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熊本県 あさぎり町 ① ＰＴＡ家庭教育講演会
ＰＴＡ文化部が主催し、家庭教育の在り方について保護者へ啓発を行います。具体的内容等につ
いては現在検討中です。

10月 あさぎり町立上小学校 あさぎり町立上小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/uesyou/
あさぎり町立上小学校
0966-47-0006

熊本県 あさぎり町 ①②
ウエルカムデー「熊本の心」活用公開授
業

道徳教育用郷土資料「熊本の心」を活用した公開授業を行います。当日は、自由参観日「ウエルカ
ムデー」で、地域や保護者の方々にご来校いただきます。

10月16日 あさぎり町立上小学校 あさぎり町立上小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/uesyou/
あさぎり町立上小学校
0966-47-0006

熊本県 あさぎり町 ①② ウエルカムデー人権教育公開授業
自由参観日「ウエルカムデー」において、人権教育に関する学習を保護者や地域の方々に公開し
ます。

11月15日 あさぎり町立上小学校 あさぎり町立上小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/uesyou/
あさぎり町立上小学校
0966-47-0006

熊本県 あさぎり町 ①② 認知症サポーター養成講座
児童が認知症についての正しい知識を持ち、自分の祖父母や近所の高齢者へ思いやりやいたわ
りの心を育むことを目的に授業を行う予定です。

11月 あさぎり町立上小学校 あさぎり町立上小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/uesyou/
あさぎり町立上小学校
0966-47-0006

熊本県 あさぎり町 ② 秋の読書祭り
読書に対する意欲を高め、本に親しむ態度を育てることを目的に、図書委員による読み聞かせや
しおり作り、読書クイズラリー等を開催します。

１０月下旬
あさぎり町立
免田小学校

あさぎり町立免田小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/mendaes/

あさぎり町立免田小学校
球磨郡あさぎり町免田東
1719
電話 0966-45-0044

熊本県 あさぎり町 ② 学習発表会・免田っ子祭り
学習発表会は、子どもたちがこれまで学習した成果を保護者、地域の方々に見ていただくことを目
的に開催します。また、免田っ子祭りは、ＰＴＡ主催でバザー等を行います。

11月17日
あさぎり町立
免田小学校

あさぎり町立免田小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/mendaes/

あさぎり町立免田小学校
球磨郡あさぎり町免田東
1719
電話 0966-45-0044

熊本県 あさぎり町 ② 持久走大会
日頃の練習の成果を発揮し、自分の目標に向かって粘り強く最後まであきらめない態度を育てる
目的で開催します。

11月27日
あさぎり町免田
総合グラウンド

あさぎり町立免田小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/mendaes/

あさぎり町立免田小学校
球磨郡あさぎり町免田東
1719
電話 0966-45-0044

熊本県 あさぎり町 ② 自由参観日
地域と学校とのつながりを深めることをねらいとし、授業や児童の学習の
様子等を保護者や地域に公開します。

10月18日
あさぎり町立
岡原小学校

あさぎり町立
岡原小学校

無料
http://es.higo.ed.jp/okaharue
s/

あさぎり町立岡原小学校
0966-45-0243

熊本県 あさぎり町 ② あさぎり町立須恵小学校学習発表会
学校で学習した成果や教育の重要性を保護者や地域の方々に広く発信するために、須恵文化
ホールを借用し、学習発表会を実施します。

11月17日 須恵文化ホール
あさぎり町立
須恵小学校

無料
あさぎり町立須恵小学校
0966-45－3130

熊本県 あさぎり町 ② 運動会
学校における体育的行事を地域に広く開放し、多くの地域住民へ学校の日頃の取組を発表しま
す。

9月30日 深田小学校運動場 あさぎり町立深田小学校 無料
あさぎり町立深田小学校
0966-45-0201

熊本県 あさぎり町 ② 稲刈り
５、６年生が籾まき、苗植えした稲を刈り取ります。保護者、地域住民にもお手伝いをいただき、学
校行事への理解と協力を得る機会でもあります。

１０月中旬 学校借用田 あさぎり町立深田小学校 無料
あさぎり町立深田小学校
0966-45-0201

熊本県 あさぎり町 ①② 図書館夜間開放
地域や保護者の方々に本校図書館を夜間開放し、本校児童との交流の場を提供します。また、合
わせて読書活動への啓発を図る場とします。

１１月上旬 深田小学校図書館 あさぎり町立深田小学校 無料
あさぎり町立深田小学校
0966-45-0201

熊本県 あさぎり町 ②③ 学習成果発表会
全学級が日頃の学習の成果を家庭や地域に向けて発表します。起業体験で収穫した物の販売も
行います。

11月22日 深田小学校体育館 あさぎり町立深田小学校 無料
あさぎり町立深田小学校
0966-45-0201

熊本県 あさぎり町 ①②③ 深田ふれあい祭り 校区内の様々な団体、個人が日頃の活動を発表する場です。本校も参加する予定です。 11月11日 せきれい館 あさぎり町文化協会深田支部 無料
あさぎり町立深田小学校
0966-45-0201

熊本県 あさぎり町 ②
読み聞かせグループ「陽だまりの会」に
よる中学生への絵本の読み聞かせ

全クラスを対象に、地域ボランティア団体の方を中心に、朝自習の時間に各教室で絵本の読み聞
かせを行っていただきます。

10月10,11日 あさぎり中学校
あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立あさぎり中
学校　0966-47-0010

熊本県 あさぎり町 ② 熊本県人権子ども集会
熊本県教育委員会が主催する、毎年パークドーム熊本で行われる人権集会に、生徒の専門委員
会の一つである人権委員会のメンバーと希望者が参加し、人権についての様々な取組について
学びます。

10月13日 パークドーム熊本 熊本県教育委員会 無料 http://kyouiku.higo.ed.jp 096-333-2702

熊本県 あさぎり町 ② 球磨人吉中体連駅伝大会
本町を会場とする中体連駅伝大会を町内全体にお知らせし、地域をあげて応援することで、大会
を大いに盛り上げます。

10月16日
あさぎり中学校及びあさぎり
町周辺

人吉球磨中体連 無料 0966-38-1043

熊本県 あさぎり町 ② 薬物乱用防止教室 中学３年生と保護者及び地域の方を対象に、薬物の危険性を学ぶための講演会を開催します。 10月19日
あさぎり町立
あさぎり中学校

あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立
あさぎり中学校
0966-47-0010

熊本県 あさぎり町 ①② 修学旅行（２年）
中学２年生を対象に、広島市での原爆資料館見学等を通した平和学習や京都での世界遺産に認
定された寺社見学等を通した歴史学習等に取り組む旅行を実施します。

10月25～27日
あさぎり町立
あさぎり中学校

あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立
あさぎり中学校
0966-47-0010

熊本県 あさぎり町 ①② 保育体験学習（３年）
中学３年生を対象に、自己の進路を見つめ、地域社会の一員としての自覚を高めることを目的とし
て、町内幼稚園・保育園において保育体験を行います。

10月25日
あさぎり町内の
幼稚園・保育園

あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立
あさぎり中学校
0966-47-0010

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



1224

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

熊本県 あさぎり町 ② 文化祭
全校生徒で、本校の日頃の学習の成果や文化的取組の成果を、保護者・
地域の方に見ていただく機会として文化祭を開催します。

11月11日
あさぎり町立
あさぎり中学校

あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立
あさぎり中学校
0966-47-0010

熊本県 あさぎり町 ② オリンピック・パラリンピック講演会
全校生徒及び保護者・地域の方を対象に、オリンピアン・パラリンピアンによる講演を聞き、オリン
ピック・パラリンピックへの関心を高めるとともに、スポーツ文化への理解を深めるために、講演会
を開催します。

11月15日
（予定）

あさぎり町立
あさぎり中学校

あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立
あさぎり中学校
0966-47-0010

熊本県 あさぎり町 ② 芸術鑑賞（落語鑑賞）
全校生徒及び保護者・地域の方を対象に、日本の古典芸能への理解を深めるとと
もに、日本語の美しさや楽しさに気付くことを目的に、落語の鑑賞会を開催します。

11月20日
あさぎり町立
あさぎり中学校

あさぎり町立
あさぎり中学校

無料
あさぎり町立
あさぎり中学校
0966-47-0010

熊本県 あさぎり町 ①
熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会城南
地区地区別指導者研究大会

ＰＴＡ会員の意識高揚とＰＴＡ活動の充実、促進を図るため、県内４地区で活動事例発表、講演、協
議等を行う。

11月4日 南稜高校体育館 熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会

熊本県 芦北町 ② 芦高祭 学校を終日一般開放し、学習活動の発表及び実習製品の販売を行います。 11月16日～17日 芦北高校 芦北高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/ashikita/ 0966-82-2034
H30.10月中に更新予
定

熊本県 芦北町 ② 公開授業週間
近隣中学校および保護者の方々に授業を参観してもらい、本校教育活動への理解を深めていた
だきます。校内教職員においては、授業をそれぞれ見学し、意見を交換して互いに授業力を高め
合う機会とします。

11月5日～9日 芦北高校 芦北高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/ashikita/ 0966-82-2035
H30.10月中に更新予
定

熊本県 芦北町 ② オープンスクール 日頃の学習の様子を公開するとともに学校の教育活動についての説明会をおこなう。 １０月９日～１２日
芦北支援学校本校及び佐敷
分教室

芦北支援学校 無料
http://sh.higo.ed.jp/ashikita-
s/

0966-82-4627

熊本県 芦北町 ② にこにこふれあい発表会 各学部の日頃の学習成果を劇や音楽などによって保護者、交流校等に披露する。 芦北支援学校 芦北支援学校 無料
http://sh.higo.ed.jp/ashikita-
s/

0966-82-462７

熊本県 芦北町 ② 音楽集会
昼休み後の昼活動の時間にそれぞれの学年が授業で学んだ歌や合奏を全校児童の前で発表す
る。保護者や地域の方も参観可能。

10月19日
11月2日,30日

田浦小学校体育館 芦北町立田浦小学校 無料
田浦小学校
0966-87-0015

熊本県 芦北町 ② 学校に行こうデー 学校開放日を設定し、保護者や地域の方に授業を公開する。
10月15日
11月14日

田浦小学校 芦北町立田浦小学校 無料
田浦小学校
0966-87-0015

熊本県 芦北町 ② 音楽鑑賞会 文化庁の巡回公演事業を活用し、関西フィル管弦楽団を招いてオーケストラの音楽を楽しみます。 10月16日 佐敷小学校体育館 芦北町立佐敷小学校 無料
佐敷小学校
0966-82-2036

熊本県 芦北町 ② 学習発表会 全学年全学級が、これまでの学習した成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月17日 佐敷小学校体育館 芦北町立佐敷小学校 無料
佐敷小学校
0966-82-2036

熊本県 芦北町 ② 学校開放の日 道徳教育用郷土資料「熊本の心」を活用した道徳授業を全学級公開します。 10月30日 佐敷小学校 芦北町立佐敷小学校 無料
佐敷小学校
0966-82-2036

熊本県 芦北町 ② 学習発表会 保護者や学校応援団の方､地域の方等をよんで日頃の学習の成果を発表する。 11月22日 大野小学校体育館 芦北町立大野小学校 無料
大野小学校
0966-84-0230

熊本県 芦北町 ② 親子研修会 PTA主催による親子で行う研修会を開催する。内容は、未定。 11月22日 大野小学校体育館 芦北町立大野小学校 無料
大野小学校
0966-84-0230

熊本県 芦北町 ③ 文化芸術巡回公演 一流の文化芸術団体による芸術を、児童だけでなく、保護者・地域住民がともに鑑賞する。 10月26日 吉尾小学校 日本奇術協会 無料
吉尾小学校
0966-83-0122

熊本県 芦北町 ①② 学校開放日・学校評議員会議 保護者・地域住民に授業や施設等を自由に参観していただき、学校への意見を集約する。 11月1日 吉尾小学校 芦北町立吉尾小学校 無料
吉尾小学校
0966-83-0122

熊本県 芦北町 ② 学習発表会
「開かれた学校づくり」の一つとして、保護者・地域住民に、学校の取組、児童の活動の様子などを
知ってもらう機会とする。

11月18日 吉尾小学校 芦北町立吉尾小学校 無料
吉尾小学校
0966-83-0122

熊本県 芦北町 ② 学校開放日
児童や学校の様子を知っていただくために、月に１回自由に参観していただくように開放してい
る。

10月15日 芦北町立湯浦小学校 芦北町立湯浦小学校 無料
湯浦小学校
0966-86-0022

熊本県 芦北町 ② ひまわり集会（学習発表会） 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表する。 11月25日 湯浦小学校
芦北町立
湯浦小学校

無料
湯浦小学校
0966-86-0022

熊本県 芦北町 ①②③ 芸術鑑賞会及びワークショップ
さくらこまち和楽団の公演会を本校体育館で実施します。保護者や地域住民と一緒に鑑賞後、児
童と演奏者の交流（ワークショップ）を実施します。

10月11日 内野小学校体育館 芦北町立内野小学校 無料
内野小学校
0966-86-1836

熊本県 芦北町 ② 学校開放日
11月1２日～１６日までの5日間（2校時～4校時）を学校開放日として、地域や保護者の皆さんに多
く来校していただき、授業の様子を参観していただきます。

11月12日～16日 内野小学校各教室 芦北町立内野小学校 無料
内野小学校
0966-86-1836

熊本県 芦北町 ①②③ 芦北町立田浦中学校文化祭
生徒の実行委員が中心となり、生徒の劇や学習発表、作品展示、合唱コンクール、地域の合唱団
の発表等を行います。

11月11日 田浦中学校武道場・体育館 芦北町立田浦中学校 無料
田浦中学校
0966-87-0026

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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第60回「教育・文化週間」関連行事

熊本県 芦北町 ② 芦北町立佐敷中学校文化祭
文化に対する認識と理解を深め、進んで学習や発表に取り組む生徒を育成するとともに、地域の
方々の本校教育に対する理解を深めることを目的として、総合的な学習の時間・各教科・委員会
活動など日頃の生徒たちの学習成果を、様々な作品展示・合唱・劇・演奏等を通して発表します。

11月11日 佐敷中学校体育館 芦北町立佐敷中学校 無料
佐敷中学校
0966-82-2107

熊本県 芦北町 ②③ 芦北町立湯浦中学校文化祭 合唱コンクール、総合的な学習の時間の発表、学年劇、英語暗唱、作文発表、生徒作品の展示等 10月28日 湯浦中学校 芦北町立湯浦中学校 無料
湯浦中学校
0966-86-0035

熊本県 芦北町 ③ 芦北町文化祭 郷土芸能発表及び書道、絵画、写真、文芸、工芸、華道などの作品展示等を行う。 10月27日,28日 芦北町民総合センター 芦北町、芦北町文化協会 無料
芦北町社会教育センター
0966-82-2213

熊本県 芦北町 ① 秋の自然体験教室 自然観察会と創作活動を行う。 11月10日～11日 県立あしきた青少年の家
熊本県環境センター、県立あしき
た青少年の家

http://www.kumamoto-
eco.jp/center/

熊本県環境センター
0966-62-2000

熊本県 阿蘇市 ② 「湧穂祭」　（文化祭）
阿蘇中央高校阿蘇校舎および阿蘇清峰校舎の文化的教育活動の成果を公開（一般公開あり）し
ます。

11月17日～11月18日
阿蘇中央高校阿蘇校舎及び
阿蘇清峰校舎

阿蘇中央高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/asochuoh
s/

0967-22-0070

熊本県 阿蘇市 ② 公開授業週間　（授業の公開） 阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎で実施されている授業を、保護者や中学校等に向けて公開します。 10月15日～10月19日 阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎 阿蘇中央高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/asochuoh
s/

0967-22-0045

熊本県 阿蘇市 ② スキルアップウィーク　（授業の公開） 阿蘇中央高校阿蘇校舎で実施されている授業を、保護者や中学校等に向けて公開します。 10月15日～10月19日 阿蘇中央高校阿蘇校舎 阿蘇中央高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/asochuoh
s/

0967-22-0070

熊本県 阿蘇市 ② 紅葉祭（小中合同学習発表会・文化祭）

　本年度から小中合同で開催する予定です。日常の学習を総合的に生かして発表したり、伝統文
化やすぐれた文化を学び、それをもとに新たな文化を創造したりする活動を通して、豊かな感性、
自主性・責任感・協力する心・郷土愛などを育てます。また、保護者及び地域の方々への参加を呼
びかけ、地域全体の連携と理解を深める場とします。

10月20日 波野小・中学校 波野小・中学校 無料 naminochu@aso.ne.jp
Tel  0967-24-2031
Fax　0967-23-0010

熊本県 阿蘇市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者及び地域の方々に公開する。 11月11日 一の宮小学校体育館 一の宮小学校 無料 0967-22-0113

熊本県 阿蘇市 ② 学習発表会
学校ごとに学習してきたことを劇や呼びかけなどにまとめたものの発表や人権子供会や音楽部に
よる人権太鼓や楽器合奏の発表など、保護者をはじめ広く地域の方々に公開します。

10月20日 阿蘇小学校体育館 阿蘇小学校 無料 ｈｔｔｐ//www.aso.ne.jp/aso-es/
阿蘇市立阿蘇小学校
0967-34-0017

熊本県 阿蘇市 ② 稲刈り
５月に全校児童で田植えを行い、その後は５年生とその保護者を中心に管理しています。草取り
や畦の刈り払い、水管理等を行い、秋には稲刈りを行い、収穫を祝います。

10月中旬 学校田 阿蘇西小 無料 0967-32-2442

熊本県 阿蘇市 ③ 教育会館寄席
教育会館が行う復興支援事業の一つで、日本の伝統文化芸能である落語を聞きます。２名の落
語家と太神楽、三味線の計４名による公演です。

10月23日 阿蘇西小体育館 熊本県教育会館 無料 0967-32-2442

熊本県 阿蘇市 ② 学習発表会
これまでの学習のまとめとして、各学年で学習したことを劇や歌、プレゼン等で発表します。保護
者だけでなく、地域の方々も招待し、多くの方々に見ていただきます。

10月28日 阿蘇西小体育館 阿蘇西小 無料 0967-32-2442

熊本県 阿蘇市 ② 阿蘇市子供芸術祭
阿蘇市では、伝統文化芸能・音楽等の発表を通して、地域のすばらしさの理解を深め、市民間の
交流を図るために毎年行われている事業です。本校は全校児童で、構成詩と合唱の発表を行い
ます。

11月10日 阿蘇市阿蘇体育館 阿蘇市 無料 0967-32-2442

熊本県 阿蘇市 ③
文化芸術による子供の育成事業
巡回公演事業

東京演劇集団「風」によるミュージカル公演です。子供達や職員も参加しながら、サン＝テグジュペ
リ作『星の王子さま』を上演します。

11月16日 阿蘇西小体育館 文化庁 無料 0967-32-2442

熊本県 阿蘇市 ② 第２回縦割り班フェスタ
全校児童を１６の縦割り班に分け、児童会が主体となり班対抗でゲームなどを楽しみます。めあて
とふり返りを重視しています。

10月17日 内牧小体育館 内牧小 無料 0967-32-0010

熊本県 阿蘇市 ② 学校公開日 人権教育を主題とした授業を全学級で公開し、広く地域の方々に参観していただきます。 10月11日 内牧小学校 内牧小 無料 0967-32-0010

熊本県 阿蘇市 ① 草原体験学習
４年生、地域の方々、保護者で、阿蘇の草泊まりを再現し、実際に草泊まりに宿泊する体験を行い
ます。同時に、草原に関する学習も地域の方をＧＴとし、現場で行います。

１０月４日、５日 夢大地 内牧小 無料 0967-32-0010

熊本県 阿蘇市 ② 山田小学校　学習発表会 地域の伝統である「虎舞」や各学年の学習成果の発表 10月27日 山田小学校体育館 山田小学校 無料 0967-32-0797

熊本県 阿蘇市 ② りんどう祭 人権学習等で学んだことを学年ごとに劇や紙面等を用いて発表します。 10月14日 一の宮中学校 無料 0967(22)0201

熊本県 阿蘇市 ②③ 平成30年度学習成果発表会
生徒がこれまで学習した内容（英語暗唱、吹奏楽発表、劇、プレゼン、合唱など）を保護者、地域
に公開する。

10月21日 阿蘇中学校体育館 阿蘇中学校 無料 asochu@aso.ne.jp 0967-32-0076

熊本県 阿蘇市 ①③ 教育会館（学校）寄席［復興支援寄席］ 教育会館が主催する復興支援寄席を本校で開き、文化について関心を深める。 10月23日 阿蘇中学校体育館 阿蘇中学校 無料 asochu@aso.ne.jp 0967-32-0077

熊本県 天草市 ②③ 文化祭
日頃の学習活動や、総合的な学習の時間で積み上げつつある成果や、留学体験報告、ホーム
ルーム活動、部活動、委員会活動等の成果等を、地域の方々にも発表し発信していきます。

10月12日～10月13日 天草高校 天草高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/amakusa/ 0969-23-5533

熊本県 天草市 ② 公開授業
本校では、主体的・対話的で深い学びを実践する授業改善に取り組んでおり、教員相互による授
業研究を行っています。その取組を、近隣の学校関係者や保護者、地域の方々に対して公開しま
す。

11月5日～11月16日 天草高校 天草高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/amakusa/ 0969-23-5533

熊本県 天草市 ② 天草高校文化祭へのバザー出店
全日制課程の文化祭の1日目に、食品バザー（うどん）で定時制課程の全生徒が参加し、全日制
課程生徒と親交を深めると共に、学習活動の状況を保護者及び地域の方々に理解してもらいま
す。

10月12日
天草高校
定時制食堂

天草高校
http://sh.higo.ed.jp/amakusat
/

天草高校定時制

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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熊本県 天草市 ② 公開授業週間
保護者、振興会役員、近隣の中学校関係者及び地域の方々に本校の授業等の公開を通して本校
の学習活動について理解を深めてもらいます。また、教職員は期間中に必ず研究授業を実施し、
授業改革に努めます。

10月22日～10月26日
天草高校
教室等

天草高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/amakusat
/

天草高校定時制

熊本県 天草市 ② 第２回公開授業週間 授業の公開を１週間行います。開かれた学校づくりを目指し実施します。 10月22日～26日 天草高校倉岳校 天草高校倉岳校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kuratakes
h/

0969-64-3121

熊本県 天草市 ②
倉岳町老人クラブ連合会と倉岳校との
交流会

午前中、地域の高齢者と生徒が「ゲートボール大会」と「グランドゴルフ大会」、郷土料理「だご汁作
り指導」に分かれて交流します。その後、昼食時に全員でだご汁を会食します。生徒が高齢者に対
する理解を深め、また郷土料理を伝承する機会としています。

10月下旬 天草高校倉岳校 天草高校倉岳校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kuratakes
h/

0969-64-3121

熊本県 天草市 ② 秋桜祭（文化祭）
学習活動やホームルーム活動・委員会活動・部活動の成果の発表会である文化祭を、保護者や
地域住民に公開し、親睦を深めます。

11月18日 天草高校倉岳校 天草高校倉岳校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kuratakes
h/

0969-64-3121

熊本県 天草市 ② 文化祭
日頃の学習の成果を地域に発信する場として、ステージ部門、展示部門、バザー部門の３部門で
催しを構成し、終日の日程で実施します。

10月21日 牛深高校 牛深高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/ushikou/ 0969-73-3105

熊本県 天草市 ② 公開・研究授業週間
本校の魅力の発信と中高間の学習の円滑な接続を目的として、期間中、本校の授業を保護者、
地域住民、近隣小中学校職員に公開します。併せて、職員の授業指導力向上を目的とした研究
授業を実施します。

11月5日～11月16日 牛深高校 牛深高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/ushikou/ 0969-73-3105

熊本県 天草市 ② 天草工業高校芸術鑑賞会
今年度は伝統芸能鑑賞「和太鼓チャプル（ＡＹＡＫＡＪＩ）」。優れた芸術に触れ、豊かな情操及び柔
軟な感性を育み、芸術に対する興味関心を高める。鑑賞をとおしてマナーを身につけ、公衆道徳
に対する意識を高める。

10月12日 天草工業高校体育館 天草工業高校
http:sh.higo.ed.jp/amakusaths
/

0969-23-2330

熊本県 天草市 ② 天草工業高校文化祭（天工祭）
日頃の学習活動の成果、個性やアイディアを生かし、工夫して創造する体験活動をとおし、自主
性、創造性を高め、保護者や地域住民へ本校教育活動の一端を発表する機会とする。

10月14日 天草工業高校 天草工業高校 無料
http:sh.higo.ed.jp/amakusaths
/

0969-23-2330

熊本県 天草市 ② 平成３０年度第２学期公開授業週間
生徒の学力向上と教職員の指導力向上、および地域に開かれた学校を目指して本校の教育状況
を広く理解していただくために実施します。見学は1限目から6限目まで自由に見学できます。

10月22日～26日 天草拓心高校本渡校舎 天草拓心高校本渡校舎 無料
http://sh.higo.ed.jp/amakusat
akushin/

0969-23-2141

熊本県 天草市 ② 平成３０年度天草拓心祭
11月8日にステージ発表（体育館）を行い、9日には生徒職員のみとなりますが秋の実りに感謝し、
カレーや豚汁を作りお米を食する収穫感謝祭を実施します。10日には一般公開として体育館や調
理室、テントを使い販売バザーや展示物等があり、学習成果の発表を行います。

11月8日～10日 天草拓心高校本渡校舎 天草拓心高校本渡校舎 無料
http://sh.higo.ed.jp/amakusat
akushin/

0969-23-2141

熊本県 天草市 ② 行こうデ－
全ての学級の授業等を保護者や地域の皆様に公開し､本校教育への理解をいただくとともに、ア
ンケ－トを通して、参観された皆様から意見を伺い、教育活動に生かしていく。

10月19日 本渡南小学校
天草市立
本渡南小学校

無料 hondom@city-amakusa.ed,jp 0969-23-4200

熊本県 天草市 ①②

北小わくわく音楽会

PTA北小フェスタ
4年生以上の児童が日頃の音楽活動の成果発表の場として、保護者や全校児童に呼びかけて、
音楽発表会を行います。
PTAフェスタ委員主催の催しでバザーの他に科学工作や折り紙教室等も予定しています。

10月25日 本渡北小体育館･教室他

天草市立
本渡北小学校
本渡北小PTA
天草市

無料 hondok@city-amakusa.ed,jp 0969-23-0755

熊本県 天草市 ①② ①ウェルかめデー（授業参観・バザー）
「わたし達の道徳」を使った道徳の時間を公開することにより、保護者・地域住民へ広く道徳教育
の重要性を啓発する。

10月26日 ①②ともに亀川小学校
天草市立
亀川小学校

無料
kamegawa@city-
amakusa.ed,jp

0969-22-3263

熊本県 天草市 ② 学習発表会 授業及び業間活動を保護者や地域の方々に公開する。 11月11日 本渡東小学校
天草市立
本渡東小学校

無料 hondoh@city-amakusa.ed,jp 0969-22-2906

熊本県 天草市 ①② 楠浦町ふれあいフェスタ
楠浦地区振興会と楠浦小学校共催による行事で保護者と全児童で餅つきを楽しみ、小学校は学
習発表会を公開する。地区は演芸、音楽の発表、バザー等により町をあげてふれあいを楽しむた
め８００人以上の参加がある。

11月11日
楠浦小学校校舎内及び運動
場

楠浦地区振興会と
天草市立楠浦小学校共催

無料 kusuura@city-amakusa.ed,jp 0969-22-2447

熊本県 天草市 ② 学校へいたてみゅうかいⅡ
学校開放日として、保護者や地域住民を招待して公開授業を実施する。公開授業終了後は、本校
のコミュニティ・スクール活動の取組について、児童がポスターセッション形式で報告を行う。

11月4日 本町小学校
天草市立
本町小学校

無料 honmachi@city-amakusa.ed,jp 0969-22-3318

熊本県 天草市 ② 竹馬会
伝承遊びに親しみ、楽しむことができ、全員が竹馬に乗ることができるようになることを目的に保護
者や地域の方々にも公開している。竹馬でのサッカーやドッジボール・リレー等を通して交流を深
めている。

11月2日 佐伊津小学校 天草市立佐伊津小学校 無料 saitsu@city-amakusa.ed,jp 0969-23-6105

熊本県 天草市 ①② 校内マラソン大会
・日頃の練習の成果を披露する機会を設けて達成感を味わわせ、生涯スポーツにつなげる。ま
た、保護者や地域の方に児童のがんばりを実感いただくとともに、つながりを深める機会とする。

11月20日 牛深小学校周辺コース
天草市立
牛深小学校

無料 usibuka@city-amakusa.ed,jp 0969-72-2043

熊本県 天草市
①②

授業参観・学級懇談
持久走大会

・持久走大会の実施を地域に知らせ、応援をお願いする。当日、家庭教育学級を開催する予定。 11月17日 牛深東小学校
天草市立
牛深東小学校 無料 usibukah@city-amakusa.ed,jp 0969-75-0010

熊本県 天草市 ② ふれあい交流会
地域のお年寄りの方々を各地区の集会所等に招待し、お手玉などの昔の遊びを通して、子どもた
ちとお年寄りが触れあう機会をもつ。

11月6日

小学校体育館
あこうの里
交流センター
漁村センター

天草市立
御所浦小学校

無料 goshoura@city-amakusa.ed,jp 0969-67-3009

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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熊本県 天草市 ①② 校内持久走大会

・日頃の練習の成果を見ていただく機会として子どもたちに達成感を味わわせ、生涯スポーツへつ
なげる。
・保護者や地域の方に子どもたちのがんばる様子を見ていただくことにより、子どもたちとのつな
がりを深める機会とする。

11月17日
栖本小学校運動場及び周辺
コース

天草市立
栖本小学校

無料 sumoto@city-amakusa.ed,jp 0969-66-2011

熊本県 天草市 ② 校内音楽会
地域住民・保護者を招いて、校内音楽会を開催し、学級合唱を中心に披露する。音楽の授業で
培った学習成果の発表を行います。

10月25日 新和小学校
天草市立
新和小学校

無料 shinwa@city-amakusa.ed,jp 0969-46-2011

熊本県 天草市 ② 校内音楽会
地域住民・保護者を招いて日頃の音楽教育で培った学習成果の発表を行います。また、吹奏楽団
による特別演奏も実施します。この取組により本校教育への関心と理解がより一層深まることが
期待されます。

10月23日 五和小学校体育館
天草市立
五和小学校

無料 itsuwa@city-amakusa.ed,jp 0969-32-0013

熊本県 天草市 ② 天草小学校学習発表会 合唱／合奏や劇を中心に学習したことをまとめ、保護者や地域の方に発表する。 10月28日 天草小学校体育館
天草市立
天草小学校

無料
amakusaes@city-
amakusa.ed,jp

0969-42-1101

熊本県 天草市 ②
学校自由参観日
校内合唱コンクール

授業参観
全校音楽会

10月14日 本渡中学校
天草市立
本渡中学校

無料 hondo@city-amakusa.ed,jp 0969-23-4340

熊本県 天草市 ② 学習発表会 総合的な学習の時間に調べたことがら・音楽（クラス合唱）・英語暗唱などの発表 10月21日 本渡東中学校体育館
天草市立
本渡東中学校

無料
hondoeast@city-
amakusa.ed,jp

0969-23-5995

熊本県 天草市 ②
学習成果発表会

合唱コンクール

・各学年ごとに総合的な学習の時間の発表や文化系部活動の発表、校内合唱コンクールを行い、
保護者、地域の皆様に公開します。

10月12日 稜南中学校
天草市立
稜南中学校

無料 ryonan@city-amakusa.ed,jp 0969-23-9966

熊本県 天草市 ② 学習発表会
日頃の学校で学習した内容や、地域の方を講師とした伝統文化など学んだことを、地域の方や保
護者を招待し、発表する機会とする。

10月21日 牛深中学校
天草市立
牛深中学校

無料
ushibukajh@city-
amakusa.ed,jp

0969-72-3134

熊本県 天草市 ② 小中合同音楽会 牛深東小学校と合同で音楽会を開催し、地域の方々や保護者を招待して、発表を行う。 10月6日 牛深東中学校体育館
天草市立
牛深東中学校

無料
ushibukaeast@city-
amakusa.ed,jp

0969-72-3214

熊本県 天草市 ③ 有明中学校文化祭
保護者や地域の方との交流を図り、生徒の学習の成果を地域に啓発する場とする。生徒が地域
の一員であるという自覚を持ち、郷土を愛する心を育成していく。

10月6日 有明中学校体育館
天草市立
有明中学校

無料 ariakejh@city-amakusa.ed,jp 0969-53-0532

熊本県 天草市 ② 文化発表会
・各学年総合的な学習の時間で取り組んだ活動を劇やプレゼンテーションソフトを利用しての発表
会を実施する。また、個人やグループで取り組んできた学習や活動の発表を行う。

11月11日 御所浦中学校体育館
天草市立
御所浦中学校

無料
gosyourajh@city-
amakusa.ed,jp

0969-67-3004

熊本県 天草市 ② 学習発表会 各学級の総合的な時間の取り組みのまとめや、校内合唱コンクール、各委員会の発表を行う。 10月13日 倉岳中学校体育館
天草市立
倉岳中学校

無料
kuratakejh@city-
amakusa.ed,jp

0969-64-3389

熊本県 天草市 ①
栖本河内川清掃活動 ・ 栖本ホタルを守る会主催の栖本河内川清掃活動に、栖本中学校全生徒及び全職員が参加し活

動する。
10月28日 栖本河内川 栖本ホタルを守る会 無料 sumotojh@city-amakusa.ed,jp 0969-66-3111

熊本県 天草市 ②
学習文化発表会
合唱コンクール
講演会

・ 各学年ごとに総合的な学習の時間の発表会及び各学年が調べた税に関する内容の発表行う。
また、合唱コンクールも行う。さらに、午後には生徒対象の自己肯定感及び自立向けた講演会を
実施する。発表は保護者及び地域の方々への公開とする。

9月30日 栖本中学校体育館
天草市立
栖本中学校

無料 sumoto@city-amakusa.ed,jp 0969-66-2024

熊本県 天草市 ② 学習発表会
・日頃の学習成果の発表を行うことを通して、表現力の育成及び生徒の主体的自治能力の向上を
図るとともに、保護者、地域へ生徒の姿を広く知らせる。

10月14日 新和中学校体育館
天草市立
新和中学校

無料 shinwajh@city-amakusa.ed,jp 0969-46-2235

熊本県 天草市 ② 文化祭 日頃の学習成果を保護者及び地域に発表する場とする。合わせて合唱コンクールを実施する。 10月14日 五和中学校体育館
天草市立
五和中学校

無料 ituwajh@city-amakusa.ed,jp 0969-32-0600

熊本県 天草市 ② 文化発表会
総合的な学習の時間の発表
演劇発表
あまくさカレッジ(公民館事業)

10月13日 天草中学校体育館
天草市立
天草中学校

無料
amakusajh@city-
amakusa.ed,jp

0969-42-1105

熊本県 天草市 ② 文化発表会
・保護者や地域の方々をお招きして、校内合唱コンクールをはじめ英語暗唱、吹奏楽演奏、生徒
会の委員会発表などのステージ発表と、全校生徒の書道や絵画、技術家庭科における作品など
の展示発表を行う。

10月14日 河浦中学校
天草市立
河浦中学校

無料 kawaura@city-amakusa.ed,jp 0969-76-0009

熊本県 天草市 ①
熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会天草
地区地区別指導者研究大会

ＰＴＡ会員の意識高揚とＰＴＡ活動の充実、促進を図るため、県内４地区で活動事例発表、講演、協
議等を行う。

10月28日 牛深高校体育館 熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会

熊本県 天草市 ①②③ 第3回「さざなみ文化祭」 天草郡市退職校長会主催：会員の美術作品展示、ミニコンサート、バザー等 11月10日～11日 天草教育会館 天草郡市退職校長会 無料
天草郡市退職校長会0969-
24-4222

熊本県 天草市 ① 天草の古文書基礎講座 天草に伝来する古文書を用い、天草の歴史や社会状況を学びます。
10月19日
11月16日

天草市老人福祉センター
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３００

熊本 天草市 ①
どこでも生涯学習事業　公開講演会
「天草地方のキリシタン文化」

多くの県民に生涯学習の機会を提供することを目的として、各自治体等と連携し、毎年開催してい
ます。今回は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界文化遺産に登録された崎津
集落のある天草市で開催します。

11月18日
天草宝島国際交流会館ポル
ト

放送大学、　天草市 無料
放送大学
熊本学習センター
０９６－３４１－０８６０

演題は仮題です。

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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熊本県 荒尾市 ② 荒定祭（あらていさい）
美術や家庭科、総合学習の時間等で作成した生徒作品や観月会で詠んだ俳句・短歌の優秀作
品、学校生活の様子を写した写真等を展示し、鑑賞します。生徒の生活体験作文発表や生徒会
が企画するイベント、調理実習試食会等を行います。

10月26日 岱志高校 岱志高校定時制 無料 0968－63－0384

熊本県 荒尾市 ② 第７回ＡＲＡ・ＳＨＩまつり
体育館ステージで合唱や合奏、ダンス披露、高等部作業製品の販売等を行い、児童生徒の日ごろ
の学習の成果を広く地域に公開します。各種団体の協力によるバザーも行われ、地域や関係施
設との交流を深め、地域における特別支援教育の理解啓発につながっています。

10月21日 荒尾支援学校 荒尾支援学校 無料  http://ｓｈ.higo.ed.jp/arao-s/ ０９６８－６２－１１３１

熊本県 荒尾市 ② 公開授業参観日 子どもたちの学びを地域に発信するために、授業を保護者・地域の方に公開し参観して頂きます。 10月20日 荒尾第一小学校 荒尾第一小学校 無料
荒尾第一小学校
0968-63-0065

熊本県 荒尾市 ② 荒尾市小・中学校音楽会
市内小中学校の児童生徒が各学校ごとに合唱や合奏をすることで、音楽に親しみ、音楽を聴く態
度を養い、情操を高めます。

11月8日 荒尾総合文化センター 荒尾市音楽部会 無料
荒尾第一小学校
0968-63-0065

熊本県 荒尾市 ② 芸術鑑賞会
ウイングオーケストラによる演奏を鑑賞したり、楽団の方の話を聞いたりすることを通して、音楽に
親しみ、豊かな創造性や情操の涵養を培います。

11月17日 荒尾第一小学校 荒尾第一小学校
荒尾第一小学校
0968-63-0065

鑑賞費　６００円

熊本県 荒尾市 ② 公開授業参観日 保護者・地域の方による授業参観です。土曜授業で実施します。 10月20日 万田小学校 万田小学校 無料 manda@arao.ed.jp
万田小学校
0968-63-0138

熊本県 荒尾市 ①② 万田小ふれあいフェスタ 保護者や地域の方々の仕事を児童が体験学習します。 10月28日 万田小学校 万田小学校ＰＴＡ 無料 manda@arao.ed.jp
万田小学校
0968-63-0138

熊本県 荒尾市 ①② 万田坑フエスタ　万田坑子どもガイド

荒尾市、熊本県、そして、日本の宝である世界文化遺産の万田坑のフェスタの日に、万田坑の歴
史や建造物について、子どもたちが学習し、作り上げた絵や説明文を実物の前で観光客等に説明
する万田坑子どもガイドを実施します。万田坑子どもガイドを行うことで、故郷、地域への愛情と誇
りを育て、自己実現する子どもをめざす取組です。

11月3日
荒尾市
万田小学校

無料 manda@arao.ed.jp
万田小学校
0968-63-0138

熊本県 荒尾市 ② 公開授業参観日（校内人権集会） 保護者・地域の方による授業参観です。土曜授業で実施します。 11月17日 万田小学校 万田小学校 無料 manda@arao.ed.jp
万田小学校
0968-63-0138

熊本県 荒尾市 ② 有明ふれあいフェスタ
午前は各学級の授業を公開します。昼食時には、PTAによる食バザー、物品バザーが催されま
す。午後は、児童と老人クラブの方々とのふれあいタイム（伝承遊び体験）が行われます。一般の
参加も自由です。

11月4日 有明小学校
有明小学校
有明小PTA

無料
有明小学校
0968-63-0156

熊本県 荒尾市 ①② 学校開放・PTAバザー
児童の学習活動等を保護者・地域に広く公開するとともに、PTAバザーを通した保護者や地域と
の親睦と交流をはかります。

10月20日 清里小学校
清里小PTA
清里小学校

無料 kiyozato@arao.ed.jp
清里小学校
0968-68-0191

熊本県 荒尾市 ①③ 伝承遊び教室
地域の教育の充実と地域と学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、地域の老人会との伝
承遊び体験を通したお年寄りとの交流をはかります。

11月17日 清里小学校 清里小学校 無料 kiyozato@arao.ed.jp
清里小学校
0968-68-0191

熊本県 荒尾市 ② 平井フェスタ 学習発表会と、ＰＴＡ及び平井地区協議会の協力による体験活動を行います。 11月17日 平井小学校体育館 平井小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/hirai/
平井小学校
0968-66-0854

熊本県 荒尾市 ①② ＰＴＡ親子研修会（お仕事体験） 地域の様々な職種の方々を講師として招き、希望する職種の体験活動を行います。 10月28日 緑ケ丘小学校
緑ケ丘小
ＰＴＡ

無料 0968-66-0161

熊本県 荒尾市 ①③ みどり祭り 地区協議会主催の祭りに、６年生が企画に加わり、当日は裏方として祭りの運営に携わります。 11月11日 緑ケ丘小学校 地区協議会 無料 0968-66-0161

熊本県 荒尾市 ② 演劇鑑賞会
心の教育の一環として、劇団の演劇を鑑賞することにより、想像したり感動したりする豊かな心の
育成を図ります。

10月15日 荒尾市立中央小学校 中央小学校 http://es.higo.ed.jp/araoc/
中央小学校
0968-68-0158

連絡先：熊本県荒尾
市立中央小学校

熊本県 荒尾市 ②
防災教育講演会
保護者引き渡し避難訓練

日常から防災意識を高めるとともに、非常時の行動について考え行動します。 10月20日 荒尾市立中央小学校 中央小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/araoc/
中央小学校
0968-68-0158

連絡先：熊本県荒尾
市立中央小学校

熊本県 荒尾市 ② 持久走大会
ＰＴＡにも協力を依頼し、体育科授業等で練習を行った上で、長い距離を走ることで体力向上及び
強い精神力の鍛錬を行います。

12月15日 荒尾市陸上競技場 中央小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/araoc/
中央小学校
0968-68-0158

連絡先：熊本県荒尾
市立中央小学校

熊本県 荒尾市 ①② からいも掘り 地域と学校で協力しながら、からいもを育て、収穫を行います。 10月14日 金山　からいも畑 府本地区協議会
府本小学校
0968-68-0004

熊本県 荒尾市 ②③ 伝承遊び１，２年 地域のお年寄りを講師としてお願いし、たこや竹馬等を一緒に作ったり、楽しく遊んだりします。 10月23日 府本小学校 府本小学校 無料
府本小学校
0968-68-0004

熊本県 荒尾市 ①②③ 敬老会３，４年 歌や踊りなどの出し物をしたり、感謝の言葉を伝えたりして、共に祝います。 11月3日 府本小学校体育館 府本地区協議会 無料
府本小学校
0968-68-0004

熊本県 荒尾市 ②③ 秋のわくわくおもちゃランド１，２年 近隣の保育園児を招待し、手作りのおもちゃなどで一緒に遊ぶことを通して、交流します。 11月5日 府本小学校体育館 府本小学校 無料
府本小学校
0968-68-0004

熊本県 荒尾市 ①② 八幡っ子ふれあい広場
地域の人たちとの関わりを持ち、地域教材を生かした体験活動を行う。ＧＴを招いて、昔遊びや陶
芸、絵手紙、だんご作りなど、約１４教室に分かれて実施します。

11月4日 八幡小学校 八幡小学校及びＰＴＡ 無料
八幡小学校
0968-68-0009

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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熊本県 荒尾市 ①
芸術鑑賞会（専修大学玉名高等学校吹
奏楽部演奏会）

専修大学玉名高等学校吹奏楽部を招き、鑑賞会を行います。 10月18日 桜山小学校 桜山小学校
桜山小学校
0968-68-0201

熊本県 荒尾市 ① 防災教室 防災に関する地域との実践です。 10月20日 桜山小学校 桜山小学校CS推進委員会 無料
桜山小学校
0968-68-0201

熊本県 荒尾市 ① 桜山小ＰＴＡバザー バザー（PTA主催）です。 11月11日 桜山小学校 桜山小学校ＰＴＡ 無料
桜山小学校
0968-68-0201

熊本県 荒尾市 ②③ 学習発表会
荒尾海陽中美術部がポスターを作成し地域への情報発信を行います。学年ごとに地域学習で学
んだ内容を発表し、地域の方にも見ていただきます。午後には全学級対抗の合唱コンクールが行
われます。

10月21日 荒尾海陽中学校体育館 荒尾海陽中学校 無料
荒尾海陽中学校
0968-62-7840

熊本県 荒尾市 ② 土曜授業（オープンスクール・バザ－）
保護者が参観しやすい土曜日に設定し、オープンスクールを行います。２時間目を参観していただ
き、３時間目には保護者と職員の懇談会を開きます。懇談会後、保護者の手による手作りの食バ
ザ－を行います。

