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市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

鹿児島市 ④
ﾌﾗﾝｸ･ｳﾞｨﾊﾞｳﾄﾋﾟｱﾉﾘｻｲﾀﾙ＆公開
ﾚｯｽﾝ

英国の国際的ピアニストを招聘し、リサイタルと公開レッスンを行う。 10月14日
かごしま県民交流
センター

鹿児島国際大学生涯学習セ
ンター

無料 099-263-0801

鹿児島市 ①
金曜講演会
（公開講座）

「鹿児島で活躍する女性たち」をメインテーマに，鹿児島で活躍する女性５
名を招き，それぞれの働き方や地域への貢献を紹介します。

10月15日
（金）

10月22日
（金）

10月29日
（金）

各18時～20
時

鹿児島県立短期大
学附属図書館視聴
覚室

鹿児島県立短期大学附属図
書館

無料
099-220-1111
内線326

鹿児島市 ② 鹿児島大学教育学部美術科展 教育学部美術専修学生による絵画、彫塑、デザイン、工芸の作品展
11月11日～

15日
鹿児島大学教育学
部音楽美術棟

鹿児島大学教育学部美術専
修

無料
池川直
鹿児島大学教育学部美術専修彫刻研究室
ikegawa@edu.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島市 ③ 市民講座

第18回市民講座
「大陸移動によって進化した動物たち」
DNAの情報を比較すると、動物の系統樹が作成できます。この系統樹か
ら、動物の起源や大陸移動の歴史を推定する研究についてお話ししま
す。

11月13日
鹿児島大学
郡元キャンパス

総合研究博物館 無料 http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島市 ①③ ボビンレース展
16世紀半ばからヨーロッパで装飾品として発展し、糸の宝石と呼ばれるア
ンティークレースを中心とした作品を展示します。

11月6日～
11月14日

鹿児島大学附属図
書館

放送大学鹿児島学習セン
ター、鹿児島大学総合博物
館、鹿児島大学附属図書館

無料 http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/

鹿屋市 ④ 大学改革シンポジウム
本学学長主導の貯筋運動プロジェクトの研究成果と家庭でできる貯筋運
動の生活化と地域振興について、専門家による講演や一般市民とのディ
スカッションを行うものです。

11月13日 鹿屋体育大学 国立大学法人鹿屋体育大学 無料 http://www.nifs-k.ac.jp/

鹿屋市 ③ 蒼天祭
学生主体の学園祭と教職員主体の大学開放事業を同日に実施します。
イベント参加と合わせて施設の無料使用が可能です。

11月13日～
14日

鹿屋体育大学 国立大学法人鹿屋体育大学 無料 http://www.nifs-k.ac.jp/

鹿屋市 ① サンロードウォークｉｎかのや
　鹿屋市のばら園を会場に開催されるウォーキング大会を地元関係機
関・団体等と共催で実施し、当所の認知度を高めます。

10月31日
国立大隅青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/ 地域住民

鹿屋市 ① 子ども自然クラフト祭り
地元で開催されるイベント等で当所のクラフト活動を紹介・体験させること
により、地元住民への当所の認知度を高めます。

10月16～11
月28日の期
間中の日曜

日

国立大隅青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/ 地域住民

鹿屋市 ① おおすみくん家フェスティバル ニュースポーツ、創作活動、様々な自然体験活動を行います。
11月6日～
11月7日

国立大隈青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/
地域住民（５００
名）

鹿屋市 ① 桜島大根育て隊①～⑧
　地元特産の桜島大根を種子から育て、収穫するまでを体験することによ
り、農業への関心を高めます。

④10月23日
⑤11月13日

国立大隅青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/
地域住民、一般
家族　50名

鹿屋市 ①
おおすみくん家　ボランティア養成
研修Ⅱ

　青少年教育施設の役割を理解するとともに、野外教育活動等の指導・
支援ができるボランティアの養成・確保を図ります。

10月16日～
10月17日

国立大隅青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/
大学生、短大生
等20名

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 1
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鹿屋市 ① ファミリーキャンプ夏・秋
　自然体験活動を通して家族の絆を深めるとともに、家族間の交流を図り
ます。

10月23日～
10月24日

国立大隅青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/

大隅青少年自然
の家ファミリー会
員及び一般家族
各40名

鹿屋市 ①
鹿屋体育大学との連携によるおお
すみスポーツキャンプ②

　コミュニケーション能力の向上を図ることによるチームづくりや、青少年
の体力・運動能力を踏まえたトレーニング法によるスポーツ技術の向上を
図ります。

11月13日～
11月14日

国立大隅青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://osumi.niye.go.jp/

中学生のバレー
ボール部員及び
その指導者　50
名

霧島市 ②
公開講座「小学生のためのものづ
くり教室」

からくりおもちゃや各種ロボットを製作し，遊ぶことによってものづくりへの
興味を味わってもらう。親子での参加も可能である。

11月27日
鹿児島工業高等専
門学校

鹿児島工業高等専門学校 無料 http://www.kagoshima-ct.ac.jp/kouza%EF%BC%882010%EF%BC%89.pdf

霧島市 ② 平成２２年度文化祭 劇・合唱・合奏、展示　など 11月3日 鹿児島第一中学校 鹿児島第一中学校 無料 http://j.k-daiichi.jp/
TEL 0995-46-
7831

霧島市 ① 公開講座
音楽に関わる講座で、トーンチャイムの演奏法に慣熟してもらうものであ
る。

10月16日
第一幼児教育短期
大学

第一幼児教育短期大学 無料 事務室　      0995-47-2072

鹿児島市 ③
境界のない公募展～すべての出
品作品を展示します

美術館前庭にてジャンルを問わない1日限りの無審査の公募展を開催
全作品を展示し，審査・表彰を行う

10月31日 鹿児島市立美術館 無料 099-224-3400

鹿児島市 ③
開館25周年記念特別展
田中一村　新たなる全貌

一村ゆかりの地にある公立美術館が共同して改めて作品や資料を調査
し，新たに発見された作品を数多く含む約250点を紹介

10月5日～
11月7日

鹿児島市立美術館 無料 099-224-3400

鹿児島市 ①
県民週間に係るポスター原画・標
語の入賞作品展示

県民交流センター２階展示スペースにおいて左記作品の展示を行い，当
センターのＨ・Ｐ上でもその様子を公開する。

10月22日～
11月18日

かごしま県民大学
中央センター

かごしま県民大学中央セン
ター 無料 099-221-6604

鹿児島市 ⑩ かごしま文化工芸村秋まつり
陶芸，木工芸，竹細工，染色など物づくりの体験ができるイベント
野点やアウトドアレクリエーション，チャリティ陶器市，抽選会，交流コー
ナーなど

