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熊本県 　合志市 ②
花いっぱい＆クリーン
大作戦

本校の園芸科の生徒が育てた花苗を地域の役場、施設、学
校、消防署等に配付したり近隣の美化活動を生徒全員で行い
ます。

11月下旬 ひのくに高等支援学校
熊本県立ひのくに高等支援
学校

無料 電話：096-249-1001

熊本県 　合志市 ② 　公開授業研究会
本校教育の理解啓発及び職員の授業力向上を目的に研究授
業・授業研究会を公開します。

11月29日 ひのくに高等支援学校
熊本県立ひのくに高等支援
学校

無料 電話：096-249-1001

熊本県 　益城町 ② くまもと物産フェア 県内の物産品を一同に集めた販売会に参加します。 11月上旬 グランメッセ熊本
熊本県商工会連合会くまも
と物産フェア実行委員会事
務局

無料 電話：096-325- 5161

熊本県
苓北町

③
平成２４年度苓洋祭
（体育部門・文化部門）

日ごろの教育活動の成果を体育部門と文化部門に分け2日間
にわたって発表します。体育部門では競技種目やマスゲー
ム、仮装大会等を行います。文化部門ではステージ部門での
パフォーマンス、展示部門の研究発表、また食品バザーや実
習製品販売等を実施します。保護者や地域の方々に学校を開
放し交流を図ります。

10月13, 14日 苓洋高等学校 熊本県立苓洋高等学校 無料 ℡0969-35-1155

熊本県
あさぎり
中学校

② 第１回文化祭 学習成果発表、保護者参加プログラム等 11月11日 あさぎり中体育館 あさぎり中学校 無料 電話0966-47-0010

熊本県
あさぎり

町
② 創立110周年記念式典

○創立110周年記念式典
○蓑茂寿太郎氏、中村祐二氏、桑原俊氏、吉村そら氏を招
き、「NO１になるために」と題してのパネルディスカッション

11月9日 南稜高校
熊本県立
南稜高等学校

無料
南稜高校110周年実
行委員会
0966-45-1131

熊本県
あさぎり

町
②

創立110周年記念南稜
祭（文化祭）

○本校教育活動の一環である文化祭を、地域住民や保護者
に公開します。

11月17, 18日 南稜高校
熊本県立
南稜高等学校

無料
南稜高校生徒会
0966-45-1131

熊本県
あさぎり

町
② 公開授業週間

○人吉球磨地域住民や中学校教員、保護者に授業を公開し、
実態を知ってもらうと共に、授業力向上に生かします。

11月20, 21日 南稜高校
熊本県立
南稜高等学校

無料
南稜高校教務部
0966-45-1131

熊本県
あさぎり

町
② ハートフル交流会

6年生が校区内の4つの保育園、幼稚園を訪問し、園児のお世
話をしたり一緒に遊んだりすることを通して、交流を深めると共
に、将来の職業についても考える機会とするものです。

11月中旬 上小学校 上小学校 無料 0966-47-0006

熊本県
あさぎり

町
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、学校教育
への理解を推進する。

10月28日 須恵文化ﾎｰﾙ 須恵小学校 無料
須恵小学校
0966-45-3130

熊本県
あさぎり

町
① 須恵ミニ文化祭

地域の文化的な行事に参加し、子どもたちの様子や学校教育
への理解を推進する。

10月28日 須恵文化ﾎｰﾙ 須恵文化祭実行委員会 無料

熊本県
あさぎり

町
② うえルカムデー

自由参観日として、保護者や地域の方々に児童の学校生活の
様子を参観していただきます。特に、11月15日は特に、NIE実
践校としての研究の途中経過を見ていただけるような授業や
掲示物を準備してより多くの方に参観していただけるようにしま
す。

10月15日
11月15日

上小学校 上小学校 無料 0966-47-0006

熊本県
あさぎり

町
③ 秋の読書旬間

読書旬間を設定して読み聞かせやおすすめの本の紹介等を
することにより、読書の楽しさを知る機会にしたいと思います。

11月12～22日 上小学校 上小学校 無料 0966-47-0006

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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熊本県
あさぎり

町
②

「人権の花」イベント集
会

「人権の花」運動で育ててきた花から種を採取し、風船につけ
て飛ばします。花のお世話を通して身についたやさしさや思い
やりの気持ちを遠くまで届けたいと思います。

11月中旬 上小学校 上小学校 無料 0966-47-0006

熊本県
あさぎり

町
② 学習発表会

各学年の今までの学習の成果を保護者や地域の方に発表す
る

11月17日 免田小学校 免田小学校 無料 ０９６６－４５－００４４

熊本県
あさぎり

町
② 自由参観

学校の１日を保護者、校区すべての方々に公開し、学校教育
活動への理解を深める。

10月10日 岡原小学校 岡原小学校 無料 0966-45-0243

熊本県
あさぎり

町
② 生活科祭

１・２年生の生活科学習として、体育館でお店屋さんの活動を
行い校区の保育園児を招いて保・小連携の交流を深める。

11月2日 岡原小学校 岡原小学校 無料 0966-45-0243

熊本県
あさぎり

町
② 学習成果発表会

児童の学習の成果を広く公開し、教育への関心を高める。保
護者・地域の方々に加え、学校評議員や校区の保育園児等に
も参観を呼びかける。

11月10日 岡原小学校 岡原小学校 無料 0966-45-0243

熊本県
あさぎり

町
② 学習成果発表会 学習成果の発表 10月28日 深田小学校 深田小学校 無料

fukadasho@kumagaw
a.net

熊本県 芦北町 ② 芦高祭
本校における文化祭行事です。生徒の弁論発表大会、各種委
員会発表、各学科及びクラスバザー、文化講演会等を開催し
ます。

11月10, 11日 熊本県立芦北高等学校 熊本県立芦北高等学校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/ashikitash/

熊本県 芦北町 ② 授業公開週間 本校の授業を一般公開します。 11月13～16日 熊本県立芦北高等学校 熊本県立芦北高等学校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/ashikitash/

熊本県 芦北町 ②
にこにこふれあい発表
会

各学部の日頃の学習成果を劇や音楽などによって保護者、交
流校等に披露する。

11月4日 熊本県立芦北支援学校 熊本県立芦北支援学校 無料
ashikita-
s@pref.kumamoto.lg.j

熊本県 芦北町 ① 青少年発表会
青少年主張発表・子ども講座（英会話・茶道）発表・子ども舞踊
発表等を芦北町文化祭内にて開催する。

10月28日
町民総合センター（しろ
やまスカイドーム）

芦北町教育委員会生涯学
習課

無料
芦北町教育委員会
生涯学習課
0966-87-1171

熊本県 芦北町 ③ 芦北町文化祭
郷土芸能発表及び書道、絵画、写真、文芸、工芸、華道など
の作品展示等を行い、文化講演会を行う。

10月27, 28日, 11
月3日

芦北町民総合センター 芦北町、芦北町文化協会 無料
芦北町社会教育セン
ター
電話0966-82-2213

熊本県 芦北町 ② 田浦小教育の日 月例学校開放日 11月15日 田浦小学校 田浦小学校 無料 0966-87-0015

熊本県 芦北町 ② 学校開放週間 週内の午前中、いつでも授業参観可能です。 11月12～16日 佐敷小学校 佐敷小学校 無料 0966-82-2036

熊本県 芦北町 ②
カンボジア学校建設支
援米収穫祭

支援米の収穫を祝って、協力していただいた方や保育園児、
祖父母を招待し、会食をしながら交流をします。郡音楽発表会
で演奏する歌・合奏等も披露します。

11月7日 大野小学校 大野小学校 無料
http://www2.higo.ed.j
p/es/oonoes/

熊本県 芦北町 ② 学校開放日
学校の教育活動を保護者や地域の方に広く参観いただき学校
教育への理解を深めてもらいます。

10月15日, 11月15
日

湯浦小学校 湯浦小学校 無料 0966-86-0022

熊本県 芦北町 ② 研究発表会
２年間、学力充実（ＩＣＴ活用）について研究してきた成果等を授
業研究会や分科会で発表します。

11月2日 湯浦小学校 湯浦小学校 無料 0966-86-0022

熊本県 芦北町 ④
芦北水俣地方科学研
究物展示会

児童・生徒の科学技術に関する研究物を展示、公開し科学教
育への関心や意欲を高める機会とします。

10月6, 7日 湯浦小学校 芦北水俣科学教育研究会 無料 0966-86-0022

熊本県 芦北町 ③ 学校開放週間
保護者・地域を対象にして学校を開放する日を一週間設定し、
授業参観及び校内見学を行っていただきます。

11月5～9日 芦北町立内野小学校 芦北町立内野小学校 無料 0966-86-1836

熊本県 芦北町 ③ 親子ふれあい給食
学校開放週間最終日に親子で給食を食するふれあいの機会
を設け、食育の重要性を学びます。

11月9日 芦北町立内野小学校 芦北町立内野小学校 0966-86-1836
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熊本県 芦北町 ③
民生児童委員との交流
会

中学校区の民生児童委員と５・６年児童がグラウンドゴルフを
して交流を深め、学校教育への理解を進めます。

11月15日 芦北町立内野小学校 芦北町立内野小学校 0966-86-1836

熊本県 芦北町 ②，③
葦北郡小・中学校音楽
会

葦北郡の小中学校の代表が集まり、合唱・合奏などの音楽を
発表します。

11月7日 つなぎ文化センター 葦北郡小・中学校音楽部会 無料

熊本県 芦北町 ②，③ 田浦中学校文化祭
合唱コンクールや劇・英語暗唱の発表や、絵画・習字等の作品
展示を行い、生徒の日頃の学習成果・頑張りを保護者や地域
の方々に披露します。

11月18日 田浦中学校 田浦中学校 無料 0966-87-0026

熊本県 芦北町 ②,③ 文化祭
ステージの部（学習成果発表・劇・合唱コンクール英語暗唱
等）、展示の部（総合的な学習の時間の調査物等）の発表を行
います。

10月21日 芦北町立佐敷中学校 芦北町立佐敷中学校 無料 0966-82-210７

熊本県 芦北町 ② 文化祭 劇・合唱や学習成果の発表等、保護者・地域へ広く発信する。 11月18日 大野中学校体育館他 大野中学校 無料 0966-84-0011

熊本県 阿蘇郡 ①② 文化フォーラム

・地域の外部講師等を招いた公開授業
・「阿蘇世界文化遺産教育モデル校事業」の一環として、地域
住民全体を対象とした講演会を実施
・熊本県文化企画課松橋収蔵庫移動展示「ふしぎな鉱物の世
界」を開催

10月28日（日）
高森高等学校教室棟及
び体育館

高森高等学校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/takamorish/

熊本県 阿蘇郡市 ①,②
第８回「くまもと教育の
日」阿蘇フォーラム

阿蘇ＰＴＡ連合会、阿蘇郡市教育委員会連絡協議会、阿蘇教
育事務所の共催で、「つなぐ」をテーマに様々な教育課題や取
組について幅広く情報を共有し合う研修大会を行う。

10月27日
西原村立西原中学校
西原村構造改善セン
ター

阿蘇ＰＴＡ連合会
阿蘇郡市教育委員会連絡
協議会
阿蘇教育事務所

無料
阿蘇教育事務所
0967-22-5544

熊本県 阿蘇市 ② 文化祭
阿蘇中央高校阿蘇校舎の文化的教育活動の成果を公開(地
域への一般公開あり）します。
当日は食品等のバザーもおこないます

11月10日 阿蘇中央高校阿蘇校舎 阿蘇中央高校 無料 0967-22-0070

熊本県 阿蘇市 ② 文化祭
阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎の文化的教育活動の成果を公開
(地域への一般公開あり）します。
当日は食品等のバザーもおこないます

11月11日
阿蘇中央高校阿蘇清峰
校舎

阿蘇中央高校 無料 0967-22-0045

熊本県 阿蘇市 ② 公開授業週間
阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎で実施されている授業を、保護者
や中学校等に向け、公開します。

10月22～26日
阿蘇中央高校阿蘇清峰
校舎

阿蘇中央高校 無料 0967-22-0045

熊本県 阿蘇市 ② スキルアップウイーク
阿蘇中央高校阿蘇校舎で実施されている授業を、保護者や中
学校等に向け、公開します。

11月13～16日 阿蘇中央高校阿蘇校舎 阿蘇中央高校 無料 0967-22-0070

熊本県 阿蘇市 ①,②,③
第７回阿蘇市子ども芸
術祭

市内の園児、児童・生徒が、日頃の文化活動や地域の伝統芸
能について、その取組の成果を発表します。

11月10日 阿蘇市阿蘇体育館
阿蘇市教育委員会（阿蘇市
子ども芸術祭実行委員会）

無料
阿蘇市教育委員会
0967-22-3229

熊本県 阿蘇市 ①,② 阿蘇市図書館まつり
児童・生徒をはじめ市民の読書活動の推進を図るため、読み
聞かせや民間団体による演劇等を行います。

10月27日
阿蘇市就業改善セン
ター、
阿蘇市一の宮体育館

阿蘇市教育委員会（阿蘇市
立図書館）

無料
阿蘇市立一の宮図書
館
0967-22-2916

熊本県 阿蘇市 ② 宮地っ子発表会
地域・保護者と協力して学習成果発表会を実施することで学校
教育への理解を深めてもらい、学校と地域の一層の協力体制
を構築します。

11月4日 阿蘇市立宮地小学校 阿蘇市立宮地小学校 無料
阿蘇市立宮地小学校
0967-22-0113

熊本県 阿蘇市 ② おもやい学習フェスタ
児童及び職員によるステージ発表、児童作品の展示、教育講
演会などを行います。

11月4日
阿蘇市立古城小学校体
育館

阿蘇市立古城小学校 無料
阿蘇市立古城小学校
0967-22-0199
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熊本県 阿蘇市 ② 学習成果発表会
主に総合的な学習の時間で取り組んできたことについて学年
単位で発表します。授業参観日を兼ねて行い、地域に学校を
開放します。

11月9日 阿蘇市立阿蘇中学校 阿蘇市立阿蘇中学校 無料
阿蘇市立阿蘇中学校
0967-32-0076

熊本県 天草市 ② 文化祭
クラスや部活動の発表を通して、学習活動の成果を保護者や
地域住民の方々等に公開します。20日は地元で同窓会も開か
れ、同窓生の参加も見込まれます。

10月19, 20日 天草高等学校
天草高等学校
（全日制）

無料
天草高等学校
0969-23-5533

熊本県 天草市 ② 公開授業
保護者や地域住民の方々等に本校の授業等を公開し、本校
の教育についての理解を深めていただき、連携を強めたいと
思います。

11月5～22日 天草高等学校
天草高等学校
（全日制）

無料
天草高等学校
0969-23-5533

熊本県 天草市 ②
「くまもと教育の日」集
会

「くまもと教育の日」の意義や宣言文の趣旨を確認します。 11月上旬 天草高等学校
天草高等学校
（全日制）

無料
天草高等学校
0969-23-5533

熊本県 天草市 ② 文化祭
全日制の文化祭に定時制生徒も参加し食品バザーを行うこと
で、学習活動の状況を保護者・地域の方々に理解してもらう。

10月19日（金） 天草高等学校 天草高等学校 無料
天草高等学校
0969-23-5533

例年うどんを販売

熊本県 天草市 ② 公開授業
保護者、振興会役員、地域の方々に本校の授業等を公開する
ことで本校の学習活動について理解を深めてもらう。

10月29日（月）～
11月2日（金）

天草高等学校 天草高等学校 無料
天草高等学校
0969-23-5533

一週間実施

熊本県 天草市 ② 公開授業週間
保護者及び近隣の小中学校の先生方を対象に授業を公開し、
参観をお願いします。

10月22～26日 天草西校

熊本県 天草市 ② 遠見行
天草中学校との交流行事です。地域の自然の中で文化的歴
史的遺産に触れながら十数キロを歩くことで互いの親交を深
めます。

11月6日 天草町

熊本県 天草市 ① 老人会との交流会
　倉岳町老人会の方々とグランドゴルフなどの活動を通して触
れ合う機会を持つとともに、老人会の方々から郷土料理の作り
方などを伝承していただく行事です。

11月1日
県立天草高等学校倉岳
校グラウンド

県立天草高等学校倉岳校 無料 0969-64-3121

熊本県 天草市 ② 文化祭
クラス劇やダンス、各種委員会の発表、クラスごとの合唱の発
表を行います。

11月4日
県立天草高等学校倉岳
校体育館

県立天草高等学校倉岳校 無料 0969-64-3121

熊本県 天草市 ② 公開授業

期間中の全授業を公開し、学校評議員や保護者,地域住民.近
隣の小学校・中学校教職員及び中学生に授業・施設を参観し
てもらいます。更に、授業に対するご意見等をいただき授業改
善等に努めます。

10月22～26日 苓明高校 苓明高校 無料 0969-23-2141

熊本県 天草市 ② 苓明祭

全生徒が日頃の学習の成果と取組を発表する機会になるよ
う、協同的に企画を通じて学びを深め、保護者や地域の方々
の交流の場として解放し、生産・製造品販売や展示・バザーな
どを実施します。

11月8～10日 苓明高校 苓明高校 無料 0969-23-2141

熊本県 天草市 ②
「天草支援学校
であいふれあいフェス
タ」

本校児童生徒、保護者、天草地区特別支援学級の児童生徒
や地域の多くの人たちと一緒にステージ発表、作業製品販売、
遊び場での活動などを楽しみ、多くの出会いやふれあいを深
めていきます。

10月21日 熊本県立天草支援学校 熊本県立天草支援学校 無料
天草支援学校
電話
0969-23-0141

なし

熊本県 天草市 ② 公開授業週間
河浦高校の全職員と全保護者に案内する。保護者には文書・
有線で案内する。内容は授業風景を公開し、生徒の学習態度
などを見学していただく。

１0月29日～11月
2日

本校 熊本県立河浦高校 無料

０９６９-７６-１１４１
kawaura-
h@pref.kumamoto.lg.j
p

約４０人
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熊本県 天草市 ② 秋華祭（文化祭）
合唱コンクール、読書感想文発表、各種展示、各種バザー（保
護者、生徒、他団体）、歌の親子師弟対決、吹奏楽部発表、ク
ラス発表など

11月16, 17日 本校 熊本県立河浦高校 無料

０９６９-７６-１１４３
kawaura-
h@pref.kumamoto.lg.j
p

約１４０人

熊本県 天草市 ② 文化祭
文化部やクラスによる展示、ステージ発表、バザー等を行うと
共に、保護者によるバザー等も計画し、地域に開放した文化祭
を行う。

10月27日 牛深高校 牛深高校 無料

ushibuka-
h@pref.kumamoto.lg.j
p
0969-73-3105

150名

熊本県 天草市 ②
公開･研究授業
図書館開放

本校の授業を保護者や近隣中学校の先生方に公開して、教
育活動の様子を理解してもらうと共に職員の授業力の向上を
図る。また、地域に図書館の開放を行う。

11月5～9日 牛深高校 牛深高校 無料

ushibuka-
h@pref.kumamoto.lg.j
p
0969-73-3105

50名

熊本県 荒尾市 ② 荒魂祭文化部門 文化部・クラスによる発表展示、芸術鑑賞 11月11, 12日 体育館及び教室 荒尾高校 無料 0968-63-0384 ４００人

熊本県 荒尾市 ② 第１回ARA・SHIまつり

児童生徒の日頃の学習成果を広く地域に公開するものです。
保護者、卒業生や交流校、地域住民やボランティアの皆さんと
作業製品の展示販売、プレイランドでの交流、バザーなどの活
動をともにしながら、地域に根ざした特別支援学校を目指した
取組を行います。

10月21日 熊本県立荒尾支援学校 熊本県立荒尾支援学校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/arao-s/

熊本県 荒尾市 ③ 万田坑D-K Live 2012 万田坑にデジタル掛け軸を投影するアート事業 10月26～28日 万田坑 荒尾市 無料 0968-63-1681

