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高知県 安芸市 ①③ 安芸市美術展覧会
芸術への創作意欲を高め、安芸郡市住民全般の鑑賞眼を養成し、文化交流の場としま
す。また、小中学校の児童生徒に対しては、その作品を通じて、書写・図工美術教育の一
指針とします。

11月3日～25日 安芸市体育館
安芸市

安芸市教育委員会
生涯学習課
0887-35-1020

高知県 安芸市 ② 安芸市小・中学校工芸展
日々の学習の成果を発表し、創作活動に対する興味・関心を高めるとともに表現力や想
像力を養います。

11月17日 安芸市民会館 安芸市 無料
安芸市教育委員会
学校教育課
0887-35-1021

高知県 安芸市 ② 安全教育参観日
・学習発表会
・安全教育講演会（講師：大阪教育大学教授　藤田大輔氏）

11月21日～11月23日 井ノ口小学校 井ノ口小学校 無料
安芸市立
井ノ口小学校
0887-34-2654

高知県 安芸市 ② 収穫祭 農業体験学習で収穫した野菜等を保護者や地域の方々に販売（販売学習） 11月23日 穴内小学校 穴内小学校 無料
安芸市立穴内小学校
0887-35-2431

高知県 安芸市 ② 交流参観日・学習発表会 児童の学習発表 11月9日 安芸市立赤野小学校 安芸市立赤野小学校
安芸市立赤野小学校
0887-33-2417

高知県 安芸市 ② 校内持久走大会
健康安全に注意しながら体を鍛え、自分に挑戦する力を育てるとともに、友達の頑張りを
認め、励ます態度を育てます。

11月29日 川北小学校周辺 川北小学校 無料
安芸市立川北小学校
0887-35-2516

高知県 安芸市 ② 防災参観日 東日本大震災を経験された方をお招きし、防災について学習を深めます。
10月23日
12月7日

安芸中学校体育館 安芸中学校 無料
安芸市教育委員会
0887-35-1021

高知県 安芸市 ②③ 清水風文化祭 部活動発表・学習発表・合唱コンクール 11月10日 清水ヶ丘中学校体育館 清水ヶ丘中学校 無料
清水ヶ丘中学校
0887-35-2801

高知県 安芸市 ②
人権講演会
「盲導犬についてもっと知ろう」

視覚障害の方や盲導犬についてもっと理解する。 11月4日 伊尾木小学校体育館 伊尾木小学校 無料
安芸市立伊尾木3719
0887-35-2907

高知県 安芸市 ② 人権参観日
・人権に関する公開授業(全学級)
・人権講演会(児童・保護者対象)

10月26日
安芸第一小学校
各教室、体育館

安芸第一小学校 無料
安芸第一小学校
0887-35-4123

高知県 安芸市 ② 公開授業 授業公開を行い、本校の教育活動への理解を図ります。 11月24日 高知県立安芸中・高等学校 高知県立安芸中・高等学校 無料

高知県立
安芸中・高等学校
教務部
0887-34-1145

高知県 いの町 ① 校内音楽会 地域の方もお招きして，校内音楽会を実施 11月17日 枝川小体育館 枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ① ジョイントコンサート 伊野中学校吹奏楽部と枝川小学校校区の「枝川ブラスバンド」のジョイントコンサート 11月21日 枝川小体育館 枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ① 交通安全教育発表会 平成３０年度「高知県安全教育推進事業」交通安全教育発表会 12月14日 枝川小体育館 枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ② 校内音楽会 児童の日頃の音楽の成果を保護者や地域の方に発表します。 11月10日 伊野小学校体育館 伊野小学校 無料
伊野小学校
088-892-1341

高知県 いの町 ② フェスタコンサート ＰＴＡ活動として、出店や児童の歌や踊りの発表会を行います。 12月1日 伊野小学校体育館 伊野小学校 無料
伊野小学校
088-892-1341

高知県 いの町 ② 神谷発表会 児童・生徒が日頃の学習の成果を発表する。 11月10日 神谷小中学校体育館 神谷小中学校 無料
神谷小中学校
088-892-0404

高知県 いの町 ② 保小中合同文化祭 保育・小学・中学の学習発表、児童による神楽披露、生徒による花鶏踊り披露 11月17日 プラチナ交流センター
本川中学校
長沢小学校
本川へきち保育園

無料
本川中学校
088-869-2216

高知県 いの町 ② 伊野中学校文化発表会 合唱コンクール、弁論大会等
11月上旬
予定

伊野中学校体育館 伊野中学校 無料
伊野中学校
088-892-1351

高知県 いの町 ② いの町小・中学校連合音楽会 各校で練習してきた音楽を発表する。 11月14日 伊野南小学校 いの町教育委員会 無料
いの町教育委員会
088-893-1922

高知県 大川村 ③ 大川村産業文化祭 日頃創作した作品や郷土芸能等を発表し、村民の産業と文化の向上を図ります。 11月17日～11月18日 大川村山村開発センター
大川村
大川村教育委員会
大川村文化推進協議会

無料

大川村役場
0887-84-2211
大川村教育委員会
0887-84-2449

高知県 大川村 ② キラキラフェスティバル 小中一貫で取り組んでいる全校合奏や合唱、各発表を村の人々に見てもらう。 11月17日 大川村立大川小・中学校体育館 大川村立大川小・中学校 無料
大川小中学校
0887-84-2342

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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高知県 大月町 ② 大月町教育文化展 小中学校児童生徒の絵画・書道等の作品展示を行います。 10月27日～10月28日 大月小学校体育館 教育文化展実行員会 無料
大月小学校
0880-73-00004

高知県 大月町 ①③ 大月町文化展 町民及び町内に勤務している方の作品を展示します。 11月2日～11月5日 大月町環境改善センター 大月町文化協会 無料
大月町中央公民館
0880-73-0049

高知県 大月町 ② 校内マラソン大会 中学生が学校周辺コースを走ります。 11月19日 大月中学校周辺 大月中学校 無料
大月中学校
0880-73-0040

高知県 大月町 ② 校内マラソン大会 小学生が学校周辺コースを走ります。 11月22日 大月小学校周辺 大月小学校 無料
大月小学校
0880-73-00004

高知県 大豊町 ① 大豊町民文化祭
詩吟･舞踊･民謡･郷土芸能･園児･児童･生徒の作文や音楽等の発表を行います。併せ
て、生け花･写真･絵画･書道･手芸等の展示及び児童生徒の硬筆･毛筆･絵画の作品展を
行います。

11月3日 大豊町総合ふれあいセンター 大豊町 無料
大豊町教育委員会
0887－72－0458

高知県 大豊町 ② 大豊町中学校文化祭
大豊町中学校の平素の学習の成果を工夫して表現し、協力して創り上げたものを発表し
ます。

11月25日 大豊町中学校 大豊町中学校 無料
大豊町中学校
0887－72－0034

高知県 本山町 ② 吉野小学校きらきらフェスタ 児童の学習発表会や児童およびPTAでの販売学習をします。 11月10日 吉野小学校 吉野小学校 無料
吉野小学校
0887－70－1311

高知県 越知町 ② 越知小学校　人権・道徳参観日 参観授業 10月20日 越知小学校 越知小学校 無料
越知小学校
0889-26-1101

高知県 越知町 ② 越知中学校文化祭
中学生による学習発表会（総合的な学習の時間のまとめ発表、合唱コンクール）を行いま
す。

10月27日 越知中学校 越知中学校 無料
越知中学校
0889-26-1102

高知県 越知町 ①③ 越知町文化祭・芸能発表 文化推進協議会の芸能発表を行います。 11月3日、4日、5日       越知町民会館 越知町文化推進協議会 無料
越知町教育委員会
社会教育係
0889-26-3400

高知県 越知町 ②
越知中学校吹奏楽部定期演奏会
「コスモスコンサート」

定期演奏会を行います。 11月17日 越知中学校 越知中学校 無料
越知中学校
0889-26-1102

高知県 越知町 ①
越知町PTA連合会・教育委員会合
同研修会

学校、保護者、行政が連携し、子ども達をとりまく状況の課題解決に向け、講演会等を通
して研修を行います。

11月18日 越知町民会館
越知町PTA連合会
越知町教育員会

無料
越知町教育委員会
社会教育係
0889-26-3400

教育委員会に予約が必
要

高知県 香美市 ① 香美市市民セミナー スマホ教室・ものづくり教室・押し花キャンドル・アイシングクッキー作りなどを行います。

【スマホ教室】
10月2.5.9日
【ものづくり】
10月30日、12月10日

香美市立中央公民館 香美市教育委員会（香美市立中央公民館）
香美市立中央公民館
0887-53-2213

事前申込みが必要（市
内在住・勤務の方）

高知県 香美市 ③ 芸能大会 香美市文化協会員による芸能部門の発表会を開催します。

香北会場
10月14日
土佐山田会場
11月18日

香北会場：
保健福祉センター香北
土佐山田会場：
香美市立中央公民館

香美市芸術祭実行委員会 無料
香美市生涯学習振興課
0887-53-1082

観覧のみ

高知県 香美市 ② キッズ・チャレンジデイ 保護者や地域の方々に関わっていただきながら生き方について学びます。 10月20日 楠目小学校 楠目小学校 無料
楠目小学校
0887-53-3239

高知県 香美市 ② 塩の道（キッズ・チャレンジデイ）
全児童が塩の道を歩きます。また、地域の方の支援を頂き歴史や森林に関する学習を行
います。

10月20日 塩の道（大栃） 大栃小学校 無料
大栃小学校
0887-58-2400

高知県 香美市 ①③ 香美市芸術文化展
地域の方々の写真、短歌俳句、書道、絵画、手芸作品と児童生徒の作品を募集し、文
化・芸術の振興を図ります。

10月20～21日 プラザ八王寺（香美市立美術館ほか） 香美市芸術祭実行委員会 無料
香美市生涯学習振興課
0887-53-1082

高知県 香美市 ② 楠目小学校道徳参観日 道徳の授業公開および講演会を開催します。 10月26日 楠目小学校 楠目小学校 無料
楠目小学校
0887-53-3239

高知県 香美市 ②
わくわく自然教室
（キッズ・チャレンジデイ）

科学的な体験を８つの講座に分かれて学習します。 10月27日 舟入小学校 舟入小学校 無料
舟入小学校
0887-53-3216

参観のみ

高知県 香美市 ② キャリアチャレンジデイ
香美市の中学１・２年生が様々な職種の人々と直接交流し、生き方などについて学びま
す。

10月27日 高知工科大学 香美市教育委員会 無料
香美市教育委員会
0887-53-1081

参観
のみ

高知県 香美市 ② 香北中学校合唱コンクール 生徒による合唱コンクール（自由曲・課題曲）を開催します。 11月6日 香北中学校 香北中学校 無料
香北中学校
0887-59-2135

参観のみ

高知県 香美市 ①②
校内弁論大会
鏡野中学校合唱コンクール

校内弁論大会と生徒による合唱コンクール（自由曲・課題曲）を開催します。 11月9日 鏡野中学校 鏡野中学校 無料
鏡野中学校
0887-53-4131

参観のみ

高知県 香美市 ③
鏡野中学校吹奏楽部
定期演奏会

鏡野中学校吹奏楽部が練習の成果として、保護者地域の方々に向けて演奏会を開催し
ます。

11月10日 のいちふれあいセンター
鏡野中学校
吹奏楽部

無料
鏡野中学校
0887-53-4131

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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高知県 香美市 ②
愛あいふれあい祭り
（キッズチャレンジデイ）

地域の方を講師に迎えて講座を開き、体験活動を通して児童の感性を育てます。 11月10日 大宮小学校 大宮小学校 無料
大宮小学校
0887-59-2136

高知県 香美市 ③
土佐山田町合唱団有澤一郎顕彰コ
ンサート

郷土の作曲家である有澤一郎氏の功績と名曲を後世に繋ぐために、顕彰コンサートを開
催する。

11月11日 香美市立中央公民館 香美市芸術祭実行委員会 無料
香美市生涯学習振興課
0887-53-1082

高知県 香美市 ② 香美市小中合同音楽会 香美市の全小中学校が、音楽教育の成果を発表します。 11月17日 高知工科大学 香美市教育委員会 無料
香美市教育委員会
0887-53-1081

参観のみ

高知県 香美市 ① 香美市中学生弁論大会 青少年の健全育成を目的に実施します。 11月18日 香美市中央公民館
香美市社会を明るくする運動推進協議会・香美
市更正保護女性会

無料
香美市福祉事務所
0887-53-3117

傍聴のみ

高知県 香美市 ②
舟入小学校人権参観日
PTA主催教育講演会

公開授業とPTA主催の教育講演会を行います。 11月22日 舟入小学校 舟入小学校 無料
舟入小学校
0887-53-3216

高知県 香美市 ② 楠目小まつり 子どもの発表や保護者や地域の方による出店を行います。 11月25日 楠目小学校 楠目小学校 無料
楠目小学校
0887-53-3239

高知県 香美市 ②
ふれ愛かたじ
（キッズ・チャレンジデイ）

子ども達が中心となって内容を考え、地域の方も一緒に楽しむお祭りを開催します。出店
や餅投げ等の内容を考えています。

11月25日 片地小学校 片地小学校 無料
片地小学校
0887-53-2323

高知県 香美市 ② 香北中学校道徳参観日 道徳の授業公開および講演会を開催します。 11月29日 香北中学校 香北中学校 無料
香北中学校
0887-59-2135

高知県 香美市 ② 香美市理科クラブ
児童による理科実験を行います。実験は、大学生や高校生の支援を得ながら進めていき
ます。

10月6日、11月17日
12月16日

高知県立
山田高校

香美市教育委員会
高知県立
山田高校

無料
高知県立山田高校
0887-52-3151

香美市児童及びその保
護者に限る。

高知県 香美市 ② Ｙ．Ｙ．スピリッツ 著名人による講演を通して、生徒の志を育みます。
10月23日
12月7日

高知県立
山田高校

高知県立
山田高校

無料
高知県立山田高校
0887-52-3151

高知県 香美市 ①
日帰りだよ！
親子忍者大会体験

　地域で長年続けられている事業に親しむと共に、楽しみながら親子のコミュニケーション
を図り、絆を深めます。

10月07日、10月14日
10月28日、11月03日
11月11日

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家
http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/

