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市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

保幼小交流会 ・今一小学校区の保育園、幼
稚園、小学校の連携活動の
一貫。

今市小学校１年生
ねむの木保育園年長児
当園年長児

90人 10月26日

ふれあい秋祭り ・愛育会と協同開催。園児の
保育活動（ゲームコーナやお
店屋さん等）と保護者が企画
運営する各コーナー（バ
ザー、焼きそばコーナー等）
に親子で参加する。その中
で、互いの親睦を深めたり、
保護者が幼稚園教育に対す
る理解を深めたりすることを
目的に実施している。

園児
保護者
地域の方
未就園児
小学生

300人 11月6日

大津ふれあい祭り ・地域の主催の文化祭に親
子で参加し、地域の方と親睦
を図る。
・親子で楽しむ保育活動を通
して、幼稚園教育への理解を
得る。

園児
保護者
地域の方

　200人 10月30日

人権同和教育講演会 ・保護者の人権意識の向上を
図る。

保護者
職員

　80人 11月10日

おはなしの会
（ストーリーテーリン
グ）

・「おはなしパンやさん」によ
るストーリーテーリング
・保護者対象の絵本座談会

園児
保護者（希望者）

　80人
9月22日

10月27日
11月24日

ミュージックケア ・音楽に合わせて、体をリズミ
カルに動かし、心を開放して
遊ぶ。
・友達、親子、地域の人など、
いろいろな人と触れ合いなが
らミュージックケアを楽しむ。

園児
保護者
未就園児親子
地区ボランティア

30人 10月18日

上津文化祭 ・地区の文化祭に園児の作
品を出品し、日頃の幼稚園の
活動について、地域の人に理
解を深めてもらう。
・親子で文化祭に参加し、地
域のいろいろな文化に触れた
り、人との触れ合いを楽しん
だりする。

園児,保護者 20人
10月29日～

30日

塩冶幼稚園

「親子にこにこ絵本貸
し出し」

・ 幼稚園の絵本の部屋に所
蔵する絵本から、保護者が選
んだ絵本、子どもが選んだ絵
本を家庭に持ち帰り、親子で
一緒に楽しむ。

園児
保護者

208人
11月 8日～

17日

古志幼稚園

にこにこフェスティバ
ル（秋祭り）

・秋祭りの活動を通して、自
然に触れたり友達同士協力し
たりして取り組む。
・親子で体験活動を楽しんだ
り、様々な人とのかかわりを
楽しむ。
・保護者同士の親睦を深め
る。

園児
家族
職員
未就園児親子
地域の方

120人 11月5日

高松幼稚園

保育公開
（製作活動）
収穫祭
クリーン活動

・親子で自然物を使って製作
活動をした後、園で収穫した
さつま芋を使って豚汁を作
り、親子で会食する。
・親子で園外に出かけ、通園
グループに分かれて、園周辺
の通園路のゴミ拾いをする。

全園児
全保護者

150人 11月4日

親子クリーン作戦 降園時にあわせ、親子で通
園路のごみ拾いや危険物拾
いをする。

園児
保護者

50人 11月15日

にこにこなかよし幼稚
園まつり

生活発表会後、幼稚園PTA
による企画運営で、みんなで
一緒に触れ合える遊びを楽し
み、親睦を深める。

園児
保護者
未就園児親子

100人 11月27日

注連縄作り ・正月に向かう活動として、地
域の方数人を講師に招き、注
連縄作りを教えてもらう。完成
後は、園で収穫した野菜を
使って作ったおでんを、みん
なで会食する。

園児
地域の高齢者

40人 12月2日

四絡地区文化祭 ・園児の作品展示を行うととも
に、園児の日頃の活動を発
表し、保護者や地域の人に見
てもらう。（銭太鼓・歌・踊りな
ど）

園児
保護者
地域の人

約300人 10月29日

子育て講演会 ・保育公開日にあわせ、保護
者対象に子育てについての
講演会を行う。（特に小学校
就学に向けてのなめらかな
接続について）

保護者 約130人 11月12日

出　雲　市

今市幼稚園

上津幼稚園

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

長浜幼稚園

四絡幼稚園

大津幼稚園



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

高浜文化祭 地域の文化祭に参加し、園児
が歌や踊りを発表する。
園では畑で収穫したさつま芋
を使って愛育会主催の収穫
祭を行う。

全園児
保護者
職員

70人 10月22日

絵本講演会 児童書専門店「こどもの広
場」代表横山真佐子氏を講師
に、絵本の読み聞かせの実
践と講話をしていただく。

全園児
保護者
職員

70人 11月27日

親子活動 ・愛育会主催による活動
・親子のふれあい活動

全園児
愛育会会員
職員

190人 11月6日

ひよこ学級「ねんしょ
うぐみのおへやであ
そぼう！」

・未就園児（2,3歳児）の親子
を園に招き、年少児と一緒に
遊ぶ。

年少児
未就園児親子
職員

60人 11月9日

ふれあいいきいき交
流会

・川跡地区のディーサービス
会員の皆さんを幼稚園に招
いて交流する。
・園児の歌を聞いてもらった
り、手遊びやじゃんけんあそ
びをしたり、また昼食を共に
し、触れ合いを楽しむ。

年中児
地区在住の高齢者
保健師
職員
ボランティア

100人 12月8日

鳶ヶ巣山に登ろう ・友達と一緒に地元の山に登
り、達成感を味わったり、自
然に親しんだりできるように
する。（3歳児は3合目まで）

全園児 33人 10月7日

川跡幼稚園との交流 ・川跡幼稚園の年長児を招い
て一緒に活動し（今年度は
鳶ヶ巣山登山）、来年一緒に
北陽小学校の１年生になると
いう期待感をもつようにする。

年長児
川跡幼年長児

35人 10月14日

誕生会 ・誕生会のお楽しみに、コミュ
ニティセンター職員や地域の
人を招き、葦笛を演奏しても
らい、普段ふれる機会の少な
い人（地域、コミセンの人）も
の（葦笛）こと（演奏）に関心を
もつ。

全園児 27人 11月7日

作法教室 ・全親子合同で行う作法教室
をとおして、日常生活に必要
なふるまいを学ぶ。

全園児
全保護者

60人 11月9日

人権同和教育講演会 ・保育公開日にあわせ、保護
者を対象に、人権・同和教育
に視点をあてた講演会を行
い、幼児期の人権・同和教育
の啓発をする。

全保護者 26人 11月9日

朝山幼稚園

地区文化祭　＆幼稚
園作品展＆愛育会バ
ザー　＆幼小合同保
育授業公開（幼小一
貫）

・園児の作品（手作り絵本、
描画、立体製作物等）を展示
し、保護者をはじめ広く地域
の方々に公開したり、幼小合
同保育授業の公開、更には
保護者の活動としてバザーも
実施し、幼稚園の教育への
理解を深めてもらう。

全園児親子
全職員
朝山小学校
児童
小学校の教職員地域の
方々

約220人 11月6日

森のコンサート ・ 乙立の子どもを育てる会主
催で「森のコンサートを実施。

園児
小学生
保護者
地域の方々

約60人 10月7日

乙立地区文化祭 ・作品の出展
・親子で展示作品の鑑賞
・ コミセンの展示物の鑑賞、
地域の方との交流

園児
小学生
保護者
地域の方々

約100人 11月6日

愛育部研修
「食について学ぶ」

・給食センターの視察
・給食試食
・栄養士さんの話を聞く

幼稚園保護者 20人 9月28日

幼稚園運動会 ・運動会の開催 幼稚園児
保護者

90人 10月1日

親子交通安全教室 ・親子で交通安全について学
ぶ
・横断歩道の渡り方
・車からの視覚
・交通ルールについて

幼稚園児
保護者

60人 10月11日

親子ふれあいハイキ
ング

親子で地域を歩き、地域を
知ったり、自然に触れたりす
る。

幼稚園児
保護者

80人 10月23日

学校ウィーク（自由公
開）

・期間中、幼稚園を公開し園
児の様子や保育などを見ても
らう。

幼稚園児
保護者

50人
10月31日～

11月4日

そば打ちをしよう ・親子で育てたそばで、そば
打ちを体験し試食する。

幼稚園児
保護者地域講師

70人 12月上旬

乙立幼稚園

稗原幼稚園

高浜幼稚園

川跡幼稚園

鳶巣幼稚園



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

保育公開日
パネルディスカッショ
ン

・全園児がクラスごとに自分
たちの作った品物で店を開
く。親子で買い物(チケットに
て)を楽しみ、作った物を売っ
たり買ったりする喜びや楽し
さを味わう。
・幼小中一貫教育の一環とし
て、神戸川小学校長、河南中
学校長、当園園長によるパネ
ルディスカッションを行う。地
域の方や未就園児の保護者
にも参加を呼びかける。

