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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

雲南市教育委員会 大東幼稚園 第32回幼稚園祭り

PTA代議員、祖父母会代議員、幼稚
園職員が一緒になって企画する手作
りのお祭り
・アンサンブル・ダル・セーニョの演奏
・遊びコーナー
・作って食べよう

園児及びその家族 180人 11月3日

大東幼稚園 5歳児交流

大東町内の5歳児が一堂に集い交流
をする
大東町の豊かな自然に触れる
・丸倉山登山

大東町内4園の5歳児
及びボランティア

60人 11月7日

大東幼稚園 幼稚園開放

大東地区、阿用地区、久野地区に住
む未就園児を対象に幼稚園を開放
し、園児たちと交流したり遊具で遊ん
だりする
園児が栽培したサツマイモを使って
焼き芋会をし、一緒に食べる

未就園児とその保護者 30人 11月22日

西幼稚園 親子丸倉山登山
地域主催の行事に親子活動として参
加し、地域について知ったり登山の
経験をしたりする

園児と保護者、幡屋地
区健康を守る会会員、
登山愛好者

160人 10月28日

西幼稚園
保育公開とＰＴＡ研修
会

保護者に日頃の子どもたちの取り組
みを見てもらう。また、子育ての中で
の人権教育について講演会を行う

園児と保護者 70人 11月9日

西幼稚園 幼稚園開放

幼稚園を開放し、地域の未就園児親
子に遊びの場を提供する。また、幼
稚園や園児の様子を公開し、幼稚園
教育を理解してもらう

地域の未就園児親子 10人 11月16日

佐世幼稚園 ＰＴＡ親子活動
ＰＴＡ活動（キッズサッカー）を通し
て、子どものたくましい体づくりと親子
のふれあいを目的として行う

保護者、園児、職員 40人 11月2日

佐世幼稚園 丸倉山登山
大東町内の幼稚園に在籍している5
歳児を対象とし、登山の体験活動あ
わせて5歳児交流を行う

大東幼稚園・海潮幼稚
園・西幼稚園・佐世幼
稚園それぞれの5歳児

60人 11月7日

佐世幼稚園
めざそう♡からだにい
いせいかつ

“早寝・早起き・朝ごはん”の生活リ
ズムづくりを小学校と連携して行う

園児 20人
11月12日

～
11月16日

海潮幼稚園 蓮花寺交流登山
大東町阿用地区にある蓮花寺に佐
世幼稚園児と一緒に登り、交流を深
める

佐世幼稚園児、海潮幼
稚園児、各職員

50人 10月31日

海潮幼稚園 ぴかぴか大作戦 園児が園庭や周辺のゴミ拾いをする 園児、職員 30人 11月1日

海潮幼稚園 ５歳児交流活動
大東町内各幼稚園の5歳児が集い、
一緒に丸倉山登山をして交流を深め
る

大東幼稚園・西幼稚
園・佐世幼稚園・海潮
幼稚園の各5歳児と職
員

50人 11月7日

海潮幼稚園
幼稚園開放（やきい
もパーティーをしよ
う）

未就園の親子に幼稚園の施設を開
放し遊びの場を提供するとともに、園
児と一緒にやきいもを楽しみながら
幼稚園の生活を体験してもらう

園児、未就園児とその
家族、職員 40人 11月13日

海潮幼稚園 親子クッキング
参観日にあわせ親子でクッキング活
動を行う

園児とその家族、職員 40人 11月23日

木次幼稚園
木次がっしょ祭り参
加

園児の踊りを地域の方に披露
園児、保護者、地域の
方、職員

90人 11月4日

斐伊幼稚園
木次町内幼・保5歳
児交流会

木次町内の幼稚園・保育所の5歳児
が健康の森の自然の中で一緒に遊
んだり、ゲームをしたりして交流し、
一緒に遊ぶ

木次町内の5園と保育
