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秋田県
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

秋田県 秋田市 ③
絵図と資料でみる秋田
藩

藩政時代のさまざまな絵図から秋田藩の生活を紹介します。
7月21日～12月2

日
佐竹史料館

秋田市
教育委員会

佐竹史料館
832-7892

企画展

秋田県 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21日～12月2

日
佐竹史料館

秋田市
教育委員会

佐竹史料館
832-7892

常設展

秋田県 秋田市 ③
日本近代絵画の巨匠
たち－ウッドワン美術
館名品選－

(財）ウッドワン美術館の珠玉のコレクションから、上村松園、横
山大観、岸田劉生など日本の近代絵画を代表する作家たちの
優れた作品約70点を紹介します。

9月15日～10月28
日

千秋美術館 千秋美術館 018-836-7860

秋田県 秋田市 ①
アンダー×ワンダー！
-北東北の考古学 前
線-

北東北で発掘された驚きの出土品の数々を一堂に展示しま
す。

9月22日～
11月25日

秋田県立
博物館

秋田県立
博物館

akitamus＠nifty.com

秋田県 秋田市 ③
企画展「藤田嗣治のま
なざし」

藤田嗣治のデッサン、版画、小物を通して、藤田の優しいまな
ざしをたどります。

9月27日～3月31
日

秋田県立美術館
２Ｆ　小展示室

公益財団法人　平野政吉美
術財団

http://www.pic-
hiranofound.jp/

月曜休館

秋田県 秋田市 ③

企画展
「～赤れんが館築100
年記念・石井露月生誕
140年記念～
露月とその時代」

正岡子規に俳句を学び、郷土雄和で医師としても尽力した石
井露月について紹介します。

9月8日～11月11
日

赤れんが
郷土館

赤れんが
郷土館

http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/ak/d
efault.htm

秋田県 秋田市 ③
石井露月生誕１４０年
記念「露月とその時代
展」

俳人石井露月の作品のほかに、正岡子規をはじめ、露月を取
り巻く師友たちの書簡類を展示します。

9月8日～11月11
日

赤れんが
郷土館

雄和図書館
http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/yl/d
efault.htm

秋田県 秋田市 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
高校教育課
018-860-5165

秋田県 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月中旬～11月7
日

新屋図書館
本館

新屋図書館 無料

http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/al/d
efault.htm

秋田市立新屋図書館
018-828-4215

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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秋田県 秋田市 ① おはなし会○(まるっ)
乳幼児とその保護者を対象におはなし会を開催し、絵本や手
遊びを楽しんでもらいます｡

10月18日
土崎図書館
2階研修室

土崎図書館 無料
http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/tl/de
fault.htm

秋田県 秋田市 ①

市民文化講座
平安シンデレラ「荻窪
物語」で始める楽しい
古典

一般的にあまりなじみの無い、古典をわかりやすく解説し、日
本の古典文学に親しんでもらいます。

10月18日 中央図書館明徳館 中央図書館明徳館 無料
秋田市立中央図書館
明徳館
 018-832-9220

秋田県 秋田市 ①③
平成２４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・高橋萬年の展示
を行います。

10月19日～11月
17日

県立図書館
県立図書館・県立近代美術

館
無料

http://www.apl.pref.a
kita.jp/index.html

秋田県 秋田市 ③
藩政期の特産物・土産
品

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19, 26日 ジョイナス・中央図書館
秋田市

教育委員会
佐竹史料館
832-7892

学習講座

秋田県 秋田市 ② DOVE FESTA
総合的な学習の時間の成果発表を中心に据えた生徒主体の
イベントです。

10月20日
秋田大学教育文化学部

附属中学校
秋田大学教育文化学部附

属中学校
無料

附属中学校
018-862-3350

秋田県 秋田市 ② 地域企業連絡協議会
工業の各部門別に、地元企業の技術者を招聘して、高度な技
術を披露していただきます。

10月20日
秋田工業

高校
秋田工業

高校
無料

秋田工業高校
018-823-7326

技術披露時間10:30
～14:00

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「秋田歴史人物伝」

領内の安定を図るため六郷、大館、角館、湯沢に配置された
佐竹一族の業績と生き方に迫ります。

10月20日
秋田県生涯学習セン

ター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「あいＬＯＶＥあきた」

酒造りに携わる５人の経営者が結成した｢蔵元団体ｎｅｘｔ５｣の
活動から、秋田の日本酒の将来を考えます。

10月20日
秋田県生涯学習セン

ター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 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20日
上新城小体育館、図書

館
上新城
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ksj-s/

秋田県 秋田市 ③
シエナ・ウィンド・オーケ
ストラ　コンサート

国内有数の吹奏楽演奏を鑑賞する機会を提供し、演奏技術の
向上や芸術創造の発展を図ります。

10月20日 秋田市文化会館 秋田市、他
http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/ch/d
efault.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
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秋田県 秋田市 ①④
電子工作教室Ⅱ「うそ
発見器」を作ろう

はんだごてを使用し、自分で回路を組んでうそ発見器を作って
みます。

10月20日
アルヴェ４階自然科学

学習館
自然科学
学習館

無料
自然科学学習館
018-887-5330

小学４年生以上・事
前申込み制

秋田県 秋田市 ③ 企画展ギャラリートーク 企画展「藤田嗣治のまなざし」を学芸スタッフが解説します。
10月20日, 11月17

日

秋田県立
美術館

２Ｆ小展示室

公益財団法人　平野政吉美
術財団

http://www.pic-
hiranofound.jp/

秋田県 秋田市 ①
「真澄に学ぶ教室」講
読会

地誌を中心にした真澄遊覧記について、原文の読解等によ
り、真澄や真澄の著作について自ら学ぶ手がかりとします。

10月20日, 11月17
日

秋田県立
博物館

秋田県立
博物館

akitamus＠nifty.com

秋田県 秋田市 ① 土崎図書館おはなし会
土崎図書館ボランティアおはなしの会が、幼児や小学校低学
年の児童を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び、折
り紙などを行います｡

10月20, 27日, 11
月3日

土崎図書館
1階親子コーナー

土崎図書館 無料
http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/tl/de
fault.htm

秋田県 秋田市 ③
平成２４年度「第２回河
辺まるごと祭り」

地域住民の芸術文化活動や生涯学習の発表の機会とし、さら
なる地域振興やにぎわい創出のため、河辺をまるごと集めよ
う、まるごと見せようを合い言葉に、創作や学習意欲の向上を
図り、地域住民の芸術文化の高揚と地域住民の絆を深めてい
くことをねらいとします。

10月20, 21日
河辺体育館・河辺市民

サービスセンター
河辺まるごと祭り実行委員

会
無料

http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/lf/ka
wabe/24jigyo.htm

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「道の文化史」

イザベラ・バードの旅の跡をたどりつつ、近隣の名跡を訪ね、
羽州街道の魅力を再確認します。

10月21日 移動学習 秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 秋田市 ② 金農祭 文化祭・収穫感謝祭を実施します。 10月21日
金足農業

高校
金足農業

高校
無料

http://www.kanano-
h.akita-pref.ed.jp/

秋田県 秋田市 ② 桜小まつり
ＰＴＡが中心になり、出店や即売会、ステージ発表など、子ども
が楽しむ催し物を行います。

10月21日 桜小学校体育館他 桜小学校 無料
 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~skr-s/

秋田県 秋田市 ② 50周年記念式典 学校創立50周年を記念して、式典を行います。 10月21日
秋田北
中学校

秋田北
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~akk-c/

秋田県 秋田市 ② 新校舎記念雄和中祭 新校舎移転を記念して、実施します。 10月21日 雄和中学校 雄和中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~yuw-c/

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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秋田県 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21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/d
efault.htm

対象:高校生以上の
一般

秋田県 秋田市 ① おはなしタイム
県立図書館えほんのへやにて、ボランティアによる読み聞か
せを行います。

10月21日, 11月4,
18日

県立図書館 県立図書館 無料
http://www.apl.pref.a
kita.jp/info/ohanashi.
html

秋田県 秋田市 ② 職場体験（１年生）
キャリア教育の一環として、地域の事業所を訪問し、仕事を体
験します。

10月22日 秋田市内
秋田東
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~akh-c/

秋田県 秋田市 ① 資料展示 読書週間に合わせ、資料の展示を行います。
10月23日～11月7

日
中央図書館明徳館

河辺分館
中央図書館明徳館

河辺分館
無料

秋田市立中央図書館
明徳館河辺分館
018-881-1202

秋田県 秋田市 ②
小玉重夫東大教授講
演会

秋高ＯＢである氏の講演を通して、知識を深め、視野を広げ、
キャリア教育に役立てます。

10月24日 秋田高校 秋田高校 無料
秋田高校
018-832-7200

秋田県 秋田市 ②
特別支援学校文化連
盟　スマイルステージ

秋田県特別支援学校文化祭の一環としてステージ発表を行い
ます。特別支援学校による音楽・演劇等のステージ発表です。

10月25日
秋田市

文化会館
秋田県特別支援学校文化

連盟
無料

聾学校
018-889-8572

秋田県 秋田市 ①
ハロウィーンのおはな
し会

幼児を対象に、ハロウィンにちなんだおはなしなどを楽しんでも
らいます。

10月25日
中央図書館明徳館河辺

分館

生涯学習室
中央図書館明徳館河辺分

館
無料

秋田市立中央図書館
明徳館河辺分館
018-881-1202

秋田県 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25, 27日 勝平小学校 勝平小学校 無料
http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~kth-s/

秋田県 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25日,

27日
下浜小学校 下浜小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~smh-s/

秋田県 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25日,

27日
東小学校 東小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hgs-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
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秋田県 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25～27日 川添小学校 川添小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kwz-s/

秋田県 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25～27日 浜田小学校 浜田小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hmd-s/

秋田県 秋田市 ①③
平成２４年度
第２回秋田ふるさとセミ
ナー

特別展示にちなみ、県立近代美術館館長・河野元昭氏による
講演会を実施します。

10月26日 県立図書館 県立図書館 無料
http://www.apl.pref.a
kita.jp/index.html

秋田県 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26, 27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

２７日（土）一般公開

秋田県 秋田市 ①，③
平成２４年度
秋田をまなぶ講座シ
リーズⅣ(第２回)

放送大学秋田学習センターとの連携セミナーで、秋田大学特
別教授の佐藤稔氏による講演会を実施します。

10月27日 県立図書館
県立図書館・放送大学秋田

学習センター
無料

http://www.apl.pref.a
kita.jp/index.html

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「土崎キャンパス」

「文化財イラストマップ－土崎地区編－」をもとに、土崎地区の
文化財などの魅力を再発見します。

10月27日
秋田市北部市民サービ
スセンター（キタスカ）

秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「土崎キャンパス」

歴史的・文化的観点で、港町「土崎」の魅力を求め、散策しま
す。

10月27日 現地学習 秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 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27日
保戸野小
体育館

保戸野
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hdn-s/

秋田県 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」を歌います。

10月27日 明徳小体育館 明徳小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~mtk-
s/index.htm

秋田県 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27日
旭北小
体育館

旭北小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kkh-s/
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秋田県 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27日
旭南小
体育館

旭南小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/-kkn-s/

秋田県 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27日
川尻小
体育館

川尻小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kws-s/

秋田県 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27日
港北小
体育館

港北小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~khk-s/

秋田県 秋田市 ② わかはとオンステージ
各学年の学習発表や音楽部演奏を披露し、エンディングで全
校合唱を行います。

10月27日
土崎南小
体育館

土崎南
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tzm-s/

秋田県 秋田市 ② 丘の子学習発表会 各学年の学習成果の発表会やふるさと絵画展を行います。 10月27日
高清水
小学校

高清水
小学校

無料

 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tks-
s/index.html

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 各学年・音楽部等が、学習・練習の成果を発表します。 10月27日
広面小
体育館

広面小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hro-s/

秋田県 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
演奏発表等です。

10月27日
日新小
体育館

日新小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nsn-
s/index.htm

秋田県 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27日
勝平小
体育館

勝平小学校 無料
http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~kth-s/

秋田県 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27日
太平小
体育館

太平小学校 無料
 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tah-s/

秋田県 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27日
飯島小
体育館

飯島小学校 無料
 http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~iij-s/index.html
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秋田県 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27日 下新城小体育館、教室
下新城
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ssj-s/

秋田県 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す。

10月27日
浜田小

体育館他
浜田小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hmd-s/

秋田県 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27日
豊岩小
体育館

豊岩小学校 無料

http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~toy-
s/index.html

秋田県 秋田市 ②
130周年記念学習発表
会

130周年の節目に合わせ、ふだんの学習活動と、学校や地域
との関連させた学習発表会を行います。

10月27日 仁井田小体育館・校内
仁井田
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nid-s

秋田県 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
展です。

10月27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

秋田県 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27日
上北手小
体育館

上北手
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kkt-s/

秋田県 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27日
下北手小
体育館

下北手
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~skt-
s/index.html

秋田県 秋田市 ② 海の子祭り 羽川剣ばやし、全校合唱、各学年の学習成果の発表です。 10月27日
下浜小
体育館

下浜小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~smh-s/

秋田県 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27日
金足西
小学校

金足西
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kns-s/

秋田県 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27日
八橋小
体育館

八橋小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ybs-
s/index.html
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秋田県 秋田市 ② 学習発表会 各学年の学習や音楽部の活動の成果を発表します。 10月27日 東小体育館 東小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hgs-s/

秋田県 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27日
泉小

体育館他
泉小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~izm-s/

秋田県 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27日
大住小
体育館

大住小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~osm-
s/index.htm

秋田県 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も
らいます。

10月27日 桜小体育館 桜小学校 無料
 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~skr-s/

秋田県 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27日
寺内小
体育館

寺内小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tru-
s/index.html

秋田県 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27日
飯島南小
体育館

飯島南
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ijm-
s/index.html

秋田県 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27日
御所野小体育館、ホー

ル
御所野
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~gsn-s/

秋田県 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27日
河辺小
体育館

河辺小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kwb-s

秋田県 秋田市 ② かがやき発表会 学習成果の発表、全校合唱、群読です。 10月27日
川添小
体育館

川添小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kwz-s/

秋田県 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で
す。

10月27日
種平小
体育館

種平小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~thr-s/

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者、地域の方々に学習成果の発表をします。 10月27日
戸米川小
体育館

戸米川
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tmg-s/
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秋田県 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
展示です。

10月27日
大正寺小
体育館

大正寺
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~dsj-s/

秋田県 秋田市 ②
秋田市文化フェスティ
バル

文化フェスティバルで、羽川剣囃子と築峰太鼓の発表を行いま
す。

10月27日 下浜中学校 下浜中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~smh-c/

秋田県 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27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/d
efault.htm

秋田県 秋田市 ①
北部地区児童朗読大
会

土崎図書館友の会と共催で北部地区の小学生3～4年生を対
象にした朗読大会を開催します。

10月27日
土崎図書館
2階研修室

土崎図書館、友の会 無料
http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/tl/de
fault.htm

秋田県 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 明徳小学校 明徳小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~mtk-
s/index.htm

秋田県 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
飯島南
小学校

飯島南
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ijm-
s/index.html

秋田県 秋田市 ① 考古学入門講座
考古学の基礎、石器・土器などの遺物の見方、論文の読み
方、研究方法等を学びます。

10月27日, 11月10
日

秋田県立
博物館

秋田県立
博物館

akitamus＠nifty.com

秋田県 秋田市 ③
平成24年度「第2回
ユービス」まつり

地域住民の芸術文化活動や生涯学習の発表の機会を提供
し、創作や学習意欲を喚起するとともに、芸術文化の高揚を図
り地域住民の豊かな心の醸成をねらいとします。

10月27, 28日
雄和市民サービスセン

ター
ユービスまつり実行委員会 無料

http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/lf/yu
wa/jigyou.htm

秋田県 秋田市 ①
楽しい絞り染め
（研究コース）

本県の伝統的な絞り染め技術により作成した木綿の浴衣地に
ついての合評会を行います。

10月28日
秋田県立
博物館

秋田県立
博物館

akitamus＠nifty.com

秋田県 秋田市 ③ 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です。 10月28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
無料

(社)秋田市文化団体
連盟
866-4026

秋田県 秋田市 ② 北の文化教室
人間らしさや思いやる心を問いかけたミュージカル「アトム」(わ
らび座)を鑑賞します。

10月30日
秋田

県民会館
秋田北高校

秋田北高校
018-834-1371
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秋田県 秋田市 ②
なかよしボランティア活
動

縦割りグループで学校周辺の道路の清掃活動を行います。 10月30日 土崎南小学校周辺道路
土崎南
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tzm-s/

秋田県 秋田市 ② １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。 10月31日
桜小学校
体育館

桜小学校 無料
 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~skr-s/

秋田県 秋田市 ② 学校林の植樹体験
地域後援会の方々と学校林でブナの木の植樹作業を行いま
す。

10月31日 仁別
秋田東
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~akh-c/

秋田県 秋田市 ① 古文書大学校 県立博物館に所蔵されている未整理の古文書を整理します。
10月31日, 11月14

日
秋田県立
博物館

秋田県立
博物館

akitamus＠nifty.com

秋田県 秋田市 ② みんなの登校日②
地域住民・保護者への学校公開、授業参観（栗田祭含む）を行
います。

10月31日～11月4
日

栗田
養護学校

栗田
養護学校

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

秋田県 秋田市 ① 北部公民館まつり
地域住民の参加による文化活動の発表、展示を行い、学習の
成果を広く市民に紹介することにより、学習意欲の向上ととも
に、地域の交流促進と活性化を図ります。

10月下旬 北部公民館
北部公民館まつり実行委員

会

ro-
edent@city.akita.akita
.jp

秋田県 秋田市 ② ミニ学校展
本校の児童生徒及び教育活動について地域住民の理解を深
め、開かれた学校作りの一助とします。

10月～
11月

秋田市保戸野郵便局
附属特別
支援学校

無料 fuyo@sh.akita-u.ac.jp 日程の詳細は後日

秋田県 秋田市 ② ミニ学校展
本校の児童生徒及び教育活動について地域や大学関係者の
理解を深め、開かれた学校作りの一助とします。

10月～
11月

秋田大学インフォメー
ションセンター

附属特別
支援学校

無料 fuyo@sh.akita-u.ac.jp 日程の詳細は後日

秋田県 秋田市 ② ミニ学校展
本校の児童生徒及び教育活動について地域住民の理解を深
め、開かれた学校作りの一助とします。

10月～
11月

秋田銀行泉中央支店他
附属特別
支援学校

無料 fuyo@sh.akita-u.ac.jp 日程の詳細は後日

秋田県 秋田市 ② ミニ学校展
本校の児童生徒及び教育活動について地域住民の理解を深
め、開かれた学校作りの一助とします。

10月～
11月

北都銀行通町支店他
附属特別
支援学校

無料 fuyo@sh.akita-u.ac.jp 日程の詳細は後日

秋田県 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31日, 11月12

日
勝平中学校 勝平中学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kth-c/
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秋田県 秋田市 ② ５分間走大会
毎日行っている５分間走の成果を保護者や地域の方々に公開
します。

10月頃
上新城小
グラウンド

上新城
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ksj-s/

秋田県 秋田市 ② 桂三若さん講話会
教育後援会主催で、キャリア教育の一環として講話会を実施し
ます。

10月頃
飯島中
体育館

飯島中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~iij-c/

秋田県 秋田市 ②
地域講習会
「ロープワーク・はじめ
ての雪つり①」

「造園技術基礎編」シュロ縄を使い、生垣試作や庭木の結び方
を学びます。

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/

秋田県 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
外旭川
小学校

外旭川
小学校

無料
http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~sas-s/

秋田県 秋田市 ② 環境学習研究発表会
カワウによる被害の実態とその生態についての調査研究の発
表です。

11月2日 国学館高校 国学館高校 無料
国学館高校
018-833-6361

秋田県 秋田市 ② 創立30周年記念式典 学校創立30周年を記念して、式典を行います。 11月2日
将軍野中
体育館

将軍野
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~sgn-c/

秋田県 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

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「秋田歴史人物伝」

秋田藩の家老として、藩政の基礎を確立した渋江政光、梅津
憲忠・梅津政景兄弟の業績と生き方に迫ります。

11月3日
秋田県生涯学習セン

ター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「あいＬＯＶＥあきた」

ヤクルトスワローズ石川雅規投手の恩師が語る甲子園への思
いと野球のおもしろさを学ぶとともに文化としての野球を考えま
す。

11月3日
秋田県生涯学習セン

ター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 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。

