
992

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 問合せ先 備考

秋田県 秋田市 ② チャレンジマラソン大会 保護者や地域の方にマラソン大会の様子を公開します。 10月2日 勝平小学校 勝平小学校 無料
【勝平小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/kt
h-s/

勝平小学校
018-823-5660

秋田県 秋田市 ② 三校合同千秋公園マラソン大会
保護者や地域の方に保戸野小・明徳小・中通小３校合同のマラソン大会（５・６
年生）の様子を公開します。

10月2日 千秋公園
保戸野小学校、明徳小学校、
中通小学校

無料
保戸野小学校 018-865-0987
明徳小学校 018-833-4737
中通小学校 018-833-4341

秋田県 秋田市 ② 持久走記録会 学団ごとに持久走記録会を公開します。 10月2日 土崎小学校 土崎小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
cz-s/

土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ② 秋の持久走記録会 春に続き、全学年で２回目の持久走記録会を実施し、記録に挑戦します。 10月2日 下新城小学校 下新城小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
sj-s/index.html

下新城小学校
018-873-3441

秋田県 秋田市 ② 丘の子秋の丘を走る（持久走記録会） 秋田城跡史跡公園で持久走記録会を実施します。 10月3日 秋田城跡史跡公園 高清水小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/tk
s-s/index.html

高清水小学校
018-845-0831

秋田県 秋田市 ①② 日新わくわくフェスタ
全校で大森山動物園に行き、オリエンテーリングをしたり、動物に関連した教
科・領域の学習をしたりします。

10月3日 大森山動物園 日新小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/n
sn-s/

日新小学校
018-828-4408

秋田県 秋田市 ①③ 市民文化講座 「佐竹義宣と石田三成」と題し、土居輝雄氏を講師に講座を開催します。 10月3日 ほくとライブラリー明徳館 秋田市立中央図書館明徳館 無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008846/index.ht
ml

ほくとライブラリー明徳館
018-832-9220

秋田県 秋田市 ② 東小マラソン記録会
6月に実施したマラソン記録会でのタイムを更新することを目指して、10月の記
録会を実施します。

10月3日 東小グラウンド 東小学校 無料
【東小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
gs/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ② 平成３０年度第２回校内持久走大会
第１回大会の記録を超すことを目標に、各学団ごとに持久走大会を実施しま
す。

10月4日 四ツ小屋小学校 四ツ小屋小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/y
gy-s/

四ツ小屋小学校
018-839-2050

秋田県 秋田市 ② クラブ発表会
ステージ発表や作品展示を実施し、クラブ活動の成果を地域の方や外部指導
者等に公開します。

10月4日 大住小学校 大住小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/o
sm-s/index.htm

大住小学校
018-839-0611

みんなの登校日

秋田県 秋田市 ②③ 北の文化教室
生徒が芸術文化への理解を深めることを主として行っている芸術鑑賞会です。
保護者や同窓会も招待し開催しています。今回は演劇「夢を叶えるゾウ」を鑑賞
します。

10月4日 秋田市文化会館 秋田県立秋田北高等学校 無料
秋田県立秋田北高等学校
018-834-1371

生徒、保護者、同窓会を
対象

秋田県 秋田市 ②③
学習発表会 ステージ発表や作品展示等を行い、幼児児童生徒の日頃の学習成果を発表し

ます。手話を含む豊かな表現活動を行います。
10月6日 聴覚支援学校 聴覚支援学校 無料

http://www.kagayaki.akita-
pref.ed.jp

聴覚支援学校
018-889-8572

秋田県 秋田市 ①③ 市民文化講座
「世界の扉をノックしよう　～アフリカ モザンビーク編～」と題し、ＪＩＣＡ東北支部
との共催で講座を開催します。

10月6日 ほくとライブラリー明徳館 秋田市立中央図書館明徳館 無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008846/index.ht
ml

ほくとライブラリー明徳館
018-832-9220

秋田県 秋田市 ① 朗読のつどい
土崎図書館朗読ボランティアはまなすによる朗読会です。目の不自由な方、地
域の幅広い世代の方に朗読を楽しんでもらうことを目的としています。

10月6日
ほくとライブラリー土崎図書
館

ほくとライブラリー土崎図書館 無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008847/index.ht
ml

ほくとライブラリー土崎図書館
018-845-0572

秋田県 秋田市 ③ 河辺スペシャル・トークショー
郷土ゆかりの２人の詩人による対談形式の講演会。河辺在住のあゆかわのぼ
る氏と、「Ｈ氏賞」受賞の十田撓子氏を講師に迎え、生まれ育った風土や詩に込
める思いなどを語っていただきます。

10月6日
秋田市河辺総合福祉交流セ
ンター

秋田市立中央図書館
明徳館河辺分館

無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008588/index.ht
ml

ほくとライブラリー明徳館河辺分館
018-881-1202

秋田県 秋田市 ①④ きらめきdeサイエンス
自然科学学習館に登録している学生のサイエンスサポーターが中心となり、科
学体験やものづくりブースを開催します。

10月7日 アルヴェ１階きらめき広場 自然科学学習館 無料
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

秋田県 秋田市 ①②③ 芸術鑑賞 大型人形劇「三国志」の公演を全校で鑑賞します。 10月9日 新屋高校 新屋高校 無料
新屋高校
018-828-5859

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 秋田市 ② 音楽鑑賞教室 音楽鑑賞教室を実施します。 10月10日 明徳小学校 明徳小学校 無料
【明徳小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/m
tk-s/index.htm

明徳小学校
018-833-4737

秋田県 秋田市 ③ 市民の座1230ミニコンサート
お昼休みのひととき、市役所庁舎１階市民の座を会場に、クラシック音楽や合
唱によるミニコンサートを行います。

10月10日､11月15
日

秋田市役所１階市民の座
秋田市観光文化スポーツ部文
化振興課

無料
https://www.city.akita.lg.jp/event/s
onota/1002213.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課　振興担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ② きらりミニ学校展
学校紹介パネル、児童生徒の作品や作業製品等を地域の公共施設で展示・紹
介し、本校の地域理解を推進します。

10月10日～24日
秋田銀行御所野ニュータウ
ン支店

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

秋田県立秋田きらり支援学校
教頭　伊藤敏博
018－889－8573

秋田県 秋田市 ① 雄和図書館おはなし会
幼児などを対象にした絵本や紙芝居などの読み聞かせ、工作をみんなで一緒
に楽しみます。

10月10日
ほくとライブラリー雄和図書
館

ほくとライブラリー雄和図書館 無料
ほくとライブラリー
雄和図書館
018-886-2853

秋田県 秋田市 ② みんなの登校日 保護者や地域の方に学校を公開します。 10月11日 土崎小学校 土崎小学校 無料
【土崎小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
cz-s/

土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ② 持久走記録会
保護者や地域の方に、全校持久走記録会（低・中・高学年に分けて実施）の様
子を公開します。

10月11日 外旭川小学校 外旭川小学校 無料
【外旭川小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
as-s/

外旭川小学校
018-868-3200

秋田県 秋田市 ② マラソン大会 各学年の児童が、グラウンドで決められた距離を走ります。 10月11日 寺内小学校 寺内小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/tr
u-s/wpress/

寺内小学校
018-846-8501

秋田県 秋田市 ② 森に親しむ活動
学校林を活用し、地域の皆さんと共に植樹や成長記録作成などの体験学習を
行います。

10月11日 秋田東中学校学校林 秋田東中学校 無料
【秋田東中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
kh-c/

秋田東中学校
018-833-8261

秋田県 秋田市 ② 性教育講話会 ３年生徒及び保護者を対象とした命の尊さに関する講話会を実施します。 10月11日 勝平中学校 勝平中学校 無料
【勝平中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/kt
h-c/

勝平中学校
018-863-7782

秋田県 秋田市 ② 進路説明会
生徒のキャリア教育推進のため、平成30年度公立高校および市立高校入試の
概要について保護者等に説明します。

10月12日 城南中学校 城南中学校 無料
【城南中学校HP】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/jn
n-c/

城南中学校
018-834-2367

秋田県 秋田市 ①②③ 吹奏楽部定期演奏会 恒例の定期演奏会です。 10月12日
秋田県立
児童会館

新屋高校
新屋高校
018-828-5859

秋田県 秋田市 ① おりがみの会
幼児～小学校低学年の子どもとその保護者を対象に、かんたんなおりがみ制
作とおはなしを１つずつ楽しんでいただきます。

10月13日､11月10
日

ほくとライブラリー土崎図書
館

ほくとライブラリー土崎図書館 無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008847/index.ht
ml

ほくとライブラリー土崎図書館
018-845-0572

秋田県 秋田市 ① どうぶつサイエンス2018パートⅡ 大森山動物園との共催で、アジアに生息する動物の生態を観察します。 10月14日 大森山動物園他 自然科学学習館
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

小学生以上対象
事前申込み
小３以下保護者同伴（保
護者は入園料720円）

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

10月14日 桜小学校 桜小ＰＴＡ 無料
桜小学校
018-833-3375

秋田県 秋田市 ② 進路PTA 保護者と生徒が一緒に進路について学ぶ集会を実施します。 10月15日 泉中学校 泉中学校 無料
【泉中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/iz
m-c/

泉中学校
018-863-8901

秋田県 秋田市 ② 親子レクリエーション・親子清掃
レクリエーションを通して親子のふれあいを深めたり、親子で校内美化活動をし
たりします。

10月16日,26日,11
月5日

土崎小学校 土崎小学校PTA 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
cz-s/

土崎小学校
018-845-3271

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 秋田市 ② 中学生サミット
各中学校の生徒会リーダーが集い、地域に貢献する活動の取組について意見
交換します。

10月18日 秋田市民交流プラザＡＬＶＥ
秋田市教育委員会
学校教育課

無料
学校教育課
018-888-5808

秋田県 秋田市 ② ３年南中スポーツ ３年生の学年スポーツ大会を実施します。 10月18日 秋田南中学校 秋田南中学校 無料
【秋田南学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
km-c/

秋田南学校
018-833-8467

保護者のみ

秋田県 秋田市 ① 大人の科学「ガラスの科学」 ガラスの性質を学んだり、ガラスのトレイを製作したりします。 10月18日 新屋ガラス工房 自然科学学習館
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

高校生以上対象
事前申込み

秋田県 秋田市 ② 芸術鑑賞教室 劇団銅鑼による公演「いのちの花」を鑑賞します。 10月19日 秋田市文化会館大ホール 秋田県立秋田中央高校 無料 http://www.akitachuo-h.jp/htdocs/
秋田中央高校
018－845－0921

秋田県 秋田市 ② ３年若鷲交流発表会
３年生が、総合的な学習の時間や職場体験学習等で学んだことをもとにして発
表会を行います。

10月19日 秋田西中学校 秋田西中学校 無料
秋田西中学校
018-828-4644

秋田県 秋田市 ② 小学生体験入学
平成30年度入学予定の学区内３小学校６年生児童並びに保護者を対象に中学
校生活・学習・行事等の紹介や体験授業を行います。

10月19日 城南中学校 城南中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/jn
n-c/

城南中学校
018-834-2367

秋田県 秋田市 ② ＰＴＡ 授業参観と学年・学級ＰＴＡを行います。 10月19日 将軍野中学校 将軍野中学校 無料 www.edu.city.akita.akita.jp/sgn-c/
将軍野中学校
018-845-1752

秋田県 秋田市 ② 進路説明会
３年生徒及び１～３年生の保護者を対象とした進路に関する説明会を実施しま
す。

10月19日 勝平中学校 勝平中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/kt
h-c/

勝平中学校
018-863-7782

秋田県 秋田市 ② 進路PTA 進路に関する説明会を実施します。 10月19日 秋田南中学校 秋田南中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
km-c/

秋田南学校
018-833-8467

保護者のみ

秋田県 秋田市 ② ３年進路ＰＴＡ 生徒・保護者に対してこれからの入試の予定や進路選択の説明を行います。 10月19日 河辺中学校 河辺中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
wb-c/

河辺中学校
018-882-2321

秋田県 秋田市 ② キッズビジネスタウン
小学生が市民となり、「みなで働き、学び、遊ぶことで、ともに協力しながら街を
運営し、社会の仕組みを学ぶ」教育プログラム「キッズビジネスタウン」を実施し
ます。

10月19日，20日 生涯学習センター 秋田商業高校
【秋田商業高校ＨＰ】
http://akisho.ed.jp/

秋田商業高校
018-823-4308

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方を招いて、学習発表会を実施します。 10月20日 築山小学校 築山小学校 無料
【築山小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/c
kz-s/

築山小学校
018-833-4305

秋田県 秋田市 ② せせらぎフェア 学習発表会を実施します。 10月20日 上新城小学校 上新城小学校 無料
【上新城小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
sj-s/index.html

上新城小学校
018-870-2201

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方を招いて学習発表会を実施します。 10月20日 下北手小学校 下北手小学校 無料
下北手小学校
018-832-7220

秋田県 秋田市 ① 土崎図書館まつり
土崎図書館友の会と協力し、本のリサイクル市や図書館クイズなどを行い、地
域の方に図書館に親しんでいただきます。

10月20日
ほくとライブラリー土崎図書
館

ほくとライブラリー土崎図書館 無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008847/index.ht
ml

ほくとライブラリー土崎図書館
018-845-0572

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に学習の成果を発表します。 10月20日 広面小学校 広面小学校 無料
【広面小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
ro-s/index.htm

広面小学校
018-833-0736

秋田県 秋田市 ①
作ってあそぼう
工作会

2歳から小学校3年生までのお子さんが対象。簡単な工作を楽しみます。
10月20日､11月17
日

フォンテ文庫
秋田市立中央図書館
明徳館文庫(フォンテ文庫)

無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1009708/1008550.
html

フォンテ文庫
018-893-6167
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秋田県 秋田市 ① パンダのえほん修理屋さん ご家庭にある大切な絵本を修理します。
10月20日､11月17
日

フォンテ文庫
秋田市立中央図書館
明徳館文庫(フォンテ文庫)

無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1009708/1008550.
html

フォンテ文庫
018-893-6167

秋田県 秋田市 ① 豪快焚き火料理
火の起こし方や豪快な焚き火料理の楽しさを味わいながら野外体験活動をしま
す。

10月21日 太平山自然学習センター 太平山自然学習センター
http://www.city.akita.lg.jp/city/ed/
oo/default.htm

太平山自然学習センター
018-827-2171

秋田県 秋田市 ② 校内学習発表会 学習発表会の予行を兼ねて、校内で各学年の発表を見合う機会を設定します。 10月24日 東小学校体育館 東小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
gs/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ② 修学旅行説明会 ２年生の保護者に対し、修学旅行に関する説明会を実施します。 10月24日 勝平中学校 勝平中学校 無料
【勝平中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/kt
h-c/

勝平中学校
018-863-7782

秋田県 秋田市 ②
学習発表会予行
みんなの登校日

みんなの登校日として、保護者や地域の方に、学習発表会の予行練習を公開
します。

10月25日 外旭川小学校 外旭川小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
as-s/

外旭川小学校
018-868-3200

秋田県 秋田市 ② 性教育講話会 性教育に係る啓発講話を生徒及び保護者を対象に行います。 10月26日 城南中学校 城南中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/jn
n-c/

城南中学校
018-834-2367

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方を招いて、日ごろの学習の成果を発表します。 10月27日 保戸野小学校 保戸野小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
dn-s/

保戸野小学校
018-865-0987

秋田県 秋田市 ② 第49回音楽発表会 音楽発表会を実施します。 10月27日 明徳小学校 明徳小学校 無料
【明徳小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/m
tk-s/index.htm

明徳小学校
018-833-4737

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 音楽、国語、体育など学校で学んだことを保護者や地域住民に披露します。 10月27日 旭南小学校 旭南小学校 無料
 【旭南小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
kn-s/

旭南小学校
018-824-5281

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 10月27日 勝平小学校 勝平小学校 無料
【勝平小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/kt
h-s/

勝平小学校
018-823-5660

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方に学習した内容を発表します。 10月27日 仁井田小学校 仁井田小学校 無料
【仁井田小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/ni
d-s/

仁井田小学校
018-839-2350

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月27日 雄和小学校 雄和小学校 無料
【雄和小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/y
uw-s/

雄和小学校
018-886-2346

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習したことをもとに、保護者や地域の方々の前で表現活動を行います。 10月27日 牛島小学校 牛島小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/u
sj-s/

牛島小学校
018-832-8296

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
各学年の学習の成果をステージ等を使い、歌や朗読、身体表現等で発表しま
す。

10月27日 川尻小学校 川尻小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
ws-s/

川尻小学校
018-824-2374

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習した内容を保護者や地域の方に発表します。 10月27日 旭川小学校 旭川小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
sk-s/

旭川小学校
018-832-2862

秋田県 秋田市 ② わかはとオンステージ 全学年がそれぞれの学習内容を保護者、地域の方々に発表します。 10月27日 土崎南小学校 土崎南小学校 無料
【土崎南小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/tz
m-s/

土崎南小学校
018-845-1009
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秋田県 秋田市 ② 創立140周年記念式典・学習発表会 創立140周年記念事業の式典と学習発表会を実施します。 10月27日 高清水小学校
高清水小学校ＰＴＡ、高清水小
学校

無料
【高清水小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/tk
s-s/index.html

高清水小学校
018-845-0831

秋田県 秋田市 ② 学習発表会・地域ふれあい参観日
各学年の学習発表や吹奏楽部・民謡クラブの発表などを行います。地域の方々
を招待し、子どもたちの学校での様子を参観していただきます。

10月27日 日新小学校 日新小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/n
sn-s/

日新小学校
018-828-4408

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方に、学習発表会の様子を公開します。 10月27日 外旭川小学校 外旭川小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
as-s/

外旭川小学校
018-868-3200

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習発表会を実施します。 10月27日 飯島小学校 飯島小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/iij
-s/

飯島小学校
018-845-0377

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 子どもたちの日頃の学習の成果を発表や作品展示を通して公開します。 10月27日 下新城小学校 下新城小学校 無料
【下新城小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
sj-s/index.html

下新城小学校
018-873-3441

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 全校児童が参加し、学習の成果を発表する学習発表会を実施します。 10月27日 浜田小学校 浜田小学校 無料
【浜田小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
md-s/

浜田小学校
018-828-4027

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習した内容や成果を保護者や地域の方に公開します。 10月27日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料
【豊岩小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
oy-s/

豊岩小学校
018-828-3236

秋田県 秋田市 ② 平成３０年度学習発表会 学習発表会とＰＴＡバザーを実施します。 10月27日 四ツ小屋小学校 四ツ小屋小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/y
gy-s/

四ツ小屋小学校
018-839-2050

秋田県 秋田市 ② 二見まつり 学習発表会を実施します。 10月27日 上北手小学校 上北手小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
kt-s/

上北手小学校
018-839-2150

秋田県 秋田市 ②
海の子
学習発表会

保護者や地域の方々に日常の学習の成果を発表します。 10月27日 下浜小学校 下浜小学校 無料
【下浜小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
mh-s/

下浜小学校
018-879-2006

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
子どもたちのこれまでの学習の成果を、保護者および地域の方々の前で発表し
ます。

10月27日 金足西小学校 金足西小学校 無料
金足西小学校
018-873-3231

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習発表会を実施します。 10月27日 八橋小学校 八橋小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/y
bs-s/

八橋小学校
018-862-6930

秋田県 秋田市 ② 東小学習発表会 保護者や地域の方に、学習した成果を発表会形式で紹介します。 10月27日 東小学校体育館 東小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
gs/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方に、日頃の学習の成果を発表します。 10月27日 泉小学校 泉小学校 無料
【泉小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/iz
m-s/

泉小学校
018-864-8799

秋田県 秋田市 ②
太陽と風の子
　　　学習発表会

様々な表現方法を用いて学習発表会を行い、学習の成果を保護者や地域の方
に見ていただきます。

10月27日 大住小学校 大住小学校 無料
【大住小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/o
sm-s/index.htm

大住小学校
018-839-0611

みんなの登校日
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秋田県 秋田市 ② 学習発表会 子どもたちの普段の学習の成果を発表します。 10月27日 飯島南小学校体育館 飯島南小学校 無料
【飯島南小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/ij
m-s/

飯島南小学校
018-847-1245

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 日頃の学習活動の成果を総合的に発展させた発表会を開きます。 10月27日 寺内小学校 寺内小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/tr
u-s/wpress/

寺内小学校
018-846-8501

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 １～６年生の学習の成果を発表します。 10月27日 御所野小学校 御所野小学校 無料
【御所野小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/g
sn-s/index.html

御所野小学校
018-826-1070

秋田県 秋田市 ② 持久走大会 各学団ごとに持久走大会を行います。 10月27日 岩見三内小学校 岩見三内小学校 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ①② 祖父母学級 祖父母や地域の老人会の方と、昔遊びや縄ない、汁餅づくりを行います。 10月27日 岩見三内小学校 岩見三内小学校 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 地域や保護者の方に、子どもたちの日頃の学習の成果を披露します。 10月27日 河辺小学校 河辺小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
wb-s/

河辺小学校
018-882-3323

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
子どもたちの日頃の学習の成果や、身に付けた力を発表することにより、保護
者や地域の住民の方へ、本校が目指している子どもの姿を伝えます。

10月27日 戸島小学校 戸島小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
os-s/

戸島小学校
018-882-2341

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を発表会として、保護者や地域の方々に公開します。 10月27日 旭北小学校 旭北小学校 無料 http://www.edu.city.akita.akita.jp
旭北小学校
018-823-8544

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 10月27日 中通小学校 中通小学校 無料
http://www.edu.city.city.akita.akita.j
p/nkd-s/

中通小学校
018-833-4341

秋田県 秋田市 ③ 餅つき交流会 保護者や祖父母、地域の方と餅つきを行います。 10月27日 岩見三内小学校 岩見三内小学校ＰＴＡ 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ②③ 明徳祭
本校の教育活動の紹介と学級・学年・学校への所属
感育成のための諸活動を行います。

10月27日 秋田明徳館高校 秋田明徳館高校 無料
http://www.meitoku-h.akita-
pref.ed.jp

秋田明徳館高校
018-833-1261

秋田県 秋田市 ② 創立20周年記念式典・生徒発表・合唱 創立20周年記念事業の式典と生徒の発表や合唱を実施します。 10月28日 桜中学校 桜中学校 無料
【桜中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
kr-c/

桜中学校
018-837-5305

秋田県 秋田市 ② 御野場中体験入学
来年度入学予定の小学6年生を対象に学習、生活、行事、部活動等の紹介や
体験授業を行います。

10月30日 御野場中学校 御野場中学校 無料
【御野場中学校ＨＰ】
http://www.edu.cty.akita.akita.jp/on
b-c/

御野場中学校
018-839-0681

秋田県 秋田市 ② 小学生体験入学
学区内の小学校６年生を招いて、中学校生活について見学、説明、体験活動
等を行います。

10月30日 下北手中学校 下北手中学校 無料
下北手中学校
018-832-7222

秋田県 秋田市 ② 講話会 ふるさと秋田で活躍している人を講師に招いて講話会を行います。 10月31日 豊岩中学校 豊岩中学校 無料
【豊岩中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
oy-c/

豊岩中学校
018-828-3235

秋田県 秋田市 ② 「夢プラン」発表会（みんなの登校日⑥）
各自が取り組む「総合」の研究テーマについての発表会を行い、将来の生き方
について考えを深めます。

10月31日 太平中学校 太平中学校 無料
【太平中学校ＨＰ】
http://www.edu.akita.akita.jp/tah-
c/

太平中学校
018-838-2344

秋田県 秋田市 ② 持久走記録会 保護者や地域の方々に体育学習の成果を発表します。 10月～11月 下浜小学校 下浜小学校 無料
【下浜小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
mh-s/

下浜小学校
018-879-2006
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秋田県 秋田市 ③ 文化の日記念式典
長年にわたり秋田市の文化の向上に大きな功績を挙げられた個人・団体に、秋
田市文化章・文化功績章を贈り表彰します。

11月1日 秋田キャッスルホテル
秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課

無料
https://www.city.akita.lg.jp/shisei/1
011218/1002388.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課　振興担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ② ２年上級学校訪問
上級学校を訪問し、学校の様子を教えていただき、進路選択のための情報収
集を行います。

11月2日 外旭川中学校 外旭川中学校 無料
外旭川中学校
018-868-3100

秋田県 秋田市 ① １年職場訪問
秋田市内の職場を訪問し、働くことの意義を理解したり、職業選択のための理
解を深めたりします。

11月2日 外旭川中学校 外旭川中学校 無料
外旭川中学校
018-868-3100

秋田県 秋田市 ② 秋田きらり支援学校学校祭「きらり祭」
ステージ発表や作品展示、作業製品の販売を行い、児童生徒の日頃の学習成
果を発表するとともに、保護者や地域の方と交流します。

11月3日
秋田県立秋田きらり支援学
校

秋田県立秋田きらり支援学校 無料
【秋田きらり支援学校HP】
http://www.kagayaki.akita-
pref.ed.jp

秋田きらり支援学校
018－889－8573

秋田県 秋田市 ② 表現科発表会
社会人講師の先生方から表現科の授業で指導をうけた中学生と高校生が、そ
の成果を合同で発表します。

11月3日 御所野学院中学校 御所野学院中・高等学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/g
sn-h/

御所野学院高校
018-889-9150

秋田県 秋田市 ② 栗田祭
児童生徒が日頃の学習の成果の発表、作業製品の販売、「ランチくりた」での昼
食提供などを通して、地域の方々と交流します。

11月3日 秋田県立栗田支援学校 秋田県立栗田支援学校 無料
http://www.kurita-s.akita-
pref.ed.jp/

　

秋田県 秋田市 ②
創立70周年記念
式典・学習発表
会

創立70周年記念事業の式典と学習発表会を実施しま
す。

11月3日 港北小学校 港北小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
hk-s/

港北小学校
018-845-0056

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方に、日頃の学習の成果を見ていただく学習発表会を実施し
ます。

11月3日 桜小学校 桜小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
kr-s

桜小学校
018-833-3375

秋田県 秋田市 ② 表現科発表会
本校独自で行っている「表現科」の１年間のまとめとして、各講座ごとに、作品
の展示やパフォーマンスの発表を中学校1年生から高校2年生までの縦割り活
動として行います。

11月3日 御所野学院中学校 御所野学院中・高等学校 無料
御所野学院中学校
018-889-8330

秋田県 秋田市 ①,④
科学つめあわせ便「野菜・果物で楽しも
う」

野菜や果物を使った実験やものづくりなどができるブースを開催します。 11月3日
アルヴェ４階自然科学学習
館

自然科学学習館 無料
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

秋田県 秋田市 ② 全校球技大会
互いのプレーを激励、賞賛し合うことを通して学校の活性化を図ることができる
よう、学級対抗方式の球技大会の中に、保護者および職員の試合を組み込み
ます。

11月4日 河辺中学校 河辺中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
wb-c/

河辺中学校
018-882-2321

秋田県 秋田市 ② 平和の朗読会
浅利香津代さんを招き、保護者や地域の方々とともに土崎空襲、戦争の悲惨さ
や平和について学ぶ朗読会を行います。

11月6日 下新城小学校 企画財政部企画調整課 無料
国際交流担当
018-888-5464

秋田県 秋田市 ② 全校進路学習会 全校生徒と保護者に対して、入試制度等についての学習会を行います。 11月6日 下浜中学校 下浜中学校 無料
下浜中学校
018-879-2011

秋田県 秋田市 ② 新入生体験入学
来年度入学予定児童を招き、桜中学校の概要等について説明する体験入学を
実施します。

11月6日 桜中学校 桜中学校 無料
【桜中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
kr-c/

桜中学校
018-837-5305

秋田県 秋田市 ② 学校参観日 １～６年生の学習や生活の様子を自由に参観していただきます。 11月7日 御所野小学校 御所野小学校 無料
【御所野小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/g
sn-s/index.html

御所野小学校
018-826-1070

秋田県 秋田市 ② 薬物乱用防止教室 薬物乱用の危険性や、身を守る方法について学ぶ講話会を実施します。 11月7日 秋田南中学校 秋田南中学校 無料
【秋田南学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
km-c/

秋田南学校
018-833-8467

保護者のみ

秋田県 秋田市 ② 修学旅行説明会
今年度第２学年で実施する修学旅行の詳細を生徒並びに保護者へ説明しま
す。

11月9日 城南中学校 城南中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/jn
n-c/

城南中学校
018-834-2367

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 秋田市 ① ＰＴＡバレーボール大会 各学年対抗で、保護者によるバレーボール大会を行います。 11月10日 岩見三内小学校 岩見三内小学校ＰＴＡ 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ① 北部地区児童朗読大会（小学3.4年） 土崎図書館友の会、北部地区の小学校と連携し、児童が朗読を発表します。 11月10日
ほくとライブラリー土崎図書
館

ほくとライブラリー土崎図書館 無料

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/shakai-
shogai/1008469/1008847/index.ht
ml

ほくとライブラリー土崎図書館
018-845-0572

秋田県 秋田市 ② 学校自由参観日・ＰＴＡ講話会
保護者や地域の方に学校を公開します。
生徒・保護者を対象に講話会を実施します。

11月11日 土崎中学校 土崎中学校 無料
【土崎中学校】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/t
cz-c/

土崎中学校
018-845-0406

秋田県 秋田市 ② 小学生体験入学
来年度入学予定の小学校６年生を対象に、学習・生活・学校行事等の紹介や
体験授業を行います。

11月12日 秋田北中学校 秋田北中学校 無料
秋田北中学校
018-873-2411

秋田県 秋田市 ② ２年修学旅行ＰＴＡ １２月に行われる修学旅行の日程等についての説明会を行います。 11月12日 河辺中学校 河辺中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
wb-c/

河辺中学校
018-882-2321

秋田県 秋田市 ② ３年「命の講話会」 性教育に関する講話会を実施します。 11月13日 秋田南中学校 秋田南中学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
km-c/

秋田南学校
018-833-8467

保護者のみ

秋田県 秋田市 ② 学校開放日 保護者や地域の方に、授業等の活動を見ていただきます。 11月13日 旭川小学校 旭川小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/a
sk-s/

旭川小学校
018-832-2862

秋田県 秋田市 ② フリー参観
家庭と地域、学校とのますますの連携を図ることができるよう、保護者や地域の
方が、学校や子どもの生活の様子を参観する機会を設定します。

11月14日 東小学校 東小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
gs/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ② みんなの登校日 保護者や地域の方に学校や子どもたちの学習の様子を公開します。 11月17日 仁井田小学校 仁井田小学校 無料
【仁井田小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/ni
d-s/

仁井田小学校
018-839-2350

秋田県 秋田市 ② 秋田市中学校文化フェスティバル 参加校8校により演奏、合唱、郷土芸能などのステージ発表を行います。 11月18日 秋田市文化会館 秋田市教育委員会学校教育課 無料
学校教育課
018-888-5808

秋田県 秋田市 ② コラボレーションフェア 保護者に、本校文化部の活動を見たり、参加したりしていただきます。 11月19日～22日 秋田商業高校 秋田商業高校 無料 http://akisho.ed.jp/
秋田商業高校
018-823-4308

秋田県 秋田市 ② みんなの登校日 保護者や地域の方に学校や子どもたちの学習の様子を公開します。 11月21日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料
【豊岩小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
oy-s/

豊岩小学校
018-828-3237

秋田県 秋田市 ② ふるさと教室
地域の方との昔遊びを通して、昔の文化や地域の文化を大切にしようとする心
をはぐくむ「ふるさと教室」を実施します。

11月21日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料
【豊岩小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
oy-s/

