子を公開します。 10月26日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

43 餅つき大会 児童が育てた餅米で、保護者や地域の方の協力を得て餅つきを行います。 11月27日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

44
市民会館おでかけ
訪問コンサート

保護者や地域の方々に、全校生が本物の音楽に親しむ様子を公開します。 11月27日 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立中竹野小学校
豊岡市民会館

豊岡市立中竹野小学校
0796-47-0048

45 オープンスクール 保護者や地域の方に、児童の学校生活や授業の様子を公開します。 10月17日～18日 豊岡市立竹野南小学校 豊岡市立竹野南小学校
豊岡市立竹野南小学校
0796-48-0024

46 PTA親子活動 講師を招聘し、児童・保護者を対象にした学習会を開催します。 10月18日 豊岡市立竹野南小学校 豊岡市立竹野南小学校ＰＴＡ
豊岡市立竹野南小学校
0796-48-0024

47 マラソン大会 校区内のコースを全児童が低・中・高学年ごとに走ります。 10月9日 豊岡市立竹野南小学校付近 豊岡市立竹野南小学校
豊岡市立竹野南小学校
0796-48-0024

48 オープンスクール 保護者や地域の方に学校の教育活動を公開します。 10月18日～21日 豊岡市立府中小学校 豊岡市立府中小学校
豊岡市立府中小学校
0796-42-0543

49 第46回ふるさとに学ぶ会 地域のみなさんから様々なことを学び、親睦を深めます。 10月20日 豊岡市立府中小学校 豊岡市立府中小学校
豊岡市立府中小学校
0796-42-0543

50 オープンスクール 午前中の授業(マラソン大会含む)を公開します。 10月19日 豊岡市立八代小学校 豊岡市立八代小学校
豊岡市立八代小学校
0796-42-0231

51 オープンスクール 公開授業を行い、講師を招聘して教育講演会をします。 10月20日 豊岡市立八代小学校 豊岡市立八代小学校
豊岡市立八代小学校
0796-42-0231

52

オープンスクール
三世代ふれあい集会
おまわりさんとボランティアさんに
感謝する会

高齢者とのふれあい交流会をし、その後、おまわりさんとボランティアさんに
感謝する集いの中で和太鼓演奏を公開します。

11月17日 豊岡市立八代小学校 豊岡市立八代小学校
豊岡市立八代小学校
0796-42-0231

53 オープンスクール 保護者や地域の方々に学校の様子を公開します。 10月18～20日 豊岡市立日高小学校 豊岡市立日高小学校
豊岡市立日高小学校
0796-42-0055

54 持久走大会 全校生が、学校周辺のコースを走ります。（午前中） 10月19日 豊岡市立日高小学校 豊岡市立日高小学校
豊岡市立日高小学校
0796-42-0055
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55
日高土曜わくわくチャレンジ
（土曜チャレンジ学習事業）

『日高ふるさとまつり』で、お店屋さんをオープンし、お客との交流を図ります。 11月11日 日高地域コミュニティセンター
日高地区コミュニティ「きらめき日高」
豊岡市立日高小学校

豊岡市立日高小学校
0796-42-0055

56 マラソン大会 校区内のコースを全児童が低・中・高学年ごとに走ります。 10月23日 豊岡市立静修小学校 豊岡市立静修小学校
豊岡市立静修小学校
090-42-0056

57 オープンスクール 授業公開を実施します。 11月2日 豊岡市立静修小学校 豊岡市立静修小学校
豊岡市立静修小学校
090-42-0056

58 ふれあい感謝祭 お世話になった地域の方、ボランティアの皆さんへ感謝の気持ちを伝えます。 11月3日 豊岡市立静修小学校 豊岡市立静修小学校
豊岡市立静修小学校
090-42-0056

59 オープンスクール 学校での生活、授業の様子を公開します。（11日マラソン大会） 10月11日～12日 豊岡市立三方小学校 豊岡市立三方小学校
豊岡市立三方小学校
0796-44-0200

