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　県では、家庭、学校、地域社会が連携して子どもたちの教育に取り組み、教育の充実・発
展を図ろうと、「彩の国教育の日」を制定し、今年で 3 年目を迎えます。 
　市は、八潮の子どもたちを地域の力で育んでいただこうと、学校教育の現場を広く公開
します。より多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

建築物の解体などを依頼する方、 
　　　　　  解体工事を請け負う事業者の方へ 
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11月1日は、 

彩の国教育の日 

八潮市教育の日発表会 八潮市教育の日発表会 

―家庭、学校、地域社会の　　　 
　　　　　　　　連携を通して― 

 テーマ 
「子どもが輝くやしおの教育」 

11月 2 日（水） 
午後 3 時～ 4 時30分 
八潮メセナ 
アトラクション（市内全中学校による合
唱）、実践発表（教育への取り組み、学
習成果）、感想発表など 

　子どもたちを健全に育成する
ことは、個々の家庭の問題であ
るとともに、地域社会が密接に
関係しています。地域で幼い時
から子どもを見守り、声をか
け、よい点は大いに誉めてあげ
てください。この機会に、もう
一度地域が果たす教育の役割を
見直しましょう。 

　教育委員会や小中
学校での取り組みと
合わせて、家庭でも
この機会に改めて子
どもと向き合い、勉
強の大切さや将来の
夢について語り合う
など、ぜひ積極的に
取り組んでいただき
たいと思います。 

・「進路や将来の夢」の語り合い 
・祖父母から孫へ、親から子への話 
・家族カレンダーの作成 
・親から子どもへの本のプレゼント 
・「我が家のしつけ○ヶ条」の作成 
・学校のテスト問題に家族そろってチャ
レンジ 
・家族そろって地域の行事に参加 
・家族そろって美術館・博物館めぐり 

