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高知県 安芸市 ①
第58回安芸市美術展
覧会

芸術への創作意欲を高め、安芸郡市住民全般の鑑賞眼を養
成し、文化交流の場とする。また、小中学校の児童生徒に対し
ては、その作品を通じて、書写・図工美術教育の一指針とす
る。

11月11～25日
（予定）

安芸市民体育館 安芸市

安芸市生涯学習課
生涯学習係
0887-35-1020
gakushu@city.aki.koc
hi.jp

高知県 安芸市 ③
開館30周年記念所蔵
作品展「現代の書100
選」

開館30周年を記念し、著名な書家の方々から寄贈していただ
いた貴重な作品を一挙に展示する

10月28日～
平成25年1月13日

安芸市立書道美術館 安芸市立書道美術館

安芸市立書道美術館
0887-34-1613
aki.syobi@chic.ocn.ne.
jp

高知県 安芸市 ①
安芸タートルマラソン全
国大会

速さを競うのではなく、自分のペースで走るマラソン大会。全国
各地から毎年、1,000名以上のランナーが参加しています。

12月9日 安芸市内 安芸市

安芸市生涯学習課
スポーツ振興係
0887-35-1020
sports@city.aki.kochi.j

高知県 安芸市 ① 登り窯フェスタ2012
陶芸体験他各種体験、陶芸販売、グルメ販売、ステージ
ショー、登り窯コンテスト

11月10, 11日 内原野陶芸館周辺 登り窯フェスタ実行委員会
安芸市商工観光水産
課
0887-35-1011

伝統産業

高知県 安芸市 ① 安芸市産業祭 販売、展示、営農コーナー、各種イベント、抽選会 11月17, 18日
ごめんなはり線安芸駅
前広場JA土佐あき本所
周辺

安芸市産業祭実行委員会
安芸市商工観光水産
課
0887-35-1011

伝統産業

高知県 安芸市 ③
安芸キャンドルナイト
2012

キャンドル点灯、ステージショー、グルメ販売 12月8日
ごめんなはり線安芸駅
前広場

安芸キャンドルナイト実行委
員会

安芸市商工観光水産
課
0887-35-1011

高知県 安芸市 ②④ 文化講演会

国内で活躍する著名な講師の講演を聞き、講師の世界観や人
生観等に触れることを通して視野を広げ、豊かな情操や感受
性を育む。また、自己の将来について考える機会とする。（元
JAXA宇宙飛行士　山崎直子氏）

11月30日
高知県立安芸
　中学校
　高等学校

高知県立安芸
　中学校
　高等学校

高知県立安芸中学・
高等学校
0887-34-1145

学校関係者

高知県 安芸市 ② 参観週間 授業公開を行い、本校の教育活動への理解を図る。
11月12～16, 17日

　9:50-11:30

高知県立安芸
　中学校
　高等学校

高知県立安芸
　中学校
　高等学校

無料
高知県立安芸中学・
高等学校
0887-34-1145

高知県 いの町 ① 生活発表会
歌や手遊び
楽器遊びや合奏
劇遊びやオペレッタなどの発表会

12月1日 八田保育園ホール 八田保育園 無料  八田保育園088-892-2255

高知県 いの町 ② 生活発表会

1歳児から5歳児の各年齢の子どもたちが、友達や先生と一緒
に、歌を歌ったりこれまで経験してきたことや物語を演じたりし
て表現することを楽しむ。そして、その様子を地域の方や保護
者、祖父母にみていただき一人一人の子どもたちがそれぞれ
に頑張っている姿や成長を喜んでいただき、保育園の教育・保
育に対する理解を図る。

12月8日 川内保育園ホール 川内保育園 無料  川内保育園088-892-1099

高知県 いの町 ②
吾北保育園・幼稚園合
同運動会

保育園と幼稚園が合同で運動会を催す。 10月6日
吾北保育園・幼稚園園
庭

吾北保育園・幼稚園とPTA 無料 吾北保育園・幼稚園　088-868-2364

高知県 いの町 ②
吾北保育園・幼稚園合
同生活発表会

保育園と幼稚園が合同で生活発表会を催す。 12月1日 吾北幼稚園保育室 吾北保育園・幼稚園 無料
吾北保育園・幼稚園
088-868-2364

高知県 いの町 ②
吾北保育園・幼稚園・
小学校合同マラソン大
会

吾北保育園・幼稚園・小学校が合同でマラソン大会をする。 12月13日 吾北小学校校庭・国道
吾北保育園・幼稚園・小学
校

無料

吾北保育園・幼稚園
088-868-2364
吾北小学校
088-868-2361
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高知県 いの町 ②
枝川小学校校内音楽
会

全校児童が、日頃の音楽学習の成果を発表しあい、音楽に対
する関心と興味を深めます。

11月17日
枝川小学校
体育館

枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ②

県指定道徳教育重点
推進校事業研究発表
会
町指定研究委託事業
研究発表会

公開授業や本校の取り組み等を発表し、道徳教育についての
理解を深め、道徳教育の一層の充実を図ります。

11月27日 枝川小学校 枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ①

第４７回放送教育研究
会
四国大会高知大会
研究交流会

「生きる力」を育み、生徒の学びを支援する学校ICT化を推進
する。

11月2日 伊野南小学校 放送教育研究会
伊野南小学校
088-892-1121

高知県 いの町 ② 南の子発表会 各学年協力して、日頃の学習の成果を発表する。 11月18日
伊野南小学校　　（体育
館）

伊野南小学校 無料
伊野南小学校
088-892-1121

高知県 いの町 ② 校内音楽会 各学年が音楽授業で練習してきた歌や演奏を披露する 11月17日 伊野小学校体育館 伊野小学校 無料
伊野小学校
088-892-1341

高知県 いの町 ② 参観日・フェスタ
授業公開。その後児童主体の店や親子で遊ぶコーナー等での
交流。

12月1日 伊野小学校 伊野小学校 無料
伊野小学校
088-892-1341

高知県 いの町 ② 収穫祭
・各学年からの学習発表
・焼き芋、芋煮汁等

10月20日 川内小学校 川内小学校 無料
川内小学校
088-892-0666

高知県 いの町 ② 小学校音楽会
・各学年の歌と演奏
・地域の方の演奏

11月17日 川内小学校体育館 川内小学校 無料
川内小学校
088-892-0666

高知県 いの町 ②
キラキラフェスティバル
in　神谷2012

小学校の学習発表会と中学校の文化祭、PTA行事を融合した
もので、地域の方々を巻き込み実施します。

11月11日 神谷小中学校 神谷小中学校 無料
神谷小中学校
088-892-0404

高知県 いの町 ③
次代を担う子どもの文
化芸術体験事業

舞台芸術（マジック） 11月12日 吾北小学校
文化庁
高知県教育委員会
いの町教育委員会

無料
吾北小学校
088-868-2361

高知県 いの町 ③ きらきらフェスティバル 学習発表会 11月23日 吾北小学校 吾北小学校 無料
吾北小学校
088-868-2361

高知県 いの町 ③ げんきまつり 地域の方との昔遊びや、児童による出店があります。 10月20日 長沢小学校 長沢小学校 無料
長沢小学校
088-869-2014

高知県 いの町 ②
いの町立伊野中学校
文化発表会

日頃の学校生活で取り組んだ、文化的活動等を発表します。
内容は合唱コンクール、英語暗唱及び弁論大会です。また、
部活動（文化系）の発表もあり、生徒作品なども展示します。

11月3日
伊野中学校
体育館

伊野中学校 無料

伊野中学校
088-892-1351
http://www.kochinet.
ed.jp./ino-j/

午前中に実施予定

高知県 いの町 ②
いの町小中学校学習
発表会

町内の児童生徒の夏休みまでの学習内容の発表会と吾川郡
発表会への代表者選出

10月9日
枝川コミュニティ・セン
ター
中部教育事務所

いの町教育委員会 無料
いの町教育研究所
088-893-1922

駐車スペースが少な
い

高知県 いの町 ②
いの町小学校陸上記
録会

本記録会を日頃の練習の成果を発表する場とし、自己の記録
向上への意欲を高めるとともに、他校との交流を図る。

11月3日 春野陸上競技場 いの町教育委員会 無料
いの町教育委員会
088-893-1922

小雨決行
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高知県 いの町 ② いの町連合音楽会
本音楽会を通して音楽への関心と理解を深めるとともに、町内
児童・生徒の情操を豊かにし、合わせてお互いの親睦を深め
る。

11月14日 伊野南小学校 いの町教育委員会 無料
いの町教育委員会
088-893-1922

高知県 いの町 ①
親子消しゴムはんこ教
室

消しゴムを利用したはんこづくりを通じて、創造性を身に付けま
す。

11月10日 高知青少年の家 高知青少年の家
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
大人のための初心者
パソコン教室

初心者を対象にパソコンの基礎を学び、興味、関心を持つきっ
かけをつくります。

11月～12月
予定（3日間）

高知青少年の家 高知青少年の家 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ① パソコンで遊ぼう
地域の小学生を対象に、放課後、自由にパソコンを使い、学期
毎の課題に挑戦していきます。

10月～12月
毎週水・金曜日

高知青少年の家 高知青少年の家 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
小学生スポーツ教室
（卓球）

スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得しま
す。

10月1, 9, 23日,
11月5, 12, 19日

高知青少年の家 高知青少年の家 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
小学生スポーツ教室
（新体操）

スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得しま
す。

10月2, 9, 23日
11月6, 13日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
小学生スポーツ教室
（バレーボール）

スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得しま
す。

10月3, 10, 24日
11月7, 14日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
小学生スポーツ教室
（バドミントン）

スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得しま
す。

10月4, 11, 25日
11月8, 15日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
初心者スポーツ教室
（卓球）

基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週月曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
初心者スポーツ教室
（バドミントン）

基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週木曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
初心者スポーツ教室
（バレーボール）

基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週水曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 いの町 ①
初心者スポーツ教室
（ラージボール卓球）

基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週水曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料
http://www.kcb-
net.ne.jp/seisyoie/
088-891-5331

高知県 馬路村 ②
馬路・魚梁瀬小中学校
合同学習

村内に２校ある小・中学校が学校間交流で一緒に学習をして、
地域を知り仲間意識を育てる。

11月23日 馬路小・中学校 馬路村教育研究会 無料
馬路村教育委員会
0887-44-2216

当日は参観日

高知県 馬路村 ① 山師達人選手権大会

3日：林業関係シンポジウム
4日：山師達人選手権大会
丸太切りや木登り等、林業の仕事から派生した個性豊かな競
技を行う山の運動会

11月3, 4日

シンポジウム：就業改善
センター
選手権大会：魚梁瀬丸
山公園

山師達人選手権大会実行
委員会

馬路村役場産業建設
課
0887-44-2111

３日のシンポジウム
は入場無料

高知県 馬路村 ③ 熊野神社舞神楽 復活した舞神楽を中学生の巫女や一般の方が舞う 12月2日 熊野神社境内 馬路舞神楽保存会 無料
馬路村魚梁瀬支所
0887-43-2211

高知県 馬路村 ③ 馬路村文化祭 文化作品の展示（一般・保育・小・中学校） 12月15日 馬路中学体育館 馬路村文化協会 無料
馬路村教育委員会
0887-44-2216

高知県 馬路村 ① ふれあいまつり 食を通して健康を考える・盲導犬とのふれあい・健康相談など 12月15日 馬路中学校 馬路村社会福祉協議会 無料
馬路村役場健康福祉
課
0887-44-2１１2
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高知県 馬路村 ③ クリスマスコンサート
馬路村コーラスグループによるクリスマスの曲を中心にした合
唱や演奏会

12月8日 就業改善センター ハミングユーズ 無料
馬路村教育委員会
0887-44-2216

高知県 大川村 ①
人権教育講座
｢車いすラブビー」体験

障害のあるなしに拘わらず、障害のある者とない者が一緒に
スポーツを楽しむことにより互いの理解を深人権意識を高め
る。

10月13日
大川小中学校
体育館

大川村人権教育研究協議
会、大川村人権擁護委員会

無料
大川村教育委員会事
務局
0887-84-2449

＊村内のみ

高知県 大川村 ③
四国三郎吉野川源流
域・利水域交流美術展
覧会

嶺北４町村と吉野川利水域（主に高松市）との交流美術展覧
会を開催します。

10月27～29日
大川村会場：大川小・中
学校体育館

四国三郎吉野川源流域・利
水域交流美術展覧会実行
委員会

大川村教育委員会事
務局
0887-84-2449

高知県 大川村 ③ 産業文化祭
村民が農産物や文化作品を出展し展示する。また２日目には
芸能発表会を行います。

11月23, 24日
大川村山村開発セン
ター

大川村教育委員会 無料
大川村教育委員会事
務局
0887-84-2449

高知県 大川村 ① 人形劇ワークショップ
人形劇団ののはなの納富さんに指導して頂きワークショップを
行う予定です。

11月24日
（予定）

大川村山村開発セン
ター

子ども文化の森実行委員会 無料 大川村教育委員会事務＊村内のみ

高知県 大川村 ②

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ推進事
業中間発表会「大川っ
子キラキラフェスティバ
ル」

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙの取り組みを村民に公開・発表する行事で、学習 11月23日 大川小・中学校
大川小・中学校、大川村教
育委員会

無料
大川小・中学校
0887-84-2342

高知県 大川村 ① 村勢フォーラム 村民が自分たちが自分の村でいかに楽しく暮らせるか、そのた 12月15日
大川村山村開発セン
ター

大川村教育委員会、大川村
社会教育委員会

無料 大川村教育委員会事務＊村内のみ

高知県 大月町 ③ 大月中学校文化祭 作文発表、英語暗礁、合唱、 吹奏楽部演奏、ダンス 10月14日
大月中学校
体育館

大月中学校 無料
大月中学校
0880－73－0040

高知県 大月町 ③ 大月町文化展 絵画、硬筆、毛筆 11月1～4日 大月町立中央公民館 大月町立中央公民館 無料
大月町立中央公民館
0880－73－0049

高知県 大月町 ② 宿毛・大月音楽祭 合唱、演奏 11月8, 9日
宿毛市総合社会福祉セ
ンター　　大ホール

宿毛小・中学校　　大月小・
中学校

無料

大月小学校
0880－73－0004
大月中学校
0880－73－0040

高知県 大月町 ③ 大月小・中文化展 絵画、硬筆、毛筆 10月27, 28日
大月中学校
体育館

大月小学校
大月中学校

無料

大月小学校
0880－73－0004
大月中学校
0880－73－0040

高知県 越知町 ③ 越知町文化祭
毎年テーマを決めて文化活動（展示作品や芸能発表）を発表
する場所です。

11月3～5日 越知町民会館 越知町教育委員会 無料
越知町教育委員会
0889-26-3400

高知県 香美市 ②
香美市小中学校音楽
会

香美市内の小中学校の児童生徒による音楽発表会を実施し、
発表と交流を行う

11月10日
予定

高知工科大学
講堂　予定

香美市教育委員会 無料
香美市教育委員会
教育振興課
0887-53-1081

高知県 香美市 ②
保幼小連携教育講座
公開授業

保育所、幼稚園及び小・中学校の関係者が、幼児教育等の課
題を共有し課題解決に向けて研究協議を行うことで、小学校
の円滑な接続を図り、資質、指導力の向上に資する。

10月30日 舟入小学校 高知県教育センター 無料
香美市教育委員会
教育振興課
0887-53-1081

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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高知県 香美市 ②