60 ハートtoハート
祖父母に学ぶ会（昔の遊び、わら・竹･年度細工、うどん作りを地域のお年寄
りから学びます。）

10月13日 豊岡市立三方小学校 豊岡市立三方小学校
豊岡市立三方小学校
0796-44-0200

61
オープンスクール
持久走大会

保護者監視ボランティアを依頼し、全校生が学校周辺のマラソンコースを走り
ます。

10月17日 豊岡市立清滝小学校付近 豊岡市立清滝小学校
豊岡市立清滝小学校
0796-45-0040

62
オープンスクール
祖父母に学ぶ会

ふるさと学習の発表・地域の人々に伝統文化等を学びます。 11月17日 豊岡市立清滝小学校 豊岡市立清滝小学校
豊岡市立清滝小学校
0796-45-0040

63 オープンスクール 授業公開・ＰＴＡ文化芸術事業を行います。 10月16日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校
豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

64 オープンスクール 授業公開・学習発表会を実施します。 11月17日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校
豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

65 オープンスクール 授業公開を実施します。 11月21日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校
豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

66 オープンスクール 授業公開を実施します。 11月22日 豊岡市立弘道小学校 豊岡市立弘道小学校
豊岡市立弘道小学校
0796-52-2105

67 オープンスクール 保護者・地域の方々に授業等、教育活動を公開します。 11月15日～17日 豊岡市立福住小学校 豊岡市立福住小学校
豊岡市立福住小学校
0796-52-2177

68 オープンスクール 地域住民と一体となってふれあい餅つき大会を実施します。 11月8日～10日
豊岡市立寺坂幼稚園
豊岡市立寺坂小学校

豊岡市立寺坂幼稚園
豊岡市立寺坂小学校

豊岡市立寺坂小学校
0796-52-5851
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69 オープンスクール 「マラソン大会」「小坂ふれあいクラブ」「道徳一斉公開授業」を行います。 10月11日～10月13日 豊岡市立小坂小学校 豊岡市立小坂小学校
豊岡市立小坂小学校
0796-52-2040

70 オープンスクール（マラソン大会） 学校を開放し、子どもたちの様子や授業の様子を見ていただきます。 10月24日 豊岡市立小野小学校 豊岡市立小野小学校
豊岡市立小野小学校
0796-52-5190

71 オープンスクール 学校を開放し、子どもたちの様子や授業の様子を見ていただきます。 11月16日～17日 豊岡市立小野小学校 豊岡市立小野小学校
豊岡市立小野小学校
0796-52-5190

72 オープンスクール 授業公開、学習発表会を実施します。 11月14日～16日 豊岡市立合橋小学校 豊岡市立合橋小学校
豊岡市立合橋小学校
 0796-54-0013

73 オープンスクール 学校の教育活動を公開します。 11月16日～17日 豊岡市立高橋小学校 豊岡市立高橋小学校
豊岡市立高橋小学校
0796-55-0023

74 校内マラソン大会
学校周辺の道路を走ります。家庭、地域の皆様、ご声援をどうぞよろしくお願
いします。

10月23日 豊岡市立資母小学校周辺 豊岡市立資母小学校
豊岡市立資母小学校
0796-56-0354

75 オープンスクール
地域の皆様と共に創るオープンスクールです。昔の遊びなど体験活動を通じ
て交流します。

11月14日～15日 豊岡市立資母小学校 豊岡市立資母小学校
豊岡市立資母小学校
0796-56-0354

76 学習交流会
日々取り組んでいる学習の成果を発表します。教育講演会も予定していま
す。

11月17日 豊岡市立資母小学校 豊岡市立資母小学校
豊岡市立資母小学校
0796-56-0354

77 オープンスクール
2校時より放課後の部活動まで全てを公開します。校区の小学校6年生と保護
者の授業参観、部活動見学も行います。

10月29日～11月2日 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡南中学校
豊岡市立豊岡南中学校
0796-22-2546

78 南陵祭（オープンスクール）
学級の合唱コンクール、意見発表、各部展示、合唱部、吹奏楽部演奏などを
保護者、地域の方に公開します。

11月1日 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡南中学校
豊岡市立豊岡南中学校
0796-22-2546