11月7日 かごしま文化工芸村 無料 099-281-7175

鹿児島市 ⑫ 伊敷地域人権問題研修会
学習グループ，学校・ＰＴＡ関係者，校区公民館関係者，一般市民等を対
象に，ビデオフォーラムや講演といった形式で実施する人権に関する研修
会

11月10日 伊敷公民館 無料 099-220-1866

鹿児島市 ⑫ 鴨池地域総合文化祭
自主学習グループ，学校，幼稚園・保育園(所)，福祉施設等による作品展
示及び文化協会,自主学習グループ，学校等による舞台発表

11月12日～
11月14日

鴨池公民館 無料 099-252-5756

鹿児島市 ⑤ 文化講演会 文化的な著名人を講師に招く文化講演会 11月7日 喜入公民館 無料 099-345-3751

鹿児島市 ⑫ 喜入地域人権問題研修会
広く市民を対象に人権問題に関するビデオ視聴やフォーラム等を内容と
する研修会

11月26日 喜入公民館 無料 099-345-3751

鹿児島市 ⑫ 喜入地域総合文化祭
地域内幼稚園･保育園･小学校･中学校･自主学習グループ等による作品
展示及び舞台発表

11月6日～
11月7日

喜入公民館 無料 099-345-3751

鹿児島市 ⑫ 吉田地域総合文化祭
自主学習グループ，学校，幼稚園・保育園(所)，福祉施設等による作品展
示及び文化協会,自主学習グループ，学校等による舞台発表

11月6日～
11月7日

吉田公民館 無料 099-294-1219

鹿児島市 ⑫ 吉野地域人権問題研修会 人権問題に関するビデオ視聴，講話，グループでの感想，意見交換 10月29日 吉野公民館 無料 099-244-2566

鹿児島市 ⑫
文化講演会
吉野地域総合文化祭

校区小・中学生による意見発表，文化講演会
展示発表

11月20日 吉野公民館 無料 099-244-2566

鹿児島市 ⑫ おはら祭り こおりやま踊り連として，子ども踊り連も参加 11月3日 郡山公民館 無料 099-298-2220

鹿児島市 ⑫ 郡山地域総合文化祭
6日：地域内小中高生による作文発表及びふれあいコンサート
7日：小中高生を含めた舞台発表及び作品展示

11月6日～
11月7日

郡山公民館 無料 099-298-2220

鹿児島市 鹿児島県文化財功労者表彰 地域における文化財の保護に功績のあった者を県教育委員会が表彰 11月5日 鹿児島県庁 県教育委員会 無料 099-286-5353

鹿児島市 ⑩ 高校生の庁内インターンシップ
将来公務員を志望している高校１・２年生を対象とした県庁内でのイン
ターンシップ

11月1日～
11月5日

祝日を除く
鹿児島県庁 県教育委員会 無料 099-286-5294

鹿児島市 ②
地域が育む「かごしまの教育」県
民週間

この期間，県内の公立のすべての教育施設やすべての公立学校等を一
般県民に開放することで，「かごしまの教育」について考える気運を高め
る。

11月1日～
11月7日を
含む前後3

週間

県内各教育施設 県教育委員会 無料 099-286-5190

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 2
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鹿児島市 ① 特色のある学校施設パネル展
県行政庁舎18階の展望ロビーで，近年整備された学校施設の整備状況
をパネル展示する
（展示終了後は，展示内容をホームページに掲載予定）

10月23日～
11月14日

鹿児島県庁 県教育委員会 無料 099-286-5236

鹿児島市 ①
地域が育む「かごしまの教育」県
民週間ポスター原画･標語入賞作
品展示

ポスター原画･標語入賞作品(最優秀賞各2名,優秀賞各2名,特選各10名,
入選各26名)合計80点の展示（県民交流センター2階）

10月23日～
11月18日

かごしま県民交流
センター

県教育委員会 無料 099-286-5190

鹿児島市 ⑥ おはなしのじかん秋のスペシャル ペープサート，大型紙芝居，大型絵本，素話，わらべうた等の実演 10月24日 県立図書館 無料 099-224-9514

鹿児島市 ⑥ あきいろのおはなしのじかん 児童庭園でのおはなし会
10月20日
10月27日
11月3日

県立図書館 無料 099-224-9514

鹿児島市 ⑥ 児童文化室ミニ展示
テーマ「お父さん，お母さんも読んだよ」
読み継がれてきた絵本の紹介

10月23日～
11月21日

県立図書館 無料 099-224-9514

鹿児島市 ①
貴重資料紹介「アドミラル・トー
ゴー～東郷平八郎関係資料」

県立図書館が所蔵している貴重資料のうち，東郷平八郎に関する書や肖
像画，写真，関連図書の紹介

11月5日～
11月10日

県立図書館 無料 099-224-9514

鹿児島市 ⑦
秋だ！紅葉！青少研もみじまつり
オープニングセレモニー，演奏会
青少研自然学校

施設開放のオープニングセレモニー・演奏及び自然散策と秋の味覚探し・
どんぐりごまづくりなどの自然体験活動を実施

10月24日 県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ⑦ 親子で自然体験
自然体験に興味のある親子を対象にして，フィールドビンゴ大会を実施す
るとともに，どんぐりクラフトや焼き芋作りなどの自然体験活動を行う事業

10月31日 県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ⑪ ファミリーデイキャンプ秋物語
野外活動に興味のあるファミリーを対象に，深まりゆく秋を満喫しながら野
外活動を体験する事業

11月14日 県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ⑦
秋だ！紅葉！青少研もみじまつり
青少研自然学校　メインイベント

青少年研修センターのもみじまつりの一環として，落ち葉のしおりづくりや
たきでのパン作り，干し柿づくり体験活動を実施

11月21日 県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ⑦ 楽しもう！白銀坂ハイキング
県民一般を対象に，白銀坂のハイキングを楽しみながら，家族のふれあ
いをふかめるとともに，郷土の自然環境や歴史・文化について理解を深
める事業

11月28日 県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ⑦ 秋だ！紅葉！青少研もみじまつり
もみじの紅葉などを観賞，自然を生かした体験活動などを行う施設開放
事業

