
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年度 「国分寺市 教育７DAYS」のご案内 
国分寺市教育委員会では，市民の方々とともに教育について考える機会の一つとして，毎年 10 月下

旬から 11 月上旬頃の７日間に「国分寺市 教育７DAYS」を設定しています。教育に関する取組を市
民全体で推進し，本市における教育の充実と発展を図りたいと考えています。 
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ，今年度も規模を縮小して実施します。事業によっ

ては，関係者のみの公開となりますので，ご留意ください。 
 

期間 10 月 31 日（月）から 11 月６日（日）まで 
※ただし，取組はこの週を含む前後２週間程度を目安としています。 

 

              問合せ先 学校指導課：042-573-4372 

コミュニティ・スクールフォーラム 
◆日時 11 月４日（金） 

13 時から 16 時まで 
◆内容 地域人材を活用した授業公開を行い，第

九小学校の実践報告を行います。その
後，市内のコミュニティ・スクールが，
情報交換を行います。 

◆会場 国分寺市立第九小学校 
◆対象者 コミュニティ・スクール関係者及び 

教職員 

いじめ防止 児童会・生徒会フォーラム 
◆日時 11 月５日（土） 

15 時から 16 時 30 分まで 
◆内容 児童会・生徒会の代表が，いじめに関

する各学校の現状を振り返りながら，
今後の取組等について話し合います。 

◆会場 国分寺市立第四小学校 
◆対象者 代表児童・生徒及びその保護者（人

数制限あり），教職員 

問合せ先 図書館課：042-324-2022 

◆日時 10 月 29 日（土）から 11 月６日（日）まで 
◆場所 国分寺市立図書館６館 （※駅前分館を含む） 
◆内容 秋におすすめの本を３冊セットにした「としょかん福袋」を貸し出します。 
◆対象者 小学１～３年生とその家族（図書館利用者） 
◆申込不要，直接図書館にお越しください。 ◆先着順，福袋がなくなり次第終了。 

                                     問合せ先 ふるさと文化財課：042-300-0073 

◆日時 11 月６日（日） ※雨天中止 

第 1 回 10 時から  第 2 回 11 時から 第３回 13 時から 第４回 14 時から 

◆場所 おたかの道湧水園内（屋外にテント設置） 

◆対象者 小・中学生優先 ※小学 3 年生以下は保護者同伴 ◆定員 各回５名  ◆費用 無料 

◆事前申込制 10 月 17 日（月）より電話にて受付開始。定員になり次第終了。 

問合せ先 ふるさと文化財課：042-300-0073 

◆日時 10 月 29 日（土）から 11 月６日（日）まで ９時から 17 時まで（入館は 16 時 45 分まで） 
◆場所 おたかの道湧水園内 
◆対象者 小・中学生優先 ※小学３年生以下は保護者同伴  
◆費用 無料  ◆申込不要，直接おたかの道湧水園にお越しください。 
◆正解した中学生以下の参加者へ景品を贈呈。景品がなくなり次第終了。 

「としょかん福袋」の貸出 

レプリカをつくろう 

歴史なぞときクイズラリー 

コミュニティ・スクールフォーラム/いじめ防止 児童会・生徒会フォーラム ※関係者のみ 

問合せ先 公民館課：042-321-0085 

◆日時 11 月６日（日）10 時 30 分から 14 時 30 分まで 
◆場所 並木公民館及び第五中学校体育館・校庭  ◆対象者 市民 ◆費用 無料  

子どもまつり 

 

 

◆日時 11 月５日（土）14 時から 15 時 30 分まで 
◆場所 本多公民館 ◆対象者 市民  ◆費用 無料  

秋の本多ワクワク上映会「トロールズミュージック★パワー」 

 
問合せ先 公民館課：042-321-0085 



 
 
 

学校名 行事名 実施日 

国分寺市立第一小学校 音楽会 11 月 11 日（金），12 日（土） 

国分寺市立第二小学校 学習発表会 11 月 11 日（金），12 日（土） 

国分寺市立第三小学校 学習発表会 11 月 10 日（木）～12 日（土） 

国分寺市立第四小学校 
学校公開 10 月 20 日（木），21 日（金） 

学習発表会 11 月 12 日（土） 

国分寺市立第五小学校 
学校公開 10 月 11 日（火）～14 日（金） 

音楽会 11 月 11 日（金），12 日（土） 

国分寺市立第六小学校 音楽会 11 月 11 日（金），12 日（土） 

国分寺市立第七小学校 
学校公開 10 月 11 日（火）～13 日（木） 

音楽会 11 月 25 日（金），26 日（土） 

国分寺市立第八小学校 学校公開 10 月 12 日（水）～15 日（土） 

国分寺市立第九小学校 

公開授業 

（ＣＳ・サポーター制度， 

地域人材） 

11 月４日（金） 

国分寺市立第十小学校 学習発表会 11 月 11 日（金），12 日（土） 

国分寺市立第一中学校 学校公開 11 月５日（土） 

国分寺市立第二中学校 
学校公開 10 月 24 日（月）～28 日（金） 

くぬぎ音楽祭 10 月 29 日（土） 

国分寺市立第三中学校 学校公開 11 月５日（土） 

国分寺市立第四中学校 
合唱コンクール 10 月 21 日（金） 

学校公開 10 月 31 日（月）～11 月８日（火） 

国分寺市立第五中学校 
学校公開 10 月 17 日（月）～21 日（金） 

合唱コンクール 10 月 22 日（土） 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，一般公開は行いません。詳しい取組内容に   

ついては，各校からブログでお知らせします。 

「国分寺市 教育７ＤＡＹＳ」期間中の各学校の取組 


