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長崎県 壱岐市 ①，② 心に響く人生の達人セミナー
「生と死を見つめて」を演題に益富美津代様に講演いただく。実社会の第一線で活躍さ
れている方の話を聞かせ、人生観、倫理観、さらに職業観などを醸成する。

11/6 長崎県立壱岐高等学校体育館 長崎県立壱岐高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/iki
-h/

TEL:0920-47-0081

長崎県 壱岐市 ② 文化祭 文化部発表、クラス発表等 10月27日 長崎県立壱岐商業高等学校 長崎県立壱岐商業高等学校 無料
【長崎県立壱岐商業高等学校】
http://www2.news.ed.jp/section/iki
-ch/index.html

長崎県立壱岐商業高等学校
〒811-5533
壱岐市勝本町新城西触282番地
TEL:0920-42-0205

長崎県 諫早市 ② 諫早市幼稚園・小・中学校音楽会

音楽演奏や鑑賞、作品の出展を通じて、芸術や自然環境に対する関心を深めさせ、情
操豊かな児童生徒の育成を図ることを目的とした情操教育推進事業の一環として音楽
会を開催します。市内公立幼稚園２園、公立小・中学校４２校、県立中学校１校が参加
し、出演者及び入場者数は、４日間でのべ５７００人を超え、市民の関心の高さがうかが
えます。

10月24日、11月13日
11月14日

諫早文化会館
諫早市幼稚園・小・中学校音楽
会実行委員会

無料
諫早市多良見町野副５９番地
（大草小学校）
0957-43-1231

長崎県 諌早市
①，②，
③

学習発表会
日頃の学習活動で行ってきた内容（書写、音楽、図画工作・美術、家庭科、劇、総合的
な学習の時間のまとめ、平和学習のまとめ、修学旅行の事後報告など）を舞台発表や
展示作品を通して、保護者や地域の方に発表する。

10月28日
長崎県立
諌早東特別支援学校
プレイルーム

長崎県立
諌早東特別支援学校

http://www.news.ed.jp/isahayahiga
shi-ss/

長崎県立諌早東
特別支援学校
isahayahigashi-ss@news.ed.jp

長崎県 諫早市 ② 希望祭
学年ごとのステージでの発表や演劇、美術科及び家庭科の展示、専門・作業班バザー
などを一般の方にもお楽しみいただけます。

１０月２８B
長崎県立希望が丘高等特別支援
学校

長崎県立
希望が丘高等特別支援学校

無料
http://www2.news.ed.jp/section/ki
bougaoka-ss/index.html

長崎県立
希望が丘高等特別支援学校
TEL：0957-43-5544

長崎県 諫早市 ①，② 心に響く人生の達人セミナー
講師：小金丸梅夫氏
「Heart　to　Heart、Hand　to　Handの国際協力」と題し、JICAでの米国、中南米、アフリ
カ、アジアの10か国20年に及ぶ、汗と涙の国際交流・国際協力人生を語る。

11月15日 長崎県立西陵高等学校体育館 長崎県立西陵高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/seiryo-h/
長崎県立西陵高等学校
TEL：0957-43-4154

長崎県 諌早市 ② 平成30年度北斗祭 文化活動のステージ・展示部門など 10月27日 本校 長崎県立諌早商業高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/isahya‐ｃｈ
/

長崎県立諌早商業高等学校
TEL：0957-26-1303

長崎県 諫早市 ③ 創立70周年記念第9回文化祭
学級企画による展示・ステージ発表や授業成果発表（書道・家庭科）、有志によるステー
ジ発表などを企画しています。またPTAによるうどんの炊き出しも行っています。

10月26日 長崎県立諫早高等学校 長崎県立諫早高等学校定時制 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-h/
長崎県立諫早高等学校定時制
TEL：0957-22-1222

長崎県 諫早市 ②③ 文化祭
文化部や各クラスによる展示やステージ発表、家庭クラブやPTAによるバザーなどを実
施予定です。

11月3日 長崎県立諫早東高等学校 長崎県立諫早東高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-h/
長崎県立諫早東高等学校
0957-36-1010

長崎県 諫早市 ② 授業参観 全クラスの授業を公開します。学年・学級PTAでは情報交換を行います。 11月13日 長崎県立諫早東高等学校 長崎県立諫早東高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/isahaya-h/
長崎県立諫早東高等学校
0957-36-1010

長崎県 雲仙市 ② 文化祭
ステージでの文化部の研究発表やクラスによる演劇、展示、バザーなどを一般の方にも
お楽しみいただけます。

10月28日 長崎県立小浜高等学校 長崎県立小浜高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/ob
ama-h/

TEL:0957-74-4114

長崎県 大村市 ② 平成30年度大村市中学校音楽会
市内の中学生が一堂に会し、日常の学習の成果を発表することにより、さらに音楽に関
わろうとする気持ちを育むとともに、他校の生徒と一緒に音楽に親しみ、音楽に対する
興味関心を深める機会とします。

11月9日
シーハットおおむら
メインアリーナ

大村市教育委員会
大村市教育委員会
学校教育課
TEL:0957-53-4111

長崎県 大村市 ② 平成30年度大村市小学校音楽会
市内の小学生が一堂に会し、「表現及び鑑賞の活動を通して音楽性を培うとともに、音
楽を愛する心情と音楽に対する感性を育て、豊かな情操を養う」ことを目的に合唱や合
奏を行います。