豊岩小学校
018-828-3238

秋田県 秋田市 ② 平成３０年度四ツ小屋教育を語る会 地域の方々を招いて、授業参観していただいた後、教育懇談会を開催します。 11月22日 四ツ小屋小学校 四ツ小屋小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/y
gy-s/

四ツ小屋小学校
018-839-2050

秋田県 秋田市 ② ふるさと集会
保護者や地域の方々をお招きし、子どもたちとのふれ合いを楽しむ集会を中心
に学校を公開します。

11月22日 下新城小学校 下新城小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/s
sj-s/index.html

下新城小学校
018-873-3441

秋田県 秋田市 ② 収穫祭 ふるさと先生である地域の方々と収穫した物を一緒に味わい、交流します。 11月22日 上新城小学校 上新城小学校 無料
【上新城小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
sj-s/index.html

上新城小学校
018-870-2201

秋田県 秋田市 ② もちつき大会（みんなの登校日⑦）
全校でもちつきを行い会食します。ついたもちは鏡もちにして、地域の福祉施設
へ寄贈します。

11月22日 太平中学校 太平中学校 無料
http://www.edu.akita.akita.jp/tah-
c/

太平中学校
018-838-2344

秋田県 秋田市 ①④ 電子工作教室Ⅰ「電子ごまを作ろう」 はんだごてを使用し、自分で回路を組んで電子ごまを作ります。 11月23日
アルヴェ４階自然科学学習
館

自然科学学習館 無料
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

小４以上対象
事前申込み
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秋田県 秋田市 ② 小学生体験入学
来年度入学予定の小学校６年生を対象に、学習・生活・行事予定等の紹介や
体験授業を行います。

11月26日 外旭川中学校 外旭川中学校 無料
外旭川中学校
018-868-3100

秋田県 秋田市 ② 地域ふれあいタイム発表会 ４～６年生が、地域の講師の方々との交流を通して学んだ成果を発表します。 11月27日 牛島小学校 牛島小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/u
sj-s/

牛島小学校
018-832-8296

秋田県 秋田市 ② 学年ＰＴＡ 授業参観と全学年および全学級の懇談会を行います。 11月27日 土崎小学校 土崎小学校PTA 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/t
cz-s/

土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ②
みんなの登校日

クラブ発表会

保護者や地域住民に授業を公開し、自由に児童の様子を参観していただきま
す。
クラブの指導者から学んだことを、保護者や地域住民の方々に披露します。

11月29日 旭南小学校 旭南小学校 無料
 【旭南小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/k
kn-s/

旭南小学校
018-824-5281

秋田県 秋田市 ② ふれあい交流会
地域の人たちを招いて、主に昔遊びを通して交流するふれあい交流会を実施し
ます。

11月30日 浜田小学校 浜田小学校 無料
【浜田小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.akita.akita.jp/h
md-s/

浜田小学校
018-828-4027

秋田県 秋田市 ② きらりミニ学校展
学校紹介パネル、児童生徒の作品や作業製品等を地域の公共施設で展示・紹
介し、本校の地域理解を推進します。

11月19日～12月3
日

北都銀行秋田東支店 秋田県立秋田きらり支援学校 無料
【秋田きらり支援学校HP】
http://www.kagayaki.akita-
pref.ed.jp

秋田きらり支援学校
018－889－8573

秋田県 秋田市 ④ 自然科学学習 ３年生が動くおもちゃづくりを通して、乾電池の仕組みを学びます。 11月28日～30日 自然科学学習館 日新小学校 無料
http://www.edu.city.akita.akita.jp/n
sn-s/

日新小学校
018-828-4408

秋田県 秋田市 ② わくわく美術展・写真展 特別支援学校、特別支援学級等の美術作品展です。 12月7日～10日 秋田市にぎわい交流館ＡＵ 秋田県特別支援学校文化連盟 無料 http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/ wakuwaku@akita-pref.ed.jp

秋田県 秋田市 ①
「秋田のことばを考えるー潟上の「なぞな
ぞ」をきっかけにー」

放送大学秋田学習センターと秋田県立図書館が連携して公開講演会を実施し
ます。

11月17日 潟上市立図書館
放送大学
秋田県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/aki
ta/news/2018/04/20102519.html

放送大学秋田学習センター
018-831-1997

秋田県 秋田市 ③
第11回ノースアジア大学文学賞授賞式・
記念コンサート

高校生の部門、大学生・一般の部門において広くエッセイ、短編小説を公募した
本学主催の文学賞授賞式及び記念コンサートです。

11月17日
ノースアジア大学
古田記念講堂

ノースアジア大学
総合研究センター

無料 http://www.nau.ac.jp/ 要事前申込

秋田県 秋田市
①，②，
③

DOVE ACADEMY
「総合的な学習の時間」における研究成果の発表と全校ディスカッションを実施
します。今年度は希望する公立小６年生とその保護者を対象とした理科と英語
の講座も企画しています。

10月12日～13日
秋田大学
教育文化学部
附属中学校

秋田大学
教育文化学部
附属中学校

無料 http://www.jrh.akita-u.ac.jp
秋田大学教育文化学部
附属中学校事務室
018-862-3350

秋田県 秋田市 ③
第4回石原慎司ｾﾞﾐﾅｰﾙ秋大祭特別オー
ケストラ音楽会

「個々が繋がれば何かが出来る」ということを、秋田大学の有志が結集して臨時
に編成した特別オーケストラから一般市民に向けて発信します。内容はクラシッ
クの管弦楽曲や協奏曲の演奏です。

10月20日
秋田大学60周年記念ホール
（手形キャンパス内）

石原慎司ｾﾞﾐﾅｰﾙ秋大祭
特別オーケストラ音楽会
実行委員会

無料
http://music.geocities.jp/shudaisais
porchestra/

秋田大学石原研究室
018－889－2561

申込み不要
自由席
未就学児入場可

秋田県 秋田市
①，③，
④

鉱業博物館「文化の日」無料開放
文化の日にちなみ11/3(土)を鉱業博物館の無料開放日として入館料を無料に
する。
併せて11/4（日）も無料とする。

11/3～11/4 鉱業博物館
秋田大学大学院
国際資源学研究科
附属鉱業博物館

無料 http://www.mus.akita-u.ac.jp/
鉱業博物館事務室
018-889-2461

Webページ上及び鉱業博
物館広報誌で周知

秋田県 秋田市 ② はとの子発表会
日頃の学習の成果を総合的に発展させ，学年及び全校規模で，保護者の皆様
を対象に発表します。

11月10日
秋田大学教育文化学部
附属小学校

秋田大学教育文化学部
附属小学校

無料 http://www.aes.akita-u.ac.jp/
秋田大学
教育文化学部附属小学校
018-862-2593

秋田県 秋田市 ②
平成30年度
秋田大学教育文化学部
附属幼稚園第2回公開研究協議会

幼稚園や保育園の先生方をお招きし，公開保育や分科会，シンポジウムを通
じ，幼児教育についての学びを深めます。

11月16日
秋田大学教育文化学部
附属幼稚園

秋田大学教育文化学部
附属幼稚園

http://www.kg.akita-u.ac.jp/
代表電話
018-862-2343

・H30.9中旬頃HP更新予
定
・参加料金2,100円

秋田県 秋田市 ② わかはと祭（学習発表会）
小学部、中学部、高等部、音楽部の児童生徒が日々の学習成果を保護者、地
域の方々に向けてステージ発表します。

11月23日
秋田大学教育文化学部附属
特別支援学校

秋田大学教育文化学部
附属特別支援学校

無料
http://www.sh.akita-
u.ac.jp/index.html

教頭
018-862-8583

秋田県 井川町 ③ 第61回秋田市芸術祭「総合美術展」
美術部門（絵画・書道・俳画・人形・挿絵・フラワーデザイン・手芸等）による出品
展を開催します。

10月4日～9日 秋田市文化会館展示ホール
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

無料
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 井川町 ③ 第61回秋田市芸術祭「バレエ公演」 洋舞部門（モダン・クラシック）による公演を開催します。 10月7日 秋田市文化会館大ホール
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 井川町 ③ 弥生っこ村まつり
地域の団体や史跡ボランティアが主体となり、弥生っこ村まつり音頭や火おこし
体験など、国指定史跡である地蔵田遺跡を活用した事業を行います。

10月13日 地蔵田遺跡 弥生っこ村まつり実行委員会
https://www.city.akita.lg.jp/event/
moyooshi/1016766.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課　文化財担当
018-888-5607

秋田県 井川町 ③ 第55回井川町産業祭 農作物や食品加工などの作品の出品・展示をします。 10月27～28日 井川町役場庁舎　他 井川町 無料
【井川町HP】
http://www.town.ikawa.akita.jp

井川町産業課
018-874-4418

秋田県 井川町 ②③ 第47回町民文化祭
書道、絵画、写真、陶芸等の作品を展示・鑑賞します。また、各種サークル等の
ステージ発表を行います。

10月27～28日 井川町役場庁舎　他 井川町 無料
【井川町HP】
http://www.town.ikawa.akita.jp

井川町教育委員会
018-874-4424

秋田県 井川町 ③ 井川を拓く町民のつどい 住みよいまちづくりに向けた学習と活動について、意見交換を行います。
11月中
詳細未定

井川町農村環境改善セン
ター

井川町 無料
【井川町HP】
http://www.town.ikawa.akita.jp

井川町教育委員会
018-874-4424

秋田県 羽後町 ① リフレッシュ講座
青年層を対象としてルーシーダットンを通して、心身ともにリフレッシュする機会
とします。

10月4日､11日､18
日 北部市民サービスセンター 北部市民サービスセンター 無料

北部市民サービスセンター
生涯学習・地域福祉担当
018-893-5969

秋田県 羽後町 ③ 第24回赤れんが館コンサート 　重要文化財の「赤れんが館」を会場に、コンサートを開催します。 10月5日､7日
秋田市立
赤れんが郷土館

赤れんが館コンサート実行委
員会

https://www.city.akita.lg.jp/shisets
u/hakubutukan-
tpsyokan/1011113/11006759.html

赤れんが郷土館
018-864-6851

秋田県 羽後町 ③ 秋田城跡東門ふれあいデー

史跡秋田城跡を取り巻く各種団体を中心として、史跡公園の案内・火おこし体
験・フリーマーケット・和太鼓演奏・ヤートセ踊り・クイズゲーム・秋田城跡マス
コットキャラクター「秋麻呂くん」とのじゃんけん大会など、国指定史跡である秋
田城跡を活用したイベントを開催します。

10月7日 秋田城跡史跡公園 東門ふれあいデー実行委員会 無料
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/k
anrenshisetsu/1003616/index.html

秋田城跡歴史資料館
018-845-1837

秋田県 羽後町 ① 男女共生講座「大人の美術①」
「学び直し」をテーマに、千秋美術館と県立美術館で開催する企画展「千住博
展」にちなんで、美術館の楽しみ方を学ぶ講座です。

10月11日
秋田市中央市民サービスセ
ンター

秋田市生活総務課 無料

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/h
oshin-
keikaku/1011480/1005343/101283
0.html

生活総務課
018-888-5650

秋田県 羽後町 ③
【学習講座】
家臣渋江和光大館上使の旅

秋田藩の家臣であった渋江和光が、藩主の命令で大館に行った時に書かれた
日記の内容について学ぶ学習講座を開催します。

10月12日､26日 中央図書館明徳館 秋田市立佐竹史料館
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/k
anrenshisetsu/1002688/index.html

佐竹史料館
018-832-7892

秋田県 羽後町 ③ 平成３０年度ウェスターまつり
西部地域住民総参加による文化活動の発表・展示を行い、学習の成果を広く市
民に紹介し、地域文化の発展と生涯学習への参加、住民の学習意欲の向上と
交流を図ります。

10月13日､14日 西部市民サービスセンター ウェスターまつり実行委員会 無料
西部地域住民自治協議会事務局
018-828-4217

秋田県 羽後町 ① なんぴあまつり サークル作品展示、野菜販売、軽食、ステージ発表　など地域の催し物です。 10月13日､14日 南部市民サービスセンター 南部地域づくり協議会 無料 https://nampia.jimdo.com
南部地域づくり協議会
018-838-1211

秋田県 羽後町 ①、③ 河辺まるごと祭り
河辺地域の文化や産業振興を目的とした行事で、指定管理者である河辺の郷
自治協議会の自主事業です。出展、芸能発表、農産物の出店等市民の方々に
参加していただき開催しています。

10月20日､21日
河辺市民
サービスセンター

河辺の郷自治協議会 無料 https://kawabenosato.jimdo.com
河辺市民サービスセンター
018-882-5221

秋田県 羽後町 ① 第３回センタースまつり サークルなどが日頃の学習成果を発表します。 10月20日､21日 センタース 中央地区サークル協議会 無料
中央地区まちづくり協議会
018-888-5644

秋田県 羽後町 ① いーぱるふれあいまつり
当該施設を使用し活動しているサークルや地域の学校の生徒によるステージ、
工芸、絵画、写真などの作品展示や子供向けコーナー設置などを行い、地域住
民の交流と活動発表の場としています。

10月20日､21日 東部市民サービスセンター 東部地域づくり協議会 無料
東部地域づくり協議会
018-853-1683

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 羽後町 ③ 平成30年度「第8回ユービスまつり」
地域住民の芸術文化活動や生涯学習の発表機会を提供し、創作や学習意欲
を喚起するとともに、芸術文化の高揚を図ります。

10月20日､21日 雄和市民サービスセンター ユービスまつり実行委員会
【雄和市民協議会ＨＰ】
http://yuwa3777.ec-net.jp/

雄和市民協議会
018-881-3777

秋田県 羽後町 ③ 第61回秋田市芸術祭「綜合いけばな展」 華道部門によるいけばな展を開催します。
10月27日～11月4
日

秋田市文化会館展示ホール
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 羽後町 ③
企画展「〈勝平コレクション〉自由で不思議
な美の世界～ガラス絵・泥絵展覧会～」

　当館所蔵の勝平コレクションの中から、珍しくて貴重な、幕末・明治の「ガラス
絵」や「泥絵」による美人画や風景画作品を紹介します。

10月27日～1月20
日

秋田市立
赤れんが郷土館

秋田市立
赤れんが郷土館

https://www.city.akita.lg.jp/shisets
u/hakubutukan-
tpsyokan/1011113/11006759.html

赤れんが郷土館
018-864-6851

秋田県 羽後町 ① 男女共生講座「大人の美術②」
「学び直し」をテーマに、秋田の伝統工芸品である銀線細工をはじめ、県内の伝
統工芸に触れながら、工芸やデザインの考え方について学ぶ講座です。

10月27日
秋田市
中央市民サービスセンター

秋田市生活総務課 無料

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/h
oshin-
keikaku/1011480/1005343/101283
0.html

生活総務課
018-888-5650

秋田県 羽後町 ③ 第61回秋田市芸術祭「合同茶会」 茶道部門７流派による合同茶会を開催します。 11月3日 秋田市文化会館各会場
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 羽後町 ③
第61回秋田市芸術祭「秋田市文化の祭
典」

舞台公演・各部門（総合美術展・市民文芸大会受賞作品）展示を開催します。ま
た、綜合いけばな展は会期中、合同茶会は同日に開催します。

11月3日 秋田市文化会館全館
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 羽後町 ③
秋田市文化会館自主事業「宝くじおしゃべ
り音楽館」

落語家「春風亭小朝」の司会で、名画で使用されたテーマ曲、挿入曲、クラシッ
クの名曲をおしゃべり音楽館ポップスオーケストラの演奏でお送りします。

11月10日 秋田市文化会館大ホール 秋田市
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-
bunka/1002681/1002474.html

秋田市文化会館
018-865-1191

秋田県 羽後町 ③ 第61回秋田市芸術祭「邦楽合同公演」 邦楽部門（謡曲・琵琶・詩吟）による公演を開催します。 11月11日 秋田市文化会館小ホール
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

無料
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 羽後町 ① 男女共生講座「大人の国語」
「学び直し」をテーマに、近代文学から多様な考え方や価値観、生き方を学ぶ講
座です。

11月15日､29日
秋田市
中央市民サービスセンター

秋田市生活総務課 無料

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/h
oshin-
keikaku/1011480/1005343/101283
0.html

生活総務課
018-888-5650

秋田県 羽後町 ③
第61回秋田市芸術祭「古典芸能のつど
い」

邦舞邦楽部門（日本舞踊・箏曲・尺八・篠笛）による公演を開催します。 11月23日 秋田市文化会館大ホール
秋田市・
一般社団法人
秋田市文化団体連盟

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/rekishi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 大潟村 ② 脱穀作業と水生生物観察
古代田で収穫したお米を昔ながらの方法で脱穀します。
水田の周りの水路で水生生物の観察をしながら、豊かな自然を体感します。

10月18日
大潟小学校
県立大

大潟小学校 無料
大潟小学校
0185-45-2121

秋田県 大潟村 ② 学習発表会
学習活動の成果を保護者や地域の方々へ発表して、本校教育に対する理解を
深めていただく機会とします。
特別養護老人ホーム「ひだまり苑」の方々をご招待して交流を深めます。

10月30日 大潟小学校 大潟小学校 無料
大潟小学校
0185-45-2121

秋田県 大潟村 ② 大潟中同窓会記念講演会
いろいろな分野で活躍している卒業生を招いて全校生徒を対象にして講演会を
行います。

11月10日 中学校多目的ホール 大潟中学校 無料
大潟中学校
0185-45-2330

秋田県 大潟村 ②③ ５年社会科見学
テレビ局、新聞印刷場を訪問し、働くことや仕事の内容について調べます。
秋田県立美術館に行き、美術作品を鑑賞してきます。

11月10日
NHK秋田放送局・さきがけ印
刷ｾﾝﾀｰ・県立美術館

大潟小学校
大潟小学校
0185-45-2121

秋田県 大潟村 ② 1年職場訪問
1年生がそれぞれ村内の職場を訪問し、働くことや仕事の内容について調べま
す。

11月15日 大潟村村内 大潟中学校 無料
大潟中学校
0185-45-2330

秋田県 大潟村 ② ５年収穫感謝祭
米作りでお世話になった県立大の先生方をご招待してだまこなべを作り、収穫
に感謝しながらいただきます。

11月24日 大潟小学校 大潟小学校
大潟小学校
0185-45-2121

秋田県 大館市 ①②③ 学習発表会 保護者や地域の皆様に，学習成果の発表，学習作品の展示・発表を行います。 9月29日 西館小学校 西館小学校 無料 0186-55-0324

秋田県 大館市 ② 学芸会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 9月30日 釈迦内小学校 釈迦内小学校 無料 0186-48-2934

秋田県 大館市 ①②③ 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 9月30日 成章小学校 成章小学校 無料 0186-52-2818

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 大館市 ② 学習発表会 保護者や祖父母、地域の皆様に学習成果の発表と作品展示を行います。 9月30日 早口小学校 早口小学校 無料 0186-54-3033

秋田県 大館市 ② 学習発表会 日頃の学習成果の発表や展示・実演等を行います。 9月30日 山瀬小学校 山瀬小学校 無料 0186-54-3036

秋田県 大館市 ② 下中祭 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 9月30日 下川沿中学校 下川沿中学校 無料 0186-42-9761

秋田県 大館市 ① 東中祭 学習成果の発表と学習作品の展示・公開を行います。 9月30日 東中学校 東中学校 無料 0186-42-2835

秋田県 大館市 ② つきの木集会 図書委員会が中心となり，読書の奨励や読み聞かせを行います。 10月3日 扇田小学校 扇田小学校 無料 0186-55-0043

秋田県 大館市 ② つきの木集会 図書委員会が中心となり，読書の奨励や読み聞かせを行います。 10月3日 扇田小学校 扇田小学校 無料 0186-55-0043

秋田県 大館市 ①② 北陽中祭
合唱コンクール及び学習成果のステージ発表を実施し，学習作品の展示も行い
ます。

10月6日 北陽中学校 北陽中学校 無料 0186-48-2935

秋田県 大館市 ② 南中祭 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月6日 南中学校 南中学校 無料 0186-49-5516

秋田県 大館市 ② 成中祭 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月6日 成章中学校 成章中学校 無料 0186-52-3022

秋田県 大館市 ② 学校祭
学校祭において、合唱コンクール、学年発表、学年展示を保護者や地域の方に
公開いたします。

10月6日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 大館市 ② 北陽中祭
合唱コンクール及び学習成果のステージ発表を実施し，学習作品の展示も行い
ます。

10月6日 北陽中学校 北陽中学校 無料 0186-48-2935

秋田県 大館市 ② 南中祭 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月6日 南中学校 南中学校 無料 0186-49-5516

秋田県 大館市 ② 成中祭 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月6日 成章中学校 成章中学校 無料 0186-52-3022

秋田県 大館市 ① 比内中祭
合唱祭からスタートし、吹奏楽部の演奏や各学年などの発表をします。校内に
は学習作品を展示します。

10月7日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ② 比内中祭
合唱祭からスタートし、吹奏楽部の演奏や各学年などの発表をします。校内に
は学習作品を展示します。

10月7日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ① 高校との交流授業 ３～６年生が大館桂桜高校の生徒と一緒に，お楽しみ授業を体験します。 10月10日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

秋田県 大館市 ② 高校との交流授業 ３～６年生が大館桂桜高校の生徒と一緒に，お楽しみ授業を体験します。 10月10日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校開放を行います。 10月11日～14日 有浦小学校 有浦小学校 無料 0186-42-2834

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や地域住民への学校開放を行います。 10月11日～14日 有浦小学校 有浦小学校 無料 0186-42-2834

秋田県 大館市 ① 沖縄県嘉手納中との交流会
地域の婦人会の協力を得て，郷土料理のきりたんぽづくりを嘉手納中生と一緒
に行い交流を深めます。

10月12日 北陽中学校 北陽中学校 無料 0186-48-2935

秋田県 大館市 ② なべっこ 家庭や地域の方々と一緒になべ料理を作ります。 10月12日 下川沿中学校 下川沿中学校 無料 0186-42-9761

秋田県 大館市 ② 東中ボランティア 保護者や地域住民とともに町内会ごとに行います。 10月12日 東中学区 東中学校 無料 0186-42-2835

秋田県 大館市 ①③ 創立120周年講話 生徒と保護者を対象に大館市長による講話を行います。 10月12日 大館鳳鳴高等学校桜楯館 大館鳳鳴高等学校定時制課程 無料
大館鳳鳴高等学校定時制課程
0186-42-1968

秋田県 大館市 ② 西館ふるさとの日 保護者や地域の皆様と達子森登山やなべっこで交流します。 10月12日 西館小学校 西館小学校 無料 0186-55-0324

秋田県 大館市 ② 沖縄県嘉手納中との交流会
地域の婦人会の協力を得て，郷土料理のきりたんぽづくりを嘉手納中生と一緒
に行い交流を深めます。

10月12日 北陽中学校 北陽中学校 無料 0186-48-2935

秋田県 大館市 ② なべっこ 家庭や地域の方々と一緒になべ料理を作ります。 10月12日 下川沿中学校 下川沿中学校 無料 0186-42-9761

秋田県 大館市 ② 東中ボランティア 保護者や地域住民とともに町内会ごとに行います。 10月12日 東中学区 東中学校 無料 0186-42-2835

秋田県 大館市 ② 西館ふるさとの日 保護者や地域の皆様と達子森登山やなべっこで交流します。 10月12日 西館小学校 西館小学校 無料 0186-55-0324

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や祖父母，地域住民への学校公開を行います。 10月13～14日 城南小学校 城南小学校 無料 0186-42-3025

秋田県 大館市 ② みんなの登校日 保護者や祖父母，地域住民への学校公開を行います。 10月13～14日 城南小学校 城南小学校 無料 0186-42-3025

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 大館市 ①②④ 城西ふれあいフェスティバル
学習やクラブ活動の発表，児童や地域の皆様の作品展示，地域委員会による
出店などを行います。

10月18日～21日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

秋田県 大館市 ② 城西ふれあいフェスティバル
学習やクラブ活動の発表，児童や地域の皆様の作品展示，地域委員会による
出店などを行います。

10月18日～21日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

秋田県 大館市 ③ スペシャルデー
校内駅伝大会，地域の方々とのきりたんぽ鍋作り，全
校親子レクを行います。

10月13日 矢立小学校 矢立小学校 0186-46-3012

秋田県 大館市 ② なべっこスポーツの日 地域の方からユニカールの指導をしていただき、午後からなべっこを行います。 10月13日 成章中学校 成章中学校 無料 0186-52-3022

秋田県 大館市 ② スペシャルデー
校内駅伝大会，地域の方々とのきりたんぽ鍋作り，全
校親子レクを行います。

10月13日 矢立小学校 矢立小学校 0186-46-3012

秋田県 大館市 ② なべっこスポーツの日 地域の方からユニカールの指導をしていただき、午後からなべっこを行います。 10月13日 成章中学校 成章中学校 無料 0186-52-3022

秋田県 大館市 ①③ 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 城南小学校 城南小学校 無料 0186-42-3025

秋田県 大館市 ①②③ 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 長木小学校 長木小学校 無料 0186-48-5158

秋田県 大館市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に，「チームみなみでチャレンジ！」を合言葉に取り組んだ
上半期の学習成果等を発表します。

10月14日 南小学校 南小学校 無料 0186-49-5518

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表会と学習作品の展示を行います。 10月14日 扇田小学校 扇田小学校 無料 0186-55-0043

秋田県 大館市 ② 学習発表会
保護者や地域の皆様に、学習成果の発表と学習作品の展示を行います。ま
た，地域の伝統芸能の発表も行います。

10月14日 東館小学校 東館小学校 無料 0186-56-2112

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 城南小学校 城南小学校 無料 0186-42-3025

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 長木小学校 長木小学校 無料 0186-48-5158

秋田県 大館市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に，「チームみなみでチャレンジ！」を合言葉に取り組んだ
上半期の学習成果等を発表します。

10月14日 南小学校 南小学校 無料 0186-49-5518

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表会と学習作品の展示を行います。 10月14日 扇田小学校 扇田小学校 無料 0186-55-0043

秋田県 大館市 ② 学習発表会
保護者や地域の皆様に、学習成果の発表と学習作品の展示を行います。ま
た，地域の伝統芸能の発表も行います。

10月14日 東館小学校 東館小学校 無料 0186-56-2112

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 桂城小学校 桂城小学校 無料 0186-42-2262

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 有浦小学校 有浦小学校 無料 0186-42-2834

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表や作品展示を行います。 10月14日 上川沿小学校 上川沿小学校 無料 0186-49-6155

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 桂城小学校 桂城小学校 無料 0186-42-2262

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 有浦小学校 有浦小学校 無料 0186-42-2834

秋田県 大館市 ② 学習発表会 学習成果の発表や作品展示を行います。 10月14日
上川沿
小学校

上川沿
小学校

無料 0186-49-6155

秋田県 大館市 ①② なべっこ祭り 縦割り班ごとに地域の方と一緒にきりたんぽなべを作り、交流します。 10月16日 川口小学校 川口小学校 無料 0186-42-9762

秋田県 大館市 ② なべっこ祭り 縦割り班ごとに地域の方と一緒にきりたんぽなべを作り、交流します。 10月16日 川口小学校 川口小学校 無料 0186-42-9762

秋田県 大館市 ③ 郷土料理学習会（なべっこ）
郷土料理サポーターの方を招いて，全校できりたんぽ鍋やだまっこ鍋作りを行
います。

10月17日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 大館市 ② 郷土料理学習会 地元の食材を使った郷土料理を地域の方々の協力を得ながら、調理します。 10月19日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ② 郷土料理学習会 地元の食材を使った郷土料理を地域の方々の協力を得ながら、調理します。 10月19日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ② ひまわり感謝祭
みんなの登校日に合わせ，ひまわり感謝祭を行い，お世話になった方々の招待
と保護者案内をします。

10月20日 釈迦内小学校 釈迦内小学校 無料 0186-48-2934

秋田県 大館市 ② 桜楯館フェスタ
クラス・個人の作品展示や各種イベントをとおして、保護者や地域住民との交流
を図ります。

10月20日 大館鳳鳴高等学校桜楯館 大館鳳鳴高等学校定時制課程 無料
大館鳳鳴高等学校定時制課程
0186-42-1968

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 大館市 ② ひまわり感謝祭
みんなの登校日に合わせ，ひまわり感謝祭を行い，お世話になった方々の招待
と保護者案内をします。

10月20日 釈迦内小学校 釈迦内小学校 無料 0186-48-2934

秋田県 大館市 ① 秋の大冒険
保護者や祖父母、地域の皆様と共に、地域に係わるクイズに挑戦しながら学区
内を歩きます。

10月21日 早口小学校 早口小学校 無料 0186-54-3033

秋田県 大館市 ② 秋の大冒険
保護者や祖父母、地域の皆様と共に、地域に係わるクイズに挑戦しながら学区
内を歩きます。

10月21日 早口小学校 早口小学校 無料 0186-54-3033

秋田県 大館市 ② 創立50周年記念集会
地域の皆さん，同窓会，後援会の方々にも参加していただき集会を行います。
前田代町長吉田光明氏による講演を聴いたり，全校合唱等を披露したりするこ
とにしています。

10月25日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 大館市 ② ＫＪ祭 学習成果の発表と学習作品の展示・公開を行います。 10月27日 大館国際情報学院 大館国際情報学院中学校 無料  
大館国際情報学院中学校
0186-50-6090

秋田県 大館市 ② ふるさと交流
１年生は比内支援学校、２年生は福祉施設、３年生は地域の方々をそれぞれ訪
問し交流します。

10月29日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ② ふるさと交流
１年生は比内支援学校、２年生は福祉施設、３年生は地域の方々をそれぞれ訪
問し交流します。

10月29日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ② 新入生１日体験入学
来年度本校入学予定の学区内小学６年生が来校し、授業や集会等の体験学習
を行います。

10月30日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

秋田県 大館市 ② 新入生１日体験入学
来年度本校入学予定の学区内小学６年生が来校し、授業や集会等の体験学習
を行います。

10月30日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

秋田県 大館市 ② 新入生体験入学
次年度入学予定の小学校6年生に、授業や集会などを体験する場を提供しま
す。

10月31日 成章中学校 成章中学校 無料 0186-52-3022

秋田県 大館市 ② 新入生体験入学
次年度入学予定の小学校6年生に、授業や集会などを体験する場を提供しま
す。

10月31日 成章中学校 成章中学校 無料 0186-52-3022

秋田県 大館市 ② 桂桜祭
クラス展示、ステージ発表、各科の体験コーナーなど日頃の活動成果を見てい
ただきます。

11月3日 大館桂桜高校 大館桂桜高校 無料
http://www.odatekeio-h.akita-
pref.ed.jp/ 0186-59-6299

秋田県 大館市 ② 学校開放日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月6日～8日 川口小学校 川口小学校 無料 0186-42-9762

秋田県 大館市 ② 学校開放日 保護者や地域住民への学校公開を行います。 11月6日～8日 川口小学校 川口小学校 無料 0186-42-9762

秋田県 大館市 ② 南中語り合う会 テーマに沿って，全校生徒がそれぞれの考えを語り合い，意見交流をします。 11月8日 南中学校 南中学校 無料 0186-49-5516

秋田県 大館市 ② 南中語り合う会 テーマに沿って，全校生徒がそれぞれの考えを語り合い，意見交流をします。 11月8日 南中学校 南中学校 無料 0186-49-5516

秋田県 大館市 ①②③ 新入生体験入学 来年度入学する小学６年生を招待して、授業参観や集会を行います。 11月13日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 大館市 ② 球技大会 学年ごとに、学級対抗による球技の試合を行います。 11月13日～15日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

