
中学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

広島市立
井口台中学校

10月21日（土） 台中フェスタ

ＰＴＡ主催で食バザー，基準服・体操服の
リサイクルバザー，腕相撲大会等を行う。
また，「おやじ・おふくろの会」による餅
つき体験に，生徒や保護者，地域の方々が
参加し，学校・家庭・地域間の交流を深め
る。

広島市立
高陽中学校

10月27日（金） 文化祭ステージ発表

全学級の合唱発表や吹奏楽部による演奏，
手芸部による着物の着付け発表，保護者や
地域の方々によるＰＴＡコーラス等を保護
者や地域の方々に広く公開する。

福山市立
東中学校

11月３日（金）
おやじの会
清掃活動

地域，保護者，生徒による
地域の公園等清掃活動

おやじの会主催
生徒は自主参加

９月24日（日） オープンＤＡＹ
保護者・校区内小学校６年生児童・保護
者・地域の方へ広く公開する。

11月１日（水）
　～７日（火）

フリー参観日
期間中，すべての授業（思考ツール・ＩＣ
Ｔ活用等），HR，掃除，部活動を公開す
る。

11月７日（火）
　～９日（木）

学年別合唱コンクー
ル

学年別に合唱コンクールを行い，保護者・
地域の皆様に公開する。

11月10日（金）
学習発表会

総合的な学習の時間のまとめの発表を中心
に学習内容を発表する。ブース形式で全生
徒に発表の場を設ける。保護者・地域の皆
様に公開する。

福山市立
済美中学校

11月１日（水） あいさつ運動
生徒会，ＰＴＡによる，校門で登校時にあ
いさつ運動を行う

福山市立
向丘中学校

11月７日（火） 読み聞かせ
地域の図書ボランティアの方に読み聞かせ
をして頂く。

11月１日（水） 公開研究会（道徳）
平成29年度「道徳教育改善・充実」総合対
策事業に係る研究授業公開及び，研究協
議，講話等

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観日 自由参観週間

11月７日（火）
「地域クリーンプロ
ジェクト」

小中連携で小学校５．６年生と中学校全学
年生徒が合同で自治会をはじめとした地域
や保護者の協力を得ながら，地域ごとに分
かれて校区内の地域清掃を行う。

福山市立
松永中学校

11月１日（水）
　～７日（火）

学力向上を目指した
授業内容の公開

思考スキル，コミュニケーションスキルを1
時間の授業で活用する

福山市立
広瀬中学校

10月26日（木）
いきいきふれあい俳
句大会

福山市立広瀬小学校・広瀬中学校及び地域
との合同俳句大会の実施

福山市立
城西中学校

11月１日（水） 参観日
３年生：進路説明会
２年生：修学旅行説明会
１年生：学級懇談会

福山市立
鷹取中学校

福山市立
幸千中学校

福山市立
鳳中学校

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

28



中学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

11月１日（水） 合同挨拶運動
ＰＴＡ，民生委員児童委員，生徒会，教職
員合同による挨拶運動

11月７日（火） 校区授業研修会
校区小中学校の分担による授業の公開及び
地域の方（学校関係者評価委員等）からの
評価

福山市立
新市中央中学校

11月５日（日） PTA環境整備 生徒と保護者で校内環境整備を行う。
日程変更の可能
性あり

福山市立
福山中学校

10月30日（月）
　～11月７日（火）

福山中高等学校文化
週間

学校へ行こう週間に合わせ文化週間を実施
し，学校関係者評価委員会（10/31）参観日
（11/１），中庭ｺﾝｻｰﾄ（11/２，７，10），
文化部展示（10/30～11/７）

11月１日（水） 修学旅行説明会 修学旅行の説明

11月７日（火） 読書フォーラム
本の紹介活動をする中で，相手意識・目的
意識をもったプレゼンテーション

呉市立
横路中学校

11月２日（木） 合同避難訓練
地震・津波を想定し，幼・保・小・中・地
域合同で避難訓練を実施する。

竹原市立
忠海中学校

10月29日（日） 文化祭

保護者及び地域の方にも参加を呼びかけ，
文化祭を開催する。主として，次の内容を
実施する。
《ステージ発表》
各学年の総合的な学習の時間の取組や代表
による英語スピーチ，ブラスバンド部によ
る演奏，合唱などを行う。
《展示発表》
各教科，総合的な学習の時間の取組を展示
する。
《保護者による模擬店》
保護者による昼食の販売を行う。

