
 

間寛平氏・石田靖氏より『「みちのくマラソン」

を通して柏原市民のみなさんに伝えたいこと』を

講演していただきます。 

第３７回 教育月間全体会 
 
 
 
  
 
 
 

 

日 時 平成２８年１１月９日（水） 

１５：００～１６：５５ 

場 所 柏原市民文化会館（リビエールホール 大ホール） 

 

14:30     15:00    15:15            16:00             16:50  16:55 

受付 挨拶     発 表 講  演 閉会 

 

〈発表〉 ・柏原市立堅上中学校区 実践報告 
           ・柏原市立学校児童・生徒会サミット報告 
     ・柏原市中学生による岩手県大槌町訪問報告 
 
〈講演〉（演題）『「みちのくマラソン」を通して柏原市民の

みなさんに伝えたいこと』 
            
（講師）吉本興業株式会社  

間 寛平 氏 
       石田 靖  氏 

 
 

 

 ※ご希望の方は、どなたでも参加できます。 

【主催】  
  柏原市教育委員会   柏原市教育研究会   
柏原市人権教育研究会 柏原市生活指導研究協議会 

  柏原市教職員組合   柏原市ＰＴＡ協議会 
 
【協催】 
  吉本興業株式会社 
 



校園名 日 時　　間 場　　所 行　　事 内　　　　　容

１０月６日（木） ９：００～１５：３０ 体育館・柔剣道場 文化祭
学年舞台発表、展示発表、文化部発表
ステージの部・展示の部

１０月７日（金） １３：１５～１４：０５ 体育館 世代間交流 地域高齢者の方々と１年生との文化交流

１３：００～１４：００ 教室・校内施設 日曜参観 授業参観

１５：００～１７：００ 理科室 地区懇談会 「テーマ」を決めて、分科会を各教室で行う

１１月１０日（木） １３：４０～１５：３０ 体育館 芸術鑑賞会 音楽鑑賞

１２月３日（土） ９：００～１１：００ 校区 地域ふれあい清掃 青少年健全育成会主催の地域清掃

１０月２６日(水)
　　～２８日(金)

全日 各事業所 職業体験学習 各事業所において３日間の職業体験学習

１２：００～１４：００
堅上小学校
ホール･図工室

作品展示会 園児･児童･生徒作品展示、ＰＴＡ会員作品展示

１３：５０～１４：４０ 教室 授業参観 各学年の授業参観

１５：００～１６：００ 体育館 小規模特認校説明会 堅上小中学校特認校入学希望者への説明会

１２月３日(土) ９：００～１２：００ 教室・運動場・体育館 堅上フェスタ 青少年健全育成会による、地域の方々と園児･児童・生徒との交流

９月３０日（金） ９：３０～１２：００ 第１体育館 国中祭文化の部 舞台発表、展示、ＰＴＡ作品

１０月２５日（火） １３：３０～１５：００ 第１体育館 芸術鑑賞会 古典芸能

１１月５日（土） １３：１５～１４：０５ 教室 授業参観 授業参観

１１月１０日(木)
　　～１１日(金)

全日 市内各事業所 職業体験学習 市内各事業所において２日間の職業体験学習

１０月５日（水） １１：００～１２：００ 体育館 芸術鑑賞 大阪教育大学による合唱

１０月７日（金） ９：００～１５：００ 教室・体育館等 文化祭 学年発表、文化系部活動発表等

１０月１６日（日） ９：００～１２：００ 運動場・体育館等 わくわくするDay
青少年健全育成会による３世代交流
ストラックアウト、舞台発表、模擬店など

１０月３１日（月）
～１１月４日（金）

８：５０～１５：３０ 教室・体育館等 授業参観週間 保護者に期間中どの時間でも、自由に授業参観していただく

１１月１日（火） １３：３０～１７：００ 教室・体育館等 授業参観
５時間目を保護者対象の授業参観、その後更生保護三団体との
合同勉強会、３年進路説明会

１１月６日（日） １０：００～１２：００ 堅下北小学校多目的室 三校合同教育講演会 「ＬＩＮＥの光と影」　大阪成蹊女子高等学校　木村　伸司　氏

９月３０日(金) ９：００～１５：３０ 教室・体育館 南中祭文化の部 舞台発表、展示

１０月２３日(日) １３：３５～１４：２５ 教室・校内施設 授業参観 保護者、地域住民対象の授業参観

１１月８日(火)
　～１０日(木)