秋田県 大館市 ② 球技大会 学年ごとに、学級対抗による球技の試合を行います。 11月13日～15日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

秋田県 大館市 ② 職場見学・経営者講話
「トップが語る秋田の企業」として地域企業見学・経営者からの講話で職業観を
醸成します。

11月15日 大館市内企業 大館桂桜高校1年部
http://www.odatekeio-h.akita-
pref.ed.jp/ 0186-59-6299

秋田県 大館市 ② ありがとう集会
地域の方々やクラブ指導者等お世話になっている方々を招待し，感謝の気持ち
を伝える集会を行います。

11月16日 長木小学校 長木小学校 無料 0186-48-5158

秋田県 大館市 ② 心のかけ橋フェスティバル
むかしの遊び、だまっこ作り、だまっこ鍋作りに、祖父母と子どもたちが取り組み
ます。

11月16日 東館小学校 東館小学校 無料 0186-56-2112

秋田県 大館市 ② ありがとう集会
地域の方々やクラブ指導者等お世話になっている方々を招待し，感謝の気持ち
を伝える集会を行います。

11月16日 長木小学校 長木小学校 無料 0186-48-5158

秋田県 大館市 ② 心のかけ橋フェスティバル
むかしの遊び、だまっこ作り、だまっこ鍋作りに、祖父母と子どもたちが取り組み
ます。

11月16日 東館小学校 東館小学校 無料 0186-56-2112

秋田県 大館市 ② 一日学校参観日 授業参観，講演会，ＰＴＡレクリエーション大会を行います。 11月17日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

秋田県 大館市 ② 一日学校参観日 授業参観，講演会，ＰＴＡレクリエーション大会を行います。 11月17日 城西小学校 城西小学校 無料 0186-42-3238

秋田県 大館市 ② 全校なべっこ 地域の方と一緒にきりたんぽなべを作り、交流します。 11月21日 花岡小学校 花岡小学校 無料 0186-46-1615

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 大館市 ①②③ 感謝集会 お世話になった方々を招待し，感謝の気持ちを伝える集会を行います。 11月22日 矢立小学校 矢立小学校 無料 0186-46-3012

秋田県 大館市 ① 結晶祭 総合的な学習で作成した個人レポートを各学年の代表者が発表します。 11月22日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

秋田県 大館市 ② 感謝集会
お世話になった方々を招待し，感謝の気持ちを伝える
集会を行います。

11月22日 矢立小学校 矢立小学校 無料 0186-46-3012

秋田県 大館市 ② 結晶祭 総合的な学習で作成した個人レポートを各学年の代表者が発表します。 11月22日 第一中学校 第一中学校 無料 0186-42-4177

秋田県 大館市 ② 小中体験交流会 本校に入学する小学校６年生を招待し，授業参観や集会を行います。 11月26日 南中学校 南中学校 無料 0186-49-5516

秋田県 大館市 ② 小中体験交流会 本校に入学する小学校６年生を招待し，授業参観や集会を行います。 11月26日 南中学校 南中学校 無料 0186-49-5516

秋田県 大館市 ② 田代を語る会
ふるさとキャリア学習の成果を各学年から紹介したり，共通テーマについて全校
で話合い活動を行います。

11月27日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 大館市 ①
スペシャルゲーム集会
（感謝の会）

地域の方々やクラブ指導者等お世話になっている方々を招待し，感謝の気持ち
を伝える集会を行います。

11月29日 早口小学校 早口小学校 無料 0186-54-3033

秋田県 大館市 ②
スペシャルゲーム集会
（感謝の会）

地域の方々やクラブ指導者等お世話になっている方々を招待し，感謝の気持ち
を伝える集会を行います。

11月29日 早口小学校 早口小学校 無料 0186-54-3033

秋田県 大館市 ② みんなの登校日
保護者や地域住民に学校公開を行います。授業参観、２学期末ＰＴＡ、講演会
等を実施します。

12月7日 成章小学校 成章小学校 無料 0186-52-2818

秋田県 男鹿市 ② マラソン大会＆なべっこ
体育の時間や休み時間に練習した持久走の成果や頑張っている姿を家族など
に見てもらい、応援していただきます。終了後には、全校縦割り班によるなべっ
この様子も見ていただきます。

10月4日 船越小学校グラウンド、前庭 船越小学校 無料
【船越小学校HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~funa
koshi/

0185-35-2740

秋田県 男鹿市 ② 全校地域貢献活動
全校生徒が学校周辺で地域に貢献する活動を行い，その後に全校縦割り班に
よるなべっこ活動も行います。

10月4日 男鹿東中学校周辺 男鹿東中学校 無料
【男鹿東中学校HP】
http://www.namahage.ne.jp/~oga-
east/index.html

0185-25-3215

秋田県 男鹿市 ② 学校祭
学校祭において、合唱コンクール、学年発表、学年展示を保護者や地域の方に
公開いたします。

10月6日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 男鹿市 ② くじらっこマラソン大会 保護者や地域の方々の声援を受けて、持久走の練習の成果を発揮します。 10月10日
船川第一小学校敷地及び遊
歩道

船川第一小学校 無料
【船川第一小学校ＨＰ】
http://www2.namahage.ne.jp/~funai
chi/

0185-24-3231

秋田県 男鹿市 ② 職場体験
２年生が地域の事業所での職場体験を通して、将来の自分の生き方について
考える機会とします。

10月16日 各事業所 潟西中学校 無料
0185-46-2330

秋田県 男鹿市 ② 郷土料理学習会（なべっこ）
郷土料理サポーターの方を招いて，全校できりたんぽ鍋やだまっこ鍋作りを行
います。

10月17日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 男鹿市 ② 創立50周年記念集会
地域の皆さん，同窓会，後援会の方々にも参加していただき集会を行う。前田
代町長吉田光明氏による講演を聴いたり，全校合唱等を披露することにしてい
る。

10月25日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 男鹿市 ② 進路集会 ３年生の保護者を交えて、中学校卒業後の進路について学びます。 10月25日 潟西中学校 潟西中学校 無料
0185-46-2330

秋田県 男鹿市 ② リーダー研修会 異学年グループでの活動を通して、主に2年生のリーダー性を育てます。 10月26日 なまはげオートキャンプ場 男鹿北中学校 無料
0185-33-2020

秋田県 男鹿市 ①②③ 男鹿市小中音楽祭
男鹿市内の小中学校児童生徒が、市文化会館に集い合唱や吹奏楽演奏を披
露します。本校は、全校児童で合唱を発表します。

10月27日 男鹿市民文化会館 男鹿市校長会 無料
http://www2.namahage.ne.jp/~hoku
you/ 0185-33-2440

秋田県 男鹿市 ② 防災集会
災害について、正しい知識やいざというときの対処の仕方を地域の方々と学び
ます。

10月31日 潟西中学校 潟西中学校 無料
0185-46-2330

秋田県 男鹿市 ② 2年海洋科現場実習 漁業協同組合で体験学習を行い、進路選択に役立てます。 10月下旬 男鹿市内漁協 秋田県立男鹿海洋高等学校 無料
0185-23-2321

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 男鹿市 ② ＰＴＡ授業参観
生徒の日頃の授業を参観していただくことにより，学校を開放し学校への理解
を深めていただくものです。

11月1日 男鹿東中学校 男鹿東中学校 無料
【男鹿東中学校HP】
http://www.namahage.ne.jp/~oga-
east/index.html

男鹿東中学校
0185-25-3215

秋田県 男鹿市 ①②③ 学習発表会
これまでの学習の成果や成長の様子を、各学年の発表等を通して保護者や地
域の皆さんに見ていただきます。

11月3日 北陽小学校 北陽小学校 無料
http://www2.namahage.ne.jp/~hoku
you/

北陽小学校
0185-33-2440

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会
今年度前半の学習の成果を劇や器楽演奏、身体表現などで発表し、家族や地
域の方々に見ていただきます。

11月3日 船越小学校体育館 船越小学校 無料
【船越小学校HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~funa
koshi/

船越小学校
0185-35-2740

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会
学級全員の力を集結し、これまでの学習の成果を保護者や地域の方々の前で
披露します。

11月3日 脇本第一小学校体育館 脇本第一小学校 無料
【脇本第一小学校HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~wakii
chi/

脇本第一小学校
0185-25-2215

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月3日 船川第一小学校体育館 船川第一小学校 無料
【船川第一小学校ＨＰ】
http://www2.namahage.ne.jp/~funai
chi/

船川第一小学校
0185-24-3231

秋田県 男鹿市 ② 美里っ子フェスティバル
日常の学習成果を総合的に発表すると共に，家庭や地域に開かれた学校運営
を目指す。

11月3日
美里小学校体育館
及び各教室

男鹿市立美里小学校 無料
美里小学校
0185-46-2520

秋田県 男鹿市 ② 合同避難訓練 学区内地域の方々との合同避難訓練を実施します。 11月10日 男鹿南中学校 男鹿南中学校 無料
【男鹿南中学校ＨＰ】
http://www.namahage.ne.jp/~mina
mijh/

男鹿南中学校
0185-23-3241

秋田県 男鹿市 ② 読み聞かせ（低学年） 地域の方が、読み聞かせをしてくださいます。 11月10日 美里小学校集会ホール 美里小学校 無料
美里小学校
0185-46-2520

秋田県 男鹿市 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に披露することで、本校教育へ
の理解と協力を得ます。

11月11日 北陽小学校 北陽小学校 無料 hokuyou@namahage.ne.jp
北陽小学校
0185-33-2440

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

船川第一小学校
0185-24-3231

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会
学級全員の力を集結し、これまでの学習の成果を保護者や地域の方々の前で
披露します。脇本地区に伝わる「山車どんど」のお囃子で入場するほか, 地域の
特色を生かした内容の発表を予定しています。

11月11日 脇本第一小学校体育館 脇本第一小学校 無料
http://www2.namahage.ne.jp/~wakii
chi/

脇本第一小学校
0185-25-2215

秋田県 男鹿市 ② 新入生体験入学 来年度入学する小学６年生を招待して、授業参観や集会を行います。 11月13日 比内中学校 比内中学校 無料 0186-55-1505

秋田県 男鹿市 ①② 避難訓練
火災発生を想定した避難訓練を男鹿地区消防北分署と連携して行い、火災か
ら身を守り安全に避難する方法を学びます。

11月13日 北陽小学校 北陽小学校 無料
http://www2.namahage.ne.jp/~hoku
you/

北陽小学校
0185-33-2440

秋田県 男鹿市 ② そば打ち体験
地域を活性化しようと積極的に活動している人々の思いや活動の一端を実際
のそば打ちを通して学びます。

11月16日 潟西中学校 潟西中学校 無料
潟西中学校
0185-46-2330

秋田県 男鹿市 ② 読み聞かせ（高学年） 地域の方が、読み聞かせをしてくださいます。 11月17日 美里小学校集会ホール 美里小学校 無料
美里小学校
0185-46-2520

秋田県 男鹿市 ② 田代を語る会
ふるさとキャリア学習の成果を各学年から紹介したり，共通テーマについて全校
で話合い活動を行います。

11月27日 田代中学校 田代中学校 無料 0186-54-3042

秋田県 潟上市 ②③ 芸術鑑賞教室 生徒・保護者を対象に演劇「ヴェニスの商人」を鑑賞します。 10月3日 秋田県民会館 秋田西高校
http://www.akitanishi-h.akita-
pref.ed.jp/

秋田西高校
018-873-5251

秋田県 潟上市 ③ 潟上市文化祭
日頃の学習成果の発表や作品展示を行うことで、地域住民の学習意欲を高
め、公民館活動の普及・推進を図ります。

10月
14，15日

天王公民館
飯田川公民館ほか

潟上市教育委員会 無料
天王公民館018-878-4111
飯田川公民館018-877-6744
飯田川公民館018-877-6744

秋田県 潟上市 ③ かたがみ音楽祭
市内３中学校吹奏楽部の演奏のほか、秋田西高校の吹奏楽部を招いて開催し
ます。

10月14日 天王総合体育館 潟上市教育委員会 無料
文化スポーツ課
018-853-5363

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



992

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

秋田県 潟上市 ② 授業参観期間 関係者に授業参観を実施します。 10月16日～27日 秋田西高校 秋田西高校
http://www.akitanishi-h.akita-
pref.ed.jp/

秋田西高等
018-873-5251

秋田県 潟上市 ② 職場体験学習 中学校2年生による4日間の職業体験をします。 10月17日～20日 潟上市内各事業所、他 天王中学校 無料
天王中学校
018-878-2222

秋田県 潟上市 ② 職場体験学習 中学校2年生による4日間の職業体験をします。 10月17日～20日 潟上市内各事業所、他 天王南中学校 無料
天王南中学校
018-873-4300

秋田県 潟上市 ② 職場体験学習 中学校2年生による4日間の職業体験をします。 10月17日～20日 潟上市内各事業所、他 羽城中学校 無料
羽城中学校
018-877-3211

秋田県 潟上市 ② 地域懇談会 近隣自治体、町内会、関係団体代表等と生徒との意見交換会を行います。 10月19日 秋田西高校 秋田西高校
http://www.akitanishi-h.akita-
pref.ed.jp/

秋田西高等
018-873-5251

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 各学年及び全校の学習成果を発表します。 10月28日 天王小学校 天王小学校 無料
天王小学校
018-878-2201

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 各学年及び全校の学習成果を発表します。 10月28日 東湖小学校 東湖小学校 無料
東湖小学校
018-878-2244

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 各学年及び全校の学習成果を発表します。 10月28日 追分小学校 追分小学校 無料
追分小学校
018-873-7079

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 各学年及び全校の学習成果を発表します。 10月28日 大豊小学校 大豊小学校 無料
大豊小学校
018-877-2068

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 各学年及び全校の学習成果を発表します。 10月28日 飯田川小学校 飯田川小学校 無料
飯田川小学校
018-877-2033

秋田県 潟上市 ② キャリア教育実践研究協議会
秋田県の小学校、中学校、高校、特別支援学校の生徒が自校の取組を発表し
たり、キャリア教育について保護者や職場の方と意見交換をしたりします。

10月30日 県総合教育センター 県教育委員会 無料
県教育庁義務教育課指導班
018-860-5148

秋田県 潟上市 ② 学習発表会 各学年及び全校の学習成果を発表します。 11月18日 出戸小学校 出戸小学校 無料
出戸小学校
018-878-2205

秋田県 鹿角市 ② いつでもどうぞ期間
授業を「いつでもどうぞ」参観ください。この趣旨の下、授業改善の一環として推
進しています。

10月2日～20日 花輪高等学校　各教室 研修・図書部 無料
〔花輪高等学校ＨＰ〕
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
研修・図書部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 芸術鑑賞教室
花輪第一中学校の生徒と合同で、文化芸術による子供の育成事業「オペラ『て
かがみ』」を鑑賞します。

10月3日
鹿角市文化の杜交流館
コモッセ

花輪第一中学校・花輪第二中
学校

無料
花輪第一中学校
0186-23-2257

共同開催

秋田県 鹿角市 ② 八幡平ボランティアガイド
全校縦割り班で八幡平国立公園内の大沼・後生掛温泉を訪れた観光客や地域
住民等にガイドを行います。

10月7日～8日
八幡平国立公園
大沼･後生掛

八幡平中学校 無料
八幡平中学校
0186-32-2226

秋田県 鹿角市 ② 芸術鑑賞教室
全校生徒，八幡平小児童，八幡平老人クラブ，希望する保護者等が一堂に会
し，劇団によるミュージカルを鑑賞することで芸術に親しむとともに，小中連携，
地域連携を図ります。

10月4日
八幡平国立公園
大沼･後生掛

八幡平中学校 無料
八幡平中学校
0186-32-2226

秋田県 鹿角市 ③ 県北地区交流大会
トークセッションで外部から地元の良さについて話題提供していただき、地元の
良さを再確認します。

10月5日
鹿角市文化の杜交流館
コモッセ　ホール

高等学校ＰＴＡ連合会 無料
〔花輪高等学校ＨＰ〕
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

事務局
花輪高等学校
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 祖父母参観日 祖父母や地域住民へ学校公開を行います。 10月6日 平元小学校 平元小学校 無料
平元小学校
0186-25-2204

秋田県 鹿角市 ②
花輪第一中学校
合唱コンクール

全校９学級が課題曲、自由曲の２曲に取り組み、鹿角市文化の杜交流館「コ
モッセ」において、多くの市民が見守る中コンクールを開催する。

10月7日
鹿角市文化の杜交流館
コモッセ

花輪第一中学校ＰＴＡ 無料
花輪第一中学校
0186-23-2257

秋田県 鹿角市 ② 合唱コンクール 各学級で取り組んだ合唱をコンクール形式で発表します。 10月7日 十和田中学校 鹿角市立十和田中学校 無料
十和田中学校
0186-35-2164

秋田県 鹿角市 ②
花輪第一中学校
学校祭

全校９学級が、展示、ステージ発表、演劇等に取り組み、日頃の学習成果を保
護者、地域住民に広く公開します。

10月8日 花輪第一中学校体育館 花輪第一中学校ＰＴＡ 無料
花輪第一中学校
0186-23-2257

秋田県 鹿角市 ② 十中祭
総合的な学習の時間で行っている「十和田魅力アッププロジェクト」の発表を行
います。

10月8日 十和田中学校 鹿角市立十和田中学校 無料
十和田中学校
0186-35-2164

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



992

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

秋田県 鹿角市 ② ＤＶ予防教育講座
１年生を対象に男女共同参画教育の一環としてＤＶ等の理解を深め、男女の在
り方を学びます。

10月11日 花輪高等学校　体育館 生徒指導部 無料
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
生徒指導部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方に発表します。 10月14日 尾去沢小学校 尾去沢小学校 無料
尾去沢小学校
0186-23-3201

駐車場有

秋田県 鹿角市 ② 二中祭 学年劇や各教科展示等、これまでの学習の成果を地域に公開します。 10月15日 花輪第二中学校 花輪第二中学校 無料
花輪第二中学校
0186-25-2221

秋田県 鹿角市 ② 合唱コンクール
各学級で練習してきた合唱を披露し合い、外部の音楽関係者による審査を行い
ます。

10月15日 花輪第二中学校 花輪第二中学校 無料
花輪第二中学校
0186-25-2221

秋田県 鹿角市 ② 尾中祭
日頃の学習の成果を発表します。また、尾中のイメージソングである「刻の翼」
をクラス一丸となって取り組む合唱コンクールを行います。

10月15日 尾去沢中学校 尾去沢中学校 無料
尾去沢中学校
0186-23-2270

秋田県 鹿角市 ② 球技大会
クラス対抗各種球技大会です。球技を通じてクラスや学年等の親睦を図りま
す。

10月17日 十和田高等学校体育館 十和田高等学校 無料
http://www.towada-h.akita-
pref.ed.jp/

十和田高等学校
0186-35-2062

秋田県 鹿角市 ①② ふるさと企業紹介
1・2年生を対象にキャリアアドバイザーが地元の企業を紹介し、進路選択に活
かします。

10月18日 花輪高等学校　体育館 進路指導部 無料
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
進路指導部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 後期授業研修会
職員を対象に授業者が担当するクラスで研究授業を行います。指導助言者や
近隣校職員が参加します。

10月20日 花輪高等学校　各教室 研修・図書部 無料
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
研修・図書部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ②
八中祭
合唱コンクール

合唱やステージ発表など、教育活動の成果を広く保護者や地域に公開します。 10月22日 八幡平中学校 八幡平中学校 無料
八幡平中学校
0186-32-2226

秋田県 鹿角市 ② 交通安全教室
自転車の安全な乗り方など、交通安全に関する講習会を開きます。スタント
ショーもあります。

10月24日 十和田高等学校グラウンド 十和田高等学校 無料
http://www.towada-h.akita-
pref.ed.jp/

十和田高等学校
0186-35-2062

秋田県 鹿角市 ② 花輪小学校音楽祭 全学級合唱発表、全校合唱、スクールバンド部、合唱部の発表を行います。 10月28日 花輪小学校 花輪小学校 無料
花輪小学校
0186-23-2007

秋田県 鹿角市 ②③ 学習発表会
表現力の向上を目的に，各学年で創意工夫をこらした発表（ダンス・劇・合奏
等）を実施する。並行して全校絵画展も実施し，全校児童の作品を展示します。

10月28日 花輪北小学校 花輪北小学校 無料
花輪北小学校
0186-23-2603

秋田県 鹿角市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示等を行い，日頃の学習の成果を披露します。 10月28日 十和田小学校 十和田小学校 無料
十和田小学校
0186-35-2042

秋田県 鹿角市 ① ゆのはな祭り
地域の方々からご指導をいただいて，伝統芸能大湯大太鼓の演奏したり，コー
ラスグループの指導による古い校歌をおりこんだ発表やふるさとを学びの場とし
た総合的な学習の発表も行ったりして，地域貢献の機会とします。

10月28日 大湯小学校 大湯小学校 無料 http://www.ink.or.jp/~ooyushou/
大湯小学校
0186-37-2040

秋田県 鹿角市 ②③ 学習発表会
全校児童が，学習してきたことを音楽，演劇，その他の表現で発表します。保護
者や家族，地域の方々に公開します。

10月28日 八幡平小学校 無料
八幡平小学校
0186-32-2011

秋田県 鹿角市 ② 学習発表会 学習成果の発表と、学習作品の展示を行います。 10月28日 平元小学校 平元小学校 無料
平元小学校
0186-25-2204

秋田県 鹿角市 ② 校外学習セミナー 1年生を対象にふるさとものづくり企業を見学します。 11月1日 地元企業 １年部 無料
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
１年部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 祖父母参観日 祖父母や地域の皆さんとの交流を通して，触れ合いを深めます。 11月2日 十和田小学校 十和田小学校 無料
十和田小学校
0186-35-2042

秋田県 鹿角市 ② ミニコンサート
児童・保護者・地域の方から出演者を募集し，歌や楽器演奏を披露してもらいま
す。

11月2日 十和田小学校 十和田小学校 無料
十和田小学校
0186-35-2042

秋田県 鹿角市 ② 鹿角音楽祭
鹿角郡市の小中学校の代表が一堂に会し、各学校で取り組んでいる合唱や合
奏等の活動を発表します。

11月3日
鹿角市文化の杜交流館コ
モッセ

鹿角音楽祭実行委員会
総務学事課
0186-30-0291

秋田県 鹿角市 ①③ 先人顕彰館無料開放日 文化の日に合わせ、施設の無料開放を行います。 11月3日 先人顕彰館 先人顕彰館 無料
先人顕彰館
0186-35-5250

秋田県 鹿角市 ①③ 大湯ストーンサークル館無料開放日 文化の日に合わせ、施設の無料開放を行います。 11月3日 大湯ストーンサークル館 大湯ストーンサークル館 無料
大湯ストーンサークル館
0186-37-3822

秋田県 鹿角市 ② 防災避難訓練 地域で起こりうる災害に対応するための訓練を行います。 11月8日 十和田高等学校グラウンド 十和田高等学校 無料
http://www.towada-h.akita-
pref.ed.jp/

十和田高等学校
0186-35-2062

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 鹿角市 ② 大学模擬講義
1・2年生を対象に大学等の模擬講義を受講し、専門的な学問内容をより具体的
に理解し、進路選択に活かします。

11月14日 花輪高等学校　各教室 進路指導部 無料
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
研修・図書部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 進路講話 3年生を対象に卒業生が進路別講話をして進路選択等に活かします。 11月15日 花輪高等学校　各教室 進路指導部 無料
http://www.hanawa-h.akita-
pref.ed.jp

花輪高等学校
進路指導部
0186-23-2126

秋田県 鹿角市 ② 芸術鑑賞教室 劇団によるオペラを鑑賞することにより，芸術に親しみます。 11月21日 十和田小学校 十和田小学校 無料
十和田小学校
0186-35-2042

末広小と合同実施

秋田県 鹿角市 ② 芸術鑑賞教室
全校児童と、希望する保護者、地域住民が児童劇を鑑賞し、芸術に親しみま
す。

11月22日 花輪小学校 花輪小学校 無料
花輪小学校
0186-23-2008

秋田県 鹿角市 ② ７０周年記念フォーラム
７０周年記念として、創郷プロジェクトや創作ダンス、全校合唱、記念講演を行
います。

11月26日 花輪第二中学校 花輪第二中学校 無料
花輪第二中学校
0186-25-2221

秋田県 上小阿仁村 ② 学校祭
子どもの学習の成果を発表し、保護者や地域住民に広く理解していただきま
す。

10月6日 上小阿仁小中学校
上小阿仁村立
上小阿仁小中学校

無料
上小阿仁村立上小阿仁小中学校
℡0186-77-2038

秋田県 上小阿仁村 ① 体育の日記念行事 地域住民の体力づくりの一環として、各種スポーツを楽しみます。 10月8日 上小阿仁村内 上小阿仁村教育委員会 無料
上小阿仁村教育委員会
℡0186-60-9000

秋田県 上小阿仁村 ① 生涯学習週間村民のつどい
サークルや個人で学んできた芸や作品を発表します。小中学生も全員参加し合
唱します。

10月15日～21日
上小阿仁村生涯学習セン
ター

上小阿仁村教育委員会 無料
上小阿仁村教育委員会
℡0186-60-9000

秋田県 北秋田市 ② 祖父母交流なべっこ会
３時間目に授業参観を行った後，祖父母と児童がきりたんぽ鍋を作り，会食しま
す。

9月28日 綴子小学校 綴子小学校 無料
http://www.kumagera.ne.jp/tuzurik
o/

綴子小学校
0186-62-1084

秋田県 北秋田市 ③ 合唱祭
芸術の祭典として、鷹中生だけでなく北秋田市民に呼びかけ、学校と地域との
つながりを図ります。

10月4日 北秋田市文化会館 鷹巣中学校 無料
鷹巣中学校
0186-62-1701

秋田県 北秋田市 ② 保育園読み聞かせ会
読み聞かせクラブの児童が保育園に出かけ，保育園児に読み聞かせを行いま
す。

10月5日 合川保育園 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② 南っ子祭「学習発表会」
日常の学習成果を保護者・地域の方々に披露します。また，地域の方々から指
導していただいた七日市奴踊り，上舟木の駒踊り，祇園太鼓も披露します。

10月6日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ② 東っ子まつり
学年の発表の他に，郷土芸能・全校合唱等を披露し，併せて作品展示も行いま
す。

10月6日 鷹巣東小学校 鷹巣東小学校 無料
鷹巣東小学校
0186-62-1645

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々をお招きし、各学年と全校児童合同によるステージ発表
や祇園太鼓などを披露します。同時に絵画や書写などの作品展示も行います。

10月6日 鷹巣中央小学校 鷹巣中央小学校 無料
鷹巣中央小学校
0186-62-1558

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々、学区内の福祉施設を利用している方々をお招きし、各学
年のステージ発表を披露したり、絵画や書写の作品の展示を行います。

10月6日
鷹巣中央小学校 鷹巣中央小学校 無料

鷹巣中央小学校
0186-62-1558

秋田県 北秋田市 ② 第５７回合中祭 学校の教育の成果を発表します。 10月7日 合川中学校 合川中学校 無料
合川中学校
0186-78-2135

秋田県 北秋田市 ①②③ 阿中祭 学校教育活動の成果と伝統文化継承活動の発表を行います。 10月7日 阿仁中学校 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 北秋田市 ② 南中祭（学校祭）
ふるさとの歴史・文化，食文化，郷土芸能に関わる展示や発表を行います。ま
た，音楽演奏や合唱，学習作品の公開も行います。

10月7日 鷹巣南中学校 鷹巣南中学校 無料
鷹巣南中学校
0186-63-2255

秋田県 北秋田市 ① 森中祭 学習や文化活動の成果を地域に公開し、地域社会との結び付きを深めます。 10月7日 森吉中学校 森吉中学校 無料
森吉中学校
0186-73-2335

秋田県 北秋田市 ③ 鷹中祭 鷹中生の学習や文化活動の成果を地域に公開します。 10月7日 鷹巣中学校 鷹巣中学校 無料
鷹巣中学校
0186-62-1701

秋田県 北秋田市 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々に学校を訪問していただき，児童の様子をみていただきま
す。

10月9日～14日 大阿仁小学校 大阿仁小学校 無料
大阿仁小学校
0186-84-2030

秋田県 北秋田市 ② なべっこ 校地内で「きりたんぽ」をつくり，郷土の食文化を体験します。 10月11日 鷹巣南中学校 鷹巣南中学校 無料
鷹巣南中学校
0186-63-2255

秋田県 北秋田市 ③ なべっこ昼食会 生徒が郷土料理「きりたんぽ」をつくり、郷土の食文化を体験学習します。 10月11日 校舎周辺 鷹巣中学校 無料
鷹巣中学校
0186-62-1701

秋田県 北秋田市 ② 鷹っ子祭り（学習発表会）
全校児童が学習の成果を発表します。保護者・地域住民だけでなく，保育園
児，福祉施設にも案内を出し招待します。

10月14日 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料 www.kumagera.ne.jp/takasyo/
鷹巣小学校
0186-62-2041

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 北秋田市 ② 学習発表会
各学年と全校児童によるステージ発表を行います。絵画や書写などの作品も展
示します。

10月14日 綴子小学校 綴子小学校 無料
http://www.kumagera.ne.jp/tuzurik
o/

綴子小学校
0186-62-1084

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会
各学年と全校児童によるステージ発表，図工作品や書写など，児童の学習成
果を展示します。

10月14日 米内沢小学校 米内沢小学校 無料
米内沢小学校
0186-72-3029

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方に発表します。学習作品の展示も行います。 10月14日 前田小学校 前田小学校 無料
前田小学校
0186-75-2002

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会
学習の成果を、劇や音楽等で発表します。郷土芸能の発表や鑑賞も予定され
ています。

10月14日 阿仁合小学校 阿仁合小学校 無料
阿仁合小学校
0186-82-2326

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会 学習の成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月14日 合川小学校 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② 大阿仁フェスタ
保育園、公民館、中学校、婦人会等とタイアップし、
日頃の学習の成果を披露します。

10月14日 大阿仁小学校 大阿仁小学校 無料
大阿仁小学校
0186-84-2030

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティアの方に読書タイムに
読み聞かせをしていただきます。

10月17日 合川小学校 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② なべっこ会 昼の時間に校地内でなべっこを行います。 10月19日 森吉中学校 森吉中学校 無料
森吉中学校
0186-73-2335

秋田県 北秋田市 ② なべっこ会 地域の方々の協力を得て縦割り班できりたんぽ鍋を作ります。 10月19日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ② なべっこ会 午後から校地内でなべっこを行います。 10月19日 合川中学校 合川中学校 無料
合川中学校
0186-78-2135

秋田県 北秋田市 ② 北秋田市理科・社会科発表会 児童生徒の理科・社会科に関する研究を発表します。 10月20日 鷹巣中学校 北秋田市教育委員会 無料
学校教育課
0186-62-6617

秋田県 北秋田市 ② ふるさと探検 内陸線沿線の人や自然、施設等を取材します。 10月22日 内陸線沿線 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 北秋田市 ③ 芸術鑑賞
現代劇でありながら、人形と写し絵という日本の伝統芸能の技を感じられる舞
台です。

10月23日 阿仁合小学校 阿仁合小学校 無料
阿仁合小学校
0186-82-2326

秋田県 北秋田市 ② いつでも誰でも参観日 朝の会から帰りの会まで、全ての活動を公開します。 10月23日 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料 www.kumagera.ne.jp/takasyo/
鷹巣小学校
0186-62-2042

