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広島皆実 11月６日（月） 教育講演会
教育講演会を実施する。
講師は本校卒業生で落語家の古今亭菊志ん氏。

広島観音 11月２日（木） 大学模擬授業

広島大学，県立広島大学並びに比治山大学より各
分野６名の講師を招聘し，第２学年生徒を対象に
「大学模擬授業」を実施する。授業を通し，生徒
の大学における学部・学科のイメージの具体化及
び進路意識の喚起と学習意欲の向上を図る。

①10月22日（日）
①中学生ステップ
アップコンテスト

①中学生が自分の興味関心を持つ分野，得意とす
る分野について，発展的な学習内容にチャレンジ
することにより学習意欲の向上を図るとともに，
本コンテストに参加することによって高等学校教
育に対する理解を深め，進学に向けての学習意欲
の向上を図ることを目的とする。国語・数学・英
語・グループの４部門でコンテストを実施。

②11月11日（土） ②郷土料理に挑戦
②宮原地区女性会と一緒に郷土「呉」の食材を用
いて料理をつくり，郷土の食文化を学ぶ。

①11月７日（火） ①キャリア講演会

①５限目に保護者を対象に授業参観，６・７限目
は生徒・保護者を対象とした「キャリア講演会」
を実施する。講師を外務省よりお招きし，講演を
していただく。社会の最前線で活躍されている方
の講演を聴くことにより，生徒及び保護者の進路
意識の高揚を図るとともに，社会で求められる力
やどのようにして目標を実現するのかについて考
える機会とする。

②11月16日（木）
②「社会探究プロ
ジェクト学習」成
果発表

②午後，保護者や地域の方，近隣の中学生を招い
て，2学年の「総合的な学習の時間」で取り組んで
いる「社会探究プロジェクト学習」の成果をポス
ターセッションの形で発表する。「呉」「未来」
そして「自分（達）」という視点で，グループで
呉市の抱える解決すべき課題を発見し，仮説や解
決策の検証に取り組んできた。連携している広島
大学の中越 信和特任教授も参加する予定。

①11月１日（水）
～11月８日（水）

①図書館フェア

①本校の図書館を保護者・地域の方に公開するこ
とで，本校が行っている図書教育について理解を
得るとともに，図書委員を中心とした活動を紹介
することで，生徒の自主的な活動について理解し
ていただく機会とする。

②11月８日（水） ②高校講座

②外務省職員を講師として招聘し，国際理解や外
交官の職務等についての講座を開催する。保護者
にも案内し，生徒とともに受講することを通し
て，生徒が今後の進路や自身の生き方について考
える機会とする。

三原東 11月１日（水）
パソコン初心者講
座

保護者，地域住民の方を対象に「パソコン初心者
講座」を行う。その際，本校の校内施設，生徒の
様子を見ていただく。

尾道東 11月８日（水）
べヒシュタインピ
アノ演奏会

本校所蔵のベヒシュタインピアノを生徒が演奏
し，生徒・保護者に披露する。

①10月21日（土） ①ＰＴＡ講演会

①本校卒業生の元テレビ新広島アナウンサー 神
田康秋 氏による教育講演会をＰＴＡ研修の一環
として実施し，子どもの進路実現を支える親とし
ての在り方について学び，子どもとのかかわり方
を再認識する。

②11月７日（火）
　11月15日（水）

②海高レストラン

②地域の学校関係者，教育委員会職員や保護者等
を招待して，３学年家政科生徒が，専門学科で身
に付けた調理の知識と技術を駆使して，西洋料理
フルコースの献立作成・調理・サービスで心から
のおもてなしを行う。本校家政科の恒例行事の一
つである「海高レストラン」を通して，家政科の
学習の成果を広く披露し，家政科の学習内容への
関心と理解を深める。

海田

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

呉宮原

呉三津田

三原
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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

①10月28日（土）
　10月29日（日）

①合同文化祭
①地域の文化連盟との共催で，展示を中心とした
合同文化祭を開催する。

②11月５日（日） ②合同文化祭
②地域の文化連盟との共催で，ステージ発表を中
心とした合同文化祭を開催する。

大柿 11月26日（日） 柿高フェスタ

さとやま未来博の一環で柿高フェスタ2017を本校
で開催する。恵み多き宝の島交流応援隊（主
催），江田島市（後援予定），同窓会・ＰＴＡ等
が協力し，地元で活動して者によるステージ発表
や出張販売を行う。

加計 11月８日（水） 音楽祭
加計小学校・加計中学校・加計高等学校が合同
で，「地域ふれあいコンサート」と題して，音楽
祭を開催し，地域の皆様に演奏を披露する。

千代田 11月５日（日） 千代田まつり

北広島町及び北広島商工会主催で開催される「千
代田まつり」に，軽音楽部の演奏，神楽部の演
舞，有志生徒によるポスター作製及び出店等で参
加し，地域の祭を盛り上げる。

吉田 10月29日（日）
創立110周年記念式
典

創立110周年の記念式典実施を同窓会・ＰＴＡの協
力のもと実施後，本校での各学科の取組や特色有
る取組内容についての報告会を実施します。

向原 11月９日（木） 向原高校を語る会

県教育委員会・安芸高田市教育委員会，地域（商
工会），向原町内教育機関（保育園，小学校，中
学校），同窓会，学校評議員の方に，本校の教育
目標や現状に関する情報を提供するとともに，外
部評価を得る。