所3所の5歳児の子ども
達

約100人 10月31日

斐伊幼稚園
地域の名人さん・未
就園児の親子と一緒
に芋ほりをしよう

春に地域の名人さんと一緒に植えた
サツマイモを一緒に掘る

斐伊幼稚園の子ども、
地域のおばあさん、未
就園児の親子

約50人 11月2日

斐伊幼稚園 斐伊地区交流会
斐伊地区にある斐伊保育所、四葉学
園の子どもたちと一緒に自然の中で
遊ぶ

斐伊幼稚園・斐伊保育
所・
四葉学園の子ども達

約100人 11月7日

寺領幼稚園 町内5歳児交流会
町内の保育所・幼稚園の年長児が
一同に集まり、「健康の森」の中で自
然体験を通して交流する

町内の保育所児、幼稚
園児、教職員

100人 10月31日

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成２４年度（１１月１日～７日及びその前後）
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寺領幼稚園 3園交流会

近隣の園児（温泉幼・西日登幼・寺
領幼）が集い、寺領地区の自然の中
に出かけ、実体験をしながら交流す
る

各園園児、教職員、地
域コーディネーター

　50人 11月7日

寺領幼稚園 日登ふるさと祭り

園児・小学生・地区民各種団体によ
る芸能や文化作品の発表、展示、農
産物の即売等様々な催しが行なわ
れる。そこでのステージ発表をする。

園児、小学校児童、保
護者、地域の方、教職
員

1,000人 11月11日

西日登幼稚園

木次町5歳児交流
（木次健康の森の活
動）

木次町の各園が木次健康の森に集
まり、広々とした自然環境の中で、他
園の園児と交わりながら、5歳児の発
達にふさわしい全身そして五感を
使った活動に、存分に取り組む。

木次町内の保育所、幼
稚園に在籍する5歳児
と、5歳児担任

約80人 10月31日

西日登幼稚園
寺領,温泉、西日登幼
稚園三園交流会
‘寺領 森の遊び’

年間4回計画している三園交流の3
回目。
寺領幼稚園の近くの森で、三園の園
児が交流しつつ自然体験活動を行
う。

寺領幼稚園児17名、温
泉幼稚園児3名、西日
登幼稚園児16名と、各
園の職員9名

約50人 11月7日

温泉幼稚園 幼稚園で遊ぼうデー
未就園児が幼稚園で園児と生活を
共にする体験を行う

園児、未就園児、保護
者、職員

10人 10月25日

温泉幼稚園 保育所との交流会
近隣の保育所児と一緒に尾原ダム
散策をして地域をより深く知ったり交
流を深めたりする

園児、保育所児、職員 20人 10月26日

温泉幼稚園
3園交流会
（森で遊ぼう）

3園の子ども同士が森での遊びを通
してふれあい交流する

寺領・西日登・温泉幼
稚園園児、職員

40人 11月7日

温泉幼稚園 保育公開日、研修会
保育公開（ともだちっていいな）
ＰＴＡ研修会（人権に関する研修）

園児、保護者、職員 40人 11月19日

温泉幼稚園
3園交流会
（神社で遊ぼう）

3園の子ども同士が神社での遊びを
通してふれあい交流する

寺領・西日登・温泉幼
稚園園児、職員

40人 11月20日

温泉幼稚園 温泉ふるさと祭り
地域のふるさと祭りと学校の学習発
表会を共催で実施する

園児、児童、職員、保
護者、地域住民

300人 11月24日

三刀屋幼稚園 わくわくあきまつり

参加者全員でふるさとの踊り（梅ヶ香
音頭）を踊ったり、三刀屋太鼓の演
奏を聴いたりする。また、園児のお店
が開店したり、園で育てた野菜を材
料にした特製豚汁を味わったりして、
園独自の祭りを楽しむ。