秋田県 北秋田市 ② 進路集会
本校を卒業した高校３年生を招き，中学生にとっての先輩の体験談や高校紹介
をもとに，キャリア学習を行います。

10月27日 鷹巣南中学校 鷹巣南中学校 無料
鷹巣南中学校
0186-63-2255

秋田県 北秋田市 ② ＰＴＡ親子学習会
各学年ごとに外部講師を招き、それぞれのテーマで生徒と保護者が学習しま
す。

10月28日 鷹巣中学校 鷹巣中学校 無料
鷹巣中学校
0186-62-1701

秋田県 北秋田市 ② なべっこ会 地区婦人会の方々の協力を得て、児童縦割り班できりたんぽ鍋を作ります。 10月29日 大阿仁小学校 大阿仁小学校 無料 oanisyou@kumagera.ne.jp
大阿仁小学校
0186-84-2030

秋田県 北秋田市 ② フリー参観日 始業から放課後まで全ての教育活動を公開します。 11月2日 阿仁合小学校 阿仁合小学校 無料
阿仁合小学校
0186-82-2326

秋田県 北秋田市 ③ 浜辺の歌音楽祭
北秋田市出身の作曲家成田為三の業績を顕彰し、音楽教育の活性化や情操
教育の充実を図る音楽祭です。

11月3日 北秋田市文化会館 北秋田市教育委員会 無料
生涯学習課文化係
0186-62-6618

秋田県 北秋田市 ② 球根植え
児童、保護者、地域の方々が一緒になって、秋植え球根の植え付け活動を行い
ます。

11月5日 鷹巣中央小学校 鷹巣中央小学校 無料
鷹巣中央小学校
0186-62-1558

秋田県 北秋田市 ②
思いやり集会
祖父母交流会

命の大切さや人を思いやる心の醸成を今年の活動からふりかえったり、祖父母
と交流しながら確かめたりします。

11月14日 大阿仁小学校 大阿仁小学校 無料
大阿仁小学校
0186-84-2030

秋田県 北秋田市 ② 森の教室 森吉林業研究会の方々から、森林や林業の役割を教えていただきます。 10月23日 滝ノ沢地区 米内沢小学校 無料
米内沢小学校
0186-72-3029

秋田県 北秋田市 ② 芸術鑑賞教室
「文化芸術による子供の育成事業」で行う劇団結城座の江戸糸あやつり人形公
演を、近隣校や保護者、地域住民にも呼びかけ、鑑賞します。

10月23日 阿仁合小学校 阿仁合小学校 無料
阿仁合小学校
0186-82-2326

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ 読み聞かせボランティアの方に読書タイムに読み聞かせをしていただきます。
10月23日
11月6日,13日

米内沢小学校 米内沢小学校 無料
米内沢小学校
0186-72-3029

秋田県 北秋田市 ② 地域巡り
地域の史跡を巡り、どのような歴史や文化があったのかについて理解を深めま
す。

10月24日 旧金家住宅他 米内沢小学校 無料
米内沢小学校
0186-72-3029

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 北秋田市 ③ 北秋田市文化祭
市民団体等に文化芸術活動及び公民館活動等に発表・観賞の場を提供し、芸
術文化の普及振興を図る文化祭です。

演示10月27日～28
日、展示10月27日
～29日

北秋田市文化会館/
鷹巣体育館

北秋田市文化祭実行委員会 無料
生涯学習課文化係
0186-62-6618

秋田県 北秋田市 ② 球根植え 地域の方と一緒に、春咲球根を植えます。 10月31日 鷹巣東小学校 鷹巣東小学校 無料
鷹巣東小学校
0186-62-1645

秋田県 北秋田市 ② 保育園訪問交流 5年生が近隣の保育園を訪問し，来年入学する園児と交流を深めます。 10月上旬 各保育園 鷹巣小学校 無料 www.kumagera.ne.jp/takasyo/
鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ② 福祉施設訪問 近隣にある福祉施設「ケアタウン」を訪問し，お年寄りと交流を深めます。 10月下旬 福祉施設「ケアタウン」 鷹巣小学校 無料 www.kumagera.ne.jp/takasyo/
鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ② 収穫体験
敷地内の実った柿を収穫する体験や、近隣のリンゴ農園に行き収穫の手伝い
をします。

10月下旬～11月初
旬

あきたリフレッシュ学園，伊
藤リンゴ農園

あきたリフレッシュ学園 無料
あきたリフレッシュ学園
0186-78-4180

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティアの方々に，昼休みや読書タイムの時間帯に読み聞か
せをして戴きます（高学年）。

11月1日 鷹巣中央小学校 鷹巣中央小学校 無料
鷹巣中央小学校
0186-62-1558

秋田県 北秋田市 ③
伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアシンポ
ジウム

伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガイドによる本年度の活動報告会です。 11月4日 北秋田市民ふれあいプラザ 北秋田市教育委員会 無料
生涯学習課文化係
0186-62-6618

秋田県 北秋田市 ② 子ども人権デーin鷹巣南中 人権作品表彰式や入賞作品の発表、人権啓発についての講演等を行います。 11月5日 鷹巣南中学校 鷹巣南中学校 無料
鷹巣南中学校
0186-63-2255

秋田県 北秋田市 ② 地域巡り 地域の名所や特産について調べ地域のよさに気付きます。 11月6日 中央シリカ白坂遺跡 米内沢小学校 無料
米内沢小学校
0186-72-3029

秋田県 北秋田市 ② 地域あったかプロジェクト
地域の高齢者や保護者・保育園児を招き各学年毎に出店し、遊び・物作りを通
して触れ合います。午後は、地域を訪問し高齢者の方と触れ合います。

11月15日 鷹巣東小学校 鷹巣東小学校 無料
鷹巣東小学校
0186-62-1645

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティアの方に読書タイムの時間に読み聞かせをしていただき
ます。

11月21日 前田小学校 前田小学校 無料
前田小学校
0186-75-2002

秋田県 北秋田市 ② 生き方講座
地域で活躍している人から講話をいただき、望ましい職業観や勤労観の形成を
目指します。

11月21日 森吉中学校 森吉中学校 無料
森吉中学校
0186-73-2335

秋田県 北秋田市 ② 文化芸術鑑賞（狂言）
平成３０年度文化芸術による子どもの育成事業で、株式会社萬狂言による狂言
の講演を行います。

11月21日 合川中学校 県教育庁生涯学習課 無料
合川中学校
0186-78-2135

秋田県 北秋田市 ② ふるさと阿仁を知る集会 ふるさと探検で学んだことを紹介します。 11月22日 阿仁中学校 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティアの方々に，昼休みや読書タイムの時間帯に読み聞か
せをして戴きます（低学年）。

11月22日 鷹巣中央小学校 鷹巣中央小学校 無料
鷹巣中央小学校
0186-62-1558

秋田県 北秋田市 ② ＰＴＡ５年部親子レク収穫感謝祭
５月に植えた学校田の稲刈りをし，収穫したモチ米を使って餅つきなどで収穫感
謝祭を行います。

11月 森吉構造改善センター 米内沢小学校 無料
米内沢小学校
0186-72-3029

秋田県 北秋田市 ①② 北秋田市ながなわとび大会
地域の仲間、スポーツチーム、学校の友達など自由なチーム編成で子どもから
大人までが参加し、世代間交流を含め連帯意識の高揚を図ります。

11月下旬 北秋田市合川体育館 スポーツ振興課 無料
スポーツ振興課
0186-62-3800

秋田県 北秋田市 ② 綴子まちなか美術館
児童の絵画作品を学区諸施設に展示していただき、子どもたちの頑張りを地域
の人たちに見ていただきます。

11月下旬～12月上
旬

郵便局・介護施設・公民館 綴子小学校 無料
http://www.kumagera.ne.jp/tudurik
o/

綴子小学校
0186-62-1084

秋田県 北秋田市 ② 秋祭り交流会
1・2年生が，生活科の学習の一環として，近隣の幼稚園・保育園児を招待し，交
流を深めます。

11月中旬 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料 www.kumagera.ne.jp/takasyo/
鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ 読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方が，学年割り当てで読み聞かせを行ってくれます。 隔週火曜日 綴子小学校 綴子小学校 無料
http://www.kumagera.ne.jp/tuzurik
o/

綴子小学校
0186-62-1084

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
３つの図書ボランティアの方が昼休みに子どもたちに読み聞かせをしてくれま
す。

各団体月一 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料 www.kumagera.ne.jp/takasyo/
鷹巣小学校
0186-62-2042

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 小坂町 ①
町民交流
パークゴルフ

3年生を対象に町民の方々からの指導を受け、地域住民とパークゴルフの体験
します。(1,2年生9月)

10月3日 小坂町パークゴルフ場 小坂高校 無料 www.kosaka-h.jp 小坂高校

秋田県 小坂町 ② 学習発表会 小坂小学校の児童が日頃の学習の成果を発表します。 10月14日 小坂小学校体育館 小坂小学校 無料
【小坂小・中学校ＨＰ】
http:/www.kosaka-
school.sakura.ne.jp/

小坂小学校
0186-29-2422

秋田県 小坂町 ② 学習発表会 小坂小学校の児童が日ごろの学習の成果を発表します。 10月13日
小坂小学校
体育館

小坂小学校 無料
【小坂小・中学校ＨＰ】
http:/www.kosaka-
school.sakura.ne.jp/

小坂小学校
0186-29-2422

秋田県 小坂町 ②
合唱コンクール
坂中祭

小坂中学校の生徒が日ごろの文化活動の成果を発表します。 10月13日～14日
小坂町交流センター・
セパーム

小坂中学校 無料
【小坂小・中学校ＨＰ】
http:/www.kosaka-
school.sakura.ne.jp/

小坂中学校
0186-29-3232

秋田県 小坂町 ①③ まなびピア30 町民が日ごろの生涯学習活動の成果を発表・展示します。 10月13日～14日
小坂町交流センター・
セパーム

小坂町教育委員会 無料
【小坂町ＨＰ】
http:/www.town.kosaka.akita.jp/

小坂町教育委員会
事務局学習振興班
0186-29-2069

秋田県 小坂町 ①②③ 秋季クリーンアップ 全校生徒を対象に学校周辺地域清掃を行います。春と秋に実施します。 10月22日 小坂高校周辺 小坂高校 無料 小坂高校

秋田県 小坂町
①②③
④

坂高祭
校内の取り組みの発表やPTA屋台等で学校祭を一般公開します。登校時に
PTAのあいさつ運動を実施します。

10月28日 小坂高校 小坂高校 無料 小坂高校

秋田県 小坂町 ①③
読書Week
～ﾌﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄをGetしよう～

小中学生向けに学年毎のオススメ本リストを作り、学校図書館と町立図書館か
らリストにある本を借りてポイントを集めます。

10月下旬 小坂町立図書館、学校図書
館

小坂町教育委員会 無料
小坂町教育委員会
事務局学習振興班
0186-29-2069

秋田県 小坂町 ①③ 食育講座
管理栄養士を講師としてバランスのよい食事の取り方を学び、健康管理を意識
するきっかけ作りの講座を実施します。

11月14日 小坂高校 小坂高校 無料 小坂高校

秋田県 小坂町 ①③ 性教育講座
保健師を講師として命の大切さと性について学び、自分を大切にすることにつ
いての講座を実施します。

11月14日 小坂高校 小坂高校 無料 小坂高校

秋田県 小坂町 ①③ 歯科講話
歯科衛生士と管理栄養士を講師として虫歯や歯周病について学び、歯の健康
について講話をします。

11月15日 小坂高校 小坂高校 無料 小坂高校

秋田県 小坂町 ③ 我が町のアーティスト展 絵や書、写真などを中心に展示し、観て体験できる機会にします。 11月21日～25日 小坂町立図書館 小坂町教育委員会 無料
小坂町教育委員会
事務局学習振興班
0186-29-2069

秋田県 五城目町 ①② 職業講話会（マナー講座）
事業所の方から仕事の内容や心がけていることなどをお話しいただき、社会人
としての基本的なマナーについて学びます。

10月5日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ①② １年職場体験学習
「働く」体験や「働いている人」と接することを通して、働くことの意義を実感する
とともに、「働くこととは？」について深く考えます。

10月16日～17日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ①② ２年職場体験学習
「働く」体験や「働いている人」と接することを通して、働くことの意義を実感する
とともに、「働くこととは？」について深く考えます。

10月19～24日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ①② 防犯教室
関係機関との連携を図り、自己防衛意識の向上を図るとともに、自らの生活を
顧みます。（詳細は未定）

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

秋田県 五城目町 ② 学習発表会
各学年の学習の成果を、表現方法を工夫して発表するほか、作品展示があり
ます。

10月28日 五城目小学校 五城目小学校 無料
http://gojome-
s.hs.plala.or.jp/index.html

五城目小学校　松塚浩
018-852-2050

秋田県 五城目町 ② 救急救命講習会
AEDを使用し心肺蘇生法等の講習を受け、命の大切さと人命救助について学
びます。

10月31日, 11月1日 五城目高校 五城目高校 無料
五城目高校
018-852-2265

秋田県 五城目町 ①② 創立70周年記念演奏会
五城目町の小・中学校ＰＴＡ会員にも参加を呼びかけ、海上自衛隊大湊音楽隊
を招いての演奏会を開催します。

11月2日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ② 職業を知る
様々な職種について、同窓会OB等による職業講話を聞き、進路選択に役立て
ます。

11月8日 五城目高校 五城目高校 無料
五城目高校
018-852-2265

秋田県 五城目町 ①② 創立70周年記念講演会
五城目町の小・中学校ＰＴＡ会員や、同窓会会員にも参加を呼びかけ、元祖爆
笑王氏の講演会を開催します。

11月9日 五城目第一中学校 五城目第一中学校 無料
五城目第一中学校
018-852-2051

秋田県 五城目町 ② 先輩による講演会
本講OBの方による講演を聞いて視野を広げ、進路について意識の高揚を図り
ます。

11月10日 五城目高校 五城目高校 無料
五城目高校
018-852-2265

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 仙北市 ② ふれあい・たいむ「樺細工」 地域の方から、地域の伝統工芸である樺細工を学びます。 10月1日
大曲支援学校
せんぼく校

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ② 学校公開
せんぼく校祭に向けた取組を中心に、児童生徒の日常の取組の様子を公開し
ます。

10月1日～6日
大曲支援学校
せんぼく校

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ②
マラソン大会
高学年･低中学年

学校近くの桧木内川河川敷をマラソンコースとして走ります。10月2日は高学
年，10月3日は低中学年が走ります。体育学習の成果を地域住民に見ていただ
きます。10月2日はマラソン大会の後，なべっこ会も行います。

10月2日, 3日 桧木内川河川敷 角館小学校 無料
【角館小学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_kakusyo/index.html

角館小学校
0187-55-2188

秋田県 仙北市 ② マラソン大会
各学年の男女別でマラソン大会を開催します。持久力向上のためのトレーニン
グをした成果を競います。

10月3日 生保内小学校グラウンド 生保内小学校
生保内小学校
0187-43-0243

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

10月3日 生保内小学校グラウンド 生保内小学校
生保内小学校
0187-43-0243

秋田県 仙北市 ② ふるさと遠足
学区内にある大沼公園で、ふるさと神代の自然に触れながらなべっこや軽ス
ポーツ的なレクリエーションを行います。縦割り班活動をとおして、異学年交流
を深めながら、ふるさと神代への思いを深めます。

10月3日 大沼公園 神代小学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_jinsyo/index.html

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

秋田県 仙北市 ② 芸術鑑賞
プロの演奏者による音楽を鑑賞し、音楽への興味関心を高めるとともに、楽器
の演奏方法の向上を図ります。

10月4日 神代小学校 神代小学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_jinsyo/index.html

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

秋田県 仙北市 ②③ 合唱コンクール 学級対抗の形式で、各学年各学級が課題曲・自由曲の発表を行います。 10月4日
大仙市中仙市民会館ドンパ
ル

角館中学校 無料
http://city.semboku.akita.jp/sc_kak
ucyu

秋田県 仙北市 ② 合唱コンクール 全校生徒による合唱コンクールを行います。 10月4日 仙北市民会館 生保内中学校 無料
生保内中学校
0187-43-1181

秋田県 仙北市 ② せんぼく校祭 児童生徒が、日頃の学習の成果をステージや展示等で発表します。 10月6日
大曲支援学校
せんぼく校

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ② 清流祭
桧木内中生全員がバザーやステージ発表を通して地域の方々と交流を深めま
す。

10月6日,7日 桧木内中学校 桧木内中学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_hinochu/

0187-48-2330

秋田県 仙北市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々を招待して、ステージ発表や作品等の展示を行い、日頃
の学習成果を公開します。

10月7日 桧木内小学校 桧木内小学校 無料
桧木内小学校
0187-48-23232

秋田県 仙北市 ②③④ すずかけ祭（学校祭）
地域の方々に角館中学校生徒の日常の取組とその成果を発信することを目的
に生徒会が主催します。学年発表や各教科作品展の他，地域のお年寄り招待
や子ども達との交流，各種イベントを通して楽しんでいただきます。

10月7日 角館中学校 角館中学校 無料
http://city.semboku.akita.jp/sc_kak
ucyu

秋田県 仙北市 ② 駒草祭 日常の学習成果を公開し、地域住民に楽しんでもらいます。 10月7日 生保内中学校 生保内中学校 無料
生保内中学校
0187-43-1182

秋田県 仙北市 ② 神中祭
日常の学習成果を公開し、地域の方々に学校教育活動への理解を深めていた
だき、交流し合います。

10月7日 神代中学校 神代中学校
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_jinchu/

神代中学校
0187-44-2110

秋田県 仙北市 ② やまばと祭
日々の学習の成果を地域に公開します。内容は劇や吹奏楽演奏などのステー
ジ発表部門，展示部門，この他にバザーや食堂，売店も開設します。

10月7日 西明寺中学校 西明寺中学校
【西明寺中学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_saichu/

西明寺中学校
0187-47-2626

秋田県 仙北市 ② 稲刈り
角館小学校の5年生が，JA秋田おばこ角館支所の職員，地域の方々の協力の
下に，稲刈り体験をします。

10月11日 小勝田字下村 角館小学校 無料
【角館小学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_kakusyo/index.html

角館小学校
0187-55-2188

秋田県 仙北市 ② 全校マラソン大会 河川公園周辺をコース会場にした全校でのマラソン大会を行います。 10月12日 河川公園 西明寺小学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_saisyo/

西明寺小学校
0187-47-2233

秋田県 仙北市 ② 全校なべっこ遠足 学区の河川公園に出かけ、全校縦割り班でのなべっこ会を行います。 10月12日 河川公園 西明寺小学校
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_saisyo/

西明寺小学校
0187-47-2233

秋田県 仙北市 ② 全校なべっこ
縦割りグループのなべっこ会を通して異学年交流を深め、自分の役割を果たそ
うとする子どもを育みます。

10月15日 白岩小学校中庭 白岩小学校 無料
【白岩小HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_shirasyo/index.html

白岩小学校
0187-53-2482

秋田県 仙北市 ①,②,③ おはなしコンサート
地域の読み聞かせグループによるコンサートです。絵本の読み聞かせ、昔話語
り、英会話、手話、エプロンシアター、歌唱、ピアノ演奏、クラリネット演奏…と多
彩な演目が披露されます。

10月15日
11月12日

中川小学校
中川小学校
中川地域運営隊

無料 nakasho@sc.city.semboku.akita.jp
中川小学校
0187-53-2286

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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992

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

秋田県 仙北市 ①，② まなびー教室
学力向上をねらい、漢字や計算などの基礎・基本定着を図る放課後学習教室
です。指導にあたるのは、地域のボランティア先生10人です。

10月18日
11月8日

中川小学校
中川小学校
中川地域運営隊

無料 nakasho@sc.city.semboku.akita.jp
中川小学校
0187-53-2286

秋田県 仙北市 ② 公開研究会 文部科学省委嘱実践研究充実事業による研究の成果を広く公開します。 10月17日
大曲支援学校
せんぼく校

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ② ジョギングフェスタ　２０１８
春から実施してきた体力づくりの成果を確かめる校内マラソン大会を開催しま
す。ＰＴＡ体育奨励部員の協力を得ながら、保護者や地域住民に生き生きとマラ
ソン活動に取り組む子どもたちの姿を見ていただきます。

10月17日 神代小学校 神代小学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_jinsyo/index.html

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

秋田県 仙北市 ② 田沢湖ｗａｌｋｉｎｇ 田沢湖畔を散策し、終了後はなべっこをして故郷のよさを味わいます。 10月17日 田沢湖畔 生保内中学校 無料
生保内中学校
0187-43-1183

秋田県 仙北市 ② 全校稲刈り
地域の方々に教えていただきながら稲刈り、稲架掛け、足踏み脱穀などを体験
します。

10月18日 桧木内小学校 桧木内小学校 無料
桧木内小学校
0187-48-23232

秋田県 仙北市 ② 校内マラソン・駅伝大会
学級対抗で，春から取り組んできた体力つくりであるやまばとランニングの成果
を競い合うとともに，学級の絆を深める行事です。

10月18日 西明寺中学校 西明寺中学校 無料
【西明寺中学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_saichu/

西明寺中学校
0187-47-2626

秋田県 仙北市 ② なべっこ
学級の班ごとに，桧木内川河川公園で野外炊飯を行ない，秋の味覚を堪能しま
す。

10月18日 西明寺中学校 西明寺中学校
【西明寺中学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_saichu/

西明寺中学校
0187-47-2626

秋田県 仙北市 ② 校内駅伝・なべっこ 校内駅伝大会のあと、グラウンドでみんなでなべっこを行います。 10月19日 桧木内中学校 桧木内中学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_hinochu/

0187-48-2330

秋田県 仙北市 ② 秋の角館おもてなし隊
全校児童生徒が、秋の紅葉を見にいらした観光客の方に、お茶やお菓子によ
るおもてなしをします。太鼓演奏や、角館の歴史等を説明する活動、作業学習
製品の販売にも取り組みます。

10月22日～10月25
日

武家屋敷通り周辺 大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ② 校内駅伝競走大会
日頃の体力づくりの成果を確認するとともに，クラス対抗の駅伝を通して生徒間
の絆を深める行事です。

10月23日 落合運動公園 角館中学校 無料
http://city.semboku.akita.jp/sc_kak
ucyu

秋田県 仙北市 ② なべっこ
ふるさとの自然に触れながら郷土愛を育むとともに，仲間と協力して調理し友好
を深める，生徒が楽しみにしている行事です。

10月23日 落合運動公園 角館中学校 無料
http://city.semboku.akita.jp/sc_kak
ucyu

秋田県 仙北市 ② 職場訪問活動
桧木内中１年生が，仙北市内７か所を訪問，仕事をしている様子を見学し，地
元の職業、その内容について考えを深めていく。

10月23日 仙北市内 桧木内中学校 無料
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_hinochu/

0187-48-2330

秋田県 仙北市 ② ふれあい・たいむ「イタヤ細工」 地域の方から、地域の伝統工芸であるイタヤ細工を学びます。 10月29日
大曲支援学校
せんぼく校

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ②③ 全校スケッチ会
角館の観光名所である武家屋敷通りや桧木内川堤を中心に，学年ごとにスケッ
チ大会を行います。

10月30日 角館武家屋敷・桧木内堤 角館中学校 無料
http://city.semboku.akita.jp/sc_kak
ucyu

秋田県 仙北市 ③ 全校観劇
わらび座を訪れ「北前船」を観劇、地域の歴史を感じるとともに、座員の表現力
から多くのことを吸収する活動。

10月30日 仙北市内 仙北市 無料 0187-43-3387

秋田県 仙北市 ② 茶房さくらや 中学部生徒が、お茶とお菓子で観光客や地域の方をもてなします。
10月30日～11月1
日

秋田内陸線角館駅待合室 大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ②③ 全校音楽
年間４回行われる「全校音楽」の３回目です。学年発表を鑑賞したり，全校で合
唱・合奏をしたりします。４回目(12月13日)はミニコンサート（小グループや個人
で発表）を開催します。

11月6日 中川小学校 中川小学校 無料 nakasho@sc.city.semboku.akita.jp
中川小学校
0187-53-2286

秋田県 仙北市 ② 大曲仙北小中音楽祭
本校生徒が、合唱コンクールで１位になったクラスが、大曲市民会館で合唱を
披露します。

11月8日 大曲市民会館 大曲仙北音楽教育研究会 無料
生保内中学校
0187-43-1183

秋田県 仙北市 ② 高等部実習Ⅱ期 高等部生徒が、学校内や事業所で実習を行います。 11月5日～16日
大曲支援学校
せんぼく校
他事業所

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ② 作業学習週間Ⅱ期 中学部生徒が、学校内で終日作業学習に取り組みます。 11月5日～9日
大曲支援学校
せんぼく校

大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ③ 芸術鑑賞 田沢湖芸術村で行われるミュージカルを鑑賞します。 11月13日 田沢湖芸術村劇場 田沢湖芸術村 有料
生保内中学校
0187-43-1183

秋田県 仙北市 ① ２年宿泊体験学習 ２年生が、盛岡市でグループ活動や企業を訪問する体験学習を行います。 11月14日 盛岡市 生保内中学校 有料
生保内中学校
0187-43-1185

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 仙北市 ② 卒業証書用紙すき体験
インストラクターの指導のもと，古くから地域に伝わる紙すきを体験します。完成
した和紙は，自分の卒業証書として利用します。

11月16日
仙北市活性化施設「かたくり
館」

西明寺中学校
【西明寺中学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/s
c_saichu/

西明寺中学校
0187-47-2626

秋田県 仙北市 ① １年職場訪問 １年生が、仙北市の各職場を訪問し、職業について学習します。 11月19日 仙北市 生保内中学校 無料
生保内中学校
0187-43-1184

秋田県 仙北市 ② PTA親子餅つき
親子で昔ながらの餅つきを体験し会食するＰＴＡ行事として、婦人部など地域の
方々の協力を得て一緒に楽しみます。

11月23日 桧木内小学校 桧木内小学校 無料
桧木内小学校
0187-48-23232

秋田県 仙北市 ③
NHKこども音楽クラブ
～N響が角館小学校にやってきた～

NHK交響楽団のピックアップメンバーが角館小学校を訪れ，体育館を会場にに
してコンサートを開催します。楽器の仕組みやクラシック音楽の魅力などを学ん
でいただく出前授業型イベントです。

11月26日 角館小学校体育館
NHK秋田放送局，NHK交響楽
団

無料
【NHKこども音楽クラブHP】
http://www.nhk.or.jp/event/kodom
o-ongaku/

NHK秋田放送局
018-825-8132

秋田県 大仙市 ② 全校音楽劇
全校児童40人が演じる音楽劇です。12年目を迎えた今年度のテーマは「だれで
もだれかのヒーロー，夢をかなえよう！」です。

10月28日 中仙市民会館ドンパル 太田北小 無料
太田北小学校
0187-88-2112

秋田県 大仙市 ② 収穫感謝の集い
地域の方と一緒に学校田で収穫したお米を使った料理を味わい，収穫に感謝し
ます。

11月22日 太田北小 太田北小 無料
太田北小学校
0187-88-2112

秋田県 大仙市 ② 校内マラソン大会・なべっこ会 校内マラソン大会及びなべっこ会です。 10月4日 中川原公園 神岡小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-kamiokasyo1/

神岡小学校教頭
0187-72-2222

秋田県 大仙市 ② 立志祭（学校祭）
保護者、地域の方々、お年寄りの方々を招待して学校祭を行います。全校合唱
「大いなる秋田」、「ニューソーラン」ほか。

10月7日 西仙北中 西仙北中 無料
nb-
nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp

0187-75-1108

秋田県 大仙市 ② 校内駅伝・マラソン大会、なべっこ
学級対抗での駅伝・マラソン大会を実施します。終了後、各学級のグループごと
になべっこを実施します。

10月19日 西仙北中 西仙北中 無料
nb-
nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp

0187-75-1108

秋田県 大仙市 ②
ニコニコサンデー
もちつき集会

地域の先生による各種教室及びもちつき集会です。 10月28日 神岡小 神岡小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-kamiokasyo1/

神岡小学校教頭
0187-72-2222

秋田県 大仙市 ② 吹奏楽部定期演奏会 保護者、地域の方々に公開して、吹奏楽部による定期演奏会を実施します。 11月4日 西仙北中央公民館 西仙北中吹奏楽部 無料
nb-
nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp

0187-75-1108

秋田県 大仙市 ①② ５年生稲刈り ６月に植えたもち米の収穫作業を行います。 10月4日 神岡小圃場
JA秋田おばこ神岡営農セン
ター

無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-kamiokasyo1/

神岡小学校教頭
0187-72-2222

秋田県 大仙市 ② さつまいも堀り 全校で植えたサツマイモを収穫し、持ち帰ったりなべっこ会の食材にします。 10月1日 南外小学校農園 南外小学校 無料
【南外小HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~na-nangaisyo1/

南外小学校
TEL：0187-73-1800

秋田県 大仙市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者・地域の方に披露します。 10月27日 南外小学校 南外小学校 無料
【南外小HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~na-nangaisyo1/

南外小学校
TEL：0187-73-1800

秋田県 大仙市 ① 南外地域祭 地域の祭りに児童の作品を展示したり、学習の成果を発表したりします。 10月28日 南外コミュニティーセンター 南外支所、南外公民館 無料
【南外小HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~na-nangaisyo1/

南外小学校
TEL：0187-73-1800

秋田県 大仙市 ② 全校稲刈り
５月に全校児童１０２名が田植えをした田んぼの稲刈りをします。縦割りグルー
プの中で，異学年同士がペアとなり，互いに協力し合いながら活動を進めます。

10月2日 内小友小学校 内小友小学校 無料
内小友小学校
0187-68-2345

秋田県 大仙市 ② マラソン・なべっこ会
青松タイムの体力つくりのまとめとして、マラソン大会を行います。保育園児を
招待してなべっこ会を縦割りグループで実施します。

10月3日 角間川小 角間川小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-kakusyo/

角間川小学校
0187－65－2201

秋田県 大仙市 ② なべっこ
地域の自然の良さを知り，縦割りの活動を通して，協力する事の大切さを学び
ます。

10月4日 大仙市立四ツ屋小学校 四ツ屋小学校 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ①② 四ツ屋まつり

公民館主催の四ツ屋地区のおまつりです。子どもたちが作成した絵灯籠の地域
へのお披露目，本校器楽部の演奏をはじめとした地域の方々の様々なステー
ジ発表，各種屋台の出店等で大いに盛り上がり，地域の方々との交流を深めま
す。

10月7日 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-yotusyo/

四ツ屋公民館
0187-66-1500

秋田県 大仙市 ①② ドリームズ米　脱穀作業
地域の営農家の協力を得て低農薬米にかかる作業を，大曲農業高校生徒と共
に行います。

10月12日 四ツ屋小近接圃場
いいものみっけファームin大仙
おばこ推進協議会

無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大仙市 ② マラソンなべっこ
ＰＴＡ役員の方々に安全面の協力を頂きながら自分の記録に挑戦します。その
後、縦割りグループでなべっこをします。

