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鹿角市 ③ 「音楽の絵本」コンサート
大人から子供まで楽しめる芸術鑑賞の機会を提供し、芸術文化振興を図
ります。

10月22日 スポーツセンター 鹿角市教育委員会
鹿角市教育委員会
生涯学習課
 0186-30-0293

鹿角市 ② 第26回鹿角音楽祭
一般公開で鹿角市郡小・中学校児童・生徒による合唱や楽器演奏を行い
ます。

11月3日
鹿角市交流
センター

鹿角市教育委員会 無料
鹿角市教育委員会
総務学事課
 0186-30-0291

鹿角市 ③
金沢平、安保克則ふるさとコン
サート　パート２（仮称）

優れた芸術鑑賞の機会を広く提供し、芸術文化振興を図ります。 11月12日
鹿角市交流
センター

鹿角市教育委員会
鹿角市教育委員会
生涯学習課
 0186-30-0294

鹿角市 ③ 鹿角音楽コンサート（仮称） 優れた芸術鑑賞の機会を広く提供し、芸術文化振興を図ります。 11月13日 スポーツセンター 鹿角市教育委員会
鹿角市教育委員会
生涯学習課
 0186-30-0294

鹿角市 ③ 縄文夜学
北東北を代表する縄文遺跡などについて、地元講師を招き講話を行いま
す。

11月17日
大湯ストーン
サークル館

鹿角市教育委員会 無料
大湯ストーンサークル館
0186-37-3822

鹿角市 ① サタちびっ
子ども達の放課後の居場所づくりとして、交流・体験活動イベントを開催し
ます。

11月19日
花輪市民
センター

鹿角市教育委員会・
花輪市民センター

無料
鹿角市教育委員会
生涯学習課
 0186-30-0293

鹿角市 ③ 文化講演会
市民が広く知識や教養、見聞を広げる学習機会と潤いのある生活を送る
為、講演会を開催します。

11月19日
鹿角市交流
センター

鹿角市教育委員会 無料
鹿角市教育委員会
生涯学習課
 0186-30-0293

鹿角市 ①
全国ジュニアサマーノルディックス
キー大会ＩＮ鹿角

全国のジュニア選手が憧れるサマーノルディックスキーの拠点としての地
位を確立し、スポーツ振興交流人口の拡大、地域の活性化を図ります。

10月28日～30日
花輪スキー場、花
輪商店街特設会場

鹿角市教育委員会
鹿角市教育委員会
スポーツ振興課 0186-30-0297

鹿角市 ② 体育祭
強歩大会、十高祭とならぶ、本校三大行事の一つで、一昨年から10月に
実施しています。

10月21日 十和田高校 十和田高校 無料 ０１８６－３５－２０６２

鹿角市 ② 薬物乱用防止教室 警察署員から薬物乱用防止に関する講話をしていただく予定です。 11月17日 十和田高校 十和田高校 無料 ０１８６－３５－２０６２

小坂町 ② マラソン記録会 学年ごとのマラソン記録会です。 10月27日 陸上競技場他 小坂小学校 無料 0186-29-2422

小坂町 ② 産業教育連絡協議会
地域の企業の方に本校をこれまで以上に理解していただくため、授業参
観や産業教育に関します協議会を実施します。

10月26日 小坂高校 小坂高校 無料 0186-29-3065

大館市 ① 高校生乳児ふれあい体験事業
保育所を活用して、高校生と乳児のふれあいを実施し、命の尊さを学びま
す。

10月23日 有浦保育園 秋田県教育委員会 無料 018-860-5126

大館市 ① 子どもハイキングくらぶ６ 鳳凰山を登山します（往復５時間のハイキング）。 10月22日 大館少年自然の家 大館少年自然の家 http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/
対象：小学生及び
保護者

大館市 ① 秋のスターウォッチング 秋の星座のお話や野外での星空を観望します。 10月21日, 22日 大館少年自然の家 大館少年自然の家 無料 http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/ 誰でも参加可

大館市 ③ 「ふるさと秋田」縦断講演会
講師に元国立科学科学博物館教育室長の小原巌氏を招いて講演会を開
催します。

10月22日
大館市立
中央公民館

放送大学秋田学習センター 無料 018-831-1997

大館市 ② 大学祭 学科催事、研究発表、模擬店等を行います。 10月29日, 30日 秋田看護福祉大学 秋田看護福祉大学 無料 http://www.well.ac.jp

大館市 ① 産業教育展(大館圏域産業祭)
ものづくりの楽しさ、大切さ及び職業意識の涵養を目的に大館市内の教
育機関が一体となったキャリア教育の取組みです。

10月29日, 30日 大舘樹海ドーム
おおだて発　人間力創造　コ
ンソーシアム

無料 0186-42-5700

大館市 ② 城西ふれあいフェスティバル 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月17日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

大館市 ② やませっ子発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月17日 山瀬小学校 山瀬小学校 無料 0186-54-3036

大館市 ② 学芸会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月23日 有浦小学校 有浦小学校 無料 0186-43-2834

大館市 ② 新入生体験入学 本校に入学する小学校6年生を招待します。 10月24日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

大館市 ② なべっこ 地域の方々と郷土料理きりたんぽを作ります。 10月25日 第二中学校 第二中学校 無料 0186-48-2935

大館市 ② 子ども人権デーの集い 人権作文の優秀作品の発表会を行います。 11月7日 第一中学校
秋田県人権啓発活動
ネットワーク協議会

無料 0186-42-4177

大館市 ③
次代を担う子どもの文化芸術体験
事業

落語鑑賞を行います。 11月14日 雪沢小学校 雪沢小学校 無料 0186-50-2038

大館市 ② 保・小・中・公合同研修会 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月14日 川口小学校 下川沿中学校 無料 simochu@hyper.ocn.ne.jp

大館市 ② ふれあい感謝集会 ふるさと学習の成果の発表と地域の外部講師への感謝の会を行います。 11月15日 大葛小学校 大葛小学校 無料 0186-57-2003

大館市 ② おいＤＡＹ 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月17日 早口小学校 早口小学校 無料 0186-54-3034

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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大館市 ② 創立記念集会 地域の方への感謝の会と白瀬矗南極探検講話を行います。 11月17日

西館小学校・白瀬
南極探検隊１００周
年記念プロジェクト
実行委員会

西館小学校 無料 0186-55-0324

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 10月14日～18日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月16日～18日 桂城小学校 桂城小学校 無料 0186-42-2262

大館市 ② みんなの登校日
ふれあい集会、授業参観、食に関する学校保健委員会、各学年毎の地
域の方々との交流学習を行います。

11月1日～3日 大館市立南小学校 大館市立南小学校 0186-49-5518

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 10月17日～23日 有浦小学校 有浦小学校 無料 0186-43-2834

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月1日～3日 釈迦内小学校 釈迦内小学校 無料 0186-48-2934

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。
10月31日～

11月4日
花岡小学校 花岡小学校 無料 0186-46-1615

大館市 ② 学校開放週間 保護者や地域住民への学校公開を行います。
10月3日～9日

10月22日
比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月14日～18日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月2日 矢立中学校 矢立中学校 無料 0186-46-3019

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月14日 川口小学校 川口小学校 無料 0186-42-9762

大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月24日, 25日 上川沿小学校 上川沿小学校 無料 0186-49-6155

大館市 ②④ 社会科研究発表会
夏休みを利用して取り組んだ個人研究またはグループ研究を学年別に発
表会を行います。

11月6日 有浦小学校 大北社会科研究協議会 無料 ７８－２１０７

大館市 ②④ 理科研究発表会
夏休みを利用して取り組んだ個人研究またはグループ研究を学年別に発
表会を行います。

11月20日 有浦小学校 大北理科研究協議会 無料 ７８－２１０７

大館市 ①③ 松下村塾カルチャースクール 「仏教講話」をテーマに講座を実施します。 11月12日 鳳鳴記念館
大館鳳鳴高等学校
教育振興会

無料  ０１８６－４２－０００２

大館市 ② 修学旅行
2年生全員が京都・奈良・大阪の歴史的建造物等を訪問したり、京都市内
をの判別自主研修を行います。

10月14日～17日 京都・奈良・大阪 大館桂高等学校 0186-49-1010
2年生全員113名
参加予定

大館市 ② 1年薬物乱用防止教室 薬物乱用の現状や影響について講師を招いて講演等を行います。 10月20日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 無料 0186-49-1010
1年生全員110名
参加予定

大館市 ② 第2回交通安全教室
地元警察署から講師を招き、交通事故の現状や原因を学び、交通事故に
遭わない方法を会得し、交通安全に対する意識を高めます。

10月27日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 無料 0186-49-1010
全校生徒322名
参加予定

大館市 ② ＰＴＡ研修旅行
保護者と教員が研修旅行に参加し、教育や社会に関して研修を深めま
す。

10月29日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 0186-49-1010 参加者数は未定

大館市 ② 後期生徒会任命式 生徒会選挙で選ばれた生徒会役員に校長より任命書をわたします。 11月1日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 無料 0186-49-1010
新役員と管理職、
特別活動部担当
者が出席予定

大館市 ② 校門指導
朝の登校時に校門において挨拶を交わしたり整容指導をしたりします。生
徒と職員が分担して行います。

11月7日～11日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 無料 0186-49-1010 全校生徒対象

大館市 ② スキー部壮行会 本格的に冬の大会が始まるスキー部の活躍を祈念し、激励します。 11月10日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 無料 0186-49-1010 全校生徒で激励

大館市 ② 1年保健講話
講師を招いて、発達段階に応じて、生き方や性についての講話を行いま
す。

11月17日 大館桂高等学校 大館桂高等学校 無料 0186-49-1010
1年生全員110名
参加予定

大館市 ② 館工祭（文化祭）
本校教育活動の成果を公開します。クラス展示、壁新聞、各科の展示、
古本市、ステージ発表等を開催します。中学生ロボット競技大会も同時開
催します。

11月20日 大館工業高校 大館工業高校生徒会 無料
生徒会担当
永井　浩仁
0186-46-2833

大館市 ② 第21回大館圏域産業祭
地域の産業祭において、県内工業高校生による課題ロボット競技、研究
発表大会を開催します。また、ものづくりの展示コーナーも実施します。

10月29日, 30日 大館樹海ドーム 大館市産業部 無料
機械科
明珍　善幸
0186-46-2833

大館市 ② KJ祭 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月30日
大館国際情報学院
中学校

大館国際情報学院中学校 無料 0186-50-6090

大館市 ② 大学祭 秋田看護福祉大学で行われる文化祭です。 10月29日、30日
秋田看護
福祉大学

学校法人ノースアジア大学 無料 0186-45-1719

大館市 ①
弘前大学大学院医学研究科「健
康・医療講演会」

近隣医療機関等と協力し，一般の方を対象に「高齢化社会を迎えて」を
テーマに講演会を行います。

10月29日
ホテルクラウンパレ
ス秋北

国立大学法人弘前大学（大
学院医学研究科）

無料   弘前大学医学研究科総務グループ（総務担当）0172-33-5111（内線6464）
共催：大館市立
総合病院

北秋田市 ③ 浜辺の歌音楽祭
北秋田市出身の音楽家成田為三の音楽活動顕彰事業を引継、音楽教育
の活性化や情操教育の充実を図る音楽祭です。

11月3日 北秋田市文化会館 音楽祭実行委員会 無料 北秋田市教育委員会生涯学習課(0186-62-6618)

北秋田市 ③ 北秋田市文化祭
市民団体に文化芸術活動及び公民館活動等に発表・鑑賞の場を提供
し、芸術文化の普及振興を図る文化祭です。

10月22日～24日
北秋田市文化会館
合川体育館
合川公民館

文化祭実行委員会 無料 北秋田市教育委員会生涯学習課(0186-62-6618)

北秋田市 ① 北秋田市ながなわとび大会
生涯スポーツの一環として、地域の子どもから大人までが参加し、世代間
交流を通じて健康づくりを学ぶ大会とします。

11月中 合川体育館 北秋田市体育指導委員会 無料 北秋田市教育委員会スポーツ振興課　0186-62-3800

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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北秋田市 ① 北秋田地区少年防犯弁論大会 北秋田・上小阿仁地区の中高生による防犯弁論大会を行います。 11月1日
北秋田市立合川中
学校

森吉地区青少年
保護育成委員会

無料 ６２－１２４５ 　

北秋田市 ③ 浜辺の歌音楽祭
旧森吉町出身の作曲家成田為三の楽曲を選択し、各校の児童生徒や各
団体が合唱発表を行います。

11月3日 北秋田市文化会館 北秋田市教育委員会 無料 ６２－６６１６

北秋田市 ② 北鷹の恵み即売会 秋田北鷹高校で収穫した農産物を販売します。 10月21日 秋田北鷹高校 秋田北鷹高校 秋田北鷹高校

上小阿仁
村

② こあに発表会
「総合的な学習の時間」で学んだことを各自がレポートにまとめ、全校で
発表会を行います。

11月2日 上小阿仁中学校 上小阿仁中学校 無料 ７７－２０４８

上小阿仁
村

② 全校読み聞かせ会
地域の読み聞かせボランティアグループの協力を得て，学年毎にそれぞ
れに合った本の読み聞かせ会を行います。

11月11日 上小阿仁小学校 上小阿仁小学校 無料 ７７－２０３８

能代市 ①
秋田大学・秋田県立大学・国際教
養大学　3大学連携事業　in　能代
(仮)

能代市民向け後援会等を3大学が連携して行います。 11月5日 能代市中央公民館
国立大学法人秋田大学、公
立大学法人大学、公立大学
法人国際教養大学

無料 http://www.pcix.akita-u.ac.jp/public/pu_exhibition.html

能代市 ② なべっこ･マラソン大会 マラソン大会終了後、なべっこを実施します。 10月18日
五小グラウンド・周
辺

第五小 無料 0185(58)2178

能代市 ② 空き瓶・空き缶回収
事前に地域住民・保護者等に空き缶・空き缶の回収を呼び掛け当日生徒
が回収します。収益は福祉団体へ寄付をします。

10月21日 能代二中学区域 能代二中 無料 ０１８５（５２）５１３８

能代市 ② 四小会 元第四小学校職員を新校舎に招きます。 10月21日 四小校舎 第四小 無料 0185(52)3239

能代市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を、劇や呼びかけなど表現方法を工夫して、保護者や地
域住民を招いて発表します。

10月22日 常盤小体育館 常盤小 無料 0185-59-2004

能代市 ② 学習発表会 学習の成果及び伝統芸能の発表を行います。 10月23日 崇徳小 崇徳小 無料 0185-58-5004

能代市 ② ＰＴＡ研修会
キャリア教育をテーマに、卒業生を招いて職業についての講話や交流を
行います。ＰＴＡ会員及び全校生徒が参加します。

10月30日 二ツ井中体育館 ＰＴＡ研修部 無料 0185(73)2711

能代市 ② 音翔会
本校の伝統である合唱を地域の方々へ披露の場とします。また、地域の
アマチュア音楽家を招き音楽活動を通した交流の場とします。

11月3日 能代南中 能代南中 無料 0185-52-6152

能代市 ②
地域から学ぶ集会 地域ゲストを講師として招いて伝統文化体験を行い、伝授していただいた

ことを発表し、祖父母と触れ合います。
11月4日 常盤中体育館等 常盤中 無料 0185（59）2005

能代市 ② 地域から学ぶ集会「常小秋祭り」
祖父母を先生役として招き.縄をなう体験活動後、一緒になべっこ会を行
い、祖父母との交流を深めます。

11月4日 常盤小体育館 常盤小・中 無料 0185-59-2004

能代市 ① ＰＴＡ講演会 食育に関する保護者及び中３生への啓発活動を行います。 11月6日 東雲中 ＰＴＡ研修部 無料 0185-52-5119

能代市 ② 学習発表会 保護者や地域住民に学習の成果を発表。 11月6日 五小体育館 第五小 無料 0185(58)2178

能代市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 11月6日 浅内小体育館 浅内小 無料 0185-52-4715

能代市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に、これまでの学習の成果を、劇や呼びかけなど表
現方法を工夫して発表します。

11月6日 二ツ井小体育館 二ツ井小 無料 0185(73)2341

能代市 ② そば祭り
地域の特産品（そば）作りを体験します。
地域やその他たくさんの方々と交流したり、学習の成果を発表したりしま
す。

11月6日 鶴形小
まちづくり協議会
鶴形小

無料  0185(58)4448（渡辺）0185(58)3480（学校）

能代市 ② 四小祭 学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 11月6日 四小体育館 第四小 無料 0185(52)3239

能代市 ② 植樹集会
常盤かがやき隊支援本部の協力を得て、地域に植樹する体験を通して常
盤の里山づくりの輪を広げる。

11月7日 常盤毘沙門広場 常盤小 無料 0185-59-2004

能代市 ② 総合学習発表会

総合的な学習の時間での調査、体験等について、各学年の代表生徒が
発表します。
当日は、小学校６年生を招き、小学生による授業参観を行い、発表会にも
２校からの発表も予定しています。

11月9日
能代東中
体育館

能代東中 無料 ０１８５（５８）３０５０

能代市 ② ふれあい集会
保護者や祖父母と一緒に昔の遊び等の活動を行いながら、楽しく交流を
深める。

11月10日 竹生小体育館 竹生小 無料 ０１８５（８９）１３４３

能代市 ② ＪＡＸＡ講演会（仮称）
最先端技術に触れる本校の理科授業のまとめの発表及び能代ロケット実
験場にちなんだ最先端ロケット技術に関する講演会に行います。

11月11日 能代南中 能代南中 無料 0185-52-6152
日程変更の場合
もあり

能代市 ② お話会 地域の方、児童、保護者の読み聞かせ会を行います。 11月12日 四小図書館 第四小 無料 0185(52)3239
放課後子ども教
室

能代市 ② 実技講習会 PTAによる教育講習会を実施します。 11月12日 崇徳小 崇徳小PTA 無料 0185-58-5004

能代市 ② そば試食会
ＰＴＡ研修部主催の行事で、春にそばの種まきをし、その後の刈り取り･脱
穀･もみすりを体験し、最後に試食会という一連の行事でした。

11月13日 五小 第五小ＰＴＡ研修部 無料 0185(58)2178

能代市 ② 芸術鑑賞教室
子どものための優れた舞台芸術体験事業ミュージカル「霧のむこうのふし
ぎな町」に５年生参加・全校で鑑賞します。

11月16日 浅内小体育館 浅内小 無料 0185-52-4715

能代市 ② 自由参観日
子どもたちの学校生活の様子や教育活動全般について理解を深めてい
ただきます。

11月17日 向能代小 向能代小 無料 0185(52)6249

能代市 ② 校内マラソン大会 全校児童による学年別のマラソン大会です。 10月中旬 崇徳小 崇徳小 無料 0185-58-5004

能代市 ③ 校長講話
のしろの百人①「能代の成り立ち」について、校長が公開講話を行いま
す。

10月下旬 能代一中体育館 能代一中 無料 0185-52-2227

能代市 ② フリー授業参観 みんなの登校日の初日及びフリー授業参観を実施します。 11月7日～11日 東雲中 東雲中 無料 0185-52-5119

能代市 ③ 出前美術館 県立近代美術館の作品を校内で鑑賞し、身近で芸術文化に親しみます。
11月6日・
11月10日

二ツ井小 二ツ井小 無料 0185(73)2341

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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能代市 ③ 校長講話
のしろの百人②「能代を創った人々」について、校長が公開講話を行いま
す。

