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盛岡市 ② 全学共通教育科目授業公開
　全学共通教育の全授業科目を一般に公開し、岩手大学の全学共通教育への理解を深め
て頂くとともに、今後さらに授業を良くしていくための意見や助言を頂く機会になることを目指
して実施します。

11月7日
～11日

岩手大学各講義室 岩手大学大学教育総合センター 無料  http://uec.iwate-u.ac.jp/（大学教育総合センターホームページ）

盛岡市 ② 岩手大学オープンキャンパス
学部・学科説明会、ミニ講義、入試説明・相談会などを実施します。また、当日は大学祭も
開催しております。

10月22日 岩手大学 岩手大学 無料 http://www.iwate-u.ac.jp/nyusi/index.html

盛岡市 ③ 農業教育資料館の無料公開 重要文化財である旧盛岡高等農林学校本館（農業教育資料館）を無料公開します。 11月1日～11月3日
岩手大学農学部附属農
業教育資料館

岩手大学農学部 無料
岩手大学農学部
TEL：019-621-6103
URL：http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/edu/index.html

期間中に耐震工事を
行う場合は閉館する。

盛岡市 ②
わかたけ文化祭（作品展示）・平成23年度
オープンスクール（仮）

・児童が製作した作品（絵画・造形・書写等）の展示
・特設クラブの活動紹介
・全学級の授業公開（2日目の午前中）
・ＰＴＡ文教サークルの作品展示
・ＰＴＡ各専門部の活動紹介
等を行います。

11月18日, 19日
※2日目は午前のみ

岩手大学教育学部附属
小学校　体育館・各教室

岩手大学教育学部附属小学校 無料
岩手大学教育学部附属小学校
TEL：019－623－7275

盛岡市 ④ シンポジウム タイトル「食育の現状と今後のあり方」のもと、４題の講演が行われます。 10月29日
岩手大学農学部（総合
教育研究棟・生命系）

公益社団法人日本栄養・食糧学会
東北支部

無料 http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/introduction/map.html
共催：岩手県食育ネッ
トワーク

盛岡市 ④ 公開シンポジウム「地域と昆虫産業」
食品から見た桑の有効性と新規機能性を広く普及するために、シンポジウムと桑関連製品
を紹介します。

11月5日 岩手大学　農学部 社団法人日本蚕糸学会東北支部 無料 岩手大学農学部　昆虫学研究室　（019-621-6147）
八戸、盛岡、北上、東
京、京都の企業による
展示

盛岡市 ③ 第37回将棋の日
11月17日は将棋の日。本年は東日本大震災への復興支援として岩手県盛岡市で多数の
プロ棋士が参加しイベントを開催します。

11月12日, 13日 盛岡市民文化ホール 「将棋の日」ｉｎ盛岡実行委員会 http://www.shogi.or.jp/

盛岡市 ③ 図書館♪さんぽ
コンシェルジュと一緒に館内をさんぽをしながら、書庫の見学などを通し、図書館に親しんで
もらいます。

10月2、24日
11月6日

県立図書館
3階総合カウンター前

県立図書館 無料
http：//www．Library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ おはなし会 ボランティアや図書館スタッフによる絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。
10月2、8、16、23日
11月6、12、20、27日

県立図書館
3階児童コーナー

県立図書館 無料
http：//www．Library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ 企画展「第30回賢治資料展」
過去2年間に県立図書館で新しく収集した宮沢賢治関連資料を一堂に集め展示・紹介しま
す。

10月7日～11月27日
(10月29、31日は休館日)

県立図書館
4階展示コーナー

県立図書館 無料
http：//www．Library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ としょかん子ども映画会 子ども向けの映画会です。計4回上映予定です。
10月9、23日
11月13、27日

県立図書館
4階ミニシアター

県立図書館 無料
http：//www．Library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ としょかん映画会 一般向けの映画会です。4作品(予定)を計8回上映予定です。
10月9･10、23・24日
11月13･14、27・28日

県立図書館
4階ミニシアター

県立図書館 無料
http：//www．Library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③
大人のための語りと歌の会
～賢治の贈り物～

賢治童話の朗読者であるきり絵作家・吉田路子さんと、ソプラノ歌手・土井尻明子さんをお
招きし、語りと歌で賢治作品に触れます。

10月22日
県立図書館
4階ミニシアター

県立図書館 無料
http：//www．Library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ② 学校へ行こう週間 本校の日常的な学習活動を一般に公開します。 10月24日～28日 岩手県立杜陵高等学校 杜陵高等学校定時制 無料
杜陵高等学校定時制
019-652-1813

盛岡市 ② 学校へ行こう週間 授業及び部活動の公開・学校紹介ビデオ放映 10月25日～28日 盛岡一高校舎 盛岡第一高等学校 無料
http://www2.iwate-ed.jp/mo1-h/
盛岡一高教務課
019(623)4491

盛岡市 ② 「学校へ行こう週間」及び「観武祭」
本校の日常の生活の様子や施設等について地域の方々や保護者に見学できるよう開放す
る。

10月25日～30日
盛岡みたけ支援学校本
校舎及び青山校舎

盛岡みたけ支援学校 無料
岩手県立盛岡みたけ支援学校
０１９－６４１－０７８９

盛岡市 ② 文化部発表会 文化部・同好会の活動成果をステージや展示で発表します。 10月28日 岩手県立杜陵高等学校 杜陵高等学校定時制 無料
杜陵高等学校定時制
019-652-1813

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
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盛岡市 ② 学校へ行こう週間
本校と分教室の教育活動が見学できます。団体の場合事前に連絡いただければ案内可能
です。

10月26日～11月2日 盛岡となん支援学校 盛岡となん支援学校 無料
盛岡となん支援学校
電話019-623-3907

盛岡市 ② 文化祭（盛輝祭） 幼稚部から高等部までのステージ発表と作品展示を行います。また軽食・喫茶もあります。 10月29日
盛岡聴覚支援学校体育
館　ほか

盛岡聴覚支援学校 無料
E-mail : moriro@mor-r.iwate-ed.jp
盛岡聴覚支援学校
019-696-2582

盛岡市 ② 「観武祭
みたけさい

」（文化祭）
本校舎では、小中学部のステージ発表。高等部校舎では、作品展示と作業学習の作品販
売等を行う。

10月29日～30日
盛岡みたけ支援学校本
校舎及び青山校舎

盛岡みたけ支援学校 無料
岩手県立盛岡みたけ支援学校
０１９－６４１－０７８９

盛岡市 ① 文化祭
学芸部のステージ発表や合唱コンクールなど学習活動を中心とした諸活動の成果を発表し
合います。

10月30日 マリオス 岩手大学教育学部附属中学校 無料
岩手大学教育学部附属中学校
０１９－６２３－４２４１

盛岡市 ② 学校へ行こう週間
地域に開かれた学校づくりの一環として本校の教育活動、施設設備を一般に公開して理解
を図る。

10月31日～11月5日 盛岡青松支援学校 盛岡青松支援学校 無料  岩手県立盛岡青松支援学校TEL019-661-5125

盛岡市 ② けやき祭
日頃の学習活動の成果を発表します。ステージ発表、展示、生徒の製品販売等を予定して
います。

11月3日 盛岡となん支援学校 盛岡となん支援学校 無料
盛岡となん支援学校
電話019-623-3907

盛岡市 ② 学校祭 児童生徒によるステージ発表、バザー、作品展 11月5日
岩手県立盛岡清酒支援
学校

盛岡青松支援学校 無料
岩手県立盛岡青松支援学校
TEL019-661-5125

盛岡市 ② 峰南祭
直営店舗「ほうなん .Comm」での製品販売、文化部の発表、福祉施設の出店などがありま
す。

11月13日
岩手県立盛岡峰南高等
支援学校

盛岡峰南高等支援学校 無料
岩手県立盛岡峰南高等支援学校
019-639-8515

盛岡市 ②③
岩手大学教育学部附属小学校わかたけ文
化祭(作品展示）
平成23年度附小オープンスクール(仮称）

児童が製作した作品(絵画・造形・書写等）の展示及びPTAサークルの活動紹介等を行う
他，オープンスクールとして広く一般の方々を対象に学校を公開します。

11月18～19日
岩手大学教育学部附属
小学校

岩手大学教育学部附属小学校 無料
岩手大学教育学部附属小学校
019-623-7275

八幡平市 ③
八幡平市博物館企画展「宮古の自然と文
化の再発見」

東日本大震災で大きな被害を受けた本市の姉妹都市である宮古市の復興を祈念した企画
展です。

開催中～
10月31日

八幡平市博物館 八幡平市博物館
八幡平市博物館
0195-63-1122

八幡平市 ③ 八幡平市芸術祭 作品展示、舞台発表、お茶会など
10月2日

10月28～30日
西根地区市民ｾﾝﾀｰ、西
根地区体育館

八幡平市芸術祭実行委員会
八幡平市教育委員会事務局
生涯学習課
0195-74-2111

八幡平市 ② 東大更小学校学習発表会 発表を通じて学習活動の成果を認め合い、学校生活への意欲を高めます。 10月22日 東大更小学校 東大更小学校 無料
東大更小学校
0195-75-0832

八幡平市 ② 学習発表会 各学級による劇・全校による合唱・田植え踊りを発表します。 10月22日 平笠小体育館 平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-74-2216

八幡平市 ② 学習発表会（ＰＴＡ一部出演) 発表を通して学習活動の成果を認め合い、学校生活への意欲の高揚を図ります。 10月22日 平舘小学校 平舘小学校 無料
平舘小学校
0195-74-2216

八幡平市 ② 寺田小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月22日 寺田小学校 寺田小学校 無料
寺田小学校
0195－77－2323

八幡平市 ② 寄木小学校文化祭 ステージでの演劇発表と地域の皆さんの作品展示を行います。 10月22日 寄木小学校 寄木小学校 無料
寄木小学校
0195-76-3498

八幡平市 ② 田山小学校学習発表会 学習の成果を発表します。 10月22日 田山小学校 田山小学校 無料
田山小学校
0195-73-2047

八幡平市 ② 大更小学校学習発表会 劇・群読・音楽などにより、日常の学習の成果を総合的に発表します。 10 月22日 大更小学校 大更小学校 無料
大更小学校
0195-76-2239