79 PTA教育講演会 講師を招聘し、保護者を対象に講演会を聞きます。 10月22日 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡南中学校PTA
豊岡市立豊岡南中学校
0796-22-2546

80 オープンスクール
保護者・地域住民を対象に学校公開を行います。また、校区の小学校6年生
とその保護者への授業参観、部活動見学も行います。

10月22日～26日 豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市立豊岡北中学校
豊岡市立豊岡北中学校
0796-22-2880

81 文化祭
合唱、吹奏楽演奏、意見発表、学級発表、展示などを保護者や地域に公開し
ます。

11月2日 豊岡市立港中学校 豊岡市立港中学校
豊岡市立港中学校
0796-28-2444

82 オープンスクール 保護者・地域の方々を対象に始業から放課後まで公開します。 10月24日～26日 豊岡市立城崎中学校 豊岡市立城崎中学校
豊岡市立城崎中学校
0796-32-2043
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83 文化祭 文化活動の発表・展示を公開します。 10月26日 豊岡市立城崎中学校 豊岡市立城崎中学校
豊岡市立城崎中学校
0796-32-2043

84 竹野中文化祭 校内文化祭を一般公開します。 10月27日 豊岡市立竹野中学校 豊岡市立竹野中学校
豊岡市立竹野中学校
0796-47-0035

85 オープンスクール 保護者・地域住民を対象に学校公開を行います。 10月24日～26日 豊岡市立日高東中学校 豊岡市立日高東中学校
豊岡市立日高東中学校
0796-42-1801

86 東中祭(文化祭） 保護者・地域住民を対象に公開します。 10月27日 豊岡市立日高東中学校 豊岡市立日高東中学校
豊岡市立日高東中学校
0796-42-1801

87 教育講演会 保護者・地域住民を対象に公開します。 11月15日 豊岡市立日高東中学校 豊岡市立日高東中学校
豊岡市立日高東中学校
0796-42-1801

88 オープンスクール 保護者並びに地域の方々に日常の学校生活を公開します。 10月23日～26日 豊岡市立日高西中学校 豊岡市立日高西中学校
豊岡市立日高西中学校
0796-44-0201

89 文化祭 保護者並びに地域の方々に文化祭を公開します。 11月27日 豊岡市立日高西中学校 豊岡市立日高西中学校
豊岡市立日高西中学校
0796-44-0201

90 オープンスクール 保護者並びに地域の方々に日常の学校生活を公開します。 11月7日～9日 豊岡市立出石中学校 豊岡市立出石中学校
豊岡市立出石中学校
0796-52-4100

91 文化祭 保護者並びに地域の方々に文化祭を公開します。 11月10日 豊岡市立出石中学校 豊岡市立出石中学校
豊岡市立出石中学校
0796-52-4100

92 オープンスクール 保護者・地域住民対象に普段の生活を学校公開します。 10月22日～25日 豊岡市立但東中学校 豊岡市立但東中学校
豊岡市立但東中学校
0796-54-1155

93 文化祭 保護者・地域住民対象に文化祭を活を公開します。 10月27日 豊岡市立但東中学校 豊岡市立但東中学校
豊岡市立但東中学校
0796-54-1155

94 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 地域の方、保護者に保育を公開します。 10月19日 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
0796-22-2261

95 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 祖父母を招待して交流を行います。 10月20日 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
0796-22-2261

96 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
めぐみランド（園庭を開放し、園児が自作した作品で地域の方や保護者、地域
の3・4歳児を対象にお店を開くという催し）を開催します。

11月22日～23日 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園 豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
豊岡市立豊岡めぐみ幼稚園
0796-22-2261
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97 マラソン大会 マラソン大会を公開します 11月7日 豊岡市立豊岡小学校 豊岡市立豊岡ひかり幼稚園
豊岡市立豊岡ひかり幼稚園
0796-22-5000

98 オープンスクール 幼稚園の保育・行事を公開します 11月21日～23日 豊岡市立豊岡ひかり幼稚園 豊岡市立豊岡ひかり幼稚園
豊岡市立豊岡ひかり幼稚園
0796-22-5000