11月上旬 能代一中体育館 能代一中 無料 0185-52-2227

能代市 ② 第47回二高祭
学習活動や部活動の成果を発表します。HRデコ、壁新聞、バザー、モザ
イクアート等を予定しています。２日目が一般公開です。

10月22日, 23日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料 二ツ井高校特活部

能代市 ② 進路講演会 進路に対する意識を高めるため、著名人による講演会を企画しました。 10月17日 能代市文化会館 能代高等学校 無料 能代高校・(代)0185(54)2230
対象は本校生
徒・保護者・職員
となります

能代市 ② 金勇見学会
能代市の文化財である旧「金勇」を見学し、木材産業の豊かさが支えた当
時の文化の高さに触れます。

11月9日 金勇 能代北高校 無料 http://www.nosirokita-h.akita-pref.ed.jp
能代商高と合同
実施　非公開

能代市 ② 能工フォーラム
地域住民やＰＴＡ、生徒、職員が一堂に会し話し合いを行います。今回の
テーマは「高校生ができるボランティア～震災復興に向けて～」です。

11月8日 本校大会議室 能代工業高校 無料 http://www.noshitech-h.akita-pref.ed.jp/

能代市 ②
みんなの登校日
「能養祭」

一般授業を公開します。最終日は（１０／２９）は「能養祭」(学習発表会)が
あります。

10月24日～29日 能代養護学校 能代養護学校 無料  能代市真壁地字トトメキ沢１３５０１８５－５５－０６９１

三種町 ② 全校サツマイモ掘り
学校支援地域本部のボランティアの方々と全校児童、金岡保育園年長児
と一緒にサツマイモ掘りを行います。

10月18日
金岡小
学校農園

金岡小学校 無料  金岡小学校0185-83-2210

三種町 ② クリーンアップ・ナベッコ
学校周辺や通学路のクリーンアップを行い、終了後は学年の班ごとのナ
ベッコを行います。

10月21日
八竜中周辺・
グラウンド

八竜中学校 無料  八竜中学校0185-85-2225

三種町 ② 性教育講座
医師を講師に迎え、性について正しく認識し、よりよい社会の一員となるこ
とを目的とします。

10月25日 琴丘中学校 学校行事 無料  琴丘中学校0185-87-2514

三種町 ② ふれあい焼き芋会
学校支援地域本部のボランティアの方々と全校児童、金岡保育園年長児
と一緒に収穫したサツマイモを焼き芋にして会食し、触れ合いを深めま
す

10月26日
金岡小
体育館

金岡小学校 無料  金岡小学校0185-83-2210

三種町 ① みたねタイム（校外学習）
キャリア教育の一環として、町内の施設を訪問し、奉仕体験や社会福祉
活動を実施することで、よりよい勤労観、職業観を身に付けます。

10月28日 町内３地区
学校行事
（総合学習）

無料  琴丘中学校0185-87-2514

三種町 ② 総合学習発表会 職場体験、福祉体験の学習発表を行います。 11月2日 山本中学校 山本中学校 無料

三種町 ② 総合的な学習の時間全校発表会
各学年の総合的な学習の時間の学習内容を学年代表が発表します。湖
北・浜口小学校６年生を招待します。

11月2日
八竜中
体育館

八竜中学校 無料  八竜中学校0185-85-2225

三種町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を家族や地域の一人暮らしの老人に披露します。 11月6日 琴丘小学校 琴丘小学校 無料  琴丘小学校0185-87-2014

三種町 ② 学習発表会 保護者・地域の方々を招いて、劇や歌唱等発表します。 11月6日
森岳小
体育館

森岳小学校 無料  森岳小学校0185-83-2405

三種町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を、呼びかけや劇など表現方法を工夫し、保護者や地
域住民に発表します。

11月6日
金岡小
体育館

金岡小学校 無料  金岡小学校0185-83-2210

三種町 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月6日
浜口小
体育館

浜口小学校 無料  浜口小学校0185-85-2122

三種町 ② 学習発表会 学習したことを表現活動を中心として発表します。 11月6日 湖北小学校 湖北小学校 無料  湖北小学校0185-85-3120

三種町 ② ふれあいＰＴＡ 学習発表会や餅つきを行います。 11月6日 学校体育館 下岩川小学校 無料  下岩川小学校0185-84-2201

三種町 ② 芸術鑑賞教室
劇団「うりんこ」による劇「パイレーツ・オブ・花山田小学校」を全校児童が
鑑賞し、本物の舞台芸術に触れる機会とします。

11月15日
金岡小
体育館

金岡小学校 無料  金岡小学校0185-83-2210

三種町 ① 人権教育学習
人権擁護委員を講師に招き、道徳教育の一環として人権について学習し
ます。

10月～11月の1日 琴丘中学校
学校行事
（道徳の時間）

無料  琴丘中学校0185-87-2514

三種町 ② 杉の子読書会 学校支援ボランテイアによる読み聞かせをします。
10月21日
11月　9日

下岩川小学校 下岩川小学校 無料  下岩川小学校0185-84-2201

三種町 ③ 町民文化祭 学習した作品の展示を含め、吹奏楽演奏を町民に披露します。 10月22日, 23日 三種町商工観光交流課

三種町 ② スピーチ集会 学年1名が日頃の思いを全校の前で発表します。
10月26日
11月30日

学校体育館 下岩川小学校 無料  下岩川小学校0185-84-2201

三種町 ② ＰＴＡ授業参観・ＰＴＡ球技大会 午前中授業参観を行い、午後から球技大会を行います。 11月20日予定 八竜中学校 八竜中学校 無料  八竜中学校0185-85-2225

三種町 ② 自由参観日 保護者・地域住民対象の自由参観日です。 末尾に３のつく日 湖北小学校 湖北小学校 無料  湖北小学校0185-85-3120

八峰町 ③ 八峰町民文化祭 演芸発表及び書道、華道、絵画、写真、趣味作成品を展示します。 11月5日～10日 八峰町公民館 生涯学習課 無料 ０１８５－７６－２３２３

藤里町 ② スクールサポーター会議
スクールサポーター（学校評議員）による授業参観・授業評価を実施し、
評価・提言をいただくことにより、学校の教育活動を高める機会とします。

11月8日 藤里小学校 藤里小学校 無料 藤里小学校

藤里町 ② 藤里フェア 藤里町の紹介・特産品の販売、郷土芸能発表、合唱発表.を行います。 11月8日 イオン秋田 藤里中学校 0185-79-2024

藤里町 ② 藤小にぎわいＤａｙ
児童の学習活動の様子を広く地域の方々にご覧いただくことにより、教育
への関心を高め、理解を深める機会とします。

11月8日, 9日 藤里小学校 藤里小学校 無料 藤里小学校

藤里町 ② 命を大切にする教室

本校では毎年、児童に「命の大切さ」を伝える講座や授業を実施していま
す。今年度も学校保健委員会で、生命の誕生に立ち会う助産師を講師と
して生命誕生の神秘や命の大切さを伝えていただき、児童と保護者、地
域の方々でともに「命」を考えます。

11月中旬 藤里小学校 藤里小学校 無料 藤里小学校

男鹿市 ①② 性教育講座 性の正しい知識を身に付けます。 10月18日 潟西中学校 県保健体育課 無料 0185-46-2330

男鹿市 ② 男鹿南中学校区公開研究会 公開授業、講演会、パネルディスカッションを行います。 10月21日
船川第一小学校，
船川南小学校，
男鹿南中学校

男鹿市教育委員会 無料 http://www2.namahage.ne.jp/~funaichi/index.html 

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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男鹿市 ② 五里合っ子フェスティバル 日常の学習の成果を家族や地域に公開します。 10月22日 五里合小学校 五里合小学校 無料 0185-34-2410

男鹿市 ② 学習発表会 日常の学習成果を保護者・地域の方々に発表します。 10月22日 野石小学校 野石小学校 無料 0185-47-2050

男鹿市 ②
学習発表会，創立10周年記念式
典

全校合唱や学年の発表・作品等を保護者・地域の方々に披露しますこと
で学校教育への関心・理解を深める機会とします。また、創立10周年の
節目の年を祝い、保護者・地域の方々を招き、記念式典を実施します。

10月22日 北陽小学校
北陽小学校  創立10周年
記念事業実行委員会

無料 0185-33-2440

男鹿市 ①② 薬物乱用防止教室 薬物乱用防止について学びます。 10月26日 潟西中学校 県保健体育課 無料 0185-46-2331

男鹿市 ① 祖父母参観日 祖父母が子どもたちの授業の様子を自由に参観します。 10月28日 船越小学校 船越小学校 無料  fkoshi06@namahage.ne.jp  ０１８５－３５－２７４０

男鹿市 ② 男鹿市小中音楽祭 男鹿市内各小中学校が一同に会して音楽を発表します。 10月29日 男鹿市民文化会館 男鹿市校長会 無料 0185-24-2380

男鹿市 ① みんなの登校日
地域や保護者に学校を開放し、授業や子どもの様子を見てもらうことを通
して、学校への関心と理解を深めてもらう機会とします。

10月29日 脇本第一小学校 脇本第一小学校 無料 0185-25-2215

男鹿市 ② 学習発表会
日頃の学習や表現活動の成果を家庭や保育園・地域の方に発表し、学
校の教育活動への理解を深めてもらう機会にします。

11月5日 払戸小学校 払戸小学校 無料 0185-46-2510

男鹿市 ①
第１５回男鹿市ちびっこスポーツ
の集い

市内スポーツ少年団がスポーツ・レクレーションを通じて、相互の親睦と団
員の健全育成を図る。

11月5日 男鹿市総合体育館
教育委員会生涯学習課
スポーツ振興班

無料 市教育委員会    スポーツ振興班0185-46-4120

男鹿市 ② 読み聞かせ会
外部講師による絵本の読み聞かせを、昼の読書タイムに各教室で行いま
す。

11月10日 払戸小学校 払戸小学校 無料 0185-46-2510

男鹿市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月12日 船川第一小学校 船川第一小学校 無料 http://www2.namahage.ne.jp/~funaichi/index.html

男鹿市 ② 収穫祭
５年生が育てたお米を調理して、保護者や地域の方々と一緒に収穫感謝
祭を行います。

11月16日 船川第一小学校 船川第一小学校 無料 http://www2.namahage.ne.jp/~funaichi/index.html

男鹿市 ②
国際教養大学留学生と児童の交
流会

児童が外国語に慣れ親しみ、異文化に触れる機会としますため、国際教
養大学留学生と児童がゲームなどを通して交流します。

11月16日 野石小学校 野石小学校 無料 0185-47-2050

男鹿市 ② 舞台芸術体験教室
一流の文化芸術団体による舞台芸術公演を行い、優れた舞台芸術を鑑
賞する機会を持つとともに、実演に参加することで発想力やコミュニケー
ション能力の向上を図ります。

11月17日 鵜木小学校 文化庁文化部芸術文化課 無料 http://www11.ocn.ne.jp/~unokies/

男鹿市 ② 性教育講座
生徒・保護者を対象に、産婦人科医を招いて「心とからだ」をテーマに男
女の性の違いについて学びます。

10月(未定)
男鹿東中学校
体育館

男鹿東中学校 無料  男鹿東中学校0185-25-3215 期日は未定

男鹿市 ② 春日井市訪問交流学習会
交流学習会を通して、改めてふるさとについて考えを深めることができる
ようにします。集団生活や他地域の人々とのふれ合いの中で、心豊かな
子どもたちを育成します。

10月14日～10月17
日

愛知県春日井市 教育委員会学校教育課 市教育委員会学校教育課     0185-46-4108

男鹿市 ② 避難訓練
不審者対応について、生徒・職員が基本的な対応の仕方について訓練し
ます。

11月
男鹿東中学校
体育館

男鹿東中学校 無料  男鹿東中学校0185-25-3216 期日は未定

男鹿市 ② フリー参観
学校や児童への理解を深めるため、保護者や地域住民の方々が自由に
校内を参観します。

11月11日, 14日, 15
日

野石小学校 野石小学校 無料 0185-47-2050

男鹿市 ② 学校祭 HRﾃﾞｺや各科の展示・実演を通して工業高校の学習成果を紹介します。 10月30日 男鹿工業高校 男鹿工業高校 無料 男鹿工業高校　0185-35-3111

男鹿市 ② 朝のあいさつ運動 保護者が生徒の代表者とともに昇降口前であいさつ運動を展開します。 10月１8日～20日
男鹿工業高校
昇降口

男鹿工業高校 無料 男鹿工業高校　0185-35-3111

男鹿市 ② 産業教育連絡協議会
授業参観や施設見学により、専門教育の内容や人材育成の在り方につ
いて意見交換を行います。

11月予定 男鹿工業高校 男鹿工業高校 無料 男鹿工業高校　0185-35-3111

潟上市 ② キャリア教育推進フォーラム
本件のキャリア教育の実践発表及びシンポジストと参加者との意見交換
を行い、今後のキャリア教育をオール秋田で推進するムードを醸成する事
業です

10月31日 総合教育センター
県教委、秋田市教委、
潟上市教委

無料   義務教育課指導班018-860-5147

潟上市 ② 1年思春期保健講座
講座を通し自己や他者を大切にすることや、市と学校保健との連携を深
めることを目的とします。

10月18日 天王中学校 潟上市天王保健センター 無料 018-878-2222

潟上市 ② 1年職場訪問学習
秋田市内の様々な職場を訪問し、進路選択の動機づけとすることをを目
的とします。

10月19日 秋田市内 天王中学校 無料 018-878-2222

潟上市 ② ３年高齢者理解の学習会
福祉関係者を学校に招き講話していただくことで、高齢者への理解を深
めることを目的とします。

10月21日 天王中学校 天王中学校 無料 018-878-2222

潟上市 ③ 潟上市音楽祭 音楽を通じて、市民が交流し、芸術文化に対する意識を高めます。 10月22日 羽城中学校体育館 潟上市教育委員会 無料  生涯学習課　877-7805

潟上市 ③ 潟上市文化講演会
市民の新しい文化の創造を目指し、参加者の文化意識と教養を高めま
す

10月23日 天王公民館 潟上市教育委員会 無料  天王公民館　878-4111

潟上市 ② 学習発表会
学習やクラブ活動の成果の発表を通じて、保護者や地域住民との連携を
深めます。

10月29日
天王小学校
体育館

天王小学校 無料 018-878-2201

潟上市 ② 学習発表会 学習成果の発表を通して、地域住民との連携を深めます。 10月29日
大久保小学校
体育館

大久保小学校 無料 018-877-2068

潟上市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に、日ごろの学習成果を発表します。 10月29日
飯田川小学校
体育館

飯田川小学校 無料 018-877-2033

潟上市 ② 学習発表会
学習の成果の発表を通して、教育活動への理解と、保護者や地域住民と
の連携を深めます。

10月30日 豊川小学校 豊川小学校 無料 018-877-2056

潟上市 ② ＰＴＡビーチバレーボール大会 ＰＴＡビーチバレーボール大会を行います。 10月30日 天王南中学校 天王南中学校 無料 tminami@educet.plala.or.jp

潟上市 ② ６年体験入学 新入生体験入学を行います。 11月4日 天王南中学校 天王南中学校 無料 tminami@educet.plala.or.jp

潟上市 ② 学習発表会
これまでの学習の成果の発表を通して、保護者・地域の方々へ本校教育
への理解を深めていただく機会とします。

11月5日 東湖小学校 東湖小学校 無料 018-878-2244

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

秋田県
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

潟上市 ②
創立６０周年
　　　記念式典

創立６０周年を祝うと共に、本校の伝統や地域とのつながりのよさを再確
認し、今後の活動に意欲をもつようにします。

11月5日 東湖小学校 東湖小学校 無料 018-878-2244

潟上市 ② 収穫感謝祭
学校田で収穫したもち米を調理し、保護者や地域住民と会食し、共に収
穫を喜び合います。

11月16日 豊川小学校 豊川小学校 無料 018-877-2056

潟上市 ② 2年キャリアスタートウィーク
職場体験学習を通じて、進路選択をより真剣に考えさせることを目的とし
ます

10月17日～21日 潟上市内 天王中学校 無料 018-878-2222

潟上市 ② ３年パワーアップデイズ 自己の進路目標実現のため、自学自習の習慣づくりを目的とします。 10月18日, 19日 天王中学校 天王中学校 無料 018-878-2222

潟上市 ②
２年生
キャリアスタートウィーク

職場体験をします。 10月19日～25日 各企業 天王南中学校 無料 tminami@educet.plala.or.jp

潟上市 ② みんなの登校日
始業から放課までの学校生活の様子を、保護者や地域住民に公開しま
す

10月27日～29日 飯田川小学校 飯田川小学校 無料 018-877-2033

潟上市 ② 学習発表会
学習の成果を保護者や地域住民に発表し、学校への理解と連携を深め
ます。

10月29日
（午前)

追分小学校
体育館

追分小学校 無料 018-873-3461

潟上市 ③ 潟上市文化祭
日ごろの学習成果の発表や作品展示を行うことで地域住民の学習意欲
を高め、公民館活動の普及、推進を図ります。

10月22日, 23日
天王公民館
昭和公民館
　ほか

潟上市教育委員会 無料

天王公民館
878-4111
昭和公民館
855-5130
飯田川公民館
877-6744

潟上市 ② みんなの登校日
学校を保護者や地域の方々に公開し、学校の様子を参観していただくこ
とで、理解と連携を図ります。

10月29日～
11月1日

大久保小 大久保小学校 無料 018-877-2068

潟上市 ② ふれあい週間 面談週間を行います。 11月14日～21日 天王南中学校 天王南中学校 無料 tminami@educet.plala.or.jp

潟上市 ③ PTA講演会 文化講演会を行います。（保護者、一般の方も参加） 10月19日 秋田西高 秋田西校 無料 018-873-5251

潟上市 ② 地域懇談会 生徒、地域小中校役員、地域の方々参加の懇談会を行います。 10月28日 秋田西高 秋田西校 無料 018-873-5251

潟上市 ① PTA研修旅行 ＰＴＡ参加の視察研修旅行を行います。 11月 秋田県内 秋田西校 無料 018-873-5251

潟上市 ② 学園祭
本校児童生徒や近隣中学校の生徒による発表、作品展示、作業学習で
作った製品の販売等を行います。

10月29日 天王みどり学園 天王みどり学園 無料 http://www.midori-s.akita-pref.ed.jp/

五城目町 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 10月29日 五城目小学校 五城目小学校 gojome-s@educet01.plala.or.jp

五城目町 ② みんなの登校日 授業参観、施設見学等、学習発表会を行います。 11月17日～19日 馬場目小学校 馬場目小学校 babame-s@educet01.plala.or.jp

五城目町 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 11月19日 馬場目小学校 馬場目小学校 babame-s@educet01.plala.or.jp

五城目町 ② 学習発表会 学習発表会を行います。 10月29日 大川小学校 大川小学校 okawa-s@educet01.plala.or.jp

五城目町 ② 文化祭 五城目高校の生徒の芸術作品を地域に広く発信する文化活動です。 10月21日, 22日 五城目高校 五城目高校 五城目高校

五城目町 ② 先輩による講演会
先輩による講演会を通し生徒が社会や職業を知り自己の進路に対し一助
とします。

10月28日 五城目高校 五城目高校 五城目高校

八郎潟町 ② 校外学習(１・3年) 職場訪問(体験等)を行います。 10月20日 八郎潟町 八郎潟中学校 無料 hachirogatachugakkou@town.hachirogata.akita.jp

八郎潟町 ② 学習発表会 保護者・地域・各福祉施設などに案内を出し、学習の成果を公開します。 10月22日 八郎潟小学校 八郎潟小学校 無料 hachirogatasyogakkou@town.hachirogata.akita.jp