11月17日 荒尾海陽中学校各教室 荒尾海陽中学校 無料
荒尾海陽中学校
0968-62-7840

熊本県 荒尾市 ② 文化発表会
午前中は吹奏楽部の演奏、弁論、英語暗唱、各学年の学習発表があります。午後は合唱コンクー
ルを行います。

10月21日 荒尾第三中学校 荒尾第三中学校 無料 荒尾第三中学校

熊本県 荒尾市 ② 学校開放日
学校開放日として、保護者、地域の方に来校していただき、本校の教育活動の様子を見ていただ
きます。また、２年生、３年生においては親子学習会の開催を予定しております。

11月17日 荒尾第三中学校 荒尾第三中学校 無料
荒尾第三中学校
0968-66-0462

熊本県 荒尾市 ② 荒尾第四中学校文化祭
総合的な学習の時間、教科等で学習した成果発表の場としている。合唱コンクールや意見発表を
併せて実施します。

10月21日 荒尾第四中学校 荒尾第四中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/arao4/
荒尾第四中学校
0968-68-0014

熊本県 荒尾市 ② 人権教育講演会
人権尊重の精神に立った学校、まちづくり
～人権が尊重される学習活動づくり、人間関係づくり～

11月22日 荒尾第四中学校 荒尾第四中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/arao4/
荒尾第四中学校
0968-68-0014

熊本県 荒尾市 ② 強歩会
ＰＴＡにも協力を依頼し、自然に親しみながら、長い距離を走ることで体力向上及び強い精神力の
鍛錬を行います。

12月20日 荒尾第四中学校 荒尾第四中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/arao4/
荒尾第四中学校
0968-68-0014

熊本県 荒尾市 ② 写生大会
校外でスケッチをし一枚の絵を仕上げることで、あらためて身の回りの自然や風景のよさや美しさ
を知るとともに、地域に向かい合うことで、自分の郷土を再認識します。

10月2日 荒尾第四中学校 荒尾第四中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/arao4/
荒尾第四中学校
0968-68-0014

熊本県 荒尾市 ③ 万田坑D-K Live
D-K（デジタル掛け軸）とは、芸術家の長谷川章氏が創作したインスタレーションアート（場所や空
間全体を作品として体験させる芸術）です。刻一刻と変化する光（さまざまな模様）を掛け軸に見立
てた万田坑に映し出します。

11月2日～3日 世界文化遺産万田坑 荒尾市観光協会 無料
万田坑ステーション
0968-57-9155

熊本県 荒尾市 ③ 万田坑フェスタ2018
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である万田坑の価値を市内外に発信する
ため、地元テレビ局とタイアップしたイベントを開催します。

11月3日 世界文化遺産万田坑 荒尾市 無料
荒尾市
0968-63-1421

熊本県 五木村 ①② 歴史資料館学習（地元理解）
地元の歴史資料館「ヒストリア五木谷」を訪ね、五木村の歴史や文化、伝統を知ることで郷土愛を
育む。

１０月
五木村歴史資料館

「ヒストリアテラス五木谷」

人吉高校
五木分校
五木村
教育委員会

無料 ０９６６－３７－２８７７

熊本県 五木村 ①② 五木村清掃ボランティア活動
五木村を清掃することにより、日頃からお世話になっている五木村や地元の方に対して感謝の気
持ちを伝える。また、五木村を訪れる観光客に対して気持ち良く観光していただく。

１０月５日　１１月２８日 五木村：温泉センター周辺
人吉高校
五木分校

無料 ０９６６－３７－２８７７

熊本県 五木村 ①② 挨拶運動
早朝から五木村の方や小学生・中学生・保育園児、また、五木村で働かれている方に対して元気
にさわやかに挨拶し、一日を気持ち良く過ごしていただく。

１０月９日～１０月１２日 五木村：道の駅周辺
人吉高校
五木分校

無料 ０９６６－３７－２８７７

熊本県 五木村 ① だんだんなーまつり 社会福祉協議会の催しに児童の希望者で参加し、ステージで合唱発表を行う。 10月1日 社会福祉協議会 社会福祉協議会 無料 五木村社会福祉協議会

熊本県 五木村 ①、② 図書館の夜間開放 午後７時から、地域や本校児童に学校図書館を１時間程度開放する。 10月中旬 五木東小学校 五木東小学校 無料 es.higo.ed.jp/itsukihes/ 五木東小学校

熊本県 五木村 ②
文部科学省指定　教育課程特例校（英
語教育）
研究発表会

公開授業Ⅰ、Ⅱ及び文部科学省教科調査官の記念講演を実施する。 10月10日 五木東小学校 五木東小学校 無料 es.higo.ed.jp/itsukihes/ 五木東小学校

熊本県 五木村 ① 五木の子守唄祭 村の祭に児童の希望者で参加し、ステージで合唱発表を行う。 11月12日 五木源パーク 五木村役場 無料 www.vill.itsuki.lg.jp/ 五木村役場

熊本県 五木村 ①、② 五木源ふれあいフェスティバル PTAや地域団体から合唱や和太鼓等のステージ発表を含めた学習発表会を行う。 11月25日 五木東小学校 五木東小学校 無料 es.higo.ed.jp/itsukihes/ 五木東小学校

熊本県 五木村 ①②
くまもと　早ね・早おき　いきいきウィー
ク

五木村にある保育所・五木東小学校・五木中学校が連携し、子どもたちに基本的な生活習慣を育
成するための取組を実施します。

9月10日 五木中学校多目的室 熊本県　熊本県教育委員会 無料 0966-37-2830

熊本県 五木村 ①② 性教育教室 性に関する内容を理解し、自他の生命を大切さを考える機会とします。 10月11日 五木中学校多目的室 五木中学校 無料 0966-37-2830

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



1224

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

熊本県 五木村 ①②
薬物乱用防止教室（五木中・人吉高校
五木分校合同学習）

薬物について正しい知識を持つとともに､薬物乱用の状況を知ることで、自他の生命の大切さを考
える機会とします。

10月29日 五木中学校多目的室
五木中学校及び人吉高校五木分
校

無料 0966-37-2830

熊本県 五木村 ①②③ 五木中学校文化祭
総合的な時間を含め、日頃の学習を深めるとともに、その成果を発表・鑑賞する場とします。また、
「くまもと教育の日」の取組の一環として開催することで、保護者・地域の方々に、本校教育の様子
を知ってもらう機会とします。

11月18日 五木中学校体育館 五木村立五木中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/itsuki/ 0966-37-2830

熊本県 五木村 広報周知 村民に対し「くまもと教育の日」期間中の関連事業を紹介 １０月、１１月 五木村教育委員会 無料 t-yamamoto@vill.itsuki.lg.jo 0966-37-2266

熊本県 五木村 ① 落ち葉図鑑を作ろう 落ち葉を集めて世界に一つの落ち葉図鑑を作ります。 11月25日 五木村大滝
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３０１

熊本県 五木村 ① 森林自然観察体験教室
県内各地の森林において、森林インストラクターの案内のもと、動植物の観察やトレッキンク゛、も
のづくり等の体験活動を通じ、森とふれあい学習します。

11月18日
球磨郡五木村
大滝

熊本県
森林保全課

http://www.pref.kumamoto.jp
/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&
class_set_id=2&class_id=2699

熊本県
森林保全課
みどり保全班
096-333-2450

・要事前申し込み
・左記URLは、開催日
の約１か月前に更新
予定

熊本県 宇城市 ② 公開・研究授業週間 保護者及び近隣学校関係者等へ案内します。 10/22～26 松橋高校 松橋高校 無料 ０９６４－３２－０５１１

熊本県 宇城市 ② 松高フェスタ（文化祭） 11月1０日（土曜日）を一般公開として、バザーやコスチュームショーなど、展示や発表を行います。 11/9～10 松橋高校 松橋高校 無料 ０９６４－３２－０５１１

熊本県 宇城市 ② 開校記念講演会 保護者に案内し、生徒と共に卒業生の話を聞いてもらい、生徒の進路選択の参考としていただく。 10月2日 小川工業高校体育館 小川工業高校 無料
http://www.higo.ed.jp/sh/oga
waths/

0964-43-1151

熊本県 宇城市 ② 公開授業週間
保護者、地域住民、近隣の中学校等に対して授業を公開し、本校教育活動への理解を深めてい
ただく。

10月29日～11月9日
小川工業高校教室、実習棟
等

小川工業高校 無料
http://www.higo.ed.jp/sh/oga
waths/

0964-43-1151

熊本県 宇城市 ② 芸術鑑賞
情操教育の一環として演劇を鑑賞することにより、高校生らしい豊かな感性を育成するとともに、
文化的創造性を涵養する。

11月2日 小川工業高校体育館 小川工業高校
http://www.higo.ed.jp/sh/oga
waths/

0964-43-1151

熊本県 宇城市 ② きらり祭 半年間の学習内容の作品展示・公開・製作物販売 11月10日 松橋支援学校 松橋支援学校 無料
http://www.higo.ed.jp/sh/mat
subase-s/

0965-52-3611

熊本県 宇城市 ② 松橋東支援学校学校公開週間 本校の幼児児童生徒の学習活動を公開し、地域の理解啓発や共生社会形成の一助とする。 11/5～11/9 松橋東支援学校 松橋東支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/matto-s/ 0964-32-1726

熊本県 宇城市 ② 平成30年度　まつにしデー　（学校祭）

小学部・中学部・高等部の児童生徒が、企画・運営を行い地域との交流やふれあいを深めます。
当日は、“まつにし太鼓”などのステージ発表や作業製品の販売など日頃の学習の成果披露の機
会でもあります。地域住民、関係施設及び近隣の小･中学生、高校生など多数の方々の来場があ
り、特別支援教育への理解啓発にもつながっています。

10月14日 松橋西支援学校 松橋西支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/matsuw/ ０９６４ー３３－２７９７

熊本県 宇城市 ① 人権フェスタinうきし

人権フェスタは、市民あげて開催することにより、すべての人の基本的人権を尊重するとともに豊
かな人権感覚を身につけ、全市民が同和問題をはじめ様々な人権問題について理解を深め、こ
の地域に生まれてきて良かったと思えるような地域社会を築きあげることを目的として開催。
①10/27(土)三角会場・三角センター
②11/17(土)豊野会場・豊野中学校体育館
③11/23(金・祝)小川会場・河江小学校体育館
④12/1(土)松橋会場・松橋中学校体育館
⑤12/8(土)不知火会場・宇城市中央公民館小ホール
※いずれも13時～16時を予定。

10月～12月 宇城市内 宇城市・宇城市教育委員会 無料

宇城市教育委員会
生涯学習課
0964-32-1111
(内線1331)

HP9月中旬更新予定

熊本県 宇城市 ② 学習発表会 児童の学習の成果（ステージ発表）を保護者や地域の方に広く公開します。 11月18日 宇城市立三角小学校 宇城市立三角小学校 無料
宇城市立三角小学校0964-
52-2070

熊本県 宇城市 ①②③ 地域交流会
昔遊び（竹とんぼ、お手玉等）、郷土料理つくり、グランドゴルフを地域の老人会と連携し、ゲスト
ティーチャーとして来校していただき、全児童とふれあう時間を設定している

11月5日 宇城市立青海小学校 宇城市立青海小学校 無料
seikaisyo-
d@tusubaki.higo.ed.jp

宇城市立青海小学校0964-
54-0034

熊本県 宇城市 ①②
宇城「人権フォーラム　イン　うき」
三角会場

講演会を行ったり、近隣の小中学校、幼稚園保育園のステージ発表等をおこなったり、壁面には、
ポスター標語を掲示する

10月27日
宇城市
三角センター

宇城市 無料
宇城市教育委員会
生涯学習課

宇城市立青海小学校
参加

熊本県 宇城市 ② 不知火町交流授業・小中連携の日
不知火中校区の児童が交流し、中学校へのスムーズな移行ができるように、交流授業を行いま
す。今年度は保護者へも参観を呼びかけます。

11月12日
宇城市立不知火中学校・宇
城市立不知火小学校

宇城市立不知火中学校、
宇城市立不知火小学校、
宇城市立松合小学校

無料
宇城市立松合小学校
0964-42-2011

熊本県 宇城市 ①　② 「しあわせふるさと祭り」
日頃の学習の成果を広く地域に発表すると共に、地域の方々の協力のもと、不知火の自然や歴
史、文化に触れる体験教室を実施する。

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

熊本県 宇城市 ① 松橋小校区ミニ教育懇談会
道徳授業参観を実施後、講師を招き、保護者及び地域住民を対象とし、子育てに関する講演会を
実施します。

10月23日 宇城市立松橋小学校 宇城市教育委員会他 無料
matsubasesyo-
dtsubaki.higo.ed.jp

宇城市立松橋小学校
0964-32-0068

熊本県 宇城市 ② 松橋中学校区　小学校公開授業
松橋中学校校区の各小中学校の先生方及び地域住民に対して、小学校１年「道徳」研究授業及
び授業研究会を実施します。

10月31日 宇城市立松橋小学校 宇城市教育委員会他 無料
matsubasesyo-
dtsubaki.higo.ed.jp

宇城市立松橋小学校
0964-32-0068

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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熊本県 宇城市 ② 当尾小まつり
「学校を児童のものだけでなく、どなたでもおいでいただける地域の学校として広く活用してもらい
たい。児童の教育に地域の教育力も生かしていきたい。」との願いから、ステージ発表やふれあい
活動を行っています。

11月4日 宇城市立当尾小学校 無料
宇城市立当尾小学校
0964-32-0268

熊本県 宇城市 ② 豊川小まつり
豊川小児童が、地域の伝統文化を含め、これまで学習してきた成果を保護者や地域の方に発表
する。

11月18日 宇城市立豊川小学校体育館 宇城市立豊川小学校 無料
http://es.higo.ed.jp/toyokawa
/

宇城市立豊川小学校
0964-32-0271

熊本県 宇城市 ① 豊福校区体育祭 豊福公区民の体育祭に５．６年も参加 10月7日 宇城市立豊福小学校 豊福校区 無料
宇城市立豊福小学校
0964-32-0329

熊本県 宇城市 ① 豊福神社祭り 豊福神社の祭りに６年生と吹奏楽部が参加 10月15日 豊福神社 豊福神社 無料
宇城市立豊福小学校
0964-32-0329

熊本県 宇城市 ② 小中連携授業研究会 小中連携して学力向上を目指す授業研究会を実施 11月7日 宇城市立豊福小学校 宇城市教育委員会 無料
宇城市立豊福小学校
0964-32-0329

熊本県 宇城市 ② 避難訓練 地震・火災避難訓練を実施 11月5日 宇城市立豊福小学校 宇城市立豊福小学校 無料
宇城市立豊福小学校
0964-32-0329

熊本県 宇城市 ① ＰＴＡリサイクル 各地区が再生資源を分別して持ち寄り、ＰＴＡが回収 11月4日 宇城市立豊福小学校 豊福小ＰＴＡ 無料
宇城市立豊福小学校
0964-32-0329

熊本県 宇城市 ② 学習成果発表会 地域に開かれた学校を目指し､教科や総合的な学習の時間等の児童による学習発表会。 11月28日
宇城市立
小野部田小学校体育館

宇城市立小野部田小学校 無料
宇城市立小野部田小学校
0964-43-0039

熊本県 宇城市 ② 河江っ子フェスティバル 宇城市や熊本県内の地域を調べ学習したことを、保護者や地域の方々に発表する場。 11月22日 宇城市立河江小学校体育館 宇城市立河江小学校 無料
gounoesyo-
d@tsubaki.higo.ed.jp

宇城市立河江小学校
0964-43-0109

熊本県 宇城市 ①②③ ふれあいコスモス祭
ＥＳＤの視点を通した学びの発信、地域との触れあいをねらいとし、児童の学習したことを保護者・
地域に公開します。午後からは、地域の方を講師としたカルチャー教室（児童・保護者・地域が参
加対象）を実施します。

11月11日 宇城市立小川小学校 宇城市立小川小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/ogawa/
宇城市立小川小学校
0964-43-0041

熊本県 宇城市 ② 道徳科授業の公開
「熊本の心」を活用した授業参観を行い、保護者や地域住民に参観していただき、本校の教育実
践を紹介し意見を得る。

11月上旬 宇城市立海東小学校 宇城市立海東小学校 無料
宇城市立海東小学校
0964-43-0202

熊本県 宇城市 ②
三角中学校
文化祭

・学校における日頃の学習成果の発表の場として、展示やステージ等による表現活動を行い、家
庭や地域の理解と協力を得る機会とする。

10月14日 宇城市立三角中学校 宇城市立三角中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/misumi/
宇城市立三角中学校
0964-52-2136

熊本県 宇城市 ①③
第１３回人権フェスタｉｎうきし（三角会
場）

・月足さおりさんによるピアノコンサート
・三角町の保育園・小学校・中学校から太鼓演舞、意見発表や人権に関する演劇を予定している。
地域が一体となって「人権のまちづくり」を推進する気運を高める。

10月27日
宇城市
三角センター

宇城市教育委員会 無料
宇城市教育委員会
生涯学習課

午後１時～３時３０分

熊本県 宇城市 ② 校内ロードレース大会（授業参観）
・生徒の体力・持久力・忍耐力を養い、健康の保持とさらなる増進を図ることを主なる目的として校
内ロードレース大会を実施し、広く公開することで家庭や地域の理解と協力を得る機会とする。

11月30日 宇城市立三角中学校 宇城市立三角中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/misumi/
宇城市立三角中学校
0964-52-2136

熊本県 宇城市 ② 文化発表会 学校の教育活動を保護者や地域社会へ発信することをねらいとして毎年行っています。 10月21日
宇城市立不知火中学校体育
館

宇城市立不知火中学校
無料

宇城市立不知火中学校
0964-32-0211

熊本県 宇城市 ② 教育講演会 親子で参加し、テーマに沿った講演会を開催します。今年は「ＳＮＳの安全な利用」についてです。 11月21日
宇城市立不知火中学校体育
館

宇城市立不知火中学校
無料

宇城市立不知火中学校
0964-32-0211

熊本県 宇城市 ② 学校コンサート
本校生徒だけでなく、ＰＴＡや広く地域の方々にも呼びかけて、日頃ふれあう機会の少ない芸術･伝
統文化の鑑賞を通して、生徒の情操感を養うことを目的に開催します。今回は「和楽団ジャパン・
マーベラス」における和太鼓の演奏とパフォーマンスを堪能します。

10月16日 宇城市立松橋中学校体育館 宇城市立松橋中学校体育館 無料
宇城市立松橋中学校
川端　保成
0964-33-1130

熊本県 宇城市 ② 小川中学校　学習成果発表会

小川中学校の日常の文化的活動の発表の場として、「学習成果発表会」を１日の日程で実施す
る。保護者や地域に公開し本校教育活動への関心を高めるとともに、学校と地域が協力して教育
活動を行おうとする意欲向上を目的とする。
発表内容は、「英語暗唱」「意見発表」「英語スピーチ」「各学年によるステージ発表」「吹奏楽演奏」
「合唱コンクール」等を予定している。

10月14日 宇城市立小川中学校体育館 宇城市立小川中学校 無料
宇城市立小川中学校
0964-43-0036

熊本県 宇城市 ② 豊野小中学校人権教育公開授業
豊野小中学校の日頃の人権教育について近隣校、地域、保護者へ公開することにより人権教育
への理解と啓発を行うもの

11月10日 宇城市立豊野小中学校 宇城市立豊野小中学校 無料 toyonotyu-d@tsubaki.ed.jp
宇城市立豊野中学校
0964-45-2004

熊本県 宇城市 ① ちょっと昔の暮らし探検 昔懐かしい暮らしや仕事の道具を一堂に紹介します。 10月2日～12月16日 博物館ネットワークセンター
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３００

熊本県 宇城市 ① 貝類学講座 貝の体のつくりや種類の見分け方について学びます。 10月20日 博物館ネットワークセンター
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３０１

熊本県 宇土市 ② 熊本教育の日公開授業週間
宇土中学校・宇土高校の日頃の学習活動の様子を保護者や近隣の学校に公開し、さらなる教育
活動の充実につなげる。

10月22日～11月9日 宇土中学校・宇土高校 宇土中学校・宇土高校 無料 uto-h@pref.kumamoto.lg.jp 0964-22-0043

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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熊本県 宇土市 ② 日曜授業参観
日曜日の午前中に授業参観を設定し、保護者・地域に授業を公開する。授業では「熊本の心」を活
用した道徳の授業等を公開する。

11月4日 宇土市立宇土小学校 宇土小学校 無料
https://www.city.uto.kumamot
o.jp/school/uto-es/

宇土小学校
0964-22-1101

熊本県 宇土市 ② 花っ子ふれあいの日
子ども達の日頃の学習の成果発表、及び子ども達と保護者・地域の方々との交流を通して、地域
に学び、地域のよさに気づき、地域を愛する態度を育てます。

11月11日
宇土市立花園小学校体育館
及び教室

宇土市立花園小学校 無料
宇土市立花園小学校
0964-22-0145

熊本県 宇土市 ② フリーデー・グリーン相撲大会
午後の授業を地域の方に開放する。また、放課後コミュニティ主催で保育園児と一緒に相撲大会
を開く。

10月19日 走潟小学校・相撲場
走潟小学校学校運営協議会・鍛
錬部会

無料
hashirigata-
es@stubaki.higo.ed.jp

0964-22-0315

熊本県 宇土市 ② 地域公開学習発表会・もちつき 子どもたちの学習への取り組みの様子や成果を地域住民の方に公開する。 11月18日
宇土市立走潟小学校体育
館・中庭

走潟小学校 無料
hashirigata-
es@stubaki.higo.ed.jp

0964-22-0315

熊本県 宇土市 ②③ みどりかわ教育の日
２学期までの学習の成果を保護者や地域の人々に発表することで、学習のまとめをするとともに、
学校の教育活動の成果を地域に公開する。また物作り活動を通して地域の人や保護者と芸術・文
化的交流を図る。

11月4日 緑川小学校 緑川小学校 無料
midorikawa-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0964-22-0613

熊本県 宇土市 ①②③ 網津フェスタ（ふれあいタイム）

地域の方々を講師として迎え、1，2年「お手玉」と「読み聞かせ」と,3年「グランドゴルフ」,4年「アクリ
ルたわし作り」,5年「餅つき」,6年「絵手紙」等（予定）で様々な活動を通して、地域の方々や保護者
と児童が交流学習を行い、地域の良さを学びます。また、児童と保護者が共に人権に関する親の
学びプログラムも行います。

11月4日 宇土市立　　　　網津小学校 宇土市立　　網津小学校 無料
https://www.city.uto.kumamot
o.jp/school/amitsu-es/

宇土市立網津小学校
0964－24－3213

熊本県 宇土市 ③ 芸術鑑賞会 プロによる本物の芸術に触れる。 11月7日 宇土市立網田小学校体育館 宇土市立網田小学校 ouda-es@tsubaki.higo.ed.jp 0964-27-0006

熊本県 宇土市 ① 通学合宿 網田公民館にて合宿を行いながら，学校へ登校する。 10月1日～10月5日
網田公民館
網田小学校

網田公民館 0964-27-0491

熊本県 宇土市 ② 学校便りによる啓発 「くまもと教育の日」の趣旨や関連行事の紹介等を学校便りにて行う。 11月 宇土市立網田小学校 ouda-es@tsubaki.higo.ed.jp 0964-27-0006

熊本県 宇土市 ① 「家族とあのね」，ノーメディアの取組
毎月２０日をノーメディアの日とし，読書や家庭での会話を大切にする日としている。また，１０月は
２２日～２６日の期間「家族とあのね」の取組期間とし，自学ノートにが学校での様子等を書き，そ
れに家族からのお手紙を書いてもらっている。

10月22日～10月26日 宇土市立網田小学校ＰＴＡ ouda-es@tsubaki.higo.ed.jp 0964-27-0006

熊本県 宇土市 ②
授業参観
教育講演会

５校時に全校一斉に授業参観を行い、児童の学習活動を保護者に公開する。教科は様々です
が、6年生は税務関係の専門家を講師として招いて租税教室を行い、税の意義や役割を学習し次
代を担う社会の一員としての自覚を持たせる機会としている。６校時は教育講演会を開催し、情報
モラルについて保護者と高学年が親子で学ぶ。

11月2日 宇土東小学校 宇土東小学校 無料
utohigashi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 宇土市 ②③ 学習文化発表会 創作劇，合唱，和太鼓，獅子舞，人権作文発表等 10月24日 宇土市民会館 鶴城中 無料 kakujo-jh@tsubaki.higo.ed.jp ０９６４－２２－０１４０

熊本県 宇土市 ② 芸術鑑賞会
琴とピアノ演奏に合わせたフラメンコの舞で活躍されている「ＴＲＵＩＮＴＹ］の方々による公演を地域
の小学校児童と共に鑑賞する。

１０月 住吉中学校 住吉中学校 無料
http://www.city.uto.kumamot
o.jp/school/sumiyoshi-jhs/

宇土市立住吉中学校
０９６４－２２－０３４６

特になし

熊本県 宇土市 ② 文化発表会 日頃の学習の成果を作品展示やステージ発表などで保護者・地域に披露する。 １０月 住吉中学校 住吉中学校 無料
http://www.city.uto.kumamot
o.jp/school/sumiyoshi-jhs/

宇土市立住吉中学校
０９６４－２２－０３４６

特になし

熊本県 宇土市 ② 宇土市立網田中学校学習成果発表会
　これまでに取り組んだ学習の成果を地域、保護者に発表、公開する。本年度は熊本地震関連教
材「つなぐ」の活用を柱に防災教育に重点的に取り組んだ成果を含め、合唱コンクール、玉名女子
高等学校を招いてのマーチング演奏も併せて発表する。

10月13日 網田中学校体育館 網田中学校 無料 0964-27-0011

熊本県 宇土市 ② 子育て支援教室 未就園児による幼稚園生活体験 11月6日 宇土幼稚園 宇土幼稚園 無料 ℡0964-22-0326

熊本県 宇土市 ② 第3回子育て支援教室

・未就園児と園児との交流活動…うた　リズム遊び　絵本の読み聞かせ
　未就園児と一緒に、園児が一緒に楽しい時間を過ごし、お互い入園を心待ちにで
　きるように活動します。
・教育相談…未就園児保護者対象

11月2日 宇土市立花園幼稚園 宇土市立花園幼稚園 無料
宇土市立花園幼稚園
0964－22－0031

熊本県 宇土市 ③ 第55回宇土市芸術文化祭 各種芸術・文化の振興のため，発表等を行うもの。 H30.11.3～11.4 宇土市民会館 宇土市文化協会 無料
宇土市文化協会
0964-43-4331

熊本県 大津町 ② 文化祭「翔陽祭」
日頃の学習成果を発表する場として、文化祭の２日目を一般公開しします。保護者や地域の方を
はじめ、中学生も参加できるように案内をします。

11月11日 翔陽高校 翔陽高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/shoyo/ ０９６－２９３－２０５５ １０月中旬に更新予定

熊本県 大津町 ② 公開授業週間
一般の方に授業を公開することによって、総合高校の授業内容について理解していただくととも
に、教職員の自覚を高める取組として行います。

11月13日～22日 翔陽高校 翔陽高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/shoyo/ ０９６－２９３－２０５５ １０月下旬に更新予定

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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熊本県 大津町 ② ふれあいサンデー（学校祭）

地域への理解啓発、本校児童生徒の社会参加を図っていくことを目的とし、ステージ発表、作業製
品販売、ふれあい活動等を行い、児童生徒がこれまで取り組んできた学習の成果を発表します。
会場装飾、当日の進行等も児童生徒が行うなど、児童生徒が主体となった学校祭となっておりま
す。

10月28日 大津支援学校 大津支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/oozu-s/ 096-293-0486

熊本県 大津町 ② 大津町教育の日
地域に開かれた学校づくりを推進するため、町内の小中学校・幼稚園、県立学校での自由参観を
実施します。

10月15日、11月14日
町内小中学校・幼稚園及び
町内県立学校

大津町教育委員会 無料
http://www.town.ozu.kumamo
to.jp/child/gakkokyoiku/kyoik
unohi.html

大津町教育委員会
096-293-3349

開催日を調整する学
校もありますので、予
め参観しようとする学
校に問い合わせをお
願いします。

熊本県 大津町 ①②③ ふれあい祭

小学生が、地域住民、特に高齢者とのふれあいをとおして、けん玉、こま、メンコなどの伝統的な
遊びなどに親しみ、普段学校で学ぶことの少ない地域の伝統文化に触れます。また、本校器楽部
の演奏や近隣中学校の吹奏楽部による演奏も行います。PTAから綿菓子やポップコーンの販売も
あり、子供達も楽しみにしている行事です。

11月4日 大津町立大津小学校 大津小PTA 無料 096-293-2065

熊本県 大津町 ① ＰＴＡ美咲野わっしょい祭り
地域住民、ＰＴＡ、子どもたちが一緒になり、文化的な交流を図ります。参加体験型のプログラムが
数多く計画されています。

11月17日 大津町立美咲野小学校 美咲野小ＰＴＡ 無料 096-294-2333

熊本県 大津町 ①② 人権を考える日

大津町では「人権の町づくり」を進めている。そこで、家庭・地域・学校が一体となって、その活動を
進めるために人権学習の授業参観及びＰＴＡ人権教育講演会、学級懇談会を実施する。教育講演
会は、児童・保護者・地域の方々が一堂に会する中で行い、人権の大切さについて考えることはも
ちろん、地域ぐるみで児童の教育を推進するための学校と保護者・地域との連携の在り方につい
て考えられる内容で開催する。そして、学級懇談会で、保護者同士の連携・交流も深めながら、家
庭や地域の教育力を高めていくことを意図している。

11月16日 大津町立室小学校 大津町立室小学校 無料
http://www3.higo.ed.jp/muros
yo/

096-293-9201
murosyo@tsubaki.higo.ed.jp

地域の方々にも呼び
かける

熊本県 大津町 ② 学習発表会 各学年より学習したことをもとにした、発表を行い、学習の成果を保護者地域に公開する。 11月14日 大津町立大津南小学校 大津町立大津南小学校 無料 096－293-2274

熊本県 大津町 ② 東小ふれあいフェスタ
親子で行事を通して触れ合う企画である。低学年や中学年は地域の方々等を対象に演奏等を通
して触れ合う機会を持つ。５年生は、餅つきをして独居老人に届ける。６年生は、親子で豚汁をつく
る。

11月18日 大津町立大津東小学校 大津東小学校及びＰＴＡ
http://www.town.ozu.kumamo
to.jp/child/shochugakko/ichir
an.html

096－293-2341

熊本県 大津町 ② 人権のまちづくり懇談会
人権に関する授業を公開し、懇談会を実施します。また、地域の方々に呼び掛け、人権に関する
講演会を行い、地域で人権について考えます。

11月16日 大津町立大津北小学校 大津町立大津北小学校 無料 096-293-2367

熊本県 大津町 ② 大中文化の日

学校生活における各学習活動の成果を保護者や地域の方々へ発表することで、文化的な活動へ
の興味関心を高める目的として大中文化の日を行う。一日目は、合唱コンクール、二日目は、ス
テージ発表を行う。生徒の自主的な活動につながっており、学級の協力やまとまりを図ることがで
きる。

１１月
大津中学校
体育館

大津町立大津中学校 無料 096－293－4360

熊本県 大津町 ② 北の翼祭 保護者や地域住民を対象に生徒が合唱、日常的学習を披露する（予定） 11月11日 大津町立大津北中学校 大津町立大津北中学校 無料
http://www3.higo.ed.jp/oozunj
hs/

096-294-2310

熊本県 小国町 ② 創立40周年記念第16回すぎのこまつり

当日は、創立40周年記念すぎのこまつりと題して、記念式典後、中・高等部の作業製品の販売や
子どもたちの主張、フォトコンテスト等を実施します。学校を広く開放し、地域の方々や保護者、同
窓生との触れ合いを通して、本校児童生徒の様子や学習への取組を知っていただく機会としま
す。

10月20日 小国支援学校 小国支援学校 http://sh.higo.ed.jp/oguni-s/ 0967-46-4370

熊本県 小国町 ② 学校公開日 保護者や地域の方々に学校の様子を知ってもらうため毎月１回開催。
10/15
11/15

小国小学校
小国中学校

小国小学校
小国中学校

無料
（小）0967-46-2063
（中）0967-46-3225

熊本県 小国町 ② 小国小中学校学習成果発表会
これまでの学習の成果を保護者や地域の方々に発表する。総合的な学習の時間に学んだ「小国
学」などについての成果発表も行う。

11月10日
小国小学校
小国中学校

小国小学校
小国中学校

無料
（小）0967-46-2063
（中）0967-46-3226

熊本県 小国町 ③ 第36回小国町文化祭 11/3ステージの部、10/27、28に展示の部を行う。 10/27・28、11/3
ＪＡ阿蘇小国郷情報企画セン
ター

小国町教育委員会 無料
小国町教育委員会
0967-46-3317

熊本県 小国町 ② 小国中学校合唱コンクール 小国小学校の６年生も参加して各クラスごとに発表 10月5日 小国町立小国中学校体育館 小国中学校 無料
小国中学校
0967-46-3225

熊本県
小国町
南小国町

②
中高一貫三校合同芸術鑑賞・学友団活
動

県内唯一の連携型中高一貫教育を推進している、本校と小国中学校・南小国中学校の三校合同
で、芸術館紹介を開催します。今年度はゴスペル音楽の鑑賞です。鑑賞会の後、三校の生徒たち
でオリエンテーリング等の活動を行い、生徒及び職員の連携を図ります。

10月26日 小国高校 小国高校 http://sh.higo.ed.jp/ogunish/
小国高校
0967-46-2425

熊本県
小国町
南小国町

② 公開・研究授業週間
本校における授業を公開し、家庭や地域の方々に参観をしていただき、本校での教育の取組につ
いてご理解をいただき、また、ご意見をいただくことで、学校との連携・協力体制の強化を図るとと
もに、職員の研究心の高揚を図る機会とします。

11月5日
～11月9日

小国高校 小国高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/ogunish/
小国高校
0967-46-2425

熊本県
小国町
南小国町

② クロスカントリー大会
小国の大自然の中を走ることを通して、自分自身の体力を知り、冬場における体力増強・維持を
図ること、並びに郷土小国を身近に知るとともに、生徒同士の親睦を深めることを目的としていま
す。また、運営に当たっては育志会（ＰＴＡ）にご協力いただいております。

11月17日 小国町 小国高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/ogunish/
小国高校
0967-46-2425

熊本県 嘉島町 ①②③ みんなのまちのコンサート 専門家の音楽生演奏を聞くことで文化的体験を通して児童の情操を高める 10月30日 本校 学校 kashimae@smile.ocn.jp
嘉島町立嘉島東小学校
096－237－0002

熊本県 嘉島町 ①② 人権教育授業公開及び人権講話 児童及び保護者の人権意識及び実践力の向上を図る 10月26日 本校 学校及びＰＴＡ kashimae@smile.ocn.jp
嘉島町立嘉島東小学校
096－237－0002

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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熊本県 嘉島町 ②③ 復興支援コンサート 九州交響楽団が学校を訪問し、嘉島東小と嘉島西小の両校でコンサートを実施する。 10月30日
嘉島西小学校
体育館

嘉島町教育委員会 無料
嘉島西小学校
０９６－２３７－０９３７

熊本県 嘉島町 ② 授業参観 保護者を対象に、授業を公開する。 11月16日
嘉島西小学校
各教室

嘉島西小学校 無料
嘉島西小学校
０９６－２３７－０９３７

熊本県 嘉島町 ③ ＰＴＡバザー 保護者によるバザーを実施する。当日は、けん玉やお手玉なども実施する。 11月18日
嘉島西小学校
体育館等

嘉島西小学校ＰＴＡ
嘉島西小学校
０９６－２３７－０９３７

熊本県 嘉島町 ②③ 文芸発表会・合唱コンクール
総合的な学習の時間に学んだことを学年ごとに劇にしてステージで発表したり、学級対抗の合唱
コンクールを行います。教科や文化系部活動の作品も展示します。

10月14日 嘉島中学校体育館 嘉島中学校 無料
kashimatyu@kumamoto-
kashima.ed.jp

嘉島町立嘉島中学校096-
237-0014

熊本県 上天草市 ② 高校生による「上天草バザール」
上天草高校生が正しい職業観・勤労観を身につけるために、地域と連携し、商品を仕入れ、販売
実習を行います。

11月10日（土） 松島総合センター「アロマ」 上天草高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kamiamak
usa/

0964-56-0007

熊本県 上天草市 ②
自由参観日（道徳公開授業）
給食試食会

日々の授業の様子を保護者・地域の方々に公開し、学校への理解と支援に資する。併せて、保護
者対象として給食試食会も実施します。

10月12日 上天草市立登立小学校 上天草市立登立小学校 無料
noboritate@edu.kamiamakusa-
city.jp

０９６４－５６－０００４
保護者予定人数
150人

熊本県 上天草市 ② のびっこフェスティバル
ふるさと学習及び学習の成果の発表の場として、保護者や地域の方を招待して学習発表会を実
施します。

11月17日 上天草市立登立小学校 上天草市立登立小学校 無料
noboritate@edu.kamiamakusa-
city.jp

０９６４－５６－０００４
保護者・地域予定人
数
200人

熊本県 上天草市 ② 登立ふれあいの集い
登立体育館において地域のお年寄りを招待した「ふれあいの集い」に１年生～３年生が参加し、合
唱、劇等を発表したり、花を贈ったりします。

11月20日 上天草市立登立小学校 社会福祉協議会 無料
noboritate@edu.kamiamakusa-
city.jp

０９６４－５６－０００５
地域予定人数
１５０人

熊本県 上天草市 ①② ふるさと学級（オープンスクール）
老人会の方や地域の方に授業を参観してもらい、授業参観後にグランドゴルフで児童と交流を図
る。

10月22日
上天草市立
維和小学校

上天草市立
維和小学校

無料 ０９６４－５８－００２５ 参加者7０人(予定）

熊本県 上天草市 ② 道徳の公開土曜授業日
くまもと教育の日にあわせて「熊本の心」等を使った道徳の授業参観を実施し、その様子を保護
者・地域の方に公開し、学校への理解と支援に資する。

10月6日
上天草市立
維和小学校

上天草市立
維和小学校

無料 ０９６４－５８－００２５ 参加者7０人(予定）

熊本県 上天草市 ② 学習発表会
総合的な学習の時間や各教科等の時間で学習した成果を、全校児童や保護者、地域の方々に発
表します。

11月10日 上天草市立上小学校 上天草市立上小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kami/ ０９６４－５６－００５４ 参加予定者約150人

熊本県 上天草市 ①② 中北教育の日
午前中の２時間、保護者や地域の方に「熊本の心」を使った道徳の授業と学力充実を目的とした
授業を公開します。給食試食会も実施します。

11月2日 上天草市立中北小学校 上天草市立中北小学校 無料 0964-56-0149 参加予定人数６０名

熊本県 上天草市 ②
教育の日授業参観
教育講演会

「熊本の心」等を活用した道徳の授業を、保護者や地域の方に公開します。また、授業参観後に家
庭教育に関する講演会を行います。

10月26日 上天草市立中南小学校 上天草市立中南小学校 無料
nakaminami@edu.kamiamakusa
-city.jp

0964-57-0006 参加予定人数100人

熊本県 上天草市 ② 学習発表会
各教科や総合的な学習の時間を中心とした日頃の学習活動の成果を、全校児童、保護者及び地
域の方々に発表します。

11月11日 上天草市立中南小学校 上天草市立中南小学校 無料
nakaminami@edu.kamiamakusa
-city.jp

0964-57-0006 参加予定人数100人

熊本県 上天草市 ①②③ 地域の秋祭りに参加しよう
地域の伝統行事である「秋祭り」に参加し、総合的な学習の時間を中心に取り組んできた「湯島太
鼓」の演奏や調べ学習の発表を行い、取組の成果を地域に発信する。

10月8日 湯島諏訪神社境内特設舞台
湯島小・中学校
ゆしま教育会議

無料
yusima@edu.kamiamakusa-
city.jp

0969-56-4141

熊本県 上天草市 ③ 学校寄席
落語家の桂伸三さんによる「ふるさと恩返し公演・阿村小学校寄席」を開催します。保護者・地域の
方にも案内し、古典芸能に触れる機会とします。

10月29日 上天草市立阿村小学校 上天草寄席実行委員会 無料 ０９６９－５６－００４０
保護者・地域の方予
定人数５０人

熊本県 上天草市 ② 阿村小フェスティバル
総合的な学習の時間「ふるさと学習」における学習の成果や合唱、伝統芸能「潟切り踊り」を保護
者や地域の方々に発表します。

11月17日 上天草市立阿村小学校 上天草市立阿村小学校 無料 ０９６９－５６－００４０
保護者・地域の方予
定人数１５０人

熊本県 上天草市 ② 道徳の公開授業 「熊本の心」の教材を使った道徳の授業参観を全学級で実施し、公開する。 11月5日～11月9日 上天草市立今津小学校 上天草市立今津小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/imatsu/ 0969-56-0006 保護者150名程度

熊本県 上天草市 ② 授業参観・持久走大会 本校の教育活動の様子を保護者や地域の方に公開し、学校への理解と支援に資する。 12月1日 上天草市立今津小学校 上天草市立今津小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/imatsu/ 0969-56-0006
保護者、地域の方200
名程度

熊本県 上天草市 ② 道徳授業参観の日
くまもと教育の日にあわせて「熊本の心」を使った道徳の授業参観を実施し、その様子を保護者・
地域の方に公開し、学校への理解と支援に資する。

10月23日 上天草市立教良木小学校 上天草市立教良木小学校 無料
kyoragi@edu.kamiamakusa-
city.jp

０９６９－５７－００１４ 参加人数４０人予定

熊本県 上天草市 ② 姫小オープンスクール
｢熊本の心」を活用した道徳の授業を、地域･保護者に２時間程度公開する。併せて給食時間に会
食も行う。

10月13日 上天草市立姫戸小学校 上天草市立姫戸小学校 無料
himedo@edu.kamiamakusa-
city.jp

0969-58-2068 参加予定人数80人

熊本県 上天草市 ② 道徳の公開授業 くまもと教育の日にあわせて「熊本の心」の教材を使った道徳の授業参観を全学年で実施する。 10月28日 上天草市立龍ヶ岳小学校 上天草市立龍ヶ岳小学校 無料 0969-62-0504 参加予定人数５０人

熊本県 上天草市 ② 校内文化祭
総合的な学習の時間を中心とした学習成果発表と合唱コンクールを実施。ＰＴＡ母親委員会による
バザーも実施する。

10月12日
上天草市立
大矢野中学校

上天草市立
大矢野中学校

無料 (0964)56-0365

熊本県 上天草市 ② 校内文化祭
総合的な学習のまとめや各教科の学習の成果の発表を中心とした本校生徒による文化の祭典。
保護者によるバザー有。

11月11日 上天草市立維和中学校 上天草市立維和中学校 無料
iwajhs@edu.kamiamakusa-
city.jp

0964-58-0009

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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熊本県 上天草市 ② 校内文化祭
総合的な学習の時間の学習成果発表、劇、英語暗唱、吹奏楽部演奏等のステージ発表と、描画
や書写等の展示発表を行う。合唱コンクールも実施する。保護者によるバザーも行う。

10月13日
上天草市立
松島中学校

上天草市立
松島中学校

無料
matusimajhs@edu.kamiamakus
a-city.jp

0969-56-0606
保護者参加予定数
150名

熊本県 上天草市 ①②③ 校内文化祭
総合的な学習の時間や学級合唱を中心とした日頃の学習活動の成果を発表します。午後は、生
徒・保護者・地域の方々を対象に教育講演会を開催します。

10月14日 姫戸中学校 姫戸中学校 無料
TEL：0969-58-2503
FAX：0969-58-2737

熊本県 上天草市 ② 道徳の公開授業 「熊本の心」を活用した授業を地域の方や保護者に公開し、学校での取組を周知します。 11月10日 姫戸中学校 姫戸中学校 無料
TEL：0969-58-2503
FAX：0969-58-2737

土曜課業日として実
施

熊本県 上天草市 ② 龍ヶ岳中学校文化発表会
・総合的な学習の時間や各教科等の生徒による学習成果発表会
・生徒およびＰＴＡによる合唱

11月11日
上天草市立
龍ヶ岳中学校

上天草市立龍ヶ岳中学校 無料 ０９６９－６２－０１７４
参加人数１６０人（予
定）

熊本県 上天草市 ① 地層と化石を観察しよう 本物の地層と化石を専門家の解説で見学します。 10月8日 龍ヶ岳町椚島
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３０１

熊本県 菊池市 ②
菊池高校育友会林体験学習　および
事前支援作業

本校育友会が所有する山林で生徒・保護者・職員等が一体となって作業に取り組み、勤労のすば
らしさ、協力することの大切さ、そして本校の伝統を理解するとともに、自然環境保全の重要性を
実感することによって、豊かで心身ともに逞ましい人間の育成を期しています。

11月5日
10月26日

菊池高校育友会林
（菊池市重味）

菊池高校
菊池高校
第一学年総務部

熊本県 菊池市 ② 公開授業
地域と学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、「開かれた学校づくり」の推進に向け、地
域の方のご指導とご助言を仰ぎ、今後の教育活動に生かしていきたいと考えています。

10月22日～11月9日
の授業日

菊池高校 菊池高校 菊池高校　教務部

熊本県 菊池市 ②③ 体育大会
体育大会を通じて、協調性や運動技能を高め運動の楽しさや喜びを味わうとともに、生涯を通じて
継続的に運動をができる資質能力を育てる。