11月3日
築山小
体育館

築山小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ckz-s/

秋田県 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。 11月3日
牛島小
体育館

牛島小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/～usj-
s/index/main/main.ht
ml
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秋田県 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。

11月3日
旭川小
体育館

旭川小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita/~ask-
s/index.htm

秋田県 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3日
外旭川小
体育館

外旭川小学校 無料
http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~sas-s/

秋田県 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。

11月3日
戸島小
体育館

戸島小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tos-s/

秋田県 秋田市 ③ 合同茶会 茶道部門７流派による合同茶会です。 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

秋田県 秋田市 ③ 定例ギャラリートーク 大壁画《秋田の行事》を学芸スタッフが解説します。 11月3日
秋田県立美術館 ２Ｆ大

展示室
公益財団法人　平野政吉美

術財団
http://www.pic-
hiranofound.jp/

11月3日無料

秋田県 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。

11月3, 6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/d
efault.htm

秋田市立新屋図書館
018-828-4215

秋田県 秋田市 ③
ナント美術館展
珠玉のフランス近代絵
画

ナポレオンによって創設されたナント美術館の優れたコレク
ションの中から約60点の作品により、19世紀から20世紀にか
けてのフランス絵画の流れを紹介します。

11月3日～12月16
日

千秋美術館 千秋美術館 018-836-7860

秋田県 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、野外調理などを行いま
す。

11月3, 4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/d
efault.htm

対象:中学生以下の
子どもと家族

秋田県 秋田市 ② 栗田祭
児童生徒の学習成果の発表及び学校公開をおこないまする。
内容は、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、喫茶の開店等です。

11月4日
栗田

養護学校
栗田

養護学校
無料

栗田養護学校
教頭　田口　睦子
018-828-1162
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秋田県 秋田市 ② チャレンジマラソン
各学年ごとに、グラウンドと敷地内を周走し、順位とタイムを計
り体力の向上に努めます。

11月5日
勝平小

グラウンド
勝平小学校 無料

http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~kth-s/

秋田県 秋田市 ② キッズビジネスタウン
共に働く活動を通して、商業高校の生徒から、ビジネス（商業）
の仕組みやビジネスに必要な知識・技術の基礎を学びます。

11月5日
秋田商業

高校
勝平小学校 無料

http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~kth-s/

秋田県 秋田市 ②
「キャリア教育の推進」
研修会

秋田市課題研究推進校として研究実践の内容を提示します。 11月5日
岩見三内
中学校

岩見三内
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~iws-c/

秋田県 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5～7日
金足西
小学校

金足西
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kns-s/

秋田県 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
学です。

11月6日
秋田東中
体育館

秋田東
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~akh-c/

秋田県 秋田市 ①，③
平成２４年度第２回特
別展示

「露月・有美をめぐる人々」※仮題
本県出身の俳人・石井露月と文筆家・青柳有美の生誕140年
を記念し顕彰します。

11月6日～3月31
日

あきた
文学資料館

あきた
文学資料館

無料
http://www.apl.pref.a
kita.jp/bungaku/

詳細は未定

秋田県 秋田市 ① ワード入門
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6～9日
秋田県生涯学習セン

ター
秋田県生涯学習センター 無料

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1334647353376/inde
x.html

秋田県 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7日
下新城
小学校

下新城
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ssj-s/

秋田県 秋田市 ③ 文化財めぐり
文化財保護への理解を深めてもらうため、市内の重要な文化
財を見学します。

11月7日（予定） 未定
秋田市

教育委員会

http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/cl/D
efault.htm

秋田県 秋田市 ③ 高清水の森音楽祭
将軍野地区の小中高校が一堂に会して、お囃子、ヤートセ、吹
奏楽演奏、合唱等を地域の方々に披露します。

11月8日
秋田中央

高校

中央高校、将軍野中学校、
高清水小学校、土﨑南小学

校
無料

http://www.akitachu
o-h.akita-pref.ed.jp/
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秋田県 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8日
金農あぐり

交流館
金足農業

高校
http://www.kanano-
h.akita-pref.ed.jp/

秋田県 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8日 下新城小体育館、教室
下新城
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ssj-s/

秋田県 秋田市 ①，③
平成24年度第7回文学
セミナー

「秋田の喜三二没後二百年」※仮題
秋田藩士にして戯作者の朋誠堂喜三二没後200年を記念し、
その足跡と業績を紹介します。

11月9日
あきた

文学資料館
あきた

文学資料館
無料

http://www.apl.pref.a
kita.jp/bungaku/

秋田県 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9日 桜小学校体育館 桜小学校 無料
 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~skr-s/

秋田県 秋田市 ② 講話会 全校生徒と保護者を対象とした講話会です。 11月9日 山王中学校体育館 山王中学校 無料
http://snn-
ec4@edu.city.akita.aki
ta.jp

秋田県 秋田市 ① おはなし会
乳幼児と保護者を対象に、おはなしや手あそび、歌あそび、工
作など楽しんでもらいます。

11月9日
中央図書館明徳館河辺

分館
中央図書館明徳館河辺分

館
無料

秋田市立中央図書館
明徳館河辺分館
018-881-1202

秋田県 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
およ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・勤労青少年ホーム）
合同で開催します。

11月9～11日
文化会館・サンパル秋

田
サンパル秋田まつり実行委

員会
無料

中央公民館
018-824-5377

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
県立秋田きらり支援学校の学習発表会です。ステージ発表や
作品展示などを行います。

11月10日
秋田きらり
支援学校

秋田きらり
支援学校

無料
秋田きらり支援学校
018-889-8573

秋田県 秋田市 ①，③
平成２４年度
秋田をまなぶ講座シ
リーズⅣ(第３回)

放送大学秋田学習センターとの連携セミナーで、秋田大学医
学系専門職員の二部恒美氏による講演会を実施します。

11月10日 県立図書館
県立図書館・放送大学秋田

学習センター
無料

http://www.apl.pref.a
kita.jp/index.html

秋田県 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10日 中通小体育館ほか 中通小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nkd-s/
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秋田県 秋田市 ② 創立120周年記念式典 創立120周年を地域の方々や保護者とともに祝賀します。 11月10日 中通小学校 中通小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nkd-s/

秋田県 秋田市 ② サンパル秋田まつり
いくつかのクラブ活動の内容を地域の方々や市民に発表しま
す。

11月10日
秋田市

文化会館
秋田市 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/-kkn-s/

秋田県 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です。

11月10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.a
kita.akita.jp/~gsn-c/

秋田県 秋田市 ② 祖父母・日曜ＰＴＡ
授業参観後、祖父母、保護者、児童が一緒に餅つきを楽しみ
ます。

11月11日
戸米川
小学校

戸米川
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tmg-s/

秋田県 秋田市 ①④
科学つめあわせ便「石
の科学」

石を使ったサイエンスショーや観察、実験体験を行います。 11月11日
アルヴェ４階自然科学

学習館
自然科学
学習館

無料
自然科学学習館
018-887-5330

小学生以上対象・事
前申込み制・小３以
下保護者同伴

秋田県 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11～14日
戸米川
小学校

戸米川
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tmg-s/

秋田県 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12, 13日
保戸野
小学校

保戸野
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~hdn-s/

秋田県 秋田市 ② 教育講演会 秋田ＮＨヘッドコーチの中村和雄氏を招いての講演会です。 11月12日
御野場中
体育館

御野場
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~onb-c/

秋田県 秋田市 ② 全校外国語活動
地域住民、保護者へ学校を開放し、外国語の授業参観を行い
ます。

11月13日 太平小学校 太平小学校 無料
 
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tah-s/

秋田県 秋田市 ①
北部地区読書感想文コ
ンクール

北部地区の小中学生を対象に読書感想文を募集し、優秀作品
を表彰します｡

11月14日
土崎図書館
2階研修室

土崎図書館、友の会 無料
http://www.city.akita.
akita.jp/city/ed/tl/de
fault.htm

秋田県 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15日 川尻小学校 川尻小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kws-s/
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秋田県 秋田市 ② わくわく美術展
秋田県特別支援学校文化祭の一環として、特別支援学校及び
特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の作品の展示を行い
ます。

11月15～19日
秋田県立
美術館

秋田県特別支援学校文化
連盟

無料
ゆり養護学校
0184-27-2630

秋田県 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15, 16日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料

http://
www.edu.city.akita.aki
ta.jp/~toy-
s/index.html

秋田県 秋田市 ②
地域講習会
「金農豆腐づくり」

「絶品」金農豆腐づくりを体験します。 11月16日
金農あぐり

交流館
金足農業

高校
http://www.kanano-
h.akita-pref.ed.jp/

秋田県 秋田市 ② 種平収穫祭 学校園で収穫したサツマイモを食材にして調理して食べます。 11月16日 種平小学校 種平小学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~thr-s/

秋田県 秋田市 ② ４校交流会
学区内の小学校６年生を招待し、中学生との交流会を行いま
す。

11月16日 飯島中学校 飯島中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~iij-c/

秋田県 秋田市 ① 名誉館長館話-後期-
県立博物館「秋田の先覚記念室」、「菅江真澄資料センター」
にまつわる講話を行います。

11月16日
秋田県立
博物館

秋田県立
博物館

akitamus＠nifty.com

秋田県 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16日
秋田北
中学校

秋田北
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~akk-c/

秋田県 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16, 17日
仁井田
小学校

仁井田
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nid-s

秋田県 秋田市 ②
第３３回全国幼児教育
研究協会経営研修会
（秋田大会）

開会式・全体会（講話・講演）・分科会を行います。 11月17日
聖園学園
短期大学

社団法人全国幼児教育研
究協会

山王幼稚園園長　齋
藤満澄　       　018-
862-2223

秋田県 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。各学年ごとや全校規模で実施します。

11月17日
附属小学校アリーナ、は
との子ホール、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.town.ika
wa.akita.jp/

秋田県 秋田市 ①，③
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・消費者問題等に関するセミナーを開催し、県民の生活課
題解決を支援します。

11月17日 県立図書館
秋田県金融広報委員会・県

立図書館
無料

http://www.apl.pref.a
kita.jp/index.html
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秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「土崎キャンパス」

毎年７月２０・２１日に開催される「土崎神明社例祭　曳山行
事」の歴史・伝統・舞台裏を覗きます。

11月17日
秋田市北部市民サービ
スセンター（キタスカ）

秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 秋田市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「土崎キャンパス」

「港衆」と呼ばれる土崎地区の住民が、今後の土崎をどう展開
させていくか、実際に行動している人物から学びます。

11月17日
秋田市北部市民サービ
スセンター（キタスカ）

秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 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
様子を参観してもらいます。

11月17日 日新小学校 日新小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nsn-
s/index.htm

秋田県 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 日新小学校 日新小学校 無料

http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~nsn-
s/index.htm

秋田県 秋田市 ③

企画展
「～赤れんが館築100
年記念～
木版画家・勝平得之
展」

秋田を描き続けた木版画家勝平得之について、その生涯と作
品をたどります。

11月17日～1月27
日

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

秋田県 秋田市 ③ 総合いけばな展 華道部門19流派による総合展（第1次～第3次））です。 11月17～25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

秋田県 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 土崎中学校 土崎中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~tcz~c/

秋田県 秋田市 ③
縄文遺跡群世界遺産
登録推進写真展

世界遺産登録を目指す縄文遺跡群全ての構成資産の写真を
展示し、世界遺産登録への気運を高めます。

11月19日～12月9
日

イオンモール秋田店 秋田県教育委員会 無料
秋田県教育庁
文化財保護室
018-860-5193

秋田県 秋田市 ② 中学生意見発表会
秋田市北部地区の中学校からの代表生徒による意見発表会
です。

11月21日
外旭川
中学校

外旭川
中学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~sas-c/

秋田県 秋田市 ② 収穫祭
児童が栽培した米や野菜を調理して、ふるさと先生とともに味
わいます。

11月頃 上新城小プレイホール
上新城
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~ksj-s/
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秋田県 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。

11月頃 金足西小グラウンド他
金足西
小学校

無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~kns-s/

秋田県 秋田市 ② 授業公開
全クラス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月頃 泉中学校 泉中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~izm-c/

秋田県 秋田市 ② 相互授業参観week 他教科の授業参観を通して、授業を見つめ直す機会とします。 11月頃 飯島中学校 飯島中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~iij-c/

秋田県 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月頃
雄和中
体育館

雄和中学校 無料
http://www.edu.city.a
kita.akita.jp/~yuw-c/

秋田県 秋田市 ②
吹奏楽部第21回
定期演奏会

毎年恒例の明桜高等学校吹奏楽部による定期演奏会です。日頃
の成果を発表します。

10月8日 秋田県民会館 学校法人ノースアジア大学 018-836-2453

秋田県 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19, 20日 明桜高等学校 学校法人ノースアジア大学 無料 018-836-2468

秋田県 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20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

秋田県 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17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

秋田県 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13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

秋田県 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10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
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秋田県 秋田市 ①
秋田県立大学　公開講
演会

「宇宙はどのようにはじまったのか、終末はあるのか？」をテー
マとして、大学共同利用機関法人　自然科学研究機構長の佐
藤勝彦先生に講演いただきます。

10月28日
秋田県立大学　秋田
キャンパス　大講堂

公立大学法人　秋田県立大
学

無料

http://www.akita-
pu.ac.jp/syogai/kouk
ai.htm#h24koukaikou
enkai

秋田県 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22日
秋田大学教育文化学部
附属小学校

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）

秋田県 秋田市 ② DOVE FESTA
総合的な学習の時間の成果発表を中心に捉えた生徒主体の
イベントです。

10月20日
秋田大学教育文化学部
附属中学校

秋田大学教育文化学部附
属中学校

無料
附属中学校
018-862-3350

秋田県 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：研究室公開、親子で体験コーナー等

10月20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）

秋田県 秋田市 ①
秋田大学HIV理解・予
防イベントLOVE　＆
SAFETY

HIV・エイズについての理解を深め、HIV陽性者支援、HIV予防
について楽しく学び、考えるイベントを行います。内容：HIVにつ
いてのポスター展示・クイズラリー、HIVカウンセラー・県担当
者・医師によるトークショー、ミニコンサート、レッドリボン制作、
お楽しみコーナー等。子どもからおとなまで楽しく参加できま
す。秋田大学大学院教育学研究科心理教育実践専修の大学
院生が企画実行します。

10月20, 21日
秋田大学教育文化学部
3号館146・150教室

秋田大学　HIV理解・予防イ
ベントLOVE　＆　SAFETY実
行委員会

無料
takata@ed.akita-
u.ac.jp

秋田県 秋田市 ①
教育文化学部天文台
11月イベント

星空案内人資格認定講座第3回「望遠鏡のしくみ」を実施しま
す。

11月3日
秋田大学教育文化学部
天文台

秋田大学教育文化学部天
文台

無料
http://www.gipc.akita
-u.ac.jp/~narita/au-
at/index-o.html

秋田県 秋田市 ①
教育文化学部天文台
11月イベント

夜間天体観察会「木星・M2球状星団の観察」を実施します。 11月3日
秋田大学教育文化学部
天文台

秋田大学教育文化学部天
文台

http://www.gipc.akita
-u.ac.jp/~narita/au-
at/index-o.html

中学生以下は保護者
同伴
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秋田県 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
秋田大学大学院工学資
源学研究科附属鉱業博
物館

秋田大学大学院工学資源
学研究科附属鉱業博物館

無料
http://mus.akita-
u.ac.jp/

秋田県 秋田市 ② 模擬裁判 架空の事件を素材とする裁判実習。 10月6日 ノースアジア大学 学校法人ノースアジア大学 無料 www.nau.ac.jp

秋田県 秋田市 ②
第5回

オープンキャンパス
模擬授業、学科紹介、国家試験等センター紹介、学生食堂体

験、個別相談等
10月20日

ノースアジア大学
秋田栄養短期大学

学校法人ノースアジア大学 無料
018-836-1342
http://www.nau.ac.jp
/class/02.ht

秋田県 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。

6月～11月 県内各県立高校 秋田県教育委員会 無料
高校教育課
018-860-5165

秋田県 秋田市他 ②
ものづくり地域連絡協
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
高校教育課
018-860-5165

秋田県 井川町 ② 部活動公開 保護者及び地域の方に部活動を公開します。 11月19～22日 井川中学校 井川中学校 無料
http://www.town.ika
wa.akita.jp/edu/tyu/i
ndex.html

秋田県 井川町 ② 校長と語る会 保護者及び地域の方と意見交換をします。 11月21日 井川中学校 井川中学校 無料
http://www.town.ika
wa.akita.jp/edu/tyu/i
ndex.html

秋田県 井川町 ① アップルマラソン １０㎞、５㎞、３㎞ﾍﾟｱの３コースです。 10月21日 井川町体育館近く
井川町

教育委員会
http://www.town.ika
wa.akita.jp/

表彰各部門3位まで
参加賞　リンゴ
抽選で数名にﾘﾝｺﾞ1
箱

秋田県 井川町 ② 学習発表会 日頃の学習成果を保護者や地域の方々にお見せします。 10月22日 井川小学校 井川小学校 無料
http://www.town.ika
wa.akita.jp/edu/sho/
top.html

秋田県 井川町 ③ 産業文化祭
町民の活動の成果を披露、鑑賞します。
作品展示、ｽﾃｰｼﾞ発表、お茶会他です。

10月27, 28日 井川町公民館、他 井川町・教育委員会 無料
http://www.town.ika
wa.akita.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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秋田県 井川町 ① 全町卓球大会 個人、団体で出場します。団体は３人で１チームです。 11月11日
井川町
体育館

井川町
教育委員会

無料
http://www.town.ika
wa.akita.jp/

秋田県 井川町 ①
いかわを拓く町民のつ
どい

住みよい町、豊な生活づくりを目指した学習、活動の在り方を
探ります。

11月18日
井川町
公民館

井川町
教育委員会

無料
http://www.town.ika
wa.akita.jp/

秋田県 井川町 ② 授業公開 保護者及び地域の方に授業を公開します。 11月19～ 22日 井川中学校 井川中学校 無料
http://www.town.ika
wa.akita.jp/edu/tyu/i
ndex.html

秋田県 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もらいます。

10月20日 高瀬中学校 高瀬中学校 無料
高瀬中学校
0183-67-2323

秋田県 羽後町 ③ 第４回秋の芸術祭
　羽後高校の吹奏楽部・郷土芸能部・ボランティア部及び、岩
手県立葛巻高等学校郷土芸能部による公演を行います。

10月21日 羽後高校 羽後高校 無料
http://www.ugo-
h.akita-pref.ed.jp/

秋田県 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27日 三輪小学校 三輪小学校 無料
三輪小学校
0183-62-1216

秋田県 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27日 田代小学校 田代小学校 無料
田代小学校
0183-67-2141

秋田県 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28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

秋田県 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28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

秋田県 羽後町 ② 収穫感謝祭
もちつき集会や祖父母や地域の方との交流会を行います。み
んなの登校日です。

11月1日 元西小学校 元西小学校・ＰＴＡ 無料
元西小学校
0183-62-2221

秋田県 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
と一緒に会食して収穫の喜びを味わいます。

11月8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

秋田県 大潟村 ② ＰＴＡ連合会研修視察
幼・小・中ＰＴＡ連合体会員が男鹿大潟ジオパークを巡り、地層
の観察・学習を行います。

10月31日
男鹿大潟

ジオパーク
大潟村ＰＴＡ連合会 無料

大潟中学校
0185-45-2330

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大潟村 ②
第31回
大潟村教育振興大会

大潟村教育の一層の充実・振興を図るため、村民及び関係者
が相集い、教育の今　日的な課題について理解を深め合いま
す。

11月1日 未定
大潟村

教育委員会
無料

大潟村教育委員会
0185-45-3240

秋田県 大潟村 ② 職場体験学習 中学校２年生が村内・県内の職場で職業体験を行います。 10月16～18日 各職場 大潟中学校 無料
大潟中学校
0185-45-2330