◎保護者以外の地域の方も参加できます！ 

学校教育を 
　考えてみませんか?
家庭でも、取り組みませんか 地域の教育力を 

見直しましょう 　取り組みの例 

地域の皆さんに学校教育に参加いただき、理解を深めてもらおうと学校を公開します！ 

クラスや学年で学習の成果を発表 保護者と地域の方 
高齢者（招待） 

11月５日（土） 

鶴ヶ曽根１ 

蕁996-8400

八條小学校 学習発表会 

図工、家庭科、書写の作品を公開 保護者と地域の方 11月１日（火）・２日
（水）・４日（金）・５
日（土） 

作品展 

学校名･連絡先 事業名 実施の期間 公開の対象者 取り組みの内容 

１日は学習成果発表会を開催し、５
日はＰＴＡバザーを実施 
公開週間を通して授業等を公開 

保護者と地域の方 10月31日（月）～ 
11月５日（土） 

大瀬５３０－１ 

蕁995-9321

大瀬小学校 学校公開 

図工、家庭科、書写の作品を公開 保護者と地域の方 10月31日（月）～ 
11月５日（土） 

作品展 

（午前）授業などの公開 
（午後）バザー、模擬店、お楽しみゲーム

など 
（終日）図工、家庭科、書写の作品を公開 

保護者と地域の方 11月５日（土） 

南川崎８２２ 

蕁996-9955

潮止小学校 学校公開 
潮止っ子祭り 

校内音楽会を開催し、各学級・学年
発表、音楽クラブ、職員の発表など 
プレハブでは、児童の作品（習字、絵、
工作、家庭科）を展示 

保護者と地域の方 11月５日（土） 

八潮七丁目42－1 

蕁997-1028

大原小学校 土曜参観日 
（校内音楽会・ 
校内作品展） 

２・３校時の授業を公開 
授業公開後、バザー、模擬店など 

希望するすべての
方 

11月５日（土） 

中央四丁目21－16 

蕁996-4042

八幡小学校 学校公開 
ＰＴＡバザー 

日ごろお世話になっている方を招
待し、学習発表会、感謝の会を実
施 

保護者・交通指導
員・町会長・ランチ
スタッフ・学校評
議員等・地域の方 

11月５日（土） 

柳之宮１４０ 

蕁995-6091

柳之宮小学校 柳小 
カーニバル 

図工、家庭科、書写の作品を公開 希望するすべての
方 

11月１日（火）・２日
（水）・４日（金）・５
日（土） 

作品展 
図工、家庭科、書写の作品を公開 保護者と地域の方 11月１日（火）・２日

（水）・４日（金）・５
日（土） 

作品展 

（午前）学年ごとに学習発表会（ス
テージ発表） 

希望するすべての
方 

11月１７日（木） 児童祭 柳之宮カーニバルの後、バザー、模
擬店など 

保護者と地域の方 11月５日（土） ＰＴＡバザー 

学年ごとに演奏・器楽クラブの演奏 
全校児童が体育館に集い保護者と
ともに音楽会を実施 

保護者 11月１日（火） 

垳５２７ 

蕁996-6372

大曽根小学校 校内音楽会 
午後の授業、清掃、帰りの会などを
公開 
１１月１日（火）は午前の授業を公開 

保護者、地域の方 11月１日（火）～ 
５日（土） 

中央一丁目１－２ 

蕁996-4219

八潮中学校 学校公開 
週間 

図工、家庭科、書写の作品を公開 地域・保護者・学
校評議員・町会長
など 

11月１日（火）～５
日（土） 

作品展 月曜日の授業を２時間公開 保護者、地域の方 11月５日（土） 土曜授業 
参観 

１・２校時を全学級で授業公開 地域・保護者・学
校評議員・町会長
など 

11月５日（土） 土曜授業 
公開 

授業を公開後、バザー、模擬店など
を実施 

保護者 10月15日（土） 

八潮五丁目９－１ 

蕁996-1378

大原中学校 授業参観 
バザー 

大学の教授を講師に招き生活リズ
ムの向上についての講演会 

児童・教師および
地域・保護者・学
校評議員・町会長
など 

子どもの体
力向上実践
事業にかか
わる講演会 

11月５日（土） 

合唱祭の公開 保護者・学校評議員 10月21日（金） 合唱祭 

授業を始め児童の活動を公開 保護者と地域の方 10月29日（土） 

緑町三丁目９－１ 

蕁996-1377

松之木小学校 土曜授業 
参観 

授業を始め、日常の教育活動全体
を公開 

保護者 11月１日（火）・２日
（水） 

学校公開 

耐震車体験、点字体験、バザー、模
擬店など 

保護者と地域の方 10月29日（土） 松之木小 
まつり 

授業を始め生徒の日常の教育活動
全体を公開 

保護者と地域の方 11月１日(火)・２日
（水）・４日（金）・８
日（火） 

八條５５５ 

蕁936-2121

八條中学校 学校公開 

図工、家庭科、書写の作品を公開 保護者と地域の方 10月29日（土）～ 
11月11日（金） 

作品展 

授業を始め生徒の日常の教育活動
全体を公開 
バザーを通して、生徒とＰＴＡ、地域
の方々との交流を深める 

保護者と地域の方 11月12日（土） 授業参観 
バザー 

授業や学校生活の様子を保護者
や地域に公開（給食の時間を除く） 

保護者と地域の方 11月１日（火）・２日
（水）・４日（金）・７
日（月） 

大瀬１５１６ 

蕁996-4375

中川小学校 学校公開 

保護者、地域の方々に案内文書や
学校だよりで学校公開週間をお知ら
せし、授業の様子を公開。併せて、
美術、技術家庭、書写の作品を公開 

保護者 
地域の方（事前に
申し込みをされた
方） 

11月２日（水） 
４日（金） 緑町四丁目19-1 

蕁997-1027

八幡中学校 学校公開 
作品展 

図工、家庭科、書写の作品を教室
前の廊下で公開 

作品展 

午前の部（授業参観）、午後の部（体
験活動）とし、生徒と保護者、教師
とのふれあいの場を設ける 

保護者 11月５日（土） 授業参観 
学年ＰＴＡ活動 

地域の太鼓実演等を行い、保護者・
地域・児童の交流を深める 

保護者と地域の方 11月６日（日） ＰＴＡバザー 
（予定） 

メセナを会場にして、全学級が合唱
を発表 

保護者 
地域の方（事前に
申し込みをされた
方） 

10月14日（金） 合唱祭 

朝の取り組み、授業、児童会活動
など終日の取組を公開 

保護者と地域の方 11月１日（火） 

八條１１５０ 

蕁931-3261

八條北小学校 学校公開 授業を始め給食や清掃の時間等、
生徒の活動を公開 

保護者と地域の方 11月１日（火）・２日
（水）・４日（金） 古新田５３０ 

蕁996-7325

潮止中学校 学校公開 

図工、家庭科、書写の作品を公開 保護者と地域の方 11月１日（火）・２日
（水）・４日（金） 

作品展 美術、技術家庭、書写等の作品を
公開 

保護者と地域の方 11月１日（火）・２日
（水）・４日（金） 

作品展 

学校名･連絡先 事業名 実施の期間 公開の対象者 取り組みの内容 

※保護者以外の方が参加を希望する場合は、各学校にお問い合わせください。 
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