竹原市立
竹原中学校

11月５日（日） 文化祭

保護者と協力し，文化祭を開催する。主な
内容として，次のようなものを実施する。
《合唱コンクール》
クラス別の合唱コンクール
《文化部の活動発表やステージ演奏》
文化部の活動内容の紹介や，吹奏楽部の演
奏発表など
《総合的な学習の時間の学習内容発表》
各学年による「総合的な学習の時間」の学
習内容の発表
《PTA活動》
PTAによる地域・保護者･生徒へのパン，む
すびやうどんの販売

進路説明会
高等学校を招聘し，保護者・全校生徒を対
象とした進路説明会を行う。

教育講演会
講師を招聘し，生徒・保護者対象とした講
演会を行う。

11月５日（日） 文化祭

合唱コンクール，総合的な学習の時間の発
表，英語暗唱発表。
各教科，各委員会活動，地域からの展示。
総合的な学習の時間で大豆から育てて作っ
た味噌で，ＰＴＡによる「やかましい味噌
汁」づくりの実演等を行う。

福山市立
大門中学校

福山市立
至誠中学校

竹原市立
賀茂川中学校

10月28日（土）
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所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

竹原市立
吉名中学校

11月１日（水）
　～11月12日（日）

吉名中学校文化祭
期間内自由参観日

女性会の昼食バザー等の協力を得て，校内
文化祭を行う。
期間内は全ての授業を公開する。

大竹市立
玖波中学校

11月４日（土）
スクラムフェスティ
バル

地域，小学校，中学校（くばスクラム）が
連携してステージや展示発表を行う。公民
館で行われている各種教室（サークル活
動）の参加もある。PTA主催のバザーも同時
に開催される。

大竹市立
小方中学校

10月28日（土） 小方学園祭

小中一貫教育校としての小中合同の学園
祭。開会式は合同で行い，約600名の全校児
童生徒による混声合唱を発表する。また，
統廃合前の各小学校区ごとのブース発表・
展示（神楽・大漁旗等）を行い，地域との
交流を図る。

11月１日（水）
　～11月７日（火）

自由参観日
授業や掃除など，日常の学校生活の様子を
保護者，地域の方に公開する。

11月５日（日） 文化祭

・全校合唱
・学年合唱
・合唱コンクール（１・２年）
・演劇（３年）
・吹奏楽部演奏及び文化部作品展示
・各教科及び総合的な学習の時間の取組の
展示
・大竹一番太鼓ジュニア“童夢”の演奏
（予定）
・PTA主催のバザー

東広島市立
向陽中学校

11月11日（土） 全校尺八演奏
全校による尺八の演奏を保護者及び地域の
方々に披露する。

東広島市立
高美が丘中学校

10月28日（土） 菊花展
菊花展を開催し，地域に公開する。生徒が
育てて展示したクッションマムの花を地域
の施設にプレゼントする。

東広島市立
中学校

10月21日（土）
～11月11日（土）
の土曜日

「ひがしひろしま教
育の日」関連授業
（土曜日授業）

「生命尊重」に関する取組を行う。
各学校の実施日
による。

10月29日（日） 文化祭
全学年合唱コンクール，各教科等および文
化部・委員会の舞台発表とPTA主催の食バ
ザーを行う。

11月８日（水）
授業参観・学級懇談
会

全クラスの授業を公開し，各クラスで学級
懇談会を行う。

廿日市市立
阿品台中学校

11月４日（土） 文化祭

阿品台東小学校体育館における発表：【合
唱コンクール，学年合唱，吹奏楽部演
奏】，阿品台中学校教室における発表：
【展示発表】

廿日市市立
野坂中学校

10月28日（土） 文化祭

「文化祭」では，全学年，学級別コンクー
ル形式で合唱を披露する。さらに，各学年
の学習，文化部，生徒会等の活動の成果を
展示や校内掲示により，これまでの取組の
成果を発表する。

