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長崎県
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

長崎市 ③ 文化財公開月間プレイベント
文化財公開月間のプレイベントとして民俗芸能や文化財関連の講演会を
開催

10月22日
長崎歴史
文化博物館

長崎県
教育委員会

無料 http://www.pref.nagasaki.jp/gakubun/

長崎市 ②③
第7回長崎県高等学校総合文化
祭

県下の高校生が日頃取り組んでいる文化活動の成果を発表し、鑑賞する
大会

11月1日
長崎ブリックホール
等

長崎県
高等学校
文化連盟

無料 http://nkoubun.com/

長崎市 ①
「文字・活字文化の日」記念　秋の
読書講演会

『文字・活字文化の日』を記念し、絵本作家・詩人　内田麟太郎氏による講
演会を開催します。

10月15日
長崎原爆資料館ﾎｰ
ﾙ

長崎県教育委員会 無料 http://www.manabi.pref.nagasaki.jp/dokusyo/
事前の申込みが
必要です。

長崎市 ③
長崎県立長崎南高等学校
創立50周年記念音楽会

本校卒業生であるギタリスト山下和仁氏によるコンサートです。 11月11日 長崎ブリックホール
長崎南高等学校創立50周年
記念事業実行委員会

無料 ０９５－８２４－３１３５ 整理券が必要

長崎市 ② 人生の達人セミナー
長崎総合科学大学　ブライアン　バークガフニ教授による講演会　　演題
「新しい時代と国際交流と日本文化」

10月18日
県立長崎東高等学
校第1体育館

県立長崎東高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/higashi-h/

長崎市 ②
平成２３年度　第７回長崎県高等
学校総合文化祭前日祭参加

長崎県内高等学校生徒会交流会（生徒会サミット）へ、学校代表生徒が
参加します。

10月31日 長崎ブリックホール 長崎県高文連 無料 http://www.nkoubun.com/

長崎市 ②
平成２３年度　第７回長崎県高等
学校総合文化祭参加

学校代表生徒が参加し、発表をします。また特別支援学校９校による作
品展示発表に参加します。

11月1日 長崎ブリックホール 長崎県高文連 無料 http://www.nkoubun.com/

長崎市 ③ 芸術鑑賞会
日頃テレビなどでしか見ることのない「落語・お囃子」を実際に体験し，日
本の伝統文化に親しみます。

11月8日
長崎工業
高校体育館

長崎工業高等学校 無料 095－856－0115
本校のみの参加
となります。
講演費577500円

長崎市 ② 文化祭
文化的な活動に親しみ、個性あふれる東中文化の創造に努めることを目
的として、学年や学級、部活動で、ステージ発表（劇･コーラス・器楽演奏
等）や展示発表（創作・研究物・学級新聞等）を行います。

10月15日 第1体育館 長崎県立長崎東中学校 無料 www.news.ed.jp/higashi-h/

長崎市 ② 合唱コンクール
豊かな感受性を持ち、音楽を愛する心を育てることを目標として、各クラス
ごとに課題曲・自由曲を披露し各学年の最優秀賞を目指します。

11月15日 第1体育館 長崎県立長崎東中学校 無料 www.news.ed.jp/higashi-h/

長崎市 ②③ 芸術鑑賞会 古典芸能（落語）鑑賞 11月4日 本校第一体育館 長崎明誠高校 無料 ０９５－８８４－２５４３
対象は本校生
徒・教職員・保護
者

長崎市 ② 文化祭 ステージ部門と展示部門で日頃の文化的活動を発表する。 11月11日, 12日
長崎県立鳴滝高等
学校

長崎県立鳴滝高等学校昼間
部

無料 http://www.news.ed.jp/narutaki-h/

長崎市 ② 第１２回文化祭 文化活動の展示・ステージ発表 10月27日, 28日
長崎県立
鳴滝高等学校

長崎県立
鳴滝高等学校
定時制課程
夜間部

無料 095-820-0078

長崎市 ①
原爆と平和学～放射線健康影響
の克服から国際ヒバクシャ医療と
平和構築活動～

原爆被災という広島・長崎の負の遺産から現代社会の科学の進歩の光と
影を洞察し、放射線健康障害の実態を理解する。その上で原爆被爆者の
みならず世界のヒバクシャのついて最新の知見を網羅し、核の時代にお
ける人類の共存共栄について新たなパラダイムや進むべき道を開拓す
る。守りの科学として緊急被ばく医療や健康リスク管理を学び、核時代に
おける平和論を被爆国日本の立ち位置から紹介し、国際貢献への道を模
索する。