全日 市内各事業所 職業体験学習 市内各事業所において３日間の職業体験学習

１１月８日(火) ８：３０～１６：００ 教室 中学校授業体験 堅下南小学校の６年生が中学校で学ぶ（中学校教員による授業）

１１月１２日(土) ９：００～１２：００ 教室・運動場・体育館
なんちゅうたって
　　　　　なんしょうDAY

幼・小・中、ＰＴＡ、地域住民を対象としたフェスタ

９月３０日(金) １０：００～１３：２０ 教室・体育館 文化祭 展示、舞台発表

１１月６日(日) １３：５０～１６：００ 教室・運動場・体育館
三校合同フェスタ
小中学校クラブ交流

高学年児童がクラブ体験を通して、中学生や地域の方々とふれ合い、中学
校生活を体験する。その後、３校の健全育成会・PTA等による豚汁、たこせ
ん、ミルクせんのふるまいがある。

１１月１日(火）
２日(水) ４日(金)

全日 市内各事業所 職業体験学習 市内各事業所において３日間の職業体験学習

国分
中学校

堅下北
中学校

１１月は 『 教育月間 』 です

　柏原の未来を担う子どもたちの健全育成は、私たちおとなの責任です。子どもたちを取り
巻く環境が激しく変化している現在、家庭の力だけでも、学校の力だけでも健全な子どもを
育てることはできません。今こそ学校・家庭・地域が総ぐるみで子どもたちを育んでいくこ
とが必要です。
　｢今、親と教師と地域社会は何をすべきか｣についてともに考えてきた教育月間は、今年で
３７回目を迎えます。本年度も月間中に各学校園を中心にさまざまな行事が予定されていま
す。
　予定されている主な行事は、次のとおりです。

（1）各学校園の教育月間の主な行事（各学校園の多彩な行事のうち、一部を紹介します）

堅上
中学校

中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校

堅下南
中学校

玉手
中学校

１１月６日(日)

柏原
中学校

１１月６日（日）



校園名 日 時　　間 場　　所 行　　事 内　　　　　容

１０月２２日（土） ９：３０～１２：００ 運動場・体育館等 わくわくひろば 青少年健全育成会による地域の各団体と園児・児童との交流

１３：５０～１４：３５ 教室 授業参観 人権に関する授業

１３：５０～１６：３０ 教室・廊下 図工作品展 児童作品の展示

１０月１日（土） ８：３０～１２：３０ 教室・体育館 授業参観・人権講演会 授業参観　人権講演会

１０月２２日（土） ９：３０～１２：３０ 運動場・体育館等 地域ふれあい広場 青少年健全育成会が物作りやスポーツで地域交流を図る

１１月１０日（木） １３：５５～１５：３０ 教室・体育館 授業参観 心に関する授業参観

１１月６日（日） １０：００～１２：００ 堅下北小学校多目的室 三校合同教育講演会 「ＬＩＮＥの光と影」　大阪成蹊女子高等学校　木村　伸司　氏

１１月１１日（金） ８：４５～１２：００ 教室・体育館 堅下まつり 全学年の児童が工夫したコーナーを、異年齢の班で回って体験や見学をする。

１１月１８日（金） １３：５０～１６：００ 教室・体育館 人権参観、講演会
人権に関する授業　講演会「視覚障がい者アスリートの伴走者の経験を通じて」
講師　野口　研治さん