八幡平市 ② 学習発表会 各学級のステージ発表、4.5.6年の太鼓演奏、各学級の教室展示 10月23日 柏台小学校体育館 柏台小学校 無料
柏台小学校
0195-78-2003

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
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八幡平市 ② 一日参観 学校の様子を授業に限らず、休み時間や給食時間等参観していただきます。 10月28日 平笠小全校舎 平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-74-2216

八幡平市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。（劇や音楽等のステージ発表） 10月29日 松野小学校 松野小学校 無料
松野小学校
0195-74-3310

八幡平市 ② 大更小にいこう週間 児童の学習や生活について、中学校の教職員や保護者や地域の方に公開します。
10月31日～11月4日

（3日を除く）
大更小学校 大更小学校 無料

大更小学校
0195-76-2239

八幡平市 ② 一斉参観日 全日を通して学校を開放し、保護者や地域の方々に授業を自由に参観していただきます。 11月1日 西根第一中学校 西根第一中学校 無料
西根第一中学校
0195-74-2514

八幡平市 ② 小学生・中学校見学会
学区内の６年生が中学校生活を体験。授業や部活動を見学し中学校の様子を参観してい
ただきます。

11月1日 松尾中学校 松尾中学校 無料
松尾中学校
0195-76-4650

八幡平市 ③ 江間章子賞授与式
市ゆかりの詩人江間章子先生の功績を顕彰すると共に、少年少女が江間先生の詩の心を
引き継ぎ、豊かな心を養うことを目的とした「江間章子賞」の授与式を市民憲章推進大会で
行います。

11月3日
八幡平市西根地区体育
館

八幡平市 無料
八幡平市教育委員会事務局
学校教育課
0195-74-2111

八幡平市 ③ 八幡平市市民憲章推進大会
活力ある地域社会実現のため、市民憲章の精神を定着させるために大会を行い、地域活
動の事例発表や功労表彰を行います。

11月3日 西根地区体育館 八幡平市市民憲章推進協議会 無料
西根地区市民センター
0195-76-2111（内1531）

八幡平市 ② 授業参観 各学年で参観授業を行います。 11月4日 寄木小学校 寄木小学校 無料
寄木小学校
0195-76-3498

八幡平市 ② ふるさとまつり 午前は（児童）学校の部、午後は地域（教育振興実践班）ごとの発表を行います。 11月5日 田頭小学校 田頭小学校 無料
田頭小学校
0195-76-2732

八幡平市 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年毎に発表しあいます。 11月5日 安代小学校 安代小学校 無料
安代小学校
0195-72-3310

八幡平市 ③ 東大更小学校祖父母交流
地域の祖父母を招待して、学習を見てもらうとともに、一緒に昼食をとったり活動を通じて交
流を図ります。

11月10日 東大更小学校 東大更小学校 無料
東大更小学校
0195-75-0832

八幡平市 ② 寺田小学校参観日 保護者や地域の方々に子どもたちの学習の様子を参観していただきます。 11月14日 寺田小学校 寺田小学校 無料
寺田小学校
0195－77－2323

八幡平市 ② もちつき祖父母交流会
各学級毎に祖父母と交流します。6年生は、祖父母と一緒にもちつきをし、全校にふるまい
ます。

11月15日
平笠小家庭科室・各教
室

平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-74-2216

雫石町 ② 学校へ行こう週間（オープンスクール） 本校における通常の授業を行います。 10月17日～21日 雫石高等学校 雫石高等学校 無料
http：//www2．Iwate-ed.jp/shz-h/index.html
019-692-3254

雫石町 ② 七ツ森小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表 10月22日 七ツ森小学校 七ツ森小学校 無料
七ツ森小学校
019-692-0571

雫石町 ② 上長山小学校学習発表会 各学団ごとに劇や合奏、合唱の発表と図画、学習等の作品発表を行います。 10月22日 上長山小学校 上長山小学校 無料
上長山小学校
019-693-4324

雫石町 ② 下長山小学校学習発表会 学習活動の展示、ステージ発表、伝承活動(豊年太鼓、他）の発表を行います。 10月22日 下長山小学校 下長山小学校 無料
下長山小学校
019-692-2224

雫石町 ② 西根小学校学習発表会 ステージ発表、作品展示（PTA、学区民、児童）、子ども会活動紹介 10月22日 西根小学校 西根小学校 無料
西根小学校
019-693-2324

雫石町 ② 大村小学校学習発表会
劇や「総合的な学習の時間」での調べ学習の発表、図画工作科の作品展示など、学習の
成果を発表、あわせて地域に神楽を披露します。

10月22日 大村小学校 大村小学校 無料
大村小学校
019-695-2730

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
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雫石町 ② 南畑小学校学習発表会 ステージ発表、南畑堰賛太鼓演奏 10月22日 南畑小学校 南畑小学校 無料
南畑小学校
019-695-2204

雫石町 ② 安庭小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表 10月22日 安庭小学校 安庭小学校 無料
安庭小学校
019-692-2206

雫石町 ② 橋場小学校学習発表会 ステージ発表、作品展示 10月29日 橋場小学校 橋場小学校 無料
橋場小学校
019-692-3482

雫石町 ② 雫石小学校作品展 学習活動・クラブ活動の作品展示 10月28日～29日 雫石小学校 雫石小学校 無料
雫石小学校
019-692-2,203

雫石町 ② 雫石小学校オープンスクール 各教科，道徳，休み時間を含む日常の学校生活を保護者だけでなく地域にも公開します。 10月29日 雫石小学校 雫石小学校 無料
雫石小学校
019-692-2203

雫石町 ② 思郷祭
本校の文化祭です。テーマに沿ったクラス展示や、保健劇、郷土芸能の発表などを行いま
す。

10月30日 雫石高等学校 雫石高等学校 無料
http：//www2．Iwate-ed.jp/shz-h/index.html
019-692-3254

雫石町 ③ 第47回雫石町総合芸術祭
展示部門・茶席・舞台部門（町民等の日常の研鑽に
よる優れた文化活動の成果を発表・展示）

11月3日～5日
雫石町中央公民館
野菊ホール他

雫石町総合芸術祭実行委員会、雫
石町教育委員会

雫石町教育委員会社会教育課
019-692－２１１１（内282）

雫石町 ③ 第58回雫石町小中学校音楽会 町内小中学校音楽（合唱・合奏・金管演奏等）発表 11月11日 野菊ホール 雫石町教育委員会 無料
雫石町教育委員会学校教育課
019-692-2111（内293）

雫石町 ② 御明神小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表 11月19日 御明神小学校 御明神小学校 無料
御明神小学校
019-692-3204

雫石町 ② 大村小学校日曜参観
日常の授業の公開にあわせ、教育振興運動の一環として地域に向けての講話会を開催し
ます。

11月20日 大村小学校 大村小学校 無料
大村小学校
019-695-2730

雫石町 ③ 第54回雫石町無形文化財芸能祭 郷土芸能、無形文化財の発表 11月23日 野菊ホール 雫石町教育委員会 無料
雫石町教育委員会社会教育課
019－６９２－２１１１（内284）

葛巻町 ② 授業公開週間
普段行っている授業の様子を教員同士で見学し、更に町内連携中学の先生方にも公開し
て教育実践の理解をしていただきます。

10月24日～11月4日 葛巻高等学校 葛巻高等学校 無料

http://www2.iwate-ed.jp/kuz-h/
岩手県立葛巻高等学校
0195-66-2253

岩手町 ② 学校へ行こう週間 学校公開 11月1日～4日 沼宮内高等学校 沼宮内高等学校 無料 0195-62-2388

岩手町 ③ 岩手町芸術祭 「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、舞台・展示部門に区別し芸術祭を開催
舞台11月5日

展示11月11日～13日
岩手町スポーツ文化セン
ターほか

岩手町
舞台500円　　　　展示

無料
岩手町教育委員会事務局社会教育係
0195-62-2111(345）

岩手町 ② 小中学校連合音楽会
「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、教育週間において、児童生徒が一堂に会し演奏会を
開催

11月8日 沼宮内小学校 岩手町 無料
岩手町教育委員会事務局学校教育係
0195-62-2111(355）

滝沢村 ② 学習発表会 児童生徒の劇や歌・作品などにより、日頃の学習の成果を発表し合います。 10月29日 柳沢小中学校 柳沢小中学校 無料
柳沢小中学校
019-688-2221

滝沢村 ② 学習発表会
学年ごとに劇や合唱・器楽演奏、学習でまとめたことの発表。6学年児童による東小光太鼓
の演奏

10月22日 滝沢東小学校
滝沢村立
滝沢東小学校

無料
滝沢村立滝沢東小学校
019-688-6602

滝沢村 ② 道徳参観日 道徳授業の公開、道徳公開講座，保護者懇談会 11月16日 滝沢東小学校
滝沢村立
滝沢東小学校

無料
滝沢村立滝沢東小学校
019-688-6602

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
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滝沢村 ② 学習発表会 学年ごとに劇・合唱・合奏・学習したこと等、また、全校での群読・合唱について発表する。 10月15日 一本木小学校 一本木小学校 無料
一本木小学校
019-688-4253

滝沢村 ② 文化祭 小中学校全校による作品展示と発表会 10月22日 姥屋敷小中学校 姥屋敷小中学校 無料
滝沢村立姥屋敷小中学校
019-680-2401

滝沢村 ② 文化祭 教科作品やPTA展示などの展示や合唱や一本木さんさなどの発表を行います。 10月22日 一本木中学校 一本木中学校 無料
一本木中学校
019-688-4634

滝沢村 ③ ミュージックフェスタ 各学年による、劇と音楽のステージ発表を行います。 10月22日 滝沢第二小学校 滝沢第二小学校 無料
滝沢第二小学校
019－688-4002

滝沢村 ② 学校へ行こう週間 授業、部活動等の見学及び研究授業の公開 10月24日～28日 盛岡北高校 盛岡北高等学校 無料 http://www2.iwate-ed.jp/mon-h/

滝沢村 ② 文化講演会 元大リーガー佐々木主浩氏によるトークショー 10月26日 盛岡北高校 盛岡北高等学校 無料 http://www2.iwate-ed.jp/mon-h/