熊本県 荒尾市 ①③
第３７回荒尾市民文化
祭

市民による作品展示及び学習成果発表会
10月31日～11月

25日
荒尾総合文化センター

荒尾市教育委員会／荒尾
市文化協会

0968-63-1681

熊本県 荒尾市 ①③ 無料公開 万田坑の無料公開 11月3日 万田坑 荒尾市 無料 0968-63-1681

熊本県 荒尾市 ② 万田小自由参観日
校内人権集会に合わせ、自由に授業参観できる日を設定す
る。

11月9日 荒尾市立万田小学校 荒尾市立万田小学校 無料 0968-63-0138

熊本県 荒尾市 ② 平井フェスタ
学校とPTAおよび地区協議会の共催による学習発表会、食品
バザーおよび体験活動

11月18日 荒尾市立平井小学校
荒尾市立平井小学校・平井
小校区地区協議会

無料 0968-66-0854

熊本県 荒尾市 ② 八幡っ子ふれあい広場
ふれあい教室で各種体験教室実施、作品発表　バザー（食品・
物品）

11月4日 荒尾市立八幡小学校 荒尾市立八幡小学校 無料 0968-68-0009

熊本県 荒尾市 ② 有明ふれあいフェスタ 公開授業、PTAバザー、老人会とのふれあい伝承遊び 11月4日 荒尾市立有明小学校 荒尾市立有明小学校 無料 0968-63-0156

熊本県 荒尾市 ②
緑ケ丘小教育公開の
日

保護者や地域の方々に、終日学校を公開し、授業や子どもた
ちの様子、施設を参観してもらう

11月9日 荒尾市立緑ケ丘小学校 荒尾市立緑ケ丘小学校 無料 0968-66-0461

熊本県 荒尾市 ②
中央小地域公開授業
参観

地域皆様への公開授業参観 10月25日 荒尾市立中央小学校 荒尾市立中央小学校 無料 63-0158

熊本県 荒尾市 ②
清里小学校開放PTA
の日

・授業参観
・PTAによるバザー
・親子ふれあい会

11月4日 荒尾市立清里小学校 荒尾市立清里小学校 無料 68-0191

熊本県 荒尾市 ②
桜山小オータムフェス
タ

人権集会とＰＴＡのバザー 11月11日 荒尾市立桜山小学校 荒尾市立桜山小学校 無料 68-0201

熊本県 荒尾市 ② 荒尾海陽中文化祭
学校の文化を中心にいろいろな生徒の取り組み、頑張りを保
護者や学校外へ発信し地域の理解や協力を得る。

10月21日
荒尾市立荒尾海陽中学
校

荒尾市立荒尾海陽中学校 無料 62-7840

熊本県 荒尾市 ② 荒尾三中文化祭
合唱コンクール、英語暗唱
総合的な学習発表、委員会他

10月21日
荒尾市立荒尾第三中学
校

荒尾市立荒尾第三中学校 無料 66-0462

熊本県 荒尾市 ② 荒尾四中文化祭
生徒の学習内容の発表等及び校内合唱コンクールなど、ス
テージ部門と展示部門の発表。地域の方々の作品展示。

10月21日
荒尾市立荒尾第四中学
校

荒尾市立荒尾第四中学校 無料 68-0014
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熊本県 五木村 ②
人吉高校五木分校創
立40周年記念講演会
及びアトラクション

創立40周年を祝し、肥後考古学会・前田一洋氏の講演会と、
地元五木村伝統芸能等の披露を行います。

10月27日
人吉高校
五木分校

人吉高校
五木分校

無料
人吉高校
五木分校
0966-37-2877

熊本県 五木村 ① 学校図書館夜間開放
保護者、地域の方々を対象に学校図書館を開放し、読書推進
を諮る。

11月 五木東小学校図書室 五木東小学校 無料 0966－37－2009

熊本県 五木村 ①
五木村ＰＴＡ連絡協議
会教育講演会

家庭の教育力を高め、子どもに生きる力の基礎をはぐくむ。 11月 五木東小学校体育館 五木村ＰＴＡ連絡協議会 無料 0966－37－2009

熊本県 五木村 ① 五木源デー
保護者、地域の方々に学校の教育活動を１日自由に参観いた
だき、学校教育への関心・理解を深める。

11月15日 五木東小学校 五木東小学校 無料 0966－37－2009

熊本県 五木村 ②③
平成24年度熊本県立
美術館スクールミュー
ジアム

県立美術館の収蔵作品を学校へ持ち込み、一日だけの校内
美術館を開催。本物の美術作品を鑑賞することで、生徒の芸
術、文化を愛する心情を育てるとともに、学校だけでなく、保護
者や地域の方々にも鑑賞していただく機会とする。

10月30日 五木中学校体育館 熊本県立美術館 無料 0966－37－2830

熊本県 五木村 ②③ 五木中学校文化祭

総合的な学習の時間を含め、日頃の学習を深めるとともに、そ
の成果を発表・鑑賞したりする場とする。また、「熊本教育の
日」の取組の一環として開催することで、保護者・地域の方々
に、本校教育のようすを知ってもらう機会とする。

11月18日 五木中学校体育館 五木村立五木中学校 無料 0966－37－2830

熊本県 宇城市 ② 教育講演会
教育熊本の日に合わせ、教育講演会を実施します。今年度
は、防災教育に係る講演会を企画中です。

11月初旬
(日程調整中)

松橋高校 松橋高校 無料 0964-33-0511

熊本県 宇城市 ② 文化祭
松橋高校の文化的教育活動の成果を公開（地域への一般公
開あり）します。当日は食品バザーも行います。

11月10日 松橋高校 松橋高校 無料 0964-33-0511

熊本県 宇城市 ② クリーン作戦
生徒会を中心に、有志を募り、地域の清掃活動を行っていま
す。今年度の第３回目を11月に実施します。

11月中旬
(日程調整中)

松橋高校 松橋高校 無料 0964-33-0511

熊本県 宇城市 ② 北辰祭（文化祭）
本校教育活動の成果や文化部の活動等を、保護者や地域の
方々に公開します。

11月25日 小川工業高校 小川工業高校 無料
総務部
0964-43-1151

熊本県 宇城市 ② 授業参観週間 保護者･地域住民の方々に本校の授業を公開します。 10月23～31日 松橋支援学校 松橋支援学校 無料 0964-32-0729

熊本県 宇城市 ② きらり祭
ステージ発表、展示、販売会等のプログラムで学習発表の場
として公開します。

11月10日 松橋支援学校 松橋支援学校 無料 0964-32-0729

熊本県 宇城市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を発表し、作品などを展示し、地域の方へ
学校を公開する。

10月27日 松橋東支援学校 松橋東支援学校 無料 0964-32-1726

熊本県 宇城市 ① スポレク大会 宇城市内スポーツレクリエーション大会 11月3日 ウイング松橋 宇城市スポーツ推進委員

熊本県 宇城市 ① 中学生野球教室 宇城市内の中学生のための野球教室 11月中旬 宇城市立松橋中学校
宇城市教育委員会スポーツ
振興課

無料 0964-32-1945

熊本県 宇城市 ③ 宇城市民文化祭 宇城市における文化芸術発表会 11月2～4日
ウイング松橋、小川ラ
ポート、不知火美術館

宇城市文化協会 無料

熊本県 宇城市 ①
平成２４年度宇城市
『教育の日』推進大会

次代を担う子どもたちの人間性や社会性を豊かに育んでいく
ため、全市民を挙げて教育を見つめる気運を高めるとともに、
学校、家庭及び地域が連携し、市民が一丸となってより良い教
育環境づくりに取り組む契機となることを目的に開催する。

11月11日 ウイング松橋 宇城市・宇城市教育委員会 無料
宇城市教育委員会生
涯学習課
0964-32-1934
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熊本県 宇城市 ② 学習発表会 これまで学習してきた成果を、学年ごとに発表します。 11月11日 三角小学校 三角小学校 無料
misumi-
syo@edu.ukix.jp

熊本県 宇城市 ② 地域交流会
昔遊びや絵手紙、グランドゴルフ、フラダンス等を通した青海
校区高齢者学級の方と本校児童との交流会

11月1日 青海小学校 青海小学校 無料
seikai-
syo@edu.ukix.jp

熊本県 宇城市 ② 宇城市小学校音楽会
宇城市内の小学校の合唱や器楽の演奏などをご覧いただけ
ます。

11月9日 ウイングまつばせ 宇城市小学校音楽部会 無料 0964-42-2011

熊本県 宇城市 ②,③
学習発表会・体験教室
「しあわせふるさと祭
り」

日頃の学習の成果を保護者・地域に発表する学習成果発表
会及び家庭・地域社会の方々に連携・協力していただいて不
知火の自然、歴史・文化、人々とふれあう体験教室

11月4日 宇城市立不知火小学校 不知火小学校 無料
学校TEL：0964-32-
0212

熊本県 宇城市 ③ 当尾小まつり

地域の方々や学校の保護者を学校に招き、教育活動の公開
を通して地域の方々と児童との交流を目的としています。
午前はふれあい活動を中心に行い、午後は芸術鑑賞会を行う
予定です。

11月4日 当尾小学校 当尾小学校 無料
touno-
syo@edu.ukix.jp
0964-32-0268

熊本県 宇城市 ① 子育て講演会 子育てに関する講演会 11月16日 豊福小学校体育館 豊福小学校 無料 0964-32-0329

熊本県 宇城市 ②
河江っ子フェスティバ
ル

学習成果発表の場。保護者、保育園児、老人会等多数の参観
者の前で堂々と表現する力を養うことを目的としている。

11月2日 河江小学校体育館 河江小学校 無料 0964-43-0109 300人

熊本県 宇城市 ② ふれあいコスモス祭
児童の学習発表やＰＴＡ・地域の方々の出し物及びカルチャー
教室の開催。

11月18日 小川小学校 小川小学校 無料 0964-43-0041

熊本県 宇城市 ②,③ 海東小教育の日
午前中は学習発表会、午後は伝統文化・食文化に関する体験
活動を親子で実施予定。

11月18日 海東小学校 海東小学校 無料 0964-43-0164

熊本県 宇城市 ③ 芸術(バレエ)鑑賞会
次代を担う子どもの文化芸術体験事業。東京シティバレエ団
の公演を全校児童・全職員・参加希望の保護者・地域の方々
と鑑賞。

10月29日 海東小学校
文化庁
熊本県教委
宇城市教委

無料 0964-43-0164

熊本県 宇城市 ② 人権教育公開授業
人権教育の授業を、保護者をはじめ地域住民、及び他校教職
員、行政関係者等に公開することを通して、本校の人権教育
の取組への理解を深めると共に、広く啓発の機会とする。

11月17日 宇城市立豊野小学校 宇城市立豊野小学校 無料 0964-45-2009

熊本県 宇城市 ② 学級懇談
・人権学習について学年・学級懇談等を通して、保護者に向け
人権啓発を行う予定。

11月16日 三角中学校体育館等 三角中学校 無料 0964-52-2136 ２００名

熊本県 宇城市 ②、③
文化発表会（50周年記
念式典も含む）

生徒会・各学年を中心とした取り組みの発表と合唱コンクール
を開催する。PTAによるバザー(リサイクル・食)も実施予定。さ
らに本年度は創立50周年記念ということで、式典も併せて実施
予定である。

10月27日 不知火中学校 不知火中学校 無料

宇城市立不知火中学
校
ＴＥＬ
0964-32-0211

熊本県 宇城市 ② 文化祭
ステージ発表や展示発表により，様々な文化的才能を持った
本校生徒の学習活動の一端を見てもらいます。

10月14日 松橋中学校体育館 松橋中学校 無料 0964-33-1130

熊本県 宇城市 ②
豊野小中学校合同人
権教育公開授業研

豊野小中学校の日頃の人権教育について近隣校、地域、保護
者へ公開することにより人権教育への理解と啓発を行うもの

11月17日 豊野中学校 豊野小中学校 無料 0964-45-2004

熊本県
宇城市
合志市
菊池市

③
建築関係者向け
くまもとアートポリス見
学バスツアー

　現在建設中のプロジェクトや、最近竣工したプロジェクトにつ
いて、現地で設計者等の関係者が説明を行う施設見学ツアー

11月25日
豊野小中学校
県立農業大学学生寮
菊池市街ポケットパーク

熊本県
くまもとアートポリス建築展
２０１２実行委員会

096-333-2537
http://www.pref.kum
amoto.jp/site/artpoli
s/kentikuten2012.ht

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

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

熊本県 宇城市 ③
松橋収蔵庫企画展示
「ちょっと昔のくらし探
検Ⅴ」

昭和30年代から40年代まではどこの家庭にもあった洗濯板な
どの生活道具や機械化される以前の道具等の民俗資料を公
開。

9月15日～12月15
日

熊本県
松橋収蔵庫

熊本県 無料 096-333-2155 日曜日・祝日休館

熊本県 宇土市 ② くまもと教育の日
主に近隣の小中学校や本校保護者に呼びかけて、本校の授
業参観をしていただき、本校教育への助言や意見交換を行う。

11月１日(予定） 宇土中学・宇土高校 宇土中学・宇土高校 無料 0964-22-0043 約40名

熊本県 宇土市 ② 日曜参観

各学年テーマを設け、これまで学んだことをワークショップ形式
等で発表し、地域の方や保護者へ情報を発信する。具体的
に、修学旅行や、水俣に学ぶ肥後っ子教室、銀河カレッジ、特
別支援学級との交流等について発表する。

11月4日 宇土小学校 宇土小学校 無料 0964-22-1101

熊本県 宇土市 ②③ 花っ子ふれあいの日 地域住民とのふれあいや伝統文化体験 11月4日 花園小学校 花園小学校 無料 0964-22-0145

熊本県 宇土市 ② 地域公開学習発表会
子どもたちの学習取組の様子や成果を地域住民の方に公開し
ます。

11月25日 走潟小学校 走潟小学校 無料 0964-22-0315

熊本県 宇土市 ② 学校公開週間 普段の学校の授業の様子を公開します。 10月15～19日 緑川小学校 緑川小学校 無料 0964-22-0613

熊本県 宇土市 ①② 教育講演会 子育てや家庭教育に関する講演会を行います 10月19日 緑川小学校 緑川小学校 無料 0964-22-0613

熊本県 宇土市 ② 網津フェスタ
学習発表、地域の伝統に親しむ活動等を通して、地域の人々
とのつながりを深める。

11月4日 網津小学校 網津小学校 無料 0964-24-3213

熊本県 宇土市 ① 網田教育の里祭り
網田地区住民を対象とした、望ましい教育環境づくりにむけた
啓発活動

11月4日 網田小学校 網田教育の里づくり隊 0964-27-0006
参加費はロング巻き
寿司の具材代

熊本県 宇土市 ② PTA研修会 子育てに関する、講演会もしくは研修会（未定） 11月1日 宇土東小理科室 宇土東小ＰＴＡ 無料 0964-23-3013

熊本県 宇土市 ① 図書館まつり
秋のおはなし会・人形劇・コンサート・空き缶つりゲーム等のイ
ベントを開催します。

11月10,11日 宇土市立図書館 宇土市立図書館 無料
http://www.city.uto.k
umamoto

熊本県 宇土市 ① 読書感想文コンクール 市内小中学校の児童・生徒向けコンクールを開催します。
10月27日～11月9

日
宇土市立図書館

宇土市立図書館・教育委員
会

無料
宇土市立図書館
0964－22－4512

熊本県 宇土市 ① 読書感想画コンクール
市内各幼稚園児・保育園児向け感想画コンクールを開催しま
す。

10月27日～11月9
日

宇土市立図書館
宇土市立図書館・教育委員
会

無料
宇土市立図書館
0964－22－4512

熊本県 宇土市 ③
網田焼の里資料館秋
まつり

網田焼の里資料館を広くPRするため，竹灯りのなかでのお茶
会を実施し，来館者にお茶を振る舞います。

10月21日
宇土市網田焼の里資料
館

宇土市教育委員会
http://www.city.uto.k
umamoto.jp/

熊本県 宇土市 ③

どこでも生涯学習事業
公開講演会「肥後・熊
本の土木工事と轟泉水
道」

地域の文化や歴史探求・再発見をテーマにした講演会を実施
します。講演Ⅰ「肥後・熊本の土木事業」，講演Ⅱ「轟泉水道は
どのようにして造られ，使われてきたのか。」

10月27日 宇土市民会館
宇土市，宇土市教育委員
会，放送大学熊本学習セン
ター

無料
http://www.city.uto.k
umamoto.jp/

熊本県 宇土市 ③
「よみがえる小西行長
公」講演会

１６世紀末の宇土城主であったキリシタン大名・小西行長につ
いて，講演会を開催します。（今回第４弾）

10月28日 宇土市民会館 宇土市教育委員会 無料
http://www.city.uto.k
umamoto.jp/

熊本県 大津町 ② 『チャレンジ大会』

本年度、創立９０周年を迎える本校では、その事業の一つとし
て、ＰＴＡや同窓会、地域住民の方々に御協力を頂戴して全生
徒が42.195kmや30kmの持久走に挑戦する。このため「くまもと
教育の日」の趣旨に合致する。

11月22日（木）
大津町～菊池市の持久
走コース

大津高校

大津高校
096-293-2751
http://www.higo.ed.jp
/sh/oozuhs/

熊本県 大津町 ②
学校祭「ふれあいサン
デー」

日頃の学習の成果を地域の方々に見て頂くとともに、一緒に
ふれあう機会として,学校で行う祭です。

10月28日
熊本県立
大津支援
学校

熊本県立
大津支援
学校

oozu-
s@pref.kumamoto.lg.j
p
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熊本県 大津町 ③ 大津町文化祭 大津町文化協会加入団体の作品展示及び舞台発表 11月3, 4日 大津町文化ホール 大津町文化協会 無料 大津町公民館

熊本県 大津町 ②
くまもと教育の日「公開
授業」

「くまもと教育の日」にちなみ、「公開授業」を実施し、広く中学
生・中学校教師・保護者･地域の方々に、授業参観・授業参加
をしていただく。

10月27日(土）～
11月2日(金）

熊本県立翔陽高等学校
各教室

熊本県立翔陽高等学校 無料
翔陽高校＜TEL096-
293-2055＞

熊本県 大津町 ② 翔陽祭（文化祭）
「くまもと教育の日」にちなみ、翔陽祭（文化祭）を実施し、広く
中学生･中学校教師･保護者･地域の方々と交流を持つ。

11月10(土）, 11日
(日）

熊本県立翔陽高等学校 熊本県立翔陽高等学校 無料
翔陽高校＜TEL096-
293-2055＞

熊本県 小国町 ②
熊本県立小国高等学
校創立９０周年記念講
演会

心の優しさをテーマにした講演会 10月28日
熊本県立小国高等学校
体育館

熊本県立　　小国高等学校 無料
熊本県立　　　　　　小
国高等学校
0967-46-2425

熊本県 小国町 ② すぎのこ祭 支援学校の児童生徒が企画運営する学校文化祭です。 10月21日 小国支援学校 小国支援学校 無料 0967-46-4370

熊本県 小国町 ③ 小国町文化祭 ステージ（３日のみ）及び展示による発表 11月3, 4日 ＪＡ情報企画センター 小国町・小国町教育委員会 無料
小国町教育委員会℡
0967-46-3317

熊本県 小国町 ③
シリーズ「アートの風」
ＶＯＬ．２　ワタリドリ計
画　第１４回小国展

ワタリドリのように全国を展覧会の旅をしている麻生知子・武内
明子の二人展。ワークショップや関連企画もあり

10月5日～11月4
日

坂本善三美術館 小国町教育委員会
坂本善三美術館℡
0967-46-5732

熊本県 各所 ③
第54回熊本県芸術文
化祭

「芸術を高め、文化を広げる」をコンセプトに、県内各地で２３０
の文化事業が開催される。9月30日には、オープニングステー
ジとして「炎の舞」（日舞とバレエ）が開催。

9月1日～12月31
日

熊本県立劇場など
熊本県
(公財)熊本県立劇場
熊本県文化協会

hｔｔｐ：
//www.kumageibunsa
i.jp/

熊本県 嘉島町 ② 自由参観 保護者や地域を対象に授業参観や施設の見学を行う。 11月5～9日 嘉島東小学校 嘉島東小学校 無料 096-237-0002

熊本県 嘉島町 ② 読み聞かせの会 図書館職員の方に来ていただき、読み聞かせの会を開く。 11月8日 嘉島東小学校 嘉島東小学校 無料 096-237-0002

熊本県 嘉島町 ② 自由参観 保護者や地域を対象に授業参観や施設の見学を行う。 11月5～9日 嘉島西小学校 嘉島西小学校 無料 096-237-0013

熊本県 嘉島町 ② 読み聞かせの会 図書館職員の方に来ていただき、読み聞かせの会を開く。 10月30日 嘉島西小学校 嘉島西小学校 無料 096-237-0013

熊本県 嘉島町 ①
くまもと「親の学びプロ
グラム」

保護者や地域を対象に研修を行う。 11月5日 嘉島西小学校 嘉島西小学校 無料 096-237-0013

熊本県 嘉島町 ② 文芸発表会 劇、合唱、人権作文、文化部等の発表 10月28日 嘉島中学校体育館 嘉島中学校 無料
kashimatyu@kumamo
to-kashima.ed.jp