0887-59-2239
0887-59-2272

対象：小学1～3年生親
子

高知県 香美市 ①
子どもフェスティバル
忍者大会

集団生活を通じて、自己を表現することの難しさ楽しさ大切さを感じてもらい、コミュニケー
ション能力の向上を図ります。

11月17日～18日
11月24日～25日
12月01日～02日
（1泊2日）

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家
http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/

0887-59-2239
0887-59-2272

対象：小学4～6年生

高知県 北川村 ③ 北川村文化祭 小中学生による作品展示会と地域の方々による芸能発表会です。出店もあります。 11月17日～11月23日 北川村民会館 北川村文化協会 無料
北川村教育委員会
0887-32-1223

高知県 黒潮町 ① 黒潮町民大学 各分野で活躍する講師を招いて講演会やコンサートなどを開催します。
①10月5日、②10月20日
③11月21日、④12月1日
いずれも予定

①ふるさと総合センター
②黒潮町総合センター
③黒潮町総合センター
④大方あかつき館

黒潮町・黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会
生涯学習係
0880-43-0044

高知県 黒潮町 ③ 佐賀文化展 佐賀地域の文化団体が作品を展示します。 10月27日～10月29日 黒潮町総合センター 黒潮町文化協会・黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会
生涯学習係
0880-43-0044

高知県 黒潮町 ③
大方の秋まつり・黒潮町まるごと産
業祭

黒潮町の農業、漁業、商工業、林業、観光業等を地域のみなさまに知ってもらい、楽しん
でいただく催しです。
作品展示や様々なステージイベントの披露も行います。

11月10日～11月11日
※10日は作品展示のみ

土佐西南大規模公園
体育館

大方の秋まつり・黒潮町まるごと産業祭実行委
員会

無料

黒潮町教育委員会
生涯学習係
0880-43-0044
または黒潮町海洋森林課
商工係
0880-55-3115

高知県 黒潮町 ① スポーツ月間
黒潮町体育会では11月をスポーツ月間と定め、各団体が様々なスポーツ行事に取り組み
ます。

11月
土佐西南大規模公園
ほか

黒潮町体育会 無料
黒潮町教育委員会
生涯学習係
0880-43-0044

高知県 黒潮町 ② 黒潮町内小中学校音楽祭
黒潮町内の小・中学校合同で日頃の練習の成果を発表し合い、他校の児童とも交流しま
す。

11月16日 大方中学校
黒潮町教育委員会
音楽主任会

無料
黒潮町教育委員会
教育研究所
0880-43-0044

高知県 黒潮町 ② 大方高校　文化祭
全定通合同で一つのテーマを共有し、自主性・社会性を育む文化的な催しや出店をしま
す。

１０月１９日
１０月２０日

大方高校 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学校
全日制
0880-43-1079

一般参加は２０日のみ

高知県 黒潮町 ①②③ ソピア塾 夢や生き方を考える動機づけとし職業観や勤労観の育成につなげる １１月(予定) 大方高校 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学校
全日制
0880-43-1079

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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高知県 黒潮町 ①②③ クリーンエコデイの活動(クリエコ) 黒潮町入野の浜清掃活動 １１月１３日 黒潮町入野の浜 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学校
全日制
0880-43-1079

高知県 黒潮町 ② 大方高校　文化祭
全定通合同で一つのテーマを共有し、自主性・社会性を育む文化的な催しや出店をしま
す。

10月19日
10月20日

高知県立大方高等学校
高知県立大方高等学校
通信制

無料
高知県立大方高等学校
通信制
0880‐43‐1079

高知県 黒潮町 ② スポーツ大会 全校生徒と教職員並びに学友会の親睦大会を行います。 12月23日 高知県立大方高等学校　体育館
高知県立大方高等学校
通信制

無料
高知県立大方高等学校
通信制
0880‐43‐1079

高知県 黒潮町 ② 大方高校文化祭
全定通合同で一つのテーマを共有し、地域と連携して、生徒の自主性・社会性を高める
文化的な催しや出店をします。

１０月１９・２０日 高知県立大方高等学校 高知県立大方高等学校 無料
高知県立大方高等学校
定時制
0880-43-1079

高知県 黒潮町 ① 楽しく体を動かす魔法
友達と交流しながら、体を動かし体力の向上を目指すとともに、自分の体の変化に気づき
ます。

10月13日、11月17日
12月  8日

高知県立
幡多青少年の家

高知県立
幡多青少年の家

http://www.pref.kochi.l
g.jp/
soshiki/310404/

TEL 0880-44-1001
FEX 0880-44-1566

高知県 芸西村 ② 芋ほり うみ組さんとそら組さんが地域の方や保護所と一緒に育てたさつまいもを掘ります。 10月30日 芸西村役場より北へ約100Mの畑
芸西幼稚園
0887-33-3923

無料
芸西幼稚園
0887-33-3923

高知県 芸西村 ③ 大正琴演奏会 芸西村文化協会サークルの方々による大正琴の生演奏をお届けします。 11月2日 芸西保育所
芸西保育所
0887-33-2950

無料
芸西保育所
0887-33-2950

高知県 芸西村 ③ 絵本まつり 職員が大型絵本を使い、幼児に読み聞かせを行ったり、楽しい手遊びをしたりします。 11月7日 芸西保育所
芸西保育所
0887-33-2950

無料
芸西保育所
0887-33-2950

高知県 芸西村 ③ ミニおはなし会
講師を招聘し、読み聞かせ会を実施します。いろいろな絵本の世界をお楽しみいただけ
ます。

11月3日 芸西村立図書館
芸西村立図書館
0887-33-2400

無料
芸西村立図書館
0887-33-2400

高知県 芸西村 ① 芸西フェスタ
農産物品評会や健康まつり、伝承館まつり、子どもが楽しく遊べるフレンドパーク等、いろ
いろなコーナーがあります。

11月18日 芸西村憩ヶ丘運動公園
芸西村役場
企画振興課
0887-33-2114

芸西村役場
企画振興課
0887-33-2114

高知県 芸西村 ① 生涯学習振興大会
終活セミナー、身体セルフケア―、昔あそびコーナー、講演会等、子どもから大人まで楽
しめます。

11月23日 芸西村民会館
芸西村教育委員会
0887-33-2400

芸西村教育委員会
0887-33-2400

高知県 芸西村 ②③ PTA文化的行事 参観授業の後、高知中央高校の奇術、ダンスの披露。 10月20日 芸西小学校（体育館）
芸西小学校
0887-32-2017

無料
芸西小学校
0887-32-2017

高知県 芸西村 ②③
芸西中学校
吹奏楽部定期演奏会

毎年行われている吹奏楽部の演奏会です。クラシックからポピュラーソングまで幅広い演
奏をお楽しみください。

11月4日
芸西中学校（体育館） 芸西中学校

0887-32-2015
無料

芸西中学校
0887-32-2015

高知県 芸西村 ②③
芸西中学校
合唱コンクール

各クラスで練習を重ね、心に響く合唱を披露します。PTAの美しい歌声もお届けします。 11月10日
芸西中学校（体育館） 芸西中学校

0887-32-2015
無料

芸西中学校
0887-32-2015

高知県 香南市 ① 香南市いきいきセミナー
大阪大学准教授の小﨑恭弘さんとNPO法人高山恵子さんにきていただき講演をしていた
だきます。

10月3日,23日
夜須中央公民館
（マリンホール）

香南市
教育委員会

香南市教育委員会
0887-57-7523

高知県 高知市 ②
第18回はりまやストリートフェスティ
バル

地域商店街での活動を通して高校生が取組むことができる国際協力活動，地域振興活
動のあり方を考えます。

11/10～11/11 高知商業高等学校 高知商業高等学校 無料 088-844-0267

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年ごとに合唱や合奏を行い、音楽の授業で学習した成果を発表します。 11月10日 はｒまや橋小学校体育館 はりまや橋小学校 無料
はりまや橋小学校
882-0168

高知県 高知市 ② 自由参観 特認校のため，校区外の保護者や学校を見学したい保護者を対象に開催します。
11月16日～11月22日
午前中

第四小学校各教室 第四小学校 無料
第四小学校
088-872-6486

高知県 高知市 ② 音楽会 ふだんの音楽科学習の成果を発表します。
11月17日
午後1時～3時

第四小学校体育館 第四小学校 無料
第四小学校
088-872-6486

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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高知県 高知市 ② 学習発表会
各学年、またはブロックで日常の学習の総合的な成果を表現活動を通して発表し、児童
の豊か心の育成を目指します。

11月10日 第六小学校体育館 第六小学校 無料
第六小学校
088‐822‐1231

高知県 高知市 ② 自由参観期間
特認校のため、校区外の入学希望者を対象に学校を公開しています。在校生保護者や
地域の方にも参観していただいています。

11月19日～21日
午前中

第六小学校 第六小学校 無料
第六小学校
088‐822‐1231

高知県 高知市 ② 人権参観日 人権教育についての参観授業、講師による講演会を行います 10月30日 江ノ口小学校 江ノ口小学校 無料
江ノ口小学校
088-875-8215

高知県 高知市 ② 音楽会 学習の総合的な成果を発表します 11月17日 江ノ口小学校 江ノ口小学校 無料
江ノ口小学校
088-875-8215

高知県 高知市 ② 道徳参観日
道徳の授業を公開し，道徳授業についての理解を深め，道徳教育について考える1日とし
ます。

10月21日 旭東小学校 旭東小学校 無料
旭東小学校
088-844-0148

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の総合的な成果を発表し合い、音楽に対する興味と関心を深め豊かな
情操を養います。

11月10日 旭東小学校 旭東小学校 無料
旭東小学校
088-844-0149

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽教育の一環として、合奏、合唱を通して音楽に親しむ態度を養う。また、広く保護者、
地域の方に来ていただき、一緒に楽しむ。

11月10日 本校体育館 潮江小学校 無料
潮江小学校
832－7145

高知県 高知市 ② 防災フェア 防災に関する取組を通して地域及び本校の防災意識を高める。 11月25日 本校運動場、体育館他
潮江小校区連絡協議会
防災部会
潮江小学校

無料
潮江小学校
832－7145

地域・保護者向け

高知県 高知市 ③ ひがしっ子フェスタ
子供たちが、地域住民や保護者等が実施する催しや出店に参加することで、地域の一人
としての自覚を持たせます。

10月27日 本校体育館・ピロティ 潮江東小学校ＰＴＡ
潮江東小学校
088－833-1208

高知県 高知市 ② 教育課程拠点校指定研究発表会 国語科における教育課程拠点校指定３年目の報告を行います。 11月19日 本校体育館他 潮江東小学校 無料
潮江東小学校
088－833-1208

高知県 高知市 ② PTAバザー・参観日 各学級参観授業を実施します。バザーは毎年盛況です。 10月20日 小高坂小学校
小高坂小学校
（PTA）

無料
小高坂小学校
823-4418

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年ごとに合唱や合奏を行い、音楽の授業で学習した成果を発表します。 11月17日 小高坂小学校体育館 小高坂小学校 無料
小高坂小学校
823-4418

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年ごとに合唱や合奏を行い、音楽の授業で学習した成果を発表します。 11月10日 昭和小学校体育館 昭和小学校 無料
昭和小学校
088-822-110１

高知県 高知市 ② 人権参観日・講演会
人権教育についての参観授業を行い、その後、舞書家の佐渡仁美さんに講演をしていた
だきます。

10月20日 昭和小学校 昭和小学校 無料
昭和小学校
088-822-1101

高知県 高知市 ② 教育課程拠点校発表会
本校が取り組んでいる社会科における授業研究を中心にした研究の成果の発表と講師
による講演会を行います。

11月30日 昭和小学校 昭和小学校 無料
昭和小学校
088-822-1102

高知県 高知市 ② 生命の集会 健康の保持増進等について，学んだことを全校発表し，保護者が参観をします。 10月２３日 横浜小体育館 横浜小 無料
学校
842-2858

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年が歌唱・合奏を行い，学習の成果を披露する。午前は児童相互間で聞き合い，午
後は保護者・地域の方に発表する。

11月17日 横浜小体育館 横浜小 無料
学校
842-2858

高知県 高知市 ② 人権教育参観日 人権教育に関わる参観授業と講師による人権公演会を行います。 10月20日 各教室・体育館 長浜小学校 無料
長浜小学校
088-842-3137

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年の合唱・合奏を聴き合うとともに，保護者や地域の方へ練習の成果を発表します。 11月17日 長浜小学校体育館 長浜小学校 無料
長浜小学校
088-842-3137

高知県 高知市 ② けんだま検定
　けんだまに取り組むことで、児童の集中力やリズム感を育むことや、地域の方との交流
を目的に25年程前から実施しています。

10月19日 浦戸小学校 浦戸小学校 無料
高知市浦戸410-1
088-842-2349

高知県 高知市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を、歌・合奏・劇・朗読等で、地域や保護者に発表します。 11月17日 浦戸小学校体育館 浦戸小学校 無料
高知市浦戸410-1
088-842-2349

高知県 高知市 ② 自由参観期間
特認校のため校区外の入学希望者を対象に、学校を公開しています。在校生保護者や
地域の方にも参観いただいています。

11月27日・28日・29日 浦戸小学校 浦戸小学校 無料
高知市浦戸410-1
088-842-2349

高知県 高知市 ② 夢ひろば参観日 模擬店，ＰＴＡ即売会 10月20日 三里小学校 夢ひろば実行委員会 無料
高知立三里小学校
088-847-0271

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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高知県 高知市 ② 音楽・学習発表会 各学年による音楽/学習の発表 11月10日 三里小学校体育館 三里小学校 無料
高知立三里小学校
088-847-0271

高知県 高知市 ② みさとフェア 地域住民の交流と防災にかかわる催し物 11月18日 十津小学校 三里みらい会議 無料 三里みらい会議事務局

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年ブロックが歌唱（斉唱，合唱）と合奏を行い，学習の成果を披露します。午前は児
童相互間で聴き合い，午後は保護者や地域の方に発表します。

11月10日 五台山小学校体育館 五台山小学校 無料
五台山小学校
088-882-7468

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の総合的な成果を発表し合い、音楽に対する興味と関心を深め、豊かな
情操を養う。

11月10日
朝倉小学校
体育館

朝倉小学校 無料
朝倉小学校
088-844-1924

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年が合唱や合奏を行い，音楽科を中心に学んだ日々の学習の成果を発表します。 11月17日 鴨田小学校（体育館） 鴨田小学校 無料
鴨田小学校
088-844-1304