11月13日～14日
シーハットおおむら
さくらホール

大村市教育委員会
大村市教育委員会
学校教育課
TEL:0957-53-4111

長崎県 大村市 ②，③ 文化祭
今年は１２０周年記念の文化祭です。ステージ発表や作品展示・即売を通して、幼児児
童生徒の学習成果を発表するとともに、参観者及び地域の方々との交流を図ります。

11月4日 長崎県立ろう学校 長崎県立ろう学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/ro
u/

長崎県立ろう学校
TEL:095７-55-5406

長崎県 大村市 ②，③ 平成３０年度　第１２回虹のまつり

・本校（小学部、中学部、高等部）の児童生徒が、日頃の学習の成果を発表する場を通
して交流を深めたり、保護者や近隣の小中学生、地域の方々に対して本校教育の理解
啓発を図ったりする（文化祭）。
〇まつり演技（各学部）　〇作品展示（全校）　　〇遊びコーナー（小学部）
〇作業学習体験コーナー（中学部）　〇作業班バザー（高等部）

10月21日

長崎県立虹の原特別支援学校
晴天時：グラウンド、校舎内
（雨天時：体育
館、.校舎内)

長崎県立虹の原特別支援学校 無料
http://www.news.ed.jp/nijinohara-
ss/

長崎県立虹の原特別支援学校
TEL：0957-55-5157
FAX：0957-55-5158

長崎県 小値賀町 ①・③ 町民文化祭 小値賀町文化連盟加盟の団体が、１年に１度、活動成果の発表を行います。 11月17,18日 小値賀町離島開発総合センター 小値賀町文化連盟 無料

小値賀町教育委員会
教育生涯学習班
社会教育係
0959-56-3838

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



102

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

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

11月17日 小値賀町離島開発総合センター 小値賀町教育委員会 無料

小値賀町教育委員会
教育生涯学習班
社会教育係
0959-56-3838

長崎県 小値賀町 ② 小値賀中学校学習発表会 日常の学習のまとめや成果の発表を行います。 11月8日 小値賀中学校体育館 小値賀町立小値賀中学校 無料

小値賀町教育委員会
教育生涯学習班
教育総務係
0959-56-3838

長崎県 川棚町 ② 青少年劇場
邦楽プレーヤーINSPIRATION!!による邦楽コンサートを通して、日本の伝統楽器に親し
み、舞台芸術の素晴らしさを体験します。保護者や近隣の小学校、施設の方々にも呼び
かけます。

10月18日 長崎県立川棚特別支援学校 長崎県立川棚特別支援学校 無料
http://www.news.ed.jp/kawwatana-
ss/

長崎県立
川棚特別支援学校職員室
０９５６－８２－２２９５

長崎県 川棚町 ② 川棚げんきまつり
児童生徒による学習成果の舞台発表や作業学習の製品及び収穫物のバザー活動など
を保護者や地域の方々を招いて行います。

11月11日 長崎県立川棚特別支援学校 長崎県立川棚特別支援学校 無料
http://www.news.ed.jp/kawwatana-
ss/

長崎県立
川棚特別支援学校職員室
０９５６－８２－２２９5

長崎県 川棚町 ② 文化祭
小・中・高等部のステージ発表、作品展示、バザーなどを実施します。
本校教育活動への理解啓発の一環とします。

１０月１４日(日） 長崎県立桜が丘特別支援学校 長崎県立桜が丘特別支援学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/sa
kuragaoka-ss/

長崎県立桜が丘特別支援学校
０９５６－８２－３６３０

長崎県 五島市 ② 文化祭
各クラスによる展示、ステージに加え、文化部による書道パフォーマンス、地域振興系
列の生徒による海陽市場、バザーなど海陽カラーあふれる文化祭です。

10月27日 長崎県立五島海陽高校体育館 長崎県立五島海陽高校 無料 www2.news.ed.jp/section/kaiyo-h/
長崎県五島市坂の上1丁目6番1
号
TEL:0959-72-1917

長崎県 五島市 ② 芸術鑑賞会 スクールコンサート（音楽鑑賞） 11月13日 福江文化会館 長崎県立五島高等学校 無料
長崎県立五島高等学校
0959-72-2944

保護者参観可

長崎県 五島市 ② 体育祭
18:00～20:30の間、体育館内で行います。定時制全生徒と教職員を、体力等が偏らない
ように２団に分けての対抗戦です。競技・応援合戦・団旗の出来で総合優勝を目指しま
す。一般参加の種目も用意しています。

11月9日 長崎県立五島高等学校体育館 長崎県立五島高等学校定時制 無料
http://www2.news.ed.jp/section/go
to-t/index.html

長崎県五島市池田町１番1号
0959-72-5200

長崎県 五島市 ②

青少年劇場
はじける日本の音色
～INSPIRATION～
箏・三味線・邦楽パーカッションのコンサー
ト

国内外で活躍中の邦楽プレーヤーINSPIRATIONの皆さんをお迎えして、現代的に生ま
れ変わった邦楽の演奏や解説、体験コーナーなどを交えた演奏会を行います。音楽の
楽しさと日本の伝統音楽の素晴らしさを体感できるプログラム構成となっています。

