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長崎県 壱岐市 ③ 壱岐市民絵画・写真展
「壱岐の歴史的なもの」をテーマに、壱岐市民か
ら寄せられた絵画作品・写真を展示します。

11月1～25日
壱岐市立一支国博物館
1階 テーマ展示室／3階
多目的交流室

壱岐市立一支国博物館 無料
http://www.iki-
haku.jp

長崎県 壱岐市 ③
一支国寄席～江戸落
語を堪能する～

出演：二ツ目 三笑亭可女次、色物 マジックジェ
ミー、真打ち 三遊亭遊史郎

11月3日
壱岐市立一支国博物館
3階 多目的ホール

壱岐市立一支国博物館 無料
http://www.iki-
haku.jp

長崎県 壱岐市 ③ マンドリンコンサート
日本の抒情歌と、昭和の歌姫 美空ひばり特集で
お楽しみください。

11月4日
壱岐市立一支国博物館
3階 多目的ホール

壱岐市立一支国博物館 無料
http://www.iki-
haku.jp

長崎県 壱岐市 ③
米良美一特別公演 壱
岐島神話朗読『さすらう
島』

映画「もののけ姫」で一世を風靡し、その類まれ
な美声と音楽性で欧米でも高く評価される米良美
一さんが紡ぐ、壱岐島誕生の神話朗読。一支国
博物館でのみ実現する特別公演です。

11月4日
壱岐市立一支国博物館
3階 多目的ホール

壱岐市立一支国博物館 無料
http://www.iki-
haku.jp

長崎県 壱岐市 ③
「石造弥勒如来坐像と
銅矛」(仮称)

石仏形の経筒で、仏師の名前が刻まれたものと
しては国内 古となる貴重な石造弥勒如来坐像
を含む国重要文化財「鉢形嶺出土品」（壱岐市・
鉢形嶺出土）と対馬市・黒島遺跡から出土した銅
矛の展示を行います。いずれも独立行政法人国
立文化財機構 奈良国立博物館の所蔵品です。

11月2～18日
壱岐市立一支国博物館
1階 テーマ展示室

壱岐市立一支国博物館 無料
http://www.iki-
haku.jp

長崎県 壱岐市 ③
刈り入れ祭～古代米づ
くり体験

石庖丁を使って、「赤米・黒米・緑米」の三品種の
古代米の摘み取り(収穫)作業を体験できます。

10月13日
原の辻ガイダンス前　体
験広場

ＮＰＯ法人　一支国研究会 無料 0920-45-2065

長崎県 壱岐市 ③④ 原の辻ウォーク
原の辻遺跡と周辺の歴史遺産について学びなが
ら遺跡の周囲を散策します。

11月4日 原の辻遺跡周辺 ＮＰＯ法人　一支国研究会 無料 0920-45-2065

長崎県 壱岐市 ①③
秋の収穫祭～古代米
づくり体験

「赤米・黒米・緑米」を使った料理を中心とする食
の祭典と各種イベントを楽しんでいただけます。

11月4日
原の辻ガイダンス前　体
験広場

ＮＰＯ法人　一支国研究会 無料 0920-45-2065

長崎県 壱岐市 ①③
壱岐市美術展覧会・長
崎県美術展覧会移動
展

壱岐市美術協会の美術展および長崎県美術展
覧会の移動展を同時開催します

11月16～18日
壱岐文化ホール中ホー
ル

壱岐市美術協会ほか 無料 0920-45-1202

長崎県 壱岐市 ①③
いきいきブラスオータ
ムコンサート

一流の演奏家による青少年の音楽活動の指導・
支援を通じ、継続的で地域一体となった芸術・文
化の人材の育成事業として実施します。

11月24日
壱岐文化ホール大ホー
ル

壱岐市若きアーティスト育成
支援事業実行委員会

0920-45-1202

長崎県 諫早市 ③

長崎県高等学校総合
文化祭・「２０１３　長崎
しおかぜ総文祭」プレ
大会【放送部門】

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回は、来
年度本県で開催される全国大会のプレ大会とし
て開催。

11月10, 11日 諫早文化会館 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 諫早市 ③
「２０１３　長崎しおかぜ
総文祭」プレ大会【図書
部門】

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。来年度本県で
開催される全国大会のプレ大会として開催。

11月15～18日 諫早図書館 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.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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長崎 諫早市 ③ 第22回希望祭

①作業学習、生活単元学習、教科・領域での学
習、部活動、総合的な学習（チャレンジタイム）
等、日頃の学習の成果を発表する。（作品展示、
販売活動、演劇、器楽演奏、合唱、和太鼓演奏
等）