園児、保護者、職員 110人 11月7日

三刀屋幼稚園
未就園児親子見学
会

未就園児とその保護者（希望者）が
在園児と一緒に遊ぶ

未就園児とその保護
者、園児、職員

70人 11月12日

三刀屋幼稚園 やき芋大会
園で育てたさつま芋をすくもを使った
本格的なやき芋作りをし、参加者全
員で収穫の喜びを味わう

園児、愛育会役員、職
員

70人 11月13日

飯石幼稚園 高瀬山登り
園歌の歌詞に出てくる山に、保護者
や地域の一緒に、秋を感じながら登
る

園児、保護者、地域の
方

20人 11月中

飯石幼稚園 平和学習発表会
小学校が開催する発表会に、全園
児が参加し、創作劇を行う

小学生、幼稚園児、職
員、保護者、地域住民

100人 11月23日

飯石幼稚園 生活リズムシート

園で作成したシートを配布し、生活習
慣の見直しを保護者にも協力しても
らいながら取り組む。
幼・小が同時に取り組む週間。

園児 10人
11月14日

～
11月20日

鍋山幼稚園 なべっ子発表会

学習の成果の発表の場を小学生と
一緒に設け、表現する楽しさを味
わったり、地域の方、保護者、小学
生、友達とかかわりいろいろな人と
ふれあう楽しさを味わったりする

小学生、幼稚園児、保
護者、地域の方

150人 11月10日

鍋山幼稚園
未就園児親子見学
会

未就園児親子に園を開放し、一緒に
遊んだり保護者と交流したりする

園児、未就園児親子 20人 11月12日

鍋山幼稚園
生活リズムづくりチャ
レンジシート

園で作成したチャレンジシートを配布
し子どもの生活リズムの見直しをす
る

園児 10人
11月1日

～
11月7日

大東小学校 丸子山活動

地域にある公園で清掃活動やゲー
ムを行い、他学年との交流を深めた
り、公共施設を大切にしようとする気
持ちを育てたりする

児童、教職員 260人 10月19日

2 / 5 ページ



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（報告）
平成２４年度（１１月１日～７日及びその前後）

大東小学校 お弁当の日
お弁当の日を設定し、親子で相談し
ながらお弁当作りをする

児童、保護者、教職員 460人 10月19日

大東小学校
生活リズム表の取り
組み

生活リズム表を使い生活習慣の確
立を目指して取り組む

児童 250人
11月5日

～
11月9日

西小学校 自由参観日

一日学校公開日として保護者や地
域の方に自由に授業や休憩時間の
様子を参観していただいたりロード
レース大会を応援して頂いたりして、
本校教育の理解・支援の一助とする

保護者、地域の方 90人 10月31日

西小学校 給食試食会

全校保護者対象に児童と一緒の給
食試食・配膳の観察などを通して、
本校の食育についての理解を深め
る。
大東中学校栄養教諭より保護者に、
食育についての指導をしていただ
き、家庭と連携した食育の推進を図
る。