八郎潟町 ② 校外学習(2年) 職場訪問(体験等)を行います。 10月20日, 21日 秋田市 八郎潟中学校 無料 hachirogatachugakkou@town.hachirogata.akita.jp

八郎潟町 ③
八郎潟町産業
芸術文化祭

地域住民に芸術文化に触れる機会を提供し、住民の創造性の高揚と文
化的風土づくりを進め、文化の振興を図ります。

10月16日, 22日, 23
日

八郎潟町農村環境
改善センターほか

八郎潟町 無料 kouminkan@town.lg.jp

八郎潟町 ③
優秀映画鑑賞推進事業
昭和の懐かしい名作フィルム上映
会

かつての名作映画の上映会を行います。 11月上旬
八郎潟町農村環境
改善センター

八郎潟町公民館ほか kouminkan@town.hachirogata.lg.jp

井川町 ①③ 井川町産業文化祭 10月22日, 23日 井川町公民館 井川町 無料 018-874-4422

秋田市他 ② 地域連絡協議会
工業教育の活性化と地域産業を支える人材の育成を図るため、地元企
業による工業系高校の授業見学と協議会を開催します。

10月～12月 県内各工業系高校 県内各工業系高校

秋田市他 ② ふるさとものづくり企業紹介事業
地域企業の理解と秋田でのキャリア形成への展望を開くため、県内県立
高校全ての１、２年生を対象に、キャリアアドバイザーによる秋田県を代表
する企業紹介を行います。

5月～11月 県内各県立高校 秋田県教育委員会

秋田市他 ② 農水高校フードフェスティバル
農業・水産関連高校の実習で作られた農水産物を販売することにより、起
業家精神を育成するとともに、学習活動を広く県民に紹介します。

9月～11月 秋田明徳館高校前 秋田県教育委員会 無料

秋田市他 ② 高校生商品開発コンテスト
秋田の食に関する創作活動を通してアントレプレナーシップを醸成すると
ともに、ふるさと秋田のすばらしさを認識する機会とします。

11月19日 金足農業高校 秋田県教育委員会

秋田市 ①
名誉館長館話
－先覚・真澄－

当館の「秋田の先覚記念室」と「菅江真澄資料センター」にまつわる話をし
ます。
・布伝統麻迩万珥（ふでのまにまに）１

10月28日 県立博物館 県立博物館 無料 http://homepage3.nifty.com/akitamus/

秋田市 ①
名誉館長館話
－先覚・真澄－

当館の「秋田の先覚記念室」と「菅江真澄資料センター」にまつわる話をし
ます。
・布伝統麻迩万珥（ふでのまにまに）２

11月11日 県立博物館 県立博物館 無料 http://homepage3.nifty.com/akitamus/

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

秋田県
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秋田市 ① 「真澄に学ぶ教室」講読会
菅江真澄遊覧記の記述内容や特徴などについて、原文を読んだり、解説
を聞いたりしながら興味関心を深めると共に、真澄や真澄の著作につい
て自らが学ぶ手がかりとします。

10月22日,
11月19日

県立博物館 県立博物館 無料 http://homepage3.nifty.com/akitamus/

秋田市 ① 考古学入門講座
考古学の基礎や石器・土器など、考古遺物の見方を学びます。これを学
べば、博物館の展示品の見方も変わります。

11月12日,
11月26日

県立博物館 県立博物館 無料 http://homepage3.nifty.com/akitamus/

秋田市 ① 企画展　鉱山の記憶
県内各地に残る絵画資料や写真などから秋田の鉱山の繁栄と鉱山町の
暮らしぶりを振り返ります。

9月17日～
11月27日

県立博物館 県立博物館 無料 http://homepage3.nifty.com/akitamus/

秋田市 ③ 昔がたりの会 口承文芸資料を活用します機会として昔がたりを聞く会を開催します。 11月5日 遊学舎
昔話・伝説・言い伝えなどに
よる地域活性化事業実行委
員会

無料  秋田県教育庁文化財保護室018-860-5194

秋田市 ④
日本ヒューマンケア科学学会
第４回学術集会

健医療福祉の視点から見たスピリチュアルケアと今後の展望をテーマとし
ます。

10月22日
日本赤十字秋田看
護大学／日本赤十
字秋田短期大学

日本ヒューマンケア学会 http://www.rcakita.ac.jp/jahcs4th/index.html

事前申込
会員：4000円
非会員：5000円
学生：1000円
当日申込
会員：5000円
非会員：6000円
学生：1000円

秋田市 ③ 「ふるさと秋田」縦断講演会
講師に読売新聞東京本社特別編集員の橋本五郎氏を招いて、講演会を
開催します。

11月6日 生涯学習センター 放送大学秋田学習センター 無料 018-831-1997

秋田市 ②④
秋田工業高等専門学校　特別講
演会

高等教育機関として、専門教育や一般教育のほか特別講演を通して、豊
かな教養を養うことを目的とします。

11月16日 秋田県民会館 秋田工業高等専門学校 無料 http://akita-nct.jp/

秋田市 ① 秋田県立大学　　　公開講演会 地域課題をテーマにした、独自の公開講演会です。 11月20日 秋田県民会館 公立大学法人　大学 無料 http://www.akita-pu.ac.jp

秋田市 ①
大学コンソーシアムあきた連携市
民講座「世界文化遺産入門Ⅱ
（仮）」

世界文化遺産に関する市民向け講座です。
10月26日～11月16

日毎週水曜
カレッジプラザ 大学コンソーシアムあきた http://www.consortium-akita.jp/

秋田市 ①
大学コンソーシアムあきた連携市
民講座「自分で英語耳を育てよう２
（仮）」

英語に関する市民向け講座です。
10月8日～29日

毎週土曜
カレッジプラザ 大学コンソーシアムあきた http://www.consortium-akita.jp/

秋田市 ①
秋田大学公開講座「身近な人を支
えるために　～保健学からの提案
～(仮)」

保健学をテーマにした市民向け公開講座です。
11月10日、
17日、24日
毎週土曜

カレッジプラザ 国立大学法人秋田大学 http://www.pcix.akita-u.ac.jp/public/pu_exhibition.html 12月1日の計4回

秋田市 ①
大学コンソーシアムあきた市民講
座「古代文明の文化遺産（仮）」

古代文明に関する市民向け講座です。
11月21日、28日

毎週月曜
カレッジプラザ 大学コンソーシアムあきた http://www.consortium-akita.jp/

12月5日、12月12
日、12月19日まで
計5回

秋田市 ①
平成23年度第３回秋田ふるさとセ
ミナー

特別展示にちなみ、県立近代美術館長・河野元昭氏による講演会を実施
します。

10月29日 図書館 図書館 無料 http://www.apl.pref.akita.jp/index.html

秋田市 ①
文学講座
「渡辺喜恵子」

秋田県出身の作家渡辺喜恵子について、高校教員が一般市民を対象に
講義します。

11月12日 あきた文学資料館 あきた文学資料館 無料 http://www.apl.pref.akita.jp/bungaku/

秋田市 ①
高校生のための
文学講座
「文学深読み教室」

夏目漱石「こころ」について、大学教員が高校生を対象に講義します。 11月20日 あきた文学資料館 あきた文学資料館 無料 http://www.apl.pref.akita.jp/bungaku/

秋田市 ① おはなしタイム 県立図書館えほんのへやで、ボランティアによる読み聞かせを行います。 11月6日, 20日 図書館 図書館 無料 http://www.apl.pref.akita.jp/index.html

秋田市 ①
秋田県金融広報委員会・秋田県
立図書館連携セミナー

金融・消費者問題等に関しますセミナーを開催し、県民の生活課題解決
を支援します。

10月22日 図書館
秋田県金融広報委員会・
図書館

無料 http://www.apl.pref.akita.jp/index.html

秋田市 ① 平成２３年度第３回特別展示
県立近代美術館との共催で、県出身の画家・福田豊四郎の展示を行いま
す。

10月2日～29日 図書館 図書館・近代美術館 無料 http://www.apl.pref.akita.jp/index.html

秋田市 ①
美の国カレッジ「ＴＨＥスペシャリス
ト」

十文字道の駅の挑戦～地域の輝きを世界へ～
合併で横手市になった十文字に、輝きを取り戻すために立ち上がった元
町長の挑戦を伝えます。

10月22日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ①
美の国カレッジ「あきたの先人に
学ぶ」

極地を目指した探検家白瀬矗～開南丸で東京芝浦を出航～
南極探検を志して自ら隊長となり、未知の世界へ立ち向かった白瀬矗の
業績と生き方に迫ります。

10月22日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ①
美の国カレッジ「ＴＨＥスペシャリス
ト」

こんなお店がはやるんです！～秋田のカリスマ税理士が教える身近な経
済学～
会計の超プロが、過疎化の進む秋田で生き残るノウハウを公開します。

11月5日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ①
美の国カレッジ「あきたの先人に
学ぶ」

東洋史学の大家内藤湖南～ジャーナリストを経て京都帝国大学教授～
1909年京都帝国大学教授に就任。日本の近代史学の基礎を築いた湖南
の業績と生き方に迫ります。

11月5日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ① 「ふるさと秋田」と私
「ふるさと秋田」縦断講演会の講座として、橋本五郎氏が『秋田の政治・経
済』についての講演を行います。

11月6日 生涯学習センター
放送大学秋田学習センター、
秋田県生涯学習センター

無料 http://www.consortium-akita.jp/info/detail.html?no=728

秋田市 ①
美の国カレッジ「ＴＨＥスペシャリス
ト」

秋田ベロタクシープロジェクト～ベロタクシーで走る秋田の町～
環境保全に取り組む会「SiNG（シング）」のスローライフ、わらしべ貯金箱、
ベロタクシーとは何かを伝えます。

11月19日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

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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秋田市 ①
美の国カレッジ「あきたの先人に
学ぶ」

ＴＤＫの創立者齋藤憲三～生涯科学技術の振興に努める～
先端技術であるフェライトの事業化のため、ＴＤＫを創立した憲三の業績と
生き方に迫ります。

11月19日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ①
美の国れんけいカレッジ　刷る！
綴じる！読む！平田篤胤　版木ゼ
ミ

秋田県立図書館が所蔵している平田篤胤の書物の版木を、博物館の学
芸員の指導のもと、刷って綴じます。その後、実際に内容についても読ん
で学習します。

10月7日～28日の
毎週金曜日

生涯学習センター 秋田県生涯学習センター 無料 http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ①
美の国れんけいカレッジ　発掘！
考古ゼミ

県内各地の発掘現場から出土した土器類をもとに、埋蔵文化財センター
の職員が解説します。

11月4日～25日の毎
週金曜日

生涯学習センター 秋田県生涯学習センター 無料 http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

秋田市 ① ワード入門③
文書入力、写真の貼り付けなど、ワード操作の基礎を学ぶことができま
す。

11月8日～11日 生涯学習センター 秋田県生涯学習センター 無料 http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1251864436683/index.html

秋田市 ② マラソン大会 学区内のコースでマラソンを実施し、体力の向上に努めます。 10月18日 下浜中学校 下浜中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~smh-c/

秋田市 ② 持久走大会 各学年毎に持久走大会を行い、児童の心と体の育成をはかります。 10月18日
金足西小グラウンド
他

金足西小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kns-s/

秋田市 ② 総合的な学習発表会 総合的な学習の時間における個人研究の発表会です。 10月18日 下北手中学校 下北手中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skt-c/

秋田市 ② 中学生サミット
秋田市の中学生がお互いに交流しながら、一つのテーマに基づいて自ら
企画し、行動するための会議を行います。

10月19日 アルヴェ
秋田市教育委員会学校教育
課

無料 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sd/default.htm

秋田市 ② 秋の校内持久走大会 全校で春秋の２回取り組んでいる持久走大会です。 10月19日
下北手小
グラウンド

下北手小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skt-s/index.html

秋田市 ② ＰＴＡ教育講演会
ＰＴＡ文化研修部による講演会で、夢を持ったり元気をもらえたりする話
を、親子でききます。講師：三浦航太氏

10月20日 桜中体育館 桜中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skr-c/

秋田市 ② 教育講演会
プロサッカーチーム「ブラウブリッツ秋田」の選手を招いて講話をいただき
ます。

10月21日 秋田南中体育館 秋田南中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~akm-c/

秋田市 ② せせらぎフェア 学習発表、読み聞かせを行います。 10月22日
上新城小体育館、
図書館

上新城小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ksj-s/

秋田市 ②
中学校文化フェスティバル（ステー
ジ発表）

中学生が学校生活において、日頃取り組んでいる文化活動の発表を行
います。

10月22日 秋田市文化会館
秋田市教育委員会学校教育
課

無料 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sd/default.htm

秋田市 ① 北部地区児童朗読大会 北部地区小学生（3～4年生）を対象にした朗読大会を開催します。 10月22日 土崎図書館
土崎図書館・土崎図書館友
の会

無料 ro-edtl@city.akita.akita.jp

秋田市 ③
秋田市芸術祭
秋田市民合唱祭

秋田市民合唱連盟加入グループによる合唱祭を行います。 10月23日 秋田市文化会館
秋田市教育委員会・
(社)秋田市文化団体連盟

(社)秋田市文化団体連盟
866-4026

秋田市 ① ダッチオーブン料理 ダッチオーブン料理の講習をします。 10月23日
太平山
自然学習センター

太平山自然学習センター http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm

秋田市 ② 創立２０周年記念講演
「茶の湯に生きる日本人の心」という演題で、遠州茶道宗家１３世家元不
傳庵小堀宗実先生が講演します。

10月24日 飯島中体育館 飯島中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~iij-c/

秋田市 ② 臨港地区意見発表会 全校生徒、1～３年の希望する保護者を対象に意見発表会を行います。 10月24日 将軍野中体育館 将軍野中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~sgn-c/

秋田市 ③ 秋田の特産物 渋江和光日記に見る各村のおみやげ品を知ることについて学びます。 10月25日 ジョイナス 秋田市教育委員会 佐竹史料館　　　　　　８３２－７８９２ 学習講座

秋田市 ③

秋田市文化会館自主事業　宝くじ
文化公演「吉田正記念オーケスト
ラ　　思い出の名曲劇場コンサー
ト」

「吉田正記念オーケストラ」の演奏による懐かしい吉田メロディと世界の
ムード音楽のコンサートを「宝くじ文化公演」の一環として開催するもので
す。

10月28日 秋田市文化会館

秋田市・
秋田市教育委員会・
秋田県・
(財)自治総合センター

http://www.city.akita.akita.jp

秋田市 ② 芸術鑑賞教室 やまばと太鼓の演奏と体験をします。 10月28日 勝平中体育館 勝平中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kth-c/

秋田市 ② 学習発表会 学習の成果を友達や保護者、地域の方たちに公開(演奏や寸劇)します。 10月29日 港北小体育館 港北小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~khk-s/

秋田市 ② 学習発表会
学年ごとにこれまで学習してきたことをまとめて発表します。クラブ活動で
行っている「河辺太鼓クラブ」の発表も行います。

10月29日 河辺小体育館 河辺小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kwb-s

秋田市 ②
ビジネス実践
「ＡＫＩＳＨＯＰ」

生徒に社会人基礎力を身につけさせるためにおこなっている体験学習型
ビジネス実践活動について、地域に広く理解してもらうための実践活動を
伴う学習成果発表会です。

10月29日

秋田拠点センター
　アルヴェ
ポートタワー
セリオン

秋田商業高校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/~akisho/

秋田市 ②
学習の成果を友達や保護者、地
域の方たちに公開(演奏や寸劇)す
る

各学年・音楽部等が、学習・練習の成果を発表します。 10月29日 広面小体育館 広面小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hro-s/

秋田市 ①
学習ボランティアコスモスの会の
おはなし会

今回特別に、大型絵本や折り紙などを入れたおはなし会を開催します。 10月29日
新屋図書館
おはなしの部屋

新屋図書館 無料

http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/al/default.htm

新屋図書館
８２８－４２１５

秋田市 ② 学習発表会 全校で合唱したり、学年毎に学習の成果を発表したりします。 10月29日 保戸野小体育館 保戸野小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hdn-s/

秋田市 ② 学習発表会
これまでの各教科等の学習の成果を、寸劇や呼びかけを交えて披露しま
す。

10月29日 築山小体育館 築山小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ckz-s/

秋田市 ② 学習発表会
これまで学習してきた成果を各学年で「ステージ」として構成し、発表しま
す。

10月29日 旭北小体育館 旭北小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kkh-s/

秋田市 ② 学習発表会 １～６年の全児童が各学年ごとに学習の成果を発表します。 10月29日 旭南小体育館 旭南小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/-kkn-s/

秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に、学習の成果を学年毎に発表します。 10月29日 牛島小体育館 牛島小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/～usj-s/index/main/main.html

秋田市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を保護者や地域の方へ、発表し公開することを通し
て、表現活動への意欲を高めることをねらいとして実施します。

10月29日 川尻小体育館 川尻小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kws-s/

秋田市 ② 学習発表会 児童の学習の成果を発表し、地域・保護者の方々に見てもらう活動です。 10月29日 旭川小体育館 旭川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita/~ask-s/index.htm

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

秋田県
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

秋田市 ② 学習発表会
各学年の学習発表、クラブ活動の成果発表・展示、吹奏楽部演奏発表等
を行います。

10月29日 日新小体育館 日新小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/~nsn-s/index.htm

秋田市 ② 学習発表会 各学年ごとに、日々の学習の成果を、保護者や地域の方に発表します。 10月29日 勝平小体育館 勝平小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kth-s/

秋田市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 10月29日 太平小体育館 太平小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tah-s/

秋田市 ② 学習発表会 これまで学んだ内容と創作劇、山谷番楽の発表をします。 10月29日 山谷小体育館 山谷小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ymy-s/

秋田市 ② 学習発表会 各学年ごとに工夫を凝らしながら日頃の学習の成果を発表します。 10月29日 飯島小体育館 飯島小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~iij-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々や全校児童に発表します。 10月29日
下新城小体育館、
教室

下新城小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ssj-s/

秋田市 ② 学習発表会 普段の学習の成果を保護者や地域の方に向けて発表します。 10月29日 豊岩小体育館 豊岩小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~toy-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会 学習の成果を体育館で発表したり、校内各所に展示したりします。 10月29日
仁井田小体育館・
校内

仁井田小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~nid-s

秋田市 ② 学習発表会
各学年のステージ発表、吹奏楽部演奏、全校合唱、校内作品展を行いま
す。

10月29日
四ツ小屋小体育
館、教室

四ツ小屋小学校 無料 http://www.edu. city.akita.jp/~ygy-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会 各学年で取り組んできた学習の成果を発表します。 10月29日 下北手小体育館 下北手小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skt-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々を招いて、各学年ごとに学習した成果を発表しま
す。

10月29日 下浜小体育館 下浜小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~smh-s/

秋田市 ② 学習発表会
各学年発表、全校呼びかけ、音楽部合唱などを主な内容とする発表会を
通して、児童相互の成長を実感させる機会とします。

10月29日 金足西小学校 金足西小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kns-s/

秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に学習の成果を総合的に発表します。 10月29日 八橋小体育館 八橋小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ybs-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会 各学年や音楽部の学習や活動の成果を発表します。 10月29日 東小体育館 東小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hgs-s/

秋田市 ② 学習発表会
各教科、総合的な学習の時間などでの学習内容を異学年児童、保護者、
地域の方々へ発表します。

10月29日 泉小体育館他 泉小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~izm-s/

秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方に、日頃の学習の成果を発表として見ていただきま
す

10月29日 桜小学校体育館 桜小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skr-s/

秋田市 ② 学習発表会
子どもたちが日頃の学習活動の成果を総合的に発展させ、発表し合いま
す

10月29日 寺内小体育館 寺内小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tru-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会 全校合唱や各学年の発表（歌・ダンス・劇・音読など）を行います。 10月29日 飯島南小体育館 飯島南小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ijm-s/index.html