文部科学省指定研究
発表会「新学習指導要
領の趣旨を踏まえた学
力向上等の方策に関
する調査研究」

研究推進校の授業を公開及び研究取組の発表と、講師による
講演を実施。

11月28日 山田小学校体育館

香美市教育委員会
研究推進校
　山田小学校
　鏡野中学校

無料
香美市教育委員会
教育振興課
0887-53-1081

高知県 香美市 ②
香美・香南２市ＰＴＡ研
究大会

香美市・香南市合同による研究発表会。香北中学校の授業参
観後、香北中Ｐの取り組み発表、「キャリア教育」をテーマの講
演会を行う

10月28日 香北中学校 香北中学校 無料
香北中学校
0887-59-2135

高知県 香美市 ②
香美市中学生弁論大
会

「社会を明るくする運動」の一環として、香美市内の中学生の
弁論発表を地域に公開する。

10月18日 香美市立中央公民館 香美市更正保護女性会 無料
香美市教育委員会
教育振興課
0887-53-1081

高知県 香美市 ②
参観日・人権教育講演
会

授業参観の後、人権教育に関する講演会を実施。 10月24日
山田小学校
各教室・体育館

山田小学校 無料
山田小学校
0887-53-3185

高知県 香美市 ② 参観日・山小まつり
保護者・地域の方・学校で協力して、模擬店や催し物、ステー
ジで子どもたちの楽しい思い出をつくる。

12月8日
山田小学校
各教室・体育館

山田小学校 無料
山田小学校
0887-53-3185

高知県 香美市 ②
給食試食会
人権参観日

保護者の希望による試食
公開授業
親子人権学習会

10月19日
楠目小学校
各教室体育館

楠目小学校 無料
楠目小学校
0887-53-3239

高知県 香美市 ②
１日先生参観日
バザー

外部講師による授業
PTAによるバザー

11月18日
楠目小学校
各教室体育館

楠目小学校 無料
楠目小学校
0887-53-3239

高知県 香美市 ②
道徳教育重点支援校
研究発表会

道徳公開授業　　研究発表　　講演 12月6日
楠目小学校
各教室体育館

楠目小学校 無料
楠目小学校
0887-53-3239

高知県 香美市 ② 親子映画会
道徳の授業参観の後、親子で名画を鑑賞し、感動を共有す
る。

10月24日
片地小学校
体育館

片地小ＰＴＡ 無料
片地小学校
0887-53-2323

高知県 香美市 ② ふれあい片地
片地小学校の保護者や地域の方と児童との交流活動としても
のづくりや出店、もち投げ等をして楽しむお祭り。

12月23日 片地小学校 片地小学校 無料
片地小学校
0887-53-2323

高知県 香美市 ② 選書会
読書振興行事として選書会を行い、講師による読み聞かせと
児童の図書選定の時間

10月4日 佐岡小学校 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ② 山の学習事業「森林環境
親子で山の自然環境について学習する機会とし、鹿の食害防
止のための保護活動を体験する

10月20日 物部町白髪山 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ②
山の学習事業「森林環
境学習」

山の学習の一環として炭焼き体験活動を行い、環境保護や職
業体験の場とする

11月2日 土佐山田町大平 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ② 花いっぱい運動
地域の方といっしょに学校周辺の花の設置と人権の花づくりの
ための講話を聴く

11月10日 佐岡小学校 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ②
山の学習事業「森林環
境学習」

山の学習の一環として炭焼き体験活動を行い、環境保護や職
業体験の場とする

11月22日 土佐山田町大平 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ② 地域参観日（収穫祭）
地域との交流事業として、収穫祭・餅つきを行い、農業体験な
どの活動の報告会をする

12月1日 佐岡小学校 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ②
地域参観日（しめ縄体
験）

地域との交流事業として、しめ縄作りを習い、昔の生活体験な
どを行う

12月14日 佐岡小学校 佐岡小学校 無料
佐岡小学校
0887-53-3215

高知県 香美市 ② 家族参観日 各学年ごとに､スポーツや文化活動を保護者とともに行う。 10月22日 香長小学校 香長小学校 無料
香長小学校
kacho-
e@kochinet.ed.jp
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高知県 香美市 ②
外国語活動研究発表
会

香美市地域アクションプランに基づき、２年間の取組の成果を
発表する。

11月20日 香長小学校 香長小学校 無料
香長小学校
kacho-
e@kochinet.ed.jp

高知県 香美市 ② インターナショナルデー
繁藤小・中学校における｢国際理解教育｣の取り組みとして実
施する。内容は英語劇、ゲーム、歌など。

10月26日
繁藤小・中学
校体育館

繁藤小・中学
校

無料
繁藤小・中学校
0887-57-9202

高知県 香美市
①
②

民話芸術座鑑賞教室
第１部｢演劇教室｣
第２部｢寝太郎物語｣　　劇団　民話芸術座による公演。

12月8日
繁藤小・中学
校体育館

繁藤小・中学
校ＰＴＡ

無料
繁藤小・中学校
0887-57-9202

高知県 香美市 ② 人権・道徳参観日
本校で大切に考えている、人権・道徳の授業を公開すること
で、保護者への啓発を行っている。

10月5日 大宮小学校 大宮小学校 無料
大宮小学校
0887-59-2136

高知県 香美市
①
③ 愛あいふれあい祭り

特技をお持ちの地域の方を講師に、１２の講座を開き、体験活
動を通して児童の情操や感性を育てる取り組みをしている。

11月4日 大宮小学校 大宮小学校 無料
大宮小学校
0887-59-2136

高知県 香美市 ②
香北中学校
校内合唱コンクール

各学年による合唱発表会及び全校合唱発表 10月26日 香北中学校 香北中学校 無料
香北中学校
0887-59-2135

高知県 香美市 ② 「命」の講演会 「命」をテーマとした講演会の実施。 11月22日 香北中学校 香北中学校 無料
香北中学校
0887-59-2135

高知県 香美市 ② 防災学習
学校中心として保護者、地域を巻き込んだ防災の学習を行い
ます。

10月10日 大栃中学校 大栃中学校 無料
大栃中学校
0887-58-2402

高知県 香美市 ② 人権教育参観日
①人権教育参観授業
②講師を招いて講演会
を行います。

11月25日 大栃中学校 大栃中学校 無料
大栃中学校
0887-58-2402

高知県 香美市 ③ 野中婉浄瑠璃上演
野中兼山の四女・婉の生涯を高知県唯一の義太夫語りである
竹本美園氏が上演する。

10月23日
野中神社
（お婉堂）

香美市
教育委員会

無料
香美市生涯学習
振興課
0887-53-1082

高知県 香美市 ①
市民セミナー「人権講
座」

心に不安やつらい思いをしている子どもからのサインを身近な
大人が気づくにはどうすればよいか考えます。

11月上旬 予定 香美市立中央公民館 香美市教育委員会 無料
香美市立中央公民館
0887-53-2214

香美市民対象

高知県 東洋町 ③ 東洋町文化祭
趣味の作品展　生花、洋画、日本画、俳画、書道、写真、押
花、短歌等
演芸大会    　　民踊、大正琴、カラオケ、保育園児の踊り等

11月3, 4日
東洋町福祉センター
東洋町役場2階
大ホール

東洋町文化協会 無料
東洋町教育委員会
0887-29-3037

高知県 香美市 ①②
教育に関する資料の公
表

標準学力調査及び全国学力・学習状況調査、学力向上に係る
香美市意識実態調査の結果に基づき、全国値や県全体と香
美市の傾向を比較し、香美市の子ども達の得意なこと、苦手な
ことを分析し、学校や家庭での取組みについて提案する。あわ
せて、学校の取組や市の施策等の紹介をする。

11月 香美市広報誌 香美市教育委員会 無料
香美市教育委員会
生涯学習振興課
0887-53-1082

高知県 北川村 ①
中岡迂山記念全国書
展

書の達人・中岡慎太郎を顕彰するため、全国から書道作品を
募集し展示します。

10月20～28日 北川村民会館 中岡迂山展実行委員会 無料
中岡慎太郎館
0887-38-8600

高知県 北川村 ③ 書宗院高知移動展 書宗院会員による書道作品展示会です。 10月20～28日 中岡慎太郎館 書宗院
中岡慎太郎館
0887-38-8600

高知県 北川村 ③
幕末の情報（インテリ
ジェンス）ー幕末を駆け
抜けた情報をめぐって

情報論の視座から、幕末を駆けめぐった海外情報や噂など
を、人々はどのように受け止めたのかを探ります。

11月14日
～1月14日

中岡慎太郎館 中岡慎太郎館
中岡慎太郎館
0887-38-8600

高知県 北川村 ①
北川村連絡協議会美
化活動

保育、学校、地域が一緒になって学校周辺等の清掃活動を行
います。

11月22日 学校周辺 北川村教育委員会 無料
北川村教育委員会
0887-32-1223
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高知県 北川村 ③ 北川村文化祭
小中学生による作品展示会と地域の方々による芸能発表会で
す。出店もあります。

11月23日 北川村民会館 北川村文化協会 無料
北川村教育委員会
0887-32-1223

高知県 北川村 ② 人権参観日
各学年による出し物（劇や歌等）の発表、及び手話サークルの
方達を迎えて交流を図ります。

12月9日 北川小学校 北川小学校 無料
北川小学校
0887-32-1111

高知県 黒潮町 ① 第６回黒潮町町民大学
心の豊かさとまちの活性化を目的として、計４回の町民大学
を、生涯学習、文化振興、人権、防災をテーマとして開催しま
す。

11月各週
大方あかつき館、黒潮
町総合センター

黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会
生涯学習係
0880-55-3190

高知県 黒潮町
①
②
③

佐賀文化展 佐賀地域の文化協会を中心の文化展 10月27～29日 総合センター 黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会
文化振興係
0880-43-2110

高知県 黒潮町   ①②③ 大方の秋祭り 佐賀地域の文化協会主中心の文化展・講演会 11月11, 12日
ふるさと総合センター・
大方あかつき館。土佐
西南大規模公園体育館

黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会
文化振興係
0880-43-2110

高知県 黒潮町 ① 文学館講座
上林暁文学館の主催による、上林暁に関係する演目で2回実
施します

11月中 大方あかつき館 黒潮町教育委員会 無料   黒潮町教育委員会文化振興係0880-43-2110

高知県 黒潮町 ② 黒潮町音楽祭
中学校区ごとで開催。各校の小中学生が音楽を通して交流す
る。

11月中
大方中学校　　(7校)
佐賀中学校（4校1保育
所）

黒潮町教育研究会　　　黒
潮町教育委員会

無料
黒潮町教育委員会
学校教育係
0880-55-3190

高知県 黒潮町 ①② クリエコ活動
「若者ECO応援隊」を中心に入野海岸等の清掃活動を通して
集めたゴミを再利用しECO活動を広く実施する。

10月25日
午後

入野海岸、入野駅他 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学
校
0880-43-1079

高知県 黒潮町 ①③ 大方高等学校文化祭
日頃、活動した文化部の成果の発表と同時に各ホームからの
出し物や出店で黒潮町の人々に楽しんでもらいたい。

11月3日 大方高校 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学
校
0880-43-1079

高知県 黒潮町 ①③
大方高校人権コンサー
ト

不登校経験者で結成されたグループJERRY BEANSを招きコン
サートを通して生徒を元気づける。

11月14日 大方高校体育館 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学
校
0880-43-1079

高知県 黒潮町 ①
ちびっこ忍者！
（落城合戦）

宿泊体験を通じ、集団社会の中で生活する規律やマナーを養
いながら、自然の中で友だちと協力・創意工夫し、豊かな人間
関係づくりや思いやりの態度を培います。

10月21, 22日 幡多青少年の家 幡多青少年の家

http://www.pref.koch
i.lg.jp/soshiki/310404
/
0880-44-1001

対象：
小学 4～6年生

高知県 黒潮町 ①
心のふれあい
（シルバー編）

地元の高齢者を中心とした参加者が、さまざまな活動を通じて
交流を深めます。

11月7～9日
幡多青少年の家 幡多青少年の家

http://www.pref.koch
i.lg.jp/soshiki/310404
/
0880-44-1001

対象：高齢者

高知県 黒潮町 ②
教育に関する資料の公
表

月に２校ずつの学校紹介の中で、各校の教育目標や特色・重
点的な取組とともに、標準学力調査の全国値との比較データ
等を掲載。結果から見える課題や、今後の取組について示し
ている。

8～1月 黒潮町広報誌 黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会
0880-55-3190

高知県 芸西村 ③ 大正琴演奏会 芸西村文化協会サークルの方による大正琴の生演奏を聞く。 11月1日 芸西保育所 芸西保育所 無料
芸西保育所
0887-3-2950

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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高知県 芸西村 ②   芋掘り 地域の方や保護者と一緒に園児が育てたさつまいもを掘る。 11月1日
芸西幼稚園
周辺の畑

芸西幼稚園 無料
芸西幼稚園
0887-33-3923

高知県 芸西村 ②
道徳参観日の後の
講演会

講師に高橋　本先生を迎え、マイ弁当作り（食）に関する話を児 10月11日
芸西小学校
体育館

芸西小学校 無料
芸西小学校
0887-32-2017

高知県 芸西村 ③ ＰＴＡ文化的行事 芸西小学校ＰＴＡ主催の催しを行う。 11月17日
芸西小学校
体育館

芸西小学校 無料
芸西小学校
0887-32-2017

高知県 芸西村
②
③

文化発表会
意見発表会・英語スピーチ・合唱など、文化的な学習発表を行
う。

11月10日
芸西中学校
体育館

芸西中学校 無料
芸西中学校
0887-32-2015

高知県 芸西村 ③ 野鳥の写真展 芸西村出身の方が、日本各地で撮影した野鳥の写真を展示。
10月1日

～11月4日
芸西村
文化資料館

芸西村
教育委員会

無料
芸西村教育委員会
0887-32-2400

高知県 芸西村 ③ 秋の読書週間 「読み聞かせ」の講師を招聘し、お話会を行う。
10月27日
～11月9日

芸西村立
図書館

芸西村
教育委員会

無料
芸西村教育委員会
0887-32-2400

高知県 芸西村 ① 芸西フェスタ
農産物品評会・健康まつり・うまいもの市・伝承館まつり・フレン
ドパーク・餅投げ等の催しを行う。

11月中旬
芸西村憩ヶ丘
運動公園

芸西村役場 無料
芸西村役場
企画振興課
0887-33-2114

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の総合的な成果を発表し合い，音楽に対する
興味・関心を深め，豊かな情操を養います。