②地域社会との交流並びに、本校の教育活動に
対する啓発を図る。

10月28日
長崎県立希望が丘高等
特別支援学校

長崎県立希望が丘高等特
別支援学校

無料 0957-43-5544

長崎県 諫早市 ③
長崎県立虹の原特別
支援学校みさかえ分校
第6回運動会

競技をとおして日頃の学習活動の成果を発表す
ると共に、地域の人たちとの交流を深める。

10月28日
長崎県立虹の原特別支
援学校みさかえ分校

長崎県立虹の原特別支援
学校みさかえ分校

無料
長崎県立虹の原特別
支援学校みさかえ分
校      0957-34-2398

長崎県 諫早市 ② 職場訪問
各種企業や大学の施設を見学し、説明を受ける
ことで、進路意識を高めるとともに、早期の職業
観の育成を図る。

10月18日 諫早市・大村市・長崎市 諫早高等学校附属中学校 無料 0957-22-1222
３コースに分かれて
バス移動

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

11月16日 本校第1体育館 諫早高等学校附属中学校 無料 0957-22-1222 保護者参観可

長崎県 諫早市 ② 学習発表会
日頃の学習成果の発表の場として、理科自由研
究発表、美術科作品展示、総合的な学習の時間
の活動発表、文化部の発表などを行う。

11月16日 本校第1体育館 諫早高等学校附属中学校 無料 0957-22-1222 保護者参観可

長崎県 諫早市 ② 芸術鑑賞会 演劇鑑賞 10月16日 諫早文化会館 長崎県立諫早高等学校 無料 0957-22-1222
保護者参観可 　　中
高合同実施

長崎県 諫早市 ② 創立記念日 本校創立の歴史を学ぶ。 11月1日 長崎県立諫早高等学校 長崎県立諫早高等学校 無料 0957-22-1222 中高合同実施

長崎県 諫早市 ③ 清掃ボランティア
学校周辺の清掃活動を実施することにより、奉仕
の精神を育成するとともに、地域との関わりを認
識させる。

11月6日
学校周辺及び本明川周
辺

長崎県立諫早高等学校 無料 0957-22-1222 中高合同実施

長崎県 諫早市 ② 平成２４年度北斗祭 文化活動のステージ・展示部門など 11月9, 10日 本校
長崎県立諫早商業高等学
校

無料
諫早商業高校
0957-26-1304

長崎県 諫早市 ② 文化祭
文化部や学級の活動を発表する日
（瑞宝太鼓の鑑賞など）

10月14日 長崎県立諫早東高校 長崎県立諫早東高校 無料 0957-36-1070

長崎県 諫早市 ② 講演会
人生の達人セミナー（山口修夫妻による演奏及び
講演）

10月27日 長崎県立諫早東高校 長崎県立諫早東高校 無料 0957-36-1070
創立３０周年記念行
事の一環として

長崎県 諫早市 ③ ライオンズ交流
ライオンズクラブの会員の方々との交流を通し
て、地域交流を図ります。室内合奏団の演奏鑑
賞を通して、文化活動に親しむ態度を育てます。

10月3日
長崎県立諫早東特別支
援学校

長崎県立諫早東特別支援
学校

無料
http://www.news.ed.j
p/isahayahigashi-ss

長崎県 諫早市 ③ 学習発表会
小学1年から中学3年の児童生徒が、舞台や作品
展示などを通して日頃の学習の成果を発表しま
す。

10月28日
長崎県立諫早東特別支
援学校

長崎県立諫早東特別支援
学校

無料
http://www.news.ed.j
p/isahayahigashi-ss

長崎県 諫早市 ①②③ 読書集会

専門委員会の図書委員会が、新しい図書を紹介
したり、本の貸し出し数を調査・表彰したりするこ
となどを通して、読書活動の推進を図る全校集会
です。

11月14日
長崎県立諫早東特別支
援学校

長崎県立諫早東特別支援
学校

無料
http://www.news.ed.j
p/isahayahigashi-ss

長崎県 諫早市 ② 農業文化祭 生徒実習製品の販売や教育内容の展示 11月17, 18日 諫早農業高等学校 諫早農業高等学校
http://www.news.ed.j
p/isahaya-ah

入場無料・販売有料
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長崎県 諫早市 ③ 諫早市幼・小・中音楽会

市立幼稚園の園児、市立小・中学校の児童生徒
が参加し、合奏・合唱を披露したり、鑑賞したりす
ることで、情操教育に寄与する機会として開催さ
れる。

・10月31日（中学
校）

・11月7, 8日
（小学校）　　・11
月14日（幼稚園）

諫早市文化会館 音楽会実行委員会 無料

諫早市立真崎小学
校々長　　　　　　　澤
村信司
0957-26-1202

長崎県 諫早市 ③

「『祖国・ふるさとを結
ぶ』音楽文化のまちづく
り事業」諫早交響楽団
第３３回定期演奏会

（財）自治総合センターから助成を受け実施する
「『祖国・ふるさとを結ぶ』音楽文化のまちづくり事
業」の一環として、交響楽団によるオーケストラ音
楽と三曲団体による邦楽との初共演による演奏
会を開催します。

11月18日 諫早文化会館
「祖国・ふるさとを結ぶ」音楽
文化のまちづくり実行委員
会

自由
1,500
円

学生
500
円

諫早市教育委員会文
化課　　　0957-22-
2542

長崎県 諫早市 ③ こどもゆめ広場
市内３人形劇団が、その特性を生かした「こども
ゆめ広場」を市内各地域で開催します。

11月17日 本野ふれあい会館 いさはや人形劇団 無料
諫早市教育委員会文
化課　　　0957-22-
2542

長崎県 諫早市 ③
諫早図書館特別講演
会

作家の高樹のぶ子氏による講演会
11月18日13:30～

15:00
諫早図書館
2F視聴覚ホール

諫早図書館 無料
http://www.lib.isahay
a.nagasaki.jp/

長崎県 諫早市 ④ 公開講演会
『農業と環境－農の知恵を活かして、地域共生と
サステナビリティを考える－』

11月30日 諫早商工会議所
長崎総合科学大学　環境・
建築学部

無料 http://www.nias.ac.jp

長崎県
諫早市

多良見町
① 読書講演会

読書週間に向け、生徒の読書活動を推進し、生
徒の健やかな成長を資することを目的とした講演
会。人生の先輩からの熱いメッセ－ジを主題とし
ている。

10月25日
西陵高校
第一体育館

西陵高校 無料
西陵高校
0957-43-4155

長崎県 雲仙市 ② 星原祭（文化祭）
文化部・学級等のステージ発表･展示等を中心と
した文化祭

10月27, 28日 長崎県立国見高等学校 長崎県立国見高等学校 無料 0957-78-2135

長崎県 雲仙市 ②③
人生の達人セミナー
（講演会）

講師　（聖フランシスコ病院看護師　益富美津代
氏）：ホスピス病棟にお勤めの経験から命の大切
さ・人の生き方についての講演会

11月9日 長崎県立国見高等学校 長崎県立国見高等学校 無料 0957-78-2135

長崎県 雲仙市 ③ 文化祭
ステージでの文化部の研究発表やクラスによる
演劇、展示、バザーなどを一般の方にもお楽しみ
いただけます。

11月10日 小浜高校 無料 0957-74-4114

長崎県 雲仙市 ③
国見秋の文化祭、
文化発表会

絵画、書などの作品展示及び芸能発表 11月2～4, 23日 国見町文化会館 国見町文化協会 無料
生涯学習課　 0957-
37-3113

11/2～4作品展示
11/23芸能発表

長崎県 雲仙市 ③ 瑞穂町文化祭 絵画、書などの作品展示及び芸能発表 11月10, 11日
瑞穂体育館・瑞穂町公
民館

瑞穂町文化協会 無料
生涯学習課　 0957-
37-3113

11/10～11作品展示
11/10芸能発表

長崎県 雲仙市 ③
吾妻町文化協会発表
会

芸能発表会 11月18日 吾妻町ふるさと会館 吾妻町文化協会 無料
生涯学習課　 0957-
37-3113

11/18～25作品展示

長崎県 雲仙市 ③
愛のまち文化フェスティ
バル

絵画、書などの作品展示及び芸能発表 11月3, 4日
愛野町公民館・愛野町
農業者トレーニングセン
ター

愛の町文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行
委員会
愛野町文化協会

無料
生涯学習課　 0957-
37-3113
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長崎県 雲仙市 ③ 千々石町文化祭 絵画、書などの作品展示及び芸能発表 11月１～4, １０日 千々石町公民館 千々石町文化協会 無料
生涯学習課　 0957-
37-3113