全園児全保護者
未就園児親子
地域の方

150人 11月9日

河南中学校交流 ・河南中学校へエコ活動で集
めたペットボトルのキャップを
届けに行く。中学校のお兄さ
んやお姉さんと交流し、親し
みの気持ちを抱いたりエコ活
動について興味関心を高め
たりする。

年中児と年長児と
全中学生

470人 11月14日

収穫祭 ・地域の慶人会の方々を招
き、幼稚園で収穫した里芋や
大根、ほうれん草をおでんや
おひたしにして味わう。みん
なで収穫を喜んだり、慶人会
の方々に感謝の気持ちを伝
えたりする。

全園児と慶人会
のお祖父さん、
お祖母さん

80人 11月18日

出雲西高校交流 ・当園にて出雲西高校の一年
生と交流する。一緒に遊びな
がら、自分から話しかけたり
親しみの気持ちをもって接し
たりする。

全園児と高校生 120人

11月22日
11月24日
11月25日

地区総合文化祭 ・ コミニティセンター幼稚園を
会場に行われる地域の文化
祭に参加する。
・ オープニングで発表したり
親子で展示作品を鑑賞したり
する。

園児
小学生
保護者
地域の方々

園児40人
10月30日

保育公開 ・園児の活動の様子を保護者
が参観する。
・男女共同参画社会推進講
演会（保護者対象）

保護者
保護者30人

11月10日

ボランティア活動 ・ コミュニティセンターの清掃
・ 園周辺の道路沿いゴミ拾い

園児
職員

園児40人 11月16日

塩作りをしよう ・これまでの園児の活動で、
親子共、塩に興味をもってい
るので、一緒に塩作りを体験
し、塩作りの課程を知ったり、
自然の不思議さ、素晴らしさ
を感じたりする。

５歳児親子 64人 11月18日

秋の自然と遊ぼう ・木の実、木の葉、枝、草花
等、秋の自然物を使って親子
で製作遊びをする。

３４歳児親子 110人 11月18日

創立100周年記念運
動会記念式典写真展

・創立100周年を記念して運
動会・式典を行い家族、地域
の方と共に100周年をお祝い
する。式典の中では、園児が
音楽会をしたり、地域の方々
を写真展に招いたりする。

全園児保護者地域の方 200人
10月8日

11月18日

バースディプロジェク
ト

・年長児、保護者が参加して
プロジェクトスタッフから「誕
生」についての話を聞いたり、
赤ちゃん誕生までの様子など
を紙芝居や劇を通して見たり
する。その後、保護者とスタッ
フとの座談会を行い、子ども
の性教育や日頃の悩みを語
り合う。

年長児保護者 50人 11月21日

生活発表会(年長児) ・年長児の日ごろの取り組み
を発表し、保護者、地域の方
に見ていただく。

年長児、保護者、地域
の方

70人 12月9日

祖父母保育公開(お
ひさまタイム)

・祖父母と一緒にからだを動
かしながらふれあいを楽し
む。

全園児
全保護者
職員

約160人 9月14日

グリーンパーク活動 ・グリーンパークの方から指
導を受けながら、砂、虫、鳥
等の自然に親しむ機会をも
つ。（年長、年中虫捕り）

年長、年中児
職員 園児60人 9月26日

さくらんぼ教室 ・子育て支援の一環として、
未就園児親子を対象に、毎
月第2木曜日に実施。園児と
ふれあったり、子育てについ
て語り合ったりしてもらう。幼
稚園への親しみをもったり、
子育て仲間作りができたりす
る機会となっている。

未就園児親子 約30組

9月8日
10月13日
10月15日
12月20日

神門幼稚園

神西幼稚園

中央幼稚園

平田幼稚園

東幼稚園



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

運動会 ・いろいろな人とふれあいな
がら、運動する気持ちよさを
味わったり、保護者に子ども
の成長を感じてもらったりす
る機会とする。

全園児
全保護者
地域の人
未就園児

約200人 10月15日

親子自然体験 ・親子でふれあいをもちなが
ら、活動することを楽しむ。
・グリーンパークの方から指
導を受けながら砂、自然物、
鳥などの自然に親しむ機会を
もつ。（年長：バードウォッチン
グ・鳥帽子作り、年中：森の
コックさん、年少：砂遊び）

全園児
全保護者
職員

約160人 11月4日

多伎町音楽祭文化祭 ・子どもたちの絵や作品を展
示したり、コミュニティーセン
ターで歌や太鼓の演奏を発
表し、保護者や多伎町の皆さ
んに見ていただく。

全園児 49人
10月29日～

30日

高齢者クラブとの交
流

・隣接する保育園児や地域の
高齢者クラブの皆さんと一緒
にプランターに球根を植え
る。プランターは、バス停や
多伎支所、コミセンなどに置
かせてもらい、地域の方に見
ていただく。

全園児
たき保育園児
多伎町高齢者クラブの
方

120人 １１月下旬

『おはなし隊』 ・全国訪問『おはなし隊』の
キャラバンカーが来園し、お
話を聞かせてもらったり、キャ
ラバンカー見学をさせても
らったりする。

全園児と職員 60人 11月2日

ブックフレンド ・絵本の読み聞かせのボラン
ティアさんに、降園前２０分
間、各クラスごとに絵本の読
み聞かせをしていただき、静
かな時間を過ごす。

全園児と職員 60人 11月18日

保育公開日
バザー

・各クラスの保育公開で親子
でのふれあいを楽しんだり、
バザーを行ったりする。

全園児と保護者と職員 110人 11月10日

秋の遠足(土手すべり
虫とり)

・電車を利用して川跡土手に
出かけ、自然体験を行う。 全園児 40人 10月12日

『のびのび元気っ子タ
イム』

・講師：幼児～高齢者までの
運動遊び指導員 木原　恭子
氏
・身近な遊具を用いたさまざ
まな運動遊びを行い、思いき
り体を動かして遊ぶ。

年長児、年中児
(17日)
年少児(19日)

40人
10月17日
10月19日

３世代交流スポーツ
事業

・地域の高齢者、保育園園
児、本園園児が集まり、一緒
に運動遊びをしたり、歌やダ
ンスの発表をしたりする。

地域高齢者
保育園園児
全園児

100人 １１月上旬

教育講演会
給食試食会

・講師：大社給食センター(大
社小学校)栄養教諭 　佐田尾
紀子　氏
・給食試食会をしたり、食べ
物の働きについての話を親
子で聞いたりして、食事への
関心を高める。
・研修したことを普段の食生
活に生かす。

保護者
全園児

80人 11月8日

みんなで焼き芋パー
ティ(祖父母会未就園
児親子と共に)