10月27日 新堀小学校体育館
高知市立
新堀小学校

無料
新堀小学校
088－882－0168

高知県 高知市 ① 学びの日
各家庭において、時間を決めてテレビの電源を切り、会話や読
書等を家族や仲間、同僚等で楽しみます。

11月1日 各家庭 城東校区小中学校 無料
新堀小学校
088－882－0168

高知県 高知市 ③ 新堀フェスティバル
保護者が中心となり、バザーやゲームを主催し、子ども達や地
域の方々に楽しんでいただきます。

12月2日
新堀小学校
体育館各教室

新堀小学校
ＰＴＡ

新堀小学校
088－882－0168

高知県 高知市 ②
平成24年度高知県学
校図書館教育研究大
会

研究主題「ことばの力を培う学校図書館」提案授業（特別支援
学級、小1～6年、中1年）、提案発表・研究協議、記念講演が
あります。

11月1日
追手前小教室・体育館、
潮江中教室

高知県学校図書館協議会、
追手前小学校、潮江中学校

無料

追手前小学校
088-875-0215
潮江中学校
088-832-6636

高知県 高知市 ② 楽しく走ろう会
体育科授業での3分間走の学習を活かして、楽しく同じペース
で走ります。

11月27日 城西公園 追手前小学校 無料
追手前小学校
088-875-0215

雨天中止

高知県 高知市 ②
ふれあいタイム
（防災学習）

防災体験教室
防災機関や青少協などの諸機関とも連携して学年に応じた体
験をします。

10月23日 第四小学校全体 第四小学校 無料
第四小学校
088－872-6486

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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高知県 高知市 ② 参観週間
特認校のため校区外の保護者や学校を見たい保護者対象に
開催します。

11月15, 16日
午前中

第四小学校 第四小学校 無料
第四小学校
088－872-6486

高知県 高知市 ② 音楽会 普段の音楽科学習の成果を発表する。
11月17日

午後1時～3時ま
で

第四小学校
体育館

第四小学校 無料
第四小学校
088－872-6486

高知県 高知市 ② 学習発表会
各学年、またはブロックで日常の学習の総合的な成果を表現
活動を通して発表し、児童の豊かな心の育成の場とします。

11月27日
第六小学校
体育館

第六小学校 無料
第六小学校
088－822－1231

高知県 高知市 ② 人権参観日
人権教育についての参観授業、講師による講演会を行いま
す。

10月23日
江ノ口小学校
各教室

江ノ口小学校 無料
江ノ口小学校
088-875-8215

高知県 高知市 ② 音楽会 日常の音楽学習の総合的な成果を発表します。 11月17日
江ノ口小学校
各教室

江ノ口小学校 無料
江ノ口小学校
088-875-8215

高知県 高知市 ②
高知県ＮＩＥ推進校研究
発表会

　本校では教育に新聞を活用する良さを探求してきました。こ
れまでの取り組みの成果を公開します。

11月27日
江ノ口小学校
各教室

江ノ口小学校 無料
江ノ口小学校
088-875-8215

高知県 高知市 ① 教育の日の啓発
城東中校区4校が11月1日に「教育の日」のパンフレットを配布
し、家庭でテレビやゲームの電源を切って家族で読書をした
り、話したりするよう啓発をします。

11月1日 各家庭 城東中校区4校 無料
江陽小学校
882-9141

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽授業の成果を校内で鑑賞し合うとともに保護者・地域の方
にも参観していただき教育の連携を図ります。

11月4日 旭小学校体育館 旭小学校 無料
旭小学校
088－844－0288

午前9:00～11:40午後
1:15～3:30

高知県 高知市 ② 音楽会
児童の音楽学習の成果を発表する。音楽に対する興味と感心
を深め，豊かな情操をやしなう。

10月13日 旭東小学校体育館 旭東小学校 無料
旭東小学校
088－844－0148

高知県 高知市 ②
道徳教育重点推進校
研究発表会

道徳の時間の公開授業授業後の研究協議講演があります。 11月22日
旭東小学校
各教室・体育館

旭東小学校 無料
旭東小学校
088－844－0148

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽教育の一環として、合奏、合唱を通して音楽に親しむ態度
を養う。また、広く保護者、地域の方に来ていただき、一緒に楽
しむ。

10月27日 潮江小学校体育館 潮江小学校 無料
潮江小学校
088－832－7145

高知県 高知市 ② 人権参観日 人権にかかわる演劇を通して人権意識の啓発を図る。 11月18日 潮江小学校体育館 潮江小学校 無料
潮江小学校
088－832－7145

高知県 高知市 ② 防災フェア
防災に関する取り組みを通して地域及び本校の防災意識を高
める。

11月18日 潮江小学校運動場他 潮江小学校 無料
潮江小学校
088－832－7145

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の総合的な成果を発表しあい、音楽に対する
興味と関心を深め、豊かな情操を養います。

10月27日 潮江東小学校体育館 潮江東小学校 無料
潮江東小学校
088－833－1208

高知県 高知市 ②
新教育課程拠点校研
究発表会

新学習指導要領の円滑な実施に向けて本校が取り組んでい
る国語科における授業研究を中心にした研究の成果を発表し
ます。

12月7日 潮江東小学校
高知市教育委員会潮江東
小学校

無料
潮江東小学校
088－833－1208

高知県 高知市 ② 音楽会
みんなで歌うことや演奏することの楽しさ、音の響きの美しさを
感じるために毎年実施しています。　13:30～15:30

11月17日 小高坂小学校体育館 小高坂小学校 無料
小高坂小学校
088-823-4418

人数把握をしたいの
で事前にわかるよう
にしてほしい。
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高知県 高知市 ① 小高坂教研
ＰＴＡ人権・環境研修部による研修会で、今年は「携帯電話や
パソコンを安全に使うための講座」を行う予定です。　14:45～
16:15

12月9日 小高坂小学校体育館 小高坂小学校 無料
小高坂小学校
088-823-4418

人数把握をしたいの
で事前にわかるよう
にしてほしい。

高知県 高知市
①
②

第2回昭和秋の感謝祭
と「あそぼうさい」

地域の秋祭りと住民参加の防災体験学習です。 10月7日 高知市立昭和小学校
のれん３３番地
高知市立昭和小学校PTA

無料
のれん３３番地
國見俊介
070－5511－3337

高知県 高知市 ② 音楽会 昭和小学校の音楽会です。 12月1日
高知市立昭和小学校体
育館

高知市立昭和小学校 無料
http://www.kochinet.
ed.jp/kochishowa-e/

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年の歌唱や合奏の発表会です。 11月17日 秦小学校体育館 秦小学校 無料
秦小学校
088-822-4108

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年，歌唱（斉唱・合唱）と合奏を行います。午前は児童が
各学年の歌や演奏を聴き合い,午後は，保護者に向けて発表し
ます。

11月3日
初月小学校
体育館

初月小学校 無料
初月小学校
088-822-2597

高知県 高知市 ② ブロック参観日
１・２・３年生は10月12日に参観日を行い，４・５・６年生は11月
20日に参観日を行います。

10月12日
～11月20日

初月小学校
各教室

初月小学校 無料
初月小学校
088-822-2597

高知県 高知市 ② 保健参観日
各学年の指導要領にのっとった保健領域の学習発表会を行い
ます。

11月10日
横浜小学校
体育館

横浜小学校 無料
横浜小学校
088-842-2858

高知県 高知市 ① 自然学習林一斉清掃
児童の発案により、児童・教員・保護者・地域・行政を巻き込ん
で学校隣接の海岸をボランティア清掃活動します。

11月11日 浦戸湾 横浜小学校 無料
横浜小学校
088-842-2858

高知県 高知市 ② 音楽会 子ども達の演奏する歌、合奏を鑑賞しあいます。 11月17日 体育館 横浜小学校 無料
横浜小学校
088-842-2858

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年の合唱、合奏発表をします。 10月27日 小学校体育館 長浜小学校 無料
長浜小学校
088-842-3137

高知県 高知市 ② 学芸発表会 各学年が合奏や合唱に取り組みます。 11月17日 小学校体育館 浦戸小学校 無料
浦戸小学校
088-842-2349

高知県 高知市 ② 夢ひろば 模擬店，ＰＴＡ即売会があります。 10月27日 三里小学校 夢ひろば実行委員会 無料
高知立三里小学校
088-847-0291

高知県 高知市 ② 音楽・学習発表会 各学年の音楽学習の発表です。 11月17日 三里小学校体育館 三里小学校 無料
高知立三里小学校
088-847-0291

高知県 高知市 ② みさとフェア
以前から行われていた三里まつりと防災フェアを合体して４年
前から「みさとフェア」になりました。地域住民の交流と防災に
かかわる催し物です。

11月25日 十津小学校 三里みらい会議 無料
三里ふれあいセン
ター
088－847－0296

高知県 高知市 ② 学習発表会
児童の１年間の学習成果を家庭，地域に発表する場で，音楽
が主となっています。

11月17日 五台山小学校体育館 五台山小学校 無料
五台山小学校
088-882-7468

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の成果を発表しあい、音楽に対する興味・関
心を深め、豊かな情操を養います。

10月27日 高須小学校体育館 高須小学校 無料
高須小学校
088-882－7472

高知県 高知市 ② 音楽会
保護者・地域の方を招待し、全校児童やＰＴＡの合唱や合奏を
発表しあいます。

11月19日 布師田小学校体育館 布師田小学校 無料
布師田小学校
088-845-1306
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高知県 高知市 ③ ふれあい展
布師田地域の各世代間の絵画や造形作品をとおしてふれあ
いをはかります。

11月10日
布師田ふれあいセン
ター
ＪＡ布師田支所

布師田ふれあいセンター運
営委員会
公民館連絡協議会
青少年育成協議会
社会福祉協議会

無料
布師田ふれあいセン
ター
088-845-1305

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年の児童による合唱・合奏、オペレッタの発表会です。 11月17日 一宮小学校体育館 高知市立一宮小学校 無料
一宮小学校
088-8４5-1638

高知県 高知市
②
③

学習発表会・PTA文化
祭

１１:30までが全校・各学年の発表，地域・保育園の作品等も展
示します。
その後PTAが依頼したアトラクション。地域有志の出し物です。

11月17日 久重小学校体育館
久重小学校
久重小PTA

無料
久重小学校
088－845－1365

高知県 高知市
①
②

強い揺れ体験学習
起震車体験を土佐小4･5･6年と合同で行う。地域にも呼びかけ
をしてきてもらいます。

11月28日 久重小学校体育館 久重小学校 無料
久重小学校
088－845－1365

地域への呼びかけは
今年から

高知県 高知市 ②
生活・総合的な時間の
学習発表会「行川博」

地域の方の指導で栽培した野菜や米について、学習したこと
を発表する。また、野菜を調理し、お世話になった方々や保護
者に食べて頂くことで感謝の気持ちを伝える。

12月6日
高知市立行川小・中学
校体育館

行川小学校 無料
行川小学校
088-844-3095

高知県 高知市 ② ふれあい参観日
人権の尊重される学校づくりを目指し、道徳の授業参観や手
話・点字・車椅子体験活動を行う。午後には、講師招聘にて人
権意識を高める講話を設ます。

11月18日
高知市立行川小・中学
校各教室・体育館・運動
場

行川小学校
行川中学校

無料
行川小・中学校
088-844-3095

高知県 高知市 ② 音楽会

日常の音楽学習の総合的な成果を発表し合い、音楽に対する
興味と関心を深め、豊かな情操を養う。
音楽会を通して、保護者や地域のかたがたの学校教育に対す
る理解と関心を深める。

11月17日 朝倉小学校体育館 朝倉小学校 無料
朝倉小学校
088－844－1924

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年による合唱と合奏です。 11月17日 鴨田小学校体育館 鴨田小学校 無料
鴨田小学校
088-844-1304

高知県 高知市 ② 音楽集会
１校時～４校時までの時間で体育館にて全校の合唱・合奏を
互いに見合いコミュニケーションタイムで評価をしあう集会で
す。

11月17日 一ツ橋小学校体育館 一ツ橋小学校 無料
一ツ橋小学校
088－822－6134

高知県 高知市 ②
スマイルコンサート
（音楽会）

2部構成：1部は児童対象の発表会とし、２部は、保護者と地域
の方への発表とします。

11月7日 介良小学校体育館 介良小学校 無料
介良小学校
088－831－4302

高知県 高知市 ② 音楽会 学年別に楽曲を演奏したり歌ったりします。 11月17日 大津小学校体育館 大津小学校 無料
大津小学校
088－866－2124

高知県 高知市 ③ 大津地区防災学習会
大津地域住民の皆様と共に避難訓練を始め、防災に関する学
習会を行います。

11月24日 大津小学校
大津地域防災会　大津小学
校

無料
大津小学校
088－866－2124

高知県 高知市 ② 人権教育参観日
人権について考える場を設定して、学んだことを深め、人権課
題の解決にめけての行動かにつなげます。

10月5日 朝倉第二小学校 朝倉第二小学校 無料
朝倉第二小学校
088-844-2225

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽学習の総合的な成果を発表し合い、音楽に対する関心と
興味を深め、豊かな情操を身に付けます。

10月26, 27日 朝倉第二小学校 朝倉第二小学校 無料
朝倉第二小学校
088-844-2225

高知県 高知市 ②
第19回四国書写教育
研究大会

文字文化をはぐくむ書写教育です。 11月27日 朝倉第二小学校
四国書写教育研究会
土佐教育研究会書写部会

春野東小学校
088-841-2089

新規

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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高知県 高知市 ② フェスティバル２０１２
各学年が日頃の音楽の学習の成果を保護者の皆様に見てい
ただきます。

11月17日 潮江南小学校体育館 潮江南小学校 無料
潮江南小学校
088-832-0123

高知県 高知市 ③ 開校40周年記念行事 開校40周年を児童全員で、お祝いの気持ちを表します。 11月27日 潮江南小学校体育館 潮江南小学校 無料
潮江南小学校
088-832-0123

高知県 高知市 ② 人権教育参観日
一人ひとりを大切にする人権意識を育てます。今回は、山中千
枝子さんを講師として携帯電話についてお話を伺います・

12月1日 潮江南小学校体育館 潮江南小学校 無料
潮江南小学校
088-832-0123

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年ごとに合唱や合奏を行い、音楽の授業で学習した成果
を発表します。

10月28日
神田小学校
体育館

神田小学校 無料
神田小学校
088-832-6671

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の学習の成果を総合的に発表しあい、音楽に対する興味
と関心を深め、豊かな情操を養います。

11月17日 泉野小学校　体育館 泉野小学校 無料
泉野小学校
088-845-8762

高知県 高知市 ② 人権教育参観日 人権意識を高め、児童・保護者の啓発に努めます。 10月26日 一宮東小学校各教室 一宮東小学校 無料
一宮東小学校
088-846-0160

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽教育を通して児童の情操を高めます。また、保護者には
発達段階に合わせた学曲の違いを感じていただきます。