滝沢村 ② 学習発表会 児童の総合的な教育活動の場として学習発表会を実施 10月29日 滝沢小学校体育館 滝沢小学校 無料
滝沢小学校
019-687-2314

滝沢村 ② 盛農祭 日頃の学習成果の発表と農業生産物の販売 10月29日～30日 盛岡農業高校 盛岡農業高校 無料
盛岡農業高校
019-688-4211

舞台部門(演劇) 11月3日

舞台部門(邦楽) 11月6日

舞台部門(洋楽) 11月13日

展示部門(絵画・書道・華道・文芸・工芸・写真など) 11月19日～21日

滝沢村 ② 参観日週間
期間中自由に授業参観出来ます。
１０日午後：道徳公開・学級懇談・高校入試説明会

11月9日～10日 滝沢中学校 滝沢村立滝沢中学校 無料 019-684-1771

滝沢村 ② 道徳授業地区公開講座 道徳授業の公開 11月10日 姥屋敷小中学校 姥屋敷小中学校 無料
滝沢村立姥屋敷小中学校
019-680-2401

滝沢村 ①② １日授業参観･道徳授業地区公開 道徳の時間を含む授業・活動を公開し、さらに教育振興運動講演会を行います。 11月12日 柳沢小中学校 柳沢小中学校 無料
柳沢小中学校
019-688-2221

滝沢村 ② 一日授業参観（教育講演会有り）
日常の学校生活を保護者や地域の方々に公開します。午後には教育講演会（生き方）を開
催します。

11月15日 一本木中学校 一本木中学校 無料
一本木中学校
019-688-4634

滝沢村 ② 一日参観日（道徳授業公開） 日常の学校生活を保護者や地域の方々に公開し、あわせて道徳の授業も公開する。 11月15日 一本木小学校 一本木小学校 無料
一本木小学校
019-688-4254

紫波町 ② 「学校へ行こう」　週間
本校の普段の様子をご覧下さい。（皆さんからの貴重な意見を今後の教育活動に生かして
いきたいと想います）

11月1日～7日(平日）
岩手県立紫波総合高等
学校

紫波総合高等学校 無料 ０１９－６７２－３６９０

矢巾町 ① 煙山地区教育振興運動中間発表会
教育振興運動煙山振興区の上半期の活動について、１７実践区が発表を行い、交流を図り
ます。

10月12日 煙山小学校 矢巾町立煙山小学校 無料
煙山小学校
019－697－3163

矢巾町 ② 徳田小学校学習発表会 学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。（劇、音楽等のステージ発表） 10月15日 徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
０１９－６９７－３１３８

矢巾町 ② 体育学系説明会 各専攻紹介、カリキュラム、行事、進路について 10月18日 不来方高校 不来方高等学校 無料
不来方高校総務課
019-697-8247

矢巾町 ② 学習発表会 児童の学習成果を発表します。 10月22日 不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料
不動小学校
697-3160

③ 芸術祭たきざわ“11 滝沢ふるさと交流館
滝沢村教育委員会・滝沢村芸術文
化協会

http://www.vill.takizawa.iwate.jp
滝沢村教育委員会文化スポーツ課019-684-2111

滝沢村

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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矢巾町 ② 学習発表会 劇や合唱など日頃の学習の成果を、保護者や地域の方々に発表します。 10月22日 矢巾東小学校 矢巾町立矢巾東小学校 無料
矢巾東小学校
０１９－６９８－１５８８

矢巾町 ② 芸術・外国語学系説明会 各専攻紹介、カリキュラム、行事、進路、施設見学について 10月22日 不来方高校 不来方高等学校 無料
不来方高校総務課
019-697-8247

矢巾町 ② 矢巾北中学校　銀河祭
学習の成果を保護者・地域の方に発表します。（群読劇・合唱・吹奏楽演奏・壁新聞・展示
等）

10月22日～23日 矢巾北中学校 矢巾町立矢巾北中学校 無料
矢巾北中学校
０１９－６９７－１９２１

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（舞踊） 舞踊の日頃の練習成果を発表します。 10月23日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社会教育課
019-697-2161

矢巾町 ② 矢巾中学校　矢中祭
学習の成果を展示とステージ発表で生徒・保護者・地域の方々に紹介します。（合唱・吹奏
楽・壁新聞・展示）

10月23日 矢巾中学校 矢巾町立矢巾中学校 無料
矢巾中学校
０１９－６９７－３１６４

矢巾町 ② 矢巾町小学校音楽会 町内小学校４年生が一堂に集まり、合唱等の発表を行います。 10月27日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
事務局は徳田小学校
019-697-3138

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（展示部門） 作品の展示を行います。 10月29日～30日 矢巾町公民館 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社会教育課
019-697-2161

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（文化講演会） 宮澤賢治に関する研究成果を発表 11月3日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社会教育課
019-697-2161

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（器楽・合唱） 器楽・合唱の日頃の練習成果を発表します。 11月3日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社会教育課
019-697-2161

矢巾町 ② 徳田小学校学習参観 保護者に学校での児童の様子や授業を参観していただきます。 11月12日 徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
０１９－６９７－３１３８

矢巾町 ② 徳田小学校PTA講演会 保護者と5・6年児童が講演を聞きます。 11月12日 徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
０１９－６９７－３１３９

矢巾町 ② 参観日 地域の方々や祖父母、保護者に学校での児童の様子や授業を参観していただきます。 11月12日 不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料
不動小学校
697-3160

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（邦楽・ダンス） 邦楽・ダンスの日頃の練習成果を発表します。 11月14日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社会教育課
019-697-2161

矢巾町 ② 祖父母参観日 保護者、地域の方々に授業を公開するとともに、祖父母との交流会を行います。 11月21日 煙山小学校 矢巾町立煙山小学校 無料
煙山小学校
019－697－3163

花巻市 ③ 花巻市民芸術祭
開幕祭及び文芸大会は合同で、展示部門・舞台部門・市民茶会等は各地区会場にて開催
します。

10月2日～11月23日 花巻市民体育館ほか 花巻市民芸術祭実行委員会 無料
花巻市まちづくり部生涯学習課
0198-24-2111(内418)

花巻市 ② 学校公開 参観授業、全体研究会を行います。 10月18日 太田小学校 太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

花巻市 ② 桜台小学習発表会 日常の学習の成果をステージで発表します。 10月22日 桜台小学校 桜台小学校 無料
桜台小学校
0198-24-6066

花巻市 ② 桜台小学習発表会 日常の学習の成果をステージで発表します。 10月22日 桜台小学校 桜台小学校 無料
桜台小学校
0198-24-6066

花巻市 ② 湯口小学校学習発表会 学習の成果を各学年毎に発表し、保護者や地域の方々に見ていただきます。 10月22日 湯口小学校 湯口小学校 無料
湯口小学校
０１９８－２８－２２２０

花巻市 ② 学習発表会 児童による学習成果の発表及び作品展示 10月22日 矢沢小学校 矢沢小学校 無料
矢沢小学校
0198-23-2179

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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花巻市 ② 学習発表会 学習の成果を学年毎に発表します 10月22日 笹間第一小 笹間第一小学校 無料
笹間第一小学校
0198-２９－２３２０

花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を各額年度とに発表します。 10月22日 亀ヶ森小学校 亀ヶ森小学校 無料
亀ヶ森小学校
0198-48-2229

花巻市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆さに対して、これまでの学習の成果を各学年・特設クラブ毎に発表する場
です。

10月22日 新堀小学校 新堀小学校 無料

http://www.city.hanamaki.iwate.jp/niisho/
花巻市立新堀小学校
0198-45-3021

花巻市 ② 学習発表会 　これまでに学習した成果を各学年毎に発表し、保護者や学区の方に見ていただきます。 10月22日 八重畑小学校 八重畑小学校 無料
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/yaesho/
花巻市立八重畑小学校
0198-47-2114

花巻市 ② 東和小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月22日 東和小学校体育館 東和小学校 無料
東和小学校
0198-29-4334

花巻市 ② 秋桜祭（文化祭） 作品展示や合唱コンクール、吹奏楽部発表、弁論等のステージ発表を行います。 10月22日 湯本中学校 湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-２７－２７１９

花巻市 ② 北中祭 ・合唱コンクール　・壁新聞コンクール　・演劇　・教室展示等 10月22～23日 花巻北中学校体育館 花巻北中学校 無料
花巻北中学校
０１９８－２４－８７６６

花巻市 ② 学習発表会 児童による劇、音楽、ダンス等のステージ発表や図工や家庭科等の作品展示を行います。 10月23日
花巻市立笹間第二小学
校

笹間第二小学校 無料
花巻市立笹間第二小学校
0198-29-2327

花巻市 ② 南中祭
意見発表、合唱コンクール、どこれまでの学習成果を発表します。また、ＰＴＡの協力により
地域作品展やバザーを行い、地域の文化祭としての一面を継承しています。

10月23日 南城中学校 南城中学校 無料
南城中学校
０１９８－２３－４１４６

花巻市 ② 23年度　若杉祭 父母・地域の方々に、学習の成果・努力を見ていただきます。 10月23日 体育館等 湯口中学校 無料
花巻市立湯口中学校
０１９８－２８－２２３３

花巻市 ② 東雲祭（文化祭）
作品展示・合唱コンクール・学年ステージ発表・
郷土芸能鑑賞・吹奏楽発表

10月23日 矢沢中学校 矢沢中学校 無料
矢沢中学校
０１９８－３１－２０２２

花巻市 ② 迫中祭（文化祭） 作品展示、合唱コンクール、劇、弁論等 10月23日 大迫中学校 大迫中学校 無料
大迫中学校
0198-48-2221

花巻市 ② 石中祭（文化祭） 学級作品展示や吹奏楽部演奏、各種弁論、合唱コンクール等を行います。 10月23日 石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料
石鳥谷中学校
0198-45-3117