9月22日～1月12日
（教育・文化週間前
後では10月27日、11

月10日）

長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科
附属原爆後障害医
療研究施設4階研
修室

長崎大学医歯薬学総合研究
科

無料 http://www.mdp.nagasaki-u.ac.jp/chinoichiba/index.html

長崎市 ①④ 2011年度公開講演会 「情報デザインについて」をテーマに講演会を行う 10月22日 長崎総合科学大学 長崎総合科学大学 無料 http://www.nias.ac.jp/

長崎市 ①④ 2011年度公開講演会
「住まいを創る ― その意味を考える」をテーマに基調講演、ディスカッショ
ンを行う

10月28日
長崎県美術館2階
ホール

長崎総合科学大学 無料 http://www.nias.ac.jp/

長崎市 ①④ 2011年度公開講演会 「クリーン＆エコへ挑戦する造船技術」をテーマに基調講演を行う 11月26日 長崎勤労福祉会館 長崎総合科学大学 無料 http://www.nias.ac.jp/

佐世保市 ② 文化祭 文化部を中心とした発表会 10月22日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

佐世保市 ② インターンシップ講演会 １年生のインターンシップに向けた心構えなどを学ぶ 10月25日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

佐世保市 ② 開校記念日 本校開校の歴史を学ぶ 11月2日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

佐世保市 ② 商い体験事業 ３年生流通ビジネス系の生徒による販売実習 11月6日 島瀬公園 佐世保商業高校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

佐世保市 ② 防災避難訓練 火災が発生したとき、安全に避難する訓練をする 11月8日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

佐世保市 ② 生徒会役員改選 生徒会の新役員を選挙で選ぶ 11月11日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

佐世保市 ②
佐世保中央高校
第18回『葉央祭』

三課程合同文化祭も今年で18回目。通信制・昼間部・夜間部の生徒がス
テージ・展示・折り鶴壁画などに取り組みます。

10月30日
佐世保中央高等学
校

佐世保中央高等学校 無料
佐世保中央高校昼間部生徒会
0956-22-1232

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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佐世保市 ② 芸術鑑賞会 オペラ（劇団：オペラユニット・レジェンド） 10月27日 佐世保市民会館 長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

佐世保市 ② 人生の達人セミナー 人生、経験豊かな先輩達の講話を通して、生徒達の生きる力を育む。 10月20日 佐世保西高体育館 長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

佐世保市 ② 文化創作発表会 学校公開 各種展示 文化･技術等公開 11月4日, 5日
長崎県立佐世保工
業高等学校

長崎県立佐世保工業高等学
校

無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-th/zennichi/index-zen-nichi.html