10月13日 協和小 協和小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ky-kyouwasyo/

協和小学校
018-881-6868

秋田県 大仙市 ②
校内駅伝・マラソン大会
なべっこ

体力づくりで培った持久力の成果を発揮し，自己の限界に挑戦します。
準備・調理・会食等の活動を通して，仲間意識を高め，自然の美しさやふるさと
のよさを体感します。

10月17日 大曲西中学校 大曲西中学校 無料
大曲西中学校
６８－２２２２

秋田県 大仙市 ②
吹奏楽部
ファイナルコンサート

今年の活動の集大成として，また，３年生にとって中学生最後のステージとし
て，保護者や地域の皆さんのこれまでの協力や応援に対する感謝の気持ちを
演奏に託します。

10月20日 大曲西中学校 大曲西中学校 無料
大曲西中学校
６８－２２２２

秋田県 大仙市 ② 大曲南中学校との合唱交流会
互いに今年度取り組んできた合唱を披露し合い，音楽を通じた交流を行いま
す。

10月22日 大曲南中学校 大曲南・西中学校 無料
大曲西中学校
６８－２２２２

秋田県 大仙市 ①② 三世代交流「ゆりの木の集い」
伝承，遊び，ふれあいの活動を通して，家族や地域の方々との交流を深めま
す。

10月27日 大仙市立四ツ屋小学校
四ツ屋小学校PTA研修部，四
ツ屋公民館

無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ① 南外地域祭
縁日広場や実演試食コーナー、被災地交流コーナーなどがあり全校生徒がお
手伝いします。また、ステージ発表では、吹奏楽部の演奏や「南中ソーラン」を
披露します

10月28日 南外公民館他 南外公民館 無料
南外公民館
Tel:0187-73-2130

秋田県 大仙市 ② 車椅子バスケットボール 障がいのある方たちとバスケットボールを通して交流します。 10月30日 大曲西中学校 大曲西中学校 無料
大曲西中学校
68－2222

秋田県 大仙市 ② ハローの会
大曲支援学校との交流事業です。６月には，本校が支援学校を訪問し，交流し
ました。２０数年続く，ホットな交流です。

11月1日 内小友小学校 内小友小学校 無料
内小友小学校
0187-68-2347

秋田県 大仙市 ② 進路ガイダンス １年生の進路意識の高揚を図るため分野別に講師を招いて話を聞きます。 11月2日 西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
１年部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ② チューリップ球根植え体験
雪解けと共に花開くチューリップの球根を，玄関前の花壇に植え付けます。保
育園年長さんと本校１年生が植え付けを担います。

11月6日 内小友小学校 内小友小学校 無料
内小友小学校
0187-68-2348

秋田県 大仙市 ② お米販売
５年生の米作り学習の一環として、イオン大曲で、収穫したお米の販売体験をし
ます。

11月8日 協和小 協和小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ky-kyouwasyo/

協和小学校
018-881-6868

秋田県 大仙市 ② 進路ガイダンス
２年生の進路意識の高揚を図るため分野別に講師を招き、より具体的な話を聞
きながら進路決定に生かすことを目的としたガイダンスです。

11月9日 西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
２年部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日
３世代で暮らす家族が多い本地区。子どもたちは，日ごろから祖父母の方々に
たいへんお世話になっています。この日は，お返しを心や態度で表す日です。

11月9日 内小友小学校 内小友小学校 無料
内小友小学校
0187-68-2350

秋田県 大仙市 ② 収穫感謝祭
祖父母参観と時を同じく，地域の方々の協力も得て，学年毎に餅つきを行いま
す。児童も祖父母の力を借りて，ちょっとだけお手伝いし、その後は美味しい会
食をします。

11月9日 内小友小学校 内小友小学校 無料
内小友小学校
0187-68-2351

秋田県 大仙市 ② 校内マラソン・なべっこ マラソン大会を実施後、グラウンドでなべっこを開催します。 10月2日 清水小学校 清水小学校 無料
ns-
shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

清水小学校
0187-56-3215

秋田県 大仙市 ② なべっこ 縦割グループによるなべっこ会を通して、異学年交流を図ります。 10月3日 太田南小学校 太田南小学校 無料
太田南小学校
0187-88-2111

秋田県 大仙市 ② なべっこ遠足
地域のシンボル「八乙女山」に全校遠足し、「なべっこ」をつくって秋を楽しんだ
り、八乙女山の桜を守るボランティア活動を行ったりします。

10月4日 八乙女公園 大仙市立　中仙小学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ns-nakasensyo/

中仙小学校　教頭
0187-56-2318

秋田県 大仙市 ②
マラソン大会
なべっこ会

マラソン大会・なべっこ会を通して異学年交流を図ります。 10月4日 豊川小学校 豊川小学校 無料
豊川小学校
0187-57-2324

秋田県 大仙市 ② 校内駅伝大会 学級対抗の駅伝競走、マラソン大会を行います。 10月4日 大曲南中学校 大曲南中学校 無料
大曲南中学校
0187-65-2001

秋田県 大仙市 ② ふれあいハッピースクール 卒業生対象第３回青年学級です。 10月6日 大曲支援学校 大曲支援学校 無料
http://www.oomagari-s.akita-
pref.ed.jp/

omagari-s@akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ③ ＷＥＳＴフェスタ 地域の公民館主催の芸能・文化発表へ太鼓演奏で参加します。 10月6日 大川西根公民館 大仙市 無料 http://www.city.daisen.akita.jp/ 0187-68-3531

秋田県 大仙市 ① 奥羽太田ロードレース
今年は第20回の記念大会で、著名なランナーを招いてのランニング教室も実施
されます。中学生は女子２㎞・男子５㎞のコースに有志のメンバーがチャレンジ
します。

10月6日
奥羽山荘　　スタート　ゴー
ル

太田町体育協会
太田公民館　0187-88-1119
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

詳しい内容は、太田公民
館へ問い合わせのこと

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 大仙市 ③ 曲中祭(学校祭)
　生徒会が中心となって，地域の皆様に日頃の学習成果を公開します。特に，３
年生が中心となって演奏される「大いなる秋田」は，そのダイナミックさに毎年大
きな拍手をいただいております。

10月7日 大曲中学校 大曲中学校 無料
【大曲中ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-kyokutyu/

大曲中学校
0187-63-2222

秋田県 大仙市 ② 南中祭 体育館でのステージ発表、学習成果の展示等を行います。 10月7日 大曲南中学校 大曲南中学校 無料
大曲南中学校
0187-65-2001

秋田県 大仙市 ② 平中祭（学校祭）
ステージ発表や展示等を行い、生徒の日頃の活動の成果を一般に公開しま
す。

10月7日 大仙市立平和中学校 大仙市立平和中学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-heityu/

平和中学校
0187-72-2211

秋田県 大仙市 ② 校内合唱祭
学級ごとに合唱曲を披露して、外部及び内部の審査員から審査してもらいま
す。

10月7日 大仙市立平和中学校 大仙市立平和中学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-heityu/

平和中学校
0187-72-2211

秋田県 大仙市 ② 秋桜祭 学校祭。学年発表や劇など、生徒の日頃の活動の成果を一般に公開します。 10月7日 中仙中学校 中仙中学校生徒会 無料
中仙中学校
0187-56-2328

秋田県 大仙市 ② 協中祭

日常の学習の成果や地域への感謝の気持ちを表す学校祭です。9月１日に３年
生がまほろば唐松能楽殿で能鑑賞を行います。その鑑賞レポートを作成し，展
示します。
来場案内を保護者，地域にお知らせしています。

10月7日 協和中学校 協和中学校 無料
協和中
018-892-3025

秋田県 大仙市 ② 南中祭（学校祭）
各学年の合唱発表や演劇などのステージ発表や、日頃の学習で作成した作品
展示等を行います。

10月7日 南外中学校 南外中学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~na-nantyu/

南外中学校
Tel:0187-73-1231
na-nantyu@edu.city.daisen.akita.jp

秋田県 大仙市 ③ 学校祭
日頃の学習の成果をステージ発表や展示などを通して地域に公開します。ス
テージのフィナーレでは、地域の吹奏楽団、合唱団、ＯＢ有志とジョイントで、交
声曲「この大地より」を演奏します。

10月7日 仙北中学校 仙北中学校 無料
【仙北中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~sb-hokutyu/

仙北中学校
0187-69-2113

秋田県 大仙市 ② 太中祭
生徒会主体の学校祭。日頃の諸活動の成果等を地域に発表します。（キャリア
学習の成果・大槌交流活動の報告と成果・地域の伝統文化の披露等）

10月7日 太田中学校 太田中学校 無料
太田中学校　0187-88-2211
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

太田地域全戸に案内

秋田県 大仙市 ① 大学模擬講義
生徒一人ひとりが、自分の進路に対する興味・関心を高め進路意識の深化を図
ることができるよう、大学の教員による講義を行います。

10月10日 大曲高校 大曲高校 無料 omagari-h@akita-pref.ed.jp
大曲高校
0187-63-4004

秋田県 大仙市 ① グランドゴルフ大会
地域でさかんなグランドゴルフについての理解と高齢者との親睦を深めるため、
５・６年生児童が地域のグランドゴルフ愛好者と一緒にグランドゴルフを楽しみ
ます。

10月12日 太田南小学校 太田南小学校 無料
太田南小学校
0187-88-2111

秋田県 大仙市 ② 豊岡分館祭り
地域の公民館主催のお祭りイベントに全校児童が参加し学習の発表やバザー
等の運営を行います。

10月13日 豊岡公民館 豊岡公民館 無料
豊岡小学校
0187-57-2134

秋田県 大仙市 ② 豊川分館祭り
地域の公民館主催のイベントに，全校生徒の作品を展示したり，1～3年生が踊
りを発表したりします。

10月14日 豊川小学校 豊川小学校 無料
豊川小学校
  0187-57-2324

秋田県 大仙市 ② 表装教室 ６年習字作品を外部指導者から支援をしていただき表装します。 10月15日 清水小学校 清水小学校 無料
ns-
shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

清水小学校
0187-56-3215

秋田県 大仙市 ② やきいも会
太田町町内３小学校の１・２年生と幼稚園児がやきいもを食べてゲーム等で交
流します。

10月16日 のびのび園 太田南小学校 無料
太田南小学校
0187-88-2111

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

10月17日 大仙市立　中仙小学校 大仙市立　中仙小学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ns-nakasensyo/

中仙小学校　教頭
0187-56-2318

秋田県 大仙市 ② マラソン&なべっこ マラソン及びなべっこ会です。 10月17日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料
豊岡小学校
0187-57-2134

秋田県 大仙市 ② なべっこ・マラソン大会 マラソン大会のあとに、グラウンドで縦割によるなべっこを実施します。 10月17日 西仙北小学校 西仙北小学校 無料
【西仙北小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ns-nishisenbokusyo1/

西仙北小学校
0187-75-1014

秋田県 大仙市 ① 防災講話
身の回りの危険因子を探り、水害や地震に備え何をすべきか考え、防災意識を
高める講話を行います。

10月18日
大曲高校
体育館

大曲高校 無料 omagari-h@akita-pref.ed.jp
大曲高校
0187-63-4004

秋田県 大仙市 ② 被災地南三陸町訪問 南三陸町を３年生の生徒、保護者、地域住民が訪問し交流します。 10月18日 南三陸町 南外中学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~na-nantyu/

南外中学校
Tel:0187-73-1231
na-nantyu@edu.city.daisen.akita.jp

秋田県 大仙市 ② 校内駅伝大会　なべっこ
太田球場周辺に特設したコース学級対抗の駅伝競走、マラソン大会を実施した
後横沢公園で

10月18日
太田球場周辺コース及び横
沢公園

太田中学校 無料
太田中学校　0187-88-2211
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

全校生徒参加

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大仙市 ② 大曲西中学校との合唱交流会
互いに今年度取り組んできた合唱を披露し合い、音楽を通じた交流を行いま
す。

10月22日 大曲南中学校 大曲南・西中学校 無料
大曲南中学校
0187-65-2001

秋田県 大仙市 ①② ボランティア・なべっこ
地域清掃ボランティア活動を行い、地域との交流を行うとともに、学校敷地内で
全校一斉なべっこを行い各学年間の交流を促します。

10月23日 西仙北地域西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
保健部・特別活動部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ② 合唱コンクール
日頃の練習の成果を学級対抗の形式で披露する合唱コンクールです。鑑賞案
内を保護者にお知らせしています。

10月23日 仙北中学校 仙北中学校 無料
【仙北中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~sb-hokutyu/

仙北中学校
0187-69-2113

秋田県 大仙市 ②③ 合唱コンクール ドンパルを会場に、豊成中学校と合同で合唱コンクールを行います。 10月23日 中仙市民会館ドンパル
中仙中学校
豊成中学校

無料
中仙中学校0187-56-2328
豊成中学校0187-57-2040

秋田県 大仙市 ② 校内駅伝大会・なべっこ・クリーンアップ
学級対抗の駅伝大会を実施。その後斉内川川原でグループごとになべっこ会
と、地域のクリーンアップを行います。

10月24日 中仙中学校・斉内川河川敷 中仙中学校 無料
中仙中学校
0187-56-2328

秋田県 大仙市 ① よみがえる平安の柵
地域団体と連携して、払田の柵跡の周囲に縦割りグループで作成した旗を立て
ます。

10月26日 払田の柵 史跡の里づくり委員会 無料
高梨小学校
0187-62-2195

秋田県 大仙市 ② 秋山台祭 学習発表会等を実施します。 10月27日 大曲支援学校 大曲支援学校 無料
http://www.oomagari-s.akita-
pref.ed.jp/

omagari-s@akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② 第４８回楽器まつり演奏会
特色ある教育活動である全校音楽，全校ミュージカルの学習成果を広く公開
し，音楽の楽しさを伝えます。

10月28日 大曲市民会館 大仙市立大川西根小学校 無料
0187-68-3030
大川西根小学校　教頭

秋田県 大仙市 ② 避難所開設訓練
水害発生時の避難訓練、避難所開設に関わる活動を、地域住民や関係者とと
もに行う。

10月29日 大曲南中学校
大仙市教育委員会教育指導課
及び防災課

無料
大曲南中学校
0187-65-2001

秋田県 大仙市 ① 地域合同防災訓練
　強い地震発生の想定のもと，中学生･地域住民･関係機関(大仙市消防本部･
市防災課･市水道局等)が連携し，合同防災訓練を行います。昼からは，炊き出
し訓練も兼ねて，なべっこ行事を楽しみます。

10月31日 大曲中学校 大曲中学校 無料
【大曲中ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-kyokutyu/

大曲中学校
0187-63-2222

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日 祖父母を中心に学習参観日を開催します。 10月31日 西仙北小学校 西仙北小学校 無料
【西仙北小学校ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ns-nishisenbokusyo1/

西仙北小学校
0187-75-1014

秋田県 大仙市 ③ 池田氏庭園ボランティア
国名勝旧池田氏邸庭園「秋季一般公開」に伴い、中学生がボランティアを行い
ます。説明案内、車いす介助、入園券販売などの仕事をお手伝いします。

10月下旬～11月上
旬の休日

大仙市・池田氏邸庭園
大仙市文化財保護課,
池田家顕彰会

仙北中学校
0187-69-2113

秋田県 大仙市 ② 内小友小学校交流 内小友小学校と大曲支援学校小学部の交流及び共同学習です。 11月1日 大曲支援学校 大曲支援学校 無料
http://www.oomagari-s.akita-
pref.ed.jp/

omagari-s@akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② 森林環境学習 3年生が製材所を訪問し木材の加工等について学びます。 11月2日 田村木材 豊成中学校 無料
豊成中学校
0187-57-2040

秋田県 大仙市 ② インターナショナルデー
近隣の学校に勤務するＡＬＴの先生に来校してもらい、出身国の文化や料理、
スポーツ等を紹介してもらいます。

11月2日 大仙市立平和中学校 大仙市立平和中学校 無料
【平和中学校ＨＰ】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-heityu/

平和中学校
0187-72-2211

秋田県 大仙市 ① 薬物乱用防止教室
薬物の危険性について注意を喚起し、生徒の健全育成に資する講話を行いま
す。

11月7日
大曲高校
体育館

大曲高校 無料 omagari-h@akita-pref.ed.jp
大曲高校
0187-63-4004

本校１年生対象

秋田県 大仙市 ② 読書集会
全校児童を対象にボランティアによる読み聞かせを行うとともに、読書奨励を推
進します。

11月8日 太田南小学校 太田南小学校 無料
太田南小学校
0187-88-2111

秋田県 大仙市 ② 小中音楽祭 全校生徒が音楽祭に参加し、全校合唱を披露する。 11月8日 大曲
大曲仙北教育研究会音楽研究
会

無料

秋田県 大仙市 ② 1年職場訪問 1年生が地域の企業に職場見学（インタビュー）に出かけます。 11月8日 大仙市神岡地域 大仙市立平和中学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-heityu/

平和中学校
0187-72-2211

秋田県 大仙市 ② 職業講話
１年生の進路研究の一環として、講師を招き、具体的な職業と、仕事内容、社
会人としての心構え等を聞きます。

11月9日 西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
１年部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ② ありがとうフェスティバル
これまでにお世話になた学校ボランティアの方々を招いて感謝の気持ちを表す
会を行います。

11月9日 角間川小 角間川小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-kakusyo/

角間川小学校
0187－65－2201

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日 学年毎に計画した内容で、祖父母との交流を図ります。 11月9日 豊川小学校 豊川小学校 無料
豊川小学校
  0187-57-2324

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 大仙市 ② みんなの登校日 一日フリーの授業参観日です。希望者は給食を試食することができます。 11月9日 豊川小学校 豊川小学校 無料
豊川小学校
  0187-57-2324

秋田県 大仙市 ② 読書集会
図書委員会の企画で、読み聞かせや読書クイズなどを通して、読書の楽しさを
味わいます。

11月9日 高梨小 高梨小学校 無料
高梨小学校
0187-62-2195

秋田県 大仙市 ② みんなの発表会 理解推進発表会（和太鼓演奏、ダンス発表等）です。 11月10日 大曲イオン 大曲支援学校 無料
http://www.oomagari-s.akita-
pref.ed.jp/

omagari-s@akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② 収穫祭
学校田や農園の指導者・協力者を招き、各学年がみんなで作った米や野菜に
ちなんだ寸劇・研究発表などを行います。収穫の喜びや感謝をみんなで表現し
ます。

11月14日 藤木小学校体育館 藤木小学校 無料
藤木小学校
0187-65-2420
om-fujisyo@edu.city.daisensk

秋田県 大仙市 ② 著名人に生き方を学ぶ集会 中仙地区の小学校５．６年生と中学生が集まり、著名な方の講演を聞きます。 11月14日 中仙市民会館ドンパル 中仙地区ＰＴＡ連絡会 無料
ns-
shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

清水小学校
0187-56-3215

秋田県 大仙市 ② 著名人に生き方を学ぶ集会 「サッカー解説者　宮澤シェル氏」を招き講演会を開催し、生き方を学びます。 11月14日 中仙市民会館ドンパル 中仙地域ＰＴＡ連合会他 無料
豊成中学校
0187-57-2040

秋田県 大仙市 ①② 避難訓練 非授業時防災訓練として、放課後の安否確認の訓練を行います。 11月15日 西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
総務部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ①②
中学生による地域活性化
アイディアコンテスト２０１８

地元中学生の地域活性化のアイディアを地域と行政が一体となって実現を目指
すことで、地域住民が主体となった地域活性化の取り組みを推進するため、プ
レゼンテーションによるアイディアコンテストを実施します。

11月16日 協和市民センター「和ピア」
大仙市、協和地域協議会
※共催：地元小中学校

無料
大仙市協和支所
地域活性化推進室
018-892-2111

秋田県 大仙市 ③ 芸術鑑賞
３年に１度わらび座の演劇を鑑賞し、芸術や文化に触れ、親しむことを目的とし
ています。

11月16日 わらび座 西仙北高校 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
特別活動部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ①②③ パイプオルガン教室
公立学校で唯一パイプオルガンを有する本校の児童及び近隣学校の児童にパ
イプオルガンのよさを伝えます。今年は、大仙市連合ＰＴＡの研修会にもなりま
す。

11月16日 大仙市立大川西根小学校 大仙市立大川西根小学校 無料
0187-68-3030
大川西根小学校　教頭
om-nishisyo@edu.city.daisen.akita.jp

秋田県 大仙市 ② 収穫感謝祭
保護者や祖父母を招き学校田で収穫した米を食べて参加者全員で収穫の喜び
や感謝の気持ちを持つことを目的としています。

11月16日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料
豊岡小学校
0187-57-2134

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日
祖父母が学校を訪問し、授業や集会等を通して子どもたちとふれあいながら世
代間交流を図ります。

11月16日 横堀小学校 横堀小学校 無料
0187-69-2111
sb-yokoborisyo@edu.daisen.akita.jp

１０月中旬に案内配布予
定

秋田県 大仙市 ①② 地域活性化プレゼンテーション
平成２９～３１年で実施する「中学生が考える地域活性化プレゼンテーション」事
業に関わり，生徒が縦割りのグループで考えた地域活性化プランを，小学校高
学年，中学生，保護者，地域住民を対象としてプレゼンテーションする会です。

11月16日 協和市民センター和ピア
協和支所地域活性化推進室
協和中学校

無料

協和支所
018-892-2111
協和中
018-892-3025

協和支所地域活性化推
進室担当者
主査　佐藤

秋田県 大仙市 ①③ 第28回パイプオルガンコンサート
地域移住民や広く一般に，パイプオルガン演奏の鑑賞機会を提供するととも
に，音楽文化への理解を図ります。今年は、大仙市連合ＰＴＡの母親委員会の
研修会にもなります。

11月18日 大仙市立大川西根小学校 大仙市立大川西根小学校 無料
0187-68-3030
大川西根小学校　教頭

秋田県 大仙市 ①
探求活動等
実践モデル校事業
公開授業

問題解決志向型学習｢大曲高校スタンダード｣の確立を目指し、授業のアクティ
ブ化とそれを活用した｢主体的・対話的｣な学びを促す授業を公開します。

11月20日 大曲高校 大曲高校 無料 omagari-h@akita-pref.ed.jp
大曲高校
0187-63-4004

秋田県 大仙市 ② パラリンピアン講演会 パラリンピアン選手のお話を聞き，障がい者理解を深めます。 11月20日 大曲西中学校 大曲西中学校 無料
大曲西中学校
68－2222

秋田県 大仙市 ① 太田地域文化講演会
太田地域出身の著名人の講話や地域の活性化の方策等に関するお話を聞くこ
とができます。

11月20日 太田文化プラザ
大仙市役所　　太田支所地域
活性化推進室

無料
大仙市役所太田支所
0187-88-1111

太田地域全戸に案内

秋田県 大仙市 ② 感謝の集い
日頃お世話になっている地域の方々をお招きして、感謝の手紙と共に学校農園
で栽培したサツマイモをプレゼントし、ステージ発表を楽しんでいただきます。

11月22日 高梨小 高梨小学校 無料
高梨小学校
0187-62-2195

秋田県 大仙市 ② 性教育講座
男女共同参画も意識しながら、中学生として必要な性の知識を身に付ける講座
で、講話と演習が予定されています。

11月22日 太田中学校 太田中学校 無料
太田中学校　0187-88-2211
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

太田中学校３年生が参加

秋田県 大仙市 ② 介護福祉会出前講座
３年ライフデザインコースの授業に介護福祉会の方を招き、出前講座を行いま
す。

11月30日 西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
家庭科
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ② 西中祭
生徒自身による手作りの学校祭を目指した，地域に開かれたイベントです。地
域の方々とのふれあいを大切にし，作品展や高齢者招待などを企画して実施し
ます。

10/6～7 大曲西中学校 大曲西中学校 無料
大曲西中学校
６８－２２２２
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



992

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

秋田県 大仙市 ② 職場見学
１年生の進路研究の一環として企業を訪問・見学し、進路に対する意識の高揚
を図ります。

10月
各企業
（詳細未定）

西仙北高校 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
進路指導部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ①② 薬物乱用防止教室
１・３年生を対象に、薬物の依存性や危険性について理解を深め、自分の身を
守ることの大切さを知る機会とします。

10月 西仙北高校 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
保健部
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ② 保育・施設実習
２・３年生のライフデザインコースの生徒が地元の保育園や福祉施設で実習を
行います。

10月,11月 地域保育所及び施設 西仙北高校 無料 nishisenboku-h@akita.pref.ed.jp
家庭科
0187（75）1002

秋田県 大仙市 ①③ きょうわ祭

住民一人ひとりが地域の産業や文化にふれる中で、「人と人との絆」と「郷土へ
の愛着」を培い、生きがいを感じられる豊かで元気ある協和の魅力を発信する
ことを趣旨として、オープニングセレモニーや地域芸術団体による芸能発表や
地元小中学生による吹奏楽発表。また、生涯学習成果品の展示や各団体によ
る出店などを開催します。

10月13日～14日 協和市民センター「和ピア」 大仙市協和支所、協和公民館 無料
協和公民館
018-892-3820

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（花館小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間１０回の「子ども囲碁教室」を開催し
ています。

10月15日,22日,29
日,11月26日

花館小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（太田南小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間１７回の「子ども囲碁教室」を開催し
ています。

10月17,24日,11月7
日,21日

太田南小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（太田北小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間１５回の「子ども囲碁教室」を開催し
ています。

10月17日,31日,11
月14日,28日

太田北小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（高梨小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間７回の「子ども囲碁教室」を開催して
います。

10月19日,11月1
日,9日

高梨小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ①② ＰＴＡあいさつ運動
ＰＴＡの呼びかけで，保護者，公民館，地区防犯協会などの地域・関係の皆様
が，子どもたちの登校時にあいさつ運動をしてくれます。

10月1日,11日,
11月1日,15日

大仙市立四ツ屋小学校 四ツ屋小学校ＰＴＡ 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~om-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（協和小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間１５回の「子ども囲碁教室」を開催し
ています。

10月1日,15日,22
日,29日,11月5日,12
日,19日,26日

協和小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ② 岩手大槌学園との交流活動

今年８年目を迎えた大槌学園との交流行事です。本校では年間４回（各学年１
回、小・中・高・地域住民合同の訪問団１回）大槌町の仮設住宅住民や大槌学
園（小中一貫校）と交流活動を行っています。今回は、３年生全員が大槌学園
の学校祭に合わせ、大槌学園の９年生との交流行事及び大槌学園の学校祭の
ＰＲ活動を行います。

10月22～23日 岩手県大槌町他 太田中学校 無料
太田中学校　0187-88-2211
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

太田中学校３年生が参加

秋田県 大仙市 ② 職場体験学習
協和地域の企業・事業所で，本校２年生が５日間の職場体験学習をします。平
成１８年度から続く学習です。

10月22日～26日 協和地域の企業・事業所 協和中学校 無料
協和中
018-892-3025

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（東大曲小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間１２回の「子ども囲碁教室」を開催し
ています。

10月24日,
11月21日,28日

東大曲小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ① がっこ茶 地域のお年寄りの方々によるボランティア活動です。
10月28日
1月28日

神岡小 社会福祉協議会 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~km-kamiokasyo1/

神岡小学校教頭
0187-72-2222

年間数回小学校で活動

秋田県 大仙市 ① 子ども囲碁教室（藤木小）
「子ども囲碁普及事業」の一環として、年間１０回の「子ども囲碁教室」を開催し
ています。

10月31日,
11月21日,28日

藤木小学校 生涯学習課 無料
教育委員会生涯学習課
（0187-63-1111内線339）

会場の小学校児童が対
象

秋田県 大仙市 ② 全校マラソン・なべっこ会
学校農園で収穫した学年の野菜や里芋などで、全校マラソン終了後、縦割班で
なべっこ会を行います。

10月3日 南外小学校グラウンド周辺 南外小学校 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~na-nangaisyo1/

南外小学校
TEL：0187-73-1800

秋田県 大仙市 ② 朝の読み聞かせ 図書ボランティアの方々が各学年に分かれ読み聞かせの活動をします。
10月4日、18日
11月29日

協和小 協和小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ky-kyouwasyo/

協和小学校
018-881-6868

秋田県 大仙市 ② 学校公開② 本校の学習活動の紹介、教育相談等　を実施します。 10月22日～27日 大曲支援学校 大曲支援学校 無料
http://www.oomagari-s.akita-
pref.ed.jp/

omagari-s@akita-pref.ed.jp
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秋田県 大仙市 ② 詩吟を学ぶ会
地元の「苅柴吟詠会」の皆さんを講師に迎え、本校の２年生が詩吟に触れ学び
ます。

11月
詳細日時未定

西仙北中 西仙北中 無料
nb-
nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp

0187-75-1108

秋田県 大仙市 ②
大仙市音楽祭
2018

市内で活動している音楽団体や個人、プロの山形交響楽団の協力のもと、「音
楽のまち大仙」の伝統と財産を活かし、「まちづくり」「ひとづくり」「きずなづくり」
をコンセプトに、多世代が集う市民参加型の音楽祭を開催します。

11月10日～11日 大曲市民会館 大仙市 http://www.city.daisen.akita.jp
大曲市民会館
0187－63－8766

秋田県 大仙市 ③
なかせん
芸術文化祭

中仙地域で日頃から活動している団体や個人の生涯学習活動の成果・作品展
示・発表を行います。

11月3日～4日
中仙市民会館
｢ﾄﾞﾝﾊﾟﾙ｣

なかせん芸術文化祭運営委員
会

無料
中仙公民館
0187－56－7200

秋田県 大仙市 ② 読書まつり
図書委員会が企画し，図書ボランティアのぽけっとさんと連携協力して行いま
す。全校児童が心のあたたかさを感じる素敵な時間を共有します。

11月上旬 内小友小学校 内小友小学校 無料
内小友小学校
0187-68-2349

秋田県 大仙市 ② ダンス教室 市内のダンス教室の講師が来校し、４年生に楽しくダンスのレッスンをします。 １１月上旬 協和小 協和小 無料
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/
~ky-kyouwasyo/

協和小学校
018-881-6868

秋田県 大仙市 ② 読み聞かせ集会
「大仙っ子読書の日」に係る本校での取組として，読書支援サポーターに講師
お願いし，全校生徒に絵本の読み聞かせを行います。

11月上旬 協和中学校 協和中学校 無料
協和中
018-892-3025

秋田県 にかほ市
①②③
④

仁高祭
午前10時から午後2時まで一般公開します。
ステージ発表・模擬店・学級展示などを行います。

10月6日 仁賀保高校 仁賀保高校 仁賀保高校

秋田県 にかほ市 ②③ 芸術鑑賞会 にかほ市の様々な古典芸能を鑑賞します。 10月18日 仁賀保高校 仁賀保高校 仁賀保高校

秋田県 にかほ市 ② ブナ植林・講演会
１年生が「鳥海山にブナを植える会」から講師を招いて鳥海山の自然環境の豊
かさやブナを植える意義を学習し、ブナを植林します。

10月19日 仁賀保高校 仁賀保高校 仁賀保高校

秋田県 にかほ市 ② 芸術鑑賞教室 演劇、音楽等の生の芸術を全員で鑑賞します。保護者の参加も可能です。 10月19日 仁賀保高校 仁賀保高校
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ② ブナ植林・講演会
１年生が、鳥海山にブナを植える会から講師を招いて鳥海山の自然環境の豊
かさやブナを植える意義を学習し、ブナを植林します。

10月20日 仁賀保高校、鳥海山 仁賀保高校
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ② 平小まつり
たてわり班でみんなが楽しめるステーションを協力して作る活動や１２箇所程度
のステーションラリーを通して，団結を深めたり，異学年間の交流を深めたりす
る様子を一般に公開します。

10月25日 平沢小 平沢小 無料
平沢小学校
0184-35-2406

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

11月3日 仁賀保高校 仁賀保高校 無料
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 能代市 ② 工業祭 学校祭を公開し、広く一般に生徒の学習活動の成果を見ていただきます。 10月1日 能代工業高校 能代工業高校 無料
http://www.noshitech-h.akita-
pref.ed.jp/