10月19日
長崎県立鶴南特別支援学校五島
分校高等部（五島海陽高校内）

長崎県教育委員会 無料
長崎県立鶴南特別支援学校五
島分校高等部：0959-72-2303

長崎県 五島市 ②
五島海陽高校・鶴南特別支援学校五島分
校合同文化祭

海陽生と鶴南生が団結して作り上げる文化祭です。パワーあふれるステージ発表、展
示、バザーなど盛りだくさんです。

10月27日
長崎県立五島海陽高等学校体育
館および鶴南五島分校各教室

長崎県立五島海陽高校・長崎県
立鶴南特別支援学校五島分校

無料
長崎県立鶴南特別支援学校五
島分校高等部：0959-72-2303

長崎県 五島市 ② 鶴南ごとう発表会
普段は学習の場が離れている小中高等部の児童生徒が一堂に会し、ステージ発表や
展示で会を盛り上げ、日頃の学習の成果を披露します。

11月3日 五島市立福江小学校体育館
長崎県立鶴南特別支援学校五
島分校

無料
長崎県立鶴南特別支援学校五
島分校小中学部：0959-74-0333
高等部：0959-72-2303

長崎 西海市 ② 第54回農業文化祭
文化部・専門部による展示やファッションショー（生徒作品）・農産物販売・育友会による
バザーを行います。

11月17日～18日 本校 長崎県立西彼農業高校 無料 http://www.news.ed.jp/seihi-ah/
電話番号：0959-27-0169
メール：seihi-ah@news.ed.jp

長崎県 西海市 ②  大崎祭「中高合同文化祭」

大崎中学校と大崎高校の生徒が協力して、合同文化祭を開催します。主な内容は次の
とおりです。
○中学校合唱コンクール
○クラス・文化部の発表を中心とした展示・ステージ・食物バザー
○中学生による学習発表会

11月4日
長崎県立大崎高等学校・西海市
立大崎中学校

長崎県立大崎高等学校・西海市
立大崎中学校

無料
【長崎県立大崎高等学校】
http://www2.news.ed.jp/section/os
aki-h/

長崎県立大崎高等学校
TEL:0959-34-2069

長崎県 西海市 ②,③ 文化祭（高等部西彼杵分教室）
・ステージ発表、作品展示、バザーなどを通して、児童生徒の日頃の学習の成果を発表
するとともに、地域や関係機関の方々との交流を図ります。
・長崎県立西彼杵高等学校と合同で行います。

11月3日～4日 長崎県立西彼杵高等学校
長崎県立鶴南特別支援学校高
等部西彼杵分教室

無料
長崎県立鶴南特別支援学校高
等部西彼杵分教室
℡0959-22-9150

長崎県 佐々町 ② 文化祭
生徒による合唱コンクール及び文化部による作品展示・ステージ発表、や保護者による
食物バザーを行います。

10月27日～28日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料 http://www.seiho-h.ed.jp/
長崎県立清峰高等学校
TEL：0956-62-2131

長崎県 佐々町 ①．② 心に響く人生の達人セミナー
看護師の益富美津代先生に全校生徒および職員・保護者に対して「命の大切さについ
て」の講演をしていただきます。

10月30日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料 http://www.seiho-h.ed.jp/
長崎県立清峰高等学校
TEL：0956-62-2131

長崎県 佐々町 ② 芸術鑑賞会 東京演劇集団「風」を招いて、『Touch－孤独から愛へ』を鑑賞いたします。 11月13日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料 http://www.seiho-h.ed.jp/
長崎県立清峰高等学校
TEL：0956-62-2131

長崎県 佐世保市 ① うちどく講演会 家庭での読書活動の推進のため、うちどく（家読）講演会を開催します。 11月17日 佐世保市中央公民館 佐世保市教育委員会 無料
℡：0956-24-1111
（内線3121）

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



102

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

長崎県 佐世保市 ③ 第3回　Sasebo　Expo　2018 文化を介して日本人と外国人が学びと交流を深める事業です。 11月10日 佐世保市中央公民館
佐世保市教育委員会、英語プロ
ジェクトチーム

無料
℡：0956-24-1111
（内線3121）

材料費は有料

長崎県 佐世保市 ① おはなしフェスティバル　（仮） ボランティアグループなどによる絵本の読み語りや手遊びなどを行います。 11月4日 佐世保市立図書館 佐世保市立図書館 無料
https://www.library.city.sasebo.nag
asaki.jp/

佐世保市立図書館
0956-22-5618

長崎県 佐世保市 ③ させぼ文化マンス
芸術の秋である11月を「させぼ文化マンス」と定め、様々なジャンルの文化関係者が主
体となって、市民が文化に親しめる機会を提供します