１２月３日（土） ９：３０～１１：３０ 教室・運動場・体育館 堅下フェスタ 青少年健全育成会による地域の交流会

１２：００～１４：００ ホール・図工室 作品展示会 園児･児童･生徒作品展示、ＰＴＡ会員作品展示

１３：１５～１４：００ 教室 授業参観 各学年の授業参観

１５：００～１６：００ 堅上中学校体育館 小規模特認校説明会 堅上小中学校特認校入学希望者への説明会

１２月３日（土） ９：００～１２：００ 教室・運動場・体育館 堅上フェスタ 青少年健全育成会による、地域の方々と園児・児童・生徒との交流

９：３５～１０：２０ 教室 授業参観・作品鑑賞会 授業参観、児童の図工作品展示

１０：４０～１１：５０ 音楽室 成人講座 大阪教育大学学生による音楽演奏をとおして心のリフレッシュを。

１１月２５日（金） ８：５０～１１：５０ 教室 ワイワイワールド 自分たちが企画運営するコーナーで、ゲームなどを楽しみ異学年交流を図る。

１１月２９日（火） ９：３０～１１：３０ 体育館 昔遊び交流 地域の３つの老人会の方々と１年生が昔遊びを通して交流する。

１０月１日（土） ９：３０～１２：００ 運動場 グラウンドゴルフ大会 地域の３世代交流として、健全育成会主催のグラウンドゴルフ大会を行う

１０月２１日（金） １０：００～１２：００ 図工室 PTA手芸教室 「ミニチュア木工雑貨」作り

１０月２２日（土） ９：４５～１１：３５ 教室・体育館 土曜参観・保健講演会 参観の後、高学年と保護者を対象に保健講演会「スマホ・ネット安全教室」を開催

１１月１日（火） ９：４５～１０：４０ 体育館 平和集会 平和学習の発表を通して、平和について考える

１１月６日（日） １３：５０～１６：００
玉手中学校
教室・運動場・体育館

三校合同フェスタ
小中学校クラブ交流

高学年児童がクラブ体験を通して、中学生や地域の方々とふれ合い、中学校生活
を体験する。その後、３校の健全育成会・PTA等による豚汁、たこせん、ミルクせん
のふるまいがある。

１１月１８日（金） ８：５０～１２：００ 教室・体育館 玉小カーニバル
各クラスで工夫を凝らした遊びや発表のコーナーを作り、全校児童で交流する
保護者や幼稚園・保育所、長谷川小の子どもたちも招待する

１０月２１日（金） ８：５０～１２：５０ 教室・体育館 北小子どもまつり 各クラスによるゲームや劇の交流

１１月６日（日） １０：００～１２：００ 多目的室 三校合同教育講演会 「ＬＩＮＥの光と影」　大阪成蹊女子高等学校　木村　伸司　氏

１１月１１日（金） １３：３０～１４：４０ 教室 授業参観・懇談会 人権教育の授業参観及び懇談会

１１月１２日（土） ９：４５～１２：００ 体育館 キンボール講習会 青少年健全育成会による本校児童対象の講習会

１１月８日（火） ８：３０～１６：００ 堅下南中学校教室 中学校授業体験 ６年生が堅下南中学校で学ぶ（中学校の教員による授業）

１１月１２日（土） ９：００～１２：００
堅下南中学校
教室・運動場・体育館

なんちゅうたって
　　　　　なんしょうDAY

幼・小・中、ＰＴＡ、地域住民を対象としたフェスタ

８：５０～９：３５ 教室 授業参観 人権をテーマにした授業

１０：００～１１：３０ 体育館 成人講座 人権をテーマにした講演

９月２１日（水） １３：５０～１５：３０ 校内・学校周辺 旭小クリーン大作戦 地域の方々と児童の交流清掃活動

１０月２３日(日） ９：００～１２：００ 教室・運動場・体育館 授業参観・地区懇談会
全学年・地域の方々や保護者対象の授業参観
地域の方々や保護者、教職員がテーマに沿って交流

１０月２８日(金） ８：３０～１２：３０ 教室・運動場・体育館 旭小まつり 劇やゲーム等、児童が協力し主体的に取り組む活動

１１月６日(日） １３：５０～１６：００
玉手中学校
教室・運動場・体育館

三校合同フェスタ
小中学校クラブ交流

高学年児童がクラブ体験を通して、中学生や地域の方々とふれ合い、中学校生活
を体験する。その後、３校の健全育成会・PTA等による豚汁、たこせん、ミルクせん
のふるまいがある。

１１月８日（火） １３：５０～１５：３０ 教室・運動場・体育館 授業参観・懇談会 全学年・保護者対象の授業参観と懇談会

１１月１２日(土） ９：００～１２：００ 教室・運動場・体育館 旭小フェスタ
青少年健全育成会・ＰＴＡ・教職員がコーナーを担当し、地域の方々と
児童の交流を深める活動