・自分達で育てた季節の野菜
を味わいながら、地域のいろ
いろな人々との触れ合いを楽
しむ。

祖父母会
全園児
未就園児親子

80人 11月9日

『大社の町をきれい
にしよう！』

・地域に落ちているゴミや吸
殻などを拾い、自分達や観光
客が気持ちよく過ごせる町に
する。

全園児 40人 11月24日

バースデープロジェク
ト

「性・いのちの尊さ」について
親子で学習する 年長児 34人 11月1日

特別養護老人ホーム
いなさ園訪問交流会

・入所者の方に歌を披露した
り一緒に遊んだりする。 年少児 23人 11月2日

通園路の危険物と
ゴミ拾い

・通園路３箇所に異年齢グ
ループに分かれて、危険物や
ゴミ拾いをする。

全園児 80人 11月17日

にこにこサークル交
流会（給食試食会）

・地域の子育て支援事業
・未就園児の親子を幼稚園に
招いて、給食を試食してもら
いながら、食について考えた
り、情報交換の場とする。

地域の子育てサークル
「にこにこサークル」の
親子

親子20組
11月16日

保育公開（防犯教室） ・保育公開に併せ、防犯教室
を行い、親子で防犯について
考える。

全園児とその保護者 40人 11月25日

湖陵幼稚園

大社幼稚園

荒木幼稚園

遙堪幼稚園

多伎幼稚園



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

保育参加日 ・保育参加日にあわせ、講演
会を設ける。

職員
保護者（小学校と合同）

30人 10月20日

幼児文化劇場 ・幼児文化劇場を鑑賞する。 大社町内の幼稚園児保
育園児

280人 10月27日

園外保育 ・秋の自然物を見つけたり、
散策したりする。

全園児
職員

4人 10月下旬

遙堪幼稚園との交流 ・遙堪幼稚園児と一緒に霊山
寺公園（百一段々）へ園外保
育に出かける。
・現地でネーチャーゲームを
したり、自然に触れて遊ぶ。

全園児
職員
遙堪幼稚園園児
職員

30人 11月上旬

教職員・PTA 200 10月30日

児童

集団宿泊研修 さんべ交流の家にて、10
月31日～11月４日までの
間で、５年生の４泊５日
を中心に、1年生から６
年生までの宿泊研修を行
う。

教員
児童

510 2011/10/3
1
～

2011/11/4

町内クリーン活
動

出雲一中校区の小中学
校、自治会が連携して
地域のごみ拾いを行
う

地域住民
保護者
小中学生

300 10月30日
(日)8：00
～10：00

3年生及び保護者 190 11 月 5 日

(土)午前

2年生及び保護者 170 11月12日
(土)午前

一中校区小中学
校地域クリーン
活動

・地域内の小・中学生
とその保護者、地域住
民が一緒にグループに
分かれて地域のゴミ拾
いをする。

小学生
中学生
地域住民

500 10月30日

親子スポーツ大
会

・ＰＴＡ保体部の主催
でスポーツを通して親
子交流をする。

児童
保護者
教職員

100 11月6日

上津っ子集会 ・各学年が学習の成果
を発表し、児童同士で
見合うとともに、保護
者や地域の方にも見て
もらう

全児童
教職員
保護者
地域住民

200 11月19日

児童

保護者

教職員

学校公開日 保護者

学級懇談 児童・教職員

地域学校運営理事
会理事

保護者

地域住民

地域学校運営理事
会理事

児童・教職員

あいさつ運動 登校時を中心に地域と
学校をあげて、通学路
においてあいさつ運動

児童、地域の方
PTA、教職員

700 11月4日

ポカポカハート
デー

ふるまい向上について、
めあてを決めて、取組の
重点化をはかり、取組を
行う。

児童
教職員

５８０
４０

11月1日

メロディ集会 全校児童と教職員によ
る音楽を中心として心の
ふれあいを大切にした
集会

児童
教職員

５８０
４０

11月2日

児童生徒 9 月 29 日

教職員 30日
病棟職員

日御碕幼稚園

今市小

クリーン大作戦 コミュニティセンターの
行事に合わせ出雲一中校
区３地区で同時にクリー
ン作戦をする。小学校・
中学校の児童生徒保護者
を巻き込んだ行事であ

る。

大津小 親子活動 各学年の児童とその保
護者が一緒になって軽
スポーツ等を楽しむ。

上津小

塩冶小

PTA健康教室 PTA保健体育部主催の
健康教室「親子でボウ
リング」。ボウリング
で楽しく体を動かすと
ともに、親子やPTA会
員同士の親睦を図る。

50 10 月 8 日
（土）

人権・同和教育に関す
る学習公開を行った後
に 、 DVD 視 聴 を 行
い、学級懇談会で意見
交換会を行う。

1400 10月２５日
（火）

え ん や っ 子
ワールド

児童の平素の学習活動
の成果を、他の学年の
児童や、保護者、地域
の方々に発表する。

2000 11月１９日
（土）

神戸川小

集団宿泊研修 サンレイク平田で、児
童生徒が施設を活用し
たさまざまな体験活動
に参加する。

30



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

児童生徒の学習活動の
様子を保護者、原籍校
の先生方に見て、一緒
に参加していただく。

児童生徒

活動や懇談を通して、
保護者、原籍校教職
員、分校教員、病棟職
員相互の連携を深める

保護者

原籍校教職員 70

分校教員

病棟職員

児童生徒

保護者

原籍校教職員 90

分校教員

病棟職員

地域学校運営ブロッ
ク協議会理事

ＰＴＡ

地域住民

ＰＴＡ

教職員

あいさつ運動
浜山中学校区児童
生徒及び地区住民 約1,000

「あいさついき
い き ま ち づ く
り」

○家族読書 本校児童及び保護
者 約500

10 ／ 31
（月）

○読書郵便 ～

○委員会児童による読
み聞かせ

７(金）

元気ハツラツ大
作戦

○ 各 家 庭 で 毎 日 の
チェック項目について
記録しながら、日々の
暮らしを振り返る。

本校児童及び保護
者

約500 11 ／ ７
（月）

「 早 ね ・ 早 起
き・朝ごはん・
歯磨き、テレビ
ゲーム」

○委員会でのチェック
カードの作成と集計

～
13(日）

保護者

地域住民

保護者

児童

学習発表会 児童の学習成果を発表
する。

保護者 800 11月11日

全児童

保護者

高浜地域の方

出雲市地域の方

等

 

全児童 11月18日
(金)

神戸川小学校
若松分校

懇談会 10月21日

文化祭 全児童生徒による創作
ミュージカル発表会を
行う。

11月4日

高松小

あいさつ運動 浜山中学校区内の小
中学校において、地域
学校運営ブロック協議
会と連携してあいさつ
運動を行う。

200 １１月上
旬

子育て支援講演
会

保護者を対象に子育
てについて、島根大学
の高見友里先生を講師
に招いて講演会を開催
する

100 10月4日

長浜小

○浜山中学校区内の児
童生徒へのあいさつ運
動並びに声掛け運動

11／上旬

読書推進活動

四絡小

CAP ワ ー ク
ショップ

児童虐待防止プログラ
ム。子どもたちが暴
力･虐待・いじめ等か
ら自分を守るための教
育プログラムを大人が
学ぶ

100 10/20
昼，夜

親子活動 親子で竹細工を行うこ
とで、親子のふれあい
を深める。

80 10月6日

高浜小

出雲市同和教育
研究指定事業発
表会

平成22･23年の２カ年の
研究成果を出雲市地域に
向けて，発表する。人権
同和教育上の視点をあて
た授業と全校集会活動を
公開し，研究発表をす
る 。
高浜地区同和教育推進協
議会が主催し，研究発表
は高浜地区保幼小中と高
浜地域での取組をまとめ
て行い，近畿大学准教授
熊本理紗氏を迎えて「わ
たしが変わる～人の間で
生きるということ～」と
題して講演をしていただ
く。パネル展示発表も行
う。 土曜日に授業を振
り替えて行う。

約５００ 11月12日
(土)

高浜っ子げんき
大作戦

生活習慣の確立をめざし
て，起きる時間,寝る時間,
家庭学習の時間 メディア

380



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

保護者 ～24日(木)

予定

１日学習公開日 １日学校を公開する。学
習の様子，休憩・給食・
掃除・クラブ活動等，都
合の良い時間に自由に来
校して観てもらう。

全児童
保護者
地域の方

約１００ 10月19日
(水)

お話タイム 各担任が休み時間を利
用した学級児童との教
育相談

全校児童 600 10 ／ 3
（月）～
7（金）

保幼小交流会 校区内の保育園・幼稚
園（計4園）の年長児
と一年生との交流会

校区内の保育園・
幼稚園（計4園）
の年長児と一年生

210 10 ／ 19
（水）

学習公開日

ＰＴＡ講演会

11 ／ 4
（土）

11 ／ 5
（日）

人権集会 人権に関わる学年毎の
取組の発表会

全校児童 650 11 ／ 16
（水）

一日学習公開日 全校児童・保護者

人権学習 校区内同推協役員

１年給食試食会

個人面談 各学級の保護者と担任
による面談

全保護者 500 12 ／ 6
（火）～
9（金）

朝山小学校健康を考
える会（ＰＴＡ文化
活動）

食育について栄養士さんの
話を聞き、親子で考えた
り、クイズをしたりして、
食育に い 考える

児童・教職員・ＰＴＡ 150 10月15日

児童・幼稚園児・教

職員・保護者・地域

住民

保護者や地域住民に児童の
学習活動成果を発表する。

（朝山幼稚園と合同で開
催）

乙立地区総合文
化祭

（作品展示・食
の研修）

もりのコンサー
ト

乙立地域学校運営理事
会の主催により、校区
内にあるもりもりラン
ドに於いて、児童・幼
児・大人の参加型のコ
ンサートを行う。

乙立小学校児童、
園児、保護者、一
般地域住民

約100 10月上旬

地域の方

保護者

家庭学習の時間,メディア
との接触時間について，
各自めあてをもって児童
と保護者で取り組む。結
果をカードに記入し振り
返る。年３回実施の内の
２回目であり，三中校区
の小中学校で合わせて実
施する。

北陽小

PTA主催の創立35周年
記念の講演会（講師
樋野達夫氏）

全保護者・高学年
児童

500

人権に係る学習を中心
にした学習公開及び給
食試食会（１年生児童
と保護者）

1000

10 ／ 21
（金）

学習発表会 学習成果の発表 全校児童・保護者 1500

11 ／ 29
（火）

朝山小

朝山小学校朝山地区
文化祭＆オープンス
クール

地区文化祭の日にオープン
スクールを併せて行うこと
で、保護者・地域の方々に
児童の学校生活や授業を公
開したり、クラブ発表や神
楽発表をしたりするととも
に、文化祭に参加し触れあ
いを深める。

300 11月6日

朝山小学校幼小合同
しいの子発表会

園児・児童・教職員・
保護者・地域住民

250 11月26日

乙立小

乙立地区総合文化祭に
合わせて、児童・園児
の作品展示の他、今回
はＰＴＡ事業として、
親子で朝食作りに挑戦
し食の大切さや工夫の
仕方等について学ぶ
「食の研修」を実施す
る