11月 アルカスSASEBO他
させぼ文化マンス実行委員会、
佐世保市

させぼ文化マンス
実行委員会
0956-42-1111
（アルカスSASEBO内）

長崎県 佐世保市 ② 学習発表会 幼児児童生徒の日頃の学習の成果を、舞台と作品展示で発表します。 10月28日
長崎県立ろう学校
佐世保分校

長崎県立
ろう学校
佐世保分校

無料
長崎県立ろう学校
佐世保分校
0956-46-0881

長崎県 佐世保市 ② 学校公開
聴覚障害教育に対する理解啓発を図るために、授業公開や教育支援講座、教育相談を
行います。

11月14日
長崎県立ろう学校
佐世保分校

長崎県立
ろう学校
佐世保分校

無料
長崎県立ろう学校
佐世保分校
0956-46-0881

長崎県 佐世保市 ② 文化祭 各文化部・技術部、各クラスによる、展示、ステージ発表、食物バザー等 11月10日 長崎県立佐世保工業高等学校 長崎県立佐世保工業高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/sasebo-th/
長崎県立佐世保工業高等学校
電話0956-49-5684

長崎県 佐世保市 ①，② 人生の達人セミナー
とおだ＆ソリューション代表　株式会社ＦＭさせぼ副社長兼局長の遠田公夫氏による講
演会

10月23日
長崎県立佐世保商業高等学校体
育館

長崎県立佐世保商業高等学校 無料
【長崎県立佐世保商業高等学校】
http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

長崎県佐世保市吉岡町863番地
3
TEL：0956-49-3990

長崎県 佐世保市 ② 文化祭 文化部の展示、ステージ発表、クラス発表、販売実習、ＰＴＡによる食物バザー等 10月26日～27日 長崎県立佐世保商業高等学校 長崎県立佐世保商業高等学校 無料
【長崎県立佐世保商業高等学校】
http://www.news.ed.jp/sasebo-ch/

長崎県佐世保市吉岡町863番地
3
TEL：0956-49-3990

長崎県 佐世保市 ② 芸術鑑賞会 スクールコンサート（OMURA室内合奏団） 10月25日 長崎県立佐世保東翔高等学校 長崎県立佐世保東翔高等学校 無料
【長崎県立佐世保東翔高等学校】
http://www2.news.ed.jp/section/to
usho-h/index.html

長崎県立佐世保東翔高等学校
TEL:0956-38-2196

長崎県 佐世保市 ② 東翔祭（文化祭） 文化部の展示、ステージ発表、クラス発表、東翔デパート、食物バザー等 11月4日 長崎県立佐世保東翔高等学校 長崎県立佐世保東翔高等学校 無料
【長崎県立佐世保東翔高等学校】
http://www2.news.ed.jp/section/to
usho-h/index.html

長崎県立佐世保東翔高等学校
TEL:0956-38-2196

長崎県 佐世保市 ②、③ 鹿工祭
26日に観劇会を行い、文化・芸術に触れる。
27日は各専門科における課題研究の発表、公開実習ならびに各教科、生徒会文化部、
各クラスによる展示等を行う。

10月26日(金)、27日(土) 長崎県立鹿町工業高等学校 長崎県立鹿町工業高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/sh
ikamachi-th/

長崎県 佐世保市 ② 人生の達人セミナー
講師に「ナガサキアイランズスクール・小さな世界学校」代表小関哲氏をお迎えし、「世
界で生きる」をテーマに講演を行っていただきます。また、講演終了後は生徒座談会を
開催します。保護者等にも公開します。

10月25日
長崎県立佐世保西高等学校体育
館

長崎県立佐世保西高等学校 無料
長崎県立佐世保西高等学校
TEL:0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ② 学校開放ウィーク 期間中の全授業を公開します。 10月29日～11月2日 長崎県立佐世保西高等学校 長崎県立佐世保西高等学校
長崎県立佐世保西高等学校
TEL:0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ③ 芸術鑑賞会
「長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団スクールコンサート」
長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団によるクラッシックの名曲や日本の音楽などの演奏のほか、
楽器体験等も取り入れたコンサートです。

11月1日
長崎県立佐世保西高等学校体育
館

長崎県立佐世保西高等学校 無料
長崎県立佐世保西高等学校
TEL:0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ②
長崎県教育委員会研究指定「次代を担う高
校生の資質・能力を育成する指導改善プロ
ジェクト」に係る中間報告会

本校における授業改善の取り組みと、総合学習で行っている地域創生プロジェクト、ＯＥ
ＣＤ日本教育イノベーションネットワークの概要の説明、公開授業、授業研究を行いま
す。長崎大学教職大学院准教授藤井佑介先生から、取り組みに関する指導助言や授
業改善に関する全国的な流れについてもお話をいただきます。近隣高校、中学校等の
先生方にも公開します。

11月7日
長崎県立佐世保西高等学校コモ
ンホール

長崎県教育委員会及び長崎県
立佐世保西高等学校

長崎県立佐世保西高等学校
TEL:0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ②
九州地区高等学校英語ディベート大会（長
崎大会）

日ごろの英語学習の成果を発表する機会を提供し、ディベート活動を通して生徒のコ
ミュニケーション能力の向上を図るとともに、物事を多角的な視点からとらえる態度を育
成するために開催します。

11月10日
長崎県立佐世保西高等学校コモ
ンホール

九州地区英語教育研究団体連
合会

長崎県立佐世保西高等学校
TEL:0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ② 中央祭（文化祭）
三課程（昼間部・夜間部・通信制）合同による文化祭です。展示、ステージ発表、PTA食
物バザー等多くの催し物があります。