11月17日 一宮東小学校体育館 一宮東小学校 無料
一宮東小学校
088-846-0160

高知県 高知市 ② 十津小学校音楽会
特別支援学級を含む全児童の演奏と地域のコーラスグループ
の賛助演奏します。 11月3日 十津小学校体育館 十津小学校 無料

十津小学校
088-847-0121

高知県 高知市 ② 音楽会
学習の成果を発表し、音楽への関心と興味を深め、豊かな情
操を養うことを目標に全学年が演奏発表します。

11月17日 横浜新町小学校体育館 横浜新町小学校 無料
横浜新町小学校
088-841-0780

高知県 高知市 ②

高知県道徳教育重点
推進校研究発表会
（四国小中学校道徳教
育研究大会）

３年間の指定研究の発表があります。 11月2日 介良潮見台小学校
高知県教育委員会高知市
教育委員会高知市立介良
潮見台小学校

無料 介良潮見台小学校
088-860-2020

四国小中学校道徳教
育研究大会２日目を
兼ねる

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年に応じた斉唱・合唱をしたり，リコーダー奏・合奏等をし
たりします。

11月17日 横内小学校体育館 横内小学校 無料
横内小学校
088-840-2811

高知県 高知市 ② 鏡幼小中音楽会
幼・小・中が音楽学習の成果を発表し合い、音楽に対する興味
と関心を深め、豊かな情操を養います。

10月27日 鏡小学校
かがみ幼稚園
鏡中学校
鏡小学校

無料

鏡小学校
088-896-2712
鏡中学校
088-896-2324

高知県 高知市 ① 大利大祭
鏡大利に伝わる、土佐の代表的民俗芸能、太刀踊りに中学校
の男子生徒と小学4年生が練習し参加します。

11月3日 大利新宮神社 大利地区太刀踊り保存会 無料

大利地区長
杉本満明
高知市鏡大利1028
088-896-2617

高知県 高知市 ② 小中合同文化祭
児童・生徒が、弁論大会及び合唱、展示等の発表を行い、
PTAによるバザー・餅つき等も行われます。

10月21日 中学校体育館
土佐山小学校
土佐山中学校

無料
土佐山小学校
088－895－2003

高知県 高知市 ➀
わいわいフェスティバ
ル

従来型のバザーをリニュウアルし、バザーあり、啓発活動あ
り、交通安全意識向上を図るクイズラリーあり、いもほり体験あ
り、昼食材の販売など校区青少年育成協議会、校区交通安全
会議、婦人会などの地域諸団体と連動した多様な活動を準備
したイベントです。

10月27日 春野東小学校 春野東小学校PTA 無料
春野東小学校
088-841-2089

高知県 高知市 ② 人権講演会
人権に関する講演会を開き、教職員・保護者・地域の人権啓
発を行います。

12月9日
春野西小学校
多目的ホール

春野西小学校 無料
春野西小学校
088-894-2156
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高知県 高知市 ③ 文化祭 日頃の文化活動の成果を校内外に発表します。 10月14日 城東中学校体育館他 高知市立城東中学校 無料
高知市立城東中学校
088-883-7188

高知県 高知市 ②
平成24年度　高知市立
潮江中学校総合研究
発表会

高知市教育研究会研究協力校の研究発表会です。 11月1日 潮江中学校
高知市教育委員会・高知市
教育研究会・高知市人権教
育研究協議会

無料
高知市潮江中学校
088-832-6636

高知県 高知市 ②
平成24年度　高知市立
潮江中学校総合研究
発表会

コーディネーション型
生徒指導実践支援事業　研究発表会です。

11月1日 潮江中学校 高知県教育委員会指定 無料
高知市潮江中学校
088-832-6636

高知県 高知市 ② 吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部による年１回の演奏会です。 10月29日 朝倉中学校
朝倉中学校
（吹奏楽部）

無料
朝倉中学校
088-844-1824

高知県 高知市 ② 朝☆声祭
学級単位の合唱コンクール   学校縦割りの合唱コンクール
希望者によるエンターテイメント
バザーがあります。

10月28日 朝倉中学校 朝倉中学校 無料
朝倉中学校
088-844-1824

高知県 高知市 ③ 文化発表会
内容は、全校弁論大会・堀内佳さんステージ・合唱コンクール・
各教科、総合、吹奏楽部の発表を行います。

10月28日 三里中学校体育館 三里中学校 無料
三里中学校
088-847-0291

高知県 高知市 ③ 文化祭
生徒が授業において製作した作品を展示します。また、音楽の
授業で取り組んだ学校コンクールを実施します。

10月26日 南海中学校 南海中学校 無料
高知市立南海中学校
088-842-3291

高知県 高知市 ③ 文化発表会
弁論大会、授業展示(書写･美術･家庭科等）、合唱コンクー
ル、文化部発表があります。

10月26日 西部中学校体育館 西部中学校 無料
西部中学校
088－844-0105

高知県 高知市 ② 参観日・ＰＴＡ食堂
参観授業，武市光平さんによるコンサート及び講演，ＰＴＡによ
る食堂の開設を行います。

10月14日
中学校体育館
校舎

介良中学校 無料
介良中学校
088－860－0043

高知県 高知市 ③ 文化祭
学年代表による弁論大会，合唱コンクール，教科やクラブの発
表を行います。

10月19日
介良中学校体育館
校舎

介良中学校 無料
介良中学校
088－860－0043

高知県 高知市 ② 道徳参観日 全クラスによる道徳の公開授業や道徳の講演会を行います。 11月2日
介良中学校体育館
校舎

介良中学校 無料
介良中学校
088－860－0043

高知県 高知市 ③ 文化祭
学年代表の生徒による弁論大会，合唱コンクール，文化部の
発表を行います。昼休みには県展を鑑賞します。

10月12日 高知県立美術館ホール 大津中学校 無料
大津中学校
088-866-2444

高知県 高知市 ③ 大津文化祭
大津地域の文化祭です。中学校からは美術作品，書写の作品
展示で参加及び開会式に吹奏楽部が参加します。

11月3, 4日 大津小学校 大津文化祭実行委員会 無料
大津文化祭実行委員
会
088-866-2311

高知県 高知市 ② 幼小中合同音楽会 幼稚園・小学校・中学校で合同の音楽表会を実施しています。
10月27日
(午前中)

鏡小学校体育館
・かがみ幼稚園
・鏡小学校
・鏡中学校

無料
鏡中学校
088-896-2324

高知県 高知市 ③ 鏡中学校文化祭 学年での発表や展示を中心に実施しています。
10月27日

(午後) 鏡中学校体育館 鏡中学校 無料
鏡中学校
088-896-2324

高知県 高知市 ② 文化発表会
合唱、弁論、文化部の発表を中心に、各学年・学級が取り組ん
できたことを発表します。

10月7日
旭中学校体育館及び各
教室

旭中学校 無料
旭中学校
088-840-1522

高知県 高知市 ②
高知市立横浜中学校
吹奏楽部定期演奏会

高知市立横浜中学校吹奏楽部による演奏会です。 10月7日
高知市立横浜中学校体
育館

高知市立横浜中学校 無料
高知市立横浜中学校
088-841-2215

高知県 高知市 ②
高知市立横浜中学校
文化発表会

高知市立横浜中学校生徒による弁論大会・全校合唱・合唱コ
ンクール・総合的な学習の時間の発表・吹奏楽部演奏があり
ます。

10月10日
高知市立横浜中学校体
育館

高知市立横浜中学校 無料
高知市立横浜中学校
088-841-2215
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高知県 高知市 ②
高知市立横浜中学校
自主公開授業研究会

高知市立横浜中学校全学級の公開授業並びに研究授業・研
究協議、「学びの共同体」研究会スーパーバイザーによる講演
です。

11月17日
高知市立横浜中学校各
教室

高知市立横浜中学校 無料
高知市立横浜中学校
088-841-2215

高知県 高知市 ②
第５回学ぼう災 塚ノ原
地域防災フェア

塚ノ原町内会防災会連合会と連携して防災について考えま
す。

11月11日
旭中学校体育館ピロティ
等

旭西部まちづくり推進会議
旭中学校

無料

旭西部まちづくり推進
会議
088-879-5221
旭中学校
088-840-1522

地域と学校が連携して

高知県 高知市 ② 文化祭
土佐山小学校と合同で、午前は弁論大会、学級発表、合唱、
午後はプロの音楽グループのコンサートを行います。

10月21日 土佐山中学校体育館
土佐山小学校
土佐山中学校

無料
土佐山中学校
088-895-2017

新規（小学校と合同は

高知県 高知市 ②
人権講演会（人権コン
サート）

人権参観日での人権コンサート、中学生に命の大切さや前向
きに生きることの素晴らしさを伝えます。

11月23日
春野ピアステージ
大ホール

春野中学校 無料
高知市立春野中学校
088-894-3341

高知県 高知市 ②③ 市養祭（仮称）
午前中に学習発表会，午後は作業学習の販売会やお楽しみ
会等を行います。

12月16日 本校体育館及び教室等 高知市立養護学校 無料
高知市立養護学校
088-843-0579

高知県 高知市 ② 文化祭
各科コースの特性を活かした取組や文化部・同好会の発表を
奨励し、文化活動の質的向上と発展を図ります。

10月6日 高知商業高等学校 高知商業高等学校 無料
高知商業高等学校
088-844-0267

高知県 高知市 ②
はりまやストリートフェ
スティバル

地域商店街での活動を通して、高校生が取り組むことができる
国際協力活動、地域振興活動のあり方を考えます。

11月10, 11日 はりまや橋商店街
はりまや橋商店街振興組合
高知商業高等学校

無料
高知商業高等学校
088-844-0267

高知県 高知市 ① 第43回春野町文化祭
協会会員をはじめ，各種団体，学校等の日頃の文化活動の集
大成とします。

11月2～4日 春野文化ﾎｰﾙﾋﾟｱｽﾃｰｼﾞ 春野文化協会 無料
高知市教育委員会
088-823-9478

高知県 高知市 ③
まんさい-こうちまんが
フェスティバル2012

４コマまんが大賞の表彰式や有名声優によるトーク、アニメソ
ングライブなど盛りだくさんの催しで、中四国エリア最大級のま
んが・アニメイベントです。

11月3, 4日
高知市文化プラザかる
ぽーと市民ギャラリー・
小ホール他

こうちまんがフェスティバル
2012実行委員会等

こうちまんがフェス
ティバル
http://mansai.org/

高知県 高知市 ③
高知市民ミュージカル
「音の旅人」

公募による70人近い市民が、「よさこい祭り」の基礎を創り上げ
た武政英策を通じて、自由に音楽を愛する心を表現します。

10月20, 21日
高知市文化プラザかる
ぽーと大ホール

高知新聞社・公益財団法人
高知市文化振興事業団

高知市文化プラザか
るぽーと
http://www.bunkapla
za.or.jp

高知県 高知市 ③
ペギー葉山　歌手生活
60周年記念コンサート

名曲「南国土佐を後にして」で高知にとって縁の深いペギー葉
山。高知少年少女合唱団、高知学芸中学高等学校合唱部が
共演します。

11月4日
高知市文化プラザかる
ぽーと大ホール

公益財団法人高知市文化
振興事業団

高知市文化プラザか
るぽーと
http://www.bunkapla
za.or.jp

高知県 高知市 ③
ワールドミュージックナ
イトvol.9

シンガー、メロニー・アーヴィンさんと、ピアニスト、クリスチャ
ン・ジェイコブさんを招き、世界の料理とともにとっておきのジャ
ズを楽しみます。

12月18日
高知市文化プラザかる
ぽーと小ホール

公益財団法人高知市文化
振興事業団

高知市文化プラザか
るぽーと
http://www.bunkapla
za.or.jp

高知県 高知市 ①
紅葉の工石山を楽しむ
秋の遠足

紅葉が美しい秋の工石山で登山を楽しみます。工石山の自然
を観察しながら参加者の交流を深めます。

10月25, 26, 27, 28
日（各日日帰り）

工石山および工石山青
少年の家

高知市工石山青少年の家 無料
工石山青少年の家
088-895-2015
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高知県 高知市 ① みんな集まれ！探検隊
自然の面白さや厳しさに触れ、未知のものへの探究心を深
め、仲間との協力、強調することの大切さを学びます。

11月3, 4日
工石山および工石山青
少年の家ほか

高知市工石山青少年の家
工石山青少年の家
088-895-2015

高知県 高知市 ①
親子で楽しく「炭焼き教
室」

親子や仲間で力を合わせて木炭を生産し、労働の尊さを感じ
るとともに、参加者どうしの親睦を深めます。

①12月1, 2日
②12月15, 16日

工石山および工石山青
少年の家

高知市工石山青少年の家
工石山青少年の家
088-895-2015

高知県 高知市 ①③
立志祭
　～絆（きづな）～

「子どもから大人まで楽しめる文化祭」という趣旨に沿って文化
祭を通して周りの人との絆を深めようというものです。

11月2, 3日 高知東高等学校
高知東高等学校
文化祭
実行委員会

無料
高知東高等学校
088-845-5751

一般参加の「可」は３日

高知県 高知市 ②③
高知工業高等学校創
立100周年記念講演会
②

創立100周年を記念し同じ創立者を持つ早稲田大学理工学部
理工学術院長　山川宏博士による記念講演を行う。

10月11日 高知工業高校体育館
高知工業高等学校創立１０
０周年記念事業校内実行委
員会

高知県立高知工業高
等学校
088-831-9171

高知県 高知市 ②④

高知工業高等学校創
立100周年記念
「姉妹校生徒研究発表
会」

姉妹校（石川県立小松工業高等学校）と生徒の交流研究発表
会を実施する。

11月3日 高知工業高校体育館
高知工業高等学校創立１０
０周年記念事業校内実行委
員会

無料
高知県立高知工業高
等学校
088-831-9171

高知県 高知市 ②④

高知工業高等学校創
立100周年記念
「ありがとう100年高知
工業博」

高知工業高校として今日まで培ってきた技術・技能の遺産を同
窓生と在校生が一体となり、ものづくりを通じてこれまでお世話
になった地域をはじめ、広く県民の皆様に感謝の気持ちを表す
場とする。

11月3, 4日
　4日のみ
一般公開

高知工業高校
高知工業高等学校創立１０
０周年記念事業校内実行委
員会

無料
高知県立高知工業高
等学校
088-831-9171

高知県 高知市 ②③

高知工業高等学校創
立100周年記念講演会
③
平成２４年度「子ども
夢・アートアカデミー」-
次代を担う子どもの文
化芸術体験事業-

郷土出身の奥谷博先生に生徒たちが自己実現のヒントになる
よう、創作活動を通じたお話を講演いただく。
また、卒業制作展を控えた総合デザイン科3年生の作品講評
会を実施する。

12月10日 高知工業高校体育館
高知工業高等学校創立１０
０周年記念事業校内実行委
員会

無料
高知県立高知工業高
等学校
088-831-9171

高知県 高知市 ②
高知県立高知丸の内
高等学校
開校記念講演会

講師：高知県立高知丸の内高等学校卒業生（２回生）
「夢の実現」に向けて先輩からのアドバイスなどをお話いただ
きます。

10月1日
高知県立高知丸の内高
等学校　体育館

高知県立高知丸の内高等
学校

無料
高知県立高知丸の内
高等学校
088-873-4291

高知県 高知市 ②③

高知県立高知丸の内
高等学校
第４３回音楽科定期演
奏会

第１部：ピアノ独奏、フルート独奏、独唱等
第２部：歌、ダンス、小芝居、器楽の演奏を盛り込んだ企画ス
テージ
第３部：吹奏楽部と音楽科器楽専攻生徒による合奏

10月2日
高知県民文化ホール
（オレンジホール）

高知県立高知丸の内高等
学校

無料
高知県立高知丸の内
高等学校
088-873-4291

高知県 高知市 ②③
第15回鏡川ふれあい
オータムコンサート

高知県立高知西高等学校吹奏楽部のほか、近隣の幼稚園
や・小・中学校吹奏楽部による野外コンサートです。生徒会・Ｐ
ＴＡによるユニセフ支援事業も同時開催します。

11月3日
鏡川緑地公園

高知県立高知西高等学校
開かれた学校づくり推進委
員会

無料

高知県立高知西高等
学校
088-844-1221
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高知県 高知市 ②
高知県高等学校定時
制通信制生徒生活体
験発表会