能代工業高校
0185-52-4148

秋田県 能代市 ② 職場体験学習 全校生徒が市内の事業所・施設などを訪問し、職場体験学習を行います。 10月2日 能代市内の官公庁・企業等 常盤中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

常磐中学校
0185-59-2005

秋田県 能代市 ② 地域から学ぶ集会
地域の方を講師に、茶道・華道・料理の３コースから生徒各自が選択し、体験し
ます。

10月3日 常磐中学校 常磐中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

常磐中学校
0185-59-2005

秋田県 能代市 ② 地域から学ぶ集会なべっこ会
祖父母や地域の方々から知恵を学び楽しく交流し、午後からは中学生も参加
し、きりたんぽ鍋を作り味わいます。

10月3日 常盤小学校 常盤小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

能代市立常盤小学校
0185-59-2004

秋田県 能代市 ② 総合的な学習１日体験日
１年生はふるさと、２年生は職業、３年生は福祉をテーマに、地域の協力を得て
校外での体験学習を行います。

10月4日 能代市内外 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 総合的な学習1日体験日
１年生はふるさと、２年生は職業、３年生は福祉をテーマに、地域の協力を得て
校外での体験学習を行う。

10月4日 能代市内外 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ①② そばの刈り取り
「ふるさと教育」「食育」の一環として地域の特産である鶴形そばの刈り取りを体
験します。

10月5日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ①② 職場体験学習（キャリア１日体験）
全校生徒が市内の事業所や施設などを訪問し、職場体験学習を行います。事
前・事後の学習を充実させながら、自らの在り方や生き方を考え、将来に対する
目的意識を高める機会としています。

10月5日 能代市内の官公庁・企業等 東雲中学校 無料
能代市立東雲中学校
0185-52-5119

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 能代市 ①② 能代っ子中学生ふるさと会議
新しいふるさとづくりを担う中学生同士が交流を深め、能代市民としての自覚を
高め一体感を醸成するとともに、能代市の未来や課題について考えます。

10月6日 能代市文化会館 能代市教育委員会 無料
能代市教育委員会教育研究所
0185-73-5178

秋田県 能代市 ② 学校祭（西高祭） 日頃の学習の成果を地域に公開し、地域社会との連携を図ります。 10月6日 能代西高校 能代西高校 無料 noshironishi-h@akita-pref.ed.jp
能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ② 創立10周年記念　学習発表会
日常の学習の成果を学年単位や全校一斉の発表によって，保護者や地域の皆
様に披露します。

10月7日 二ツ井小学校体育館 能代市立二ツ井小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~futash
ou/

能代市立二ツ井小学校
0185-73-2341

秋田県 能代市 ① 登校時一声運動
ＰＴＡ役員と生徒会役員が、登校時の生徒と挨拶を交わすものです。秋田県高Ｐ
連の運動の一環です。

10月10日 能代西高校 能代西高校 無料 noshironishi-h@akita-pref.ed.jp
能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ② 総合的な学習1日体験
１年生は福祉、２年生は官公庁をテーマに、地域の協力を得て校外での体験学
習を行います。

10月11日 能代市内外 能代南中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~minami
j2/

能代南中学校
0185-52-6453

秋田県 能代市 ② 防犯弁論大会 能代市の中学生各校代表が集まり弁論大会を行います。 10月12日 能代二中体育館 能代市

秋田県 能代市 ② 校内授業研究会
生徒主体の学び合う授業を検証し、協議します。
生徒が自らの生き方を考え、深める機会とします。

10月12日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ①② 学習発表会
保護者や祖父母、地域の方々に学習の成果をを披露すると共に、ふるさとを大
切にし、受け継いでいこうとする心を育てます。

10月14日 渟城南小学校体育館 渟城南小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~minash
o1/

能代市立渟城南小学校
0185-52-5329

秋田県 能代市 ①②③ 閉校式
地域の皆様とともに144年の歴史を振り返り，感謝を表す閉校式，記念碑除幕
式等を行います。

10月14日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ① 檜山地区文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小学校の児童の
作品を展示します。

10月14日 檜山崇徳館 檜山公民館 無料
檜山公民館
0185-58-3101

秋田県 能代市 ② なべっこ・マラソン大会
全校児童による学年マラソン大会終了後、縦割り班できりたんぽ鍋を作り味わ
います。

10月16日 第五小学校グラウンド、周辺 第五小学校 無料 www.shirakami.or.jp/~goshou01
能代市立第五小学校
0185-58-2178

秋田県 能代市 ②③ 生徒会の日
生徒会企画によるイベントと地域貢献活動を行い、互いを認め合い尊重し合う
集団の育成を目指します。

10月16日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ①② サツマイモ掘り
「ふるさと教育」「食育」の一環として刈り取ったそばを地域の方々と協働で脱穀
します。

10月17日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ①② 避難訓練（火災等） 地域住民と共に避難所開設訓練を行い、共助の精神を養います。 10月19日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代市立能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 職場体験 キャリア教育の一環として、能代市内において一日職場体験を実施する。 10月19日 能代市内 能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ① 常盤地区文化祭 中学生が授業で制作した作品を展示します。 10月20日 常盤地域センター 常磐中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

能代市立常盤中学校
0185-59-2005

秋田県 能代市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々へ披露して元気を届けます。 10月21日 常盤小学校 常盤小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

能代市立常盤小学校
0185-59-2004

秋田県 能代市 ② 西っ子発表会
日頃の学習の成果を，学年の発達段階や表現方法を工夫して，保護者や地域
の方々に披露します。

10月21日 渟城西小学校体育館 渟城西小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~nisisho
1/

能代市立渟城西小学校
0185-52-2237

秋田県 能代市 ② 大豆の収穫祭
６月に蒔いた大豆を収穫し，地域の産業への関心を高めるとともに，これまでお
世話してくれた地域の方々の協力に感謝します。

10月22日 崇徳小学校学習用畑 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ①② ソバたたき
「ふるさと教育」「食育」の一環として刈り取ったそばを地域の方々と協働で脱穀
します。

10月24日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ② 避難訓練 '火災に対する認識を深め，火災発生時の避難の仕方について理解を深める。 10月24日 能代一中 能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ② 北海道白老町視察訪問
北海道白老町の教員が来校し、指導力向上のために各教科の授業や学級経
営について意見交換します。

10月25日 能代南中学校 能代市 無料
http://www.shirakami.or.jp/~minami
j2/

能代南中学校
0185-52-6453

秋田県 能代市 ② 高校説明会 中学３年生が卒業後の進路について考える機会とします。 10月25日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 学校祭「拓く」
保護者や地域の方々に児童生徒の日頃の学習成果を発表し、地域とのつなが
りを深めます。

10月27日 能代支援学校 能代支援学校 無料
【能代支援学校ＨＰ】
http://www.noshiro-s.akita-
pref.ed.jp/

能代支援学校
0185-55-0691

秋田県 能代市 ①②④ 薬物乱用防止教室
薬物についての知識をもち、その恐ろしさを知ることにより、健全な生活を送る
意識を高める。

10月28日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 能代市 ② 閉校記念式典・アトラクション
崇徳小学校の閉校に伴い，来賓並びに関係者を招いて，記念式典とアトラク
ション（児童の発表）を行います。

10月28日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料 0185-58-5004
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ② 茨城県坂東市教育視察訪問
茨城県坂東市のの教員及び教委職員が来校し、指導力向上のために授業改
善等について意見交換します。

10月29日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 図書館キャリア教育講座
専門職に就いている方を招き、仕事の実際や志望者へのアドバイスについて話
していただきます。

10月30日 能代松陽高校 能代松陽高校 無料
能代松陽高校
0185-89-2021

秋田県 能代市 ② 校内授業研究会
生徒主体の学び合う授業を検証し、協議する。

10月31日 能代第一中学校 能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ①② 総合的な学習１日体験日
常盤小，竹生小，朴瀬小の三校で学校農園の活動を紹介し合い，交流を行い
ます。

10月5日 常盤小学校
朴瀬小学校
竹生小学校
常盤小学校

無料
http://www.shirakami.or.jp/~honoki
1/

能代市立朴瀬小学校
0185-52-2725

秋田県 能代市 ① ふるさと学習交流会
市内各校のふるさと学習の活動を紹介し合い，郷土に対する愛情や誇りを高
め，学習の進め方や発表の仕方を学び合う機会とします。今年度は本校児童
が司会を務めます。

10月6日 能代市文化会館 能代市教育委員会 無料
能代市教育委員会教育研究所
0185-73-5178

秋田県 能代市 ① マナブゥ市
子どもと地域の方々とが「学び」を通して触れあえる「学びの縁日」で、楽しみな
がらいろいろな学習活動ができます。

10月6日 中央公民館 生涯学習・スポーツ振興課 無料
能代市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
（生涯学習係）0185-73-5285

秋田県 能代市 ②
能代市立二ツ井小学校
「学習発表会」

日常の学習の成果を学年単位や全校一斉の発表によって，保護者や地域の皆
様に披露します。

10月8日 二ツ井小学校　体育館 能代市立二ツ井小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~futash
ou/

能代市立二ツ井小学校
0185-73-2341

秋田県 能代市 ② 読み聞かせ（低学年） 学校支援ボランティアの方の読み聞かせです。 10月10日 朴瀬小学校 朴瀬小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~honoki
1/

能代市立朴瀬小学校
0185-52-2725

秋田県 能代市 ④ ロケット制作打ち上げ
３年生が宇宙に関する授業の総まとめとしてモデルロケットを制作し、打ち上げ
体験をします。

10月11日 能代南中学校 能代南中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~minami
j1/

能代市立能代南中学校
0185-52－6452

秋田県 能代市 ② 学習発表会 保護者や祖父母，地域の方々をに，学習の成果を発表します。 10月14日 向能代小学校 向能代小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~mukai1
/

能代市立向能代小学校
0185-52-6249

秋田県 能代市 ② 学習発表会
保護者や祖父母，地域住民に学習の成果や地域の郷土芸能を披露するととも
に，ふるさとを大切にし，受け継いでいこうとする心を育てます。

10月14日 竹生小学校 竹生小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tako1/i
ndex.html

能代市立竹生小学校
0185-89-1343

秋田県 能代市 ② 四小祭 日頃の学習の成果を地域・保護者の方々に発表します。 10月15日 第四小学校体育館 第四小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~yonsho
1/

能代市立第四小学校
0185-52-3239

秋田県 能代市 ② 学習発表会
絵画，習字，家庭科の作品の展示や合唱，劇等の発表を通して，これまでの学
習の成果を披露します。

10月15日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ② 70周年記念式典＆講演会 本校の創立70周年を記念して，式典と講演会を行います。 10月15日 能代一中 能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ① きみまち二ツ井マラソン
地域の行事に貢献することを目的とし、ランナーや大会ボランティアとして全校
生徒が参加します。

10月15日 二ツ井総合体育館 能代市
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 学習発表会
児童の学習の成果（学級の発表，クラブ発表～檜山舞等）を保護者や地域の
方々に公開します。

10月15日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ② 稲刈り
春に植えた稲を刈りながら，地域の産業への関心を高めるとともに，これまでお
世話してくれた地域の方々の協力に感謝します。

10月16日 崇徳小学校学校田 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ② 図書館キャリア教育講座
専門職に就いている方を招き、仕事の実際や志望者へのアドバイスについて話
していただきます。

10月17日 能代松陽高校 能代松陽高校 無料
能代松陽高校
0185-89-2021

秋田県 能代市 ② 防災講話
講師を招いて、災害が起こったときに留意することや、自分たちにできることに
ついて学びます。

10月17日 能代西高校体育館 能代西高校 無料
能代西高校
℡：0185-52-3218

秋田県 能代市 ①② おとも苑訪問
老人保健施設を訪問し，竹生地区に伝わる郷土芸能「奴踊り」や各種発表を
行ったり，触れ合ったりします。

10月17日 おとも苑 竹生小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tako1/i
ndex.html

能代市立竹生小学校
0185-89-1343

秋田県 能代市 ①② 学習発表会
保護者や祖父母、地域住民に学習の成果を披露すると共に、ふるさとを大切に
し、受け継いで行こうとする心を育てます。

10月20日 朴瀬小学校 朴瀬小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~honoki
1/

能代市立朴瀬小学校
0185-52-2725

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 能代市 ② 三校合同職場体験
東雲中ブロックの６年生が希望するグループに分かれ，東雲地区の職場で体験
学習を行います。

10月20日 向能代小学校 向能代小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~mukai1
/

能代市立向能代小学校
0185-52-6249

秋田県 能代市 ①② 合同職場体験 能代市内の職場を訪問し，職場体験を行います。 10月20日
各種職場(能代市内の各種
企業等）

向能代小学校
竹生小学校

無料
http://www.shirakami.or.jp/~tako1/i
ndex.html

能代市立竹生小学校
0185-89-1343

秋田県 能代市 ② きりやまハイク
学校から檜山城址までを仮装やクイズ等を取り入れてハイキングをし，楽しみな
がら地域の歴史に触れます。

10月20日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ① きみまち二ツ井マラソン
地域の行事に貢献することを目的とし、ランナーや大会ボランティアとして全校
生徒が参加します。

10月21日 二ツ井総合体育館 能代市
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ①② 薬物乱用防止教室
薬物乱用の有害性・危険性の啓発を継続するとともに、学校における薬物乱用
防止教育を一層推進します。

10月23日 東雲中学校 東雲中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~shino1
/

能代市立東雲中学校
0185－52－5119

秋田県 能代市 ③ 芸術鑑賞教室 豊かな心と感性を育むことをねらいとし、器楽を鑑賞します。 10月24日 能代市文化会館 能代市教育委員会 無料
能代市教育委員会
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 北海道白老町視察訪問
北海道白老町の教員が来校し、指導力向上のために各教科の授業や学級経
営について意見交換をします。

10月25日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市
①②③
④

岳岱自然教育観察林　森林環境学習会
世界遺産白神山地岳岱のブナ林を観察するほか，ふるさとの豊かな自然と生
態系について学習します。

10月26日
世界遺産センター藤里館
岳岱自然教育観察林

鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ② 博物館見学 ３年生児童が昔のくらし（住居や道具，くらし方）について学びます。 10月26日 秋田県立博物館 向能代小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~mukai1
/

能代市立向能代小学校
0185-52-6249

秋田県 能代市 ①② ふれあい農園・花壇作業
祖父母や地域の方々とチューリップの球根を植えたり，農園の片付けを行った
りします。

10月26日 竹生小学校 竹生小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tako1/i
ndex.html

能代市立竹生小学校
0185-89-1343

秋田県 能代市 ② 交通安全教室
警察署から講師を招いて、交通安全について学習し、交通ルールを遵守する姿
勢を養います。

10月26日 能代西高校体育館 能代西高校 無料
能代西高校
℡：0185-52-3218

秋田県 能代市 ①② 創立７０周年記念キャリア講演会

創立７０周年を記念して、各専門分野において活躍されている有識者の方々を
お招きし、講演会を開催します。今年度は、本校卒業生で、『ゆめぴりか』の品
種開発に大いに貢献した地方独立行政法人 北海道立総合研究機構　農業研
究本部   道南農業試験場　研究部長　佐藤　毅氏を講師に、北海道水稲栽培
の歴史と水稲品種育成の経緯とその実際などについて学ぶことにしています。

10月27日 東雲中学校 東雲中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~shino1
/

能代市立東雲中学校
0185－52－5119

秋田県 能代市 ②④ 「ワーキングこまち」出前教室
県内事業所等の仕事について理解を深め、職業体験や講話でキャリアを高め
る機会とします。

10月27日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 学校祭「拓く」
保護者や地域の方々に児童生徒の日頃の学習成果を発表し、地域とのつなが
りを深めます。

10月28日 能代支援学校 能代支援学校 無料
【能代支援学校ＨＰ】
http://www.noshiro-s.akita-
pref.ed.jp/

能代支援学校
0185-55-0691

秋田県 能代市 ② 能代高等学校芸術鑑賞教室 演劇鑑賞を通じて、豊かな感性を磨きます。 10月31日 能代高校第一体育館 能代高等学校 無料
特別活動部
0185-54-2230

秋田県 能代市 ② 三校合同職場体験まとめの学習 職場体験で学んだことをグループ別に新聞にまとめ，発表会の準備をします。 11月1日 向能代小学校 向能代小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~mukai1
/

能代市立向能代小学校
0185-52-6249

秋田県 能代市 ② しののめ感謝祭
保護者や地域の方々と稲刈りをして収穫に感謝するとともに、250本の広葉樹
の植樹を行います。

11月1日 能代支援学校 能代支援学校 無料
【能代支援学校ＨＰ】
http://www.noshiro-s.akita-
pref.ed.jp/

能代支援学校
0185-55-0691

秋田県 能代市 ② 音翔会 伝統の合唱や音楽に関する発表を地域の方々に見ていただきます。 11月3日 能代南中学校 能代南中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~minami
j1/

能代市立能代南中学校
0185-52－6452

秋田県 能代市 ③ 子ども民俗芸能発表会
民俗芸能保存会または学校で地域の郷土芸能を学んでいる子どもたちが成果
を発表します。

11月3日 伝承ホール 生涯学習・スポーツ振興課 無料
能代市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
（公民館文化係）0185-73-5285

秋田県 能代市 ② 吹奏楽部第５回定期演奏会 吹奏楽部の日頃の練習の成果を披露します。 11月3日 能代市文化会館 能代西高校
能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ② 学習発表会
五小太鼓や各学年の発表、全校合唱を行います。児童一人一人の作品展示も
あります。

11月4日 第五小学校体育館 第五小学校 無料 www.shirakami.or.jp/~goshou01
能代市立第五小学校
0185-58-2178

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 能代市 ②③ 総合的な学習発表会（小・中連携交流会）
能代東中学校区の小・中学校が、総合的な学習の時間に学び身に付けたこと
をそれぞれ発表する。

11月7日 能代東中学校
能代東ﾌﾞﾛｯｸ小・中連携推進協
議会

無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 図書館キャリア教育講座
専門職に就いている方を招き、仕事の実際や志望者へのアドバイスについて話
していただきます。

11月7日 能代松陽高校 能代松陽高校 無料
能代松陽高校
0185-89-2021

秋田県 能代市 ② 全校一斉読書
「読書の日」にちなんで読書タイムを実施。本校で長年取り組んでいる私が紹介
する本「ミニ書評」を書き、優秀作品を本校の図書館報「玲瓏」に掲載します。

11月7日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 収穫感謝祭
3年生が、本校産の米・野菜、自分たちで育てた鶏を使って「だまこ鍋」を調理し
て食べます。

11月8日 能代西高校 能代西高校
能代西高校
℡：0185-52-3218

秋田県 能代市 ② キャンパス見学会
1年生が、キャンパス見学をとおして、将来の展望を考えるとともに進学の意義
を考えます。

11月8日 ノースアジア大学 他 能代西高校
能代西高校
℡：0185-52-3218

秋田県 能代市 ① 防災講話
防災に関する内容について、秋田地方気象台の方をお招きし防災避難につい
てのワークショップを開催します。

11月8日 二ツ井高校 秋田地方　気象台 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 収穫感謝祭
学校での農園活動や地域での体験活動を振り返りながら，これまで協力してく
ださった方々を学校に招いて感謝の意を表します。

11月8日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ①② 「総合的な学習の時間」合同発表会

キャリア１日体験の成果について、東雲ブロックと常盤ブロックの小・中学校の
各学年代表が発表を行います。また、小・中の児童生徒が、４つの視点を基に、
小グループになって話合い活動を行います。保護者・地域の方たちにも魅力あ
る学校づくりの目玉として、参観いただくことになっています。

11月8日 東雲中学校 東雲中学校 無料
能代市立東雲中学校
0185-52-5119

秋田県 能代市 ② 小友沼学習
５年児童が渡り鳥や小友沼の動植物について定期的に観察し、小友沼の自然
等への理解を深めます。

11月9日 小友沼 第五小学校 無料 www.shirakami.or.jp/~goshou01
能代市立第五小学校
0185-58-2178

秋田県 能代市 ② 東雲中総合学習発表会
職場体験で学んだことを東雲中学校の生徒と合同で発表し合い，テーマに沿っ
て協議します。

11月9日 東雲中学校 東雲中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~mukai1
/

能代市立向能代小学校
0185-52-6249

秋田県 能代市
①②③
④

白神プロジェクト　招へい講座
世界自然遺産白神山地に関わる内容について、秋田県立大学准教授　星崎和
彦先生をお招きし、講演をしていただきます。

11月10日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ①② ふるさと企業紹介　就職セミナー
地域に根ざし元気に取り組んでいる優れた企業を紹介して頂き、地域産業への
理解を深める。また、就職セミナーでは秋田労働局等の関係機関と連携し就職
に向けた心構え講座や職業適性診断を実施する。

11月13日 二ツ井高校 秋田県教育委員会高校教育課 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ①② 東中ブロック学校評議員会
能代東中学校区の小・中学校の学校評議員が一堂に会し、授業や生徒の様子
を見て意見・情報交換することにより、学区全体で子どもを育む意識を高める機
会とします。

11月14日 能代東中学校 能代東ﾌﾞﾛｯｸ小・中校長会 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ①② 生徒会役員選挙　　（実践投票）
能代市選挙管理委員会の協力を得て、公選挙法についての講話を聴講し、生
徒会役員選挙において、実際に投票を体験しキャリアの向上を目指します。

11月14日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ①②
トップが語る秋田の事業（職場見学経営
者講話）

職種の区別なく地元の企業を見学し、職業選択の考え方、地元企業の状況の
ポイント等の事前学習を１年生とその保護者に行う。

11月14日 二ツ井高校
秋田県移住定住促進課　調
整・県内定着促進班

無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② チャレンジマン集会
鉄棒・跳び箱・マット運動で，今まで練習してきた自分の技を全校児童や保護者
の前で披露します。

11月15日 崇徳小学校 崇徳小学校 無料
崇徳小学校
0185-58-5004

秋田県 能代市 ② 地元大学・専門学校見学
上級学校への理解を深め自らの視野を広げるとともに上級学校の雰囲気に触
れ、進路先研究の大切さを認識し進路意識を高める。

11月15日 県内専門校・短大・大学 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 命の学習
助産師さんを講師に、東中ブロックの小学４年生が合同で赤ちゃんが生まれてく
る様子などを学習し、自分の誕生や成長について考えます。

11月16日 第五小学校 第五小学校 無料 www.shirakami.or.jp/~goshou01
能代市立第五小学校
0185-58-2178

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 能代市 ③ 文化芸術巡回公演
西小と合同で，プロの合唱を聴いたり，事前にワークショップを行い一緒に合唱
に参加したりします。

11月16日 能代一中 能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ①② ふるさと企業紹介　就職セミナー
地域に根ざし元気に取り組んでいる優れた企業を紹介して頂き、地域産業への
理解を深める。また、就職セミナーでは秋田労働局等の関係機関と連携し就職
に向けた心構え講座や職業適性診断を実施します。

11月20日 二ツ井高校 秋田県教育委員会高校教育課 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ①②
トップが語る秋田の事業
（職場見学経営者講話）

職種の区別なく地元の企業を見学し、職業選択の考え方、地元企業の状況の
ポイント等の事前学習を１年生とその保護者に行います。

11月21日 二ツ井高校
秋田県移住定住促進課　調
整・県内定着促進班

無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ①②④ 性教育講座 性についての正しい知識をもち、健全な生活を送る意識を高めます。 11月21日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 地元大学・専門学校見学
上級学校への理解を深め自らの視野を広げるとともに上級学校の雰囲気に触
れ、進路先研究の大切さを認識し進路意識を高めます。

11月22日 県内専門校・短大・大学 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② ２学期末ＰＴＡ 授業参観，家庭教育講演会，学級・学懇談会です。 11月23日 渟城西小学校各教室 渟城西小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~nisisho
1/

能代市立渟城西小学校
0185-52-2237

秋田県 能代市 ①② 創立70周年記念式典 創立70周年を記念して，本校出身者の講演会やアトラクションを行う。 11月23日 能代二中体育館 70周年記念実行委員会 無料
http://noshirodainichu.web.fc2.com
/

能代市立能代第二中学校
0185-52-5138

秋田県 能代市 ①② 生徒会役員選挙　　（実践投票）
能代市選挙管理委員会の協力を得て、公選挙法についての講話を聴講し、生
徒会役員選挙において、実際に投票を体験しキャリアの向上を目指す。

11月27日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 全校一斉読書
「読書の日」にちなんで読書タイムを実施。本校で長年取り組んでいる私が紹介
する本「ミニ書評」を書き、優秀作品を本校の図書館報「玲瓏」に掲載します。

11月2日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 秋田県社会科研究大会能代山本大会
地域素材を活用し、生徒が主体となって学び合う・深め合う授業実践について
協議する。

11月2日 能代東中学校・崇徳小学校 能代山本社会科研究会 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 全校総合発表会 各学年ごとに，総合的な学習の時間に学んだことを発表します。 11月2日 能代二中 能代第二中学校 無料 0185-52-5138

秋田県 能代市 ② 閉校記念式典・アトラクション 式典とアトラクション、思い出を語る会を行います。 11月3日 常磐中学校 閉校記念事業実行委員会 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

常磐中学校
0185-59-2005

秋田県 能代市 ①②③ 鶴形そばまつり
鶴形そばの販売，地産地消各種販売コーナー，地域文化祭，芸能発表のほか
小学校のブースもあります。

11月4日 鶴形小学校 鶴形まちづくり協議会 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ②③ 吹奏楽部定期演奏会 恒例の定期演奏会です。 11月4日 能代市文化会館 能代西高校 noshironishi-h@akita-pref.ed.jp
能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ① 防災講話
防災に関する内容について、秋田県総務部総合防災課をお招きし防災避難所
についてのグループワークを開催します。

11月6日 二ツ井高校 秋田県総務部 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② しののめ感謝祭
保護者や地域の方々と稲刈りをして収穫に感謝するとともに、250本の広葉樹
の植樹を行います。

11月7日 能代支援学校 能代支援学校 無料
【能代支援学校ＨＰ】
http://www.noshiro-s.akita-
pref.ed.jp/

能代支援学校
0185-55-0691

秋田県 能代市 ①② 「総合的な学習の時間」合同発表会
職場体験で学んだことを東雲中ブロック４校・常盤小・中の児童生徒が合同で発
表し合いテーマに沿って協議します。

11月8日 東雲中学校 東雲ブロック連絡協議会 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

能代市立東雲中学校
0185－52－5119

秋田県 能代市 ② お話パーク
学級・学年ごとにＰＴＡ文化部員や地域ボランティアによる読み聞かせを行いま
す。

11月8日 渟城西小学校各教室 渟城西小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~nisisho
1/

能代市立渟城西小学校
0185-52-2237

秋田県 能代市
①②③
④

白神プロジェクト　招へい講座 世界自然遺産白神山地に関わる内容についての講演があります。 11月9日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 能工フォーラム
学校の情報発信と、地域住民やＰＴＡ・生徒・職員がより良い学校にするための
話し合いを行います。

11月9日 能代工業高校 能代工業高校 無料
http://www.noshitech-h.akita-
pref.ed.jp/

総務部　0185-52-4148

秋田県 能代市 ② ＰＴＡバザー
保護者からのリサイクルなどを地域や保護者の方に利用してもらうイベントで
す。

11月11日 第四小学校体育館 第四小学校 無料
【第四小学校ＨＰ】
mailto:yonsho1@shirakami.or.jp

第四小学校
0185-562-3239

秋田県 能代市 ② 学習発表会 保護者や祖父母、地域住民を招き、学習成果を披露します。 11月11日 浅内小学校体育館 浅内小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~asasho
1/

能代市立浅内小学校
0185-52-4715

秋田県 能代市 ①② スクールカウンセラー講話
受験期のストレス解消法や目標達成に向けた心構えなど、３年生を対象にした
講話会です。

11月15日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 能代市 ② ふるさとを創る会
総合的な学習の時間のまとめとして自分たちの将来やふるさとについて話し合
う集会を開きます。

11月15日 能代一中 能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ② チューリップ球根植え
「ふるさと教育」「総合的な学習」の勤労体験の一環として地域の方々と協働で
植栽活動を行います。

11月16日 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~turush
o1/

能代市立鶴形小学校
0185-58-3480

秋田県 能代市 ② ミニ種苗交換会と感謝の会
地域の方と共に育てた農作物を見たり、これまでの経緯を発表したりしながらお
世話になった方に感謝を表します。

11月20日 常磐小学校 常磐小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~tokiwa
/

能代市立常磐小学校
0185-59-2004

秋田県 能代市 ①② 目の健康教室
ＩＴ、スマホ時代の目の健康について眼科のドクターから説明をいただき、目の
大切さや健全な生活を送ることの大切さを学びます。

11月21日 東雲中学校 東雲中学校 無料
東雲中学校
0185-52-5119

秋田県 能代市 ② 職場体験学習
本校の６年生が希望するグループに分かれ，東雲地区の職場で体験学習を行
います。

11月22日 向能代小学校 向能代小学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立能代第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ①②④ 租税教室
税についての正しい知識を学び、社会の一員としての自覚と責任について考え
ます。

11月26日 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代西高校
0185-52-3219

秋田県 能代市 ① 二ツ井地区文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小学校の児童の
作品展示やクラブ活動の成果発表をします。

10月13日
26日～28日

二ツ井公民館 二ツ井公民館 無料
能代市二ツ井公民館
0185-73-2590

秋田県 能代市 ① 常磐地区文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小・中学校や保
育園の児童・生徒・園児の作品を展示します。

10月20日，21日 常磐の里交流センター 常盤小中学校地域連携施設 無料
能代市常盤小中学校地域
0185-59-2111

秋田県 能代市 ① 南部公民館文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の中学校や幼稚園
等の生徒・園児の作品を展示します。

10月20日，21日 南部公民館 南部公民館 無料 連携施設

秋田県 能代市 ② みんなの登校日　partⅡ
地域や保護者に学校を広く開放し、授業や行事などを自由に参観していただく
ことで、学校生活の様子や教育活動全般について理解を深めていただきます。

10月23日～27日 東雲中学校 東雲中学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~shino1
/

能代市立東雲中学校
0185－52－5119

秋田県 能代市 ① 東雲地区文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小学校や幼稚園
等の児童・園児の絵画などの作品を展示します。

10月27日,28日 向能代公民館 向能代公民館 無料
能代市向能代公民館
0185-52-6318

秋田県 能代市 ① 東部公民館文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小・中学校や幼
稚園の児童・生徒・園児の作品を展示します。

10月27日，28日 東部公民館 東部公民館 無料
東部公民館
0185-58-3100

秋田県 能代市 ③ 第54回二高祭
学習活動や部活動の成果を発表します。ＨＲデコ、バザー、ステージ発表等を
予定しています。２日目が一般公開で、食堂も利用できます。

10月28～29日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ③ 第53回二高祭
学習活動や部活動の成果を発表します。ＨＲデコ、バザー、ステージ発表等を
予定しています。２日目が一般公開で、食堂も利用できます。

10月28～29日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ① 南部公民館文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小学校や幼稚園
等の児童・園児の絵画などの作品を展示します。

10月28日～29日 南部公民館 南部公民館 無料
能代市南部公民館
0185-89-2324

秋田県 能代市 ① 東部公民館文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小学校や幼稚園
等の児童・園児の絵画などの作品を展示します。

10月28日～29日 東部公民館 東部公民館 無料
能代市東部公民館
0185-58-3100

秋田県 能代市 ② のしろ産業フェア
出店して、自分たちで開発したドレッシングなどの商品や、本校で収穫した野菜
を販売したり、授業で制作した工業作品の展示をします。