高知県 高知市 ②
高知市立一ツ橋小学校学習発表
会

1年生から6年生までの学年ごとの学修発表 11月17日午前 高知市立一ツ橋小学校体育館 高知市立一ツ橋小学校 無料
高知市立一ツ橋小学校
088-822－6134

高知県 高知市 ② 大津小学校音楽会 学年ごとの合奏や合唱の発表会です。地域の赤い鳥合唱団も参加します。 11月10日 大津小学校体育館 大津小学校 無料
大津小学校
088-866-2124

高知県 高知市 ③ 大津文化祭
大津地域住民の文化的行事。絵画、手芸等の作品の展示をはじめ、音楽的行事やバ
ザー等を行う。

11月17日～11月18日 大津小学校体育館および運動場等 大津文化祭実行委員会 無料
大津小学校
088-866-2124

高知県 高知市 ① エコふぇすた
雑貨や食品等の販売およびゲームや５年生の食育学習で収穫したお米や味噌の販売を
行います。

11月17日 大津小学校各教室　　体育館・運動場 大津小学校PTA 無料
大津小学校
088-866-2124

販売品は有料

高知県 高知市 ② 人権教育参観日 人権教育に関する学習内容を参観授業として保護者や地域の方々に公開する。
10月20日　5校時
14:00～14:45

各教室 朝倉第二小学校 無料
朝倉第二小学校
088-844-2225

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の総合的な成果を発表し合い、音楽に対する関心を深め、豊かな情操
を身につける。

11月10日
13:00～15:00

体育館 朝倉第二小学校 無料
朝倉第二小学校
088-844-2225

高知県 高知市 ②③ 神田小学校　音楽会 各学年，ＰＴＡ等が合奏曲や合唱曲を披露します。
11月17日
13：00～

神田小学校体育館 神田小学校 無料
神田小学校
088-832-6671

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の学習の成果を総合的に発表しあい、音楽に対する興味・関心を深め、豊かな情操
を養います。

１1月10日 泉野小学校体育館 泉野小学校 無料
泉野小学校
088-845-8762

高知県 高知市 ② 参観日
子どもたちの学習の様子を見ていただき、学力向上に取り組んでいる姿を参観していた
だきます。

10月19日 小学校各教室 一宮東小学校 無料
一宮東小学校
088-846-0160

高知県 高知市
①
②

第10回ふれあい運動会
地域の関係機関が連帯し、子どもたちが楽しい半日を過ごせるよう、運動会を実施しま
す。

10月21日 一宮東小学校運動場 ふれあい運動会実行委員会 無料
一宮東小学校
088-846-0160

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽教育を通じて児童の情操を高めます。また、保護者には発達段階に合わせた楽曲
の違いを感じていただきます。

11月10日 一宮東小学校体育館 一宮東小学校 無料
一宮東小学校
088-846-0160

高知県 高知市 ② 音楽会
特別支援学級を含む全児童の演奏と地域コーラスグループによる賛助演奏により音楽
への興味・関心を深め、豊かな情操を養います。

11月10日 十津小学校体育館 十津小学校 無料
十津小学校
088-847-0121

高知県 高知市 ② 音楽会
学習の成果を発表し、音楽への関心と興味を深め、豊かな情操を養うことを目標に全学
年が演奏発表します。

11月10日 小学校体育館 横浜新町小学校 無料
横浜新町小学校
088-841-0780

一般参加は午後のみ

高知県 高知市 ②
介良潮見台の風コンサート（音楽
会）

音楽学習の延長線的な成果を発表し合い，音楽に対する興味・関心を深め，豊かな情操
を養います。

11月10日 小学校体育館 介良潮見台小学校 無料
介良潮見台小学校
088-860-2020

高知県 高知市 ② 音楽会 音楽の学習の成果を発表し、音楽に対する興味関心を高め、豊かな情操を養う。 11月17日 横内小学校体育館 横内小学校 無料
横内小学校
088-840-2811

高知県 高知市 ③ わいわいフェスティバル 模擬店やバザー等を通して、子どもたちが保護者や地域住民等との交流を行います。 11月10日 本校体育館・ピロティ 春野東小学校PTA 無料
春野東小学校
088-841-2089

バザーや飲食物等内容
によって異なる

高知県 高知市 ② 学習発表会 各学年による合唱・合奏・朗読劇など 11月17日
春野西小学校
体育館

春野西小学校 無料
春野西小学校
088-894-2156

午後の部より観覧可

高知県 高知市 ③ 文化発表会
全校弁論大会・全校合唱コンクール・各教科及び部活動の発表・吹奏楽部の演奏等を行
います。

10月27日 三里中学校 三里中学校 無料
三里中学校
088-847-0291

高知県 高知市 ② 全校授業研究 英語の公開授業と研究協議を行います。 11月6日 三里中学校 三里中学校 無料
三里中学校
088-847-0291

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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高知県 高知市 ② 学年授業研究 各学年の公開授業と研究協議を行います。 11月15日 三里中学校 三里中学校 無料
三里中学校
088-847-0291

高知県 高知市 ②③
介良中学校
人権・道徳コンサート

人権・道徳参観日に併せ、人権尊重、人に優しくをテーマにコンサートを実施今年度は弓
削田健介氏を招きコンサートを実施。

11月11日 介良中学校体育館
介良中学校
介良中学校PTA

無料
介良中学校
j@kochinet.ed.jp
088-860-0043

高知県 高知市 ②
第11回「学ぼう災」塚ノ原地域防災
フェア

塚ノ原町内会防災会連合会との連携・協働による防災訓練及び防災学習 11月18日 旭中学校
旭西部まちづくり推進会議
旭中学校

無料

旭西部
まちづくり推進会議
会長：天野　守章
旭中学校
教頭：青屋　憲介

高知県 高知市 ②
鏡地区幼小中合同
音楽音楽会

幼・小・中連携による音楽学習の成果発表会を実施し、音楽への興味関心を深め、豊か
な情操を育成する。

１０月２０日 鏡小学校
かがみ幼稚園
鏡小学校
鏡中学校

無料

かがみ幼稚園
088-896-2944
鏡小学校
088-896-2711
鏡中学校
088-896-2324

高知県 高知市 ② 参観日・PTAバザー 参観日を実施します。バザーは毎年盛況です。 11月3日 城北中学校 城北中学校PTA 無料
城北中学校
088-822-4146

高知県 高知市 ② 文化発表会 弁論・合唱コンクール 10月27日 南海中学校 南海中学校 無料
南海中学校
088-842-3291

高知県 高知市 ②
高知市立南海中学校自主公開授
業研究会

高知市立南海中学校全学級の公開授業並びに研究授業・研究協議・グループを活用し
た授業づくり、特別支援を視点に入れた授業づくり：講師　佐藤雅彰　是永　かな子

11月9日 南海中学校 南海中学校 無料
南海中学校
088-842-3291

高知県 高知市 ②③ 文化祭 文化部の活動発表、各ホームの出し物、PTAの出店等を行ういます。 １１月３日 高知県立高知東高等学校 高知県立高知東高等学校 無料
高知県立
高知東高等学校
088-845-5751

高知県 高知市 ②
地域清掃ボランティア活動「さわや
か隊」

生徒が自主的に参加し、地域に密着した街の清掃活動を行います。 １１月９日 高知県立高知東高等学校 高知県立高知東高等学校 無料
高知県立
高知東高等学校
088-845-5751

朝７時４５分から開始

高知県 高知市 ②③ 鏡川ふれあいコンサート
高知西高等学校吹奏楽部と近隣の幼稚園、小学校、中学校が合同でコンサートを行いま
す。併せて高知西高等学校生徒会がユニセフバザーを開催します。

11月3日 鏡川緑地 高知西高等学校 無料
高知県立
高知西高等学校
088-844-1221

高知県 高知市 ①② 第３回ショップ花時計 生徒が栽培・加工した野菜、草花、食料品等を販売します。 １１月２３日 春野高校 高知県立春野高等学校 無料
高知県立
春野高等学校
088-894-2308

高知県 高知市 ①② 高知県産業教育フェア 農産物・加工品の販売。 １２月２３日 高知市中央公園 高知県産業教育研究会農業部会 無料
高知県立
春野高等学校
088-894-2308

高知県 高知市 ①② オープンスクール 学校説明・見学を行い、本校の教育活動への理解・啓発を行います。 10月29日～11月1日
高知県立高知若草養護学校　国立高
知病院分校

高知県立高知若草養護学校　国立高知病院分
校

無料

高知県立
高知若草養護学校
国立高知病院分校
088-843-1819

見学希望は事前連絡を
お願いします。

高知県 高知市 ① 高知県私立幼稚園ＰＴＡ大会
子どもたちの健やかな成長を願い、最善の生活環境実現のため、家庭教育の向上・幼稚
園教育の振興充実を図ります。

11月13日 高知県民文化ホール 高知県私立幼稚園ＰＴＡ連合会 無料
高知県私立
幼稚園PTA連合会
088-872-5880

高知県 高知市 ①
第41回中国・四国地区
社会教育研究大会高知大会

これからの社会教育の推進に向けた取組について協議し、今後の新たな活動につないで
いきます。

11月15日・16日 県民文化ホール（オレンジ）

一般社団法人全国社会教育委員連合会、中国・
四国地区社会教育委員連絡協議会、高知県社
会教育委員連絡協議会、第41回中国・四国地区
社会教育研究大会高知大会実行委員会

第41回中国・四国地区社会教育
研究大会高知大会実行委員会
（高知県教育委員会事務局生涯
学習課内）088-821-4911

高知県 高知市 ① 第63回高知県婦人会大会 自己を高め「いのちの絆」を結び合ってさらなる行動をおこします。 11月19日 県民文化ホール（オレンジ）
高知県連合婦人会
（財）高知県婦人会館
高知県金融広報委員会

無料
高知県連合婦人会
088-872-1434

高知県 高知市 ① 土佐の文化皿鉢４
シニア世代が生きがいのある充実した生活を送れるよう、ライフスタイルの選択の幅を広
げることを目的とした全１０回の講演を行います。

＜第5回＞10月18日
＜第6回＞11月15日
＜第7回＞12月13日

オーテピア高知図書館
４階ホール

ＮＰＯ法人
高知県生涯学習支援センター

無料 http://www.kolec.jp
ＴＥＬ　088-855-7606
ＦＡＸ　088-855-7607

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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高知県 高知市 ①
第４６回高知県こども英語弁論大
会

県内の子どもたちが国際人としての感覚を身につけ、将来国際社会で活躍できる人間に
育つことをねらい、英語によるスピーチを発表する場を設けます。

１１月２３日
オーテピア高知図書館
４階研修室・集会室

ＮＰＯ法人
高知県生涯学習支援センター

無料 http://www.kolec.jp
ＴＥＬ　088-855-7606
ＦＡＸ　088-855-7607

対象：高知県内の３歳以
上小学６年生まで

高知県 高知市 ③ 朗読発表会 無料で楽しめる朗読会を通じて地域の文化・交流の場とします。 １１月２３日
高知県立
塩見記念青少年プラザ

高知県立
塩見記念青少年プラザ

無料

高知県立
塩見記念青少年プラザ
088-825-0884
info@siomi-praza.com

高知県 高知市
①
③

特別展
「土佐　焼物のなりわい」
記念講演会

日本の陶磁器生産研究の第一人者である村上伸之氏による、近世陶磁器の歴史編成等
の講話です。

11月18日
13:30～15:30

オーテピア高知図書館
（４階研修室）

公益財団法人高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財セン ター

無料
http://www.kochi-
aibun.jp/

埋蔵文化財センター
088－864－0671

高知県 高知市 ③
全国高等学校ビブリオバトル２０１８
高知県大会

「全国高等学校ビブリオバトル２０１８決勝大会」への出場権をかけて、高知県大会を初開
催します。

11月24日 オーテピア　集会室・研修室 オーテピア高知図書館 無料
オーテピア高知図書館
088-823-4946

新規
出場者：県内高校生
観戦者：中高生や一般
も可

高知県 高知市 ②
オーテピアから眺める土佐の幕末
維新講座

高校生を対象に、図書館での調べ方講座や資料紹介、オーテピア周辺の史跡巡りを行
います。

9月30日
オーテピア　研修室及びオーテピア周
辺

オーテピア高知図書館 無料
オーテピア高知図書館
088-823-4946

新規
定員25名

高知県 高知市 ②③
平成30年度高知県高等学校総合
文化祭

県下の高校文化部生徒による舞台発表、展示、競技を実施します。
全国高等学校総合文化祭への県代表を決定します。

開会式
　11月4日
各部門
　11月4日～18日

開会式
　高知市文化プラザ
　かるぽーと大ホール
各部門
　高知市内各展示場、
　ホール等

高知県高等学校
文化連盟

無料
高知県
高等学校文化連盟
088-875-4769

一般は観覧のみ

高知県 高知市 ② 留学フェア 留学の魅力や支援制度について知ってもらい、留学の機運を高めます。 10月28日 ちより街テラス 高知県教育委員会 無料
高知県教育委員会
高等学校課
088-821-4542

高知県 高知市 ④ 第７回ものづくり総合技術展
高知県内で「ものづくり」に携わる事業者の皆様に、優れた技術・製品の紹介や、商談を
行う場を提供することで、本県の「ものづくり地産地消」と「地産外商」を一層推進すること
を目的とします。

平成３０年１１月１５日～１
７日

高知ぢばさんセンター 高知県・公益財団法人高知県産業振興センター 無料
http://www.joho-
kochi.or.jp/mono/index
.html

高知県 高知市 ① こうち子ども未来フォーラム
｢高知県子ども条例｣の目的及び基本理念についての理解を促進し、子どもたちが主体的
に考え発表するフォーラムを開催します。

11月25日
ちより街テラス
ちよテラホール

高知県 無料
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/060501/

高知県 高知市 ③ 第19回高知県障害者作品展
障害のある方の生活の様子やその中で育まれてきた作品を広く県民に紹介するとともに
障害のある方との交流を通じて障害のある方に対する県民の理解を深めることを目的と
し、日頃の活動の紹介や作品の展示、販売会を行います。

11月23日～24日（予定）
高知市帯屋町２丁目商店街（アーケー
ド）

高知県障害者作品展実行委員会 無料
高知県障害者作品展
実行委員会
088-872-9497

高知県 高知市 ①

平成30年度
発達障害に関するセミナー
「子どもの学習困難への理解と支
援」

藍野大学医療保健学部看護学科教授で小児科医の若宮英司先生に講演いただき、知
的な発達の遅れはないが学習面でつまづきやすい子どもの状態像や支援のあり方につ
いて理解を深めます。