9月30日 菊池農業高校 菊池農業高校 無料 0968-38-2621

熊本県 菊池市 ② 公開授業
保護者、地域住民を対象に、授業・実習をとおして本校の特色ある教育活動の実践を公開する。
公開時間は９：０５～１５：３０迄とし、受付は本校玄関にて行う。

10月22日～10月26日 菊池農業高校 菊池農業高校 無料 0968-38-2621

熊本県 菊池市 ②③ 菊農フェスタ2017農場開放祭
５学科の特色ある学習の成果を披露。丹精込めて栽培・加工した農産物及び加工品を販売する。
また、ファッションショー・吹奏楽部・太鼓部のステージや、壁新聞・書道の展示などの展示発表を
行う。

11月11日 菊池農業高校 菊池農業高校 無料 0968-38-2621

熊本県 菊池市 ①② 隈府小教育の日「人権教育講演会」
人権教育（共生・障がい者理解）の取組の一環として、パラリンピック金メダリスト（ゴールボール）
の浦田理恵さんの講演を行う。子ども、教職員、保護者、地域の方約８００名が参加予定

9月20日 隈府小学校体育館
学校
ＰＴＡ
校区人権啓発推進会議

無料

熊本県 菊池市 ② 研究発表会 平成２９・３０年度菊池市教育委員会指定学力向上研究発表を行う。 2月6日 菊池北小学校 無料 ０９６８－２５－３９３３

熊本県 菊池市 ② 学習発表会
土曜授業と組み合わせて、日ごろの学習の成果を保護者、地域に発信する。また、６年生は毎
年、本校の伝統である狂言の発表を行う。地域の狂言「みのる会」の方に来ていただき、指導を
行ってもらっている。

11月17日 菊池北小学校 無料

熊本県 菊池市 ①② おじいちゃん・おばあちゃんとの交流会 １、２年生が地域の老人会の方々に昔の遊び等を教えてもらいながら交流を図る。 9月26日 菊池北小学校 無料

熊本県 菊池市 ②③ 校内相撲大会
全校児童がクラス対抗で相撲大会を行い、児童の活動を地域、保護者へ発信する。相撲協会の
方に審判等を依頼する。

9月21日 菊池北小学校 無料

熊本県 菊池市 ②③ 雅楽クラブ活動
菊池神社から指導に来ていただき、雅楽演奏に触れ、興味や関心を高める。（年間１０回のクラブ
活動）

木曜日 菊池北小学校 無料

熊本県 菊池市 ① 菊之池ふれあい祭り 地域主催の行事。学校、保護者も参加してアトラクションやバザーを行う。 10月28日
菊池市立
菊之池小学校

「菊之池ふれあい祭り」実行委員
会

無料 kikuike@educet03.plala.or.jp 0968-25-2038

熊本県 菊池市 ①②③ 地域文化祭「花房フェスタ」
学校と地域の共催による地域文化祭である。学校は子ども達による学習成果発表、地域人材の
指導による昔遊び、餅つき、だご汁づくり体験、児童、地域の習字、絵画等の作品展示、地域の方
の演芸発表等、地域あげての文化祭である。

11月18日 菊池市立花房小学校 花房小学校、花房公民館 無料 TEL0968(25)2386

熊本県 菊池市 ② 道徳授業参観
『道徳教育用郷土資料　熊本の心』『つなぐ　～くまもとのあした～　』
を活用した道徳授業を公開します。

4月28日
6月23日

菊池市立七城小学校 菊池市立七城小学校 無料 0968-25-2629

熊本県 菊池市 ② 七城フェスティバル
各学年で各教科や総合的な学習の時間等での学習成果を発表します。合奏や合唱、寸劇、群読
など、各学年で趣向を凝らしています。

11月8日 菊池市立七城小学校 菊池市立七城小学校 無料 0968-25-2629

熊本県 菊池市 ① 七城地区子育て講演会 七城地区幼保小中の職員・保護者・住民を対象に子育てに関する講演会を開催します。 6月23日 菊池市立七城小学校
七城地区
幼保小中連携推進協議会

無料 0968-25-2629

熊本県 菊池市 ② ノーメディア週間 親子団らんや親子読書などの取組 11月1日～11月7日 各家庭 学校 無料
kyokusies@educet03.plala.or.j
p

0968-37-2032

熊本県 菊池市 ② 旭志文化祭 地域の文化交流会に出品、参加 11月3日 旭志公民館 菊池市教育委員会 無料
kyokusies@educet03.plala.or.j
p

0968-37-2032

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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熊本県 菊池市 ② 読書週間 親子読書などの推進 11月5日～11月17日 各家庭 学校 無料
kyokusies@educet03.plala.or.j
p

0968-37-2032

熊本県 菊池市 ③ 芸術鑑賞体験
音楽演奏に触れることにより、表現のおもしろさや素晴らしさを味わい、芸術に関する興味や関心
を高め、感性豊かな心を育てる。

１０月 泗水東小体育館 泗水東小 無料
九州打楽器合奏団の
演奏

熊本県 菊池市 ①② ＣＡＰプログラム
全保護者を対象に様々な暴力から逃れる力を高めることをねらって、ワークショップ及びセミナーを
実施。

11/14
11/15

泗水東小体育館 泗水東小ＰＴＡ 無料 ２学期中に実施予定

熊本県 菊池市 ①③ ワンダーぶんこ創設２０周年記念行事
泗水東小で活動している絵本の読み聞かせボランティア「ワンダーぶんこ」の２０周年記念行事。
式典後、子どもたち向けの読み聞かせ等を実施予定。

10月23日 泗水東小体育館 ワンダーぶんこ 無料

熊本県 菊池市 ② 持久走大会
体育行事の一環として泗水東小周辺で実施。保護者のみならず地域の方々も応援に駆けつけ
る。

11月17日 泗水東小校区 泗水東小 無料

熊本県 菊池市 ② ふれあいタイム １～３年生と地域の方々（高齢者や商工会等）との触れ合い活動（昔遊び等） 11月9日
泗水小学校の体育館及び運
動場

泗水小学校 無料
http://www.city.kikuchi/lg.jp/
school/shisui-es

0968-38-2028

熊本県 菊池市 ② 稲刈り
地域住民及び保護者の協力の下、全校児童で稲刈りを行い、労働の尊さや稲作等農業への理解
を深め、収穫の喜びを感得する。

10月2日 泗水西小ふれあい農園 泗水西小 無料 sisuinisi@educet03.plala.or.jp 泗水西小(0968-38-2453)
開催日程の変更の可
能性有り

熊本県 菊池市 ② 食の授業
地域住民及び保護者が講師となり、低・中・高学年のそれぞれに発達段階を踏まえた［食」に関す
る授業を行う。

10月2日 泗水西小各教室 泗水西小 無料 sisuinisi@educet03.plala.or.jp 泗水西小(0968-38-2453)
開催日程の変更の可
能性有り

熊本県 菊池市 ② 学習発表会と「食」バザー
各学年の学習成果をまとめ、発表する。また、収穫した米や保護者が持ち寄った食材を、地域住
民等へ販売する。

11月17日 泗水西小体育館 泗水西小 無料 sisuinisi@educet03.plala.or.jp 泗水西小(0968-38-2453)

熊本県 菊池市 ② 菊心祭学習発表会
地域と学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、生徒の学習成果および活動等を保護者・
地域に広く公開します。今年度は、英語暗唱大会、赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター、
各学年の「総合的な学習の時間」の成果発表や合唱コンクールを実施します。

10月21日 菊池北中学校体育館 菊池北中学校 無料
https://www.city.kikuchi.lg.jp/
school/kikuchikita-jhs/

(0968)25-2041

熊本県 菊池市 ①② 高齢者世帯サポート事業
　校区内にお住まいの高齢者だけの世帯を、中学３年生が訪問し、掃除や片付け、作業等の役に
立つ活動を約２時間行う。加えて、高齢者の方との会話や交流を持ち、郷土の先輩や地域の良さ
を学び、感謝の心を育む機会とする。

９月下旬または１０月上旬
校区内の高齢者世帯（約３
０ヶ所）

菊池南中学校
（協力：菊池市社会福祉協議会、
民生委員）

無料 （０９６８）２５－２２３９

熊本県 菊池市 ②③ 南中フェスティバル
　各学年の学習の成果（英語暗唱、人権学習、作文発表、調査体験活動、新聞作成、等）を劇にし
て演じたり、展示物にまとめて発表したりする。

10月25日 菊池市文化会館 菊池南中学校 無料 （０９６８）２５－２２３９

熊本県 菊池市 ①② ＰＴＡ教育講演会
対象：生徒・保護者、職員
内容：情報モラル教育　等

11月30日 七城中学校（体育館） 七城中ＰＴＡ
講師料
（有）

shichijo66@educet03.plala.or.j
p

菊池市立七城中学校 菊池高校出前講座

熊本県 菊池市 ③④ 学習・合唱発表会 日頃の学習成果を発表する。（ステージ発表、展示発表）保護者、地域の方が来校。 10月27日 旭志中学校 旭志中学校 無料
www.city.kikuchi.lg.jp/school/
kyokushi-jhs/

0968-37-2009

熊本県 菊池市 ①② 旭志っ子集会 小中学校合同で行う人権集会 11月20日 旭志小学校
旭志小学校
旭志中学校

無料
www.city.kikuchi.lg.jp/school/
kyokushi-jhs/

0968-37-2009

熊本県 菊池市 ② 学校開放の日
学習発表会及び研究発表会を学校開放の日と重ねて開催することで、教育活動を広く地域へ発
信する。

１０月
１１月

泗水中学校 無料 ０９６８－３８－２４５０

熊本県 菊陽町 ②
平成２９年度熊本県立
ひのくに高等支援学校
「秋の作業製品販売会」

専門学科の授業時に作った製品の展示販売活動を通して、生徒たちが働くことの意義や喜びを感
じ、就労に対しての意欲や目的意識を高めるため、「ゆめタウン光の森」において、金銭の受け渡
しや来客との対応などを通して、販売にかかわる活動全般を経験する。

11月13日 ひのくに高等支援学校 ひのくに高等支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/hinokuni/ 096-249-1001

熊本県 菊陽町 ②③ 演奏家派遣アウトリーチ事業
普段、生の音楽に触れる機会の少ない地域の小学校に、高い技術と音楽性を兼ね備えた演奏家
を派遣して、音楽の素晴らしさや楽しさを伝えるもの

10月18日～11月15日 菊陽町内の小学校 菊陽町図書館ホール 無料
菊陽町図書館ホール
096-232-7756

熊本県 菊陽町 ② 授業参観、人権講演会
授業参観を行った後、ＰＴＡを対象に人権講演会を行います。命や人権の大切さ等について考え、
学校、家庭、地域の課題を明らかにするとともに、人権を尊重する社会づくりに向けて、共通理解
と共通実践を図っていきます。

10月5日 菊陽中部小学校 菊陽中部小学校 無料 菊陽中部小学校

熊本県 菊陽町 ② はらっこフェスタ
　地域人材を活用し、伝承遊びや手芸等を児童が学ぶ。また、地域住民も招待し、中学生の合唱
や合奏、バザー等を展開する。

11月17日 菊陽町立菊陽北小学校 菊陽北小学校ＰＴＡ 無料
菊陽北小学校
096-232-0453

熊本県 菊陽町 ② なかよしフェスタ 立志式の一貫として、第４学年児童が保護者や地域の方を招いて学習成果発表会を行う。 11月 武蔵ヶ丘小学校体育館 武蔵ヶ丘小学校
http://es.higo.ed.jp/musasige
/

096－338－2132

熊本県 菊陽町 ② 学習発表会
１年から６年までの児童が、保護者や地域の方々を招いて、水俣学習や修学旅行をはじめそれぞ
れの学年で学んだことについての発表会を行う。

11月 武蔵ヶ丘小学校体育館 武蔵ヶ丘小学校
http://es.higo.ed.jp/musasige
/

096－338－2132

熊本県 菊陽町 ② 校内合唱コンクール
学級対抗の合唱のクラスマッチである。合唱を通して音楽に対する関心を高め，互いに協力し，学
級の和を深める目的とする。学校を開放し，保護者や地域の方にお越しいただく。

10月12日 武蔵ヶ丘中学校体育館 武蔵ヶ丘中学校 無料

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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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

熊本県 菊陽町 ② 学習成果発表会

平素の学習の成果を「ステージ部門」「展示部門」で発表する。一人一人が自分の役割を自覚し，
集団への所属感や連帯感を深め，協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的・実践的態度
を養うことを目的とする。学校を開放し，保護者や地域の方にお越しいただくとともに，ＰＴＡによる
バザーも行う。

10月19日 武蔵ヶ丘中学校体育館 武蔵ヶ丘中学校 無料

熊本県 菊陽町 ② ＰＴＡ研修（教育講演会）
１９時より開催の，保護者向け教育講演会である。講師に，くまもと心理カウンセリングセンター代
表，岡崎光洋を招く。

11月9日 菊陽町町民センター 武蔵ヶ丘中学校ＰＴＡ 無料

熊本県 菊陽町 ②
授業参観，ＰＴＡ人権教育講演会，学
級・学年懇談会

学校を開放し，担任又は教科担任が公開授業を行う。ＰＴＡ人権教育講演会では講師を招き（講師
未定），親子で学ぶ機会とする。学級・学年懇談会では，教師と保護者が意見交換をする。

11月22日 武蔵ヶ丘中学校体育館 武蔵ヶ丘中学校ＰＴＡ 無料

熊本県 菊池郡 ②
第11回 尚絅大学 現代文化学部・文化
言語学部　公開講座

『現代社会と文化』をテーマに開催する講座です。
中高生以上の方なら、どなたでも受講できます。
(受講生は、尚絅大学図書館(武蔵ヶ丘キャンパス)を6ヶ月間利用できます。)

10月13日,20日,27日,
11月3日

尚絅大学(武蔵ヶ丘キャンパ
ス)

尚絅大学
現代文化学部・文化言語学部
公開講座係

http://www.shokei-
gakuen.ac.jp/univ/bunka/koka
i-koza/

TEL(096)338-8840
FAX(096)338-9301

中高生：無料
一般：
2,000円(資料代込)
※初日受付にてお支
払い

熊本県 玉東町 ② 玉東町教育の日
町内保育園、小中学校の子供達とその保護者や地域の方が一同に集い、学習発表会やレクレー
ションをし親睦を深める。

10月19日
玉東町立玉東中学校、町民
体育館等

玉東町教育委員会 無料
玉東町教育委員会学校教
育課

熊本県 球磨村 ① くまもと教育の日ｉｎくまむら
地域と学校とのつながりを深めることをねらいとし、児童生徒の学習活動等を保護者・地域に公開
します。園児・小中学生・保護者・地域住民を参加対象とし、小学校、中学校の合唱や音楽家の楽
器演奏の鑑賞を実施します。

11月6日 球磨中学校 球磨村教育委員会 無料
球磨村教育委員会
0966-32-1117

熊本県 球磨村 ② 学習成果発表会
本校児童が、日頃の学習の成果を保護者や地域の皆様に発表する機会として実施します。本発
表会に向けた教育実践や発表会当日をとおして、学校の教育活動の理解を図ると共に、今後の
学校や家庭、地域の連携のあり方について考える機会とする予定です。

11月25日 球磨村立渡小学校体育館 球磨村立渡小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/wataris/
球磨村立渡小学校
0966-33-0009

熊本県 球磨村 ② 「熊本の心」公開授業
本校各学年及び特別支援学級において、「熊本の心」を教材とした道徳の授業を保護者及び地域
住民に公開します。

10月12日 球磨村立渡小学校各教室 球磨村立渡小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/wataris/
球磨村立渡小学校
0966-33-0009

熊本県 球磨村 ② 「月足　さおり　さん」ピアノコンサート
難病と闘いながら演奏活動等に精力的に取り組まれている月足さおりさんを招いて、ピアノコン
サートを開催します。「いのちの音色を響かせたい」というテーマのもとに音楽活動を続けておられ
る月足さんの生き方から多くのことを学ぶ機会とします。

10月12日 球磨村立渡小学校体育館 球磨村立渡小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/wataris/
球磨村立渡小学校
0966-33-0009

熊本県 球磨村 ② 学習発表会、収穫祭 これまでの学習成果を保護者や地域住民に発表したり、ともに活動を楽しんだりする。 11月25日 球磨村立一勝地小学校 球磨村立一勝地小学校 無料
球磨村立一勝地小学校
0966-32-0380

熊本県 球磨村 ② 学習発表会・合唱コンクール
地域と学校のつながりを深めることをねらいとし、生徒の学習活動等を保護者・地域に公開しま
す。中学生・保護者・地域住民を参加対象とし、日常の教科学習及び「総合的な学習の時間」の成
果を発表します。

11月18日（日） 球磨中学校 球磨中学校 無料
球磨村立球磨中学校
0966-32-1122

熊本県 熊本市 ② 済々元気DAYS 各教科ごとに研究授業を行い、保護者や地域の方々に授業や施設等を公開します。 11月中旬予定 済々黌高校 済々黌高校 無料 http://seiseiko.ed.jp/
096-343-6195

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞会
AUN　Jクラシック・オーケストラによるコンサートを鑑賞し、本物の芸術に直に触れる機会を通して
芸術を愛する心を育み、豊かな感性を養います。

10月19日
熊本県立劇場
コンサートホール

熊本高校 無料 在校生のみ参加可能

熊本県 熊本市 ①② 防災教育講演会
東日本大震災や熊本地震、九州北部豪雨等で浮かび上がった地域防災の課題や自助・共助の重
要性について専門家による講演会を実施します。

11月10日 熊本高校体育館 熊本高校 無料
在校生、保護者、託麻
原校区の住民のみ参
加可能

熊本県 熊本市 ②
グローバル・キャリア・プロモーション
（GCP)成果発表会

英語によるガイドや各種イベント補助、ボランティア活動、海外研修など、グローバル人材育成の
ための本校の取組を保護者や地域の方々に発信します。

10月27日 第一高校 第一高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/dai1sh/ 096-354-4933

熊本県 熊本市 ② 授業公開週間
保護者や地域の方々に生徒の学習活動等の様子を知っていただくとともに、教師の指導力の向
上を図るため、公開授業を実施します。

10月9日～11月10日 第一高校 第一高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/dai1sh/ 096-354-4933

熊本県 熊本市 ② 公開授業
近隣中学校等及び保護者へも広く参加を呼びかけ、各教科による公開授業を実施します。また、
実施後は参加者を含めた合評会も実施します。

10月上旬 第二高校 第二高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/daini/ 096-368-4125
詳細な日程等は本校
ＨＰに掲載します。

熊本県 熊本市 ②
スーパーサイエンスハイスクール
（SSH）事業におけるSSH特別講演会

科学技術の分野で国際的に優れた業績を上げている研究者や技術者に講演を依頼し、、生徒た
ちの知的好奇心の喚起を図り、国際社会で活躍しようとする意欲を育てることを目的とする行事で
す。

10月16日 第二高校体育館 第二高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/daini/ 096-368-4125
詳細な日程等は本校
ＨＰに掲載します。

熊本県 熊本市 ② 創立記念祭
本校創立44周年に当たり、「Ｔｈｉｎｋ ｗｈａｔ ｉｓ ｎｅｅｄｅｄ ａｎｄ ｗｈａｔ ｗｅ ｃａｎ ｄｏ！」のテーマのもと、
本校の発展につながる文化部やクラスの発表・展示、ステージ発表、弁論披露、壁新聞コンクー
ル、食品バザー等を行う。

10月12日，13日 熊本西高校 熊本西高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumanishi
/

096-329-3711

熊本県 熊本市 ② 西高チャレンジウォーク
心身の鍛錬や生徒間の触れあい、沿道のゴミ拾いでの自然愛護意識の高揚等を目的に、金峰
山・本妙寺方面24キロの競歩会を実施する。今年度も地域等一般の方の参加も募る予定。

11月2日
熊本西高校を発着、金峰山・
本妙寺方面

熊本西高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumanishi
/

096-329-3711

熊本県 熊本市 ②
教育課程研究指定校事業に伴う研究
協議会

２年間にわたる国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業「論理的思考」としての、自分の考
えを筋道立てて説明できる」能力の育成を中心とした研究成果について研究協議を行う。

11月12日 熊本西高校 熊本西高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumanishi
/

096-329-3711

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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第60回「教育・文化週間」関連行事

熊本県 熊本市 ② 研究授業週間（研究授業、公開授業）
２年間国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業「論理的思考」としての、「自分の考えを筋
道立てて説明できる」能力の育成を中心とした授業改善の経過を、授業公開を通して地域に発信
する。

11月13日～16日 熊本西高校 熊本西高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumanishi
/

096-329-3711

熊本県 熊本市 ② 土曜日授業、オープンスクールⅡ
地域方々、中学生や保護者を対象に学校を公開し、学校概要説明、在校生との情報交換会等を
含む学校公開をおこなう。

11月17日 熊本西高校 熊本西高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumanishi
/

096-329-3711

熊本県 熊本市 ② 鍛錬遠足 地域の方や保護者のご協力のもと、秋めく清水・武蔵・菊陽（全行程３０㎞）の道を歩きます。 10月26日 熊本北高校 熊本北高校 http://sh.higo.ed.jp/kitash/ 096-338-1110

熊本県 熊本市 ② 公開授業
開かれた学校推進の一環として、平常の授業の様子を広く公開し、保護者や地域の方々に本校
教育の一端を感じていただきます。

10月30日、31日 熊本北高校 熊本北高校 http://sh.higo.ed.jp/kitash/ 096-338-1110

熊本県 熊本市 ② 東稜高校第３１回強歩会
家庭・地域・学校が一体となって教育について考える機会として、東稜高校では強歩会を実施し、
一般の方々にも参加を募集しています。２６ｋｍ完歩を目指し、豊かな自然に触れながら一緒に歩
くことで、生徒たちと地域住民の方々との交流を深めることを目的としています。

10月26日 東稜高校～益城町周辺 東稜高校

参加費は
３００円
（傷害保
険代、飲
み物代
等）

http://sh.higo.ed.jp/touryo/ 096-369-1008

開催1ヶ月前よりＨＰに
要項及び参加申込書
を掲載予定。

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞 中国龍凰芸術団による中国の伝統芸能である京劇、馬頭琴、雑技の上演 11月6日 湧心館高校第１体育館 湧心館高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yusinkan/ 096-364-4643

熊本県 熊本市 ③ 湧心祭（文化祭）
クラス、委員会、部活動の文化的取組を発表するとともに、バザー等の販売を行う。本校生徒会が
主催し、生徒の自主的な取組を発表する。

11月10日 湧心館高校第１体育館 湧心館高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yusinkan/ 096-364-4643

熊本県 熊本市 ② 文化発表会 学校を開放し、通信制生徒による文化的催し物の発表会を実施する。 10月28日 湧心館高校 湧心館高校(通信制） 無料 http://sh.higo.ed.jp/yusinkan/ 096-372-5311

熊本県 熊本市 ② 「くまもと教育の日」合同調理
授業の一環として、生徒が地域の熟年者（食生活改善推進員）の方々と合同調理を行い、伝統食
への理解を深めるとともに、地域の方々との交流を通して自分の人生を考える機会とします。

11月8日 湧心館高校 湧心館高等学校定時制 無料 http://sh.higo.ed.jp/yusinkan/ ０９６－３７２－５３１１
授業の一環として実
施

熊本県 熊本市 ②③
熊本県高等学校定時制・通信制文化大
会

熊本県高等学校定時制・通信制の生徒が文化的内容で展示や発表を行い、交流を深めます。 10月7日 熊本県立劇場
熊本県公立高等学校長会定時制
通信制部会

無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101

熊本県 熊本市 ②③ 熊商文化発表会
文化部・生徒会委員会によるステージ発表、展示等を行うことで日頃の生徒の活動をアピールしま
す。また、保護者による喫茶コーナーも設置し、生徒・保護者・教職員の交流を図ります。

10月19日（金） 熊本商業高校体育館 熊本商業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumamot
o-ch/

096-384-1551

熊本県 熊本市 ②③ 芸術鑑賞 中国雑伎団の鑑賞します。 10月26日（金） 熊本商業高校体育館 熊本商業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumamot
o-ch/

096-384-1551

熊本県 熊本市 ②③ 販売実習「熊商デパート」

今年で31回目となる「熊商デパート」。豊かな人間性を育み、職業間の育成を図り、生徒自ら学ぶ
姿勢を身に付けると共に自己教育力を養うことを目的としています。また、商品の仕入れ・販売・管
理・経理などの諸業務に取り組み、実際的・体験的に商業活動について学習します。今年度も1万
2千人以上のお客様のご来店を目指しています。

12月1日～2日
熊本商業高校体育館及び正
門通路

熊本商業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumamot
o-ch/

096-384-1551

熊本県 熊本市 ② 芸術鑑賞会 古典芸能鑑賞会　学校寄席 11/9(金)
熊本工業高校
体育館

熊本工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumakoth
s/

096-383-2105 保護者の見学可

熊本県 熊本市 ② 熊工祭 各工業科、文化部の展示・発表など本校での取組や工業の魅力、文化活動を地域へ公開 11/10(土) 熊本工業高校 熊本工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumakoth
s/

096-383-2105
一般開放の時間帯有
10:00～14:00

熊本県 熊本市 ② ふれあいコンサート 本校吹奏楽部によるコンサート及びマーチングドリルの演奏を、地域の方へ公開 11/10(土) 熊本工業高校 熊本工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumakoth
s/

096-383-2105
一般開放の時間帯有
10:00～１時間程度

熊本県 熊本市 ② 学校見学会 中学生向けに各工業科の紹介・展示品を見学。 11/10(土) 熊本工業高校 熊本工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumakoth
s/

096-383-2105
一般開放の時間帯有
10:00～14:00

熊本県 熊本市 ② 公開授業週間 保護者に本校での授業・実習の取組を公開 10/24～26 熊本工業高校 熊本工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumakoth
s/

096-383-2105
保護者の見学可
9:00～12:50

熊本県 熊本市 ② 公開授業
定時制の授業を公開しています。地域の方々や定時制に興味をお持ちのかた、どなたでも御自由
に授業をご見学ください。

10月22日～26日 熊本工業高校 熊本工業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kths-t/ 096-383-2105

授業の１時間目は
１７：５０から始まりま
す。本校事務室にて
受付をお願いします。

熊本県 熊本市 ①②③ 文化祭
熊本工業高校定時制の文化祭です。食堂で食品バザーも行います。各科（機械、電気、建築）の
紹介ボードや実習製品、クラス制作物の展示も行います。

10月26日 熊本工業高校 熊本工業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kths-t/ 096-383-2105

熊本県 熊本市 ② くまべんの日
生徒自ら弁当を作り、学校で級友と見せ合って食べることにより「食育（食の大切さ）」、「親和（級
友との関わり）」、「感謝（日頃の親や家族への感謝）」を理解してもらう企画です。

9月19日 熊本農業高校 熊本農業高校 無料
http://www.higo.ed.jp//sh/ku
manou/

096-357-8800

熊本県 熊本市 ② 合同登校指導
ＰＴＡ、職員と地域が一体となって生徒の登校指導を実施
挨拶運動及び交通指導が中心

９月１８日～９月２１日 川尻駅及び学校周辺 熊本農業高校 無料
http://www.higo.ed.jp//sh/ku
manou/

096-357-8800

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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第60回「教育・文化週間」関連行事

熊本県 熊本市 ② 公開授業週間
本校の授業風景を地域に公開するとともに、教職員の授業力の更なる向上を図るために実施しま
す。教室内での授業や農業高校ならではの農場施設等での実験・実習が御覧になれます。

10月22日～10月26日予定 熊本農業高校 熊本農業高校 無料
http://www.higo.ed.jp//sh/ku
manou/

096-357-8800

熊本県 熊本市 ② 開放講座
地域の方々と一緒に農業体験や各種実習を行い、本校で実施している学習内容を紹介し、学習
する機会を設け地域の方とのコミュニケーションをとる機会としています。

10月20日 熊本農業高校 熊本農業高校 無料
http://www.higo.ed.jp//sh/ku
manou/

096-357-8800

熊本県 熊本市 ②
創立１２０周年記念式典及び記念南園
祭

農産物収穫への感謝、生徒たちの各種発表をとおして文化に親しむことを目的としています。ま
た、地域に開放することで、本校の教育内容を理解してもらうとともに地域の方々との交流を深め
ます。

11月９日～11月11日 熊本農業高校 熊本農業高校 無料
http://www.higo.ed.jp//sh/ku
manou/

096-357-8800

熊本県 熊本市 ② ひまわり教室
県内の視覚障がいのある乳幼児が集い、様々な遊びや活動を経験できる場です。また、視覚障が
い乳幼児の保護者同士が、情報交換や日ごろの不安や悩みを共有することで、子育てに活かすこ
とができるような機会とします。

10月27日 盲学校 盲学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kumamo/ 096-368-3147

熊本県 熊本市 ② ゆうし祭～販売会～
地域とともにある学校づくりをめざし、児童生徒の学習成果を披露する販売会を行います。中学
部・高等部の作業製品（木工・花苗・野菜・陶芸・工芸品他）を販売します。

11月2日 熊本支援学校 熊本支援学校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumamot
o-s/

096-371-2323

熊本県 熊本市 ② ゆうし祭～ステージ発表～
地域とともにある学校づくりをめざし、児童生徒の学習成果を披露するステージ発表を行います。
今年度末で閉室となる高等部東町分教室の生徒も含め、全学部の児童生徒が日頃の活動を発表
します。

11月11日
出水南小学校体育館
（本校の隣）

熊本支援学校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kumamot
o-s/

096-371-2323

熊本県 熊本市 ②
平成30年度熊本かがやきの森支援学
校「公開授業研究会」

教職員の専門性向上を目的とし、県内特別支援学校及び県内北部の肢体不自由学級関係者を
対象に実施する。当日は、「よりよい授業づくり～自立活動～」をメインテーマに、学部ごとに授業
公開と授業研究会を実施、その後鳥取大学三木裕和教授の講演を実施する。

10月19日 熊本かがやきの森支援学校 熊本かがやきの森支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kagayaki/ 096-319-2000

熊本県 熊本市 ② 「くまもと教育の日」県民フォーラム
保護者をはじめとする県民、教育関係者、児童・生徒等を対象に、本県の教育力の向上を目指す
契機とするためのフォーラムを開催します。

11月17日 くまもと県民交流館パレア 教育政策課 無料
http://kyouiku.higo.ed.jp/page
2011/

096-333-2673

熊本県 熊本市 ①③
くまもと県民カレッジリレー講座くまもと
「歴史・文化・自然」再発見講座【後期】

佐々木耕成と６０年代前衛美術 10月16日 くまもと県民交流館パレア
熊本県生涯学習推進センター（指
定管理者）

無料
http://www.parea.pref.kumam
oto.jp/manabi/

096-355-4312

熊本県 熊本市 ①③
くまもと県民カレッジリレー講座くまもと
「歴史・文化・自然」再発見講座【後期】

木材の特徴と、その特徴を活かした使い方！ 10月30日 くまもと県民交流館パレア
熊本県生涯学習推進センター（指
定管理者）

無料
http://www.parea.pref.kumam
oto.jp/manabi/

096-355-4312

熊本県 熊本市 ①③
くまもと県民カレッジリレー講座くまもと
「歴史・文化・自然」再発見講座【後期】

ゴミの循環から身近な環境問題について考える～製作体験「万華鏡作り」をとおして～ 11月6日 くまもと県民交流館パレア
熊本県生涯学習推進センター（指
定管理者）

無料
http://www.parea.pref.kumam
oto.jp/manabi/

096-355-4312

熊本県 熊本市 ①④
くまもと県民カレッジリレー講座くまもと
「歴史・文化・自然」再発見講座【後期】

熊本地震後の本妙寺文化財の現状と展望～仁王門を中心に～ 11月20日 くまもと県民交流館パレア
熊本県生涯学習推進センター（指
定管理者）

無料
http://www.parea.pref.kumam
oto.jp/manabi/

096-355-4312

熊本県 熊本市 ①③
くまもと県民カレッジリレー講座くまもと
「歴史・文化・自然」再発見講座【後期】

金栗四三の生涯 11月27日 くまもと県民交流館パレア
熊本県生涯学習推進センター（指
定管理者）

無料
http://www.parea.pref.kumam
oto.jp/manabi/

096-355-4312

熊本県 熊本市 ③ 第2回被災文化財復旧情報講演会
熊本地震により被災した「未指定の動産文化財」について、その被害状況と復旧状況を広く一般に
向けて報告するとともに、今後の効果的な対策について述べてもらいます。

10月21日 熊本日日新聞社２Fホール 熊本県教育委員会 無料 ０９６－３３３－２７０５

熊本県 熊本市 ①② 熊本県人権子ども集会 県内の児童生徒による人権に関する体験・活動報告、集会アピール採択、全体活動を行います。 10月13日 パークドーム熊本 人権同和教育課 無料 096-333-2702

熊本県 熊本市 ①②③
平成30年度くまもと文学・歴史館秋季
特別展示会「蒙古襲来絵詞と竹崎季
長」

教科書に登場する鎌倉時代の絵巻物「蒙古襲来絵詞」（宮内庁三の丸尚蔵館所蔵）を公開。最新
の研究成果を踏まえ、今から約750年前のモンゴル帝国（蒙古）襲来と肥後の御家人・竹崎季長の
実像に迫る展示会です。

11月1日～12月17日
くまもと文学・歴史館(熊本県
立図書館内)

くまもと文学・歴史館
熊本県立図書館

無料
https://www2.library.pref.kum
amoto.jp/?pageid=476

096-384-5000

熊本県 熊本市 ①②③ 第57回熊本県童話発表大会
子どもたちにおはなしを発表する機会を提供することで、読書意欲や読書力の向上と豊かな心の
育成を図る。県内11の地方大会より選出された児童23名による発表会です。

10月6日 嘉島町民会館
熊本県立図書館
熊本県教育委員会

無料
https://www2.library.pref.kum
amoto.jp/?page_id=412

096-384-5000

熊本県 熊本市 ② 附中文化の日 日頃から練習してきた学習の成果を、保護者・学校評議員の方々に参観して頂く。 10月18日 県立劇場コンサートホール
熊本大学教育学部
附属中学校

無料 096-355-0375

熊本県 熊本市 ② 平成30年度すずかけ祭り
児童生徒・同窓会・保護者・地域の方々・教職員で行う学校祭です。ステージ発表や作業製品の販
売、バザー、カフェなどたくさんの催しを予定しています。

11月18日
熊本大学教育学部附属特別
支援学校

熊本大学教育学部
附属特別支援学校

無料
https://www.educ.kumamoto-
u.ac.jp~futoku/

096-342-2953

熊本県 熊本市 ②③ 創立１３０周年記念生徒発表会
鎮西学園１３０周年記念事業の１つとして鎮西・真和合同の生徒発表会を県立劇場で開催します。
１３：３０開演、１５時３０分まで。

10月24日 県立劇場
学校法人
鎮西学園

無料
学校法人 鎮西学園
096-364-8176

出演者の保護者の
入場可

熊本県 熊本市 ②③ 創立１３０周年記念演奏会 鎮西学園１３０周年記念事業の１つとして鎮西・真和合同の演奏会を体育館で開催します。 10月27日 学園体育館
学校法人
鎮西学園

無料
学校法人 鎮西学園
096-364-8176

家族・保護者のみ

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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第60回「教育・文化週間」関連行事

熊本県 熊本市 ②③ 文化祭 例年通りの文化祭を開催する。午前中体育館で生徒の発表会。午後展示・バザー。 11月3日 教室、学園体育館 鎮西中学高等学校 無料
鎮西中学高等学校
096-364-8176

学生（身分証持参）・
家族・保護者のみ

熊本県 熊本市 ② 進路講演会 各方面で活躍している卒業生を３名招き、進路講演会を実施致します。 10月6日 尚絅中学・高等学校 尚絅中学高等学校 無料
http://www.shokei-
gakuen.ac.jp/jh-hs/

尚絅中学高等学校
096-366-0295

熊本県 熊本市 ③ 尚絅コンサート
生徒・保護者・同窓生による合同の発表会です。年に一度の芸術の祭典であり今年で21回目とな
ります。

10月20日 熊本県立劇場 尚絅中学高等学校 無料
http://www.shokei-
gakuen.ac.jp/jh-hs/

尚絅中学高等学校
096-366-0295

本校保護者も含めた
一般公開

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞会
尚絅学園の創立130周年記念行事の一環として、熊本シティオペラ協会によるオペラ「蝶々夫人」
を鑑賞します。

11月22日 熊本県立劇場
学校法人
尚絅学園

無料
http://www.shokei-
gakuen.ac.jp/jh-hs/

尚絅中学高等学校
096-366-0295

尚絅大学と合同で
計画・実施

熊本県 熊本市 ②③ 慶誠高校文化祭
部活動およびクラスの展示・ステージ発表
食物科・パテイシエｺｰｽ等の食バザー

11月3日 慶誠高等学校
学校法人
慶誠学園

http://www.keisei-h.ed.jp
慶誠高等学校
096－366－0128

熊本県 熊本市 ①② 講演会
ゴルゴ松本氏による講演（仮題「命の話」）を通じて命の尊さを学び、自らと他者の命の重さについ
て考える。

11月21日 本校体育館
学校法人
開新学園

無料
開新高等学校
096-366-1201

熊本県 熊本市 ② 開新競技大会
12月に実施予定のクラスマッチとともに、学校の体育活動を保護者に参観して頂き、親子の絆を深
める。

10月25日 パークドーム
学校法人
開新学園

無料
開新高等学校
096-366-1201

熊本県 熊本市 ② 熊本国府高校キャリアアクション
卒業まで半年を切った本校３年生に対して、社会人として必要なスキルアップを狙い、普段授業で
は取り扱えない内容を専門家を招聘して講演会を実施します。（２題計画中）

10月10日 本校体育館
学校法人
泉心学園

熊本国府高等学校
096-366-1276

一般入場不可

熊本県 熊本市 ②③ 熊本国府高校芸術鑑賞会
劇団「青年劇場」による『オールライト』を全校生徒で鑑賞します。いじめをテーマにした演劇を鑑賞
し、自分の人生について、生き方について考えていきます。

11月1日 本校体育館
学校法人
泉心学園

熊本国府高等学校
096-366-1276

一般入場不可

熊本県 熊本市 ② 熊本国府高校創立記念強歩会
25km程度を全校生徒で力強く歩きます。忍耐力と精神力、協調性を養い、歩き遂げた時の達成感
を味わい、今後の学校生活に活かしていきます。

11月23日 熊本市
学校法人
泉心学園

熊本国府高等学校
096-366-1276

一般参加不可

熊本県 熊本市 ② 芸術鑑賞（演劇） 東京演劇アンサンブル「消えた海賊」 11月5日
熊本マリスト学園中高等学校
体育館

学校法人
熊本マリスト学園

無料
熊本マリスト学園中学高等
学校　096-368-2131

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

11月8日～11月13日
（土・日は除く）

文徳中学校・
高等学校

学校法人
文徳学園

無料
http://www.buntoku-j.ed.jp
http://www.buntoku-h.ed.jp

文徳中 096-323-6677
文徳高 096-354-6416

熊本県 熊本市 ①
熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会中央
地区地区別指導者研究大会

ＰＴＡ会員の意識高揚とＰＴＡ活動の充実、促進を図るため、県内４地区で活動事例発表、講演、協
議等を行う。

11月17日 第一高校体育館 熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会

熊本県 熊本市 ①②③ くまもと教育・文化フォーラム
熊本市退職校長会主催、熊本市PTA協議会、熊本市小中学校長会、熊本市教育委員会共催のも
と、小中学生の発表、PTA活動の発表、教育実践発表、講演会（潮谷義子前知事）等

11月18日
くまもと県民交流館パレア
ホール

熊本市退職校長会 無料
熊本市退職校長会
096-385-6225

熊本県 熊本市 ①②③ くまもと教育・文化フォーラム　美術展
熊本市退職校長会主催、熊本市PTA協議会、熊本市小中学校長会、熊本市教育委員会共催のも
と、退職校長会会員、PTA会員、現職校長の美術作品展示会

11月7日～13日
鶴屋東館8階「鶴屋ふれあい
ギャラリー

熊本市退職校長会 無料
熊本市退職校長会
096-385-6225

熊本県 熊本市 ① 金峰山の地質 金峰山の地質を座学と現地学習会で学びます。 11月4日 金峰山
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３０１

熊本県 熊本市 ① 介護の日inくまもと２０１８
１１月１１日の介護の日に併せ、行政及び関係団体で構成された実行委員会を中心として介護職
の魅力や人材確保の必要性を発信するイベントを開催します。

11月11日 くまもと県民交流館パレア 介護の日inくまもと実行委員会 無料
096－333－2215
実行委員会事務局
（熊本県高齢者支援課）

熊本県 熊本市 ① くまもと森づくり活動の日
「九州森林の日」の統一活動の一環として、林業研究指導所の一般公開と併せて開催し、森とふ
れあう体験活動や森林ボランティア活動の報告・交流を行います。

11月11日
熊本市
林業研究指導所

熊本県
森林保全課
ほか

無料
http://www.pref.kumamoto.jp
/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&
class_set_id=2&class_id=2699

熊本県
森林保全課
みどり保全班
096-333-2450

・左記URLは、開催日
の約１か月前に更新
予定

熊本県 熊本市
①，②，
③

熊本市子どもフォーラム
「児童の権利に関する条約」の周知と「子どもの意見表明の機会」の確保をめざした行事です。本
行事を開催することで、子どもたちが、保護者や地域のおとなの人たちに理解され、尊重されてい
ると実感を持つことができるようにしています。

10月～11月 帯山西小学校,湖東中学校 熊本市教育委員会 無料
熊本市教育委員会事務局
学校教育部　人権教育指導
室　096-328-2752

熊本県 熊本市 ① 平成30年度ふれあい出前講座
将来の公共交通の利用促進を目的として、小学生を対象とした公共交通に関する講座や実車に
よるバスの乗り方・マナー教室を行います。

10月5日,9日,12日,18日,23
日

託麻原小学校(10月5日),銭塘
小学校(10月9日),出水小学校
(10月12日),龍田小学校(10月
18日),月出小学校(10月23日)

熊本市 無料
熊本市交通政策課
℡096-328-2510

熊本県 熊本市 ① 石牟礼道子さんをめぐるビブリオトーク
今年２月になくなられた石牟礼道子さんをめぐりビブリオトーク等を行います。　第１部「講演会」，
第２部「石牟礼さんと食べものをめぐるキッチントーク」，第３部「石牟礼作品のビブリオトーク」

10月19日～20日 熊本市立図書館ほか 熊本市立図書館 無料 096-363-7350

熊本県 熊本市 ① 図書館秋まつり
読書につながるイベント（おはなし会、映画会、ブックリサイクル、図書館探検、英語でディスカッ
ション、大政奉還・明治１５０周年展示、こみねゆら・葉祥明・ゴトウマサフミの世界展示 お茶会、人
形劇ほか）の実施により、図書館利用を促進します。

10月27日～11月11日 熊本市立図書館 熊本市立図書館 無料 096-363-7350

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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熊本県 熊本市 ① 紙芝居の演じ方講座
子ども達が絵本やお話しに興味を持つきっかけ作りや高齢者ケアの手法としておはなしボランティ
アを養成し読書活動の推進を図ります。

11月1日,8日,15日 熊本市立図書館 熊本市立図書館 無料 096-363-7350

熊本県 熊本市 ① 植木図書館フェスティバル
ブックリサイクル・布おもちゃ作り教室・工作教室・人形劇等、日ごろの図書館では体験できない経
験の機会を提供し、今後の図書館利用の手がかりとします。

10月27日～28日
熊本市立植木図書館・植木
文化センター

熊本市立植木図書館 無料
熊本市立植木図書館　096-
272-6915

熊本県 熊本市 ①，④ 子ども科学・ものづくり教室
小・中学生向けに「科学実験や科学工作」などの直接体験の場を設け、身の回りの自然事象に対
する興味・関心を高め、楽しく活動しながら科学の原理や技術等についての理解を促します。

10月13日,11月17日
熊本市塚原歴史民俗資料館
（熊本市南区城南町塚原
1924）

熊本博物館 無料
https//kumamoto-city-
museum.jp

096-324-3500
現在、休館中で
平成30年12月1日にリ
ニューアルオープン

熊本県 熊本市 ② 授業公開週間
保護者・学校評議員・隣接教育関係者等に授業を参観していただき、開かれた学校づくりに取り組
みます。

11月2日～9日 必由館高校 必由館高校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/h/hitsuyuk
an/index.html

096-343-0236

熊本県 熊本市 ② 芸術鑑賞会 生徒の豊かな感性を育むために、年１回実施しています。本年度は音楽鑑賞を行う予定です。 10月19日 熊本県立劇場 必由館高校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/h/hitsuyuk
an/index.html

096-343-0236

熊本県 熊本市 ①，② 熊支祭
県立熊本支援学校の文化祭へ、出水南小学校の児童も保護者も教職員も参加し、交流をさらに
図ります。

11月11日 熊本支援学校 県立熊本支援学校 無料
http://sakura1.higo.ed.jp/sh/k
umamoto-s/

096-371-2323

熊本県 熊本市 ① 壺川校区ニュースポーツフェスタ大会 本校児童等がニュースポーツ体験を通して健康な体作りに関心を持つようにします。 11月17日 壺川小学校 壺川校区体育協会 無料 壺川校区体育協会事務局
PTAバザーと共同開
催