花巻市 ② 青雲祭（本校の文化祭）
学科や教科等の研究発表及び展示発表、ステージ発表等を行います。クラス模擬店、PTA
による食堂もあります。

10月23日 花北青雲高等学校 花北青雲高等学校 無料
花北青雲高等学校
0198-45-3732

花巻市 ② 花巻市内小学校音楽発表会 各小学校の児童による音楽発表会 10月28日
花巻市文化会館大ホー
ル

花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会小中学校課
0198-45-1311

花巻市 ② 花巻市内小学校音楽発表会 各小学校の児童による音楽発表会 10月28日
花巻市文化会館大ホー
ル

花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会小中学校課
0198-45-1311

花巻市 ② 花巻市学校保健・安全・給食大会 学校保健・安全・給食に関する研究等の発表、記念講演会を実施 10月26日
花巻市文化会館中ホー
ル

花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会小中学校課
0198-45-1311

花巻市 ② 文化祭 作品展示や合唱コンクール・吹奏楽部演奏・意見発表等ステージ発表を行います。 10月29日 西南中学校 西南中学校 無料
西南中学校
0198-29-2321

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
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花巻市 ② 花農祭
各学科の展示や体験コーナー、農産物･加工品の販売、文化部(吹奏楽部･鹿踊部)の発表
を行います。

10月30日 花巻農業第1体育館 花巻農業高等学校 無料
http：//www．2.iwate-ed.jp/hka-h/～
花巻農業高等学校　総務部
0198-26-3131

花巻市 ①
「いわて教育の日」に係る「学校へ行こう週
間」

保護者、地域の方をはじめ一般の方々に授業公開、学校説明を行います。 10月31日～11月2日 花巻南高校 花巻南高等学校 無料

http://www2.iwate-ed.jp/hks-h/
岩手県立花巻南高等学校
0198-23-4236

花巻市 ② 総合教育センター一般公開
総合教育センターの施設と設備を公開します。
所員による科学実験や木工等の製作体験教室を行います。

11月3日 総合教育センター 総合教育センター 無料
岩手県立総合教育センター
情報教育担当
0198-27-2254

花巻市 ① トールペイント教室 親子で楽しくいろんな素材に絵付けを行います。 11月5日 東和図書館 東和図書館
東和図書館
0198-42-3202

花巻市 ② こたままつり
児童生徒の作品展示、舞台発表、作業製品の販売、PTA・協力団体によるバザー等を行い
ます。

11月5日 花巻清風支援学校 花巻清風支援学校 無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421

花巻市 ② 石鳥谷小学校学習発表会 日頃の学習の成果を劇や合奏などで発表し，保護者や地域の方々にも見ていただきます。 11月3日 石鳥谷小学校 石鳥谷小学校 無料
花巻市立石鳥谷小学校
0198‐45‐2012

花巻市 ③ 花巻市民芸術祭（大迫会場） 図画、書写などの作品を展示し、鑑賞しあいます。 11月3～4日
大迫交流活性化セン
ター

花巻市 無料
大迫総合支所地域振興課
0198-48-2111

花巻市 ② 花巻市中学校総合文化祭展示部門 作品展示 11月5日～7日
花巻市文化会館展示
ホール

花巻市教育委員会 無料
花巻市立宮野目中学校
0198-26-2117

花巻市 ② 学校見学週間
小・中・高等部の全学部の授業を公開します。また、校舎・寄宿舎の見学が自由にできま
す。

11月5日～11日 花巻清風支援学校 花巻清風支援学校 無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421

花巻市 ② 花巻市中学校総合文化祭ステージ部門 合唱、文化活動発表 11月7日
花巻市文化会館大ホー
ル

花巻市教育委員会 無料
花巻市立宮野目中学校
0198-26-2117

花巻市 ② 学習発表会 劇や音楽、朗読など日頃の学習の成果を、各学年ごとに発表し合います。 11月6日 太田小学校 太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

花巻市 ② 授業参観 子どもたちの学習の様子を公開するとともにPTA主催の講演会を行います。 11月8日 湯本小学校 湯本小学校 無料
湯本小学校
0198-27-2525

花巻市 ② 授業参観 子どもたちの学習の様子を公開するとともにPTA主催の講演会を行います。 11月8日 湯本小学校 湯本小学校 無料
湯本小学校
0198-27-2525

花巻市 ② 地域公開授業参観
保護者や地域住民に学校の教育活動を広く公開し、児童指導や望ましい育成について共
通理解を図る機会とします。

11月8日 東和小学校 東和小学校 無料
東和小学校
0198-29-4334

花巻市 ② 半日授業参観 ４～６校時、日常の学習の様子を自由に参観して頂きます。 11月11日 桜台小学校 桜台小学校 無料
桜台小学校
0198-24-6066

花巻市 ② 半日授業参観 ４～６校時、日常の学習の様子を自由に参観して頂きます。 11月11日 桜台小学校 桜台小学校 無料
桜台小学校
0198-24-6066

花巻市 ③ 共同企画展
市内の文化施設が連携して同期間に統一したテーマにより市民や観光客に先人の偉業等
を紹介します。

11月12日～1月15日 宮沢賢治記念館ほか 花巻市
花巻市まちづくり部生涯学習課
0198-24-2111(内418)

花巻市 ② 祖父母参観 　普段の授業の様子を祖父母の方々に参観していただきます。 11月15日 八重畑小学校 八重畑小学校 無料
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/yaesho/
花巻市立八重畑小学校
0198-47-2114

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
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花巻市 ② 授業参観日 普通の授業をフリーで見ていただきます 11月16日 笹間第一小 笹間第一小学校 無料
笹間第一小学校
0198-２９－２３２０

花巻市 ② 学校参観週間 授業参観やＰＴＡ主催による親子コンサート等を行います。 11月16日～18日 湯本中学校 湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-２７－２７１９

花巻市 ② フリー参観・PTA講演会 授業参観及び岩手県教育委員会教育委員長をお招きしての講演会を開催します.。 11月17日 石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料
石鳥谷中学校
0198-45-3117

花巻市 ② 一日参観日
授業（道徳）の公開や図書委員会主催による図書祭り、家庭教育学級(親子スポーツ教室）
を行います。

11月19日
花巻市立笹間第二小学
校

笹間第二小学校 無料
花巻市立笹間第二小学校
0198-29-2327

花巻市 ② 授業参観
保護者や地域の皆様に学校の教育活動を広く公開し、児童指導や望ましい育成について
共通理解を図る機会とします。

11月19日 新堀小学校 新堀小学校 無料
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/niisho/
花巻市立新堀小学校
0198-45-3021

花巻市 ① 家庭教育講演会
　家庭の教育力の向上、子育てにおける家庭の役割等ＰＴＡ学習会です。地域の皆様も参
加いただけます。

11月19日 新堀小学校 新堀小学校 無料
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/niisho/
花巻市立新堀小学校
0198-45-3021

花巻市 ① 読書ボランティア研修会 講演、事例発表を行い、県内読書ボランティアの方々の研修の場とします。 11月25日
岩手県立生涯学習推進
センター

岩手県立生涯学習推進センター 無料
http://www.manabi.pref.iwate.jp
岩手県立生涯学習推進センター
０１９８－２７－４５５５

花巻市 ② ＰＴＡ講演会 大槌町教育長をお招きし、東日本大震災に関する講演をしていただきます。 11月28日 西南中学校体育館 西南中学校 無料
西南中学校
0198-29-2321

花巻市 ② まんぷく集会 心をまんぷくにするために、「食」に関するゲームやクイズ、学年発表を行います。 11月29日 太田小学校 太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

遠野市 ② 市民芸術祭　合同茶会 茶道表千家流遠野吉祥会・表千家陽正会の合同茶会 10月17日
市民センター講義室、青
少年ホーム集会室

遠野市民芸術祭実行委員会 茶道表千家流遠野吉祥会・表千家陽正会の合同茶会

遠野市 ② 市民芸術祭　舞台合同発表会 日本舞踊、吟詠、吟舞、邦楽、合唱、吹奏楽他 10月30～31日
遠野市民センター大ホー
ル

遠野市民芸術祭実行委員会 日本舞踊、吟詠、吟舞、邦楽、合唱、吹奏楽他

遠野市 ② 市民芸術祭　総合展示会
市芸術文化協会会員及び一般市民の作品展（書道、絵画、手芸、文芸、生け花等）、菊花
展

10月30～31日
市民体育館、遠野市民
センター中ホール

遠野市民芸術祭実行委員会 無料
市芸術文化協会会員及び一般市民の作品展（書道、絵画、手芸、文芸、
生け花等）、菊花展

遠野市 ② 遠野市民センターバレエスタジオ発表会 遠野市民センターバレエスタジオ生徒によるバレエ発表会 11月21日
遠野市民センター大ホー
ル

遠野市 遠野市民センターバレエスタジオ生徒によるバレエ発表会

遠野市 ② 遠野少年少女合唱隊発表会 遠野少年少女合唱隊による合唱発表会 11月27日
遠野市民センター中ホー
ル

遠野市 遠野少年少女合唱隊による合唱発表会

北上市 ① こども映画会 幼児・児童向け映画の上映 10月22日 北上市立中央図書館 北上市立中央図書館 無料 ＴＥＬ　0197-63-3359

北上市 ② 文化祭 保護者・地域住民に各種教育活動の公開と、学習発表等を行い、学校の活性化を図る、 10月29日～30日 北上地区　県立高校 黒沢尻工業高等学校 無料
黒沢尻工業高校
0197-66-4115

北上市 ③ 秋の古本市 市民より提供された古本の販売。収益の一部は図書館へ寄贈される。 11月6日 北上市立図書館
北上読書連絡会　北上市立中央図
書館

ＴＥＬ　0197-63-3359

北上市 ② 小学校音楽発表会 北上市内小学校の合奏、合唱発表会を行います。 11月8日 さくらホール 北上市教育委員会 無料
gakyo@city.kitakami.iwate.jp
北上市教育委員会学校教育課
0197-64-2111（内3466）

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
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北上市 ① おはなし会スペシャル 幼児・児童向けおはなし会「人形劇サークルゆめのたね」による人形劇 11月12日 北上市立和賀図書館 北上市立中央図書館 無料
0197-63-3359
0197-72-22322