11月27日
高知県立県民文化ホール（グリーン
ホール）

高知県立療育福祉センター 無料

高知県立
療育福祉センター
発達障害者支援センター
088-844-1247

要予約：
定員500名

高知県 高知市 ① 明治150年記念式典
明治150年を記念し、先人の功績を称え、志を学ぶことにより、郷土への愛着・誇りの醸成
と未来を切り拓く人材育成を目的とした式典を開催します。

11月11日 ぢばさんセンター大ホール 高知県 無料
高知県総務部
政策企画課
088-823-9603

新規
要申込：定員1,000名程
度

高知県 高知市 ①
統計グラフコンクール入賞作品展
示会

統計グラフコンクール入賞者作品の展示 １１/１～１１/１４ 正庁ホール前 統計分析課　　統計協会 無料
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/111901/g
urakon.html

高知県 高知市 ③
特別展
「龍馬ー真物から感じる龍馬の魂」
展

龍馬の功績や人柄を知っていただき、龍馬の生涯を紐解くことで明治維新150年に想いを
馳せることができる展示です。

プレ：10月2日～24日
本展：10月25日～12月24
日

高知県立坂本龍馬記念館 高知県立坂本龍馬記念館
http://www.ryoma-
kinenkan.jp

高知県 高知市 ③ 創作能　「龍馬」 河田小龍の曾孫宇高通成氏（金剛流能楽師）による創作能「龍馬」です。 11月10日
高知県立美術館
能楽堂

高知県立坂本龍馬記念館
http://www.ryoma-
kinenkan.jp

高知県 高知市 ③
芳年　激動の時代を生きた鬼才浮
世絵師

幕末から明治期に最も活躍した浮世絵師、月岡芳年の200点を超える作品を高知で初め
て一堂に紹介します。

10月28日～1月6日 高知県立美術館 高知県立美術館 http://ｍｏａｋ.jp/

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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高知県 高知市 ③
高知県立美術館
開館記念関連イベント

企画展、コレクション展の無料観覧をはじめ、パフォーマンス
やカフェ・コーナー等、全館あげた特別イベントで記念日を祝います。

11月3日～4日 高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://ｍｏａｋ.jp/

高知県 高知市 ③
アーティスト・イン・レジデンス2018
「ランダール＆サイトル」
（スウェーデン）

ゴーグルで視界を遮られる中、ヘッドホンから聞こえる声やガイドの手に導かれて館内を
旅をするガイドツアーを創作し披露します。

11月3日～4日 高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://ｍｏａｋ.jp/

高知県 高知市 ③
秋の定期上映会　「カイエ・デュ・シ
ネマが選ぶフランス映画の現在」

フランスの伝説的映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ誌」とアンスティチュ・フランセ日本が提携
し、現在のフランス映画を語るべく、選りすぐった作品を紹介。

10月27日～28日 高知県立美術館ホール 高知県立美術館 http://ｍｏａｋ.jp/

高知県 高知市 ③
特集展
近代日本の出発
～高知藩の時代～

土佐藩の終焉と高知藩の成立を関連資料から紹介し、近代という新しい時代に、先進的
な政策をとり、全国的にも注目された高知藩の政治改革と知藩事山内豊範の活動に迫り
ます。

9月22日～11月18日 高知県立高知城歴史博物館 高知県立高知城歴史博物館
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知県 高知市 ③
特集展
歴史になった幕末維新
～記憶から記録へ～

幕末維新期という変革期に対して、近代日本はどの様な「歴史編纂」を行ったのか、「幕
末維新博」最後の展示として、歴史のつむがれ方、歴史資料の信憑性、史観の問題につ
いて考えます。

11月23日～2月3日 高知県立高知城歴史博物館 高知県立高知城歴史博物館
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知県 高知市 ③
企画展
幕末維新　時代の群像展
～土佐の社会と人物～

江戸時代後期から明治時代初めに活躍した様々な分野の土佐の人物に焦点を当て、ゆ
かりの資料を紹介します。

9月14日～11月26日 高知県立高知城歴史博物館 高知県立高知城歴史博物館
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知県 高知市 ③ 城下町散歩会 幕末の風景を思い描きながら、町歩きを楽しみます。 11月18日 高知県立高知城歴史博物館 高知県立高知城歴史博物館 無料
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知県 高知市 ③

企画展
維新が変えた庶民のくらし
～絵馬や民具から読み解く高知の
近代～

絵馬や民具を通して、明治時代から大正・昭和初期にいたる高知の人々の営みを紹介し
ます。

10月6日～12月9日 高知県立歴史民俗資料館 高知県立歴史民俗資料館 088-862-2211

高知県 高知市 ③
企画展「寅彦先生に学ぶ天災展
天災は忘れられたる頃来る」

今年生誕140年の物理学者・随筆家の寺田寅彦の防災・減災の警句などを紹介し、天災
への備えを考えます。

9月15日～11月4日 高知県立文学館 高知県立文学館
http://www.kochi-
bungaku.com/

高知県 高知市 ③
企画展「江戸川乱歩の華麗なる本
棚　文豪ストレイドッグス×高知県
立文学館」

大人気作品「文豪ストレイドッグス」を江戸川乱歩を中心に紹介します。 11月17日～1月14日 高知県立文学館 高知県立文学館
http://www.kochi-
bungaku.com/

高知県 高知市 ①
「放送大学新時代」記念事業　公開
講演会

「放送大学新時代」記念事業として、來生新学長と谷口義明教授による記念講演会を開
催します。
また本事業は、本年７月に高知県に開館した図書館等複合施設「オーテピア」の開館100
日記念事業としても位置付ける記念事業です。

11月3日 オーテピ　4階ホール 放送大学 無料
放送大学高知学習センター
088-843-4864

高知県
高知市
四万十市

①
第一回　発達障害者就労支援セミ
ナー

株式会社LITALICO LITALICOワークス事業部　ヒューマンリソースグループより陶貴行氏
を講師にお招きし、発達障害者の理解と雇用の促進を図ることを目的とし、2会場にてセミ
ナーを開催します。

【四万十会場】
10月31日
【高知会場】
11月1日

【四万十会場】
JA高知はた農協会館（4階大ホール）
【高知会場】
高知県立県民文化ホール（グリーン
ホール）

高知県立療育福祉センター 無料

高知県立
療育福祉センター
発達障害者支援センター
088-844-1247

要予約：
定員
【高知会場】500名
【四万十会場】100名

高知県
高知市
南国市

① 第９回高知大学ホームカミングデー
11月４日（日）に、卒業生等を招待して、記念講演や式典等を開催します。一般の方も参
加可能で交流の場として実施します。なお、学生主催の大学祭「黒潮祭」も同時開催され
ます。

11月4日
高知大学
朝倉キャンパス
岡豊キャンパス

国立大学法人高知大学、高知大学同窓会連合
会

無料
http://www.kochi-
u.ac.jp/home_coming_d
ay/

総務部総務課総務係
088-844-8116

高知県 香南市 ②
香南市立夜須小学校
人権参観日

人権教育の授業公開及び腰塚勇人先生による「命の授業～ドリー夢メーカーと今を生き
る～」の講演を行います。

11月13日
夜須小学校
夜須中学校体育館（講演会）

夜須小中学校 無料
夜須小学校
0887-55-3188

高知県 香南市 ② 人権コンサート う～みさんによる講演とコンサート 11月17日 香我美小学校体育館 香我美小ＰＴＡ　岸本小ＰＴＡ 無料

岸本小学校
 0887-54-2639
香我美小学校
0887-54-4776

高知県 香南市 ② ハローワールド 国際理解教育（５・６年総合的な学習の時間に外国の方を招いて学習する。） １１月中 岸本小学校 岸本小学校 無料
岸本小学校
 0887-54-2639

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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高知県 香南市 ② 人権教育参観日（世代間交流）
人権参観日の後、おじゃこの釜揚げ体験や餅つき、昼食作り等で世代間交流を行いま
す。

11月18日 赤岡小学校
赤岡小学校
ＰＴＡ

無料
赤岡小学校
0887－55－3105

高知県 香南市 ②
人権教育参観日
　（土曜授業）

各学年の人権学習授業公開及び人権コンサートを行う予定 11月17日
吉川小学校
（各教室・体育館）

吉川小学校 無料
吉川小学校
0887-54-2572

高知県 香南市 ②
香南市「土曜日等授業」道徳参観
日

道徳教育の公開授業と愛校作業を実施します。 １０月２０日 野市東小学校 野市東小学校 無料
野市東小学校
0887-54-2622

高知県 香南市 ②
香南市「土曜日等授業」人権参観
日

人権教育の公開授業と野市中学校吹奏楽部のコンサートを実施します。 11月17日 野市東小学校 野市東小学校 無料
野市東小学校
0887-54-2623

高知県 香南市 ② 学年集会 児童が学習したことを集会で発表します。
10月24日（4年）
11月14日（5年）
12月5日（6年）

野市東小学校 野市東小学校 無料
野市東小学校
0887-54-2624

高知県 香南市 ②
香南市立野市小学校参観日
「野市小学校ＰＴＡ親子研修会」

命を大切にすることや人と人との繋がりについて、子供と保護者が一緒になって、その問
題について考えます。

10月16日 野市小学校体育館 野市小学校ＰＴＡ 無料
野市小学校
0887‐56‐0316

高知県 香南市 ②
香南市「土曜日等授業」
人権参観日

各クラスで人権の公開授業を行います。 11月10日 野市小学校（各教室） 野市小学校 無料
野市小学校
0887‐56‐0316

高知県 香南市 ② 香美・香南小中学校音楽会 学校における音楽教育の成果を発表し合い、交流を図ります。 11月16日
香南市夜須中央公民館
マリンホール

香美・香南音楽教育研究会
香美・香南市教育研究会（音楽部会）

無料
野市小学校
0887‐56‐0316

高知県 香南市 ①② 香南市総合防災訓練
自衛隊ヘリによる孤立地区救出訓練、防災ヘリによる被害状況調査訓練、木造家屋倒壊
事故救助訓練等を実施します。

11月4日
夜須中学校グラウンド、
体育館他

夜須中学校　香南市　夜須地区自衛隊等各関連
機関

無料
夜須中学校
0887-55-3177

高知県 香南市 ② 道徳人権参観日 地域参観日となっています。 11月13日 夜須中学校 夜須中学校 無料
夜須中学校
0887-55-3177

腰塚勇人氏による講演
会

高知県 香南市 ② 校内合唱コンクール 合唱活動を通して、互いの個性を認め合い、クラスの団結力を高める。 10月27日
香我美中学校
東体育館

香我美中学校 無料
香我美中学校
0887-55-2165

高知県 香南市 ① 文化発表会 人権作文発表・合唱・劇のクラス発表 11月3日 赤岡中学校 赤岡中学校生徒会 無料
赤岡中学校
0887-55-2165

高知県 香南市 ③ 赤中地区芸術祭 和太鼓を中心にした和楽器の演奏会 11月27日 城山高校 赤中地区教育懇談会 無料
赤岡中学校
0887-55-2165

高知県 香南市 ①③ 城山高等学校文化祭 文化部の発表のほか、日ごろ学んだ学習の成果発表、出店、ステージ発表 11月７日 高知県立城山高等学校 高知県立城山高等学校 無料
高知県立城山高等学校
0887-55-2126

高知県 香南市 ① 化石探検隊
教室の中で学習するだけでなく、校外に出て体験的に学習することを通して、科学に対す
る興味関心を喚起させます。

10月13日～14日
安田町唐浜
安芸市伊尾木洞
高知県立青少年センター

高知県立青少年センター
高知県立青少年センター
TEL  0887-56-0621
FAX  0887-56-0622

対象：小学4～6年生35
名
申込締切：9月14日

高知県 香南市 ①
火薬エンジンでモデルロケットに挑
戦

宇宙開発の研究者の話を聞いたり、大学生と一緒にロケットを作ったりすることで、宇宙
に対する興味関心を持たせます。

10月20日 高知県立青少年センター 高知県立青少年センター 無料
高知県立青少年センター
TEL  0887-56-0621
FAX  0887-56-0622

対象：小学4～6年生20
名
申込締切：9月14日

高知県 香南市 ① ウィンターキャンプ
日常の中で必要な活動をできるだけ自分たちで行うという体験や自然体験を通して、家
族や文明の有り難さを感じ、集団における役割の自覚や主体的な責任意識の育成をねら
いとします。

11月10日～11日 高知県立青少年センター 高知県立青少年センター
高知県立青少年センター
TEL  0887-56-0621
FAX  0887-56-0622

対象：小学4～6年生36
名
申込締切：10月12日

高知県 佐川町 ① 高知大学出前公開講座 高知大学が地域に出かけて行う公開講座を佐川町名教館で実施します。
10月10日
　　　17日

佐川町名教館 佐川町教育委員会 無料
佐川町教育委員会
0889-22-1110

高知県 佐川町 ③ 佐川町文化祭 美術（一般の部・小中学校の部）と芸能部門で開催します。 11月1日～11月9日 佐川町桜座 佐川町文化推進協議会 無料
佐川町教育委員会
0889-22-1110

美術部門のみ一般参加
あり

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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高知県 佐川町 ② 佐川町小中学校芸能祭 小中学生による楽器演奏、合唱、演劇などの発表を行います。 11月8日 佐川町桜座 佐川町教育委員会 無料
佐川町教育委員会
0889-22-1110

高知県 佐川町 ②➂ 佐川高校文化祭 　文化部の発表、クラスの発表・展示、PTAの特産品の販売を実施します。 11月10日 高知県立佐川高等学校 高知県立佐川高等学校 無料
高知県立佐川高等学校
0889-22-1243

高知県 佐川町 ①②③ 「佐川学」講座
佐川町の文化、歴史、地域に関連した内容で、本校生徒及び地域住民対象に行う公開
講座。

11月15日
高知県立
佐川高等学校

高知県立
佐川高等学校
定時制

無料
高知県立
佐川高等学校定時制
0889-22-1243

高知県 四万十市 ③ 第14回四万十市文化祭 地域文化活動に携わる人々が、展示・発表・鑑賞部門で日頃の成果を披露します。 9月9日～12月23日
四万十市立中央公民館・文化センター
他