保護者 30人 10月31日

佐世小学校 授業公開日、研修会
授業公開
人権・同和教育講演会

児童、保護者、地域の
方、教職員

150人 11月2日

佐世小学校
佐世地区文化祭
（佐世元気祭り）

佐世振興協議会主催の文化祭で、
児童の作品を展示し、学習の成果を
披露する。また、ステージにて合唱
の発表をする。

児童、保護者、地域の
方、教職員

300人 11月11日

本校児童、教職員 70人 10月10日

本校児童、教職員、保
護者、地域住民

100人 11月5日

阿用小学校
蓮花寺登山レース自
由公開日

父母の小学校時代から続いている
蓮花寺への登山レースの様子を保
護者、地域住民の方に公開する。
また、この日一日の学校生活の様子
も公開する。

保護者、地域住民、教
職員

90人 10月25日

阿用小学校 クリーン作戦
全校児童が縦割り班に分かれて学
校周辺のゴミ拾いをする

児童、教職員 70人 10月30日

阿用小学校 学習公開日・講演会
日頃の学習の様子を保護者に公開
する。また「生活リズムづくり」につい
て講師を招き、講演会を実施する。

児童、教職員、保護者  100人 11月7日

久野小学校
「桃源郷まつり」への
参加

音楽、劇、ダンスなど、児童の日頃
の学習成果を発表する。併せて、作
品展に児童の作品を展示する。

全校児童、保護者、教
職員、地域住民、地域
以外の方

約300人 10月28日

海潮小学校
「うしおまつり」への
参加

盆踊り
作品展示

地域住民 500人 10月28日

加茂小学校
第5学年PTA親子活
動動

親子で鬼ごっこを楽しむ 5年生児童、保護者 180人 11月4日

加茂小学校 ラ･メール発表会
ラ･メールにて開催する全校学習発
表会。保護者、地域の方々に公開。

全学年児童、教職員 400人 11月17日

加茂小学校
第6学年PTA親子活
動

親子で一緒にスポーツを楽しむ
6年生児童、保護者、教
員

130人 11月18日

木次小学校 授業公開日

地域･保護者の皆さんに参観してい
ただく。
2年生保護者を対象に給食の試食会
を行う。

全校児童、教職員、保
護者、学校評議員他

250人 10月26日

木次小学校 食育に関する講演会
外部講師による食育に関する講演
会を開催する

保護者、教職員 100人 10月26日

斐伊小学校 学習公開日 授業公開を行う 保護者 90人 10月25日

斐伊小学校 世代間交流活動
三世代の交流を深めるため、キャラ
弁づくりをしふるまい、いっしょにゲー
ムなどをし交流する

児童、保護者、地域の
方

80人 11月3日

次世代を担う子ども
の文化芸術体験事
業

阿用小学校

本物の文化・芸術を子ども達に体験
させたいというねらいで、文化庁主催
の事業を本校で開催する。「蘭この
みスペイン舞踊団」を招き、2日間で
行う。1回目はフラメンコのリズム
ワークショップ、2回目は保護者・地
域住民も参加して、スペイン舞踊「ア
ンダルシアの風」を楽しむ。
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寺領小学校

スポーツ選手活用体
力向上事業
（陸上運動･長距離
選手来校）

著名なスポーツ選手と一緒に運動し
たり、話を聞いたりする活動を通し
て、運動への意欲を高め自分の夢や
目標を見つけさせる

児童 70人
10月30日

又は
10月31日

寺領小学校 日登ふるさと祭り

幼稚園児や児童、地区民、各種団体
による芸能発表や文化作品展示、農
産物の展示即売等様々な催しが行
われる

児童、園児、保護者、
地域の方、教職員

1,000人 11月11日

寺領小学校 寺領っ子発表会
児童が総合的な学習の時間や生活
科等、日頃の学習の成果を保護者
や地域の方に発表する

児童、保護者、地域の
方

150人 11月17日

寺領小学校
文化芸術体験事業
(出雲フィルハーモ
ニー金管奏者来校)

出雲フィルの演奏を鑑賞したり、共演
したりすることで、芸術を愛する心を
育てると共に豊かな情操を養う

児童、園児、保護者 100人 11月28日

西日登小学校 ふれあい祭り

西日登交流センター主催のふれあい
祭りで、学習の成果を地域に向けて
全校で発表する。
児童の作品も校内、交流センターに
展示し、学習の成果を地域の方にみ
てもらう。

小学校児童、幼稚園
児、教職員保護者、地
域住民

300人 10月21日

西日登小学校
保護者との学級懇談
会

児童の生活や学習の様子について、
保護者と担任が話し合う

保護者、教職員 50人 11月7日

温泉小学校 学習公開日、研修会

学習公開
（人権に関する授業公開）
ＰＴＡ研修会
（人権に関する研修）

児童、保護者、教職員 40人 11月19日

温泉小学校 温泉ふるさと祭り

地域のふるさと祭りと学校の学習発
表会を共催で実施。
児童の日頃の学習の成果の発表と
作品展示。子どもフォトコンテスト（地
域を題材とした写真コンテスト）。
地域の方々による農作物の展示・即
売会。
学校施設（教室、特別教室等）を地
域住民へ開放。
学校、保護者、地域が一体となった
事業。

園児、児童、保護者、
地域住民、教職員

300人 11月24日

飯石小学校
学校公開日、ＰＴＡ教
育研修会、感謝祭

授業公開を行った後、ＰＴＡ主催によ
る教育講演会を開催。また、児童が
育てた米やサツマイモを調理し、そ
の収穫を祝う会を実施。

全校児童、保護者（家
族）、教職員

100人 10月21日

鍋山小学校 なべっ子発表会

小学校・幼稚園で主催し、保護者、
地域住民にふるさと学習を中心とし
た学習成果を発表する。地域コー
ナーを設け、地域の伝統工芸に触れ
る。発表を通し、地域住民と児童、園
児が交流する。