秋田県 大潟村 ② クリーンアップ 中学生が村内の環境美化活動を行います。 10月26日 村内 大潟中学校 無料
大潟中学校
0185-45-2330

秋田県 大潟村 ② 学習発表会 学習の成果を地域に公開します。 10月27日 大体育館 大潟小学校 無料
大潟小学校
0185-45-2121

秋田県 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15日～21日 有浦小学校 有浦小学校 無料
有浦小学校
0186-43-2834

秋田県 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18日 大館桂高校 大館桂高校 無料
大館桂高校
0186-49-1010

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民へ学校公開を行います。 10月18日～21日 西館小学校 西館小学校 無料
西館小学校
0186-55-0324

秋田県 大館市 ①
秋のスターウォッチン
グ

秋の星座のお話と野外での星空観望を開催します。 10月19日～20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/

誰でも参加可能

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や祖父母、地域の方への学校公開を行います。 10月19日～21日 城南小学校 城南小学校 無料
城南小学校
0186-42-3025

秋田県 大館市 ①③
松下村塾カルチャース
クール

「２１世紀　地方からの国際化」をテーマに講座を実施します。 10月20日 鳳鳴記念館
（財）大館
鳳鳴高校
振興会

大館鳳鳴高校
0186-42-0002

秋田県 大館市 ② なべっこスポーツの日
地域の方からユニカールの指導をしていただき、午後からな
べっこを行います。

10月20日 成章中学校 成章中学校 無料
成章中学校
0186-52-3022

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月21日 桂城小学校 桂城小学校 無料
桂城小学校
0186-42-2262

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月21日 城南小学校 城南小学校 無料
城南小学校
0186-42-3025

秋田県 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21日 有浦小学校 有浦小学校 無料
有浦小学校
0186-43-2834

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月21日
上川沿
小学校

上川沿
小学校

無料
上川沿小学校
0186-49-6155
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秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月21日 成章小学校 成章小学校 無料
成章小学校
0186-52-2818

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月21日 立南小学校 南小学校 無料
南小学校
0186-49-5518

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表会と学習作品の展示を行います。 10月21日 扇田小学校 扇田小学校 無料
扇田小学校
0186-55-0043

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と、学習作品の展示を行います。 10月21日 西館小学校 西館小学校 無料
西館小学校
0186-55-0324

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月21日 早口小学校 早口小学校 無料
早口小学校
0186-54-3033

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習果の発表と学習作品の展示 10月21日 山瀬小学校 山瀬小学校 無料
山瀬小学校
0186-54-3036

秋田県 大館市 ②
炊き出し訓練を兼ねた
なべっこ

地域の方々と炊き出し訓練と郷土料理きりたんぽを作ります。 10月24日 第二中学校 第二中学校 無料
第二中学校
0186-48-2935

秋田県 大館市 ② マナー講座Ⅱ
実践的なビジネスマナーについて講師を招いて講演を行いま
す。

10月25日 大館桂高校 大館桂高校 無料
大館桂高校
0186-49-1010

秋田県 大館市 ① 子どもハイキングくらぶ
里山ハイキングを通して体力つくりをしながら自然に親しみま
す。

10月27日 鳳凰山
大館少年
自然の家

http:www.pref.akita.lg.
jp/oodate-sizen/

対象：小・中学生とそ
の保護者

秋田県 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28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
大館国際情報学院中
学校
0186-50-6090

秋田県 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
展示、古本市、ステージ発表等を開催します。

10月28日
大館工業

高校
大館工業

高校
無料

大館工業高校
0186-46-2833

秋田県 大館市 ②
中学生ロボット競技大
会

地元中学生が本校生徒の指導の下、ロボットを製作し、競技
会を開催します。ものづくりの面白さを地域に発信します。

10月28日 大館樹海ドーム
大館工業

高校
無料

大館工業高校
0186-46-2833

大館圏域産業祭会場
内

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民に学校公開を行います。 10月中 成章小学校 成章小学校 無料
成章小学校
0186-52-2818

秋田県 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、授業や集会等を行い
ます。

11月1日 第一中学校 第一中学校 無料
第一中学校
0186-42-4177
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秋田県 大館市 ② 新入生体験入学
次年度入学予定の小学校6年生に、授業や集会などを体験す
る場を提供します。

11月1日 成章中学校 成章中学校 無料
成章中学校
0186-52-3022

秋田県 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
釈迦内小学校
0186-48-2934

秋田県 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・ＰＴＡ教育講演会を行いま
す。

11月2日 矢立中学校 矢立中学校 無料
矢立中学校
0186-46-3019

秋田県 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8日 大館桂高校 大館桂高校 無料
大館桂高校
0186-49-1010

秋田県 大館市 ③，④
松下村塾カルチャース
クール

大館の名産「曲げわっぱ」の生産工程を見学します。 11月9日 株式会社　大館工芸社
（財）大館
鳳鳴高校
振興会

大館鳳鳴高校
0186-42-0002

秋田県 大館市 ②
保小中Ｐ公民館合同研
修会

ＰＴＡ･保護者や地域への学校公開を行います。 11月10日 川口小学校 川口小学校 無料
川口小学校
0186-42-9762

秋田県 大館市 ②
保・小・中・公合同研修
会

保護者や地域住民へ学校公開を行います。 11月10日 川口小学校 川口小学校 無料
川口小学校
0186-42-9761

秋田県 大館市 ② 学習発表会
地域の方々や保護者、関係者を招いて創立60周年を記念した
発表を行います。

11月11日 雪小体育館 雪沢小学校 無料
雪沢小学校
0186-50-2038

秋田県 大館市 ②
子ども夢・アート・アカ
デミー

日本を代表する画家で、日本芸術院会員の絹谷幸二先生が
来校し、講演と実技指導を行います。

11月12日
釈迦内
小学校

文化庁 無料
釈迦内小学校
0186-48-2934

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民に学校公開を行います。 11月12～16日 花岡小学校 花岡小学校 無料
花岡小学校
0186-46-1615

秋田県 大館市 ② みんなの登校日Ⅱ 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月14～16日 桂城小学校 桂城小学校 無料
桂城小学校
0186-42-2262

秋田県 大館市 ② 球技大会 各学年毎に、学級対抗の球技の試合を行います。 11月14～16日 第一中学校 第一中学校 無料
第一中学校
0186-42-4177

秋田県 大館市 ②
いつでもどなたでもお
いＤＡＹ

保護者や祖父母、地域住民への学校公開を行います。 11月15日 早口小学校 早口小学校 無料
早口小学校
0186-54-3033

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大館市 ② 感謝集会
今までお世話になった外部講師や防犯ボランティアの方々へ
の感謝の会を行います。

11月16日 矢立小学校 矢立小学校 無料
矢立小学校
0186-46-3012

秋田県 大館市 ② なべっこ 地域の方と一緒にきりたんぽ鍋を作り、交流します。 11月16日 矢立小学校 矢立小学校
矢立小学校
0186-46-3012

秋田県 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
上川沿
小学校

上川沿
小学校

無料
上川沿小学校
0186-49-6155

秋田県 大館市 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17日 大館高校
秋田県

教育委員会
無料

高校教育課
018-860-5165

秋田県 大館市 ① 冬のわくわく探検隊
冬の秋田の自然体験やスポーツ体験を通して新しい友達と交
流します。

11月17～18日 秋田市内他
大館少年
自然の家

http:www.pref.akita.lg.
jp/oodate-sizen/

対象：小学４年～６年

秋田県 大館市 ② さんてつ学習発表会
生徒が総合的な学習の時間で調査したことについて発表会を
行います。

11月20日 成章中学校 成章中学校 無料
成章中学校
0186-52-3022

秋田県 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20, 21日 秋田看護福祉大学 学校法人ノースアジア大学 無料 0186-45-1720

秋田県 男鹿市 ② マラソン大会
体育の時間や休み時間等に練習した持久走の成果や、頑張っ
ている姿を家族などに見てもらい、応援していただきます。

10月18日 船越小学校グラウンド 船越小学校 無料
fkoshi@namahage.ne.j
p

秋田県 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19～22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

秋田県 男鹿市 ② 男鹿海洋祭 日頃の学習や文化部による活動の成果を発表します。 10月21日
男鹿海洋

高校
男鹿海洋

高校
無料

総務部
0185-23-2321

秋田県 男鹿市 ②
船川地区小中学校ク
リーンアップへの参加

船川地区の男鹿南中学校、船川第１小学校、船川南小学校と
本校中学部と高等部の生徒が一緒にクリーンアップを行いま
す。

10月23日 船川地区
天王みどり

学園
無料

http://www.midori-
s.akita-pref.ed.jp/

県の事業「「であい
ふれあい　まなびあ
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秋田県 男鹿市 ② クリーンアップ
男鹿南中学校区の小・中学校3校と天王みどり学園が合同で
通学路や学校周辺のクリーンアップを行います。

10月23日 船川地区
船川第一小学校，船川南小
学校，男鹿南中学校，天王

みどり学園
無料

http://www2.namaha
ge.ne.jp/~funaichi/

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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秋田県 男鹿市 ①
ライオンズクラブ協同ク
リーンアップ

学区の小学校等と連携し、地元のライオンズクラブの支援のも
とてせ、地域のクリーンアップを行います。

10月23日 男鹿駅前～各学校
男鹿南
中学校

無料
http://www.namahag
e.ne.jp/~minamijh/

秋田県 男鹿市 ①，② 防犯弁論大会 男鹿署管轄の中学生による弁論大会です。 10月23日
潟西中
体育館

男鹿署 無料
潟西中学校
0185-46-2330

秋田県 男鹿市 ② ３感デー
終日学校開放を行い生徒の学習及び諸活動の様子を参観し
てもらいます。趣旨はみんなの登校日と同様です。

10月23日, 11月13
日

男鹿東
中学校

男鹿東
中学校

無料
http://www.namahag
e.ne.jp/~oga-
east/index.html

秋田県 男鹿市 ②
第２１回全国水産・海
洋系高等学校生徒研
究発表東北地区大会

東北地区の水産・海洋系高校の生徒が日常の学習の成果を
発表し、全国大会の代表の選考を行います。

10月25, 26日
男鹿市

文化会館
東北地区

水産高校長協会
無料

男鹿海洋高校
0185-23-2321

秋田県 男鹿市 ② 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たり、子ども
たちと祖父母が一緒に活動したりします。

10月26日 船越小学校各教室等 船越小学校 無料
fkoshi@namahage.ne.j
p

秋田県 男鹿市 ②
国際教養代との交流事
業

国際教養大学の留学生と交流し、外国語に慣れ親しんだり異
文化に触れたりします。

10月26日
船川第一
小学校

船川第一
小学校

無料
http://www2.namaha
ge.ne.jp/~funaichi/

秋田県 男鹿市 ① リーダー研修会
生徒会の切り替わりに伴い、ソーシャルスキルワークなどの諸
活動を実施し、リーダーとしての責任をもたせ、自覚を促しま
す。

10月26日
なまはげオートキャンプ

場
男鹿北中 無料

男鹿北中      0185-
33-2020

秋田県 男鹿市 ②
国際教養大学との交流
事業

同大学の学生（外国籍）の訪問を受け、交流を行います。 10月26日
男鹿南
中学校

男鹿市教育委員会 無料
http://www.namahag
e.ne.jp/~minamijh/

秋田県 男鹿市 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々に船越小学校の教育活動の様子を公開
します。

10月26, 27日 船越小学校各教室等 船越小学校 無料
fkoshi@namahage.ne.j
p

秋田県 男鹿市 ②
男鹿市小中音楽祭へ
の参加

男鹿市の小学校９校、中学校４校が集まり音楽会を開催しま
す。その会に本校の男鹿市在住の小中学生が参加します。

10月27日
男鹿市

文化会館
天王みどり

学園
無料

http://www.midori-
s.akita-pref.ed.jp/

県の事業「「であい
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秋田県 男鹿市 ② 土曜学級
保護者や地域の方々に午前中の授業を公開します。校内マラ
ソン大会もこの日にあわせて開催します。

10月27日
脇本第一
小学校

脇本第一
小学校

無料
脇本第一小学校
0185-25-2215

秋田県 男鹿市 ② 市小中音楽祭
市内の小中学校が一同に会し、演奏を聴いたり合唱したりす
ることで、音楽を通して互いの親睦を深めます。

10月27日
男鹿市民
文化会館

市校長会   研修部 無料
男鹿市民文化会館
0185-23-2251

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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秋田県 男鹿市 ② 小中音楽祭
男鹿市小中音楽祭に参加し、音楽の学習等で練習した全校合
唱を披露します。

10月27日
男鹿市民
文化会館

男鹿市
校長会

無料
野石小学校
0185-47-2050

秋田県 男鹿市 ② 学校祭
HRデコや各科の展示・実演を通して工業高校の学習成果を紹
介します。

10月28日
男鹿工業

高校
男鹿工業

高校
無料

男鹿工業高校
0185-35-3111

秋田県 男鹿市 ① 男鹿市民文化祭
多くの市民芸術団体や生涯学習グループ等の発表の場として
開催し、市民の交流・交歓を図ります。

10月31日～11月3
日

男鹿市民
文化会館

船川港公民館
ハートピア

教育委員会　　生涯学習課 無料
市教育委員会    生
涯学習課　0185-46-
4110

秋田県 男鹿市 ② ３年進路集会 保護者を交えて、進路を学ぶ会としています。 11月2日 潟西中学校 潟西中学校 無料
潟西中学校
0185-46-2330

秋田県 男鹿市 ③ 伝説ツアー
秋田県内のさまざまな伝説ゆかりの地をまわり、参加者に伝
説を身近に感じていただくとともに、新たな観光資源としての可
能性を検討します。

11月4日 男鹿半島
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

秋田県教育庁
文化財保護室
018-860-5192

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会
各学年単位で普段の学習成果を保護者や地域の方々に発表
します。

11月4日 払戸小学校体育館 払戸小学校 無料
払戸小学校
0185-46-2510

秋田県 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5日
男鹿工業

高校
男鹿工業

高校
無料

男鹿工業高校
0185-35-3111

秋田県 男鹿市 ①
第１６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ります。

11月10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

秋田県 男鹿市 ② もちつき集会
保護者や祖父母と一緒にもちつきすることをとおして、収穫の
喜びを味わいます。

11月上旬 五里合小学校体育館
五里合
小学校

無料
五里合小学校
0185-34-2411

秋田県 男鹿市 ②
なかよし交流会への参
加

男鹿市の小中学校の特別支援学級の児童生徒と本校小学部
児童が集まり交流します。

11月14日 男鹿市船川北公民館
天王みどり

学園
無料

http://www.midori-
s.akita-pref.ed.jp/
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秋田県 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17日
船川第一
小学校

船川第一
小学校

無料
http://www2.namaha
ge.ne.jp/~funaichi/

秋田県 男鹿市 ②，③
秋田県立近代美術館
出前美術館

船川第一小学校を会場として、秋田県立近代美術館所蔵作品
の美術展を開催します。児童の作品も展示します。

11月17, 19～22日
船川第一
小学校

秋田県立近代美術館，船川
第一小学校

無料
http://www2.namaha
ge.ne.jp/~funaichi/

秋田県 男鹿市 ② 出前美術館
本物の美術品にふれることで、鑑賞する力や豊かな情操を高
めます。

11月19日 船川第一   小学校 県立近代美術館 無料
船川第一小
0185-24-3231

秋田県 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21日
船川第一
小学校

船川第一
小学校

無料
http://www2.namaha
ge.ne.jp/~funaichi/

秋田県
男鹿市・
大潟村

① 親子自然観察会 ジオパーク観察会を通して親子の交流を図ります。 10月20日
寒風山、
大潟村

岩城少年
自然の家

岩城少年自然の家
0184-74-2011

秋田県
男鹿市・
大潟村

①
大人のための自然観
察会

ジオパーク観察会を通して指導者としての資質を高めます。 10月21日
寒風山、
大潟村

岩城少年
自然の家

岩城少年自然の家
0184-74-2011

秋田県 潟上市 ②
２年キャリアスタート
ウィーク

職場体験学習を通して、望ましい勤労観や職業観をはぐくみま
す。

10月15～19日 潟上市内 天王中学校 無料
天王中学校
018-878-2222

秋田県 潟上市 ② 授業参観期間 授業参観や授業研究を予定しています。 10月15～26日 本校体育館 秋田西高校
秋田西高校
018-873-5251

秋田県 潟上市 ② １年なべっこ遠足
野外炊事を通して学年の親睦を図るとともに、作業の分担によ
り主体性を育てます。

10月19日 天王グリーンランド 天王中学校 無料
天王中学校
018-878-2222

秋田県 潟上市 ② ３年なべっこ遠足
学年の絆を深めるとともに、ともに働く喜びを味わい、ともに協
力する態度を育てます。

10月19日 小泉潟公園 天王中学校 無料
天王中学校
018-878-2222

秋田県 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、バザーなどを通して地域や関係
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。

10月20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/

秋田県 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20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

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 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20, 21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

秋田県 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21日 天王公民館
潟上市

教育委員会
無料

天王公民館
　878-4111

秋田県 潟上市 ②
ピアニスト（卒業生）講
演会

６年生が、本校卒業生であるピアニストの先輩の演奏を聴いた
り、お話を伺ったりします。

10月25日 出戸小学校音楽室 出戸小学校 無料
出戸小学校
018-878-2205

秋田県 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25～27日
飯田川
小学校

飯田川
小学校

無料
飯田川小学校
018-877-2033

秋田県 潟上市 ② 地域懇談会 町内会、各種団体代表と生徒会の意見交換を行います。 10月26日 本校会議室 秋田西高校
秋田西高校
018-873-5251

秋田県 潟上市 ② 創立２０周年記念式典 天王南中学校の創立２０周年記念式典を挙行します。 10月26日 天王南中学校 天王南中学校 無料
tminami@educet.plala.
or.jp

秋田県 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して、保護者や地域住民
との連携を深めます。

10月27日 天王小学校体育館 天王小学校 無料
天王小学校
018-878-2201

秋田県 潟上市 ② 学習発表会
地域や保護者の方々に、体育館ステージでの学習発表を見て
いただいたり展示作品を鑑賞していただいたりします。

10月27日
出戸小学校体育館・食

堂
出戸小学校 無料

出戸小学校
018-878-2205

秋田県 潟上市 ② 学習発表会
児童の日頃の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27日 大豊小学校 大豊小学校 無料
otoyo@edu.city.katag
ami.akita.jp

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に日頃の学習成果を発表します。 10月27日 飯田川小学校体育館
飯田川
小学校

無料
飯田川小学校
018-877-2033

秋田県 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27日 追分小　　　体育館 追分小学校 無料
http://shisetsu.city.k
atagami.lg.jp/school/
oiwake-es/
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秋田県 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27, 30, 31日 大豊小学校 大豊小学校 無料
otoyo@edu.city.katag
ami.akita.jp