熊本県 熊本市 ① ＰＴＡバザー 本校児童、保護者、教職員、地域の方が交流します。 11月17日 壺川小学校 壺川小学校ＰＴＡ 無料 壺川小ＰＴＡ事務局
ニュースポーツフェス
タ大会と共同開催

熊本県 熊本市 ②
土曜授業
学習発表会

音楽（合奏、合唱）、総合的な学習の時間、国語等で学習したものを中心に、学年の実態にあった
ものを発表します。

11月17日
白川小学校
体育館

白川小学校 無料 096-366-4205

熊本県 熊本市 ② ふれあい花づくり 地域の方と一緒に花の苗植えを行います。 11月20日
白川小学校
花壇

白川小学校 無料 096-366-4205

熊本県 熊本市 ③ 校内音楽会 全学年の合唱・合奏の演奏を地域や保護者に公開します。 11月11日 城東小学校 城東小学校 無料 096-356-0759

熊本県 熊本市 ② ふれあい交流・給食 地域の高齢者を招いて、交流会と給食試食会を行います。 10月18日 慶徳小学校 慶徳小学校 無料 096-322-0134

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
総合的な学習の時間や各教科で学習したことを、学年ごとに発表し、地域の方々や保護者へ発信
します。

11月17日 慶徳小学校 慶徳小学校 無料 096-322-0134

熊本県 熊本市 ① PTA友愛バザー PTA主催のバザーを開催し、バザーを通して、保護者や児童、地域の方々との交流を深めます。 11月下旬予定 慶徳小学校 慶徳小学校 無料 096-322-0134

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食会 地域の高齢者を招いて、交流会と給食試食会を行います。 10月23日 一新小学校 一新小学校 無料 096-354-3040

熊本県 熊本市 ② 学校公開 音楽会を保護者・地域に公開します。 11月14日 一新小学校 一新小学校 無料 096-354-3040

熊本県 熊本市 ② ＰＴＡふれあいお話会 ＰＴＡ教養委員会による読み聞かせ
10月23日,
11月20日

五福小学校 五福小学校PTA 無料
五福小学校
０９６－３５６－０７３９

熊本県 熊本市
①，②，
③

風流街浪漫フェスタ
１．２年生は買い物体験、３年以上はコーナーやお店を計画し、地域と共にフェスタに参加します。
（生活科や総合的な学習の時間取り扱い）

11月11日 五福まちづくり交流センター 風流街浪漫フェスタ実行委員会 無料
五福小学校
０９６－３５６－０７３９

熊本県 熊本市 ② 土曜授業（生活・総合授業） 半日学校を開放し、生活科および「総合的な学習の時間」の授業を参観します。 11月10日 向山小学校 向山小学校 無料
向山小学校
096-354-5495

熊本県 熊本市 ③ 大いちょう音楽会 各学年ごとに音楽（合唱・合奏など）の発表を行います。 11月11日 黒髪小学校体育館 黒髪小学校 無料
黒髪小
096-343-0178

熊本県 熊本市 ②，③
ハートフル
コンサート

県立劇場に保護者・地域の方を案内しての校内音楽会 11月1日 県立劇場 大江小学校 無料 096-366-8947

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 学年ごとに、教科で学習した内容を発表し、保護者や地域の方に公開します。
10月27日
（土曜授業日）

本荘小学校 本荘小学校 無料 096-364-2929

熊本県 熊本市 ①，② 挨拶運動
・「心かがやけ月間」全校一斉挨拶運動に合わせ、児童・職員・地域・保護者による挨拶運動を実
施します。

11月1日 春竹小学校 春竹小学校 無料 096-362-3315

熊本県 熊本市 ②
第２回学校保健
委員会

・生活習慣の改善や体力向上等を目指した各学年の取組を保護者や地域の方に発表し、児童と
大人の意見交換の場とします。

11月予定 春竹小学校 春竹小学校 無料 096-362-3315

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 ・保護者・地域住民に向けた児童の学習成果発表会を開催します。 10月20日 春竹小学校 春竹小学校 無料 096-362-3315

熊本県 熊本市 ② 朝のあいさつ運動 各登校班ごとに正門・東門で挨拶運動を行います。 11月1日,2日,5日 古町小学校 古町小学校 無料 096-325-7422

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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熊本県 熊本市 ② 学習発表会
保護者や地域の方等を招いて、学年ごとに各教科や総合的な学習の時間等で学習したことを発
表します。

11月10日 古町小学校 古町小学校 無料 096-325-7422

熊本県 熊本市
①，②，
③

第19回ふれあいもちつき
授業参観の一環として青少協と連携して、地域の方と一緒にもちつきを体験します。また、自分た
ちで育てた肥後野菜「春日ぼうぶら」を練り込んだもちをつくなど、地域の特色を生かした行事と
なっています。

11月11日 春日小学校
春日小学校
春日校区青少年健全育成協議会

無料
春日小学校
096-352-1922

熊本県 熊本市 ①，② 朝のあいさつ運動 教育委員会、ＰＴＡ、学校職員と児童が一緒になってあいさつ運動を行います。 11月1日 花園小学校 花園小学校 無料 096-355-0258

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
学習発表会を実施し、保護者、地域の方に、日ごろの学習の成果を見ていただきます。また、地域
の施設の方との交流も行います。

11月17日 花園小学校 花園小学校 無料 096-355-0258

熊本県 熊本市 ①，② ふれあい給食
校区のひとり暮らしの高齢者を招待して、一緒に給食を食べたり、歓迎の出し物を披露して交流を
深めます。

10月18日 池田小学校
池田小学校及び校区社会福祉協
議会

無料 096-354-0218

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 保護者・地域の方を招いて、学習発表会(合唱・劇等)を催します。 11月10日 池田小学校 池田小学校 無料 096-354-0218

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
全校児童が一堂に会して表現・鑑賞の活動を行います。１日目に全校での発表会、２日目に保護
者向けの発表会を行います。

11月9日,10日 画図小学校 画図小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/ezues/in
dex.htm

096-378-0710

熊本県 熊本市 ① 友愛セール 児童、保護者、教職員、地域の方が集いＰＴＡバザーを中心に交流します。 10月27日 砂取小学校 砂取小学校ＰＴＡ 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/sch/e/sunatories/

096-382-7033

熊本県 熊本市 ①，② あいさつ運動 児童、保護者、教職員、地域関係団体ともにあいさつ運動を強化します。 11月上旬 砂取小学校及び校区 砂取小学校及びＰＴＡ・各種団体 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/sch/e/sunatories/

096-382-7033

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会 学年・学級ごとに音楽科で学習した内容を発表し保護者に公開します。 11月17日 砂取小学校 砂取小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/sch/e/sunatories/

096-382-7033

熊本県 熊本市 ②，③ 現代邦楽　松下知代コンサート
音楽家　松下　知代さんを講師として招聘し、児童がホンモノにふれ体験的な学習活動を通して豊
かな感性を育みます。

11月20日 砂取小学校 砂取小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/sch/e/sunatories/

096-382-7033

熊本県 熊本市 ②，③ たけみや音楽会 学習の成果を音楽会を開いて、地域の方や保護者に発表します。 11月17日 健軍小学校体育館 健軍小学校 無料 健軍小学校

熊本県 熊本市 ② 日吉フェスティバル 児童の学習発表会 11月10日 日吉小体育館 日吉小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/hiyoshies
/index.htm

熊本市立日吉小学校

熊本県 熊本市 ②，③ 力合教育の日 保護者、地域住民、学校評議員の方々をお招きして、音楽学習の成果を発表します。 11月10日 力合小学校 力合小学校 無料 357-9417

熊本県 熊本市 ②，③ 音楽会 保護者や地域の方を招き、各学年児童による音楽発表会を開催します。 11月10日 御幸小学校　体育館 御幸小学校 無料
www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/miyukies

熊本市立御幸小学校

熊本県 熊本市 ②
芸術鑑賞会
PTAれいすい祭

・芸術家を招いてピアノ演奏を鑑賞し、児童の豊かな感性を育みます。
・午後より、地域住民や保護者を招いてPTAバザーを行い、互いに親睦を深めていきます。

11月10日 田迎小学校 田迎小学校 無料
田迎小
096-378-2818

熊本県 熊本市 ② 高橋フェスタ 児童の学習発表及び児童、保護者、地域の方々の作品展示 11月10日 高橋小学校 高橋小学校 無料
ｈｔｔｐ//www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/takahash
ies/

096-329-8101

熊本県 熊本市 ② ホンモノにふれ感性を育む授業
エレクトーン奏者による演奏会（芸術分野で活躍している人の話などの本物に触れる体験を通し
て、豊かな感性を育むとともに、夢や感動、生きる喜びを与えます。）

11月13日 高橋小学校 高橋小学校 無料
ｈｔｔｐ//www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/takahash
ies/

096-329-8101

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
児童が教科等で学習したことを、体育館ステージを使って発表します。会場には、絵画作品等も掲
示します。

11月10日 池上小学校体育館 池上小学校 無料 096-322-0400 土曜授業

熊本県 熊本市 ② 昔遊び
1年生児童が、地域の老人会のご協力をいただき、昔遊び（お手玉、剣玉、あやとり、竹馬、竹とん
ぼ等）を楽しみます。

10月30日 池上小学校体育館・教室 池上小学校 無料 096-322-0400

熊本県 熊本市 ② 授業参観 体育館で各学年が地域住民と保護者に授業（音楽会）を公開します。 11月17日 城山小学校 城山小学校 無料 096-329-4866

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会
保護者や地域の方々を招いて、学年ごとに学習の成果を発表することにより、学校への理解をさ
らに深める機会とします。

11月20日 託麻原小学校 託麻原小学校 無料 096-366-5201

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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熊本県 熊本市 ②，③ ＰＴＡバザー
ＰＴＡ主催で毎年実施しています。バザーを通して、保護者や児童、地域の方々との交流を深めま
す。

11月10日 託麻原小学校
託麻原小学校
ＰＴＡ

無料 096-366-5201

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食
日頃お世話になっている地域の方々を教室に招待して、感謝の気持ちを伝え一緒に給食を食べま
す。

10月23日 泉ヶ丘小学校 泉ヶ丘小学校 無料 096-369-2007

熊本県 熊本市 ② 全校一斉挨拶運動 職員、保護者、地域の方々が始業前に校門等で児童に挨拶を行ないます。 11月1日 泉ヶ丘小学校 熊本市市教育委員会 無料 096-369-2007

熊本県 熊本市 ③ 校区こどもみこし祭り
校区の活性化を願って、子ども会の町内ごとに製作したオリジナルの神輿を担いで地域を歩きま
す。

11月17日 泉ヶ丘校区 庄口コミュニティーセンター 無料 096-365-4501

熊本県 熊本市 ①，② 伝承遊び教室
地域の方を先生に、竹とんぼや竹鉄砲、ロープワーク、お手玉等を教えてもらい、昔遊びを一緒に
楽しみながら生活の知恵を教わります。また、だご汁等を一緒に食べて交流を深めます。

11月22日 龍田コミュニティセンター 龍田小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/tatsudae
s/index.htm

龍田コミュニティセンター
096-337-6884

熊本県 熊本市 ② 音楽フェスタ 土曜日に、保護者、地域の方々を招いて音楽会を開きます。 11月17日 龍田小学校 龍田小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/tatsudae
s/index.htm

龍田小学校
096-338-1377

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 学年で取り組んだ学習内容を保護者の方々に向けて発表します。 11月17日 中島小学校 中島小学校 無料
nakashimaes@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-329-7120

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会 授業参観をかねた、校内音楽会 11月15日 白山小学校体育館 白山小学校 無料 白山小学校

熊本県 熊本市 ② 日曜日授業参観日 授業参観（道徳の日） 11月4日 白山小学校 白山小学校 無料 白山小学校

熊本県 熊本市 ①
若葉小
ふれあいバザー

本校児童、保護者、教職員、地域の方々が集い、学習発表やバザー等で楽しみます。バザーの益
金の一部は、若葉小の教育活動に寄付されます。

11月10日 若葉小学校
若葉小学校
若葉小ＰＴＡ

096-368-2750

熊本県 熊本市 ①，②
若葉小
校内音楽会

体育館を会場に、学年ごとに合唱や合奏、音楽劇などを発表し、保護者や地域の方々に参観して
いただきます。

11月17日 若葉小学校 若葉小学校 無料 096-368-2750

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 朝の登校時にPTA、地域の方も参加し、あいさつ運動を行います。 11月1日 城北小学校
城北小学校
城北小学校PTA

無料 johokues@city.kumamoto.lg.jp
城北小学校
096-344-8521

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会 保護者を招待し、各学年ごとに合唱や合奏の発表を行い、観賞します。 11月17日
城北小学校
体育館

城北小学校 無料 johokues@city.kumamoto.lg.jp
城北小学校
096-344-8521

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 朝の登校時にPTA、地域の方も参加しあいさつ運動を行います。 11月1日 尾ノ上小学校 尾ノ上小学校，尾ノ上小学校PTA 無料 onouees@city.kumamoto.lg.jp;
尾ノ上小学校
096-381-0169

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会 全校児童が、学年の発表を体育館で行い、学校評議員を招きます。 11月10日 尾ノ上小学校 尾ノ上小学校 無料 onouees@city.kumamoto.lg.jp;
尾ノ上小学校
096-381-0169

熊本県 熊本市 ② 就学時健康診断（講話） 平成31年度入学児童の保護者に家庭教育ｾﾐﾅｰ（就学に向けて）を実施します。 10月18日 高平台小学校 高平台小学校 無料
高平台小学校
096-325-3257

熊本県 熊本市 ②
心かがやけ月間
挨拶運動

学校、家庭、地域、市教委連携のもとに挨拶運動を実施します。 11月1日 高平台小学校 高平台小学校 無料
高平台小学校
096-325-3257

熊本県 熊本市 ① 校区健康まつりウォーキング 町内ごとにウォーキングをしながら健康づくりについて学ぶことができます。 11月3日
高平台小学校～坪井川遊水
地公園

高平台校区健康づくり推進協議
会

無料
高平台校区健康づくり推進
協議会

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
全校児童が体育館に集い、各学年ごとに日ごろの教育活動の成果をを発表しあいます。保護者
や学校評議員を招待します。

11月10日 高平台小学校 高平台小学校 無料
高平台小学校
096-325-3257

熊本県 熊本市 ② 教育相談旬間
担任が児童一人一人に寄り添い向き合う時間を設定し、子どもたちの良さを伸ばす取り組みをし
ます。

11月19日～30日 高平台小学校 高平台小学校 無料
高平台小学校
096-325-3257

熊本県 熊本市 ②
心かがやけ月間
あいさつの花運動

月間中全校児童で、あいさつをしたら花をぬるという活動を通してあいさつの広がりが見える取り
組みを行います。

11月 高平台小学校 高平台小学校 無料
高平台小学校
096-325-3257

熊本県 熊本市 ② くすのき学習発表会 児童の学習成果発表 11月10日 楠小学校 楠小学校 無料

【楠小HP】
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/kusunoki
es/index.htm

096-338-7780

熊本県 熊本市 ②，③ PTAバザー PTA主催のバザーを行います。 10月28日 託麻西小学校 託麻西小学校ＰＴＡ 無料 096－389-1141

熊本県 熊本市 ②，③ 学習発表会 保護者の方々を招いて、学校で学習した内容について発表します。 11月10日 託麻西小学校 託麻西小学校 無料 096－380-2123

熊本県 熊本市 ② 親子道徳の日
学校の道徳の授業で学習した内容を家庭で話題にし、保護者の理解を図り、実践意欲を高めま
す。

11月1日～30日 各家庭 託麻西小学校 無料 096－380-2123

熊本県 熊本市 ①，② さわやかあいさつ運動
地域・PTA・職員・児童が一斉に挨拶運動を行う。（11月1日）児童は、11月末日まで学級ごとに挨
拶運動を行います。

11月1日～30日 託麻西小学校 託麻西小学校 無料 096－380-2123

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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熊本県 熊本市 ② ふれあい給食 地域の方々を招いて、学習の一端を発表し、給食を一緒に食べ、交流を深めます。 11月20日 託麻西小学校 託麻西小学校 無料 096－380-2123 期日は予定

熊本県 熊本市
①，②，
③

コスモス読書月間
読書月間を活用し、地域のボランティアの方々の読み聞かせを公開すると共に、童話発表会入賞
者の発表会も開きます。

11月中旬 託麻北小学校 託麻北小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/takumaki
taes/

熊本県 熊本市 ①，② あいさつ運動 朝の登校時、地域の方々やPTAも参加して挨拶運動を行います。 11月1日 託麻北小学校 託麻北小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/takumaki
taes/

熊本県 熊本市 ②，③ 北っ子フェスタ 校内の学習（音楽）発表会を保護者・地域に公開します。 11月10日 託麻北小学校 託麻北小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/takumaki
taes/

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会 合奏、合唱で学習したものを中心に、学年ごとに学習成果を発表します。 11月17日 桜木小学校体育館 桜木小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/sakuragi
es/index.htm

096-368-6095

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 保護者・地域の方を招いて、各学年の学習成果を発表します。 11月17日 麻生田小学校　体育館 麻生田小学校 無料 096-338-0349

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 学年が輪番で校門付近に立ち、あいさつを呼びかけます。 11月中 武蔵小学校 武蔵小学校 096-339-3393

熊本県 熊本市 ② ボランティア活動 各クラスごとに、学校内をきれいにするための活動を計画し実施します。 11月中 武蔵小学校 武蔵小学校 096-339-3393

熊本県 熊本市 ②，③ 親子道徳の日 「生きる力」を活用した授業を行い、感想を保護者にも記入してもらいます。
11月 第2週
※予定

武蔵小学校 武蔵小学校 096-339-3393

熊本県 熊本市
①，②，
③

むさし秋フェスタ
紙灯籠を灯した幻想的な雰囲気の中で、地域住民の楽器の演奏や合唱、おはなし会や影絵など、
さわやかコンサートや発表会を行います。

11月3日,4日
※予定

武蔵小学校
秋フェスタ
実行委員会

096-339-3393

熊本県 熊本市 ②，③
武蔵小
学習発表会

各学年、総合的な学習で学んだことや合唱・合奏などを、保護者や地域の方々に向けて発表しま
す。本年度は土曜授業で実施します。

11月17日 武蔵小学校 武蔵小学校 096-339-3393

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 朝の登校時、ＰＴＡ、地域の方も参加してあいさつ運動を行います。 11月1日 月出小学校
月出小学校
月出小学校PTA

無料
月出小学校
096-382-5747

熊本県 熊本市 ②
日曜参観
教育講演会

日曜日に設定し、多くの保護者、地域の方々へ学習の様子を参観していただき、その後、教育講
演会を開催します。

11月4日 月出小学校
月出小学校
月出小学校PTA

無料
月出小学校
096-382-5747

熊本県 熊本市 ②，③
老人会の方との昔遊び
ふれあい給食

地域の高齢者の方から昔遊びを教わり、その後、交流給食を行います。 11月8日 月出小学校 月出小学校 無料
月出小学校
096-382-5747

熊本県 熊本市 ① ＰＴＡふれあいバザー PTA主催のバザー。保護者、児童、地域の方との交流が行われます。 11月11日 月出小学校 月出小学校ＰＴＡ
月出小学校
096-382-5747

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会 校内音楽会を保護者、地域の方々に参観いただき、学習の成果を発表します。 11月18日 月出小学校 月出小学校 無料
月出小学校
096-382-5747

熊本県 熊本市 ②，③ 昔遊び体験
1年生児童が、校区の老人会や自治会の皆様から、竹馬・和ころがし・お手玉・剣玉・割り箸つくり
など昔の遊びやものづくりをご指導いただき、子どもたちが豊かな体験と校区民との交流を図りま
す。

10月31日 出水南小学校 出水南小学校 無料 096-363-5671

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食
2年生児童が、校区の自治会や老人会の皆様と学校給食を一緒に会食することで、子どもたちが
たくさんのお話をうかがい、交流を図ります。

10月31日 出水南小学校 出水南小学校 無料 096-363-5671

熊本県 熊本市 ① 出水南小校区「ペタンク大会」 校区あげて、ペタンクに取り組み、児童も参加して、校区民との交流を図ります。 10月28日 出水南小学校 出水南小校区体育協会 無料 090-1084-3055

熊本県 熊本市
①，②，
④

宇宙教室
JAXA教授佐藤毅彦先生を迎えて、6年生は理科「月の満ち欠け」の学習を行います。加えて、4・
5・6年生・保護者向けに、人工衛星や惑星探査機が如何にして製作され、宇宙へ飛び立っていく
のか、またどんな夢を持ち、なぜこの仕事をしようとしていらっしゃるのか講話いただきます。

10月22,23日 出水南小学校 出水南小学校 無料 096-363-5671

熊本県 熊本市 ② 自主研究発表会
昨年度から本校で取り組んでいる「道徳」や「体育」の研究実践について、各種学校に情報を発信
し、多くの意見や示唆を伺うことにより、今後の研究実践に役立てていきます。

11月10日 出水南小学校 出水南小学校 無料 096-363-5671

熊本県 熊本市 ①，② 出水南小ＰＴＡバザー 本校ＰＴＡが中心となって、バザーを開き、保護者同士、親子で交流親睦を図ります。 11月18日 出水南小学校 出水南小学校ＰＴＡ 無料 096-363-5671

熊本県 熊本市 ①，② 挨拶運動 教育委員会・地域・保護者・児童・教職員で挨拶を通して交流します。 11月1日 健軍東小学校 市教育委員会・健軍東小学校 無料 健軍東小096-367-8117

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会 児童が合唱・合奏・音楽劇などを発表します。 11月10日 健軍東小学校 健軍東小学校 無料 健軍東小096-367-8117

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食 児童が地域諸団体の方々と給食を食べながら交流します。 11月中 健軍東小学校 健軍東小学校 無料 健軍東小096-367-8117 開催日未定

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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熊本県 熊本市 ①，② あいさつ運動
毎月一度行われているあいさつ運動
児童会、教職員、PTA、地域が多数参加

10月1日,
11月1日

城南小学校正門
城南小学校　城南小学校PTA
城南小学校区各種団体

無料
096-358-2380
（城南小学校）

熊本県 熊本市 ① 城南小PTAバザー
PTA主催のバザー
児童、保護者、地域、教職員が交流

10月21日 城南小学校体育館 城南小学校PTA 無料
096-358-2380
（城南小学校）

熊本県 熊本市 ②，③ 音楽発表会 地域・保護者へ公開する学習発表会 11月10日 城南小学校体育館 城南小学校 無料
096-358-2380
（城南小学校）

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者等に発表します。 11月10日
田迎南小学校
体育館

田迎南小学校 無料 096-378-6405

熊本県 熊本市 ① 家庭教育セミナー 次年度新入学児童の保護者に対して、子育てについての講演を行います。 10月18日
弓削小学校
体育館

弓削小学校 無料
弓削小学校
096-338-9390

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食 生活科の学習で、昔の遊びを地域の方々に教えてもらったあと、一緒に給食を食べます。 10月24日
弓削小学校
体育館・教室

弓削小学校 無料
弓削小学校
096-338-9390

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 学年が輪番で正門や北門付近に立ち、あいさつを呼びかけます。 11月中 弓削小学校 弓削小学校
弓削小学校
096-338-9390

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 国語や音楽、総合的な学習の時間等に学んだ内容を地域や保護者に向けて発表します。 11月11日
弓削小学校
体育館

弓削小学校 無料
弓削小学校
096-338-9390

熊本県 熊本市 ② 学校開放日
授業や休み時間の様子を地域に公開します。授業の１時間は道徳を行い、本校の心の教育の一
端を公開することで、地域啓発の場となるようにします。

10月27日 託麻南小学校 託麻南小学校 無料
託麻南小学校
096-389-0850

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動の日 朝の登校時、地域の方々やPTAも参加して挨拶運動を行います。 11月1日 川上小学校 川上小学校 無料 096-245-0018

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会 他学年児童や保護者、地域住民に音楽の授業の成果を発表します。 11月11日 川上小学校 川上小学校 無料 096-245-0018

熊本県 熊本市 ② 学習発表会（ひびら祭り）
学年ごとに、音楽の発表や教科で学習した内容（水俣学習、地域の神楽等）を発表。午後は、保護
者主催のバザーや体験学習等。地域の方にも公開します。

11月10日 西里小学校 西里小学校 無料 096-245-0004

熊本県 熊本市 ②，③ 漱石俳句ウォークラリー 芳野小校区を散策して、感じたことをもとに俳句を作ります。 10月19日 芳野小学校周辺 芳野小学校 無料

http://enetweb.int.kumamoto
-
kmm.ed.jp/school/e/yoshino/i
ndex.htm

096-277-2006

熊本県 熊本市 ③ 邦楽スクールコンサート 「和楽器にぎわい座」を招きコンサートを開くことによって、邦楽に親しみます。 11月2日 芳野中学校 芳野中学校 無料

http://enetweb.int.kumamoto
-
kmm.ed.jp/school/e/yoshino/i
ndex.htm

096-277-2006

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 学習した成果を保護者等に発表することによって、子どもたちの成長を自覚します。 11月17日 芳野小学校 芳野小学校 無料

http://enetweb.int.kumamoto
-
kmm.ed.jp/school/e/yoshino/i
ndex.htm

096-277-2006

熊本県 熊本市 ①，②
飽田中研究発表会
（幼保小中連携協議会）

飽田中の研究発表会に参加します。飽田中校区幼・保小中連携協議会第３回研修会を兼ねて行
います。

11月16日 飽田中学校
熊本市教育委員会
飽田中学校
飽田中校区４小学校

無料 096-227-0003

熊本県 熊本市 ②，③ 芸術鑑賞会 全校児童を対象に、鑑賞会を行います。 11月19日
飽田東小学校
体育館　各教室

飽田東小学校 096-227-0003

熊本県 熊本市 ② 学校開放の日
学校の取組を理解し、日ごろの子どもたちの様子を理解していただくために、各学年の授業の様
子を保護者、地域の方々に参観していただきます。

11月10日 飽田南小学校 飽田南小学校 無料 096-357-9240

熊本県 熊本市 ② ～被災地に音楽を　ｉｎ　熊本～
「日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる弦楽四重奏コンサート」熊本地震の被災地を音楽
で励ますための活動です。東京を拠点に活動する プロオーケストラ「日本フィルハーモニー交響楽
団」の４人のメンバーによるクラッシックやおなじみの曲など演奏をしていただきます。

11月13日 飽田南小学校 飽田南小学校 無料 096-357-9240

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 学年で取り組んだ学習内容を保護者や地域の方々に向けて発表します。 11月11日 飽田西小学校 飽田西小学校 無料
akitanishies@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-227-0028

熊本県 熊本市 ② 学校公開日
授業参観
（保護者・祖父母・地域諸団体）
※どの学年も道徳をします。

11月9日 中緑小学校 中緑小学校 無料
nakamidories@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-223-1415

熊本県 熊本市
①，②，
③

ホンモノにふれ感性を育む授業づくり ＴＫＵのアナウンサーをお呼びして、「確かな日本語力を育む　日本語大好き！」を実施します。 11月9日 中緑小学校 中緑小学校 無料
nakamidories@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-223-1415

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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熊本県 熊本市 ①，② 挨拶運動 保護者・地域団体・学校とが連携した挨拶運動を行います。 11月1日 中緑小学校・地域 中緑小学校・ＰＴＡ 無料
nakamidories@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-223-1415

熊本県 熊本市
①，②，
③

ふれあい活動・給食
地域の人を招待して、昔遊びや給食を通して児童と交流し、地域の理解や豊かな心の醸成を図り
ます。

11月22日 中緑小学校 中緑小学校 無料
nakamidories@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-223-1415

熊本県 熊本市
①，②，
③

稲刈り 種籾から育てた稲を地域や保護者の方々と協力して刈り取り、12月の餅つきに備えます。 10月31日 銭塘小学校近隣田
銭塘小学校,おやじの会，銭塘小
ＰＴＡ

無料 096-223-0028

熊本県 熊本市 ①，② あいさつ運動 保護者や地域の方々と連携して実施します。 11月1日 銭塘小学校 銭塘小学校,銭塘小ＰＴＡ 無料 096-223-0028

熊本県 熊本市 ①，② ふれあいの集い 保護者や地域の方々と連携して実施します。 11月21日 銭塘小学校 銭塘小学校 無料 096-223-0028

熊本県 熊本市 ② 奥古閑ふれあいのつどい
保護者及び地域住民へ学校を開放し、授業を公開したり、地域の方と昔遊びなどで交流をもったり
します。

11月4日 奥古閑小学校
奥古閑小学校,ふれあいのつどい
実行委員会

無料
奥古閑小学校
096-223-0045

熊本県 熊本市 ② 来て来て先輩　スクールコンサート シンガーソングライター樋口了一氏に来校いただき、コンサートを開催します。 11月15日 奥古閑小学校 奥古閑小学校 無料
奥古閑小学校
096-223-0045

熊本県 熊本市 ② スクールコンサート
地域の特別養護老人ホームに出かけ、児童と入所者が一緒にクラシックのコンサートを鑑賞しま
す。

10月20日
社会福祉法人寿量会　天寿
園

川口小学校 無料 096-223-0025

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 学年で取り組んだ学習内容を保護者や地域の方々に向けて発表します。 11月4日 川口小学校 川口小学校 無料 096-223-0025

熊本県 熊本市 ② 元気フェスタ
校区一体となって健康への関心を高めるため、学校・家庭・地域が連携して体験活動の場を設け
ます。

11月4日 川口小学校
川口小学校
自治協議会健康づくり部会

無料 096-223-0025

熊本県 熊本市 ② ホンモノにふれ感性を育む授業づくり 子どもの豊かな感性を育むために、琴の奏者を招聘し、体験的な活動を行います。 11月14日 川口小学校 熊本市教育委員会 無料 096-223-0025

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果発表 11月16日 長嶺小学校 長嶺小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/sch/e/nagaminees
/sitemap/

長嶺小学校
096－368-9925

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会 保護者・地域住民に音楽会を公開します。 10月20日 日吉東小学校体育館 日吉東小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/hiyoshihi
gashi/index.htm

096-323-3264

熊本県 熊本市 ② 東っ子祭り
地域住民を講師としたワークショップを全学年の児童を対象に実施し、様々な体験活動を経験させ
ます。

11月10日
日吉東小学校体育館、教室
等

日吉東小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/hiyoshihi
gashi/index.htm

096-323-3264

熊本県 熊本市 ② 地域の方との交流会
登下校の見守りや地域についての学習でお世話になっている地域の方々を学校に招待し、顔見
知りになることを目的とした交流会です。１～３年生には、給食交流会も併せて行います。

11月6日 熊本市立富合小学校 熊本市立富合小学校 無料 熊本市立富合小学校

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会 日ごろの学習の成果を発表します。 11月10日 熊本市立富合小学校 熊本市立富合小学校 無料 熊本市立富合小学校

熊本県 熊本市 ② 道徳公開授業 土曜授業日に道徳の授業を公開し、家庭でも親子で話ができるようにします。 11月10日 杉上小学校各教室 杉上小学校

熊本県 熊本市 ② 花いっぱい運動 学校の花壇に、縦わり班で花を植える活動です。保護者にも参加を呼びかけます。 11月10日 杉上小学校花壇 杉上小学校

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 １、２、３年生は群読中心、４、５、６年生はクラブ活動の発表をします。 11月21日 杉上小学校体育館 杉上小学校

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会（地域の学校訪問） 学年合唱・合奏発表会（保護者及び地域の方々対象、ふれあい給食） 11月9日 隈庄小学校 隈庄小学校 無料
kumanosyoues@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

0964-28-2045

熊本県 熊本市 ②，③ 音楽発表会 保護者や地域に向け、各学年音楽の時間で身につけた歌や合奏などの学習成果を発表します。 11月10日 豊田小学校 熊本市立豊田小学校 無料

http://enetweb.int.kumamoto
-
kmm.ed.jp/school/e/toyodaes
/index.html

0964-28-2044

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動の日 朝の登校時、生活委員会の児童や地域の方々、PTAも参加して挨拶運動を行います。 11月1日 植木小学校 植木小学校 無料 096-272-0009

熊本県 熊本市 ② 給食試食会
１年生保護者を対象に給食の様子の見学及び給食の試食をし、学校給食に関する理解を深めま
す。

11月12日 植木小学校 植木小学校 無料 096-272-0009

熊本県 熊本市 ② 山本小バザー 道徳の授業公開及び学校応援バザー、食バザーを保護者が行います。 11月10日 山本小学校 山本小学校及びPTA 無料
yamamotoes@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

山本小
096-272-0839

熊本県 熊本市 ② 田原インターナショナルフェスティバル
国際理解教育の一環として、外国の方とふれあい、学んだことを生かして進んでコミュニケーション
を図り、相互の文化や生活様式等についての理解を深めます。

10月18日 田原小学校 田原小学校 無料
tabarues@t-kumamoto-
kmm.ed.jp

田原小学校
096-272-0941

熊本県 熊本市 ② スペシャルゲスト来て来て先輩
様々な活動で著名な郷土出身者・団体を招聘し、児童と講師がふれあう活動を通して、夢を育み
よりよく生きようとする意欲を高めます。

11月（予定） 田原小学校 田原小学校 無料
tabarues@t-kumamoto-
kmm.ed.jp

田原小学校
096-272-0941

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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熊本県 熊本市 ② 田原坂ウオークラリー 地域にある西南戦争の史跡を訪ね、地域の歴史についての理解を深めます。 11月3日 田原小学校 田原小学校 無料
tabarues@t-kumamoto-
kmm.ed.jp

田原小学校
096-272-0941

熊本県 熊本市 ①，② 読み聞かせ祭り PTAの読み聞かせ委員を中心に、「夢」をテーマに読み聞かせを行います。 10月26日 菱形小学校 菱形小PTA 無料 096-272-3951

熊本県 熊本市 ① 菱っ子ふれあいバザー
PTA主催で出店やゲーム、レクレーション等のふれあいバザーを行い、地域の方々や保護者との
絆を深めます。

11月4日 菱形小学校 菱形小PTA 無料 096-272-3951

熊本県 熊本市 ② 学習発表会 保護者や地域の人々を招き、学習したことの発表会を行います。 11月18日 菱形小学校 菱形小学校 無料 096-272-3951

熊本県 熊本市 ②
桜井小バザー
ふれあい体験

毎年１１月にPTA主催でふれあいバザーを行い、その行事の一環としてPTAや地域の方々と連携
してふれあい体験（陶芸・読み聞かせ・昔遊び等）を行います。

11月17日 桜井小学校 桜井小学校
sakuraies@t.kumamoto-
kmm.ed.jp

096-272-0054

熊本県 熊本市 ② 山東の日 保護者や地域の人々を招き、授業公開を行います。（学校開放日） 10月15日 山東小学校 山東小学校 無料 096-272-0857

熊本県 熊本市 ②，③ 国際交流会 外国の方々を招き、交流を深め、異文化について学びます。 10月23日 山東小学校 山東小学校 無料 096-272-0857

熊本県 熊本市 ② 土曜授業 保護者や地域の人々を招き、授業公開を行う。 11月10日 山東小学校 山東小学校 無料 096-272-0857

熊本県 熊本市 ② 山東の日 保護者や地域の人々を招き、授業公開を行う。 11月14日 山東小学校 山東小学校 無料 096-272-0857

熊本県 熊本市 ①，② ふれあいフェスタ
午前中は授業公開、午後はＰＴＡバザーを実施し、学校・保護者・地域が一体となり、学校教育の
推進を図ります。

11月10日 吉松小学校 吉松小ＰＴＡ 無料 096-272-0838

熊本県 熊本市 ①，② 読み聞かせ 保護者の読み聞かせボランティアが朝自習で読み聞かせを行います。 10月3日,11月7日，21日 田迎西小学校 田迎西小学校 無料
田迎西小
096-378-0550

熊本県 熊本市 ①，②
幸田公民館
読み聞かせ

幸田公民館から派遣されて来られたボランティアの方々が読み聞かせ等を行います。
10月4日，11日，18日，25
日,11月15日

田迎西小学校 田迎西小学校 無料
田迎西小
096-378-0550

熊本県 熊本市 ② 全校一斉挨拶運動 市教委、学校職員、保護者、地域の方々が始業前に校門前で挨拶運動を行います。 11月1日 田迎西小学校
熊本市教育委員会
田迎西小学校

無料
田迎西小
096-378-0550

熊本県 熊本市 ①，② コスモス祭り ＰＴＡによるバザーや音楽部による演奏会を行います。 11月4日 田迎西小学校 田迎西小学校ＰＴＡ 無料
田迎西小
096-378-0550

熊本県 熊本市 ①，② 学習発表会 各教科等の学習の成果を全校児童及び保護者、地域の方々の前で発表します。 11月10日 田迎西小学校 田迎西小学校 無料
田迎西小
096-378-0550

熊本県 熊本市 ②，③ りきにし音楽会 各学年の合唱・奏等を保護者、地域住民に発表します。 11月10日 力合西小学校体育館 力合西小学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/rikigounis
hies/

力合西小
096-358-8700

熊本県 熊本市 ②，③ 校内音楽会
保護者や地域の方を招いて、児童が普段から練習してきた合唱・合奏・音楽劇などの成果を披露
します。

11月17日 龍田西小学校体育館 龍田西小学校 無料 096-339-6601

熊本県 熊本市 ② 学校公開 全学級の道徳及び教科等の授業を保護者・地域住民に公開します。 11月10日 出水中学校 出水中学校 無料
出水中学校
096-371-2277

熊本県 熊本市 ② 文化発表会
各教科等で学習したことを、ミュージカルやプレゼンテーション、展示等を通して生徒及び保護者、
地域住民に発表します。

10月19日 白川中学校 白川中学校 無料
白川中学校
096-364-6181

熊本県 熊本市 ② 文化ウィーク
学校を保護者や地域住民に開放し、授業参観をしたり、展示作品や掲示物等を見学したりしま
す。

10月22日～26日 白川中学校 白川中学校 　無料
白川中学校
096-364-6181

熊本県 熊本市 ② 校区小学校との芋掘り
校区内小学校の特別支援学級児童が来校し、本校畑の芋掘りをします。本校生徒の一部も一緒
に作業をします。

11月（未定） 白川中学校
白川中学校・大江小学校・白川小
学校

　無料
白川中学校
096-364-6181

熊本県 熊本市 ② 坪井川清掃活動 地域の各種団体や企業、生徒、職員、保護者で坪井川流域の清掃活動を行います。 10月27日 坪井川流域 坪井川清流会 無料
藤園中学校
096-353-6417

熊本県 熊本市 ②，③ 70周年記念式典･記念行事
創立70周年を迎えた記念に、保護者や同窓生を迎えて、生徒会発表やプロ歌手と吹奏楽部によ
る記念コンサート等を行います。

11月2日 藤園中学校体育館 藤園中学校 無料 096-353-6417

熊本県 熊本市 ②，③ 校内合唱コンクール 各クラスによる合唱発表等を行い、日頃の学習成果を保護者や地域の方々に披露します。 11月10日 藤園中学校体育館 藤園中学校 無料 096-353-6417

熊本県 熊本市 ② 花畑公園清掃奉仕活動 生徒、職員、保護者で花畑公園の清掃活動を行います。 11月17日 花畑公園周辺 藤園中学校 無料 096-353-6417

熊本県 熊本市 ②
PTAバザー
アウトリーチ

授業参観を午前中に実施し、アウトリーチ事業を活用して筝曲の演奏会を実施します。午後から
PTA主催のバザーを行い、保護者や地域の人と触れ合う機会とします。

10月21日 花陵中学校 花陵中学校、花陵中学校PTA 無料 096-354-05635

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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熊本県 熊本市 ②
さわやか推進事業講演会、親子道徳の
日

保護者、地域住民、校区小学校、学校評議員等に学校を開放し、授業の様子を公開し、ワーク
ショップ形式の講演会を開きます。あわせて、「親子道徳の日」として設定し、親子で道徳について
考える一日とします。

11月10日 花陵中学校 花陵中学校 無料 096-354-05635

熊本県 熊本市 ② 学校公開日（授業参観） 学校公開日として道徳の授業の様子を保護者、地域の方々に参観していただきます。 11月17日 城南中学校 城南中学校 無料 096-357-7175

熊本県 熊本市 ② 合唱コンクール 各クラスで練習してきた合唱を披露します。保護者や地域の方にも成果を発表します。 10月18日 城南中学校 城南中学校 無料 096-357-7175

熊本県 熊本市 ③ 文化芸術による子供の育成事業
関西フィルハーモニー管弦楽団に来ていただき、生徒や保護者にプロの演奏を披露していただき
ます。

10月19日 城南中学校 城南中学校 無料 096-357-7175

熊本県 熊本市 ② 文化発表会
学年縦割りの合唱コンクールを行います。また吹奏楽部の演奏や教科の作品の展示も行い、生徒
及び保護者、地域住民に発表します。

10月18日 市民会館 京陵中学校 無料
keiryojh@kumamoto-
kmm.ed.jp

京陵中学校
354-1316

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 クラス毎に生徒・保護者であいさつ運動をおこないます。

10月1日,3日,10日,15日,22
日,24日,29日,11月1日,5日,7
日,12日,14日,19日,21日,28
日

京陵中学校 京陵中学校 無料
keiryojh@kumamoto-
kmm.ed.jp

京陵中学校
096-354-1316

熊本県 熊本市 ② 親子道徳の日 授業参観で道徳の授業を行い、親子で道徳について考える機会とします。 11月10日 京陵中学校 京陵中学校 無料
keiryojh@kumamoto-
kmm.ed.jp

京陵中学校
096-354-1316

熊本県 熊本市 ②，③
合唱コンクール
（文化祭）

全学年合同の合唱コンクールを行います。本年度は、体育館建設中のため合唱のみを行います。
保護者や地域の方にも来ていただき楽しんでいただきます。土曜授業の一環として行います。

10月20日 城西小学校体育館 西山中学校 無料 096-354-0091

熊本県 熊本市 ②
学校参観週間
親子道徳の日

保護者、地域住民及び学校評議員に学校内を解放し、授業の様子や学校施設等の公開を行いま
す。また、特に11月22日を「親子道徳の日」とし、全学年道徳授業を公開し、問題解決的な学習に
よる道徳授業を行います。

11月22日～30日 西山中学校 西山中学校 無料 096-354-0091

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動
生徒会、学級、部活動、ＰＴＡで取り組んでいます。活動する曜日等を決め計画的に実施すること
で、「あいさつ運動」が充実し、あいさつの輪が広がるようがんばっています。

10月毎週火・木
第1・3・4水
11月毎週火・木
第1・2・4水

西山中学校 西山中学校 無料 096-354-0091

熊本県 熊本市 ②，③ 1・2・3年生合同合唱コンクール 1・2・3年生各学級の全員合唱を保護者、地域住民に発表します。 10月20日 江南中学校 江南中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/konan/

江南中学校
096-325-0259

熊本県 熊本市 ②，③ 文化発表会
各教科等及び各学年で取り組んだことを、劇やプレゼンテーション、展示等を通して生徒及び保護
者、地域住民に発表します。

10月20日 江南中学校 江南中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/konan/

江南中学校
096-325-0259

熊本県 熊本市 ② 道徳授業参観 全学級の道徳授業実践を保護者、地域住民に公開します。 11月10日 江南中学校 江南中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/konan/

江南中学校
096-325-0259

熊本県 熊本市 ② 心かがやけ月間挨拶運動 学校、家庭、地域、市教委連携のもとに挨拶運動を実施します。 11月1日 江南中学校 江南中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/konan/

江南中学校
096-325-0259

熊本県 熊本市 ② 江原中学校文化発表会 保護者、地域参加者の学習発表会 10月26日 江原中学校体育館 江原中及びPTA 無料 096-372-1710

熊本県 熊本市 ①，② 心かがやけ月間 学校、家庭、地域、市教委連携のもとに実施する挨拶運動 11月1日 江原中学校 江原中及びPTA 無料 096-372-1710

熊本県 熊本市 ② 江原教育の日 教育講演会と授業参観を行い、保護者、地域に学校を公開します。 11月10日 江原中学校体育館、教室 江原中及びPTA 無料 096-372-1710

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 クラス毎に生徒・保護者であいさつ運動をおこないます。
10月5日,19日,26日,11月9
日,30日

竜南中学校 竜南中学校 無料
ryunanjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

竜南中学校
096－343-3203

熊本県 熊本市 ② 合唱コンクール 各学級単位とした合唱コンクールを開催し、保護者に公開します。 11月10日 竜南中学校 竜南中学校 無料
ryunanjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

竜南中学校
096－343-3203

熊本県 熊本市 ② 読み聞かせ ボランティアによる絵本読み聞かせを行います。
10月15日,22日,11月12日,26
日

竜南中学校 竜南中学校 無料
ryunanjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

竜南中学校
096－343-3203

熊本県 熊本市 ①，②
芋ほり
調理実習

地域の高齢者施設（コムーネ黒髪）と1学期植えた芋ほりを行い、調理実習まで行います。 11月2日 桜山中学校 桜山中学校 無料
桜山中学校
096-344-3828

熊本県 熊本市 ③ 合唱コンクール ３年生の合唱コンクールを行います。課題曲と自由曲を各クラスで発表します。 10月19日 湖東中学校 湖東中学校 無料
湖東中学校
368-2118

熊本県 熊本市 ③ 文化発表会 合唱コンクールをメインに英語暗唱、弁論発表、吹奏楽部の演奏等を行います。 11月10日 湖東中学校 湖東中学校 無料
湖東中学校
368-2118