乙立小学校児童、
園児、保護者、一
般地域住民

約70 11月6日

稗原小

授業公開日 ・1，2年生は「食育に関
する指導」をテーマに授
業公開を行う。全体会を
開催し「学力向上策」に
ついての保護者説明を行
い家庭学習の充実を図
る。

100程度 10月5日

地域学校運営理事
会の学校訪問

・地域学校運営理事会理
事への授業公開案内及び
児童の学習状況等につい
ての意見交換

地域学校運営理事会
理事

10程度 10月5日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

地域の方

保護者

地域の方

保護者

地域青少協 １ １ 月 １
日（火）

保護者

教職員 10月1７日
（月）

11月 15日
（火）

全校児童

保護者

地域学校運営理事会

地域住民他

人権・同和教育に関する
授業を公開する。

全校児童

人権・同和教育に関する
講演会を行う。

保護者

地域学校運営理事会
他

全校児童

保護者

地域住民

以下の地域行事に児童が
参加する

　◆月見の会

お茶クラブ児童 10 １ ０ 月 ９
日（日）

◆地区文化祭 ２年生 40 10月3０日
（日）性に関する授業

と
全学年で性に関する授
業を公開。

学校保健委員会 学校保健委員会では，
夏休みに取り組んだ
「早起き・体操・朝ご
はん・歯磨きチャレン
ジ」についての児童会
保健委員会児童とＰＴ
Ａ保体部の発表，陸上
短距離選手としてオリ
ンピックに出場された
城西大学准教授・土江

Ｐ100
Ｔ20
児童240
地域10

計　370

学校公開ウィーク ・学校公開及び授業参加 50程度 11月１日
～４日

学習発表会 ・児童の学習活動の発表 300程度 11月13日

神西小

街頭指導 保護者、地域住民が校区
内５箇所に立ち、登校時
の安全指導、あいさつ指
導を行う。

約３０

授業公開日 約4３0

参加行事

学習発表会 学習の成果を地域・保護
者に発表する

約4３0 11月2６日
（土）

10月2０日
（木）

運動会 児童会が主体となって保
護者の協力を得ながら運
動会を実施する

約4５0 9月 1７日
（土）

平田小

５，６年児童，平
田小ＰＴＡ会員，
保・幼保護者，地
域学校運営理事会
理事，学校医，地
域住民

400 10月14日

あいさつ運動 児童会の生活委員会と
ＰＴＡの生活部が中心
となって，地域の方の
参加協力のもと，登校
時に昇降口に立ちあい
さつ運動を行う。

児童，ＰＴＡ，民
生児童委員等，教
職員

各３０ １０月３
日１１月
７日１２
月５日

学習発表会 全校児童が，各学年に
応じて内容と表現を工
夫し，日頃の学習の成
果を発表する。

全校児童，保護
者，地域学校運営
理事会理事，地域
住民

800 １１月１
８日，１
９日

灘分小

授 業 公 開
ＰＴＡ健康部主
催講演会・懇談
会

朝しっかり目覚めるため
の「睡眠」に関した講演
会。その後、小グループ
で各家庭の実態や公園
の感想などを話し合う。

保護者、教職員全
校児童

11月1日

なかよしフェス
タ

○学習発表･･･各学年
の日ごろの学習成果の
発表会
○なかよしフェスタ･･･児
童が考えた「つくる、あそ
ぶ、みる」をテーマにし
た店で異学年が交流を
深 め る 活 動

児童，保護者，地
域

Ｐ200
児童240
Ｔ20
地域20

計480

11月12日
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全校児童

教職員

保護者

地域住民

教職員

保護者

地域住民

国富地区の文化祭で、
クラブ活動で作成した
作品を展示する。

４年生によるステージ
発表を行う。

各学年のステージ発表 全校児童

各学年が表現力の育成
をねらいとし、劇や演
奏等を発表する。

教職員

地域に呼びかけ見に来
てもらう。

保護者

地域住民

全校児童・教職員 月３回
木曜日

福祉施設入居者・利
用者

　

授業公開日

人権同和教育講演
会

学習発表会 ○全校児童が日頃の学習
の成果を劇・合唱・合奏
等で発表する

全校児童・保護者地
域の方・教職員

220 11月19日

元気もりもり週間 150 11月7日～

11日

鰐淵小

わにっ子大フェ
スタ２０１１

「ふるさと教育（生活
科、総合的な学習の時
間、特別活動等）」の
成果を学年に応じた発
表内容・方法を工夫し
て保護者、地域学校運
営理事、地域の方々に
発信する

児童・保護者・地
域住民・教職員

100 11月12日

児童

保護者

地域住民

児童

国富小

授業公開日 全学年、人権・同和教
育の授業を公開し、保
護者、地域住民ととも
に人権・同和教育につ
いて考える機会とす
る。

350

国富ふれあい文
化祭

地域住民 800

10月26日

人権・同和教育
研修会

PTA文化部が中心とな
り人権・同和教育の講
演会を実施し、人権意
識の高揚を図る。

200 10月26日

11月5日

たぶしっ子祭り 400 11月13日

西田小

あいさつ運動 ○学校の近くにある老人
福祉施設に学級単位でで
かけ、入居者や利用者の
方たちへあいさつをした
り、学習したことを発表
したりして交流する。

40

○人権・同和教育に関す
る 授 業 を 公 開 す る 。
○人権同和教育講演会を
PTA文化研修部・地区同
推協と共催で開き、人
権・同和教についての理
解を深める。

全校児童・保護者地
域の方・教職員

140 10月4日

○朝食・起きる時間・テ
レビ・ゲームの時間等５
つの項目についてチェッ
クシートを使って生活リ
ズム作りに取り組む○
ノ ー メ デ ィ ア の 取 組
毎月10日を光中・平田中
校区全体で取り組むが、
20・30日も各家庭でめあ
てを決めて取り組む。告
知放送でも地域に知らせ
る。

全校児童・保護者

ブックウィーク 読 書 の 推 奨
・家庭読書・読み聞かせ
・ブックトーク

全校児童・保護者・
読み聞かせボラン
ティア・外部講師

150 11月上旬

久多美小

りんごフェスタ 学校公開日にりんご
フェスタを行い、地域
の方にお世話になりな
がら、親子で取り組ん
だりんご栽培を振り返
り、収穫に感謝する。

200 10月20日

親 子 オ リ エ ン
テーリング

久多美フェスタ（地域
の文化祭）に合わせ
て、親子でチームを組

200 11月5日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

保護者

地域住民

人権・同和教育授業公
開

　児童

全学年　給食試食会 　保護者

安全教室　通学路調査 　教職員

学習発表会 児童の学習発表 児童

ふれあい広場 地域講師を招いた創作
活動

保護者

地域住民

教職員

クリーン作戦 児童と保護者，地域の
方がいっしょに地域の
ごみ拾いをする。

児童，ＰＴＡ，地
域の方

300 10月2日

大鍋大会 クリーン作戦の後，児
童と保護者が一緒に炊
きだしをして，親睦を
深める。

児童，ＰＴＡ，地
域の方

300 10月2日

授業公開 全学級が人権・同和教
育に関する授業を公開
する。

保護者，地域の方 120 10月4日

石段清掃 一畑薬師石段清掃を東
小学校６年生と旭丘中
学校生徒が行う。

６年児童，中学
生，教職員

170 10月25日

学習発表会 地域の方や保護者に児
童の学習成果を発表す
る。

保護者，地域の方 150 11月13日

全校児童

教職員

保護者

地域住民

全校児童

教職員

保護者

塩津小 海の子発表会
各学年ごとの学習成果の
発表（教科学習、劇、交流
学習の様子など）

地域の方、保護者、
児童、教職員

約100

児童14
教職員10
保護者20
地域60

１１月１９
日（土）

授業公開 全学級授業公開

人権同和教育講演
会

講演会を実施予定

学習発表会、文化
祭

日ごろの学習の成果を発
表する場として、各学年
に応じて内容と表現の仕
方を工夫し、保護者・地
域の方々に発表する。ま
た、コミセンが主催する
文化祭で、親子のふれあ
いをもつ。

児童・保護者・地域
住民・教職員

120 11月13日

伊野地区文化祭 伊野地域の文化祭が伊野
小学校周辺で開催され、
児童も駅伝の応援や文化
祭の様々な催し物等に参
加する。

伊野地域の住民、保
護者、教職員、
伊野小学校児童

1200 10月30日

出雲市

て、親子でチ ムを組
んで校区内のオリエン
テーリングをする。終
了後は久多美フェスタ
に参加し、地域の人々
との交流を図る

檜山小

一日学校公開日 130 １０月２
８ 日
（金）

180 11月１８
日（土）

東小

北浜小

学習発表会 ・地区文化祭に合わ
せ、地域の方々や保護
者に児童の学習成果を
発表する。

150 11月5日

きたはまっこ大
作戦

・生活習慣改善に向け
た強調週間の取り組み
を行う。テレビ視聴時
間・テレビゲームの時
間をへらすめあてを定
め、家庭での達成度を
点数化してチェックす
る

90 １１月７
日～１１
日

佐香小

児童・保護者・地域
住民・教職員

120 10月27日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

伊野小学校学習発
表会

文化祭と共催で、伊野小
学校の体育館を会場に、
伊野小学校の「学習発表
会」を開催する。体育館
の壁面には、児童の作品
展示も行い、保護者をは
じめ、伊野地域の多数の
住民が参加する。