熊本県 上天草委 ①，② 心の講演会

全校児童・保護者対象に地域の方対象に、地域の優れた人物
に講演会をしていただく。今回は弓道範士８段で選手としても
監督としても国体に参加された江郷国紘さんに「夢」を持ち、努
力をし続けることの大切さを話していただく。

11月30日
上天草市立阿村小学校
体育館

上天草市社会福祉協議会 無料 0969-56-0040

熊本県 上天草市 ② 上天草高校文化祭
全校生徒３９０人による文化の祭典。ステージ発表、展示発
表、食物バザー、保護者によるバザーなどと、書道・美術・書
道の授業成果の発表を行う。

10月27日(土） 上天草高校 上天草高校 無料
kamiamakusa-h＠
pref.kumamoto..lg.jp

熊本県 上天草市 ② 上天草高校バザール
上天草市民を対象に、上天草高校情報会計科と普通科２年生
の生徒が、商品の仕入れ、陳列、販売、会計、接遇マナー等
の実務体験を行う。

11月10日(土）
松島総合センター「アロ
マ」

上天草高校 無料
kamiamakusa-h＠
pref.kumamoto..lg.jp

地域住民の皆様の多
数の入場をお待ちし
ております。
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熊本県 上天草市 ② 自由参観日
　日頃の授業の様子を、保護者、地域に公開し、学校教育へ
の理解と支援に資する。

10月23日 上天草市立登立小学校 上天草市立登立小学校 無料 0964-56-0004

熊本県 上天草市 ① ふるさと学級
保護者や老人会の方に授業を参観してもらい、参観後にグラ
ンドゴルフで児童と交流を図ります。

11月2日 上天草市立維和小学校 上天草市立維和小学校 無料
iwa@edu.kamiamakus
a-city.jp

熊本県 上天草市 ③
中北教育の日（授業参
観・こころの講演会）

１１月１日を授業参観・学校開放の日としてて保護者・地域住
民に学校や授業の様子を参観していただきます。また、社会
福祉協議会のボランティア協力校として「こころの講演会」を講
師を招いて実施します。講演会は、児童のみならず保護者に
も呼びかけを行います。

11月1日 上天草市立中北小学校 上天草市立中北小学校 無料 0969-56-0149

熊本県 上天草市 ②
教育の日授業参観・こ
ころの講演会

全児童、保護者、地域住民対象に授業参観・こころの講演会を
行う。

10月28日
上天草市立中南小学校
各教室・体育館

上天草市立中南小学校・上
天草市社会福祉協議会

無料 0964-57-0006

熊本県 上天草市 ②
湯島小中学校学習発
表会

各教科や総合的な学習の時間で学んだ成果（主に自分たちが
暮らしている地域の歴史や自然・産業・課題等）についての発
表

11月9日
上天草市立湯島小中学
校体育館

湯島小中学校 無料 0964-56-4151
文化祭と学習発表会
を隔年で実施

熊本県 上天草市 ② 授業参観・持久走大会
　本校教育活動の様子を保護者及び地域の方々に参観してい
ただくことにより、情報発信の機会とする。

11月22日
上天草市立教良木小学
校及び学校周辺

上天草市立教良木小学校 無料 0969-57-0014

熊本県 上天草市 ② 姫小オープンスクール
　保護者や地域の方に、学校の様子を参観していただく。
　じっくり見ていただけるように、授業参観時間は２時間程度。

11月8日 上天草市立姫戸小学校 上天草市立姫戸小学校 無料
0969-58-2068

熊本県 上天草市 ② 道徳授業参観の日
毎月１５日に学校公開日を設定していますが、くまもと教育の
日にあわせて、「熊本の心」の教材を使った道徳の授業参観を
全学年で実施します。

10月29日
上天草市立龍ヶ岳小学
校

上天草市立龍ヶ岳小学校 無料
ryugatake@edu.kamia
makusa-city.jp
0969-62-0504

熊本県 上天草市 ② 文化祭
保護者や地域の方々に、生徒の学習成果を発表する文化祭
を参観していただき、本校教育への理解と協力を深める。

10月21日
上天草市立大矢野中学
校

上天草市立大矢野中学校 無料 0964-56-0365
参加予定者
250人程度

熊本県 上天草市 ② 文化祭
総合的な学習の時間のまとめの発表を中心とした本校生徒に
よる文化の祭典、保護者によるバザーも有り

10月21日 上天草市立維和中学校 上天草市立維和中学校 無料 0968-58-0009
全校生徒・教職員・保
護者

熊本県 上天草市 ②
湯島小中学校学習発
表会

各教科や総合的な学習の時間で学んだ成果（主に自分たちが
暮らしている地域の歴史や自然・産業・課題等）についての発
表

11月9日
上天草市立湯島小中学
校体育館

上天草市立湯島小中学校 無料 0964-56-4151
文化祭と学習発表会
を隔年で実施

熊本県 上天草市 ② 文化祭
生徒によるステージ発表（寸劇・合唱）
描画・書写等の展示

10月13日 上天草市立阿村中学校 上天草市立阿村中学校 無料 0969-56-0640

熊本県 上天草市 ② 校内文化祭
総合的な学習の発表、劇、英語暗唱、吹奏楽部による演奏な
ど

10月14日 上天草市立今津小学校 上天草市立今津中学校 無料 0969-56-0606
会場は小学校をお借
りします。

熊本県 上天草市 ③ 校内文化祭
・生徒の学習の成果発表
・地域の方々の作品展示
・食と物品とバザー

11月11日
上天草市立教良木中学
校

上天草市立教良木中学校 無料 0969-57-0013

熊本県 上天草市 ②
平成24年度
校内文化祭

総合的な学習の時間や選択教科を中心とした日頃の文化的
学習の成果を発表します。
午後は、生徒・保護者・地域の方々を対象に教育講演会を開
催します。

10月21日 上天草市立姫戸中学校 上天草市立姫戸中学校 無料 0969-58-2503

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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熊本県 上天草市 ③
龍ヶ岳中学校文化発表
会

生徒の学習発表及び生き方に係わる講演等 11月11日
上天草市立龍ヶ岳中学
校

上天草市立龍ヶ岳中学校 無料 ０９６９－６２－０１７４

熊本県
上天草市

教委
①、②

上天草市教育フォーラ
ム

上天草市における教育振興に関わる基本計画の行政説明、
関係学校における教育成果の発表等を実施する。（キャリア教
育、幼保小中連携、食育、外国語活動、音楽発表会）

11月4日
上天草市松島総合セン
ター「アロマ」

上天草市教育委員会 無料 0969－28－3365 参加人数500名予定

熊本県 菊池市 ② 学校開放週間 高校の授業を保護者や地域の方に公開する 10月22～26日 熊本県立菊池高等学校 熊本県立菊池高等学校 無料 0968-25-3175

熊本県 菊池市 ① 拓志ゼミナール
菊池市内の５つの中学校３年生の希望者（約130名）を対象
に、毎週土曜日に英語と数学の講座を開講し、中学生の基礎
学力向上に向けた支援を行う。

10月6, 20, 27日,
11月3, 10, 17, 23

日
熊本県立菊池高等学校 熊本県立菊池高等学校 無料 0968-25-3175

熊本県 菊池市 ①② 菊農フェスタ 本校文化祭と共に地域への農場開放と販売 11月7, 8日 本校農場 菊池農高 無料 0968－38－2621

熊本県 菊池市 ③ 菊池市文化祭
菊池市文化協会（菊池・七城・旭志・泗水各支部）と市の共催
による文化祭。ステージ発表部門と展示部門に分かれ、それ
ぞれ１年間の活動の成果を披露する。

10月26日～11月4
日（10月29, 30, 31
日及び11月1日は

催しなし）

菊池市文化会館ほか七
城、旭志、泗水公民館な
ど

菊池市文化協会・菊池市 無料

０９６８－２５－１６７２
（菊池市教育委員会
生涯学習課文化振興
係）

熊本県 菊池市 ② 授業参観・教育講演会 教科の授業の参観。教育に関する保護者向け講演会。 11月9日 隈府小学校 隈府小 無料 0968-25-2197

熊本県 菊池市 ①，② 杢水フェスティバル
学校、家庭、地域社会が一体となって連携･協力し、互いの教
育力を高める。午前中は交流活動、午後は学習発表の場とす
る。

12月9日
河原小学校運動場、体
育館

河原小学校　河原地区社協 無料 0968-25-2634

熊本県 菊池市 ③ くまもと教育の日 教育講演会及び授業参観 11月17日 水源小学校 水源小学校 無料 ０９６８－２７－０１０３ なし

熊本県 菊池市 ①
水迫環境保全協議会
清掃活動

環境保全活動の一環として菊池渓谷の空き缶拾いに親子で参
加することで、自然に親しむと共もに、環境保全への意識を高
める。

１１月上旬 菊池渓谷遊歩道
迫水校区人権啓発推進会
議

無料
迫水小学校
0968-27-1351

熊本県 菊池市 ①② 迫水小教育の日
授業参観とＰＴＡ教育講演会を行い、広く学校教育への理解と
人権意識の高揚を図る。

11月18日 迫水小学校 迫水小・ＰＴＡ 無料
迫水小学校
0968-27-1351

熊本県 菊池市 ② 授業参観 次年度統合する4校児童が１校に集まり授業をする。 10月21日 菊池北小学校 各学校 無料 0968-25-3933

熊本県 菊池市 ② ふれあいデイ 地域の老人と一緒に花植えをする。 11月14日 龍門小学校
龍門小学校、菊池市社会福
祉協議会

無料 0968-27-1354

熊本県 菊池市 ② 音楽会 市内の小中学校による音楽会 11月16日 文化会館 菊池市教育委員会 無料

熊本県 菊池市 ①②③ 花房ﾌｪｽﾀ

・学習ステージ発表、獅子舞発表、音楽発表
・花房保育園のステージ発表
・地域の方によるステージ発表
・体育館にて文化的作品の掲示、展示など

11月25日 花房小学校体育館
花房小学校　花房小学校Ｐ
ＴＡ　　　　　　花房支館

無料 0968-25-2386

熊本県 菊池市 ③ とざきよいとこ祭 戸崎校区住民がステージ発表や作品展示を行います。 11月11日 戸崎小学校 戸崎支館 無料 0968-24-1959

熊本県 菊池市 ② 自由参観日 保護者・地域住民に授業を公開します。 11月16日 戸崎小学校 戸崎小学校 無料 0968-25-2053

熊本県 菊池市 ②
授業参観・学級懇談
会・バザー

保護者や地域の方が教育の重要性についての一層の理解を
得、学校、家庭、地域社会が一体となって連携・協力し互いの
教育力を高める。

10月30日（金） 菊池市立七城小学校 菊池市立七城小学校 無料 ０９６８－２５－２６２９

熊本県 菊池市 ① 講演会 ＳＳＷによるいじめに関する講演会 10月21日 泗水東小学校体育館
泗水東校区人権啓発推進
会議

無料 0968-38-2151

熊本県 菊池市 ② ふれあいタイム
１～３年生と地域の方（高齢者・商工会等）との触れ合い（昔遊
び等）

11月1日 泗水小 泗水小 無料 0968-38-2028

熊本県 菊池市 ②
学習発表会・合唱コン
クール

各学年の学習成果発表と合唱コンクール 11月11日 菊池北中学校 菊池北中学校 無料
菊池北中学校
0968-25-2041

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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熊本県 菊池市 ③ 南中フェスティバル
各学年から、総合的な学習の時間で学んだ内容の寸劇や、制
作物を展示。PTAからは、人権啓発のための恒例となった人
権劇を披露する。

11月25日 菊池市文化会館 菊池南中学校 無料
菊池南中学校0968-
25-223

熊本県 菊池市 ② ふれあい祭り
文化祭、人権学習や職場体験学習、ﾌｧｰﾑ体験学習、平和学
習内容の展示や劇、構成詩等のステージ発表。合唱コンクー
ル。車椅子体験などの福祉体験を行う。

11月10日 七城中体育館 学校 無料 ０９６８－２５－２６２８

熊本県 菊池市 ② 学習発表会
日頃の学習成果（総合的な学習の時間など）を、劇や合唱コン
クールなどで発表する。

10月28日（日） 泗水中学校体育館 泗水中学校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/jhs/shisuijh/

熊本県 菊陽町 ② はらっ子フェスタ
各学年のＰＴＡ担当者が主体になって、ニューゲーム、創作活
動、おもしろ実験、食バザー、物品バザー等を行います。

11月10日 菊陽北小学校 菊陽北小学校ＰＴＡ 無料 096-232-0453

熊本県 菊陽町 ② 文化発表会 校内行事 10月19又は26日 菊陽中学校 菊陽中学校 無料 096-232-2004

熊本県 玉東町 ①

平成24年度西南戦争
戦跡ガイド養成講座
（第４回　西南戦争検
定試験）

玉東町・熊本市植木町に所在する西南戦争関連遺跡について
学習。地域の歴史を理解し、伝えていく人材を育成する。

11月11日 植木文化センター
植木町・玉東町西南戦争遺
跡群連携保存活用協議会

http://seinansensou.j
p

詳細については9月9
日開催の第3回講座
にてお知らせします。

熊本県 玉東町 ③ 第35回玉東町文化祭
玉東町文化協会及び町民、小中学生の美術工芸作品等の展
示会

11月1～3日 玉東町中央公民館 玉東町文化協会 無料
http://www.town.gyo
kuto.kumamoto.jp

熊本県 玉東町 ①、② ふれあい活動
子どもたちは地域社会との関わりを実感し、、また、学校・保護
者・地域はそのつながりを密にしていきます。

11月9日 玉東町立山北小学校
玉東町立山北小学校・玉東
町社会福祉協議会

無料
玉東町立山北小学校
０９６８－８５－２１４２

熊本県 玉東町 ②
保・小・中連携研究発
表会

「ひと・こころ・学びをつなぐ保・小・中連携の工夫」を研究主題
にした、研究発表会を開催します。

11月28日
玉東町立山北小学校・
玉東町立玉東中学校

熊本県教育委員会・玉東町
教育委員会

無料
玉東町教育委員会
０９６８－８５－３６０９

町内の１中学校、２小
学校、２保育園の連
携した行事です。

熊本県 玉東町 ②、③ 玉東中学校文化祭 学習内容の発表・校内合唱コンクール 10月21日 玉東中学校 玉東中学校 無料
玉東中学校
０９６８－８５－２１１６

熊本県 玉東町 ②
玉東中学校公開授業
週間

地域や保護者の自由参観 11月5～9日 玉東中学校 玉東中学校 無料
玉東中学校
０９６８－８５－２１１６

熊本県 玉東町 ①、②
玉東中学校親子
合同研修会

授業参観後、生徒・保護者合同での講演会 11月9日 玉東中学校 玉東中学校 無料
玉東中学校
０９６８－８５－２１１６

熊本県 球磨村 ② 学習発表会
保護者の方や地域の方を招待して学習成果を各学年ごとに発
表します。

11月25日 渡小学校体育館 渡小学校 無料 0966-33-0009

熊本県 熊本県内 ②,④ 第７２回科学展
熊本県内の児童生徒による科学研究物と、県内の教職員によ
る自作理科教材・教具及び科学研究物の展示会です。

11月9～11, 13, 14
日

熊本市立熊本博物館
特別展示室

熊本県立教育センター 無料
http://www.higo.ed.jp
/center/

熊本県 熊本県内 ②
わくわくおもしろ教育セ
ンターの日

県立教育センターを開放して、楽しく参加体験できるいろいろ
なコーナーを用意し、参加者に楽しく学んでもらうイベントで
す。

11月18日 熊本県立教育センター 熊本県立教育センター 無料
http://www.higo.ed.jp
/center/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

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

熊本県
熊本県内

各地
③

一般県民向け
くまもとアートポリス見
学バスツアー

アートポリスプロジェクト、観光地、物産館などを回る日帰りバ
スツアー
■１０月２１日（日）　県南コース
球泉洞休暇村バンガロー、Ｒ２、あしきた青少年の家、青井阿
蘇神社、ＪＡマーケットでこぽん
■１１月４日（日）　　県央コース
美里町林業センター、馬見原橋、清和文楽邑、鮎の瀬大橋、
通潤橋、
サントリービール工場
■１１月１１日（日）　県北コース
装飾古墳館、菊池市街地ポケットパーク、玉名市高瀬地区、鞠
智城公園、メロンドーム

10月21日, 11月4,
11日

県内各地
熊本県
くまもとアートポリス建築展
２０１２実行委員会

096-333-2537
http://www.pref.kum
amoto.jp/site/artpoli
s/kentikuten2012.ht
ml

熊本県 熊本市 ①,②
「くまもと教育の日」
県民フォーラム

熊本県公立学校善行児童表彰、熊本県教育功労（優秀教員）
表彰を行い、辻井いつ子氏講演会も実施します。

11月4日（日） 熊本テルサ 熊本県教育委員会 無料
http://kyouiku.higo.e
d.jp/page2011/page4
034/

熊本県 熊本市 ①
熊本県子どもの読書活
動推進フェスティバル

「肥後っ子いきいき読書プラン」に基づき子どもの読書活動の
推進を目的に、おはなし会や手作り絵本教室（Ｈ23）など､子ど
もから大人までが読書に親しむイベントを開催。※熊本県立図
書館フェスティバルと同時開催。

11月3～11日 熊本県立図書館 熊本県教育委員会 無料
http://kyouiku.higo.e
d.jp/shougai/002/

熊本県 熊本市 ①,②,③
「創造！生きる力」実践
発表会

学校教育活動や社会教育活動、地域の伝統文化に関する各
団体等の実践発表等を通して、新学習指導要領の趣旨に向
け、学校・家庭・地域社会が共に創造していく教育の推進を図
り、本県教育の一層の充実・振興に資する目的で開催します。

11月20日 県立劇場 熊本県教育委員会 無料
義務教育課（096)-
333-2688

熊本県 熊本市 ③
熊本県文化財保護大
会

文化財保護に功績のあった方の表彰や文化財保護の取り組
みなどを紹介する催しです。

11月末 会場未定
熊本県教育庁教育総務局
文化課

無料 096-333-2704

熊本県 熊本市 ③
くまもとアートポリス２５
周年展覧会

アートポリス２５周年の軌跡を紹介する展覧会 10月6～8日
桜の馬場城彩苑
多目的交流室

熊本県
くまもとアートポリス建築展
２０１２実行委員会

無料

096-333-2537
http://www.pref.kum
amoto.jp/site/artpoli
s/kentikuten2012.ht

熊本県 熊本市 ③
くまもとアートポリス展
覧会

アートポリスの最近竣工したプロジェクトを中心に、パネルや模
型、映像で紹介する展覧会

11月23日～12月
24日

熊本市現代美術館
熊本県
くまもとアートポリス建築展
２０１２実行委員会

無料

096-333-2537
http://www.pref.kum
amoto.jp/site/artpoli
s/kentikuten2012.ht

熊本県 熊本市 ③

くまもとアートポリス２５
周年記念国際シンポジ
ウム「熊本から、みんな
で考える　－郷土、文
化的資産、世界」　“建
築の道しるべ”

みんなで考えるをテーマに、建築を含め、世界に情報発信する
熊本のさまざまな可能性を探る。
（１）基調講演　出演者未定
（２）鼎談　 　　蒲島郁夫、伊東豊雄、小山薫堂

11月23日 くまもと森都心プラザ
熊本県
くまもとアートポリス建築展
２０１２実行委員会

無料

096-333-2537
http://www.pref.kum
amoto.jp/site/artpoli
s/kentikuten2012.ht
ml

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

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

熊本県 熊本市 ③

くまもとアートポリス２５
周年記念国際シンポジ
ウム『アートポリス再
考』

プロジェクトに参加した建築家たちとくまもとアートポリスの２５
年間を振り返りながら、今後の活動について意見を交換する。
■講演　「アートポリスを体験してから」
山本理顕、内藤廣、藤本壮介、乾久美子
■パネルディスカッション　「これからの建築」
山本理顕、内藤廣、藤本壮介、乾久美子、伊東豊雄、桂英昭、
末廣香織、曽我部昌史