大竹市立
大竹中学校

廿日市市立
廿日市中学校
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所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

10月４日（水）
給食試食会
授業参観
ＰＴＡ文化講演会

ＰＴＡとの連携のもと，保護者対象の給食
試食会と授業参観，保護者と全校生徒を対
象としたＰＴＡ文化講演会〔講師：元養護
教諭　現思春期相談員　沢田美代子　先
生〕を実施する。

11月１日（水）
　～７日（火）

「学校へ行こう週
間」の一環としての
自由参観

期間中，学校を開放し，授業や学級活動，
部活動など，生徒の活動の様子や学校の様
子を公開する。

11月４日（土） 文化祭

日々の学習や文化的活動の成果を広く保護
者や地域に発表する場として文化祭を実施
する。
【文化祭の内容】
○１年生・２年生・特別支援学級による合
唱
○２年生によるキャリア・スタート・
ウィーク発表
○３年生による劇
○「VOICE 2017」発表
○吹奏楽部による演奏
○ソーラン部による演技
○生徒会執行委員会による発表
○家庭部・美術部・科学技術部・各教科・
生徒会委員会による展示発表

11月４日（土） 吉和文化祭

児童生徒の日頃の学習成果の発表の機会と
して，歌・演奏，演劇の発表及び絵画など
の制作物を展示し，保育園や地域住民との
交流を図る。

11月１日（水）
　　２日（木）
　　６日（月）
　　７日（火）

自由参観（８:35～
12:25）

保護者・地域の方々に自由参観を通して，
日頃の授業の取組を披露する。

10月28日（土） 大野学園祭

小学校：学習発表会 体験活動
８:50～14:00
中学校：合唱祭 学習発表会 展示
８:50～15:45

10月28日（土）
～11月2日（木）

フリー参観 ９:00～14:30

10月18日（水） 授業参観
全学年授業公開の実施
６校時15:10～16:00

10月29日（日） 文化祭

教育活動（教科，総合的な学習の時間，道
徳，特別活動，部活動等）で自分達が学び
得た教養，文化を保護者や地域の方に発
表。ＰＴＡによるコーラス及びバザーの実
施。

11月16日（木）
小中合同地域公開研
究会

大野東小学校を会場とし，大野東小・中学
校の授業公開の実施。学習成果物の掲示。

廿日市市立
宮島中学校

11月２日（木）
文化祭
９:00～15:20

ステージ発表（体育館）
・劇
・キャリアスタートウイークの発表
・吹奏楽部演奏
・全校合唱（小・中別）
・ＶＯＩＣＥ参加者発表
・暗唱大会発表
・宮島太鼓演奏　等
教科等の展示（体育館）
・２学期の作品

地域・保護者に
も開放します。

廿日市市立
佐伯中学校

廿日市市立
吉和中学校

廿日市市立
大野中学校

廿日市市立
大野東中学校
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平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

江田島市立
江田島中学校

11月４日（土） 江田島中学校文化祭

・授業等で作成した作品や部活動で制作し
た作品を展示したり，総合的な学習で学ん
だ内容を発表する。
・本校最大の行事の一つである合唱コン
クールを行い，意欲的に活動する生徒の姿
を地域や保護者の方々に見もらう。
・保護者には，学年単位で遊休品バザー，
喫茶コーナー，うどん・むすびの食品バ
ザーで協力していただき，ＰＴＡと生徒が
一体となった文化祭を作り上げる。
・「おやじの会」による焼きそばコーナー
も設置し，父親が活躍する場を提供し，父
親との共感的な関係を構築する。

江田島市立
能美中学校

10月28日（土）
学習フェスタ（文化
祭）

・「総合的な学習の時間」，「特別支援学
級」等，学習内容の発表
・文化部活動・委員会活動の発表
・合唱コンクール
・全校合唱
・ＰＴＡによるバザー
※合唱コンクールは，運動会の「応援合
戦」，「縦割り合唱コンクール」と併せ
て，「三冠大会」と総称し，縦割り集団や
クラス対抗で行っており，毎年，生徒主体
の質の高い，迫力ある合唱や演技が行われ
る。