伊野小学校全校児童
及び保護者、伊野地
域の住民

600 10月30日

学習公開日 全校児童

公開授業 教職員

保護者

人権に関する研修 地域住民

地域学校運営理事

保護者

教職員

全校児童 11月1日

教職員 　　14日
保護者

佐田地域見守りﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

全校児童

教職員

保護者

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

地域住民

地域学校運営理事

全校児童

教職員

命の尊さに関する指導を
受ける。

講師：三島みどり先生

（島根県立大学短期大学
部）

お弁当の日 自分で弁当を作り、食
の大切さ、家族の温か
さを知る

全校児童 110 11月19日

全校児童

地域住民

「命を考える」

全校集会

200

多伎町一斉あい
さ 運動

児童 10月3日
交通安全指導 保護者 ３０～ 11月1日

地域学校運営理事 50 12月1日
児童見守り会

ＰＴＡ３９家族 およそ 11 月 4 日

教職員 100 11月21日

児童

ふるさと交流会 高齢者クラブ 100 12月15日

教職員

保護者

児童

伊野小

窪田小

児童の学習活動の様子を
保護者に公開し、児童や
学校教育に関する理解を

求める。

150

ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 窪田地域との協賛による
文化祭として、学習の成
果を地域の人々や保護者
に発信したり交流を深め
たりする。

160

10月25日

住みよい社会を作るため
に人権意識を高める。

挨拶運動 登校時に登校路に立ち、
あいさつ運動と安全指導
を行う。

100

11月19日

人権集会 身近な生活や学校生活の
中での人権に関する課題
をとらえ直し、児童・教
職員の人権意識を高め
る。

85 12月5日

10月19日

学習発表会 児童の日頃の学習の成
果を総合的に発表す
る。

200 11月19日

「 生 命 を 考 え
る」学習

４年 20

12月5日

岐久小

親子エコウォー
キング

１日授業公開日に，校
区内を，全児童・保護
者が２グループに分か
れ，親子でウォーキン
グをしながらゴミ拾い
をする

全児童とその保護
者，教職員

１０月
２２日

須佐小

人権週間に合わせ、命
の詩の朗読等を発表す
る。

全校児童 110

田儀小

学校、家庭、地域が一
体となってあいさつ運
動に取り組むことによ
り、町内にあいさつの
輪を広げる。

家族で読書マラ
ソン

家族で読書に親しみ、
読んだ本のページ数を
記録して、読書量を増
やす
地域のお年寄りとふれ
あったり、田儀地区の
よさや伝統を生かした
活動を体験したりし
て、田儀地区のよさを
再発見する。

ようこそ湖陵の大

現在職業人として活躍中
の卒業生の進路選択に関
わる話を聞くことによっ

家庭や学校 地域

320 10月21日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

ＰＴＡ

児童

湖陵幼稚園児

ＰＴＡ

児童

ＰＴＡ

地域ボランティア

児童 11月7日～

ＰＴＡ 11月13日
地域学校運営理事

児童

地域学校運営理事会
理事

PTA

児童

地域学校運営理事会
理事

PTA

「きづきっこ広
場」

学習発表会 ・児童 ４ ５ ０ 程
度

2011/10/
21(金）

（ ム ジ カ ラ ン
ド）

・全校児童が、大勢の
観

・幼稚園児 　 　

客の前で学年ごとに日 ・教職員

頃の学習の成果を生か ・保護者

したステージ発表をす ・地域住民

る。また、全校児童参 ・地域学校運営

加による音楽劇を披露 　理事会理事

する。

大社町の教育を
語る会

講演会 ・教職員 本 校 関 係
者

11月3日

　   内容 ・保護者 は６０程
（木）「生活習慣と脳の

は
・地域住民 度

　　　たらき」 ・地域学校運営 全体では

  講師 　理事会理事 １２０程

島根県立大学出雲
キ

度

　　ャンパス副学長

山 下 一 也
氏

大社町の教育を
語る会

「生活習慣と脳のはた
らき」についての講演
会

大社町内小・中
学校教職員保護者
地域学校運営理事
会理事

100 １１月３
日（木）

わくわく発表会 児童の学習活動の成
果を、他学年の児童や
保護者、地域の方に発
表する。

児童・保護者 地
域住民
地域学校運営理事
会理事

700 １１月１
９ 日
（土）

ようかんっ子

　フェスタ

「心と体の健康に関す
る講演会」

・ 本校では、例年１
０月に、ＰＴＡ研修部
主催による研修会を実
施している。

湖陵小

先輩! て、家庭や学校、地域の
人との出会いや教育力の
大切さを知る。

おいしいおいも収
穫祭

地域ボランティアの協力
を得ながら、全校縦割り
班で焼きいもをすること
によって、生活体験や人
とのつながりを豊かにす
るとともに、地域の特産
品に対する理解を深め
る。

500

学習発表会

地域や社会の課題につい
て調べ、表現・発信する
ことによって、地域のよ
さや人との豊かなつなが
りの大切さを理解すると
ともに、家庭や地域の人
たちに伝えようとする。

600

人権・同和教育ビ
デオ会

ＰＴＡ文化部主催で、児
童、保護者、湖陵幼稚園
児などが参加してビデオ
視聴会をもつことによっ
て、家庭や学校の人権意
識を高める。

500 10月26日

10月28日

学力パワーアップ
週間

保幼小中が連携して、生
活習慣調べに取り組むこ
とによって、家庭の教育
力の向上を図る。

600

11月19日

あいさつ運動

登校時に登校路に立ち、
あいさつ運動を行うこと
によって、人と人の豊か
なつながりをそだて、地
域全体での子どもの健全
育成を図る。

350 11月18日

大社小

荒木小

全校児童が、合唱・合
奏等により、学習の成
果を発表する。

児童・教職員・保
護者・地域の方

250 11月19日

PTA研修部講演
会

保護者・教職員 90 10月13日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人数 開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
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今年度の講演会
は、保護者・教職員等
を対象とし、健康のあ
り方について研修を深
め、日常生活への実践
化へ繋げていくことを
目的としている。

大社町PTA連合会主催
講演会

講師：島根県立大学短
期大学部出雲キャンパ

副学長　山下一也氏

講演内容：「生活習慣
と脳のはたらきについ
て」

小学生

老人会

鵜鷺コミセン

小学生

老人会

小学生

地域住民

鵜鷺コミセン

鵜鷺地域との協賛によ
る文化祭に参加する。

小学生

・    児童の学習成果の
発表

保護者

・    作品展示 教職員

・    太鼓演奏 地域住民

・よしぶえ等の演奏会

人権・同和教育 小学校保護者

授業公開日 教職員、児童

地域学校運営理事コ
ミセン職員

地域住民

大社町の教育を 教育講演会 大社町内小中学校

語る会 講師：山下　一也氏 教職員・保護者

（大社町PTA連
合会研修会）

テーマ：「生活習慣と
脳のはたらき」

小学校児童

保護者、教職員

地域学校運営理事
会理事

地域住民

合唱コンクール 中学生

文化事業・学習活動発
表

保護者

地域住民

校区小・中学生 10月30日
( 上 津 ・

今市)
保護者 11月6日

(大津)
地域住民

9月28日

～30日

文化祭 今年は合唱コンクール
を市民会館で開催す
る。日々の学習成果を
展示したりパフォーマ
ンスして、保護者や地
域の方々にも案内をす
る

全校生徒・教職
員、保護者、地域
の方々

600 11月4日

遙堪小

大社町教育を語
る会

保護者・教職員 120 11 月 3
日

鵜鷺小

敬老会 地域の敬老会に参加し
合唱等を発表する。

90 10月14日

老人会のみなさ
んとの作品づく
り

老人会のみなさんと一
緒に自然物を使っての
作品作りをする。

30 11月初旬

グランドゴルフ
大会

地域のお年寄りのみな
さんと一緒にグランド
ゴルフをする。

40 11月中旬

郷づくりフェス
ティバル

150 11月27日

日御碕小

人権意識を高めるため
の公開授業・講演会を
行う。

70 10月20日

100 11月3日

いきいき発表会 全校児童が、日頃の学
習の成果を発表する

100 11月26日

出雲一中

文化祭 850 11月4日

地域クリーン活
動

地域内の小・中学生と
保護者、地域住民が一
緒に各グループに分か
れて地域のゴミ拾いを
する。

1800

161

出雲二中

職場体験学習 市内各所の事業所に出
かけ、実習を行う。

３年生、地域の
方々
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食の講演会 料理研究家である講師
により講演を行い、食
について考える。