99 オープンスクール・さくらんぼの会 地域の未就園児と交流します。 11月14日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

100 オープンスクール・運動遊び 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月15日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

101 オープンスクール・英語遊び 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月16日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

102 祖父母会 祖父母を招待し交流を行います。 11月28日 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市立五荘奈佐幼稚園
豊岡市立五荘奈佐幼稚園
0796-22-6931

103 オープンスクール 保護者・地域の方に保育を公開します。 10月18日～20日 豊岡市立日高幼稚園 豊岡市立日高幼稚園
豊岡市立日高幼稚園
0796-42-0662

104 わくわくタイム 地域の未就園児（0～4歳児）と交流します。 10月19日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

105 防火パレード 地域の防火パレードに参加します。 11月9日 豊岡市出石町内 豊岡消防署出石分署
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

106 オープンスクール 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月21日～22日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

107 わくわくタイムタイム 地域の未就園児（0～4歳児）と交流します。 11月26日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

108 餅つき会 地域の方やＰＴＡ役員と一緒に餅つきをします。 12月3日 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市立出石幼稚園
豊岡市立出石幼稚園
0796-52-2174

109 オープンスクール
保護者、地域の方々に、0～5歳児までの全クラスの保育を参観をしていただ
きます。

11月15日～16日 豊岡市立八条認定こども園 豊岡市立八条認定こども園
豊岡市立八条認定こども園
0796-22-3960

110 みんなであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月14日 豊岡市立八条認定こども園 豊岡市立八条認定こども園
豊岡市立八条認定こども園
0796-22-3960



No. 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 問合せ先

111 マラソン大会 地域の小学生と交流しながらマラソン大会に参加します 10月17日,24日
豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

112 高年クラブ交流会 地域の高年クラブの方とごっこ遊びを通して交流します 11月29日 豊岡市立港認定こども園 豊岡市立港認定こども園
豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

113 一年生交流会 地域の小学校の一年生と交流します 11月13日,16日
豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港西小学校
豊岡市立港東小学校

豊岡市立港認定こども園
0796-28-2107

114
マラソン大会（竹野小学校との連
携）

竹野小学校のマラソン大会に参加します。 11月中旬 豊岡市竹野町竹野浜 豊岡市立竹野小学校
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

115
マラソン大会（中竹野小学校との連
携）

中竹野小学校のマラソン大会に参加します。 10月26日 豊岡市立中竹野小学校 豊岡市立中竹野小学校
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

116 みんなであそぼう 地域の未就園児と交流します。 11月14日 豊岡市立竹野認定こども園 豊岡市立竹野認定こども園
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

117 オープンスクール 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月16日 豊岡市立竹野認定こども園 豊岡市立竹野認定こども園
豊岡市立竹野認定こども園
0796-47-0153

118 オープンスクール 保護者や地域の方に保育参加していただき、園の様子を見ていただく 11月16日 豊岡市立合橋認定こども園 豊岡市立合橋認定こども園
豊岡市立合橋認定こども園
0796-54-0105

119 絵本の読み聞かせ 地域ボランティアの方に絵本を読み聞かせしてもらいます。 11月7日 豊岡市立高橋認定こども園 豊岡市立高橋認定こども園
豊岡市立高橋認定こども園
0795-55-0405

120 にこにこ広場 地域の未就園親子と交流します。 11月9日 豊岡市立高橋認定こども園 豊岡市立高橋認定こども園
豊岡市立高橋認定こども園
0795-55-0405

121 オープンスクール 保護者や地域の方に保育を公開します。 11月29日 豊岡市立高橋認定こども園 豊岡市立高橋認定こども園
豊岡市立高橋認定こども園
0795-55-0405

122
オープンスクール・なかよしひろば
（おまつりパレード）

保護者や地域の方々に行事を公開します。
未就園親子と交流します。

10月10日 豊岡市立資母認定こども園周辺 豊岡市立資母認定こども園
豊岡市立資母認定こども園
0796-56-0245