北上市 ①
生涯学習市民のつどい
「遊・ＹＯＵ学園祭」

生涯学習センター入居団体との協働による各種実践発表、作品展示、生涯学習関連事業
の紹介

11月13日
北上市生涯
学習センター

北上市教育委員会 無料
shogai@city.kitakami.iwate.jp
北上市教育委員会生涯学習文化課
0197-64-2111

西和賀町 ② 湯田中学校学校公開研究会 研究事業、研究発表、教科（英語・国語・数学）分科会 11月1日 西和賀町立湯田中学校
西和賀町教育委員会・西和賀町立
湯田中学校

無料
西和賀町教育委員会学務課
0197－85－2337

西和賀町 ③ 西和賀町芸術文化祭 町民の絵画・手芸・写真等の展示や音楽・舞踊等のステージ発表を行います。 11月1日～3日
西和賀町文化創造館
『銀河ホール』

西和賀町・西和賀町芸術文化協会
http://www.town.nishiwaga.lg.jp/
西和賀町教育委員会生涯学習課
0197－82－2045

西和賀町 ② 西和賀町小学校連合学習発表会
町内小学校の５．６年による演劇・合唱等（内容未定）及び中学生のゲスト出演による合唱
発表を行います。

11月4日
西和賀町文化創造館
『銀河ホール』

西和賀町小学校連合学習発表会実
行委員会

無料
西和賀町教育委員会学務課
0197－85－2337

奥州市 ② 前沢高校「学校へ行こう週間」
授業等の教育活動を公開し、地域の人々に学校教育に対する理解を深めてもらう機会とす
る。

10月15日～21日 前沢高校 前沢高等学校 無料
前沢高校
0197-56-2241

奥州市 ② 学校へ行こう週間 授業を公開します。 10月17～22日 水沢高校 水沢高等学校 無料
水沢高校
０１９７－２４－３１５１

奥州市 ② 理数科２年課題研究中間発表会 理数科２年生が取り組んでいる、１１テーマの課題研究の中間発表を行います。 10月20日 水沢高校 水沢高等学校 無料
水沢高校
０１９７－２４－３１５１

奥州市 ② 自由参観日 お家の方に幼稚園での遊びや活動を見ていただきます。 10月21日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
奥州市立佐倉河幼稚園
0197-24-6147

奥州市 ① 祖父母学級 祖父母と園児と一緒に似顔絵を描きあったり、おやつを食べたりします。 10月21日 小山東幼稚園 奥州市立小山東幼稚園 無料
奥州市立小山東幼稚園
0197-47-0327

奥州市 ② 水沢南中学校合唱コンクール 各学級毎に自由曲を発表します。コンクール形式です。 10月22日 奥州市文化会館 奥州市立水沢南中学校 無料
奥州市立水沢南中学校
0197-24-7406

奥州市 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月22日 広瀬地区センター 奥州市立広瀬小学校 無料
奥州市立広瀬小学校
0197-36-2117

奥州市 ② 学習発表会 総合的な学習の研究発表・劇・合唱など日ごろの学習成果を発表します。 10月22日 人首小体育館 奥州市立人首小学校 無料
奥州市立人首小学校
0197-38-2061

奥州市 ② 前沢小学校学習発表会
図工や書写、家庭科、総合的な学習の時間に作製した作品を展示します。合唱、金管ｸﾗﾌﾞ
の発表もあります。

10月22日 前沢小学校 奥州市立前沢小学校 無料
奥州市立前沢小学校
0197-56-2343

奥州市 ② 赤生津小学校学習発表会
全校合唱、劇、音読劇の成果を各学年ごとに発表します。今年は、和太鼓に挑戦する学年
があります。

10月22日 赤生津小学校 赤生津小学校 無料
奥州市立赤生津小学校
0197-56-2036

奥州市 ② 学習発表会 劇、音楽、朗読等により、日頃の学習成果を各学年毎に発表し合います。 10月22日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

奥州市 ② やなぎっ子の発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表します。 10月22日 古城小学校 奥州市立古城小学校 無料
奥州市立古城小学校
0197-56-2722

奥州市 ② 恵翠祭（小山中学校文化祭） ステージ発表（吹奏楽、弁論、英語暗唱）、合唱コンクール、作品展示を行います。 10月22日 小山中学校 奥州市立小山中学校 無料
奥州市立小山中学校
0197-47-0324

奥州市 ② 文化祭 合唱や教科の取組・展示などにより日頃の学習の成果を発表します。 10月22日 衣川中学校 奥州市立衣川中学校 無料
奥州市立衣川中学校
0197-52-3201

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
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奥州市 ② 水沢中学校文化祭
両日に中庭ステージ発表、科学部発表、22日に１，２年合唱ｺﾝｸｰﾙ、23日は英語暗唱、３年
合唱ｺﾝｸｰﾙです。

10月22～23日 水沢中学校 奥州市立水沢中学校 無料
奥州市立水沢中学校
0197-24-4651

奥州市 ② 清流祭（南都田中学校文化祭） 作品展示、合唱コンクール、ＰＴＡコーラス、演劇発表等を行います。 10月22～23日 南都田中学校 奥州市立南都田中学校 無料
奥州市立南都田中学校
0197-46-2423

奥州市 ② 江刺第一中学校文化祭
ステージ発表（英語暗唱、合唱、一中太鼓、吹奏楽）、校内合唱コンクール、作品展示を行
います。

10月22～23日 江刺第一中学校 奥州市立江刺第一中学校 無料
奥州市立江刺第一中学校
0197-35-1917

奥州市 ① 愛宕地区芸術文化祭 地区民の作品（書道、絵画等）展示や舞踊、演奏等のステージ発表を行います。 10月22～23日 江刺西体育館 江刺地区センター 無料
江刺愛地区センター
0197-31-2411

奥州市 ② 前中祭
総合的学習，教科作品（習字，技術家庭），文化部（吹奏楽，美術，科学）の発表と全校合
唱コンクールを行います。

10月22～23日 前沢中学校 奥州市立前沢中学校 無料
奥州市立前沢中学校
0197-56-3005

奥州市 1、3 11いさわ生涯学習フェスティバル
生涯学習活動作品展（11/5漢）、芸能発表会（11/6）、区内一周駅伝・女子駅伝競走大会
（11/3）、いさわ健康フェスティバル（10/22）、いさわ福祉まつり（11/5）、いさわ商工秋まつ
り（11/5）などを開催します。

10月22日、
11月3日、5～6日

胆沢文化創造センター
ほか

奥州市教育委員会 無料
奥州市教育委員会事務局胆沢支所
0197-46-2111（内線244）

奥州市 ② 水沢南中学校文化祭 作品展示や吹奏楽部によるステージ演奏を行います。 10月23日 水沢南中学校 奥州市立水沢南中学校 無料
奥州市立水沢南中学校
0197-24-7406

奥州市 ② 小中合同文化祭
生徒作品の展示や演劇、合唱・合奏・英語暗唱・わたしの主張等のステージ発表を行いま
す。

10月23日 田原中学校体育館
奥州市立田原中学校、奥州市立大
田代小学校

無料
奥州市立田原中学校
0917-32-2361

奥州市 ② 江刺南中学校文化祭 生徒の作品展示やステージ発表を行います。 10月23日 江刺南中学校 奥州市立江刺南中学校 無料
奥州市立江刺南中学校
0197-39-2125

奥州市 ② 江刺東中学校文化祭 生徒の作品展示や、ステージ発表を行います。 10月23日 江刺東中学校 奥州市立江刺東中学校 無料
奥州市立江刺東中学校
0197-36-2123

奥州市 ③ 水沢区内幼稚園・小学校文化発表会 輪番制で4年に1度の出場でリズム発表をする。 10月27日 奥州市文化会館 奥州市教育委員会 無料
奥州市教育委員会事務局学校教育課
0197-35-2111(内線424)

奥州市 ② 鑑賞教室 笑いのあるクラシックコンサート、サロンオーケストラの鑑賞をします。 10月26日 姉体小学校体育館 奥州市立姉体小学校 500円
奥州市立姉体小学校
０１９７-２６-２０３３

奥州市 ① 祖父母学級・３Ｂ体操（実技）
祖父母と一緒に遊んだり、指導員の下、３Ｂ体操で体を動かしたり等体力向上とふれ合いを
目的に行います。

10月26日 岩谷堂幼稚園 奥州市立岩谷堂幼稚園 無料
奥州市立岩谷堂幼稚園
0197-35-4620

奥州市 ② 感謝の会・南小フェスティバル
第1部感謝の会では防犯安全標語の表彰や全校合唱、第2部南小フェスティバルでは、神
楽クラブや学年発表を披露します。

10月29日 水沢南小学校 奥州市立水沢南小学校 無料
奥州市立水沢南小学校
0197-24-2470

奥州市 ② 白鳥小学校ふれあい収穫祭
全校児童によるステージ発表と、学習田で収穫した米で作ったおにぎりを地域の方々とい
ただきます。

10月29日 白鳥小学校 奥州市立白鳥小学校 無料
奥州市立白鳥小学校
0197-56-2409

奥州市 ② 持久走大会・作品展 学年毎の持久走の後、図工や工作、家庭科等の作品を展示を行います。 10月29日 若柳小学校 奥州市立若柳小学校 無料
奥州市立若柳小学校
0197-46-2708

奥州市 ② 水農祭
生徒の学習活動の展示や吹奏楽、民族舞踊等のステージ発表、農産物即売等を行いま
す。

10月30日 水沢農業高校 水沢農業高等学校 無料

http://www2.iwate-ed.jp/msa-h/
水沢農業高校総務課
0197-47-0312

奥州市 ② 藤里小学校学習発表会 劇や詩などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月30日 藤里小体育館 奥州市立藤里小学校 無料
奥州市立藤里小学校
0197-39-3123

奥州市 ② 作品展示会 園児の作品展示会です。（親子製作やいものこ汁・スイートポテト等の模擬店もあります。） 10月30日 前沢北幼稚園ホール 奥州市立前沢北幼稚園 無料
奥州市立前沢北幼稚園
0197-56-2147

奥州市 ② 水沢中学校区一斉参観日 学区の水沢小と佐倉河小といっしょに、日常の教育活動を地域に一日公開します。 11月1日 水沢中学校 奥州市立水沢中学校 無料
奥州市立水沢中学校
0197-24-4651