１０月３１日（月） ９：５０～１０：３０ 校区内 地域清掃 縦割り班活動として、通学路や地域の公園の清掃活動を行う。

１１月１日（火） ９：３０～１３：３０ 体育館・多目的室 わくわくフェスティバル １，２年生と保・幼稚園児、地域の高齢者との交流会

１３：５５～１４：４０ 教室 道徳授業参観 全クラス地域公開授業

１４：５０～１５：３５ 体育館 人権講演会 講演  坂野 久和　氏　「障がい（肢体不自由）者の理解について」

１１月１２日（土） １０：００～１１：３０ 運動場 自転車スキルコンテスト
青少年健全育成会主催による、本校児童と保護者、地域の方を対象に開催するコ
ンテスト。自転車スキル向上と安全指導を行う。

小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校

旭ヶ丘
小学校

堅下南
小学校

１１月１３日（日）

１１月６日（日）

柏原東
小学校

国分東
小学校

堅下北
小学校

柏原
小学校 １１月８日（火）

堅上
小学校

国分
小学校

１１月６日（日）

玉手
小学校

堅下
小学校

１１月１１日（金）

ご記入していただいた携帯番号は、厳重に管理いたします。

キ　　リ　　ト　　リ　　線

（　　　　　　　　　　）学校園　　年　　組　　　参加者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

※一時保育を希望される方は、幼児・児童の氏名を下記にご記入ください。

氏名
フ リ ガ ナ

（　　　　　  　　 　　　　　　，　　　歳）　　　氏名
フ リ ガ ナ

（　　　　　　 　　  　　　　　，　　　歳）
一時保育を希望される参加者の携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



校園名 日 時　　間 場　　所 行　　事 内　　　　　容

１０月２２日（土） ９：３０～１２：００
柏原小学校
運動場・体育館等

わくわくひろば 青少年健全育成会による地域の各団体と園児・児童との交流

１１月１２日（土） ９：００～１１：００ 保育室・遊戯室・園庭 秋のごっこ遊び
園児のごっこ遊びに保護者や地域の方々が参加し、
遊んだり園児の作品を鑑賞して楽しむ。