教職員、保護者、
地域の方々

100 11月17日

・吹奏楽部・合唱部に
よる演奏会

・ 生徒

保護者、地域の方々に
も呼びかけ、活動の報
告とあわせ音楽の楽し
さを味わっていただく

・    保護者

・    教職員

・    地域住民

・校内合唱コンクール ・ 生徒

和実祭文化部門 ・各文化部のｽﾃｰｼﾞ発
表

・    保護者

(　文化祭　) ・各種展示会 ・    教職員 1000 11月8日

・ 地域住民

・    ドッジボール大会 ・校区内６年生児
童

・    中学１年代表生徒
とのレクレーションを
通しての交流

・中１生徒代表

・    校舎見学 ・小中保護者代表

幼稚園児を招き、学習
の様子（合唱など直前
実施した文化祭での活
動を再度発表する）を
見てもらう

園児にも学習成果を発
表してもらい交流を図
る

河南中PTA教育
講演会

PTAの活動の一環とし
て、保護者とともに生
徒も講演（夢を大切に
少年期を過ごすことの
大切さを知る）を聞く

「 栗 城 史 多 さ
ん」講演会

地域の方々の参加も呼
びかけて開催

３年生親子活動 親子の触れ合いと保護
者の交流を目的とした
３年生４クラス対抗四
方綱引き大会を行う。

３年生生徒及びそ
の保護者。

300 10月30日
（日）

文化祭 生徒の作品展示とス
テージ発表として合唱
コンクールを行う。

生徒及び保護者並
びに地域の方々。
また、校区内小学
校６年生を招待す
る。

800 11月８日
（火）

○合唱コンクール ○生徒

○吹奏楽演奏・合唱演
奏

○保護者

○展示・生徒会発表 ○地域住民

一畑マラソンに
向けての地域一
斉美化活動

東小児童、東コミュニ
ティセンター等の地域
の方とともに、一畑薬
師の階段を中心とした
ボランティア活動を一
斉に行う。

全校生徒・教職
員、小学校児童、
地域の方

200 10月25日

10月24日

12月12日

計 年４
回

人権・同和教育
授業公開

人権・同和教育に関す
る授業研究を推進し、
地域への公開による啓
発を行っていく。

全校生徒・教職
員、保護者、地域
の方

200 11月20日

出雲三中

オータムコン
サート

800 10月10日

三中校区６年生交
流会

200 11月19日

河南中

河南中学校・神
門幼稚園交流会

生徒、園児 約４００ １１／７
（月）

生徒、保護者、地
域の方々

約４５０ １１／１
２（土）

浜山中

南中

ハーモニーフェ
スティバル

生徒の自主的な活
動を尊重しながら、合
唱活動や平素の文化
的学習活動の成果を
発表する。

生徒・保護者・教
職員・地域 住民

300 10月29日

平田中

文化祭 1000 11月5日

300生 徒 が つ く る
「弁当の日」

生徒自身がつくる「弁
当の日」の取組により
生徒の「生きる力」を
育成するとともに、Ｐ
ＴＡを巻き込んで家庭
教育力を高める。

全校生徒・教職
員・家庭

旭丘中
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・校区小学６年児童を
招待した交流活動

・学習の成果発表、人
権集会等

・教科の授業公開 　保護者

・「総合的な学習」避
難所・炊き出し体験

　地域住民

・「総合的な学習」 地域学校運営理事

“防災”の発表

佐田中学校文化
祭
及び

合唱コンクール、吹奏
楽演奏、各学級の学習
成果発表

生徒、保護者

作品展示 卒業生、 200

佐田中学校の歴史発表 地域の皆さま

多伎コミセンホールでの
音楽会

吹奏楽部１・２年生
徒

20 10 月 29 日
（土）

社会福祉センターうなば
ら会館を会場に美術作品
の展示発表

本校全生徒 10 月 30 日
（日）

ボランティアとして中学
生が進行係・照明係を務
める

90

11 月 ４ 日
（金）

11 月 ５ 日
（土）

＊校内音楽会 保護者・生徒

＊　演劇等の発表 地域の方

＊教科等の展示発表

＊講演会

「原子力発電について」
（仮題）

元　講師

工科大学院大学講師

（多伎中学校ＯＢ）

錦織　康男　氏

湖陵中学校
文化祭

○総合的な学習の時間発
表　　　　　　☆コース別発
表（展示）
○選択教科別展示・企画
○技術・家庭科作品展示
○美術科作品展示
○美術部作品展示
○吹奏楽部演奏
○有志発表
○合唱コンクール
○全校合唱

・全校生徒　　・保護
者　　　　･学校関係
者　・地域講師　　・そ
の他

400 10月29日

生徒会主催の文化祭 　保護者

合唱コンクール・展示 地域住民

等、生徒の活動の参観

　大社町の 　町Ｐ連研修会 　大社町住民

教育を語る会 講師：県立大出雲
キャンパス副学長 山下
一也氏

　(保護者・学校

「生活習慣と脳の働き」
についての講演

関係者)

　講師：中村文昭氏 　保護者

演題：「出合い、出会
い、出逢い」（仮題）

　（生徒）

今市地区少女キック
ベースボール大会

今市町各連区対抗での少女
キックベースボール大会
を、今市小学校校庭を会場
に低学年から高学年まで、
それぞれの学年を含めた６
チームでの対抗戦を行う。

小学生 65 10月23日

今市町全町 今市町全町民による一斉ク
リーン作戦。

地域の全住民

文化祭 全校生徒・校区小
学６年児童・教職
員

250 11月8日

光中

学校公開 　約100 11月6日

佐田中

１１月５
日(土)

統合５０周年記
念式典

多伎中

多伎町文化祭

多伎中学校文化祭 ＊多伎町内の講師による
文化体験活動

多伎中学校全校生
徒・保護者・地域講
師

200

大社中

文化祭 200 10月28日

120 11月3日

ＰＴＡ教養部
研修会

150 11月6日

出雲市 今市

450 10月30日
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クリーンディー 公園・道路・空き地等に捨
てられた空き缶・空きび
ん・ごみ等を拾い集めた
り、草取り等清掃活動も行
う。

小学生と保護者

中学生・高校生
小学生

中学生
地域住民

9月18日

10月15日

四絡文化祭・農業祭 幼・小学生の作品展示。小
学生の子どもたちは屋台や
バザーのお手伝いもしても
らう。

幼稚園児・小学生・地
域住民

600 10月29日

幼稚園児 ８／３０～

小学校１・２年生 １２月
稲作体験教室 小学５年生が幼稚園児をサ

ポートして稲刈りを体験す
る。

幼稚園児 50 9月9日

小学５年生
伝統工芸【斐伊川和紙】の
専門家を講師に、紙すき体
験又一方で自由な発想で積
み上げる事の出きるｶﾌﾟﾗに
挑戦

紙すき体験学習と
ｶﾌﾟﾗで遊ぼう！

小学生 30 １１月

幼稚園児

朝山小学校全児童
地域住民

月見の会「お茶会」 「体験教室」お茶会を通し
て、地域の住民とのふれあ
い、また、お茶の作法を学
ぶ。

神西小学校児童・神西
コミュニティセンター
茶道クラブ・地域住民

300 10月9日

神西地区文化祭 日頃の練習の成果を発表す
るステージ発表・作品展
示・パソコン教室を通して
地域住民とのふれあいを図
る。

幼稚園児・神西小学校
児童・河南中学校生
徒・コミュニティセン
ター文化部・地域住民

1,500 10月30日

クリスマスコンサー
ト

クリスマスコンサートを通
して感動を体験し、地域住
民とのふれあいを図る。

幼稚園児・地域住民 150 12月13日

地域の方

ふるさとづくり部
地域の方

児童生徒
保護者
鰐淵小児童 苗植え６月
青少年部 収穫９月
地区青少年健全育成協
議会

クッキング

保護者 10月～１１
月

天神川生物観察会 H21年に揚水機場が整備さ
れ、年に一度干される時期
に合わせて、水中生物の観
察会を実施。講師にゴビウ
スの職員と地元農家の南目
氏を迎え、生物の話や昔の
天神川の様子を聞く。