10月28日 長崎県立佐世保中央高等学校 長崎県立佐世保中央高等学校 無料
http://www.news.ed.jp/sasebochuo
-h/

長崎県立佐世保中央高等学校
TEL:0956-22-7719

長崎県 佐世保市 ② 芸術鑑賞会 スクールコンサート（長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団） 10月27日 長崎県立佐世保中央高等学校 長崎県立佐世保中央高等学校 無料
http://www.news.ed.jp/sasebochuo
-h/

長崎県立佐世保中央高等学校
TEL:0956-22-7719

保護者参観可

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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長崎県 佐世保市 ②，③ 文化祭
学生が中心となり計画する若さと創造性あふれる行事です。各学科の展示、各クラブの
プレゼンテーション、コンサート、バザー等盛りだくさんな内容です。

11月4日 佐世保工業高等専門学校 佐世保工業高等専門学校 無料
http://www.sasebo.ac.jp/snct/scho
ol-life/culture-festival

学生課生活支援係
0956-34-8420

長崎県 佐世保市
①，②，

④
おもしろ実験大公開

小・中学校の授業では体験できない身近な材料を用いた物理や科学の実験、燃料電池
自動車試乗会など40を超える企画を設定した催しを開催しています。この催しは、地域
への貢献と本校学生の教育的効果を目的としており、学生も教師役を務めています。

11月18日 佐世保工業高等専門学校 佐世保工業高等専門学校 無料
http://www.sasebo.ac.jp/snct/p_op
en/omoshiro

総務課企画係
0956-34-8415

要事前申し込み

長崎県 島原市 ②③  文化祭（清羅祭）
各クラスの展示や発表に加えて，授業などでの作品なども展示します。また，島原文化
会館のステージを使った文化部発表やファッションショーなどもあります。

10月26日～27日
島原商業高校
島原文化会館

島原商業高校 無料
http://www.news.ed.jp/shimabara-
ch/

0957-62-4059

長崎県 島原市 ②、③ スクールコンサート
ＯＭＵＲＡ室内合奏団によるコンサートです。コンサートを通して、生徒たちの芸術への
興味・関心を高め、豊かな心や感性、創造性をはぐくむことを目的としています。

10月17日 長崎県立島原高等学校体育館
一般財団法人　長崎県教職員互
助組合

無料
長崎県立島原高等学校
0957-63-7100

長崎県 島原市 ②、③ 芸術鑑賞会
「わらび座」によるミュージカル「ブッダ」の公演です。手塚治虫の漫画を原作としたミュー
ジカルで、生きるとは何かの根源を投げかけてくれます。

11月2日 島原文化会館 長崎県立島原高等学校 無料
長崎県立島原高等学校
0957-63-7100

長崎県 島原市 ① 授業公開
保護者および地域の方々に向けて学校を開放し、授業を参観していただきます。学校
の様子、生徒の授業に臨む姿勢を見ていただきます。

11月13日
,14日

長崎県立島原高等学校 長崎県立島原高等学校 無料
長崎県立島原高等学校
0957-63-7100

長崎県 島原市 ②、③ 島高青楓塾
本校の卒業生を講師に招いての講演会です。今年度は、本校31回生ニューヨーク在住
でグローバルに活躍されている馬場昭文氏を講師に招き、「プロフェッショナルという職
業」という演題で講演をしていただきます。

11月14日 長崎県立島原高等学校体育館 長崎県立島原高等学校 無料
長崎県立島原高等学校
0957-63-7100

長崎県 島原市 ② 工業展

・各学科の作品展示や実習等の実演（見学、体験）。
　また、このことによる中学生を対象としたオープンスクールの実施。
・各クラス・文化部等による展示、ステージ発表、食物バザーの実施。
・保護者（母の会）による食物バザーの実施。

１１月３日～４日 長崎県立島原工業高等学校 長崎県立島原工業高等学校 無料 http://shimabara-th.ed.jp/
長崎県立島原工業高等学校
TEL:0957-62-2768

長崎県 島原市 ② スクールコンサート 長崎OMURA室内合唱団による楽器体験などを取り入れたコンサートを実施。 10月23日 長崎県立島原工業高等学校
一般財団法人
長崎県教職員互助組合

無料 http://shimabara-th.ed.jp/
長崎県立島原工業高等学校
TEL:0957-62-2768

長崎県 新上五島町 ① 新上五島町寄席
古典落語を鑑賞し、直接、伝統・文化に触れることで文化・芸術に対する興味・関心を高
める機会とします。

11月4日 鯨賓館ホール
教育委員会
生涯学習課

新上五島町教育委員会
生涯学習課
0959－54－1984

長崎県 新上五島町 ① 学校寄席
古典落語を鑑賞し、直接、伝統・文化に触れることで文化・芸術に対する興味・関心を高
める機会とします。

11月5日 新上五島町立奈良尾中学校
教育委員会
生涯学習課

無料
新上五島町教育委員会
生涯学習課
0959－54－1984

長崎県 新上五島町 ② 白魚祭
本校で行われる文化祭です。ステージ発表や展示、食物バザーなどが行われます。午
後は、芸術鑑賞会（OMURA室内合奏団）を行います。