秋田市 ② 学習発表会
歌や音読等の発表、図工やクラブ活動の作品展示を通して広く学習の成
果や子どもの様子等を公開します。

10月29日
御所野小体育館、
ホール

御所野小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~gsn-s/

秋田市 ② 学習発表会 地域、保護者の方を対象に、日頃学習してきたことを発表します。 10月29日 戸島小体育館 戸島小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tos-s/

秋田市 ② 学習発表会 各学級の劇発表～全校群読、合唱奏、児童の作品展示などを行います。 10月29日 種平小体育館 種平小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~thr-s/

秋田市 ② 学習発表会 学習成果の発表を行います。 10月29日 戸米川小体育館 戸米川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tmg-s/

秋田市 ② 学習発表会
学年ごとのステージ発表、地域の番楽発表、全校合唱、作品展示を行い
ます。

10月29日 大正寺小体育館 大正寺小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~dsj-s/

秋田市 ② 学習発表会・親子で親しむ吹奏楽
午前は、各学年の学習成果の発表会。午後からは、ＰＴＡバザーや将軍
野中学校吹奏楽部による演奏会を行います。

10月29日 高清水小学校 高清水小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tks-s/index.html

秋田市 ②
創立５０周年記念式典・わかはと
オンステージ

記念式典（校歌斉唱・児童のメッセージ・ヤートセ・全校合唱等）、わかは
とオンステージ（各学年の学習発表、音楽部演奏、エンディングで全校合
唱）を行います。

10月29日 土崎南小体育館 土崎南小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tzm-s/

秋田市 ② 太陽と風の子学習発表会 子どもたちが学習の成果を寸劇、歌、演奏など様々な方法で表現します。 10月29日 大住小体育館 大住小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~osm-s/index.htm

秋田市 ② 二見まつり 保護者や地域の皆さんを招いて、学習発表会を実施します。 10月29日 上北手小体育館 上北手小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kkt-s/

秋田市 ② かがやき発表会 学習成果の発表、公開を行います。 10月30日 川添小体育館 川添小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kwz-s/

秋田市 ③
秋田市芸術祭
合同茶会

７流派による合同茶会を行います。 11月3日 秋田市文化会館
秋田市教育委員会・
(社)秋田市文化団体連盟

(社)秋田市文化団体連盟
866-4026

秋田市 ③ 文化の日記念式典
長年にわたり本市文化の向上に大きな功績を挙げられた個人・団体に、
秋田市文化章・文化功績章を贈り表彰します。

11月3日
秋田
キャッスルホテル

秋田市教育委員会 無料  文化振興室866-2246

秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に、日ごろの学習の成果を発表したり、校内に作品
を展示したりすることを通して、教育活動への理解を得られるようにしま

11月3日 浜田小体育館他 浜田小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hmd-s/

秋田市 ② 学習発表会 子どもたちの学習の成果を保護者や地域住民に見てもらいます。 11月5日 中通小体育館ほか 中通小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~nkd-s/

秋田市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月5日 外旭川小体育館 外旭川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~sas-s/

秋田市 ③ 平成２３年度文化財めぐり
市内の重要な文化財を見学し、文化財保護への理解を深めてもらいま
す。

11月7日 未定 秋田市教育委員会 無料 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/cl/Default.htm

秋田市 ② ３年親子レク 親子で運動を行い、親子の触れ合いを深めます。 11月8日 桜小学校体育館 桜小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skr-s/

秋田市 ② 高清水の森音楽祭
本校と土崎南小・将軍野中･中央高校の児童・生徒による、歌や演奏など
の発表会を行います。

11月8日 秋田中央高校 高清水小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tks-s/index.html

秋田市 ② 三小体験入学
中学生による歓迎セレモニーと中学校の体験授業、部活動見学を行いま
す

11月8日 秋田東中体育館 秋田東中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~akh-c/

秋田市 ② 髙淸水の森音楽会 小、中、高の児童生徒が音楽発表会を行います。 11月8日 秋田中央高校 将軍野中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~sgn-c/

秋田市 ② 浅利香津代「平和の朗読会」
「平和」について考える機会として、浅利香津代さん朗読を聴く会。６年生
と保護者を対象に行う予定です。

11月10日 旭川小体育館 旭川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita/~ask-s/index.htm

秋田市 ② ５年親子レク 親子でレクリエーションを行い、親子の触れ合いを深めます。 11月11日 桜小学校体育館 桜小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~skr-s/

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

秋田県
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

秋田市 ② ふるさと集会
地域の人たちと触れ合ったり、地域のよさに気付いたりすることをねらい
として、昔遊びやもちつきを一緒に楽しんだり、指導者を招いて地域の歴
史を学んだりします。

11月11日
下新城小体育館、
教室

下新城小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ssj-s/

秋田市 ② 音楽発表会
各学年等が創意工夫を生かした音楽的な表現活動を行い、お互いに聴
き合います。フィナーレは保護者や地域の方々と一緒に「秋田県民歌」を

11月13日 明徳小体育館 明徳小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~mtk-s/index.htm

秋田市 ② ジャズコンサート 下浜中出身のミュージシャンにるジャズコンサートを実施します。 11月15日 下浜中学校 下浜中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~smh-c/

秋田市 ② 教育講演会 登山家の小松由佳氏を講師としてお迎えしての教育講演会を行います。 11月15日 御野場中体育館 御野場中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~onb-c/

秋田市 ② ﾊｯﾋﾟｰｽﾏｲﾙｶｰﾆﾊﾞﾙ
異学年交流活動（寺内キッズ）の一環として、子どもたちが企画や準備を
行った「出店」を営業したり、客として楽しんだりします。

11月18日 寺内小学校 寺内小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tru-s/index.html

秋田市 ② 地域ふれあい参観日
保護者・地域の方に学校を学校を開放し、子どもたちの学習の様子を参
観していただいています。

11月19日 日新小学校 日新小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/~nsn-s/index.htm

秋田市 ② 表現科発表会
本校が学校設定教科として設定している表現科（語学、郷土芸能、伝統
音楽等）における学習内容の発表会を行います。

11月19日
御所野学院
第１体育館

御所野学院中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~gsn-c/

秋田市 ② マラソン大会 太平川沿いのジョギングコースやグラウンドで、学年ごとに実施します。 10月18日, 19日 築山小グラウンド他 築山小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ckz-s/

秋田市 ②
中学校文化フェスティバル（作品
展示）

中学生が学校生活において、作成した「書」「絵」「被服」「レポート」などを
展示します。

10月21日～23日 秋田市文化会館
秋田市教育委員会学校教育
課

無料 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sd/default.htm

秋田市 ③
秋田市芸術祭
総合いけばな展

華道部門加入団体による総合華道展を行います。
10月29日～

11月7日
秋田市文化会館

秋田市教育委員会・
(社)秋田市文化団体連盟

 (社)秋田市文化団体連盟866-4026

秋田市 ② 若鷲交流発表会 三年生の職業体験の成果の発表会を全校縦割りで実施します。 10月下旬 秋田西中体育館 秋田西中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~akn-c/

秋田市 ② キッズビジネスタウン
商業高校生の企画・運営による、小学生以下の子どもたちが市民となり、
「みなで働き、学び、遊ぶことで、ともに協力しながら街を運営し、社会の
仕組みを学ぶ」教育プログラムを実施します。

10月28日, 29日 秋田商業高校 秋田商業高校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~akisho/

秋田市 ① 市民文化講座 陶芸鑑賞の楽しみかたについて学びます。 10月23日
中央
図書館明徳館

同　左 無料 http://www.lib.city.akita.akita.jp/

秋田市 ①
新屋図書館ボランティアおはなし
のしずくのおはなし会

月２回、テーマを決めて、絵本や紙芝居、手遊びなどを入れたおはなし会
を開催します。

10月1日, 11日,
11月5日, 8日

新屋図書館
おはなしの部屋

新屋図書館 無料

http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/al/default.htm

新屋図書館
８２８－４２１５

秋田市 ①
読書週間資料展示
秋のブックフェア

読書週間に合わせ、ブックフェアを開催し、資料の展示・貸出を行います。
10月22日～

11月6日
新屋図書館
本館

新屋図書館 無料

http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/al/default.htm

新屋図書館
８２８－４２１５

秋田市 ① おはなしの会
幼児～小学校低学年を対象にした紙芝居や絵本などの読み聞かせを行
います。

10月29日,
11月5日

中央図書館
明徳館

同　左 無料 http://www.lib.city.akita.akita.jp/

秋田市 ① 秋のファミリーキャンプ ハイキング（自然素材集め）、もの作り、交流ゲーム等を行います。 10月29日, 30日
太平山自然学習セ
ンター

太平山自然学習センター http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/oo/default.htm

秋田市 ② 道徳授業公開
全クラスの道徳の授業を公開し保護者や地域の方に参観してもらいま
す。

11月 泉中学校 泉中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~izm-c/

秋田市 ② 表現科発表会
本校が学校設定教科として設定している表現科（語学、郷土学、伝統音
楽等）の学習成果を発表します。

11月19日
御所野学院
第１体育館

御所野学院 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~gsn-h/

秋田市 ③
企画展「～市有施設の所蔵品公
開～歴史資料が語る秋田」

市の施設が所蔵している歴史的な資料について、いくつかの部門に分け
て展示し、秋田の歴史を紹介します。

11月19日～
1月29日

赤れんが郷土館 赤れんが郷土館 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/ak/default.htm

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月中旬 太平小学校 太平小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tah-s/

秋田市 ② 進路講話会 外部講師を招聘し、「生き方」について学びます。 11月中旬 雄和中体育館 雄和中学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~yuw-c/

秋田市 ① サンパル秋田まつり
サンパル秋田を拠点として活動しているサークルやグループ及び地域住
民の学習の成果を広く市民に発表・紹介するため、３館（中央公民館・女
性学習センター・青少年センター）合同で開催します。

11月18日～20日
文化会館・
サンパル秋田

サンパル秋田実行委員会 無料  秋田市中央公民館　018-824-5377

秋田市 ① 市民文化講座
（仮称）歴史講座「激動の秋田」
①戦国から江戸②江戸から明治を予定しています。

11月2日, 9日,
中央
図書館明徳館

同　左 無料 http://www.lib.city.akita.akita.jp/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。
10月27日、29日、11

月17日
東小学校 東小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hgs-s/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月17日, 18日 旭川小学校 旭川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita/~ask-s/index.htm

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月10日, 11日 下新城小学校 下新城小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~ssj-s/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月14日, 15日 保戸野小学校 保戸野小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hdn-s/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月10日, 11日, 13 戸米川小学校 戸米川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tmg-s/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月1日～3日 浜田小学校 浜田小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~hmd-s/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 10月27日～30日 川添小学校 川添小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~kwz-s/

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月19日 日新小学校 日新小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~nsn-s/index.htm

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月18日 寺内小学校 寺内小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tru-s/index.html

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 10月29日、11月1日 土崎南小学校 土崎南小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~tzm-s/

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

秋田県
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

秋田市 ③ 『中興の名君』佐竹義和展
中興の名君と呼ばれ、秋田藩の財政難の改革のためにすぐれた業績を
残し、また、書画の才能にも優れた九代藩主佐竹義和をテーマに資料を
紹介します。

7月24日～
11月27日

佐竹史料館 秋田市教育委員会 佐竹史料館　　　　　　８３２－７８９２ 企画展

秋田市 ③ 『武具と甲冑展』 館蔵品を中心に展示構成し、所蔵資料を紹介します。
7月24日～
11月27日

佐竹史料館 秋田市教育委員会 佐竹史料館　　　　　　８３２－７８９２ 常設展

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月14日～15日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~toy-s/index.html

秋田市 ③
企画展「～得之の実像に迫る～コ
レクター・勝平得之の世界」後期

木版画家・勝平得之が生涯にわたって収集した幅広いジャンルのコレク
ションを紹介し、得之の横顔に迫ります。

9月10日～
11月13日

赤れんが郷土館 赤れんが郷土館 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/ak/default.htm

秋田市 ③ アメリカ現代版画への招待
ＣＣＧＡ現代グラフィックアートセンターの所蔵する「タイラーグラフィックス・
アーカイブコレクション」からアメリ現代版画の代表作約６０点を紹介しま

9月16日～
11月6日

千秋美術館 千秋美術館 ０１８－８３６－７８６０

秋田市 ② みんなの登校日 地域住民、保護者への学校開放、授業参観を行います。 11月1日～2日 外旭川小学校 外旭川小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp/~sas-s/

秋田市 ② はとの子発表会
日常の各教科等の学習の成果を総合的に発展させて、保護者に発表し
ます。各学年ごと全校規模で実施します。

7月24日～
11月27日

附属小学校アリー
ナ,各学年ＯＳ，はと
の子ギャラリー

秋田大学教育文化学部
附属小学校

無料 http://www.aes.akita-u.ac.jp

秋田市 ② 金農祭 文化祭・収穫感謝祭を行います。 10月23日 金足農業高校 金足農業高校 無料 http://www.kanano-h.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ②
地域講習会
金農祭茶会「野点の会」

金農祭での「秋の茶会」お茶とお菓子でのおもてなしをします。 10月23日 金農あぐり交流館 金足農業高校 http://www.kanano-h.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ②
地域講習会
「ロープワーク・はじめての雪つり」

シュロ縄を使い、生垣試作や庭木の結び方と雪つり方法を体得します。 10月28日 金農あぐり交流館 金足農業高校 http://www.kanano-h.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ②
地域講習会
「お菓子づくり」

「米粉第2弾」米粉を使いむぎ巻づくりを行います。 11月1日 金農あぐり交流館 金足農業高校 http://www.kanano-h.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ②
地域講習会
「鶏の解体」

「秘技」鶏の解体を体験し、解体の手順等、プロの技を体得します。 11月10日 金農あぐり交流館 金足農業高校 http://www.kanano-h.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ②
地域講習会
「コンニャクづくり」

「絶品」コンニャク芋から刺身コンニャクづくりを体験します。 11月15日 金農あぐり交流館 金足農業高校 http://www.kanano-h.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ② 中高学習指導研究協議会
中学校、高校双方の教員が秋田大付属中学校と秋田高校で授業参観を
行い研究協議を行います。

10月20日 秋田高校 秋田県教育委員会 無料 018-860-5165

秋田市 ③ 芸術鑑賞教室
全校生徒、職員、希望する保護者が県民会館でジャズの演奏を鑑賞しま
す。

11月10日 秋田県民会館 秋田高校 無料 018-832-7200

秋田市 ② 北の文化教室 サックス奏者ＭＡＬＴＡの演奏を鑑賞します。 11月10日 秋田県民会館
秋田北高校および
秋田高校

018-834-1371

秋田市 ③ 高清水の森音楽祭
高清水小・土崎南小・将軍野中・秋田中央高の音楽部（吹奏楽部）が合同
で演奏会を行います。

11月8日
秋田中央高校
体育館

秋田中央高校 無料 秋田中央高校018(845)0921

秋田市 ② 秋工祭 文化祭（各クラス・各科の展示等）を行います。 10月21日, 22日 秋田工業高校 秋田工業高校 無料 018-823-7326

秋田市 ② 明徳祭（学校祭）
仲小路商店街の協力を得ながら、様々な展示・発表・販売などを行いま
す。

10月29日 秋田明徳館高校 秋田明徳館高校 無料  秋田明徳館高校（018-833-1261）

秋田市 ② 中学校英語教室 小学校高学年女子に英語学習の楽しさを体験してもらいます。 11月5日 聖霊中学校 聖霊中・高 無料 http://academic3.plala.or.jp/seijnr/

  秋田市 ② 秋盲祭 盲学校の普段の学習成果の発表の場として学習発表会を開催します。 10月29日 盲学校 盲学校 無料 Ｅメール：mou-s@akita-pref.ed.jp                         ＴＥＬ０１８－８８９－８５７1

秋田市 ② 学習発表会
日頃の学習成果の発表を通して、保護者や地域の方々に本校の教育に
ついて知っていただく機会とします。

11月3日
秋田きらり
支援学校

秋田きらり支援学校 無料 http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp

秋田市 ② 栗田祭
ステージ発表、作業学習製品の販売、バザー、児童生徒の作品展示、喫
茶サービスを行います。

11月3日 栗田養護学校 栗田養護学校 無料 http://www.kurita-s.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ② みんなの登校日② 地域住民・保護者への学校開放、授業参観（栗田祭含む）を行います。 11月1日～3日 栗田養護学校 栗田養護学校 無料 http://www.kurita-s.akita-pref.ed.jp/

秋田市 ① わくわく美術展 県内の特別支援学校の作品展示を行います。 11月10日～14日 県立美術館
秋田県特別支援学校
文化連盟

無料 http://www.yokote-s.akita.c.ed.jp

秋田市 ②④
秋田工業高等専門学校　特別講
演会

高等教育機関として，専門教育や一般教育のほか特別講演を通して，豊
かな教養を養うことを目的とする。

11月16日 秋田県民会館 秋田工業高等専門学校 無料 http://akita-nct.jp/

秋田市 ②
2011年度日本語教育研究集会
第9回東北地区

日本語教育を担当している教員や市民ボランティアの方々を対象とした
研究集会です。

11月19日 秋田大学 社団法人　日本語教育学会 無料 http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm

秋田市 ①
秋田大学教育文化学部ホームカミ
ングデー

卒業生が母校を訪問し、母校の近況に触れるとともに、旧友や恩師、在
学生や教職員との交流を通して母校との絆および卒業生同士の親睦を
深めるよう支援します。
　あわせて、近隣の方々が秋田大学を自らの学びのホームとしていただく
契機とします。
　内容：記念講演会、研究室公開、親子で体験コーナー等

10月22日、23日
秋田大学教育文化
学部

秋田大学教育文化学部 無料
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/

018-889-2509

秋田市 ③
秋大 憩いのコンサート 第13回
「シューマニアーナ」

ロマン派の大作曲家、R.シューマンによるピアノと歌曲の名曲を演奏しま
す。

10月30日
秋田大学インフォ
メーションセンター

秋田大学 無料 018-889-2561

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

秋田県
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

秋田市 ①
HIV理解予防啓発イベント
LOVE　&SAFETY

小中学生、若者、一般市民へのHIVエイズについての理解と予防を啓発
します。大学院生と学部生企画。クイズラリーやトークショー、風船アート、
ミニコンサートなど、HIVについて楽しく学習します。予防グッズなどもらえ
るお楽しみコーナーもあります。

10月22日、23日
秋田大学教育文化
学部３号館146･150
教室

HIV理解予防イベント実行委
員会

無料

love.and.safety@gmai.com l
 
教育文化学部高田知恵子研究室
018-889-2537

秋田大学祭期間
中に開催

秋田市 ③ 100周年記念展示
秋田大学教育文化学部附属幼稚園創立100周年記念として幼稚園の歴
史の展示を行います。

10月29日
秋田大学教育文化
学部附属幼稚園

秋田大学教育文化学部附属
幼稚園

無料 018－852－2343

秋田市 ② はとの子発表会
日常の各教科等の学習の成果を総合的に発展させて、保護者に発表し
ます。各学年ごと全校規模で実施します。

11月12日

秋田大学教育文化
学部附属小学校ア
リーナ,各学年ＯＳ，
はとの子ギャラリー

秋田大学教育文化学部附属
小学校

無料
http://www.aes.akita-u.ac.jp
０１８－８６２－２５９３

秋田市 ④ 天文台大学祭特別イベント
天文台見学，天体望遠鏡操作体験，昼間の天体観察，天文グッズの工
作，4次元デジタル宇宙シアター上映を実施します。

10月23日
秋田大学教育文化
学部3号館3-301

秋田大学教育文化学部 無料 http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html

秋田市 ④ 市民のための夜間天体観察会
天文台の天体望遠鏡を使って夜間天体観察会を行います。曇天の場合
は天文台見学，4次元デジタル宇宙シアターの上映を行います。