定通課程に学ぶ生徒が在学中の様々な体験を発表すること
で、同課程に学ぶ者同士の連帯感を深めます。

10月11日
高知県立県民文化ホー
ル

高知県教育文化祭運営協
議会他

無料
高知県立北高等学校
088-832-2182

高知県 高知市 ③
高知江の口養護学校
「学園祭」

児童生徒が中心になって日常の学習成果を舞台で発表した
り、作品の展示発表を行う。

11月3日
高知県立高知江の口養
護学校

高知県立高知江の口養護
学校

無料
高知江の口養護学校
088-823-6737

高知県 高知市 ①
高知江の口養護学校
「医療講話」

現在学校教育等で課題となっている「心身症の理解と支援の
仕方」について専門医からお話しを聞く。

12月7日
高知県立高知江の口養
護学校

高知県立高知江の口養護
学校

無料
高知江の口養護学校
088-823-6737

高知県 高知市 ①③
志・とさ学びの日～視
覚障害教育公開講座

視覚障害教育に対する理解を深め、支援の実際（視覚障害者
の歩行ガイド、点字の基礎、パソコン点訳等）を学習する公開
講座です。

11月4日 高知県立盲学校 高知県立盲学校 無料

高知県立盲学校
088-823-8721
http://www.kochinet.
ed.jp/mo-s/

新規

高知県 高知市 ② 学習発表会
児童生徒が日頃の学習の成果を発表します。内容は、劇や
歌、詩の朗読など各クラスで工夫したものです。

12月1日
高知県立高知若草養護
学校土佐希望の家分校

高知県立高知若草養護学
校土佐希望の家分校

高知県立高知若草養
護学校土佐希望の家
分校
088－863－3882

高知県 高知市 ②
キャリア教育フォーラ
ム

キャリア教育について、学校、家庭、地域が一体となって、社
会全体でキャリア教育を推進していこうとする気運を高める。

11月4日 RKCホール
高知県教育委員会事務局
小中学校課

無料
小中学校課
088-821-4638

高知県 高知市 ①
第40回
高知県図書館大会

図書館でできる「医療健康情報サービス」について講演や活動
報告などを行います。

10月8日 高知医療センター
高知県
図書館協会

無料
高知県立図書館内
088-872-6307

高知県 高知市 ① 土佐の文化十講座
中世から近代にかけての土佐の文化についての連続講座
「明治大正期の土佐の俳壇」

10月28日 高知県立文学館 土佐史談会 無料
http://www6.ocn.ne.j
p/~tosa1917/
088-854-5566

高知県 高知市 ① 土佐の文化十講座
中世から近代にかけての土佐の文化についての連続講座
「土佐物語」など軍記物の虚実

11月30日 高知県立文学館 土佐史談会 無料
http://www6.ocn.ne.j
p/~tosa1917/
088-854-5566

高知県 高知市 ① 土佐の文化十講座
中世から近代にかけての土佐の文化についての連続講座
「寺田寅彦の文学」

12月21日 高知県立文学館 土佐史談会 無料
http://www6.ocn.ne.j
p/~tosa1917/
088-854-5566

高知県 高知市 ③
初歩からのオカリナ教
室

楽器の購入や演奏の基礎から合奏までを目安に初心者のた
めのレッスンを行います。
（全8回）

 9月29日
～11月24日

高知県立塩見記念青少
年プラザ

高知県立塩見記念青少年
プラザ

http://www.pref.koch
i.lg.jp/~syakai/shohga
i/begin/top.html
088－825－0884

要予約：
定員20名

高知県 高知市 ③ 囲碁大会
幅広い年齢層で楽しめる頭脳スポーツ【囲碁】を通して、異年
齢間での親睦を深めます。

10月7日
高知県立塩見記念青少
年プラザ

高知県立塩見記念青少年
プラザ

http://www.pref.koch
i.lg.jp/~syakai/shohga
i/begin/top.html
088－825－0884

要予約：
定員60名

高知県 高知市 ③ 将棋大会
幅広い年齢層で楽しめる頭脳スポーツ【将棋】を通して、異年
齢間での親睦を深めます。

10月14日
高知県立塩見記念青少
年プラザ

高知県立塩見記念青少年
プラザ

http://www.pref.koch
i.lg.jp/~syakai/shohga
i/begin/top.html
088－825－0884

高知県 高知市 ③ 点字・手話講座
ボランティアはやる気と技術です。文字以外のコミュニケーショ
ンツールについて学びます。（全4回）

11月4～25日
高知県立塩見記念青少
年プラザ

高知県立塩見記念青少年
プラザ

http://www.pref.koch
i.lg.jp/~syakai/shohga
i/begin/top.html
088－825－0884

高知県 高知市 ③
山の木工クラフト
　クリスマスツリーを作
ろう

森や川の自然についての話を聞き、松ぼっくりを使ってミニクリ
スマスツリーを作ります。

12月2日
高知県立塩見記念青少
年プラザ

高知県立塩見記念青少年
プラザ

http://www.pref.koch
i.lg.jp/~syakai/shohga
i/begin/top.html
088－825－0884
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高知県 高知市 ②
平成24年度
統計グラフコンクール
　　入賞作品展示会

統計の普及と統計の利活用を進め、表現技術の向上を図るこ
とを目的として実施する「高知県統計グラフコンクール」の入賞
作品を展示する。

10月18～31日
高知県庁
       １階ﾛﾋﾞｰ

高知県統計課、
高知県統計協会

無料

県統計課
:088-823-9344
ﾒｰﾙ:111901@ken
.pref.kochi.lg.jp
http://www.pref.koch
i.lg.jp/soshiki/111901

高知県 高知市 ③
コレクション展
「高知の戦後美術と前
衛土佐派」

戦後の高知県で活躍した前衛美術集団「前衛土佐派」のアー
テｨストを中心に、昭和期の高知県の美術界の動向を振り返
る。

10月17日
　～1月6日

高知県立美術館 高知県立美術館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
useum/

高知県 高知市 ③
マルク・シャガール展
「以心伝心」

詩人で小説家のルイ・アラゴンの詩に添えられた版画集。　花
束や鳥などのモチーフが、明るく透明感のある色彩で描かれ
ている。

10月10日
～12月9日

高知県立美術館 高知県立美術館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
useum/

高知県 高知市 ③
絵師・金蔵　生誕200年
記念
「大絵金展 極彩の闇｣

幕末明治の絵師・金蔵「絵金（えきん）」が生み出した土佐独特
の芝居絵屏風。歌舞伎や浄瑠璃の場面が鮮やかな色彩と劇
的な構図で描かれた作品群を通じて絵金芸術をダイナミックに
紹介。11月11日には「土佐絵金歌舞伎」を上演。また、同時期
に香南市の絵金蔵や香美市立美術館でも絵金展を開催する。

10月28日
～12月16日

高知県立美術館
高知県立美術館
KUTVテレビ高知

http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
useum/

高知県 高知市 ③
高知県立美術館開館
記念日
（主催事業無料開放）

11月3日は高知県立美術館の開館記念日であり、今年は19周
年を迎えることから、開館記念日を祝うとともに、日頃の感謝と
引き続きのご愛顧のお願いをこめ、当日は館内展示の無料観
覧を行う。

11月3日
高知県立美術館 高知県立美術館 無料

http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
useum/

高知県 高知市 ③
開館記念企画　「高知
絵金灯明」

開館記念イベントの一環として、美術作家・藤浩志プロデュー
スによる灯明を、館内外に多数灯すパフォーマンスを実施す
る。普段とは違った美術館の雰囲気を楽しんでいただく。

11月3日
高知県立美術館 高知県立美術館 無料

http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
useum/

高知県 高知市 ③

演劇・音楽・ダンスの先
鋭的作家による　　次
世代音楽劇「ファン
ファーレ」

他県と併せて４つの公共劇場が共同制作して創作する次世代
音楽劇。各地で地元の出演者を募り、テイストの異なる作品と
し、県民に新しい可能性のあるパフォーミング・アーツに触れる
機会を作る。

10月26, 27日 高知県立美術館 高知県立美術館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
useum/

高知県 高知市 ③
特別展｢刀　武士の魂
－備前の名刀と土佐ゆ
かりの刀剣－｣

備前刀を中心とする古刀や長宗我部氏や山内氏などの大名
家、幕末の志士ゆかりの刀剣を展示します。また、佐川の堀見
家から寄贈された刀剣150本のなかから選りすぐりの名刀を展
示します。

10月6日
～12月23日

高知県立歴史民俗資料
館

高知県立歴史民俗資料館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~re
kimin/

高知県 高知市 ③ 講演会｢武将と名刀｣
講師に元東京国立博物館工芸課長の小笠原信夫氏をお迎え
して｢武将と名刀｣と題して講演していただきます。

10月8日
高知県立歴史民俗資料
館

高知県立歴史民俗資料館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~re
kimin/

高知県 高知市 ③ 講座｢備前刀の世界｣
講師に岡山県立博物館学芸員の佐藤寛介氏をお迎えして、｢
備前刀の世界｣と題して講演していただきます。

10月14日
高知県立歴史民俗資料
館

高知県立歴史民俗資料館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~re
kimin/
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高知県 高知市 ③
コーナー展｢干支の玩
具　巳｣

山﨑茂さんのコレクションから巳（蛇）の郷土玩具を展示しま
す。

11月19日
～12月23日

高知県立歴史民俗資料
館

高知県立歴史民俗資料館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~re
kimin/

高知県 高知市 ③
開館記念日（11月15
日）無料入館日

11月15日は坂本龍馬の誕生日であり命日、そして龍馬記念館
の開館記念日でもあります。感謝を込めて入館料は無料で
す。

11月15日
高知県立坂本龍馬記念
館

高知県立坂本龍馬記念館 無料
http://www.ryoma-
kinenkan.jp

高知県 高知市 ③
大正ロマンの画家
高畠華宵の世界

大正時代には多くの少年少女雑誌が生まれ、多くの挿絵画家
たちが活躍した中で、高畠華宵は独特の美少年・美少女の絵
を描き一世を風靡し、当時の雑誌の在り方にも大きな影響を与
えた。華宵の作品や手紙を通して、当時の文学や華宵の人物
像にせまり、高畠華宵とその時代を顕彰する。

11月24日
～1月27日

高知県立文学館 高知県立文学館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~bu
ngaku/

高知県 高知市 ③
第15回児童生徒文学
作品朗読コンクール
県審査

朗読を通して、文学に親しむ心豊かな子どもたちを育てること
を目的とし開催する。文学作品を朗読することを楽しみ、より深
く作品世界を理解することで得られる喜びを感じる機会を提供
することで、子どもたちがさらに文学に親しむきっかけとした
い。

11月11日 高知県立文学館 高知県立文学館 無料
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~bu
ngaku/

高知県 高知市 ③ 文学専門講座

高知の文学への興味を深めていただくために、文学専門講座
を開催する。
第１回と第２回は連句づくりを実際に体験する講座を、第３回
は今年没後100年を迎えた田岡嶺雲をテーマに開催する。高
知の文学の奥深さをお楽しみください。

10月27日
11月24日
  2月22日

高知県立文学館 高知県立文学館 無料
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~bu
ngaku/

高知県 高知市 ③ 土佐の伝統芸能　Vol.2
平成２１年度に開催し好評を得た土佐の伝統芸能の第二弾。
県内に受け継がれている伝統芸能を県民に広く紹介します。

10月14日 グリーンホール 高知県立県民文化ホール
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~ha
ll/

高知県 高知市 ③ 和太鼓ＴＡＯ
和太鼓を１つの表現手段として、作曲・演奏法など独自のスタ
イルを確立し、今までの和太鼓という概念を覆して世界が驚き
と賞賛の声をあげた和太鼓の演奏会を開催します。

10月17日 オレンジホール 高知県立県民文化ホール
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~ha
ll/

高知県 高知市 ③
アガサ・クリスティ原作
「招かれざる客」

スリリングな展開と意外な結末が待ち構えるミステリーの女王
アガサ・クリスティーならではの傑作戯曲第三弾となる大好評
の浅丘ルリ子主演のアガサ・クリスティーシリーズが高知に初
登場します。

10月26日 オレンジホール 高知県立県民文化ホール
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~ha
ll/

高知県 高知市 ③

室内楽名曲コンサート
Vol.1小林美恵・長谷川
陽子・仲道祐子トリオコ
ンサート

　室内楽の名曲を提供する演奏会のシリーズ第１回小林美恵
（vl）＆長谷川陽子（vc）＆仲道祐子（pf）による室内楽名曲コン
サートを開催します。

11月10日 グリーンホール 高知県立県民文化ホール
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~ha
ll/

高知県 高知市 ①③
平成24年度著作権セミ
ナー

著作権に関する理解を深め、意識の向上を図ることを目的に
文化庁と共催で開催します。

11月26日 高知会館
文化庁
高知県

無料 088-823-9711
定員約150名
（要事前申込）
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高知県 高知市 ①
地域医療フォーラム
2012

講演及びリレートークを行います。テーマは、「Let’sチームケ
ア！進めよう多職種連携」です。

11月25日 高知県立大学

高知県
高知県立大学(健康長寿セ
ンター）

無料
http://www.u-
kochi.ac.jp/~wlc/(予
定）

高知県 高知市 ① リカレント教育講座
講演(講義）を行います。テーマは、「精神障害のある人の居住
支援を考える」です。

10月13日 高知県立大学
高知県立大学(健康長寿セ
ンター・社会福祉学部）

無料
http://www.u-
kochi.ac.jp/~wlc/(予
定）

高知県 高知市 ① リカレント教育講座
講演（講義）を行います。テーマは、「年金・医療・介護システム
の動向とゆくえ」です。

11月10日 高知県立大学
高知県立大学(健康長寿セ
ンター・社会福祉学部）

無料
http://www.u-
kochi.ac.jp/~wlc/(予
定）

高知県 高知市 ① リカレント教育講座
講演（講義・演習）を行います。テーマは、「介護とは何か:介護
福祉入門」です。

12月1日 高知県立大学
高知県立大学(健康長寿セ
ンター・社会福祉学部）

無料
http://www.u-
kochi.ac.jp/~wlc/(予
定）

高知県 高知市 ① リカレント教育講座
講演(講義）を行います。テーマは、「福祉・介護実践の効果を
どのように<測定する>のか」です。

12月15日 高知県立大学
高知県立大学(健康長寿セ
ンター・社会福祉学部）

無料
http://www.u-
kochi.ac.jp/~wlc/(予
定）

高知県 高知市 ①③
日本学レクチャーシ
リーズ公開講座

ロヒール・アウテンボーハルト（手漉き和紙工芸家）
"オランダ人を魅了した土佐和紙の世界"