熊本県 熊本市 ②，③ 文化発表会
各教科等及び各学年で取り組んだことを、劇やプレゼンテーション、展示等を通して生徒及び保護
者、地域住民に発表します。

10月19日 託麻中学校 託麻中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/takuma/i
ndex.htm

託麻中学校
096-378-0338

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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熊本県 熊本市 ② 心かがやけ月間挨拶運動 学校、家庭、地域、市教委連携のもとに挨拶運動を実施します。 11月1日 託麻中学校 託麻中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/takuma/i
ndex.htm

託麻中学校
096-378-0338

熊本県 熊本市 ②，③ 2年生合唱コンクール 2年生各学級の全員合唱を保護者、地域住民に発表します。 11月10日 託麻中学校 託麻中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/takuma/i
ndex.htm

託麻中学校
096-378-0338

熊本県 熊本市 ② 道徳授業参観（1,3年） 全学級の道徳授業実践を保護者、地域住民に公開します。 11月10日 託麻中学校 託麻中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/takuma/i
ndex.htm

託麻中学校
096-378-0338

熊本県 熊本市 ② 文化発表会
午前は各教科等で学習した成果をステージで発表します。午後は展示見学や合唱コンクール金賞
のクラスの発表をします。

10月19日 三和中学校 三和中学校 無料 096-329-0518

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動
生徒とＰＴＡが一緒になって「あいさつ運動」を行います。実施する日は、各クラスに割り当てられい
ます。活気ある三和中学校になるように取り組みます。

10月9日～11月10日,11月19
日～11月22日

三和中学校 三和中学校 無料 096-329-0518

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食
日頃地域を見守っていただいている方（民生委員）を招き、会食を通して感謝の気持ちを表すとと
もに交流を図ります。

11月13日 三和中学校 三和中学校 無料 096-329-0518

熊本県 熊本市 ② 教育に関する講演会 土曜授業の中に講演会を取り入れます。今回は健康に関する演題で、講演会を行います。 11月10日 三和中学校 三和中学校 無料 096-329-0518

熊本県 熊本市 ②，③ 文化発表会 学習発表会と合唱コンクール他を行い、保護者・地域へも公開します。 10月25日 城西中学校 城西中学校 無料
熊本市立城西中学校
096-329-2792

城西中学校

熊本県 熊本市 ①，② 城西中校区一斉あいさつ運動
城西中校区のPTA、学校職員、児童・生徒が一緒になって朝のあいさつ運動を行い、地域に発信
します。

11月1日 城西中学校 城西中学校 無料
熊本市立城西中学校
096-329-2792

城西中学校

熊本県 熊本市 ② 研究発表会 熊本市教育委員会指定、学力充実に関する発表会を行います。 10月30日 城西中学校 城西中学校 無料
熊本市立城西中学校
096-329-2792

城西中学校

熊本県 熊本市 ① 帯山中学校区地域交流推進事業
帯山中学校区内の３つの小学校区にある青少年健全育成協議会が中心となり、児童生徒、保護
者、地域の方々と「花いっぱい運動」や清掃活動を実施します。

10月20日 帯山中学校区
帯山中学校区地域交流推進事業
実行委員会

無料 096-383-1288

熊本県 熊本市 ② 保護者参観日及びふれあいバザー 学校開放日として、授業参観とふれあいバザーを実施します。 11月17日 帯山中学校
帯山中学校
帯山中学校PTA

無料 096-383-1288

熊本県 熊本市 ① ふれあい給食会 地域や保護者の方々と給食で会食 11月9日 東野中学校 東野中学校 無料 096-369-5459

熊本県 熊本市 ③ 文化発表会 総合学習や芸術の発表会 10月20日 東野中学校 東野中学校 無料 096-369-5459

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞 ジャパン・マーベラス演奏会 10月17日 東野中学校 東野中学校 無料 096-369-5459

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞 専修大学玉名高校吹奏楽部演奏会 11月8日 東野中学校 東野中学校 無料 096-369-5459

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞 健軍文化ホールアウトリーチ事業によるミニコンサート 11月下旬 東野中学校 東野中学校 無料 096-369-5459

熊本県 熊本市 ② 合唱コンクール（２年生の部）
音楽的技術・表現を発表する場で、更なる技術向上と完成の育成、学級や学年のチームワークの
向上、鑑賞態度やマナーの育成を目的とした行事です。今年度も昨年度に引き続き、尾ノ上小の
体育館を借用して実施予定です。

11月16日 尾ノ上小学校 錦ケ丘中学校 無料
錦ヶ丘中学校
096-368-3166

熊本県 熊本市 ② 文化発表会 文化的な発表や展示等を鑑賞することにより、文化的な資質を育成することを目的に実施します。 10月19日 二岡中学校 二岡中学校 無料 096-380-2155

熊本県 熊本市 ② 授業参観 土曜授業を実施し、この機会にたくさんの保護者に授業を参観していただきます。 11月10日 二岡中学校 二岡中学校 無料 096-380-2155

熊本県 熊本市 ①，②
心かがやけ月間
挨拶運動

学校、家庭、地域の連携のもとに挨拶運動を実施します。 11月1日 二岡中学校 二岡中学校 無料 096-380-2155

熊本県 熊本市 ② さわやかあいさつ運動 PTA、民生委員さんとともにあいさつ運動を行います。部活動単位では常時開催。 10月1日,11月1日 東部中学校正門 東部中学校 無料 096-380-2053

熊本県 熊本市 ②
文化発表会
合唱コンクール

文化発表会では、各学年の授業の取り組みや、文化部の日ごろの成果を発表します。合唱コン
クールでは、縦割り合唱を行い、練習の成果を披露します。

10月19日 西原中学校 西原中学校 無料
西原中学校
096-383-6124

熊本県 熊本市 ①，② 地域清掃活動 生徒会が主催し、保護者や地域の団体と共に、学校周辺の清掃活動を行います。 11月7日 東町中学校周辺 東町中学校生徒会 無料 096-367-8113

熊本県 熊本市 ②，③ 合唱コンクール １学年から３学年まで、各クラスが課題曲と自由曲を歌唱表現します。 11月16日 東町中学校 東町中学校生徒会 無料 096-367-8113

熊本県 熊本市 ① 東町フェスティバル
地域の青少年健全育成協議会、本校ＰＴＡ、学校が協力して、ステージや展示の発表、バザーなど
を行います。生徒に地域の一員としての自覚を育てます。

11月10日 東町中学校 東町校区青少年健全育成協議会 無料 096-367-8113

熊本県 熊本市 ② 合唱コンクール 各学級の合唱練習の成果を、保護者や地域に発表します。 10月20日 出水南中学校 出水南中学校 無料 096-378-6429

熊本県 熊本市 ①，② 心かがやけ月間挨拶運動 学校、家庭、地域、市教委の連携のもとに実施する挨拶運動 11月1日 出水南中学校 出水南中学校 無料 096-378-6429

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



1224

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

熊本県 熊本市 ② 道徳公開授業 保護者や地域の方々に、学校を午前中開放し、全クラス道徳の公開授業を行います。 11月10日 出水南中学校 出水南中学校 無料 096-378-6429

熊本県 熊本市 ③ 文化発表会 各学年の合唱コンクールおよびステージ発表等を行い、日頃の学習成果を発表します。 10月19日
清水中学校体育館・１階ホー
ル他

清水中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/simizujh/

096-345-2753

熊本県 熊本市 ②，③ 文化発表会 保護者や地域の方も招待して、全校生徒による発表や合唱を鑑賞します。 10月19日 井芹中学校 井芹中学校 無料 096-359-0747

熊本県 熊本市 ①，② 創立30周年記念式典 創立30年を祝う式典と卒業生２名による講演 10月20日 井芹中学校 井芹中学校 無料 096-359-0747

熊本県 熊本市 ① 井芹川クリーン作戦 生徒及び職員が地域の方々と、井芹川周辺を中心に校区内の清掃作業を行います。 11月11日 井芹川周辺 校区自治協議会 無料
井芹中学校
096-359-0747

熊本県 熊本市 ① 花いっぱい運動 生徒及び職員が地域の方々とプランターに花苗を植え、校区の施設等に配ります。 11月12日 井芹中学校 さわやか推進協議会 無料 096-359-0747

熊本県 熊本市 ② 文化庁巡回公演事業 演劇「星の王子様」 11月15日 井芹中学校 文化庁 無料 096-359-0747

熊本県 熊本市 ② 合唱コンクール 縦割り合唱コンクールをはじめ、学習活動の成果を発表します。 10月20日 北部中学校 北部中学校 無料 096-245-0002

熊本県 熊本市 ② 授業参観・学習発表会・開放日
総合的な学習の時間の発表を行うとともに、学校を開放し保護者や地域の方々に参観してもらい
ます。

11月10日 北部中学校 北部中学校 無料 096-245-0002

熊本県 熊本市 ③ 芸術鑑賞会
藤川いずみさんを招き、箏の演奏を鑑賞します。箏だけではなく、太鼓や三味線についても鑑賞し
ながら、日本音楽の古典に触れます。会の後半は、ワークショップ形式で、生徒たちも参加しま
す。

11月2日 芳野中学校 熊本市教育委員会 無料 096-277-2004

熊本県 熊本市 ① 金峰山清掃活動
地域を象徴する金峰山（登山道）を、地域団体と共同で清掃活動を行います。青少年活動の啓発・
活性化をねらいとした環境保全活動です。

11月10日 金峰山登山道
地域青少協，ライオンズクラブ
芳野中ＰＴＡ
芳野中生徒会

無料 096-277-2004

熊本県 熊本市 ② 文化発表会
生徒が自分たちで調べたことや考えたこと、学習したことなどを他の生徒や保護者、地域の方々に
知らせ発表する場である。優れた価値あるものを創作し鑑賞することで文化的芸術活動に親しみ
ます。

10月19日 河内中学校 河内中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/i/kawachijh
.html

河内中学校
096-276-0030

熊本県 熊本市 ② 文化発表会 普段の文化的学習成果の発表と展示を行います。 10月25日 長嶺中学校 熊本市立長嶺中学校 無料
長嶺中学校
096-368-9926

熊本県 熊本市 ② 学校公開授業参観
全クラスで道徳の授業を公開するとともに、学校を開放し保護者や地域の方々に参観してもらいま
す。

11月10日 長嶺中学校 熊本市立長嶺中学校 無料
長嶺中学校
096-368-9926

熊本県 熊本市 ② １年合唱コンクール 各クラスで練習してきた合唱を保護者や地域の方に披露します。 11月15日 長嶺中学校 熊本市立長嶺中学校 無料
長嶺中学校
096-368-9926

熊本県 熊本市 ② 文化発表会
学習成果の発表として、美術作品や技術・家庭科作品、書写などの展示と弁論やステージ発表を
行います。

10月20日 力合中学校 力合中学校 無料
力合中学校
096-358-6454

熊本県 熊本市 ③ 龍田中文化の日
総合的な学習の時間を中心とし、教育活動全般における生徒の学習の成果を保護者・地域の方
に見ていただきます。

10月19日 龍田中学校 龍田中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/tatudajh/i
ndex.htm

龍田中学校
096-339-9966

熊本県 熊本市 ① 薬物乱用防止講話 外部講師を招聘し、薬物乱用防止に関する講話をしていただきます。 11月2日 龍田中学校 龍田中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/tatudajh/i
ndex.htm

龍田中学校
096-339-9967

熊本県 熊本市 ② 学校公開の日
学校を終日公開し、授業の様子や生徒の学校生活全般について、保護者･地域の方々に見てい
ただきます。

11月10日 龍田中学校 龍田中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/tatudajh/i
ndex.htm

龍田中学校
096-339-9969

熊本県 熊本市 ② 読書週間
朝自習の時間、読書に取り組み、図書委員会による栞コンクールで読書に対する意欲を高め、読
書活動の啓発を行います。

11月19日～22日 龍田中学校 龍田中学校 無料
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/j/tatudajh/i
ndex.htm

龍田中学校
096-339-9968

熊本県 熊本市 ②，③ 文化発表会
午前中は各教科で学習した成果をステージや展示部門で発表します。午後は、１年生から３年生
までの縦割りグループによる合唱コンクールを実施します。

10月20日 桜木中学校 桜木中学校 無料 096-365-1641

熊本県 熊本市 ② あいさつ運動 生徒会、部活動生、PTAが連携して、朝から校門で挨拶運動を行います。 11月1日 桜木中学校 桜木中学校 無料 096-365-1641

熊本県 熊本市 ② 薬物乱用防止教室 薬物乱用の害について全学年対象に学習を行います。 11月16日 桜木中学校 桜木中学校 無料 096-365-1641

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食 地域の方を招いて、生徒と給食を食べながら交流を深めます。 11月20日 桜木中学校 桜木中学校 096-365-1641

熊本県 熊本市 ②
学習発表会
合唱コンクール

本校の総合的な学習や教科、委員会活動等の成果を保護者や地域の方々に発表します。 10月20日 富合中学校体育館 富合中学校 無料
tomiaijh@t.kumamoto-
kmm.de.jp

096-357-4343

熊本県 熊本市 ② 合唱コンクール
クラスのまとまりを高めた練習の成果を、思いをこめて保護者の皆様をはじめとした聴衆に届けま
す。

10月20日 下益城城南中学校 下益城城南中 無料
下益城城南中
0964-28-2006

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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熊本県 熊本市 ② 土曜オープンスクール 道徳の授業を全校で一斉に行います。親子で命についてなど考えてみたいと思います。 11月10日 下益城城南中学校 下益城城南中 無料
下益城城南中
0964-28-2006

熊本県 熊本市 ② 総合の時間学習発表会
修学旅行の事前学習や集団宿泊訓練のまとめを発表します。保護者及び地域の方々に発表しま
す。

11月20日 下益城城南中学校 下益城城南中 無料
下益城城南中
0964-28-2006

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
学習成果の発表として、総合的な学習、美術や技術家庭の作品、書写などの展示と弁論やステー
ジ発表、合唱コンクールを行います。

10月20日 鹿南中学校 鹿南中学校 無料
kananjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

鹿南中学校
096-272-0073

熊本県 熊本市 ② 読み聞かせ 地域の読み聞かせグループによる、本の読み聞かせを行います。 10月9日,11月6日 鹿南中学校 鹿南中学校 無料
kananjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

鹿南中学校
096-272-0073

熊本県 熊本市 ② 親子道徳 授業参観で道徳の授業を行い、親子で道徳について考える機会とします。 11月10日 鹿南中学校 鹿南中学校 無料
kananjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

鹿南中学校
096-272-0073

熊本県 熊本市 ①，② 教育講演会 PTAが主催して、講師を招いて講演会を行います。 11月10日 鹿南中学校 鹿南中学校 無料
kananjh@kumamoto-
kmm.ed.jp

鹿南中学校
096-272-0073

熊本県 熊本市 ②，③ 合唱コンクール 合唱コンクールを行い、生徒及び保護者、地域住民に発表します。 10月19日 熊本市植木文化ホール 五霊中学校 無料 goryojh@kumamoto.kmm.ed.jp 096-272-0103

熊本県 熊本市 ②
道徳公開授業(授業参観)、講演会、
PTAバザー

「道徳」の授業参観及び講演会を午前中に実施。午後からPTA主催のバザーを行い、保護者や地
域の人と触れ合う機会とします。

11月4日 各教室、五霊中学校体育館 五霊中学校 無料 goryojh@kumamoto.kmm.ed.jp 096-272-0103

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会
校内音楽会の保護者、学校評議員への公開
（土曜授業日）

11月10日 川尻小学校 川尻小学校 無料 096-357-9102

熊本県 熊本市 ② 校内音楽会
保護者や地域の方々を案内し、全学年の音楽の発表を通して、本校の教育活動の様子を見てい
ただきます。

11月10日 秋津小学校　体育館 秋津小学校 無料 096-367-4868

熊本県 熊本市 ② 日曜参観日 全学級、保護者、地域に授業公開を行います。 10月15日 帯山小学校 帯山小学校 無料
帯山小学校
096-382-5102

熊本県 熊本市 ② 心かがやけ月間挨拶運動 学校、家庭、地域、市教委連携のもとに挨拶運動を実施します。 11月1日 帯山小学校 帯山小学校 無料
帯山小学校
096-382-5102

熊本県 熊本市 ① 帯山チャリティーふれあいフェスタ
児童・保護者・地域住民がふれあうことを目的として、バザーを行うことを中心に学校を開放しま
す。

11月12日 帯山小学校 帯山小学校ＰＴＡ 無料
帯山小学校
096-382-5102

熊本県 熊本市 ②，③ ６０周年記念式典校内音楽会
全学年の音楽の成果を発表することを通して、音楽の喜びや楽しさを実感するとともに、保護者や
地域の方に子どもたちのがんばりを見ていただきます。

11月16日～17日 帯山小学校 帯山小学校ＰＴＡ 無料
帯山小学校
096-382-5102

熊本県 熊本市 ① 帯西友愛セール 本校児童、保護者、教職員、地域の方が交流します。 10月28日
熊本市立帯山西小学校
帯山西コミュニティセンター

帯山西小学校ＰＴＡ 無料 帯山西小学校 帯西まつりと共同開催

熊本県 熊本市 ①，② 読み聞かせ ＰＴＡ教養委員会を中心に、保護者が朝自習時に全クラスで読み聞かせを行います。 10月16日 山ノ内小学校 山ノ内小学校PTA 無料 096-367-0800

熊本県 熊本市 ② 山ノ内フェスタ 高学年の児童が、低学年の児童との交流を目的に、さまざまなコーナーを開催します。 10月30日 山ノ内小学校 山ノ内小学校 無料 096-367-0800

熊本県 熊本市 ② 音楽集会４年 集会で、音楽の演奏をし、児童や保護者に公開します。 11月14日 山ノ内小学校 山ノ内小学校 無料 　 096-367-0800

熊本県 熊本市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に子どもたちの様子を観ていただくとともに、学校教育に関心をもっていただ
くために実施します。

11月17日 北部東小 北部東小 無料 096-344-5630

熊本県 熊本市 ② ふれあい給食 地域の高齢者を招いて、交流会と会食を行います。 11月1日 河内小 河内小 無料
河内小学校
090-276-0031

熊本県 熊本市 ②，③ 楠中文化の日
弁論、英語暗唱、総合学習の発表、美術作品展示、技術・家庭科の作品展示、合唱コンクールな
ど学校教育の成果を生徒全体や地域・保護者に発表します。

10月19日 楠中学校 楠中学校 無料 096-338-1735

熊本県 熊本市 ② 文化学習発表会 学習成果の発表として、美術作品などの展示と弁論やステージ発表、合唱コンクールを行います。 10月19日 飽田中学校 飽田中学校 無料 096-227-0004

熊本県 熊本市 ② 読み聞かせ 地域の読み聞かせグループによる、本の読み聞かせを行います。 10月26日 飽田中学校 飽田中学校 無料 096-227-0004

熊本県 熊本市 ② 読み聞かせ 地域の読み聞かせグループによる、本の読み聞かせを行います。 11月9日 飽田中学校 飽田中学校 無料 096-227-0004

熊本県 熊本市 ② 文化発表会
　学習で調べたことや発見したこと、地域との協働で経験した中で学んだことを、生徒や保護者、
地域の方々に発表します。

11月20日 天明中学校 天明中学校 無料
熊本市立天明中学校
096-223-0038

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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熊本県 熊本市 ② 熊本大学とのコラボ授業
近隣の幼稚園、保育園、小学校、中学校等の園児、児童、生徒を対象に、熊本大学（教育学部）と
連携して教科等の学びのブース・プログラムを準備し、参加体験型の教室を開きます。

11月10日
熊本大学教育学部附属小学
校

熊本大学教育学部附属小学校 無料

熊本大学教育学部附属小学
校HP
http://elem.educ.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学教育学部附属小
学校
TEL:096ｰ356ｰ2492

熊本県 熊本市 ②,③ 附属小校内音楽会
校内音楽会は、本校伝統行事の一つとして開催するもので、全児童生徒、教職員、児童の家族が
鑑賞します。

11月14日 県立劇場 熊本大学教育学部附属小学校 無料

熊本大学教育学部附属小学
校HP
http://elem.educ.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学教育学部附属小
学校
TEL:096ｰ356ｰ2492

熊本県 熊本市 ② 附中文化の日 日頃から練習してきた学習の成果を、保護者・学校評議員の方々に参観して頂きます。 10月18日 県立劇場コンサートホール 熊本大学教育学部附属中学校 無料
熊本大学教育学部附属中
学校
TEL:096-355-0375

熊本県 熊本市 ② 平成30年度すずかけ祭り
児童生徒・同窓会・保護者・地域の方々・教職員で行う学校祭です。ステージ発表や作業製品の販
売、バザー、カフェなどたくさんの催しを予定しています。

11月18日
熊本大学教育学部附属特別
支援学校

熊本大学教育学部附属特別支援
学校

無料

熊本大学教育学部附属特別
支援学校HP
https://www.educ.kumamoto-
u.ac.jp~futoku/

熊本大学教育学部附属特
別支援学校
TEL:096-342-2953

熊本県 熊本市 ② 夢科学探検2018
科学の振興と理科離れ対策を目的として、理学部・工学部・自然科学教育部の研究内容を小、中
学生・高校生、保護者及び一般市民向けに、科学の面白さ・不思議さを楽しんでもらうため、演示
実験、また、学生が制作した作品の展示、その他、関連イベント等も行います。

11月3日 熊本大学黒髪南キャンパス 夢科学探検2018実行委員会 無料
http://www.chem.kumamoto-
u.ac.jp/act/yume2018.html

連絡アドレス
yume@tech.eng.kumamoto-
u.ac.jp

熊本県 熊本市 ① 市民公開講座（第５回／全６回開催）
社会人の知的好奇心や向学心にお応えするため「市民公開講座」を開講いたします。本学教員が
専門家としての立場から、自然・人文・社会科学分野の様々な興味深いトピックや社会の関心を集
めている話題等を取り上げ、わかりやすく、講義、解説します。

11月6日 崇城大学 崇城大学 無料

熊本県 熊本市 ③ 第50回記念学園祭「井芹祭」
学生によるサークル展や模擬店、ステージでのライブ、学科による展示など２日間に渡って開催さ
れる崇城大学の学園祭です。

11月17日～18日 崇城大学 崇城大学 無料
崇城大学学友会
096-326-9612

熊本県 熊本市 ① 全学清掃ボランティア 学園祭終了後に大学周辺の地域において清掃活動を実施します。 11月19日 崇城大学 崇城大学 無料
崇城大学
学生厚生課
096-326-3408

熊本県 熊本市 ① 市民公開講座（テーマ（未定））
地域住民の健康増進を目指すとともに、地域交流の場の提供により、希薄に なった地域コミュニ
ティの再生に貢献するため、地域住民を対象として、健康増進に係る講演会を開催します。

12月3日 くまもと県民交流館パレア
市民の健康を考える会
（崇城大学・熊本保健科学大学・
熊本機能病院）

無料

熊本 熊本市 ①
放送大学熊本学習センター公開講演会
「人工知能と会話する」

地域の住民の方に、広くセンターを知っていただくために、毎年開催しています。
２０１８年度は、今回の講演会を含めて合計９回の開催を予定しています。

11月4日 熊本学習センター 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/kumamoto/

放送大学熊本学習センター
０９６－３４１－０８６０

熊本県 甲佐町 ② 甲佐高校「青垣祭」
校歌「山の青垣 四方にめぐらし」に因む「青垣祭」は本校の文化祭。保護者はもちろん地域の方々
にも開かれている。ステージ発表やバザー等一般公開。交流のある老健施設の方々もご招待。松
橋西支援学校上益城分教室の生徒さんも参加。

１０月２６日～１０月２７日 甲佐高校 甲佐高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kousa/

熊本県 甲佐町 ② 甲佐高校「学校開放・公開授業週間」
教室のＵＤ化。ＡＬの実践。ビジネス情報科、福祉教養コースの特色ある授業。地域の方々、近隣
高校や小中学校の先生方、保護者の方々に授業を公開。

１１月１３日～１１月１７日 甲佐高校 甲佐高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kousa/

熊本県 甲佐町 ② 甲佐高校第2回オープンスクール
県内の中学生やその保護者、中学校の先生、地域住民に対して、本校の授業の様子を見学して
いただく。自由に教室やグラウンド、実習等を見学できる。本年度から創部した女子硬式野球部の
体験入部会も開催する。

11月17日 甲佐高校 甲佐高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kousa/

熊本県 甲佐町 ②
『学校へ行こうデー』（土曜授業）
教育講演会

保護者や地域の方々（学校運営協議会委員含む）に授業を公開し、子どもたちの学習の様子を参
観していただく。また、子どもの教育についてともに考え会う機会とすることをねらいとして、PTA教
育講演会を実施する。

１１月
１０日（土）予定

甲佐町立甲佐小学校
甲佐町立甲佐小学校
甲佐小学校PTA

無料 http://es.higo.ed.jp/kousa/
甲佐町立甲佐小学校
096-234-0043

熊本県 甲佐町 ②
甲佐町教育委員会指定外国語活動研
究発表会

4学級が授業を公開し、外国語活動の授業研究会を行う。 10月31日 甲佐町立白旗小学校 甲佐町教育委員会白旗小学校 無料 sirahata@gold.ocn.ne.jp 096-234-0788

熊本県 甲佐町 ② 親子人権集会
人権子ども集会で発表した内容やそれぞれの学級の人権学習の取組を全校児童や保護者に紹
介し、互いを大切にする人権教育について考える。

11月14日 甲佐町立白旗小学校 白旗小学校 無料 sirahata@gold.ocn.ne.jp 096-234-0788

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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熊本県 甲佐町 ① 家庭教育セミナー
就学時健康診断に合わせ、新入生保護者を対象にくまもと「親の学び」プログラムを活用したセミ
ナーを実施する。

10月12日 乙女小コンピュータ室 乙女小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/otome/ 096-234-0078

熊本県 甲佐町 ①③ 龍野校区敬老会
実行委員を中心に地域の高齢者を招待し、ステージ発表会や抽選会などの催しを行う。保育園や
小学校より園児、児童のステージ発表を行い、交流をする。

11月4日 龍野小学校体育館 社会福祉協議会 無料
龍野校区社会福祉協議会
長　北川國明

熊本県 甲佐町 ② 龍野小学校学習発表会
こでまでに学習してきた内容を各学年でまとめ、保護者や地域住民への児童中心のステージ発表
を行う。

12月2日 龍野小学校体育館 龍野小学校 無料 tatsuno@gamma.ocn.ne.jp
龍野小学校
０９６－２３４－０１０６

熊本県 甲佐町 ② 学校へ行こうデー
学校自由参観日。保護者、学校評議員、校区内小学校・高等学校、民生児童委員や区長に案内
を配付し、授業参観と懇談会を行う。

11月14日
甲佐町立
甲佐中学校

甲佐町立
甲佐中学校

無料
甲佐町立甲佐中学校
０９６－２３４－０６８９

熊本県 甲佐町 ②③ わかあゆ文化発表会 「総合的な学習の時間」をはじめとする学習活動の成果を発表する。 10月14日
甲佐町立
甲佐中学校

甲佐町立
甲佐中学校

無料
甲佐町立甲佐中学校
０９６－２３４－０６８９

熊本県 甲佐町 ① 子どもたちに民具を伝える 地元に残る民具の展示をつくりながら、民具について学びます。
10月15日,
11月20日

甲佐町宮内地区社会教育セ
ンター

熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３００

熊本県 合志市 ②③
平成30年度菊池支援学校祭「ひまわり
フェスタ」

本校児童生徒の学習成果発表の機会とし、オープニング、各学部のステージ発表、作業製品販売
会、フィナーレを展開。また、本校について理解啓発をはかるため、地域の方々や卒業生、旧職員
等を招待し歓待している。

11月10日 菊池支援学校 菊池支援学校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kikuchi-
s/

電話０９６（２４２）００６９
FAX０９６（２４２）０２００

熊本県 合志市 ② 黒石原支援学校小中学部文化祭
小中学部の児童生徒による音楽発表、劇、意見発表等を行うとともに、会場に絵画作品を展示し
ます。

10月13日（土） 黒石原支援学校 黒石原支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kuroishi 096-242-0156

熊本県 合志市 ② 黒石原支援学校高文祭
高等部の生徒による劇、バンド演奏、ダンス、スピーチ発表、ビデオ劇等を行うとともに、会場に美
術、手芸作品等を展示します。また、併せてPTAによるバザーを行います。

11月10日（土） 黒石原支援学校 黒石原支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kuroishi 096-242-0156

熊本県 合志市 ② 企業担当者を対象とした学校公開
現場実習や就労先として、本校の在校生・卒業生がお世話になっている事業所より人事等担当者
を招き、専門学科での作業学習の様子を紹介するとともに、生徒・職員との情報交換会を行う。

11月8日 ひのくに高等支援学校 ひのくに高等支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/hinokuni/ 096-249-1001

熊本県 合志市 ② 地域花いっぱい＆クリーン大作戦
地域の公共施設に花のプランターを贈る活動及び地域の清掃活動に生徒･職員が一体となって取
り組むことで、地域社会に感謝の気持ちを表すと共に、人の役に立つことで働く喜びを実感し、仕
事に対する意欲を高める。

11月28日 ひのくに高等支援学校 ひのくに高等支援学校 無料 http://sh.higo.ed.jp/hinokuni/ 096-249-1001

熊本県 合志市 ①② 南小フェスティバル
地域ボランティア・保護者が、保護者の仕事体験・物作り体験・伝承遊び・外国の方との交流等を
企画し、児童が夢や希望をもち、社会の一員として主体的・創造的に生きていくための基盤作りに
寄与することをねらいとしています。

11月10日 合志市立合志南小学校 合志市立合志南小学校 無料
合志南小学校
０９６－２４８－０１５４

熊本県 合志市 ② 学習発表会
保護者や地域の方を招き、生活科や総合的な学習の時間、教科で学習した内容を学年ごとに発
表します。

11月16日
合志市立西合志第一小学校
体育館

合志市立西合志第一小学校 無料
西合志第一小学校　　096
－242－0103

熊本県 合志市 ② 学習成果発表会 各学年による音楽発表や創作劇、作品展示等を行います。 11月10日 合志市立西合志南小学校 合志市立西合志南小学校 無料
nisiminamisyo@tsubaki.higo.ed.
jp

西合志南小学校　　　096-
344-0100

熊本県 合志市 ①
ことば教育の日（ノーテレビ・ノーメディ
アデ－）

テレビやゲームなどから離れ、親子の会話、読書などで親子で対話し一緒に過ごす時間を作りま
す。

10月15日 各家庭 合志市教育委員会 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ② 特別支援学級学習成果発表会 児童の学習成果を発表します。 11月9日 菊池市総合体育館 菊池郡市特別支援学級部会 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ③ 合志市音楽会（西合志中学校区） 市内の小中学校の合奏や合唱を鑑賞しあい、文化的資質を磨き合います。 10月24日 合志市立西合志中学校 市音楽担当者会 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ② 英語チャレンジ大会
英語クラブ所属の児童が、学習発表会の場で日頃の学習の成果を発表し、海外へ挑戦する意欲
や国際社会の一員としての自覚を高め合います。

11月11日
合志市立西合志中央小体育
館

合志市立西合志中央小学校 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ② 学習発表会 児童の学習成果を発表します（音楽劇、合奏、環境教育、平和学習発表） 11月11日
合志市立西合志中央小体育
館

合志市立西合志中央小学校 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ② ２時間クラブ
クラブを９０分に拡大させて活動することで、主体性や独創性をはじめ、自治的活動能力を伸ばし
ます。

10月9日 合志市立西合志中央小学校 合志市立西合志中央小学校 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ①
ことば教育の日（ノーテレビ・ノーメディ
アデ－）

テレビやゲームなどから離れ、親子の会話、読書などで親子で対話し一緒に過ごす時間を作りま
す。

11月15日 各家庭 合志市教育委員会 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ② 小中合同奉仕作業 全校児童が中学生と協力しながら地域の清掃活動を行います（小中一貫教育活動）。 11月22日 西合志中学校区
合志市立西合志中央小学校・合
志市立西合志中学校

無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

熊本県 合志市 ③ 中央小祭り ＰＴＡの主催で、様々なブースを立ち上げ、児童が体験活動を行っていきます。 11月18日 合志市立西合志中央小学校 合志市立西合志中央小学校PTA 無料 tyuousyo@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中央小学校　　　　０
９６－２４２－０１０２

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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熊本県 合志市 ② 西合志東小学校　「子ども文化祭」
児童が日頃の学習成果を構成詩・劇・合唱・合奏等で表現し、保護者や地域の方々に広く公開し
ます。

11月10日
合志市立西合志東小学校体
育館

合志市立西合志東小学校 無料 higashisho@tusbaki.higo.ed.jp
西合志東小学校
096-242-0511

熊本県 合志市 ②
アカシア祭
（文化祭）

総合的な学習で学んだ成果を保護者・地域に発信しひらかれた学校づくりへの一環とします。表現
活動や創作活動を通して学ぶことや協働の意義を感じ取らせます。

10月21日 合志市立西合志中学校 合志市立西合志中学校 無料 nishityu@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中学校
096-242-0100

熊本県 合志市 ② 校区音楽祭
西合志中学校校区の小学校との合同音楽祭を開催します。いろいろな機会をとらえて小中連携を
推進していきます。

10月24日 合志市立西合志中学校 合志市立西合志中学校 無料 nishityu@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中学校
096-242-0100

熊本県 合志市 ② ＰＴＡ親子教育講演会
生徒・保護者・地域の方々に講師をお招きして、食育をテーマに地産地消、望ましい食習慣の実践
について学び、親子で食について話題にする機会を提供します。

11月26日 合志市立西合志中学校 合志市立西合志中学校 無料 nishityu@tsubaki.higo.ed.jp
西合志中学校
096-242-0100

熊本県 合志市 ② 鑑賞教育(狂言)
演劇鑑賞（狂言『盆山・梟山伏』野村万蔵の会）を通して、日本の古典文化に触れ、日本独自の伝
統芸術の素晴らしさを体感するための行事です。高い芸術性に触れ、「西南文化の日」への意欲
付けとしています。

9月27日 合志市立西合志南中学校 合志市立西合志南中学校
西合志南中学校　　　096-
242-3733

料金は一人1000円

熊本県 合志市 ② 西南文化の日

日頃の学習活動のうち、総合的な学習の時間を中心とした取組について、生徒が発表と鑑賞を通
してその成果を確認し合うとともに、保護者や地域住民に公開します。地域とともにある学校、地
域の中核としての学校である役割を自覚する場とします。午前中は学習発表会、午後は合唱コン
クールを実施します。

10月20日 合志市立西合志南中学校 合志市立西合志南中学校 無料
西合志南中学校　　　096-
242-3733

熊本県 合志市 ② 土曜授業 授業参観、ＰＴＡ例会を実施します。 12月8日 合志市立西合志南中学校 合志市立西合志南中学校 無料
西合志南中学校　　　096-
242-3733

熊本県 合志市 ② 1年生給食試食会 1年生の保護者と共に給食を食べたり、栄養教諭の食に関する講話を聞きます。 11月1日 合志市立合志小学校 合志市立合志小学校及びＰＴＡ 無料
合志小学校
096-248-0016

熊本県 合志市 ① 物作り体験交流会 保護者や地域の方と共にお正月に向けた門松づくりなどを行います。 12月15日 合志市立合志小学校 合志市立合志小学校及びＰＴＡ 無料
合志小学校
096-248-0016

熊本県 合志市 ①② 何でもやってみよう大会
地域の方々からいろいろな体験活動を紹介してもらい、子どもたちが希望する体験に挑戦する取
組です。体験する内容は、老人会、区長会、地域コーディネーターの方々から提案してもらいま
す。

11月10日 合志市立南ヶ丘小学校 合志市立南ヶ丘小学校 無料
minamigaokasyo@tsubaki.higo.
ed.jp

南ヶ丘小学校
096-248-5280

土曜授業

熊本県 合志市 ② 子ども文化祭
午前中は保護者や地域の方々を招き、これまでに授業を通して学んできたことをもとに子どもたち
の学習発表会をします。また、午後は上記の何でもやってみよう大会を実施します。

11月10日 合志市立南ヶ丘小学校 合志市立南ヶ丘小学校 無料
minamigaokasyo@tsubaki.higo.
ed.jp

南ヶ丘小学校
096-248-5280

土曜授業

熊本県 合志市 ② PTA文化講演会 外部講師による講話・講演を行います。(KKTアナウンサー) 11月16日 合志市立合志中体育館 合志中PTA 無料
合志中学校
096-248-0006

熊本県 合志市 ② 校内授業研究会 研究授業後に外部講師を招いて指導と講話を行います。 11月4日 合志市立合志中学校教室 合志市立合志中学校 無料 合志中学校096-248-0006

熊本県 合志市 ③ 電波祭
学生による実行委員会を中心に，クラスや部活による模擬店や各学科の専門知識を生かした科
展示，他にステージイベントや軽音部ライブなどを行います。

10月27日、28日 熊本高専・熊本キャンパス 熊本高等専門学校 無料
http://www.kumamoto-
nct.ac.jp/

096-242-2121

熊本県 相良村 ② 学習発表会
保護者・地域の方々の前で、日頃の学習成果を発表することで、学校をより理解してもらうための
ものです。

11月15日
相良村立相良南小学校体育
館

相良村立相良南小学校 無料
http://es.higo.ed.jp/sagarseｓ
/

相良南小学校
0966-35-0009（代表）

熊本県 相良村 ② 学習発表会（きたっこ秋祭り）
日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に見ていただき、学校への理解を深めます。また、会
場には児童や地域の方の作品を展示しています。

11月18日 相良村立相良北小学校 相良村立相良北小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/sagarane/
相良北小学校
0966-36-0122(代表)

熊本県 相良村 ②③ 芸術鑑賞 ラテン音楽バンドが来校し、演奏会を開催します。約６０分のプログラムとなっています。 10月23日 相良村立相良中学校体育館 相良村立相良中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/sagarajhs/
相良中学校
0966-35-0050(代表)

熊本県 相良村 ②③ 文化祭
吹奏楽部演奏や、英語暗唱、各学年による演劇など、本校生徒の文化的取組を発表します。当日
は地域の皆さんの介護施設の利用者の方々にも発表を公開する予定です。

11月11日 相良村立相良中学校体育館 相良村立相良中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/sagarajhs/
相良中学校
0966-35-0050(代表)

熊本県 相良村 ③ 産業文化祭 地域住民や小中学生の作品の展示、舞台発表等を行い親睦を深めます。 10月27日～28日 相良村総合体育館 相良村教育委員会 無料 https://www.vill.sagara.lg.jp
相良村教育委員会
0966-35-1039（直通）
社会教育係（内線312）

熊本県 相良村 ①
ふるさと学級
（登山）

村内小学校６年生を対象として登山を行い、子ども同士、地域の方との交流を深めます。 11月3日 未定 相良村教育委員会 無料 https://www.vill.sagara.lg.jp
相良村教育委員会
0966-35-1039（直通）
社会教育係（内線312）

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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熊本県 高森町 ② 高森高校文化祭
音楽選択者による合唱、各委員会による発表、総合的な学習の時間の中間発表など、日ごろの
学習活動を生徒たちが発表します。また、生徒・職員・高森保育園による展示や、生徒・保護者に
よる食品バザーも行います。

10月20日 高森高校 高森高校
http://sh.higo.ed.jp/takamoris
h/

高森高校

熊本県 高森町 ② 高森高校創立７０周年記念式典
高森高校創立７０周年記念式典後記念講演会を行います。それぞれの個性・いのちを基本にした
講話です。また、午後は、記念芸術鑑賞会として、地元の劇団による演劇を鑑賞します。

10月26日 高森高校 高森高校
http://sh.higo.ed.jp/takamoris
h/

高森高校

熊本県 高森町 ②、③ 平成３０年度　高森中学校文化祭
高森ふるさと学（総合的な学習の時間）の体験活動を中心に取り組んだ学習発表を行う。英語暗
唱、人権作文発表、吹奏楽発表、合唱コンクール等も併せて行う。

10月27日 高森町立高森中学校体育館 高森町立高森中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/takamojh
高森中学校
0967-62-0226

熊本県 高森町 ② 高森東学園ひめゆり文化祭 学習成果の発表　地域交流の促進　地域の文化の共有と展示 11月17日 高森東学園義務教育学校 高森東学園義務教育学校 無料
http://jh.higo.ed.jp/takamorih
gm/

高森東学園義務教育学校
（０９６７－６５－００２３）

なし

熊本県 高森町 ② 学習発表会
保護者や地域の方々をお招きし、各学年が学習してきたことを劇や演奏や群読等で発表を行いま
す。

11月10日 高森中央小学校体育館 高森中央小学校 無料 0967-62-0038

熊本県 高森町 ① 熊本の祭り、行事、芸能 熊本で行われる季節ごとの祭りや芸能について学びます。
10月17日
11月14日

高森総合センター
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３００

熊本県 玉名市 ② 一日若駒大学
大学教授による出張講義を通して、生徒の学問に対する興味・関心を喚起し、進路実現への意欲
と今後の学習への熱意を引き出すことを目的としています。また、生徒は、志望する学部・学科で
学ぶ内容についてより深い知識を得ることにより、進路目標を明確にします。

10月18日 玉名高校 玉名高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101
参加生徒は、全日制
高校１，２年全生徒と
なります。

熊本県 玉名市 ②③ 芸術鑑賞
本物の文化に触れ、文化の継承、創造に寄与する視点をもち、また、豊かな感性や情操を育む取
組です。

10月19日 キャナルシティ劇場 玉名高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101
参加生徒は、全日制
高校２年全生徒となり
ます。

熊本県 玉名市 ② 英語暗唱大会
日頃の英語学習の成果を発表し、互いに研鑽を積む機会とし、今後の学習意欲を高める取組であ
る。

10月24日 玉名市文化会館
玉名教育
事務所

無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101
参加生徒は、各学年３
名程度で、英語暗唱と
英語スピーチを行う。

熊本県 玉名市 ② 熊大ワクワク連続講義
熊本大学の教授等が、自らの研究を始めた動機や研究の内容、抱く夢等について、熱く・やさしく
語り、またそれぞれの研究と高校の学習との関連について説明します。

10月27日 玉名市文化センター
熊本大学
玉名高校

無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101
参加生徒は、全日制
高校１年全生徒となり
ます。

熊本県 玉名市 ② キャリア教育講演会
各分野の第一線で活躍されている方々から講演をしていただくことで、本校生徒の進路選択の視
野を広げ、目標実現の意欲向上を図る。

11月8日 玉名高校 玉名高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101
参加生徒は、全日制
高校附属中学の全生
徒となります。

熊本県 玉名市 ② 福祉体験
実体験を通して、社会福祉について理解を深めるとともに、互いに認め合い尊重し合う心を育て
る。

11月13日、14日 玉名市内の福祉施設
玉名高校
附属中学校

無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101

熊本県 玉名市 ② 職場体験
実体験を通して、望ましい職業観の育成を図るとともに、地域に学ぶことで、地域理解の深化と感
謝の心を育む。

11月13日、14日 玉名市内の受入事業所
玉名高校
附属中学校

無料 http://sh.higo.ed.jp/tamana/ 0968-73-2101

熊本県 玉名市 ② 公開授業・実習
　開かれた学校推進の一環として、本校の教育実践を地域・保護者・学校関係者の方々に公開
し、教育活動への理解を深めていただきます。教室内での授業風景や実習棟での実習も御覧にな
れます。

11月17日 玉名工業高校 玉名工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/tamanath
/

0968-73-2215

熊本県 玉名市 ③ 演劇鑑賞
今年度は、３年に1度の芸術鑑賞の年を迎え、学校寄席を実施することにより日本の古典文学に
触れる機会とする。

10月14日 北稜高校
体育館

北稜高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/hokuryo/ 0968-73-2123
観覧希望は事前連絡
が必要です。

熊本県 玉名市 ② 公開授業週間
各関係学校や地域の方々に広く授業を公開することにより、本校の授業や学校教育活動の様子、
教職員における各教科のスキルアップや指導力の向上を図ります。また、総合高校としての魅力
ある５学科の情報発信（ＰＲ）を行います。

10月16日～10月26日 北稜高校 北稜高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/hokuryo/ 0968-73-2123

熊本県 玉名市 ② 文化祭（北稜祭）
北稜高校の文化祭である『北稜祭』。日頃の学習成果の発表・披露の場として、各学科の特色を
いかし、収穫した農産物や仕入商品の販売実習やイベント企画によるコスチュームショー等のス
テージ発表を開催します。

11月10日～11月11日 北稜高校 北稜高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/hokuryo/ 0968-73-2123

熊本県 玉名市 ② 祖父母参観
祖父母の方々に授業や生活の様子を参観していただくことで、学校や学習の様子を知らせる機会
とする。

10月26日 玉名町小 玉名町小 無料
tamanamachi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-72-4195

熊本県 玉名市 ①
ＰＴＡバザー
（みんなで遊ぼう）

玉名町小ＰＴＡ主催のバザーと玉名町小学校区支館による「みんなで遊ぼう」を同時に開催し、地
域・家庭・学校の連携を深める。

11月4日 玉名町小
玉名町小ＰＴＡ
校区支館

無料
tamanamachi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-72-4195

熊本県 玉名市 ① PTAバザー
築山小PTA主催の食バザーと器楽部のステージ発表等により、地域、保護者、児童、学校職員が
親睦を深める。

11月3日 築山小学校 築山小学校PTA 無料
tsukiyama-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-72-3328

熊本県 玉名市 ① 教育講演会　築山教育の日 授業参観の日に、家庭教育について保護者向けに講演会を行う。 11月13日 築山小学校体育館 築山小学校 無料
tsukiyama-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-72-3328