11月24日
熊本交通センターホテ
ル

熊本県
くまもとアートポリス建築展
２０１２実行委員会

無料

096-333-2537
http://www.pref.kum
amoto.jp/site/artpoli
s/kentikuten2012.ht
ml

熊本県 熊本市 ②
熊本県子ども人権作品
展

県内の児童生徒による人権に関する作品（絵・ポスター）を展
示します。

10月27日, 11月1
～14, 17日

熊本県立図書館他 熊本県教育委員会 無料
人権同和教育課
096-333-2702

熊本県 熊本市 ② 相互学校参観旬間
熊本高等学校と連携し、両校の保護者や地域住民の方に、授
業や施設を参観していただきます。また、研修の最後には各
教科ごとに、情報交換会を行います。

11月5～
16日

済々黌高校
熊本高校

済々黌高校 無料
096-343-6195

熊本県 熊本市 ② 熊本高校文化祭

日頃の文化部活動の発表やクラスの企画の発表・展示など
で、本校の文化的な教育の向上を図る。広く、地域社会や他
校生に公開し、本校の教育活動の紹介やアピールの場とす
る。

10月26（土）～27
日（日）

熊本高校 熊本高校 無料
http://www.kumamot
o.bears.ed.jp

熊本県 熊本市 ②
熊本高校創立記念講
演会

本校の創立日を記念し、本校出身の著名人を招待し、その専
門の造詣の深い話をお聞きし、教養や社会意識を高める機会
とする。

10月30日（火） 熊本高校 熊本高校 無料
http://www.kumamot
o.bears.ed.jp

熊本県 熊本市 ② 授業参観週間

済々黌高校と連携し、両校の保護者や地域住民に授業や施
設を参観してもらい、学校に対する理解を深めていただく。ま
た、両校の教師が相互に授業参観し、研修を深める機会とす
る。

11月5（月）～16日
（金）

熊本高校 熊本高校 無料
http://www.kumamot
o.bears.ed.jp

熊本県 熊本市 ② 学校公開日
本校の授業を、学校評議員、保護者、地域の方等に、１日間
公開します。

11月5日 第一高校 第一高校 無料
熊本県立第一高等学
校
 096-354-4934

１００人

熊本県 熊本市 ② 学校保健委員会
生徒保健委員会による研究発表及び学校医による講話や質
疑応答を、職員、保護者も含めて行います。

11月15日 第一高校会議室 第一高校 無料
熊本県立第一高等学
校
 096-354-4935

６０人

熊本県 熊本市 ①
第２回好文会生活厚生
委員会講演会

好文会（保護者）の希望者に、「親と子どものコミュニケーション
について」の講演会を年に数回実施しています。

11月中旬
（予定）

第一高校会議室
第一高校好文会（保護者
会）

無料
熊本県立第一高等学
校
 096-354-4935

５０人

熊本県 熊本市 ④
創立５０周年記念講演
会

宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授川口淳一郎氏に
よる講演

10月19日 第二高校体育館 第二高校 無料
daini-
h@pref.kumamoto.lg.j
p

熊本県 熊本市 ②
創立５０周年記念大文
化祭

日頃の学習成果を発表することで、地域住民や保護者の方々
に本校への理解を深めることを目的として「展示」「アート」「ス
テージ」「バザー」の発表等を行う。

10月20, 21日 第二高校 第二高校 無料
daini-
h@pref.kumamoto.lg.j
p

熊本県 熊本市 ② 熊商文化発表会 本校の文化系部活動を中心に、日頃の活動成果を発表する。 10月19日 本校体育館
熊本県立熊本商業高等学
校

無料
熊本市神水1-1-2
電話096-384-1551

熊本県 熊本市 ② 授業公開
本校保護者、本校を希望する中学校の先生・生徒・保護者、学
校評議員に案内をし、実習を含めすべての授業において見学
をしていただきます。

10月24(水)～26日
(金)午前中

熊本県立熊本工業高等
学校

熊本県立熊本工業高等学
校

無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kumakoths/

熊本県 熊本市 ③ 熊工祭
保護者、地域の方々をお招きし、熊工祭（文化祭）をお楽しみ
いただきます。

11月10日(土)
10:00～14:00

熊本県立熊本工業高等
学校

熊本県立熊本工業高等学
校

無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kumakoths/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

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

熊本県 熊本市 ② 学校見学会
熊工祭と並行して、本校を希望する中学生・保護者を対象にし
た第３回学校見学会を実施します。当日は、スタンプラリーも
行います。

11月10日(土)
10:00～14:00

熊本県立熊本工業高等
学校

熊本県立熊本工業高等学
校

無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kumakoths/

熊本県 熊本市 ③
「くまもと教育の日」
第８回ふれあいコン
サートｉｎ熊工

保護者、地域の方々及び近隣の中学生をお招きし、熊工吹奏
楽部の楽しい演奏やマーチングドリルをお楽しみいただきま
す。芸術の秋にふさわしい名曲の数々を鑑賞して下さい。今年
は熊工祭の中で実施します。

11月10日(土)
10:00～11:00

熊本県立熊本工業高等
学校

熊本県立熊本工業高等学
校

無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kumakoths/

熊本県 熊本市 ② 南園祭
収穫感謝と生徒の発表を通して文化に親しみ、地域に開放し
て、地域との交流を深めます

11月10, 11日 熊本農業高校 熊本農業高校 無料
http://www.higo.ed.jp
./sh/kumanou/

熊本県 熊本市 ② 公開授業研究会

小学部、中学部、高等部各グループの公開授業、授業研究会
及び全体講演を行います。全体講演の講師は、岩手大学教授
名古屋恒彦先生、演題は「子ども主体に今を豊かに～領域・教
科を合わせた指導を主軸とする学校生活づくり」です。

11月4日 熊本県立熊本養護学校 熊本県立熊本養護学校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kmmyogo/

200人

熊本県 熊本市 ② くまよう祭
熊本県立熊本養護学校のお祭りです。遊び場の公開、作業製
品の販売、訪問教育教材等の展示、地域の各種団体のステー
ジ発表や協賛バザーを行います。

11月12日 熊本県立熊本養護学校 熊本県立熊本養護学校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kmmyogo/

600人

熊本県 熊本市 ② 西高公開の日
近隣の小学校及び中学校の保護者に学校を開放し、見学をし
ていただき、本校の教育方針等を御説明します。

11月8日
熊本県立熊本西高等学
校

熊本県立熊本西高等学校 無料 096-329-3711

熊本県 熊本市 ② 湧定祭
定時制最大のイベント、文化祭です。バザー、ステージ発表、
展示（授業作品・連携している熊本高等技術訓練校生作品）な
どで、地域の方・事業主・保護者と交流を深める日です。

11月9日（金）
17:30～20:50

湧心館高校体育館・小
ホール等

湧心館高校定時制
商品
によ
る

096-364-4668（定時
制直通）

熊本県 熊本市 ②
くまもと教育の日交流
会

定時制２年生が地域の方と調理実習をとおして地域の方の経
験に学び交流会を深めます。

11月12日（月）
17:45～20:20

湧心館高校調理室 湧心館高校定時制 無料
096-364-4668（定時
制直通）

地域の方
（10名程度）
本校生25名

熊本県 熊本市 ② 公開授業
保護者や地域に対して定時制授業を公開し、開かれた学校づ
くりに努めます。

11月12（月）～16
日（金）

湧心館高校定時制教室 湧心館高校定時制 無料
096-364-4668（定時
制直通）

熊本県 熊本市 ② 鍛錬遠足
本校の伝統行事である３０キロの鍛錬遠足を行う。保護者が
途中の交通指導や飲料水等の提供など地域・保護者・学校が
連携しています。

11月2日 阿蘇～学校 熊本北高校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kitash/

熊本県 熊本市 ②
授業参観週間（研究授
業も併せて実施）

保護者に対して公開授業を実施するこで、、本校の教育の一
端を紹介し、開かれた学校づくりに努めます。

11月5～16日 熊本北高校 熊本北高校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/kitash/

熊本県 熊本市 ① 清水地域市民のつどい
清水地域の行事に本校の吹奏楽部が出演し、地域住民と交
流を行っています。

11月3日 清水公民館 清水公民館 無料

熊本県 熊本市 ② 教育講演会
致知出版社社長の藤尾秀昭氏を講師に招いて行う、生徒・保
護者を対象にした講演会です。一般の方の参加も可能です。

11月1日 東稜高校体育館 東稜高校 無料 096-369-1008

熊本県 熊本市 ② 強歩会
創立当初から続く伝統行事で、吉無田高原から東稜高校まで
の33．4㎞の完歩を目指します。地域の方の参加も可能です。

11月2日 吉無田高原～東稜高校 東稜高校 無料 096-369-1008

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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熊本県 熊本市 ②
創立40周年記念黒石
原支援学校小中学部
文化祭

児童生徒による音楽発表、意見発表、ダンス、演舞、劇などを
ステージで行い、会場に絵画作品等を展示します。

10月27日
熊本県立劇場演劇ホー
ル

熊本県立黒石原支援学校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/kuroisi/index.
htm

熊本県 熊本市 ② 附中文化の日
日頃から練習してきた学習の成果を，保護者・学校評議員の
方々に参観して頂く。

10月19日
県立劇場コンサートホー
ル

熊本大学教育学部附属中
学校

無料
電話
096-355-0375

熊本県 熊本市 ②
四附属交流会授業参
観

保護者の方に授業を参観してもらうとともに，四附属（中学校・
小学校・幼稚園・特別支援学校）の交流を図る。

10月20日
熊本大学教育学部附属
中学校

熊本大学教育学部附属中
学校

無料
電話
096-355-0375

熊本県 熊本市 ② 文化祭
文化部、クラス、科、コース等の文化的発表を展示やステージ
発表を行います。

10月27日 慶誠高等学校
学校法人
慶誠学園
慶誠高等学校

無料
http://www.keisei-
h.ed.jp/

車の駐車はできませ
ん。

熊本県 熊本市 ③ 文化祭

本来の文化祭であるが、本校では大学との共同開催を昨年度
から行なっており、子どもからお年寄りまで気軽に参加できる
行事（例：農学部の野菜や果物販売。ソーラーカーの試乗。
ゲートボール企画。等々）
を企画しています。

11月3日

東海大学付属熊本星翔
高等学校

東海大学熊本キャンパ
ス

学校法人
東海大学

http://www.seisho.to
kai.ed.jp/

熊本県 熊本市 ②
「夢の道しるべ」
　特別講演会

講師　志々目真理子氏（予定）
全校生徒・職員・保護者（希望者）を対象に元気のでるような話
しで生徒の意欲向上を図りたい

11月9日 熊本国府高等学校 熊本国府高等学校 無料
http://www.kumamot
okokufu-h.ed.jp/

熊本県 熊本市 ② 「国府高校市場」

健軍・農村地域間交流フェスティバルに参加
山都町の学習田で収穫した国府米やビジネス科の生徒達が
各方面から仕入れた商品を販売　接客マナーや様々な商業活
動を学ぶ

11月23～25日 健軍商店街 健軍商店街 無料
http://www.kumamot
okokufu-h.ed.jp/

熊本県 熊本市 ② 学校参観（公開授業）
公開日は自由に授業参観ができます。日頃の教育活動を見る
ことにより本校への理解を深めていただく機会とします。

11月15～20日
（土・日を除く）

文徳中学校・高等学校 文徳中学校・高等学校 無料

http://www.buntoku-
j.ed.jp
（中学校）
http://www.buntoku-
h.ed.jp
（高校）

熊本県 熊本市 ③ 九州学院芸術鑑賞会 アジアン芸術夢講演 10月30日 九州学院総合体育館 九州学院
http://www.kyugaku.
ed.jp/

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞 日本の伝統芸能「狂言」の鑑賞 10月26日 県立劇場
真和中学
高等学校

http://www.shinwa.e
d.jp/

熊本県 熊本市 ③ 講演会 創立記念講演 10月下旬 本学園体育館
真和中学
高等学校

http://www.shinwa.e
d.jp/

熊本県 熊本市 ② 授業参観 一日自由に授業を見ていただく 11月17日 真和中学校 真和中学校
http://www.shinwa.e
d.jp/

熊本県 熊本市 ②③ ルーテル学院音楽会
全校生徒の中からオーディションによって選ばれた優秀な演奏
者によるコンサートです。

11月10日
県立劇場コンサートホー
ル

ルーテ学院中学・高等学校 無料
096-343-3246
ongaku@luther.ed.jp

熊本県 熊本市 ③ 創立記念講演会
著名な講師を招き、創立記念日にふさわしい講話を生徒・職員
で拝聴する。

未定
「毎年創立記念日

の
10月27日（土）頃

実施」

鎮西学園体育館 鎮西学園 無料 096-364-8176

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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熊本県 熊本市 ③ 文化祭
保護者会としてバザーに参加してもらい、　学校と家庭との連
携を深め、家庭での本校の教育方針の具現化に役立ててもら
う。

10月27日（土）
鎮西学園 鎮西中学

高等学校
無料 096-364-8176

熊本県 熊本市 ③
授業公開・
保護者授業参観
週間

授業改善への取り組みの
一環として、
職員相互と保護者の皆様に
授業を公開する。

授業公開週間
11月12（月）～17

日（土）

鎮西中学
高等学校

鎮西中学
高等学校

無料 096-364-8176

熊本県 熊本市 ②
第５回千原台フェスティ
バル(芸術鑑賞)

芸術鑑賞　太田黒浩一座長　「肥後にわか」 10月26日
千原台高等学校体育館
アリーナ

千原台高等学校 無料 096-355-7261

熊本県 熊本市 ②
第5回千原台フェスティ
バル(文化的行事)

音楽鑑賞と生徒の発表（青春メッセージ・英語弁論・文化部発
表等）地域住民や保護者等に来ていただき、本校の教育活動
に理解いただく。

10月28日
千原台高等学校体育館
アリーナ

千原台高等学校 無料 096-355-7261

熊本県 熊本市 ② 人権教育講演会
「人権教育全般について」タイトル未定
中村　貞夫　(九州ルーテル学院大学非常勤講師)

11月7日
千原台高等学校体育館
アリーナ

千原台高等学校 無料 096-355-7261

熊本県 熊本市 ① テクノファンタジー
小中学生を主な対象として、科学の面白さを体験してもらうた
めに、様々なテーマの実験等が行われます。

10月21日 崇城大学 崇城大学 無料
http://www.sojo-
u.ac.jp/

熊本県 熊本市 ④
エネルギーエレクトロニ
クス研究所第
１８回公開セミナー

エネルギーエレクトロニクス分野における研究成果の発表、学
外のゲストによる最先端技術の発表等を行います。

10月25, 26日（予
定）

崇城大学
エネルギー
エレクトロニクス研究所
（崇城大学）

熊本県 熊本市 ③ 井芹祭
崇城大学の学園祭です。学生による模擬店やステージでのラ
イブ、クイズなどが２日間に渡り行われます。

11月17, 18日 崇城大学 崇城大学 無料

熊本県 熊本市 ①
薬草を知る会及びグラ
ンドゴルフ大会

地域住民の健康増進を目指すとともに、地域交流の場の提供
により、希薄に なった地域コミュニティの再生に貢献するた
め、地域住民を対象として、健康増進に係る講演会の開催、地
域住民の健康増進および関係機関の職員・学生とのふれあい
の場としてのグランドゴルフ大会を実施します。

11月23日 崇城大学

市民の健康を
考える会
（崇城大学
・熊本保健
科学大学
・熊本機能病院）

無料

熊本県 熊本市 ①
第６回文化言語学部公
開講座

「現代社会とアンチエージング」をテーマに文化言語学部教員
による「なぜ、社会は「コミュニケーション能力」を求めるの
か？」「中国語のすすめ」「シンプル！韓国の言語と文化」「謙
遜、遠慮、と‘出る釘’」「自分の写真付きの名刺を作ろう」「平
家物語（予定）」の６講座を開講します。

10月0-日～11月
17日

尚絅大学
楡木キャンパス

学校法人
尚絅学園
尚絅大学

http://www.shokei-
gakuen.ac.jp

１１月１０日を除く土
曜日開講

熊本県 熊本市 ③ 東熊祭（建学祭） 学生の課外活動発表等 11月1～3日
東海大学
熊本校舎

東海大学 無料
熊本教学課
096-386-2629

－

熊本県 熊本市 ①

東海大学付属熊本星
翔高等学校「松前記念
サッカー場」竣工記念
第４７回東海大学公開
セミナーLet's不思議

FIFA公認の人工芝サッカー場竣工に伴いオープニングサッ
カースクールと称したセミナー、オープニングゲーム観戦等を
行います。

11月17日
東海大学付属熊本星翔
高等学校松前記念サッ
カー場

東海大学九州キャンパス
熊本日日新聞社　共催

無料
九州入学広報課
096-386-2608

－

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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熊本県 熊本市 ②③ 本九祭

医学部学生が学んだことを医学展として地域に向け説明、発
表するものです。また、種々の出店やイベントなどのエンター
テインメント性も織り交ぜ、企画から設営、運営、撤去まで学生
主体で行います。

11月3, 4日
熊本大学本荘・九品寺
キャンパス

熊本大学医学部 無料

熊本大学
医学事務チーム
教務担当
TEL：096－373－
5025

熊本県 熊本市 ②③
紫熊祭　ダイビング部
水中写真展

熊本大学 大学祭(紫熊祭）の屋内企画として、ダイビング部の
部員が撮影した水中写真を多数展示します。

11月2～4日
熊本大学五高記念館講
義室

熊本大学 無料

学生支援部学務ユ
ニット
TEL：096-342-2724
 FAX：096-342-2710
E-mail:gag-
gakusei@jimu.kumamo
to-u.ac.jp

熊本県 熊本市 ②③
紫熊祭　シネラボ 自主
制作映画上映会

熊本大学 大学祭(紫熊祭）の屋内企画として、シネラボ（映画
研究部）の、自主制作映画を上映します。

11月2～4日
熊本大学五高記念館博
物館実習室

熊本大学 無料

学生支援部学務ユ
ニット
TEL：096-342-2724
FAX：096-342-2710
E-mail:gag-
gakusei@jimu.kumamo
to-u.ac.jp

熊本県 熊本市 ②③ 校内音楽会
校内音楽会は,本校伝統行事の一つとして全児童生徒、教職
員、家族等が参加して毎年この時期に開催しております。

11月13日 県立劇場
熊本大学教育学部附属小
学校

無料
http://www.educ.kum
amoto-
u.ac.jp/^elem/pc/

熊本県 熊本市 ② 附中文化の日
日頃から練習してきた学習の成果を，保護者・学校評議員の
方々に参観して頂いています。

10月19日
県立劇場コンサートホー
ル

熊本大学教育学部附属中
学校

無料
熊本大学教育学部附
属中学校
TEL：096-355-0375

熊本県 熊本市 ②
四附属交流会授業参
観

保護者の方に授業を参観してもらうとともに，四附属（中学校・
小学校・幼稚園・特別支援学校）の交流を図ります。

10月20日
熊本大学教育学部附属
中学校

熊本大学教育学部附属中
学校

無料
熊本大学教育学部附
属中学校
TEL：096-355-0375

熊本県 熊本市 ②③
ホームカミングデー茶
会

熊本大学茶道部のお手前で、どなたにでも気軽に楽しんでい
ただける茶会です。

11月3日 熊本大学五高記念館 熊本大学 無料
http://www.goko.kum
amoto-u.ac.jp

熊本県 熊本市 ①
第7回永青文庫セミ
ナー「竹原家故実と細
川藩」

永青文庫に残る故実芸能関係の写本類から、細川藩の故実
相伝に欠くことのできない竹原家が果たした役割について紹介
します。

11月3日
熊本大学文法棟1階A2
教室

熊本大学附属図書館 無料
http://www.lib.kuma
moto-u.ac.jp

熊本県 熊本市 ②③
「100年前の音楽〜日
本編〜」

西洋音楽黎明期日本に焦点をあて、小学唱歌や滝廉太郎、幸
田延、外国人教師ディトリッヒの作品等を熊本出身の音楽家が
演奏し、熊本大学教員が解説するコンサートです。

10月31日
くまもと森都心プラザ
ホール

熊本大学教育学部音楽科
内「100年前の音楽〜日本
編〜」実行委員会

熊本大学教育学部
担当　TEL：096-342-
2685／
Comodo arts project
（坂口）
 TEL：096-288-4635
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熊本県
熊本市中

央区
④

夢科学探検２０１２
・理学部探検
・工学部探検

小学生、中・高校生、保護者及び一般市民を対象に科学に関
連する体験型のイベントのほか、学生の作品展示等も行いま
す。
来て、見て、触れて、科学を楽しんでください。

11月3日 熊本大学
熊本大学（理学部・工学部・
自然科学研究科）

無料
工学部教務担当
TEL：096-342-3522

熊本県
熊本市中

央区
④

多自由度を内包する新
規物質の国際シンポジ
ウム(ISAMMDoF)