10月24日～
12月5日

県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ⑦
科学教室「アサギマダラのひみつ
を調べよう」

アサギマダラを捕獲し，マークして放し，チョウの行方を調べることで飛行
ルートを特定する調査

10月24日 県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ②
天文教室「お日様が教えてくれる
時計」

プラネタリウム秋編の視聴と日時計づくりの体験学習 10月24日 県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ② 科学教室「化石発掘体験」
地層に含まれている魚や木の葉の化石を掘り出して，地層のできた時代
や環境を調べる体験学習

11月7日 県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ②
天文教室「クレヨンで作る　ペガス
ス座のかざり」

プラネタリウム秋編の視聴とペガスス座のアクセサリーづくりの体験学習 11月14日 県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ⑦
企画展「温暖化？ちょっと変だよ
かごしまの生きものたち」

温暖化等によって変化する鹿児島の動植物についての企画展
10月2日～
11月7日

県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ③
移動博物館「博物館がやってきた
in　出水市」

博物館の移動展示と楽しい実験，講演会などの様々な教育普及活動
11月18日～
11月21日

県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ③
移動展示「世界遺産の島　屋久島
の自然」

自然公園ふれあい全国大会の開催に合わせ県民交流センターで行う屋
久島の自然に関する展示

11月2日～
11月28日

県立博物館 無料 099-223-6050

鹿児島市 ⑫ 桜島地域人権問題研修会 人権問題に関する講話，ビデオ視聴，質疑応答 11月5日 桜島公民館 無料 099-293-2725

鹿児島市 ⑫ 桜島地域総合文化祭
公民館講座，自主学習グループ，学校，幼稚園等による作品展示及び舞
台発表

11月21日 桜島公民館 無料 099-293-2725

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 3
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鹿児島市 ⑫
中学生英語スキット・スピーチコン
テスト

各学校代表によるスキット・スピーチコンテストの実施
（２年生７８人，３年生３９人の参加）

11月12日
鹿児島市教育委員会学校教
育課

無料 099-227-1041

鹿児島市 ⑪ 宮川の秋を楽しむ親子のつどい さつまいもほり，創作活動，炊飯活動等 11月6日
鹿児島市教育委員会青少年
課

無料 099-227-1971

鹿児島市 ⑫
第8回明るく楽しい学校づくり市民
大会

児童生徒による特色ある教育活動等の発表，こころの言の葉コンクール
優秀賞等の表彰

10月23日～
10月24日

鹿児島市教育委員会青少年
課

無料 099-227-1971

鹿児島市 ④ 五色の花コンサート
5支所（吉田，松元，郡山，喜入，桜島）の旧議場等を会場にプロの演奏
会を開催

10月11日 鹿児島市教育委員会文化課 無料 099-227-1962

鹿児島市 ④ 第58回鹿児島市民文化祭 市内の文化団体による日頃の活動成果の発表 10月12日 鹿児島市教育委員会文化課 無料 099-227-1962

鹿児島市 ④ 第39回ふるさと芸能祭 市内に伝えられる民俗芸能や一般芸能の発表 11月2日 鹿児島市教育委員会文化課 無料 099-227-1962

鹿児島市 ④ 学校巡回芸術劇場 市内の小学校を巡回し，演劇などを開催
10月25日～
11月12日

鹿児島市教育委員会文化課 無料 099-227-1962

鹿児島市 ④ 芸術家派遣プロジェクト 市内の小中学生を対象に，地元の芸術家による芸術鑑賞
10月26日～
11月11日

鹿児島市教育委員会文化課 無料 099-227-1962

鹿児島市 ①
時間（とき）を越えて甦る古代から
のメッセージ～市内の遺跡発掘調
査速報展２０１０～

平成21年度に行なった発掘調査の成果を公表するとともに，整理作業後
の収蔵資料のうち未公開のものを一同に展示

10月9日～
11月28日

鹿児島市立ふるさと考古歴
史館

無料 099-266-0696

鹿児島市 ⑪ おこし体験 古代のおこし器「舞いぎり」を使ってのおこし体験
11月の土･
日･祝日

鹿児島市立ふるさと考古歴
史館

無料 099-266-0696

鹿児島市 ⑪ どんぐりで遊ぼう
どんぐりを使った工作（どんぐり人形等）や遊び（ゴールデンどんぐりをさが
せ等）を通して家族や親子の絆を深めるとともに，野外活動への興味や
関心を高め，自然に親しむ心を育てる事業

10月31日 鹿児島市立少年自然の家 無料 099-244-0333

鹿児島市 ⑪ 秋の天体観望会
秋の星座や木星などを観察することにより，天体の美しさや宇宙の神秘
に興味・関心を深める事業

11月6日 鹿児島市立少年自然の家 無料 099-244-0333

鹿児島市 ⑪ 秋の野菜収穫ｄａｙ
少年自然の家で栽培している野菜の収穫体験や施設・遊具等を開放し，
運営方針や事業内容等を理解していただくとともに，家族の絆やふれあ
いを深める事業

11月14日 鹿児島市立少年自然の家 無料 099-244-0333

鹿児島市 ⑥ 楽しい親子読書教室　(講座)
小学生とその親が，読書の大切さや楽しい親子読書のあり方について研
修

10月16日 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ⑥ さつまっ子読書まつり(イベント)
幼児や小学生向けに，昔話や人形劇等を通じて楽しいおはなしの世界を
紹介するイベント

10月30日 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ⑥ 読書ゆうびん展　(展示)
市内各小・中学校の児童生徒により，はがき形式で書かれた本の紹介文
の展示

10月27日～
11月23日

鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ⑫ 教育週間展(展示)
子供の教育に関する図書資料のパネルによる紹介，教育関係の図書資
料の展示

10月8日～
10月25日

鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ③
常設展
「秋の所蔵品展」

モネの「睡蓮」など印象派以降の西洋美術，黒田清輝をはじめとした鹿児
島出身作家たちの作品を展示するほか，特集展示として藤島武二の油彩
画やパステル画を紹介

9月22日～
11月21日

鹿児島市立美術館 無料 099-224-3400

鹿児島市 ⑥ まつもと童話の世界 複数の読み聞かせグループによる幼児や小学生向けのイベント 11月13日 松元公民館 無料 099-227-1312

鹿児島市 ⑫ 松元地域総合文化祭
松元地域で活動している各グループ，講座生や幼稚園，小中学校等及び
一般の方の作品展示及び舞台発表

11月14日 松元公民館 無料 099-227-1312

鹿児島市 ⑫ 城西地域人権問題研修会
学習グループ，学校・ＰＴＡ関係者，校区公民館関係者，一般市民等を対
象に，ビデオフォーラムや講演といった形式で実施する人権に関する研修