10月7日～8日 能代市体育館 能代産業フェア実行委員会
http://www.city.noshiro.akita.jp/g.h
tml?seq=1115

能代商工港湾課
0185-89-2186

秋田県 能代市 ② 全国ねぎサミット2017inのしろ
出店して、本校で収穫した「のしろ白神ネギ」と、そのネギで作ったドレッシング
を販売します。

10月7日～8日 能代市役所駐車場
全国ねぎサミット2017inのしろ
実行委員会

無料
https://negisummit2017.wixsite.co
m/negisummit2017/blank-4

能代市農業振興課
0185-89-2182

秋田県 能代市 ①② ネギの収穫体験
春先に定植作業をおこなったネギの収穫をし、地域の方々の協力を得て製品
化、販売の体験を行います。

10月上旬 朴瀬小学校 朴瀬小学校 無料
【朴瀬小学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~honoki
1/

能代市立朴瀬小学校
0185-52-2725

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 能代市 ② ふるさと探究学習
能代市の伝統文化や自然環境，歴史などから課題を設定し，解決に向けて学
習を進める。

10月中旬～11月上
旬

能代一中
能代市内

能代第一中学校 無料 http://icchu1.com/
能代市立第一中学校
0185-52-2227

秋田県 能代市 ② 校内体育大会
各クラスがオリジナルＴシャツを着用し、バレーボール・卓球・バドミントン等の種
目を全クラスが対戦します。

11月21日～22日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
http://wwwfutatsui-h.akita-
pref.ed.jp

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ②
秋田県特別支援学校文化祭「でまえわく
わく美術展」

秋田県内の小中（特別支援学級）や特別支援学校の児童生徒の美術作品や写
真作品を一同に展示します。

11月23日～29日 能代エナジアムパーク
特別支援学校文化連盟、県教
育委員会

無料
聴覚支援学校（事務局）
018-889-8572

秋田県 能代市 ② 修学旅行
京都・大阪・奈良の歴史的な遺産を訪ね、日本の歴史や伝統文化に触れ、豊か
な人間性を育成します。

11月5日～8日 京都・大阪・奈良 能代西高校
能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ①② 拉致問題講習会
拉致被害者のご家族による講演を通して、生徒の拉致問題に対する認識を深
めるとともに、１日も早い解決の必要性等を学ぶ機会となります。保護者の皆さ
まにも参加を呼びかける予定です。

11月下旬 東雲中学校 秋田県 無料
東雲中学校
0185-52-5119

秋田県 能代市 ① 鶴形地区文化祭
自主学習グループが学習成果を発表、交流するほか、地区の小学校の児童の
作品を展示します。

11月上旬 鶴形小学校 鶴形小学校 無料
鶴形公民館
0158-58-3211

秋田県 能代市 ③ 市所蔵絵画展 能代市で所蔵している絵画を展示します。 11月上旬 能代市役所 生涯学習・スポーツ振興課 無料

能代市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
（公民館文化係）
0185-73-5285

秋田県 能代市 ②③ 総合的な学習発表会
総合的な学習の時間に学び身に付けたこと、感じたことなどをそれぞれ発表し
ます。

11月初旬 能代東中学校 能代東中学校 無料
能代東中学校
0185-58-3050

秋田県 八郎潟町 ② なべっこ遠足
賽の神公園まで全校縦割り班で一緒に歩き、なべっこをすることで、地域の自
然の良さを知り、協力することの大切さを学びます。

10月4日
八郎潟町
賽の神公園

八郎潟小学校
八郎潟小学校
018-875-2721

秋田県 八郎潟町 ② 野鳥の森探検 １年生が野鳥の森（五城目町）に行き、秋の探検をして自然に親しみます。 10月20日
五城目町
野鳥の森

八郎潟小学校
八郎潟小学校
018-875-2721

秋田県 八郎潟町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を表現方法を工夫し、保護者、地域の方々に発表します。 10月28日 八郎潟小学校 八郎潟小学校
八郎潟小学校
018-875-2721

秋田県 八郎潟町 ② 特別講演「腰塚勇人氏講演会」
いのちの教育あったかエリア事業の一つとして、腰塚勇人氏に子どもたちの志
や夢に関わる生命尊重の講話をしていただきます。

11月28日 八郎潟中学校 八郎潟小学校中学校
八郎潟小学校
018-875-2721

秋田県 八郎潟町 ①② 腰塚勇人講演会
自らの体験を基にした「命の授業」の講演家として著名な腰塚氏を招き，小学３
年から中学３年までの児童・生徒および保護者，さらには地域にも参加を呼び
かけ，命の大切さについて考える講演会を開催する。

11月28日 八郎潟中学校体育館
八郎潟中学校
018-875-2053

秋田県 八峰町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を，保護者や祖父母，地域住民に披露すると共に，ふるさと
を愛する心を育てます。

10月1日 八森小学校体育館 八森小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~8moriel
e01/

八森小学校
0185-77-2222

秋田県 八峰町 ①② さつまいも掘り
春、地域の老人クラブの方々を先生に、１．２年生が植え付けたさつまいもの収
穫予定日です。今回も老人クラブの方々にコツを教えていただき、交流しながら
丁寧にさつまいもを掘ります。

10月2日 峰浜小学校 峰浜小学校 無料 峰浜小学校0185-76-2468

秋田県 八峰町 ② 職場体験学習
生徒が地域の職場を訪問し，仕事を体験することによって，地域や自らの進路
に対する理解を深めます。

10月2日～3日
能代市及び八峰町の事業所
等

八峰中学校 無料
【八峰中学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~happou
jh/index.html

秋田県 八峰町 ② 八峰町特産品PR活動 八峰町の特産品を調べ、実際に秋田駅で紹介・販売します。」 10月4日 秋田駅ポポロード 八峰中学校 無料
【八峰中学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~happou
jh/index.html

秋田県 八峰町 ② 八峰町んめものまつり
町の催しに参加、出店し起業家教育で学んだ成果として、オリジナル商品（食
品、土産品）を販売します。

10月6日～7日 八峰町道の駅 町観光協会 無料
【八峰中学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~happou
jh/index.html

秋田県 八峰町 ② 校内マラソン大会・なべっこ会
マラソン大会終了後に，異学年縦割り班ごとになべっこ会を行い交流を深めま
す。

10月12日 八森小学校グラウンド 八森小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~8moriel
e01/

八森小学校
0185－77－2222

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 八峰町 ①② 学習発表会
全校児童１１８名が学習成果の披露をします。また４年生以上がふるさと先生か
ら指導いただいている６つのクラブ（和太鼓．絵画．手芸．英語．将棋．ニュース
ポーツ）活動の成果も披露いたします。

10月14日 峰浜小学校 峰浜小学校 無料 峰浜小学校0185-76-2468

秋田県 八峰町 ②，③ 読み聞かせ 読み聞かせボランティア「かもめ」による読み聞かせを行います。
10月23日
11月27日

八森小学校
各教室

八森小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~8moriel
e01/

八森小学校
0185－77－2222

秋田県 八峰町 ①② チューリップ球根植え
今回も地域の老人クラブの方々の指導の下、子どもたちが作業します。春に植
えたプランター苗が時期を終えたので、今回は春に学校を彩ってくれるチュー
リップの球根を植えます。

10月25日 峰浜小学校 峰浜小学校 無料 峰浜小学校0185-76-2468

秋田県 八峰町 ②
「総合的な学習の時間（金融教育）」公開
発表会

総合的な学習の時間をもとに，起業家教育や金融教育について学んだ成果を
公開します。

11月8日 八峰中学校 八峰中学校 無料
【八峰中学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~happou
jh/index.html

秋田県 八峰町 ② 元気届け隊クリーンアップⅡ
日頃お世話になっている自分たちの地域を，親子でクリーンアップ活動を行いま
す。

11月11日 八森小学校学区内 八森小学校 無料
http://www.shirakami.or.jp/~8moriel
e01/

八森小学校
0185－77－2222

秋田県 八峰町 ②③ 芸術鑑賞教室（文化庁巡回講演）
昨年度の応募が叶い、日本音楽集団が来校しての「ごんぎつね」の講演です。
語りと合唱と邦楽器で作る音楽朗読劇です。６年生の子どもたち全員が琴の演
奏で参加します。

11月12日 峰浜小学校 峰浜小学校 無料 峰浜小学校0185-76-2468

秋田県 八峰町 ② ＩＣＴ活用公開研究会
電子黒板やタブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した授業実践を公開し，研究会
を実施します。（峰浜小学校と共催）

11月15日
八森小学校
峰浜小学校各教室

八森小学校
峰浜小学校

無料
http://www.shirakami.or.jp/~8moriel
e01/

八森小学校
0185－77－2222
峰浜小学校
0185－76－2466

秋田県 八峰町 ② 公開授業及び講演会
八峰町では全小中学校でICT機器を取り入れて授業を行っています。実際に活
用している様子をこの公開・文部科学省指定「次世代の教育化推進事業～各
教科等の指導におけるICT活用」にて見ることができます。

11月15日
峰浜小学校
八森小学校ファガス

八峰町教育委員会
峰浜小学校八森小学校

無料 峰浜小学校0185-76-2468

秋田県 八峰町 ①② かもめ読み聞かせ会
地域のボランティア団体「かもめ」の方々が毎月学校に来てくださり、全学級に
一人ずつ入って読み聞かせをしてくださっています。昼休みの読書タイムの２０
分間です。

11月20日 峰浜小学校 峰浜小学校 無料 峰浜小学校0185-76-2468

秋田県 東成瀬村 ② みんなの登校日と東中祭
地域の方々に感謝の気持ちを込めて、演示部門では演劇、ダンス、太鼓、全校
吹奏楽などを発表します。また、展示部門ではこれまでの学習の成果を発表し
ます。(東中祭は10月15日のみ)

10月10日～15日 東成瀬中学校 東成瀬中学校 無料
東成瀬中学校
0182-47-2155

秋田県 東成瀬村 ② 学習発表会 子ども達が授業で学習した成果を体育館ステージで発表します。 10月15日 東成瀬村民体育館 東成瀬小学校 無料
東成瀬小学校
0182－47－2313

秋田県 東成瀬村 ② ＨＭＹ音楽祭 東成瀬中、皆瀬中、山田中との合同合唱祭です。 10月25日
湯沢市雄勝文化会館
（オービオン）

東成瀬中学校、皆瀬中学校、
山田中学校

無料
東成瀬中学校 0182-47-2155
皆瀬中学校 0183-46-2003
山田中学校 0183-73-3017

秋田県 東成瀬村 ③ 産業祭
地域住民が作った農産物や物産を審査し、賞を決め、それを販売するだけでな
く、小学生が書いた習字を展示します。また、模擬店を出店します。

10月27日～28日
村民体育館
（東成瀬村内）

産業祭実行委員会 無料
東成瀬村役場　農林課
0182-47-3406

秋田県 東成瀬村 ② 小中連携授業研究会
小中学校の教職員が一同に会して、授業研究会を開催するとともに、秋田大学
阿部教授をお招きして、指導助言をいただきます。

11月24日 東成瀬中学校
東成瀬村教育委員会・
東成瀬小学校・東成瀬中学校

無料
東成瀬中学校
0182-47-2155

秋田県 東成瀬村 ② みんなの登校日と東中祭
地域の方々に感謝の気持ちを込めて、演示部門では演劇、ダンス、太鼓、全校
吹奏楽などを発表します。また、展示部門ではこれまでの学習の成果を発表し
ます。(東中祭は10月14日のみ)

10月9日～14日 東成瀬中学校 東成瀬中学校 無料
東成瀬中学校
0182-47-2155

秋田県 東成瀬村 ② 学習発表会
子どもたちが授業で学習した成果を体育館ステージで発表する。例年、保護者
や地域の方がたくさん見に来てくださる。

10月13日 東成瀬村民体育館 東成瀬小学校 無料 東成瀬小学校0182-47-2313

秋田県 東成瀬村 ② ＨＭＹ音楽祭 東成瀬中、皆瀬中、山田中との合同合唱祭です。 10月25日
湯沢市雄勝文化会館
（オービオン）

東成瀬中学校、皆瀬中学校、
山田中学校

無料
東成瀬中学校0182-47-2155
皆瀬中学校0183-46-2003
山田中学校0183-73-3017

秋田県 東成瀬村 ③ 産業祭
地域住民がつくった農産物や物産を審査し、賞を決め、それを販売するだけで
なく、小学生が書いた習字を展示します。また、模擬店を出店します。

10月26日～27日 村民体育館 産業祭実行委員会 無料
東成瀬村役場　農林課
0182-47-3406

秋田県 東成瀬村 ② 小中連携授業研究会
小中学校の教職員が一同に会して、授業研究会を開催するとともに、秋田大学
阿部教授をお招きして、指導助言をいただきます。

11月24日 東成瀬中学校
東成瀬村教育委員会・
東成瀬小学校・東成瀬中学校

無料
東成瀬中学校
0182-47-2155

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 藤里町 ② 藤小祭
これまでの児童の学習の成果を学年ごとに発表し、保護者や地域の方々に披
露します。

10月7日
藤里小学校
体育館

藤里小学校 無料
藤里町立藤里小学校
0185(79)2026

秋田県 藤里町 ② みんなの登校日
学校を一般に開放します。どなたでも，いつでもこの期間は学校に自由に出入
りし，授業等を参観することが出来ます。

10月10日～10月13
日

藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里町立藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② 校内球技大会・なべっこ
学年対抗で球技大会を行い，なべっこで生徒の交流を図ります。自由に見学が
出来ます。

10月10日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里町立藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② 睡眠講座
睡眠の大切さを精神科の医師からお話を聞く機会です。一般の方の参加も可
能です。

10月12日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里町立藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② 総合学習発表会
総合学習の活動内容を全校発表します。小学校６年生やお世話になった方々
を招待します。一般参加も自由です。

10月13日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里町立藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② 避難訓練（火災）
全校で火災が起こった場合の避難の仕方を身に付けるとともに、藤里消防署の
方からご指導をいただきます。

10月17日
藤里小学校
体育館

藤里小学校 無料
藤里町立藤里小学校
0185(79)2026

秋田県 藤里町 ② 芸術鑑賞教室
今年度は映画観賞を行う。低学年は「ガリバー旅行記」、高学年は「ヒューゴの
不思議な発明」を鑑賞する。

10月18日 藤里町開発センター 藤里小学校 無料
藤里町立藤里小学校
0185(79)2026

秋田県 藤里町 ② 避難訓練Ⅱ 不審者侵入時の対応訓練をします。 10月26日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里町立藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② みんなの登校日
保護者や地域の皆様に学校に来ていただき、学校での児童の様子や学習の様
子を見ていただきます。

11月2日 藤里小学校 藤里小学校 無料
藤里町立藤里小学校
0185(79)2026

秋田県 藤里町 ② 租税教室 藤里町役場職員の講話を聞いて，税について考えます。 11月20日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里町立藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 美郷町 ② マラソン大会・なべっこ
地域の方々に校内マラソン大会となべっこ会の様子を参観していただき、教育
活動へのご理解とご協力をいただく機会とします。

10月2日 千畑小学校 千畑小学校 無料
sht8es@obako.or.jp 千畑小学校

0187-85-2211

秋田県 美郷町 ② マラソン大会 日常の運動の成果を発揮する場としてマラソン大会を行います。 10月3日 仙南小学校 仙南小学校 無料
【仙南小学校ＨＰ】
sennan-js@vesta.ocn.ne.jp

仙南小学校
0187-83-2211

秋田県 美郷町 ① 就学時健診子育て講座
来年度就学する子を持つ保護者を対象に、子育てに関する家庭教育講座を開
催します。

10月5日
10月11日
10月29日

仙南小学校
千畑小学校
六郷小学校

美郷町教育委員会生涯学習課 無料
美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

秋田県 美郷町 ① 美郷カレッジ
各分野の第一線で活躍されている方々を講師陣に迎え、美郷人、美郷町、秋田
県を元気にするための講座を開催します。

10月6日 美郷町宿泊交流館ワクアス 美郷町教育委員会生涯学習課 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

・事前申込必要
・町外の方も受講可能

秋田県 美郷町 ①③
特別展「民藝のモノと思想－暮らしの中の
美を探る－」

本町の工藝品の技術の継承と機運の醸成につなげるため、「民藝」に関する展
覧会を開催します。
「民藝」という美の概念を生み出した柳宗悦の著作と民藝の実作品を併せて展
示し、近代日本の普遍的思想といわれる「民藝」の多様性を紹介します。

10月6日～11月4日 美郷町学友館 美郷町・美郷町教育委員会
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町学友館
0187-84-4040

秋田県 美郷町 ④ コズミックカレッジ
宇宙をテーマにした科学教育を通じて、科学の楽しさや不思議さに触れ、科学
への関心や探究意欲を喚起し、子どもたちが豊かな心を育むことを目的に開催
します。

10月7日 美郷町公民館 美郷町教育委員会生涯学習課 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

秋田県 美郷町 ② 美郷中学校一心祭 展示、ステージ発表、バザー等を行い、日常の学習活動の成果を発表します。 10月8日 美郷中学校 美郷中学校 無料
【美郷中学校ＨＰ】
misatojh@obako.or.jp

美郷中学校
0187-84-2020

秋田県 美郷町 ② バリアフリー体験教室
６年生が車いす生活者の方からお話を伺うと共に，車いすの介助体験や視覚
不自由体験をすることで，バリヤフリーの必要性について学びます。

10月12日 千畑小学校 千畑小学校 無料
【千畑小学校ＨＰ】
sht8es@obako.or.jp

千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 美郷町 ① マーチングプレミア交流会
タイ王国マーチング指導者による児童生徒へのマーチングクリニック及びコン
サート（タイ王国マーチング指導者、美郷町立小中学校、一般マーチングバンド
等出演予定）を開催します。

10月13日
10月14日

美郷総合体育館リリオス
秋田県マーチングバンド・バト
ントワーリング協会

無料
美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

（予定）
共催：美郷町
後援：美郷町教育委員会

秋田県 美郷町 ②
美郷中学校校内駅伝
マラソン大会

「走る美郷」、日常の運動成果を発揮し、クラスが団結して襷をつなぎます。 10月18日 美郷中学校 美郷中学校 無料 misatojh@obako.or.jp
美郷中学校
0187-84-2020

秋田県 美郷町 ①② 祖父母参観
祖父母の知恵と技を子どもたちの学びに生かした、体験活動方の授業参観を
実施します。

10月19日 六郷小学校 六郷小学校 無料 650est01@obako.or.jp
六郷小学校
0187-84-1009

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 美郷町 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティア(しゃぼんだま)の方々に，昼の読書の時間に読み聞か
せをしていただきます。

10月18日
11月15日

千畑小学校 千畑小学校 無料
【千畑小学校ＨＰ】
sht8es@obako.or.jp

千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 美郷町 ②③ 音楽集会
祖父母が参加できる授業を展開することで，地域の方と学校のつながりを作る
と共に，児童が地域とのかかわりを築くきっかけを作り，地域への愛着心を育て
ます。

10月19日 六郷小学校 六郷小学校 無料 650est01@obako.or.jp
六郷小学校
0187-84-1009

秋田県 美郷町 ② 男鹿水族館ＧＡＯ訪問
５年生がイバラトミヨ生息地の湧水の環境保全活動や調べ学習の成果をＧＡＯ
に展示していただき，訪問することで水環境保全の大切さについて学びます。

10月26日 男鹿水族館ＧＡＯ 千畑小学校 無料
【千畑小学校ＨＰ】
sht8es@obako.or.jp

千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 美郷町 ② 読書集会
全校の子どもたちが読書の楽しさを味わい，本に親しむことをねらいとして読書
集会を行います。

10月26日 仙南小学校 仙南小学校 無料
【仙南小学校ＨＰ】
sennan-js@vesta.ocn.ne.jp

仙南小学校
0187-83-2211

秋田県 美郷町 ① 読書フェスタ
超大型絵本のおはなし会（対象：乳幼児から小学校低学年の児童及び保護者）
と、絵本作家のワークショップ（対象：就学前の幼児から小学校低学年の児童）
を行います。

11月3日 美郷町中央ふれあい館 美郷町教育委員会 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町学友館
0187-84-4040

秋田県 美郷町 ② 祖父母参観 日常の学習を参観・参加していただきます。 11月6日 仙南小学校 仙南小学校 無料
【仙南小学校ＨＰ】
sennan-js@vesta.ocn.ne.jp

仙南小学校
0187-83-2211

秋田県 美郷町 ②③
子どもの感性・創造力育成事業「ドリーム
体験！ほんもの講座」

美郷町立六郷小学校、千畑小学校、仙南小学校の１～３年生が，劇団「円」に
よる公演を観たり参加したりして，日本語のおもしろさや不思議さを学びます。

11月7日 美郷町公民館 美郷町教育委員会 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
教育推進課
0187-84-1112

秋田県 美郷町 ② 大曲仙北小中音楽祭 優秀な成績をおさめた学級が、郡市の音楽祭に参加します。 11月8日 大曲市民会館 大曲市民会館 無料
美郷中学校HP
misatojh@obako.or.jp

美郷中学校
0187-84-2020

秋田県 美郷町 ③ 自衛隊コンサート（北部航空音楽隊）
住民に優れた音楽に触れる機会を提供し、心豊かで活力ある町づくりを目指し
ます。

11月11日 美郷町公民館 美郷町教育委員会生涯学習課 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

秋田県 美郷町 ② 読書集会 図書委員会が主催する児童集会で、全校児童に読書の楽しさを伝えます。 11月14日 千畑小学校 千畑小学校 無料
【千畑小学校ＨＰ】
sht8es@obako.or.jp

千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 美郷町 ②③ 異文化交流事業
国際教養大学を訪問し，留学生との交流を通して英語に慣れ親しみ，外国の文
化を学ぶ機会とします。

11月26日 国際教養大学 六郷小学校 無料
六郷小学校ＨＰ
650est01@obako.or.jp

美郷町教育委員会
教育推進課
0187-84-1112

秋田県 三種町 ② 花いっぱい運動 学校花壇の整備（後片付け）です。 10月1日 山本中学校 山本中学校 無料
山本中学校
0185-83-2302

秋田県 三種町 ② 全校さつまいもほり
春に植えたさつまいもを全校でほります。地域の方々とともに収穫の喜びを味
わいます。

10月3日 下岩川小学校農園 下岩川小学校 無料
下岩川小学校
0185-84-2201

秋田県 三種町 ①② マラソン・なべっこ会
ボランティアの方や保護者を招いてマラソン会を行いその後、ボランティアの方
と一緒になべっこ作りをしふれ合います。

10月5日 金岡小学校校庭・体育館 金岡小学校 無料
金岡小学校
0185-83-2210

秋田県 三種町 ② 授業研究会 特別活動の授業研究会を町内の教職員にも公開します。 10月11日 山本中学校 山本中学校 無料
山本中学校
0185-83-2302

秋田県 三種町 ② サツマイモ掘り＆　　パンジー苗植え
学校支援ボランティアの方々に協力してもらい，隣接している金岡保育園の年
長児も交えて全校児童でサツイマイモの収穫をします。また、来春に向けて、パ
ンジーの苗植えも行います。

10月12日
金岡小学校ふれあい農園及
び花壇

金岡小学校 無料
金岡小学校
0185-83-2210

秋田県 三種町 ② 学習発表会
保護者や地域の方々を招き、日ごろの学習や活動の成果を生かして、劇や歌
唱などを発表します。

10月14日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ② 学習発表会 地域に向けて，学年毎に日頃の学習成果をいろいろな表現形式で発表します。 10月14日
浜口小学校
体育館

浜口小学校 無料
浜口小学校
0185-85-2122

秋田県 三種町 ② 学習発表会 全校児童が日頃の学習の成果を、保護者や地域住民に発表します。 10月14日 湖北小学校 湖北小学校 無料
【湖北小学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~kohoku
/

湖北小学校
0185-85-3120

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 三種町 ② 全校親子レク
PTA会員が一同に参集してレクリエーションを楽しむことにより、児童及び会員
相互の交流を深めます。

10月15日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ②③ ＪＡ食農体験
ＪＡ秋田やまもとのゲストティーチャ―に指導していただき，地域に伝わるおや
つ作りに取り組みます。

10月16日 下岩川小学校家庭科室
下岩川小学校　ＪＡ秋田やまも
と

無料
下岩川小学校
0185－84－2201

秋田県 三種町 ② キャリアの日

総合的な学習の時間（キャリア教育）の一環として，学区内での校外学習を行い
ます。１年生は学区内事業所をグループ訪問し，職業についての学習を行いま
す。２年生は町内で起業した人や経営に力を入れている人達にインタビュー活
動を行い，地域で頑張る意義やふるさとを支えようとする意識を高めることをね
らいとします。３年生は地区にある福祉施設を訪問し，入居者や利用者との交
流を行います。

10月16日 地区内事業所と福祉施設 琴丘中学校 無料
琴丘中学校
0185-87-2514

秋田県 三種町 ② なべっこ会
地域の方と一緒に，ふるさと教育の一環として郷土料理を中心とするメニュー
「なべっこ」会を行います。

10月17日
浜口小学校
グラウンド

浜口小学校 無料
浜口小学校
0185-85-2122

秋田県 三種町 ② 合同避難訓練
浜口小学校，浜口保育園，浜田地区自治会，大口地区自治会が合同で避難訓
練を行います。

10月18日
浜口小学校
前庭

浜口小学校 無料
浜口小学校
0185-85-2122

秋田県 三種町 ② 読み聞かせ「あのねのネ」
読み聞かせボランティアの方を招き、低・中高学年に分かれてお話の世界に浸
ります。

10月18日,11月8日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ①② ふれあい焼き芋会
学校支援ボランティアの方々に協力してもらい校庭で焼き芋を焼き、その後保
育園児・ボランティアの方々とふれあいながら焼き芋をいただきます。

10月19日 金岡小学校校庭 金岡小学校 無料
金岡小学校
0185-83-2210

秋田県 三種町 ② 学習発表会
全校及び学年ごとに日頃の学習の成果やふるさと学習についてのまとめの発
表会です。

10月21日 琴丘小体育館 琴丘小学校 無料
琴丘小学校
0185-87-2014

秋田県 三種町 ② ４年手話教室 総合・国語の合科的学習として福祉の意味や活動について学びます。 10月23日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ② ふるさと八竜創生会議
八竜地区の人物や歴史，職場について調べたことを報告します。３年生は，三
種商工観光交流課「地域おこし協力隊」八竜中支局として，ふるさとを活性化さ
せる創生プランを発表します。

10月23日 本校体育館 八竜中学校 無料 http://hachiryujh.blog.fc2.com/
八竜中学校
0185-85-2225

秋田県 三種町 ② プロジェクトＹ体験発表会 農業体験・職業体験・福祉体験活動の発表会です。 10月24日 山本中学校 山本中学校 無料
山本中学校
0185-83-2302

秋田県 三種町 ②
(仮）ようこそ先輩琴丘中学校
バージョン

琴丘中学校卒業生で，多方面で活躍している人を講師に招き，キャリアやふる
さとに対する思いを中学生に話していただきます。中学生との交流等も行いま
す。

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

秋田県 三種町 ② なべっこ会
校庭で縦割り班ごとに協力してつくり，きりたんぽやうどん等を入れた鍋料理を
食べて交流する行事です。

10月26日 琴丘小学校グラウンド 琴丘小学校 無料 kotooka01@shirakami.or.jp
琴丘小学校
0185-87-2014

秋田県 三種町 ② 高校説明会
生徒・保護者が一緒に、近隣の高校についての理解を深める進路学習的活動
です。

11月1日 山本中学校 山本中学校 無料
山本中学校
0185-83-2302

秋田県 三種町 ① 総合発表会

今年度実施した総合的な学習の時間での学習内容を学年ごとに発表します。
他学年の活動や学習の内容を聞くことでそれぞれの学年が次年度の学習の広
がりや深化につなげます。保護者や琴丘小の５，６年生を招待し小中連携の行
事の一つとします。

11月14日 琴丘中学校 琴丘中学校 無料
琴丘中学校
0185-87-2514

秋田県 三種町 ② 樹木の冬囲い ＰＴＡ主体の環境作業です。 11月19日 山本中学校 山本中学校 無料
山本中学校
0185-83-2302

秋田県 三種町 ② 豆腐づくり体験
総合的な学習で育てた大豆を使って、ＪＡ営農部の方を講師に招き、豆腐づくり
をします。

11月29日 森岳小学校 森岳小学校 無料
森岳小学校
0185-83-2405

秋田県 三種町 ②
ＡＫＩＴＡ英語コミュニケーション能力強化
事業平成30年度「拠点校・協力校英語授
業改善事業」公開研究会

今年度から２年間指定を受けた事業の公開研究会を開催します。「コミュニケー
ションの目的・場面・状況等を理解しながら，自分が伝えたいことを表現する力
を育てる指導」を教科研究主題にして，授業計善に取り組んできた成果を公開
します。国際教養大学，県高校教育課英語教育推進班等から指導者を招き，
研究を進めていきたいと考えています。

11月2日 琴丘中学校 琴丘中学校 無料
琴丘中学校
0185-87-2514

秋田県 三種町 ①②③ PTA全校親子レクレーション 創立１０周年に関係した催しを親子で楽しむ行事です。 11月11日 琴丘小学校体育館 琴丘小学校 無料 kotooka01@shirakami.or.jp
琴丘小学校
0185-87-2014

秋田県 三種町 ②
ふれあいＰＴＡ
学習発表会

保護者や地域の方々を招き，学年ごとに日頃の学習の成果を発表します。ま
た，向達子番楽を鑑賞し，郷土芸能のすばらしさを味わいます。

11月11日 下岩川小学校体育館 下岩川小学校 無料
下岩川小学校
0185－84－2201

秋田県 三種町 ② 三種町ふるさと学習交流会
三種町内の６校の小学生が自校のふるさと学習の成果を発表し合い交流する
行事です。

11月15日 山本ふるさと文化館 三種町教育委員会 無料
三種町教育委員会
生涯学習係
0185-87-2113

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 多様な学習活動の成果を家庭や地域に公開します。 10月1日 三関小体育館 三関小学校 無料
三関小学校
0183-73-2926

秋田県 湯沢市 ③ 国登録有形文化財山内家住宅一般公開

「山内家住宅」は羽州街道沿いに位置し、文化初年（１８０４年）から昭和にかけ
て呉服商を営んだ市内の町屋建築を代表する昭和初期の建物で、現在も同家
の所有により使用されている国登録有形文化財です。普段は公開していない
「山内家住宅」ですが、一日限定で主屋や内蔵などを一般に公開します。湯沢
に息づく昭和初期の町屋建築をぜひ御覧ください。

10月1日 山内家住宅 湯沢市教育委員会 無料 http://www.city-yuzawa.jp/

湯沢市教育委員会
事務局教育部生涯学習課
社会教育文化班
0183-73-2163

秋田県 湯沢市 ② 合唱祭 校内での合唱コンクールです。 10月3日 湯沢文化会館 湯沢北中学校 無料
湯沢北中学校
教頭　加藤久夫
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ② 立志式
元服の儀式である立志式を、保護者や地域の方々に見ていただき、伝統ある
本校の行事を知る機会とします。

10月5日 山田中学校 山田中学校 無料
山田中学校
0183-73-3017

秋田県 湯沢市 ② 強歩大会 全校生徒がハーフマラソンの距離を歩き、生徒同士の親睦を深めます。 10月5日 湯沢高校 湯沢高校 無料 湯沢高校　特別活動部

秋田県 湯沢市 ② 強歩大会 全校生徒がハーフマラソンの距離を歩き、生徒同士の親睦を深めます。 10月6日 湯沢高校 湯沢高校 無料
湯沢高校
0183-73-1160