多自由度を内包し様々な機能発現が期待される新規物質に関
する物質科学技術の国際シンポジウム

11月1, 2日
熊本大学　工学部百周
年記念館

熊本大学衝撃・極限環環境
研究センター・自然科学研
究科

無料
http://pltop.shocoma
rec.kumamoto-
u.ac.jp/ISAMMDoF/

一般の方の聴講も可
能です。使用言語は
英語。

熊本県 県内各地 ③
教育の日の発掘調査
現場公開

発掘現場の公開・体験発掘・出土遺物の紹介など（３～５会
場）

11月1～30日 県内の発掘現場
熊本県教育庁教育総務局
文化課

無料 096-333-2707

熊本県 合志市 ②
オープンスクール　　｢
バンブーフェスタ｣

１校時は全学級で「道徳公開授業」、２校時は「集会活動公
開」、３・４校時は「おじゃめや吹き矢など地域の方を講師とした
交流活動」を行う。

11月2日 合志小学校 合志小学校 無料 096-248-0016

熊本県 合志市 ② 学習発表会
各学年の本年度の学習の取組を保護者や地域の方に発表す
る。

11月30日 西合志中央小学校 西合志中央小学校 無料 096-242-0102

熊本県 合志市 ② 学習成果発表会 各学年による音楽発表や劇、作品展示を行う。 11月11日 西合志南小学校 西合志南小学校 無料 096-344-0100

熊本県 合志市 ③ 子ども文化祭
全校児童の１年間の学びの集大成として、保護者・地域・校区
内の福祉施設などを招待しての発表行事である。

11月2日 西合志東小学校 学校 無料 096-242-0511

熊本県 合志市 ① わくわくフェスティバル
保護者主催の子どもの遊びの祭典である。遊びや模擬店など
は、すべてPTAが計画準備し実行される。

11月19日 西合志東小学校 PTA 無料 096-242-0511

＊参加に応じたゲー
ム代や食料代は、受
益者負担のかたちで
実施される。

熊本県 合志市 ② オープンスクール 授業の公開 11月2日 合志中学校 合志中学校 無料 096-248-0006

熊本県 合志市 ② わかたけ祭 文化祭。学習発表会 10月28日 合志中学校 合志中学校 無料 096-248-0006

熊本県 合志市 ②③ 西南文化の日

文化や芸術、平素の学習活動をステージ発表及び展示発表で
表現する。また校内合唱コンクールも午後から開催する。保護
者や地域住民も多く参観され、学校から地域への情報発信、
文化交流の機会となっている。

10月21日
西合志南
中学校

西合志南中学校 無料 096-242-3733

熊本県 甲佐町 ② 甲佐高校青垣祭
文化祭を行います。保護者や地域住民に公開しています。ま
た、老健施設の方々を招待しています。

11月10日 熊本県立甲佐高等学校 熊本県立甲佐高等学校 無料
kousa-
h@pref.kumamoto.lg.j
p

４００人

熊本県 甲佐町 ②
学校開放・公開授業週
間

授業を保護者や地域の方に公開します。 11月12～16日 熊本県立甲佐高等学校 熊本県立甲佐高等学校 無料
kousa-
h@pref.kumamoto.lg.j
p

１５０人

熊本県 甲佐町 ② フリー授業参観２
持久走大会を校外で実施。保護者/地域住民に学校だより等
で知らせ、児童の様子を参観、応援していただく。

11月15日 甲佐町立白旗小学校 甲佐町立白旗小学校 無料 096-234-0788

熊本県 甲佐町 ② 合唱コンクール 全学級の合唱を保護者・地域の方々に披露する。 10月21日(日)
甲佐町トレーニングセン
ター

甲佐中学校 無料 096-234-0689

熊本県 甲佐町 ① 甲佐町子ども議会
中学生を一日町議員として議会を体験させる。町行政に質問
させ答弁を聞く。

10月15日(月) 甲佐町議場 甲佐町 無料 096-234-1111 開催予定

熊本県 甲佐町 ② スクールウォッチング 学校の様子を自由に地域の方に見に来てもらう。 10月末の一週間 甲佐中学校 甲佐中学校 無料 096-234-0689
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熊本県 合志市 ②

菊池支援学校祭
「ひまわりフェスタ」

ステージ発表、「遊び場」の開放、作業製品の販売等を通じ
て、本校での教育活動についての理解及び広報の機会とす
る。
併せて、地域の方々との交流の場とする。

10月21日 菊池支援学校 菊池支援学校 無料 096-242-0069 ４００人

熊本県 合志市 ②
黒石原支援学校
　　　高文祭

高等部の生徒による劇、意見発表、バンド、ダンス、合唱等を
行い、併せて生徒の手作り作品(手芸、木工等）のバザーを実
施します。

11月9日
熊本県立黒石原支援学
校体育館

熊本県立黒石原支援学校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/kuroisi/index.
htm

熊本県 合志市 ② 秋の花苗販売会
本校の園芸科の生徒が育てた花苗を地域の方たちに販売しま
す。

10月下旬 ひのくに高等支援学校
熊本県立ひのくに高等支援
学校

無料 電話：096-249-1001

熊本県 相良村 ③ 第10回相良村文化祭
地域住民や小中学生の作品の展示、舞台発表を行い親睦を
深める

10月28日 相良村総合体育館 相良村文化協会 無料 0966-35-1039

熊本県 相良村 ②
第10回相良村立
相良中学校文化祭

生徒の日ごろの文化的学習活動の成果を発表。 11月18日
相良中学校
体育館

相良村立
相良中学校

無料 0966-35-0050  

熊本県 相良村 ②
相良村立相良中学校
合唱コンクール

生徒の日ごろの音楽学習活動の成果を発表。 10月24日
相良中学校
体育館

相良村立
相良中学校

無料 0966-35-0050  

熊本県 相良村 ② ふれあいデー
学校を開放し、地域住民や保護者へ呼びかけ、授業その他の
教育活動を参観してもらうものです

10月19日 相良南小学校 相良南小学校 無料 0966-35-0009

熊本県 相良村 ② 学習支援ボランティア
地域住民に呼びかけ、児童の基礎学力の向上を目的に行って
います。毎週木曜日にボランティアの方が来校され、基礎学力
アップのための支援をしてもらっています

5月～
毎週木曜日

相良南小学校 相良南小学校 無料 0966-35-0009

熊本県 相良村 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者・地域住民に発表します。 11月11日 相良南小学校 相良南小学校 無料 0966-35-0009

熊本県 相良村 ② 相良村教育の日 道徳の授業を保護者・地域に公開 11月1日 相良北小学校 相良北小学校 無料 0966-36-0122

熊本県 高森町 ①
すまいるフェスタinたか
もり

　文化祭・人権啓発フェスティバル・健康づくり推進大会を併せ
た行事として開催。意見発表や講演会、文化部門について
は、展示や発表、また健康コーナー等を設けたりして、大人か
ら子どもまで参加できるようにしている。

11月3, 4日 高森中学校体育館
すまいるフェスタ実行委員
会

無料
高森町
0967-62-1111

熊本県 高森町 ② 学習発表会
　各学年、これまでの学習の成果を保護者や地域の方々に向
けて発表する。

11月5日 高森中央小学校体育館 高森中央小学校 無料
高森中央小学校
0967-62-0038

taka-
2@educet.plala.or.jp

熊本県 高森町 ② 高森東中学校文化祭
　授業で取り組んだ内容を中心として、文化的な内容を取り
扱った発表会を実施する。

11月17日 高森東中学校体育館 高森東中学校 無料
高森東中学校
0967-65-0023

熊本県 高森町 ② 高森中学校文化祭
　総合的な学習の時間を中心に取り組んだ学習発表の場で
す。併せて校内合唱コンクールも開催します。

10月28日 高森中学校体育館 高森中学校 無料
高森中学校  0967-
62-0226

http://sakura1.higo.e
d.jp/jhs/takamojh/

熊本県 玉名市 ①②
第６回火の国ボラン
ティアフェスティバル荒
玉

県内のボランティアの交流と研鑽、情報発信、ボランティアの
拡大の場として、荒尾・玉名地域において開催されます。

11月10, 11日 九州看護福祉大学

第６回火の国ボランティア
フェスティバル荒玉実行委
員会、熊本県ボランティア連
絡協議会、熊本県社会福祉
協議会

第６回火の国ボラン
ティアフェスティバル
実行委員会（玉名市
社会福祉協議会）
TEL：0968-71-0080

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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熊本県 玉名市 ② 公開研究授業週間 公開授業および授業研修を実施します。 10月22～26日 北稜高校 北稜高校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/

学校行事

熊本県 玉名市 ②③ 文化祭
学科ごとの活動や文化部活動の発表、展示、バザーほか催し
物を行います。本校の教育活動を知っていただきたいと思いま
す。

11月3, 4日 玉名女子高等学校
学校法人玉名白梅学園玉
名女子高等学校

無料
www.tamanajoshi-
h.ed.jp

熊本県 玉名市 ③
専大玉名ふれあいﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙ（Waku!わく!広場)

学習の一環として模擬店舗を設け、個人･ｸﾞﾙｰﾌﾟで仕入れ･販
売などを企画実行する中から、多くのことを感じ学び取る体験
学習の場とする。また、本行事を通して、感謝の気持ちを込め
て、地域住民とふれあい、校訓を実践する。

11月11日 本校 専修大学玉名高等学校
http://www.senshu.a
c.jp

熊本県 玉名市 ① ありがとう集会 学校支援ボランティアの方への感謝の気持ちを伝える集会 11月28日 玉名町小 玉名町小 無料
tamanamachi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② 玉中校区授業公開 玉名中学校校区４校の授業研究会 11月19日 玉名町小 玉名町小 無料
tamanamachi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② 教育講演会
講師を招いて、保護者向けに子育てや児童理解についての講
演をしていただく。

10月11日 築山小体育館 築山小 無料
tsukiyama-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② 学校公開日
午前中の授業を保護者、地域に公開すると共に、業間活動で
ミニコンサートを実施する。

11月6日
各教室
体育館

滑石小 無料
nameishi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② いきいきお話会 保護者、地域の方々を対象にして教育講演会を実施する。 11月14日 ホール 滑石小 無料
nameishi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② 学校へ行こう会 授業等地域への公開日 11月15日 大浜小 大浜小 無料 0968760203

熊本県 玉名市 ① 教育講演会
一般社会で活躍している方を講師に招き、子どもと保護者、地
域の方々に向けた講演会を行う。

10月19日 八嘉小体育館 八嘉小 無料
八嘉小学校　　　　　０
９６８－７２－２６０２

160人

熊本県 玉名市 ② 自由参観日 学校の教育活動を終日、地域や保護者に公開する。 10月19日 八嘉小体育館 八嘉小 無料
八嘉小学校　　　　　０
９６８－７２－２６０３

６０人

熊本県 玉名市 ③
伊倉支館ふれあいコン
サート

第一部　小学生の発表
第二部　小・中学生・地域の方の発表

11月18日予定 伊倉小 伊倉支館 無料 0968-72-3417

熊本県 玉名市 ② ホタル放流会
町づくり委員の方からホタルについての説明を聞き、質問等学
習した後に町づくり委員会の方々と全校児童が一緒に川に
入って幼虫を放流する。

10月16日 地域（井尻川） 梅林小 無料 ７２－３６３５ ５５名

熊本県 玉名市 ② 稲刈り及び餅つき
地域の老人会や保護者、梅林教育を応援する会の方々と一
緒に稲を鎌で刈り、刈った米で餅つきを親子・老人会・応援す
る会の方と行う。

10月21日
12月9日

地域（ライスガーデン）及
び学校体育館

梅林小 無料 ７２－３６３５ 約９０名

熊本県 玉名市 ② 愛孫学級 地域の高齢者に伝承遊びなどを教えてもらい交流します。 11月8日 玉名小 玉名小 無料 ０９６８－７２－３３１９

熊本県 玉名市 ①② 人権の花 子どもたちが育てた花の種を風船につけて空に飛ばします。 11月14日 玉名小
玉名小、玉名市人権啓発課
法務局

無料 ０９６８－７２－３３１９

熊本県 玉名市 ② 秋の石貫祭
校区の皆様を招待し、子ども祭り、伝承遊び、餅つき、文化講
演会などを開催します。

11月11日 石貫小 石貫小 無料
玉名市立石貫小学校
0968-74-9121

熊本県 玉名市 ②
地域ふれあい活動　学
校公開日

地域の保護者の皆さんをお招きして、地域に伝わる昔遊びを
教えていただき一緒に遊びながら地域の伝統を学び、地域の
方々と触れ合う機会とする。

11月15日 三ツ川小 三ツ川小
三ツ川小学校　　　７
４ー９１２４

熊本県 玉名市 ② 授業参観 児童の日頃の学習の様子を公開する。 11月16日 三ツ川小 三ツ川小
三ツ川小学校　　　７
４ー９１２５

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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熊本県 玉名市 ② 昔遊び工作会
昔の遊び道具を地域の方々の指導を受けながら作ることで、
お年寄りとのふれあいを深めるとともに、手作りの道具による
遊びに親しむ

11月15日（木） 小田小体育館 小田小 無料 0968-72-3314

熊本県 玉名市 ①②③
大野小学校百周年記
念式典

大野小学校の創立百周年を祝い、卒業生の素晴らしい足跡に
学び、大野小学校の伝統を引き継ぐための式を行う。児童は、
タイムカプセル作成と式典の中で３０分間の発表を受け持つ。

11月11日(日) 大野小体育館
大野小学校百周年実行委
員会

無料 0968-57-0072

熊本県 玉名市 ② 教育懇談会
就学時健康診断の際に、新入学児童の保護者を対象に、教育
懇談会を実施します。

11月9日 睦合小 睦合小 無料
mutsuai-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② 学習発表会
これまでの学習の成果を保護者や地域の方々へ向け、発表し
ます。

11月16日 睦合小 睦合小 無料
mutsuai-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② すこやか祭り
・学習発表会　・保護者読書委員会による読書祭り　・保護者
主催バザー

11月11日 鍋小体育館 鍋小PTA 無料 ０９６８－５７－００４４

熊本県 玉名市 ① 親の学び講座
就学時検診時の保護者会で教頭に進行により子育てについて
体験型学習を行う。

11月8日 高道小図書室 高道小 無料 0968-57-0404

熊本県 玉名市 ② 学校公開デー 授業参観（９：３０～１１：３０） 10月30日 横島小 横島小 無料 0968-84-2015

熊本県 玉名市 ③ バレエ公演鑑賞会 プロのバレエ団の公演 10月30日 横島小体育館 文化庁文化部芸術文化課 無料 0968-84-2015 開演１３：３０～

熊本県 玉名市 ②・③ 玉名市東ブロック音楽 合唱や合奏を発表したり、他校の演奏を聴いたりする。 11月15日 横島小学校 玉名荒尾教育会

熊本県 玉名市 ② ふれあい昔遊び集会
地域の老人会の方と一緒に竹馬や水鉄砲を作ったり、それを
使って遊んだりする。

11月27日 小天小学校 小天小学校
oama-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ② 玉名市西ブロック音楽 玉名市西地区の小学校による音楽会 11月7日 玉名市民会館 玉名荒尾教育会

熊本県 玉名市 ③ 文化祭
中学生に文化的な活動と文化発表をさせて、学習発表の場と
する。
プロの文化芸術を鑑賞し、豊かな感性を育てる。

10月19日 玉名中体育館 玉名中 無料 ０９６８－７２－４１９１

熊本県 玉名市 ② 学習発表会
教科等における生徒の学習の成果を発表し、保護者や地域住
民に参観してもらう。保護者や地域住民の作品等も展示する。

10月20日（土） 玉南中 玉南中 無料 玉名市立玉南中学校

熊本県 玉名市 ② オープンスクール
保護者や地域住民に一週間学校を公開し、授業等を参観して
もらう。

10月22（月）～26
日（金）

玉南中 玉南中 無料 玉名市立玉南中学校

熊本県 玉名市 ③
文化祭、オープンス
クール

文化祭をオープンスクールとし地域の方がたに参加していただ
く。

10月21日 中学校体育館 玉陵中 無料
gyokuroh-
@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ③ 校内文化祭
保護者や地域の方に案内を配布し、各教科等で行った学習の
成果を発表することによって、学校の様子を発信する取組を行
います。

10月21日 有明中体育館 有明中 無料
有明中学校
0968-76-0136

熊本県 玉名市 ③ 文化講演会
授業参観日に、外部から講師を招聘し、さまざまな教育に関す
る講演を行うことで、親として子どもとの接し方等の研鑽を行い
ます。

12月7日 有明中体育館 有明中 無料
有明中学校
0968-76-0136

熊本県 玉名市 ② 学習発表会 総合的な学習の時間の発表など 10月26日 岱明中 岱明中 無料 0968-57-0402 なし

熊本県 玉名市 ② 学習発表会
日頃の学習の発表の場として英語暗唱や意見発表を行うと共
に、各学年によるテーマの劇を発表する。

10月19日 天水中 天水中 無料
tensui-
jh@tsubaki.higo.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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熊本県 玉名市 ② 祖父母参観
祖父母を中心とした授業参観と給食の試食会を開催し、地域
との連携を図る。

11月14日 天水中 天水中 無料
tensui-
jh@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 玉名市 ③ 博物館無料開放 常設展示室及び企画展示室を無料でご観覧いただけます。 11月1～11月7日
玉名市立歴史博物館こ
ころピア

玉名市立歴史博物館こころ
ピア

無料
http://www.city.tama
na.lg.jp/kokoropia/ko
koropia.html

熊本県 玉名市 ③ たんけん！博物館 クイズを解きながら博物館施設をまわる。 11月3日
玉名市立歴史博物館こ
ころピア

玉名市立歴史博物館こころ
ピア

無料
http://www.city.tama
na.lg.jp/kokoropia/ko
koropia.html

熊本県 玉名市 ①
第３回玉名市
「なかよしの日」

玉名市では毎年10月3日を「なかよしの日」として制定してお
り、その基本理念である、家族・ともだち・学校・となり近所・地
域全体からなる、五つのなかよしの普及、啓発を図ります。

11月17日 玉名市民会館 玉名市教育委員会 無料
TEL：0968-75-1312
玉名市教育委員会生
涯学習課

熊本県 玉名市 ①
平成24年度
九州看護福祉大学公
開講座後期

「地域と大学」をテーマとし、期間中の土曜日全5回、看護・福
祉・リハビリ・口腔・鍼灸の各学科の教員が講師となり講座を
開催します。

10月6日～11月17
日の期間の土曜

日

九州看護
福祉大学

九州看護
福祉大学

無料
http://www.kyushu-
ns.ac.jp

事前予約不要

熊本県 玉名市 ③ 優愛祭（学園祭）
実行委員会を中心とし、ステージイベントや模擬店、各部・
サークルの展示会や報告会を行っています。

10月27, 28日
九州看護
福祉大学

九州看護福祉大学優愛祭
実行委員会

無料
http://www.kyushu-
ns.ac.jp

熊本県 多良木町 ② くましえん祭
保護者や地域住民に、学校行事をとおして児童生徒の活動を
伝えたり、共に活動する場を設けて触れ合いを深め合う場にし
ていく。

10月28日 熊本県立球磨支援学校

熊本県 多良木町 ② 行こうデー 保護者自由参観日 10月26日 多良木小学校 多良木小学校 無料
多良木小学校
０９６６－４２－２１０１

熊本県 多良木町 ② 多良木っ子サタデー 学習成果の発表会 11月10日 多良木小学校 多良木小学校 無料
多良木小学校
０９６６－４２－２１０１

熊本県 多良木町 ② かがやきサンデー 学習成果の発表及び作品の展示 11月11日 久米小学校 久米小学校 無料
久米小学校
0966-42-5320

熊本県 多良木町 ③ いきいき芸術体験 清和文楽の鑑賞 11月29日 久米小学校 熊本県教育庁文化課 無料 096-333-2705

熊本県 多良木町 ① きらきらサンデー
各地区ごとで企画立案した活動（グランドゴルフ、郷土料理づく
り等）に、保護者と児童、教職員が一緒になって参加体験す
る。

11月11日 校区内各公民館等 黒肥地小学校ＰＴＡ 無料
黒肥地小学校
0966-42-2131

熊本県 多良木町 ②,③
多良木中学校校内合
唱コンクール

多良木中学校内の各学級が合唱をするコンクール 10月26日 多良木中学校体育館 多良木中学校 無料
多良木中学校
0966-42-2024

熊本県 多良木町 ②,③
多良木中学校英語発
表大会

校内の英語学習会に参加した生徒を中心に英語の発表を行う 10月31日 多良木中学校体育館 多良木中学校 無料
多良木中学校
0966-42-2024

熊本県 多良木町 ②,③ 多良木中学校文化祭
多良木中学校の生徒が学んできたことを活用して総合的にま
とめた発表を行う

11月18日 多良木中学校体育館 多良木中学校 無料
多良木中学校
0966-42-2024

熊本県 和水町 ②③ 菊水中学校文化祭
生徒たちが各教科等の時間に学習してきた文化の集約とその
発表の場及び地域の文化や伝統について、より一層の理解を
深める場とする。