10月28日（土） 学習発表会

・各学年の発表
・キャリア・スタート・ウィークの発表
・意見発表
・英語暗唱発表
・吹奏楽部による演奏
・全生徒による発表（Ｎコン合唱披露）
・茶席
・生徒作品展示発表

※内容は予定

11月１日（水）
　～11月７日（火）

自由来校
　保護者，地域住民が課業時間帯に来校
し，授業，学活，掃除，部活動の様子など
を自由に見学する。

※祝日・週休日
を除く

11月５日（日） 文化祭

　文化祭に際し，保護者や地域の方に案内
状を出し，参観を呼びかける。
　ＰＴＡによるバザーを開催し，積極的に
父親にも学校行事に協力してもらう。

11月８日（水）
　～11月10日（金）

学校開放
　３日間を学校開放期間とし，保護者・地
域の方に学校に来てもらい，授業参観や校
内に展示している生徒作品を見てもらう。

10月11日（水） 合唱コンクール
各学年による合唱コンクール及び全校合唱
を，保護者・地域の方に披露する。

10月18日（水）
さわやかあいさつ運
動

生徒・保護者・地域の方・教職員等が，正
門・東門・生徒玄関で登校時にあいさつ運
動を行う。

11月１日（水） 竣工式
町会議員・町内会長・民生児童委員・町内
小中学校長・保護者等を招いて，新校舎の
竣工式及び内覧会を行う。

11月４日（土） 吹奏楽部定期演奏会
日頃の練習の成果を保護者・地域の方等に
披露するため，吹奏楽部による演奏会を開
催する。

広島市安芸区民
文化センターに
て開催

11月24日（金） いきいき参観日

保護者・地域の方等に，自由に参観してい
ただき，学校の様子を公開する。年間９回
実施し，感想・意見を参考に授業改善や生
徒指導上の課題解決につなげる。

府中町立
府中中学校

江田島市立
三高中学校

江田島市立
大柿中学校
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平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

10月28日（土） 文化祭

生徒の合唱コンクールや文化部発表を広く
公開する。
ＰＴＡによるバザーを通して，食育への発
信を行う。

11月１日（水）
　～11月7日（火）

いつでも参観日
保護者・地域の皆様にすべての教育活動を
公開し，自由参観週間とする。PTAによる
「緑中カフェ」で交流の場を提供される。

11月７日（火） 「ようこそ緑中」

ＰＴＡ・民生委員の皆様と，授業参観・懇
談会を行う。茶道部による「おもてなし茶
会」・生徒会役員との交流をする。地域交
流会でいただいたご意見を発表する。

10月28日（土） 文化祭
合唱コンクール，吹奏楽等の舞台発表及び
文科系部活動等の展示発表

10月17日（火）
海田中学校区公開研
究会

海田中学校区３校（海田東小・海田南小・
海田中）の研究発表会を行う。

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観 授業，部活動等の参観

11月９日（木）
小中合同あいさつ運
動

海田東小児童・海田南小児童・海田中生
徒・地域・保護者が合同で朝のあいさつ運
動を行う。

10月28日（土） 文化祭

合唱祭，文化部ステージ発表・展示発表，
総合的な学習の時間で取り組んだ内容のス
テージ発表・展示発表，教科で取り組んだ
内容の展示発表，PTA主催の食バザー・リサ
イクルバザー・展示発表を行う。

11月１日（水） 小中合同挨拶運動
海田小学校で，海田小･海田西中･地域･保護
者が合同で朝のあいさつ運動を行う。

11月13日（月） 小中合同挨拶運動
海田西中学校で，海田小･海田西小･海田西
中･地域･保護者が合同で朝のあいさつ運動
を行う。

11月１日（水）
　　２日（木）
　　６日（月）
　　７日（火）

いつでも参観 この期間は自由に参観できる。

10月28日（土） 文化祭
組曲「筆の都くまの」発表
ステージ・展示発表（文化部・生徒会・各
教科学習等発表）

11月２日（木） 道徳参観日・講演会 全校道徳授業，保護者対象教育講演会

10月21日（土） 文化祭

合唱コンクール，地域・保護者に向けて，
熊野東中学校伝統のソーランリーダーによ
る筆魂「烈火東魂」の演技と「全校合唱」
を披露する。

11月８日（水） 熊野東教育研究会

「学びの変革」パイロット校事業の指定を
受け，研究テーマを「主体的に学び，確か
な学力を身に付けた生徒の育成～思考・判
断・表現の課程の充実を通して～」を設定
し，教育研究会を行う。