四万十市・四万十市教育委員会・四万十市文化
祭執行委員会

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

高知県 四万十市 ③ 第60回四万十市美術展 個性豊かな文化の創造と振興を図り、人と文化がいきいきと輝くまちづくりを目的とする。 11月19日～11月25日 四万十市立中央公民館 四万十市・四万十市教育委員会
四万十市生涯学習課
0880-34-7311

高知県 四万十市
①②
③④

はたのう祭（文化祭）
生徒の活動による文化的・学術的発表や学習の成果や生産・加工品の展示・販売を行い
ます。

平成30年11月17日 高知県立幡多農業高等学校 高知県立幡多農業高等学校
高知県立
幡多農業高等学校
0880-34-2166

高知県 四万十市 ①③④ 図書館一般開放 図書館を一般の方にも開放しています。 通年（稼業日）
高知県立
幡多農業高等学校図書館

高知県立幡多農業高等学校 無料
高知県立
幡多農業高等学校
0880-34-2167

高知県 四万十市 ①②
第24回ウルトラマラソンボランティ
ア

全国から参加するランナー一人ひとりに笑顔で温かく接客します。 10月21日 西土佐カヌー館広場 四万十川ウルトラマラソン実行委員会 無料
高知県立
中村高等学校西土佐分校
0880-52-1186

高知県 四万十市 ①② 西土佐分校文化祭
各ホームやPTA、地元中学校によるの出し物ステージ発表等みんなで力を合わせ、盛り
上げます。

11月10日
高知県立
中村高等学校西土佐分校

高知県立
中村高等学校西土佐分校

無料
高知県立
中村高等学校西土佐分校
0880-52-1186

高知県 土佐清水市 ② 人権教育参観日 弓削田健介さんによる「人権コンサート」を行います 12月10日 土佐清水市立市民文化会館
土佐清水市立
清水小学校

無料
http://www.kochinet.e
d.jp/shimizu-c/

高知県 四万十町 ①②
影野小学校道徳参観日
親子読書講座

道徳参観日に親子で読書の大切さをともに学ぶ。 １１月４日
影野小学校図書室
仁井田集落活動センター
「仁井田のりん家」

影野小学校・ＰＴＡ 無料
影野小学校
0880-22-8206

詳細はお問合せ下さ
い。

高知県 四万十町 ② 道徳・人権参観日
道徳の授業の公開
人権標語の発表
ケータイ・スマホに関する講演会

10月27日 七里小学校 七里小学校 無料
七里小学校
0880－23－0021

高知県 四万十町 ② 収穫祭・山の学習
収穫したお米を使ってカレー作りをする。
水生生物の調査と学校内の木への名札つけを行う。

11月18日 米奥小学校 米奥小学校 無料
米奥小学校
0880－23-0193

高知県 四万十町 ② 収穫祭
米作りの収穫を保護者・地域の人たちと祝い、音楽発表と地域の伝統文化「花鳥踊り」を
舞います。

11月18日 川口小学校 川口小学校 無料
川口小学校
0880－22－1763

高知県 四万十町 ②
興津小中学校合同
さくら貝コンサート

小中学生が日々の音楽の学習の成果をコンサートとして発表します。 11月3日 四万十町立興津小中学校屋内運動場 四万十町立興津小中学校 無料
四万十町立興津小学校
0880-25-0021

高知県 四万十町 ② 東又祭り
5年生の稲作の収穫祭として餅つき・餅投げ・学習発表を行う。保護者は出店を出し、地
域の方々にも来てもらう。

11月17日 東又小学校運動場・体育館
東又小学校
東又小学校PTA

無料
東又小学校
0880-24-0006

高知県 四万十町 ③ ＰＴＡ秋まつり
ＰＴＡ事業部が中心となって特設ステージや出店を構えて学校と地域住民との交流を深め
る。

10月13日 田野々小学校運動場 田野々小学校ＰＴＡ
田野々小学校
0880－27－0032

高知県 四万十町 ② 人権教育参観日 人権についての授業公開及び各学年代表による人権作文の発表を行います。 1月20日
田野々小学校（各教室及び１階ホ－
ル）

田野々小学校 無料
田野々小学校
0880－27－0033

高知県 四万十町 ② 北ノ川小・中学校人権参観日
・人権コンサート
・座談会

10月21日
14:00～16:00

北ノ川小・中学校体育館
北ノ川小学校
北ノ川中学校

無料

北ノ川小学校
0880-26-0004
北ノ川中学校
0880-26-0040

高知県 四万十町 ②
北ノ川フェスティバル
（北ノ川小・中学校合同文化祭）

全校児童生徒による合唱、合奏と各学級の学習発表として劇、パフォーマンスを行うとと
もに、総合的な学習の時間の成果発表、販売活動等を行う

11月18日
9:00～12:00

北ノ川小・中学校体育館
北ノ川小学校
北ノ川中学校

無料

北ノ川小学校
0880-26-0004
北ノ川中学校
0880-26-0040

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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高知県 四万十町 ② 道徳参観日 人権・道徳に関する内容の公開従業 10月26日 十川小学校 十川小学校 無料
十川小学校
08880-28-5337

高知県 四万十町 ② 収穫祭 収穫の喜びを地域・保護者・児童全体で喜び合う。 11月23日 十川小学校 十川小学校 無料
十川小学校
08880-28-5337

高知県 四万十町 ② 窪川中学校文化祭
代表生徒による英語スピーチや人権発表、全校合唱コンクール、学級発表、吹奏楽部に
よる演奏を行います。

11月3日 窪川中学校 窪川中学校 無料
窪川中学校
0880-22-0020

高知県 四万十町 ② 窪川中学校吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部が練習成果の発表の場として、演奏会を開催します。 11月18日 窪川中学校 窪川中学校 無料
窪川中学校
0880-22-0020

高知県 四万十町 ②
興津小中学校合同
さくら貝コンサート

小中学生が日々の音楽の学習の成果をコンサートとして発表します。 11月3日 四万十町立興津小中学校屋内運動場 四万十町立興津小中学校 無料
四万十町立興津小学校
0880-25-0021

高知県 四万十町 ② 大正中学校文化祭 四万十町立大正中学校生徒による文化展及び発表会を行います。 11月4日 大正体育館 大正中学校 無料
大正中学校
0880-27-0332

高知県 四万十町 ② 十川中学校文化祭 学習の作品展示、音楽発表、意見発表、英語スピーチ、学年発表等を行います。 11月3日 十川中学校 十川中学校 無料
十川中学校
0880-28-5215

高知県 四万十町 ①
志・とさ学びの日
次世代の「志」応援フォーラム

11月11日 高知ぢばさんセンター 高知県教育委員会教育政策課 無料
高知県立窪川高等学校
0880-22-1215

高知県 四万十町 ①②③ 文化祭
文化部や芸術科等の日々の活動の成果を発表します。各コースの生産物を展示・販売し
ます。

11月3日
11月4日

高知県立窪川高等学校 高知県立窪川高等学校 無料
高知県立窪川高等学校
0880-22-1215

１１月4日のみ一般参加

高知県 四万十町 ② 文化祭
文化部の発表、学年ごとの展示・食品販売、自然環境コースの農産物販売などを行いま
す。

11月9日～10日 高知県立四万十高等学校 高知県立四万十高等学校 無料
高知県立四万十高等学校
0880-27-0034

一般参加は10日（土）の
み

高知県 高知市 ②
平成３０年度高知県立高知江の口
養護学校学園祭

小・中・高等部の児童生徒によるステージ発表やPTAによるバザー等を行います。 10月２７日
高知県立高知江の口養護学校（体育
館他）

高知県立高知江の口養護学校 無料
高知県立高知江の口
養護学校
088‐823‐6737

・本校関係者は参加可
・参加希望者は事前に
ご連絡ください。

高知県 宿毛市 ①
平成30年度高知大学出前公開講
座ｉｎ宿毛市

平成30年度教育行政方針に基づき、生活上に起こるさまざまな困難に対し、どう対応して
いけば良いのか、また幸福寿命を延ばすため、自分自身が幸せと感じるためには何が必
要かということについて、高知大学の教育実践者等の生の声を届けることにより、学ぶこ
との魅力や楽しさを知り、市民文化の向上と豊かな心の育成を図ります。今年度のテーマ
は「よりよい人間関係を築くために～しなやかな心と身体～」とします。

第1回　10月19日（金）19：
00～20：45（開講式含）　肥
満・メタボリックシンドロー
ムと運動～ウォーキング
やジョギングを中心に～
教育学部教授　駒井　説
夫

宿毛文教センター　　　　　　会議室1 高知大学・宿毛市教育委員会 無料

宿毛市教育委員会
生涯学習課
0880-63-3394
gakusyuu@city.sukumo.lg.jp
定員　各30名申し込み必要

高知県 宿毛市 ①
平成30年度高知大学出前公開講
座ｉｎ宿毛市

平成30年度教育行政方針に基づき、生活上に起こるさまざまな困難に対し、どう対応して
いけば良いのか、また幸福寿命を延ばすため、自分自身が幸せと感じるためには何が必
要かということについて、高知大学の教育実践者等の生の声を届けることにより、学ぶこ
との魅力や楽しさを知り、市民文化の向上と豊かな心の育成を図ります。今年度のテーマ
は「よりよい人間関係を築くために～しなやかな心と身体～」とします。

第2回　11月2日（金）19：00
～20：30　ヒトの生存戦略
から考える「しあわせ」な
社会　男女共同参画室長/
准教授　廣瀬　淳一

宿毛文教センター　　　　　　会議室1 高知大学・宿毛市教育委員会 無料

宿毛市教育委員会
生涯学習課
0880-63-3394
gakusyuu@city.sukumo.lg.jp
定員　各30名申し込み必要

高知県 宿毛市 ①
平成30年度高知大学出前公開講
座ｉｎ宿毛市

平成30年度教育行政方針に基づき、生活上に起こるさまざまな困難に対し、どう対応して
いけば良いのか、また幸福寿命を延ばすため、自分自身が幸せと感じるためには何が必
要かということについて、高知大学の教育実践者等の生の声を届けることにより、学ぶこ
との魅力や楽しさを知り、市民文化の向上と豊かな心の育成を図ります。今年度のテーマ
は「よりよい人間関係を築くために～しなやかな心と身体～」とします。

第3回　11月30日（金）19：
00～20：30　フレイルとは
何か？～心身の衰えの正
体を知る～　教育学部講
師　幸　篤武

宿毛文教センター　　　　　　会議室1 高知大学・宿毛市教育委員会 無料

宿毛市教育委員会
生涯学習課
0880-63-3394
gakusyuu@city.sukumo.lg.jp
定員　各30名申し込み必要

高知県 宿毛市 ② 人権教育参観日 人権授業や講師を招聘しての講演会を実施します。 10月26日 大島小学校 大島小学校 無料
大島小学校
0880-65-8228

高知県 宿毛市 ② 収穫祭・三世代ふれあい参観日 三世代が集まり餅を作ったり昔遊びを行ったりして、ともにひと時を過ごします。 10月28日 橋上小学校
橋上小学校
橋上小PTA

無料
橋上小学校
0880-64-0003

高知県 宿毛市 ②③
すくも郷土かるた大会
(実施予定）

「学んで遊ぶ」キーワードに、「卓囲会」が作成した、すくも郷土かるたを使ってかるた大会
を実施します。

11月1日 咸陽小体育館
咸陽小学校
図書委員会

無料
咸陽小学校
0880-65-8559

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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高知県 宿毛市 ② 宿毛市教育文化展 宿毛市立小学校及び中学校の児童・生徒による文化展 11月3日・4日 宿毛小学校体育館 宿毛市教育文化展実行委員会 無料
宿毛市教育文化展
実行委員会
0880-64-0010

高知県 宿毛市 ①②③ 人権教育参観日 人権授業参観・講演 11月6日 松田川小学校　体育館 松田川小学校 無料
松田川小学校
0880-63-2202

高知県 宿毛市 ①②③ ふれあい参観日
午前：授業参観
午後：講演会（PTA主催の　　教育講演会を予定）
ふれあい祭り（地域の方々による舞踊・児童、生徒の音楽発表等）

11月6日 小筑紫小・中　体育館 小筑紫小学校 無料
小筑紫小学校
0880-67-0101

高知県 宿毛市 ① 職業体験学習 職場体験 11月8日 宿毛市総合社会福祉センター 橋上中学校 無料
橋上中学校
0880-64-0010

高知県 宿毛市 ② 宿毛市・大月町中学校音楽祭 宿毛市立及び大月中学校による音楽祭 11月8日 宿毛市総合社会福祉センター
宿毛市教育委員会・大月町教育委員会・宿毛市
大月町音楽主任会

無料

宿毛市教育員会
学校教育課
0880-63-1102
大月町教育委員会
0880-73-1118

高知県 宿毛市 ② 宿毛市・大月町小学校音楽祭 宿毛市立及び大月小学校による音楽祭 11月9日 宿毛市総合社会福祉センター
宿毛市教育委員会・大月町教育委員会・宿毛市
大月町音楽主任会

無料

宿毛市教育員会
学校教育課
0880-63-1102
大月町教育委員会
0880-73-1118

高知県 宿毛市 ①② 人権参観日・バザー 午後日程で、全学年で人権学習を実施し、その後、ＰＴＡ主催のバザーを行います。 11月11日 咸陽小体育館
咸陽小学校
咸陽小学校ＰＴＡ

無料
咸陽小学校
0880-65-8559

高知県 宿毛市 ② 校内マラソン大会 マラソン 11月21日 宿毛市和田　周辺 松田川小学校 無料
松田川小学校
0880-63-2202

高知県 宿毛市 ①②③ 研究授業 ５年生公開授業 11月29日 松田川小学校 松田川小学校 無料
松田川小学校
0880-63-2202

高知県 宿毛市
②
③

宿毛高等学校　学園祭 クラスや文化クラブを中心に発表します。 １１月３日 高知県立宿毛高等学校 高知県立宿毛高等学校 無料
高知県立宿毛高等学校
0880-63-2164

高知県 須崎市 ② 須崎市中学生弁論大会 須崎市内中学校５校の代表生徒による弁論大会 11月10日 須崎市市民文化会館 須崎市教育委員会 無料
須崎市学校教育課
0889-42-1195