10月21日 菊水中学校 菊水中学校 無料 0968-86-2004

熊本県 和水町 ③
金栗四三翁マラソン大
会

「日本マラソンの父」として慕われた和水町出身の故金栗四三
翁の遺徳を後生に残し伝えていくために、毎年１１月の第１日
曜日に和水町により生涯スポーツの一大祭典事業として開催
されている。

11月4日
和水町多目的広場（三
加和総合支所裏） 和水町 0968-42-4660

熊本県 長洲町 ② 授業参観 授業を公開するとともに、PTA教育講演会を実施します。 11月25日 腹赤小学校 腹赤小学校 無料 0968-78-0704

熊本県 長洲町 ② きょういくの日
保護者や学校関係者への授業公開と読み聞かせ等のイベン
ト。

11月9日 長洲小学校 長洲小学校 無料
http://www2.higo.ed.j
p/es/nagasues/
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熊本県 長洲町 ② コスモス音楽祭
長洲町内の小中学校から代表学級等が合唱や合奏を発表す
る。

11月16日 ながす未来館 長洲町教育委員会 無料 0968-78-0109

熊本県 長洲町 ①
長洲町ＰＴＡ家庭教育
講演会

長洲町内小中学校保護者を対象にした家庭教育の充実を目
的に講演会。

10月～11月 長洲町中央公民館等 長洲町ＰＴＡ連合会 無料 0968-78-0109

熊本県 長洲町 ② 第62回文化祭
総合的な学習の時間で学習した事の発表、英語暗唱、合唱コ
ンクール

10月19日 腹栄中体育館 腹栄中学校 無料 0968-78-0707

熊本県 長洲町 ② 文化学習発表会
教科や総合的な学習の時間で学んだことを発表します。演劇、
合唱コンクールなどの発表や作品展示をします。

10月21日 長洲中学校体育館 長洲中学校 無料 0968-78-0105

熊本県 和水町 ② 芋掘り
地域のスーパー先輩方に指導を受けながら、全校児童一斉に
芋掘りをする。

11月6日 菊水西小学校 菊水西小学校 無料 0968-86-2189

熊本県 和水町 ② にこにこ給食試食会
全校児童と保護者が一緒に、給食を食べて、学校栄養教諭の
講演を聴く。

11月8日 菊水西小学校 菊水西小学校 無料 0968-86-2189

熊本県 和水町 ② PTA人権教育講演会
本校では初めての人権教育講演会を保護者や地域の方向け
に実施する。

11月8日 菊水西小学校 菊水西小学校 無料 0968-86-2189

熊本県 和水町 ② 菊水東小教育の日 授業参観、収穫の集い、教育懇談会 11月1日 菊水東小学校 菊水東小学校 無料 0968-86-2057

熊本県 和水町 ①，② 神尾小学校収穫祭
保護者や地域の方々とともに、子どもたちが育てたもち米によ
り餅をついて食する。
併せて、地域の方々へ収穫したもち米の販売を行う。

11月中
（期日未定）

和水町立神尾小学校
和水町立神尾小学校及びＰ
ＴＡ

0968-34-2034

熊本県 和水町 ③

神尾小学校次代を担う
子どもの文化芸術体験
事業（巡回公演事業）

東京シティ・バレエ団公演 10月31日 和水町立神尾小学校 文化庁文化部芸術文化課 無料

http://www.kodomog
eijutsu.com/
電話：
0968-34-2034

熊本県 和水町 ②
緑小学校　ＰＴＡ親子ふ
れあいデー

児童･保護者･教師が一緒にレクレーション活動を行い、相互
の親睦を深める活動を行います。

11月4日(日) 緑小学校 緑小学校ＰＴＡ 無料
緑小学校
0968-34-2004

熊本県 和水町 ② 文化発表会 本校の日頃の教育活動の発表をする。 10月21日 三加和中学校体育館 三加和中学校 無料 0968-34-2134

熊本県 和水町 ② 町内小中学校音楽会
町内の小中学校の児童生徒が、合唱や合奏などを発表し、音
楽に親しむ楽しい音楽会です。

11月10日(土) 和水町体育館 和水町教育委員会 無料
和水町教育委員会
0968-86-3131

熊本県 南関高校 ① 開放講座
「生きがい、ふれあい、学びあい」のテーマのもと、文化、歴
史、芸術など、本校職員を中心とした講師による、地域開放講
座を開く。

9月22日（土）～11
月3日（土）

南関高校 南関高校　　同窓会 無料 0968(53)0004

熊本県 南関高校 ② きなっせフェスタ
各コースの展示やステージ発表を中心に、保護者や地域の
方々に本校生徒の取組を発表する。

11月9（金）, 10日
（土）

南関高校 南関高校 無料 0968(53)0004

熊本県 南関高校 ② 豊前街道ウォーク
旧豊前街道を山鹿市から南関町まで全生徒が歩き通すことで
地域の歴史・文化についての理解を深める。

11月16日（金） 南関高校 南関高校 無料 0968(53)0004

熊本県 南関町 ③ 芸術鑑賞 児童青少年演劇の専門職業劇団による観劇の実施する。 11月5日
南関第一小学校（体育
館）

南関第一小学校 0968-53-0009

熊本県 南関町 ② 南関町小学校音楽会 2年生、4年生が音楽の授業の成果を発表する。 10月26日
南関第二小学校（体育
館）

南関町小学校音楽部会 無料 0968-53-0009

熊本県 南関町 ② 荒尾支援学校との交流
本校が平成3年度から取り組んでいる荒尾支援学校との交流
の一環として、3年生、4年生が、荒尾支援学校に来校し祭りや
ハイキングを実施する。

10月16日,
11月15日

荒尾支援学校 南関第一小学校 無料 0968-53-0009
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熊本県 南関町 ②③ 祖父母学級 昔の人の生活の知恵を、遊びや食事を通して学ぶ。 10月23日
本校体育館、運動場、
校舎内

町立南関第二小学校 無料 0968-53-0412
200人（地域の方、保
護者、児童、職員）

熊本県 南関町 ①② 教育講演会
ＰＴＡ主催の人権教育講演会を開催。講師に他校の人権同和
教育推進の先生をお呼びして夜間実施。

11月15日 本校児童会室 町立南関第二小学校 無料 0968-53-0412
３０名の参加（職員・
保護者）

熊本県 南関町 ①
「夢」教育サポーター事
業

「夢」教育サポーター事業を通して、ニュースキャスターの「江
上　浩子」さんからキャリア教育の視点で講演して頂く。

11月28日 本校体育館
熊本県商工観光労働部商
工労働局労働雇用課

無料 ０９６－３３３－２３３８
150人（保護者、児
童、職員）

熊本県 南関町 ③ ワークショップ事業
演劇が持つ「想像力」「情緒力」「表現力」をもとに、こどもたち
の「伝える力」「感じる力」を高めるためのワークショップ事業

11月1日 本校体育館
熊本県教育委員会・日本教
育公務員弘済会熊本支部

無料 ０９６－３３３－２７０５
150人（地域の方、保
護者、児童、職員）

熊本県 南関町 ② お年寄りに学ぶ会
子ども達が校区のおじいさん・おばあさんから昔の遊びを教え
ていただき、給食を一緒に食べるなどの交流活動を通し、心豊
かに成長していくことをねらいとして実施している。

10月23日
南関第四小学校教室・
運動場

南関第四小学校 無料 0968－53－9204

熊本県 南関町 ② 南関中文化の日

日頃の学習の成果を保護者や地域の方に発表し、学校への
理解、協力を得ます。
地域の方や保護者の作品展示やバザーで生徒との交流を深
めます。

10月21日 南関中学校 南関中学校 無料 0968-53-0005

熊本県 錦町 ② 公開授業
本校保護者に授業を参観いただき、授業の様子や本校の教育
活動を理解いただく。

10月15（月）～19
日（金）

熊本県立球磨商業高等
学校

熊本県立球磨商業高等学
校

球磨商業高校
0966-38-2052

熊本県 錦町 ②
校内文化的行事（親子
芸術鑑賞）

文化部発表、校内合唱コンクール決勝等を行う。親子芸術鑑
賞として音楽を鑑賞する。本年度はソレイユカルテットに依頼
予定。
また、「ようこそ！先輩」と題してＯＢからの講話を常楽酒造社
長米来健様よりいただく。

11月10日（土）
熊本県立球磨商業高等
学校体育館

熊本県立球磨商業高等学
校

球磨商業高校
0966-38-2052

熊本県 錦町 ② 一武っ子きらめきデー
学校を開放し、保護者や地域の方々に集会や授業の様子を参
観していただき、学校教育への理解や協力を促す。

11月8日 錦町立一武小学校 錦町立一武小学校 無料
錦町立一武小学校０
９６６－３８－１０４５

熊本県 錦町 ② 西小フェスタ
これまでの学習成果をまとめて、各学年の発表を行います。ま
た、ＰＴＡや地域の団体の発表もあります。

11月18日 錦町立西小学校 錦町立西小学校 無料 0966-38-0039

熊本県 錦町 ③ 錦町音楽祭 町内外の団体による音楽発表 10月28日 くらんど公園
錦町音楽の郷づくり実行委
員会

無料 0966-38-0083

熊本県 錦町 ① 錦町文化祭 児童作品の展示 11月23日 錦町勤労者体育セン 錦町文化協会 無料 0966-38-0083

熊本県 錦町 ①
木上ふれあいふるさと
祭り

木上地区が一体となったふるさとまつり 11月25日 木上小運動場 木上ふるさと活性化委員会 無料 0966-38-0083

熊本県 錦町 ② わくわくふれあい活動 木上地区の高齢者の方との交流会 11月25日 木上小体育館 錦町立木上小学校 無料 0966-38-0083

熊本県 錦町 ② 錦学祭

主として「総合的な学習時間」における、全校テーマ「未来を拓
く」を基にした学年テーマを設定して学習した事の発表を行う。
また、各学年行事での体験を踏まえ、学習の発表方法を工夫
し保護者・地域の方へアピールする。当日、合唱コンクールも
合わせて開催

11月11日
錦中学校体育館及び
ホール

錦中学校 無料 0966-38-1043

熊本県 西原村 ①②③ ふれあいまつり
西原村農業祭、文化祭、健康福祉祭りの総合祭として、開催し
ます。ステージでの発表や、各種展示等多数のプログラムが
用意されています。

11月17日, 18日予
定

西原中学校校庭・西原
村民体育館・西原村生
涯学習センター

西原村・JA阿蘇西原中央支
所

無料
http://www.vill.nishih
ara.kumamoto.jp/

日程につては、決定
ではありません。
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熊本県 西原村 ② かわはらフェスタ
地域に開かれた学校教育活動の場として、学習発表会やもち
つき・地域の人たちとのふれあいタイムなどを行う。

11月11日 河原小学校 河原小学校 無料 096-279-2506

熊本県 西原村 ② 山西フェスタ
小学校の学習発表会である。これまで学習したことを学年ごと
に発表している。家族の方がたくさん観に来ていただけるよう
に、日曜日に開催している。

11月11日 山西小学校 山西小学校 無料 096-279-2004

熊本県 氷川町 ① 氷川町文化祭
　文化協会会員による文芸発表や幼稚園児・保育園児、小・中
学校児童生徒並びに町民の作品展示を行います。

11月3, 4日 氷川町公民館 氷川町文化協会 無料
氷川町教育委員会生
涯学習課　TEL:0965‐
52‐5860

熊本県 氷川町 ②
第７回「次世代」育成
フォーラムin氷川町

　講演。「次世代」を担う子どもたちの「人づくり・心づくり」の推
進に向け、学校・家庭・地域社会・行政が連携し協働する教育
環境を醸成する。

11月21日 氷川町公民館 氷川町教育委員会 無料
氷川町教育委員会学
校教育課　TEL:0965‐
62‐3313

熊本県 氷川町 ②
わくわくふれあいフェス
タin宮小

　児童が日常の学習の成果を保護者・地域の方々に発表した
り、地域の方を講師として学ぶ体験活動を通して、学校と地域
とのつながりを深め、「開かれた学校づくり」の一環とするととも
に児童の「生きる力」を育てる基礎とする。

11月11日 氷川町立宮原小学校
氷川町立宮原小学校及び
氷川町立宮原小学校ＰＴＡ

無料
氷川町立宮原小学校
TEL:0965‐62‐2147

熊本県 氷川町 ② 学習発表会
総合的な学習の時間の発表、創作劇、英語暗唱の発表、合唱
コンクール、美術関係の作品展示等を行う。

11月25日
氷川町及び八代市中学
校組合立氷川中学校

氷川町及び八代市中学校
組合立氷川中学校

無料

氷川町及び八代市中
学校組合立氷川中学
校　　TEL:0965‐62‐
2525

熊本県 人吉市 ②
澪行（地域内である相
良３３観音を巡る鍛錬
遠足）

　交通指導等でＰＴＡの協力も得ながら、学年ごとに３コースに
分かれ、相良３３観音や史跡等を訪ね、地域の歴史や文化に
対する理解を深めるとともに、地域の方々との交流を図る。

11月20日
（火）

球磨人吉
地域内

人吉高校 無料
０９６６－２２
－２２６１

熊本県 人吉市 ②
人吉・球磨地区県立学
校ＰＴＡ合同キャンペー
ン

　「地域の子どもは地域で育てる」という認識のもと、地域の県
立学校６校とＰＴＡが合同で、生徒指導を軸としたポスター募集
や「正しい制服着用、爽やかな挨拶」についてのよびかけ運動
を実施する。

11月1日
（木）

くまがわ鉄道沿線の５駅 南稜高校 無料
０９６６－４５
－１１３１

熊本県 人吉市 ②
公開授業・研究授業週
間

　保護者・近隣小中高校に対して授業公開の週間を設定する
とともに校内において授業改善のための研究授業・協議を実
施する。

11月5～9日 人吉高校 人吉高校 無料
０９６６－２２
－２２６１

熊本県 人吉市 ② 文化クラブ発表会

生徒の制作した書道や美術の作品等を展示するとともに、保
護者と協力しステージ発表やバザーなどを実施します。また地
元の球磨川太鼓保存会の協力のもと、20年以上続いている
「人定太鼓」を披露する予定です。

11月16日
熊本県立人吉高等学校
第一体育館

熊本県立人吉高等学校定
時制課程

0966-22-2261

熊本県 人吉市 ② 公開授業週間
期間中１回以上の授業を公開し、職員間の研鑽を図るととも
に、保護者に普段の授業の様子を参観してもらうことで、学校
への関心と理解を深めていただきます。

11月19～26日
熊本県立人吉高等学校
定時制教室

熊本県立人吉高等学校定
時制課程

0966-22-2261

熊本県 人吉市 ②
文化祭「球磨工フェス
タ」

各科・各クラスの発表・展示 11月4日 球磨工業高校 球磨工業高校 無料 球磨工業高校

熊本県 人吉市 ② 小高連携木工教室 高校生の指導による木工教室の実施 11月 球磨工業高校建築科 球磨工業高校 無料 球磨工業高校
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熊本県 益城町 ②
第１２回益城町内
小中学生壁画大会

歩道擁壁を自然の画用紙にして絵を描くことにより、絵画・グ
ループ活動・自然環境に対して学び、益城町の児童・生徒とし
ての自覚を高め、友人との思い出づくりを図る。

11月13日
秋津川左岸
益城町道
歩道擁壁

益城町教育委員会
益城町PTA連絡協議会

無料
096-206-3111
内線311

約400名参加見込

熊本県 益城町 ②
学校公開日　　　　（「来
て！！飯野」）

保護者や地域住民に自由に授業や児童の学校生活を観てい
ただき、飯野小学校の教育内容について考え合う。

11月2日 飯野小学校 飯野小学校 無料
iino-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 益城町 ② 授業参観 保護者・地域に公開授業を行う 11月16日 広安小学校 広安小学校 無料 096-286-6116

熊本県 益城町 ②
平成２４年度
つもりっ子まつり

　津森小学校児童の学習発表をステージ（劇、プレゼンテー
ション等）やパネル展示にてご覧いただけます。また、午後は
地域の方が作られた野菜等のバザー、教育講演もあります。

11月25日 津森小学校体育館 津森小学校及びＰＴＡ 無料
096-286-2091

熊本県 益城町 ② フリー参観
各学級の授業を公開すると共にＰＴＡによるバザーを実施しま
す。

11月15日 広安西小学校 広安西小学校 無料
hiroyasunishi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 益城町 ③ ＰＴＡ母親部コンサート
陸上自衛隊西部方面音楽隊によるコンサート（生徒全員・希望
する保護者対象）

10月18日 益城中学校体育館 益城中学校ＰＴＡ母親部 無料 096-286-2025

熊本県 益城町 ② 学習発表会
全学級の合唱や吹奏楽部の合奏、演劇部による劇、英語暗唱
や意見発表等による学習の成果を発表する会

10月28日 益城中学校体育館 益城中学校 無料 096-286-2025

熊本県 美里町 ①② 「教育の日」講演会
美里町教育の日に教育の重要性について見つめなおす契機
とするために行う講演会です。講師は西蓮寺住職の川村寿法
氏。

11月1日
美里町文化交流セン
ターひびき

美里町教育委員会 無料 0964-46-2111

熊本県 美里町 ③ 美里町文化祭
展示の部に18サークル、発表の部に41サークルが参加して開
催されます。

展示の部:10月28
日～11月3日、発
表の部11月3日

美里町文化交流セン
ター

美里町文化協会 無料
0964-46-2038(社会
教育課)

熊本県 美里町 ② 町内小学校音楽会
各学校でそれぞれに練習してきた楽曲を多くの方の前で、発
表する。

11月3日 文化交流ｾﾝﾀｰ「ひびき」 町内小学校

熊本県 美里町 ② 本に親しもう集会
読書を親しむ態度を養うために、図書委員会を中心に全校で
集会を行う。

10月19日 励徳小 励徳小 無料 0964-48-0106

熊本県 美里町 ② オープン授業参観
保護者や地域の方々へ学校の様子を知っていただくために、
一日を通しての授業参観を実施する。

11月6～9日 励徳小 励徳小 無料 0964-48-0106

熊本県 美里町 ②
研究指定校研究発表
会

公開授業及び研究の概要報告を行い、学力充実研究指定校
の取組を地域に広げます。

11月30日 美里町立中央中学校 美里町立中央中学校 無料 0964-46-2017

熊本県 水上村 ② 地域授業参観 学校を地区住民の方々に解放し、授業参観を実施する。 11月1日 湯山小学校 湯山小学校 無料
yuyama-
syo@mizukami-
mura.com

熊本県 水上村 ② イベントデー
持久走大会、収穫祭など保護者、地域の方々をご案内し、収
穫の喜びを味わう。

11月30日 湯山小学校 湯山小学校 無料
yuyama-
syo@mizukami-
mura.com

熊本県 水上村 ①.②
岩野っ子タイムトンネ
ル

地域住民の方々の指導のもと、昔遊びや創作活動をとおし
て、ふれあい交流を行っています。

11月2日 水上村立　岩野小学校
岩野小学校.　　人づくり振興
会議

無料 0966-44-0004

熊本県 水上村 ② 学習発表会
・保護者や地域住民に、劇や合唱、展示物を参観してもらいま
す。

11月11日 体育館 水上村立　水上中学校 無料
水上村立水上中学校
(0966-44-0021）
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熊本県 水俣市 ③ 文化祭
文化部の日頃の活動、日頃の学習の成果を保護者や地域住
民に知っていただくために、一般開放を行う。