秋田県 湯沢市 ② さつまいも収穫 縦割り活動で植栽・育成したさつまいもを収穫します。 10月6日 三関小学校菜園 三関小学校 無料
三関小学校
0183-73-2927

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 保護者や地域住民を招待し、日頃の学習の成果を発表します。 10月7日 湯沢東小学校体育館 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 10月7日 山田小学校 山田小学校 無料
山田小学校
0183-73-3016

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会
音楽，体育，国語，総合などの学習の積み重ねの発表の場として，学習発表会
を行っています。

10月7日 三梨小学校 三梨小学校 無料
三梨小学校
0183-42-2503

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 学習の成果（劇・体操・音楽・音読等）を地域や保護者の方々に発表します。 10月7日 川連小学校 川連小学校 無料
川連小学校
0183-42-2501

秋田県 湯沢市 ② 南中祭 学校祭。日常の学習成果の展示・発表を地域公開します。 10月8日 湯沢南中学校 湯沢南中学校 無料
湯沢南中学校
0183-73-5145

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日 ８時～１５時３０分までフリー参観とし，児童の活動の様子を見てもらいます。 10月10日～13日 稲庭小学校 稲庭小学校 無料
稲庭小学校
0183-43-2002

秋田県 湯沢市 ② 駅伝・なべっこ会 縦割りチームによる駅伝大会を行い，同グループにてなべっこ会を行います。 10月12日 三関小グランド 三関小学校 無料
三関小学校
0183-73-2928

秋田県 湯沢市 ② 祖父母参観・駅伝・なべっこ会 駅伝大会の後，なべっこ会を行います。祖父母を招待し，一緒に活動します。 10月13日 稲庭小学校 稲庭小学校 無料
稲庭小学校
0183-43-2002

秋田県 湯沢市 ② なべっこ会 見守り隊の方々を招待して，縦割りグループでなべっこ会を行います。 10月13日 川連小学校 川連小学校 無料
川連小学校
0183-42-2501

秋田県 湯沢市 ② 校内マラソン大会・なべっこ会
日頃の体力つくりの成果を発揮し，最後まであきらめずに走り抜き，体力の向
上や達成の喜びを味わえる機会とします。また，学校農園で収穫した野菜を
使って，収穫の喜びを味わいます。

10月13日 雄勝小学校 雄勝小学校 無料
雄勝小学校
0183-52-5515

秋田県 湯沢市 ② H29年度芸術鑑賞
「中国雑伎 アラカルト」の公演と、演劇部や希望者等を対象とした舞台に関する
ワークショップを開催します。

10月13日 湯沢文化会館 湯沢翔北高校
湯沢翔北高校特別活動部
0183-79-5200

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 湯沢市 ② 皆中祭（学校祭）
日常の学習の成果を、展示したりステージ発表したりすることで、地域に発信し
ます。

10月14日 皆瀬中学校 皆瀬中学校 無料
http://www.yutopia.or.jp/~minasejh
/

皆瀬中学校
0183-46-2003

秋田県 湯沢市 ③ おがち文化祭
湯沢市芸術文化協会に加盟している団体と各種生涯学習サークルが主となり、
日ごろの学習成果を広く市民に発表する場であるとともに、地域における芸術
文化振興の促進に寄与するイベントです。

10月14日～15日 雄勝文化会館オービオン 湯沢市雄勝生涯学習センター 無料
雄勝生涯学習センター
0183-52-2113

秋田県 湯沢市 ② 湯沢北中学校ふれあいフェスティバル
日常の学習の成果を、展示したりステージ発表したりすることで、地域に発信し
ます。

10月15日 湯沢北中学校 湯沢北中学校 無料
湯沢北中学校
教頭　加藤久夫
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ② 山中祭
普段の学習成果の展示や合唱、吹奏楽部演奏、生徒会企画の演示などを保護
者や地域の方々に見ていただき、触れ合いを深める機会とします。

10月15日 山田中学校 山田中学校 無料
山田中学校
0183-73-3017

秋田県 湯沢市 ② 雄中祭 学校祭、日常の学習成果を一般へ公開します。 10月15日 雄勝中学校 雄勝中学校 無料
雄勝中学校
0183‐52‐2375

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日 学校公開日です。 10月15日～20日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料 inakawa-s@akita-prf.ed.jp 稲川支援学校

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に学習や練習の成果を生かした発表を披露します。 10月16日 駒形小学校 駒形小学校 無料
駒形小学校
0183-42-2502

秋田県 湯沢市 ② マラソン記録会・なべっこ会 マラソン記録会の後，縦割り班でなべっこ会を行います。 10月20日 三梨小学校 三梨小学校 無料
三梨小学校
0183-42-2503

秋田県 湯沢市 ② 稲陽祭（学校祭） 学習発表やステージ発表、作業製品販売等を行います。 10月20日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料 inakawa-s@akita-prf.ed.jp 稲川支援学校

秋田県 湯沢市 ② 理数科課題研究発表会 ２年生理数科生徒が、グループ毎に設定した課題研究を発表します。 10月22日 湯沢高校 湯沢高校 無料 湯沢高校　理数科

秋田県 湯沢市 ②
校内駅伝大会
なべっこ会

全校児童が協力しながら全力で走り抜き、体力の向上やチームワークの大切
さ、達成の喜びを味わえる機会とします。また、学校農園で収穫した作物でな
べっこを作り、収穫の喜びを味わいます。

10月21日 山田小学校 山田小学校 無料
山田小学校
0183-73-3016

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 教科等の学習の成果を，保護者や地域の方々に発表します。 10月21日 須川小学校 須川小学校 無料
須川小学校
0183-79-2521

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 各学年のこれまでの学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月21日 皆瀬小学校体育館 皆瀬小学校 無料
皆瀬小学校
0183-58-4080

秋田県 湯沢市 ② 稲中祭
演示・展示・ステージ発表等で日頃の学習の成果と，地域への方々への感謝の
気持ちを伝えます。

10月21日 稲川中学校 稲川中学校 無料
稲川中学校
0183-42-2160

秋田県 湯沢市 ② 平成29年度 勝高祭 仮装行列や横堀盆踊り等の実施により地域の方たちとの交流を図ります。 10月22日 雄勝高校 雄勝高校
http://www.ogachi-h.akita-
pref.ed.jp/

雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日 学校公開・自由参観の機会とします。 10月23日～28日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料 inakawa-s@akita-pref.ed.jp
稲川支援学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ② ペースランニング検定会 自分に合ったスピードで全校児童が走り，体力の向上の機会とします。 10月25日 川連小学校 川連小学校 無料
川連小学校
0183-42-2501

秋田県 湯沢市 ② 理数科校内課題研究発表 ２年生理数科生徒が、グループ毎に設定した課題研究を発表します。 10月26日 湯沢高校 湯沢高校 無料
湯沢高校
0183-73-1160

秋田県 湯沢市 ② なべっこマラソン大会
保護者や地域の方々に参加してもらい，日頃の体力つくりや縦割り班の活動の
成果を生かし，マラソン大会やなべっこを行います。

10月27日 湯沢東小学校 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ② 収穫感謝集会・餅つき会 祖父母を学校に招き，学校で収穫した餅米で餅つきをして収穫に感謝します。 10月28日 三梨小学校 三梨小学校 無料
三梨小学校
0183-42-2503

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 湯沢市 ② 稲陽祭（学校祭） 学習発表、ステージ発表、作業製品販売を行います。 10月28日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料 inakawa-s@akita-pref.ed.jp
稲川支援学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ②
吹奏楽部
定期演奏会

日頃練習した成果を発表し，地域の方々や日頃お世話になっている方々に感
謝の気持ちを伝えます。

10月28日 稲川中学校
稲川中学校
吹奏楽部

無料
稲川中学校
0183-42-2160

秋田県 湯沢市 ①③ 湯沢市文化祭
市内の芸術文化団体が日ごろの活動の成果を発表するイベントです。展示部
門では、会員が丹精こめ制作した作品を展示します。また、芸能部門では、湯
沢文化会館大ホールで日ごろの練習の成果を心をこめて発表いたします。

10月28～29日 湯沢文化会館他 湯沢市芸術文化協会 無料
湯沢市芸術文化協会
0183-72-2031

秋田県 湯沢市 ② 日曜参観 教室等での学習の様子を家庭に公開します。 10月29日 三関小学校 三関小学校 無料
三関小学校
0183-73-2929

秋田県 湯沢市 ② 定期演奏会 日頃の部活動で培った演奏を披露します。 10月29日
雄勝文化会館
オービオン

雄勝中学校 無料
雄勝中学校
0183‐52‐2375

秋田県 湯沢市 ② いーなロード・プロジェクト 地域の方々と一緒に学校周辺の道路清掃・環境美化活動を行います。 10月31日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料 inakawa-s@akita-pref.ed.jp
稲川支援学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ② 湯沢南中ブロック研修会
湯沢南中学校・湯沢西小学校・三関小学校・須川小学校の４校の教員が一堂に
会し研修会を行います。

11月2日 湯沢ロイヤルホテル 湯沢南中ブロック 無料
湯沢南中学校
0183-73-5145

秋田県 湯沢市 ②③ 第34回吹奏楽部 定期演奏会 吹奏楽部による演奏会を行います。 11月3日 オービオン 雄勝高校吹奏楽部
雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ② 創立３０周年記念式典 学校創立３０周年記念事業として式典を行います。 11月3日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料 inakawa-s@akita-pref.ed.jp
稲川支援学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ② 県南職業教育フェア 高等部作業学習実践発表や技能競技大会を実施します。 11月4日 羽後町活性化センター 特別支援教育課 無料 inakawa-s@akita-prf.ed.jp 稲川支援学校

秋田県 湯沢市 ③ 稲川地域文化祭
湯沢市芸術文化協会に加盟している団体が主となり、各加盟団体の日ごろの
学習成果を広く市民に発表する場であるとともに、地域における芸術文化振興
の促進に寄与するイベントです。

11月4日～5日 稲川農村環境改善センター
いなかわマナビィのつどい
実行委員会

無料
稲川生涯学習センター
0183-42-5816

秋田県 湯沢市 ② 祖父母交流会
ふだんお世話になっている祖父母の皆さんをお呼びして，学習の様子を参観し
ていただいたり交流したりします。

11月7日 須川小学校 須川小学校 無料
須川小学校
0183-79-2521

秋田県 湯沢市 ③ オービオンピアノリレー
世界の名器スタインウェイピアノに触れ、思い思いの音楽を奏でピアニスト気分
を満喫しましょう。

11月12日 雄勝文化会館オービオン 湯沢市教育委員会 無料
雄勝文化会館
0183-52-2112

秋田県 湯沢市 ① 救急救命講習 １年生を対象とした救急救命を実習します。 11月13日 雄勝高校 雄勝高校
雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ②③ 第67回郡市小中学校音楽祭 郡市の小・中学校による合唱・吹奏楽の発表をします。 11月15日 湯沢文化会館 湯沢雄勝音楽研究会 無料
東成瀬中学校
0182－47－2155

秋田県 湯沢市 ① 薬物乱用防止教室 全校生徒を対象にした薬物乱用防止の講演会を行います。 11月15日 雄勝高校 雄勝高校
雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ② 親子学習会 学年ごとに親子で普段できないこと学習を通じて協働体験をします。 11月23日 湯沢東小学校 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ② サンキュー集会
日頃お世話になっている方々をお招きして、感謝の気持ちを伝える活動を行い
ます。

11月下旬 山田小学校 山田小学校 無料
山田小学校
0183-73-3016

秋田県 由利本荘市 ① 鳥海山文化講演会

鳥海山が国史跡となったことを契機に発足した市民間団体「鳥海山の会」によ
る一般を対象とした記念講演会です。市出身者である劇団四季代表取締役の
佐々木典夫氏より、「劇団四季と社会貢献」と題し、鳥海山との関わりを含め講
演をいただきます。

10月3日 西目公民館シーガル 鳥海山の会 無料
由利本荘市教育委員会文化課
0184-32-1338

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 由利本荘市 ② なべっこ遠足 水辺プラザまで歩き、縦割り班で遊んだり、なべっこをしたりします。 10月6日 水辺プラザ 由利小学校 無料
由利小学校
0184-32-8171

秋田県 由利本荘市 ② 校内マラソン大会 児童の体力向上と、最後まで走り抜く強い意志の育成を目指します。 10月11日 西目小学校周辺 西目小学校 無料
西目小学校
0184-33-2305

秋田県 由利本荘市 ②③ 音楽集会 音楽の授業で学習した合唱曲や合奏曲を発表します。 10月12日 由利小学校 由利小学校 無料
由利小学校
0184-32-8171

秋田県 由利本荘市 ② マラソン大会・なべっこ遠足 学校周辺のコースでマラソン大会を実施し、その後、全校でなべっこをします。 10月12日 矢島小学校周辺 矢島小学校 無料
矢島小学校
0184-56-2069

秋田県 由利本荘市 ② 矢高祭
文化部や委員会の発表・展示、クラス展示や模擬店、ＰＴＡ屋台、同窓会展、地
域物産展などを計画し、地域の皆様の御来校をお待ちしております。

10月15日 矢島高校 矢島高校 無料
矢島高校
0184−55−3031

生徒対象

秋田県 由利本荘市 ② One Day カレッジ
大学の先生を招き直接授業を受け、学問に対する理解を深める目的で実施し
ます。

10月17日 本荘高等学校 本荘高等学校 無料
本荘高等学校
0184-22-0832

秋田県 由利本荘市 ② 東由利小・中学校合同駅伝大会 小中合同チームが駅伝で地域内を走り、学校と地域の連携を深めます。 10月18日 東由利地域内 東由利小・中学校 無料
東由利中学校
0184-69-2410

秋田県 由利本荘市 ①
生涯学習・社会教育関係者研修
地域活性化研修④

「元気ムラ」を現地視察し、実際の活動に携わっている方々と地域づくりについ
て意見交流します。

10月20日 由利本荘市赤田地区 県生涯学習センター
県生涯学習センター事業班
018-865-1171

秋田県 由利本荘市 ②③ 学習発表会
岩城小学校の日々の学習の様子を保護者や地域の方々に参観していただきま
す。

10月21日 岩城小学校 岩城小学校 無料
岩城小学校
0184-62-5030

秋田県 由利本荘市 ②③ ふるさとのつどい 児童が日常の授業で学習した内容を、保護者や地域の方々に披露します。 10月21日 石沢小学校体育館 石沢小学校 無料
石沢小学校
0184-29-2341

秋田県 由利本荘市 ②③ 音楽集会 合唱や演奏を披露します。 10月24日 新山小学校体育館 新山小学校 無料
新山小学校
0184-22-1420

秋田県 由利本荘市 ② なべっこ・マラソン大会
非常災害時を想定した炊き出し訓練と、体力の向上を目指したマラソン大会を
抱合せで実施します。

10月24日 西目中学校 西目中学校 無料
西目中学校
0184-33-2304

秋田県 由利本荘市 ②③ 合唱コンクール 校内合唱コンクール（クラス対抗）を参観していただきます。 10月25日 文化交流館カダーレ 本荘南中学校 無料
本荘南中学校
0184-22-7153

秋田県 由利本荘市 ② 合唱コンクール 合唱コンクール（学年ごと・学級対抗）を開催します。 10月26日 文化交流館カダーレ 本荘東中学校 無料
本荘東中学校
0184-27-2311

秋田県 由利本荘市 ② 合唱コンクール 校内コンクール（課題曲と学級歌）を開催します。 10月27日 文化交流館カダーレ 本荘北中学校 無料
本荘北中学校
0184-22-0321

秋田県 由利本荘市 ② 祖父母参観 授業参観後、一緒にだまこもちづくりをします。 10月27日 東由利小学校 東由利小学校 無料
東由利小学校
0184-69-2500

秋田県 由利本荘市 ②
少年式
70周年記念式典

14歳を迎える2年生が、自分の生き方を見つめ、将来の夢を語り、心新たに努
力していく決意をもつ立志の誓いを立てる式です。

10月28日 西目中学校 西目中学校 無料
西目中学校
0184-33-2304

秋田県 由利本荘市 ②③ 学習発表会 日頃の学習成果を発表し、地域の方々や保護者に披露します。 10月28日 小友小学校体育館 小友小学校 無料
小友小学校
0184-22-4017

秋田県 由利本荘市 ② みんなの登校日 各教科の学習成果を発表し、保護者・地域の方に見ていただきます。 10月28日 矢島小学校体育館 矢島小学校 無料
矢島小学校
0184-56-2069

秋田県 由利本荘市 ② マラソン大会 縦割り班で応援し合いながら、校舎周辺のマラソンコースを走ります。 10月28日 由利小学校 由利小学校 無料
由利小学校
0184-32-8171

秋田県 由利本荘市 ③ 親子読書感想発表会
各学年から６組の親子が読書感想文を発表します。図書委員の読み聞かせ、６
年生による英語読み聞かせもあります。

10月28日 由利公民館 由利公民館 無料
由利公民館
0184-53-2121

秋田県 由利本荘市 ②③ ふるさとふれあいフェスティバル
地域の方々の協力を得て、たこあげ、縄ない、格子編み等、地域の伝統文化や
技術を体験し、親しみます。

10月28日 子吉小学校体育館 実行委員会 無料
子吉小学校
0184-24-2990

秋田県 由利本荘市 ②③ あすなろ発表会
日常の学習やクラブ活動の成果を発表することを通して、自主性・主体性を伸
ばします。

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

秋田県 由利本荘市 ②③ 学習発表会
保護者や地域の方々に、児童の学習の成果や文化活動の発表・展示を披露し
ます。

10月28日 大内小学校 大内小学校 無料
大内小学校
0184-66-2010

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 由利本荘市 ②③ 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月28日 尾崎小学校 尾崎小学校 無料
尾崎小学校
0184-24-1236

秋田県 由利本荘市 ②③ ＰＴＡ講演会 真坂はづき氏を講師にお迎えする講演会です。 10月28日 鳥海小学校 鳥海中学校 無料
鳥海中学校
0184-57-2309

秋田県 由利本荘市 ② 駅伝大会 中学生が町内を力走しクラス対抗で襷をつなぎます。 10月29日 由利地域 由利教育学習課・由利中学校 無料
由利中学校
0184-53-2526

秋田県 由利本荘市 ② 新1年生岩中体験会、全校武道
来年度入学する生徒に岩城中学校の授業等を体験してもらうとともに、保護者
及び地域の方々に学校を公開します。

10月30日 岩城中学校 岩城中学校 無料
岩城中学校
0184-73-2212

秋田県 由利本荘市 ② 全校焼きいも会 縦割り班で育ててきたさつまいもを焼いて食べ、収穫に感謝します。 11月2日 小友小学校グラウンド 小友小学校 無料
小友小学校
0184-22-4017

一般公開は11月3日

秋田県 由利本荘市 ②③ 学習発表会 合唱や各学年の発表などを保護者・地域の方々に参観していただきます。 11月3日 岩谷小学校 岩谷小学校 無料
岩谷小学校
0184-65-2220

秋田県 由利本荘市 ② ゆりの根教室 合気道や茶道等１１講座を開設し、親子で活動を楽しみます。 11月3日 由利中、善隣館ほか 由利中学校ＰＴＡ 無料
由利中学校
0184-53-2526

秋田県 由利本荘市 ② 由利小まつり 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 11月11日 由利小学校 由利小学校 無料
由利小学校
0184-32-8171

秋田県 由利本荘市 ② 進路シンポジウム 卒業生による講話等を行います。 11月11日 矢島中学校 矢島中学校 無料
矢島中学校
0184-56-2062

秋田県 由利本荘市 ② マラソン大会 全校児童が体力の向上を目指して、走ります。 11月12日 鳥海小学校周辺 鳥海小学校 無料
鳥海小学校
0184-27-6311

秋田県 由利本荘市 ②③ 小松耕輔市民音楽祭 東由利出身の作曲家小松三兄弟を偲んで、合唱等を披露しあいます。 11月12日 文化交流館カダーレ
教育委員会・
小松耕輔音楽顕彰会等

無料
由利本荘教育委員会
東由利教育学習課
0184-69-2310

秋田県 由利本荘市 ②③ 音楽集会 合唱や演奏を披露します。 11月21日 新山小学校体育館 新山小学校 無料
新山小学校
0184-22-1420

秋田県 由利本荘市 ② 課題研究発表会
２年次に『総合的な学習の時間」を中心に学習を進めてきた課題について発表
をします。校内発表会を経て選ばれた各学科の代表生徒たちによる課題研究
発表会です。

11月24日
由利本荘市
文化交流館カダーレ

由利高校 無料
http://www.yuri-h.akita-
pref.ed.jp/3001%20hutuuka/hutuuk
a.html

由利高校
0184-22-3219

秋田県 由利本荘市 ③ 吹奏楽部定期演奏会 毎年行われる吹奏楽部による演奏会です。 11月25日 由利本荘市カダーレ 仁賀保高校吹奏楽部
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 横手市 ② 稲刈り体験 5年生が田植えをした田んぼで、鎌での稲刈り体験をします。 10月2日 西小路地区の田んぼ 吉田小学校 無料
吉田小学校
0182-24-1160

秋田県 横手市 ②
創立143周年記念
第44回学区一周駅伝大会

睦合地区一周約16kmを赤A,赤B,白A,白Bに分かれて、タイムを競います。地域
やPTAの皆様のご協力とご声援を受けて行います。

10月13日
睦合小学校及び
十文字町睦合地区全町内

睦合小学校 無料
睦合小学校
0182-44-3322

秋田県 横手市 ② 清陵祭 クラス展示、部活動展示、総合技術科展示、バザー等を実施します。 10月13日
横手清陵学院中学校・
高等学校

横手清陵学院中学校・高等学
校

【横手清陵学院HP】
http://www.yokote-seiryou.net/

横手清陵学院
0182-35-4033

秋田県 横手市 ②,③ 合唱祭
昨年度からそれまでの合唱コンクールを「合唱祭」と名称変更しました。祭は2部
構成で、第1部は各学級が練習の成果を競い合うコンクール部門、第2部は学
年、全校で喜びを味わうフェスティバル部門となっています。

10月13日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ①③ 横手市子ども伝統芸能発表大会
地域の核となる伝統芸能の活性化を図ることを目指し、横手市内各地に伝わる
伝承の芸能を一堂に集めた伝統芸能発表大会を開催

10月13日 横手市民会館 横手市教育委員会 無料
横手市教育委員会
文化財保護課
0182-32-2403

秋田県 横手市 ② PTA環境整備②
本校PTA会員による、環境整備活動です。校舎近辺の清掃、窓ふき等を行いま
す。

10月14日 横手支援学校 横手支援学校 無料
http://www.yokote-s.akita-
pref.ed.jp/index.html

0182-33-4167

秋田県 横手市 ②,③ 明峰祭
これまで積み重ねてきた学習の成果を発表する場です。本校の学校祭の特色
は地域との絆。総合的な学習の時間で地域の方々から学んだ伝統芸能のス
テージ発表や、地域に伝わる芸術・文化作品の展示が計画されています。

10月14日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500
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秋田県 横手市 ② ふるさとの秋を味わうＭＨＲ活動
本校の立地する地域は農業が盛ん。その特色を生かし、爽やかな秋空のもと
地域食材を使ったなべっこを行い、自然の恵みやそれを届けてくれる方々に感
謝する活動です。会食を通し異学年や地域の方々との交流もします。

10月22日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ② 小学校6年生体験入学
学区内の3小学校の6年生児童が、本校の活動を体験します。午前中は小学校
で児童同士の交流会を行い、午後から中学校に会場を移して体験授業や集会
活動を行い、中学生や1年後の学年の仲間とのつながりを深めます。

10月25日 横手明峰中学校
横手明峰中学校区小・中連携
教育推進委員会

無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ②
言語活動の充実による
学力向上推進事業公開研究会
吹奏楽部演奏会

平鹿地区の小・中学校が昨年度から取り組んできた言語の力に着目した教育
活動や授業改善の成果として、学校ごとに授業を公開します。

10月26日 平鹿中学校 横手市教育推進委員会 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

秋田県 横手市 ②
横手支援学校
学校祭

学習発表や作業学習製品の販売等を行います。バザー、軽食販売も行いま
す。

10月27日 横手支援学校 横手支援学校 無料
http://www.yokote-s.akita-
pref.ed.jp/index.html

0182-33-4167

秋田県 横手市 ③
平鹿中学校
吹奏楽部演奏会

吹奏楽部が活動を終える３年生と最後の演奏会を行い、これまでの活動への
思いと支えてくださった方への感謝の気持ちを表現・披露します。

11月10日 平鹿中学校 平鹿中学校 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

秋田県 横手市 ①② 収穫祭
　地域住民の方々に対し、農業科学科の生徒が収穫した農産物、栽培した草
花等の販売を行います。昨年度は、総合学科生徒が開発した菓子類も販売し
ています。

11月10日 本校 増田高校 http://www.masuda-h.net/
増田高校農場・
農業科学科主任　信田厚史
0182-45-2073

秋田県 横手市 ② 親子ふれあいデー
横手清陵学院吹奏楽部による演奏交流会です。児童生徒、保護者の他に地域
の方々も参加します。

11月11日 横手支援学校 横手支援学校 無料
http://www.yokote-s.akita-
pref.ed.jp/index.html

0182-33-4167

秋田県 横手市 ③
平鹿中学校
吹奏楽部演奏会

吹奏楽部が活動を終える３年生と最後の演奏会を行い、これまでの活動への
思いと支えてくださった方への感謝の気持ちを表現、披露します。

11月11日 平鹿中学校 平鹿中学校 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

秋田県 横手市 ② 親子ふれあいデー
横手清陵学院吹奏楽部による演奏交流会です。児童生徒、保護者の他に地域
の方々も参加します。

11月12日 横手支援学校 横手支援学校 無料
http://www.yokote-s.akita-
pref.ed.jp/index.html

橫手支援学校
0182-33-4167

秋田県 横手市 ②
産業連絡協議会
（学校公開「ものづくり教育」）

総合技術科の授業、実習を公開し、広く企業等に学習活動を理解していただく
ものです。

11月15日 横手清陵学院高等学校 横手清陵学院高等学校 無料
【横手清陵学院HP】
http://www.yokote-seiryou.net/

横手清陵学院
0182-35-4033

秋田県 橫手市 ② 読書集会
本校では日常的に読書活動が盛んです。「読書の秋」にちなみ、本に親しんで
いる生徒たちが読む楽しさをより深く味わことで、さらに読書意欲が高まるよう、
本校図書委員会が毎年工夫を凝らして開催している集会です。

11月15日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ② 平鹿中学校区小学校6年生交流会
平鹿中に入学する吉田、浅舞、醍醐の6年生が学習やレクなどで交流し、その
後体験入学を行います。

11月15日 平鹿中学校 平鹿中学校 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

秋田県 横手市 ② 読書集会
図書委員会の企画する集会です。本の紹介や読み聞かせ、本に関するクイズ
などを行います。

11月15日 横手南中学校 横手南中学校 無料
【横手南中学校ブログ】
http://yokotenanchu.blog48.fc2.co
m/blog-entry-1656.html

横手南中学校
0182-32-3108

秋田県 横手市 ③ 秋田大学国際理解事業 秋田大学の留学生を招いて，国際理解に関する活動を行います。 11月16日 横手北小学校 横手北小学校 無料
横手北小学校
0182-23-6543

秋田県 横手市 ② 世代間交流事業 5,6年生と地域のお年寄りがゲームやリラックスマッサージ等で交流します。 11月16日 十文字西地区交流センター 十文字西地区交流センター 無料
十文字西地区交流センター
0182-44-3100

秋田県 横手市 ② 読書集会

本校では日常的に読書活動が盛んです。本に親しんでいる生徒たちが，「読書
の秋」にちなんで読書体験を交流したりすることで，読書意欲を喚起したり本を
読む楽しさをより深く味わったりできるよう，本校図書委員会が計画して行う集
会です。

11月16日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ②
産業連絡協議会
（学校公開「ものづくり教育」）

総合技術科の授業、実習を公開し、広く企業等に学習活動を理解していただく
ものです。

11月16日 横手清陵学院高等学校 横手清陵学院高等学校 無料
【横手清陵学院HP】
http://www.yokote-seiryou.net/

横手清陵学院
0182-35-4033

秋田県 橫手市 ② 祖父母参観日
祖父母をの授業参観及び子どもたちとの交流を通して，地域の伝統や文化等
について体験的に学習します。

11月17日 睦合小学校 睦合小学校 無料
【睦合小学校ブログ】
http:mutsuaisho.blog.fc2.com/

睦合小学校
0182-44-3322

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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秋田県 横手市 ①② 孫の教育を語る会
昔語り・縄ない・伝承遊び・餅つき・昼食会などの活動を通し、地域の方々と一
緒に収穫の喜びを味わうとともに交流を深めます。

11月19日 十文字第二小学校
二小を語る会・三重公民館・十
文字第二小学校

無料
十文字第二小学校
0182-42-1025

10:00～12:30
申込み必要
参加費300円程度

秋田県 横手市 ①③
創作体験プログラム 子どものための
日本画教室「岩絵の具で遊ぼう！」

日本画の鑑賞や、岩絵の具に触れたり描いたりする活動を楽しみます。 11月19日 県立近代美術館 県立近代美術館
http://www.pref.akita.jp/gakusyu/p
ublic_html/index.html

県立近代美術館
0182-33-8855
aitamma@rnac.ne.jp

秋田県 横手市 ② OPEN SCHOOL
学校を開き，保護者・地域の皆様と連携を図りながら学校運営をしていきたいと
いう思いから,年間10回程度の公開日を設け，「OPEN SCHOOL」として一日自
由参観を実施します。

11月21日 朝倉小学校 朝倉小学校 無料
【朝倉小学校ブログ】
http://blog.goo.ne.jp/
yokote_asakurasho

朝倉小学校
0182-32-6070

秋田県 横手市 ②③ 読書集会
文化委員会が企画する会です。本の紹介や読み聞かせのほかに，今年度はビ
ブリオバトルを行う予定です。

11月22日 十文字中学校 十文字中学校 無料
【十文字中学校WEBページ】
http://www.jumonjijh.blog.fc2.com/
blog-entry-2

十文字中学校
0182-42-1030

秋田県 横手市 ② さわやかフォーラム
小・中連携の取組で、学区内の小学校高学年児童と中学生が、いじめのない、
さわやかな学校生活を送るためにはどうしたらよいか話し合います。

11月24日 横手南中学校
横手南中学校区
小中連携教育研究会

無料
【横手南中学校ブログ】
http://yokotenanchu.blog48.fc2.co
m/blog-entry-1656.html

横手南中学校
0182-32-3108

秋田県 横手市 ② おにぎり会
稲刈りをした米を使っておにぎりをつくり、お世話になった地域の方や保護者と
一緒に昼食会を行います。

11月26日 吉田小学校 吉田小学校 無料
吉田小学校
0182-24-1160

秋田県 横手市 ① 伝統芸能学習会 地区の子どもも参加する深間内神楽を見て、伝統芸能への理解を深めます。 11月26日 吉田小学校 県教育庁文化財保護室 無料
吉田小学校
0182-24-1160

秋田県 横手市 ② 高校生商品開発コンテスト
県内の高校生が秋田の食材や特産品を材料としたランチメニューを開発し、コ
ンテストを行います。

11月26日 増田高校 県教育庁高校教育課 無料
県教育庁高校教育課
018-860-5165

秋田県 横手市 ③ 民俗文化財公開交流事業 民俗芸能保存団体による民俗芸能の公開及び学習活動を行います。 11月26日 吉田小学校 県教育委員会 無料
県教育庁文化財保護室
018-860-5192

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