小学校児童、幼稚園
児、教職員、保護者、
地域住民

150人 11月10日

田井小学校 学習発表会
これまでの学習で積み上げてきた成
果をまとめ、劇や音楽などの表現活
動によって発表する

児童、保護者、教職
員、地域の方

100人 11月10日

田井小学校 お話を楽しむ会

講師を招聘して、低・中・高学年別に
ストーリーテリングやブックトークを楽
しむ会を開く。また、保護者や読書ボ
ランティアも豊かな読書生活をテー
マに研修する。

児童、保護者、地域読
書ボランティア、教職員

60人 10月1日

田井小学校
「メディアと上手につ
きあうデー」

生活リズムを整え、内読など本に親
しむ期間とする。
児童会主催のブックワールド集会を
開き、読書を奨励する。

児童、保護者、教職員 50人
10月19日

～
10月25日

掛合小学校

4校連携
掛合町元気アップ運
動　生活リズムづくり

掛合町内の保小中高(掛合分校)4校
で、基本的生活習慣の確立、体力づ
くりについて取り組む。
起床時刻や朝食摂取の有無、メディ
ア視聴、就寝時刻をカードに点数化
して記録する。
保護者に協力を呼びかけ、子どもの
生活についてコメントを記入してもら
う。

本校児童148名及びそ
の保護者

148人 11月上旬
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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

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成２４年度（１１月１日～７日及びその前後）

大東中学校 学校公開ウィーク
1週間（10月30日～11月3日までの授
業日）を学校公開日として、学校の
諸活動を参観してもらう

保護者、地域の方 100人
10月30日

～
11月3日

大東中学校 合唱コンクール 各学年・各学級の合唱発表
生徒・保護者・地域の
方

550 11月3日

海潮中学校
「うしおまつり」への
参加

神楽部の発表
ボランティア活動
（商工会販売店・食堂、チャリティバ
ザー等の手伝い）

地域住民 500人 10月28日

海潮中学校
文化祭
（学校地域公開日）

学習活動の成果発表
神楽部の発表
学年合唱、全校合唱
少年の主張発表
和太鼓コンサート

全校生徒、保護者、地
域住民

100人 11月 3日

加茂中学校 校内合唱コンクール
日頃の学習成果の発表や展示、全
クラスによる合唱コンクール等の実
施

保護者、地域の方、全
校生徒

生徒 180名
保護者、地域
住民 約200名
計 約380名

11月4日
（日）

三刀屋中学校 文化祭
日頃の学習の成果やふるさと学習に
よる地域人材から学んだ伝統芸能
の発表の場とする

全生徒、教職員、保護
者、地域の方

400人　程度 10月27日

三刀屋中学校 芸術鑑賞会
「神話博しまね」に合わせて来演され
る、「能」の鑑賞を行う予定

全生徒、教職員、吉田
中生徒、教職員

350人　程度 11月7日

三刀屋中学校
授業公開日・PTA講
演会

授業公開日に合わせ、富田富士也
氏の講演会を予定

全生徒、教職員、保護
者、学校関係者

400人　程度 11月11日

吉田中学校 感謝祭・文化祭

生徒が栽培、収穫した食材等を使っ
た料理やうす茶などで、地域の方々
へのおもてなし。
継承している伝統芸能（神楽・太鼓）
合唱等の発表並びに各教科、総合
的な学習の時間等の成果を展示。

吉田中学校生徒教職
員、保護者、地域の
方々

200人 11月3日

吉田中学校 能ワークショップ 能の体験活動 吉田中学校生徒 40人 11月7日

掛合中学校 　　文化祭

合唱コンクール
ふるさと学習を中心とする学習成果
の発表会
「つぶやき」（生徒・保護者）掲示

全校生徒、保護者、教
職員、地域住民

　250人 11月3日
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