11月10日 城西公民館 無料 099-224-6993

鹿児島市 ⑪ スターウォッチング
天体ドームでの木星や秋の星座観察
(18:00～20:00)

11月1日･
11月2日

総合教育センター 無料 099-294-2312

鹿児島市 ⑫ 谷山地域総合文化祭
校区小・中学生による意見発表，文化講演会
展示発表

11月6日 谷山市民会館 無料 099-267-5988

鹿児島市 ⑫ 谷山地域総合文化祭 舞台発表，展示発表，料理発表 11月7日 谷山市民会館 無料 099-267-5988

鹿児島市 ⑫ 谷山地域人権問題研修会 ハンセン病差別を中心とした人権問題に関する講話 11月17日 谷山市民会館 無料 099-267-5988

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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鹿児島市 ⑫ 第31回各流連合華道展 開会式，一般鑑賞，閉会式
10月30日～
10月31日

谷山市民会館 無料 099-267-5988

鹿児島市 ⑥ きたぽっぽ　子ども読書祭り 地域の読書グループによる読み聞かせ、読書活動に関する作品の展示 11月7日 谷山北公民館 無料 099-269-6391

鹿児島市 ⑫ 家庭教育研究会
ＰＴＡや学校関係者，一般市民等を対象に事例発表や分散会での意見交
換等といった内容で実施する家庭教育に関する研修会

10月21日 中央公民館 無料 099-224-4528

鹿児島市 ⑫ 中央地域人権問題研修会
学習グループ，学校・ＰＴＡ関係者，校区公民館関係者，一般市民等を対
象に，ビデオフォーラムや講演といった形式で実施する人権に関する研修

11月12日 中央公民館 無料 099-224-4528

鹿児島市 ⑫ 東桜島地域人権問題研修会 人権問題に関する講話，ビデオ視聴，質疑応答 11月5日 東桜島公民館 無料 099-221-2328

鹿児島市 ⑫ 東桜島地域総合文化祭
地域保育園・小学校・中学校・校区公民館・社会学級・公民館講座受講
生・自主グループ及び地域住民等の舞台及び展示発表

11月14日 東桜島公民館 無料 099-221-2328

鹿児島市 ⑤ 武･田上地域教育講演会 子育てに関する講演会 10月8日 武・田上公民館 無料 099-281-0698

鹿児島市 ⑫ 武・田上地域人権問題研修会 人権問題に関する講演会 11月11日 武・田上公民館 無料 099-281-0698

鹿屋市 ⑤ 市中学校英語暗唱・弁論大会
市各中学校の代表による英語暗唱，弁論発表を通して，英語力の向上及
び英語への興味・関心の高まりを図る大会

9月30日 鹿屋市教育委員会 無料 0994-31-1137

鹿屋市 ⑤ 市青少年育成推進大会
青少年の健全育成活動をより一層推進するために，関係者が一堂に会
する大会

10月16日 鹿屋市教育委員会 無料 0994-31-1137

鹿屋市 ④ 市小・中・高等学校音楽発表会
市内の小・中・高等学校の児童生徒が一堂に会し，お互いに表現したり
鑑賞したりすることを通して音楽教育振興を図る発表会

11月10日 鹿屋市教育委員会 無料 0994-31-1137

鹿屋市 ⑫ 市文化祭
旧市町会場に分かれて実施し，舞台発表・展示発表，小中学生の作品展
示等を通して地域の文化振興を図る大会

10月30日～
11月2日

鹿屋市教育委員会 無料 0994-31-1137

枕崎市 ④ 市学校音楽祭 市内５小学校・４中学校の児童生徒による合唱や合奏の発表 11月16日 枕崎市教育委員会 無料 0993-72-0170

枕崎市 ⑫ 市総合文化祭 市内保・幼・小・中・高の図画，硬筆，毛筆作品の展示
10月25日～

11月2日
枕崎市教育委員会 無料 0993-72-0170

枕崎市 ⑫ 市内一斉自由授業参観
市内のすべての小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの学校でも
出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日

枕崎市教育委員会 無料 0993-72-0170

阿久根市 ② 市内一斉自由授業参観
市内のすべての小学校・中学校で保護者や地域の方々がどの学校でも
出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日
3日を除く

阿久根市教育委員会 無料 0996-73-1211

出水市 ⑪ 出張星空観望会
出水市青年の家が,蕨島小校区において，秋の星空観察を行うとともに活
動内容や施設・設備を紹介

11月5日 出水市教育委員会 無料 0996-63-2111

出水市 ⑪ サンデーサイエンス
市内児童生徒とその保護者を対象に，クレインパークで行う工作活動(偏
光板を使った万華鏡づくりなど)