秋田県 潟上市 ② 健康講話 性についての講話をお聞きします。 10月31日 本校体育館 秋田西高校
秋田西高校
018-873-5251

秋田県 潟上市 ① ＰＴＡ研修旅行 ＰＴＡ会員参加の研修旅行を行います。 10月中 未定 西高ＰＴＡ
秋田西高校
018-873-5251

秋田県 潟上市 ②
３校連携事業
　健康に関わる講演会

５・６年児童と中学生、及びその保護者を対象にし、健康に関
わる専門家の講演を聴きます。

11月7日 天王中学校
東湖小学校

（天王小・天王中）
無料

東湖小学校
018-878-2244

秋田県 潟上市 ② ６年生体験入学 新入生体験入学を行います。 11月7日
天王南
中学校

天王南
中学校

無料
tminami@educet.plala.
or.jp

秋田県 潟上市 ② 芸術鑑賞教室
パイプオルガンなど、プロの演奏家によるコンサートに参加し、
豊かな情操を育てる機会とします。

11月8日
秋田市

アトリオン
秋田市

アトリオン
東湖小学校
018-878-2244

秋田県 潟上市 ② ふれあい週間 3年生の面談週間です。 11月12～19日
天王南
中学校

天王南
中学校

無料
tminami@educet.plala.
or.jp

秋田県 潟上市 ①② 防災教育フォーラム
防災に係わる講演、パネルディスカッション等を通して、防災教
育における地域連携の充実を図ります。

11月20日 総合教育センター 県教育委員会等 無料
教育庁保健体育課
防災教育・安全班
018-860-5204

秋田県 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す。 10月19日 十和田高校 十和田高校 無料
十和田高校
0186-35-2062

秋田県 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。

10月20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

秋田県 鹿角市 ① 鹿角ふるさと探訪事業
鹿角の歴史、文化、自然などについて体験をとおして郷土を見
つめなおす地域学です。

10月21日 市内
鹿角市

教育委員会

鹿角市教育委員会生
涯学習課
 0186-30-0294

秋田県 鹿角市 ①
全国ジュニアサマーノ
ルディックスキー大会Ｉ
Ｎ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、スポーツの推進と交流人口の拡大、地
域の活性化を図ります。

10月26日～28日
花輪スキー場、花輪商

店街特設会場
鹿角市、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
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秋田県 鹿角市 ② 校外学習セミナー １年生を対象にふるさとものづくり企業を見学します。 10月31日 各地元企業 花輪高校 無料
花輪高校
進路指導部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ① 花いっぱい運動
健康で美しい住みよい郷土と街づくりを目指し、花を学ぶととも
に花に親しむ機会を作る為、花の球根を配布します。

10月下旬 各市民センター
鹿角市

教育委員会
無料

鹿角市教育委員会生
涯学習課
 0186-30-0294

秋田県 鹿角市 ② 第27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
鹿角市記念スポーツセ

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

秋田県 鹿角市 ②
キャリア教育に係るパ
ネルディスカッション

同窓生の社会人４名のパネラー等を招き、働くことの意味や働
く際に必要な力・態度等について意見交換します。

11月7日 花輪高校 花輪高校 無料
花輪高校
進路指導部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 大学模擬講義
各大学や短大などの模擬講義を受けることで、専門的な学問
内容をより具体的に理解し、各自の進路選択に生かします。

11月14日 花輪高校 花輪高校 無料
花輪高校
進路指導部
0186-23-2126

秋田県 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17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

秋田県
上小阿仁

村
①

美の国アクティブカレッ
ジ　上小阿仁キャンパ
ス

秋田のよさを知り、行動の原動力となるような学びの機会を広
域的に提供します。

10月13日, 11月
10, 24日

上小阿仁村生涯学習セ
ンター

秋田県教育委員会・秋田県
生涯学習本部

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/files
/h24_bac_annai.pdf

秋田県
上小阿仁

村
① 生涯学習週間

自ら進んで学ぶ生涯学習活動を推進し、村民一人一人の心に
ゆとりと生きがいを育みます。作品展示及び芸能発表、映画の
上映を行います。

10月15～21日
上小阿仁村生涯学習

センター
上小阿仁村生涯学習

推進本部
無料

上小阿仁村
教育委員会
0186-60-9000

秋田県
上小阿仁

村
①③ 学習発表会

学校祭で披露した郷土芸能・全校合唱や学習作品等を発表し
ます。
また、サークルや個人で学んできた芸や作品を発表します。

10月21日
上小阿仁村生涯学習

センター
上小阿仁村教育委員会 無料

上小阿仁村
教育委員会
0186-60-9000

秋田県
上小阿仁

村
①

美の国アクティブカレッ
ジ「上小阿仁キャンパ
ス」

上小阿仁村が誇る文化財・史跡について学び、地域の歴史を
再確認します。

11月10日
上小阿仁村生涯学習

センター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html
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秋田県
上小阿仁

村
①

美の国アクティブカレッ
ジ「上小阿仁キャンパ
ス」

上小阿仁村内の文化財等を実際にめぐり、地域の歴史や文化
に思いを馳せ、学習を深めます。

11月10日 移動学習 秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 北秋田市 ②
秋田県高等学校産業
教育フェア（北秋田市）

北秋田市産業祭において秋田北鷹高校の学校紹介並びに学
習活動紹介を行います。

10月20, 21日
北秋田市

鷹巣体育館
秋田北鷹

高校
秋田北鷹高校
0186-60-0151

秋田県 北秋田市 ②④
北秋田市・上小阿仁村
理科社会科研究発表
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。

10月27日 鷹巣中学校
北秋田市・

上小阿仁村教育委員会
無料

北秋田市教育セン
ター
0186-62-4787

秋田県 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27, 28日, 11
月10, 12日

北秋田市    文化会館・
森吉スポーツセンター

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

秋田県 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

秋田県 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びます。

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

秋田県 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する協議会を実施します。

10月19日 小坂高校 小坂高校 無料
小坂高校
0186-29-3065

秋田県 小坂町 ② 坂高祭 日頃の学習活動の成果を地域の方々に公開します。 10月27日～28日 小坂高校 小坂高校 無料
小坂高校
0186-29-3065

秋田県 小坂町 ② ノーメディアチャレンジ
電子メディアと接する時間を減らし、時間を有効に使うことをね
らいとした運動を展開します。

11月5日
～9日

各家庭 小坂中学校
小坂中学校
0186-29-3232

秋田県 小坂町 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々等に発表します。 11月10日 七滝小学校 七滝小学校 無料
七滝小学校　0186-
29-3475

秋田県 小坂町 ② 三者面談
全学年で本人、保護者、学校での面談を行い、共通理解を深
めます。

11月12日～22日 小坂中学校 小坂中学校 無料
小坂中学校
0186-29-3232

秋田県 小坂町 ② 新入生体験入学 新年度の１年生と保護者への説明会と体験授業を行います。 11月13日 小坂中学校 小坂中学校 無料
小坂中学校
0186-29-3232
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秋田県 小坂町 ②
鹿角地域生徒指導研
究推進協議会講演会

生徒指導に関わる講演を聞き、今後の学校教育における生徒
指導の一助とします。

11月16日 小坂町セパーム
地域生研事務局（小坂高

校）
無料

小坂高校
0186-29-3065

秋田県 五城目町 ② ふれあい学習会
地域のお年寄りと触れ合い、郷土料理の「だまこ鍋」を作って
会食します。

10月21日
馬場目
小学校

馬場目小学校・地区公民館 無料
http://academic4.plal
a.or.jp/babame/

馬場目地区文化祭と
の共催

秋田県 五城目町 ①② 1年職場体験学習
地域での職場体験を通して、自己の生き方や将来の進路につ
いて考えます。

10月25日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を総合的に発展させてよりよいものを作り
だし、保護者や地域の方々に発表します。

10月27日
五城目
小学校

五城目
小学校

無料
五城目小学校
018-852-2050

秋田県 五城目町 ② 学習発表会
学習の成果を、保護者や地域の方々を招待してご覧いただく
きます。

10月27日 大川小学校体育館 大川小学校 無料
http://academic4.plal
a.or.jp/okawa/index.h
tml

秋田県 五城目町 ①，② 2年職場体験学習
地域での職場体験を通して、自己の生き方や将来の進路につ
いて考えます。

11月5～7日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ③ 教育講演会 落語家の桂三若氏を招いて講話をいただきます。 11月16日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ② 職業を知る 同窓会員による職業講話を行います。 11月16日 五城目高校 五城目高校 無料
五城目高校
018-852-8865

秋田県 仙北市 ② 音楽交流会
角館南高等学校と本校高等部３年生の交流及び共同学習を
行います。

10月22日 角館南高校
大曲

養護学校
無料

oomagariyougo@akita
-pref.ed.jp

秋田県 仙北市 ② 修学旅行 関西、韓国の伝統文化に触れます。 10月22～26日 京都、奈良、韓国 角館高校
角館高校
0187-54-2560

秋田県 仙北市 ② 生き方講話
秋田大学准教授　西田文信　氏の講演会で、演題は「ブータン王国
から学ぶこと」です。

10月23日 角館南高校 角館南高校 無料
角館南高校
0187-54-1166

秋田県 仙北市 ② 近隣大学訪問
1年生が近隣の大学を訪問し、学部・学科の研究内容等を学
びます。

10月24日 県内各大学 角館高校 無料
角館高校
0187-54-2560
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秋田県 仙北市 ② お話コンサート
絵本の読み聞かせ及びピアノコンサート、手話を取り入れた合
唱等を行い、豊かな心の育成を図ります。

10月24日 白岩小学校 白岩小学校 無料
白岩小学校
0187-53-2482

秋田県 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。今年度の田んぼアート
は「銀河鉄道の夜」です。

10月24日 木田の浅利さんの農地
桧木内
小学校

無料
桧木内小学校0187-
48-2325

秋田県 仙北市 ②
大曲仙北国語教育研
究大会

大曲仙北国語教育研究大会の会場校となったことを良い機会
と捉え、保護者や地域に大会当日の授業参観を呼びかけて、
子どもたちの学習の様子や学校の営みを公開し、開かれた学
校運営の一環として学校教育活動への理解を深めます。

10月26日 神代小学校
大曲仙北
国語教育
研究会

無料

神代小学校
0187-44-2115
jinsho@city.semboku.
akita.jp

秋田県 仙北市 ①②
中川地区スポーツ交流
会

地域住民が一堂に会し、スポーツを通して親睦・交流を深めま
す。

10月28日 中川農山村広場
中川地区コミュニティー連絡

協議会
無料

中川地区コミュニ
ティー連絡協議会

秋田県 仙北市 ② 大学模擬講義 大学より講師を派遣してもらい、模擬講義をうけます。 10月31日 角館高校 角館高校 無料
角館高校
0187-54-2560

秋田県 仙北市 ①
収穫感謝のつどい（餅
つき）

ふるさと学習でお世話になった地域の方々を招き、秋の収穫を
祝います。

10月31日
桧木内
中学校

桧木内
中学校

無料
hinochu@city.sembok
u.akita.jp

秋田県 仙北市 ② 音楽交流会 大曲養護学校との交流会を行います。 10月下旬 角館南高校 角館南高校 無料
角館南高校
0187-54-1166

秋田県 仙北市 ②
「交流の芽」上板橋第
四小学校との交流

東京都立上板橋第四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, 2日
上板橋第四小学校・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・
仙北市農林部農山村活性

課
無料

中川小学校
0187-53-2286

秋田県 仙北市 ② みんなの登校日
開かれた学校運営の一環として、保護者や地域住民に子ども
たちの学習の様子や施設を公開し、自由に参観していただくこ
とで、今後の学校運営改善のための一助としています。

11月2, 3日 神代小学校 神代小学校 無料

神代小学校
0187-44-2115
jinsho@city.semboku.
akita.jp
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秋田県 仙北市 ② ジョギングフェスタ

みんなの登校日に合わせて開催し、保護者や地域住民の声
援をいただきながら、生き生きとマラソン活動に取り組む子ども
たちの姿をご覧頂き、学校教育活動に対する理解を深めま
す。

11月3日 神代小学校 神代小学校 無料

神代小学校
0187-44-2115
jinsho@city.semboku.
akita.jp

秋田県 仙北市 ②
吹奏楽部美術部合同
発表会

吹奏楽部と美術部が日常の部活動の成果を地域住民に披露
します。

11月3日
仙北

市民会館
生保内中学校吹奏楽部美

術部保護者会
無料

生保内中学校
0187-43-1181

秋田県 仙北市 ② 学習発表会
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4日 角館小学校 角館小学校 無料
角館小学校
0187-55-2188

秋田県 仙北市 ②
生小フェスタ
（学習発表会）

ステージ発表や作品等の展示により、日頃の学習の成果を発
表します。10月29日～4日の１週間をみんなの登校日とし、練
習や予行の様子などを公開します。

11月4日
生保内
小学校

生保内
小学校

無料
http://www.city.semb
oku.akita.jp/sc_obosy
o/

秋田県 仙北市 ② 親子もちつき 保護者や地域の方と一緒に収穫した米で餅つきをします。 11月11日
桧木内
小学校

桧木内
小学校PTA

無料
桧木内小学校0187-
48-2326

秋田県 仙北市 ③ 芸術鑑賞
専用の劇場で芸術作品を鑑賞する機会を得、興味関心を高め
ます。

11月13日 わらび座 西仙北高校
http//www.nishisenb
oku-h.akita-pref.ed.jp

秋田県 仙北市 ②
仙北市教育研究会
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15日
角館小学校
角館中学校

仙北市教育研究会 無料
仙北市教育委員会
北浦教育文化研究所

秋田県 仙北市 ①，③
三館合同企画
川端龍子展

角館町出身の日本画家平福百穂とゆかりの深い画家川端龍
子の作品や資料を三館合同企画展として開催します。

9月16日～
11月23日

角館町平福記念美術館
角館樺細工伝承館
新潮社記念文学館

仙北市・仙北市教育委員会
仙北市教育委員会生
涯学習課
0187-43-3383
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秋田県 仙北市
①，②，

④
火山砂防フォーラム

火山防災教育の実践結果を全国に発信するとともに、秋田
駒ヶ岳のように大きな災害や近年の活動履歴のない全国の活
火山周辺地域において今後どのように火山噴火対策を推進
し、また持続していくのかをテーマに意見交換を行います。そ
の中で、本校の５年生が「ふるさとの山　私たちの駒ヶ岳」とい
うテーマで研究発表を行います。

10月18日 仙北市民会館
火山砂防フォーラム委員

会、仙北市
無料

火山砂防
フォーラム事務局
0187-43-2294

秋田県 仙北市 ② 校内駅伝競走大会
日頃の体力つくりの成果を確認するとともに、クラス対抗の駅
伝を通して生徒間の絆を深めます。

10月19日 角館中学校 角館中学校 無料
角館中学校
0187-53-2411

秋田県 仙北市 ② なべっこ
ふるさとの自然に触れながら郷土愛を育てる。仲間と協力して
調理し友好を深めます。

10月19日 落合公園 角館中学校 無料
角館中学校
0187-53-2411

秋田県 仙北市 ② 清流祭（学校祭）
桧中生全員がバザーやステージ発表を通して地域の方々と交
流を深めます。

10月20, 21日
桧木内
中学校

桧木内
中学校

無料
hinochu@city.sembok
u.akita.jp

秋田県 仙北市 ③ 伝説ツアー
秋田県内のさまざまな伝説ゆかりの地をまわり、参加者に伝
説を身近に感じていただくとともに、新たな観光資源としての可
能性を検討します。

10月21日 仙北市田沢湖方面
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

秋田県教育庁
文化財保護室
018-860-5192

秋田県 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21日
桧木内
小学校

桧木内
小学校

無料
桧木内小学校0187-
48-2324

秋田県 大仙市 ③
土器に生ける秋の草花
展

本県出土品の土器を花器に活用し、地元小学校華道クラブの
手で秋の草花を生けるという展示会です。古代の生活品が持
つ独特な味わいと季節の自然美とのコラボによる鑑賞を通し
て、県民の美的感性を一層豊かなものにします。

10月13～28日 農業科学館ホワイエ 農業科学館 無料
http://www.obako.or.j
p/sun-agrin/

秋田県 大仙市 ②
なべっこ　クリーンアッ
プ

豊かに実った秋の食材を利用し、斉内川川原でグループでの
炊飯体験を行います。終了後には、川原のクリーンアップ活動
を実施します。

10月18日
斉内川川原（長野字高

畑）
中仙中学校 無料

中仙中学校
0187-56-2328
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秋田県 大仙市 ①
ふるさと民謡めぐり(仙
北)

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。

10月18日
仙北ふれあい文化セン

ター
生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/even
t/hurumin.html

秋田県 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19日
大曲南
中学校

大曲南
中学校

無料
大曲南中学校
0187-65‐2001

秋田県 大仙市 ② やきいも会
地域の老人クラブと未就園児を招待し、一緒にやきいも会を楽
しみます。

10月19日 南外幼稚園 南外幼稚園 無料
南外幼稚園
0187-73-1088

秋田県 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
すします。

10月19日
内小友
小学校

内小友
小学校

無料
内小友小学校
0187-68-2345

秋田県 大仙市 ②
持久走記録会・なべっ
こ会

地域の方々や保護者の声援をいただきながら持久走記録会を
行い、その後なべっこをします。

10月19日 横堀小学校グラウンド 横堀小学校 無料
横堀小学校
0187-69-2111

秋田県 大仙市 ②
校内駅伝・ﾏﾗｿﾝ大会、
なべっこ

学級対抗での駅伝、マラソン大会。終了後に、各学級のグ
ループごとになべっこを実施します。

10月19日
西仙北
中学校

西仙北
中学校

無料
西仙北中学校
0187-75-2200

秋田県 大仙市 ② 曲中祭
３年生全員とブラスバンドによる「大いなる秋田」を合奏しま
す。

10月9日 大曲中体育館 大曲中学校 無料
大曲中学校
0187-63-2222

秋田県 大仙市 ② 学校祭 学習展示・模擬店・ステージ発表・バザー等を行います。 10月20日
秋田修英

高校
秋田修英

高校
http://www.akitashue
i.ed.jp

秋田県 大仙市 ② 大農祭（学校祭）
全校生徒がクラスごとのテーマで仮装し、大仙市内を巡りま
す。

10月20日 大曲農業高校～大曲駅
大曲農業

高校
無料

大曲農業高校
0187-63-2257

秋田県 大仙市 ①
ふるさと民謡めぐり(神
岡)

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。

10月20日
神岡農村環境改善セン

ター
生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/even
t/hurumin.html

秋田県 大仙市 ① 公民館まつり
サークル団体の芸能発表や作品展示と
地域力を生かした様々なイベントを行います。

10月20日 花館公民館 花館公民館 無料
花館公民館
0187-62-3012
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秋田県 大仙市 ③
史跡の里
ふれあいコンサート

自衛隊音楽隊による演奏会です。 10月20日
大仙市仙北

ふれあい文化センター
大仙市仙北

ふれあい文化センター
無料

ふれあい文化セン
ター
0187-69-3333

秋田県 大仙市 ② 大仙市秋の稔りフェア
地域の特産品のひとつとして、商業科生徒が、自分たちで開
発した商品の紹介と販売をおこないます。

10月20, 21日 大仙市ふれあい体育館 大仙市役所 無料
大仙市役所農林商工
部農林振興課
0187-63-1111

本校商業科生徒参加

秋田県 大仙市 ① 神岡地域文化祭 地域の方々が生涯学習の成果の発表や展示をします。 10月20, 21日

かみおか嶽雄館
神岡改善センター

神岡体育館
神岡嶽ドーム 神岡中央

公民館
無料

神岡中央公民館
0187-72-2501

秋田県 大仙市 ③ 仙北公民館まつり
大仙市　仙北公民館の公民館まつりで、芸能発表、サークル
展示などを行います。

10月20, 21日
大仙市仙北

ふれあい文化センター
仙北公民館 無料

ふれあい文化セン
ター
0187-69-3333

秋田県 大仙市 ① きょうわ祭 協和地域生涯学習の発表・作品の展示などを行います。 10月20, 21日 協和市民センター和ピア 協和市民センター和ピア 無料
協和市民センター
和ピア
018-892-3128

秋田県 大仙市 ① 仙北公民館まつり
年1回、生涯学習の成果を作品展示やステージ発表する喜び
や学習仲間との交流を深めます。

10月20, 21日
仙北ふれあい文化セン

ター
仙北ふれあい文化センター 無料

仙北ふれあい文化セ
ンター
0187-69-2105

秋田県 大仙市 ①
学びの集い
(太田の秋まつり)