佐世保市 ② 学校公開
１０月２５日は小学部と中学部の授業参観、施設見学等、１１月２日は高
等部の授業参観、授業体験、施設見学等を行います。

10月25日, 11月2日
長崎県立佐世保特
別支援学校

長崎県立佐世保特別支援学
校

無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ss/

佐世保市 ② 学校公開 授業参観、授業体験、施設見学等を行います。 10月25日
長崎県立佐世保特
別支援学校北松分
教室

長崎県立佐世保特別支援学
校北松分教室

無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-ss/

佐世保市 ② 第２５回鹿工祭
各学科の作品展示、文化部展示、ステージ出し物、食品バザー、母の会
バザー

11月3日
長崎県立鹿町工業
高等学校

長崎県立鹿町工業高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/shikamachi-th/

佐世保市 ② 第16回高専祭 学生が主体となって行事を実施し、地域交流の場を提供する。 11月5日, 6日
佐世保
工業高等
専門学校

高専祭実行委員会 無料
学生課生活支援係

0956-34-8420

佐世保市 ③
社団法人詩吟朗詠錦城会　佐世
保支部大会

一般合吟や詩舞、女性による企画吟「母を憶う詩」や書・舞・空手・剣舞を
取り入れた特別番組「道」を男性で発表します。

11月13日
アルカスＳＡＳＥＢＯ
イベントホール

社団法人詩吟朗詠錦城会
佐世保支部

佐世保支部　　　　支部長 日高勝利
0956-32-1009

佐世保市 ② 芸術鑑賞会 演劇など生の芸術に触れ感性を養う。 10月26日 佐世保北高校 佐世保北高校 生徒会(0956-22-4105)

佐世保市 ② 中高一貫研究大会
中高一貫7年目を迎え、これまでの研究の成果を発表し、今後の指導に
役立てる。

11月11日 佐世保北高校 佐世保北高校 無料 総括(0956-22-4105)

島原市 ② 農業クラブ全国大会
　農業クラブ全国大会が今年度は長崎県で開催され，島原では研究発表
が行われます。

10月 26日
島原市有明町グ
リーンウェーブ

全国農業クラブ連盟 無料 島原農業高校0957-62-5135

島原市 ② 農業祭
　授業での成果を展示発表したり，学校でできた農産物や加工品を一般
の方に販売します。

11月12日. 13日 島原農業高校 島原農業高校 無料 島原農業高校0957-62-5135

島原市 ② クリーン作戦
本校が近隣の学校及び団体に呼びかけて、近くの海岸と道路の清掃活
動をします。環境教育と交流の場になっています。

10月6日 島原市猛島海岸 長崎県立島原特別支援学校 無料 ceb60590@hkg.odn.ne.jp

島原市 ② 授業公開 保護者、小中学校の教諭、近隣地域の方々に授業を公開します。 11月7日～11日 本校各教室 島原高等学校 無料 http://www.shimabara-h.ed.jp/

島原市 ② 一斉読書
４校時の「総合的な学習の時間」（４５分間）に、本校生徒全員及び職員が
読書に取り組みます。

10月31日
長﨑県立島原高等
学校定時制

長﨑県立島原高等学校定時
制 無料 http://www.shimabara-h.ed.jp/

島原市 ② 一斉読書
４校時の「総合的な学習の時間」（４５分間）に、本校生徒全員及び職員が
読書に取り組みます。

11月7日
長﨑県立島原高等
学校定時制

長﨑県立島原高等学校定時
制 無料 http://www.shimabara-h.ed.jp/

諫早市 ② 諫早特別支援学校文化祭
保護者や地域の皆さんを招き、ステージ発表、作品展示発表、バザーな
どの学習発表を行います。

10月30日
長崎県立諫早特別
支援学校

長崎県立諫早特別支援学校 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-ss

諫早市 ② 学習発表会（仮称）
○児童生徒の日頃の学習の成果を発表します。
○地域の方や普段接することのない方との触れあいを通して、交流を深
めます。

10月30日
長崎県立虹の原特
別支援学校
みさかえ分校

長崎県立虹の原特別支援学
校
みさかえ分校

無料 http://www.news.ed.jp/misakae-b/

諫早市 ②
諫早高校創立１００周年記念講演
会・音楽会

講演会：講師　藤原正彦氏、演題「日本のこれから、日本人のこれから」、
音楽会：出演　高橋和彦氏、夏川由紀乃氏

10月18日
諫早文化会館・大
ホール

長崎県立諫早高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-h/

諫早市 ②
諫早高校創立１００周年記念同窓
芸術展

現在活躍している本校同窓生作家による美術展覧会　洋画・書・写真・日
本画・彫刻・工芸の６部門

11月10日～13日
諫早市立諫早図書
館

長崎県立諫早高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-h/

諫早市 ② 公開授業週間 開かれた学校づくりの一環で自由に授業見学ができます。 10月24日～11月6日 諫早商業高校 諫早商業高等学校 無料 http://www.kansho.ed.jo