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
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奥州市 ① 一斉参観日 保護者の皆さん・地域の方々に授業を見ていただきます。 11月2日 真城小学校 奥州市立真城小学校 無料
奥州市立真城小学校
０１９７-２３-２９５９

奥州市 ② 学校を公開する日 １日学校を公開します。全学年道徳の授業を行います。 11月2日 姉体小学校 奥州市立姉体小学校 無料
奥州市立姉体小学校
０１９７-２６-２０３３

奥州市 ② 自由参観日 PTAの参観日にて子ヤギの会による人形劇鑑賞やスポニチマラソン報告会を行います。 11月2日 幼稚園ホール 奥州市立前沢南幼稚園 無料
奥州市立前沢南幼稚園
0197-56-2528

奥州市 ① 学校を公開する日 祖父母交流、歯科指導を中心に学校を公開し、地域の皆さんとの連携を図ります。 11月2日 黒石小学校 奥州市立黒石小学校 無料
奥州市立黒石小学校
0197-26-2226

奥州市 ② 南中学区一斉授業参観日 南中学校の授業を１校時～６校時まで地域の方に公開します。 11月2日 水沢南中学校 奥州市立水沢南中学校 無料
奥州市立水沢南中学校
０１９７-２４-７４０６

奥州市 ② イロハモミジの卒業記念植樹
母体小６年生と合同で赤生津地区の傾斜地に森林組合の支援のもとでイロハモミジを植樹
します。５年目を迎えます。

11月2日
生母字二子1-119　県道
束稲線沿い

奥州市立赤生津小学校 無料
奥州市立赤生津小学校
0197-56-2036

奥州市 ③ 中文連文化発表会
全校で取り組んできた合唱を披露し、どれだけ通用するかと胆江の合唱レベルを体感しま
す。

11月4日 奥州市文化会館 中学校文化連盟 無料
中文連事務局
0197-39-2125

奥州市 ① 学校を市民に公開する日
前沢区の全小学校と中学校が、日常の学習活動の様子を地区民、並びに市民に公開しま
す。

11月8日 白山小学校 奥州市教育委員会 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

奥州市 ② 祖父母学級
1，2年児童と祖父母とのふれあい。一緒に縄ないをしたり、昔遊びのやり方を教えてもら
い、一緒に遊んだりします。

11月8日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3022

奥州市 ② 朗読集会 日常の音読活動の発表の場として設定。学年毎に音読の発表します。 11月8日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

奥州市 ② 学校を市民に公開する日 学習の様子を、保護者だけでなく地域の方々にも参観していただく日です。 11月9日 羽田小学校 奥州市立羽田小学校 無料
奥州市立羽田小学校
0197-24-7403

奥州市 ② 一斉参観日 地域や保護者に日頃の学習の様子を発表します。 11月9日 玉里小学校 奥州市立玉里小学校 無料
奥州市立玉里小学校
0197-36-2122

奥州市 ② 江刺東中学区一斉参観日 日頃の学校の教育活動を公開します。 11月9日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
奥州市立広瀬小学校
0197-36-2117

奥州市 ② 感謝の会 日頃お世話になっている地域の方々に芋の子汁をふるまい感謝の気持ちを伝えます。 11月9日 古城小学校 奥州市立古城小学校 無料
奥州市立古城小学校
0197-56-2722

奥州市 ② 母体小学校授業参観日（区一斉参観日）
登校後の朝の活動や授業の様子、そしてマラソン大会収穫祭を参観してもらい、親子で楽
しみます。

11月9日 母体小学校 奥州市立母体小学校 無料
奥州市立母体小学校
0197-56-2038

奥州市 ② 母体小学校収穫祭
栽培した作物の収穫を喜び、自然や協力してくださった方々へ感謝をしながら焼き芋作りを
して食べます。

11月9日 母体小学校 奥州市立母体小学校 無料
奥州市立母体小学校
0197-56-2038

奥州市 ② 市民に公開する日 日常の生徒の様子を地域の方に見ていただきます。 11月9日 前沢中学校 奥州市立前沢中学校 無料
奥州市立前沢中学校
0197-56-3005

奥州市 ② 前沢中学校ＰＴＡ講演会 「ストレスマネジメント」についての講演会を実施します。 11月9日 前沢中学校体育館 奥州市立前沢中学校ＰＴＡ 無料
奥州市立前沢中学校
0197-56-3005

奥州市 ② 図書祭り 図書委員会による発表や多読賞の発表を行います。 11月9日 若柳小学校 奥州市立若柳小学校 無料
奥州市立若柳小学校
0197-46-2708

奥州市 ② 親子映画会 話題になった映画・心に残る映画を親子揃って鑑賞します。 11月9日 若柳小学校 奥州市立若柳小学校 無料
奥州市立若柳小学校
0197-46-2708

奥州市 ② 防火パレード 防火を呼びかけながら地域をパレードします。 11月9日 若柳供養塚地域 奥州市立若柳幼稚園 無料
奥州市立若柳幼稚園
０１９７-４６-２２４０

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

岩手県
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

奥州市 ① 音楽発表会 音楽を中心とした表現活動を発表します。 11月12日 本校体育館 奥州市立真城小学校 無料
奥州市立真城小学校
0197-23-2959

奥州市 ② 文化祭 歌や合奏のステージ発表や作品の展示を行います。 11月12日 姉体小学校 奥州市立姉体小学校 無料
奥州市立姉体小学校
０１９７-２６-２０３３

奥州市 ② 子育て講演会 ＰＴＡ対象の講演会ですが、広く地域にも呼びかけています。 11月12日 江刺生涯学習センター 奥州市立岩谷堂小学校PTA 無料
奥州市立岩谷堂小学校
0197‐35‐1924

奥州市 ② 商人体験 ５年生が空き店舗を利用して、商店街活性化のために威勢よく新鮮な品物を販売します。 11月12日 三日町商店街 奥州市立前沢小学校 無料
奥州市立前沢小学校
0197-56-2343

奥州市 ② コミュニティスクールの日「学習発表会」 各教科や総合的な学習の発表をします。伝承活動「子どもみ神楽」の披露も行います。 11月12日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
奥州市立衣川小学校
(FAX)0197-41-6010

奥州市 ③ 庭払いまつり 年長児が地区公民館で踊りを披露します。 11月13日 若柳公民館 奥州市立若柳幼稚園 無料
若柳公民館
０１９７-４６-３１４８

奥州市 ①② 江刺南中学校学区一斉参観日 江刺南中学校学区の3校が、地域の方や保護者に授業を参観していただきます。 11月15日 江刺南中学校 奥州市立江刺南中学校 無料
奥州市立江刺南中学校
0197-39-2125

奥州市 ①② 江刺南中学校学区一斉参観日 江刺南中学校学区の3校が、地域の方や保護者に授業を参観していただきます。 11月15日 江刺南中学校 奥州市立江刺南中学校 無料
奥州市立江刺南中学校
０１９７-３９-２１２５

奥州市 ② 読書まつり 児童世所委員会による発表や多読賞の表彰を行います。 11月16日 羽田小学校 奥州市立羽田小学校 無料
奥州市立羽田小学校
0197-24-7403

奥州市 ② 一斉参観日 日常の授業の様子（各教科・道徳等）を公開します。（1校時～5校時） 11月17日 江刺愛宕小学校 奥州市立江刺愛宕小学校 無料
奥州市立江刺愛宕小学校
0197-35-2061

奥州市 ② 江刺第一中学校区一斉参観日
江刺第一中学校と学区内４小学校が一斉に保護者及び市民の皆様に授業等の生徒の活
動を公開します。

11月17日 江刺第一中学校 奥州市立江刺第一中学校 無料
奥州市立江刺第一中学校
0197-35-1917

奥州市 ② 江刺第一中学校区一斉参観日
江刺第一中学校と学区内４小学校が一斉に保護者及び市民の皆様に授業等の生徒の活
動を公開します。

11月17日 江刺第一中学校 奥州市立江刺第一中学校 無料
奥州市江刺第一中学校
0197-35-1917

奥州市 ② ＰＴＡ親子講演会 ＰＴＡと学校の共済で講師を招き、生徒と保護者がともに学ぶ講演会です。 11月17日 江刺第一中学校 奥州市立江刺第一中学校 無料
奥州市江刺第一中学校
0197-35-1917

奥州市 ② １日参観（読書祭り） １日授業を公開します。３校時には読書祭りを行います。 11月17日 胆沢第一小学校 奥州市立胆沢第一小学校 無料
奥州市立胆沢第一小学校
0197-47-0323

奥州市 ② 学校を市民に公開する日 普段どおりの中学校生活の様子を公開します。 11月18日 田原中学校 奥州市立田原中学校 無料
奥州市立田原中学校
0917-32-2361

奥州市 ② 家庭教育学級 ＰＴＡや地区民を対象にしての読書活動推進に向けての講演会を予定しています。 11月18日 玉里小学校 奥州市立玉里小学校 無料
奥州市立玉里小学校
0197-36-2122

奥州市 ② 学校を市民に公開する日〈読書祭り）
学校の授業や活動の様子を市民に公開します。合わせて児童会活動「読書祭り」も公開し
ます。

11月18日 大田代小学校 奥州市立大田代小学校 無料
奥州市立大田代小学校
0197-32-2333

奥州市 ② 図書祭り
図書委員会による本の読み聞かせやペープサートやクイズ等を通して、より本に親しもうと
する意識の啓発を図ります。

11月18日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

奥州市 ②
コミュニティスクールの日（区内一日参観
日）
　「ふれあい参観日、感謝の会」

地域の方や祖父母とふれあい活動して楽しく過ごします。また、お世話になっているコミュニ
ティスクールの皆さんに感謝の会を企画しています。

11月18日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
奥州市立衣川小学校
(FAX)0197-41-6010

奥州市 ① 奥州市一斉参観日 終日学校を地聞き・市民の方に開放します。道徳も授業を行います。 11月18日 衣川中学校 奥州市立衣川中学校 無料
奥州市立衣川中学校
0197-５２-３２０１

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
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奥州市 ② 生活発表会 歌やリズム、劇などのステージ発表を行います。 11月19日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
奥州市立佐倉河幼稚園
0197-24-6147