参加希望の場合は事前
に要連絡

高知県 須崎市 ② 須崎市中学生英語暗誦大会 須崎市内中学校５校の代表生徒による英語暗誦大会 11月20日 須崎市市民文化会館 須崎市教育委員会 無料
須崎市学校教育課
0889-42-1195

参加希望の場合は事前
に要連絡

高知県 田野町 ③ 田野町芸能祭 田野町文化協会に加盟している団体の総合的な発表を行います。 10月21日 田野町ふれあいセンター
・田野町芸能祭実行委員会 ・田野町文化協会後
援（田野町教育委員会）

無料
田野町教育委員会事務局
0887－38－2511

高知県 田野町 ③ 田野町文化展 田野町文化協会に加盟している団体又は一般公募した作品を展示します。 11月21日～11月23日 田野町ふれあいセンター ・田野町文化協会 ・田野町教育委員会 無料
田野町教育委員会事務局
0887－38－2512

高知県 田野町 ① 秋の読書週間 テーマを決めた作品の展示、貸出を行います。 10月27日～11月9日 田野町立図書館 ・田野町立図書館 無料
田野町立図書館
0887－38－2511

高知県 田野町 ①
おはなし会
(出張）おはなし会

絵本の読み聞かせを行います。
毎月2回程度
毎月1回程度

田野町立図書館・田野幼稚園・田野小
学校

田野町立図書館・田野幼稚園・田野小学校 無料

田野町立図書館
0887－38－2512
田野町立田野幼稚園
0887-32ｰ1151
田野町立田野小学校
0887-38-2110

高知県 田野町 ② ふれあい参観日 園児の英語活動を保護者・地域の方に見て頂きます。 10月25日 田野町立田野幼稚園 ・田野幼稚園 無料
田野町立田野幼稚園
0887-32ｰ1151

高知県 田野町 ② 参観日 人形劇の鑑賞をします。 11月26日 田野町立田野幼稚園 ・田野幼稚園 無料
田野町立田野幼稚園
0887-32ｰ1152

高知県 田野町 ② 一日参観日 3～6校時（10:35～15:35）の中で自由に授業参観ができます。 10月21日 田野町立田野小学校 ・田野小学校 無料
田野町立田野小学校
0887-38-2109

高知県 田野町 ② 道徳参観日 全学年の道徳の授業を公開します。 11月3日（AM) 田野町立田野中学校 ・田野中学校 無料
田野町立田野小学校
0887-38-2109

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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高知県 田野町 ② 田野中祭
田野中学校の生徒の意見発表や展示発表、歌や劇など、学習の成果の発表を行いま
す。

11月3日（PM) 田野町立田野中学校 ・田野中学校 無料
田野町立田野小学校
0887-38-2109

高知県 田野町 ① 中芸高等学校文化祭
生徒の自主的な活動による文化的・学術的発表をとおし、「中芸高校」の魅力を発信す
る。

11月９日
高知県立
中芸高等学校

高知県立
中芸高等学校

無料 320103@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県 田野町 ①
第39回高知県国公立幼稚園・こど
も園ＰＴＡ研究大会

各ＰＴＡ及び会員相互の連携を密に、親として教師として望ましいあり方を探ります。 11月6日 田野町立田野幼稚園 高知県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会 無料
高知県国公立幼稚園・
こども園ＰＴＡ連絡協議会
088-893-0108

高知県 津野町 ②
津野町・梼原町合同小学校陸上記
録会

小学5・6年生による
陸上記録会

10月19日
葉山運動公園
総合センターグラウンド

津野町教育委員会・梼原町教育委員会・津野
町・梼原町小学校体育連盟

無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ②③ 津野町展・学童展 町内園児・児童・生徒の作品展示 11月2日～11月4日
葉山運動公園
総合センター体育館

津野町教育委員会 無料
津野町教育委員会
生涯教育課・学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ①② 津野町道徳フォーラム

津野っ子「詩」表彰式
こども園の発表
パネルディスカッション
ちひろさんトーク＆コンサート

11月4日
葉山運動公園
総合センター体育館

津野町
道徳教育推進地区協議会

無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ② 音楽発表会（東津野中学校区） 音楽取組発表 11月9日
津野町立東津野中学校
体育館

津野町教育委員会・音楽主任会・津野町立こど
も園・小中学校

無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ② 音楽発表会（葉山中学校区） 音楽取組発表 11月13日
津野町立葉山中学校
体育館

津野町教育委員会・音楽主任会・津野町立こど
も園・小中学校

無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ②③
津野町立東津野中学校
神楽発表会

総合的な学習の時間に学んだ津野山古式神楽についての学習発表会 11月23日 津野町役場西庁舎 津野町立東津野中学校 無料
東津野中学校
0889-62-2511

高知県 東洋町 ② 校内意見発表会
・読書感想文、人権作文、総合学習、修学旅行、職場体験等の発表
・川柳大会
・全校合唱

11月3日 甲浦中学校体育館 甲浦中学校 無料
東洋町立甲浦中学校
0887-24-3103

高知県 東洋町 ② 持久走大会 自分の体力を考えながら目標タイムを設定し、町内のコースを走ります。 11月中旬 甲浦小学校 甲浦小学校 無料
甲浦小学校
0887-24-3101

高知県 東洋町 ② 校内マラソン大会 ・町内の国道や県道の男子６km、女子４．５kmを走り、個人･学年で競い合う 11月中旬 東洋町立甲浦中学校及び国道、県道 甲浦中学校 無料
東洋町立甲浦中学校
0887-24-3103

応援のみの参加

高知県 東洋町 ② 道徳参観日 保護者・地域に全学年、道徳の授業を公開します。 11月29日 甲浦小学校 甲浦小学校 無料
甲浦小学校
0887-24-3101

高知県 土佐市 ③ 土佐市小中学校音楽発表会 各校の代表学年が合唱及び合奏の発表を行う 11月16日 土佐市立高岡第一小学校 土佐市教育委員会 無料
土佐市教育委員会
学校教育課
088-852-7723

高知県 土佐市 ③ 第56回土佐市文化祭
文化芸能活動の発表をします。
（日本舞踊・剣詩舞・詩吟・琴・合唱等）

10月20日・21日
グランディール（土佐市高岡町甲730－
1）

土佐市文化祭実行委員会
土佐市立中央公民館
088-852-2111

高知県 土佐市 ③ 第54回土佐市民展 市民及び市内保幼小中の子ども達の美術作品を展示します。

中央展
11月16日～18日
宇佐展
11月24日～25日

中央展：土佐市立市民体育館
宇佐展：土佐市立ＵＳＡくろしおセンター

土佐市民展実行委員会 無料
土佐市立中央公民館
088-852-2111

高知県 土佐市 ② 防災参観日・講演会（宇佐小学校） 宇佐地区避難訓練に合わせて防災の授業参観、講演会、引き渡し訓練を実施します。 11月4日 宇佐小学校各教室、体育館 宇佐小学校 無料
宇佐小学校
088-856-0024

高知県 土佐市 ②
土佐市指定研究発表会（宇佐小学
校）

土佐市教育委員会指定の研究発表会のため、公開授業、講演会を実施します。 11月27日 宇佐小学校各教室、体育館 宇佐小学校 無料
宇佐小学校
088-856-0025

高知県 土佐市 ① 人権教育講演会（高石小学校） 「子どもが作る弁当の日」の提唱者竹下和男さんによる講演会 10月27日 高石小学校体育館
高石小学校
土佐市健康づくり課

無料
高石小学校
088-852-0324

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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高知県 土佐市 ③ コンサート（高石小学校） 県内在住の音楽家（ソプラノ歌手）によるコンサート 11月下旬頃 高石小学校体育館 高石小学校 無料
高石小学校
088-852-0324

高知県 土佐市 ②
オータムコンサート（高岡第一小学
校）

全校音楽祭 １１月１７日 小学校体育館 小学校 無料
高岡第一小学校
088-852-1138

高知県 土佐市 ⓶
人権教育参観日（高岡第二小学
校）

人権教育に関わる公開授業と講話 １０月１９日 土佐市立高岡第二小学校 土佐市立高岡第二小学校 無料
高岡第二小
088-852-0517

高知県 土佐市 ①⓶
山の手ふれあいフェスタ（高岡第二
小学校）

高岡第二小児童の発表や、児童・地域の出店、展示コーナーや紙飛行機飛ばしなど 11月18日 土佐市立高岡第二小学校 土佐市立高岡第二小学校 無料
高岡第二小
088-852-0517

高知県 土佐市 ②
参観日（午前）
小砂丘賞指定研究発表会（午後）
（波介小学校）

午前中は、参観日（参観授業）
午後は、作文教育の研究発表会を実施（公開授業及び講演会）

10月27日 波介小学校教室・体育館
波介小学校・
小砂丘賞研究会

波介小学校（854-0106）
小砂丘賞研究会

高知県 土佐市 ②③ 土佐南中学校　潮風祭
学習発表、部活動発表
全校合唱他

11月3日 土佐南中学校体育館 土佐南中学校 無料
土佐南中学校
088-856-0107

高知県 土佐市 ①② 校内ハローワーク（高岡中学校）
　地域の方から、働くことの意義や就業している仕事と学校の学びとの関わり等を学び、
自己の将来について考える。

11月11日 高岡中学校 高岡中学校 無料
高岡中学校
088-852-2136

高知県 土佐市 ③ 音楽集会（高岡中学校）
　全校で合唱に取り組むことにより、美しいものに感動できる心を育てるとともに地域・保
護者の方に、学習の成果を披露する場とする。

11月23日 高岡中学校 高岡中学校 無料
高岡中学校
088-852-2136

高知県 土佐市 ①② 第19回ＨＥＷＡ・ハート祭 戸波の保小中の園児・児童・生徒の発表、チャレンジ・体験・展示コーナー等を行う。 11月3日 戸波中学校 戸波あったか教育推進会議・戸波中学校 無料
戸波中学校
088-855-0101

高知県 土佐市 ② 海洋祭 クラスの発表、各コースの実習加工品の展示、販売する。またPTAの販売活動も行う。 11月11日 高知県立高知海洋高等学校 高知県立高知海洋高等学校 無料
高知県立
高知海洋高等学校
088-856-0202

高知県 土佐市 ②
高知県学校水産クラブ
生徒研究発表会

水産に関するグループ研究の成果を発表する。 11月１日 高知県立高知海洋高等学校 高知県立高知海洋高等学校 無料
高知県立
高知海洋高等学校
088-856-0202

高知県 土佐清水市 ② 第47回土佐清水市教育文化展 市内小中学生の図画、習字等を発表、展示します。 10月27日～29日 土佐清水市市民体育館 土佐清水市教育委員会 無料
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知県 土佐清水市 ② ２０１８年度清水地区音楽交流会 清水地区小学校の児童が合唱や演奏等を行います。 11月16日 土佐清水市立市民文化会館
土佐清水市
教育委員会

無料
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知県 土佐清水市 ① 秋の読書週間 様々な催しを通じて、図書に親しんでもらうと共に読書意欲の向上を図ります。 10月27日～11月9日 土佐清水市立市民図書館 土佐清水市立市民図書館 無料
http://www.tosashimiz
u-public-library.jp/

土佐清水市立
市民図書館
0880-82-4151

※野点の茶菓代200円
程度必要

高知県 土佐清水市 ② 清水中学校音楽部定期演奏会 清水中学校音楽部の生徒による演奏を行います。 11月17日 土佐清水市立市民文化会館
土佐清水市立
清水中学校

無料
土佐清水市立
清水中学校
℡0880-82-1243

高知県 土佐清水市 ① 人権教育推進講座
企業や団体、市民を対象に、様々な人権課題の解消に向けた中心的人材の育成を目的
として、4回講座を開催します。

10月～2月 土佐清水市立中央公民館 土佐清水市 無料
http://www.city.tosash
imizu.kochi.jp/index.ht
ml

高知県 土佐清水市 ② 人権教育参観日
参観授業
桂枝女太さんによる人権講話と落語を行います

10月4日
土佐清水市立
足摺岬小学校　音楽室

土佐清水市立
足摺岬小学校

無料
土佐清水市立
足摺岬小学校
℡0880-88-0001

高知県 土佐清水市 ② 半島地区音楽祭 足摺岬小学校児童と足摺岬保育園園児による合唱や合奏等を行います 11月14日
土佐清水市立
足摺岬小学校　音楽室

土佐清水市立
足摺岬小学校

無料
土佐清水市立
足摺岬小学校
℡0880-88-0001

高知県 土佐清水市 ① 第５８回土佐清水市市展 美術文化振興への関心を高め振興を図ります。 10月19日～24日 土佐清水市立市民文化会館 土佐清水市美術展覧会運営委員会 無料 0880-82-1257

高知県 土佐清水市 ① 第３６回土佐清水市文化祭 芸術・文化の振興のための発表会を開催します。 11月3日～4日 土佐清水市立市民文化会館 土佐清水市文化協会 0880-82-1257

高知県 土佐町 ③
第８回四国三郎吉野川源流・
利水域交流美術展覧会

吉野川源流域である嶺北地域と利水域住民が制作した美術作品を展示し、「自然」「人」
「文化」の相互の交流を目標とした美術展覧会を開催。

11月19日～11月23日 土佐町保健福祉センター
第四国三郎吉野川源流・利水域交流美術展覧
会事務局

無料
土佐町教育委員会
事務局0887-82-0483
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高知県 土佐町 ① 高知大学出前公開講座 公開講座の開催
10月～11月
（5回予定）