熊本県 玉名市 ② 親の学び講座
就学時健康診断の際に、新入学児童の保護者を対象に家庭教育、子育てについて保護者が学
び、親睦を図る。

11月16日 築山小学校体育館 築山小学校 無料
tsukiyama-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-72-3328

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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熊本県 玉名市 ② ともだち集会
自他ともに大切な存在であることを自覚し、お互いに認め励まし合う集団づくりを目指して、人権学
習で学んだことや感想を全校児童や保護者に発表する。

10月30日 滑石小　多目的ホール 滑石小学校 無料
nameishi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-76-3349

熊本県 玉名市 ① 親の学び講座 就学時健康診断時に、新入学児童の保護者を対象に、子育てについての参加型学習を行う。 11月8日 滑石小　多目的ホール 滑石小学校 無料
nameishi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-76-3349

熊本県 玉名市 ① どんどや用わらくびり作業
１月に予定されている地域の行事である「どんどや」に向けて、保護者と高学年の児童で伝統行事
の準備に関わる経験をする。

11月4日 滑石小近辺水田
滑石小学校
PTA

無料
nameishi-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-76-3349

熊本県 玉名市 ①② 「人権の花」運動種付き風船飛ばし
全校児童が人権の花運動で育てた花の種を風船に付けて飛ばして、県内外の多くの人に花をと
おした思いやりの心を広げます。

11月20日 八嘉小
八嘉小、人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

無料
http://es.higo.ed.jp/hakkasyo
/

０９６８－７２－２６０２

熊本県 玉名市 ①② 「人権＆夢」講演会
車いすマラソンの日本人としての先駆者である山本行文さんをお招きし、体に障がいを持ちながら
夢に向かって努力することの大切さを学びます。

11月20日 八嘉小
八嘉小、人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

無料
http://es.higo.ed.jp/hakkasyo
/

０９６８－７２－２６０２

熊本県 玉名市 ② 持久走大会、ＰＴＡバザー 各学年ごとに持久走大会を行い、その後ＰＴＡ主催でバザーを実施します。 11月25日 八嘉小 八嘉小、ＰＴＡ 無料
http://es.higo.ed.jp/hakkasyo
/

０９６８－７２－２６０２

熊本県 玉名市 ② 自由参観日 保護者・地域の方々への授業公開（午前半日）。 10月31日 伊倉小 伊倉小 無料 ikura-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-3417

熊本県 玉名市 ②③ 校内音楽会
保護者や地域の方々を招き、音楽発表会及び伊倉仁○加の発表の場とする。ＰＴＡの方々のバ
ザーを実施する。

11月11日 伊倉小体育館・運動場 伊倉小 無料 ikura-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-3417

熊本県 玉名市 ②
玉名市教育委員会指定「学力充実推進
研究」発表（玉南中学校区小中一貫教
育発表）

国語の授業を中心に、中学校区で取組んでいる学習規律を含め、本校の校内研給の取組を発表
する。

11月29日 伊倉小 伊倉小 無料 ikura-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-3417

熊本県 玉名市 ② 地域交流学習
地域の方を招待して、歌や楽器の演奏を披露したり、一緒に昔遊びをして遊んだりして、日頃の感
謝の気持ちを伝える。

11月10日
玉陵小・旧石貫小・旧梅林
小・旧月瀬小・旧三ツ川小・
旧小田小

玉陵小学校 無料
gyokuryou-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-72-3319

熊本県 玉名市 ①② ふるさとフェスタ 昔遊びを通して、地域の方々と交流する。 11月2日 大浜小 大浜小 無料 ohhama-es@tsubaki.higo.ed.jp ０９６８－７６－０２０３

熊本県 玉名市 ① 親の学び講座 就学時健康診断時に、新入学児童の保護者を対象に、子育てについて参加体験型学習を行う。 11月22日 大浜小 大浜小 無料 ohhama-es@tsubaki.higo.ed.jp ０９６８－７６－０２０３

熊本県 玉名市 ① 豊水まつり
児童、生徒、保護者、地域住民、教職員等が参加して、演奏や合唱、各種出し物、神楽、バザーな
どが行われ地域の交流のイベントとなっている。

10月27日 豊水小学校運動場 豊水町づくり委員会 無料
toyomizu-
es@tsubaki.higo.ed.jp

０９６８－７６－０２０２

熊本県 玉名市 ② 教育講演会 授業参観日に、保護者対象に子育てについての講演会を開催する。 11月29日 横島小体育館 横島小ＰＴＡ 無料
yokoshima-
es@tsubaki,higo.ed.jp

0968-84-2015

熊本県 玉名市 ③ 自由参観デー（スクールミュージアム）
　保護者・地域の方に授業を公開するのと同時に、体育館で、シャガール作品と浜田知名作品を
体育館に展示する。

10月16日
大野小学校
（絵画は、体育館)

大野小学校 無料 ohno-es@tsubaki.higo.de.jp ０９６８－５７－００７２ 県立美術館の事業

熊本県 玉名市 ② 文化庁芸術鑑賞会 　ワークショップを事前に行い、児童も参加できる奇術体験、鑑賞を行う。 10月25日 大野小学校 大野小学校 無料 ohno-es@tsubaki.higo.de.jp ０９６８－５７－００７２ 文化庁の事業

熊本県 玉名市 ② 学習発表会、感謝の会
　学校応援団の方々をお招きし、感謝の会を行う。その後、学習発表会を行い、学習の成果を披
露する。

11月17日 大野小学校 大野小学校 無料 ohno-es@tsubaki.higo.de.jp ０９６８－５７－００７２

熊本県 玉名市 ② 学校公開日 保護者・地域の方々へ授業を公開します。（午前中） 10月15日 睦合小学校 睦合小学校 無料 mutsuai-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-57-0001

熊本県 玉名市 ① 親の学び講座
就学時健康診断の際に、新入学児童の保護者を対象とした子育てについての体験型学習を実施
します。

11月9日 睦合小図書室 睦合小学校 無料 mutsuai-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-57-0001

熊本県 玉名市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を発表する場として、保護者並びに地域住民に、各教科や玉名学等の学習を
通して学んだことを学年毎に発表します。

11月29日 睦合小体育館 睦合小学校 無料 mutsuai-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-57-0001

熊本県 玉名市 ③ 親の学び講座
就学時健康診断時に新入学児童の保護者を対象に、子育てについての参加体験型学習を実施
する。

11月8日 鍋小学校 鍋小学校 無料 nabe-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-57-0044

熊本県 玉名市 ② すこやか祭り 各学年の学習発表会、PTA読書委員による読み聞かせの会、PTA食バザーを実施する。 11月18日 鍋小学校
鍋小学校
鍋小PTA

無料 nabe-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-57-0044

熊本県 玉名市 ② 授業参観 保護者・地域の方に授業公開する。 11月29日 鍋小学校 鍋小学校 無料 nabe-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-57-0044

熊本県 玉名市 ① 親の学び講座 就学時健診時に、子育てにおける悩みなどを中心に、保護者同士が共有したりして親睦を図る。 11月8日 高道小図書室 高道小 無料 http://es.higo.ed.jp/takamiti/ 0968－57－0404

熊本県 玉名市 ②③ 玉名市アウトリーチ音楽事業
民族音楽のアーティスト「おとのわmusic」を招き、いろいろな民族楽器に触れ、音楽的感性を高め
る。

11月21日 高道小体育館 高道小 無料 http://es.higo.ed.jp/takamiti/ 0968－57－0404

熊本県 玉名市 ② 学校公開授業参観
人権教育の授業参観を実施する。また、学級懇談会を実施し、豊かな心の育成について保護者と
話し合い、共通理解を持つ。

11月28日 高道小 高道小 無料 http://es.higo.ed.jp/takamiti/ 0968－57－0404

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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熊本県 玉名市 ①② ＰＴ教育講演会
保護者、児童を対象に、情報教育の専門家を招き、ＳＮＳやインターネットトラブルの未然防止に向
けての講演を実施する。

11月28日 高道小体育館 高道小 無料 http://es.higo.ed.jp/takamiti/ 0968－57－0404

熊本県 玉名市 ② 学校へ行こうデー
人権学習を保護者へ公開するとともに祖父母への参観案内を行い、親子三代で人権について学
ぶ機会とする。

10月30日 玉水小学校各教室 玉水小学校 無料
tamamizu-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-82-2261

熊本県 玉名市 ② 親の学び講座 就学時健康診断の際に、新入学児童の保護者が子育てについて学び合う。 11月16日 玉水小学校多目的ホール 玉水小学校 無料
tamamizu-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-82-2261

熊本県 玉名市 ② 「熊本の心」授業公開／教育講演会
「熊本の心」を教材とした道徳の授業を公開する。また、ＰＴＡ主催で教育講演会を実施し、保護者
や教職員が学び合う。

12月7日
玉水小学校各教室
／体育館

玉水小学校 無料
tamamizu-
es@tsubaki.higo.ed.jp

0968-82-2261

熊本県 玉名市 ② 読み聞かせ集会 地域のボランティア団体（玉東みかん文庫）の方による読み聞かせの会を行う。 １0月下旬 小天小 小天小 無料 oama-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-82-2103

熊本県 玉名市 ② 昔遊び集会
地域の高齢者を学校に招き、児童と一緒に水鉄砲、お手玉、竹とんぼ等を制作して遊び方を教え
ていただく。

１月下旬 小天小 小天小 無料 oama-es@tsubaki.higo.ed.jp 0968-82-2103

熊本県 玉名市 ②③ 合唱コンクール
各学年毎の合唱コンクールを２校時ずつ実施する。その様子をオープンスクールとして保護者、地
域の方々に公開する。

10月18日 玉名中学校 玉名中学校 無料 tamana-jh@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-4191

熊本県 玉名市 ②③ 文化発表会
午前中は教科や委員会毎の生徒発表を中心に行い、午後はＰＴＡや地域の方々の協力を得なが
ら、職業講話及び展示見学を実施する。

10月20日 玉名中学校 玉名中学校 無料 tamana-jh@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-4191

熊本県 玉名市 ②③ PTA文化講演会 中学生の子を持つ保護者を対象に講演会を実施する。 11月22日 玉名中学校 玉名中学校PTA 無料 tamana-jh@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-4191

熊本県 玉名市 ② 学習発表会
教科等における成果を発表し、保護者や地域住民に参観してもらう。保護者や地域住民の作品展
示も行う。

10月21日 玉南中学校 玉南中学校 無料
gyokunan-
jh@tsubaki.higo.ed.jp

0968-73-3171

熊本県 玉名市 ③
文化祭
合唱コンクール

日頃の学習の成果を発表する場として、午前中は各学年や教科・玉名学等のステージ発表及び
展示物見学、午後から合唱コンクールを実施する。

10月21日 玉陵中体育館 玉陵中 無料 gyokuryoh-@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-2597

熊本県 玉名市 ② オープンスクール 保護者や地域住民に学校を公開し、授業を参観していただく。
10月1日
　　～5日

玉陵中 玉陵中 無料 gyokuryoh-@tsubaki.higo.ed.jp 0968-72-2597

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

10月21日 有明中体育館 有明中 無料 http://jh.higo.ed.jp/tariakej/ 0968-76-0136

熊本県 玉名市 ② 学力充実研究発表会
平成２９・３０年度玉名荒尾地区教育委員会連絡協議会及び玉名市教育委員会指定学力充実研
究推進校として研究発表会を開催する。

11月20日 有明中
有明中・玉名荒尾地教連・玉名市
教委

無料 http://jh.higo.ed.jp/tariakej/ 0968-76-0136

熊本県 玉名市 ② 教育講演会 講演を通して、健全な生徒の育成と、家庭教育力の向上を図る。 11月30日 有明中体育館 有明中PTA 無料 http://jh.higo.ed.jp/tariakej/ 0968-76-0136

熊本県 玉名市 ② 学習発表会
保護者に案内を配布し、日頃の学習の発表の場として玉名学や学年での取組、英語暗唱、合唱
等を発表する。

10月19日 岱明中学校体育館 岱明中 無料 ０９６８－５７－０４０２

熊本県 玉名市 ② 授業参観 各学級や学年で取り組んでいる人権学習の授業を保護者や地域の方に公開する。 11月30日 各教室 岱明中 無料 ０９６８－５７－０４０２

熊本県 玉名市 ② 校内文化祭
日頃の文化的な教育活動の成果を披露する場とし、書道パフォーマンスや英語暗唱、合唱コン
クール、そして各学年のステージ発表等を行う。また、展示物コーナーやＰＴＡによるバザー等も開
催し、学校・家庭・地域の絆を深める一日とする。

10月20日
天水中体育館、多目的ホー
ル

天水中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/tensuijh/ 0968-82-2044 　

熊本県 玉名市 ② 第２回自由参観（学校公開）週間
地域と共にある学校を推進するために、保護者・地域の方々に自由に参観していただけるよう1週
間の期間を設定し、学校の様子を公開する。

11/26～12/1 天水中学校 天水中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/tensuijh/ 0968-82-2044 　

熊本県 玉名市 ③ 昭和の暮らし―秋・冬―
体験学習広場に、昭和30年代に使われていた生活道具を展示する。
（9月26日～2月28日は改修工事のため臨時休館、年内は平日のみ見学可）

10月9日～3月24日 体験学習広場 玉名市歴史博物館こころピア 無料
https://www.city.tamana.lg.jp/
q/list/455.html

0968-74-3989

熊本県 玉名市 ③ 玉名市民文化祭 玉名市文化協会主催、玉名市教育委員会共催による市民文化祭を開催する。 10月20日～11月18日
玉名市民会館大ホール、会
議室、勤労者体育センター、
文化センター

玉名市文化協会 無料 0968-75-1136

熊本県 玉名市 ③ 装飾古墳一斉公開 装飾古墳を公開し、専門職員による現地説明を行う。 10月28日 各古墳現地 文化課 無料 0968-75-1136

熊本県 玉名市 ② 入試説明会
本校の教育内容を中学生・保護者・教育関係者に広く公開します。科・コースの説明、部活動など
の紹介を行います。

10月27日 玉名女子高等学校
学校法人
玉名白梅学園

無料 www.tamanajoshi-h.ed.jp
玉名女子高等学校
0968－72－5161

熊本県 玉名市 ② 戴帽式 看護科２年生が病院実習に出る前にナースキャップを戴き、実習生としての心構えを誓う式です。 10月23日 玉名女子高等学校
学校法人
玉名白梅学園

無料 www.tamanajoshi-h.ed.jp
玉名女子高等学校
0968－72－5161

熊本県 玉名市 ② 公開授業
研究授業を保護者、地域、近隣の学校関係者に公開し、本校の教育活動を理解していただく機会
とするとともに、教員の教科指導力の向上を図ります。

10月(未定） 玉名女子高等学校
学校法人
玉名白梅学園

無料 www.tamanajoshi-h.ed.jp
玉名女子高等学校
0968－72－5161

熊本県 玉名市 ② 情報・モラル教育
本校生徒を対象に、外部講師を招いて、スマートフォンおよびインターネットの利用について啓発
を図る。

10月19日 専修大学玉名高等学校
学校法人
玉名学園

http//www.senshu.ac.jp
専修大学玉名高等学校
0968-72-4151

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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熊本県 玉名市 ② 鳳凰祭（文化鑑賞会）
体育館でのステージ発表（弁論発表、生徒会委員会発表）、本校吹奏楽部演奏。外部講師を招い
ての講演。

11月3日 専修大学玉名高等学校
学校法人
玉名学園

http//www.senshu.ac.jp
専修大学玉名高等学校
0968-72-4151

熊本県 玉名市 ②
WAKU！わく！広場専大玉名ふれあい
フェスティバル

本校生徒が、販売実習やバザー、イベントをとおして、日頃お世話になっている地域の方々や保
護者、一般の方々に奉仕し、ふれあう一日です。

11月4日 専修大学玉名高等学校
学校法人
玉名学園

無料 http//www.senshu.ac.jp
専修大学玉名高等学校
0968-72-4151

熊本県 多良木町 ② くましえん祭（まつり）
作品展示･ステージ発表･作業製品の販売等を通じて、児童生徒の日頃の学習の成果を公開する
とともに、賛助団体の協力を得て、児童生徒･保護者・地域の連携･交流を図ります。

10月14日 球磨支援学校 球磨支援学校 無料 0966-42-3792

熊本県 多良木町 ②
かがやきスクール
（道徳授業の公開）

　地域への学校開放日であるかがやきスクールとに児童会を中心とした集会や「熊本の心」「つな
ぐ」を教材とした道徳の時間の授業公開を行う。

10月16日 久米小学校 久米小学校 無料 kume001@tsubaki.higo.ed.jp
久米小学校
電話番号：0966-42-2180

熊本県 多良木町 ②③ 久米熊野座神社大祭
　地域の祭りである「久米熊野座神社大祭」に５・６年生が参加。演舞「御神楽」の披露したり奉納
相撲へ参加したりする。

11月5日 久米熊野座神社 久米熊野座神社 無料 kume001@tsubaki.higo.ed.jp
久米小学校
電話番号：0966-42-2180

熊本県 多良木町 ② 学習発表会 　学習発表会を通じて、各学年の学習の成果や各学年取組を保護者や地域に発信する。 11月4日 久米小学校 久米小学校 無料 kume001@tsubaki.higo.ed.jp
久米小学校
電話番号：0966-42-2180

熊本県 多良木町 ② 環境学習
　本校校区の地球温暖化防止活動推進員等による、「箸作り」「箸袋作り」を通じた環境学習を実
施する。

11月19日 久米小学校 久米小学校 無料 kume001@tsubaki.higo.ed.jp
久米小学校
電話番号：0966-42-2180

熊本県 多良木町 ② 学校開放日（行こうデー）
学校の教委宇活動を保護者や地域の方々に１日自由に参観してもらい、本校教育への理解を深
めてもらう。

10月15日 多良木町立多良木小学校 多良木町立多良木小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/taragies/ ０９６６－４２－２１０１

熊本県 多良木町 ② 人権教育研究指定校発表会
文部科学省、熊本県教育委員会、多良木町教育委員会の指定を受け、本校が取り組んできた人
権教育の成果等を発表する。

11月6日 多良木町立多良木小学校 多良木町立多良木小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/taragies/ ０９６６－４２－２１０１

熊本県 多良木町 ② 校内持久走大会 体育の学習等で練習してきた成果を保護者や地域の方々が見守る中で、学校近くの道路を走る。 11月29日 多良木町立多良木小学校 多良木町立多良木小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/taragies/ ０９６６－４２－２１０１

熊本県 多良木町 ②③ 多良木中学校合唱コンクール
合唱を通して、音楽に触れ、音楽文化に対する造詣を深めるとともに、学級の親睦を深め、地域の
方々に本校の取組を披露する。

10月24日 多良木中学校体育館 多良木中学校 無料
taragijhs003@tsubaki.higo.ed.j
p

０９６６－４２－２０２４

熊本県 多良木町 ②③ 多良木中学校文化祭
文化祭への取組や発表を通して、さまざまな芸術や文化に触れ、文化に対する関心を深めるとと
もに、地域の方々へ学習成果を披露する。

11月11日 多良木中学校体育館 多良木中学校 無料
taragijhs003@tsubaki.higo.ed.j
p

０９６６－４２－２０２４

熊本県 熊本市 ②,③
尚絅学園創立130周年記念　芸術鑑賞
会

尚絅学園創立130周年記念事業のひとつとして、在学生(中高生、大学・短大生)に本格的なオペラ
(芸術)を体験させます。
※一般の方の来場が可能かどうかは未定です。

11月22日 熊本県立劇場
学校法人
尚絅学園

無料

熊本県 熊本市 ③ 尚絅中学・高等学校　尚絅コンサート
尚絅中学・高等学校の関係者(生徒や保護者,OGなど)が歌や演奏,ダンスなどを披露する発表会で
す。

10月20日 熊本県立劇場 尚絅中学・高等学校 無料

熊本県
熊本市/菊
池郡

③
尚絅大学・尚絅大学短期大学部　尚絅
祭

クラス対抗クイズ大会やカラオケ大会、ダンスステージなどの各種イベントや学部学科によるバ
ザー,研究発表などの企画を実施する学園祭です。

11月24日,25日

尚絅大学・尚絅大学短期大
学部
九品寺キャンパス/武蔵ヶ丘
キャンパス

尚絅大学・尚絅大学短期大学部 無料
http://www.shokei-
gakuen.ac.jp/shokeisai/

熊本県 津奈木町 ② 校内文化祭
津奈木中学校は｢豊かな心の育成｣｢確かな学力の育成｣｢健やかな心身の育成」そして「地域とと
もにある学校づくり｣を学校経営の柱に進めてきました。今年度の学習の成果を保護者、地域の皆
様へ発表する行事です。

11月18日
津奈木中学校
体育館

津奈木中学校 無料 ０９６６－７８－２０１９

熊本県 津奈木町 ② 学校開放
地域に建つ学校として、｢学校開放日｣を設定し、地域の皆様に元気な｢津奈木中学校｣を見ていた
だくために設定したものです。

11月1日
11月2日

津奈木中学校 津奈木中学校 無料 ０９６６－７８－２０１９

熊本県 津奈木町 ② 学習発表会
地域と学校とのつながりを更に深めることを目的とし、学習発表会を中心に児童の学習活動等を
保護者・地域に広く公開する。

11月7日 津奈木町立津奈木小学校 津奈木町立津奈木小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/tunagies/ 0966-78-2008

熊本県 長洲町 ①② みのりの里まつり
日頃の地域の学校への支援に感謝し、地域の学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、
老人会の方々の指導を受けながら、学校田で育てた餅米で餅つきを行います。その後、地域の方
への感謝の会を開きます。

11月17日
長洲町立清里小学校　運動
場・体育館

長洲町立清里小学校 無料 長洲町立清里小学校

熊本県 長洲町 ② 音楽発表会
「長洲教育の日」の一環で土曜授業として、保護者及び地域の方においでいただいて音楽発表会
を実施します。音楽の授業で学習したことを発表し、保護者の方々や地域の方々に参観してもらい
ます。

11月17日 六栄小学校体育館 六栄小学校 無料 長洲町立六栄小学校

熊本県 長洲町 ① 花いっぱい運動
学校と家庭及び地域が花植え（学級園とプランター）を行うことで、環境美化に努めるとともに連携
と協働を高めることを目的とした活動です。（植えたプランターは地域に設置します。）

10月27日 長洲小学校 長洲小学校子ども育成協議会 無料 長洲町立長洲小学校

熊本県 長洲町 ① 地震・津波避難訓練
危機管理を高めるとともに、防災・減災の推進を図る取組です。児童の避難と安全確保、校区の
住民の自主避難（下東区を中心）を行うとともに、町行政機関及び消防団等と連携して実施しま
す。

11月6日 長洲小学校
長洲小学校
下東地区

無料 長洲町立長洲小学校

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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熊本県 長洲町 ①③ 潮風ウォーク
児童、保護者及び地域の方と地域の史跡を巡り、郷土の歴史を及び伝統継承の素晴らしさを学ぶ
活動です。ガイド役は児童と地域の方（郷土史クラブの皆さん）が務め、縦割り班で探訪します。

12月1日 長洲小学校 長洲小学校子ども育成協議会 無料 長洲町立長洲小学校

熊本県 長洲町 ①
平成３０年度「地域と学校の連携・協
働」実践交流会

地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働
活動の実践交流を通して、その成果と課題を明らかにするとともに今後の活動の更なる充実を図
る。

１１月 ながす未来館 玉名教育事務所 無料 0968-74-2301

熊本県 和水町 ②③ 菊水中学校文化祭
保護者、地域住民の方を招待し、生徒の学習発表を行う。保護者や地域の方の作品展示や発表
も行い、交流の場とする。

10月 菊水中学校体育館 菊水中学校 無料
菊水中学校
0968-86-2004

熊本県 和水町 ② 竹炭作り 学校林の孟宗竹を活用し、親子で竹炭を作り、環境美化のために児童家庭及び地域に配布する。 10月7日 菊水東小学校 菊水東小学校 無料
菊水東小学校
0968-86-2057

熊本県 和水町 ② 学校へ１５（行こう）会（読書集会） 学校で実施する読書集会や授業等を保護者や地域住民が参観する。 10月16日 菊水南小学校区 菊水南小学校 無料
菊水南小学校
0968-86-2078

熊本県 和水町 ② 三加和中学校文化祭 起業体験推進事業の一環として、その取組の成果を発表する。 10月20日 三加和中学校体育館 三加和中学校 無料
三加和中学校
0968-34-2134

熊本県 和水町 ② 独居老人宅訪問芋配り 全校児童で栽培したサツマイモを校区の独居老人宅に訪問・配布し、交流を図る。 11月1日 菊水南小学校区 菊水南小学校 無料
菊水南小学校
0968-86-2078

熊本県 和水町 ② 第３５回金栗四三翁マラソン大会 起業体験推進事業の一環として、マラソン大会に参加する 11月4日 三加和公民館周辺 三加和中学校 無料
http://universal-
field.com/event/kanakuri-
shizo-marathon/

三加和中学校
0968-34-2134

熊本県 和水町 ②③ 和水町小中学校音楽会 和水町の小中学生が集い、練習した合唱や合奏を発表し、音楽を楽しむ。 11月10日 和水町体育館 和水町教育委員会 無料
和水町教育委員会
0968-86-3131

熊本県 和水町 ② 芋掘り スーパー先輩方の指導で、全校一斉に芋掘りをする。 11月14日 菊水西小学校 菊水西小学校 無料
菊水西小学校
0968-86-2189

熊本県 和水町 ② 山太郎祭 小学６年生による江田船山古墳ガイドを行う。 11月18日 江田船山古墳公園内 菊水中央小学校 無料
菊水中央小学校
0968-86-2039

熊本県 和水町 ② 山太郎祭 町の祭りの山太郎祭を盛り上げるために、太鼓を演奏する。 11月18日 江田船山古墳公園内 菊水東小学校 無料
菊水東小学校
0968-86-2057

熊本県 和水町 ① 落ち葉図鑑を作ろう 落ち葉を集めて世界に一つの落ち葉図鑑を作ります。 11月18日 和水町肥後民家村
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３０１

熊本県 南関町 ② 南関町音楽会
南関町教育委員会の主催で毎年、南関町４小学校が一同に会して、音楽会を開催しています。本
校は、毎年２年生と４年生が参加しています。会場も持ち回りで、今年は南関第三小学校体育館
にて開催予定です。

10月24日 南関町立南関第三小学校 南関町 無料
TEL：0968-53-0009
南関町立南関第一小学校

熊本県 南関町 ①② 米作り(稲刈り)
５年生の総合的な学習の時間で、学校近くの水田を借りて、地域ボランティアの方からの指導を受
けながら稲作を行っています。１０月には稲刈りを保護者と一緒に行い、収穫祭を行う予定です。

10月
南関町立南関第一小学校付
近水田

南関町立南関第一小学校 無料
TEL：0968-53-0009
南関町立南関第一小学校

熊本県 南関町 ①② 米作り(かかしコンクール)

５年生の総合的な学習の時間で、学校近くの水田を借りて、地域ボランティアの方からの指導を受
けながら稲作を行っています。９月上旬に地域ボランティアの方の協力を得て「かかし作り」を行い
ます。今年も、１１月１８日に実施される『南関町ふりさと関所まつり』での「かかしコンクール」に参
加予定です。

9月～11月18日

南関町立南関第一小学校付
近水田

南関町公民館

南関町立南関第一小学校

南関町
無料

TEL：0968-53-0009
南関町立南関第一小学校

熊本県 南関町 ①② 祖父母学級 全児童と保護者、祖父母、地域の方々と昔の人の生活の知恵を、遊びや食事を通して学ぶ。 10月26日
本校体育館、運動場、校舎
内

町立南関第二小学校 無料 南関第二小学校

熊本県 南関町 ①② 祖父母学級 祖父母に対して人権教育に対する講師の話。 10月26日 本校体育館 町立南関第二小学校 無料 南関第二小学校

熊本県 南関町 ② 稲刈り及び脱穀
５年生児童が、学校応援団、保護者の協力のもと育てた南関米の収穫体験を通して、児童に自然
の営みのすばらしさや収穫の喜びを味わわせる。

１０月22日及び１１月１５日 南関第二小学校学校田 町立南関第二小学校 無料 南関第二小学校

熊本県 南関町 ①② 収穫祭
収穫の喜びを味わうとともに、命を大切にする思いやりの心・自然やふるさとを愛する心情を醸成
することをめざし実施します。いも畑や「学びの森」での活動状況を報告し、本校教育のために協
力・支援をしてくださっている保護者・地域の方々に感謝の気持ちを伝える機会とします。

10月27日 本校運動場他 南関第三小学校PTA 無料 nankan3e@aurora.ocn.ne.jp
南関第三小学校
電話0968-53-010

熊本県 南関町 ② お年寄りに学ぶ会
老人会を中心とした地域の方に学校で全児童に手作りの昔遊びやわら草履の作り方を教えてい
ただくなど、体験的な学習を行いながらふれ合いの場とする。

１０月 南関第四小学校 南関第四小学校 無料
http://es.higo.ed.jp/nankan4e
/

南関第四小学校
℡(0968)53-9204

熊本県 南関町 ①②③ 南関中文化の日
日頃の学習の成果を保護者や地域の方に発表し、学校への理解、協力を得ます。
地域の方や保護者の作品展示やバザーで生徒との交流を深めます。

10月21日 南関中学校 南関中学校 無料 nankanjh@crux.ocn.ne.jp 0968-53-0005

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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熊本県 錦町 ② 平成30年度球商・球磨中央百貨店

　商品販売に関する基礎的・基本的な知識、技術の定着を図るとともに、販売実習という体験的学
習をとおして実践力を育成することを目指した学校行事です。
　約２０の協賛事業所と連携し、食品、衣料、特産品などを生徒が委託販売します。また、行事を
盛り上げるために生徒自ら各種イベントの企画や、独自に開発した商品の販売実習を行うことを
計画しています。

10月20日～10月21日
球磨中央高校・球磨商業高
校体育館

県立球磨中央高校・球磨商業高
校

無料

http://sh.higo.ed.jp/kumachuo
/

０９６６－３８－２０５２

熊本県 錦町 ② 公開授業週間
　本校の授業実践を広く地域社会に公開することで、特色ある教育活動に対する理解を深めてい
ただくとともに、授業評価をとおして、より一層、地域に根ざした学校としての在り方を追求します。

11月5日～11月9日
球磨中央高校・球磨商業高
校

県立球磨中央高校・球磨商業高
校

無料
http://sh.higo.ed.jp/kumachuo
/ ０９６６－３８－２０５２

熊本県 錦町 ② 性教育講演会 講師を招聘し、性に関する講演会を実施します。 10月12日
錦町立錦中学校
体育館

錦町立錦中学校 無料 0966-38-1043

熊本県 錦町 ②,③ 錦学祭・合唱コンクール 総合的な学習の時間の成果発表とクラス対抗の合唱コンクールを実施します。 11月11日
錦町立錦中学校
体育館

錦町立錦中学校 無料 0966-38-1043

熊本県 錦町 ② 人権映画鑑賞 人権に関する映画上映を実施します。 11月14日
錦町立錦中学校
体育館

錦町立錦中学校 無料 0966-38-1043

熊本県 錦町 ② 研究発表会
国立教育政策研究所　教育課程研究指定校事業として、国語科の研究発表会を実施します。ま
ず、公開授業を行い、その後、文部科学省の黒田調査官を招聘して講話を行います。

11月22日 錦町立錦中学校 錦町立錦中学校 無料 0966-38-1043

熊本県 錦町 ② わくわくふれあい活動
保護者や地域の方との昔遊びなどの交流を通して、児童の地域の方々への感謝の気持ちを育む
とともに、地域の方々の学校教育への理解や協力を図る。

11月17日 錦町立木上小学校 錦町立木上小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kinoees/ 0966-38-0083

熊本県 錦町 ② ＰＴＡ読み聞かせ 朝自習の時間で、ＰＴＡ家庭教育部の方が絵本の読み聞かせを行う。
10月12日
11月 9日

一武小学校 一武小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/ichibues/ 0966-38-1045

熊本県 錦町 ② 学力充実の日
１～３年生が漢字や計算のドリル学習に取り組む際、地域の方に、丸付けボランティアに来ていた
だく。

10月18日
11月15日

一武小学校 一武小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/ichibues/ 0966-38-1045

熊本県 錦町 ② 入学者検診時保護者説明会
来年度入学予定児童の保護者を対象に「親の学びプログラム」を実施することで、家庭教育充実
の啓発を行う。

10月11日 一武小学校 一武小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/ichibues/ 0966-38-1045

熊本県 錦町 ① 錦町ふるさと祭り ３・４年児童が、祭り参観者に対して「サンバｄｅ錦」の踊りを披露する。 11月3日 錦町民グラウンド 錦町役場企画観光課 無料

熊本県 錦町 ① 錦町文化祭 文化祭参観者に対し、学校での学習成果を発表する。 11月18日 錦町勤労者体育センター 錦町役場教育振興課 無料

熊本県 錦町 ②

平成３０年度錦町教育委員会指定
ICTを活用した学力向上推進事業研究
推進校
錦町立西小学校　公開授業研究会

錦町内の教職員が一堂に会し、公開授業をもとに各分科会で研修を深めます。西小学校の研究
テーマは「できる・分かる喜びを体感し、学び合う西っ子～学びをつなげる授業づくりを通して～」で
す。ICTの活用、主体的な学び等について提案いたします。

10月31日 錦町立西小学校 錦町教育委員会 無料 0966-38-0039

熊本県 氷川町 ② 次世代育成フォーラムin氷川町
「人づくりの教育」の推進に向け、家庭・学校・地域社会・行政が連携協力して「子育て」を考える機
会として開催します。今年度は、「防災教育」をテーマに講演やパネルディスカッションを行います。

11月 氷川町文化センター 氷川町教育委員会 無料
氷川町教育委員会
学校教育課
0965(62)3313

熊本県 氷川町 ②③ 氷川町文化祭
町の芸術文化の振興を図るため、作品展示やステージ発表等、町民の芸術文化活動の総合的な
発表の場として開催します。

11月3日～11月4日 氷川町公民館 氷川町教育委員会 無料
氷川町教育委員会
生涯学習課
0965(52)5860

熊本県 氷川町 ①② 体験講座「親の学び」
次年度入学児童の保護者を対象とした就学時健診の折に、地域教育コーディネーターを講師とし
て招聘し、保護者に対して、「親の学び」講座を展開します。

10月12日 竜北西部小学校 竜北西部小学校 無料
竜北西部小学校
0965(52)0268

熊本県 氷川町 ①② 竜西ふれあいフェスタ
保護者、地域住民を招待して、各学年による郷土のよさを発見する学習の成果を発表するととも
に、地域の方が講師となった体験活動を展開することで、地域、親子がともに学び合い、ふるさと
のよさを見直します。

11月11月 竜北西部小学校 竜北西部小学校 無料
竜北西部小学校
0965(52)0268

熊本県 氷川町 ② 学習発表会 日頃の学習成果を他学年の児童、保護者、地域の方へ発表し、発信します。 10月27日 竜北東小学校体育館 竜北東小学校 無料
竜北東小学校
0965(62)3800

熊本県 氷川町 ①② わくわくふれあいフェスタ

学校運営協議会が主体となり、地域の人材を講師として、地域の伝統工芸や史跡ウォークラリー
等の体験を親子参加型で行います。地域とともに子どもを育てるという視点に基づき実施し、子ど
もたちが地域のよさに気づき、共に学ぶ友達とのつながりを深め、また、保護者も改めて地域のよ
さを再認識し、地域に学び、互いにつながり合う機会とします。

10月28日 宮原小学校 宮原小学校 無料
宮原小学校
0965(62)4577

熊本県 氷川町 ② 北部音楽会 旧八代郡の中学校が音楽ホールに集い、それぞれの演奏を披露します。 11月7日 八代市鏡文化センター 中学校音楽研究会 無料

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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熊本県 氷川町 ② 校内文化祭 各学級、学年、部活動及び委員会がこれまでの学習の成果を披露します。 11月30日 竜北中学校 竜北中学校 無料
竜北中学校
0965(52)1504

熊本県 氷川町 ② 小学6年生体験入学
日常の授業や施設等を保護者・地域住民・校区内の小学生に参観してもらうとともに学校評価も
併せて実施します。

10月19日 氷川中学校 氷川中学校 無料
氷川中学校
0965(62)2525

熊本県 氷川町 ②
「子供　夢・アート・アカデミー」コンサー
ト

文化芸術による子どもの育成事業として、日本芸術員会員の栗林義信氏とピアノ伴奏者の篠宮久
徳氏によるコンサートを実施します。

10月23日 氷川中学校 氷川中学校 無料
氷川中学校
0965(62)2525

熊本県 氷川町 ② 学習発表会 保護者や地域住民に、教科や総合的な学習の時間で学んだことの発表を参観していただきます。 11月26日 氷川中学校 氷川中学校 無料
氷川中学校
0965(62)2525

熊本県 人吉市 ② 公開授業日
保護者及び中学生に広く公開授業を案内する。また、本校指導教諭（物理）の授業及び合評会を
広く県内に案内し、参加者の教科力向上に資する。

10月27日 人吉高校 人吉高校 無料 ０９６６－２２－２２６１

熊本県 人吉市 ② 澪行
学年ごとの３コースに分かれ、相良三十三観音や史跡を訪ねる。体力の向上と、地域の歴史や文
化への理解を目的とし、地域の方々との交流を図る。保護者の協力を得、交通指導や豚汁を提供
していただく。

11月21日 人吉高校 人吉高校 無料 ０９６６－２２－２２６１

熊本県 人吉市 ② 校内文化クラブ発表会 校内における文化クラブの活動成果発表会 11月15日 人吉高校 人吉高校 無料 0966-22-2261

熊本県 人吉市 ②
球磨工業高等学校保護者向け公開授
業

本校の授業を保護者に向けて公開し、教育活動への理解を深めていただく。また、幅広い意見を
いただくことで、授業力の向上を目指す。

10月13日 本校各HRおよび実習棟 無料
http://sh.higo.ed.jp/kuma-
ths/

熊本県 人吉市 ② 人吉東小教育講演会 保護者を対象とした、情報安全や情報モラルの大切さについて考える教育講演会 11月4日 人吉東小学校 人吉東小ＰＴＡ 無料 ０９６６－２３－２２９１

熊本県 人吉市 ② 校内音楽会 各学年及び職員による合奏と合唱 11月4日 人吉東小学校 人吉東小学校 無料 ０９６６－２３－２２９１

熊本県 人吉市 ② 犬童球渓顕彰音楽祭（参加） 人吉東小学校６年生による人吉市主催の音楽祭への参加 11月8日 人吉カルチャーパレス 人吉市・人吉市教育委員会 無料 ０９６６－２３－２２９１

熊本県 人吉市 ② ほこすぎフェスタ ＰＴＡ主催で地域とのふれあいを目的としたバザーや体験活動を中心としたイベント 11月17日 人吉東小学校 人吉東小ＰＴＡ 無料 ０９６６－２３－２２９１

熊本県 人吉市 ②
鳥が丘デー（学校開放日）「学習発表
会」

　日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に公開し、児童の学習の様子や成長をご覧いただ
き、学校の教育活動の啓発の機会とする。また、学習や登下校時などのボランティアの方々への
感謝の気持ちを表す機会とする。

11月17日 人吉西小学校 人吉西小学校 無料
http://www.htedu.ixnet.jp/nis
hi/

０９６６－２２－３９０４

熊本県 人吉市 ②③ 校内音楽会
保護者や地域の方を案内して校内音楽会を行い文化に親しむ日とするとともに、学校の教育活動
の成果を地域への発信の場とする校内音楽会を実施します。

11月4日 東間小学校体育館 東間小学校 無料
https://www.htedu.ixnet.jp/to
ukan/

０９６６－２２－３９０５

熊本県 人吉市 ① 東間まつり
地域の方や保護者、中学校や高校に協力を受けて種々のブースを設置し、児童が地域の方と触
れ合う時間を設定するとともに、児童が様々な体験を通して学ぶ機会として東間まつりを実施しま
す。

11月4日 東間小学校体育館等 東間小学校
https://www.htedu.ixnet.jp/to
ukan/

０９６６－２２－３９０５

熊本県 人吉市 ② 人権集会 差別を許さない心を育てるブロック集会を実施します。
11月12日～
11月22日

東間小学校体育館等 東間小学校 無料
https://www.htedu.ixnet.jp/to
ukan/

０９６６－２２－３９０５

熊本県 人吉市 ②
アオバズクフェスティバル（学習発表
会）

親子ふれあい体験により、家族にきずなを深めます。また、地域の方々との交流により、郷土愛を
育みます。収穫した野菜を販売し、売り上げを東日本大震災で被災した方々に送ります。

10月28日 大畑小学校体育館 大畑小学校PTA、大畑小学校 無料 ０９６６—２３—００４０

熊本県 人吉市 ② ふれあいの日（学校自由参観日） 保護者、地域住民に授業や全校集会等の教育活動を公開します。 10月12日 西瀬小学校 西瀬小学校 無料
http://www.htedu.ixnet.jp/nis
hize/

０９６６-２２-３９０７

熊本県 人吉市 ②③ いきいき芸術体験教室 児童が生の演奏や芝居等を鑑賞することで、豊かな心や創造性を育てます。 10月24日 西瀬小学校 西瀬小学校 無料
http://www.htedu.ixnet.jp/nis
hize/

０９６６-２２-３９０７

熊本県 人吉市 ②
教育課程特例校(英語教育)研究発表
会

保護者、地域住民、教育関係者に英語教育に係る授業や集会、研究の成果や課題等を公開す
る。

11月7日 西瀬小学校 西瀬小学校 無料
http://www.htedu.ixnet.jp/nis
hize/

０９６６-２２-３９０７

熊本県 人吉市 ①
家庭教育学級(情報モラル・情報安全教
育)

外部専門講師を招聘し、児童及び保護者に情報モラルと情報安全についての啓発を行う。 11月20日 西瀬小学校 西瀬小学校 無料
http://www.htedu.ixnet.jp/nis
hize/

０９６６-２２-３９０７

熊本県 人吉市 ② 芸術鑑賞会 専門家による質の高い演劇を鑑賞することにより、芸術や文化への関心を高めます。 10月5日 中原小学校 中原小学校 無料 ０９６６－２２－３９０８

熊本県 人吉市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々を招いて、各学年の取組や学習したことを発表します。 11月4日 中原小学校 中原小学校 無料 ０９６６－２２－３９０８

熊本県 人吉市 ② 音楽の夕べ
本校の吹奏楽部が生徒と保護者及び地域の方々に対し、コンサート形式でこれまでの活動の成
果を披露します。

10月7日 人吉カルチャーパレス 第一中学校 ０９６６-２３-２２９５

熊本県 人吉市 ② 耕心祭（文化祭）
本校における日常の学習や文化活動の成果を、保護者や地域に方々にステージや展示等で発表
します。また、今年度は創立70周年の節目の年でもあり、県立美術館によるスクールミュージアム
も実施します。

11月11日 第一中学校 第一中学校 無料 ０９６６-２３-２２９５

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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熊本県 人吉市 ①② 家庭教育学級講演会
本校ＰＴＡ会員及び地域の方々に対し、家庭（地域）の教育力向上を図ることを目的に講演会を実
施します。

10月
期日未定

第一中学校 第一中学校 無料 ０９６６-２３-２２９５

熊本県 人吉市
①②③
④

二中祭、創立７０周年記念式典

総合的な学習の時間や教科、領域等での学習成果を発表し、文化への興味・関心を高めるととも
に、保護者や地域住民の本校教育への理解の深化を図る。また、人吉市立第二中学校の創立７
０周年記念式典を開催することで、これまでの業績等に敬意を表するとともに今後の益々の発展
を誓う。

11月11日 第二中学校 第二中学校 無料
http://jh.higo.ed.jp/hitoyoshi2j
hs/

０９６６-２３-２２９７

熊本県 人吉市 ①②③ 人吉市子ども議会
人吉市の課題やまちづくり等について調査、探求したことを、市議会の模擬体験を通して質疑、提
案を行うことで、議会制民主主義への理解を深めながら地方自治の仕組みを学ぶ。第二中学校か
ら生徒代表８名が参加し、他の生徒も中継等で会議の様子を視聴し参加する。

10月19日 人吉市議会本会議場
人吉市教育委員会・人吉市議会
事務局

無料
http://jh.higo.ed.jp/hitoyoshi2j
hs/

０９６６-２３-２２９７

熊本県 人吉市 ①②③ PTA読み聞かせ
読書及び読み聞かせの機会にふれることで、本に対する興味・関心を高め、情操面や、心のゆと
り、心の成長を図る。また、保護者が学校に関わる機会を増やす。

10月下旬 第二中学校 第二中学校 無料
http://jh.higo.ed.jp/hitoyoshi2j
hs/

０９６６-２３-２２９７

熊本県 人吉市 ①②③ 犬童球渓顕彰音楽祭（参加）
故犬童球渓先生の偉業を顕彰するため、小学生・中学生・高校生及び一般市民の参加を得て音
楽祭が開催される。第二中学校からは吹奏楽部が学校を代表し参加する。

11月8日 人吉カルチャーパレス 人吉市・人吉市教育委員会 無料
http://jh.higo.ed.jp/hitoyoshi2j
hs/

０９６６-２３-２２９７

熊本県 人吉市 ①②③ 青井阿蘇神社おくんち祭神幸行列参加
生徒・保護者で青井阿蘇神社おくんち祭神幸行列に参加し、地域の伝統と文化に親しみ、郷土を
愛する生徒を育てる。