奥州市 ② 生活発表会 歌や合奏、踊りや劇などのステージ発表をします。 11月19日 若柳幼稚園 奥州市立若柳幼稚園 無料
奥州市立若柳幼稚園
０１９７-４６-２２４０

奥州市 ③ 第45回胆沢郷土芸能まつり 市指定無形民俗文化財保存団体の発表を行います。 11月20日 胆沢文化創造センター 奥州市教育委員会 無料
奥州市教育委員会事務局胆沢支所
0197-46-2111（内線246）

奥州市 ③ 白山地区収穫祭
収穫祭のステージ部門で、地区の皆さんの前で、3年生の百姓踊り、3･4年生の合唱奏を披
露します。

11月20日 白山地区中央公民館 白山地区中央公民館 無料
白山地区中央公民館
0197-56-2938

金ケ崎町 ③ 第３1回金ケ崎町郷土芸能発表大会 町民の郷土芸能団体による郷土芸能発表大会を開催します。 10月23日
金ケ崎町中央生涯教育
センター

町郷土芸能保存会 無料
金ケ崎町郷土芸能保存会
0197-44-3123

金ケ崎町 ② 西小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物や諸活動の発表
を行う。

10月29日 西小学校 西小学校 無料
西小学校
0197－44－2704

金ケ崎町 ② 金ケ崎中学校文化祭
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物や諸活動の発表
を行う。

10月29,30日 金ケ崎中学校 金ケ崎中学校 無料
金ケ崎中学校
0197－44－2020

金ケ崎町 ③ 第25回金ケ崎町民芸術文化祭 町民の皆さんの芸術文化活動の発表を部門ごとに開催します。 10月30日～11月27日
金ケ崎町中央生涯教育
センター

町芸術文化協会 無料
金ケ崎町芸術文化協会
0197-44-3123

金ケ崎町 ② レッツゴー・スクール・デー
町内の全幼稚園、小・中学校、高等学校が１日公開し、すべての活動を自由に参観できる
日とする。

11月5日
各幼稚園、小・中学校、
高等学校

町教育委員会 無料 各幼稚園、小・中学校、高等学校

金ケ崎町 ② 第一小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物や諸活動の発表
を行う。

11月5日 第一小学校 第一小学校 無料
第一小学校
0197－43－2322

金ケ崎町 ② 三ケ尻小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物や諸活動の発表
を行う。

11月5日 三ケ尻小学校 三ケ尻小学校 無料
三ケ尻小学校
0197‐42‐2226

金ケ崎町 ② 永岡小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物や諸活動の発表
を行う。

11月5日 永岡小学校 永岡小学校 無料
永岡小学校
0197－44－3241

金ケ崎町 ② 金ケ崎小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物や諸活動の発表
を行う。

11月12日 金ケ崎小学校 金ケ崎小学校 無料
金ケ崎小学校
0197－44－6055

金ケ崎町 ② 金ケ崎町小学校音楽会 町内各小学校児童により、合唱及び合奏の発表を行う。 11月16日 金ケ崎小学校
町教育委員会
町教育研究協議会

無料
金ケ崎小学校
0197‐44‐6055

金ケ崎町 ② 金ケ崎小学校教育実践研究会 研究テーマに基づく教育実践について、授業公開及び研究会を実施する。 11月19日 金ケ崎小学校 金ケ崎小学校 無料
金ケ崎小学校
0197‐44‐6055

金ケ崎町 ③ 第３回金ケ崎町民劇場 細野女剣舞をテーマとした町民劇場「鬼になった女たち」を発表します。 11月20日
金ケ崎町中央生涯教育
センター

町民劇場実行委員会
金ケ崎町中央生涯教育センター
0197-44-3123

一関市 ② 高専祭
各学科の教育研究や実験の紹介・展示、学生による自主企画の展示、部
活動の紹介、演奏会等を行います。

10月29日, 30日
一関工業高等専門
学校

一関工業高等専門学校 無料 http://www.ichinoseki.ac.jp/

一関市 ① 人材育成講演会 国際リニアコライダー講演会 11月4日
一関文化センター　大
ホール

一関第一高等学校　（全日制） 無料
岩手県立一関第一高等学校
０１９１（２３）４３１１

一関市 ② 一関清明支援学校本校舎「清明祭」 児童生徒によるステージ発表、作品展示等を行います。 10月22日
一関清明支援学校本校
舎

一関清明支援学校 無料 http://www2.iwate-ed.jp/ich-r/index.html

一関市 ② 高専祭 学生による様々な自主企画を催します。 10月29日～30日 一関工業高等専門学校 一関工業高等専門学校 無料 http://www.ichinoseki.ac.jp/sturoot/festival/

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
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一関市 ② 教育講演会
地域の中学・高校生や近隣在住の方々に講演を聴かせ、充実した生き方や地域の生活の
あり方を考えさせる機会とします。

11月10日 花泉中学校
一関市花泉地域中高連携教育事業
実行委員会

無料
花泉中学校0191-82-5411
花泉高等学校0191-82-3363

平泉町 ② 平泉中学校文化祭 合唱コンクール、郷土芸能・吹奏楽部発表、作品展示 10月23日 平泉町立平泉中学校 平泉中学校 無料
平泉中学校
0191-46-2205

平泉町 ③ 平泉町文化芸術祭 児童生徒の作品展示、各種講座での成果品展示、廃棄図書の無料配本など 11月5～6日 平泉町立平泉小学校 平泉町 無料
平泉町総務企画課
0191-46-2111

大船渡市 ③ 市民芸術祭（部門別発表会） 市民による絵画、書写、工芸等の作品展示及び民謡、踊り、郷土芸能等の発表会です。 10月2日～11月28日

大船渡市民文化会館（リ
アスホール）、大船渡市
民交流館（カメリアホー
ル）ほか

大船渡市教育委員会・大船渡市芸
術文化協会

大船渡市教育委員会事務局生涯学習課
0192-27-3111（内線273）

大船渡市 ②
小学校学習発表会（校内作品展）
13校

劇や歌のステージ発表及び作品展示により、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しま
す。

10月22日～11月5日 市内各小学校 市内各小学校 無料 市内各小学校

大船渡市 ② 中学校文化祭　8校
劇や歌のステージ発表及び作品展示により、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しま
す。

10月22日～30日 市内各中学校 市内各中学校 無料 市内各中学校

大船渡市 ② 学校へ行こう週間
授業、部活動及び施設設備公開　　　　　　　　　　　　　　　（時間）　上段：全日制　下段：定
時制

10月24日～28日 大船渡高等学校 大船渡高等学校 無料
大船渡高等学校　教務課
0192-26-4441

大船渡市 ② 東高祭
各学科の学習発表や文化部発表等を行い、震災後の地域に元気と希望を与える取り組み
をします。

10月29日,30日 大船渡東高等学校 大船渡東高等学校 無料
大船渡東高等学校（総務課）
０１９２－２６－２３８０

大船渡市 ③ 市民芸術祭　小中学校音楽発表会 市内の小中学生が、合唱、吹奏楽等の発表を行います。 11月2日
大船渡市民文化会館（リ
アスホール）

大船渡市教育委員会・大船渡市芸
術文化協会

無料
事務局（吉浜小学校内）
0192-45-2016

大船渡市 ③ 「ざ・ＣＬＡＳＳＩＣ’11」 震災復興支援の一環として、本県ゆかりのクラシック演奏家たちの公演会を行います。 11月3日 大船渡市民文化会館 大船渡市民文化会館 無料
http：//www.city.ofunato.iwate.jp/rias-hall
大船渡市民文化会館
0192-26-4478

大船渡市 ② 光陵祭 児童生徒による歌、合奏、踊り、劇等のステージ発表や作品展示、販売を行います。 11月12日 気仙光陵支援学校 気仙光陵支援学校 無料
気仙光陵支援学校
0192－27－9856

大船渡市 ② 生活発表会 劇や歌のステージ発表を行います。 11月19日 吉浜こども園 吉浜こども園 無料
吉浜こども園
0192-45-2320

大船渡市 ② 学校へ行こう週間 光陵祭、作品展示、授業公開を行います。 11月12日～17日 気仙光陵支援学校 気仙光陵支援学校 無料
気仙光陵支援学校
0192－27－9856

住田町 ② 学校へ行こう週間 授業公開・施設見学 11月7日～11日 住田高校 住田高等学校 無料 http://www2.iwate-ed.jp/smi-h/

釜石市 ② 平成２３年度　学習発表会
児童生徒の作品展示や各学部毎のステージ発表を行います。発表終了後ＰＴＡバザーがあ
ります。

10月29日 釜石祥雲支援学校 釜石祥雲支援学校 無料

http://www2.iwate-ed.jp/kam-y/
釜石祥雲支援学校
0193-23-0663

釜石市 ② 平成２３年度　学校へ行こう週間 授業参観及び施設設備等の見学 10月27日～29日 釜石祥雲支援学校 釜石祥雲支援学校 無料

http://www2.iwate-ed.jp/kam-y/
釜石祥雲支援学校
0193-23-0663

釜石市 ② 文化祭 合唱コンクール 10月30日 釜石市立釜石中学校 釜石市立釜石中学校 無料
釜石市立釜石中学校
0193-23-5523

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

岩手県
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

釜石市 ① English Camp in IWATE
岩手大学と米国アーラム大学の学生が、中学生とともに英語のみによる合宿生活を行いま
す。

11月12日～13日 岩手山青少年交流の家 岩手大学 無料
生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