11/2～4作品展示
11/10日芸能発表

長崎県 雲仙市 ③
小浜町文化祭芸能発
表会、小浜町文化祭美
術展覧会

絵画、書などの作品展示及び芸能発表
10月30日, 1１月4

～7日
小浜体育館 小浜町文化協会 無料

生涯学習課　 0957-
37-3113

10月30日が芸能発表
会、11月4日～7日ま
で美術展覧会

長崎県 雲仙市 ③
南串山町文化祭
菊花展

絵画、書などの作品展示及び芸能発表
11月2～4,  6～8

日
ハマユリックスホール 南串山町文化協会 無料

生涯学習課　 0957-
37-3113

11/3芸能発表会

長崎県 雲仙市 ③ 南串中学校文化祭 絵画、書などの作品展示及び芸能発表 11月7日 ハマユリックスホール 南串中学校 無料
雲仙市立南串中学校
0957-88-2023

１１/７芸能発表会

長崎県 雲仙市 ③ 長崎県中学校総合文化絵画、書などの作品展示及び芸能発表 11月14, 15日 ハマユリックスホール 国見中学校 無料
長崎県中学校文化連
盟
095-841-0606

11/14準備
11/15芸能発表

長崎県 雲仙市 ③
おはなしのへや　ぐりと
ぐらによる夜ばなし会

よみきかせ 10月26日
国見町文化会館　　　リ
ハーサル室

雲仙市図書館 無料
雲仙市図書館
0957-78-3977

長崎県 雲仙市 ③ ブックカバーづくり 10月28日
国見町文化会館　　　リ
ハーサル室

雲仙市図書館
雲仙市図書館
0957-78-3977

長崎県 大村市 ③ 大村市中学校音楽祭
○市内各中学校及び県立ろう学校の生徒が、日
頃の音楽活動の成果を発揮し、一年に一度音楽
を通して交流を深める

11月2日 大村市民会館 大村市教育委員会 無料 0957-53-4111

長崎県 大村市 ① 大村市小学校音楽祭
○市内各小学校及び県立ろう学校の児童が、日
頃の音楽活動の成果を発揮し、一年に一度、他
の小学校と音楽を通して交流を深める

11月15日 大村市民会館 大村市教育委員会 無料 0957-53-4111

長崎県 大村市 ③
第50回　壁画コンクー
ル

○子ども会活動及び地域社会の活動のなかから
画題を決めて、１チーム４～６名の共同作業で壁
画（90×150㎝）を製作する（11/4）。同日審査終
了後は、２週間展示し、その後は、展示場所を浄
水管理センター（展示作品11枚）と環境センター
（展示作品6枚）に場所を移し、当該年度の作品と
入替え展示する。

11月4～24日まで
大村市コミュニティーセ
ンター

大村市子ども会育成連合会 無料
comicen@city.omura.l
g.jp

長崎県 大村市 ③
長崎県立ろう学校文化
祭

幼児児童生徒によるステージ発表と作品展、職
業科の作品の展示販売を行います。

11月11日 長崎県立ろう学校 長崎県立ろう学校 無料
http://www.news.ed.j
p/rou/
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長崎県 大村市 ②
創立50周年記念工業
展

①工業各科展示・実施・販売
②各クラス展示・発表
③文化部・同好会の展示・発表
④生徒有志、職員有志の展示・発表

11月3, 4日
長崎県立大村工業高等
学校

長崎県立大村工業高等学
校

無料 ０９５７－５２－３７７２

長崎県 大村市 ② 文化祭
農産物・加工品の販売。食物バザー
吹奏楽部演奏。クラス展示　等

11月11日 大村城南高校 大村城南高校 無料
http://www.news.ed.j
p/jounan-h/

長崎県 大村市 ① 長崎大学証券講座
「経済」や「金融」に関する知識を学ぶことで、身
近にある「お金」とそれを取り巻く社会について理
解を深めることを目的としています。