10月27, 28日 水俣高校
水俣高校
水俣高校（附則）

無料 0966-63-1261

熊本県 水俣市 ③
開校記念式典（記念講
演会）

開校記念式典にあわせて講演会を実施する。保護者へも参加
を呼びかける。

11月1日 水俣市文化会館
水俣高校
水俣高校（附則）

無料 0966-63-1261
講師は依頼をしてい
る段階です。

熊本県 水俣市 ② 公開授業
授業の様子を保護者、中学校、地域住民等に公開し、水俣高
校の学習内容について理解を深めてもらう。

11月13～16日 水俣高校
水俣高校
水俣高校（附則）

無料 0966-63-1261

熊本県 水俣市 ②
水俣高等学校定時制
文化祭

学校の公開と創作活動の発表等を行います。 11月9日 熊本県立水俣高等学校 熊本県立水俣高等学校 無料 0966-63-1261

熊本県 水俣市 ③ 文化祭
学習成果の展示
研究発表
食品バザー

11月4日 水俣工業高校内
水俣工業高校
生徒指導部
生徒会係

無料
水俣市洗切町１１－１
(0966)63-1285

熊本県 水俣市 ③ 住吉神社秋祭り
毎年行われる地区の祭りで、子どもたちが伝統芸能の踊りを
披露したり、すもうをとったりします

10月14日または
10月21日

住吉神社　　　（水俣市
越小場）

熊本県 水俣市 ②
水俣市小学生陸上記
録会

小学生の陸上記録会。PTA・市報等で参観呼掛けしている。 10月18日 エコパーク水俣 水俣市小学校体育連盟 無料
水俣第二小学校
0966-63-2227

熊本県 水俣市 ② いつでも参観日 課業時間中、いつでも授業参観ができる
10月29日～11月2

日
水俣市立葛渡小学校 水俣市立葛渡小学校 無料 0966-67-1003

熊本県 水俣市 ① 図書館まつり2012
人形劇、お話し会、古本交換会、読書感想文コンクール表彰
式、第１回みなまた子ども創作童話大賞表彰式、バザー等で
す。

10月27, 28日 水俣市立図書館 水俣市教育委員会 無料
minalib@city.minamat
a.lg.jp

熊本県 水俣市 ② 学校開放週間 学校を開放して授業参観していただく週間とする
10月29日～11月2

日
各教室 水俣市立湯出小学校 無料 0966-68-0063

熊本県 水俣市 ② 学校開放週間
広く地域や保護者に学校を開放し、児童の学びや学校応援団
の活動の様子等を見ていただき、学校教育に対して、より保護
者や地域との連携を深め、信頼関係を構築する。

10月29日～11月2
日

水俣市立袋小学校校舎
敷地内

水俣市立袋小学校 無料
ms04@athena.ocn.ne.j
p

熊本県 水俣市 ②
水俣市小中学校音楽
会

午前中は小学校・午後は中学校の部を開催し、合唱・合奏を
公開している。

11月7日 水俣市文化会館
水俣市小中学校音楽研究
会

無料
水俣第一中学校
0966-63-2981

熊本県 水俣市 ③
第５９回
水俣市民文化祭

市文化協会団体や一般参加者が、展示・芸能部門において作
品を発表し、日ごろの成果を披露するイベントです。

11月9～11日
水俣市総合もやい直し
センター、水俣市文化会
館

水俣市、水俣市教育委員
会、水俣市文化協会

無料
syogai@city.minamata
.lg.jp

熊本県 水俣市 ② 文化祭前夜祭
本校生徒による展示作品、保護者・地域の方々による伝統芸
能や楽器演奏などによるステージをご覧いただくことができま
す。

11月10日 本校体育館 水俣市立袋中学校 無料
  mｃ
04@seagreen.ocn.ne.j
p

熊本県 水俣市 ② 第２回文化祭
学習成果（特に環境学習を中心に）の発表、合唱コンクール等
を実施します。

11月11日 水俣第一中学校 水俣市立水俣第一中学校 無料
水俣第一中学校
0966-63-2981

熊本県 水俣市 ② 文化祭
本校生徒による展示作品、劇や総合的な学習の時間に調べた
内容の発表、楽器演奏などによるステージをご覧いただくこと
ができます。

11月11日 本校体育館 水俣市立袋中学校 無料
  mｃ
04@seagreen.ocn.ne.j
p

熊本県 水俣市 ②・③
水俣二中・校区合同文
化祭

中学校と校区にお住まいの方々が合同で行う文化祭です。作
品展示・ステージ発表を通して学校と地域との相互の結びつき
を深めます。

11月11日（日） 水俣二中体育館 水俣市立水俣第二中学校 無料 0966(63)3651
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熊本県 水俣市 ②　③ 校内文化祭
各教科及び総合的な学習の時間のまとめや演劇、合唱など学
習の発表の場として保護者及び地域の方等に開放する。

11月11日 緑東中学校及び体育館 学校主催 無料 0966-67-1001
学力向上発表会との
兼ね合いで期日の変
更を考えている。

熊本県 水俣市 ②
水俣市学力向上研究
指定校発表会

学力向上の研究成果を広く学校関係者及びPTA・地域に公開
する。

11月22日 緑東中学校
水俣市教育委員会・緑東中
学校

無料 0966-67-1001

熊本県 南阿蘇村 ② 学校公開 授業参観、持久走大会、給食試食会 11月2日 南阿蘇村立中松小学校 南阿蘇村立中松小学校 無料
nakamatsu-
syo@minamiaso-
v.bears.ed.jp

熊本県 南阿蘇村 ②
白水っ子かがやきフェ
スティバル

この発表は、今年度に学んだことを児童が発表することから、
白水っ子一人一人の児童が｢自信･意欲」｢協力･協同｣｢認め合
い･高め合い｣の心や態度などの確かな学と豊かな心を一段と
高めることを願う教育活動です。

11月10日（土）
南阿蘇村
白水小学校
体育館

白水小学校 無料

ＴＥＬ
０９６７
（６２）
９４４３

平成２４年度
白水小学校
学習発表会

熊本県 南阿蘇村 ② ふれあい交流会
地域の方や保護者へ授業参観や一緒にゲーム等の交流を行
います。

10月20日 両併小学校 両併小学校 無料 ０９６７－６２－０１２６

熊本県 南阿蘇村 ② 学習発表会 各学年の１年間の学習成果発表会 11月10日
南阿蘇村立久木野小学
校体育館

南阿蘇村立久木野小学校 無料 ０９６７－６７－０２３２

熊本県 南阿蘇村 ② 学習発表会
各学年の学習の成果を発表する。特に5年生では「水俣病問
題や環境保全について」、6年生では「平和学習」など、総合的
な学習の時間に学習したことを、家庭や地域へも発信する。

11月10日(土） 南阿蘇西小学校体育館 南阿蘇西小学校 無料 （０９６７）６７－００２１

熊本県 南阿蘇村 ② 学習成果発表会
校内の学習成果を広く公開する。特に、総合的な学習の時間
の学習成果を公開。

10月20日 白水中学校体育館 白水中学校 無料 白水中学校

熊本県 南阿蘇村 ① ＰＴＡ講演会 外部講師による子育てに関する講演 11月30日 長陽中体育館 長陽中学校 無料 0967-67-0030

熊本県 南阿蘇村 ③ 村文化祭
各文化協会の発表会及び作品の展示、村内児童生徒の絵、
習字などの展示

11月3, 4日
長陽中体育館、長陽体
育館

南阿蘇村教育委員会 無料 ０９６７－６７－１６０２

熊本県 南阿蘇村 ③ 数
ス

鹿
ガ

流
ル

祭
サイ

（建学祭） 学生の課外活動発表及び農産物の販売・収穫体験 11月1～3日
東海大学
阿蘇校舎

東海大学 無料
阿蘇教学課
0967-67-3904

－

熊本県 南小国町 ②.③ ぎんなん祭 学習の成果発表、作品展示、学校地域との交流 11月11日 南小国町立中原小学校 中原小学校，ＰＴＡ，後援会 無料

熊本県 南小国町 ③ ふれあい集会 地域の老人方との伝統文化体験交流 10月30日 市原小学校 市原小学校 無料
ichihara@minami-
catv.jp

熊本県 南小国町 ② りんどう祭
りんどうヶ丘小学校の学習発表会で児童や地域の方の発表を
行う。

11月18日
りんどうヶ丘小学校体育
館

南小国町立りんどうヶ丘小
学校

無料 0967-44-0450

熊本県 南小国町 ① 南Ｐ連教育講演会
家庭教育に関する講演を開催することで、子育ての在り方に
ついての関心を高め、理解を深めます。

11月13日
南小国町自然休養村管
理センター

南小国町PTA連絡協議会 無料
minamijh@minami-
catv.jp

熊本県 南小国町 ②.③
南中文化の日（文化
祭）

地域住民の方を招待し、日頃の学習活動の成果を発表するこ
とで、学校教育への関心を高め、理解を深めます。

10月21日 南小国中学校 南小国中学校 無料
minamijh@minami-
catv.jp

熊本県 南小国町 ③
第２５回みなみおぐに
文化祭

町内の文化・芸術の振興を図るため、展示部門・ステージ発表
部門に分けて、日頃の活動の成果を発揮する。
南小国町文化協会員を中心に小・中学生、一般町民も含め、
約３００名の参加・入場者である。

11月3日 市原小学校体育館 南小国町文化協会 無料
南小国町教育委員会
0967-42-0047

熊本県 御船町 ② 殉難の碑慰霊祭 平和教育、命の教育の一環として実施します。 10月25日 熊本県立御船高等学校 熊本県立御船高等学校 無料 096-282-0056

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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熊本県 御船町 ② 公開授業週間
保護者や地域の学校関係者など多くの方々に生徒の教育活
動を見ていただく週間です。そのうちの一日は教育センターの
御協力を得て、研究授業及び授業研究会を実施します。

11月5～16日 熊本県立御船高等学校 熊本県立御船高等学校 無料 096-282-0056

熊本県 御船町 ② 文化発表会
「総合的な学習の時間」の取組についての発表、合唱コンクー
ル等

10月21日 御船中学校体育館 御船中学校 無料
http://www.mifunejh
@higo.ed.jp

熊本県 御船町 ②
学習発表会・御船小ま
つり

日頃の学習の成果を発表するとともに、PTAと連携したお祭り
を行う。

11月17日 御船小学校 御船小学校 無料 096-282-0044

熊本県 御船町 ② きょういくの集い
午後から、日頃の学習や郷土学習等の成果を学習発表会形
式で実施する予定。

11月18日 七滝中央小学校 七滝中央小学校 無料 096-284-2021
児童、保護者　計１０
０名

熊本県 御船町 ① 木倉まつり 校区あげての地域行事・学習発表・バザー 11月23日 木倉小学校 木倉公民館 無料 096-282-0076

熊本県 御船町 ② 教育フォーラム
各学校代表の児童・生徒が、パネルディスカッションを行った
り、歌等を発表する。

11月11日
御船町カルチャーセン
ター

御船町 無料 096-282-0888

熊本県 八代市 ② 公開授業
地域公開型参観日とし、活動の様子を広く、地域・保護者に公
開し、教育活動への理解と関心を高めてもらいます。

11月1日
熊本県立八代中学校・
八代高等学校第一体育
館

熊本県立八代中学校・八代
高等学校

無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/yatsushirosh/

熊本県 八代市 ②
ＰＴＡ・生徒指導部合同
登校指導

生徒の登校時間帯に保護者・職員が正門その他登校経路に
立って、生徒への挨拶の言葉かけ・交通指導を行います。

11月28日
熊本県立八代中学校・
八代高等学校

熊本県立八代中学校・八代
高等学校ＰＴＡ・生徒指導部

無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/yatsushirosh/

熊本県 八代市 ②
ジャパンマイコンカーラ
リー熊本県大会

県下工業関係高校から約１００台のマイコンカーを製作し、タイ
ムを競う

10月21日（日） 八代工業高校
熊本県工業高等学校校長
会

無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/yatuths/

熊本県 八代市 ②
熊本県高等学校アイ
ディアロボット競技大会

県下工業関係高校で課題に沿ったロボットを製作し、競技を行
う

11月3日（土） グランメッセ熊本
熊本県工業高等学校校長
会

無料
http://sakura2.higo.e
d.jp/sh/yatuths/

熊本県 八代市 ② 文化祭
各科の作品展示、文化部の発表、生徒・保護者によるバザー
等

11月10日（土） 八代工業高校 八代工業高校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/yatuths/

熊本県 八代市 ②
公開授業及び教育懇
話会

定時制の授業等教育活動の一般公開及び定時制教育に関す
る意見交換など

10月25日
（木）

18：00～
八代工業高校 八代工業高校定時制

八代工業高校定時制
教務部

どなたでも
参加可能

熊本県 八代市 ② 八工文化祭
全定合同の文化祭。定時制は日頃の教育活動の成果につい
ての発表・展示及びバザーを開催。電動モビリティ事業として
「エコ電カー」の試乗も行う

11月10日
（土）

八代工業高校 八代工業高校
八代工業高校
定時制

どなたでも
参加可能

熊本県 八代市 ② 文化部発表会
文化部や委員会などの日ごろの活動の成果を校内外へ発表
し、今後の活性化を図る。

10月24日 八代東高校 八代東高校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/yatuhi/

熊本県 八代市 ② 定時制祭
教科や個人の発表・展示及びステージ発表を保護者や地域の
方々に参観していただき理解を図る。

11月22日 八代東高校 八代東高校 無料
http://www.higo.ed.jp
/sh/yatuhi/

熊本県 八代市 ③
八代南・八代清流高校
芸術鑑賞

三宅狂言会（和泉流）による狂言鑑賞会 11月6日
八代南・八代清流高校
体育館

八代南・八代清流高校 無料 0965-35-5455

熊本県 八代市 ② 授業公開日
保護者や地域、そして学校評議員の方々に授業を公開するこ
とで、本校に対する理解を深めてもらうとともに、職員が相互
の授業を参観することにより授業力の向上を図る。

11月1日 熊本県立氷川高等学校 熊本県立氷川高等高校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/hikawash/

熊本県 八代市 ② グリーンフェスタ
一日目は講演会を実施します。二日目は学習成果の発表や
展示、バザーなどを行います。

11月10日午後～
11日

八代農業高等学校泉分
校

八代農業高校泉分校生徒
会

0965-67-2012

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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熊本県 八代市 ① 読書週間関連行事
10月27日～11月9日に開催される2012 第66回読書週間にちな
んで、おはなし会や親子参加型イベント、関連図書の展示、工
作などを行うことによって、読書活動の推進を図ります。

10月27日～11月9
日

八代市立図書館（本館・
せんちょう分館・かがみ
分館）

八代市立図書館（本館・せ
んちょう分館・かがみ分館）

無料

URL :
http://www.lib.city.ya
tsushiro.kumamoto.jp
/

熊本県 八代市 ③ 無料観覧日 平成24年度秋季特別展覧会を無料で観覧いただけます。 11月3日
八代市立博物館未来の
森ミュージアム

八代市立博物館
八代市
熊本日日新聞社

無料
http://www.city.yats
ushiro.kumamoto.jp/
museum

熊本県 八代市 ②
「くまもと教育の日」八
代市フォーラム

若手教師教育実践発表、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」児童に
よる学習のまとめ発表（案）

11月10日（土） 未定 八代市教育委員会 無料 0965-33-6847

熊本県 八代市 ② 学校開放日
学校を開放し、保護者並びに地域の方に自由に授業を参観し
ていただきます。

10月31日～11月2
日

八代市立高田小学校 八代市立高田小学校 無料 0965－32－4575

熊本県 八代市 ②① 家庭教育研修会
講師をお招きし、保護者に対し、「親の学びプログラム」研修会
を行います。

11月1日 八代市立高田小学校 八代市立高田小学校 無料 0965－32－4575

熊本県 八代市 ②
郡築小学校オープン参
観デー

開放時間８：５０～１４：００。午前中の１、４時間目が授業参
観。２～３時間目に芸術鑑賞会を持つ。昼休み時間にＰＴＡ図
書委員による読み聞かせ会。給食や掃除の児童の様子もみて
もらう。

11月1日 八代市立郡築小学校 八代市立郡築小学校 無料 0965-37-0806

熊本県 八代市 ③
学校開放月間
・授業参観

１１月を学校開放月間と位置づけ、その中で１１月１日～９日を
「授業参観期間」とし、時間の都合のつく時間に授業参観をし
てもらう。

11月1～9日 八代市立八代小学校 八代市立八代小学校 無料 八代市立八代小学校

熊本県 八代市 ①
宮地わ・わ・わっフェス
タ

校区民が一堂に会し、ふれ合い、語り合いながらそれぞれの
立場を理解し、「共生」の意識を高めることを目的とした地域交
流行事。小学生も学習発表や体験・交流活動等を行う。

11月11日
八代市立宮地小学校ま
たは隣接中学校

同フェスタ実行委員会 無料
0965-31-5557 宮地
公民館

熊本県 八代市 ③
いきいき芸術体験教室
（清和文楽人形芝居）

優れた舞台芸術（郷土熊本の民俗芸能）に直接触れ、文化芸
術に親しみ、豊かな創造力や情操を養う。

11月20日
八代市立宮地小学校体
育館

熊本県教委・八代市教委 無料
0965-32-3877 八代
市立宮地小学校

熊本県 八代市 ①，③ 二見風土フェスタ

本行事は、地域の活性化をねらいとして、様々な出し物や農産
物、加工品等の販売を行っています。学校もそれに参加協力
し、昔遊び体験や竹細工・押し花しおりの製作体験、また、自
分たちが育て収穫したカライモやもち米などを利用した加工・
販売の体験活動を行います。

10月28日 二見小学校運動場 二見校区活性化協議会 無料
八代市立二見小学校
0965-38-9339

熊本県 八代市 ② 校内文化祭 日頃の学習成果を保護者や地域の方々に向けて発表する。 11月18日 鏡小体育館 八代市立鏡小学校 無料 0965-52-0050

熊本県 八代市 ②
授業参観並びに教育
講演会

授業参観では、保護者啓発を含めて人権に関する学習を実施
します。教育講演会では、子育て等をテーマとして開催しま
す。

11月28日 本校教室・ホール 鏡西部小学校 無料
doc-es-
saibu@yatsushiro.jp

熊本県 八代市 ② 一中文化祭 各学年の学習成果の発表・合唱グランプリ 11月16日 第一中学校体育館
八代市立第一中学校文化
祭実行委員会

無料 0965-32-7103

熊本県 八代市 ② 学習成果発表会
生徒の日頃の学習の成果を発表します。また、保護者・地域
の方々へも学校を開放し、生徒の活動の様子を観覧していた
だくとともに、PTAの合唱や茶道の体験も行います。

11月11日 八代市立第七中学校 八代市立第七中学校 無料
http://e.yatsushiro.jp
/jhs-yat7/

熊本県 八代市 ③ 文化祭
保護者や地域の方々を学校に招き、生徒の日頃の学習の成
果や学校の様子を見てもらう機会とする。

11月16日 第八中学校体育館 八代市立第八中学校 無料 0965-32-2966

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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熊本県 八代市 ② 文化祭
ステージ部門、展示部門に分け「総合学習」の取組、専門委員
会活動発表等及び様々な展示等をします。

11月11日 体育館
八代市立日奈久中学校生
徒会実行委員会

無料
八代市立日奈久中学
校

熊本県 八代市 ② 文化祭
保護者や地域住民に子どもたちの日ごろの学習の成果を見て
もらう。

11月8日 鏡中学校 八代市立鏡中学校 無料 0965-52-0107

熊本県 八代市 ①,②
講演会
(本校文化祭の午後よ
り）

本校文化祭において、午前中に生徒発表を行い、午後から、
「～命見つめて～ガンと闘った１３歳の少女、猿渡瞳さん」の母
親である、猿渡直美さんの講演会を実施します。

11月18日(日） 泉町振興センター 八代市立泉中学校 無料 0965-67-2311

熊本県 八代市
②教育
（学校
教育）

第39回八代市高校演
劇大会

熊本県城南地区の高校演劇部の大会を開催します。 10月20, 21日 八代市厚生会館 八代市厚生会館 無料

http://www.city.yats
ushiro.kumamoto.jp/li
st/list_view.phtml?cat
id=120601&arid=3278
3

熊本県 八代市 ③文化 八代市文化祭
展示・・・美術、書道、写真、華道、園芸など
舞台･･･日舞、洋舞、伝統芸能、民謡、詩吟、器楽、合唱など
その他・・・茶道、文芸、能など