諫早市 ② 創立７０周年記念文化祭 学科の研究発表会や学級での展示があります。 11月6日 諫早商業高等学校 諫早商業高等学校 無料 http://www.kansho.ed.jo

諫早市 ① 人生の達人セミナー 副島正純氏の講演 11月18日
諫早東高等学校体
育館

諫早東高等学校 無料 0957-36-1070

諫早市 ② 文化祭 文化部や学級の活動を発表する日 11月3日
諫早東高等学校体
育館及び教室

諫早東高等学校 無料 0957-36-1070

諫早市 ② 農業文化祭 生徒実習製品の販売や教育内容の展示 11月19日, 20日 諫早農業高等学校 諫早農業高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-ah
入場無料・販売
有料

大村市 ②
虹のまつり
（文化祭）

児童生徒による、演技（龍踊りやコッコデショソーラン節等）・作品展・バ
ザー・作業体験

10月23日
虹の原特別支援学
校

虹の原特別支援学校 無料 http://www.news.ed.jp/nijinohara-ss/

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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大村市 ② もみじ祭
大村高校定時制における体育祭と文化祭をあわせた最大のイベントで
す。

10月28日
長崎県立大村高等
学校第１体育館

長崎県立大村高等学校定時
制

無料 http://www.news.ed.jp/omura-h/

大村市 ② 創立７０周年記念文化祭
創立７０周年を記念して例年の内容をより充実させて行う。内容は①各ク
ラスステージ発表②各クラス展示③授業で収穫した農産物の販売④パ
ン・まんじゅう等の加工品販売⑤食物バザー

11月12日, 13日 大村城南高等学校 大村城南高等学校 無料 大村市久原1-416
11/13のみ一般
公開

大村市 ② 心に響く人生の達人セミナー 優れた講師による講話を聞く 11月1日
長崎県立大村高等
学校第１体育館

長崎県教育委員会 無料
長崎県大村高等学校研究部
0957-52-2802

大村市 ② 芸術鑑賞 ミュージカル鑑賞 11月7日
長崎県立大村高等
学校第１体育館

長崎県立大村高等学校
長崎県大村高等学校研究部
0957-52-2802

平戸市 ② 第３７回文化祭
各クラス・文化部の展示発表やステージ発表、群読コンクールが行われ
ます。

10月29日 本校 長崎県立平戸高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/hirado-h/

平戸市 ② 北松農業高校農業文化祭
北松農業高校の教育活動の成果を発表します。また、期間中は実習生
産品等の販売も行います。

11月19日, 20日 北松農業高校 北松農業高校 無料 http://www.news.ed.jp/hokusho-ah/

対馬市 ③ 寄席演芸公演
社団法人「落語協会」による寄席演芸（落語、漫才、紙きり等）の公演を豊
玉、上対馬高校合同で行います。

11月7日
豊玉高等学校体育
館

上対馬高等学校 無料
上対馬高等学校
0920-86-2111

対馬市 ① 生涯学習講座 地域のニーズ・現代的課題に応える講座を開催します。 11月10日 豊玉文化会館 対馬市教育委員会 無料
生涯学習課
0920-86-3727