10月9日 青井阿蘇神社及び周辺 第三中学校ＰＴＡ 無料 ０９６６－２３－００４４

熊本県 人吉市 ①②③ 犬童球渓顕彰音楽祭（参加） 第三中学校は、保護者・地域の方々に合唱等を披露し、日頃の学習の成果を発表する。 11月8日 人吉カルチャーパレス 人吉市・人吉市教育委員会 無料 ０９６６－２３－００４４

熊本県 人吉市 ②③ 文化祭
保護者・地域の方々に劇や合唱、作文、英語暗唱、展示物等を披露し、日頃の学習の成果を発表
する。

11月11日 第三中学校 第三中学校 無料 ０９６６－２３－００４４

熊本県

人吉市
五木村
多良木町
あさぎり町

②
人吉・球磨地区県立学校ＰＴＡ合同キャ
ンペーン

　地域の県立学校６校とＰＴＡが合同で、「正しい制服着用、爽やかな挨拶」を励行するため、各学
校の最寄りの駅で、挨拶運動等を実施する。

11月1日 くまがわ鉄道沿線の５駅 人吉・球磨地区県立学校・ＰＴＡ 無料

熊本県 天草市 ②③ であいふれあいフェスタ
本校児童生徒によるステージ発表や作業製品の販売、福祉事業所等の販売などを
行います。地域の方々とともに楽しみ、ふれあう学校祭です。

10月14日 天草支援学校 天草支援学校 無料
http://sh.higo.ed.jp/amakusa-
s/

０９６９－２３－０１４１

熊本県 益城町 ② 学校公開日「来て！！飯野」
保護者や地域住民に自由に授業や児童の学校生活を観ていただき、飯野小学校の教育内容に
ついて考え合う。また、全学級、道徳で「くまもとの心」を使って公開授業を行う。

11月1日 益城町立飯野小学校 益城町立飯野小学校 無料 iino-es@tsubaki.higo.ed.jp 096-288-8130

熊本県 益城町 ② 学校だよりの発行 学校だよりで、家庭教育の大切さについて考える機会とする。 10月 益城町立飯野小学校 無料 iino-es@tsubaki.higo.ed.jp 096-288-8130

熊本県 益城町 ② 学習発表会・教育講演会
１～６年までの学習したことを保護者や地域の方に向けて発表する。
児童、保護者、地域の方を対象に講演会を開催する。

11月30日 益城町立益城中央小学校 益城町立益城中央小学校 無料 096-286-2031

熊本県 益城町 ② 文化活動発表会 合唱コンクール、各学年の総合的な学習の取組発表、各学年発表等を行う。 10月14日 益城町立木山中学校体育館 益城町立木山中学校 無料 kiyama-jhs@tsubaki.higo.ed.jp

熊本県 益城町 ② 学習発表会 合唱コンクール、演劇発表、英語暗唱等 10月14日 益城町立益城中学校 益城町立益城中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/mashiki/
益城町立益城中学校
096-286-2025

熊本県 益城町 ① 就学時健康診断及び講話
就学前の保護者を対象に「親の学びプログラム」を行い、親の学びの機会や親同士の交流の機会
を設ける

１１月下旬 広安小体育館 広安小 無料 hiroyasu-es@tsubaki.higo.ed.jp 広安小

熊本県 益城町 ① くまもとキッズミュージアムｉｎ益城 自然や伝統文化を遊びながら学ぶ体験学習会を行います。
11月10日,
11月11日

益城町交流情報センター
熊本県博物館ネットワークセン
ター

無料
http://kumamoto-
museum.net/kmnc/

熊本県博物館ネットワーク
センター
０９６４－３４－３３０１

熊本県 美里町 ② 土曜授業
土曜授業において、芸術鑑賞教育を美里町立励徳小学校と合同で本校を会場に行い、文化や芸
術にふれるとともに他校との交流の機会とする。

10月27日 砥用小学校 砥用小学校 無料 ０９６４－４７－０００９

熊本県 美里町 ② 読書祭り
図書室で、ポップを作ったり、栞を作ってコンテストをしたり、川柳を作ったりする活動を、図書委員
会を中心に１週間かけて行う。

10月下旬から　　　11月上
旬

砥用小図書室 砥用小学校 無料 ０９６４－４７－０００９

熊本県 美里町 ② 校内写生大会
各学年の発達段階に応じて、写生する範囲を決め、季節の様子や人々の働く姿などを絵に表しな
がら、豊かな感性を身に付けさせる。

10月23日 砥用小校区内 砥用小学校 無料 ０９６４－４７－０００９

熊本県 美里町 ②③ 宇土市・美里町音楽会
宇土市と美里町の小学校から、代表学年や代表グループが一同に会し、音楽を通してその楽しさ
や素晴らしさにふれるとともに、お互いの頑張りをたたえ合う。

11月9日 宇土市民会館 宇土・美里町音楽会事務局 無料 ０９６４－４７－０００９

熊本県 美里町 ② 校長講話
学校と家庭との連携や家庭での取組を促進する広報・啓発を促進するとともに、教職員の職務に
対する自覚を高める講話を行う。

10月3日 励徳小学校 励徳小学校 無料 ０９６４－４８－０１０６

熊本県 美里町 ③ 芸術鑑賞会
土曜授業で砥用小と合同で芸術鑑賞会を行うことで、より高度の芸術に触れさせるとともに、他校
児童との交流を図る。

10月27日 砥用小学校 砥用小学校 無料 ０９６４－４８－０１０６

熊本県 美里町 ③ 茶道教室 我が国の伝統文化である茶道を体験し、日本文化よさに触れる。 11月8日 励徳小学校 励徳小学校 無料 ０９６４－４８－０１０６

熊本県 美里町 ② 本を読もう集会 読書に親しむ態度を養うために、図書委員会を中心に全校で集会を行う。 11月15日 励徳小学校 励徳小学校 無料 ０９６４－４８－０１０６

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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熊本県 美里町 ② オープンスクール
保護者や地域の方々に学校の様子を知っていただくために、１日を通して学校を開放し、授業参
観を実施する。

11月19日 励徳小学校 励徳小学校 無料 ０９６４－４８－０１０６

熊本県 美里町 ② 校内人権集会
１１月の人権月間で学んだことを、全校児童に発表し、意見を交流し、人権意識の高揚と実践力の
向上を図る。

11月27日 励徳小学校 励徳小学校 無料 ０９６４－４８－０１０６

熊本県 美里町 ③ 美里町探訪
土曜授業として、児童がグループを作り、美里町の各施設や自然を探索し、その特色を学ぶ取
組。

10月下旬 美里町各町内施設等 中央小学校ＰＴＡ 無料 ０９６４－４６－２００４

熊本県 美里町 ① 租税教室
講師を招聘し、６年生を対象に､身の回りの税金の種類やその使い道について学び、今後の税の
あり方について考える取組。

11月上旬 中央小学校教室 中央小学校 無料 ０９６４－４６－２００４

熊本県 美里町 ③ 宇土市・美里町小学校連合音楽会
宇土市・美里町の小学校児童が一堂に会し、演奏を聴きあうことで、音楽を愛好する心情と音楽に
対する感性を育てる取組。

11月上旬 宇土市民会館大ホール 宇土市・美里町小学校音楽部会 無料 ０９６４－４６－２００４

熊本県 美里町 ②③ 課題別学習成果発表会 故郷の現在・未来をテーマとした文化的取組の展示発表とステージ発表を行う。 10月21日 文化交流センターひびき 砥用中学校 無料 tomochi-jh@tsubaki.higo..ed.jp ０９６４－４７－０００４

熊本県 美里町 ② 中央中学校文化祭
英語暗唱発表、学年劇、合唱コンク－ル等のステ－ジ発表及び美術科等で作製した作品展示を
行う。

10月14日 美里町立総合体育館 中央中学校 無料 ０９６４－４６－２０１７

熊本県 美里町 ② 保小中連携講演会
中央中校区内の小中学校及び保育園の職員が一堂に会し、外部講師を招いて子育てや保小中
の連携についての講話を聞く。

10月19日 美里町役場中央庁舎(予定) 中央中学校 無料 ０９６４－４６－２０１７

熊本県 美里町 ① 親の学びプログラム 授業参観日に、子育てや家庭教育に関する保護者を対象とした学習会を行う。 11月29日 中央中学校多目的室 中央中学校 無料 ０９６４－４６－２０１７

熊本県 美里町 ② 美里町教育の日講演会
教育の重要性について町民の一層の理解を得、また、学校、家庭、地域社会が一体となって連
携・協力し、互いの協力力を高めるため、講演会を開催する。

11月1日 文化交流センターひびき 美里町教育委員会 無料 ０９６４－４６－２１１５

熊本県 水上村 ② 文化祭 保護者や地域住民に演劇や合唱、展示物等を参観してもらいます。 11月17日 水上中学校体育館 水上村立水上中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/mizukami/
水上村立水上中学校
0966-44-0021

熊本県 水上村 ②,③ いきいき芸術体験教室
生の芸術に触れる機会として音楽鑑賞・演奏体験を実施します。村内の３校（小学校２校、中学校
１校）合同で行い、保護者や地域の方にも案内します。

10月19日 湯山小学校 熊本県教育委員会 無料 yuyamasyo@tsubaki.higo.ed.jp 0966-46-0004

熊本県 水上村 ② イベントデー
持久走大会と収穫祭（JA青壮年部の協力により育ててきたもち米での餅つき及び会食）を開催し、
地域の方々を招いて交流を深めます。

11月22日 湯山小学校 湯山小学校 無料 yuyamasyo@tsubaki.higo.ed.jp 0966-46-0004

熊本県 水上村 ①②③ 岩野っ子タイムトンネル

小学校と地域社会が連携した行事で、子どもたちが郷土に誇りを持つことを主なねらいとしてい
る。
地域の方々のご指導のもと、子どもたちが地域の伝統や昔遊びなどにふれると共に、地域住民と
の親睦も深めている。

10月26日 岩野小学校
岩野小学校人づくり振興会
岩野小版コミュニティ・スクール

無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １０月下旬に更新予定

熊本県 水上村 ①② 水上村健康教育講演会

水上村の３校（小学校２校、中学校１校）の保護者を対象とした健康教育に係る研修会（講演会）で
ある。
　毎年、保護者の要望等を聞きながら講師を選定し、講話をしていただいている。今年度の講師は
未定である（８月１０日現在）。

１０月 水上村岩野公民館 水上村内学校健康教育委員会 無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １０月下旬に更新予定

熊本県 水上村 ② 幼・保、小、中連携研修
水上村内の保育所、小中学校の教職員での合同研修会。
今年度第２回目の研修は、水上中学校での授業参観、各部会ごとの分科会を実施する予定であ
る。

10月25日 水上中学校
村内保育所
小中学校

無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １０月下旬に更新予定

熊本県 水上村 ①③ 水上村福祉と文化の集い

水上村主催で行われる行事である。
全児童がボランティア参加し、１・２年生がダンス、３年生以上が鼓笛演奏を披露している。日頃か
ら学校支援ボランティアなどでお世話になっている地域の方々に感謝の心を込めて、一生懸命に
演じている。

10月28日 水上村体育館 水上村 無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １０月下旬に更新予定

熊本県 水上村 ①③ 水上村農林祭
JA球磨主催で行われる行事である。
１・２年生がボランティア参加し、ダンスを披露している。日頃から学校支援ボランティアなどでお世
話になっている地域の方々に感謝の心を込めて、元気いっぱい演じている。

１１月下旬
（週休日）

汗の原親水公園
（市房ダム湖畔）

JA球磨 無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １１月下旬に更新予定

熊本県 水上村 ②③ 生き生き芸術体験
水上村内小学校が合同で行う行事である（※今年度は湯山小担当）。
芸術分野の体験活動を通して、豊かな心の醸成を図るとともに、村内児童の交流を目的としてい
る。

10月19日 湯山小学校
岩野小学校
湯山小学校

無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １０月下旬に更新予定

熊本県 水上村 ②③ 犬童球渓音楽祭
人吉球磨の小中学校が参加する音楽祭へ３～６年生の児童が参加する。
運動会で披露する「鼓笛」の演奏を披露する。日頃の練習の成果を発表する良い機会となってい
る。

11月9日 人吉カルチャーパレス 犬童球渓音楽祭実行委員会 無料 http://es.higo.ed.jp/iwanoes/ 0966-44-0004 １１月中旬に更新予定

熊本県 水俣市 ①③ 徳冨蘆花講演会 徳冨蘆花生誕１５０年を記念した講演会を行う予定です。 10月6日 水俣市公民館 無料 0966-61-1639

熊本県 水俣市 ② 稲刈り体験　芋掘り体験
地域や保護者の方にゲストティーチャーとして来ていただき、地域のことを教えていただいたり、一
緒に活動を楽しんだりします。（稲刈り・用水路探検）

10月23日11月19日 葛渡小学校 葛渡小学校 無料 ０９６６－６７－１００３

熊本県 水俣市 ②③ 第６５回水俣市民文化祭 芸能・展示・合唱の各部門で、3日間にわたり開催予定です。 11月9日～11日 水俣市文化会館、もやい館 水俣市民文化祭実行委員会 無料 0966-61-1639

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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熊本県 水俣市 ① 秋川雅史ジョイントコンサート テノール歌手の秋川雅史氏と弦楽器等の室内楽とのジョイントコンサートを行う予定です。 12月8日 水俣市文化会館
0966-61-1639
水俣市教育委員会生涯学
習課

前売り2,000円
　当日2,500円

熊本県 水俣市 ② 小学校芸術劇場 「大どろぼうホッツェンプロッツ」の鑑賞を市内の全小学生を対象に鑑賞してもらう予定です。 12月18日 水俣市文化会館 水俣市教育委員会
0966-61-1639
水俣市教育委員会生涯学
習課

1人400円徴収

熊本県 水俣市 ③ 水俣高校文化祭（全日制）
保護者、近隣中学校、高校及び地域の方々に案内し、本校全日制で実施している文化的行事及
びクラス・委員会・部活動での取組を公開します。

10月20日 水俣高校 水俣高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/mina/ 0966-63-1285

熊本県 水俣市 ② 芸術鑑賞 本校生徒及保護者などに案内し、　14＋　FOURTEEN PLUS「サンゲツキ」の演劇を鑑賞します。 10月31日 水俣市文化会館 水俣高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/mina/ 0966-63-1285

熊本県 水俣市 ② 公開授業
保護者、近隣中学校、高校及び地域の方々に案内し、本校の授業を公開し、本校の様子や生徒
の様子を見学していただきます。

11月5日～9日 水俣高校 水俣高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/mina/ 0966-63-1285
全日制　　8:55～16:35
定時制　16:35～18:35

熊本県 水俣市 ③ 水俣高校文化祭（定時制）
保護者、近隣中学校、高校及び地域の方々に案内し、本校定時制で実施している生徒たち一人
一人の創作活動、販売実習、食バザーなどの活動への取組を公開します。

11月9日 水俣高校 水俣高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/minat/ 0966-63-1285

熊本県 水俣市 ② 袋中環境学習
袋地区の海・山・川で自然体験を行うことで、人々がどのように暮らしてきたかを理解するととも
に、袋湾の環境を守るために、わたしたちがこれからできること、工夫したいことを考える。

10月中旬～11月上旬
茂道湾、袋湾、袋天満宮、袋
川、冷水

袋中学校 無料 mc04@seagreen.ocn.ne.jp 0966-63-4711

熊本県 水俣市 ② 学校開放日
児童の登校から下校まですべての時間を地域や保護者に開放し、自由に学校の様子を参観して
いただき、学校教育への理解を得る。

10月9日 水俣第一小学校 水俣第一小学校 無料 ms01@athena.ocn.ne.jp 0966-63-4133

熊本県 水俣市 ③ 久木野住吉神社秋祭り
毎年行われる地域の祭りで、本校の１年生及び久木野地区の生徒が夏休みから取り組んだ伝統
芸能の踊りを披露したり、相撲大会に参加したりしています。

10月21日 住吉神社　（水俣市越小場） 地域 無料

熊本県 水俣市 ② 「学校へ行こう！」の日（学校開放日）
地域や保護者の方々に来校して場行参観等をしていただき、児童の学びや地域応援団の様子を
見ていただくことを通して、学校教育に対してより保護者や地域との連携を深め、信頼関係を構築
する。

10月15日　11月15日 水俣市立袋小学校 水俣市立袋小学校 無料 ms04@athena.ocn.ne.jp 　0966-63-4611

熊本県 水俣市 ② 水俣第一中学校文化祭
本年度のテーマは、「彩」です。ステージの部では、総合的な学習の時間に学んだことの発表や合
唱コンクールなどを行います。

10月28日 水俣第一中学校体育館
水俣
第一中学校

無料 096663-2981

熊本県 水俣市 ① みな図書まつり
日頃の図書館利用者への感謝と新規利用者の開拓を目的として各種イベント（古本市、おはなし
会、バザー、マジックショーなど）を実施する。

10月28日 水俣市立図書館・公民館 水俣市立図書館 無料 http://www.minalib.jp/
0966-63-8401

熊本県 水俣市 ②
幼・保等、小、中連携実践研究事業発
表会

１５年間を見とおした子ども像（ふくろのこ）を設定し、連携カリキュラムの実践をとおして、保等、
小、中で連携を図ってきた。２年間の取組を県内の保等、小、中学校及び地域、保護者へ発表す
る。

10月30日
袋小学校
袋中学校

袋中学校 無料 mc04@seagreen.ocn.ne.jp 0966-63-4711

熊本県 水俣市 ①②③ 鶴の子スクール 県立美術館の出張講座を児童と地域住民が一緒に受ける。さらに、地域住民にも一般公開する。 11月8日 湯出小学校体育館 鶴の子育成協議会 無料 ０９６６－６８－００１８

熊本県 水俣市 ②③ 水俣二中・校区合同文化祭
中学校生徒と、校区に住まわれている方々が合同で行う文化祭です。生徒と地域の方の、それぞ
れの作品展示やステージ発表を通して、学校と地域の結びつきを深めていきます

11月11日 水俣二中体育館 水俣市立水俣第二中学校 無料 ０９６６（６３）３６５１

熊本県 水俣市 ② 水俣市中学校音楽会
合唱、器楽等の学校での音楽活動の成果を、中学校相互あるいは保護者や地域の方々に披露す
るとともに、鑑賞する。

11月14日 水俣市文化会館 水俣市中学校音楽部会 無料 mc04@seagreen.ocn.ne.jp 0966-63-4711

熊本県 水俣市 ② スクールコンサート PTA文化部主催によるコンサートの開催　保護者・地域に呼びかけていく。 11月17日 水俣第二小学校 水俣第二小学校 無料 0966-63-2227

熊本県 水俣市 ②③ ふれあい文化祭
本校児童による作品展示や学習の成果を発表するとともに、学校、保護者、地域相互の交流を図
り、これまでお世話になった地域の方々や保護者の方々へ感謝の心を表す場とする。

11月17日 水東小学校体育館 水俣市立水東小学校 無料 ms03@athena.ocn.ne.jp 0966-63-3279

熊本県 水俣市 ② 袋中文化祭
地域の特性や伝統文化を学ぶとともに、教科や総合的な学習の時間に行った創造的活動の成果
を保護者や地域の方々に披露する。

11月18日 袋小中学校体育館 袋中学校 無料 mc04@seagreen.ocn.ne.jp 0966-63-4711

熊本県 水俣市 ②③ 校内文化祭
各教科及び総合的な学習の時間のまとめや演劇、合唱、展示など学習発表の場として保護者及
び地域の方等に公開しています。また、地域の方からの書道や作品等の展示を合わせて行ってい
ます。

11月18日(日) 緑東中学校及び体育館 学校主催 無料 mc05@seagreen.ocn.ne.jp ０９６６－６７－１００１

熊本県 水俣市 ②
二小学びのフェスティバル　浜田知明・
シャガール展

学習の成果を地域・保護者に公開する中で県立美術館主催のスクールミュージーアムを本校で開
催し併せて公開していく。

11月22日 水俣第二小学校 水俣第二小学校 無料 0966-63-2227

熊本県 水俣市 ② 学習発表会
児童がこれまで学習してきたことを保護者や地域住民の方々へ発表することを通して、本校教育
活動への理解・協力を図る。

11月22日 水俣市立袋小学校 水俣市立袋小学校 無料 ms04@athena.ocn.ne.jp 0966-63-4611

熊本県 水俣市 ② 学習成果発表会及び一小まつり
地域や保護者に学習の成果を発表する。また、地域や保護者と連携し、児童が職業体験を行う場
を設定することで、学校・家庭・地域の協働の場とする。

11月24日 水俣第一小学校 水俣第一小学校 無料 ms01@athena.ocn.ne.jp 0966-63-4133

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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熊本県 水俣市 ② 水俣二中・水俣二小合同リサイクル
中学校生徒と、小学校児童並びに各校ＰＴＡの方々が合同で行うリサイクル活動です。生徒児童と
ＰＴＡの方々と各地区に分かれリサイクル活動を通して、学校と地域の結びつきを深めていきます

11月25日 水俣一小・二中校区 水俣市立水俣第二中学校 無料 ０９６６（６３）３６５１

熊本県 水俣市 ② 収穫祭
地域の方から指導を受け、作物を栽培してきた。収穫した作物を使って、料理等を行い、お世話に
なった方々と共に食し、収穫を喜び、感謝の気持ちを持つ。

１１月 久木野小学校 久木野小学校 無料 0966(69)0014

熊本県 水俣市 ② 学校開放日 １１月の１週間、学校開放日を設け、地域・保護者に開放していく。 １1月 水俣第二小学校 水俣第二小学校 無料 0966-63-2227

熊本県 水俣市 ① 「手作りエコバッグ」展 いろいろな工夫で手作りしているエコバッグを募集し、応募のあった作品を展示する。 9月5日～10月14日 熊本県環境センター 熊本県環境センター 無料
http://www.kumamoto-
eco.jp/center/

熊本県環境センター
0966-62-2000

熊本県 水俣市 ①
ＵＶビーズストラップ＆化石レプリカを作
ろう

紫外線が当たると色が変わるビーズを使ったストラップ作り、大昔の恐竜の化石レプリカ作りを通
して、地球環境問題について考える。

10月20日 熊本県環境センター 熊本県環境センター 無料
http://www.kumamoto-
eco.jp/center/

熊本県環境センター
0966-62-2000

熊本県 水俣市 ①② 「環境絵画コンクール」展 県内の小学生から応募のあった環境絵画コンクールにおいて、入賞した作品の展示を行う。 10月24日～11月25日 熊本県環境センター
熊本県環境センター、グランメッ
セ熊本

無料
http://www.kumamoto-
eco.jp/center/

熊本県環境センター
0966-62-2000

熊本県 水俣市 ①
エコキャンドル＆クリスマスカード（紙す
き）を作ろう

エコキャンドル作りと、クリスマスカード作りを通して、地球環境問題について考える。 11月18日 熊本県環境センター 熊本県環境センター 無料
http://www.kumamoto-
eco.jp/center/

熊本県環境センター
0966-62-2000

熊本県 南阿蘇村 ①② ふれあい交流会 土曜授業において、学校支援協議会の協力を得て、昔遊びやミニ門松作りなどを行う。 10月 両併小学校 両併小学校と育友会 無料 0967-62-0126

熊本県 南阿蘇村 ①② 稲刈り体験
棚田組合の協力を得て、５月に全校児童で田植えをした稲の、稲刈り体験を全校児童で行う。収
穫した餅米は、１２月の土曜授業で餅つきをする。

10月 学校近くの田 両併小学校 無料 0967-62-0126

熊本県 南阿蘇村 ② 学習発表会　学級懇談会
１年から６年までのこれまでの学習の成果を保護者や地域の方に見ていただき、その後、学級懇
談会を実施する。

11月11日 中松小学校 中松小学校 nakamatsu-syo@tsubaki.ed.jp 0967-62-9403

熊本県 南小国町 ①②③ みなみおぐに文化祭
南小国町文化協会会員、一般参加者、町立各小中学校児童生徒他、参加者のステージでの発表
や作品の展示等、日頃の活動の発表の場として開催

11月3日
南小国町立市原小学校体育
館

南小国町文化協会 無料
南小国町教育委員会
0967-42-0047

熊本県 南小国町 ②③ ぎんなん祭
児童による学習の成果発表や中学校吹奏楽部による演奏、地域の方のステージ発表、また児童
や保護者、地域の方からの作品展示等により、学校と地域との交流を促進する行事です。

11月10日 南小国町立中原小学校 中原小学校，ＰＴＡ，後援会 無料
http://es.higo.ed.jp/nakabaru
/

中原小学校
0967-42-0044

熊本県 南小国町 ①② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方に発表する 11月15日 市原小学校 市原小学校 無料 0967－42－0040

熊本県 南小国町 ② 授業参観及び給食試食会 保護者による授業参観及び給食試食会を行う 11月予定 市原小学校 市原小学校 無料 0967－42－0041

熊本県 南小国町 ①②③ りんどう祭
児童の学習成果発表
地域のスポーツクラブの発表

11月9日 りんどうヶ丘小学校体育館 りんどうヶ丘小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/rindou/ ０９６７－４４－０４５０

熊本県 南小国町 ②③ 南中文化の日
各学年のこれまでの総合的な学習の時間をはじめとする教育活動で取り組んだ成果をステージ発
表等で行う。保護者、地域住民に公開している。

10月21日 南小国中学校 南小国中学校 無料 0967-42-0034

熊本県 南小国町 ② 高校説明会
本校生徒の進路希望調査にもとに数校の高等学校をお招きし、全校生徒、保護者を対象に各高
等学校からの説明会を受ける会。

11月5日 南小国中学校 南小国中学校 無料 0967-42-0034

熊本県 南小国町 ②③ 郡市中学校音楽会
毎年、阿蘇郡市教育研究会音楽部会が主催する会。郡市の各中学校の生徒が各学校での音楽
活動の成果を発表する場であり、保護者も対象に行われる。

11月6日 阿蘇中学校 阿蘇郡市教育研究会音楽部会 無料

熊本県 南小国町 ② オープンスクール 生徒の学習活動等の様子を参観していただくため、保護者、地域住民を対象に学校を開放する。 11月26日～30日 南小国中学校 南小国中学校 無料 0967-42-0034

熊本県 御船町 ② 御船高校授業研究週間
「生徒の意欲を喚起する授業」・「学びが定着する授業」の実践に向けて、本年度は特に「授業の
ユニバーサルデザイン化」をテーマに、期間中は各教科の研究授業や相互の授業参観、一般の
方を対象とした授業の公開も行います。

10月22日～10月31日 御船高校 御船高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/mifunesh/ 096-282-0056

熊本県 御船町 ②③ 御船高校芸術鑑賞
本年度は狂言を鑑賞します。和泉流三宅狂言会をお招きし、ワークショップ等も交えた狂言解説の
後、狂言「棒縛」を鑑賞します。

10月26日 御船高校 御船高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/mifunesh/ 096-282-0056

熊本県 御船町 ②③④ 龍鳳祭（御船高校文化祭）
御船高校文化祭です。普通科の他、普通科芸術コースや電子機械科等幅広い学科・コースを有す
る本校の特色を活かした、クラスや部活動、各種委員会によるステージ発表や展示、バザー、育
友会バザー等の催しを企画し、多くの方の来校をお待ちしています。

11月16日～11月17日 御船高校 御船高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/mifunesh/ 096-282-0056

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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熊本県 御船町 ② 学校へ行こうデー・教育講演会
人権教育旬間の取り組みの一環として、保護者･地域への公開授業を行います。また、人権問題
や子育てについての教育講演会を開催します。その後、学級懇談を行い、学級の日頃の様子や
家庭での様子を情報交換し、児童の健全育成に努めます。

10月29日 御船小学校 御船小学校 無料 御船小学校

熊本県 御船町 ② 人権学習公開授業
全学年、人権学習の公開授業を行います。保護者、地域の方に授業を公開することで、人権教
育・啓発を推進します。

11月2日 滝尾小学校 滝尾小学校 無料

熊本県 御船町 ② 学習発表会

保護者や地域の方々を招いて学級で学習してきたことを発表する。例年通りの発表であれば、１
年生～３年生は１・２学期に学習したことを歌や劇で発表する。４年生は地域の伝統芸能である
「寅舞」を披露する。５年生はミナマタ病について学んだことを発表する。６年生は「新風太鼓『響』」
のおこりについての劇と太鼓の演奏をする予定である。

１１月 七滝中央小体育館 七滝中央小 無料 nana-chuo@cap.bbiq.jp 096-284-2021

熊本県 御船町 ③ 文化芸術における子どもの育成事業
福岡を中心として活動しておられる花岡音楽堂の皆様に来てもらって、打楽器の演奏を音楽を全
校児童で体育館で行います。保護者や地域の方にも案内します。

10月1日 木倉小学校 木倉小学校 無料 kinokurasyo@psc.bbiq.jp 096-282-0076

熊本県 御船町 ② 上益城郡小学校音楽会への参加 小学校５・６年生が一つになって、合唱を練習して音楽会に参加します。 10月19日 木倉小学校 上益城郡小学校音楽部会 無料 kinokurasyo@psc.bbiq.jp 096-282-0076

熊本県 御船町 ① 木倉まつり 校区あげての地域行事です。学習発表・バザー等が予定されています。 11月23日 木倉小学校 木倉公民館 無料 kinokurasyo@psc.bbiq.jp 096-282-0076

熊本県 御船町 ② ふれあい交流会 地域の高齢者と昔遊びやゲートボール、竹細工等をすることで、地域とのつながりを深めます。 9月29日 高木小学校体育館 他 高木小学校 無料 096-282-00719

熊本県 御船町 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域の方々に発表することで、学校・家庭・地域とのつながりを深めます。 11月17日 高木小学校体育館 高木小学校 無料 096-282-00719

熊本県 御船町 ② 祖父母学級
各学年事に昔遊びや郷土料理、竹細工、ゲートボール、グラウンドゴルフ等で地域の高齢者と交
流活動をする。

11月17日 小坂小学校 小坂小学校 無料 ozakasyo@leo.bbiq.jp 096-282-0718

熊本県 御船町 ② 合唱コンクール
合唱コンクールを中心に、普段の学習の成果を見てもらうために、保護者、地域の方々を学校に
招いて、発表会を行う。

10月21日 御船中学校体育館 御船中学校 無料 http://ih.higo.ed.jp/mifunejh/ 096-282-0002

熊本県 御船町 ② 学校に行こうデー
保護者、学校運営協議会の会員、地域の方々へ授業を公開し、懇談会を開いて学校教育に対す
る意見をもらう。

11月15日 御船中学校 御船中学校 無料 http://ih.higo.ed.jp/mifunejh/ 096-282-0002

熊本県 御船町 ③ 第３５回　御船町文化祭 11/3（土）総合開会式、音楽会　11/4（日）演劇発表、茶道 11/3,4 御船町カルチャーセンター 御船町文化協会 無料 096-282-2543

熊本県 八代市 ② 八代工業高校文化祭
日頃の学習活動の成果をはじめ、個性やアィディアを活かした展示や発表など、保護者や地域住
民へ本校教育活動の一端を発表する機会です。

10月27日 八代工業高校 八代工業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatuths/ 0965-33-2663

熊本県 八代市 ② 八代工業高校テクノ広場
工業各科の特徴を生かしたものづくりを園児・小・中学生等だれでも参加できる体験教室です。本
校生が実演指導することで工業教育への更なる意識高揚とともに本校広報活動の一環とします。

10月27日
八代工業高校
武道場

八代工業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatuths/ 0965-33-2663

熊本県 八代市 ② 公開授業週間
生徒理解及び教師の授業力向上を目的として実施します。この期間は、廊下側の窓を開け、授業
中の生徒の様子等を見学できるようにしています。保護者や地域住民、中学校等へも周知してい
ます。

10月29日～11月2日 八代工業高校 八代工業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatuths/ 0965-33-2663

熊本県 八代市 ② 八代工業高校芸術鑑賞会
今年度は演劇鑑賞を行います。優れた芸術に触れ、豊かな情操及び柔軟な感性を育み、芸術に
対する興味関心を高めます。干渉を通してマナーを身につけ、公衆道徳に対する意識を高めま
す。

11月12日
八代工業高校
体育館

八代工業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatuths/ 0965-33-2663

熊本県 八代市 ② 八代工業高校文化祭（全日制と合同）
本校定時制課程での取組や授業等で製作した作品、学校行事の写真等を展示し、本校の教育の
取組を紹介します。また、各系列の授業成果の公開と商業系バザーを行います。

10月27日 八代工業高校 八代工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/yatuths/e
veningcourse/

0965-33-2663

熊本県 八代市 ②
公開授業「キラリ☆　定時制を見に行こ
う！」

公開授業を実施します。本校定時制の１年間の教育活動を報告し、定時制通信制文化大会での
本校代表生徒の生活体験発表を併せて行います。

11月1日 八代工業高校 八代工業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/yatuths/e
veningcourse/

0965-33-2663

熊本県 八代市 ② 公開授業
本校教育活動への興味・関心と理解を高めてもらうために、保護者のみならず地域の方々も含め
た参観日とし、活動の様子を広く公開する。

11月17日 八代高校・中学校各教室 八代高校・中学校各教室 無料
http://www.yatsushirohighsch
ool.com/hs/

0965－33-4138
H30 10月中旬～下旬
に更新予定

熊本県 八代市 ② オープンスクール清流の日
授業や部活動などの学校生活を、中学生や地域の方々に見ていただくよう、学校を終日開放しま
す。また、研究授業を実施し、進路目標達成に向けた本校の取組を見ていただきます。

10月28日 八代清流高校 八代清流高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatsusei/ ０９６５-３５-５４５５

熊本県 八代市 ②
販売実習「東高マーケット」協賛事業所
説明会

１２月１日（土）、２日（日）に本校が実施する販売実習に向けて、地元企業に対して趣旨説明や参
加協力の依頼等を行います。

10月11日 八代東高校大会議室 八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

熊本県 八代市 ② 薬物乱用防止教室 全校生徒に対して薬物乱用防止についての講話をしていただきます。 10月17日 八代東高校体育館 八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

熊本県 八代市 ② 公開授業週間 本校の授業を一般の方々に見てもらいます。 10月22日～26日
八代東高校各教室
グラウンド等

八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

熊本県 八代市 ② 文化部発表会 本校文化系部活動等による発表を行います。 10月24日 本校体育館 八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

熊本県 八代市 ②③ 芸術鑑賞会
優れた舞台芸術を直接鑑賞することにより、感動を味わい、我が国の伝統文化と芸術を愛する心
を育て、豊かな情操を養う目的で鑑賞会を行います。

10月24日 やつしろハーモニーホール 八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

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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熊本県 八代市 ② EU大使館員による講演会
EU大使館の方にお越しいただき、１年生を対象に「男女共同参画」についてのお話をしていただき
ます。

11月16日 八代東高校体育館 八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

熊本県 八代市 ② 普通科体育コース野外活動実習
１年普通科体育コースの生徒が、美里町釈迦院の日本一の階段３，３３３段に挑戦します。登下山
中、ゴミ拾いのボランティアを行います。

11月22日 美里町釈迦院 八代東高校 無料
yatsushirohigashi-
h@pref.kumamoto.lg.jp

0965-33-1600

熊本県 八代市 ② 稲刈り実習
近隣の小学生を招いて本校1年生が行います。生徒たちが育てた稲を、昔ながらの手刈りで収穫
します。

１０月 八代農業高校水田 八代農業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatsuno/ 0965-52-0076

熊本県 八代市 ② 公開授業
保護者、地域住民を対象に、授業・実習をとおして本校の特色ある教育活動の実践を公開する。
公開時間は９：００～１２：４５迄とし、受付は本校玄関にて行う。

10月6日 八代農業高校 八代農業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatsuno/ 0965-52-0076

熊本県 八代市 ② 収穫感謝祭
生徒、職員ともに秋の収穫をよろこび、自然の恵みに感謝します。クラスで一同に調理、会食をす
ることで食の楽しみやありがたさを感じられる機会となっています。昨年より近くの松橋支援学校
氷川分教室の生徒も招いて交流も行っています。

11月9日 八代農業高校農場 八代農業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatsuno/ 0965-52-0076

熊本県 八代市 ②③ 文化フェスタ
生徒たちが日ごろ取り組んでいる専門教育の学習成果や文化部等の発表の場として、保護者・同
窓生・地域住民の方々に広く公開します。学習活動や部活動・委員会活動の成果の発表を行いま
す。保護者や地域住民の皆様方にも案内します。

11月10日 八代農業高校体育館 八代農業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatsuno/ 0965-52-0076

熊本県 八代市 ② 八農祭
学習成果の展示や販売、そして食品バザーを行います。日ごろ生徒たちが育てた農産物や農産
加工品がたくさん販売します。保護者や近隣の皆様方にも学校を解放します。

11月11日 八代農業高校 八代農業高校 http://sh.higo.ed.jp/yatsuno/ 0965-52-0076

熊本県 八代市 ② 祖父母学級
生徒の祖父母が来校して、授業参観や体験学習を行います。また保護者会で手作り料理をつくり
振る舞います。

11月15日 八代農業高校 八代農業高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatsuno/ 0965-52-0076

熊本県 八代市 ②③ グリーンフェスタ
泉分校の文化祭である。木工作品・被服作品・書道等の展示、各学年・後援会・同窓会のバザー
販売、マウンテンバイク部の体験試乗会等を実施する。

11月4日 八代農業高校泉分校 八代農業高校泉分校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yatuizu/ 0965-67-2012

熊本県 八代市 ② 学習発表会
各学年ごとに日頃の学習成果を保護者や地域の方々に披露する。また、学習物を展示し、参観者
に見てもらう。日曜日に実施する。

10月28日 代陽小学校 代陽小学校 無料
es-taiyo@yatsushiro.jp 代陽小学校

0965-33-2149
日曜日に実施。地域
にも案内を出す。

熊本県 八代市 ② オープンスクール
終日、学校を開放し、保護者、学校評議員、地域の方々等が学校に来て、子どもたちの学習や生
活の様子を参観してもらう。

１０月１５日
１１月１５日

代陽小学校 代陽小学校 無料
es-taiyo@yatsushiro.jp 代陽小学校

0965-33-2149
保護者や学校評議員
さん方に案内を出す。

熊本県 八代市 ②③ 芸術鑑賞会 プロの影絵劇団を招聘し、児童、職員、保護者、地域の方との鑑賞会の実施。 11月22日 代陽小学校 代陽小学校 無料
es-taiyo@yatsushiro.jp 代陽小学校

0965-33-2149
保護者や地域の方々
に案内を出す。（無料）

熊本県 八代市 ② 授業参観及び教育講演会
保護者や地域の方、中学校校区の幼稚園・保育園、中学校、高等学校の職員に授業を公開し、教
育活動の成果を広く地域へ発信する。また、「教育講演会」を開催し、保護者を対象に、子ども理
解の啓発を図る。

11月8日 大田郷小学校 八代市立太田郷小学校 無料 es-otago@yatsushiro.jp
大田郷小学校
0965-32-6143

熊本県 八代市 ②

平成29・30年度国立教育政策研究所教
育課程研究指定校事業（伝統文化教
育）並びに平成29・30年度熊本県八代
市教育委員会委嘱研究発表会

「地域の伝統文化を尊重し、生き生きと表現する児童の育成」を研究主題とし、４本の公開授業
（生活科１、総合的な学習の時間１、特別の教科道徳２）を行います。その後、分科会、全体会を開
催し、研究を深めます。

10月30日 植柳小学校
国立教育政策研究所、八代市教
育委員会、植柳小学校

無料 es-uyanagi@yatsushiro.jp
植柳小学校
0965-35-1933

熊本県 八代市 ①②③ 郷土学習
・松崎神社大祭について宮総代からの説明
・各町内の出し物の披露（獅子・奴・亀蛇等）

10月21日 松高小学校
松高小学校ＰＴＡ
獅子保存会
地域住民

無料 es-matsutaka@yatsushiro.jp
松高小学校
0965-32-2709

熊本県 八代市 ② いきいき松高デー
・（午前）オープンスクール
・（午後）各学級にて授業参観

11月28日 松高小学校
松高小学校
松高小学校ＰＴＡ

無料 es-matsutaka@yatsushiro.jp
松高小学校
0965-32-2710

熊本県 八代市 ② 道徳公開授業
八代市立第六中学校区の小中一貫・連携教育の一環として、小６と中１の道徳の授業を行い、連
携教育の推進を図る。

11月13日 金剛小学校
八代市立金剛小学校・八代市立
第六中学校

無料 http://es.higo.ed.jp/kongo/
金剛小学校
0965-32-3988

熊本県 八代市 ③ 強歩会 校区の名所を縦割班（異学年集団）毎に巡る遠足。 11月16日 金剛小学校学校区 八代市立金剛小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kongo/
金剛小学校
0965-32-3988

熊本県 八代市 ② 学習発表会 各学年毎にこれまでの学習成果を保護者や地域の方々に発表する。 11月30日 金剛小学校 八代市立金剛小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kongo/
金剛小学校
0965-32-3988

熊本県 八代市 ② 道徳授業参観
すべての学級において、道徳の授業参観を実施することで、児童の道徳的実践力の育成及び保
護者の道徳教育への理解と協力を得る。

10月5日 高田小学校 高田小学校 無料 es-koda@yatsushiro.jp
高田小学校
0965-32-4575

熊本県 八代市 ② 教育講演会 PTA家庭教育部会が、教育講演会を実施。講師は、未定。 10月5日 高田小学校 高田小学校 無料 es-koda@yatsushiro.jp
高田小学校
0965-32-4575

熊本県 八代市 ② 学校参観 地域に授業を公開し、学校の教育活動への理解を図る。
１０月３１日～
１１月２日

八千把小学校 八千把小学校 無料 es-yachiwa@yatsushiro.jp
八千把小学校
0965-32-3254

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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熊本県 八代市 ② 学習発表会
郡築校区を代表する方の，開校１１０周年記念講演や，児童による学習成果発表等を，保護者や
地域の方々に参観予定。

10月28日 郡築小学校 郡築小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/guntikes/
郡築小学校
0965-37-0806

熊本県 八代市 ① 八代校区ふれあいまつり
校区住民のきずなづくりのために開催されるこの行事に本校も作品の出品やステージ発表等を中
心に積極的に参加する。

10月28日 本校体育館
八代校区ふれあい祭り実行委員
会

無料
八代公民館
0965-34-3479

熊本県 八代市 ② 学校参観週間
期間中、保護者や地域住民の方々に児童の学校での学習や生活の様子を参観していただくととも
に助言や支援をいただく。

11月 本校各教室 八代市立八代小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/yatsue/
八代小学校
0965-33-3163

熊本県 八代市 ② 八代小学校自主公開授業
昨年度の県教委指定「ＩＣＴを活用した『未来の学校』創造プロジェクト研究推進校」研究発表大会
に引き続き自主公開授業を行う。

11月2日 本校各教室 八代市立八代小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/yatsue/
八代小学校
0965-33-3163

熊本県 八代市 ① わくわく集会・白鳥祭
保護者や地域住民に対して児童の学習の成果を見ていただくとともに、教育講演会を開催し家庭
や地域の教育力の向上を図る。

11月11日 本校体育館ほか 八代市立八代小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/yatsue/
八代小学校
0965-33-3163

熊本県 八代市 ①② 第１５回宮地わ・わ・わっフェスタ
宮地地区の人々が一堂に会し、ふれ合い、語り会いながら、「共生」の意識を高め、住みよい町づ
くりを目指して開催す。保育園、小・中学校や地域の方々によるステージ発表、展示発表、バザー
など、子どもからお年寄りまで気軽に参加できるような世代間の交流を中心としたイベントを行う。

11月11日 八代市立第八中学校
宮地わ・わ・わっフェスタ実行委員
会

無料
http://es.higo.ed.jp/yatsumiya
es/

宮地小学校
0965-32-3877

熊本県 八代市 ② たけのこ発表会、親子ふれあい活動
学校教育活動の発信と学校・家庭・地域の連携のさらなる深化をねらいとして、学習の取組の成
果を保護者や地域の方々を招いて発表したり、もの作りや体験活動等を親子で行ったりする。

11月4日 日奈久小体育館・教室等 日奈久小及びPTA 無料
日奈久小学校
０９６５-３８-００４４

熊本県 八代市 ② 光っ子発表会・昭和校区文化祭
児童の学習成果を、学年毎に保護者や地域住民に向けて発表し、学校教育についての理解と関
心を深める。

11月5日 昭和小学校体育館 八代市立昭和小学校 無料
昭和小学校
0965-37-3035

熊本県 八代市 ② 授業参観（人権学習）
人権学習の授業を保護者や地域住民に公開し、学校で行っている人権教育への理解と関心を深
める。

11月28日 昭和小学校各教室 八代市立昭和小学校 無料
昭和小学校
0965-37-3035

熊本県 八代市 ①② 風土フェスタ 学校での子どもたちの生活の様子や授業を保護者や地域の方々に参観していただく。 10月28日 二見小学校運動場 二見住民自治協議会 無料
二見小学校
0965-38-9339

熊本県 八代市 ② 学校開放日（授業参観）
　終日、学校を開放し、保護者や地域の方に授業を参観していただく。特に５時間目は、全学級で
道徳の熊本の心を活用した授業参観を予定している。

11月1日 龍峯小学校 龍峯小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/ryuhou/
龍峯小学校
0965-39-0005