10月12日～12月7
日（毎週金曜日）

大村市「まちかど研究
室」

長崎大学産学官連携戦略
本部
生涯教育室

無料

長崎大学産学官連携
戦略本部　人材育成
部門生涯教育室
095-819-2233

長崎県 小値賀町 ① 町民文化祭
小値賀町文化連盟加盟の団体が、１年に１度、活
動成果を発表する場です。

11月11, 12日
小値賀町離島開発総合
センター

小値賀町文化連盟 無料
小値賀町教育委員会
0959-56-3838

長崎県 小値賀町 ① 少年の主張発表大会
町内の小学生から高校生までの代表が、日頃感
じていること、考えていることを、自分の主張とし
て発表する場です。

11月11日
小値賀町離島開発総合
センター

小値賀町教育委員会 無料
小値賀町教育委員会
0959-56-3838

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

10月16日
長崎県立北松西高等学
校

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

長崎県 小値賀町 ②
とぎぶんスマイルフェス
タ

ステージ部門と校舎部門の２部門で構成され、ス
テージ部門では各種発表、校舎部門では校舎及
び校庭でのバザーイベント・展示等を行います。

11月4日
長崎県立北松西高等学
校

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

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

11月1～30日 県内各地
長崎県
教育委員会

http://www.pref.naga
saki.jp/gakubun/

長崎県 川棚町 ①③
長与町青少年健全育
成町民のつどい

各種サークル団体の作品 11月2～4日
川棚町総合文化セン
ター

川棚町 無料
kyoui@town.kawatana
.lg.jp

長崎県 川棚町 ①③
平成２４年度（第４９回）
町民文化祭

展示・芸能発表 11月2～4日
川棚町総合文化セン
ター

町教委 無料
kyoui@town.kawatana
.lg.jp

長崎県 川棚町 ①③ 川棚町総合文化祭 青少年文化フェスティバル等が開催される 11月2～4日
川棚町総合文化セン
ター

町文化協会 無料
kyoui@town.kawatana
.lg.jp

長崎県 川棚町 ② 文化祭
本校文化祭の行事として劇団道化を招いた「知
覧・青春」の鑑賞会

11月2日 本校体育館 長崎県立川棚高等学校 無料
http://www.news.ed.j
p/kawatana-h/

長崎県 川棚町 ①
長崎県立清峰高等学
校創立10周年・開校60
周年記念文化祭

学級活動や部活動等による作品展示や体育館等
における発表会

11月3日
本校体育館および各教
室等

長崎県立川棚高等学校 無料
http://www.news.ed.j
p/kawatana-h/

長崎県 川棚町 ② 芸術鑑賞会
児童生徒による学習の成果の舞台発表や、作業
学習の製品や収穫物のバザー活動などを保護
者、地域の方々を招き、実施する。

11月11日 川棚特別支援学校 川棚特別支援学校 無料
http://www.news.ed.j
p/kawatana-ss/
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長崎県 五島市 ③
第２８回長崎五島ツー
デーマーチ

　西海国立公園の景勝地をめぐり、蒼い海と点在
する島々を眺望しながらのウォーク。自然の美し
さの中で心身を鍛練し全国の歩く仲間との交流を
深め、自然愛護の精神の昂揚と歩け歩け運動の
振興に寄与するために開催されます。
　９日は福江城跡や武家屋敷通りなど福江周辺
を散策する西海浪漫せっかくウォーク、１０日は遣
唐使ゆかりの地でもある三井楽を散策する三井
楽コース、１１日は雄大な鬼岳や鐙瀬公園をめぐ
る鬼岳コースです。

11月9日～11月11
日

（集合場所）
９・１１日：五島港公園
１０日：高浜海水浴場

長崎五島ツーデーマーチ実
行委員会

０９５９－７２－２０８３

長崎県 五島市 ② 福江島探訪
五島市玉之浦町の史跡、名所を巡ります。また、
清掃活動も行います。

11月2日 五島市玉之浦町 長崎県立五島高校定時制 無料
http://www.news.ed.j
p/goto-t/

長崎県 五島市 ① 体育祭 地域、保護者も多数参加する体育祭です。 11月22日 長崎県立五島高校 長崎県立五島高校定時制 無料
http://www.news.ed.j
p/goto-t/

長崎県 五島市 ②
公立高等学校PTA地
区別研修会

青少年の健全育成や自己実現について相互に
学び合い、PTA活動の在り方について研修をしま
す。

11月23日 長崎県立五島海陽高校
長崎県公立高等学校PTA連
合会、長崎県教育庁生涯学
習課

無料
長崎県立五島高校定
時制 tel:0959-72-
5200

長崎県 五島市 ② 海陽祭

生徒の文化に対する意識および文化的創造性を
高めることを目的とした高校における文化祭で
す。クラス・文化部による展示部門と，ステージ部
門があります。食物バザーも実施します。

11月10日 五島海陽高等学校 五島海陽高等学校 無料 0959-72-1447

長崎県 五島市 ①
心に響く人生の達人セ
ミナー

パラリンピック日本代表副島正純氏による講演
会。演題は「挑戦　～今私にできること～」。

10月9日 五島南高校 五島南高校 無料
五島南高校
0959-82-0132

長崎県 五島市 ② 文化祭

生徒が文化的な行事を創造・体験することによ
り、文化活動への興味・関心を深めることを目的
とする行事です。各クラスによる合唱、劇等のス
テージ部門、展示部門があります。また、食物バ
ザーも実施します。

10月28日 五島南高校 五島南高校 無料
五島南高校
0959-82-0132

長崎県 五島市 ② メンタルヘルス講習会
ストレス、うつ病など「心の健康」を理解するため
の講習会。

11月9日 五島南高校 五島南高校 無料
五島南高校
0959-82-0132

長崎県 五島市 ②

鶴南特別支援学校五
島分教室
鶴南特別支援学校高
等部五島分教室
第２回学習発表会

小中学部と高等部が合同で学習発表会を行いま
す。歌や人形劇など、日頃の学習の成果をス
テージで発表します。また授業の中で制作した作
品や絵画を展示します。

11月18日

長崎県立海陽高等学校
体育館及び、鶴南特別
支援学校高等部五島分
教室

鶴南特別支援学校五島分
教室
鶴南特別支援学校高等部
五島分教室

無料

http://www.news.ed.j
p/kakunan-
ss/gotou_b/osirase/
osirase.html

長崎県 五島市 ①②
心に響く人生の達人セ
ミナー

日本経済研究センター代表理事・会長の杉田
亮毅氏を講師に迎えて、本校生徒対象の講演会
を行います。保護者や一般の参加も可能です。

10月9日
長崎県立五島高等学校
メインアリーナ

長崎県立五島高等学校 無料
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長崎県 五島市 ③ 芸術鑑賞会
和泉　元彌氏を招いて「和泉元彌　狂言鑑賞会」
を行います。保護者や一般の参加も可能です。

10月30日 福江文化会館 長崎県立五島高等学校 無料

長崎県 五島市 ③④ 進路講演会

東京工業大学教授、世界文明センター副セン
ター長の橋爪　大三郎氏を講師に迎えて、本校
生徒対象の講演会を行います。保護者や一般の
参加も可能です。

11月13日
長崎県立五島高等学校
メインアリーナ

長崎県立五島高等学校 無料

長崎県 西海市 ③
第57回「長崎県展」移
動展

平成２４年度第57回長崎県美術展覧会において
入賞、入選された７部門（日本画、洋画、彫刻、工
芸、書、写真、デザイン）約１００作品を西海市に
移動し展示する美術展覧会です。