11月7日 出水市教育委員会 無料 0996-63-2111

出水市 ④ 小・中・高合同音楽発表会
市内全小・中学校，出水商業高等学校から学校または学級単位で参加
し，日頃練習してきた合唱，合奏等を発表

11月9日 出水市教育委員会 無料 0996-63-2111

出水市 ⑥ 親子読書教室
高尾野図書館において，市内の親子を対象に読み聞かせや制作活動を
開催

11月9日 出水市教育委員会 無料 0996-63-2111

出水市 ②
幼・小・中学校・出水商業高等学
校自由参観

市立幼稚園・小・中学校・出水商業高等学校をどなたでも自由参観できる
週間
（詳細は，各園や学校の計画による）

11月1日～
11月5日
3日を除く

出水市教育委員会 無料 0996-63-2111

出水市 ⑪ いずみの子ども科学・芸術展
出水地域の文化祭において，出水市内の児童生徒の作文，図画，理科
作品等の展示

11月6日
11月7日

出水市教育委員会 無料 0996-63-2111

指宿市 ④ 市音楽発表会
市内の小・中・高等学校の代表が日頃の音楽活動の成果を発表し，他の
学校の演奏を鑑賞する発表会

11月12日 指宿市教育委員会 無料 0993-22-2111

西之表市 ① 各学校の取組内容掲示
市内の全小･中学校の県民週間の取組内容を市役所及び市民会館へ掲
示

10月中旬 西之表市教育委員会 無料 0997-23-1111

垂水市 ④ 市小・中合同音楽会
市内の８小学校１中学校の児童生徒が集い，日頃の音楽学習の成果を
発表

11月12日 垂水市教育委員会 無料 0994-32-7211

薩摩川内
市

④ 仲良し音楽会(川内地域) 各小・中学校が器楽合奏や合唱を発表 11月5日 薩摩川内市教育委員会 無料 0996-23-5111

薩摩川内
市

④
鹿島・下甑地域小・中学校合同音
楽祭

各小・中学校が器楽合奏や合唱を発表 11月8日 薩摩川内市教育委員会 無料 0996-23-5111

薩摩川内
市

④ 仲良し音楽会(樋脇・東郷地域) 各小・中学校が器楽合奏や合唱を発表 11月10日 薩摩川内市教育委員会 無料 0996-23-5111

薩摩川内
市

④ 仲良し音楽会(入来・祁答院地域) 各小・中学校が器楽合奏や合唱を発表 11月16日 薩摩川内市教育委員会 無料 0996-23-5111

日置市 ⑫ 妙円寺詣り大行進
園児・児童生徒を対象とした，妙円寺詣りにちなんだ鹿児島市から妙円寺
までの遠行

10月16日 日置市教育委員会 無料 099-273-2111

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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日置市 ⑫ 日置市小・中学校音楽発表会 日置市内の小中学生による，平素の音楽教育の成果の発表 11月10日 日置市教育委員会 無料 099-273-2111

日置市 ④ 日置市芸術祭
園児・児童生徒を含めた市民が，各種文化活動に取り組んできたせいか
の舞台発表や作品の展示

11月21日 日置市教育委員会 無料 099-273-2111

日置市 ③ 日置市科学の祭典
日置市内の小・中学生を対象とし，科学に対する興味・関心を高めるため
の各種実験の実演や展示

11月27日 日置市教育委員会 無料 099-273-2111

日置市 ⑫

東市来文化祭
伊集院地域文化祭
日吉地域文化祭
吹上地域文化祭

各４地域の園児・児童生徒を含めた市民が生涯学習の一環として学習・
練習してきた各種文化活動の成果の発表

11月1日～
11月3日

日置市教育委員会 無料 099-273-2111

曽於市 ④ 財部地域小・中合同音楽会 財部地域の小・中学生による日頃の音楽の学習成果の発表会 10月19日 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

曽於市 ④ 末吉地域小・中合同音楽会 末吉地域の小・中学生による日頃の音楽の学習成果の発表会 11月19日 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

曽於市 ⑫ そお市民祭
曽於市内小・中学校の児童生徒の作品等の展示による日頃の学習成果
の発表
三地域からの郷土芸能等のステージ発表

11月13日～
11月14日

曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

曽於市 ④ 曽於市夢育み支援事業
１諏訪小「夢育みコンサート」(11/2)
２財部南中「マリンバの響き」(11/5)
３財部北中「食に関する仕事」(11/18)等

11月2日～
11月18日

曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

霧島市 ⑤
かごしま県民大学連携講座「鹿児
島の遺跡に学ぶ」

第2回「山と遺跡～自然とともに生きた南九州の人びと～」（対象：一般，
場所：かごしま県民交流センター）

10月22日 埋蔵文化財センター 無料 099-48-5811

霧島市 ⑤ 上野原縄文の森企画展講演会 下鶴遺跡（伊佐市）・定塚遺跡（曽於市）の発掘調査報告 10月30日 埋蔵文化財センター 無料 099-48-5811

霧島市 ⑤
祇園之州砲台跡（鹿児島市）現地
説明会

砲台跡の概要説明や，遺構・遺物の一般公開 11月6日 埋蔵文化財センター 無料 099-48-5811

霧島市 ⑤
立小野掘・田原迫ノ上遺跡（鹿屋
市)現地説明会

古墳時代の地下式横穴墓や弥生時代の集落跡，出土遺物の一般公開
及び体験活動等

12月4日 埋蔵文化財センター 無料 099-48-5811

霧島市 ⑨ きりしまチャレンジャー
地域体験活動や自然体験活動をとおして活力ある霧島の子どもを育成す
る活動（10月は，第一工業大学で「科学体験」を実施）

10月30日 霧島市教育委員会 無料 0995-42-1111

霧島市 ② ニューライフカレッジ霧島
志學館大学，鹿児島工業高等専門学校と霧島市教育委員会が連携して
行う講座（11月は，鹿児島工業高等専門学校にて国際交流について学