10月23日，11月5日
秋田大学教育文化
学部3号館3-301

秋田大学教育文化学部 http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html
中学生以下は保
護者同伴

秋田市 ①③ 文化の日（11月3日）無料観覧日 常設展示の入館料を無料にします。 11月3日 鉱業博物館 秋田大学附属鉱業博物館 無料 http://kuroko.mus.akita-u.ac.jp/

秋田市 ② 明桜祭
明桜高等学校で行われる文化祭です。日頃の学習状況を公開しますが、
選択科目ごとの研究発表は例年、人目を引いています。

10月21日、22日
明桜
高等学校

学校法人ノースアジア大学 無料 018-836-2453

秋田市 ② 秋祭り
学校法人ノースアジア大学附属のびのび幼稚園・保育園で行われる保護
者会協同主催の秋祭りです。また、バザーも開催される予定であり、制服
の中古販売や野菜販売などを行います。

10月22日

ノースアジア大学附
属
のびのび幼稚園・
保育園

学校法人ノースアジア大学 無料 018-823-4540

秋田市 ② おゆうぎかい
学校法人ノースアジア大学附属のびのび幼稚園で行われるお遊戯会で
す。全園児が、遊戯や歌を発表します。

11月12日

ノースアジア大学附
属
のびのび幼稚園・
保育園

学校法人ノースアジア大学 無料 018-823-4540

秋田市 ② 秋祭り
学校法人ノースアジア大学附属さくら幼稚園で行われる保護者会協同主
催の秋祭りです。また、バザーも開催されます。

10月15日
ノースアジア大学附
属
さくら幼稚園

学校法人ノースアジア大学 無料 018-834-2957

秋田市 ② 幼稚園祭 学校法人ノースアジア大学附属さくら幼稚園で行われる幼稚園祭です。 11月12日
ノースアジア大学附
属
さくら幼稚園

学校法人ノースアジア大学 無料 018-834-2957

由利本荘
市

① ファミリーキャンプ 自然の家のプログラムを体験しながら親子、家族の交流を深めます。
11月5日, 6日,

19日, 20日
岩城少年自然の家 岩城少年自然の家  0184-74-2011

由利本荘
市

① アドベンチャーキャンプ 野外活動等を通して協調性や社会性を身に付けます。
10月22日, 23日,
11月12日, 13日

岩城少年自然の家 岩城少年自然の家  0184-74-2011

由利本荘
市

① 親子deキャンプ
親子、家族で自然の家のプログラムを体験しながら参加者の交流を図り
ます。

10月29日, 30日
11月26日, 27日

岩城少年自然の家 岩城少年自然の家  0184-74-2011

由利本荘
市

② 4年ＰＴＣＲ 「命」について親子で講師の先生のお話を伺います。 10月17日
尾崎小学校
なかよしホール

尾崎小学校 無料 0184-24-1236

由利本荘
市

② 校内マラソン大会 学年により距離を変えて一般道を走り、体力の向上を図ります。 10月19日 上川大内小学校 上川大内小学校 無料 0184-67-2244
みんなの登校日
は10月18日～20
日の3日間

由利本荘
市

② なべっこ会 自然の中での体験学習や学校菜園での収穫物を使って調理をします。 10月20日 大小屋キャンプ場 上川大内小学校 無料 0184-67-2244

由利本荘
市

② マラソン大会 学校近くのマラソンコースで、各学年に合わせた距離を走ります。 10月20日 亀田小学校 亀田小学校 無料 0184-72-2004
みんなの登校日
は11月19日・20
日の2日間

由利本荘
市

② 山っ子なかよし会
松ヶ崎小と北内越小の１、２年生が地域の特色を生かした体験活動を行
い交流をします。

10月20日 北内越小学校 北内越小学校 無料 0184-28-2344

由利本荘
市

② 合唱コンクール
生徒会主催による北中三大行事の一つであり、全学級による課題曲・学
級歌を演奏します。

10月21日 本荘文化会館 本荘北中学校生徒会 無料 0184-22-0321

由利本荘
市

② 学習発表会
保護者や地域の方々に、学習の成果や文化活動の発表・展示をみてい
ただきます。

10月22日 下川大内小学校 下川大内小学校 無料 0184-66-2211

由利本荘
市

② 文化祭
それまでの教育活動の成果を発表・展示し、地域の方々にもご覧いただ
き、教育の成果を地域とともに共有します。

10月22日 西目中学校 西目中学校 無料 0184-33-2304

由利本荘
市

② 文化祭(精華祭)
普段の学習の成果をステージで発表したり、校内に展示したりします。ま
た、ＰＴＡ主催のバザーも開きます。

10月22日
本荘東中学校
体育館

本荘東中学校 無料 0184-27-2311

由利本荘
市

② 由利中学校文化祭
生徒の学習や文化活動の成果をステージ発表したり校内展示したりしま
す。

10月22日 由利中学校 由利中学校 無料 0184-53-2526

由利本荘
市

① 地区文化祭
地区文化祭のオープニングで、学習発表をして地域の方々に見ていただ
きます。

10月23日 松ヶ崎体育館 由利本荘市 無料 0184-28-2344

由利本荘
市

② みんなの登校日 各学年で俳句を創作し、句会を開きます。 10月25日 西目小学校 西目小学校 無料 0184-33-2305

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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由利本荘

市
② 音楽鑑賞会

地域のピアノ教師の協力を得て、ピアノや声楽家などの演奏を聴きます。
児童だけでなく、保護者や地域にもよびかけます。

10月26日
北内越小学校
体育館

北内越小学校 無料 0184-22-4839

由利本荘
市

② 白瀬南極出前講座
南極の自然や動物について、白瀬南極記念館職員に出前授業をしたい
ただきます。

10月27日 川内小学校 白瀬南極記念館 無料 0184-57-2004
みんなの登校日
２

由利本荘
市

② ＰＴＡ秋の研修 生徒及び保護者を対象とした親子講演会を行います。 10月28日
本荘北中学校
体育館

本荘北中学校ＰＴＡ 無料 0184-22-0321

由利本荘
市

② 学習発表会
保護者や地域に来校していただき、これまでの学習の成果を発表しま
す。

10月28日 岩谷小学校 岩谷小学校 無料 0184-65-2220

由利本荘
市

② ことば集会 ４年生が創作した俳句を発表します。 10月28日 西目小学校 西目小学校 無料 0184-33-2305

由利本荘
市

① 水源の森記念植樹
本荘水源の森育成会主催の行事である水源の森ボランティア植樹に４年
生も参加します。

10月28日
由利本荘市町村
字西由利原地内
本荘水源の森

由利本荘市ガス水道局内
本荘水源の森育成会

無料 0184-22-2326

由利本荘
市

② ネット安全教室 ＮＴＴ職員からインターネットの使い方についての講義していただきます。 10月28日 川内小学校 ＮＴＴ 無料 0184-57-2004
みんなの登校日
２

由利本荘
市

① 親子読書発表会 学級１組（計８組）の親子が同じ本を読んだ感想を発表します。 10月29日 由利公民館 由利公民館 無料 0184-53ｰ2121

由利本荘
市

② 学習発表会
日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表したり、紹介したりしま
す。

10月29日 小友小学校 小友小学校 無料 0184-22-4017

由利本荘
市

② 学習発表会
学級ごとにこれまでの学習の成果を保護者や地域の方々に見ていただき
ます。

10月29日 松ヶ崎小学校 松ヶ崎小学校 無料 0184-28-2344

由利本荘
市

② 学習発表会
各学年の学習の成果を保護者や地域の方にみていただきます。また、和
文化教室を開きます。

10月29日 矢島小学校 矢島小学校 無料 0184-56-2069

由利本荘
市

② 学習発表会 保護者や地域の方に、各学年の学習成果の発表をみていただきます。 10月29日 川内小学校 川内小学校 無料 0184-57-2004
みんなの登校日
２

由利本荘
市

② 学習発表会 保護者や地域の方に、児童の学習成果の発表をみていただきます。 10月29日
東由利小学校
体育館

東由利小学校 無料 0184-69-2500

由利本荘
市

② 校内マラソン大会 学年ごとに校舎の周りのマラソンコースを走ります。 10月29日 由利小学校 由利小学校 無料 0184-32-8171

由利本荘
市

② 笹の子フェスティバル 学習発表会（学年＆全体）ともちつき会食の二部構成を予定しています。 10月29日
笹子小学校
体育館

笹子小学校 無料 0184-59-2234

由利本荘
市

② ふるさとのつどい
学習発表会として、学年発表、親子いっしょの「げね餅」づくり、クラブ発表
などをします。

10月29日 石沢小学校 石沢小学校 無料 0184-29-2341

由利本荘
市

② ふるさとふれあいフェスティバル
これまでの学習活動の成果を、地域の方や保護者にお見せします。ま
た、校内でウォークラリーを実施します。

10月29日 子吉小学校 子吉小学校 無料 0184-24-2990

由利本荘
市

①③ ゆりまつり 親子読書感想発表会を実施します。 10月29日 由利小学校 由利総合支所 無料 0184-53-2245

由利本荘
市

③ ゆりまつり 由利芸術文化協会合同発表会を行います。 10月30日 由利体育館 由利総合支所 無料 0184-53-2245

由利本荘
市

② PTA授業参観 各学級の授業参観及び学年・学級ＰＴＡ懇談会を行います。 11月2日 出羽中学校 出羽中学校 無料 0184-65-2105

由利本荘
市

② 学習発表会 普段の学習の成果を保護者や地域の方々にみていただきます。 11月3日 道川小学校 道川小学校 無料 0184-73-2216

由利本荘
市

② 合唱コンクール
保護者や地域の方を招待し、学級対抗による合唱コンクールを行いま
す。

11月3日
本荘東中学校
体育館

本荘東中学校 無料 0184-27-2311

由利本荘
市

② 吹奏楽部演奏会 吹奏楽部による演奏会を行います。 11月3日 大内中学校 大内中学校 無料 0184-66-2010

由利本荘
市

② ＰＴＡ講演会 ノーザンハピネッツ社長を招いてＰＴＡ講演会を行います。 11月5日 有鄰館 東由利地区ＰＴＡ 無料 0184-69-2410

由利本荘
市

② 親子奉仕作業 親子いっしょに学校の冬囲いをします。 11月5日 東由利中学校 東中ＰＴＡ 無料 0184-69-2410

由利本荘
市

② 学習発表会
これまでの学習活動で学んだことを、お世話になっている地域の方や保
護者の皆様にお見せします。

11月5日 尾崎小学校体育館 尾崎小学校 無料 0184-24-1236

由利本荘
市

② 学習発表会 各学級で学習してきたことや全校児童の群読、合唱を発表します。 11月5日 亀田小学校 亀田小学校 無料 0184-72-2004

由利本荘
市

① 鳥海地区ＰＴＡ研究集会 中学校区内小中４校のPTA会員が合同で研修を行います。 11月5日 紫水館 地区ＰＴＡ 無料 0184-57-2004

由利本荘
市

② 鳥海地区音楽祭 鳥海地区各小中学校の音楽発表をおこない、交流を図ります。 11月8日
鳥海中学校
体育館

小中連携推進委員会 無料 0184-58-2320

由利本荘
市

② フリー参観日
終日学校の教育活動を自由に参観できるほか、学年ごとのレクリェーショ
ン活動を行います。

11月10日 鶴舞小学校 鶴舞小学校・ＰＴＡ 無料 0184-22-1422

由利本荘
市

② 劇団四季こころの劇場 劇団四季ミュージカル「はだかの王様」を鑑賞します。 11月11日 本荘文化会館 由利本荘市教育委員会 無料 0184-24-6288
本市小学6年生
対象

由利本荘
市

② 少年式 2年生が自らの将来を見据え、志を立てるという儀式です。 11月11日 西目中学校 西目中学校 無料 0184-33-2304

由利本荘
市

② 図書集会 鈴木泰三図書を紹介したり推薦図書を紹介したりします。 11月11日 大内中学校 大内中学校 無料 0184-66-2010

由利本荘
市

② 内越っ子まつり 児童の学習の成果を保護者や地域の方々にみていただきます。 11月12日
北内越小学校
体育館

北内越小学校 無料 0184-22-4839

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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由利本荘
市

② 由利小まつり
各学年の学習発表とOB・OGによる講話「由利小の子どもたちに伝えたい
こと」を行います。

11月12日 由利小学校 由利小学校 無料 0184-32-8171
みんなの登校日
は11月11日・12
日の2日間

由利本荘
市

③ 民俗芸能講演会 重要無形民俗文化財「本海獅子舞番楽」に関わる講演会を行います。 11月13日 シーガル 由利本荘市教育委員会 無料 0184-24-6288

由利本荘
市

① 青少年育成に関する講演会 地域ぐるみで青少年健全育成に取り組むため、講演会を行います。 11月15日 本荘南中学校
青少年健全育成由利本荘市
民会議本荘支部

無料 0184-24-6284

由利本荘
市

② あすなろ発表会 全校児童によるミュージカルを行います。 11月19日 西目小学校 西目小学校 無料 0184-33-2305

由利本荘
市

②
ミュージカルに触れよう！　In
Ozaki

優れた舞台芸術を身近で体験・鑑賞する機会を設つことで、子どもたちの
コミュニケーション能力等の育成を図り、夢の種を蒔くことを目的とします。

11月21日 尾崎小学校体育館 文化庁 無料 0184-24-1236

由利本荘
市

② リアル熟議 「地域の学校」というテーマで、保護者や地域の方で討論会をします。 10月(未定) 矢島小学校 矢島小学校 無料 0184-56-2069

由利本荘
市

② みんなの登校日
保護者や地域の方に、授業や休み時間の生徒の様子を見ていただきま
す。

10月17日～22日 本荘東中学校 本荘東中学校 無料 0184-27-2311

由利本荘
市

② 親子読書
親子で同じ本を読み、感想を語り合ったり親子読書ファイル書いたりして
交流します。

10月23日
11月23日

各家庭 石沢小学校 無料 0184-29-2341

由利本荘
市

③ ゆりまつり 各種サークル、学習講座の成果品の展示及び体験学習を開催します。 10月29日, 30日 善隣館 由利総合支所 無料 0184-53-2245

由利本荘
市

③ 大内市民祭
２年生の芸能発表と全校児童による習字、図工作品を出品します。また、
俳句コンクールや学校菜園で収穫した野菜も出品します。

10月29日, 30日
大内農業環境改善
センター

大内教育学習課 無料 0184-67-2244

由利本荘
市

② みんなの登校日
保護者や地域の方が来校し、子どもの活動に接することにより、家庭・学
校・地域の連携を深め、教育効果を上げます。

11月1日, 2日 新山小学校 新山小学校 無料 0184-22-1420

由利本荘
市

② 公開研究授業
授業改善による学力向上をめざして、各教科が研究授業を行い、それを
地域の小学校、中学校、高等学校等に公開します。

10月28日
～11月2日

本荘高校 本荘高校  0184-22-0832

由利本荘
市

② インターナショナルｄａｙ 県内在住外国人を招聘し、生徒や近隣住民などと異文化交流をします。 11月19日 由利高校 由利高校 無料 018-22-3219

由利本荘
市

② 矢高祭
保護者や地域に学校を開放し、矢島高校生の活動や姿を広く紹介し、理
解を深めていただきます。また、ＰＴＡ、同窓会の協力により、保護者と地
域、学校の交流の場となるようにします。

10月22日 矢島高校 矢島高校 無料  矢島高等学校0184-55-3031

由利本荘
市

①
第３０回秋田県特別支援教育理
解推進会議

特別支援教育理解推進を促す会議を行います。 10月22日 ゆり養護学校 教育庁特別支援教育課 無料 http://www.yokote-s.akita.c.ed.jp

由利本荘
市

② 特別支援教育理解推進会議
地域の方との交流活動紹介、障害者に関わってきた著名人によるトーク
ショー等により、特別支援教育に対する理解促進、就学啓発を図ります。

10月22日 ゆり養護学校
全国特別支援教育
推進連盟
ほか

無料 http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

由利本荘
市

② ゆり養祭
ステージ発表や作品展示、作業製品の販売、バザーなどをとおして地域
や関係機関との交流をはかり、本校に対する理解と地域連携を深めま
す。

11月3日 ゆり養護学校 ゆり養護学校 無料 http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

由利本荘
市

② みんなの登校日②
授業公開や部活動参観、教育相談等を行い、本校の教育活動や特別支
援教育への理解を促します。

11月1日～3日 ゆり養護学校 ゆり養護学校 無料 http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

由利本荘
市

② 道川分教室まつり
普段の学習成果の発表、地域の小学校との交流、関係機関や地域への
理解啓発活動を行います。

10月26日
ゆり養護学校
道川分教室

ゆり養護学校道川分教室 無料 yuri-s-michikawa@akita-pref.ed.jp

由利本荘
市

② みんなの登校日② 授業公開や授業体験、教育相談を実施します。 10月26日, 27日
ゆり養護学校
道川分教室

ゆり養護学校道川分教室 無料 yuri-s-michikawa@akita-pref.ed.jp

にかほ市 ② いんない祭り2011 学習発表会を行います。 11月19日 院内小学校体育館 院内小学校 無料 院内小学校　0184-36-2154 　

にかほ市 ② 小出小まつり
地域の方々に児童の学習発表を見ていただき、学校田で育った餅米で、
地域の方々とともにもちつきをして収穫に感謝します。

11月19日 小出小学校 小出小学校 無料 小出小学校　　　　0184-36-2252

にかほ市 ② 浜っ子学習発表会 全校児童による学習発表会をします。 11月5日 金浦小学校 金浦小学校 無料 kinsho@city.nikaho.lg.jp

にかほ市 ② フリー参観日（みんなの登校日）
保護者をはじめ、広く地域の方々から学校を訪問していただき、校内及び
授業を自由に参観していただきます。

11月8日 象潟小学校 象潟小学校 無料 象潟小学校　0184-43-2334

にかほ市 ② 浜っ子学習発表会 全校合唱・学年発表・合唱部発表・よさこいソウラン踊りを行います。 11月12日 上浜小学校 上浜小学校 無料 上浜小学校　0184-46-2111

にかほ市 ② 上郷フェスティバル 学習発表、郷土芸能発表等を行います。 10月29日 上郷小学校 上郷小学校 無料 上郷小学校　0184-44-2214

にかほ市 ③ にかほ市民文化祭２０１1
市民の日頃の芸術文化活動の成果として創作品の展示、芸能音楽の発
表等を行います。

10月15, 22, 23, 29,
30日

市内公民館ほか にかほ市 無料 社会教育課　0184-38-2171

にかほ市 ③ にかほ文化講演会 ㈱東レ経営研究所特別顧問佐々木常夫氏から講演をいただきます。 11月3日
仁賀保勤労青少年
ホーム

にかほ市 社会教育課　0184-38-2171

にかほ市 ② 芸術鑑賞会
由利本荘市出身の音楽バンド（本校ＯＢも一員）「ブロンズ」の演奏を鑑賞
します。

10月25日 仁賀保高校 仁賀保高校 無料 0184-43-4791

にかほ市 ②
吹奏楽部
定期演奏会

毎年行われる吹奏楽部による演奏会です。 11月20日
本荘文化
会館

仁賀保高校 0184-43-4791

にかほ市 ① 学校展 県内の特別支援学校の作品展示及び学校紹介を行います。 10月28日～30日 象潟体育館 特別支援教育課 無料 http://www.yokote-s.akita.c.ed.jp