対馬市 ③
ながさき音楽祭
　～水調　対馬楽～

作曲家・藤家溪子氏とギタリスト・山下和仁氏が雅楽の様式を取り入れて
創作した楽曲を演奏します。

11月3日, 4日
宝泉寺・
島大國魂御子神社

長崎県・
長崎県文化団体協議会

ながさき音楽祭事務局
095-829-2883

対馬市 ③ 厳原町文化まつり
公民館講座、サークル活動、小中学校生徒等による作品の展示や、踊り
や唄等の舞台芸能を発表します。

10月29日, 30日
対馬市交流セン
ター

対馬市教育委員会・
厳原町文化協会

無料
厳原地区公民館
0920-52-0363

対馬市 ③ 峰町文化祭
公民館講座、サークル活動、小中学校生徒等による作品の展示や、踊り
や唄等の舞台芸能を発表します。

10月29日
～30日

シャインドームみね
対馬市教育委員会・
峰町文化協会

無料
峰地区公民館
0920-83-0151

対馬市 ③ 上県町文化祭
公民館講座、サークル活動、小中学校生徒等による作品の展示や、踊り
や唄等の舞台芸能を発表します。

10月29日, 30日 上県地区公民館
対馬市教育委員会・
上県町文化協会

無料
上県地区公民館
0920-84-2576

対馬市 ③ 上対馬町文化祭
公民館講座、サークル活動、小中学校生徒等による作品の展示や、踊り
や唄等の舞台芸能を発表します。

10月29日, 30日
上対馬総合セン
ター

対馬市教育委員会・
上対馬町文化協会

無料
上対馬地区公民館
0920-86-3052

対馬市 ③
みつしま町文化まつり・
美津島町文化協会発表会

公民館講座、サークル活動、小中学校生徒等による作品の展示や、踊り
や唄等の舞台芸能を発表します。

11月3日 美津島文化会館
対馬市教育委員会・
美津島町文化協会

無料
美津島地区公民館
0920-54-4044

対馬市 ③ 豊玉町文化祭
公民館講座、サークル活動、小中学校生徒等による作品の展示や、踊り
や唄等の舞台芸能を発表します。

11月5日, 6日 豊玉文化会館
対馬市教育委員会・
豊玉町文化協会

無料
豊玉地区公民館
0920-58-0062

対馬市 ② 文化祭
本校生徒が文化的な行事を創造・体験することにより、文化活動への興
味・関心を深めることを目的とする行事です。

10月23日
長崎県立豊玉高等
学校

長崎県立豊玉高等学校 無料
0920-58-0399
長崎県立豊玉高校学校

対馬市 ② 芸術鑑賞会
高校生が優れた舞台芸術を鑑賞し、身近に舞台芸術に触れることによ
り、高校生の芸術を愛する心や豊かな心の育成を図る。

11月7日
長崎県立豊玉高等
学校

長崎県立豊玉高等学校・長
崎県立上対馬高等学校

無料
0920-58-0399
長崎県立豊玉高校学校

講演費577,500円
に生徒移動費等
を加えた額を生
徒人数で頭割り。

対馬市 ③ 上対馬町文化祭 上対馬町民による作品の展示発表と茶道のお手前などを行います。 10月29日, 30日
上対馬総合セン
ター

上対馬町文化協会事務局 無料 0920-86-3052

対馬市 ①② 心に響く人生の達人セミナー
生徒の人生観や倫理観及び職業観を醸成するため、朝鮮通信使縁地連
絡協議会理事長「松原一征」氏による講演を行います。

11月24日
上対馬高等学校体
育館

上対馬高等学校 無料
上対馬高等学校
0920-86-2111

五島市 ② 福江島探訪 バスで五島市福江島を巡りふるさとを知る 10月24日 五島市 五島定 無料
五島高校定時制
０９５９－７２－５２００

五島市 ② 海陽祭
生徒の文化に対する意識および文化的創造性を高めることを目的とした
高校における文化祭です。各クラスによる爪楊枝アート等の展示部門と
合唱、劇等のステージ部門があります。また、食物バザーも実施します。

11月3日 体育館および教室 県立五島海陽高校 無料 http://www.news.ed.jp/kaiyo-h/

五島市 ② 心に響く人生の達人セミナー
エスケイジャパン代表の久保　敏志氏を講師に迎えて、本校生徒対象の
講演会を行います。保護者や一般の参加も可能です。

10月28日
長崎県立五島高等
学校
メインアリーナ

長崎県立五島高等学校 無料 0959-72-2944

五島市 ③ 芸術鑑賞会
ビックリトルを招いて「ゴスペル」講演を行います。保護者や一般の参加も
可能です。

11月8日 福江文化会館 長崎県立五島高等学校 無料 0959-72-2944

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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西海市 ②
平成23年度
文化祭