11月4日 長崎県立中五島高等学校 長崎県立中五島高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/na
kagoto-h/

長崎県立中五島高等学校
０９５９－４４－０２６５

長崎県 対馬市 ② 芸術鑑賞会
本校では、秋に芸術鑑賞会を実施しています。本年度は、ピアニスト・赤松林太郎氏を
招き、コンサートホールで演奏を鑑賞します。

10月16日 対馬市交流センター 長崎県立対馬高等学校 無料
長崎県立対馬高等学校
TEL:0920-52-1114

保護者参観可

長崎県 対馬市 ②③ 豊高祭
午前中は体育大会を実施します。全学年を２つの団に分けて競技を行います。午後は
文化祭を実施します。各学年ごとに展示やステージ発表を行います。

10月28日 豊玉町パールドーム 長崎県立豊玉高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/toyotama-
h/

長崎県立豊玉
高等学校
TEL:0920-58-0399

長崎県 時津町 ③ 時津町文化祭～作品展

作品作りを主体とした活動において日頃の練習や活動の成果の発表を行います。ま
た、作品の展示を通して、時津町内のサークルや各種団体の方々と親睦を図り、更なる
資質向上を図りながら新たな自分を発見する場を創ることを目的としています。なお、生
け花は10月28日まで展示します。

10月25日～29日 コスモス会館 時津町教育委員会 無料
時津公民館
TEL:095-882-2975

長崎県 時津町 ② 第２７回はこべら祭り

地域社会との交流を深め、児童の健全な育成を図るとともに、児童たちはステージ発表
を通して、表現する喜びを味わったり、互いに認め合う態度を身につけることを目的とし
ます。
午前中の第１部では児童による日頃の学習の成果を学年ごとのステージ発表で行い、
午後は第２部のアトラクションでソーラン節などの児童や団体の発表や、ＰＴＡ・自治会の
団体による出店販売が行われます。

10月28日 時津町立時津東小学校 時津町立時津東小学校
【時津町立時津東小学校】
http://www4.cncm.ne.jp/~togitsuhig
ashi-e/

時津東小学校
TEL:095-882-0446

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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長崎県 時津町 ③ 時津町文化祭～芸能祭
芸能活動に関する日頃の練習や活動の成果の発表を行います。また、芸能活動を通し
て、時津町内のサークルや各種団体の方々と親睦を図り、更なる資質向上を図りながら
新たな自分を発見する場を創ることを目的としています。

11月3日 とぎつカナリーホール 時津町教育委員会 無料
時津公民館
TEL:095-882-2975

長崎県 時津町 ③ 時津町文化祭～音楽祭
音楽活動に関する日頃の練習や活動の成果の発表を行います。また、音楽活動を通し
て、時津町内のサークルや各種団体の方々と親睦を図り、更なる資質向上を図りながら
新たな自分を発見する場を創ることを目的としています。

11月4日 とぎつカナリーホール 時津町教育委員会 無料
時津公民館
TEL:095-882-2975

長崎県 時津町 ②
文化祭
時分スマイルフェスタ２０１８

舞台発表、作品展、作業学習等で製作した製品のバザーを行います。ま
た、保護者によるバザーや、ゲームコーナー、外部ボランティアによるダ
ンス発表の企画もしています。

11月18日
長崎県立鶴南特
別支援学校時津
分校

長崎県立鶴南特別支援学校時
津分校

無料

【長崎県立鶴南特別支援学校時津
分校】
http://www2.news.ed.jp/section/to
gitsu-b/

長崎県西彼杵郡時津町西時津
郷８７３
℡：095-886-8270

長崎県 時津町 ② 第４４回長崎県立盲学校文化祭 各学部等によるステージ発表、教科・学習活動の取組による展示・バザー 10月28日 長崎県立盲学校 長崎県立盲学校 無料 mou@news.ed.jp ０９５－８８２－００２０

長崎県 時津町 ② 長崎県青少年劇場 ニ胡、馬頭琴、中国琵琶等によるアンサンブルコンサート 11月9日 長崎県立盲学校 長崎県教育委員会 無料 mou@news.ed.jp ０９５－８８２－００２０

長崎県 長崎市 ②,③
第14回長崎県高等学校総合文化祭（しお
かぜ祭）

　長崎県内の各高等学校及び特別支援学校高等部の生徒が、芸術・文化活動の総合
的な発表及び相互交流を行うことで、文化を創造することの意義と喜びを実感するととも
に、文化・芸術の新たな担い手として必要とされる豊かな心の涵養を目的としています。
　文化祭は総合開会式と部門大会が行われていますが、総合開会式は開催地区の高
校生が生徒実行委員会を組織して、主体的に大会の企画・運営を行っています。

11月16日～11月18日
長崎市（長崎ブリックホール、長
崎市民文化会館）

長崎県高等学校文化連盟
長崎県教育委員会

無料
【長崎県教育庁学芸文化課】
https://www.pref.nagasaki.jp/sectio
n/edu-gakubun/

連絡先：長崎県教育庁学芸文化
課教育文化班
電話番号：095-894-3385

長崎県 長崎市 ② 文化祭
学校における専門教科・普通教科・部活動等の学習を通して体験・修得・創造したもの
を総合的に発表します。本校への理解をより深めてもらうため、保護者・地域の皆様や
児童・生徒に施設・設備を公開します。