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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大仙市 ① 高校生乳児ふれあい体験事業
保育所を活用して、高校生と乳児のふれあいを実施し、命の尊さを学びま
す。

11月20日 大曲乳児保育園 秋田県教育委員会 無料 018-860-5126

大仙市 ③ 北海道東北ブロック民俗芸能大会
北海道東北各県の民俗芸能の共演により保存伝承意欲と技量を向上さ
せ、無形民俗文化財の保存伝承活動を振興します。

10月30日 大曲市民会館 秋田県教育委員会 無料
秋田県教育庁文化財保護室
018-860-5192

大仙市 ①③ 第５回古代発見！バスツアー 「中央・由利の中世城館コース」をテーマに、バスで史跡を見学します。 10月29日
秋田市、
由利本荘市、
にかほ市

埋蔵文化財センター 資料管理活用班  0187-69-3331
由利本荘市発着
事前申し込みが
必要です。

大仙市 ①③ 第６回古代発見！バスツアー 「中央・由利の中世城館コース」をテーマに、バスで史跡を見学します。 11月19日
秋田市、
由利本荘市、
にかほ市

埋蔵文化財センター 資料管理活用班  0187-69-3331
秋田市発着
事前申し込みが
必要です。

大仙市 ①③ 遺跡見学会 にかほ市の清水尻Ⅱ遺跡の発掘現場を見学し、調査状況を説明します。 10～11月
にかほ市
清水尻Ⅱ遺跡

埋蔵文化財センター 無料 調査班　　　　　0187-69-3331

発掘調査の進捗
状況により詳細な
開催日程が決ま
ります。

大仙市 ② リンゴ狩り体験 １・２年児童が農業科学館でリンゴ狩り体験を行います。 11月2日 農業科学館 東大曲小学校 無料 0187-63-1020

大仙市 ② 大曲中学校との交流 ６年生が大曲中学校を訪問し、中学生と交流学習を行います。 11月8日 大曲中学校 東大曲小学校 無料 0187-63-1020

大仙市 ② 学習公開日
みんなの登校日として、祖父母、両親、地域の方々へ学校を開いて学校
の教育活動への理解を図ります。

11月8日 花館小学校 花館小学校 無料
0187-63-1022
花館小学校

大仙市 ① プロ出前囲碁教室
日本棋院のプロ棋士が本校へ出前し、囲碁の楽しさを直接伝えてくれま
す。

11月予定 花館小学校
大仙市教育委員会
生涯学習課

無料
0187-63-1022
花館小学校

大仙市 ② 夢の先生 プロのチェリストを招いて本物の音、すばらしい音楽を体験します。 11月予定 花館小学校
大仙市教育委員会
教育指導課

無料
0187-63-1022
花館小学校

大仙市 ② わくどき町探検 全校縦割り活動で内小友地区を探検し、地域の良さを再発見します。 10月21日 内小友小学校 内小友小学校 無料 0187-68-2345

大仙市 ② 祖父母参観・収穫感謝祭
保護者・地域の皆さんで、実習田で植えた米で餅つきをし、収穫を祝いま
す。

11月15日 内小友小学校 内小友小学校・ＰＴＡ 無料 0187-68-2345

大仙市 ② 読み聞かせ 図書ボランティアにおる読み聞かせを行います。
10月6日, 11月4日,

17日, 29日
内小友小学校

内小友小学校・
図書ボランティア

無料 0187-68-2345

大仙市 ②③ 第４１回楽器まつり演奏会
特色ある教育活動である全校音楽、全校ミュージカルの学習成果を広く
公開し、音楽の楽しさを伝えます。

11月6日 大曲市民会館 大川西根小学校 無料 om-nishisyo@edu.city.daisen.akita.jp

大仙市 ② おにぎりパーティ・収穫祭
地域の方々をお招きし、実習田でとれたお米でおにぎりを作って食べた
り、収穫に感謝する収穫祭を行ったりして楽しみます。

11月7日～10日 藤木小学校 藤木小学校 無料 ℡0187(65)2420教頭

大仙市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を他の学年や家族、地域の方々に広く発表し、発表する
喜びを味わわせることで、学習意欲を高めます。

10月23日 四ツ屋小学校
四ツ屋小学校
学芸的行事部

無料 四ツ屋小学校　０１８７-６６-１５１４

大仙市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に、日頃の学習の成果を心を込めて発表します。 10月23日 角間川小学校 角間川小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/^om-kakusyo/

大仙市 ② 神小オープンウィーク 地域のみなさんの登校日です。
11月

21日, 22日, 24日, 25
日, 27日

神宮寺小学校 神宮寺小学校 無料 http//www.edu.city.daisen.akita.jp/km-jinsyo/

大仙市 ② 収穫感謝のなべっこ 収穫を感謝してなべっこを行い、協力者や保護者と楽しみます。 10月27日 北神小学校 北神小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~km-hokushinsyo/

大仙市 ② ふるさと教室
みんなの登校日週間の２５日にもちつきや昔の遊びなどの地域一体と
なったふれあいを予定しています。その他、学校開放で読み聞かせ等の
行事も予定しています。

10月24日～27日 土川小学校 土川小学校 無料 nb-tuchisyo@edu.city.daisen.akita.jp

大仙市 ② 学習発表会
劇団ひまわりの指導を受けての全校ミュージカルを上演します。保護者や
祖父母、地域の方々に見ていただきます。

10月23日 大沢郷小学校 大沢郷小学校 無料 nb-daisyo@edu.city.daisen.akita

大仙市 ① 三校合同記念講演 三校の閉校を記念して、地域のみなさんとともに落語を聞きます。 11月3日 西仙北西中学校
双葉小学校・西仙北西中学
校・大沢郷小学校　閉校記念
事業実行委員会

無料 nb-daisyo@edu.city.daisen.akita

大仙市 ② 収穫感謝祭
春から育ててきた米を収穫できた、その実りに感謝し、米を育てての感想
発表やおにぎりパーティーを開いて、協力してくださった祖父母の方々に
感謝します。

11月14日 大沢郷小学校 大沢郷小学校 無料 nb-daisyo@edu.city.daisen.akita

大仙市 ② ３校合同閉校記念講演会
西仙北西中、大沢郷小、双葉小の３校合同で児童生徒、保護者を対象と
した講演会を行います。

11月3日 西仙北西中
西仙北西中，大沢郷小，双葉
小閉校記念事業実行委員会

無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~nb-futasyo/

大仙市 ② みんなの登校日
保護者、地域住民に学校を公開し、児童の活動を参観してもらったり、教
育活動に参加してもらったりします。

10月31日～
11月5日

双葉小学校 双葉小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~nb-futasyo/

大仙市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域住民に向けて発表します。 11月5日 双葉小学校 双葉小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~nb-futasyo/

大仙市 ② ＰＴＡ学年対抗親善球技大会 保護者がＰＴＡ活動として球技を通して会員相互の親睦を図ります。 10月23日 中仙小学校 中仙小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasensyo/

大仙市 ② マラソン大会
学年毎にコースに繰り出し、自分の記録を競います。普段から業間運動
で培った持久力を試します。

10月26日 中仙小学校 中仙小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasensyo/

大仙市 ② 学習発表会
地域・保護者にご案内をし、全校合唱・芸能発表・学習活動を発表しま
す。

10月31日 中仙小学校 中仙小学校 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasensyo/
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大仙市 ② 第49回大曲仙北小中学校音楽祭 音楽学習の成果をステージ発表し、互いに鑑賞し合います。 11月9日
大曲市民会館
小ホール

大曲仙北音楽教育研究会 無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasensyo/

大仙市 ② bjリーグスクールキャラバン
現役のプロ選手が小学校を訪問し、スポーツプログラムを通して子どもた
ちに一流の技と心を楽しく指導します。

11月16日 中仙小学校
秋田プロバスケットボール
クラブ株式会社

無料 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasensyo/

大仙市 ② 収穫祭 学校田で獲れた米でもちをつき会食して、収穫に感謝します。 11月5日 清水小 清水小学校 無料 ns-shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

大仙市 ② みんなの登校日 授業や子ども達の諸活動を保護者や地域住民に公開します。 11月4日～6日 清水小 清水小学校 無料 ns-shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

大仙市 ② みんなの登校日
祖父母参観日と避難訓練を含む、終日、地域に学校の自由参観や見学
のために開放した三日間の行事です。

11月8～10日 豊川小学校 豊川小学校 無料 ns-kawasyo@edu.city..daisen.akita.jp

大仙市 ② 収穫感謝祭
学校田に協力してくださった方々を招待して、収穫の喜びを共にします会
を開きます。

11月16日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 ns-okasyo@edu.city.daisen.akita.jp

大仙市 ②
学校宿泊，マラソン，
なべっこ

全校児童がマラソン、なべっこをした後学校に泊まる。夜にはキャンドル
サービスをしながら、各学年毎に詩の暗唱や演奏等の披露をします。

10月7日～8日 南楢岡小学校 南楢岡小学校 0187-73-1800
なべっこの材料
費集金

大仙市 ② ＡＩＵ訪問 同じ地域の学校と合同で５、６年生が国際教養大学を訪問します。 11月2日 国際教養大学 南楢岡小学校 無料 0187-73-1800

大仙市 ③ なんがい地域祭 地域の文化祭に作品の出品並びに舞台発表をします。 11月6日
南外コミュニティー
センター

南外公民館 無料 0187-73-1800

大仙市 ② こめこめライスパーティー
地域の方々に協力いただいて収穫した米でおにぎり等を作り、協力者に
感謝のおもてなしをします。

11月11日 南楢岡小学校 南楢岡小学校 無料 0187-73-1800

大仙市 ② マラソン大会
地域の方々や保護者に沿道にて声援をいただきながら、週３回の体力づ
くりである「もりっこランニング」の総括として行います。

10月20日
学校周辺のマラソン
コース

南外西小学校 無料
南外西小学校
0187-74-2520

大仙市 ② なべっこ
各学年で栽培した野菜や全校で世話をしたさつまいもや、畑ボランティア
の方々が植えてくださったいものこ等を入れて、全校縦割りになりなべっこ
を作る。畑ボランティアの皆さんをご招待し、なべっこの美味さ対決を行い

10月20日
校地内
（第２グラウンド）

南外西小学校 無料
南外西小学校
0187-74-2520

大仙市 ① 払田の旗立て 地域団体と連携して払田の柵跡の周囲にＰＲ旗を立てます。 10月25日 払田の柵
史跡の里づくり委員会
（大仙市役所仙北総合支所)

無料 高梨小学校    0187-62-2195

大仙市 ② みどりっ子感謝祭 地域のお世話になった方々を招いて感謝します。 10月27日 横堀小体育館 横堀小学校 無料 0187-69-2111

大仙市 ③ 払田の旗立て 県の文化財である払田の柵の旗を立てる。 11月8日 払田の柵 　　大仙市 無料 0187-69-2111

大仙市 ② 小・中連携授業 小・中連携外国語及び外国語科公開授業を行います。 11月17日 横堀小 　横堀小・仙北中 無料 0187-69-2111

大仙市 ② 読み聞かせ集会
全校児童を対象に、読み聞かせ（ボランティアによる）を行うとともに、読書
奨励の機会とします。

11月2日 太田南小学校 太田南小学校 無料  太田南小0187-88-2111

大仙市 ① スクールバンド発表会 スクールバンド（太田南小・太田東小・太田北小合同）発表会を行います。 10月29日 大仙市太田体育館 太田南小学校 無料  太田南小0187-88-2111

大仙市 ②
みんなの登校日
「まつぼっくりオープンウィーク」

保護者や地域の方々に、生徒の日常の活動(授業、清掃活動、部活動な
ど)をフリー参観していただく機会を設けます。

10月13日, 14日 大曲西中学校 大曲西中学校 無料 om-nishityu@edu.city.daisen.akita.jp.

大仙市 ② 収穫感謝の集い

「ふるさと教育」の一環として学校農園活動に取り組んでいます。地域の
方々や大曲農高職員・生徒の方々より協力・指導をいただき、土づくりか
ら苗の植え付け、水やり、除草、収穫、感謝の集いという一連の体験学習
を通しふるさとのよさを再認識する機会とします。

11月18日 大曲西中学校 大曲西中学校 無料 om-nishityu@edu.city.daisen.akita.jp.

大仙市 ② 駅伝・なべっこデー 学級対抗の駅伝、マラソンとその後の全校でのなべっこを行います。 10月24日 大曲南中 大曲南中 無料 0187-65‐2001

大仙市 ② 芸術鑑賞会 わらび座での演劇鑑賞を行います。 10月26日 わらび座 大仙市 無料 0187-65‐2001

大仙市 ②
東西合同駅伝マラソン大会：ナ
ベッコ会

学級対抗での駅伝、マラソン大会、その後の各学級グループごとのナベッ
コです。来年度からの統合に向けて西中学校と合同で開催します。

10月21日 西仙北東中学校 西仙北東中学校 無料 0187-75-2200

大仙市 ② 校内合唱ｺﾝｸｰﾙ
保護者・地域の方々に公開しての、学級対抗の合唱コンクールです。来
年度からの統合に向けて西中学校と合同で開催します。

10月27日
協和市民センター
和ピア

西仙北東中学校 無料 0187-75-2200

大仙市 ② 閉校記念式典
式典後、「大いなる秋田」全曲を演奏します。全校生徒に加えて、同窓生
と地域住民から参加希望者を募り、閉校に花を添えます。

10月30日 西仙北東中学校 西仙北東中学校 無料 0187-75-2200

大仙市 ② 吹奏楽部定期演奏会 保護者や地域に公開しての定期演奏会を行います。 11月6日 西仙北中央公民館 西仙北東中学校吹奏楽部 無料 0187-75-2200

大仙市 ② 講演会
閉校を記念して、西仙北西地区三校合同で落語家を招いての講演会を
実施します。

11月3日 西仙北西中学校 西仙北西中学校 無料 0187-78-1111

大仙市 ② １年職場体験学習
地域の職場での体験を通し、職業について知り、働くことの意義を考える
機会とします。

11月２日 豊成中学校 豊成中学校 無料
豊成中学校
０１８７－５７－２０４０

大仙市 ③ 大仙市芸術委員 ミュージカル作品を鑑賞し、豊かな感性を育む芸術作品にふれます。 11月15日
たざわこ芸術村
「わらび劇場」

大仙市教育委員会
豊成中学校
０１８７－５７－２０４０

大仙市 ② 職場体験学習 南外・神岡・大曲地区内事業所で２年が職場体験を行います。
10月31日～

11月2日
南外中学校 南外中学校 無料 0187-73-1231

大仙市 ② 交声曲「この大地より」演奏会
仙北中創立周年記念として作られた交声曲「この大地より」の演奏会を行
います。

11月7日 仙北中学校 仙北中学校 無料 0187-69-2113

大仙市 ①② 学校（花壇）解放
来校者に校地・校舎を開放し、自由に花壇鑑賞させる。生徒が案内・接待
もします。

8月27日～
11月17日

太田中学校 太田中学校 無料 ８８－２２１１ 入場自由

大仙市 ① 校内駅伝大会・なべっこ
午前中は野球場周辺の周回コースで駅伝とマラソン大会を学級対抗で行
います。午後は横沢公園内で全員でなべっこを行います。

10月21日 横沢公園 太田中学校 無料 ８８－２２１１ フリー参観

大仙市 ①② 被災地交流
8月の3年生に続き、1年生が岩手県大槌町立大槌中学校を中心に交流と
ボランティア活動を行います。

10月25日, 26日 岩手県大槌町 太田中学校 無料 ８８－２２１１
ボランティア参加
等要連絡

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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大仙市 ①② 進路学習会
進路をテーマに各学級・学年で授業か学年集会を行います。最後は近隣
の高校の先生方から学校説明を受けます。

11月8日 太田中学校 太田中学校 無料 ８８－２２１１ フリー参観

大仙市 ② やきいも会 保育園、未就園児、老人クラブと一緒にやきいも会を開催します。 10月25日 南外幼稚園 南外幼稚園 無料 0187-73-1088

大仙市 ② 親子体操 親子で一緒に体操を楽しみます。 11月1日 南外体育館 南外幼稚園 無料 0187-73-1088

大仙市 ③ なんがい地域祭
南外地域のお祭りで、幼、保、小、中学生・地域の方々が参加するお祭り
です。

11月6日
南外コミュニティ
センター

南外公民館 無料 0187-74-2130

大仙市 ② 給食参観日 保護者の方々が給食の様子を参観します。 11月8日 南外幼稚園 南外幼稚園 無料 0187-73-1088

大仙市 ② 焼きいも会
収穫したさつまいもを焼きいもにし、地域の老人クラブや保護者の方々と
味わいます。

10月20日 みどり幼稚園 みどり幼稚園 無料 0187-69-2117

大仙市 ② 親子ウォーキング
国指定名勝「旧池田氏庭園」までの往復を、親子ふれあいながらウォーキ
ングし、秋の自然を満喫します。

11月7日 「旧池田氏庭園」 みどり幼稚園 無料 0187-69-2117

大仙市 ② みどりっこ祭り
地域の方々を招待し、歌や踊り、太鼓などを披露したり、地域の方々によ
る歌、踊り、民謡などを見たりします。

11月17日
仙北ふれあい文化
センター

みどり幼稚園 無料 0187-69-2117

大仙市 ①
音とおどりフェスタ
(大曲地域文化祭内)

合唱や演奏の音楽発表会、踊りや民謡などの芸能発表会を２日間に渡っ
て開催します。

10月22日, 23日 大曲市民会館 生涯学習課 無料 http://www.city.daisen.akita.jp/site/gyousei/org_info/kyouiku/syougai/shougai/index.html

大仙市 ① にしせんぼく文化祭 西仙北地域の学習グループ・同好会の学習成果の発表です。 10月29日, 30日 西仙北中央公民館 西仙北中央公民館 無料

大仙市 ① 東北六県民謡日本一唄くらべ
東北６県から民謡を愛好者が集い、日ごろから鍛えられた「のど」を競い
ます。

11月3日 大曲市民会館 大曲市民会館 http://www.city.daisen.akita.jp/site/sisetsu/osiminkaikan/top.htm

大仙市 ① 池田氏庭園特別公開 国指定名勝池田氏庭園の秋期特別一般公開します。 11月5日, 6日 旧池田氏庭園 文化財保護課 http://www.city.daisen.akita.jp/content/bunkazai/bunka_top.html

大仙市 ① ふるさと民謡めぐり(中仙)
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡公
演です。

11月5日
中仙市民会館
Ｄｏｎ-Ｐａｌ

生涯学習課 無料 http://www.city.daisen.akita.jp/site/gyousei/org_info/kyouiku/syougai/shougai/event/hurumin.html

大仙市 ① なんがい地域祭
学習成果の発表を通して世代間交流を図り、地域づくりにつなげるお祭り
です。

11月6日
南外コミュニティ
センター

南外公民館 無料

大仙市 ① 高齢者大学まつり 講座受講者の皆さんで学習成果を披露する発表会です。 11月9日 大曲交流センター 生涯学習課 無料 http://www.city.daisen.akita.jp/site/gyousei/org_info/kyouiku/syougai/shougai/index.html

大仙市 ① 大仙市芸術祭(大曲)
地域の芸術文化の発展を目指し、地域の芸術文化に携わる人たちの発
表と、市民鑑賞の場を提供します。

11月12日, 13日 大曲市民会館 生涯学習課 無料 http://www.city.daisen.akita.jp/site/gyousei/org_info/kyouiku/syougai/shougai/index.html

