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【京都市立小中学校耐震化 PFI 事業】 

要求水準書 資料 2 学校行事や地域開放等の予定（平成 21 年度） 

  

１ 太秦小学校 

（１）授業等での使用状況 

項目 内容 

登校時間帯 ～8:30 

授業時間帯 ～15:40 

下校時間帯 ～18:30 

部活動 

16:00～18:00 

陸上，バレー，テニス，相撲，サッカー，読書，習字 

まなび教室（15:00～18:00。図書室） 

学校休業曜日 土・日・祝祭日 

休業期間 夏期（7/22～8/23），冬季（12/24～1/7），春期（3/25～4/5） 

主な学校行事 
体育祭（9/26），学芸会（11/11,12），卒業式（3/23），相撲大会（7/4

と 10 月下旬。正式名称はみどり杯），研究発表会（1/29） 

 
（２）課外活動 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

和室 ①-1 棟・３階 書道部 月～金の 16:00～18:00 

図書室 ③-1 棟・３階 
放課後まなび教室 

読書部 

月～金のほぼ毎日 

～18:00 

 
（３）地域開放 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

テニスコート － 住民利用 

土・日・祝祭日 

部活動で使用する場合もあ

り 

第二会議室 ○22棟・2階 地域住民の会合等 

各週に 1回程度。時間は概ね

19:00～21:00 

金曜日の夜の利用が多い。 

和室 ①-1・1 階 同上 同上 

ふれあいサロン ①-3・1 階 同上 週に 2～3回程度 

屋内運動場 － 

住民利用（空手，剣道，

バレーボール，バトミ

ントン） 

ほぼ毎日。17:00～19:00 

運動場 － 
グランドゴルフ，サッ

カー，野球 

土・日・祝祭日。7:00 頃から

夕方まで 
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２ 鏡山小学校 

（１）授業等での使用状況 

項目 内容 

登校時間帯 ～8:30 

授業時間帯 ～15:30 

下校時間帯 
夏期（2～10 月）：～16:30（部活動を含む完全下校は～17：30） 

冬季（11～1月）：～16:00（部活動を含む完全下校は～17：30） 

部活動 ～18:00 

学校休業曜日 土・日・祝祭日 

休業期間 夏期：7/18～8/23，冬季：12/25～1/6，春期：3/25～4/5 

主な学校行事 

運動会：10/24（土），卒業式：3/19（金）※基本は 3/23，休日参観：

6/6（土），就学時健診：11/13（金）の午後，半日入学：1/29（金）

の午後，図工展：2/22（準備開始）～2/26（片づけ）※屋内運動場

を利用 

 
（２）課外活動 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

運動場 － 陸上 火，金の 15:40～17:30 

バレーボール 同上 

バスケットボール 同上 屋内運動場 － 

卓球 同上 

第２音楽室 ①棟・3階 金管バンド 同上 

5 年生少人数教

室 
③棟・3階 ヒップホップダンス 同上 

3 年生少人数教

室 
③棟・2階 英語 金の 15:40～17:30 

たいよう学級 ③棟・1階 和太鼓 同上 

 
（３）地域開放 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

明鏡館 ⑰棟 会合，生け花等 水～土，午後～夜にかけて 

ふれあいサロン ⑯棟 会合等 
週 2～3 回。PTA は 9:00 頃か

ら，地域住民は19:00頃から。

コミュニティプ

ラザ 
①棟 

PTA による読み聞かせ

会 
火曜日の昼。月２回程度 
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少年野球 
木曜日 16:00～17:30 

土曜日 9:00～16:00 

少年サッカー 日曜日 9:00～17:00 

運動場 － 

体育振興会（体振） 

3 月～11 月の 18:00～21:00。

週 3～4 回，曜日は不定期。

各種スポーツ（テニス，ペタ

ンク，グランドゴルフ） 

PTA バレー 木曜日 15:00～17:00 

PTA 卓球 土曜日 13:00～17:00 

体育振興会（体振） 

水，木，金，日の 18:00～21:00

各種スポーツ（バドミント

ン，バレー，ソフトバレー，

卓球） 

屋内運動場 － 

空手の指導 月曜日の 17:30～19:00 
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３ 旭丘中学校 

（１）授業等での使用状況 

項目 内容 

登校時間帯 ～8:20 

授業時間帯 ～15:05 

下校時間帯 
夏期（3～10 月）：～16:00（部活動を含む完全下校は～17：30） 

冬季（11～2月）：～16:00（部活動を含む完全下校は～17：00） 

部活動 ～17:15 

学校休業曜日 土・日・祝祭日（ただし，部活動はこの限りではない。） 

休業期間 
夏季休業（7/19～8/23），冬期休業（12/26～１/5），春期休業（3/20

～） 

主な学校行事 体育大会（9/25），学校祭（10/19，10/20），卒業式（3/12） 

 

（２）課外活動 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

スポーツ 毎週月，火，木。19:00～21:00

屋内運動場 － かがやく丘コンサー

ト 
11/7（予定） 

運動場 － 
体振ソフトボール大

会 
6/20 もしくは 6/21 

校舎等 － 休日参観 6/14 

 
（３）地域開放 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

※特になし    
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４ 近衛中学校 

（１）授業等での使用状況 

項目 内容 

登校時間帯 ～8:25 

授業時間帯 ～15:20 

下校時間帯 

3 月～10 月 15 日：～15：40（部活動を含む完全下校は～17：30、

18：00 まで延長の場合あり） 

10 月 16 日～31 日、2月 15 日～29 日：～15:40（部活動を含む完全

下校は～17：30） 

11 月～2月 14 日：～15：40（部活動を含む完全下校は～17：00）

部活動 15:20～17:15（運動場，屋内運動場，他各教室で実施） 

学校休業曜日 土・日・祝祭日 

休業期間 
夏期休業（7/18～8/23），冬季休業（12/26～1/5），春期休業（3/23

～4/5） 

主な学校行事 

学級別懇談会：7/13～7/16，12/17～12/24 

小中交流会（小学校と中学校の先生の合同研修会）：8/28 

文化祭：10/1，近衛音楽祭（合唱コンクール）：9/17，体育大会 10/7

 

（２）課外活動 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

会議，ランチルーム 不定期 

PTA 本部会 不定期 いきいき交流室 ①-1 棟 

PTA 運協 年数回 

 

（３）地域開放 

室名称等 場所 活動名称等 活動時間等 

屋内運動場 － 
住民利用（バレーボー

ル） 

18：00～21：00 

曜日等は申請により決定 

 
 