11月1～4日
西海市大瀬戸コミュニ
ティセンター

長崎県、長崎県教育委員
会、西海市、西海市教育委
員会、西海市文化協会

無料

西海市文化協会（西
海市教育委員会社会
教育課内）℡0959-
37-0079

長崎県 西海市 ②、③ 親子読書の集いin西海

幼児、小学生とその親を対象に、読み語りの実演
や講演などを通じて、読書の大切さ、本の楽しさ
を親子で体験する講座を開催し、家庭での読書
の啓発につなげる。

11月11日（日）
西海市西彼農村環境改
善センター

長崎県教育委員会 無料
http://www.manabi.pr
ef.nagasaki.jp/dokusy
o/index.html

事前の申込みが必要
です。

長崎 西海市 ②③ 第48回農業文化祭
文化部・専門部による展示やフッァションショー
（生徒制作作品）・農産物販売・バザーを行いま
す。

11月17,  18日 本校 西彼農業高校 無料 0959-27-0169

長崎県 西海市 ②
創立60周年記念式典・
記念文化祭

10月27日（土）創立60周年記念講演会（外部講
師）、10月28日（日）に創立60周年記念文化祭を
開催します。

10月27, 28日
10月27日大島文化ホー
ル10月28日、長崎県立
大崎高等学校

長崎県立大崎高等学校 無料
http://www.news.ed.j
p/osaki-h/

長崎県 佐々町 ③

第２７回全九州高等学
校囲碁選手権長崎大
会・「２０１３　長崎しお
かぜ総文祭」プレ大会
【囲碁部門】

10月27日は校内合唱コンクールの本選を行いま
す。10月28日は文化部を中心に、各クラス・委員
会等による発表や展示、ＰＴＡによるバザー等が
行われます。

10月27, 28日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料 0956-61-2131

長崎県 佐世保市 ①
郷土史体験講座
第7回黒島文化財体験
ツアー

佐世保市の離島黒島の自然、文化財を見学す
る。

11月10日 黒島地区
佐世保市教育委員会社会
教育課

無料
0956-24-1111（内線
3127）

募集人数50名

長崎県 佐世保市 ③

長崎県高等学校総合
文化祭・「２０１３　長崎
しおかぜ総文祭」プレ
大会【日本音楽部門】

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回は、来
年度本県で開催される全国大会のプレ大会とし
て開催。

10月21日 佐世保市民会館 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 佐世保市 ③
文化財公開月間プレイ
ベント

文化財公開月間のプレイベントとして民俗芸能や
文化財関連の講演会を開催

10月27日
佐世保市山澄地区公民
館

長崎県
教育委員会

無料
http://www.pref.naga
saki.jp/gakubun/

長崎県 佐世保市 ② 文化・技術部発表会 文化部・技術部等の公開及び展示 10月31日
長崎県立佐世保工業高
等学校

長崎県立佐世保工業高等
学校

無料
http://www.news.ed.j
p/sasebo-th/

長崎県 佐世保市 ④
ジャパンマイコンカーラ
リー2012九州地区大会

マイコンカーラリー競技の九州地区大会 11月11日
長崎県立佐世保工業高
等学校

公益社団法人全国工業高
等学校長協会

無料
http://www.news.ed.j
p/sasebo-th/

長崎県 佐世保市 ②
佐世保中央高校
第19回
三課程合同文化祭

昼間部・夜間部・通信制の生徒がステージ発表・
展示作品等に取り組みます。玄関ホールに展示
する『折り鶴壁画』（折り鶴一万羽使用）は見応え
十分です。

10月28日 佐世保中央高等学校 佐世保中央高等学校 無料
佐世保中央高校昼間
部生徒会
0956-22-1232
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長崎県 佐世保市 ② 芸術鑑賞会 演劇の鑑賞 10月31日 市民会館 佐世保北高 無料 0956-22-4105

長崎県 佐世保市 ② ＮＩＥ発表会 新聞を活用した教育実践に関する発表 11月2日 本校 佐世保北高 無料 0956-22-4105

長崎県 佐世保市 ② 講演会 人生の達人セミナー 11月14日 本校 佐世保北高 無料 0956-22-4105

長崎県 佐世保市 ② 第２６回鹿工祭
各学科の作品展示、文化部展示、ステージ出し
物、食品バザー、母の会バザー

11月3日
長崎県立鹿町工業高等
学校

長崎県立鹿町工業高等学
校

無料
http://www.news.ed.j
p/shikamachi-th/

長崎県 佐世保市 ② 芸術鑑賞会 観劇「Touch－孤独から愛へ－」 10月18日 佐世保市民会館
長崎県立佐世保西高等学
校

無料 0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ② 人生の達人セミナー
人生経験の豊かな先輩方の講話を通じて、高校
生の生きる力を育む

11月1日
佐世保西高等学校体育
館

長崎県立佐世保西高等学
校

無料 0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ② 県商英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 英語による弁論大会 10月20日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料
http://www.news.ed.j
p/sasebo-ch/

長崎県 佐世保市 ②
創立９０周年記念文化
祭

文化部を中心とした発表会 10月26日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料
http://www.news.ed.j
p/sasebo-ch/

長崎県 佐世保市 ②
インターンシップ講演
会

１年生のインターンシップに向けた心構えなどを
学ぶ

10月30日 佐世保商業高校 佐世保商業高校 無料
http://www.news.ed.j
p/sasebo-ch/

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

長崎県 島原市 ③
第9回子ども伝統芸能
大会

伝統文化の継承に取り組む子どもたちによる芸
能の発表や、ワークショップによる伝統文化体験

10月28日 島原復興アリーナ
長崎県
教育委員会

無料
http://www.pref.naga
saki.jp/gakubun/

長崎県 島原市 ②③ 授業公開
保護者、小中学校の教諭、近隣地域の方々に授
業を公開する。

11月5～9日 本校各教室 島原高等学校 無料
http://www.shimabar
a-h.ed.jp/

長崎県 島原市 ② 芸術鑑賞会
現代演劇の 前線で活躍する劇団「F's
Company」の演劇を鑑賞する。

10月24日 島原文化会館 島原高等学校 無料
http://www.shimabar
a-h.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長崎県 島原市 ②
心に響く人生の達人セ
ミナー