10月26日
18：30～

高知県立大学
永国寺キャンパス

高知県立大学
文化学部

無料
高知県立大学ＨＰ
http://www.u-
kochi.ac.jp/index.html

高知県 高知市 ①③
日本学レクチャーシ
リーズ公開講座

飯髙伸五（高知県立大学文化学部講師）
"太平洋を巡って"

11月23日
18：30～

高知県立大学
永国寺キャンパス

高知県立大学
文化学部

無料
高知県立大学ＨＰ
http://www.u-
kochi.ac.jp/index.html

高知県 高知市 ②
教員免許状更新講習
シンポジウム

「教員免許状更新講習等から考える教員資質向上策と研修の
在り方」をテーマとし、教員の資質向上に向けて検討が進む
中、その現状と動向について文部科学省担当課長の基調講演
を受け、教員免許状更新講習等から考えられる教員の資質向
上策について、教員の修士レベル化等、今後の方向性を踏ま
えた意見交換を行う。

10月28日
高知新聞放送会館　更
新RKCホール

高知大学 無料
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/電話：
088-864-8176

高知県 香南市 ③ 香美地区芸能大会
香美地区の文化団体が日頃の成果を発表するとともに、交流
を深める。

12月15日 弁天座 香美地区文化協会 無料
香南市教育委員会
shougai@city.kochi-
konan.lg.jp

高知県 佐川町 ③ 佐川町文化祭
昨年までの美術展・芸能祭を統合させ、共同開催により美術・
芸能両部門の相乗効果を期待する。

11月1～5日

○美術部門＝佐川町総
合文化センター
○芸能部門＝佐川町立
桜座

佐川町文化推進協議会
佐川町教育委員会
0889-22-1110

学校の部有り

高知県 四万十市 ③ 第８回四万十市文化祭
地域文化活動に携わる人々が、展示・発表・鑑賞部門で日頃
の成果を披露します。

10月1日
～11月30日

四万十市立中央公民
館・文化センター他

四万十市・四万十市教育委
員会・四万十市文化祭執行
委員会

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

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54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 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

高知県 四万十市 ③
四万十川国際音楽祭
2012「モーツァルトトリ
オコンサート」

日本を代表するチェリスト　藤原真理、≪ヴァイオリンの魔術師
≫の異名を持つジャン＝ジャック　カントロフ、天才ヴィオラ奏
者　ウラディミール　メンデルスゾーン、伝説の弦楽トリオの最
後のコンサートです。

12月3日
四万十市立文化セン
ター

四万十川国際音楽祭実行
委員会

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

高知県 四万十市 ③
宝くじコンサート大阪交
響楽団演奏会

いつも聴衆を“熱く感動させる”「魂の叫び」「情熱の音」である
と評される大阪交響楽団の宝くじ文化公演事業による生の演
奏です。

12月17日
四万十市立文化セン
ター

四万十市・四万十市教育委
員会・高知県・（財）自治総
合センター

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

高知県 四万十市 ①
第12回西土佐地域じん
けんフェスティバル

世の中に存在する様々な人権課題について学び、誰もが明る
く暮らす事のできる人権の尊重された社会づくりを目的に開
催。人権コンサート・講演会、小中学生等の人権発表、啓発パ
ネルの展示などを行う。

10月28日 西土佐ふれあいホール
四万十市教育委員会・西土
佐地区人権教育研究協議
会

無料
四万十市教育委員会
西土佐事務所
0880-52-1110

高知県 四万十市 ①②③
高知県立中村高等学
校西土佐分校体育祭

体育祭です。
競技内容は現在検討中です。

10月6日
高知県立中村高等学校
西土佐分校グラウンド

高知県立中村高等学校西
土佐分校　生徒会

無料
高知県立中村高等学
校西土佐分校
0880-52-1186

参加は見学のみ

高知県 四万十市 ①③
高知県立中村高等学
校西土佐分校60周年
記念事業

記念式典と記念講演を行います。
演題等は調整中です。

10月27日
高知県立中村高等学校
西土佐分校体育館

高知県立中村高等学校西
土佐分校60周年記念事業
実行委員会

無料
高知県立中村高等学
校西土佐分校
0880-52-1186

高知県 四万十市 ①③ 高知県立中村高等学校
生徒学習成果の発表公開や生徒ＰＴＡによる模擬店等を行い
ます。

10月28日 高知県立中村高等学校西
高知県立中村高等学校西
土佐分校　生徒会

無料
高知県立中村高等学
校西土佐分校
0880-52-1186

高知県 四万十市 ①② 公開授業週間 授業の様子を公開します。 11月5～9日
高知県立中村高等学校
西土佐分校

高知県立中村高等学校西
土佐分校　教務部

無料
高知県立中村高等学
校西土佐分校
0880-52-1186

新規

高知県 四万十市 ①② 公開授業ウイーク
子どもたちのことや授業並びに教育相談活動等について、地
域の皆様に知っていただけるよう企画しています。

11月12～16日
高知県立　　　　　　　中
村養護学校

高知県立　　　　　　　中村養
護学校

無料
高知県立中村養護学
校
0880-34-1511

中村養護学校

高知県 四万十町 ④ 佐竹美笑子　展　
四万十町にゆかりのある佐竹美笑子氏の美術作品を展示して
います。

10月10日
～11月25日

四万十町立美術館 四万十町教育委員会
四万十町教育委員会
生涯学習課
0880-22-3576

高知県 四万十町 ①②③
高知県立窪川高等学
校創立７０周年記念行
事

式典に続き、「夢・志」に関する窪川小中高の児童生徒、地域
の方の発表とシンポジウム、記念講演を行います。

11月18日
 13：00～式典

高知県立窪川高等学校
体育館

高知県立窪川高等学校創
立70周年記念事業実行委
員会

無料
高知県立窪川高等学
校
0880-22-1215

高知県 四万十町 ①② 「地域を学ぶ」講演会
地域発展のため活躍している講師に講演していただくことで、
地域理解を深め、地域で学ぶ意義について考える。

11月1日
四万十高校
視聴覚室

高知県立四万十高等学校 無料
http://www.kochinet.
ed.jp/shimanto-h/

新規
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高知県 四万十町 ③
高南台地総合美術展
覧会

絵画・書道・写真・工芸の4部門の作品の展示をしています。 11月9～15日
四万十町農村環境改善
センター

四万十町教育委員会 無料
四万十町教育委員会
生涯学習課
0880-22-3576

高知県 宿毛市 ②
宿毛市・大月町中学校
音楽祭

市内及び大月町の中学生が集まり、音楽祭を開催し豊かな感
性を育むとともに、市民にも見てもらうことで学校教育活動へ
の理解を深めてもらう。

11月8日
宿毛市総合社会福祉セ
ンター

宿毛市教育委員会・大月町
教育委員会

無料
宿毛市教育委員会
学校教育課
0880-63-1102

高知県 宿毛市 ②
宿毛市・大月町小学校
音楽祭

市内及び大月町の小学生が集まり、音楽祭を開催し豊かな感
性を育むとともに、市民にも見てもらうことで学校教育活動へ
の理解を深めてもらう。

11月9日
宿毛市総合社会福祉セ
ンター

宿毛市教育委員会・大月町
教育委員会

無料
宿毛市教育委員会
学校教育課
0880-63-1102

高知県 宿毛市 ②
宿毛市人権作文発表
会

市内の小中学生から人権作文・標語を募集し優秀者に表彰、
作文については発表を行い、児童生徒、市民の人権意識の高
揚を図る。

12月6日
宿毛市総合社会福祉セ
ンター

宿毛市教育委員会 無料
宿毛市教育委員会
学校教育課
0880-63-1102

高知県 宿毛市 ① 人権フェスティバル 地域人権啓発活動活性化事業に基づく人権啓発講演会です。 12月8日 宿毛文教センター
宿毛市・宿毛市教育委員
会・差別をなくし人権を守る
会

無料
宿毛市人権教育課
0880-63-0225

高知県 宿毛市 ①
湯川知恵子・山下雅彦
のパネルディスカッショ
ン（案）

湯川知恵子さん著作「おてんばちいちゃんの夏休み」を素材と
して、「子ども時代」「生活（家族や遊び）」「故郷（自然や人との
つながり）」をテーマに湯川さんと山下さんのパネルディスカッ
ションです。

10月14日 宿毛文教センター
宿毛市家庭教育推進協議
会

無料
宿毛市教育委員会
生涯学習課
0880－63－3394

高知県 宿毛市
①
③

第17回宿毛市オールド
パワー文化展・女のま
つり

60歳以上の芸術愛好家の発表の場です。また、歌、舞踊、歌
謡体操などの発表会も行なわれます。

10月19～21日 宿毛文教センター
宿毛市教育委員会
宿毛市老人クラブ連合会
宿毛市文化協会

無料

宿毛市立中央公民館
http://www.city.suku
mo.kochi.jp/sbc/publi
c/index.html

高知県 宿毛市
①
③ 平家物語 読書週間啓発を兼ねた図書展示です。 10月27～29日 宿毛市立坂本図書館 宿毛市立坂本図書館 無料

宿毛市立坂本図書館
http://www.city.suku
mo.kochi.jp/sbc/libra
ry/index.html

高知県 宿毛市 ④
「武家の理想」in宿毛
関連企画「山内資料館
の日」

企画展にあわせて、展示解説や各種講座を開催する 10月27, 28日 宿毛市立宿毛歴史館
宿毛市立宿毛歴史館
山内家宝物資料館

無料

宿毛市立宿毛歴史観
http://www.city.suku
mo.kochi.jp/sbc/histo
ry/index.html

展示解説は入場料が
必要

高知県 宿毛市 ③ 第40回　宿毛市芸術祭 文化活動を行なっているサークルの発表の場です。 11月11日
宿毛市総合社会福祉セ
ンター

宿毛市教育委員会
宿毛市文化協会

宿毛市教育委員会
生涯学習課
0880－63－3394
宿毛市文化協会
0880－63－5106

高知県 宿毛市 ② 文化祭
展示、発表、模擬店などクラスやクラブが総合学習や練習の
成果を披露します。

11月17日 高知県立宿毛高等学校 高知県立宿毛高等学校 無料
高知県立宿毛高等学
校
0880-63-2164

高知県 宿毛市 ②
ブラスバンド
定期演奏会

ブラスバンド部が、日ごろの練習の成果を披露します。 9月29日
宿毛市総合福祉セン
ター

高知県立宿毛高等学校
高知県立宿毛高等学
校
0880-63-2164
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高知県 須崎市 ② 須崎小学校防災キャンプ防災教育や防災訓練の一環として、学校・家庭・地域・行政が一 11月4日 須崎小学校 須崎小学校 無料
須崎小学校
0889-42-1741

高知県 須崎市 ②
須崎中学校区地域ぐる
み教育指定研究発表
会

須崎中学校区の各学校・園が保幼小中連携で取組んできたこ
との成果を発表する。

11月20日 須崎中学校他 須崎中学校 無料
須崎中学校
0889-42-1844

高知県 須崎市 ②
須崎市内中学生英語
暗唱大会

各中学校の代表者が日頃の英語の学習の成果発表し合うス
ピーチコンテスト 11月27日 須崎市立市民文化会館 須崎市教育委員会 無料

須崎市教育委員会
学校教育課

高知県 須崎市 ①②
須崎高等学校総合学
科発表会

須崎高校の教育活動の発表会です。おもに、「産業社会と人
間」や「総合的な学習の時間」、「課題研究」の発表を行いま
す。

11月20日
 午後1時～

須崎市市民文化会館 高知県立須崎高等学校 無料
高知県立須崎高等学
校
0889-42-1744

高知県 須崎市 ①②
教育に関する資料の公
表

全国学力・学習状況調査の結果に基づき、県全体と須崎市の
傾向の比較検討による現状と課題を報告し、学校や家庭での
取組みについて提案する。

10月 須崎市広報誌 須崎市教育委員会 無料
須崎市教育委員会
学校教育課
0889-42-5291

高知県 田野町 ② 中芸学
中芸高校と地域の未来を開くというテーマで、自学自習をとお
した研究内容を発表します。

12月15日
田野町ふれあいセン
ター

高知県立中芸高等学校 無料
高知県立中芸高等学
校     0889-38-2914

高知県 田野町 ③ 田野町芸能祭 田野町文化協会所属の芸能部門の活動団体による発表会 10月14日
田野町総合文化施設
ふれあいセンター

田野町文化協会 無料
田野町教育委員会
0887-38-2511

高知県 田野町 ②
田野中学校吹奏楽部
定期演奏会

田野中学校吹奏楽部定期演奏会 10月21日
田野町総合文化施設
ふれあいセンター

田野中学校吹奏楽部 無料
田野町教育委員会
0887-38-2511

高知県 田野町 ② 田野中学祭 田野中学校校内発表会 11月10日
田野町総合文化施設
ふれあいセンター

田野中学校 無料
田野町教育委員会
0887-38-2511

高知県 田野町 ③ 田野町文化展
田野町文化協会所属の芸術関連部門の活動団体による発表
会

11月20～26日
田野町総合文化施設
ふれあいセンター

田野町文化協会 無料
田野町教育委員会
0887-38-2511

田

高知県 津野町 ② 学童展 町内園児・児童・生徒の作品展示 11月3～6日
津野町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

津野町教育委員会 無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ②
こども園小学校音楽発
表会

園児・児童の音楽発表会 11月8日 津野町立中央小学校 津野町教育委員会 無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258
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高知県 津野町 ② 中学校音楽発表会 生徒の音楽発表会 11月13日 津野町立葉山中学校 津野町教育委員会 無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ②
東津野中学校　神楽発
表会

生徒が総合的な楽手の時間に学んだ津野山古式神楽につい
ての学習発表会

11月23日 津野町役場西庁舎 津野町立東津野中学校 無料
津野町立東津野中学
校
0889-62-2258

高知県 津野町 ②
教育に関する資料の公
表

全国学力・学習状況調査について全国平均と町平均を比較し
て、傾向や今後の学校での取組みについて公表する。

11月 津野町広報誌 津野町教育委員会 無料
津野町教育委員会
0889-62-2258

高知県 土佐市 ②
土佐市小・中学校音楽
発表会

土佐市内小・中学校児童生徒による音楽発表会（合唱・合奏
等）

11月9日 土佐市中央公民館 土佐市教育委員会 無料
土佐市教育委員会
852-7723

高知県 土佐市 ② 高岡高等学校文化祭
職業調査や就業体験など本校キャリア教育の取組みの様子を
展示するほか、各種出展や発表を中心とするイベント。

11月3日
高知県立
高岡高等学校

高知県立
高岡高等学校

無料
高知県立高岡高等学
校
088-852-1168

高知県 土佐市 ②③ 文化祭
2年に一回、全日制と合同で行われる文化祭は、文化祭実行
委員会と生徒会が企画運営を行う。定時制では、生徒の作品
展示やバザーを実施する予定である。