学習グループ・同好会の学習成果の発表です。 10月20, 21日
太田公民館・太田文化

プラザ
太田公民館 無料

太田公民館
0187-88-1119

秋田県 大仙市 ② 大農祭（学校祭）
校内を開放して各部の展示やステージ発表、農産物の販売等
が行われます。

10月21日
大曲農業

高校
大曲農業

高校
無料

大曲農業高校
0187-63-2257

秋田県 大仙市 ②
ＰＴＡ学年対抗親善球
技大会

ＰＴＡ保健体育部主催で、学年対抗の球技大会を行います。交
流を通して会員相互の親睦を図る会です。

10月21日 中仙小学校 中仙小学校 無料
http://www.edu.city.d
aisen.akita.jp/~ns-
nakasensyo/

秋田県 大仙市 ② 学習発表会
　地域民や日頃お世話になっている方々､幼稚園児を招き、学
習の成果を発表したり、招待者と交流を深めます。

10月21日
太田東小
体育館

太田東
小学校

無料
ot-
higashisyo@edu.city.d
aisen.akita.jp
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秋田県 大仙市 ①
ふるさと民謡めぐり(協
和)

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。

10月21日 協和市民センター和ピア 生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/even
t/hurumin.html

秋田県 大仙市 ② 学校公開 教育活動全般について一般に公開します。 10月22～27日
大曲

養護学校
大曲

養護学校
無料

oomagariyougo@akita
-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ① 石水書道展 本地域清水地区の書道教室作品展です。
10月22日～11月4

日
ドンパル展示ホール 中仙公民館 無料

市民会館ドンパル
0187-56-7200

秋田県 大仙市 ③ 座禅体験 座禅体験を通して、心の修養を図ります。 10月23日
仙北市
雲巌寺

雲巌寺
豊成中学校
0187-57-2040

秋田県 大仙市 ① 韓国を楽しもう
広く地域の方々に韓国文化を知っていただき異文化を理解す
る機会を持っていただけるよう、異文化理解講座を実施し、国
際理解を深める機会を提供します。

10月23日,
11月13日

西仙北中央公民館 西仙北中央公民館 無料
西仙北中央公民館
0187-75-1115

講師：
大仙市国際交流員
ユ・ウギョン氏

秋田県 大仙市 ② 読み聞かせ 図書ボランティアによる読み聞かせを行います。
10月23日, 11月6,

20日
内小友小学校 内小友小、図書ボランティア 無料

内小友小学校
0187-68-2345

秋田県 大仙市 ② 職場体験学習 南外・神岡地区内事業所で１・２年が職場体験を行います。 10月23～25日 南外中学校 南外中学校 無料

na-
nantyu@edu.city.dais
en.akita.jp
0187-73-1232

秋田県 大仙市 ② マラソン大会
業間運動の成果を発揮する場として大会を行います。学年別
に自分の記録を競い、６位入賞者を表彰します。

10月24日 中仙小学校 中仙小学校 無料
http://www.edu.city.d
aisen.akita.jp/~ns-
nakasensyo/

秋田県 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学級対抗による合唱コンクー
ルを行います。協和市民センターを会場に実施します。

10月24日 和ピア
西仙北
中学校

無料
西仙北中学校
0187-75-2200

秋田県 大仙市 ① 学校給食試食会
保護者・祖父母が生徒だった頃は学校給食がなかったこともあ
り、この機会に学校給食を味わっていただきます。

10月25日 中仙学校給食センター 中仙中学校 無料
中仙中学校
0187-56-2328

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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秋田県 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25日 横沢公園 太田中学校 無料
太田中学校
0187-88-2211

秋田県 大仙市 ②
大曲仙北教育研究会
秋季大会

各教科研究団体ごとの研究大会です。 10月26日 各研究団体担当校 大曲仙北教育研究会 無料
大曲小内事務局
0187-83-1018

秋田県 大仙市 ① 旧池田氏洋館見学会 国指定名勝池田氏庭園洋館の秋期特別一般公開します。 10月26日 旧池田氏庭園
文化財
保護課

http://www.city.daise
n.akita.jp/content/bu
nkazai/bunka_top.htm
l

秋田県 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です。 10月27日
大曲

養護学校
大曲

養護学校
無料

oomagariyougo@akita
-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ① にしせんぼく文化祭
西仙北地域住民の芸術文化活動の発表と鑑賞の機会を広く
提供することにより、文化の香り高いまちづくりの創造を目的
に開催します。

10月27, 28日 西仙北中央公民館 西仙北中央公民館 無料
西仙北中央公民館
0187-75-1115

27日地域づくり事業
　　　　　「講演会」
28日芸能発表、お茶
会

秋田県 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27, 28日 大曲市民会館 生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/index
.html

秋田県 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27, 28日 西仙北中央公民館 西仙北中央公民館 無料
西仙北中央公民館
0187-75-1115

秋田県 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28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-
66-1513

秋田県 大仙市 ② 学習発表会 日頃の学習成果を保護者、地域の方々に披露します。 10月28日 南外小学校 南外小学校 無料
南外小学校
0187-73-1800

秋田県 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つくられた交声曲の演奏会です。 10月28日 仙北中学校 仙北中学校 無料
仙北中学校
0187-69-2113

秋田県 大仙市 ① 「図書館まつり」 親子・一般利用者を対象に図書館クイズを出題します。 10月28日
西仙北
図書館

西仙北
図書館

無料
西仙北図書館
0187-75-0099
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秋田県 大仙市 ③ 芸術鑑賞会 わらび座での演劇鑑賞を行います。 10月30日 わらび座 大仙市教育委員会
大仙市教育委員会
0187-63-1111

秋田県 大仙市 ①，② 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。

後は近隣の高校の先生方から学校説明を受ける。
10月30日 太田中学校 太田中学校 無料

太田中学校
0187-88-2211

フリー参観

秋田県 大仙市 ①
教育講演会（渡部陽一
氏）

中仙地域のＰＴＡと５・６年児童が集まり、戦場カメラマン渡部
陽一氏の講演を聴きます。

10月31日 ドンパル
中仙地域

ＰＴＡ連合会
無料

豊川小学校
0187-57-2324

秋田県 大仙市 ① 講演会 著名人に生き方を学ぶ集会です。 10月31日 中仙市民会館 中仙地区PTA連合会 無料 PTA連合会事務局

秋田県 大仙市 ② 仙北中学校交流事業
中学生の技術学習の一環として、工業高校の実習を通したも
のづくり体験と学習内容や学校理解を深めます。

10月中旬
大曲工業

高校
大曲工業

高校
無料

大曲工業高校
0187-63-4060

秋田県 大仙市 ② 読書集会 図書委員会主催の読書啓発の集会活動です。 11月1日 大曲小学校 大曲小学校 無料
大曲小学校
0187-83-1018

秋田県 大仙市 ②
次代を担う文化
芸術体験事業

次代を担う児童を対象に、日本文化の良さやすばらしさを９月
のワークショップをふまえ、今回の本公演を合わせて体験しま
す

11月1日 花館小学校 無料 無料
花館小学校
0187-63-1022

秋田県 大仙市 ② 南中職員授業参観
中学校職員が、小学校の授業や生活を参観し、小中連携を
図った授業研究を行います。

11月1日
角間川
小学校

南地区合同研修会 無料
角間川小学校0187-
65-2201

秋田県 大仙市 ①，② 被災地支援・交流活動
岩手県大槌町立大槌中1年生が本校を訪れ、本校生徒と交流
活動を行います。

11月1日 太田中学校 太田中学校 無料
太田中学校
0187-88-2211

フリー参観

秋田県 大仙市 ② 神小オープンウィーク 保護者・地域のみんなの登校日です。 11月1～3日 神岡小学校 神岡小学校 無料
神岡小学校  0187-
72-2222

秋田県 大仙市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「大仙キャンパス」

戦国時代を乗り切り、仙北三郡から由利郡にまで勢力を広げ
た戦国大名小野寺氏を解明します。

11月3日
大仙市大曲交流セン

ター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 大仙市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「大仙キャンパス」

激動の時代を生き抜き、政治・軍事上の拠点久保田城を築城
した佐竹義宣の業績と生き方に迫ります。

11月3日
大仙市大曲交流セン

ター
秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html
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秋田県 大仙市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を発表します。 11月3日 神岡小学校 神岡小学校 無料
神岡小学校  0187-
72-2222

秋田県 大仙市 ①，② なんがい地域祭り
地域の祭りに児童の作品を展示したり、学習の成果を発表し
たりします。

11月3日 コミュニティーセンター
南外総合支所，

南外公民館
無料

南外小学校
0187-73-1800

秋田県 大仙市 ①
ふるさと民謡めぐり(南
外)

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3日 南外コミュニティセンター 生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/even
t/hurumin.html

秋田県 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3日 南外コミュニティセンター 南外公民館 無料
南外公民館
0187-74-2130

秋田県 大仙市 ① 花館サケまつり
花館小学校６年生による、第１部玉川のウライ、ふ化場見学と
サケ汁試食会を行います。

11月3日 玉川橋下流右岸河川敷
花館

コミュニティ
無料

花館公民館
0187-62-3012

秋田県 大仙市 ③ 南外地域祭 南外地域住民の学習、活動の総決算を展示、発表します。 11月3日 南外支所
南外地域

実行委員会
無料

南外公民館
0187-74-2130

秋田県 大仙市 ①
旧池田氏庭園一般公
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3～11日
旧池田氏

庭園
文化財
保護課

http://www.city.daise
n.akita.jp/content/bu
nkazai/bunka_top.htm
l

秋田県 大仙市 ③ 南外地域祭
南外地域のお祭りで、幼・保・小・中学生と地域の方々が参加
し行われます。

11月 3日
南外コミュニティーセン

ター
地域祭実行委員会 無料

南外幼稚園
0187-73-1088

秋田県 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。

11月4日 太田体育館 太田南小学校 無料
太田南小学校
0187-88-2111

秋田県 大仙市 ①
ふれあいハッピース
クール

本校卒業生の青年教室です。 11月4日
大曲

養護学校
大曲

養護学校
無料

oomagariyougo@akita
-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② 全校民謡発表会
太田分校生全員が総合的な学習の時間に取り組んできた和
楽器や太鼓、歌、踊りなどの演奏を保護者や地域住民に披露
します。

11月4日 大仙市太田文化プラザ 大曲農業高校太田分校 無料
大曲農業高校
太田分校
0187-88-1311

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大仙市 ②，③
第42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4日
大曲

市民会館
大川西根
小学校

無料
om-
nishisyo@edu.city.dai
sen.akita.jp

秋田県 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）を行いま
すとともに、読書奨励の機会とします。

11月5日
太田南
小学校

太田南
小学校

無料
太田南小学校
0187-88-2111

秋田県 大仙市 ②
学習公開日
教育講演会

地域の方々を招いて学びの交流を行います。また、食に関す
る内容について参加者全員でワークショップ形式で学びます。

11月6日 花館小学校 花館小学校 無料
花館小学校
0187-63-1022

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日 みんなの登校日にあわせ祖父母参観を行います。 11月6～8日 豊川小学校 豊川小学校 無料
豊川小学校
0187-57-2324

秋田県 大仙市 ② みどりっ子感謝祭
学習活動等でお世話になった地域の方々をお招きし、感謝の
会を開きます。

11月7日 横堀小学校体育館 横堀小学校 無料
横堀小学校
0187-69-2111

秋田県 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7日 大曲交流センター 生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/index
.html

秋田県 大仙市 ① 食育体験交流事業 南外で収穫されたそば粉を使いそば打ち体験をします。 11月7, 8, 21日 南外中学校 南外公民館 無料
南外公民館
0187-74-2130

秋田県 大仙市 ② 内小友小学校との交流
内小友小学校児童と本校小学部児童との交流及び共同学習
を行います。

11月8日
大曲

養護学校
大曲

養護学校
無料

oomagariyougo@akita
-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ① 東北学生将棋大会
東北地域の大学生将棋愛好者が集まり、団体戦、個人戦を行
います。

11月8～11日 西仙北青少年自然の家 東北学生将棋連盟 無料
西仙北中央公民館
0187-75-1115

個人戦準決勝・決勝
会場「ユメリア」

秋田県 大仙市 ② 大工祭

毎年行われる学校祭です。各文化部の発表や各科の実習工
場を公開し、例年多数の来校者があります。

11月10日
大曲工業

高校
大曲工業

高校
無料

大曲工業高校
0187-63-4060

秋田県 大仙市 ② 学習発表会
保護者・地域の方々を招いて、日頃の学習成果を発表する機
会とします。

11月10日 西仙北小学校体育館
西仙北
小学校

無料
西仙北小学校　　　０
１８７-７５-１０１４
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秋田県 大仙市 ② 吹奏楽部定期演奏会
保護者、地域の方々に公開して、吹奏楽部による定期演奏会
を行います。

11月11日 西仙北中央公民館
西仙北中
吹奏楽部

無料
西仙北中学校
0187-75-2200

秋田県 大仙市 ①
東北将棋大会
　　　　大仙市長杯

東北各県から名人や愛好者が集まり参加する将棋大会です。
一般の方も当日参加可能です。参加賞は特産の強首白菜で
す。

11月11日
西仙北ぬく森温泉「ユメ

リア」
日本将棋連盟仙北西部支

部
無料

西仙北中央公民館
0187-75-1115

≪試合種類≫
名人戦の部、一般の
部、小学生の部

秋田県 大仙市 ①② なわない ３、４年生が地域の方の指導の元、縄綯いをします。 11月12日 南外小学校 南外小学校 無料
南外小学校
0187-73-1800

秋田県 大仙市 ③ 大仙市芸術鑑賞
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触
れます。

11月12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

秋田県 大仙市 ①③ 創作体験教室
老人クラブの方たちからおやき作りを指導してもらい体験学習
をします。

11月12日 南外小学校 南外公民館 無料
南外公民館
0187-74-2130

秋田県 大仙市 ②
おにぎりパーティ・収穫
祭

保護者や祖父母、地域の方々を招き、おにぎり作りをしたり、
収穫に感謝する会を行ったりします。

11月12～15日 藤木小学校 藤木小学校 無料 0187(65)2420 教頭

秋田県 大仙市 ②
第50回大曲仙北小中
学校音楽祭

音楽学習の成果を市民会館のステージで発表し、他校の児童
とともに鑑賞して互いのよさを学び合います。

11月13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.d
aisen.akita.jp/~ns-
nakasensyo/

秋田県 大仙市 ② １年宿泊体験学習
職場を訪問し、様々な仕事を知り、体験させていただきます。
宿泊施設に一泊します。

11月13, 14日 秋田市内 中仙中学校１年部 無料
中仙中学校
0187-56-2328

秋田県 大仙市 ① 大野源二郎写真展
本地域出身の写真家の作品展です。昔なつかしい農村風景
等多数展示します。

11月13～25日 ドンパル展示ホール 中仙公民館 無料
市民会館ドンパル
0187-56-7200

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日
祖父母を対象とした参観日で、１０月の運動会のミニサイズで
一緒に体を動かして楽しみます。

11月14日 南外体育館 南外幼稚園 無料
南外幼稚園
0187-73-1088

秋田県 大仙市 ② 収穫祭

学習でお世話になった方々を招待して、お礼をする会を催しま
す。各学年の生活科や総合で学習したことを発表します。その
後、学校田で収穫したお米でおにぎりを作り、みんなで会食し
ます。

11月14日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料
豊岡小学校
0187-57-2134

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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秋田県 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て、
収穫を祝います。

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

秋田県 大仙市 ①，② 進路講演会
講師を招いて、具体的な職業に関する仕事の内容、社会人と
しての心構えなどをお聞きします。

11月16日 西仙北高校 西仙北高校 無料
http//www.nishisenb
oku-h.akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② 収穫感謝祭
　春から全校活動として取り組んできた米生産活動の締めとし
て、地域民やお世話になった方、幼稚園児を招いて、餅つきを
したり、収穫を祝ったり、お世話になった方に感謝を示します。

11月16日
太田東小
体育館

太田東
小学校

無料
ot-
higashisyo@edu.city.d
aisen.akita.jp

秋田県 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16日
大曲西
中学校

大曲西
中学校

無料
om-
nishityu@edu.city.dais
en.akita.jp.

秋田県 大仙市 ①
ふるさと民謡めぐり(太
田)

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16日 太田文化プラザ 生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/even
t/hurumin.html

秋田県 大仙市 ② 収穫祭
今年度の収穫の喜びと自然への感謝の思いを、生徒・職員で
分かち合うことを目的として開催します。

11月16日
大曲農業高校太田分校

体育館
大曲農業高校太田分校 無料

大曲農業高校
太田分校
0187-88-1311

秋田県 大仙市 ① 大仙市芸術祭
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17, 18日 大曲市民会館 生涯学習課 無料

http://www.city.daise
n.akita.jp/site/gyous
ei/org_info/kyouiku/s
yougai/shougai/index
.html

秋田県 大仙市 ② PTA授業参観
授業参観、親子レクリエーション、社会福祉講演会、学年懇談
会を行います。

11月18日 南外中学校 南外中学校 無料

na-
nantyu@edu.city.dais
en.akita.jp
0187-73-1233

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大仙市 ②
愛・あいルームとの交
流会

就学前療育支援事業通園幼児と本校小学部１・２年児童との
交流行事です。

11月21日 大曲養護学校 大曲養護学校 無料
oomagariyougo@akita
-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② もちつき会
地域の老人クラブの方々の力を借りながら、昔ながらの杵と臼
でもちつきを体験します。

11月21日 南外幼稚園 地域の老人クラブ 無料
南外幼稚園
0187-73-1088

秋田県 大仙市 ② スピーチ発表会
表現力の育成を図るために、学年代表児童１名が全校児童や
保護者を前にスピーチ発表します。

11月21日 中仙小学校 中仙小学校 無料
http://www.edu.city.d
aisen.akita.jp/~ns-
nakasensyo/

秋田県 大仙市 ① 寿楽大学
高齢者の皆さんが好きな道を見つけ、楽しんで学習できる機
会を提供するとともに、学習を通じて心の豊かさや生きがいの
充実を図ります。

11月21日 西仙北中央公民館 西仙北中央公民館 無料
西仙北中央公民館
0187-75-1115

午後の全体学習：
出前民謡

秋田県 大仙市 ② みんなの登校日
協和全地区民に開催の案内を出し、統合５年目の学校や子ど
も達の成長の様子をご覧いただき、地域の学校として益々応
援していただけるような場とします。

11月21～25日 協和小学校 協和小学校 無料
協和小学校
018-881-6868

秋田県 にかほ市 ② 芸術鑑賞会
ピアニスター・ヒロシによる楽しみながら本物の音楽を体験でき
る音楽プログラムを鑑賞します。

10月18日 仁賀保高校 仁賀保高校 無料
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ② ブナ講演会
鳥海山にブナを植える会から講師を招いて鳥海山の自然環境
の豊かさやブナを植える意義を学習します。

10月19日 仁賀保高校 仁賀保高校 無料
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ② ブナ植林 １年生全員で鳥海山の霊峰地域にブナを植林します。 10月19日 鳥海山 仁賀保高校 無料
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ②
にかほ市民文化祭２０
１２

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20, 27～28
日, 11月2～4日

市内公民館他 にかほ市
にかほ市社会教育課
0184－38－2171

秋田県 にかほ市 ③
二代 林家三平
襲名三年目落語会

仁賀保勤労青少年ホームの自主事業として、市民の方々に本
格的な落語を身近で見て・聞いて・感じてもらい、笑いあい元
気になろうという企画です。

10月21日
にかほ市

仁賀保勤労青少年ホー
ム

にかほ市
教育委員会

にかほ市社会教育課
0184－38－2171

秋田県 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27日 上郷小学校 上郷小学校 無料
上郷小学校
0184-44-2214

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 にかほ市 ④
平成24年度にかほ市
発明工夫・夢絵画展