府中町立
府中緑ケ丘中学
校

海田町立
海田中学校

海田町立
海田西中学校

熊野町立
熊野中学校

熊野町立
熊野東中学校
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中学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観日
保護者や地域の方に自由に学校の活動を参
観してもらう。

11月４日（土） 坂中学校文化祭
ステージ発表や展示を通して学校の様子を
知ってもらう。

11月１日（水）
　～14日（火）

礼節週間

ＰＴＡ・地域住民とともに行うあいさつの
取組。
併せて町内の小学校と連携した礼節に係る
取組を行う。

大崎上島町立
大崎上島中学校

11月11日（土） 青海祭（文化祭）

①午前は合唱コンクール・各学年の発表を
主体とした舞台発表。合唱は生徒に加え保
護者も参加する。３学年の創作劇は，『ふ
るさと大崎上島への思い』をテーマに生徒
が８月から脚本制作に取組む。１０月には
東京の俳優を招いて発声練習や演技指導・
舞台設営などを学び，本番に向けて練習を
重ねる。

②午後は作品展示・模擬店など，生徒主体
による掲示・販売活動。２学年は１０月の
修学旅行で販売した地元の特産品を売るこ
とで，午前の舞台発表と合わせて学習の披
露をする。

安芸高田市立
高宮中学校

11月４日（土） 高宮中学校地域公開

・道徳授業参観後・道徳に関わる学年保護
者懇談会の実施。
・人権啓発についてのＰＴＡ講演会
・学年・選考合唱を地域・保護者に公開
・地域伝統芸能（太鼓）発表

安芸高田市立
甲田中学校

10月27日（金）
甲田町内保育所保護
会・小中PTA合同研修
会（講演会）

メディア環境が子供たちの生活や成長に与
える影響と子供とメディアの「いい関係」
づくりについて理解を深める。

安芸高田市立
甲田中学校

10月28日（土） 梨咲祭（文化祭）
授業参観（午前）と合唱祭（午後）及び各
学年の学習成果物の掲示・発表，和太鼓の
演奏披露など

安芸太田町立
加計中学校
安芸太田町立
安芸太田中学校

11月５日（日）
安芸太田町中学校合
同文化祭

安芸太田町内の中学校生徒が日頃学習して
いる内容をステージで発表します。

安芸太田町立
安芸太田中学校

11月14日（火） 筒賀ふるさと祭り
中学校がダンスで学習成果を発表します。
中学生は，ボランティアで，進行や準備片
付けをします。

北広島町立
芸北中学校

11月１日（水） ＰＴＡ自由参観日
自由参観日として保護者・地域に公開す
る。

10月28日（土） 文化発表会

少年の主張，英語暗唱大会出場者の発表，
文化部ステージ発表（合奏等）そして，全
校合唱コンクールを保護者･地域の方に見て
いただく。

11月5日（日） 大朝ふるさと祭り
大朝地域の各種団体による文化発表会が行
われる。大朝中学校もこの発表会に出演
し，全校合唱を発表する。

北広島町立
豊平中学校

10月28日（土）
豊平学園（豊平小・
中学校）文化祭・地
域公開

小中合同での授業参観・研究発表，児童・
生徒の表現活動を行います。日頃の感謝の
気持を込め，ふるさと学習で収穫したもの
を地域に還元する。

三原市立
第一中学校

10月29日（日）
　～11月６日（月）

学習発表会（29日）
道徳参観日（６日）

・劇発表，合唱コンクール，音楽部発表，
展示発表等を行う。
・道徳授業公開を実施する。

坂町立
坂中学校

北広島町立
大朝中学校
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中学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