10月27日 長崎県立長崎工業高等学校 長崎県立長崎工業高等学校 無料
【長崎工業高校ＨＰ】
http://www.nagasaki-th.ed.jp

095-856-0115
教務部

長崎県 長崎市 ② 鶴洋祭
生徒が文化的な行事を創造・体験することにより、文化活動への興味・関心を深めるこ
とを目的とする行事です。各コースによる展示や物品販売、音楽選択者の発表などを実
施します。

11月11日 長崎県立長崎鶴洋高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/section/ka
kuyo-h/

長崎県立長崎鶴洋高等学校
TEL:095-871-5675

長崎県 長崎市 ② 授業参観（小・中学部）
・小学部と中学部の授業を公開します。
・学級（学年）懇談にて、保護者同士または保護者と学校との情報交換を行います。

10月23日 長崎県立鶴南特別支援学校 長崎県立鶴南特別支援学校 無料
長崎県立鶴南特別支援学校
(小・中学部）
℡095-892-0691

長崎県 長崎市 ②,③ 鶴南まつり
・ステージ発表、作品展示、バザーなどを通して、児童生徒の日頃の学習の成果を発表
するとともに、地域や関係機関の方々との交流を図ります。

11月11日 長崎県立鶴南特別支援学校 長崎県立鶴南特別支援学校 無料
長崎県立鶴南特別支援学校
℡095-892-0691

長崎県 長崎市 ② 文化祭
本校で行われる文化祭です。クラスの発表に加え、文化部発表やPTA主催の食物バ
ザーなどを行います。

11月17日 長崎県立鳴滝高等学校
長崎県立鳴滝高等学校定時制
昼間部

無料
http://www2.news.ed.jp/section/na
rutaki-hiru/

長崎県県立
鳴滝高等学校定時制昼間部
TEL:095-822-0045

長崎県 長崎市 ①
活水女子大学公開講座
「デザイナーとして島で暮らすということ」

草々社の有川智子氏は、人口３万人あまりの五島福江島にて、グラフィックデザイナー
として活躍しています。五島市在住の企業・団体のロゴや広告の制作をはじめ、広報誌
の編集、自治体の PR、空き家活用など、グラフィックからまちづくりまで幅広く活動して
おられます。本講演では有川氏のこれまでの仕事や島での暮らしについてお話を伺い、
デザイナーと地域との関わりについて考える良い機会になればと思います。

11月7日
活水女子大学
東山手キャンパス

活水女子大学 無料
http://www.kwassui.ac.jp/university
/index.html

活水学院総合企画室
095-820-6020

H30.9月中旬更新予定

長崎県 波佐見町 ② 文化祭
「瞬き～今しかないこの瞬間を～」というテーマのもと、各クラス、各文化部が趣向を凝ら
して、展示・発表をする。

11月4日 長崎県立波佐見高等学校 長崎県立波佐見高等学校 無料
長崎県東彼杵郡
波佐見町長野郷３１２－５
０９５６（８５）３４４０

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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長崎県 東彼杵町 ① 読書週間学校訪問事業
町内小・中学校やグループホームなどの高齢者施設を訪問し、読み語りや大型紙芝居
等を利用し本に親しむ機会を提供するとともに、日常的な読書活動を啓発します。

10月27日～11月9日
町内各学校
町内老人施設

東彼杵町
教育委員会

無料
東彼杵町教育委員会
社会教育係
0957-46-0114

長崎県 東彼杵町 ③ ふるさと芸能大会
町内の文化活動団体を一堂に会し、日頃の活動の成果を発表する機会をホールイベン
トという形で提供します。輝かしいステージを準備することで発表者・観客双方の満足度
を高め町内の文化活動振興の核となる事業です。

11月4日 東彼杵町文化ホール
東彼杵町
文化協会

無料
東彼杵町教育委員会
社会教育係
0957-46-0114

長崎県 東彼杵町 ③ 全国鯨フォーラム2018東そのぎ
江戸時代初めから明治にかけて鯨肉取引の中心地として栄えた東彼杵町で、鯨に関す
る基調講演・パネルディスカッション・鯨企画展・交流会のほか日本一を獲得した「その
ぎ茶」のおもてなしを予定しています。

11月13日 東彼杵町文化ホール
東彼杵町
まちづくり課

無料
東彼杵町まちづくり課
商工観光係
0957-46-1286

長崎県 平戸市 ② 慈眼祭（文化祭）
全クラスの演劇および文化部の展示発表やステージ発表、ＰＴＡによるバザーなどが行
われます。一般公開は11月3日のみ。

11月2日～11月3日 長崎県立平戸高等学校 長崎県立平戸高等学校 無料 http://www.news.ed.jp/hirado-h/
長崎県立平戸高等学校
0950-28-0034

長崎県 平戸市 ② 第70回農業文化祭
農産物、生徒実習品の販売や食物バザー、文化部・専門部による展示発表、PTAによ
るバザーなどを行います。

11月10日～11日 長崎県立北松農業高等学校 長崎県立北松農業高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/hokusho-
ah/