発明考案を通じて地域住民の間に創造と工夫を醸成するとと
もに科学に対する関心を高め、産業の発展と生活の向上に寄
与することを目的とします。

11月2～4日 にかほ市象潟体育館
にかほ市・にかほ市教育委
員会・にかほ市科学振興委

員会
無料

フェライト
子ども科学館
0184-32-3150

秋田県 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

秋田県 にかほ市 ② 中学生勉強会
にかほ市内中学校の３年生（希望者）を対象に、高校入試対策
学習会を行います。

11月10日 仁賀保高校 仁賀保高校 無料
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 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10日 金浦小学校 金浦小学校 無料
金浦小学校
0184-38-2055

秋田県 にかほ市 ② にかほ文化講演会 女優　倍賞千恵子氏から講演をいただきます。 11月17日
仁賀保

勤労青少年
ホーム

にかほ市
にかほ市社会教育課
0184－38－2171

秋田県 にかほ市 ② いんない祭り2012 学習発表会をご覧いただきます。 11月17日 院内小学校体育館 院内小学校 無料
院内小学校
0184-36-2154

秋田県 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
たもち米で地域の方々とともに餅つきをして収穫に感謝しま
す。

11月17日 小出小学校 小出小学校 無料
小出小学校
0184-36-2252

秋田県 能代市 ② 読み聞かせ（高） 読書に親しみ、豊かな情操を育みます。 11月1日 ４／６年教室 朴瀬小学校 無料
朴瀬小学校
0185-52-2725

秋田県 能代市 ② 読み聞かせ（低） 読書に親しみ、豊かな情操を育みます。 11月6日 ２／３年教室 朴瀬小学校 無料
朴瀬小学校
0185-52-2725

秋田県 能代市 ② みんなの登校日②
保護者や地域の方に学校を訪問していただき、児童生徒の様
子を見ていただく機会となってます。

10月15～20日
能代

養護学校
能代

養護学校
無料

能代養護学校
0185-55-0691

秋田県 能代市 ②
いのちの大切さを考え
る講演会

小・中学生及び保護者が震災ボランティアの話を聞き、命の大
切さについて考える機会とします。

10月18日
能代東中
体育館

能代市教育委員会 無料
鶴形小学校
0185-58-3480

いのちの教育あった
かエリア事業の一環

秋田県 能代市 ②
「いのちの教育」講演
会

東日本大震災時に被災地域で教師をしていた方から話を聞
き、防災や命の大切さについて学習します。

10月18日
能代東
中学校

崇徳小
鶴形小
五小
東中

無料
崇徳小学校
0185-58-5004
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秋田県 能代市 ①，②
いのちの教育あったか
エリア事業
講演会

命の尊重にかかわる道徳教育の推進を地域と一体で取り組む
事業の一環として、先の大震災での体験を聴きます。

10月18日
能代東中
体育館

能代東
中学校

無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 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披露します。 10月20日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ② 避難訓練
不審者対応の避難訓練を保護者と一緒に実施することで、共
通理解を図っていきたいと考えています。

10月20日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を、歌やダンス、劇、プレゼンテーションなど
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20日
常盤小中

学校体育館
常盤小学校 無料

常盤小学校
0185-59-2004

秋田県 能代市 ② 学習発表会
平成24年度の児童の学習成果を、保護者並びに地域に公開
します。

10月21日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ① 檜山地区文化祭 児童の作品を出品し、地域行事への参加意欲を高めます。 10月21日 崇徳館
まちづくり
協議会

無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ③ 秋の演奏会
能代山本地区の小・中・高の吹奏楽部が一堂に会して、市民
に演奏を披露することで、芸術の創造性を高めると同時に、市
民との交流を深めます。

10月21日
能代市

文化会館

能代山本
地区

吹奏楽連盟
無料

能代北高校
吹奏楽部
0185－52-3127

秋田県 能代市 ③
能代市中学校
芸術鑑賞教室

民話芸術座による演劇鑑賞を行います。 10月23日
能代市

文化会館
能代市中学校芸術鑑賞教

室協議会
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ③ 芸術鑑賞教室 能代市芸術鑑賞教室で、民話芸術座をお招きします。 10月23日
能代市

文化会館
能代市中学校芸術鑑賞協

議会
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 職場体験学習
全校生徒が、市内の事業所・施設などを訪問し、職場体験学
習を行います。

10月24日
能代市内各事業所・施

設
能代第一
中学校

無料
icchu1@shirakami.or.j
p

秋田県 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する場とします。 10月27日
能代南中
体育館

能代南
中学校

無料
http://www.shirakami
.or.jp/~minamij1/

秋田県 能代市 ② 第４８回二高祭
学習活動や部活動の成果を発表します。HRデコ、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27, 28日 二ツ井高校 二ツ井高校
futatsui-h@akita-
pref.ed.jp
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秋田県 能代市 ② 工業祭
学校祭を公開し、広く一般に生徒の学習活動の成果を見てい
ただきます。

10月28日
能代工業

高校
能代工業

高校
無料

http://www.noshitec
h-h.akita-pref.ed.jp/

秋田県 能代市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。 10月28日 浅内小学校体育館 浅内小学校 無料
浅内小学校
0185-52-4715

秋田県 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28日 二ツ井中学校体育館
二ツ井
中学校

無料
二ツ井中学校
0185-73-2711

秋田県 能代市 ② 工業祭
学校祭を公開し、広く一般に生徒の学習活動の成果を見てい
ただきます。

10月28日
能代工業

高校
能代工業

高校
無料

能代工業高校
定時制
0185-52-4149

秋田県 能代市 ② 植樹集会
常盤かがやき隊支援本部の事業に協力する形で、毎年地域
に植樹する活動を継続して常盤の里山づくりの輪を広げます。

10月29日 常盤毘沙門広場
常盤

かがやき隊
支援本部

無料
常盤小学校
0185-59-2004

秋田県 能代市 ② 防犯教室 警察署員による護身術等、不審者への対応を学びます。 10月31日 二ツ井高校 二ツ井高校
futatsui-h@akita-
pref.ed.jp

秋田県 能代市 ②
文化庁子どもの文化芸
術体験事業「日本舞
踊」

芸術家の派遣による公演・実技講習を実施します。「日本舞
踊」です。

10月31日 第四小学校
文化庁・県教委・第四小学

校
無料

第四小学校
0185-52-3239

秋田県 能代市 ②

能代高等学校社会研
究講座②（情報化社会
の問題点について考え
る）

社会問題への関心を高めさせることで、大学進学に対する目
的意識の明確化を図ります。

10月31日 能代高校 能代高校
能代高校
キャリア推進部
0185-54-2230

講師：日高伸氏（秋田
県立大学）

秋田県 能代市 ③
秋田県・甘粛省文化交
流写真展

秋田県・中国甘粛省友好提携30周年を記念し、敦煌莫高窟や
県省合同発掘調査の成果、甘粛省の農村風景等の写真を展
示します。

10月31日～11月6
日

能代市
総合体育館

秋田県
教育委員会

無料
秋田県教育庁
文化財保護室
018-860-5194

秋田県 能代市 ② 稲刈り
稲刈りをしながら、今まで世話をしてくれた地域の方の協力に
感謝します。

10月下旬
崇徳

小学校田
崇徳小学校 無料

崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ② 防災教室
災害に対する心構えや備え、災害時の対応等について学習し
ます。

10月中
能代第一
中学校

能代第一
中学校

無料
icchu1@shirakami.or.j
p

秋田県 能代市 ② 地域から学ぶ集会
祖父母を先生役として招き、縄ない、カルタ遊び、剣玉やお手
玉などの昔の遊び体験活動後に、なべっこ会を行い地域ごと
に祖父母との交流を深めます。

11月1日
常盤小中
体育館

常盤小学校 無料
常盤小学校
0185-59-2004
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秋田県 能代市 ② 地域から学ぶ集会
地域の人を講師に地域文化を体験し、祖父母となべっこ会食
を行います。

11月1日
常盤

中学校等
常盤中学校 無料

常磐中学校
0185-59-2005

秋田県 能代市 ③ 秋田県種苗交換会
秋田県種苗交換会において、ソバの栽培記録を展示する予定
です。みんなの登校日の飛び地開催として児童や保護者に展
示等を見てもらいたいと考えています。

11月3日
能代市立
体育館等

秋田県農業協同組合
中央会

無料
鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 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4日 五小体育館 第五小学校 無料
第五小学校
0185-58-2178

秋田県 能代市 ② みんなの登校日
1週間２～５校時までの授業を保護者や地域の方達に自由に
参観していただきます。

11月5
～9日

東雲中学校 東雲中学校 無料
東雲中学校
0185-52-5119

秋田県 能代市 ②
第３回二高白神プロ
ジェクト招へい講座

世界自然遺産白神山地に関わる内容について、秋田大学教
授の講話を聴きます。

11月7日 二ツ井高校 二ツ井高校
futatsui-h@akita-
pref.ed.jp

秋田県 能代市 ② みんなの登校日
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
深めてもらいます。

11月7～11日
二ツ井
小学校

二ツ井
小学校

無料
二ツ井小学校
0185-73-2341

秋田県 能代市 ②
「総合的な学習の時
間」全校発表会

１日職場体験をまとめたものを各学年代表が発表します。来年
度入学する小学校の６年生や保護者、地域の方達にもみんな
の登校日の一環と案内しています。

11月8日 東雲中学校 東雲中学校 無料
東雲中学校
0185-52-5119

秋田県 能代市 ③
高校学校総合文化祭
開会式

高校総合文化祭の開会式にて、書道部が書道パフォーマン
ス、吹奏楽部が演奏を披露することで、部員間の交流を深め、
文化活動の活性化を図ります。

11月8日
能代市

文化会館
秋田県高校文化連盟 無料

能代北高校
吹奏楽部
0185－52-3127

秋田県 能代市 ①
美の国アクティブカレッ
ジ「ふるさと体験ジュニ
ア講座」

小学生から中学生までを対象に、地域文化や歴史に関して実
践的・体験的に学ぶ講座を開催することにより、地域の特性を
理解し、地域を愛する心を育てます。

11月10日 能代市 秋田県生涯学習センター

http://www.pref.akita
.lg.jp/www/contents/
1337908255314/inde
x.html

秋田県 能代市 ② 収穫感謝祭
学校での農園活動を振り返りながら、協力してくれた方々を学
校に招いて感謝の意を表します。

11月上旬 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ② 学力向上フォーラム
秋田の教育を言語活動の充実やグローバル化などの視点か
ら一緒に考える機会を設けます。

11月11日
渟城南小、

能代市
文化会館

秋田県
教育委員会

無料
minasho1@shirakami.
or.jp
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秋田県 能代市 ③ 鶴形そば祭り
地域の行事「そば祭り」に、合唱等出し物で参加しています。今
年度はキャリア教育の視点から新たに児童によるそば製品の
販売体験学習を行う予定です。

11月11日 鶴形小学校 鶴形まちづくり協議会 無料
鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 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11日
二ツ井
小学校

二ツ井
小学校

無料
二ツ井小学校
0185-73-2341

秋田県 能代市 ③ 能代一中たろっぺ展
年刊詩集「たろっぺ」に入選した一中生の過去の作品と関連し
た資料を展示します。

11月12～22日
能代第一
中学校

能代第一
中学校

無料
icchu1@shirakami.or.j
p

秋田県 能代市 ②
スポーツ選手活用体力
向上事業バドミントン教
室

トップアスリートの派遣により、児童がスポーツに親しむ態度の
育成と体力向上を図ります。

11月中旬 第四小学校
能代市

教育委員会
無料

能代市教育委員会
0185-73-5281

秋田県 能代市 ①，② ふれあいの森活動 設置した樹木プレートを点検し、樹木の生長を確認します。 11月中旬 ふれあいの森
白神

森林組合
無料

崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ②
能代っ子中学生　　ふ
るさと会議

能代市の中学生の代表が、職場訪問・職場体験を通して発見
したすてきな仕事、社会に役立つ仕事について発表し合う、働
くことの意義についてパネルディスカッションを行います。

11月16日 能代第一中学校 能代市教委教育研究所 無料
能代市教委教育研究
所
0185-73-5178

秋田県 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、より良い学校に
するための話し合いを行います。

11月16日
能代工業

高校
能代工業

高校
無料

http://www.noshitec
h-h.akita-pref.ed.jp/

秋田県 能代市 ② みんなの登校日 授業参観・ミニコンサートを行います。 11月16日
向能代
小学校

向能代
小学校

無料
向能代小学校
0185-52-6249

秋田県 能代市 ①② 防災教育フォーラム
防災に係わる講演、パネルディスカッション等を通して、防災教
育における地域連携の充実を図ります。

11月17日
能代市

文化会館
県教育委員会等 無料

教育庁保健体育課
防災教育・安全班
018-860-5204

秋田県 能代市 ② 歯の健康教室
歯科医師から虫歯予防に関するお話を聞き、歯の健康につい
ての意識を高めます。

11月21日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004
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秋田県 能代市 ②
能代高等学校社会研
究講座③（グローバル
社会について考える）

社会問題への関心を高めさせることで、大学進学に対する目
的意識の明確化を図ります。

11月21日 能代高校 能代高校
能代高校
キャリア推進部
0185-54-2230

講師：マーク・ウィリア
ムズ氏
（国際教養大学）

秋田県 能代市 ② ネット安全教室
高学年児童及び保護者が、ネット上のコミュニケーションのし
かたやマナーについて学びます。

11月未定 第五小学校 第五小学校 ＰＴＡ研修部 無料
第五小学校
0185-58-2178

秋田県 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22, 23, 29, 30
日

八郎潟町農村環境改善
センター

八郎潟町 無料 kouminkan@town.lg.jp

秋田県 八郎潟町 ②
校外学習(1年生）　　宿
泊研修(2年生)

自然体験を行います。 10月22, 23日 由利本荘市
八郎潟
中学校

hachirogatachugakko
u@town.hachirogata.a
kita.jp

秋田県 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27日
八郎潟
小学校

八郎潟
小学校

無料
hachirogatasyogakko
u@town.hachirogata.a
kita.jp

秋田県 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.lg.jp

秋田県 八峰町 ② 学習発表会 児童の学習成果の発表と展示を行います。 10月21日 水沢小学校 水沢小学校 無料
学校教育課
0185-77-2816

秋田県 八峰町 ② 学習発表会 児童の学習成果の発表と展示を行います。 10月21日 八森小学校 八森小学校 無料
学校教育課
0185-77-2816

秋田県 八峰町 ① 第7回八峰町文化祭
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3～7日
ファガス、
峰栄館

八峰町
公民館

無料
生涯学習課
0185-76-2323

秋田県 東成瀬村 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々が自由に子どもたちの学習場面等に接
することができる機会と場を提供します。

10月16～21日
東成瀬
小学校

東成瀬
小学校

無料
東成瀬小学校
0182-47-2313

秋田県 東成瀬村 ③ 産業祭
地域住民が作った農産物や物産を審査し、賞を決め、それを
販売するだけでなく、小学生が書いた習字を展示したりしま
す。昨年は成瀬ダム現場見学会も開催しました。

10月28, 29日
村民体育館

(東成瀬村内)
産業祭実行委員会 無料

東成瀬村農林建設課
0182-47-3406
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秋田県 藤里町 ② なべっこ会
保護者や家族が集い、子どもたちと一緒にきりたんぽ鍋を作っ
たり、レクリエーションを通して交流を深める場とします。

10月27日 藤里小学校 藤里小学校 無料
藤里小学校
0185-79-2026

秋田県 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）による授業参観を実施し評
価・提言を頂き、学校の教育活動を高める機会とします。

11月5日 藤里小学校 藤里小学校 無料
藤里小学校
0185-79-2026

秋田県 藤里町 ② 学校公開日
児童の学習活動の様子を広く地域の方々にご覧頂き、教育へ
の関心を高め、理解を深める機会とします。

11月5, 6日 藤里小学校 藤里小学校 無料
藤里小学校
0185-79-2026

秋田県 藤里町 ① 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6日 イオン秋田 藤里中学校 無料
藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 美郷町 ② 祖父母参観 祖父母を中心に授業参観を行います。 10月19日 六郷小学校 六郷小学校 無料
六郷小学校
0187-84-1009

秋田県 美郷町 ② ＰＴＡ体育部事業
保護者と児童が一緒になって校内オリエンテーリングを行いま
す。

10月19日 六郷小学校 六郷小学校 無料
六郷小学校
0187-84-1009

秋田県 美郷町 ② 校内駅伝大会
学級対抗の駅伝・マラソン大会を行います。学級の団結を高
め、体力の向上を目指していきます。

10月19日 美郷中学校 美郷中学校 無料
美郷中学校
0187-84-2020

秋田県 美郷町 ②
日曜参観日・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21日
千屋小学校・町北体育

館
千屋小学校 無料

http://www.obako.or.j
p/matunami/

秋田県 美郷町 ② 祖父母ふれあいの日 給食試食会・昔の遊び等の伝承体験をします。 10月31日 金沢小学校 金沢小学校 無料
金沢小学校
0182-37-2190

秋田県 美郷町 ①
第２回親力アップ講演
会

講演会を通じて、保護者が家庭の重要性や親の役割などを再
認識できるよう情報提供します。

11月18日
美郷町
公民館

美郷町
教育委員会

無料
美郷町公民館
0187-84-4915

秋田県 美郷町 ② 授業公開研究会
全教科・特別支援学級の授業を公開します。美郷中学校の学
習の取り組みを知っていただく機会としていきたいと思います。

11月21日 美郷中学校 美郷中学校 無料
美郷中学校
0187-84-2020
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

秋田県 美郷町 ① 美郷フェスタ
児童生徒、生涯学習講座の作品展や音楽交流会、学校給食
展などを行います。

10月27, 28日
美郷総合体育館リリオ

ス
及び美郷町公民館

美郷町 無料
http://www.town.mis
ato.akita.jp/

秋田県 美郷町 ② 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29日～11月9
日

仙南東小学校（図書室・
体育館）

仙南東
小学校

無料
仙南東小学校
0187-82-1506

秋田県 美郷町 ② 開校４０周年記念式
児童が保護者、地域の方々と力を合わせ開校４０周年の記念
品作りを行います。千畑地区出身の先輩から夢を実現するま
でのお話をお聞きします。

11月10日 千畑南小学校 千畑南小学校 無料
千畑南小学校
0187-84-1289

秋田県 美郷町 ② 学校フリー参観日
開催期間中は、地域の方々に自由に来校していただき、児童
の学習や生活の様子を見ていただきます。

11月12～14日
仙南西
小学校

仙南西
小学校

無料
仙南西小学校
0187-83-2215

秋田県 三種町 ② 薬物乱用防止学習
薬物乱用防止のキャラバンによるお話やパネル等から薬物の
怖さを知ります。

10月18日
下岩川
小学校

下岩川
小学校

無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ② 薬物乱用防止学習
薬物乱用防止のキャラバンによるお話やパネル等から薬物の
怖さを知ります。

10月18日
下岩川
小学校

下岩川
小学校

無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ② 薬物乱用防止学習会
麻薬・覚せい剤乱用防止センターに来校していただき、指導員
による講話、ＤＶＤ視聴後、キャラバンカーへ移動して、体験学
習をします。

10月18日 琴丘中学校
（公財）麻薬・覚せい剤乱用

防止センター
無料

琴丘中学校
0185-87-2514

秋田県教育庁保健体
育課

秋田県 三種町 ② 八竜中職場体験活動
全校生徒が、それぞれ選んだ職場を訪問し、その仕事を体験
します。

10月18日 各職場 八竜中学校総合学習 無料
八竜中学校
0185-85-2225

秋田県 三種町 ③ 町民祭
学習の様子を表す作品の展示を含め、町内中学校合同の吹
奏楽演奏などを町民に披露します。

10月20, 21日
琴丘総合

体育館　他
三種町、

町商工観光交流課
無料

http://www.town.mit
ane.akita.jp/index.htm
l

秋田県 三種町 ② スピーチ集会
各学年の代表者が、日頃考えていることや体験したこと、興味
のあることなどを全校の前で原稿を見ないで発表します。

10月24日
下岩川
小学校

下岩川
小学校

無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ② スピーチ集会
各学年の代表者が、日頃考えていることや体験したこと、興味
のあることなどを全校の前で原稿を見ないで発表します。