11月3日 高知県立高岡高等学校
高知県立高岡高等学校文
化祭実行委員会

無料
高知県立高岡高等学
校
088-852-1168

高知県 土佐市 ②④
高知県高等学校技術
競技会(水産の部）

水産・海洋教育を通して、体験的・実際的に学んだ技術につい
てテーマを設定し、技術力を競技する。

10月5日 高知海洋高等学校
高知県産業教育研究会水
産部会

無料
高知県立高知海洋高
等学校
088-856-0202

高知県 土佐市 ②④ 水産クラブ生徒研究発表水産・海洋教育を通して、生徒が日頃の学習・研究活動の成果 11月2日 高知海洋高等学校 高知海洋高等学校 無料
高知県立高知海洋高
等学校
088-856-0203

高知県 土佐市 ①② 海洋祭 本校の教育内容の発表・実習製品展示・販売。 11月18日 高知海洋高等学校 高知海洋高等学校 無料
高知県立高知海洋高
等学校
088-856-0202

高知県 土佐市 ①② 魚河岸かいよう 本校の教育内容の発表・実習製品展示・販売。 12月15日 高知海洋高等学校 高知海洋高等学校 無料
高知県立高知海洋高
等学校
088-856-0202

高知県
土佐清水

市
②

第41回土佐清水市教
育文化展

市内小中学生の図画、習字等を発表、展示します。 10月27～29日 土佐清水市立市体育館 土佐清水市教育委員会 無料

土佐清水市教育委員
会
http://www.kochinet.
ed.jp/shimizu-c/

高知県
土佐清水

市
②

2012年度　清水地区音
楽交流会

清水地区小学校の児童が合唱や演奏等を行います。 11月14日
土佐清水市立市民文化
会館

土佐清水市教育委員会 無料

土佐清水市教育委員
会
http://www.kochinet.
ed.jp/shimizu-c/
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高知県
土佐清水

市
②

第30回土佐清水市中
学校音楽交流会

市内５中学校の生徒が演奏等を行います。 11月16日
土佐清水市立市民文化
会館

土佐清水市教育委員会 無料

土佐清水市教育委員
会
http://www.kochinet.
ed.jp/shimizu-c/

高知県
土佐清水

市
②

第31回土佐清水市中
学校弁論大会

市内５中学校の代表者が体験談や将来の夢等を発表します。 11月29日
土佐清水市立市民文化
会館

土佐清水市教育委員会 無料

土佐清水教育セン
ター
http://www.kochinet.
ed.jp/tosashimizu-l/

高知県
土佐清水

市
① じんけんフェスティバル

人権啓発講演やコンサート、市内中学生の人権作文発表など
を行います。

12月15日 市民文化会館 土佐清水市 無料

土佐清水市役所
http://www.city.tosa
shimizu.kochi.jp/index
.html

高知県
土佐清水

市
① 人権教育推進講座

企業や団体、市民を対象に、様々な人権課題の解消に向けた
中心的人材の育成を目的として、4回講座を開催します。

10月～2月 中央公民館 土佐清水市 無料

土佐清水市役所
http://www.city.tosa
shimizu.kochi.jp/index
.html

高知県
土佐清水

市
①

第52回土佐清水市市
展

美術文化振興の向上と関心を高めるます。 10月19～24日 市民文化会館
土佐清水市美術展覧会実
行委員会

無料

土佐清水市役所
http://www.city.tosa
shimizu.kochi.jp/index
.html

高知県 土佐清水市 ①
第30回土佐清水市文
化祭

芸術・文化の振興のための発表会を開催します。 10月27, 28日 市民文化会館 土佐清水市文化協会 無料

土佐清水市役所
http://www.city.tosa
shimizu.kochi.jp/index
.html

高知県 土佐清水市 ① 秋の読書週間
様々な催しを通じて、図書に親しんでもらうと共に読書意欲の
向上を図ります。

10月27日
～11月9日

市民図書館 土佐清水市立市民図書館 無料

土佐清水市立市民図
書館
http://www.tosashimi
zu-public-library.jp/

高知県 土佐清水市 ① 人権啓発映画上映会
市民一人ひとりの人権問題に対する認識と理解を深め、人権
意識の高揚を図ります。

10月4日
土佐清水市立市民文化
会館

土佐清水市 無料
土佐清水市役所
0880-82-1111

高知県 土佐町 ① （仮称）青木幹勇記念館
土佐町出身で小学校国語の第一人者といわれる青木幹勇先
生の業績をたたえるとともに、その生き方を学びます。

11月3日 青木幹勇記念館 土佐町教育委員会 無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483

高知県 土佐町 ② 東京演劇アンサンブル学
「子どものためのすぐれた舞台芸術鑑賞事業」
本物の芸術に触れることにより児童生徒の豊かな心を育みま
す。

11月27日 土佐町小中学校体育館 土佐町教育委員会 無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483

高知県 土佐町 ④
（仮称）天文に関する特
別授業及び講演会

国立天文台より講師を招き、土佐町中学校での特別授業を実
施します。また、町民を対象とした天文講演会を開催します。

10月中
土佐町中学校、土佐町
農村環境改善ｾﾝﾀｰ

土佐町教育委員会 無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483

高知県 土佐町 ③ 町民憩いのつどい
日頃文化活動をされている方々が一堂に集まり、成果の発表
や交流を図ります。

11月25日
土佐町農村環境改善ｾﾝ
ﾀｰ

土佐町教育委員会・土佐町
文化協会

無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483
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高知県 土佐町 ①
親子でチャレンジ「早明
浦の里漢字楽力検定」

土佐町版漢字検定に一定期間中親子で挑戦することにより、
家族のコミュニケ－ション・絆を豊かにし、家庭教育力を高める

11月中 小中学生家庭 土佐町教育委員会 無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483

高知県 土佐町 ② 小中学校参観週間
11月１日からの１週間を参観週間に設定し、保護者以外の地
域の方にも授業参観をしていただく

11月１～７日 土佐町小中学校 土佐町小中学校 無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483

高知県 土佐町 ① 保育園一般公開 みつば保育園の保育活動を一般公開する。 11月2日 みつば保育園 みつば保育園 無料

土佐町
掲載予定
http://www.kochinet.
ed.jp/tosa-t/
0887-82-0483

高知県 中土佐町 ① 高知大学公開講座 住民向けの無料講座の開催 10月4日
中土佐町民交流会館多
目的ホール

高知大学 無料
中土佐町教育委員会
生涯学習係
0889-57-2023

高知県 中土佐町 ①
中土佐町総合美術展
覧会

地域の芸術文化の振興を目的として開催。絵画・書道・写真・
工芸の展示及び町内小中学校児童・生徒の作品展示

10月26～28日
中土佐町民交流会館多
目的ホール

中土佐町文化協会 無料
中土佐町文化協会
事務局
0889-52-2661

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立上ノ加江中
学校文化祭

生徒の文化発表及び地域交流
・総合的な学習の発表
・意見発表
・合唱
・地域の方の作品展示等

10月14日
中土佐町立上ノ加江中
学校体育館

中土佐町立上ノ加江中学校 無料
中土佐町立上ノ加江
中学校
0889-54-0214

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立久礼中学
校
文化祭

生徒の文化発表
・総合的な学習の発表
・合唱コンクール等

11月3日
中土佐町立久礼中学校
体育館

中土佐町立久礼中学校 無料
中土佐町立久礼中学
校
0889-52-2811

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立大野見中
学校
文化祭

生徒の文化発表及び地域交流
・意見発表
・英語劇
・合唱
・昼食会及び地域交流等

11月3日
中土佐町立大野見小中
学校体育館

中土佐町立大野見中学校 無料
中土佐町立大野見中
学校
0889-57-2445

高知県 中土佐町 ②
『中土佐地区保小中連
携教育事業』上ノ加江
地区発表会

テーマ
「園児・児童生徒のよりよい発達を考える」

11月28日
中土佐町立上ノ加江小
学校体育館

中土佐町教育委員会 無料
中土佐町立上ノ加江
中学校
08890-54-0214

高知県 中土佐町 ①②
教育に関する資料の公
表

全国学力・学習状況調査及び標準学力調査の結果に基づき、
全国及び高知県全体の数値と中土佐町の傾向を比較し、中土
佐町の児童生徒の得意なこと又は苦手なことを分析した後、
学力向上のために学校や家庭で取り組むことについて今後必
要なことを提案する。

11月 中土佐町広報誌 中土佐町教育委員会 無料
中土佐町教育委員会
0889-57-2023
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高知県 奈半利町 ① 邦楽発表会 奈半利町文化協会に所属する邦楽教室の発表会です。 11月11日 町民会館 奈半利町教育委員会 無料
奈半利町教育委員会
0887-38-8188

高知県 奈半利町 ③ 総合美術展
奈半利町文化協会に所属する教室の作品展示と小中学校の
絵画・書道作品等を展示します。

１１月中旬 町民会館 奈半利町教育委員会 無料
奈半利町教育委員会
0887-38-8188

高知県 南国市 ①
高知大学物部キャンパ
ス一日公開

日頃の教育研究活動の一端を、講義・実験・イベント等を通じ
て地域の方々に紹介します。

11月3日
高知大学
（物部キャンパス）

高知大学（農学部） 無料
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/電話：
088-864-5114

高知県 南国市 ①
高知農業高校開放講
座
マドレーヌをつくろう

おいしいマドレーヌを親子で楽しく作ります。 10月13日 高知農業高校 南国市・高知農業高校
南国市生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ①
歴史学講座～長宗我
部氏について～

南国市にある国史跡「岡豊城跡」を拠点に活躍した長宗我部
氏と関連する武将について学びます。

10月2, 9, 16, 23,
31日

南国市立大篠公民館 南国市生涯学習課
南国市生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ①
さわやか健康ウォーキ
ング

自然と親しみながら歩くウォーキング大会です。関門では様々
なゲームが待っており、クリアしながらゴールを目指します。

10月8日 高知大学農学部
南国市・南国市教育委員
会・南国市スポーツ推進委
員連絡協議会

無料
南国市生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ②
50周年並びに新校舎
落成式典

学びの場である学校施設が新たに完成し、創立50周年とあわ
せ生徒、教職員、保護者、地域の方々とともに喜び、これから
の母校の発展を願う式典を行います。

10月20日
南国市立香長中学校体
育館

南国市立香長中学校 無料
南国市立香長中学校
088-863-2460

高知県 南国市 ② 道徳教育参観日
全学級が、５校時に道徳の授業を保護者・地域に公開すること
で、児童・保護者・地域の規範意識の高揚と道徳的実践力の
育成を図ります。

10月23日 南国市立稲生小学校 南国市立稲生小学校 無料
南国市立稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ② 学習参観日 授業参観や親子行事の開催 10月23日 南国市立日章小学校 南国市立日章小学校 無料
南国市立日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ③
次代を担うこどもの文
化芸術体験事業

児童劇団を迎え、芸能に触れる。 10月24日
南国市立岡豊小学校体
育館

文化庁 無料
南国市立岡豊小学校
088-862-0022

高知県 南国市 ②
授業参観
講演会

全学級で、人権学習の参観授業を行います。その後、PTAとし
て、子育て教育講演会を開催します。

10月25日 南国市立国府小学校 南国市立国府小学校 無料
南国市立国府小学校
088-862-0024

高知県 南国市 ②

南国市小中連携学力
向上推進プロジェクト
事業
中学校ブロックアクショ
ンプランによる「キャリ
ア教育講演会」

主体的に行動し、自ら学ぶ力「人間性知能」を伸ばすために何
を大切に学校生活を送るべきか、民間企業の人材育成のプロ
から中学生に向けて講話をしていただきます。校区の小学校
教職員にも参加の案内をします。

10月26日 南国市立香長中学校 南国市立香長中学校 無料
南国市立香長中学校
088-863-2460
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高知県 南国市 ② 合唱コンクール
全校16学級がそれぞれ選んだ合唱曲に取り組み、学級の団
結力や美しいハーモニーを競い合います。当日は参観日とし
て多くの保護者も見に来てくれます。

10月31日 南国市立香長中学校 南国市立香長中学校 無料
南国市立香長中学校
088-863-2460

高知県 南国市 ③ 文化発表会
・代表生徒による英語弁論、意見発表
・吹奏楽部演奏
・合唱コンクール、全校合唱

11月2日
南国市立鳶ヶ池中学校
体育館

南国市立鳶ヶ池中学校 無料
南国市立鳶ヶ池中学
校
088-864-2678

高知県 南国市 ②
第５０回全国小学校社
会科研究協議会研究
大会

「人々の営みに学び、社会を切り拓く力を育てる社会科学習」
を主題に、生活科・社会科の公開授業を行う。

11月9日 南国市立岡豊小学校
全国小学校社会科研究協
議会

南国市立岡豊小学校
088-862-0022

高知県 南国市 ①
第17回つらゆき時代ま
つり

「土佐日記」を著した紀貫之を顕彰するお祭りで、俳句・短歌の
展示や時代行列等を行います。

11月10, 11日　 南国市商工会駐車場他 南国市商工会 無料
南国市商工会
088-864-3073

高知県 南国市 ①
第29回土佐日記門出
のまつり

「土佐日記」を著した紀貫之を顕彰する祭りで、小学生による
土佐日記の朗読や時代行列、俳句の展示等を行います。

11月11日 紀氏邸跡・古今集の庭 国府史跡保存会 無料
南国市生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ① 第18回大湊出港祭
大湊地区は「土佐日記」で紀貫之が立ち寄ったとされる大湊に
想定されており、紀貫之を顕彰し後世に伝えるために開催して
います。

11月11日 南国市後川～大湊公園 大湊史談会 無料
南国市生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ② ふれあい参観日
地域の人材を活用し，地域の文化や，地域の名人から様々な
ことを学ぶ。

11月11日 南国市立久礼田小学校 南国市立久礼田小学校 無料
南国市立久礼田小学
校
088-862-0122

高知県 南国市 ①

土佐藩参勤交代北山
道を遊く『歩き・み・ふれ
る歴史の道』北山道大
会

歴史の道調査によって明らかになった古道を歩きながら、周辺
の史跡・文化財にふれ、地域の歴史文化への理解を深める。

11月11日 大豊町立川番所他
参勤交代北山道保存協議
会

大豊町教育委員会
0887-72-0458

高知県 南国市 ② 学習発表会
児童会の実行委員が中心となって発表会のスローガンや企
画、当日の進行を行う。学年ごとに日ごろの学習活動の成果を
発表する。発表内容は、主に合奏・合唱・オペレッタ等

11月14日
南国市立大篠小学校体
育館

南国市立大篠小学校 無料
南国市立大篠小学校
088-864-2374

高知県 南国市 ③
次代を担うこどもの文
化芸術体験事業「伝統
芸能鑑賞会」

　子どもたちが優れた舞台芸術を鑑賞し、芸術文化団体等に
よる実演指導、ワークショップやコレラの団体路の競演に参加
し、本物の舞台芸術に身近に触れる機会を提供することによ
り、子どもたちの芸術を愛する心を育て豊かな情操を養う事を
目的とする。