努力を重ねることで成功を収めた人や、実社会の
第一線で活躍されている、長崎にゆかりのある方
の講演会を行う。

11月16日 島原文化会館 島原高等学校 無料
http://www.shimabar
a-h.ed.jp/

長崎県 島原市 ③ 清羅祭（文化祭）
展示部門、ステージ部門において、文化部・各ク
ラスの日頃の活動成果を発表します。今年度は
大文化祭のため２日間実施します。

10月27, 28日
島原商業高校・島原文
化会館

島原商業高等学校 無料
http://www.news.ed.j
p/shimabara-ch

長崎県 島原市 ①
心に響く人生の達人セ
ミナー

社会の各分野において成功を収めた方や、社会
の第一線で活躍されている方から、経験を交え
て、本県の高校生に伝えてもらうことを目的とした
講演会です。

11月7日 島原商業高等学校 長崎県教育委員会 無料
http://www.news.ed.j
p/shimabara-ch

長崎県 島原市 ③ 情報モラル講話
１・２校時の「総合的な学習の時間」に、講師を招
き、情報モラルに関する講話を本校生徒全員及
び職員にしていただきます。

11月5日
長崎県立島原高等学校
定時制会議室

長崎県立島原高等学校定
時制

無料
http://www.shimabar
a-h.ed.jp/

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

11月8日
長崎県立島原高等学校
定時制各教室

長崎県立島原高等学校定
時制

無料
http://www.shimabar
a-h.ed.jp/

長崎県 島原市 ② 進路講話
１・２校時の「総合的な学習の時間」に、講師を招
き、進路に関する講話を本校生徒全員及び職員
にしていただきます。

11月15日
長崎県立島原高等学校
定時制会議室

長崎県立島原高等学校定
時制

無料
http://www.shimabar
a-h.ed.jp/

長崎県 島原市 ② 島特フェスタ
小・中学部の学習発表会です。舞台発表（音楽発
表や劇発表など）や中学部のバザー、作品展示
を行います。

10月21日 島原市
長崎県立    島原特別    支
援学校
小・中学部

無料

長崎県立島原
特別支援学校
0957
(64)4463

長崎県 島原市 ② 眉峰祭
高等部の文化祭です。舞台発表やバザーを行い
ます。

11月18日 島原市
長崎県立    島原特別    支
援学校
高等部

無料

長崎県立島原
特別支援学校
高等部
0957
（65）4161

長崎県 島原市 ②
長崎県立島原農業高
等学校　「創立60周年
記念農業祭」

本校の「農業祭」は、学校生産物の販売をはじ
め、学習成果を発表する年間で本校 大の行事
です。
生徒・保護者・職員が協力して運営するこの行事
は、地域の方々が楽しみとする一大イベントであ
り多くの市民が学校を訪れます。
今年度は、本校の創立60周年であり、「創立60周
年記念農業祭」と銘打って盛大に実施します。

11月10, 11日
長崎県立島原農業高等
学校

同校 無料
http://www.news.ed.j
p/shimabara-ah/

長崎県 対馬市
心に響く人生の達人セ
ミナー

生徒の人生観や倫理観及び職業観を醸成するた
めに、大川建設工業の代表取締役「眞崎龍介」氏
による講演を行います。

10月18日 上対馬高等学校体育館 上対馬高等学校 無料
上対馬高等学校
0920-86-2111

長崎県 対馬市 ③ 上対馬町文化祭
上対馬町民による作品展示や茶道のお手前など
を行います。

11月3, 4日 上対馬総合センター 上対馬町文化協会 無料 0920-86-3052

長崎県 対馬市 ①②
伝統文化「能楽」体験
学習

伝統文化を理解するために、「能楽」体験の機会
をつくり、そのすばらしさを知らせます。

11月6日 上対馬総合センター 上対馬町文化協会 無料 0920-86-3052

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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長崎県 対馬市 ③ 「日朝交流の軌跡」展
対馬宗家文書８万点の調査を終えて、これを記
念する企画展覧会を開催する

10月2日～11月25
日

長崎県立対馬歴史民俗
資料館

長崎県立対馬歴史民俗資
料館

無料
http://www.pref.naga
saki.jp/t_reki/

長崎県 対馬市 ③
「日朝交流の軌跡」展
関連講演会

宗家文書の調査に係わっていただいた研究者に
よる講演会を開催する

10月14日
対馬市交流センター 3
階 会議室

長崎県立対馬歴史民俗資
料館

無料
http://www.pref.naga
saki.jp/t_reki/

長崎県 対馬市 ③
「日朝交流の軌跡」展
関連講演会

宗家文書の調査に係わっていただいた研究者に
よる講演会を開催する

11月17日
対馬市交流センター 4
階 視聴覚室

長崎県立対馬歴史民俗資
料館

無料
http://www.pref.naga
saki.jp/t_reki/

長崎県 時津町 ③ 町民文化祭

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回は、来
年度本県で開催される全国大会のプレ大会とし
て開催。

11月10, 11日
時津町東部コミュニティ
センター

長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 時津町 ③

長崎県高等学校総合
文化祭・「２０１３　長崎
しおかぜ総文祭」プレ
大会【将棋部門】

九州地区の高校生が、日頃取り組んでいる文化
活動の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回
は、来年度本県で開催される全国大会のプレ大
会として開催。

11月17, 18日 時津コスモス会館
長崎県高等学校文化連盟
ほか

無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 時津町 ② 川棚げんきまつり
児童・生徒による演技発表、町内サークルの演技
発表、児童・生徒、ＰＴＡによるバザー

11月4日 盲学校体育館
鶴南特別支援学校時津分
教室

095-886-8270

長崎県 長崎市 ③
「２０１３　長崎しおかぜ
総文祭」プレパレード

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。来年度本県で
開催される全国大会のプレ大会として、盛大にパ
レードを行う。

11月3日 長崎市水辺の森公園 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 長崎市 ③

第８回長崎県高等学校
総合文化祭・「２０１３
長崎しおかぜ総文祭」
プレ総合開会式

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回は、来
年度本県で開催される全国大会のプレ大会とし
て開催。