久多美地区民 既に中
部保育所児童全員参加
願出あり

70程度 10 月 22 日
（土）

大津 大津ふれあいクリー
ン作戦

小学校生・中学校生・地域
との連携を持ちながら、地
区内の環境美化活動を実施

約８００ 11月6日

四絡

出雲ドームを出発点に、遥
堪～鰐淵寺～矢尾越しを
通って出雲ドームへ帰る
コース

小学４年生以上地域住
民

50

親子陶芸教室 地区内で活動している陶芸
クラブの方々に指導してい
ただき作陶する。出来上
がった作品は、四絡文化祭
に展示。

小学生と保護者 30

11月下旬

朝山 そば作り体験教室 ふれあい支援部・民生児童
委員地域の方のご協力によ
り幼稚園児、小学１・２年
生と種まきから収穫までを
一緒に体験する。年末に
は、収穫したそば粉を使っ
て蕎麦打ち体験で交流を深

60

朝山地区文化祭 地域の皆さん、園児、小、
中学生の作品展示。小学生
のサークル活動や神楽の発
表。当初は、幼、小共オー
プンスクール。午後から文
化祭に参加し、地域の方と

約１２００ 11 ／ ６
（日）

北山登山

神西

鰐淵 鰐淵お月見会 ふるさとの月を愛でながら
皆が集い、地元の食材を
使っただんご汁を食べ、抹
茶席では児童がふるまい作
法を体験する。

イモの苗植え・収
穫・親子クッキング
体験

イモの苗植え～収穫～クッ
キングまでを体験する。
クッキングは採れたサツマ
イモを使って、３品～４品
つくり皆で食べる。

100 9月11日

鰐淵ふれあいまつり 地域の各種団体、各種クラ
ブの皆さんの作品展示、販
売。児童生徒の作品展示の
ほか、特産品、手打ちそ
ば、ぜんざいの販売。

200 11月13日

50

久多美
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はやさめサロン ミニディーサロン形式で高
齢者と小学生児童の交流
会。

65歳以上の高齢者と久
多美小学校6年生児童

50 11 月 29 日
（火）

　文化祭 作品展示・各種体験コー
ナーその他

幼・小・中学生・地
域住民・保護者

800 １０月２３
日(日)

＊各種体験は、出雲農林高
校動物科・サンレイク・ゴ
ビウス等の職員・生徒派遣
によるもの他

(作品展示その他) 場所
小学校・地域合同発表会 東小学校 東コミセン

東地区住民 JAひがし 11月13日
　（日）

　（学習発表会） 300
旭丘中学校 中学生 　１０月

140 ２５日
東小学校 (火)

小学生
30

コミセンまちづくり部
コミセン関

地域住民有志 30
（公募）

通学路等の空き缶
拾いと大鍋を囲み
「ふるまい」を語る
会

　東小学校 140 １０月

２日(日)
＊ふるまい向上プロ
ゼェクトの一環事業

PTA 100

まちづくり部その他地
域住民

50

交通安全テント村 交通安全啓発活動の一つと
してテント村を設置する。
午前11時～正午までの1時
間、自動車、二輪車、自転
車、歩行者の方に安全運
転、マナーを守るチラシ、
交通安全グッズなどを交通
安全対策自治会役員、小学
校の児童が手渡しし、交通
安全を呼びかける。

地区住民 40 9月22日

世代交流 小学校児童

もちつき 高齢者

地域住民
小学校児童
北部保育所

須佐小４年生
地域住民

　佐田中学校緑の 　佐田中3年生 10 月 ~12 月
の5回

第 5 回
久多美フェスタ

センター利用のクラブ・教
室の会員の学習成果の発表
による文化伝承。 中学生
合唱部の発表、小学生児童
と保護者によるオリエン
テーリング。 中部保育所
児童によるお店屋さん体
験。

久多美地区民 1200 11 月 5 日
（ 土 ） ～
１１月6日
（日）

東

　一畑薬師石段清掃 一畑薬師マラソン前の石
段清掃活動を４年前から旭
丘中学校と合同で実施して
いるが、本年もふるまい向
上プロゼェクトの一環とし
て東小学校６年生を加えて
実施する。

東小学校児童を対象にコ
ミ セ ン ま ち づ く り 部 ・
PTA・地域住民有志が連携
して、通学路の環境浄化を
行うとともに、全員で大鍋
を囲み、環境マナー等を語
り学ぶ予定。

北浜

臼と杵を使った昔ながらの
もちつきを小学校の児童と
高齢者が一緒に行い、世代
を超えての交流を深める。
また、自分たちのついたも
ちをもちまきをして地域の
方に振る舞うことで地域の
方との交流も深める。

80 11月4日

北浜地区文化祭 児童、地区住民の作品展
示、郷土芸能、大正琴、歌
などの発表をとおして地域
住民の学びの場、親睦を深
める場をつくると共に地域
の活性化につなげる。

地区民 300 11月5日

佐香 佐香地区文化祭 300 11 月 13 日
（日）

佐香地区人権同和教
育講演会

地域住民・ＰＴＡ小学
校児童

80 10 月 27 日
（木）

須佐 須佐小学校４年生の
環境学習

地域の環境改善について
の環境学習をする中で、9
月5日に水質浄化用に作っ
たＥＭ泥団子を須佐川へ投

40 　10月下旬

6月に実習林で間伐した
杉材を使って、地元建築組

40
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少年団活動 　地域のボランティア

地域住民
地域の児童・生徒

　保育所児童と

　高齢者の交流会

　保育所児童と

　高齢者の交流会
地域住民 　毎月
保育所・小・中学校

の児童生徒
1日・14

日

須佐小1年生
窪田小１～
　　　3年生

多伎町体育大会 地域でスポーツを通してふ
れあうことや健康増進を目
的に、地域住民を対象に体
育大会を開催する。地域の
幼・小学校も参加する。ま
た、中学生は大会運営のボ
ランティアとして自主的に
参加する。

地域全住民 約1000 9 月 25 日
(日)

親子体験活動（パン
作りといちじくを
使った飲み物作り)

親子で一緒に体験できる活
動の事業として、パン作り
と特産のいちじくを使った
飲み物を作る。

地域幼・小学生の親子 約40 10 月 2 日
(日)

第11回多伎町健康ウ
オーキング大会

地域内外の幅広い年代の交
流を図ることや、健康増進
を目的とし、地域の史跡を
歩きながら多伎の歴史を探
索する。

地域内外住民 約100 10 月 16 日
(日)

○音楽祭（1日）
（日頃の練習成果を披露す
る）
参加者：保・幼・小・中学
生、地域の各種団体等。
音楽祭の司会・舞台設備・
照明等は中学生ボランティ
アが行う。
○作品展示（2日間）：各
種団体、個人の作品展示。
保・幼・小・中学生の作品
展示等。

荒木地域子ども教室 延べ数 10 月 3 日
(月)

小学生レストラン 80 10 月 17 日
(月)
11 月 7 日
(月)
12 月 5 日
(月)
12 月 19 日
(月)

荒木コミュニティセ
ンター自主企画事業

荒木地域子ども教室
子ども秋のお料理会
幼児・児童読書普及
活動

保護者

知 っ て お き た い
読み聞かせのコツ・
絵本の選び方

学校教育関係者

読書ボランティア関係
者
本に興味のある方

ふれあい文化祭 地区民の交流を目的として
開催。催しやお店、体験
コーナーなど

地区民 350 11／12・13

登山をとおした
地域交流

ひよこサークル 文化祭展示作品作り 乳幼児とその保護者 10/3、17
小学校との交流 11/13、28

地区民

保育所児童と須佐地区高
齢者が餅つきを行う。昔な
がらの杵と臼でついた餅を
保育所の給食で児童全員が
食べる。

保育所児童と地域の
高齢者

90

　声がけ運動 登校時に地区のボラン
ティアが通学路に立ち、児
童・生徒への挨拶・声がけ
を行う。

　毎月80

合の指導を受けベンチを製
作し、公共施設へ寄贈す
る。

　そば祭り 8月の種まきから10月の
刈り取りに子ども達も参加
し、その過程を知る。地産

100 11月13日

11月9日

保育所児童と原田地区高
齢者が切り干し大根作りを
行う。作った切り干し大根
は保育所の給食で児童全員
が食べる。

保育所児童と地域の
高齢者

90 12月13日

　伝統芸能体験 地域の民謡連合会会員に
安来節、銭太鼓、どじょう
すくいを習い、11月3日の

60 11月3日

多伎

多伎町文化祭 保・幼・小・中学生、
地域住民

約1300 10 月 29 日
(土)・30日
(日)

カローリング大会 ○子どもから高齢者まで楽
しめるカローリングで、世
代間交流を図る

地域の幼稚園児から高
齢者まで

約40 11 月 19 日
（土）

荒木 子どもたちが学校帰りにコ
ミュニティセンターに寄
り、おやつをつくって食べ
る。学年を超えた交流と、
子どもたちからの家庭教育
へのフィードバックをねら
いとしている。

小学生(１～6年)

小学校の学習発表会・振替
休日を利用して、秋の味覚
と料理を楽しむためのお料
理会を開催する。いつもと
違った環境の中で親子の活
動をとおして、ひとつのも
のを作り上げる喜びを共感
する。