長崎県立北松農業高等学校
TEL:0950-57-0511

長崎県 平戸市 ①，② 心に響く人生の達人セミナー
小浜ちゃんぽん愛好会の林田真明様（雲仙市職員）を講師に、郷土愛を育む講演を行
います。保護者の方も参加可能です。

11月1日
長崎県立北松農業高等学校体育
館

長崎県立北松農業高等学校 無料
http://www3.news.ed.jp/hokusho-
ah/

長崎県立北松農業高等学校
TEL:0950-57-0511

長崎県 平戸市 ② 文化芸術鑑賞会 一般の方も参観可能な演劇公演をします。 11月21日 平戸市文化センター 長崎県立猶興館高等学校 無料
長崎県立猶興館高高等学校
0950-22-2064

長崎県 松浦市 ①，② 人生の達人セミナー 松浦市の友田吉泰市長を講師に迎えての講演会 10月23日 長崎県立松浦高等学校体育館 長崎県立松浦高等学校 無料 TEL:0956-72-0142

長崎県 南島原市 ③ 深江町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

11月3・4日
芸能部門／南島原市深江ふるさ
と伝承館
展示部門／南島原市深江公民館

南島原市深江町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　11/4
展示部門　11/3,4

長崎県 南島原市 ③ 布津町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

10月13日
11月2～4日

芸能部門／布津世紀の泉
展示部門／南島原市布津ふるさ
と道場

南島原市布津町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　10/13
展示部門　11/2～4

長崎県 南島原市 ③ 有家町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

10月28日
11月2～4日

南島原市ありえコレジヨホール 南島原市有家町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　10/28
展示部門　11/2～4

長崎県 南島原市 ③ 西有家町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

11月17・18日 西有家総合学習センターカムス 南島原市西有家町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　11/18
展示部門　11/17・18

長崎県 南島原市 ③ 北有馬町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

11月10・11日
南島原市北有馬ピロティー文化
センター日野江

南島原市北有馬町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　11/11
展示部門　11/10・11

長崎県 南島原市 ③ 南有馬町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

11月3・4日 南島原市南有馬体育館 南島原市南有馬町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　11/4
展示部門　11/3・4

長崎県 南島原市 ③ 口之津町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

11月3・4日

芸能部門／南島原市口之津公民
館
展示部門／南島原市口之津体育
館

南島原市口之津町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　11/4
展示部門　11/3・4

長崎県 南島原市 ③ 加津佐町文化祭
市民の文化振興と文化活動の充実発展、成果発表を目的として文化祭が開催されま
す。

11月3日
10月27・28日

芸能部門／南島原市加津佐青
年・婦人会館
展示部門／南島原市加津佐総合
福祉センター希望の里

南島原市加津佐町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課
TEL:0957-73-6703

芸能部門　11/3
展示部門　10/27・28

長崎県 南島原市 ② 講演会

今年の世界遺産認定に関して、構成遺産が本校の学区にも複数あります。これを機に、
地域の風土や歴史への意識を高めるため、講演会を実施します。キリスト教、セミナリヨ
に縁のある上智大学から講師を招きます。生徒が地域に学び、世界的に視野を広げて
いく学びの場です。

10月16日 長崎県立口加(こうか)高等学校 長崎県立口加(こうか)高等学校 無料 http//www.news.ed.jp/kouka-h/
長崎県南島原市口之津町甲
3272番地
0957-86-2180

保護者、地域のみなさ
んなど来場可

長崎県 南島原市 ② 菖蒲祭（文化祭）
本校で毎年秋に行う文化祭です。文化部の発表、クラスの出し物（劇やダンス、展示）、
生活創造コース生徒による創作ウェディングドレスファッションショー、PTAによるバザー
出店などがあります。

10月27日 長崎県立口加(こうか)高等学校 長崎県立口加(こうか)高等学校 無料 http//www.news.ed.jp/kouka-h/
長崎県南島原市口之津町甲
3272番地
0957-86-2180

保護者、地域のみなさ
ん、中学生など来場可

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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長崎県 南島原市 ② 口加塾（こうかじゅく）（講演会）
本校で毎年秋に行う講演会です。本校創立記念日の１１月１６日にちなんで、縁のある
卒業生の方々を招いて講演をしていただききます。生徒が地域に学び、世界的に視野
を広げ、よりよき人生を送っていくための学びの場です。

11月15日 長崎県立口加(こうか)高等学校 長崎県立口加(こうか)高等学校 無料 http//www.news.ed.jp/kouka-h/
長崎県南島原市口之津町甲
3272番地
0957-86-2180

保護者、地域のみなさ
んなど来場可

長崎県 南島原市 ② 翔南祭（文化祭） 文化部の発表、各クラスの展示や発表、選択授業の成果発表などを行ないます。 11月3日
長崎県立島原翔南高等学校　体
育館

長崎県立島原翔南高等学校 無料
長崎県立島原翔南高等学校
０９５７－８２－２２８５

長崎県
南松浦郡新
上五島町

② 橄欖祭
本校で行われる文化祭です。文化部発表、クラス発表の他、母の会バザー、展示等を
一般公開します。

10月28日 長崎県立上五島高等学校 長崎県立上五島高等学校 無料
http://www.news.ed.jp/section/ka
migoto-h/

長崎県立上五島高等学校
TEL:0959-54-1155

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