11月4日 県立総合体育館 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 長崎市 ③

長崎県高等学校総合
文化祭・「２０１３　長崎
しおかぜ総文祭」プレ
大会【新聞部門】

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回は、来
年度本県で開催される全国大会のプレ大会とし
て開催。

11月10日 長崎新聞文化ホール 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 長崎市 ③

第２回九州地区高等学
校小倉百人一首かるた
競技大会・「２０１３　長
崎しおかぜ総文祭」プ
レ大会【小倉百人一首
かるた部門】

九州地区の高校生が、日頃取り組んでいる文化
活動の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回
は、来年度本県で開催される全国大会のプレ大
会として開催。

10月28日 県立総合体育館
長崎県高等学校文化連盟
ほか

無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.jp/

長崎県 長崎市 ③

長崎県高等学校総合
文化祭・「２０１３　長崎
しおかぜ総文祭」プレ
大会【演劇部門】

県下の高校生が、日頃取り組んでいる文化活動
の成果を発表し、鑑賞する大会。特に今回は、来
年度本県で開催される全国大会のプレ大会とし
て開催。

11月16～18日 長崎市公会堂 長崎県高等学校文化連盟 無料
http://www.nagasaki
-shiokaze.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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長崎県 長崎市 ①
平成２４年度『文字・活
字文化の日』記念
「秋の読書講演会」

　『文字・活字文化の日』（１０月２７日）を記念し、
すべての世代の人たちに本に親しむきっかけを
作ってもらうために著名人による講演会を開催
し、県民に対して読書活動の啓発を行う。

10月14日 ＮＣＣ＆スタジオ 長崎県教育委員会 無料
http://www.manabi.pr
ef.nagasaki.jp/dokusy
o/index.html

事前の申込みが必要
です。

長崎県 長崎市 ② 文化祭

文化部の活動や水産科各類型の学習活動の成
果を、展示やステージ発表によって行います。ま
た、テーマに基づいた学年・クラス発表、ＰＴＡに
よるバザー等が行われます。

11月3, 4日
長崎県立長崎鶴洋高等
学校体育館他

長崎県立長崎鶴洋高等学
校

無料
http://www.news.ed.j
p/kakuyo-h/

長崎県 長崎市 ②
心に響く人生の達人セ
ミナー

努力を重ねることで成功を収めた人や、実社会の
第一線で活躍されている人のうち、特に長崎県に
ゆかりのある方を講師に招いて、自身の経験を
中心に実社会の厳しさについて語っていただきま
す。２１世紀をたくましく生き抜く力を生徒に身に
つけさせるとともに、人生観や倫理観、職業観の
醸成を図ります。また生徒の保護者も参加できま
す。

10月30日 長崎県立長崎東高校 長崎県立長崎東高校 無料 095-821-4642

長崎県 長崎市 ③ 芸術鑑賞会 演劇「走れ　メロス」の鑑賞 10月29日午後 長崎工業高校体育館 株式会社　わらび座 095-856-0115

長崎県 長崎市 ② 同窓会講演会

県教育委員会主催の「心に響く人生の達人セミ
ナー」の一環として実施しています。本校の卒業
生に講師を依頼し、内容は、講師の専門性が十
分に生かされたものとなっています。

11月1日
長崎県立長崎西高等学
校第１体育館

長崎県教育委員会 無料
http://www.pref.naga
saki.jp/edu/

長崎県 長崎市 ② 鶴南まつり

毎年行っている学校行事です。学習成果の発表
と人との交流を目的とし、生徒による演技発表、
作業学習の製品バザー、作品展示等による学習
発表、職員・ＰＴAによる遊び・ゲームコーナー、献
品バザーなどを実施します。

11月11日
長崎県立鶴南特別支援
学校

長崎県立鶴南特別支援学
校

無料  (095)892-0691

長崎県 長崎市 ② 公開授業集中週
日頃の学校の教育活動を保護者・地域等に理解
いただく機会として、授業を公開する。

10月15～19日 長崎明誠高等学校校内 長崎明誠高等学校研修部 無料
長崎明誠高等学校
095-884-2543

長崎県 長崎市 ①
長崎学講座
越中哲也氏講演会

市民の方に、郷土　長崎のことをより知ってもら
い、歴史・風土・文化・産業まで含めた幅広い視
点で、地域の魅力を再認識・再発見してもらうた
めに、まちおこし活動の一環として長崎学講座を
開催する。

11月3日
長崎市立図書館多目的
ホール

市立図書館 無料
http://lib.city.nagasa
ki.nagasaki.jp/index.h
tml

長崎県 長崎市 ①
長崎市立図書館文学
講座

図書館として文学的な催しを行うことで、文学に
親しみ、図書館に親しんでいただくこと、ひいては
今後の長崎の文学全体を活気あふれるものにす
ることを目的として開催する。

10月２０, 27日
長崎市立図書館新興善
メモリアルホール

市立図書館 無料
http://lib.city.nagasa
ki.nagasaki.jp/index.h
tml

長崎県 長崎市 ③
ド・ロ神父と外海の歴
史文化を訪ねて

ド・ロ神父が外海地方に残した数々の功績を学
び、関係する史跡を訪ね歩く。枯松神社の由来。

10月20日 出津 外海公民館 無料
0959-24-0460　　　外
海公民館
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長崎県 長崎市 ③
外海の自然と歴史文化
を訪ねて

大文字草と次兵衛岩散策。 10月27日 神浦 外海公民館 無料
0959-24-0460　　　外
海公民館

長崎県 長崎市 ③ 公民館まつり
外海ふるさとまつりの中で開催。公民館の学習グ
ループを中心とした作品の展示、及び舞台の発
表。

11月4日 神浦 外海公民館 無料
0959-24-0460　　　外
海公民館

長崎県 長崎市 ③
ド・ロ神父と外海の歴
史文化を訪ねて

ド・ロ神父が外海地方に残した数々の功績を学
び、関係する史跡を訪ね歩く。ド・ロ神父の地域振
興の足跡を訪ねて。

11月10日 出津 外海公民館 無料
0959-24-0460　　　外
海公民館

長崎県 長崎市 ③
ド・ロ神父と外海の歴
史文化を訪ねて

ド・ロ神父が外海地方に残した数々の功績を学
び、関係する史跡を訪ね歩く。ド・ロ神父縁の教
会。

11月17日 出津 外海公民館 無料
0959-24-0460　　　外
海公民館

長崎県 長崎市 ② 文化祭 文化活動の展示・ステージ発表
10月31日
～11月1日

長崎県立
鳴滝高等学校

長崎県立
鳴滝高等学校
定時制課程
夜間部

無料 095-820-0078

長崎県 長崎市 ④ 公開講演会 『海洋再生可能エネルギーの開発と利用』 12月1日 長崎県勤労福祉会館 長崎総合科学大学　工学部 無料 http://www.nias.ac.jp