10月28日に人生の達人セミナー
（外部講師）10月29日に文化祭を開催します。

10月28日, 29日
本校体育館
・各教室

長崎県立大崎高等学校 無料  http://www.news.ed.jp/osaki-h/長崎県西海市大島町3468-1

西海市 ② 西彼杵高校文化祭 文化部の活動発表及び各クラスのステージ発表　等 10月30日
長崎県立西彼杵高
等学校

長崎県立西彼杵高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/nishisonogi-h/ 一般公開

西海市 ② 第47回農業文化祭
文化部・専門部による展示やフッァションショー（生徒制作作品）・農産物
販売・バザーを行います。

11月19日, 20日 本校 西彼農業高校 無料 0959-27-0169

雲仙市 ② 文化祭 文化祭 11月13日 長崎県立小浜高校 長崎県立小浜高校 無料 0957-74-4114

雲仙市 ①② 人生の達人セミナー 講演会（講師 ＮＰＯ法人島原ボランティア協会理事長） 11月4日 国見高校 国見高校 無料 0957-78-2135

雲仙市 ②③ 星原祭（文化祭） 文化部・学級発表を中心とした文化祭 11月11日 国見高校 国見高校 無料 0957-78-2135

南島原市 ① 文化祭 本校文化部及び学級からの発表 11月5日
本校体育館及び教
室

口加高校 無料 0957-86-2180

長与町 ② 芸術鑑賞会 演劇鑑賞『銀河鉄道の夜』 10月18日
長崎北陽台高等学
校

長崎北陽台高等学校 無料 http://hokuyoudai.sakura.ne.jp

長与町 ② 人生の達人セミナー 益富美津代氏講演会 11月10日
長崎北陽台高等学
校

長崎北陽台高等学校 無料 http://hokuyoudai.sakura.ne.jp

時津町 ③
時津町文化祭
（作品展）

町内のサークルや各種団体の方々と一緒に日頃の練習や活動の成果を
発表する場を創るものです。
（絵画、写真、陶芸、盆栽など）

10月20日～24日
時津町コスモス会
館

時津町 無料 095-882-2211

時津町 ③
時津町文化祭
（芸能祭）

町内のサークルや各種団体の方々と一緒に日頃の練習や活動の成果を
発表する場を創るものです。
（民踊、民謡、ダンスなど）

11月3日
とぎつカナリーホー
ル

時津町 無料 095-882-2211

時津町 ③
時津町文化祭
（音楽祭）

町内のサークルや各種団体の方々と一緒に日頃の練習や活動の成果を
発表する場を創るものです。
（コーラス、吹奏楽など）

11月6日
とぎつカナリーホー
ル

時津町 無料 095-882-2211

川棚町 ②
創立３０周年記念
第２３回文化祭

創立３０周年を向かえた本校近年史の発表や、児童生徒によるステージ
発表、作品展示、バザー等を実施し、地域の方々にも公開しています。

10月23日
長崎県立
桜が丘特別支援学
校

長崎県立
桜が丘特別支援学校

無料 0956-82-3630

波佐見町 ③ 第8回子ども伝統芸能大会
伝統文化の継承に取り組む子どもたちによる芸能の発表や、ワークショッ
プによる伝統文化体験

10月23日
波佐見町総合文化
会館

長崎県
教育委員会

無料 http://www.pref.nagasaki.jp/gakubun/

波佐見町 ① 親子読書の集いｉｎ波佐見
絵本作家　宮西達也氏による講演、図書ボランティアによる読み語りの実
演を開催します。

11月20日
波佐見町総合文化
会館

長崎県教育委員会 無料 http://www.manabi.pref.nagasaki.jp/dokusyo/
事前の申込みが
必要です。

小値賀町 ② 心の教育講演会
小値賀中学校２，３年生および北松西高校全生徒を対象に、生徒の心の
発達を目的とした講演会を実施します。

10月18日
長崎県立北松西高
等学校

長崎県立北松西高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/hokushounishi-h/

小値賀町 ② 西高祭（文化祭）
ステージ部門と校舎部門の２部門で構成され、ステージ部門では各種発
表、校舎部門では校舎及び校庭でのバザーイベント・展示等を行います。