11月13日 霧島市教育委員会 無料 0995-42-1111

霧島市 ④ 霧島市小・中学校音楽のつどい
みやまコンセールで霧島市の小・中学校が集まり，日頃の音楽学習の成
果を発表し，市民や保護者が自由に参観

11月16日～
11月18日

霧島市教育委員会 無料 0995-42-1111

霧島市 ⑪ オリオン座流星群観望会 流星群観望，星空観察を目的とした施設開放 10月20日 霧島自然ふれあいセンター 無料 0995-78-2815

霧島市 ⑪ しし座流星群観望会 流星群観望，星空観察を目的とした施設開放 11月16日 霧島自然ふれあいセンター 無料 0995-78-2815

いちき串
木野市

④
子どものための優れた舞台芸術
体験事業－巡回公演事業－

市内の各学校を対象にした舞台芸術鑑賞と体験活動 10月20日 いちき串木野市教育委員会 無料
0996-36-3111

いちき串
木野市

⑫ 市子ども大会
望ましい子ども会活動のあり方や育成者の役割等について，実際活動や
事例発表等を通して学び合う大会

11月6日 いちき串木野市教育委員会 無料
0996-36-3111

いちき串
木野市

③
青少年のための科学の祭典いち
き串木野市大会

子どもたちの科学への興味・関心を高めるために科学実験・科学工作を
実演する科学の祭典

11月13日 いちき串木野市教育委員会 無料
0996-36-3111

いちき串
木野市

⑫ 親子料理教室
学校給食についての理解を深めるとともに，地域の産物を使った料理に
挑戦してもらう親子料理教室

11月27日 いちき串木野市教育委員会 無料
0996-36-3111

いちき串
木野市

⑫ いちき串木野市文化祭 市民による芸能発表や作品の展示を行う活動
10月31日～

11月3日
いちき串木野市教育委員会 無料

0996-36-3111

南さつま
市

⑫ 大浦ふるさとまつり
保育園児・小・中学生の絵画，工作，作文，共同作品等の展示や芸能発
表，野球・バレーボール少年団の交歓試合の開催

10月31日 南さつま市教育委員会 無料 0993－53－2111

南さつま
市

④ 仲良し音楽会 市内の小・中学校の代表が一堂に会して，音楽発表会を開催 11月12日 南さつま市教育委員会 無料 0993－53－2111

南さつま
市

⑫ 金峰地区文化祭
地域内保育所・小・中・高校生及び地区民の各種作品の展示及び芸能発
表

10月30日～
10月31日

南さつま市教育委員会 無料 0993－53－2111

南さつま
市

③ 南さつま児童美術展 児童美術展の入賞作品を展示，同時に世界児童画展も開催
10月30日～
11月21日

南さつま市教育委員会 無料 0993－53－2111

南さつま
市

⑫ 坊津総合文化祭
坊津地域における幼保・小・中一般の絵画・書・工芸等の作品展示や郷
土芸能発表

10月31日～
11月3日

南さつま市教育委員会 無料 0993－53－2111

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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南さつま
市

⑫ 加世田地域文化祭 加世田地域における幼保・小・中・高校生による芸能発表
10月31日～

11月3日
南さつま市教育委員会 無料 0993－53－2111

南さつま
市

⑪ あったかなんさつ
障害を持つ子どもたちと中学・高校生のボランティアが，自然体験を通し
て交流を深める場を設定する（申込が必要）

11月6日 南少年自然の家 無料 0993-77-2500

志布志市 ② 市内一斉自由授業参観
市内すべての幼稚園・小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの学
校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日

志布志市教育委員会 無料 099-472-1111

奄美市 ② 「学校を見に行こう」週間
期間中，市立幼稚園及び小・中学校で，諸行事を行い，地域の方々との
交流を深めたり，地域の方々が授業参観したりすることができる週間

11月1日～
11月7日祝・
土・日を除く

奄美市教育委員会 無料 0997-52-1128

奄美市 ⑪ 天体ドーム開放 地域の方々に天体ドームを開放し，天体望遠鏡による星空観察を実施
10月30日～

11月5日
奄美少年自然の家 無料 0997-53-1032

奄美市 ⑪ 天体ドーム開放 地域の方々に天体ドームを開放し，天体望遠鏡による星空観察を実施
10月30日～

11月5日
奄美少年自然の家 無料 0997-53-1032

奄美市 ⑥ あまみならでは学舎（６時間目）
作家出水沢藍子氏を招き「たのしい文章教室～素敵な文章の書き方～」
をテーマに生涯学習講座を実施

10月16日 奄美図書館 無料 0997-52-0244

奄美市 ⑥ 島尾敏雄記念室講演会 澤 佳男氏を講師に招き「島尾敏雄と奄美」と題して講演会を実施 11月3日 奄美図書館 無料 0997-52-0244

奄美市 ⑥
図書館ボランティア養成(応用)講
座

「読み聞かせ」を中心とした知識･技能の習得に関する研修を実施 11月7日 奄美図書館 無料 0997-52-0244

奄美市 ⑥ あまみならでは学舎（７時間目）
青年海外協力隊鹿児島OB会の三井直子氏を招き「海外支援を通して～
モルディブでの日々～」をテーマに生涯学習講座を実施

11月13日 奄美図書館 無料 0997-52-0244

奄美市 ⑥ 島尾敏雄記念室企画コーナー展
「島尾敏雄とクラシック音楽」と題して，島尾敏雄が所蔵していたレコード
を展示

10月26日～
11月16日

奄美図書館 無料 0997-52-0244

奄美市 ⑥ 書庫見学会 普段入れない書庫を開放し，禁帯出資料等の閲覧を実施
11月6日～
11月7日

奄美図書館 無料 0997-52-0244

南九州市 ⑫ 南九州市文化祭
南九州市文化協会加盟団体，公民館講座，市内小・中学校，市内幼稚
園・保育園及び社会福祉団体等による舞台芸能及び展示発表

11月3日 南九州市教育委員会 無料 0993-56-1111

南九州市 ⑨
第８回茶レンジ隊「お菓子工場見
学とスイートポテト作り」

市内の小・中学生を対象に，ふるさと「南九州市」の特産物であるさつまい
もを原料とするお菓子工場の見学やスイートポテト等を作る体験学習

11月6日 南九州市教育委員会 無料 0993-56-1111

南九州市 ④ 南九州市小・中学校音楽発表会
市内のすべての公立幼稚園・小学校・中学校の幼児，児童，生徒による
合唱や合奏，遊戯等を保護者や地域の方々に鑑賞してもらう発表会

11月10日 南九州市教育委員会 無料 0993-56-1111

南九州市 ⑥ 読書まつり
国民読書年の取組の１つとして，人形劇やプープサート，大型紙芝居，パ
ネルシアターなどの実演をとおして，多くの地域の方々に，読書の楽しさ
や「心の教育」としての読書活動の重要性について理解してもらうまつり

11月13日 南九州市教育委員会 無料 0993-56-1111

南九州市 ② 市内一斉自由授業参観
市内のすべての幼稚園・小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの
学校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月8日祝・
日・土を除く

南九州市教育委員会 無料 0993-56-1111

三島村 ⑫
三島村民文化祭・生涯学習推進
大会

三つの島,4地区の村民が一堂に会し，未就学児や小中学生の舞台発
表，成人のカラオケ大会などを実施

11月3日 三島村教育委員会 無料 099-222-3141

十島村 ⑫ 学校教育ふれあい月間
期間中，いずれかで保護者・地域の方々の自由参観や校区文化祭への
参加

11月1日～
11月30日

十島村教育委員会 無料 099-227-9771

さつま町 ④ 町小･中学校音楽発表会 町内の全小･中学校が参加する音楽発表会を保護者・地域に公開 11月11日 さつま町教育委員会 無料 0996-52-1230

さつま町 ② 町内一斉自由授業参観
町内のすべての幼稚園・小学校・中学校・高等学校で，保護者や地域の
方々がどの学校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日
3日を除く

さつま町教育委員会 無料 0996-52-1230

長島町 ⑫ 町総合文化祭 町の文化祭に町内小・中学校の児童生徒が参加 11月7日 長島町教育委員会 無料 0996-86-1111
長島町 ④ 町小・中学校音楽発表会 町内16小・中学校が一堂に会し地域住民を招待して行う音楽発表会 11月10日 長島町教育委員会 無料 0996-86-1111