10月29日（日） 文化祭
合唱コンクール，全校合唱，吹奏楽部演
奏，各学年総合的な学習発表，展示発表等
を実施する。

11月２日（木）
道徳参観日
クリーン活動

・道徳の授業参観を行う。
・中学校リーダー（各小学校卒業生３年）
が，４小学校（二中校区）へ出向き，道徳
的活動（クリーン活動）を小学生と一緒に
行う。

10月29日（日） 学習発表会
合唱コンクール，文化部の展示・発表，全
校合唱，教科による作品展示等を行う。

11月８日（水） 道徳参観日 全学級で道徳の授業を公開する。

10月29日（日） 学習発表会 学年発表，展示発表，合唱等を行う。

11月２日（木） 道徳参観日 道徳参観日を実施する。

三原市立
第五中学校

10月29日（日） 絆祭（文化祭）
合唱コンクール・全校合唱・展示発表（学
年，教科，部活動，委員会）・音楽部演奏
等を実施する。

11月６日（月） お弁当の日
生徒自らが弁当をつくることを通して，食
の大切さを考える機会にする。

11月７日（火） 道徳地域公開
全クラスで道徳の授業を行い，保護者，地
域に公開する。

三原市立
幸崎中学校

11月２日（木）
道徳地域公開
小中一斉クリーン活
動

道徳授業の地域公開後，小学生と中学生が
縦割り班を形成，地域の方々や保護者の協
力を得ながら６地域に分かれて地域清掃を
行う。

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観日
学校生活の全ての時間帯を地域住民・保護
者に公開する

11月８日（水）
道徳地域公開
教育講演会

・道徳授業公開を実施する。
・生徒・保護者・地域を対象に道徳講演会
を実施する。

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観日
学校生活の全ての時間帯を地域住民・保護
者に公開する

11月７日（火） 道徳参観日
全学級で道徳の時間の授業を地域や保護者
の方に公開する。

11月７日（火） 地域クリーン活動
生徒が学区内の各地域に分散し，地域の方
とともに清掃活動を行う。

三原市立
久井中学校

11月５日（日） 文化祭
日頃の学習の成果を，地域・保護者に広く
公開する。

久井小学校との
合同開催

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観日
学校生活の全ての時間帯を地域住民・保護
者に公開する。

11月９日（木） 道徳参観日 道徳授業参観を実施する。

三原市立
宮浦中学校

三原市立
第二中学校

三原市立
第三中学校

三原市立
第四中学校

三原市立
第五中学校

三原市立
本郷中学校

三原市立
大和中学校
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中学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