小学生(１～6年)その
保護者

20 11 月 21 日
(月)

「出雲市子ども読書推進活
動計画」の一環として、日
ごろ子どもにどんな読み聞
かせをしたらいいのか、各
年齢にあった絵本について
など保護者が抱える悩みに
ついて、読書普及員の指導
を仰ぐ。

30 10 月 19 日
(水)

日御碕

ふれあい登山 　地区民 20 10月29日
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市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（計画）
平成23年度（１１月１日～７日及びその前後）

カローリング カローリングで健康づくり 10 11月29日
　 10月25日

窪田保育所

窪田地区高齢者クラブ
（7団体）
窪田保育所保護者会

窪田地区高齢者クラブ
窪田小学校
窪田保育所
窪田小学校

窪田小学校PTA
神楽保存会
各サークル団体
窪田保育所 10月3日
窪田小学校 10月14日
佐田中学校 11月1日
見守りネットワーク 11月14日

12月1日
12月14日

子どもによる町おこ
し事業

幼稚園児 10月1日

・    脱穀 小学生 　　～
　　・収穫祭 保護者 11月13日

高齢者部員
地域住民
地域住民
幼稚園児

小学生
スポーツ部員
地域住民

世代間交流 幼稚園児

　スポーツ大会 小学生
スポーツ部員
地域住民

幼・小・中学生の作品 地域住民
展示・イベント他 幼稚園児

小学生
中学生

ミニ門松づくり 3世代交流事業として実施
する。正月飾りの歴史由来
等の勉強も行う

小学生・父母・祖父母 30 12月18日

10月29日

10月30日

健康ハイキング 健康づくりと世代交流地域
探訪を兼ねたハイキング。

地域住民 40 11月中頃

ふるまい教室 習字：小学１年～４年
生

9/2.5.16.2
6

（習字・お茶） お茶：小学１年～６年
生

10/3.7.17.
21
11/4.7.18.
21

毎回126

【おやつクッキング】 10月 24日

窪田 くぼた異世代間交流 窪田保育所園児と、窪田地
区の高齢者との異世代交流
を目的とする。高齢者の皆
さんと遊びや物作りをする
ことで、園児に地域に住む
高齢者を身近に感じてもら
う。また、普段子供たちと
接する機会の減った高齢者
に園児たちとふれあいの時
間を持ってもらうことを目
的とする。

40 10月

くぼたわくわく運動
会

窪田地区内の元気な高齢者
と、窪田保育所園児や窪田
小学校低学年（１・２年

190 10月18日

ふれあいフェスティ
バル

地域の住民から地域に伝え
る文化・芸術の継承を行
い、発表する。児童が地域
の大人から直接指導を受け
る事によって、地域の文
化、芸術に興味を持ち、後
継者 育成にも なげた

200 11月19日

声かけ運動 登校時間に地区のボラン
ティアが通学路に立ち、児
童への挨拶・声かけを行
う。

200

乙立 地区内の水田を借用し、も
ち米を栽培する。子ども達
に「田植え」「稲刈り」
「脱穀」までの一連の作業
を体験させる。また、冬休
み（年末）に「しめ縄作
り」にも挑戦させる。

220

立久恵峡ウォークラ
リーとクリーンUP
大作戦

ふるさとの歴史を再確認す
ると共にパワースポットの
発見のため、そしてゴミの
ないきれいな観光地を作る
ことを目的とする。

70 10月2日

地域での軽スポーツの普及
を図ると共に、真剣にス
ポーツをすることにより、
ルールを知り、守ること、
またチームワークの大切さ
を知る事を目的とする。

80 10月16日

古志 古志地区文化祭  ≒1000 10月22･23

そば打ち体験教室 地元産新そば粉を使用した
そば打ちを親子で体験食育
教育と親子ふれあいの場と
する

小学生親子 20 12月17日

神門 区民体育会 地域住民がスポーツを通し
てふれあい、健康増進を目
的に開催。

地域住民

秋のふれあいコン
サート

地域のみなさん、保育園
児、幼稚園児、小学生、中
学生、高校生のみなさんの
日頃の学習の成果の発表と
世代交流の場としてのコン
サート。

地域住民、保育園児、
幼稚園児、小学生、中
学生、高校生他

1000 9月25日

神門地区総合文化祭 地域のみなさんの作品展
示、児童生徒のみなさんの
作品展示。その他イベント
の開催。地域のみなさんの
交流の場。

地域住民 1000

500 10月30日

子どもふるまい教室とし
て、 毎月第１、３月曜
(習字)毎月第１、３金曜
(お茶)に実施。

130

川跡 【 郷 土 芸 能 を 学 ぼ う 】
郷土に伝わる文化を子ども
たちに伝承し郷土愛を育む

小学生 9月 26日

【お月見会】 豆腐だんご
を作り古来の風習を学ぶ

10月 3日
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子どもたちで育てた旬のさ
つま芋を使った料理で手づ
くりの楽しさ、食の大切さ
を学ぶ 11月14日
【お茶とお作法教室】
日本古来の文化である茶道
を体験し、おもてなしの心
や礼儀作法を学ぶ。
【陶芸教室】 11月21日
自分自身の食器を作ること
で手作りの良さ、創作力を
育み食の大切さや家族への
感謝の心を育む 12月 5日
【パソコン教室】
地域の中高年の方が先生に
なって、子どもたちとパソ
コンを通して交流を深め
る。

小学生
大人

10月22～
23日

川跡地区 作品展 幼稚園児 10月29日～
産業文化祭 ちびっこ広場 小学生 　30日

小学生発表ステージ（合
唱、和太鼓、銭太鼓、チア
ダンス等） 地域住民等

【卓球交流会】

世代間交流事業

子どもから高齢者まで卓球
を通してスポーツ交流、会
食交流をする。 幼児～一般

小・中学生保護者
一般

川跡・鳶巣地区合同事業

北陽マラソン大会

マラソンを通してスポーツ
の楽しさと達成感を味わ
い、地域、世代を超えて交
流する。

さつまいも収穫祭 事前に親子で植えた芋を収
穫し、会食を交えながら交
流を深める

未就学児と保護者 30 11月5日

親子で遠足する。
楽しく勉強しながら、自然
に親しむ。

そばを食べよう・紙
粘土遊び

子どもは紙粘土で遊び、保
護者は、そば打ちを体験す
る。そのあと、会食し交流
を深める

未就学児と保護者 30 12月2日

クリスマス会 みんなで歌って踊って、楽
しいクリスマスの時間を過
ごす。

未就学児と保護者 30 12月16日

出雲市 鵜鷺コミュニティ
センターで塩づくり
遙堪小学校の体育祭代休日
に実施。子供の居場所づく
り
トールペイントに挑戦し、
手作りの良さを味わう。
作品はコミセンまつりで展
示する
作品展・模擬店 地区住民 10月8日
大社中学校・大社高校のボ
ランティア

児童 　　9日

ちょボラ（ちょっとボラン
ティア）で体験活動

園児

上津

放課後子ども教室 牛乳パックを使って小物入
れ作り

児童 35 11月7日

ふるさとウオー
キング

伊野地区内をウオーキ
ングしながら名所旧跡
の学習を行う

小学生・保護者・
地区住民

100名 10月1日

かわとチャレンジ広
場

サンレイク研修

自然の中での研修や宿泊を
通して子どもたちの生きる
力を養う 小学生４～６年生

もっと知りたい 川
跡町歩き

川跡の郷土史を学び、地区
内の名所、旧跡を歩き探訪
する

交通安全教室
警察音楽隊の演奏や警察署
員の講演や交通安全教室 小学生～高齢者 150 9月19日

自然を満喫・三瓶山
で遊ぼう

自然の中で世代間がふれあ
い交流を深める 100 10月16日

20

1500

30 11月3日

こども～大人 100 11月 6日

子育て講演会
学習塾を講師に学力が伸び
る子育てについての講演会 100 11月26日

エコまつり

小・中学生の企画・運営に
よる環境保全活動。三中科
学部、北陽小4年生の発
表、体験コーナーなど。

幼児～一般 600 11月27日

小学生～一般 500 12月4日

4年生 30 9月

平田

グリーンパークへ行
こう

未就学児と保護者 30

ようかんコミセン祭
り

1000

11月11日

遙堪 子供の体験講座 小学校 30 9月20日

チャレンジトールペ
イント
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伊野地区文化祭 コミュニティセンター
を中心に幼稚園から中
学生又各クラブの」作
品展示発表会・各団体
の模擬店及び「いのは
やおちらと駅伝」等に
より地区住民のふれあ
い親睦をはかる

地区住民 800名 10月30日

三世代交流（そ
ば打ち体験）

そば打ち達人からそば
打ちを学ぶとともにお
年寄りとのかかわりに
より礼儀作法を学ぶ

小学生及地区住民 30名 12月4日

伊野
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