１１月１５日（火） ９：３０～１１：００ 保育室・遊戯室・園庭 一緒に遊ぼう 園児のごっこ遊びに、未就園児とその保護者が参加し交流する。

１１月１７日（木） １０：００～１１：００ 保育室 英語で遊ぼう 毎月１回実施の英語の先生による楽しい保育。

１１月２２日（火） １０：００～１１：００ 園庭 やきいもパーティー 園で収穫したサツマイモを焼き芋にして、みんなで食べる。

１１月４日（金） １３:００～１３：４５ 遊戯室 英語で遊ぼう
指導員の先生と一緒に、遊びながら英語に触れ
ゲームや歌、絵本を楽しみます。

１１月７日（月） １０：００～１１：００ 遊戯室 歯磨き指導 歯科衛生士の方に、歯の磨き方を丁寧に教わります。

１１月９日（水） １０：００～１１：００ 遊戯室 食育指導
栄養士の方の話を聞いたり、クイズや体を動かしたりして食について
関心を高めます。

１１月１０日（木） １０：００～１１：００ 遊戯室 フラワーアレンジメント 友だちと一緒に花に触れ、アレンジメントを楽しみます。

１１月１６日（水） ９：３０～１１：３０ 遊戯室 保育参加 子どもたちが制作したお店に、親子で参加して遊びます。

１２月３日（土） ９：３０～１１：３０
堅下小学校
教室・運動場・体育館

堅下フェスタ 青少年健全育成会によるの地域交流会に参加します。

１２：２０～１３：１０ 保育室・園庭
保育参観
特認園見学会

園区以外の方も対象にした保育参観。小･中と同じ日に実施

１２：００～１４：００
堅上小学校
ホール･図工室

作品展示会 園児･児童･生徒作品展示、ＰＴＡ会員作品展示

１１月１日（火） １０：３０～１１：００ 保育室 ごっこ遊び交流 堅上小学校５・６年生とごっこ遊びで交流をする。

１１月８日（火） １０：３０～１１：００ 保育室 ごっこ遊び交流 堅上小学校１・２年生とごっこ遊びで交流をする。

１１月１７日（木） １０：００～ 園庭
焼き芋パーティー
なかよしひろば

未就園児も交えて焼き芋パーテーをする。

１２月３日（土） ９：００～１２：００ 堅上中学校 堅上フェスタ 青少年健全育成会による、地域の方々と園児・児童・生徒との交流

１０月３１日（月） １１：３０～１３：３０ 保育室
未就園児（３歳児）親子の
お弁当体験・交流

未就園児（３歳児）親子が、園児と一緒にお弁当体験をする。

１１月１７日（木） ９：３０～１１：３０ 保育室・遊戯室 保育参加・参観 園児・保護者で「ごっこ遊び」を楽しむ。作品展示を見る。

１１月１８日（金） ９：３０～１１：３０ 保育室・遊戯室 保育参加・参観 地域の方々や２，３歳児親子を招き、ごっこ遊びを楽しむ。

１０月２１日（金） ８：５０～１２：５０
堅下北小学校
教室・体育館

北小子どもまつり 堅下北小学校のお兄さん・お姉さんたちとの交流を楽しみます。

1０月２４日（月） １０：００～１１：３０ 保育室 食育講座
栄養士さんが食と体の健康について子ども達にわかりやすくお話をしてくださいま
す。

１１月１９日（土） ９：００～１１：３０ 保育室・遊戯室 ごっこ遊び参観 保護者に参加いただき、ごっこの世界を一緒に楽しみます。

１２日７日（水） ９：００～１１：００ 遊戯室 クリスマス会
サンタさんからプレゼントをもらったり、大阪教育大学生の劇を鑑賞するなどし、
楽しい一日を過ごします。

１０月２４日（月） １１：３０～１３：３０ 遊戯室 親子で給食いただきます 年長児が親子で小中学校のおいしい給食を体験します。

１１月１８日（金） １０：３０～１２：００ 玉手小学校 玉小カーニバルに行こう お兄さんお姉さんの企画した小学校のカーニバルに参加します。

１１月２２日（火） ９：３０～１２：００ 保育室・遊戯室・園庭 ごっこ遊びを楽しもう お家や地域の方をお招きして、ごっこ遊びを楽しみます。

１１月２５日（金） １０：５０～１１：３５ 玉手小学校１年教室 どきどき授業体験 小学校の教室ではじめての授業を体験をします。

１２月５日（月） １０：００～１１：００ 保育室 食のお話 オアシスの先生から食のお話を聞いて、体や健康について考えます。

（2）小中学校支援学級作品展

（3）重点活動
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堅下北
幼稚園

堅上
幼稚園

堅下
幼稚園

柏原西
幼稚園

国分
幼稚園

１１月６日（日）

玉手
幼稚園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※一時保育は、３歳以上、小学校低学年までのお子様に限らせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※一時保育を希望されるお子様には、水筒を持たせてください。

　　　日　時　　平成２９年２月２日（木）～２月４日（土）９：００～１８：００
　　　　　　　  　※最終日２月４日（土）は１７：００まで
　　　場　所　  柏原市文化センター

　　　　◎　すべての子どもに生きる喜びと、たくましい力を    （柏原市教育委員会）
　　　　◎　確かな学力と豊かな心を育む教育を　　　　　　　　（柏原市教育研究会）
　　　　◎　仲間とともに夢や希望をもって進む力を　　　　　　（柏原市人権教育研究会）
　　　　◎　子どもの豊かな心のありようを育てる　　　　　　　（柏原市生活指導研究協議会）
　　　　◎　憲法を生かし、子どもと教育を守ろう      　　　　（柏原市教職員組合）
　　　　◎　子どもたちの豊かな心を育てよう　　　     　　　 （柏原市ＰＴＡ協議会）

　　　日　時　　平成26年8月30日（土）9：30～17：00

教育月間全体会　参加申込書

裏面にご記入の上、１０月２８日（金）までに、担任にご提出ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全体会終了後すみやかにお子様のお迎えをお願いいたします。