10月30日
長崎県立北松西高
等学校

長崎県立北松西高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/hokushounishi-h/

佐々町 ③
平成２３年度第９回長崎県立清峰
高等学校合唱コンクール学年予
選

文化祭の一環として以前より盛んに行われています。各クラス混声３部合
唱に取り組み順位を決めます。（学年で２クラスが本選出場）

10月27日
長崎県立清峰高等
学校

長崎県立清峰高等学校 無料 0956-62-2132

佐々町 ③
平成２３年度第９回長崎県立清峰
高等学校文化祭
合唱コンクール　本選

学年から２クラス（３年生は３クラス）勝ち上がり、本選を行います。優勝し
たクラスは、文化祭のオープニングで披露します。

10月29日
長崎県立清峰高等
学校

長崎県立清峰高等学校 無料 0956-62-2132

佐々町 ③
平成２３年度第９回長崎県立清峰
高等学校文化祭（２日目）

文化祭の１日目は合唱、２日目が文化部の発表や展示が中心となりま
す。クラスでも展示を行うが、学年で取り組む作品もあります。

10月30日
長崎県立清峰高等
学校

長崎県立清峰高等学校 無料 0956-62-2132

佐々町 ① 人生の達人セミナー
人生の先輩にいろいろと体験した話を講演していただき、豊かな心を育て
る活動です。

11月16日
長崎県立清峰高等
学校

長崎県立清峰高等学校 無料 0956-62-2132

佐々町 ③ としょかん文化まつり
絵本の読み聞かせや工作ひろばを開催し図書館に慣れ親しんでいただく
イベント

11月3日 佐々町立図書館 佐々町立図書館 無料 0956-41-1800

佐々町 ③ 青少年音楽祭 町内小中学校、高校、地域音楽団体によるコンサート 11月5日 佐々町文化会館 佐々町教育委員会 無料 0956-62-2128

佐々町 ③ 町民文化祭 公民館学習グループや地域住民による文化の祭典 11月5日, 6日
佐々町文化会館
佐々町民体育館

佐々町教育委員会 無料 0956-62-2128

佐々町 ③ 移動県展 県展における優秀な成績を収めた作品を本展以外でも観覧できる展覧会 １1月10日～13日 佐々町文化会館 長崎県　等 無料 0956-62-2128

佐々町 ① キッズフェスタ 昔遊びなどを通じ、世代間や地域との絆を深めるイベント 11月19日
佐々町民体育館
佐々中学校グラウ
ンド

佐々町青少年健全育成会 無料 0956-62-2128

新上五島
町

② 橄欖祭（文化祭）
各クラスや文化部による発表・展示を行う行事です。今年度は創立60周
年記念祭です。

10月29日,30日 県立上五島高校 県立上五島高校 無料 0959-54-1155

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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新上五島
町

② 創立60周年記念芸術鑑賞会
劇団「わらび座」をお招きし、パフォーマンスバンドによる演目を披露して
いただきます。

11月17日,18日
新上五島石油備蓄
記念会館

県立上五島高校 無料 0959-54-1155

各所 ③ 文化財公開月間
県内各地で実施される文化財公開に係わる事業・イベントについて、県・
市町が一体となった広報を通じ、県民に広く参加や鑑賞を呼びかける

11月1日～30日 県内各地
長崎県
教育委員会

http://www.pref.nagasaki.jp/gakubun/

平戸市
大島村

③ ふるさと祭り
ステージ・お祭り広場・展示の３部門に分かれて小中高各校の合唱や伝
統舞踏の披露、物産展や文化展が開かれます。

11月13日
平戸市
大島支所

平戸市 無料 0950-55-2105

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