11月16日
南国市立長岡小学校体
育館

文化庁 無料
南国市立長岡小学校
088-864-2309

高知県 南国市 ② まほろば学習発表会

各学年の日頃の学習成果を発表します。開かれた学校づくり
推進委員や交通安全パトロール、公民館、史跡保存会など地
域の方を招待し、発表内容・態度・発表の聞き方などについて
評価をしていただきます。

11月17日 南国市立国府小学校 南国市立国府小学校 無料
南国市立国府小学校
088-862-0024

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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高知県 南国市 ② 学習発表会
学校での学習内容を知らせるとともに、学校を保護者・地域に
開く目的で、各学年がそれぞれの学習成果を保護者や地域の
住民に発表する。

11月22日 南国市立三和小学校 南国市立三和小学校 無料
南国市立三和小学校
088-865-8338

高知県 南国市 ② 北陵祭
○弁論コンテスト出場者の弁論発表　　○合唱コンクール
○文化部の発表・活動紹介
○プロ歌手コンサートの視聴

11月23日 南国市立北陵中学校 南国市立北陵中学校 無料
南国市立北陵中学校
088-862-0280

高知県 南国市 ②  南国市教育研究所研究
○公開授業による北陵中学校教育実践の発信（教職員・保護
者・地域への公開）
○研究内容の発表と協議

11月27日 南国市立北陵中学校 南国市立北陵中学校 無料
南国市立北陵中学校
088-862-0280

高知県 南国市 ③ 次代を担うこどもの文化
東京合唱協会を迎え、全校児童で合唱を聞いたり、４年生児
童は共演し、合唱を行う

11月30日
南国市立日章小学校体
育館

文化庁 無料
南国市立日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ①③

『稲生の文化が薫る
日』
第１３回稲生ふれあい
文化祭

保育園児、小学生、中学生、そして地域の方の絵画・陶芸・書・
写真などの作品が並ぶ展示部門と演芸部門が行われます。

11月30日
～12月2日

稲生ふれあい公民館 南国市立稲生小学校 無料
南国市立稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ② 校内合唱コンクール
各学年が課題曲、自由曲を歌うコンクールを行い、当日は参
観日とし、保護者にも参加してもらう。 12月1日

南国市立日章小学校体
育館

南国市立日章小学校 無料
南国市立日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ② 学習発表会
各学年の児童が、創意工夫のある発表内容を考え、取り組
み、日々の学習の成果を地域・保護者に紹介します。

12月2日
南国市立稲生小学校体
育館

南国市立稲生小学校 無料
南国市立稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ② 人権集会（参観日）

  人権尊重を基盤とした教育活動の一部を紹介するとともに、
人権意識の高まりをめざす。
 人権集会で学習発表することに取り組む過程で、仲間意識を
高め、みんなで一つのことを成功させる喜びを味わわせる。

12月3日
南国市立長岡小学校体
育館

南国市立長岡小学校 無料
南国市立長岡小学校
088-864-2309

高知県 南国市 ①
古代ものづくり体験教
室(ガラス玉づくり・銅鏡
づくり)

古代のものづくりを疑似体験することで，当時の人々の生活や
文化に関心と理解を深めます。

10月13日
11月19日
　　　 24日
12月  8日

高知県立埋蔵文化財セ
ンター

高知県立埋蔵文化財セン
ター

無料
http://kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
aibun/

要予約：定員各約10
名
対象者：ガラス玉づく
りは高校生以上、銅
鏡作りは小学生以上
（保護者同伴）

高知県 南国市 ①

発掘調査報告会
「田村北遺跡（南国
市）」
「弘人屋敷跡(高知市)」

近年埋蔵文化財センターが実施した発掘調査の成果につい
て，調査担当者がわかりやすく解説します。

10月20日
12月  1日

高知県立埋蔵文化財セ
ンター

高知県立埋蔵文化財セン
ター

無料
http://kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
aibun/

要予約：定員約40名

高知県 南国市 ①
発掘現場見学会「田村
北遺跡（南国市）」

実際の遺跡発掘現場で調査員が発掘の実際や調査概要を解
説します。

10月24日 南国市田村の発掘現場
高知県立埋蔵文化財セン
ター

無料
http://kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
aibun/

要予約：定員約20名

高知県 南国市 ① 考古学講座「古墳時代の
発掘調査の研究成果を踏まえ，考古学の知識や最近の話題
などについて，地元の遺跡や地域の歴史に触れながら分かり
やすく解説します。

11月17日
高知県立埋蔵文化財セ
ンター

高知県立埋蔵文化財セン
ター

無料
http://kochi-
bunkazaidan.or.jp/~m
aibun/

 要予約：定員約40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



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 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

高知県 仁淀川町 ① 親子で本に親しむ日
○読書に関する講演
○本の読み聞かせ
○本の紹介

10月28日 仁淀川町立中央公民館 仁淀川町教育委員会 無料
仁淀川町教育委員会
0889-35-0019

高知県 仁淀川町 ① 中学生の主張発表会 ○各中学校の代表者が自分の思いを発表する 10月29日 池川コミュニティセンター 青少年健全育成協議会 無料
仁淀川町教育委員会
0889-35-0019

高知県 日高佐川 ② 文化発表会
加茂中学校の生徒による弁論発表、英語暗唱、学級発表、合
唱、展示など学習の成果を発表します。

11月3日
加茂中学校
体育館

加茂中学校 無料
加茂中学校
0889-20-1517

高知県 日高佐川 ③ 加茂展
絵画、書道、手芸、工芸など、加茂地区の保育園児から一般
の方までの作品を展示します。

11月17, 18日
加茂中学校
体育館

加茂地区文化推進協議会 無料
日高村佐川町学校組
合教育委員会
0889-20-1518

高知県 日高佐川 ②
次代を担う子どもの
文化芸術体験事業
（巡回公演事業）

東京合唱協会による合唱やオペレッタなどを予定しています。
一部に、加茂小５年と加茂中２年が参加します。

11月29日 佐川町立桜座 文化庁 無料
加茂中学校
0889-20-1517

高知県 日高村 ②
高知県立日高養護学
校
学習発表会

本校の小学部・中学部・高等部の児童生徒が日頃の学習成果
を発表する。

12月1日 高知県立日高養護学校 高知県立日高養護学校
高知県立日高養護学
校
0889-24-5306

高知県 三原村 ②
三原村保小中合同発
表会

三原村の保育所、小学校、中学校が一堂に会し、日ごろの成
果を発表したり聴き合うことで、お互いの良さを認め合い、成
長し合う。

11月11日 三原中学校体育館

三原保育所
三原小学校
三原中学校
三原村教育委員会三原村

無料
三原村教育委員会
0880-46-2559

高知県 三原村 ②
三原中学校 参観週間
授業公開

保護者や地域の方々に自由に授業を参観あいていただき、本
校生徒の様子を参観していただく。

11月19～22日 三原中学校 三原中学校 無料
三原村立三原中学校
0880-46-2301

高知県 室戸市 ②
学校・家庭・地域連携
の日

・授業公開
・ＰＴＡバザー

11月18日 佐喜浜小学校 佐喜浜小学校 無料
佐喜浜小学校
0887-27-2810

高知県 室戸市 ②
室戸市立羽根小学校
人権の集い

①各学年の発表
②講演会

11月9日
13:45～15:25

羽根小学校
体育館

室戸市立羽根小学校 無料
室戸市立羽根小学校
電話0887-26-1802
hane-@kochinet.ed.jp

高知県 室戸市 ②
東南海大地震における
津波等の避難訓練

○常日頃から地震における避難訓練をすることによって、自分
の命を守るための取るべき行動を学ぶ。

11月7日 室戸岬小学校内 室戸市立室戸岬小学校 無料
室戸岬小学校
0887-22-0331

但し、本校保護者

高知県 室戸市 ②
「志」に関する図書を読
もう週間

○日本文学・世界文学・偉人伝等、本校には名作が数多くあ
る。児童も日ごろからたくさんの読書をしているが、「志」を念頭
においた読書に取り組み、人生観や人として生きるためには、
「努力」が必要であることを学ぶ。

10月29日
～11月9日

室戸岬小学校内 室戸市立室戸岬小学校 無料
室戸岬小学校
0887-22-0331

但し、本校保護者

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54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 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

高知県 室戸市 ② 「郷土料理」を作ろう
○地産地消の観点から、室戸でとれる海産物や農作物を知
り、それらを、室戸特有の調理の仕方で親子で作り、美味しく
食する。1年生児童と保護者を対象に実施する予定。

10月下旬
～11月上旬予定

室戸岬小学校内
室戸市立室戸岬小学校・地
区婦人会等

無料
室戸岬小学校
0887-22-0331

但し、本校保護者

高知県 室戸市 ② 餅つき及び文化的行事
・日曜参観日
・保護者や地域の方々との交流

11月18日 元小学校 元小学校 無料
元小学校
0887-22-0471

高知県 室戸市 ②
室戸市立佐喜浜中学
校
参観日

「総合的な学習の時間」
発表会

11月23日 佐喜浜中学校 佐喜浜中学校 無料

佐喜浜中学校
sakihama-
j@kochinet.ed.jp
0887-24-4100

高知県 室戸市 ② 室戸中学校文化祭
・人権作文の発表や合唱コンクール、吹奏楽部のステージ発
表を予定しています。

11月11日 室戸中学校体育館 室戸中学校 無料
室戸中学校
0887-22-0518

高知県 室戸市 ② 室戸市立羽根中学校
・人権作文の発表や合唱コンクール、合奏、ステージ発表を予
定しています。

11月23日 羽根中学校体育館 羽根中学校 無料
羽根中学校
0887-24-5000

高知県 室戸市 ②
室戸市立吉良川中学
校文化祭

○生徒発表
　・総合的な学習の時間の発表
　・読書感想文発表
  ・音楽発表
○講演・演奏会

11月11日 吉良川中学校体育館 室戸市立吉良川中学校 無料
室戸市立吉良川中学
校
0887-24-5100

高知県 室戸市 ② シロクマ楽団演奏会 ○シロクマ楽団による演奏会 11月19日 吉良川小学校体育館
室戸市立吉良川小・中学校
ＰＴＡ研修部

無料
室戸市立吉良川中学
校
0887-24-5100

高知県 室戸市 ②
「続産業社会と人間」学
年発表会

2年生が春から取り組んできたキャリア教育の成果を発表す
る。

11月22日
室戸高等学校多目的
ホール

高知県立室戸高等学校総
合学科運営部

無料
高知県立室戸高等学
校　0887-22-1155

高知県 室戸市 ②
「産業社会と人間」学年
発表会

１年生が春から取り組んできたキャリア教育の成果を発表す
る。

12月11日
室戸高等学校多目的
ホール

高知県立室戸高等学校総
合学科運営部

無料
高知県立室戸高等学
校　0887-22-1155

高知県 室戸市 ②
「課題研究」最終発表
会

3年生が春から取り組んできたそれぞれの主題に対する研究
の成果を発表する。

12月19日
室戸高等学校多目的
ホール

高知県立室戸高等学校総
合学科運営部

無料
高知県立室戸高等学
校　0887-22-1155

高知県 室戸市 ① ジオパーク探検隊
室戸青少年自然の家に宿泊し、室戸ジオパークについて大地
の成り立ちなどを学習します。

10月27, 28日
室戸青少年自然の家、
室戸ジオパーク

青少年センター
室戸青少年自然の家

http://www.pref.koch
i.lg.jp/soshiki/310405
/
0887-56-0621

対象：小
学4～6年
（40名）

高知県 室戸市他 ① ジオ博士になろう
室戸ジオパーク、伊尾木洞の見学、安田町唐浜での化石採集
を通してジオパークの成り立ちや化石について学習します。

11月23～25日
室戸青少年自然の家、
室戸ジオパーク、安田町
唐浜、青少年センター

青少年センター
室戸青少年自然の家

http://www.pref.koch
i.lg.jp/soshiki/310405
/
0887-56-0621

対象：小
学4～6年
（40名）

高知県 本山町 ① 平成２４年度第３回家庭
保護者を対象にした、年間３回（幼児期編、児童期編、思春期
編）の家庭教育についての講座です。

11月1日
本山町プラチナセンター
ふれあいホール

本山町教育委員会
本山町PTA連合会が共催

無料
本山町教育委員会
0887-76-3913

高知県 本山町 ①②
教育に関する資料の公
表

家庭学習強化週間の取り組みとその結果をHPに掲載し、家庭
学習の重要性を保護者や地域に向けて啓発する。

10月 本山町教育委員会HP 本山町教育委員会 無料
本山町教育委員会
0887-76-3913

高知県 安田町 ②
中芸高校教育フォーラ
ム（仮称）

講師：国立特別支援教育総合研究所総括研究員　梅田真理
氏
　授業実践発表と講演

11月30日
安田町文化センター（予
定）

高知県立中芸高等学校 無料
高知県立中芸高等学
校     0889-38-2914

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54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 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

高知県 梼原町 ① 高知大学公開講座
町内一般の方を対象に生涯学習として高知大学と連携し公開
講座を開催、内容は未定

10月3日 ゆすはら・夢・未来館 梼原町教育委員会 無料
梼原町教育委員会
0889-65-1350

定員40名

高知県 梼原町 ① 高知大学公開講座
町内一般の方を対象に生涯学習として高知大学と連携し公開
講座を開催、内容は未定

11月7日 ゆすはら・夢・未来館 梼原町教育委員会 無料
梼原町教育委員会
0889-65-1350

定員40名

高知県 梼原町 ① 高知大学公開講座
町内一般の方を対象に生涯学習として高知大学と連携し公開
講座を開催、内容は未定

11月28日 ゆすはら・夢・未来館 梼原町教育委員会 無料
梼原町教育委員会
0889-65-1350

定員40名

高知県 梼原町 ②
中学校学習発表会
（ウェルカムコンサート）

総合的な学習の時間に学習の内容の発表、意見発表、合唱コ
ンクール

11月10日 梼原中学校体育館 梼原中学校 無料
梼原中学校
0889-65-0108

高知県 梼原町 ①② 開校記念講演会
本校の開校を記念し、卒業生等に協力をいただき、講演会を
開催する。

11月22日
高知県立
梼原高等学校

高知県立
梼原高等学校

無料
高知県立梼原高等学
校
0889-65-0181

高知県 梼原町 ② 人権教育活動発表会
リトアニア研修（8月実施：生徒２名参加）で行った「杉原千畝」
に関する学習活動の成果を報告する。

10月中～下旬
高知県立
梼原高等学校

高知県立
梼原高等学校

無料
高知県立梼原高等学
校
0889-65-0181

新規

高知県 室戸市 ① ジオパーク探検隊
室戸ジオパークという貴重な地質遺産を通して、大地の成り立
ちを知り、自然と人間との関わりを食生活や産業、歴史などの
観点から理解することを目的とする事業です。

10月27日 ～
10月28日

国立室戸青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

高知県 － ①②
教育に関する資料の公
表

県内の教育関連データ等の現状をお示しし、広く県民の皆様
に知っていただき、個人や家庭などで教育について考えていた
だくためのきっかけをつくる。

11月1日 高知新聞
高知県教育委員会
教育政策課

無料
高知県教育委員会
教育政策課
088-823-4568
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