大仙市 ① 進路懇談会
卒業生から進学先の学校の様子や就職先の仕事の内容、社会人として
の心構えなどの講話を聞きます。

10月21日 西仙北高校 西仙北高校 無料 0187 75-1002

大仙市 ① 分野別職業ガイダンス
講師を招き、将来の職業選択につながる基本的な事項についての講話を
聞きます。

11月11日 西仙北高校 西仙北高校 無料 0187 75-1002

大仙市 ① 分野別進路懇談会
講師を招き、具体的な職業に関してより専門的な見地からの講話を聞き
ます。

11月18日 西仙北高校 西仙北高校 無料 0187 75-1002

大仙市 ② 大農祭
１日目は学校からJR大曲駅まで仮装行列、２日目は農産物販売、模擬
店、各部展示、ステージ発表などがあります。

10月21日. 22日 大曲農業高校 大曲農業高校 無料 http://daino-h.akita-pref.ed.jp/

大仙市 ② キュリー×キュリー 芸術（演劇）を鑑賞することによって、生徒の文化的教養を高めます。 10月25日 大曲市民会館 大曲高校 0187-63-4004

大仙市 ② 韓国の文化と生活を学ぶ会
韓国修学旅行を充実させるため、秋田県観光課の韓国交流員の方から、
韓国の文化と生活について学びます。

10月中（未定） 大曲高校演習室 大曲高校 0187-63-4004

大仙市 ② 薬物乱用防止教室
薬物の危険性について注意を喚起し、生徒の健全育成に資する講話を
行います。

11月2日 大曲高校体育館 大曲高校 0187-63-4004

大仙市 ② 曲養祭 大曲養護学校の学習活動を公開する学校祭を行います。 10月29日 大曲養護学校 大曲養護学校 無料 oomagariyougo@akita-pref.ed.jp

大仙市 ② スマイルステージ 第9回秋田県特別支援学校文化祭のステージ発表部門です。 11月18日 大曲市民会館
秋田県特別支援学校
文化連盟

無料 聾学校

仙北市 ② マラソン大会 学校周辺のコースを走り抜きます。 10月19日 生保内小学校 生保内小学校 無料 生保内小学校　0187-43-0243

仙北市 ② なべっこ 縦割りグループで協力して野外で鍋料理を作ります。 10月19日 生保内小学校 生保内小学校 無料 生保内小学校　0187-43-0243

仙北市 ② 学習発表会
日頃の学校での学習成果を地域の方々に見ていただくとともに、発表へ
の積極的な参加と協力・責任・奉仕など社会的な態度を育てます。

11月3日 角館小学校体育館 角館小学校 無料 角館小学校　　0187-55-2188

仙北市 ② なべっこ会 全校でなべっこ会を行います。 10月21日 角館中学校 角館中学校 無料 http://www.city.semboku.akita.jp/sc_kakucyu/index２.html

仙北市 ② マラソン大会 全校でマラソン大会を行います。 10月21日 角館中学校 角館中学校 無料 http://www.city.semboku.akita.jp/sc_kakucyu/index２.html

仙北市 ② なべっこ会 全校でなべっこ会を行います。 10月20日 西明寺小学校 西明寺小学校 無料 saisho@city.semboku.akita.jp

仙北市 ② マラソン大会 全校でマラソン大会を行います。 10月20日 西明寺小学校 西明寺小学校 無料 saisho@city.semboku.akita.jp

仙北市 ② やまばと祭
学校祭・日常の学習活動の総合的な発表を通して、学校に対する家庭や
地域の理解を深め、交流を促進させます。主体的な生徒会活動の集大成
を発信する場となっています。

10月23日 西明寺中学校 西明寺中学校 無料 http://www.city.semboku.akita.jp/sc_saichu/

仙北市 ② みんなの登校日
地域の方々に学校を開放し、生徒の学校での生活や学習場面に接して
いただくことで学校と地域の結びつきを強めます。

10月17日～27日 西明寺中学校 西明寺中学校 無料 http://www.city.semboku.akita.jp/sc_saichu/

仙北市 ② ジョギングフェスタ 学校周辺のコースを走り抜きます。 10月19日 神代小学校 神代小学校 無料 神代小学校　　　0187-44-2115

仙北市 ② キッズマート
市の産業祭に５・６年生が「キッズマート事業」の一環として出店し、就業
体験を行い、後継者育成・地域活性化に協力します。

10月23日
神代小学校
神代市民体育館

神代小学校 無料 神代小学校　　　0187-44-2115

仙北市 ② みんなの登校日
期間中に学校の授業等を公開します。１１月３日には「バリアフリー集会」
を開きます。

11月1日～3日
神代小学校神代体
育館

神代小学校 無料 神代小学校　　　0187-44-2115

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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仙北市 ②
「交流の芽」上板橋第４小学校と
の交流

東京都上板橋第４小学校との交流です。全校田植え・稲刈りで収穫した
米を持参し、仙北市アンテナショップで販売します。

11月1日, 2日

上板橋第４小学校
全国ふる里ふれあ
いショップ
上板橋とれたて村

中川小学校 無料
中川小学校
0187-53-2286

仙北市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品等の展示を行います。 10月30日 桧木内小学校 桧木内小学校 無料
桧木内小学校
0187-48-2323

仙北市 ② 全校稲刈り
春に植えた稲を全校で刈り取ります。今年の田んぼアートは「ホタル」で
す。

未定
10月下旬

浅利則夫さん宅農
地

桧木内小学校 無料
桧木内小学校
0187-48-2323

仙北市 ② 清流祭
学校祭「清流祭」を開催し保護者や地域の皆さんに学校開放し，生徒によ
る発表会とバザーを開催します。

10月30日 桧木内中学校 桧木内中学校 無料 桧木内中学校　　0187-48-2330

仙北市 ② 仙北市小中学校教育研究大会
市内小学校７校、中学校５校の教職員が集まり会場校において授業公
開、研究協議を行います。

11月8日
西明寺小学校
西明寺中学校

仙北市小中学校教育研究会 無料
仙北市教育委員会北浦教育文化研究所
0187-43-3387

仙北市 ② 修学旅行 社会見学、文化と触れ合います。 10月24日～27日 関西・韓国 角館高校 0187－54－2560

仙北市 ② 職業人講話 地域の社会人による講話を行います。 11月11日 角館高校 角館高校 無料 0187－54－2560

仙北市 ② 後期保護者会 保護者による授業参観、面談を行います。 10月17日 角館高校 角館高校定時制 無料 0187－54－1366

仙北市 ② なべっこ遠足 自然との触れ合い、作業体験学習を行います。 10月21日 角館高校 角館高校定時制 0187－54－1366

仙北市 ③ 芸術鑑賞 ミュージカルを観劇します。 11月11日 たざわこ芸術村 角館高校定時制 0187－54－1366

仙北市 ② 芸術鑑賞 ミュージカル「おもひでぽろぽろ」を鑑賞します。 10月18日 たざわこ芸術村 角館南高校 0187-54-1166

仙北市 ② 生き方講話 利部陽子氏（本校卒業生）による講演を行います。 10月25日 角館南高校 角館南高校 無料 0187-54-1166

美郷町 ② 駅伝・なべっこ 校内駅伝を実施し、グループでなべっこを実施します。 10月20日 仙南キャンプ場 仙南中学校 無料 http://www.h7.dion.ne.jp/~sennan/

美郷町 ② マラソン大会 警察、ＰＴＡから協力していただき、学区内特設コースで実施します。 10月20日
千畑南小学校
グラウンド及び
近隣の道路

千畑南小学校 無料 http://www.obako.or.jp/wanpaku/

美郷町 ②
フリー参観・祖父母参観・ＰＴＡ講
演会

保護者・地域の方々の授業参観・祖父母との交流・講演会を行います。 10月21日 六郷小学校 六郷小学校 無料 http://www.obako.or.jp/650est01/

美郷町 ②
地域の方々とともに「駅伝・マラソ
ン大会」

東洋大学駅伝部のコーチと選手をゲストに迎え、「走る千畑」を支えてきた
先輩たち、駅伝を愛する地域の方々とともに「ふるさと千畑」を駆け抜けま
す。また、東洋大学駅伝部コーチの方から講演をしていただきます。

10月22日
千畑中学校体育
館・学校周辺駅伝
コース

千畑中学校 無料 http://www.obako.or.jp/mahirune/

美郷町 ②
髙橋美郷氏（千畑中学校出身）を
お迎えして、吹奏楽部「ＦＩＮＡＬ　Ｃ
ＯＮＣＥＲＴ」

本校卒業生である髙橋美郷氏をお迎えし、４４年の歴史に思いを巡らせ、
感謝と決意を新たにする機会とします。

10月23日 千畑中学校体育館 千畑中学校 無料 http://www.obako.or.jp/mahirune/

美郷町 ②
日曜日参観日・
ＰＴA球技大会

午前は、いつでもどこでもだれでも授業参観できる場を提供します。午後
は、ＰＴＡ学年部対抗の球技大会を行い、保護者同士、保護者と教職員
の連帯と親睦を図ります。

10月23日
千屋小学校・
町北体育館

千屋小学校 無料 http://www.obako.or.jp/matunami/

美郷町 ② 祖父母ふれあいの日 祖父母を中心に、ふれあったり共に活動したりする機会をもちます。 11月2日 金沢小学校 金沢小学校 無料 http://www.k3.dion.ne.jp/~sennank/

美郷町 ② 学習発表会 児童のステージ発表と作品展示・PTAのバザーを行います。 11月6日 六郷小学校 六郷小学校 無料 http://www.obako.or.jp/650est01/

美郷町 ② 開校記念フリー参観 保護者、地域の方々と閉校前の記念品作りと校舎の清掃を行います。 11月10日 千畑南小学校 千畑南小学校 無料 http://www.obako.or.jp/wanpaku/

美郷町 ①

美郷フェスタ
①児童生徒、生涯学習講座作品
展
②音楽交流会
③学校給食展

①幼稚園・保育園児、小中学校の児童・生徒、生涯学習講座受講者が制
作した作品を展示し、地域の方々に日頃の授業等の成果を披露するとと
もに、各種活動を広く理解してもらうため実施します。
②音楽を通じて学校間の交流を図るとともに、地域の方々との交流も兼
ねて演奏を披露します。
③学校給食のメニューや歴史の紹介、栄養に関しますパネル展示、美郷
町産食材を使用したメニューの試食コーナーを通じて、学校給食の大切さ
や地産地消の積極的な取り組み等を家庭、地域に広く理解してもらうため

10月29日, 30日

①③美郷総合体育
館リリオス
②美郷町公民館

美郷町 無料 http://www.town.misato.akita.jp/

美郷町 ② みんなの登校日② 保護者や地域の方々に、学校公開します。
10月31日～

11月2日
金沢小学校 金沢小学校 無料 http://www.k3.dion.ne.jp/~sennank/

美郷町 ①② 読書フェスティバル
家庭（親子）読書推進のため家庭に図書の貸し出しを行ったり、読み聞か
せ会や読書集会を開いたりします。

10月31日～
11月11日

仙南東小学校図書
室、体育館等

仙南東小学校 無料 http://www.k3.dion.ne.jp/~sennanh/

美郷町 ② みんなの登校日 保護者、地域の方々が自由に参観します。 11月17日, 18日 千畑南小学校 千畑南小学校 無料 http://www.obako.or.jp/wanpaku/

美郷町 ② フリー参観 子どもたちの学習や生活の様子を保護者や地域の方々に公開します。 1月7日～9日
美郷町立仙南西小
学校

仙南西小学校 無料 http://www.k3.dion.ne.jp/~sennann/

美郷町 ② 文化祭（笹竹祭） 生徒会テーマの下、文化部や福祉科の展示などを公開します。 10月29日 六郷高校 六郷高校 http://www.rokugo-h.akita-pref.ed.jp/

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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横手市 ③ 「ふるさと秋田」縦断講演会 講師に秋田県出身作家の西木正明氏を招いて、講演会を開催します。 11月12日 横手市「かまくら館」 放送大学秋田学習センター 無料 018-831-1997

横手市 ① ミュージアムコンサート ピアニスト前田秀樹氏による美しい調べをお楽しみいただきます。 10月30日 近代美術館 近代美術館 無料 http://www.pref.akita.jp/gakusyu/public_html

横手市 ① 日本画教室 当館学芸職員による日本画教室を開催します。 11月6日 近代美術館 近代美術館 http://www.pref.akita.jp/gakusyu/public_html

横手市 ①
アート・リポート・アキタ2011コレク
ション展第3期「日本画の風景」

画家たちが追求した大自然の美を、当館の所蔵品から紹介します。
10月１6日～

11月14日
近代美術館 近代美術館 無料 http://www.pref.akita.jp/gakusyu/public_html

横手市 ① ハイチの素朴な絵画展 人間愛と自然への親しみに満ちたハイチ絵画を紹介します。
10月1日～
11月27日

近代美術館 近代美術館 http://www.pref.akita.jp/gakusyu/public_html

横手市 ① 美の国カレッジ「横手キャンパス」
菅江真澄が歩いたよこて～「雪の出羽路」平鹿郡を中心に～
菅江真澄が残した記録から、江戸時代後期の横手の自然と人びとの営
みについて考察します。

10月29日 あさくら館 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

横手市 ① 美の国カレッジ「横手キャンパス」
作家の町を歩く～石坂洋次郎・石川達三・伊藤永之介の世界～
百万人の作家と呼ばれた石坂、第１回芥川賞の石川など、横手に縁ある
作家の作品に迫ります。

10月29日 あさくら館 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

横手市 ① 美の国カレッジ「横手キャンパス」

［移動学習］よこて周辺さんぽ
これまでの講座で学習した内容を中心に巡検します。陣館遺跡の発掘現
場・大鳥井山遺跡・石坂洋次郎記念館・菅江真澄が見た風景・歴史の町
なみ等をバスで移動し、学習を深める手がかりを提供します。

11月12日 あさくら館 秋田県生涯学習センター http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1301548446415/index.html

横手市 ①
歴史作家の眼で見る日本の今、
秋田の明日

「ふるさと秋田」縦断講演会の講座として、西木正明氏が『秋田の歴史と
今後』についての講演を行います。

11月12日 かまくら館
放送大学秋田学習センター、
秋田県生涯学習センター

無料 http://www.consortium-akita.jp/info/detail.html?no=728

横手市 ② 十文字中学校合唱祭・十中祭
本校生徒の学習・部活動等の活動成果を広く地域の方々に公開し、知っ
ていただきます。

10月23日 十文字中学校 十文字中学校 無料 0182-42-1030

横手市 ② 平鹿中学校祭・合唱祭
日ごろの学習成果の発表、作品の展示及び合唱コンクールの公開を行
います。

10月23日 平鹿中学校 平鹿中学校 無料 0182-24-0075

横手市 ② 高校説明会
近隣の高校から進路担当の先生方を招き、それぞれの特色についてお
伺いします。対象：全校生徒保護者は希望者

10月28日 十文字中学校 十文字中学校 無料 0182-42-1030

横手市 ② 芸術鑑賞
普段の授業では体験できない、プロの劇団による本物の演劇に触れるこ
とにより、舞台芸術への関心を高めます。

11月18日 十文字中学校 十文字中学校 無料 0182-42-1030

横手市 ② 校内マラソン大会＆なべっこ会
マラソン大会は学校周辺道路等を走り、なべっこ会は校地内において全
校縦割り活動で行います。

10月18日 吉田小学校 吉田小学校 無料 0182-24－1160

横手市 ② 祖父母参観日
在校児童の祖父母を招いての授業参観と祖父母参加型制作イベントを
実施します。

10月18日 雄物川北小学校 雄物川北小学校 無料 0182-22-2144

横手市 ② マラソン・なべっこ会
祖父母参観日に祖父母を招待し、子どもたちのマラソンの活動を応援して
もらい、なべっこ会では一緒に調理し、会食してもらいます。

10月19日 阿気小学校 阿気小学校 無料 agesho@yokote-edu.jp

横手市 ② マラソン大会・なべっこ会
マラソンのがんばりを見ていただいたり祖父母といものこ汁を作って食べ
たりして交流します。

10月19日 境町小学校 境町小学校 無料 0182-36-1030

横手市 ② なべっこ集会
学校農園で育てたいもの子を収獲し、全校児童でいものこ汁を作って楽し
みます。

10月20日 真人公園 醍醐小学校 無料 0182-25-4204

横手市 ② マラソン大会・ふれあい鍋ッコ 全校マラソン大会と、保護者・家族を招いての鍋ッコを実施します。 10月21日 田根森小学校 田根森小学校 無料 0182-52-3105

横手市 ② 校内陸上記録会・なべっこ会
徒競走や長距離走の記録会を行います。
学校園で栽培した里芋を使ってなべっこ会を行います。

10月21日 山内小学校 山内小学校 無料 0182-53-2207

横手市 ② 学区一周駅伝大会 学区内をコースに、縦割りグループ対抗のレースを行います。 10月22日
睦合小学校・
通学区内

睦合小学校 無料  0182-44-3322

横手市 ② なべっこ会 学校農園で栽培した野菜を使ってなべっこを楽しみます。 10月22日 睦合小学校 睦合小学校 無料 0182-44-3322

横手市 ② 朝倉秋祭り
創作子ども歌舞伎橫手市大鳥井山遺跡国指定公演「大鳥井山蛙合戦」
へ５年生全員が参加します。（歴史学習・総合的な学習の一環として）

10月22日 朝倉小学校 朝倉小学校 無料 0182-32-6070

横手市 ② ＰＴＡ活動校舎窓ふき
ＰTＡ環境緑化部の活動として、親子で校舎窓ふきを2時間程度行いま
す。

10月23日 朝倉小学校 朝倉小学校 無料 0182-32-6070

横手市 ② 大中祭
日ごろの学習成果の発表、作品の展示及び合唱コンクールの公開を行
います。

10月23日 大森中学校 大森中学校 無料 0182-26-3462

横手市 ② 雄物川中学校学校祭 ５０年の歴史を綴じる最後の雄物川中学校学校祭です。 10月23日 雄物川中学校 雄物川中学校 無料 0182-22-2163

横手市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を総合的に発表します。 10月23日 旭小学校 旭小学校 無料 asahisho@yokote-edu.jp

横手市 ② 学校祭・合唱祭
これまでの学習の成果を地域に公開します。同時に合唱祭も開かれま
す。

10月23日 増田中学校 増田中学校 無料 0182-45-2350

横手市 ② 親子給食試食会
学校で行う食育指導の考えを学習し、親子および保護者同士の交流を深
める機会として実践します。

10月24日
横手市立
福地小学校

福地小学校PTA http://fukuchisho.yokote-edu.jp/

横手市 ② 芸術鑑賞会（音楽鑑賞） 美しい芸術（生の音楽演奏）を鑑賞し、豊かな情操を育てます。 10月24日 栄小学校 栄小学校 無料 0182-33-5210

横手市 ② 祖父母参観日
子ども達が祖父母を招き、一緒に活動する中で感謝の気持ちを表しま
す。

10月25日 醍醐小学校 醍醐小学校 無料 0182-25-4204

横手市 ② 孫の教育を語る会
地域の人々とふれあい活動や餅つき・昼食会などの活動をし、収穫の喜
びを味わうとともに、祖父母との交流を深めます。

10月30日 十文字第二小学校 十文字第二小学校 無料 0182-42-1025

横手市 ② 道徳公開授業
秋田県教育研究会横手支会道徳部会公開研究会へ教員・ＰＴＡ関係者を
招待します。

11月1日 横手南小学校 横手市道徳研究会 無料 0182-32-1051

横手市 ② 祖父母参観日
学習の様子を見ていただいたり、餅つき等で祖父母とのふれあいを行い
ます

11月6日 旭小学校 旭小学校 無料 asahisho@yokote-edu.jp

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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横手市 ② おにぎり会
春に地域の方々からのご協力を得て田植えをし、収穫したお米でおにぎり
つくって食べます。