長島町 ② 町内一斉自由授業参観
町内のすべての幼稚園・小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの
学校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日
3日を除く

長島町教育委員会 無料 0996-86-1111

伊佐市 ⑫ 伊佐市文化祭展示発表 地域・学校・生涯学習等各団体の学習内容の展示 11月7日 伊佐市教育委員会 無料 0995-26-1532
伊佐市 ④ 市小・中学校音楽発表会 市内各小・中学校の代表が練習の成果を発表 11月12日 伊佐市教育委員会 無料 0995-26-1532

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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伊佐市 ⑫ 伊佐市文化祭 地域・学校・生涯学習等各団体の学習内容の発表
10月30日～
11月31日

伊佐市教育委員会 無料 0995-26-1532

伊佐市 ② 市内一斉自由授業参観 市内２０校の取組状況や学校の様子を視察
11月1日～
11月7日

伊佐市教育委員会 無料 0995-26-1532

姶良市 ⑤
歴民館講演会
「隼人と姶良」

歴史民俗資料館
（講師：鹿児島国際大学講師　中村明蔵）

10月16日 姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ⑪ ムーミン講座 竹工作Ⅱ(姶良公民館 9:30-11:30) 11月6日 姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111
姶良市 ⑪ ムーミン講座 山学校（北山野外研修センター周辺） 11月13日 姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ⑪
史跡めぐり
     (バスツアー)

歴史民俗資料館 11月20日 姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ④ 姶良市小・中学校合同音楽会
市内２1校の児童･生徒による日頃の学習成果の発表(姶良市文化会館加
音ホール)

12月3日 姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ③
歴民館特別展
「錦江湾の海上交通」

歴史民俗資料館 ２階ロビー
10月22日～
11月28日

姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ⑪ 秋の星空観望会
秋の星空観察
（スターランドAIRA 19:00～21:00）

10月30日～
10月31日

姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ⑫ 姶良地区町文化祭 展示発表，舞台発表（姶良公民館）
10月30日～
10月31日

姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ⑫ 加治木地区文化祭 展示発表，舞台発表（加音ホール）
10月30日～
10月31日

姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

姶良市 ⑫ 蒲生地区文化祭 展示発表，舞台発表（蒲生公民館）
11月2日～
11月3日

姶良市教育委員会 無料 0995-62-2111

湧水町 ④ 湧水町小・中学校合同音楽会
町内の全ての小・中学校の代表者が出演，保護者をはじめ町民が自由
に参観

11月11日 湧水町教育委員会 無料 0995-75-2142

湧水町 ② 町内一斉自由授業参観
幼稚園・小学校・中学校で計画を立て，それぞれの学校を保護者や地域
の方々が参観

11月1日～
11月12日

祝・土・日を
除く

湧水町教育委員会 無料 0995-75-2142

湧水町 ⑫ 湧水町秋祭り文化祭
町内の全ての幼稚園，小・中学校が参加（作品展示）・出演（一部の代表
者発表），保護者をはじめ町民が自由に参観

11月20日～
11月21日

予定
湧水町教育委員会 無料 0995-75-2142

大崎町 ⑫ 大崎町文化祭 児童生徒による作品展示と合唱や合奏，吹奏楽の発表を実施 11月3日 大崎町教育委員会 無料 099-476-1111

大崎町 ④ 大崎町小・中学校音楽発表会
町内の各小・中学校の代表が一同に会して，日頃の音楽の学習成果を
披露する発表会

11月12日 大崎町教育委員会 無料 099-476-1111

大崎町 ② 大崎町学校参観週間
町内全ての小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの学校でも出か
けて自由に参観できる週間

11月1日～
11月7日

祝・土・日を
除く

大崎町教育委員会 無料 099-476-1111

東串良町 ④ 町小・中学校音楽会 町内の児童生徒による合奏・合唱 11月16日 東串良町教育委員会 無料 0994-63-3133

東串良町 ⑫ 第33回町文化祭
町内全ての幼稚園，小・中学校の園児，児童，生徒の作品展示，舞台発
表における中学生の吹奏楽の発表他

10月23日～
10月24日

東串良町教育委員会 無料 0994-63-3133

錦江町 ④ 町小中音楽発表会 保護者，地域住民を交えた全小・中学校の児童生徒による音楽発表会 11月12日 錦江町教育委員会 無料 0994-22-0517

錦江町 ② 学校自由参観ウィーク
町内のすべての小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの学校でも
出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日

錦江町教育委員会 無料 0994-22-0517

南大隅町 ⑫ 町民文化祭
地域，学校，生涯学習の各団体などが，日頃の学習内容を発表すること
により，その成果を確認することを狙いとする文化祭を実施

11月7日 南大隅町教育委員会 無料 0994-24-3111

肝付町 ④ 肝付町小中学校音楽発表会 肝付町内の児童生徒による合奏・合唱の発表 11月5日 肝付町教育委員会 無料 0994-65-8425

肝付町 ⑫ 第４回町民文化祭 町内保・幼・小・中・高・一般の作品を展示芸能発表会，バザー
11月2日～
11月3日

肝付町教育委員会 無料 0994-65-8425

中種子町 ⑫
中種子町文化祭「生涯学習町民
フェア」

町民(幼児から高齢者まで)による作品展示や舞台発表(種子島こりーな) 11月3日 中種子町教育委員会 無料 0997-27-1111

中種子町 ④ 第５３回町学校音楽祭
小･中学校，県立中種子養護学校の児童生徒による音楽発表会(種子島
こりーな)

11月10日 中種子町教育委員会 無料 0997-27-1111

中種子町 ⑪
第６回子ども体験活動「種子島縦
断！ふれあいウォーク」

小学生から高校生までの異年齢の参加者を集い，一泊二日の日程で種
子島を歩いて縦断

10月23日～
10月24日

中種子町教育委員会 無料 0997-27-1111

中種子町 ⑫
町制施行70周年記念（式典,農林
漁業祭，郷土芸能祭)

町制施行７０周年を記念して，記念式典や講演会，各種祭りを実施(種子
島こりーな，種子島中央体育館)

11月6日・
11月7日

中種子町教育委員会 無料 0997-27-1111

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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第５２回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