10月24日
下岩川
小学校

下岩川
小学校

無料
下岩川小学校
0185-84-2201
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秋田県 三種町 ④ 芸術鑑賞教室
劇団「仲間」による「カモメが飛ぶことを教えた猫」公演に参加
し、鑑賞します。

10月25日 琴丘中学校 文化庁 無料
琴丘中学校
0185-87-2514

次代を担う子どもの
文化舞台芸術体験事
業

秋田県 三種町 ②
山本地区芸術鑑賞教
室

５・６年児童が、森岳小学校に行き、演劇を鑑賞します。 10月26日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ②
山本地区芸術鑑賞教
室

５・６年児童が、森岳小学校に行き、演劇を鑑賞します。 10月26日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ②
次代を担う子どもの文
化芸術体験事業

優れた舞台芸術を鑑賞することを通して、子どもたちの発想力
やコミュニケーション能力の育成を図ります。

10月26日 森岳小学校 文化庁 無料
gekidan.nakama@gol.c
om

秋田県 三種町 ② みたね学習発表会
１０月１７日に実施した校外学習について、体験し、まとめた内
容を各学年ごと発表し、学びを共有します。

10月26日 琴丘中学校 琴丘中学校 無料
琴丘中学校
0185-87-2514

秋田県 三種町 ② 地区奉仕活動 地区ごとのクリーンアップ及び避難訓練です。 10月26日 各地区 八竜中学校教務部 無料
八竜中学校
0185-85-2225

秋田県 三種町 ② 学習発表会
保護者等、地域の方々の参観もいただきながら、学習成果の
発表を行います。

11月3日 湖北小学校 湖北小学校 無料
湖北小学校
0185-85-3120

秋田県 三種町 ②
学習発表会
PTA球技大会

学習の成果を、保護者や地域の方々に発表します。ソフトバ
レー大会で、PTA会員の親睦を図ります。

11月4日
浜口小学校

体育館
浜口小学校 無料

浜口小学校
0185-85-2122

秋田県 三種町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を体育館で発表します。
（合唱・劇・合奏など）

11月11日
下岩川
小学校

下岩川
小学校

無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ② バザー・もちつき
ＰＴＡ主催行事で、学習発表会の前に視聴覚室でバザーを行
い、学習発表会終了後、体育館でもちつきを行います。

11月11日
下岩川
小学校

下岩川小
ＰＴＡ

無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を体育館で発表します。
（合唱・劇・合奏など）

11月11日
下岩川
小学校

下岩川
小学校

無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ② バザー・もちつき
ＰＴＡ主催行事で、学習発表会の前に視聴覚室でバザーを行
い、学習発表会終了後、体育館でもちつきを行います。

11月11日
下岩川
小学校

下岩川小
ＰＴＡ

無料
下岩川小学校
0185-84-2201
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秋田県 三種町 ② 浜小オリンピック
児童委員会毎に考えたゲームに、全児童が挑戦し、得点を競
い学年チャンピオンを決定します。

11月14日
浜口小学校

体育館
浜口小学校 無料

浜口小学校
0185-85-2122

秋田県 三種町 ① 性教育講座
産婦人科医師を講師に迎え、性について正しく認識するととも
に、よりよい社会の一員となるこを目的とします。

11月21日 琴丘中学校
秋田県

教育委員会
無料

琴丘中学校
0185-87-2514

秋田県教育庁保健体
育課

秋田県 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。 10月21日
琴丘小
体育館

琴丘小学校 無料
琴丘小学校
0185-87-2014

秋田県 三種町 ③ 三種町ミュージカル 三種町ミュージカルに３年生が出演します。 11月18日 山本体育館
三種町ミュージカル実行委

員会
無料

山本中学校
0185(83)2302

秋田県 湯沢市 ③

歴史的行政資料等保
存整理事業
収蔵古文書展
第１回「髙橋利兵衛家
文書」

本市に寄贈された古文書類を一般公開し、文化財保護意識の
啓発を図るとともに、郷土の歴史や文化財に対します理解を深
めます。

10月5～31日（予
定）

稲川生涯学習センター 湯沢市教育委員会 無料
湯沢市生涯学習課社
会教育文化班
0183-42-5810

秋田県 湯沢市 ③
縄文遺跡群世界遺産
登録推進写真展

世界遺産登録を目指す縄文遺跡群全ての構成資産の写真を
展示し、世界遺産登録への気運を高めます。

10月9～28日
イオンスーパーセンター

湯沢店
秋田県教育委員会 無料

秋田県教育庁
文化財保護室
018-860-5193

秋田県 湯沢市 ② 校内マラソン集会
全校児童が 後まで走り抜き、体力の向上や達成の喜びを味
わえるようにします。

10月18日 山田小学校グラウンド 山田小学校児童会 無料
山田小学校
0183-73-3016

秋田県 湯沢市 ② 駅伝・なべっこ会
縦割り班のチームで駅伝を行い、その後、学校農園で栽培し
た野菜を使っていものこ汁を作り会食します。

10月19日
稲庭小
校地内

稲庭小学校 無料
稲庭小学校
0183-43-2002

秋田県 湯沢市 ② 山中祭
各学級の合唱や吹奏楽部の演奏、生徒会企画の演示などを
保護者や地域の方々に見ていただき、触れ合いを深める機会
とします。

10月20日 山田中学校 山田中学校
山田中学校
0183-73-3017

秋田県 湯沢市 ② 稲中祭
演示、展示、ふれあい部門等。｢地域への恩返し｣｢一人一役、
みんなが主役」のコンセプトで取り組みます。

10月20日 稲川中学校 稲川中学校
稲川中学校
0183-42-2160

秋田県 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20日 須川中学校 須川中学校
須川中学校
0183-79-2511

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者、地域の方々に発表します。 10月21日 川連小学校 川連小学校 無料
川連小学校
0183-42-2501
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秋田県 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21日 駒形小学校 駒形小学校 無料
駒形小学校
0183-42-2502

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 地域の方々も招待して、子ども達が学習発表会を行います。 10月21日
秋ノ宮
小学校

秋ノ宮
小学校

無料
akinomiyaes@city-
yuzawa.jp

秋田県 湯沢市 ②
北中ふれあいフェス
ティバル

日頃の学習活動や教育活動の成果を保護者や地域の方々に
公開します（学校祭）。

10月21日
湯沢北
中学校

湯沢北
中学校

湯沢北中学校
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ② 川連小学校との交流会
本校小学部１～４年生が川連小学校4年生と交流活動をしま
す。

10月25日 川連小学校 稲川養護学校･川連小学校 無料
稲川養護学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ② ＰＴＡ研修視察
保護者と職員が卒業後の進路について見聞を広めるために福
祉施設等を見学します。

10月26日
ゆり方面
福祉施設

稲川
養護学校

無料
稲川養護学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ③
縄文遺跡群世界遺産
登録推進説明会

大湯環状列石と伊勢堂岱遺跡をはじめ、各地の縄文遺跡を説
明し、縄文遺跡群の世界遺産登録への気運を高めます。

10月27日
湯沢雄勝
広域交流
センター

秋田県教育委員会 無料
秋田県教育庁
文化財保護室
018-860-5193

秋田県 湯沢市 ② 祖父母参観・餅つき会
祖父母を学校に招き、学習や諸活動を見てもらい、学校田で
収穫した餅米で餅をつきをして収穫に感謝します。

10月27日 三梨小学校 三梨小学校 無料
三梨小学校
0183-42-2503

秋田県 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27日
湯沢南
中学校

湯沢南
中学校

湯沢南中学校
0183-73-5145

秋田県 湯沢市 ①，③
稲川地域文化祭「いな
かわマナビィのつどい」

湯沢市芸術文化協会並びに生涯学習講座等に加盟している
団体が主となり、各加盟団体の日ごろの学習成果を広く市民
に発表する場であるとともに、地域における芸術文化振興の
促進に寄与するイベントです。

10月27, 28日 稲川生涯学習センター
湯沢市教育委員会、湯沢市

芸術文化協会
無料

稲川
生涯学習センター
0183-42-5816

秋田県 湯沢市 ② 学校祭
仮装行列や横堀盆踊り等の実施により地域の方たちとの交流
を図ります。

10月28日 雄勝高校 雄勝高校
雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 保護者や地域住民を招待し、学習の成果を披露します。 10月28日 湯沢東小学校体育館
湯沢東
小学校

無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 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28日 須川小学校体育館 須川小学校 無料
須川小学校
0183-79-2521
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秋田県 湯沢市 ②
祖父母交流会・もちつ
き大会

祖父母との交流活動や授業参観の後、地域の方々と餅つきや
会食をし、交流を深めます。

10月28日 小野小学校体育館 小野小学校 無料
小野小学校
0183-52-2263

秋田県 湯沢市 ②
稲川中学校吹奏楽部
定期演奏会

保護者・地域への感謝を込めて日ごろの部活動の成果を発表
します。

10月28日
湯沢

文化会館
稲川中学校　　吹奏楽部 無料

稲川中学校
0183-42-2160

秋田県 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。

10月29, 30日 わらび座等
湯沢北
中学校

無料
湯沢北中学校
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ②，③ ＨＭＳ音楽祭
東成瀬中、皆瀬中、須川中の3校合同による合唱祭であり、各
校のクラス合唱を発表します。

11月2日
湯沢市雄勝文化会館

オービオン
東成瀬中学校、皆瀬中学

校、須川中学校
無料

東成瀬中学校
0182-47-2155

秋田県 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2日 オービオン 東成瀬中・皆瀬中・須川中 無料
須川中学校
0183-79-2511

秋田県 湯沢市 ② 祖父母交流会
祖父母や地域の方々を招待し、子どもたちとの交流や会食で
親交を深めます。

11月3日
秋ノ宮
小学校

秋ノ宮
小学校

無料
akinomiyaes@city-
yuzawa.jp

秋田県 湯沢市 ①，③ 湯沢地域文化祭

湯沢市芸術文化協会に加盟している団体が主となり、各加盟
団体の日ごろの学習成果を広く市民に発表する場であるととも
に、地域における芸術文化振興の促進に寄与するイベントで
す。

11月3, 4日 湯沢文化会館ほか
湯沢市、湯沢市芸術文化協

会
無料

湯沢市
生涯学習課
社会教育文化班
0183-42-5810

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日 学習活動の様子を保護者や地域の方々に公開します。 11月5～10日
稲川

養護学校
稲川

養護学校
無料

稲川養護学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ②③
第63回郡市小中学校
音楽祭

郡市の小・中学校による合唱・吹奏楽の発表します。 11月6日
湯沢

文化会館
湯沢雄勝音楽研究会 無料

東成瀬中学校
0182-47-2155

秋田県 湯沢市 ② ふれあいもちつき会
３・４年生が祖父母を招待し、一緒にもちつきをして交流しま
す。

11月6日 湯沢東小学校体育館
湯沢東
小学校

無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ①，②
青少年育成湯沢市民
大会

山田中学校生徒・教職員や一般の方々の参加のもと、市内中
学生の意見発表や青少年教育に関します講演を行います。

11月7日 山田中学校 青少年育成湯沢市民会議 無料
教育委員会
生涯学習課
0183-42-5810
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秋田県 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きます。

11月9日
秋ノ宮
小学校

秋ノ宮
小学校

無料
akinomiyaes@city-
yuzawa.jp

秋田県 湯沢市 ② 学校祭 日常の学習の成果を保護者や地域の方々に公開します。 11月10日
稲川

養護学校
稲川

養護学校
無料

稲川養護学校
0183-42-4424

秋田県 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10日 院内小学校体育館 院内小学校 無料
innaies@city-
yuzawa.jp

秋田県 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月上旬 稲庭小学校 漆器工業協同組合 無料
稲庭小学校
0183-43-2002

秋田県 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11日 湯沢文化会館
湯沢南
中学校

湯沢南中学校
0183-73-5145

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日
フリー参観や日曜参観をとおして、学習の様子を保護者の
方々に見ていただきます。

11月15日, 16日,
18日

湯沢西
小学校

湯沢西
小学校

無料
湯沢西小学校
0183-72-5150

秋田県 湯沢市 ①③
皆瀬地域づくりフォーラ
ム作品展

湯沢市芸術文化協会並びに生涯学習講座等に加盟している
団体が主となり、各加盟団体の日ごろの学習成果を広く市民
に発表する場であるとともに、地域における芸術文化振興の
促進に寄与するイベントです。

11月中旬 皆瀬総合開発センター
湯沢市、湯沢市芸術文化協

会
無料

皆瀬
生涯学習センター
0183-46-2033

秋田県 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するとともに、
学校支援、学校の地域貢献などの協力関係について協議す
る。

11月中旬
湯沢翔北

高校
湯沢翔北

高校
無料

湯沢翔北高校
0183-79-5200

秋田県 湯沢市 ② 川連小学校との交流会
本校小学部５、６年生が川連小学校６年生と交流活動をしま
す。

11月20日 川連小学校 稲川養護学校･川連小学校 無料
稲川養護学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ②
北都銀行バトミントン教
室

北都銀行バトミントン部が来校し、バトミントンを通じて児童生
徒と交流します。

11月21日
稲川

養護学校
稲川

養護学校
無料

稲川養護学校
0183-42-4424

秋田県
由利本荘

市
① 地域ふれあいの日 地域のお年寄りと全校児童が昔遊びを通して触れ合います。

10月17日, 11月14
日

直根小学校
多目的ホール

直根小学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/hita
ne-es/
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秋田県
由利本荘

市
② みんなの登校日

学年集会では詩の群読など学年で取り組んでいることを紹介
します。

10月17～19日
上川大内
小学校

上川大内
小学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/kam
ikawa-es/

秋田県
由利本荘

市
② 校内マラソン大会

学年により距離を変え、一般道を走ります。地域の方々の応
援が力になります。

10月18日 上川大内小　一般道
上川大内
小学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/kam
ikawa-es/

秋田県
由利本荘

市
①② 市民農園収穫祭

 農場の一部を地域の方々に開放し、サツマイモの栽培体験と
ともに、農業を学ぶ生徒との交流を行っています。

10月18日 西目高校 西目高校
西目高校
0184-33-2203

秋田県
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、全学級による課題
曲・学級歌演奏を行います。

10月18日 カダーレ
本荘北
中学校

無料
本荘北中学校
0184-22-0321

秋田県
由利本荘

市
② パークゴルフ大会

　全校生徒が、地域にあるパークゴルフ場でその腕を競う体育
的行事です。

10月18日 八塩パークゴルフ場 東由利中 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② フリー参観

子どもたちの普段の学校生活の様子を、保護者や地域の方に
見ていただきます。

10月18, 19日 尾崎小学校 尾崎小学校 無料
尾崎小学校
0184-24-1236

秋田県
由利本荘

市
① 祖父母交流会

地域のお年寄りとの交流をねらい、ニュースポーツを楽しみま
す。

10月19日
上川大内
小学校

上川大内小PTA 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/kam
ikawa-es/

秋田県
由利本荘

市
② 矢高祭

１年生による演劇、２・３年生によるクラス展示や模擬店、ＰＴＡ
屋台、同窓会展、地域物産展などを予定しています。

10月20日 矢島高校 矢島高校 無料
矢島高校
0184-55-3031

秋田県
由利本荘

市
② 学習発表会

保護者、地域住民を対象に、学年ごとにこれまでの学習の成
果を発表します。（総合的な学習、演劇、合唱・合奏　等）

10月20日
矢島小学校

体育館
矢島小学校 無料

 yasima-
es@edu.city.yurihonjo.
akita.jp

秋田県
由利本荘

市
②③ 和文化教室

琴の体験、お茶、昔遊び　等を地域の方やお年寄りに指導して
もらいます。

10月20日 矢島小・八森苑　等 矢島小学校 無料
 yasima-
es@edu.city.yurihonjo.
akita.jp

秋田県
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発表します。 10月20日 道川小学校 道川小学校 無料

道川小学校
0184-73-2216
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秋田県
由利本荘

市
② 学習発表会

東由利体育館に出かけ、午前を小学校の学習発表、午後を東
由利音楽祭として行います。

10月20日
東由利
体育館

東由利
小学校

無料
東由利小学校
0184-69-2500

秋田県
由利本荘

市
② 学習発表会

保護者や地域の方々に児童の学習の成果及び文化活動の発
表及び展示を行います。

10月20日
下川大内
小学校

下川大内
小学校

無料
下川大内小学校
0184-66-2211

秋田県
由利本荘

市
① ひがしゆり音楽祭

　東由利の音楽偉人「小松兄弟」を讃えて毎年行われている地
域の音楽祭です。中学生は合唱及び演奏を行います。

10月20日
東由利
中学校

由利本荘市教育委員会 無料
東由利教育学習課
0184-69-2039

秋田県
由利本荘

市
②

閉校記念笹の子フェス
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20日
笹子小学校

体育館
笹子小学校 無料

笹子小学校
0184-59-2234

秋田県
由利本荘

市
② みんなの登校日

保護者の方々の都合の良い時間に来校いただき、授業などを
参観していただきます。（フリー参観）

10月20, 24, 25日 道川小学校 道川小学校 無料
道川小学校
0184-73-2216

秋田県
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21日 石沢小学校 石沢小学校 無料
石沢小学校
0184-29-2341

秋田県
由利本荘

市
②

中高学習指導研究協
議会

本荘北中と由利高教員が互いに授業を参観し学習指導のレベ
ル向上を図ります。

10月23日 由利高校 秋田県教育委員会 無料
由利高校
0184-22-3219

秋田県
由利本荘

市
② 音楽集会 朝、全校で行う音楽集会を公開します。 10月23日 鶴舞小学校 鶴舞小学校 無料

鶴舞小学校
0184-22-1422

秋田県
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 各家庭 石沢小学校 無料
石沢小学校
0184-29-2341

秋田県
由利本荘

市
② ＰＴＡ授業参観

特にＰＴＡ会員の皆様にご案内し授業参観をしていただきま
す。

10月24日
本荘南
中学校

本荘南
中学校

無料
本荘南中学校
0184-22-7153

秋田県
由利本荘

市
② みんなの登校日２

閉校を記念し、地域の方々に学校に足を運んでいただく機会
にします。授業参観や学習発表会を予定しております。

10月26, 27日 川内小学校 川内小学校 無料
川内小学校
0184-57-2004
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秋田県
由利本荘

市
② 学習発表会

各学年の発表やスクールソングの合唱を行います。また、午
後からは市教育委員会主催の閉校記念式典を行います。

10月27日 川内小学校 川内小学校 無料
川内小学校
0184-57-2004

秋田県
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27日
松ヶ崎
小学校

松ヶ崎
小学校

無料
松ヶ崎小学校
0184-28-2344

秋田県
由利本荘

市
② マラソン大会

縦割り班で応援し合いながら、校舎周辺のマラソンコースを走
ります。

10月27日 由利小学校 由利小学校 無料
由利小学校
0184-32-8171

秋田県
由利本荘

市
① 親子読書感想発表会 各学年から６組の親子が読書感想文を発表します。 10月27日 由利公民館 由利公民館 無料

由利公民館
0184-53-2121

秋田県
由利本荘

市
② 文化祭(精華祭） ステージ発表・学習発表・Pバザー等を行います。 10月27日

本荘東
中学校

本荘東
中学校

無料
本荘東中学校
0184-27-2311

秋田県
由利本荘

市
② 西中祭

ダンスや合唱、壁新聞など、教育活動の成果を広く保護者や
地域に公開する機会としています。

10月27日 西目中学校 西目中学校 無料
nisime-
jh@edu.city.yurihonjo.
akita.jp

秋田県
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27, 28日

岩城少年
自然の家

岩城少年
自然の家

岩城少年自然の家
0184-74-2011

秋田県
由利本荘

市
② あすなろ発表会

日常の学習やクラブ活動の成果を発表することを通して、自主
性・主体性を伸ばします。

10月28日 西目小学校 西目小学校 無料
西目小学校
0184-33-2305

秋田県
由利本荘

市
②

道川分教室まつり
みんなの登校日②

普段の学習成果の発表や交流活動を行い、併せて関係機関
や地域への理解啓発を行います。

10月31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
http://www.yuri-s-
michikawa.akita-
pref.ed.jp