長崎県 長崎市 ①, ③ 公開講演会
『３・１１以後の日本
－求められるかたちと現実－』

12月16日 長崎県勤労福祉会館
長崎総合科学大学　長崎平
和文化研究所

無料 http://www.nias.ac.jp

長崎県 長崎市 ① 公開講演会 『地域活性化とスポーツマネージメント』
10月末～
11月頃

　未定
長崎総合科学大学　情報学
部

無料 http://www.nias.ac.jp

長崎県 長崎市 　①　④
第10回ながさき水産科
学フェア

多以良地区３水産研究・教育機関が地域貢献を
目的に、各機関の概要や研究内容などを県民に
広く知ってもらうため、施設の一般開放及び各種
イベントを実施します。

10月21日 長崎市多以良地区

1国立大学法人長崎大学環
東シナ海環境資源研究セン
ター　2独立行政法人水産
総合研究センター西海区水
産研究所　　３長崎県総合
水産試験場の３機関共催

無料

長崎大学環東シナ海
環境資源研究セン
ター事務室　095-
850-7311

長崎県 長崎市 ① 子どもを学ぶ

生理学的な角度から、人間形成の基盤となる子
どもの心と身体の発達の仕組みや、エコロジカ
ル・ソーシャル・システム、コーチング術を学びま
す。

9月20日,
10月18日,
11月15日,
1月17日
(計４回)

長崎シビックホール
長崎大学産学官連携戦略
本部
生涯教育室

長崎大学産学官連携
戦略本部　人材育成
部門生涯教育室
095-819-2233

長崎県 長崎市 ② 被爆者健康講話
原爆被爆者の健康管理の向上を目的とし、身近
な健康をテーマとした健康講話を実施します。

6月21日　～　平
成25年3月21日
（教育・文化週間
前後では11月15

日）

国立長崎原爆死没者追
悼平和祈念館

長崎大学医歯薬学総合研
究科

無料

国立長崎原爆死没者
追悼平和祈念館被爆
者健康講話係
095-814-0055

長崎県 長与町 ②
長与町青少年健全育
成町民のつどい

小中学校の全児童・生徒を対象にした「家庭の
日」「人権」作文・標語の優秀作品の表彰及び優
秀作文の発表と標語の掲示する。そのほか、青
少年健全育成に関する講演会を開催する。

11月17日 長与町民文化ホール
長与町青少年健全育成連
絡協議会・長与町教育委員
会

無料
095-883-1111
内線272
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長崎県 長与町 ②
平成２４年度（第４９回）
町民文化祭

文化活動の成果を町民に発表する機会。個人又
は団体の自主的参加によって文化の振興と、文
化活動の充実発展を図る。　　　　　文化講演会を
はじめ、町民音楽祭、町民芸能祭、囲碁大会、文
化作品展及び学校作品展が開催される。

11月3～18日
長与町民文化ホール
(囲碁大会のみ老人福
祉センター）

長与町・長与町教育委員
会・長与町文化協会

無料
095-883-1111
内線273

長崎県 長与町 ② 文化祭 和太鼓演奏「太鼓笑人めでたい」 10月18日 長崎北陽台高等学校 長崎北陽台高等学校
http://hokuyoudai.sa
kura.ne.jp/

長崎県 平戸市 ② 農業文化祭
北松農業高校の教育活動の展示発表　生産品の
販売

11月17, 18日
長崎県立北松農業高等
学校

長崎県立北松農業高等学
校

長崎県平戸市田平町
小手田免５４－１　電
話０９５０－５７－０５
１２

長崎県 平戸市 ② 第３８回文化祭
各クラス・文化部の展示発表やステージ発表、Ｐ
ＴＡによる作品展示などが行われます。

10月27日 本校 長崎県立平戸高等学校 無料
http://www.news.ed.j
p/hirado-h/

長崎県 南島原市 ③ 少年の主張発表大会
県下の中学生が、文化系の部活動や教科等の学
習の成果を発表したり鑑賞したりしながら、互い
の交流を図る。

11月14, 15日
ハマユリックスホール・
南串山町保健福祉セン
ター

長崎県中学校文化連盟
長崎県教育委員会

無料
http://sky.geocities.j
p/nagasakityubunren
/

長崎県 南島原市 ②
第7回長崎県中学校総
合文化祭

文化部・各クラス・有志の集団が日頃の文化的活
動内容を発表する。主にステージ発表と展示を行
う。

11月3日
口加高校体育館及び校
舎

口加高等学校 無料 0957-86-2180

長崎県 諫早市 ①
地域行事活動支援in長
田わいわいフェスタ

子どもたちの自然体験活動の充実を図る事業で
す。 11月3日

国立諫早青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

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

長崎県 諫早市 ① いさはやエコフェスタ

諫早市で開催される「いさはやエコフェスタ」を通
じ、環境保全活動の支援、地域貢献及び自然体
験や生活体験などに取り組む機会を提供する事
業です。

10月28日
国立諫早青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

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

長崎県 諫早市 ① 長崎矯正展

長崎刑務所の「矯正展」通じ、子どもたちが自然
体験や生活体験などに取り組む機会を提供する
事業です。

11月10日
11月11日

国立諫早青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

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

長崎県
雲仙市

南串山町
② 南串フェスタ

分教室小・中学部の学習発表会です。舞台発表
（音楽発表や劇発表、交流校の出し物など）や中
学部のバザー、作品展示を行います。

10月28日
雲仙市        南串山
保健福祉         セン
ター

長崎県立    島原特別    支
援学校  南串山        分教
室

無料

長崎県立島原
特別支援学校      南
串山分教室
0957
 (88)3394

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