南種子町 ② 南種子の教育週間
町内全ての小･中学校で,保護者や地域の方々が学校に出向き,子どもの
学習の様子などを自由に参観できる週間

11月1日～
11月7日祝･
土･日を除く

南種子町教育委員会 無料 0997-26-1111

南種子町 ⑫ 南種子町ふるさと祭
町民が集う文化祭の会場に,町内各小･中学校の学習作品を展示し,多く
の町民に見てもらう行事

11月2日～
11月3日

南種子町教育委員会 無料 0997-26-1111

屋久島町 ② 町内一斉自由授業参観 保護者や地域の方々が，町内全ての小･中学校を自由に参観できる週間 11月5日 屋久島町教育委員会 無料 0997-43-5900

屋久島町 ① 教育活動ポスター掲示
町内全ての小･中学校の県民週間への取組内容等のポスターを町役場
に掲示し,町民に広く紹介

11月13日 屋久島町教育委員会 無料 0997-43-5900

大和村 ②
いも～れ学校週間
村内一斉学校自由参観週間

村内のすべての小学校・中学校において，保護者や地域の方々がどの
学校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月7日祝・
土・日を除く

大和村教育委員会 無料 0997-57-2154

宇検村 ⑤ 宇検村英語暗唱・弁論大会
地域が育む「かごしまの教育」県民週間の取組の一環として，各中学校
の英語，国語の学習の成果を紹介

11月9日 宇検村教育委員会 無料 0997-67-2261

宇検村 ②
いもーれ
「わきゃがっこう」

村内のすべての学校で，校区民がフリーに参観できる日を設定し，児童・
生徒とともに授業に参加したり，活動できる週間

11月1日～
11月7日

宇検村教育委員会 無料 0997-67-2261

瀬戸内町 ⑤ 子ども島口・伝統芸能大会 学校や地域の高齢者等に学んだ島口・伝統芸能の発表会 10月30日 瀬戸内町教育委員会 無料 0997-72-0113

瀬戸内町 ② 町内一斉自由授業参観
町内のすべての幼稚園・小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの
学校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月7日

祝・・を除く
瀬戸内町教育委員会 無料 0997-72-0113

龍郷町 ② 町学校参観週間
町民の誰でも町内の学校の教育活動を参観できる実施期間や実施日の
設定

11月1日～
11月7日祝・
土・日を除く

龍郷町教育委員会 無料 0997-62-3111

喜界町 ① 県民週間説明会 区長会，婦人会で県民週間の趣旨を説明及び参観の呼びかけ 10月15日 喜界町教育委員会 無料 0997-65-1453

喜界町 ①
地域が育む『かごしまの教育』県
民週間のチラシ配布

各学校の特色ある取組や授業参観日等を新聞の折り込みチラシにして全
家庭に配布

10月29日 喜界町教育委員会 無料 0997-65-1453

喜界町 ② 町内一斉自由授業参観
町内のすべての幼稚園・小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの
学校でも出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月7日

喜界町教育委員会 無料 0997-65-1453

徳之島町 ④ 町小・中学校音楽発表会
町内小・中学校のそれぞれの学校のよさや特色を生かした楽しい音楽の
発表会

11月9日 徳之島町教育委員会 無料 0997-82-1308

徳之島町 ⑤ 町中学校弁論・英語暗唱大会
町内中学校代表が，弁論の部，英語暗唱の部に分かれて練習の成果を
発表する大会

11月16日 徳之島町教育委員会 無料 0997-82-1308

徳之島町 ②
むうるもうちたぼれオープンスクー
ル

町内のすべての幼稚園・小学校・中学校・高等学校で，保護者や地域の
方々が自由に学校を参観できる週間

11月1日～
11月5日

祝日を除く
徳之島町教育委員会 無料 0997-82-1308

天城町 ②
大島地区・天城町研究協力校公
開（北中学校）

平成21・22年度の2年間取り組んでいる指導方法改善（少人数指導）につ
いての研究の成果を保護者や地域住民が参観

10月26日 天城町教育委員会 無料 0997-85-5226

天城町 ⑤
天城町中学校英語暗唱・弁論大
会

町内各中学校の代表による英語暗唱，弁論大会（会場：北中学校） 11月9日 天城町教育委員会 無料 0997-85-5226

天城町 ② 町内一斉自由参観週間
町内すべての小・中学校が，この期間に自由参観を設定し，保護者・地域
住民が自由に授業を参観できる週間

11月1日～
11月5日

天城町教育委員会 無料 0997-85-5226

伊仙町 ④ 町小・中音楽発表会 町内各小中学校児童生徒による合唱・合奏の発表会 11月10日
伊仙町教育委員会
教育委員会

無料 0997-86-3111

伊仙町 ⑤
伊仙町中学校英語暗唱・弁論大
会

町内各中学校代表者による英語暗唱及び弁論大会(会場：伊仙中学校) 11月19日
伊仙町教育委員会
教育委員会

無料 0997-86-3111

伊仙町 ② 「学校を見に行こう」週間 地域の方々に，町内各学校を自由に参観していただく取組
11月1日～
11月7日

伊仙町教育委員会
教育委員会

無料 0997-86-3111

和泊町 ⑤
沖永良部中学校英語暗唱・弁論
大会

島内の４中学校代表者による英語暗唱・弁論大会 10月26日 和泊町教育委員会 無料 0997-92-0009

和泊町 ④ 和泊町小・中学校音楽発表会
町内の小・中学校児童・生徒が集まり，音楽学習の成果を発表する音楽
発表会

11月26日 和泊町教育委員会 無料 0997-92-0009

和泊町 ② 和泊町学校開放週間
町内のすべての小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの学校でも
出かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月5日

和泊町教育委員会 無料 0997-92-0009

知名町 ⑤
沖永良部中学校英語暗唱・弁論
大会

島内４中学校の校内審査会で選出された各校代表の生徒による英語暗
唱や弁論発表を地域住民や保護者に参観してもらう日

10月26日 知名町教育委員会 無料 0997-93-3111

知名町 ② 町内一斉学校開放
町内すべての幼稚園，小・中学校へ，保護者や地域の方々がいつでも出
かけて自由に参観できる週間

11月1日～
11月7日

知名町教育委員会 無料 0997-93-3111

与論町 ② 「心の教育の日」
町内のすべての小学校・中学校で，道徳の授業を保護者や地域の方々
が自由に参観できる日

11月1日 与論町教育委員会 無料 0997-97-2441

与論町 ② 町内一斉自由授業参観
町内のすべての小学校・中学校で，保護者や地域の方々がどの学校でも
出かけて学校内を自由に参観できる週間

10月31日～
11月7日

与論町教育委員会 無料 0997-97-2441
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