土佐町保健福祉センター 土佐町教育委員会 無料
土佐町教育委員会
事務局0887-82-0483

高知県 土佐町 ② 土佐町小中学校文化発表会
小中学校において日頃の学習の成果を保護者や地域の方々、児童生徒同士に発表す
る。

10月24日 土佐町小中学校体育館 土佐町小中学校 無料
土佐町小中学校
0887-82-0600

高知県 中土佐町 ③ 中土佐町立美術館企画展 収蔵作品を中心に年５回程度企画展を実施しています。
第3期
10月18日～12月9日

中土佐町立美術館 中土佐町立美術館
http://www.town.nakat
osa.lg.jp

高知県 中土佐町 ① 中土佐町総合美術展覧会
地域の芸術文化の振興を目的として開催します。絵画・書道・写真・工芸の展示及び町内
小中学校児童・生徒の作品展です。

10月26日～10月28日
中土佐町民交流会館多目的ホール・和
室

中土佐町文化協会 無料
中土佐町文化協会
事務局
0889-52-2661

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立久礼中学校
文化発表会

総合的な学習の時間の発表や弁論発表、合唱コンクール等生徒の文化的発表を中心と
して開催します。

10月28日 久礼中学校体育館 久礼中学校 無料
中土佐町立
久礼中学校
0889-52-2811

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立大野見中学校
文化発表会

総合的な学習の発表や意見発表、合唱・合奏等生徒の文化発表を行います。地域の方
との交流を多く取り入れ、地域とともに実施します。

11月3日 大野見中学校体育館 大野見中学校 無料
中土佐町立
大野見中学校
0889-57-2445

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立上ノ加江小学校
学習発表会

教科や総合的な学習の時間の学習成果披露等、児童の文化的発表を中心として開催し
ます。作品展示も行います。

11月23日 上ノ加江小学校体育館 上ノ加江小学校 無料
中土佐町立
上ノ加江小学校
0889-54-0114

高知県 中土佐町 ②
上ノ加江地区保小中連携教育研究
発表会

公開授業及び研究発表、関西国際大学　花熊 暁教授講演会を行います。 11月30日 上ノ加江小学校 中土佐町j教育委員会 無料
中土佐町教育委員会
0889-57-2023

高知県 奈半利町 ② 文化活動発表会
・音楽発表
・学年発表
・作品展示

11月10日 奈半利中学校 奈半利中学校 無料
奈半利中学校
0887-38-4909

高知県 奈半利町 ② 人権学習（手話学習）
手話グループの方に来ていただき、簡単な手話を学びながら手話を必要とする人たちの
生活や気持ちを理解する。

11月１6 加領郷小学校 加領郷小学校 無料
加領郷小学校
0887-38-4951

高知県 奈半利町 ① 奈半利町美術展覧会 小・中学校、一般の絵画、写真、彫刻、書道などの作品を展示します。 11月17～11月21日 奈半利町民会館 奈半利町文化協会 無料
奈半利町教育委員会
0887-38-8188

高知県 南国市
②，③，
④

星瞬祭
学生会が主体となって企画・運営を行う学園祭でし。高専らしい科学実験、ものづくり体
験、技術関連の展示、研究紹介、音楽・ダンスライブ、よさこい、模擬店など小中学生から
大人まで楽しめます。学生による学校説明もあります。

11月10日～11日 高知工業高等専門学校 高知工業高等専門学校 無料
http://www.kochi-
ct.ac.jp/

学生課就学支援係
088-864-5626

高知県 南国市 ①，② うなづくプレゼン

これからの企業人、技術者に求められるプレゼンテーション能力を含むコミュニケーション
能力を涵養し、そのスキルを学生が自ら磨くことを狙いとし、地域へのまなざしを養い、問
題を自ら発見・解決し、発信する力を身に付けることにより、地域社会に貢献できる人材
を育成することを目指すプレゼンテーション大会です。

11月10日 高知工業高等専門学校 高知工業高等専門学校 無料
http://www.kochi-
ct.ac.jp/

学生課修学支援係
088-864-5625

高知県 南国市 ①
高知大学
農林海洋科学部
教養講座

教養講座を下記テーマで開催します。
①稲の極早生良食味品種、超多収品種、観賞用稲ピンク葉・白葉、高知大学で開発
②炭を焼こう～炭焼き体験～

①11月10日
②12月1日

高知大学
　物部キャンパス

南国市・高知大学
農林海洋科学部

南国市教育委員会
生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ③
第35回
土佐日記門出のまつり

土佐日記を著した紀貫之を顕彰する祭りで、小学生による土佐日記の朗読や俳句の展
示等を行います。

１１月１１日
紀氏邸跡、
古今集の庭

国府史跡保存会 無料
南国市教育委員会
生涯学習課
088-802-6062

高知県 南国市 ② 幼稚園開放日
地域の方（主に未就園の親子）や保護者を保護者を幼稚園に招き、園児とともに遊びや
活動をする中で、幼稚園教育に対する理解を深め、幼稚園に親しみを持ってもらう機会と
します。

11月　7日
11月13日

たちばな幼稚園 たちばな幼稚園 無料
たちばな幼稚園
088-862-1212

高知県 南国市 ② 道徳参観日
全学級が道徳の授業を公開することで、児童・保護者・地域の規範意識の醸成と道徳的
実践力の育成を図ります。また保護者・地域の方を対象に道徳教育講演会も実施しま
す。

11月　8日
十市小学校
（各教室）

十市小学校 無料
十市小学校
088-865-5011

高知県 南国市 ② 参観週間
保護者や地域の方々に学校の教育活動や児童の学習、生活を理解していただく機会（週
間）を設定し、学校、家庭、地域が連携して児童の健全育成を図ります。

11月　5日　～11月　9日
十市小学校
（各教室）

十市小学校 無料
十市小学校
088－865－5011

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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高知県 南国市 ②
道徳教育参観日
（学級懇談会）

全学級が、５校時に道徳の時間を保護者・地域に授業公開することで、児童・保護者・地
域の規範意識の醸成と道徳的実践力の育成を図ります。また、道徳の内容の「集団や社
会とのかかわりに関すること」を踏まえた学級懇談会も実施します。

１０月１６日
稲生小学校
（各教室）

稲生小学校 無料
稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ②③ 学習発表会
各学年の児童が創意工夫のある発表内容を考え、取り組み、日々の学習の成果を保護
者・地域に紹介します。

１１月２４日
稲生小学校
（体育館）

稲生小学校 無料
稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ③
『稲生の文化が薫る日』
第18回   稲生ふれあい文化祭

保育園児、小学生、中学生、そして地域の方の絵画・陶芸・書・写真などの作品が並ぶ展
示部門と演芸部門が行われます。演芸部門には11月26日に１年生と3年生が出演し、学
習の成果を発表します。

11月23日～11月25日 稲生ふれあい館 稲生小学校 無料
稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ② 『稲生学びの週間』
「参観週間」として位置づけ、全学級が、授業を保護者・地域に公開することで、保護者・
地域の皆様に本校の教育活動の理解を促進します。

11月1日～7日
稲生小学校
（各教室・特別教室）

稲生小学校 無料
稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ② 防災参観日
防災の授業を全学級が保護者や地域に公開するとともに防災に関する講演を行い，学
校・保護者・地域の連携意識を高めます。

10月17日 三和小学校 三和小学校 無料
三和小学校
088-865-8338

高知県 南国市 ② 人権学習参観日
人権の大切さを学ぶ授業を全学級が保護者や地域に公開し，本校の人権教育への理解
を深めてもらう機会とします。

11月19日 三和小学校 三和小学校 無料
三和小学校
088-865-8338

高知県 南国市 ② 校内マラソン大会 全校児童によるマラソン大会。保護者と地域に参観と応援を案内します。 １２月　５日 南国市立スポーツセンター周辺コース 三和小学校 無料
三和小学校
088-865-8338

高知県 南国市 ② 学習発表会 日常の学習の総合的な成果を発表し合います。 １１月　２日
大篠小学校
体育館

大篠小学校 無料
大篠小学校
088-864-2374

高知県 南国市 ② 教育課程拠点校事業　研究発表会 県教委指定算数科の授業研究９年目を迎え、研究成果を公開します。 11月16日 大篠小学校
南国市教育委員会
大篠小学校

無料
大篠小学校
088-864-2374

高知県 南国市 ①② 人権教育参観日
全学級が人権教育に関する授業公開を行います。また、「災害と人権」について親l子学
習会を行います。

10月20日 日章小学校 日章小学校 無料
日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ③ 文化芸術鑑賞 文化芸術による子供の育成事業「ズッコケ時間漂流記」（人形劇）を行います。 11月19日
日章小学校
（体育館）

日章小学校 無料
日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ③ 校内合唱祭 各学年が、自由曲を歌う校内合唱祭を行います。 11月24日
日章小学校
（体育館）

日章小学校 無料
日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ② 学習発表会
日頃の学習成果の発表を行います。（音楽科・社会科・総合的な学習の時間等の発表を
行います。）

11月24日
大湊小学校
（体育館）

大湊小学校 無料
大湊小学校
088-865-8238

高知県 南国市 ② 人権・道徳教育参観日
全学級が５校時に道徳及び人権について考える授業公開を行います。また、ネットによる
人権侵害等についての親子学習会を行います。

11月13日
後免野田小学校
　（各教室・体育館）

後免野田小学校 無料
後免野田小学校
088-864-2219

高知県 南国市 ②
人権集会
（参観日）

人権尊重を基盤とした教育活動の一部を紹介するとともに、人権意識の高まりをめざしま
す。
全校児童が人権集会で学習発表することに取り組み、仲間意識を高め、みんなで一つの
ことを成功させる喜びを味わう機会とします。

11月24日
長岡小学校
各教室・体育館

長岡小学校 無料
長岡小学校
088-864-2309

高知県 南国市 ② まほろば学習発表会 日頃の学習成果の発表の場とし、保護者や地域の方々との交流の場としている。 11月24日 国府小学校 国府小学校 無料
国府小学校
088-862-0024

高知県 南国市 ① 防災教育研究発表会
南海地震に備え、学校での防災教育の充実を図るとともに、地域や防災機関との連携体
制の強化、充実を図るために研究したことを基に、公開授業、研究発表を行います。

11月15日 久礼田小学校 久礼田小学校 無料
久礼田小学校
088-862-0122

高知県 南国市 ②
白木谷・八京
防災学習のつどい

地域･保護者と共に、避難訓練や防災活動等に取り組んだり、学習の成果を発表したり、
防災に関する講演を共に聴いたりします。

１１月18日
白木谷小学校
駐車場
　・多目的ホール

白木谷小学校
白木谷・八京地区
　　　　自主防災

無料
白木谷小学校
088-862-0932

炊き出し・起震車体験等
もあります。

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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高知県 南国市 ② 人権・道徳参観日
全学級が人権や道徳についての授業を行います。また、ネット犯罪についての講演会も
行います。

10月20日
奈路小学校
　各教室・体育館

奈路小学校 無料
奈路小学校
088-862-0161

高知県 南国市 ③ 校内合唱コンクール
全学級が自由曲を全校生徒や保護者の前で発表します。審査は高等学校の音楽教員と
管理職及びＰＴＡ会長他が行います。

10月26日
香長中学校
体育館

香長中学校 無料
香長中学校
088-863-2460

高知県 南国市 ② 文化発表会
生徒たちの文化的な活動の発表として、英語弁論大会、人権作文の発表、吹奏楽部の演
奏、合唱コンクール等を行う。

11月2日～11月4日
鳶ヶ池中学校
（体育館）

鳶ヶ池中学校 無料
鳶ヶ池中学校
088-864-2678

高知県 南国市 ②③ 文化祭 展示発表・食品販売・百人一首大会・合唱コンクール・ステージ発表など
11月10日
13：00～16：00

香南中学校
（各教室・体育館）

香南中学校 無料
香南中学校
088-864-2722
ＦＡＸ　864-2749

高知県 南国市 ③ 北陵祭
・音楽部の演奏
・英語弁論発表
・合唱コンクール

11月10日
北陵中学校
（体育館）

北陵中学校 無料
北陵中学校
088-862-0280

高知県 南国市 ②③ 高農フェスタ 文化部や各クラスの発表展示、農作物の販売、巨大モザイク画の掲示等 11月22,23日 高知農業高等学校 高知農業高等学校 無料
http://www.kochinet.e
d.jp/nogyo-h/

高知農業高等学校
088^863-3155

一般公開は２３日のみ

高知県 南国市 ①② 進路講演会
1年生対象に、外部講師による講演会を開催し、企業の現状や社会で求められる力を理
解し、今後の学びにつなげる。

11月8日
高知県立
高知東工業高等学校
体育館

高知県立高知東工業高等学校 無料
高知県立
高知東工業高等学校
088-863-2188

高知県 南国市 ② ファッションショー
生活文化系の生徒が自分たちでデザイン・製作した衣装を、多くの方に見ていただくこと
により、日頃の学習の成果を周知する機会とします。

11月3日 サニーアクシス南国店 高知県立岡豊高等学校 無料 高知県立岡豊高等学校

高知県 南国市 ② 平成３０年度学習発表会 児童生徒が日頃の学習の成果を発表します。 11月24日
高知県立高知若草養護学校土佐希望
の家分校

高知県立高知若草養護学校土佐希望の家分校 無料

高知県立
高知若草養護学校
土佐希望の家分校
088－863-3882

一般見学希望は事前連
絡をお願いします

高知県 南国市 ①③
考古学から学ぶ史跡の見方
「能茶山窯と現代の窯場」

県の史跡である「能茶山山上窯跡」について現地で解説し、現在も引き継がれている窯
場を見学します。

10月21日
13:30～16:00

能茶山窯
（集合場所：鴨田小学校）

公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財センター

無料
http://www.kochi-
aibun.jp/

埋蔵文化財センター
088－864－0671

要申込(8月21日よりHP
か電話にて受付)

高知県 南国市 ①③
古代ものづくり体験教室
「琥珀勾玉づくり」

古来から珍重されてきた琥珀。人工琥珀を使用して削る・磨くといった古代人と同じ作業
を行い、勾玉づくりの技術を体験します。

10月28日
午前の部10:00～12:00
午後の部13:30～15:30

埋蔵文化財セン ター
公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財センター

http://www.kochi-
aibun.jp/

埋蔵文化財センター
088－864－0671

高知県 南国市 ①③
特別展
　「土佐　焼物のなりわい」

尾戸焼や能茶山焼など、土佐の焼物生産が最後の活況をみせた幕末から明治初期の窯
業に注目し、各地に残る窯跡の発掘成果を展示します。

10月14日～平成31年3月
29日

埋蔵文化財セン ター
公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財センター

無料
http://www.kochi-
aibun.jp/

埋蔵文化財センター
088－864－0671

高知県 南国市
①
③

特別展
　「土佐　焼物のなりわい」
展示報告会

幕末から明治初期に活況を見せた土佐の窯業に、発掘調査の出土品を通して考古学か
らせまります。

11月4日13:30～15:00
埋蔵文化財セン ター

公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財センター

無料
http://www.kochi-
aibun.jp/

埋蔵文化財センター
088－864－0671

高知県 南国市
①
③

まいぶんセンターまつり
年に一度、多くの方に埋蔵文化財センターに親しんでいただくため、普段は見ることので
きない施設のバックヤードツアー、ものづくり体験教室、展示解説などを企画しています。