9月11日～11月18
日

やつしろハーモニーホー
ル、厚生会館、博物館
等

八代市
八代市教育委員会
八代市文化協会

無料
bunka@city.yatsushir
o.lg.jp

熊本県 八代市 ③文化
近代化遺産全国一斉
公開2012

旧郡築新地甲号樋門附・潮受堤防、
郡築二番町樋門

10月1日～11月30
日

八代市郡築二番町及び
三番町

八代市 無料
bunka@city.yatsushir
o.lg.jp

熊本県 八代市 ① 食育講座第1部 講義及び調理実習 11月10日、17日 代陽公民館 生涯学習課 有料

0965－30－1110（生
涯学習課）又は0965
－33－5909（植柳公
民館）

対象：市内小学生（1
年生～4年生）と保護
者20組

熊本県 八代市 ③ 昭和校区文化祭 校区民の発表・展示会等 11月中旬 昭和小学校 昭和校区 無料

0965－30－1110（生
涯学習課）又は0965
－37－2741（昭和公
民館）

対象：昭和校区民

熊本県 八代市 ③ 東陽町文化の祭典 校区民の発表・展示会等 11月18日 東陽スポーツセンター 東陽校区 無料

0965－30－1110（生
涯学習課）又は0965
－65－2210（東陽公
民館）

対象：東陽校区民

熊本県 山江村 ③
文化祭・合唱コンクー
ル

総合的な学習の時間に学習した「郷土」「生活」「文化」につい
て、ステージ発表や展示を行う。また合唱コンクールも保護者
や地域に公開する。

11月11日 本校体育館 山江中学校 無料
山江中学校　　　　０９
６６－２２－５３７６

熊本県 山江村 ③ フリー参観日 保護者や地域住民の方々に自由に授業を参観してもらう。 11月15日 万江小学校 万江小学校 無料 0966-23-5691

熊本県 山鹿市 ③
熊本県内装飾古墳一
斉公開

熊本県が全国一の数を誇る文化財の装飾古墳。年間を通じ
て、この日にだけ見学することのできる装飾古墳もあるため、
毎年見学者が増え続けています。保存と公開に関する研究の
ためのモニターバスツアーや、肥後古代の森協議会による見
学バスツアーを予定しています。

10月10～21日
山鹿市、菊池市、和水
町、玉名市、宇城市、熊
本市

県立装飾古墳館 無料
電話0968-36-2151
http://www.kofunkan.
pref.kumamoto.jp/

熊本県 山鹿市 ② 商工フェスタ
小学校高学年生を対象にお仕事体験、幼保小中連携によるス
テージ発表、文化祭、販売会

10月28日 鹿本商工 鹿本商工
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/kasyoko/

熊本県 山鹿市 ② 公開授業週間 全ての授業を保護者に開放する。
11月5日から１週

間
鹿本商工 鹿本商工

http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/kasyoko/

熊本県 山鹿市 ② 公開授業週間
保護者・地域住民・近隣小中学校関係者に授業を公開し、本
校の教育活動の状況を理解してもらいます。

10月29日～11月2
日

鹿本高校 鹿本高校 無料
鹿本高校
0968-44-5101

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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熊本県 山鹿市 ② 鹿農祭(文化祭)
本校の生徒たちが日ごろ取り組んでいる専門教育の学習成果
や文化部、委員会等の発表の場として、保護者・同窓生・地域
住民の方々に広く公開します。

11月10, 11日 鹿本農業高等学校 鹿本農業高等学校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/kamotono/

熊本県 山鹿市 ② 公開授業週間
保護者、近隣小中高校の教職員、地域の方々等に授業や実
習を公開し、本校の教育活動を理解していただきます。

11月19～22日 鹿本農業高等学校 鹿本農業高等学校 無料
http://sakura1.higo.e
d.jp/sh/kamotono/

熊本県 山鹿市 ① 米田校区ふるさと祭り
米田校区のふるさと祭りに米田小学校児童[個人・学年・合唱
部]がダンス等を披露します。

11月3日 米田小体育館 社会教育課 無料

熊本県 山鹿市 ②
山鹿市小中学校南部
ブロック音楽会

山鹿市南部ブロック小中学校音楽会で、米田小学校全児童に
よる合唱（１曲は全児童、１曲は４～６年）を披露します。

11月6日 山鹿小体育館
山鹿市教育会音楽研究部
会

無料

熊本県 山鹿市 ②
米田っ子ふれあい秋祭
り

全児童及び保護者で「ものづくり体験」を行ったり、児童が体験
活動等の報告を行ったりします。また、保護者によるバザーも
同時に開催されます。

11月11日 米田小教室・体育館 米田小学校 無料
米田小学校　℡
0968-43-1179

熊本県 山鹿市 ①、② ふれあい祭り
地域社会と学校・幼稚園が一体となってふれあいの場（餅つき
大会・ふれあい発表会・ ふれあい展示会）等を行う。

11月11日 川辺小学校
川辺小学校及び地区公民
館、幼稚園

無料
y-
kawabees@air.ocn.ne.
jp

熊本県 山鹿市 ③ 音楽の集い
音楽の授業の学習成果を保護者・地域の方々に参観していた
だき、発表する。

11月25日 八幡小学校体育館 八幡小学校 無料

熊本県 山鹿市 ①② ひらおぎふれあい祭り
地域の活性化を目的に住民と児童が共に参加する催しであ
る。学校側は、敬老参観や体験学習、またはステージ発表等
を実施し、地域住民との触れ合いを図っている。

11月18日
平小城公民館　　平小
城小学校

平小城公民館 無料 0968-43-1125

熊本県 山鹿市 ② 北部ブロック音楽会 北部ブロックの小・中学生による音楽発表会 11月8日 三岳小学校 山鹿市教育センター 0968-46-2113

熊本県 山鹿市 ① 三岳公民館祭り 地域の文化活動推進のための交流活動 11月3日 三岳公民館 三岳公民館 なし

熊本県 山鹿市 ①
三岳っ子キラキラ秋祭
り

校区内保育園、小・中学校、保護者、地域の方々の発表、出
店、バザー等を通した交流活動

11月17日 三岳小学校 三岳校区実行委員会 0968-43-1176

熊本県 山鹿市 ①
１年生保護者給食試食
会・家庭教育学級

１年生保護者対象の給食試食会
山鹿市の家庭教育支援チームによる家庭教育学級

11月21日 三玉小学校 三玉小学校 無料 0968-43-1177

熊本県 山鹿市 ①② ひまわりフェスタ 物づくり体験と食バザー 11月11日 大道小学校 大道小学校 無料 (0968)46-2168

熊本県 山鹿市 ① 閉校記念講演
東京工芸大学芸術学部　教授　才田俊次　氏（アニメーター）
による記念講演です。本年度、閉校を迎える岳間小学校にとっ
ては、最後の子ども達に夢を与える講演となります。

11月3日
山鹿市立岳間小学校体
育館

山鹿市立岳間小学校閉校
式実行委員会

無料 ０９６８－４２－５００６

熊本県 山鹿市 ③

次代を担う子どもの文
化芸術体験事業　演劇
「パイレーツオブ花山
田小学校」

一流の文化芸術団体による舞台芸術公演を行い、次代の担い
手となる子どもたちの芸術鑑賞能力の向上に つなげることを
目的としています。当日は、劇団「うりんこ」によります演劇が
あります。

11月27日
山鹿市立岳間小学校体
育館

文化庁 無料 ０９６８－４２－５００６

熊本県 山鹿市 ② 祖父母授業参観
各学年ごとに、子どもたちがお祖父ちゃん・お祖母ちゃんと一
緒に体験活動を行う。

10月26日 岩野小学校各教室 岩野小学校 無料
http://iwanoes@educ
et01.plala.or.jp

熊本県 山鹿市 ②
祖父母授業参観・芸術
鑑賞

祖父母とのふれあい活動を行うとともに、芸術鑑賞を行いま
す。

10月15日 広見小学校 広見小学校 無料 (0968)32-2156

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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熊本県 山鹿市 ② ハートフルデー
学級ごとに活動計画を立て、広見保育園の園児とふれあうこと
で、豊かな心の育成の一助とします。

11月15日 広見小、広見保育園 広見小学校 無料 (0968)32-2156

熊本県 山鹿市 ② 六郷フェスタ
日頃よりお世話になっている地域の方や家族、お年寄り、福祉
施設の方々を招き、昔遊び等の交流会やＰＴＡが調理した豚汁
を一緒に食べる。

11月11日(日) 六郷小学校 六郷小学校 無料
0968-48-2016 六郷
小学校

３００人

熊本県 山鹿市 ② 学校へ行こう会 地域･保護者に呼びかけ、授業を参観していただく。 11月15日 来民小学校 来民小学校 無料 0968(46)2067

熊本県 山鹿市 ③ 芸術体験
城北高校の演劇部においでいただき、いじめに関する劇を上
演してもらうとともに、ワークショップを入れ発声等について学
ぶ。地域･保護者に方にも呼びかける。

11月21日 来民小学校 来民小学校 無料 0968(46)2067

熊本県 山鹿市 ② 芸術鑑賞会
子どものための優れた芸術体験事業として「バレエ公演」を地
域や保護者の方々とともに鑑賞する。

10月26日 稲田小学校体育館 文化庁 無料 ☎0968-46-2162

熊本県 山鹿市 ③ 町文化祭 文化展示物を出品したり合唱に出演したりする。 10月13日 ひだまり 山鹿市鹿本町

熊本県 山鹿市 ③ スクールコンサート 高校生の演奏に学ぶ。（吹奏楽） 11月7日 中富小学校体育館 中富小学校

熊本県 山鹿市 ③ 東部ブロック音楽会 ６校の小学生が集まり音楽に関する内容を発表する。 11月9日 六郷小学校 山鹿市教育会

熊本県 山鹿市 ② お年寄りとの交流会 それぞれの地域人材を招待し児童との交流を図る。 11月13日 中富小学校 中富小学校

熊本県 山鹿市 ② 第５回自主研究発表会
知・徳・体の調和のとれた日常活動の工夫及び知(算数)、心
(道徳)、体(体育)の三部で、学び合いを通した教科等の本質に
迫る授業づくりに取り組む。本年度も自主研究発表会を行う。

11月13日 山鹿市立千田小学校 山鹿市立千田小学校
y-
tidaes@educet01.plal
a.or.jp

熊本県 山鹿市 ② 読書祭り
本校の伝統行事の一つとして、ボランティアによるお話聞か
せ、読書標語募集等を行う。

11月13日
米野岳小　　ランチルー
ム

米野岳小 無料
米野岳小    0968-
36-2055

約100名

熊本県 山鹿市 ② ハートフルデー
地域の老人会の方々に、昔遊び（お手玉、縄ない、竹細工、竹
馬 等）を教えてもらったり、一緒に作ったり、遊んだりして交流
をします。その後、会食をします。

11月13日 山内小学校 山内小学校 無料 0969-36-2255

熊本県 山鹿市 ② 音楽鑑賞会
老人会の方々や、地域の方をお招きして、児童と一緒に音楽
鑑賞会を行います。

11月13日 山内小学校 山内小学校 無料 0969-36-2255

熊本県 山鹿市 ② 文芸発表会
日頃の学習活動の成果を発表する場として、各教科や文化系
部活動等の作品展示・演技・演奏等を行う。

10月21日 山鹿中学校体育館 山鹿中学校 無料

熊本県 山鹿市 ② 公開授業
県立教育センターとの連携により、授業展開の工夫に関する
提案を行う授業を公開する。

10月26日 山鹿中学校 山鹿中学校 無料

熊本県 山鹿市 ② 教育講演会
保護者や地域の教育に対する関心を高めるために、地域で
様々な教育活動を行っている講師を招聘し、講演会を開催す
る。

11月30日 山鹿中学校 山鹿中学校 無料

熊本県 山鹿市 ② 学校へ行こう会
保護者や地域の方に学校行事や授業を公開し、開かれた学
校づくりを図る

10月15日 鶴城中学校 学校主催 無料
０９６８－４３
－１１８８

熊本県 山鹿市 ② 鶴城中文化祭
総合的な学習の時間の各学年毎の発表（体験活動報告・劇・
合唱ｺﾝｸｰﾙ等)を行う

11月11日 鶴城中学校 学校主催 無料
０９６８－４３
－１１８８

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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熊本県 山鹿市 ② 学校へ行こう会
保護者や地域の方に学校行事や授業を公開し、開かれた学
校づくりを図る

11月15日 鶴城中学校 学校主催 無料
０９６８－４３
－１１８８

熊本県 山鹿市 ② 清流祭（文化祭）
保護者や地域住民の方々へ本校の文化活動や学習成果を発
信します。

10月21日 鹿北中学校 鹿北中学校 無料 0968-32-2019

熊本県 山鹿市 ① ふるさと1000人合唱
合唱曲「山の息吹」を地域の方や卒業生、保護者とともに歌
い、ふるさとの良さや人のつながりのすばらしさを体感する。地
域の「かほくまつり」の前夜祭の行事として行う。

11月16日 鹿北中学校
鹿北中学校及びかほくまつ
り実行委員会

無料 0968-32-2019

熊本県 山鹿市 ② 学校へ行こうかい 学校開放日 11月15日 菊鹿中学校 菊鹿中学校 無料

熊本県 山鹿市 ①② 親子進路学習会 進路について生徒と保護者が一緒に学習を行います。
10月12日
11月22日

鹿本中学校 山鹿市立鹿本中学校 無料 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ②③ 音楽祭
合唱コンクールを中心に、吹奏楽部の演奏や、音楽科の発表
等を行います。

10月19日 鹿本中学校 山鹿市立鹿本中学校 無料 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ①②③ 国際交流会
異文化に触れ、諸外国の方々との交流を行い、国際理解を深
める機会とします。

10月25日 鹿本中学校 山鹿市立鹿本中学校 無料 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ②③ 米野中祭 総合的な学習の時間の発表、合唱等 10月21日 米野岳中学校 米野岳中学校 無料 0968-36-3151

熊本県 山鹿市 ①② 高校説明会
近隣の高校の先生を招いて、高校の概要や入試について説
明してもらう。

11月2日 米野岳中学校 米野岳中学校 無料 0968-36-3151

熊本県 山都町 ②③ 文化祭
弁論大会、壁新聞コンクール及び合唱。自由見学として、展
示、バザー、有志による発表等を予定しています。
芸術鑑賞会を９日に行います。

11月9, 10日 矢部高等学校 矢部高等学校 無料 0967-72-0024

熊本県 山都町 ① 学校開放週間 学校・農場の開放（授業参観等）を行います。 11月5～10日 矢部高等学校 矢部高等学校 無料 0967-72-0024

熊本県 山都町 ②
人権同和教育公開授
業

全学級で人権同和教育の授業を行い、保護者、地域住民にも
公開します。

10月下旬～11月
上旬を予定

山都町立御岳小学校 山都町立御岳小学校 無料 ０９６７－７２－１００４

熊本県 山都町 ①、②
そよっ子ふれあいフェ
スタ

児童が各教科等で学習した成果を発表するとともに、地域
（PTA・老人会）から、様々な出し物等を行い、交流を深めま
す。

11月4日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 電話0967-85-0200

熊本県 山都町 ③
文化・芸術鑑賞会(人
形劇鑑賞)

プロの人形劇団による人形劇の鑑賞とワークショップ 11月7日 蘇陽南小学校体育館 劇団ぱれっと 無料
0967-83-0022
096-335-9166

観劇料は別途予算で
まかなう

熊本県 山都町 ③ 校内文化祭 日頃の学習活動の成果を保護者や地域の方々に発表する。 10月20日 清和中学校体育館 清和中学校 無料
ymt-seiwa-
chu@town.yamato.ku
mamoto.jp

熊本県 山都町 ②、③
ＮＩＥ実践研究発表会
（仮称）

NIE（Newspaper in Education：教育に新聞を教材として活用す
る）を推進するための授業研究会及び実践報告会

11月18日 山都町立蘇陽中学校
熊本県NIE推進協議会、山
都町立蘇陽中学校

無料
山都町立蘇陽中学校
0967-83-0546

９：００～１５：００

熊本県 山都町 ②、③
山都町立蘇陽中学校
文化発表会

各学年の総合的な学習の時間、各委員会活動、各教科等の
取組発表、合唱コンクール

10月21日
山都町蘇陽総合支所営
農ホール

山都町立蘇陽中学校 無料
山都町立蘇陽中学校
0967-83-0546

９：００～１５：００

熊本県 湯前町 ② 芸術鑑賞会
全校児童と希望する保護者を対象に、芸術体験事業により本
校に訪問される東京混声合唱団による参加体験型の合唱指
導を実施します。

10月26日 湯前小学校体育館 湯前小学校 無料
湯前小学校
0966-43-2014

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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熊本県 湯前町 ①，③ 湯前町文化祭 ステージ発表や作品の展示をします。 11月3日
湯前町農村環境改善セ
ンター

湯前町文化協会 無料
湯前町教育委員会
0966-43-2050

熊本県 湯前町 ②
「くまもと教育の日」に
伴う小中学校児童生徒
作品展

小中学生の書道や絵などの作品を展示します。 11月5～13日
ふれあい交流センター
湯～とぴあ

湯前町教育委員会 無料
湯前町教育委員会
0966-43-2050

熊本県 湯前町 ③ 伝統芸能継承活動 総合的な学習の時間に伝統芸継承活動を行います。 11月13, 14, 18日
里宮神社、
湯前中学校

湯前中学校 無料
湯前中学校
0966-43-2022

300人

熊本県 湯前町 ② 校内音楽会
日頃の音楽教育等の成果を全校児童や保護者の前で発表し
ます。発表は、各学年ごとに行い、職員も合唱の発表をしま
す。

11月16日 湯前小学校体育館 湯前小学校 無料
湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 苓北町 ②
熊本県立苓北支援学
校　公開授業研究会

自立活動の授業参観後、分科会ごとに授業研究会を行いま
す。また大学教授による講演会を行います。

11月9日 熊本県立苓北支援学校 熊本県立苓北支援学校 無料
電話
0969-35-1780

熊本県 苓北町 ③ 坂っ子文化祭 文化展用に練習した作品を校内に掲示して鑑賞する。 11月3～14日 坂瀬川小ホール 坂瀬川小 無料 ０９６９－３７－０５０１

熊本県 苓北町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を地域や保護者に開示し、学校教育に理
解を深めてもらい協力を促す。

11月30日 志岐小学校体育館 志岐小学校 無料 0969（33）0014

熊本県 苓北町 ② 学習発表会
各学級がこれまで学習した内容を、劇や音楽、意見発表等で
発表する。

11月18日 都呂々小学校ホール 都呂々小学校 無料
tororo-estr@reihoku-
t.kumamoto-sgn.jp

熊本県 苓北町 ② 学校開放の日 保護者・地域の方々に自由に授業を参観していただく。
10月～11月の1週

間
坂瀬川中学校 学校 無料

Sakasegawa-
jhtr@reihoku-
t.kumamoto-sgn.jp

熊本県 苓北町 ③ 清和文楽公演会 県の生き生き芸術体験で「清和文楽公演」を実施する。 11月2日 坂瀬川中学校
学校　　　　　　生き生き芸術
体験

無料
Sakasegawa-
jhtr@reihoku-
t.kumamoto-sgn.jp

熊本県 苓北町 ② フレンドリータイム 校区の高齢者の方々と生徒の交流活動を行う。 11月中旬 坂瀬川中学校 学校 無料
Sakasegawa-
jhtr@reihoku-
t.kumamoto-sgn.jp

熊本県 和水町 ② 学校へ１５デー 学校開放日 10月15日 菊水中央小 菊水中央小 無料 0968-86-2039

熊本県 和水町 ② ジュニアガイド ６年生による江田船山古墳ガイド 10月15日 菊水中央小 菊水中央小 無料 0968-86-2039

熊本県 和水町 ② 学校へ2５デー 学校開放日 10月25日 菊水中央小 菊水中央小 無料 0968-86-2039

熊本県 和水町 ② 学校へ１５デー 学校開放日 11月15日 菊水中央小 菊水中央小 無料 0968-86-2039

熊本県 和水町 ② 第３回自主研究発表会 和水町立菊水南小学校の自主研究発表会 11月1日 和水町立菊水南小学校 0968-86-2078

熊本県 合志市 ①
「早寝早起き朝ごはん」
フォーラム

これまでの地域における取組により得られた成果等をもとに、
子どもの生活リズム定着の重要性を伝えることにより、地域一
丸となった取組を一層促進させるため、各地域においてフォー
ラムを実施し、子どもの基本的な生活習慣の定着を図ります。

11月17日
合志市総合センター
ビィーブル

早寝早起き朝ごはん全国協
議

無料
http://www.hayanehaya
oki.jp/

熊本県 ② リサイクル運動 ＰＴＡ主催のリサイクル運動 11月25日 菊水中央小 菊水中央小ＰＴＡ 無料 0968-86-2039

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