秋田県
由利本荘

市
② PTA参観日

学担の授業を参観します。また、来年度の高校入試説明会を
実施します。

10月31日 大内中学校 大内中学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/ouc
hi-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② ５年PTCR

5年生児童、保護者、職員が球技等のレクレーションを通じて
触れ合いを深めます。

11月1日 新山小学校 新山小学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/shin
zan-es/
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秋田県
由利本荘

市
② 避難訓練 家庭科室から火災が発生したことを想定して訓練を行います。 11月1日 由利小学校 由利小学校 無料

由利小学校
0184-32-8171

秋田県
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, 2日 新山小学校 新山小学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/shin
zan-es/

秋田県
由利本荘

市
② 4年PTCR

4年生児童、保護者、職員が球技等のレクレーションを通じて
触れ合いを深めます。

11月2日 新山小学校 新山小学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/shin
zan-es/

秋田県
由利本荘

市
②

次代を担う子どもの文
化芸術体験事業

　公益社団法人日本舞踊協会の方々をお招きし、長唄「手習
子」「操り三番叟」の舞踊鑑賞や参加体験を行います。

11月2日
東由利
中学校

文化庁 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② 芸術体験教室

わらび座の方々を講師にお迎えし、ソーラン節や秋田音頭を
現代風にアレンジして、生徒・職員・希望する保護者等で盛大
に踊ります。

11月2日 岩城中学校 岩城中学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp./edu/iwa
ki-jh/

秋田県
由利本荘

市
① 大内市民際

本校では、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。　俳句コンクールもあります。また、学校菜園
で収穫した野菜も出品します。

11月3日
大内農業環境改善セン

ター
上川大内
小学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/kam
ikawa-es/

秋田県
由利本荘

市
② 学習発表会

日頃の学習の成果を、保護者や地域の方に披露するために
発表会を行います。

11月3日 尾崎小学校 尾崎小学校 無料
尾崎小学校
0184-24-1236

秋田県
由利本荘

市
②

ふるさとふれあいフェス
ティバル

学習発表会とふるさとウォークラリーを実施します。 11月3日 子吉小学校 子吉小学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/koy
oshi-es/

秋田県
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。

11月3日 小友小学校 小友小学校 無料
小友小学校
0184-22-4017

秋田県
由利本荘

市
③ 岩城地域文化祭

全校児童の図工や書写作品を展示し、高学年児童によるアト
ラクションを披露します。

11月3日
岩城総合
体育館

岩城
総合支所

無料
岩城総合支所
0184-73-2013
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秋田県
由利本荘

市
① 学習発表会

４月からの学習の成果を作品展示やステージ発表などで披露
しあいます。

11月3日 岩谷小学校 岩谷小学校 無料
岩谷小学校
0184-65-2220

秋田県
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4日
ゆり

養護学校
ゆり

養護学校
無料

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

秋田県
由利本荘

市
② 吹奏楽部演奏会

１年間の集大成として、練習の成果を保護者や地域の皆さん
に披露します。

11月4日 大内中学校 大内中学校 無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/ouc
hi-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② 地区音楽祭

鳥海地区各小中学校が音楽を通して交流を深めます。音楽の
時間などで練習してきた曲を発表したり、全体合唱したりしま
す。

11月6日 鳥海中学校 小中連携推進委員会 無料
川内小学校
0184-57-2004

秋田県
由利本荘

市
① 地区音楽祭

地区４小・中学校が一堂に会し、地域住民を招待し、音楽会を
行います。

11月6日 鳥海中学校 地区音楽部 無料
鳥海中学校
0184-57-2309

秋田県
由利本荘

市
② 学校開放日 通常の授業等を参観いただきます。 11月6日

本荘南
中学校

本荘南
中学校

無料
本荘南中学校
0184-22-7153

秋田県
由利本荘

市
② 駅伝大会 本校の恒例体育的行事である校内駅伝大会を行います。 11月6日

東由利
中学校

東由利
中学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② PTA授業参観 授業参観　学年・学級PTA懇談会です。 11月6日 出羽中学校 出羽中学校 無料

出羽中学校
0184-65-2105

秋田県
由利本荘

市
② PTA授業参観 授業参観　学年・学級PTA懇談会を行います。 11月6日 出羽中学校 出羽中学校 無料

出羽中学校
0184-65-2105

秋田県
由利本荘

市
② 地区音楽祭

鳥海地区の小中学校の児童･生徒が集まり、地域の方々に授
業の成果としての歌や演奏を披露します。

11月6日 鳥海中学校 鳥海地区の小中学校 無料
鳥海中学校
0184-57-2309

秋田県
由利本荘

市
② 鳥海地区音楽祭

地区内の小・中学校が一堂にかいし、それぞれの学校ごとや
合同で合奏したり合唱したりします。

11月6日
鳥海中学校

体育館
鳥海地区小中連携教育推

進委員会
無料

川内小
0184-57-2004
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秋田県
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。

11月6～8日 本荘高校 本荘高校 無料
本荘高校
0184-22-0832

秋田県
由利本荘

市
② フリー参観日 保護者や地域の方に学校を終日開放します。 11月7日 鶴舞小学校 鶴舞小学校 無料

鶴舞小学校
0184-22-1422

秋田県
由利本荘

市
② 高校説明会

各高校の先生方が来校し、それぞれの教室に分かれて学校
説明をして下さいます。全校生徒が、関心のある高校の説明を
直に聞くことができる説明会です。

11月7日
東由利
中学校

東由利
中学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② 合唱コンクール 校内合唱コンクール（クラス対抗）を参観いただきます。 11月9日 カダーレ

本荘南
中学校

無料
本荘南中学校
0184-22-7153

秋田県
由利本荘

市
② 合唱コンクール 学級対抗による合唱コンクールです。 11月9日

東中学校
体育館

本荘東
中学校

無料
本荘東中学校
0184-27-2311

秋田県
由利本荘

市
② 少年式

１４歳を迎える２年生が、自分の生き方を見つめ、将来の夢を
語り、心新たに努力していく決意をもつ立志の誓いを立てる式
です。

11月9日 西目中学校 西目中学校 無料
nisime-
jh@edu.city.yurihonjo.
akita.jp

秋田県
由利本荘

市
② ３年ＰＴＡ

今年度の高校入試等について３年生の保護者に説明する会で
す。

11月9日
東由利
中学校

東由利
中学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② 由利小まつり

学習で身に付けたことを全校児童や保護者、地域の方の前で
発表します。

11月10日 由利小学校 由利小学校 無料
由利小学校
0184-32-8171

秋田県
由利本荘

市
① 親子ふれあいキャンプ プログラム活動を通して親子、家族の交流を深めます。 11月10, 11日

岩城少年
自然の家

岩城少年
自然の家

岩城少年自然の家
0184-74-2011

秋田県
由利本荘

市
② 東由利地区ＰＴＡ

東由利小学校、東由利中学校のＰＴＡが合同で組織する地区
ＰＴＡ連絡協議会主催の講演会です。(講師交渉中）

11月11日 東由利中学校
東由利地区ＰＴＡ連絡協議

会
無料

http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
②

県子ども人権デーの集
い

小学生人権標語コンテスト、全国中学生人権作文コンテスト県
大会の 優秀賞受賞者への表彰式及び受賞者による作品発
表会です。

11月13日
本荘北
中学校

県人権啓発活動ネットワー
ク協議会

無料
本荘北中学校
0184-22-0321

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県
由利本荘

市
② ゆりの根教室 親子で文化・スポーツ活動を行います。 11月17日 由利中学校 由利中ＰＴＡ 無料

由利中学校
0184-53-2527

秋田県
由利本荘

市
② ２年課題研究発表会 総合的な学習の時間で研究した課題について発表します。 11月21日 由利本荘市カダーレ 由利高校 無料

由利高校
0184-22-3219

秋田県
由利本荘

市
② 生活習慣病予防講話

学校医である小松先生より、口腔内を中心とした生活習慣病
予防の講話を全校生徒が聞く会です。

11月21日
東由利
中学校

東由利
中学校

無料
http://www.city.yurih
onjo.akita.jp/edu/higa
shiyuri-jh/index.html

秋田県
由利本荘

市
② 授業参観日等

保護者及び地域の方々に授業参観を中心に学校へ足を運ん
でもらう機会を多くつくっています。

11月21日 岩城中学校 岩城中学校 無料
岩城中学校
0184-73-2212

秋田県 横手市 ①
岩合光昭写真展「い
ぬ」

世界的動物写真家・岩合光昭氏が撮影した、日本そして世界
各国の犬たちの姿を一堂に集めた本格的な「いぬ」の写真展
です。

9月29日～11月25
日

秋田県立
近代美術館

秋田県立
近代美術館

http://www.pref.akita
.jp/gakusyu/public_ht
ml

秋田県 横手市 ③ 芸術鑑賞教室
生の演劇に触れ感動を共有することを目的とし、保護者の参
加も可能です。

10月4日
横手

市民会館
横手高校 無料

横手高校
0182-32-3020

秋田県 横手市 ①
コレクション展第3期
所蔵品名作選

当館の所蔵品を４期に分けてご紹介します。秋田蘭画の小田
野直武をはじめ、秋田ゆかりの名画をご鑑賞ください。

10月11日～1月14
日

秋田県立
近代美術館

秋田県立
近代美術館

無料
http://www.pref.akita
.jp/gakusyu/public_ht
ml

秋田県 横手市 ②
山内小学校
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17～19日 山内小学校 山内小学校 無料
山内小学校
0182-53-2207

秋田県 横手市 ②
マラソン大会となべっこ
会

マラソン大会の後になべっこ会を開催します。 10月18日
田根森
小学校

田根森
小学校

無料
田根森小学校0182-
52-3105

秋田県 横手市 ② みんなの登校日
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18日
11月7, 20日

浅舞小学校 浅舞小学校 無料 0182-24-1140

秋田県 横手市 ② なべっこ遠足
地域の公園への徒歩遠足で秋の一日を満喫し、公園内で異学
年グループによるなべっこを行います。

10月19日 真人公園 増田小学校 無料 0182-45-2014

秋田県 横手市 ①
第1期ネットワーク事業
「高橋萬年展」

県立図書館との共催による展覧会で、当館の所蔵品を中心に
図書館の書籍資料等もあわせて展示します。

10月19日～11月
18日

秋田県立
図書館

秋田県立
近代美術館

無料
http://www.pref.akita
.jp/gakusyu/public_ht
ml
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秋田県 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横手高校定時制音楽
部の合同演奏、バザー、模擬店等を実施します。

10月20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/

秋田県 横手市 ③ 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20日 あさくら館 朝倉小学校 無料 0182-32-6070

秋田県 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20, 21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.seiryouh.
akita-pref.ed.jp/

秋田県 横手市 ② 横手南中学校祭
日頃の学習成果の発表、作品の展示および学級合唱や学年
合唱を保護者や地域の方々に公開します。

10月21日
横手南
中学校

横手南
中学校

無料
横手南中学校
0182-32-3108

保護者・地域住民対
象

秋田県 横手市 ① 彫刻教室
秋田公立美術工芸短期大学准教授皆川嘉博氏による、彫刻
教室を開催します。

10月21日, 11月18
日

秋田県立
近代美術館

秋田県立
近代美術館

http://www.pref.akita
.jp/gakusyu/public_ht
ml

秋田県 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22日～11月2
日

横手高校 横手高校 無料
横手高校
0182-32-3020

秋田県 横手市 ② みんなの登校日 普段の学校での活動を広く参観してもらいます。 10月22～26日 醍醐小学校 醍醐小学校 無料 0182-25-4204

秋田県 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22日,  11月
20日

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

秋田県 横手市 ② お話会
子どもたちが読書に親しめるように、「おはなし大すきの会」の
ご協力をいただき、読み聞かせをしていただきます。

10月23日, 11月21
日

金沢小学校図書室・音
楽室

金沢小学校 無料 0182-37-2150

秋田県 横手市 ② マラソン・なべっこ会
マラソン大会後に縦割り活動で食材を持ち寄り芋の子汁を
作って食べます。

10月24日 学校グランド 吉田小学校 無料 0182-24-1160

秋田県 横手市 ②
合唱コンクール
学校祭

保護者や地域の方に、合唱コンクールでの優秀クラスや学年
合唱などのステージ発表を行うなど、これまでの学習の成果を
ステージや展示等で公開します。

10月27, 28日
横手明峰
中学校

横手明峰
中学校

無料
yokotemeihochu@yok
ote-edu.jp
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秋田県 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28日
十文字第二小学校体育

館
十文字第二小学校 無料

http://jumonjidainish
o.yokote-edu.jp

秋田県 横手市 ② 第2回みんなの登校日
通常の子どもたちの学習の様子や学校を地域の皆様方に見
て頂きます。

10月29, 30, 31日 吉田小学校 吉田小学校 無料 0182-24-1160

秋田県 横手市 ② OPEN SCHOOL

学校を開き、保護者・地域の皆様と連携を図りながら学校運営
をしていきたいという思いから、年間を通して月２回程度の登
校日を設け、「OPEN SCHOOL」として一日自由参観日を実施
します。

10月30日, 　11月
8日

朝倉小学校 朝倉小学校 無料 0182-32-6070

秋田県 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31日
十文字
中学校

十文字
中学校

無料
十文字中学校
0182-42-1030

秋田県 横手市 ② 響きの集い
子どもたちの表現力を高めるための一環として、各学年が
色々な作品を暗唱したり動作を交えて歌ったりする発表です。

10月31日 金沢小学校ホール 金沢小学校 無料 0182-37-2150

秋田県 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31日 横手高校 横手高校 無料
横手高校
0182-32-3020

秋田県 横手市 ①，②
第２回地域環境保全活
動

横手市地域局等が主催する地域公園内にある池の浄化活動
に、小学生も参加し、その効果等の観察・調査を行います。

11月1日 真人公園
増田小学校

横手市増田地域局
無料 0182-45-2014

秋田県 横手市 ② みんなの登校日⑤ 全校縦割り班による集会Ⅱを行います。 11月1日 大森小学校 大森小学校 無料
大森小学校
0182-26-2048

秋田県 横手市 ② 横養祭
県立横手養護学校の文化祭です。ステージ発表や作品展示
などを行います。

11月4日
横手

養護学校
横手

養護学校
無料

横手養護学校
0182-33-4166

秋田県 横手市 ① 館長講座
美術の鑑賞と理解を深めるために、本館館長が年8回の講座
を開催します。

11月4日
秋田県立

近代美術館
秋田県立

近代美術館
無料

http://www.pref.akita
.jp/gakusyu/public_ht
ml

秋田県 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7日 増田高校 増田高校 無料 増田高校農場部

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 横手市 ② 演劇教室
プロの劇団による演劇の公演を行い、地域住民や保護者など
とともに本物の芸術に触れます。

11月7日 増田高校 増田小学校 無料 0182-45-2014

秋田県 横手市 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々をお招きして、授業をフリーに参観してい
ただく予定です。

11月7～9日
横手南
小学校

横手南
小学校

無料
yokoteminamisho@yk
ote-edu.jp

秋田県 横手市 ②
産業連絡協議会（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8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.seiryouh.
akita-pref.ed.jp/

秋田県 横手市 ② 駅伝大会
体育科の授業の一環として、５・６年生による駅伝大会、並び
に４年生による試走を行います。保護者の協力も得ながら、地
域へも宣伝し、活躍を見てもらう予定です。

11月8日 横手公園運動広場
横手南
小学校

無料
yokoteminamisho@yk
ote-edu.jp

秋田県 横手市 ② 祖父母参観
在校児童の祖父母を招いての授業参観と祖父母参加型イベ
ントを実施します。

11月8日
雄物川北
小学校

雄物川北
小学校

無料
omonogawakitasho@y
okote-edu.jp

秋田県 横手市 ①，② 防災教育フォーラム
防災に係わる講演、パネルディスカッション等を通して、防災教
育における地域連携の充実を図ります。

11月10日 浅舞公民館 県教育委員会等 無料
教育庁保健体育課
防災教育・安全班
018-860-5204

秋田県 横手市 ② みんなの登校日
子どもたちの学習や生活の様子を見ていただき、学校と地域
の絆を深めます。

11月12～14日 旭小学校 旭小学校 無料 0182-36-1020

秋田県 横手市 ① 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
を高めるとともに、連携の強化を図ります。

11月12～16日 睦合小学校 睦合小学校 無料
睦合小学校
0182-44-3322

秋田県 横手市 ② みんなの登校日
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12～16日 鳳中学校 鳳中学校 無料
鳳中学校
0182-32-2028

秋田県 横手市 ② 祖父母参観日
地域の祖父母の皆さんに学習の様子を見ていただいたり、伝
統的な遊びを通して祖父母とのふれあいを行います。

11月13日 旭小学校 旭小学校 無料 0182-36-1020

秋田県 横手市 ② 祖父母参観日
子どもたちがお年寄りを敬い、祖父母の皆さんと触れ合う機会
として実施します。

11月13日 福地小学校 福地小学校 無料
http://fukuchisho.yok
ote-edu.jp/
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秋田県 横手市 ①
第５１回横手地区少年
非行防止弁論大会

横手警察署管内11中学校より選抜された生徒(11人)により、
非行防止に関する弁論を競います。

11月14日 鳳中学校
横手地区少年保護育成委

員会
無料

鳳中学校
0182-32-2028

秋田県 横手市 ② 芸術鑑賞会
パントマイムの基礎について学んだ後、パントマイムのステー
ジを鑑賞します。

11月14日 平鹿中学校 平鹿中学校 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

秋田県 横手市 ① 出前美術館
来館の難しい地域の学校に出向いての展覧会です。当館の所
蔵品だけでなく、児童の作品もあわせて展示します。

11月17～22日
男鹿市立船川第一小学

校
秋田県立

近代美術館
無料

http://www.pref.akita
.jp/gakusyu/public_ht
ml

秋田県 横手市 ① 防犯教室
横手警察署にご協力いただき、不審者・ネット・携帯等による
犯罪から身を守る術を教えていただきます。

11月20日 金沢小学校体育館 金沢小学校 無料 0182-37-2150

秋田県 横手市 ①② 第６回農業体験活動
横手市地域局、増田高等学校、地区婦人会等との農業体験活
動参加者が、収穫された米を活用した昼食会に参加します。

11月20日 増田小学校 増田小学校 無料 0182-45-2014

秋田県 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.seiryouh.
akita-pref.ed.jp/

秋田県 横手市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を保護者や地域の方がたにご覧いただく予
定です。

10月20日
横手南
小学校

横手南
小学校

無料
yokoteminamisho@yk
ote-edu.jp

秋田県 横手市 ②
芸術鑑賞会（次代を担
う子どもの文化芸術体
験事業）

中部フィルハーモニーをお迎えし、演奏を聴いたり、ボディパー
カッションや歌を一緒に行ったりします。

10月29日 十文字第一小学校 十文字第一小学校 無料
jumonjidaiichisho@yo
kote-edu.jp

秋田県 横手市 ②
教育研究会公開研究
会

橫手市内の各会員が集まり、授業研究と協議を行います。（国
語科・家庭科）

11月2日 十文字第一小学校
橫手市国語教育研究会・家

庭科教育研究会
無料

jumonjidaiichisho@yo
kote-edu.jp

秋田県 能代市 ②
きみまち二ツ井マラソ
ン大会協力

二ツ井町地区の「きみまちの里フェスティバル」のイベントで
す。地域に協力する形で、多くの生徒、職員が参加します。

10月21日
能代市

二ツ井町
能代市教委スポーツ

振興課
二ツ井町総合体育館
0185-73-6111

秋田県 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
しく交流を深めます。

11月16日 竹生小学校体育館 竹生小学校 無料
竹生小学校
0185-52-1314
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