11月11日
埋蔵文化財セン ター

公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財センター

無料
http://www.kochi-
aibun.jp/

埋蔵文化財センター
088－864－0671

高知県 南国市 ① 高知大学物部キャンパス一日公開
日頃の教育研究活動の一端を、講義・実験・イベント等を通じて地域の方々に紹介しま
す。

11月3日 高知大学物部キャンパス
国立大学法人高知大学
（農林海洋科学部）

無料
総務部物部
総務課総務係
088-864-5114

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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高知県 南国市 ①

高知大学農林海洋科学部教養講
座
「稲の極早生良食味品種、超多収
品種、観賞用稲ピンク葉、白葉、高
知大学で開発」

高知大学で開発した4種類の稲品種の紹介講義を実施
・高知県産地銘柄の稲品種「ヒカリッコ」は、コシヒカリより８日早生で７月に出荷が可能、
コシヒカリより背丈が２２ｃｍ程度短く倒伏しにくく、食味はコシヒカリと同程度に美味しい。
飯米の試食あり。
・超多収品種で、１０アール（１反）当り玄米７２０ｋｇ（１２俵）の収穫が可能な新品種（候
補）。
・ピンク葉稲品種および白葉の稲品種。高知県長岡郡本山町では田圃絵に使用されてい
る。観賞用の鉢物としても販売可能。

11月10日 高知大学物部キャンパス
高知大学農林海洋科学部・
南国市共催事業）

無料
総務部物部
総務課総務係
088-864-5114

高知県 日高村 ①②
日高村立日高中学校学習発表会
「日高元気創造サミット」

保護者と地域住民が学校を支え、そのもとで各学年が取り組んだ学習の成果を発表しま
す。

10月20日 日高村立日高中学校体育館 日高村立日高中学校 無料
日高村立日高中学校
0889-24-5840

高知県 日高村 ③ 第23回　日高村文化祭 文化推進団体による文化芸能発表を行います。 11月3日 日高村社会福祉センター 日高村文化推進協議会
日高村教育委員会
地域教育係
0889-24-5115

高知県 日高村 ② 日高村小中学校音楽祭
村内の小中学校が集まり、各学年で合唱・合奏等を発表します。参加者全員による合唱
もあります。

11月23日 日高村立日下小学校体育館 日高村教育委員会及び村内３校 無料
日高村教育委員会
学校教育係
0889-24-5115

高知県 日高村 ①② 星のおはなし コメットハンターの関勉氏を招き、季節の星、彗星にまつわる講演会を開催。 10月27日 日高村立図書館（ほしのおか） 日高村立図書館 無料
日高村立図書館
0889-20-1533

高知県 日高村 ①③
武政健夫ガラス彫刻地域巡回展及
び講演会

ガラス彫刻家の作品の展示と、村内中学校の生徒を対象にした講演会の開催。 11月6,7,8日

日高村立図書館
（作品の展示）、日
高村立日高中学校体育館
（講演会）

日高村教育委員会 無料
日高村教育委員会
0889-24-5115

高知県 日高村 ①② 高等部体験入学
本校入学を検討中の中学２，３年生、中学校を卒業している方を対象として授業体験を行
います。

10月23日
高知県立
日高養護学校

高知県立
日高養護学校

無料
高知県立
日高養護学校
0889-24-5306

高知県
日高村
佐川町

③ 加茂展 絵画、書道、手芸、工芸などの作品を展示します。 11月17日、18日 加茂中学校体育館 加茂地区文化推進協議会 無料
日高村佐川町
学校組合教育委員会
0889-20-1518

高知県 三原村 ③ どぶろく農林文化祭 文化祭の行事の一環として、太刀踊りの発表（中全校）を行います。 11月3日 三原村農業構造改善センター 三原村他協賛団体 無料
三原村教育委員会
0880-46-2559

高知県 三原村 ① みはら読書の日 読書の日のPR活動を実施します。 11月1日～30日 各家庭 三原村教育委員会 無料
三原村教育委員会
0880-46-2559

高知県 三原村 ① 生涯学習講演会 村内及び村内に就労している方に講師を依頼し、講演会を実施します。 11月中（予定） 未定 三原村教育委員会 無料
三原村教育委員会
0880-46-2559

高知県 三原村 ②③ 三原村　保・小・中　合同発表会 保育園児・小学生・中学生が一堂に会して、学習の成果を発表、展示を行います。 11月7日 三原中学校（体育館）
三原村小中学校PTA連合会・三原村保育所保護
者会・三原村保育所・三原小学校・三原中学校・
三原村教育委員会

無料
三原村教育委員会
0880-46-2559

高知県 室戸市 ②
日曜参観日
（校内すもう大会）

日曜参観日として、授業参観及び校内すもう大会を開催します。 10月21日 佐喜浜小学校 佐喜浜小学校 無料
佐喜浜小学校
0887-27-2810

高知県 室戸市 ② 人権参観日 教科等における人権教育の授業公開や、人権集会を開催します。 11月29日 室戸岬小学校 室戸岬小学校 無料
室戸岬小学校
0887-22-0331

高知県 室戸市 ②
教育課程拠点校事業
研究発表会

教育課程拠点校事業の３期目の指定を受け、研究主題を「論理的思考力・表現力を高め
る授業の創造～学び合いを軸にした授業づくり～」とし、授業を公開します。

11月14日 室戸小学校 室戸小学校 無料
室戸小学校
0887-22-0888

高知県 室戸市 ② PTA音楽鑑賞会
室戸中学校・室戸高校の吹奏楽部による演奏を児童と保護者、地域の方が一緒に鑑賞
します。

11月23日 元小学校体育館 元小学校 無料
元小学校
0887-22-0471

高知県 室戸市 ②
吉良っ子ウィーク
（参観週間）

誰でも自由に授業を見ていただく参観週間とします。期間中に「町並みハロウィンパレー
ド」を行います。

10月29日～11月1日 吉良川小学校 吉良川小学校 無料
吉良川小学校
0887-25-2021

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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高知県 室戸市 ② 自由参観日
２日間、始業から放課まで自由に参観いただけます。期間中には道徳の公開授業、外部
講師による「いじめ防止教室」「人権の集い」も実施します。

11月1日、2日 羽根小学校 羽根小学校 無料
羽根小学校
0887-26-1802

高知県 室戸市 ② 人権参観日 授業参観、講師をお招きしての人権講話を実施します。 11月11日 教室及び体育館 中川内小中学校 無料
中川内小中学校
0887-24-6001

高知県 室戸市 ②
佐中フェスタ
（参観日）

キャリア教育の視点による「総合的な学習の時間」の発表会を開催します。 11月17日 佐喜浜中学校体育館 佐喜浜中学校 無料
佐喜浜中学校
0887-24-4100

高知県 室戸市 ② 参観週間 この期間を特に参観週間として、保護者や地域の方々にも広く呼びかけています。 10月29日～11月2日 室戸中学校 室戸中学校 無料
室戸中学校
0887-22-0518

高知県 室戸市 ② 文化祭 人権作文の発表や合掌コンクール、吹奏楽部の演奏、美術作品等も展示しています。 11月17日 室戸中学校体育館 室戸中学校 無料
室戸中学校
0887-22-0519

高知県 室戸市 ②
吉良川中学校文化祭
（学習発表会）

標語や人権作文、総合的な学習の時間、音楽の各発表など学級発表や展示発表、バ
ザーを行います。

11月3日 吉良川中学校（体育館） 吉良川中学校 無料
吉良川中学校
0887-24-5100

高知県 室戸市 ② 道徳参観日 １時間目に全学年道徳の授業公開をします。
11月3日
8：40～9：30

羽根中学校 羽根中学校 無料
羽根中学校
0887－24－6000

高知県 室戸市 ①②
羽根市民館事業
人権講演会

室戸市出身の講師を招聘して人権講演会を実施します。
11月3日
9：40～10：30

羽根中学校体育館 羽根市民館 無料
羽根市民館
0887ー26ー1813

高知県 室戸市 ①
羽根市民館事業
羽根ふれあい祭り

小学生による獅子舞、町内の学校の代表による人権作文の発表と生徒作品の展示をし
ます。

11月17日
9：30～14：00

羽根町市民館
羽根ふれあい
祭り実行委員
会

無料
羽根市民館
0887ー26ー1813

高知県 室戸市 ② 羽根中学校文化発表会 羽根中学校の文化的取組の発表会を開催します。 11月18日 羽根中学校体育館 羽根中学校 無料
羽根中学校
0887－24－6000

高知県 室戸市 ① 第５９回室戸市美術展覧会
一般の部、ならびに小中学校児童生徒の出品による美術展覧会です。絵画や工芸、書
写などの作品を展示します。

10月30日～11月4日
11月6日～11月11日

室戸市勤労者
体育センター

室戸市教育委員会
生涯学習課

無料
室戸市教育委員会
生涯学習課
0887-22-5142

高知県 室戸市 ② 「続産業社会と人間」学年発表会 2年生が職場体験等の成果を発表します。 11月13日 室戸高等学校視聴覚室
高知県立
室戸高等学校
総合学科運営部

無料
高知県立
室戸高等学校
0887-22-1155

高知県 室戸市 ② 「産業社会と人間」学年発表会 1年生がライフプラン作成の成果を発表します。 11月22日 室戸高等学校多目的ホール
高知県立
室戸高等学校
総合学科運営部

無料
高知県立
室戸高等学校
0887-22-1155

高知県 室戸市 ② 「課題研究」最終発表会 3年生が地域課題解決に向けた取組等の成果を発表します。 12月19日 室戸高等学校多目的ホール
高知県立
室戸高等学校
総合学科運営部

無料
高知県立
室戸高等学校
0887-22-1155

高知県 本山町 ② 本山町児童生徒作品展 児童・生徒の学習成果である文化作品を展示します。 11月13日～18日 本山町プラチナセンター 本山町教育委員会 無料
本山町教育委員会
0887－76－3913

高知県 本山町 ② 吉野小学校イングリッシュ・デイ
外国の方々をゲストティーチャーに招き、英語に親しみ、異文化への興味や関心を養い
ます。

11月28日 吉野小学校 吉野小学校 無料
本山町教育委員会
0887－76－3913

高知県 本山町 ② 本山小学校イングリッシュ・デイ
外国の方々をゲストティーチャーに招き、英語に親しみ、異文化への興味や関心を養い
ます。

11月29日 本山小学校 本山小学校 無料
本山町教育委員会
0887－76－3913

高知県 本山町 ① 高知短期大学公開講座
情勢にあった問題事項に対する講座や本山町の地元学（歴史・文化・地域のある物探し
散策）などを開催します。

5～3月
本山町ﾌﾟﾗﾁﾅｾﾝﾀｰ
本山町内

本山町教育委員会 無料
本山町教育委員会
0887－76－2084

高知県 本山町 ① 第58回町民運動会 町内全域の地区対抗運動会を開催します。 11月4日 本山小学校　グラウンド 本山町 無料
本山町教育委員会
0887－76－2084

高知県 本山町 ①
第９回四国三郎吉野川源流・利水
域交流美術展覧会

吉野川源流域である嶺北地域と利水域住民が創作した美術作品を一堂に展示、公開す
ることにより、関係住民の美への関心を高めるとともに豊かな「自然」「人」「もの」の相互
の交流を目的とし、美術展覧会を開催します。

11月9日～11月11日 本山町プラチナセンター
四国三郎吉野川源流・
利水域交流美術展覧会事務局

無料
本山町教育委員会
0887－76－2084

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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高知県 本山町 ① 本山町文化協会舞台発表
本山町文化協会に所属する部員による民謡や日舞、ジャズダンスなどの舞台発表を開
催します。

11月11日 本山町プラチナセンター 本山町文化協会 無料
本山町教育委員会
0887－76－2084

高知県 本山町 ① 本山町産業文化祭
本山町の農・林・商業・文化の祭典。本山町文化協会に所属する部員による絵画や書道
などの展示をします。

11月18日 本山町プラチナセンター 本山町産業文化祭実行委員会事務局 無料
本山町まちづくり推進課
0887－76－2084

高知県 安田町 ① 生涯いきいき学習講座
毎年10月を生涯学習強調月間とし、スポー
ツ・防災・トピックをテーマに講演会を開催します。

10月1日～31日 安田町文化センター 安田町・安田町教育委員会 無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 安田町 ③ 芸能発表会
謡曲・日舞・大正琴・
PTAコーラス等の舞台発表を行います。

10月20日 安田町文化センター 安田町文化協会 無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 安田町 ② 園小中一斉参観日 園、小学校、中学校の授業公開、及び教育講演会を開催します。 10月17日

安田さくら園
安田小学校
安田中学校
安田町文化センター

安田町教育委員会
安田さくら園
安田小学校
安田中学校

無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 安田町 ② 安田中学校音楽発表会 合唱コンクール、吹奏楽部演奏等を行います。 11月3日 安田中学校　体育館 安田中学校 無料
安田中学校
0887-38-6201

高知県 安田町 ①② 読書週間 園小中読書週間にあわせ、それぞれの年齢に応じたおすすめの本を掲示 10月17日～24日 安田町文化センター 安田町教育委員会 無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 安田町 ② 人権参観日 人権教育の公開授業及び教職員、保護者対象に講演会を行います。 11月9日 安田小学校 安田小学校 無料 安田小学校

高知県 安田町 ③ 文化祭 園児、小・中学生、一般の方々の文化作品、体験教室等を行います。
11月17日
11月18日

安田町文化センター 安田町文化協会 無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 梼原町 ① 第５回梼原町芸術祭 町内外から様々な部門において著名な人材を招き、実演や体験を行う。 10月20日、21日
ゆすはら座、ゆすはら・夢・未来館、役
場駐車場

梼原町芸術祭実行委員会 無料
梼原町教育委員会
生涯学習係
0889－65－1350

高知県 梼原町 ① ウエルカム・コンサート
生徒の作品展示や総合的な学習に関連した神楽の舞のステージ、合唱コンクール等を
行います。

10月27日 梼原学園体育館 梼原学園体育館 無料
梼原学園
（梼原中学校）
0889－65－0101

高知県 県内全域 ③
平成30年度
第68回高知県芸術祭

県民の皆さまに文化芸術を身近に感じていただけるよう、県内各所で演劇・ダンス・音楽・
美術等のイベントを開催します。

9月15日～12月16日 高知県内 高知県芸術祭執行委員会
http://www.kochi-
art.com/
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