大槌町 ② 大槌高校文化祭「大高祭」 展示やステージ発表を行います。 10月23日 大槌高校 大槌高等学校 無料
大槌高校
0193-42-3025

宮古市 ① 宮商デパート
総合的な学習で取り組んでいる企業経営学習の販売の実践活動であり、24店舗に分かれ
て販売をする。

10月29日～30日 宮古商業高等学校 宮古商業高等学校 無料
宮古商業高学校
０１９３－６２－６８５６

宮古市 ③ 崎山貝塚縄文まつり
講演会や、火おこし、弓矢などの体験、縄文料理の試食、古代の鉄づくり実演などを行いま
す。

11月3日 国指定史跡崎山貝塚 宮古市教育委員会 無料
宮古市教育委員会文化課
0193-68-9122

宮古市 ② 学習発表会 ステージ発表、作品展示、作業製品展示販売、ＰＴＡバザー 11月12日
宮古恵風支援学校
体育館ほか

宮古恵風支援学校 無料
http：//www2.iwate-ed.jp/myk-y/index.html
岩手県立宮古恵風支援学校
０１９３－６３－０４００

宮古市 ② 学校へ行こう週間 学校概要説明、授業参観、施設見学、質疑･応答
11月12日～18日

（13日、14日を除く）
宮古恵風支援学校

宮古恵風支援学校
無料

http：//www2.iwate-ed.jp/myk-y/index.html
岩手県立宮古恵風支援学校
０１９３－６３－０４００

岩泉町 ③ 岩泉町民文化展
町民創作のすぐれた芸術文化作品について、広く発表、鑑賞の機会を設けて、豊かな町民
文化の振興を図る

11月19日～21日 岩泉町民会館
岩泉町
岩泉町教育委員会

無料
岩泉町民会館
ＮＰＯ法人ぱぁとなぁ
0194-22-2111

岩泉町 ③ 岩手県芸術祭巡回美術展
県内のすぐれた芸術文化作品について、広く鑑賞の機会を設けて、町民の豊かな文化の振
興を図る

11月19日～20日 岩泉町民会館
岩泉町教育委員会

無料
岩泉町民会館
ＮＰＯ法人ぱぁとなぁ
0194-22-2112

久慈市 ② 東高祭
学年・系列・教科・部活動等での日頃の教育活動を生かした内容で作品展示、ステージ発
表等を行います。

10月22,23日 本校 久慈東高校 無料 0194-53-4371

久慈市 ② 「学校へ行こう週間」 授業をはじめ、清掃時間、部活動時間まで普段の学校の活動全般について公開します。 10月24日～28日 久慈高等学校 久慈高等学校 無料
久慈高等学校
0194-55-2211

洋野町 ① 学習発表会 第１～６学年ごとに、学習の成果を劇や合唱、合奏等で発表する。 10月15日 大野小学校体育館 大野小学校 無料
洋野町立大野小学校
０１９４－７７－２１２２

洋野町 ② 学習発表会 合奏・合唱・劇など児童による学習成果の発表を行います。 10月15日 帯島小学校 帯島小学校 無料
帯島小学校
０１９４－７７－５００４

洋野町 ①
趣味教養講座「石田ゆうすけスライド＆トー
ク」

町生涯学習啓発事業「趣味・教養講座」として、世界一周を自転車で走破した旅行作家石
田ゆうすけさんの講演会を開催します。

10月22日 グリーンヒルおおの 洋野町教育委員会 無料
洋野町教育委員会大野事務所
0194-77-2115

洋野町 ① 大野中学校文化祭 合唱コンクール・総合的な学習の報告会・英語暗唱等ステージ発表、教科作品展 10月22日 大野中学校 大野中学校 無料 九戸郡洋野町大野９－３９－１

洋野町 ② 中野小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月29日 中野小学校 中野小学校 無料
中野小学校
０１９４－６７－２１０７

洋野町 ③ 第6回洋野町文化祭
    町民の年間における芸術文化活動の成果の発表と鑑賞の場を設け、町民の芸術文化
に対する意識の高揚と情操豊かな町民の育成を図るため、各種作品の展示、舞台発表な
どを開催します。

11月3日～6日
洋野町民文化会館
大野体育館ほか

洋野町教育委員会 無料

洋野町民文化会館
0194-65-541
大野事務所
0194-77-2115

洋野町 ① 授業参観日 授業公開・高校事務説明会 11月12日 大野中学校 大野中学校 無料 九戸郡洋野町大野９－３９－１

洋野町 ① 教育振興種市実践区大会 教育講演会の実施 11月13日 種市小体育館 種市小学校 無料
http：//www.geocities.jp/taneichisho/
0194-65-2128
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洋野町 ② 道徳授業参観日 全学年による道徳の授業参観を実施します。 11月17日 中野小学校 中野小学校 無料
中野小学校
０１９４－６７－２１０７

洋野町 ② 文化祭 展示、模擬店、食堂、ステージ発表等 10月15日～16日 大野高校 大野高校 無料
大野高校
0194-77-2125

普代村 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を学年ごとに発表する。 10月22日 普代小学校 普代小学校 無料
普代小学校
0194-35-2550

普代村 ② 普代中学校文化祭
合唱・劇・神楽等のステージ部門と教科展示部門
の発表を行い、保護者及び地域の方々に観て頂き
ます。

10月23日 普代中学校 普代中学校 無料
普代中学校
0194-35-2551

普代村 ① 普代村文化祭 作品展示、健康チェック、健康相談 11月2日～4日
普代村役場
保健センター

普代村 無料
普代村教育委員会事務局
0194-35-2711

野田村 ② 野田中学校文化祭 野田中学校生徒により合唱、吹奏楽部演奏、作品展示が行われます。 10月22日 野田中学校 野田中学校 無料
野田中学校
0194-78-2170

野田村 ② 野田小学校学習発表会 　作品展示、劇や歌などにより日頃の学習の発表を行う。 10月29日 野田小学校 野田小学校 無料
野田小学校
0194-78-2166

野田村 ② 第18回久慈工祭(学校文化祭)
各科展示、模擬店、ＰＴＡ展示・販売
などを行います。

10月29日～30日
岩手県立久慈工業高等
学校

久慈工業高等学校 無料
http://www2.iwate-d.jp/kut-h/
0194-78-2123

二戸市 ③
めっせうるしさま2011の一事業
「浄法寺の漆絵皿300枚展」

明治・大正期を中心とした漆絵皿の展示と漆絵小皿の即売会を実施します。 10月15日～23日
浄法寺総合支所
1階　ホール

二戸市
（うるし振興室及び浄法寺歴史民俗
資料館）

無料
二戸市立浄法寺歴史民俗資料館
0195-38-3464

二戸市 ② 学校へ行こう週間 本校の教育内容を公開し、学校を見学していただきます。 10月17日～21日 福岡高校 福岡高等学校 無料
福岡高校教務課
0195-23-3385

二戸市 ② 青藍祭(文化祭） 学級展示　ＰＴＡ展示　合唱　総合学習発表等を行います 10月23日 金田一中学校 金田一中学校 無料
二戸市立金田一中学校
０１９５－２７－３１０１

二戸市 ② 学習発表会
劇や歌、踊りなど、日頃の学習の成果を各学年・学級ごとに発表します。全校合唱もありま
す。

10月23日 二戸西小学校 二戸西小学校 無料
二戸西小学校
0195-28-2114

二戸市 ③
二戸市文化祭特別展
「兵法の相馬大作直筆写本展」

長沼流兵法書『兵要録』、『握奇八陣集解』など相馬大作直筆の貴重な写本を初公開しま
す。

11月3日～30日 二戸歴史民俗資料館 二戸歴史民俗資料館
二戸市立二戸歴史民俗資料館
0195-23-9120

二戸市 ③
劇団四季オリジナルミュージカル
「夢から醒めた夢」

劇団四季ミュージカル「夢から醒めた夢」を上演します 11月4日 二戸市民文化会館 二戸市民文化会館
二戸市民文化会館
0195－23－7111

二戸市 ①② ホカホカ交流会 地域のお年寄りと軽スポーツやナニャトヤラの踊りを通して交流します。 11月4日 二戸西小学校 二戸西小学校 無料
二戸西小学校
0195-28-2114

二戸市 ③ 文化講演会「世界遺産と天台寺」
盛岡大学教授、天台寺文化財顧問の大矢邦宣先生による、天台寺の歴史を中心とした講
演会です。

11月5日
浄法寺総合支所
3階　会議室

八葉山天台寺保存会及び浄法寺歴
史民俗資料館

無料
二戸市立浄法寺歴史民俗資料館
0195-38-3464

二戸市 ③ 二戸市文化祭（展示部門）
絵画・書道・菊花・盆栽・俳句・華道・墨絵などの作品展示を行います。また、11/5～6日は
お茶会も開催されます

11月4日～6日

二戸市民文化会館・な
にゃーと・Jホール・各公
民館・生きいき交流セン
ター

二戸市 無料
二戸市教育委員会生涯学習課
0195－23－3111（552）

九戸村 ② 九戸中学校文化祭 生徒の作品展示、合唱、弁論大会等を行います。 10月22日 九戸中学校 九戸中学校 無料
九戸中学校
0195-43-2121
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九戸村 ② 伊高祭 生徒の作品展示、合唱、模擬店等を行います。 10月22日～23日 伊保内高等学校 伊保内高等学校 無料
伊保内高等学校
0195-42-3121

九戸村 ① 軽米九戸パークゴルフ大会 村内外から参加し実施します。 10月23日 九戸村パークゴルフ場 九戸村
九戸村総務企画課地域振興班
0195-42-2111

九戸村 ② 学習発表会 児童生徒によるステージ発表を行います。 10月29日 伊保内小学校 伊保内小学校 無料
伊保内小学校
0195-42-2201

九戸村 ① 九戸村産業芸術文化まつり 各部門の入賞作品の展示や演劇、音楽、舞踊等のステージ発表を行います。 10月29日～11月4日 ＨＯＺホール他 九戸村 無料
九戸村総務企画課地域振興班
0195-42-2111

一戸町 ② 奥小・みたけ交流学習発表会
本校小学部と奥中山小学校の児童が合同の劇に取り組み、その学習の成果を発表しま
す。

10月22日 奥中山小学校 盛岡みたけ支援学校奥中山校 無料
盛岡みたけ支援学校奥中山校
0195-35-3036

一戸町 ② 奥中・みたけ交流文化祭
本校中学部と奥中山中学校の生徒が合同の劇等に取り組み、その学習の成果を発表しま
す。

10月23日 奥中山中学校 盛岡みたけ支援学校奥中山校 無料
盛岡みたけ支援学校奥中山校
0195-35-3036

一戸町 ② 学校へ行こう週間 保護者や地域住民に生徒の諸活動や校舎環境等を自由に見学してもらう 11月1日～4日 一戸高校 一戸高等学校 無料
http://www2.iwate-ed.jp/inh-h/
岩手県立一戸高等学校
0195-33-3042

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