11月9日 吉田小学校 吉田小学校 無料 0182-24－1160

横手市 ② 祖父母参観日 子どもたちが祖父母に対して感謝を表す機会として実施します。 11月9日
横手市立
福地小学校

福地小学校 無料 http://fukuchisho.yokote-edu.jp/

横手市 ② 「言語活動の充実」公開研究会
横手市教育委員会指定の公開研究会
社会、英語、美術、保健体育の４教科の授業を公開します。

11月11日 十文字中学校 十文字中学校 無料 0182-42-1030

横手市 ① 「ふるさと秋田」縦断講演会
作家西木正明氏の講演会を実施します。
演題「歴史作家の眼でみる日本の今、秋田の明日」

11月12日 かまくら館 放送大学秋田学習センター 無料 放送大学秋田学習センター：℡018-831-1997
横手市教育委員
会共催

横手市 ② 幼稚園活動参観 幼稚園の活動を小学校教諭が参観し、理解を深めます。 10月31日
こひつじ幼稚園・
十文字第一小学校

こひつじ幼稚園・
十文字第一小学校

無料 0182-42-1020

横手市 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々は、自由に学校に来て授業や学校生活を参観する
ことができます。

10月17日～19日 植田小学校 植田小学校 無料 0182-44-3321

横手市 ② みんなの登校日 学校の教育活動を保護者・地域に公開します。 10月17日～21日 山内小学校 山内小学校 無料 0182-53-2207

横手市 ② 学校開放
子どもの学習活動、生活の様子を家庭や地域の方々に広く理解してもら
います。

10月21日
11月７日

浅舞小学校 浅舞小学校 無料 0182-24-1140

横手市 ② みんなの登校日 子ども達の学習活動や生活の様子を地域や家庭に理解してもらいます。 10月24日～28日 醍醐小学校 醍醐小学校 無料 0182-25-4204

横手市 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々に、日常の子どもたちの学習活動の様子を参観して
もらいます。

10月24日～28日 吉田小学校 吉田小学校 無料 0182-24－1160

横手市 ② みんなの登校日
地域の方が気軽に来校できる日を設定し、教育活動への関心を高めると
共に、連携の強化を図ります。

11月14日～19日 睦合小学校 睦合小学校 無料 0182-44-3322

横手市 ② みんなの登校日
広く保護者・地域の方々に学校を開放し、子どもたちの学習や生活の様
子を見ていただきます。

11月7日～10日 朝倉小学校 朝倉小学校 無料 0182-32-6070

横手市 ② みんなの登校日
同一学区朝倉小学校と期日を合わせ、日頃の生徒の学習・生活の様子
を、保護者・地域の方に公開します。

11月7日～10日 鳳中学校 鳳中学校 無料 0182-32-2028

横手市 ② 昔語りの会 昔語りの会による読み聞かせをします。 11月8日・15日・22日 横手南小学校 横手南小学校 無料 0182-32-1051

横手市 ② ｢青雲の志」講演会
本校OBの著名人を招き、進路選択や将来の生き方について学ぶ講演会
です。

10月19日 横手高校 横手高校 無料  横手高校　0182-32-3020

横手市 ④ 理数科校内課題研究発表会
2年理数科で実施している課題研究の成果を発表し合います。保護者の
参加も可能です。

10月26日 横手高校 横手高校 無料  横手高校　0182-32-3020

横手市 ② 相互授業参観 横手市内の小中高の先生方を招いて授業参観や研究会を行います。 10月17日～28日 横手高校 横手高校 無料  横手高校　0182-32-3020

横手市 ② 文化祭（星河祭）
モザイク壁画展示、秋田大学吹奏楽団と本校音楽部の合同演奏、バ
ザー、模擬店等を実施します。

10月22日
横手高校
青雲館

横手高校定時制課程 無料
http://www.yokote-h-tei.akita-pref.ed.jp/
tel.0182-32-2011

横手市 ② 秋の進路講演会 浅利香津代氏が「ふるさとと私」という演題で講演を行います。 10月25日 横手城南高校 横手城南高校 横手城南高校　　　　　０１８２－３２－４００７
同窓会・教育振
興会・保護者は

横手市 ② 学校公開「ものづくり教育」
総合技術科の授業、実習を公開し、広く企業等に学習活動を理解してい
ただくものです。

11月10日
横手清陵学院
中学校・高校

横手清陵学院中学校・高校 無料 http://www.seiryou-h.akita-pref.ed.jp/

横手市 ② 清陵祭 クラス展示、部活動展示、総合技術科展示、バザー等を実施します。 10月22日～23日
横手清陵学院
中学校・高校

横手清陵学院中学校・高校 無料 http://www.seiryou-h.akita-pref.ed.jp/

横手市 ② PTA文化講演会
各分野で活躍している方を招いて講演会を開催し、今後の人生の指針と
します。

11月予定
横手清陵学院
中学校・高校

横手清陵学院中学校・高校 無料 http://www.seiryou-h.akita-pref.ed.jp/

横手市 ②
クリーンアップ/エコロジークッキン
グ

地域のクリーンアップと、燃料を節約しゴミを出さない料理づくりを行いま
す。

10月21日 平成高校 平成高校 無料 http://www.heisei-h.akita-pref.ed.jp/

横手市 ② 学力向上公開授業研究会
文科省指定「学力向上研究推進事業」を受けた授業改善の一環としての
公開授業研究会を行います。

11月11日 平成高校 平成高校 無料 http://www.heisei-h.akita-pref.ed.jp/

横手市 ② 創立６０周年記念式典
学校関係者や地域の方々を多数お招きし、学校功労者表彰、文化人によ
る講演などを行います。

10月22日 雄物川高校 雄物川高校 http://www.omonogawa-h.akita.-pref.ed.jp

横手市 ② 収穫祭
地元小学校との交流や、収穫された農産物の販売を行います。自家生産
物の品評会も行います。

11月2日 増田高校 増田高校 無料 増田高等学校　　　　　　　0182-45-2073

横手市 ② 横養祭 児童生徒のステージ発表、作業作品販売等を行います。 11月5日 横手養護学校 横手養護学校 無料 http://www.yokote-s.akita.c.ed.jp

横手市 ④ 第3回パワーアップ学習会
本校及び近隣の特別支援教育に関わる職員の専門性向上ための学習
会を行います。

11月9日 横手養護学校 横手養護学校 無料 http://www.yokote-s.akita.c.ed.jp

横手市 ① 親子ふれあいデー
PTA主催の行事で、秋田県立清陵学院中学校及び秋田県立清陵学院高
等学校の吹奏楽部演奏鑑賞を行います。

11月13日 横手養護学校 横手養護学校 無料 http://www.yokote-s.akita.c.ed.jp

湯沢市 ② 秋の森林教室 森の案内人の方を講師にして、秋の野山を散策します。 10月18日 学校林 秋ノ宮小学校 0183-55-2002 講師は２人程度

湯沢市 ② 駅伝大会・なべっこ
校地内で駅伝を行い、その後学校農園で収穫した野菜を使ってなべっこ
会をします。

10月19日 稲庭小学校 稲庭小学校 無料 0183-43-2002

湯沢市 ② なべっこ会
１年生と６年生がグループに分かれ、保護者の協力のもと県南地区伝統
の芋の子汁を作ります。

10月19日
湯沢東小学校
グラウンド

湯沢東小学校 0183-72-5125

湯沢市 ② 雄中祭 日頃の教育活動の成果を家族や地域の皆さんへ発表します。 10月22日 雄勝中学校 雄勝中学校 無料 0183-52-2375

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

秋田県
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

湯沢市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を全校児童が、合唱、合奏、劇、踊り、体操など多様な表
現方法で地域の方々の前で発表します。

10月22日 三梨小学校体育館 三梨小学校 無料 0183-42-2503

湯沢市 ② 学校祭 日頃の学習活動の成果を発表します。 10月22日 須川中学校 須川中学校 無料 0183-79-2511

湯沢市 ② 山中祭
音楽祭や吹奏楽部の演奏、生徒会企画による劇の演示などを通して、普
段の自主的な活動を、保護者や地域の方々に見ていただき、ふれあいを
深める機会とします。

10月22日 湯沢文化会館 山田中学校 無料 0183-73-3017

湯沢市 ② 学習発表会
これまでの学習の成果を生かした各学年からの発表を保護者や地域の
方々に観ていただきます。

10月23日
駒形小
体育館

駒形小 無料 0183-42-2502

湯沢市 ③ 芸術鑑賞 全校児童のよるミニオーケストラの鑑賞をします。 10月25日 湯沢西小学校 湯沢西小学校 0183-72-5150

湯沢市 ② 全県視聴覚研究大会 視聴覚機器等を活用した授業づくりに関する研究授業です。 10月28日 湯沢北中学校 湯沢北中学校 無料 0183-72-5127

湯沢市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を発表します。 10月29日 須川小学校体育館 須川小学校 無料 0183-79-2521

湯沢市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者、地域の皆様に発表します。 10月29日 川連小学校 川連小学校 無料 0183-42-2501

湯沢市 ② 南中祭 日常の学習成果の展示、ステージ発表、食堂・販売などを実施します。 10月29日 湯沢南中学校 湯沢南中学校 無料 0183-73-5145

湯沢市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を家族や地域の方々に見ていただきます。 10月30日 皆瀬小体育館 皆瀬小学校 無料 0183-58-4080

湯沢市 ① 日曜参観日 日曜日を出校日とし、保護者を対象に授業参観を実施します。 10月30日 湯沢西小学校 湯沢西小学校 無料 0183-72-5150

湯沢市 ② ふれあい参観日 児童の祖父母・地域のお年寄りを招いて交流します。 10月30日 小野小体育館 小野小学校 無料 0183-52-2263

湯沢市 ② ＨＭＳ音楽祭 東成瀬中・皆瀬中・須川中３校合同による合唱コンクールを実施します。 11月1日 オービオン 東成瀬中・皆瀬中・須川中 無料 0183-79-2511

湯沢市 ② HMS音楽祭
近隣の中学校との合同音楽祭で暮らす合唱を発表し合い、練習の成果を
保護者に聴いていただきます。

11月1日 オービオン HMS音楽祭実行委員会 無料 0183-46-2003

湯沢市 ② もちつき会
３年生と４年生が祖父母や保護者を招待し、一緒にもちをついたり、会食
したりして交流します。

11月2日
湯沢東小学校
体育館

湯沢東小学校 無料 0183-72-5125

湯沢市 ② PTAホリデー参観＆餅つき大会
稲作や畑作でいろいろな作物栽培に挑戦している児童。当日は授業参観
後、親子で餅つきをし収穫に感謝します。

11月3日 三梨小学校 三梨小学校 無料 0183-42-2503

湯沢市 ② 祖父母交流会
祖父母の方々や地域の方々を招待し、子どもたちと交流し、会食を共にし
親交を深めます。

11月5日 秋ノ宮小学校 秋ノ宮小学校 0183-55-2002

湯沢市 ②
祖父母参観日（ふれあいもちつき
集会）

作業や遊び、心の触れ合いを通して、培われてきた伝統に触れるととも
に、院内地区のよさに気付かせます。

11月5日 院内小学校体育館 院内小学校 無料 0183-52-2033

湯沢市 ② 吹奏楽部定期演奏会
保護者・地域への感謝をこめて、吹奏楽部が日頃の部活動の成果を発表
します。

11月6日 湯沢文化会館 稲中吹奏楽部 0183-42-2160

湯沢市 ② 蒔絵体験学習 6年児童が、川連漆器の蒔絵体験をします。 11月11日 稲庭小学校 漆器工業協同組合 無料 0183-43-2002

湯沢市 ② 定期演奏会 吹奏楽部と合唱部の演奏を披露します。 11月13日 湯沢文化会館 湯沢南中学校 0183-73-5145

湯沢市 ② 命の授業
5年生を対象に助産師さんをお招きして、命が誕生するまでの話を聞いた
り、妊婦体験をする学習をしたりしながら、命の大切さについて考える学
習です

11月17日 駒形小
駒形小
市教育委員会

無料 0183-42-2502

湯沢市 ② 学習発表会
保護者や地域住民を招待し、歌や踊り、劇などの学習の成果を披露しま
す。

11月20日
湯沢東小学校
体育館

湯沢東小学校 無料 0183-72-5125

湯沢市 ② 読み聞かせ集会
下学年と上学年に分かれて地域のボランティアの方々に読み聞かせをし
ていただく。

11月9日 秋ノ宮小学校
おはなし
はあと

無料 0183-55-2002

湯沢市 ② みんなの登校日 学習活動や教育活動の様子を保護者や地域の方々に公開します。 10月24日～28日 湯沢北中学校 湯沢北中学校 無料 0183-72-5127

湯沢市 ② みんなの登校日
湯沢北中学校と本校の同時開催で２回目のみんなの登校日を実施し、
小・中一体型校舎での児童生徒の生活を一般に公開します。

10月24日～28日
湯沢東小学校・
湯沢北中学校

湯沢東小学校・湯沢北中学
校

無料 0183-72-5125

湯沢市 ① みんなの登校日 地域に学校を開放して授業参観を行います。 10月27日～30日 湯沢西小学校 湯沢西小学校 無料 0183-72-5150

湯沢市 ② わらび座体験学習 初日はわらび座で体験学習をします。２日目は角館で自由研修をします。 11月1日～2日 わらび座等 湯沢北中学校 0183-72-5127

湯沢市 ② 職場体験学習 様々な職場で体験活動を行い、職業に関する認識を深めます。 11月9日～10日 近隣の事業所等 湯沢北中学校 無料 0183-72-5127

湯沢市 ② 　課題研究発表会（理数科)
２年生理数科クラスの課題研究の成果を、全校生徒、保護者に公開しま
す。

11月7日 湯沢高校 湯沢高校 無料 0183-73-1160

湯沢市 ② 分校を支援する会
振興会(後援会)、同窓会、ＰＴＡが協力して、地域に学校の取り組みを紹
介します。 10月21日

湯沢高等学校
稲川分校

湯沢高等学校稲川分校 無料 稲川分校総務部　0183-43-2754

湯沢市 ② 幼稚園児との交流会
３年生が近隣の幼稚園児を招き、お絵かき・折り紙・ミニＳＬ乗車・ロボッ
ト・科学遊び等を通した交流を行い、「養護性」を身に付けさせます。

10月19日～20日 湯沢翔北高校 湯沢翔北高校 無料  湯沢翔北高校ＴＥＬ　0183-79-5200

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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湯沢市 ② 大学出張講義

1年生の進路研究の一環として実施します。
テーマ「秋田県経済の現状と今後」
講師秋田大学教育文化学部
島澤諭准教授

11月8日 湯沢翔北高校 湯沢翔北高校  湯沢翔北高校ＴＥＬ　0183-79-5200

湯沢市 ② 教育協議会
学習活動の様子を地域や保護者の方々に公開しますとともに、学校支
援、学校の地域貢献などの協力関係について協議します。

11月18日 湯沢翔北高校 湯沢翔北高校 無料  湯沢翔北高校ＴＥＬ　0183-79-5200

湯沢市 ② 学校祭 日常の成果を、保護者や地域の方々に発表します。 10月23日 雄勝高校 雄勝高校 0183524355

湯沢市 ② 青年学級②
本校卒業生が学校に集まり、卒業後の生活について情報交換をしたり、
レクリエーションを楽しんだりします。

10月23日 稲川養護学校 稲川養護学校 無料 http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp

湯沢市 ② ＰＴＡ研修視察
保護者と職員が、子どもたちの卒業後の進路について見聞を広めるた
め、障害者施設等を見学します。

10月28日 未定 稲川養護学校ＰＴＡ 無料 http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp

湯沢市 ② ＰＴＡ環境整備活動 保護者と職員が、学校内外の環境整備活動を行います。 11月7日 稲川養護学校 稲川養護学校ＰＴＡ 無料 http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp

湯沢市 ② 稲養祭 日常の学習の成果を、保護者や地域の方々に発表します。 11月12日 稲川養護学校 稲川養護学校 無料 http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp

湯沢市 ② みんなの登校日 保護者や地域の方々が本校を訪問し、授業を参観します。 11月7日～12日 稲川養護学校 稲川養護学校 無料 http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp

羽後町 ② 三輪中祭
演示（合唱コンクールなど）、展示（学級展示など）を中心に、地域に学校
の営みの一端を見ていただきます。PTAの方々によるチャリティーマー
ケットも予定されています。

10月23日 三輪中学校 三輪中学校 無料 ０１８３－６２－２３０６

羽後町 ② みんなの登校日
保護者や地域住民の方々に授業や諸活動を公開し、学校への理解を深
めてもらいます。

10月17日～23日 三輪中学校 三輪中学校 無料 ０１８３－６２－２３０６

羽後町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を、家族や地域の方々に発表します。 10月29日
三輪小学校
体育館

三輪小学校 無料 http://www.yutopia.or.jp/~miwasho/

羽後町 ②
平成２３年度次代を担う子どもの
文化芸術体験事業

二期会合唱団による公演を鑑賞します。 11月18日 三輪小学校 文化庁文化部芸術文化課 無料

羽後町 ② 全校駅伝大会
日ごろの体力つくりで鍛えた自分の力を試すために駅伝大会を行いま
す。

10月30日 羽後明成小学校 羽後明成小学校 無料 羽後明成小学校  0183－62－2235

羽後町 ② 全校クリーンアップ 地域の方々の協力を得て、学区内の道路の清掃活動を行います。 10月30日 羽後明成小学校 羽後明成小学校 無料 羽後明成小学校  0183－62－2236

羽後町 ② みんなの登校日
保護者や地域住民の方々に、日ごろの学習の様子を参観していただき、
学校を広く理解していただきます。

10月中旬（学習発表
会に会わせて）

羽後明成小学校 羽後明成小学校 無料 羽後明成小学校  0183－62－2238

羽後町 ② 農園活動収穫感謝祭
学校農園で育てた作物を使って、芋の子汁を作り農園協力者の皆さんと
一緒に会食し収穫の喜びを味わいます。

11月10日 羽後明成小学校 羽後明成小学校 無料 羽後明成小学校  0183－62－2239

羽後町 ② 学習発表会
これまでの学習の成果を家庭や地域の方々に発表し、学校教育活動へ
の理解を図ります。

10月29日 田代小学校 田代小学校 無料  田代小学校  0183-67-2141

羽後町 ② 収穫感謝祭 もちつき集会及び祖父母や地域の方との交流会を行います。 11月2日 元西小学校 元西小学校ＰＴＡ 無料 元西小      　0183-62-2221

羽後町 ② みんなの登校日 授業や諸活動を公開します。
10月31日～

11月4日
元西小学校 元西小学校 無料 元西小      　0183-62-2221

羽後町 ② 高瀬中祭
高瀬中祭として日頃の教育活動の成果を発表するとともに、地域の方々
にも一緒に楽しんでいただきます。

10月22日 高瀬中学校 高瀬中学校 無料 高瀬中学校         0183-67-2323

東成瀬村 ② みんなの登校日・学習発表会 保護者や地域住民に学習の様子や成果を広く理解してもらいます。 10月11日～15日 東成瀬小学校 東成瀬小学校 無料 0182-47-2313

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