御調 11月８日（水）
ビ ブ リ オ バ ト ル
（全体会）

クラス予選を勝ち抜いた，クラス代表者８名で決
勝戦を行う。全校による投票で，最も多く票を獲
得した生徒を優勝者とし，今年度の「チャンプ
本」を決定する。

府中
10月28日（土）
10月29日（日） 府中学びフェスタ

「府中学びフェスタ」へ参加，演奏（音楽部）司
会進行（放送部）
学校紹介パネル展示
地域の交流行事に参加し，地元中学校生との合同
演奏会や学校紹介のパネル展示等により本校の特
色ある教育活動の発表を行う。

東城
10月28日（土）
10月29日（日）
11月３日（金）

東城応援隊による
ボランティア活動
および活動報告

・地域のイベント（東城まちなみぶらり散歩ギャ
ラリー，お通り等）において，東城応援隊として
観光ボランティアに参加する。
・東城応援隊の活動をまちなみ交流館に展示す
る。

賀茂北 11月４日（土）
中高合同文化活動
発表会

・中学校　合唱，大縄跳び等
・高等学校 フラダンス部発表 吹奏楽部演奏，
国際交流報告発表

①10月16日（月）
①三次青陵高校・
日彰館高校合同芸
術鑑賞会

①音楽鑑賞：「神楽公演」
　（安芸高田市高宮町：羽佐竹神楽団）
　会場：三次市民ホールきりり

②11月11日（土） ②国際交流行事
②「おもてなしプラン」
　　広島大学の留学生を招いての交流行事

五日市 11月１日(水) 防災訓練

地域の防災拠点である本校において，地元自主防
災団体（連合自治会），近隣の小学校，消防署等
とも連携して実施する。
防災に係るミニ講義（教科横断的授業），救急体
験活動（心肺蘇生法，AED活用等），災害弱者を守
る訓練（小学生との防災ピクニック，ハザード
マップ作成等），防災講和（地域自主防災・区役
所・同窓会），防災カードゲーム等を予定してい
る。
保護者にも案内し，防災体験活動の見学及び参画
を図る。

佐伯

日彰館
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河内 10月10日（火）
メンタルヘルス講
習会

教職員研修と合わせて堂脇史江先生を講師に招聘
して，保護者，教職員対象とした腰痛・肩こり・
ストレス解消のための骨盤体操の講習会を実施す
る。

高陽 10月中旬（土，日）
フレンドリーコン
サート

１０月中旬の土曜日に広島市立落合中学校におい
て行われる，地元保幼小中高合同のフレンドリー
コンサートに本校吹奏楽部が出演する。コンサー
トでは，本校書道部の大書も会場に掲げられる。
翌日曜日には，地元の「真亀秋祭り」で吹奏楽部
が演奏を披露する。

熊野
11月１日（水）
～翌年２月

「実用書道」
「実用書道」（学年別に３回実施する）
地域講師（書道家，筆産業関係者）から小筆の扱
い方を中心とした指導を受ける。

府中東
10月28日（土）
10月29日（日）

府中学びフェスタ

府中学びフェスタに参加し，本校の教育内容を発
表する。
・地域の方を対象にした，インテリア科の生徒が
指導するものづくり体験教室
・工業科の生徒達が授業をとおして製作した作品
を展示。
・学校紹介コーナーの設置

尾道商業
12月９日（土）
12月10日（日）

模擬株式会社尾商
デパート

生徒が主体となって経営に参加し，商業の学びを
ビジネス活動のなかで実践する。

呉商業
12月９日（土）
12月10日（日）

呉商フェスタ

「呉商フェスタ」を開催する。商業高校の特色を
生かし，全校生徒で2日間，体育館を使用し販売実
習を行う。地域の特産品や商品を仕入れ，販売す
る。PTAの方にもバザー，喫茶店を協力していただ
く。地域の方にもご案内しご来店いただき本校の
活動を知っていただくと同時に地域のつながりを
持つ大きな行事である。

西城紫水
①10月21日（土）
②11月11日（土）

①体育祭
②創立90周年記念
行事

①本校グラウンドを会場に38年ぶりに体育祭を開
催する。生徒種目だけでなく，保護者や地域の
方々が出場する種目も設定し，交流を深める予定
である。
②地元のショッピングセンター「ウィル西城」の
ホールを会場に本校創立90周年記念行事を同窓
会，PTAと共同で開催する。式典の他，本校の神楽
部の発表や，PTA主催の記念公演も予定されてい
る。

①10月29日（日） ①100周年記念行事
①記念碑の除幕式を行い，記念式典を開催する。
その後，地元団体である「太鼓ユニット我龍」を
招き，記念講演を実施する。

②11月４日（土） ②動物園まつり

②本校の総合的な学習の時間「課題探究（ I-
DOT）」の取り組みの中で，あしな商工会青年部と
連携し，動物園まつりの企画・運営を行う。「戸
手高校を有名にするプロジェクト（T・U・P）」と
いうテーマで，探究に取り組んでいるメンバーを
中心に，本校教育の取り組みを広く地域の方々に
理解していただく企画を，あしな商工会青年部の
方々と意見交換をしながら推進していく。

広島 10月下旬(予定) 天体観測会
地域の方々，小学生及びその保護者を天体観測会
に招き，寄宿舎生及び科学研究部が，天体に関す
る解説及び観測の指導や支援を行う。

福山市立
福山高等学校

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（11/２），
中庭ｺﾝｻｰﾄ（11/２，７，10），文化部展示（10/30
～11/７）

呉市立
呉高等学校

10月22日（日）

「古典の日」第３
回呉市小・中学生
百人一首かるた大
会

「百人一首かるた」に親しむ目的で高校生による
模範演技や，源平合戦を行う。

戸手
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