尾道市立
栗原中学校

11月４日（土） 文化祭
全校合唱大会・文化活動の発表・文化部の
展示・生徒会と３年生によるパフォーマン
ス

尾道市立
吉和中学校

11月４日（土） 文化祭
縦割り集団合唱・文化部発表・総合的な学
習の時間の発表・吉中太鼓発表

尾道市立
日比崎中学校

11月４日（土） 文化祭
英語劇・エイサーの踊り・太鼓等の生徒発
表

尾道市立
御調中学校

11月４日（土） 芸術発表会
吹奏楽部発表・縦割り合唱コンクール・作
品鑑賞会・茶道部お茶会・各学年の発表，
英語スピーチ

尾道市立
向島中学校

11月６日（月） 公開研究会
生徒が主体的に学びに向かう授業づくり～
協働的で探究的な学びを通して～を研究主
題に授業を公開し，研究会を実施

尾道市立
因島南中学校

11月５日（日） 学習発表会
合唱，総合的な学習の時間・教科の発表，
ブラスバンド部・太鼓クラブの発表，各教
科展示

尾道市立
重井中学校

11月４日（土） 学習発表会 総合的な学習の時間の学年発表

府中市立
第一中学校

10月30日（月）
　～11月５日（日）

文化祭
（11月５日）

学年発表・全校合唱・文化部発表・各教科
展示・ＰＴＡバザー

地域へは回覧
により案内

府中市立
上下中学校

11月４日（土）
授業参観並びにＰＴ
Ａバザー

地域や保護者の方を対象として，授業参観
とＰＴＡ事業部主催物品バザーを行う。

世羅町立
甲山中学校

11月４日（土） 文化発表会
文化的行事（合唱・太鼓・劇等学年発表，
ブラスバンド部発表，全体発表など）を保
護者・地域に公開する。

世羅町立
世羅中学校

11月11日（土） 文化発表会

本校の取組の特色である，生徒，教職員及
び地域の誇りとなる学校文化としての表現
活動を磨き上げ，保護者・地域に公開す
る。

世羅町立
世羅西中学校

10月22日（日） 文化発表会

福祉施設の方を招待し，中学校での学習や
文化的活動の成果を保護者・地域に公開す
る。その中で生徒と保護者との共演も行
う。

神石高原町立
三和中学校

10月27日（金）
神石高原町立三和中
学校区小中合同公開
研究会

パイロット校事業指定校・パイロット校事
業実践指定校である３校が合同により，こ
れまでの研究報告と授業公開を行う。

10月30日（月）
　～11月２日（木）

自由参観週間
保護者・地域の方の都合に合わせて自由な
時間帯に授業参観していただく

11月４日（土） 文化祭 ステージ発表・展示発表・バザー等

11月１日（水）
　～７日（火）

自由参観週間

保護者，地域の皆さんに事前に案内を配付
し，自由に参観していただく。授業を参観
いただいての気付きや評価等記載できるよ
う準備する。

10月22日（日） 学習発表会
地域の方にご指導いただいた箏の発表，神
楽を保護者，地域の皆さんに披露する。

神石高原町立
神石高原中学校

三次市立
作木中学校
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中学校

所属名 実施時期 行事名 行事の内容 備考

平成29年度”学校へ行こう”週間」に実施される特色ある取組

10月27日（金）
庄原中学校公開研究
会

本校で取り組んでいる「学びの変革」に係
る研究について，教育関係者及び地域・保
護者対象に授業公開を行い，事後には研究
協議・講演を予定している。

11月１日（水） ＰＴＡの日
本校保護者対象に自由参観を予定してい
る。

庄原市立
西城中学校

11月４日（土） 文化祭
第１～３学年の発表（劇）やブラスバンド
部演奏等の舞台発表，各教科等による生徒
作品の展示を行う。

庄原市立
東城中学校

10月28日（土） 文化祭
学習発表，学年合唱，作品展示，人権講演
会などを実施する。

10月30日（月）
　～11月５日（日）

自由参観週間
保護者・地域の方への自由参観週間を設定
する。

11月５日（日） 文化祭
学習発表及び郷土の伝統芸能等を保護者・
地域の方に公開する。

第２回校内駅伝競走
大会

昨年度から始めた校内駅伝大会である。体
育祭で激突した赤白両団が，再度駅伝大会
で全力で競い合う。各団の団長のもと，こ
こまでの練習の成果を発揮する。

道徳参観日・道徳懇
談会・ＰＴＡ教育講
演会

昨年度まで２年間，「『道徳教育改善・充
実』総合対策事業」の指定を受け取り組ん
できた。今年度も道徳の授業参観を実施
し，各学年で道徳懇談会を行う。道徳教育
の進め方について話をするとともに，学
校・家庭での様子について交流する。ま
た，ＰＴＡ教育懇談会は，最近特に問題と
なっているスマホ等の使い方について学ぶ
機会とする。

10月31日（金）
第２回校内ビブリオ
バトル

昨年度から始めた行事である。書評合戦で
あるビブリオバトルを全校生徒で行う。最
後は，チャンプ本を選ぶ。国語科を中心
に，本を選び，紹介する活動を通して，読
書生活の充実を図っている。

11月４日（土） 文化祭

全校生徒38名全員の活躍を披露する。ス
テージでは，地域芸能「太拍子」の発表を
初め，英語スピーチなど個人での取組，庄
原市合唱コンクールでの全校による合唱の
事前披露，各学年の「総合的な学習の時
間」の活動内容の発表を行う。また，展示
発表も行う。

庄原市立
比和中学校

11月11日（土） 文化祭
全校合唱，「総合的な学習の時間」，各教
科及び委員会活動の発表・展示を行う。

庄原市立
総領中学校

11月５日（日） 文化祭
総合的な学習の時間で学んだことの発表
（意見発表・英語暗唱発表等）を行う。

庄原市立
高野中学校

10月７日（土）

庄原市立
庄原中学校

庄原市立
口和中学校

37