熊本県 八代市 ②.③ 学習発表会
　各学級の学習の成果を保護者や地域の方に見ていただく。合唱や合奏の他に生活科や総合的
な学習の時間の学習のまとめなどを体育館で発表する。

11月24日 龍峯小学校 龍峯小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/ryuhou/
龍峯小学校
0965-39-0005

熊本県 八代市 ② ふれあい祭
保護者や地域の方々を学校に招き、子どもたちの日頃の学習成果の発表を通して、学習活動へ
の意欲を高める。併せて、保護者や地域の方々の学校教育への理解を深める機会とする。

11月18日
八代市立
麦島小学校

八代市立
麦島小学校

無料
http://es.higo.ed.jp/mugishim
aes/

麦島小学校
0965-35-6191

熊本県 八代市 ② 学習発表会
　日頃の学習活動を総合的にまとめ、保護者及び地域の方々に参観していただくとともに、保護者
や地域の方々の学校教育への理解を深める機会とする。

11月28日 八竜小学校体育館 八代市立八竜小学校 無料
http://es.higo.ed.jp/hachiryue
s/

八竜小学校
0965-45-3888

熊本県 八代市 ② 学習発表会
保護者、地域の学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、各学年の児童の学習活動等を
保護者・地域に広く公開する。

11月1日 千丁小学校体育館 千丁小学校 無料 es-sencho@yatsushiro.jp
千丁小学校
0965-46-0075

熊本県 八代市 ②
鏡小学校公開授業参観及び教育講演
会

教科、道徳、外国語活動等の取組を保護者や地域の方に授業を通して広くお知らせする。当日
は、教育講演会も行う。

11月12日 鏡小学校 鏡小学校 無料
鏡小学校
0965-52-0050

熊本県 八代市 ② 鏡小文化祭 教科学習や地域学習、平和学習などで児童が学んだことを保護者や地域の方に発表する。 11月18日 鏡小学校体育館 鏡小学校 無料
鏡小学校
0965-52-0050

熊本県 八代市 ① 中学校区ＰＴＡ合同研修会 「人権教育」に関する講演会を実施（予定） 11月 鏡中学校多目的ホール 鏡中学校区ＰＴＡ 無料
昭和小学校
0965-53-9125

鏡町小中学区の保護
者対象。町内小中学
校

熊本県 八代市 ② 教育相談（児童対象）
担任による教育相談。気になる児童には養護教諭・教頭・校長による相談も行い、実態を把握す
る。

11月19日～
11月20日

鏡西部小学校教室等 鏡西部小学校 無料
昭和小学校
0965-53-9125

全児童対象

熊本県 八代市 ② 教育相談（保護者対象） 校長・教頭・養護教諭・担任を相談役として、希望者には面談を行う。 11月22日 鏡西部小学校教室等 鏡西部小学校 無料
昭和小学校
0965-53-9125

希望保護者対象

熊本県 八代市 ①② ノーメディアデー週間 ゲームやテレビ、携帯、スマホ等を使わず、家庭で過ごす。家庭でのルール作り等の啓発も行う。 11月 鏡西部小学校各家庭 鏡西部小学校 無料
昭和小学校
0965-53-9125

児童・保護者対象

熊本県 八代市 ② 「西部校だより」での啓発 「くまもと教育の日」の趣旨や取組やその様子等を保護者や地域に知らせる。
11月上旬
・下旬

鏡西部小学校校区 鏡西部小学校 無料
昭和小学校
0965-53-9125

児童・保護者対象

熊本県 八代市 ①② 授業参観、学校保健委員会 保護者・学校評議員・地域の方に授業公開し、感想や意見を聞く。また、学校保健委員会も予定。 11月30日
鏡西部小学校教室。ホール
等

鏡西部小学校 無料
昭和小学校
0965-53-9125

保護者・学校評議員・
地域住民

熊本県 八代市 ② 学習発表会 児童の日頃の学習内容を保護者や地域の方々に発表する。 11月21日 有佐小体育館 有佐小学校 無料 es-arisa@yatsushiro.jp
有佐小学校
0965-52-1206

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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熊本県 八代市 ②
学校へ行こうの日（文政小学校フリー参
観日）

　学校を開放し、保護者や祖父母、地域の方々に授業や児童の様子を公開します。
10月15日
11月16日

文政小学校 文政小学校 無料
文政小学校
0965-52-0349

熊本県 八代市 ② お弁当の日 親子で、子ども自身で弁当を作り、食の大切さを体感します。 11月2日 文政小学校 文政小学校 無料
文政小学校
0965-52-0349

熊本県 八代市 ② フリー授業参観
地域とともに児童を育てるという観点から、保護者、地域の方に対して、児童の学習の様子を広く
地域に公開します。参観いただく時間は２～５校時です。ご都合に合わせて参観いただけます。今
年度は、5校時音楽集会、6校時食育に関する教育講演会を開催します。

10月24日 東陽小学校 東陽小学校 無料
東陽小学校
０９６５-６５-２１３１

熊本県 八代市 ②③ いずみ学園文化祭
ステージ発表を通して、児童生徒の学習成果を保護者・地域に公開する。また、地域と連携しての
伝統芸能学習の成果も発表する。

11月18日 泉小中学校 泉小中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/izumi
泉小中学校
0965-67-2311

熊本県 八代市 ①②③ 泉町文化まつり
ステージ発表や作品展示を行い、保護者・地域に広く公開する。また、校区内の保育園や高校も
プログラムに参加し、保・小中・高連携を図る。

11月18日 泉小中学校 泉町文化まつり実行委員会 無料
泉まちづくり協議会
0965-67-2029

一部を小中文化祭と
合同実施

熊本県 八代市 ②
学校参観週間
（泉小中学校オープンスクール）

期間中、保護者や地域住民の方々に都合の付く時間に来校していただき、子どもたちの学校での
学習や生活の様子を見て、助言や支援をいただく。

11月5日～11月9日 泉小中学校 泉小中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/izumi
泉小中学校
0965-67-2311

熊本県 八代市 ①② 教育講演会 教育講演会を開催し家庭や地域の教育力の向上を図る。 11月29日 泉小中学校
社会を明るくする運動八代市推
進委員会

無料 http://jh.higo.ed.jp/izumi
泉小中学校
0965-67-2311

熊本県 八代市 ③ 樅木天満宮大祭 樅木天満宮大祭における八代市立泉第八小学校全児童による児童神楽の奉納を行う。 10月28日 八代市泉町樅木天満宮 樅木神楽保存会 無料
泉第八小学校
0965-67-5220

熊本県 八代市 ② 八代一中文化祭
各学年の日頃の学習成果を発表し合い互いの頑張りを認め合う。また、一中の特色ある教育活動
の成果を、生徒の姿として地域に公開するとともに、相互ふれあいの場とする。

11月16日 八代市立第一中学校 八代市立第一中学校 無料
第一中学校
0965-32-7103

熊本県 八代市 ①②③ 文化祭
学習の成果を保護者や地域の方々に発信する。また、PTAの食バザーを実施し、生徒や教職員と
の交流を図る。

11月7日 二中体育館 学校・PTA 無料
http://e.yatsushiro.jp/jhs-
yat2/

第二中学校
0965-32-8139

熊本県 八代市 ①②③ 文化祭
保護者・校区の住民を招待し、各教科・総合的な学習の時間・部活動等で学習した成果を発表・披
露します。プログラム内容は、主にステージ発表・展示発表・合唱コンクールです。また、その中
で、職員合唱を手話を交えて行います。

11月7日 体育館及び図書ホール周辺 第三中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/yat3/
第三中学校
0965-33-1102

熊本県 八代市 ②
平成30年度八代市立第四中学校文化
祭

普段の学習の成果を、ステージ発表や展示物等により保護者及び地域の方々に公開し、地域とと
もにある学校づくりの一助とする。

11月7日 八代市立第四中学校体育館 八代市立第四中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/yat4/
第四中学校
0965-32-3255

熊本県 八代市 ② 文化発表会
保護者、地域の方を案内し、文化面の学習成果について学級・学年単位、その他グループ単位で
の発表を行う。

11月13日 第五中学校体育館 第五中学校 無料 第五中学校(0965-32-3259)

熊本県 八代市 ② 小中合同公開授業（研究発表） 研究発表を兼ねた授業公開日とし、小・中とも「道徳」の授業を公開する。 11月13日 八代市立金剛小学校 八代市立第六中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/yat6/
第六中学校
0965-32-3991

詳細はＨＰ、六中メー
ル、プリントにてお知ら
せ。

熊本県 八代市 ② 文化祭・校内合唱コンクール
「総合的な学習の時間」の学習成果発表および「音楽」の合唱練習発表を保護者や地域住民に公
開する。

11月9日 八代市立第六中学校体育館 八代市立第六中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/yat6/
第六中学校
0965-32-3991

詳細はＨＰ、六中メー
ル、プリントにてお知ら
せ。

熊本県 八代市 ② 学習成果発表会
生徒が学校や学校外で取り組んでいる総合的な文化的学習活動の発表の場です。そして、保護
者や地域の方々との交流の場として行う。

11月9日 八代市立第七中学校体育館 八代市立第七中学校生徒会 無料
第七中学校
0965-37-0138

熊本県 八代市 ②③ 学習成果発表会 保護者や地域の方々を学校に招き、生徒の日頃の学習の成果や学校の様子を見てもらう。 10月26日
第八中学校
体育館

八代市立第八中学校 無料
第八中学校
0965-32-2966

熊本県 八代市 ②③ 学校開放週間
保護者や地域の方々に生徒の普段の学習の様子を見ていただき、本校教育への理解を深めても
らう機会とする。

10月下旬～11月上旬の１週
間程度

第八中学校 八代市立第八中学校 無料
第八中学校
0965-32-2966

熊本県 八代市 ② 日奈久中学校文化祭
総合的な学習の時間に学習したことをステージ発表したり、音楽の授業の一環でミュージカルを発
表したり、美術や家庭科その他の作品を展示などを行う。

11月11日 日奈久中学校体育館 日奈久中学校 無料
http://school.yatsushiro.jp/sc
hoolnetHP/jhs-
hinagu/asp/default.asp

日奈久中学校
0965-38-0144

熊本県 八代市 ③ 二見中学校学習成果発表会
総合的な学習の時間で学習したことのまとめや教科の学習成果、生徒会各委員会取組などを保
護者や地域等、参観者に発表する文化的行事。

11月9日 八代市立二見中学校 八代市立二見中学校 無料 doc-jhs-futami@yatsushiro.jp
二見中学校
0965-38-9330

熊本県 八代市 ② 坂本中文化祭 家庭、地域住民に周知し、地域とともにある学校づくりをすすめる。 10月21日 坂本中学校体育館 坂本中学校 無料
坂本中学校
0965-45-2016

熊本県 八代市 ②③ スケッチ大会 美術科の学習とともに、地域を知り、郷土を愛する心を育む教育の機会とする。 10月17日 千丁中学校周辺 千丁中学校 無料 jhs-sencho@yatsushiro.jp
千丁中学校
0965-46-0036

熊本県 八代市 ②③ 文化祭
学校教育の文化活動・学習活動を発表とする機会とするとともに、学級・学年の交流及び幼保小、
地域との連携の場とする。

11月11日
千丁中学校
八代市公民館

千丁中学校 無料 jhs-sencho@yatsushiro.jp
千丁中学校
0965-46-0036

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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熊本県 八代市 ②③ 文化祭
保護者や地域住民に日頃の教育活動や文化的な内容のステージ発表や製作品を展示し参観して
もらう。

11月14日 八代市立鏡中学校 八代市立鏡中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/kagami/
鏡中学校
0965-52-0107

熊本県 八代市 ①② 教育講演会
鏡中校区の保護者全員を対象にして、講師を招聘し、子育ての在り方や親育ちについての講演会
を開催する。

11月中旬予定 八代市立鏡中学校
鏡中校区
ＰＴＡ

無料 http://jh.higo.ed.jp/kagami/
鏡中学校
0965-52-0107

熊本県 八代市 ② 八代市東陽町文化の祭典
小中一貫・連携教育の一環として取り組んだ伝統文化の学習成果を小学生と中学生が一緒に
なって保護者や地域の方々に公開する。

11月25日 八代市東陽スポーツセンター 東陽町づくり協議会 無料 jhs-toyo@yatsushiro.jp
東陽中学校
0965-65-2650

熊本県 八代市 ② 八代市立八代支援学校秋まつり
学校の文化祭的な活動として「秋まつり」を実施することにより、保護者、地域住民、近隣の学校に
対して本校教育（知的障がい学校）への理解、啓発を促す学校開放を行う。

10月28日 八代市立八代支援学校 八代支援学校 無料
八代支援学校
0965-32-3251

熊本県 八代市 ③ 高専祭
学生による実行委員会を中心に，クラスや部活による模擬店や各学科の専門知識を生かした科
展示，他にステージイベントや軽音部ライブなどを行います。

10月27日、28日 熊本高専・八代キャンパス 熊本高等専門学校 無料
http://www.kumamoto-
nct.ac.jp/

0965-53-1211

熊本県 山江村 ①、② 健康教育講演会 絵本「いのちをいただく」の作者・坂本義喜さんによる講演会 11月27日
山江村農村環境改善セン
ター

山江村地域保健委員会 無料
山江中学校
0966-22-5376

熊本県 山江村 ①、② やまええほんの森秋まつり やまええほんの森にて人権教育と絡めたイベント開催 11月3日 やまええほんの森 山江村教育委員会 無料
山江村教育委員会
0966-23-3604

熊本県 山江村 ① 山江村文化祭 各サークルや保育園、小中学校からの発表及び作品の展示 11/17、11/18 山江村体育館 山江村文化協会 無料
山江村教育委員会
0966-23-3604

熊本県 山江村 ② 山田小学校に１５（いこう）デー
この日は、学校自由参観日です。保護者や地域の方が自由に授業を参観したり、一緒に学習する
ことができます。１１月は「祖父母学級」と題し、祖父母を講師とした昔遊びの授業を実施します。

11月15日 山江村立山田小学校 山江村立山田小学校 無料 山江村立山田小学校

熊本県 山江村 ① ＰＴＡ親子ふれあい学習
親子で体験や製作活動に取り組むことをとおして、親子の絆を深めることを目的に、ＰＴＡ主催で実
施しています。昨年度は、地域の方を講師とした地域ウォークラリーや親子食育教室等４つの教室
を開催しました。

11月25日 山江村立山田小学校 山江村立山田小学校ＰＴＡ 山江村立山田小学校

熊本県 山江村 ② フリー参観日（含む稲刈り）
学校を開放し、地域の方々に授業の様子を見ていただきます。また、稲刈りも同日に開催し、収穫
作業を一緒に体験します。

10月15日 山江村立万江小学校 山江村立万江小学校 無料 0966-23-5691

熊本県 山江村 ② 「教育の情報化」研究発表会
山江村が主催として「教育の情報化」の研究発表会で、本校においても小規模校におけるＩＣＴ活
用の取り組みとして発表します。

10月19日 山江村立万江小学校 山江村教育委員会 無料 0966-23-5692

熊本県 山江村 ①②③ 犬童球渓音楽祭への参加
人吉球磨の偉人である犬童球渓先生への敬意として顕彰音楽祭を開催し、人吉球磨の小中高校
の児童生徒が合唱や合奏を行います。

11月8日 人吉カルチャーパレス 人吉市・人吉市教育委員会 無料

熊本県 山江村 ②、③ 山江中学校文化祭・合唱コンクール
文化祭ステージの部では、各学年の総合的な学習の時間等での取組について発表します。。ま
た、展示の部では、各教科等の作品を展示します。合唱コンクールでは、各学級ごとに、課題曲及
び自由曲の合唱を発表します。

11月17日 山江中学校体育館 山江中学校 無料 yamae-jhs@tsubaki.higo.ed.jp 0966-22-5376

熊本県 山江村 ③ 山江村産業祭
ステージの部において、第３学年生徒が伝統芸能（棒踊り、扇踊り）の発表を行います。また、第１
学年生徒が地域での農業体験等についての発表を行います。

11月18日 山江村役場 山江村 無料 yamae-jhs@tsubaki.higo.ed.jp 0966-22-5376

熊本県 山江村 ③ 山江村文化祭 ステージの部において、第１学年生徒が合唱を発表します。 11月10日 山江村役場 山江村 無料 yamae-jhs@tsubaki.higo.ed.jp 0966-22-5376

熊本県 山鹿市 ② 防災キャンプ 地域の方々の協力のもと、防災キャンプを行い、災害時に適切な行動がとれるようにします。 10月12～13日 三玉小体育館、三玉公民館 三玉小学校 無料 0968-43-1177

熊本県 山鹿市 ② 鹿本高校公開授業週間
授業を５日間一般公開いたします。保護者の方や地域住民の方に授業を参観いただき、授業に対
する評価・アドバイスを授業改善や今後のより良い教育活動につなげていきます。

10月29日～11月2日 鹿本高校 鹿本高校 無料
kamoto-
h@pref.kumamoto.lg.jp

０９６８－44ｰ5101

熊本県 山鹿市 ①③
鹿本商工高等学校奎堂文庫展示資料
室

　熊本県出身初の総理大臣清浦奎吾伯が郷土の文化啓発と後進の育成を念願して創設した図書
館「奎堂文庫」の資料を保存している展示資料室を自由に見学いただくことを通して開かれた学校
づくりに寄与します。

11月1日～11月16日
鹿本商工高校奎堂文庫展示
資料室

鹿本商工高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kasyoko/ 0968-46-3191
清浦記念館との連携
を予定

熊本県 山鹿市 ①② 商工フェスタ「販売体験、わくわく体験」 小学校高学年の児童を対象に商工業の楽しさを伝え、キャリア教育の場を提供する活動です。 10月28日
鹿本商工高校体育館及び武
道場周辺

鹿本商工高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kasyoko/ 0968-46-3191

熊本県 山鹿市 ③ 芸術鑑賞 「ミュージカルコメディ　真夏の夜の夢」を上演します。 10月16日 鹿本商工高校体育館 鹿本商工高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kasyoko/ 0968-46-3191 保護者鑑賞可

熊本県 山鹿市 ② 公開授業 保護者・地域の方へ授業を公開します。 11月12日～16日 鹿本商工高校 鹿本商工高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/kasyoko/ 0968-46-3191

熊本県 山鹿市 ② 芸術鑑賞 学校行事として伝統芸能落語を実施し、保護者にも案内します。 10月31日 鹿本農業高校 鹿本農業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kamotono
/

0968-46-3101

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

11月9日～10日 鹿本農業高校 鹿本農業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kamotono
/

0968-46-3101

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

11月12日～16日 鹿本農業高校 鹿本農業高校 無料
http://sh.higo.ed.jp/kamotono
/

0968-46-3101

熊本県 山鹿市 ② 授業参観・教育講演会 各学年の授業参観及び命の尊さに係る教育講演会 10月14日 八幡小学校 八幡小学校及びPTA 無料 0968-43-1178

熊本県 山鹿市 ①② 芸術鑑賞会 和楽器の楽団（さくらこまち和楽団）を招き、音楽の楽しさを味わいます。 10月19日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0968-43-1178

熊本県 山鹿市 ①② 平小城ふれあい祭り
地域の活性化を目的に、住民と児童が共に参加する催しです。学校側は、敬老参観や地域の方
を講師としてお呼びする体験学習、さらにステージ発表等を実施し、地域住民との交流を図ってい
ます。

11月25日 平小城小学校 平小城公民館運営委員会 無料 0968-43-1175

熊本県 山鹿市 ①② 学校へいこう会 １・２年生は祖父母参観、３～６年生は道徳の公開授業を行います。 10月15日 三岳小学校 三岳小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/mitakees/ (0968)43-1176

熊本県 山鹿市 ① 三岳っ子キラキラ秋祭り
校区内保育園、小・中学校、保護者、地域の方々の発表、出店、バザー等を通した交流活動を行
います。

11月10日 三岳小学校 ｷﾗｷﾗ秋祭り実行委員会 無料 http://es.higo.ed.jp/mitakees/ (0968)43-1176

熊本県 山鹿市 ①② 学校へいこう会　　　　　（授業公開） 全学級授業公開を行います。 11月15日 三岳小学校 三岳小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/mitakees/ (0968)43-1176

熊本県 山鹿市 ① 読み聞かせ
地域の読み聞かせボランティアの協力により、朝の活動の時間（１５分間）に各学年で読み聞かせ
を行います。

毎週木曜日 三岳小学校 三岳小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/mitakees/ (0968)43-1176

熊本県 山鹿市 ①②③ 夢につながる体験
アフリカから来られている熊本県在住の方を招いて、児童や保護者、地域の方々を対象に講話を
聞く機会を設けます。異文化交流を図るとともに、夢を持ちそれに向かって努力するすばらしさを
学びます。

10月15日 大道小学校 大道小学校 無料 0968-46-2168

熊本県 山鹿市 ①②③ ひまわりフェスタ
地域とふれあい、地域を知り、地域に学び、地域を大切にする心と態度を育てるために、山鹿灯籠
やうちわ、凧等を作る体験をしたり、食バザーやフリーマーケットを通して地域の方々と交流したり
します。

11月11日 大道小学校 大道小学校　ＰＴＡ 無料 0968-46-2168

熊本県 山鹿市 ②③ いきいき芸術体験教室
生の舞台芸術に接することにより、豊かな創造性や情操の涵養を図るとともに、児童の健全育成
を図ります。

10月18日 鹿北小学校体育館 文化庁　熊本県教育委員会 無料 0968-32-3334

熊本県 山鹿市 ① かほく祭り 地元祭りで太鼓やダンスを披露することにより、地域振興を図ります。 11月17日 鹿北市民グラウンド 山鹿市 無料 0968-32-3334

熊本県 山鹿市 ② 菊鹿ふれあい教室
子ども達が保護者や地域の方々と、昔遊びの体験（竹馬、竹とんぼ、はしづくり、縄ないなど）を行
い、ふれあいます。

11月11日
菊鹿小学校体育館及び各教
室

菊鹿小学校及びＰＴＡ 無料 0968-48-2016

熊本県 山鹿市 ② 山鹿市小体連陸上記録会
山鹿市の全ての小学校高学年がトラック・フィールド競技を行い、保護者や地域の方にも公開しま
す。

10月3日
山鹿市スポーツカルチャーセ
ンター

山鹿市小体連 無料 0968-46-2168

熊本県 山鹿市 ② 山鹿市科学展・発明工夫展 山鹿市の小中学校から良い作品を集め展示します。 10月13～14日 鹿本町市民センター 山鹿市科学展実行委員会 無料 0968-43-1177

熊本県 山鹿市 ② 山鹿市東部地区音楽会 鹿本中と菊鹿中校区における、小中学校の合同音楽会を行い、保護者や地域へも公開します。 11月6日 稲田小学校体育館 山鹿市東部地区小中学校 無料 0968-46-2162

熊本県 山鹿市 ② 芸術鑑賞会 芸術に関する鑑賞会を実施します。地域にも公開します。 11月19日 稲田小学校体育館 稲田小学校 無料 0968-46-2162

熊本県 山鹿市 ② 中富小サミット
校区全体で教育課題についての気運を高めるために、地域・保護者・教育関係、児童参加による
教育講演会等を実施し、地域全体への啓発への機会とします。

11月4日 中富小学校 中富小学校 無料 0968-46-2178

熊本県 山鹿市 ②③④ 文芸発表会

生徒の文化的活動や学習における成果を発表する場を通して、山鹿中学校の生徒の頑張りやす
ばらしさをアピールする場とします。発表は、総合的な学習での学びの発表、文化部の発表、英語
暗唱、学校応援団さくら会の発表も３年目迎えます。午後は合唱コンクール、展示物は、美術、技
術・家庭、習字、理科の自由研究、パソコン部の作品などがあります。

10月21日 山鹿中学校体育館 山鹿中学校生徒会 無料
http://jh.higo.ed.jp/yamagajh/
seikatsu/

0968-43-1185

熊本県 山鹿市 ②③ 本の読み聞かせ
地域のボランティアの方が、朝、各教室で行います。心を豊かにし、生徒との信頼関係を築きま
す。また、読解力や集中力を養います。

10月２・16・23・30日
11月6・13・20・27日 鶴城中学校 鶴城中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/y-kakujo/ 0968-43-1188

熊本県 山鹿市 ①② 花苗の定植 約９００株の花苗を学級花壇等に定植します。毎日水やりをしながら花苗を大切に育てます。 11月20日 鶴城中学校 鶴城中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/y-kakujo/ 0968-43-1188

熊本県 山鹿市 ②③ 北部地区音楽会
山鹿市北部地区の小中学校・園が参加し、合唱や吹奏楽部の演奏等、音楽の発表等を行いま
す。

11月9日 鶴城中学校 山鹿市北部地区の小中学校・園 無料 http://jh.higo.ed.jp/y-kakujo/ 0968-43-1188

熊本県 山鹿市 ②③ 鶴城中文化祭 総合的な学習の時間の各学年での発表（体験活動報告・劇・合唱・英語暗唱・意見発表等） 10月7日 鶴城中学校 鶴城中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/y-kakujo/ 0968-43-1188

熊本県 山鹿市 ①②
高校説明会
３年進路説明会

各高校の教育内容や特色、入試制度や事務手続きについて生徒と保護者が一緒に学習を行いま
す。

10月下旬 鶴城中学校 鶴城中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/y-kakujo/ 0968-43-1188

熊本県 山鹿市 ② 清流祭（校内文化祭）
合唱コンクールや総合的な学習の時間の学びの発表や各学級からのステージ発表等を保護者や
地域に公開します。

10月7日 鹿北中学校 鹿北中学校 無料 0968-32-2019

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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熊本県 山鹿市 ①② かほくまつり
地域のお祭りのプログラムの一つに、中学生が主体となった合唱や御神輿などの活動を行い、地
域との交流の場、学校からの情報発信の場とします。

１１月１７～１８日 鹿北小学校 山鹿市 無料 0968-32-3111

熊本県 山鹿市 ② ノーメディアチャレンジ週間 家庭で子どもと話し合い、ノーメディア等にチャレンジする週間 10月2日～10月7日 各家庭 菊鹿地区保小中連携協議会 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② 文化祭 地域・保護者に開放しての文化祭 10月7日 菊鹿中学校 菊鹿中生徒会 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② 高校説明会 高校の先生方・先輩を招いての説明会 10月19日 菊鹿中学校 菊鹿中学校 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② 東部ﾌﾞﾛｯｸ音楽会 山鹿市東部ﾌﾞﾛｯｸの児童・生徒が一同に会しての音楽会を実施します。 11月6日 菊鹿中学校 山鹿市東部ﾌﾞﾛｯｸ小中学校 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② 学校へ行こう会 学校開放日 11月15日 菊鹿中学校 菊鹿中学校 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② 薬物乱用防止教室 講師を招いての防止教室 11月22日 菊鹿中学校 菊鹿中学校 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② 授業参観および懇談会 人権学習の授業参観及び保護者懇談会 11月25日 菊鹿中学校 菊鹿中学校 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ② かたりんご 地域の読み語りボランティアによる読み語り（全学年） 11月29日 菊鹿中学校 菊鹿中学校 無料 0968-32-2034

熊本県 山鹿市 ①② 親子進路学習会
各高校の教育内容や特色、入試制度や事務手続きについて生徒と保護者が一緒に学習を行いま
す。

10月4日 鹿本中学校 鹿本中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/kamotojh/ 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ①② 薬物乱用防止教室 薬物乱用防止に関する内容で講演会と学習を行います。 10月9日 鹿本中学校 鹿本中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/kamotojh/ 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ②③ 本の読み聞かせ
本校全職員がローテーションで全クラスに入り、読み聞かせを行います。心を豊かにし、生徒との
信頼関係を築くと共に、読解力や集中力を養います。

10月4・11日
11月18日

鹿本中学校 鹿本中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/kamotojh/ 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ②③ 雄飛祭（文化祭）
総合的な学習の時間の成果の発表や意見文の発表、合唱コンクール等を行います。また、中高
連携の視点から、校区内の２つの高校からも発表等に参加してもらいます。

10月14日 鹿本中学校 鹿本中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/kamotojh/ 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ②③ 東部地区音楽会 山鹿市東部地区の小中学校・園が参加し、合唱や吹奏楽の演奏等、音楽の発表を行います。 11月6日 稲田小学校 山鹿市東部の小中学校・園 無料 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ①② 花の定植
9月上旬に種まきから始め、同下旬にポットへ移植します。その後、毎日水やりをしながら大切に
育てた苗（約1万本）を学級花壇に定植します。

11月上旬 鹿本中学校 鹿本中学校 無料 http://jh.higo.ed.jp/kamotojh/ 0968-46-2076

熊本県 山鹿市 ①②③ 平成３０年度　米野中祭
生徒が、課題意識をもち、計画・実行・評価する力を育成することを目的に、英語暗唱、合唱コン
クール、総合的な学習の時間の発表、ＰＴＡバザー等を実施します。

10月14日 米野岳中学校 米野岳中学校 無料 0968-36-3151

熊本県 山鹿市 ② 読み聞かせ
本校で行っているコミュニティ・スクール関連行事の一環として、地域ボランティアの方を招いての
読み聞かせを各クラスで実施します。

10月2日 米野岳中学校 米野岳中学校 無料 0968-36-3151

熊本県 山鹿市 ① 夢フェスタ
夢を追い、実現のために頑張っている方の講話。児童が将来成りたい・親が将来つかせたい職業
のプロを本校に呼び、児童が参加体験する。

11月10日 山鹿市立来民小学校 山鹿市立来民小学校・ＰＴＡ 無料
http://kyouiku.higo.ed.jp/pub_i
nfo/pub/default.phtml?c_id=4
0

山鹿市立来民小学校0968-
46-2067

ＵＲＬは、県教育委員
会広報誌「教育くまも
と」８３号

熊本県 山鹿市 ②③
企画展
「日本遺産巡回展」

熊本県北部の菊池川流域に遺された二千年の米作りを紹介するため、日本遺産認定ストーリーを
解説したパネルを展示します。
熊本のデザイナー集団「くまもとデザインプロジェクト」さんによる映像演出も予定しています。

10月27日～12月25日 装飾古墳館 装飾古墳館
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/

0968-36-2151

熊本県 山鹿市他 ②③ 熊本県内装飾古墳一斉公開-秋-
日本一の数を誇る熊本県内の装飾古墳のうち、代表的な数カ所の内部を、県下一斉に公開しま
す。普段は入ることができない古墳を含めて、一斉公開期間は専門職員の解説を聞きながら見学
することができます。

10月 横山古墳他 県教育委員会他 無料
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/

0968-36-2151

熊本県 山鹿市 ①②
定期体験教室
赤米体験教室②「収穫祭」

古代米赤米づくりは、県立装飾古墳館開館（平成４年）に合わせて、地元（当時の鹿央町）有志に
より始まりました。古くは飛鳥時代にも存在していたことが確認されている赤米を、古代の石包丁
等を使って収穫体験します。

10月6日 装飾古墳館 装飾古墳館
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/

0968-36-2151

熊本県 山鹿市 ①②
定期体験教室
「古代の人の食事を楽しもう～古代食
づくり～」

古代の「食」を体験します。現代の「食」と大昔の「食」の違いを体験し、「食」について見直す機会
になると思います。知恵と技でたくましく生きた、古代の人々のくらしに思いを馳せる体験教室で
す。

11月17日 装飾古墳館 装飾古墳館
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/

0968-36-2151

熊本県 山鹿市 ① 歩け！歩け！鞠智城
国史跡鞠智城跡内の主要ポイントを学芸員による解説付きで散策することで、歴史的価値ある鞠
智城の普及・振興を図る。

11月4日 歴史公園鞠智城 歴史公園鞠智城・温故創生館 無料
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/kikuchijo/

0968-48-3178

熊本県 山鹿市 ③ 鞠智城の日
鞠智城及び周辺の魅力を地域の方をはじめ参加者に感じてもらうことで、歴史的価値ある鞠智城
の普及・振興を図る

10月21日
歴史公園鞠智城・温故創生
館

歴史公園鞠智城・温故創生館 無料
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/kikuchijo/

0968-48-3178

熊本県 山鹿市 ①
熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会城北
地区地区別指導者研究大会

ＰＴＡ会員の意識高揚とＰＴＡ活動の充実、促進を図るため、県内４地区で活動事例発表、講演、協
議等を行う。

10月21日 山鹿市民交流センター 熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合会

熊本県 山鹿市 ① エコライフ体験教室 エコクッキング、エコキャンドル作りの体験を通して、日常生活の中でのエコについて学ぶ。 10月21日 ほっと岳間
熊本県環境センター、山鹿市

無料
http://www.kumamoto-
eco.jp/center/

熊本県環境センター
0966-62-2000

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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熊本県
山鹿市
菊池市
和水町

① 古代への旅スタンプラリー２０１８
肥後古代の森地区（山鹿・菊鹿・鹿央・菊池・和水）の博物館やイベントに行くことでスタンプを集め
ると、抽選で豪華賞品が当たるイベントです。今年度は「日本遺産認定の地　菊池川流域を巡る」
とし、お米にちなんだ賞品を準備。

  9月1日～11月30日 装飾古墳館他 肥後古代の森協議会
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/

0968-36-2151

熊本県

山鹿市
菊池市
和水町
玉名市

① 古代への旅史跡探訪バスツアー
県北の名所をバスで探訪するツアーです。
今年は、菊池川流域の日本遺産周知のため、各地区の構成要素を巡ります。

11月11日 装飾古墳館他 肥後古代の森協議会
http://www.kofunkan.pref.kum
amoto.jp/

0968-36-2151

熊本県 山都町 ② 公開授業週間 本校の授業を地域へ一般開放し、参観いただく。 10月22日～10月26日 矢部高校 矢部高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yabesh/ 0967-72-0024

熊本県 山都町 ②③ 文化祭
海外研修報告及び東北被災地交流研修報告のほか、各学科・クラスによる日頃の活動内容の展
示・バザーを実施する。

11月9日 矢部高校 矢部高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yabesh/ 0967-72-0024

熊本県 山都町 ② 防災教育講演会 文化祭の中で、防災に関する講演会を実施する。 11月9日 矢部高校 矢部高校 無料 http://sh.higo.ed.jp/yabesh/ 0967-72-0024

熊本県 山都町 ② 人権講演会 山都町の中高校生を対象に、命の大切さやお互いの人権を大切にする講演会を実施する。 11月19日 矢部高校 山都町教育委員会 無料
http://www.town.kumamoto-
yamato.lg.jp/

0967-72-0024

熊本県 山都町 ② 「くまもと教育の日」学校公開日 保護者・地域の方に広く学校の様子、児童の学習の様子を公開する。 １１月予定 山都町立中島小学校 山都町立中島小学校 無料
ymt-
nakashima@town.yamato.kuma
moto.jp

０９６７－７５－００２２

熊本県 山都町 ② 学習発表会
保護者・地域の方に、各学年のそれまでの教科や総合的な学習の時間等の学習成果を発表す
る。

１１月予定 山都町立中島小学校 山都町立中島小学校 無料
ymt-
nakashima@town.yamato.kuma
moto.jp

０９６７－７５－００２２

熊本県 山都町 ② 学校公開週間 保護者・地域の方による授業参観 １０/１５～１０/１９ 矢部小学校 矢部小学校 ０９６７-７２-００６９

熊本県 山都町 ② 学校公開週間 保護者・地域の方による授業参観 １１/１２～１１/１６ 矢部小学校 矢部小学校 ０９６７-７２-００６９

熊本県 山都町 ② 学習発表会 保護者や地域の方に学習で取り組んできたことの発表を参観していただく。 11月30日 矢部小学校 矢部小学校 ０９６７-７２-００６９

熊本県 山都町 ② 稲刈り
全校児童が､保護者や地域の方と一緒に稲刈り体験を行います。収穫した餅米を使って１１月にも
ちつき体験を行います。

10月25日 御岳小学校近くの田
御岳東部地区世代間交流実行委
員会及び御岳小学校

無料
ymt-
mitake@town.yamato.kumamot
o.jp

山都町立御岳小学校
0967-72-1004

熊本県 山都町 ① みたけの祭り
地域の各種団体が集まり、様々な催しを実施し、地域活性化を図ります。祭りの一環として児童が
ステージ発表をし、地域の方との交流を深めます。

11月 御岳グラウンド 御岳振興会 無料
ymt-
mitake@town.yamato.kumamot
o.jp

山都町立御岳小学校
0967-72-1004

熊本県 山都町 ② 学習発表会 他学年や保護者、地域住民に向けて学習の成果を発表します。 11月24日 御岳小学校体育館 御岳小学校 無料
ymt-
mitake@town.yamato.kumamot
o.jp

山都町立御岳小学校
0967-72-1004

熊本県 山都町 ② もちつき大会 世代間交流事業で作ったもち米を使って、もちつきをします。 11月24日 御岳小学校体育館
御岳東部地区世代間交流実行委
員会及び御岳小学校

無料
ymt-
mitake@town.yamato.kumamot
o.jp

山都町立御岳小学校
0967-72-1004

熊本県 山都町 ①②③ 潤徳小学校学習発表会 学習発表会を開催し、児童の日頃の学習の成果を保護者や祖父母、地域の方に発信する。 11月17日 潤徳小学校 潤徳小学校 無料
ymt-
juntoku@town.yamato.kumamo
to.jp

0967-72-0085

熊本県 山都町 ①③ 潤徳小学校稲刈り、脱穀
小学生が学校田に植えている米を鎌で稲刈りをして、掛け干しにして、昔ながらの足踏み脱穀機
を使ったりして農業体験を保護者や地域の方の協力を得て行う。

10月初旬
10月下旬

潤徳小学校 潤徳小学校 無料
ymt-
juntoku@town.yamato.kumamo
to.jp

0967-72-0085

熊本 山都町 ② 稲刈り 全校児童で保護者に手伝ってもらい、稲刈りをする。 10月23日 清和小学校学校田 清和小学校 無料 0967-82-2012

熊本 山都町 ② 小中合同駅伝大会 小学校と中学校が協力、工夫をし、合同で駅伝大会を実施する。 11月10日 清和小近辺 清和小学校 無料 0967-82-2012

熊本 山都町 ② 清和小ふるさと祭り 学校とＰＴＡ、地区公民館の共催で、学習発表会とふれあい活動（昔遊び）を行う。 11月28日 清和小学校 清和小学校 無料 0967-82-2012

熊本県 山都町 ③ スクールコンサート
未来の山都町を担う子ども達に素晴らしい芸術文化を鑑賞させることで、美しい心と豊かな感性を
育むとともに、郷土を愛し誇りに思う心を育てる。

10月11日 蘇陽中学校 時の橋 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ①② 読み語り ボランティアの方々の協力で絵本や古典などの読み語りを行い、読書意欲の向上を図る。 10月11日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ①② 読み語り ボランティアの方々の協力で絵本や古典などの読み語りを行い、読書意欲の向上を図る。 10月18日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ①② 読み語り ボランティアの方々の協力で絵本や古典などの読み語りを行い、読書意欲の向上を図る。 10月25日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

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



1224

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

熊本県 山都町 ①② そよっ子ふれあいフェスタ 学習成果の発表や地域の方々との交流（昔遊びや餅つき等）を行う。 11月10日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ①② 読み語り ボランティアの方々の協力で絵本や古典などの読み語りを行い、読書意欲の向上を図る。 11月11日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ①② 読み語り ボランティアの方々の協力で絵本や古典などの読み語りを行い、読書意欲の向上を図る。 11月15日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ①② 読み語り ボランティアの方々の協力で絵本や古典などの読み語りを行い、読書意欲の向上を図る。 11月22日 蘇陽小学校 蘇陽小学校 無料 0967-85-0200

熊本県 山都町 ② 学習発表会
農園活動でお世話になった老人会や地域の方々、保護者に感謝をこめて招待すると共に学習成
果を発表する。また、収穫した小豆等を児童が販売する。

11月18日 蘇陽南小学校体育館 蘇陽南小学校 無料
蘇陽南小学校     0967-83-
0022

熊本県 山都町 ② 矢部中学校文化祭
全学級による合唱コンクール、学年劇、英語暗唱、人権作文発表、吹奏楽部演奏等の発表を行い
ます。

10月14日 矢部中学校 矢部中学校 無料
ymt-
yabejh@town.yamato.kumamot
o.jp

0967-72-3810

熊本県 山都町 ② 学校自由参観日
学校開放日とし、自由参観する。地域の学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、生徒の
学習活動等を保護者・並びに学校地域づくり協議会のメンバーをはじめとして、地域に広く公開し
ます。

11/26～1週間 矢部中学校 矢部中学校 無料
ymt-
yabejh@town.yamato.kumamot
o.jp

0967-72-3810

熊本県 山都町 ② 矢部中学校教育の日
学校と家庭の連携を図るため、毎月19日を矢部中教育の日として、学びや育ちの土台に関する話
題（生活習慣形成やメディアコントロール等）をメールにて配信し、啓発を行います。

毎月19日 矢部中学校 矢部中学校 無料
ymt-
yabejh@town.yamato.kumamot
o.jp

0967-72-3810

熊本県 山都町 ②③ 清和中学校文化祭 毎年実施している、学習の成果を発表する文化祭です。 10月13日 清和中学校体育館 清和中学校 無料
清和中学校
0968-82-2124

熊本県 山都町 ①② 子育て講演会
清和っ子育成協議会主催で行う子育てに関する教育講演会です。昨年は「心と体の元気を育む」
という演題で食育の講演を実施しました。本年度はネット犯罪について講演予定です。

１１月 清和集落センター 清和っ子育成協議会 無料
清和中学校
0968-82-2124

熊本県 山都町 ②③ 文化発表会
校内で学級を単位として、合唱や劇、学習発表会を行う。保護者や地域へも案内し、学校からの
発信とする。

10月14日
(日）

蘇陽中学校 蘇陽中学校 無料
ymt-soyo-
chu@town.yamato.kumamoto.j
p

Tel 0967-83-0546
Fax0967-73-6001

熊本県 山都町 ① 森林自然観察体験教室
県内各地の森林において、森林インストラクターの案内のもと、動植物の観察やトレッキンク゛、も
のづくり等の体験活動を通じ、森とふれあい学習します。

10月21日
上益城郡山都町
清和ふれあいの森

熊本県
森林保全課

http://www.pref.kumamoto.jp
/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&
class_set_id=2&class_id=2699

熊本県
森林保全課
みどり保全班
096-333-2450

・要事前申し込み
・左記URLは、開催日
の約１か月前に更新
予定

熊本県 湯前町 ② 芸術鑑賞 関西フィルハーモニー管弦楽団の演奏会 10月15日 湯前町立湯前小学校 文化庁 無料
湯前町立湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 湯前町 ① 町ＰＴＡ家庭教育研修会 ＰＴＡ主催による家庭教育の支援につながる研修会 11月初旬 湯前町農業改善センター 湯前町ＰＴＡ連絡協議会 無料
湯前町立湯前中学校
0966-43-2022

熊本県 湯前町 ② 5年いきいき交流 老人クラブの方と一緒に花を植える 11月2日 湯前小学校 社会福祉協議会 無料
湯前町立湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 湯前町 ② 2年いきいき交流 老人クラブの方と一緒に芋掘りを行う 11月12日 学校畑 社会福祉協議会 無料
湯前町立湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 湯前町 ② 町幼保等小中連携合同研修会
１年及び６年生の授業を保育園、こども園及び中学校職員が参観し、連携カリキュラムの視点から
協議を行う。

11月14日 湯前町立湯前小学校 町幼保等小中連携協議会 無料
湯前町立湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 湯前町 ③ 町内里宮神社での伝統芸能発表
生徒が夏休み中から地域の各伝統芸能保存会と取り組んだ「球磨神楽」「浅鹿野棒踊り」「東方組
太鼓踊り」を境内等で発表

11月14・15日 里宮神社境内等 湯前町立湯前中学校 無料
湯前町立湯前中学校
0966-43-2022

熊本県 湯前町 ① 文化祭
生徒が夏休み中から地域の伝統芸能保存会と取り組んだ「球磨神楽」「浅鹿野棒踊り」「東方組太
鼓踊り」について体育館ステージ発表

11月18日 湯前中学校体育館 湯前町立湯前中学校 無料
湯前町立湯前中学校
0966-43-2022

熊本県 湯前町 ② 3年いきいき交流 老人クラブの方と一緒に人参収穫及び調理を行う 11月22日 学校畑及び学校調理室 社会福祉協議会 無料
湯前町立湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 湯前町 ② 持久走大会 ＰＴＡの協力を得て、持久走大会を開催する 11月27日
湯前小学校運動場及び周辺
道路

湯前町立湯前小学校 無料
湯前町立湯前小学校
0966-43-2014

熊本県 苓北町 ② 平成３０年度マリン祭
10月20日の1日目にステージ発表、展示、バザーを中心とした文化部門、10月21日の2日目にはグ
ラウンドを会場として、徒競走、技巧走、マスゲーム、ダンスを実施する体育部門を開催します。

10月20日、21日 天草拓心高校マリン校舎 天草拓心高校マリン校舎 無料
http://sh.higo.ed.jp/amakusat
akushin/

0969-35-1155

熊本県 苓北町 ② 平成３０年度第２学期公開授業週間
生徒の学力向上と教職員の指導力向上、および地域に開かれた学校を目指して本校の教育状況
を広く理解していただくために実施します。見学は1限目から6限目まで自由に見学できます。

11月5日～9日 天草拓心高校マリン校舎 天草拓心高校マリン校舎 無料
http://sh.higo.ed.jp/amakusat
akushin/

0969-35-1155
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熊本県 苓北町 ② はまゆう療育園との合同運動会
本校が隣接しているはまゆう療育園と合同で運動会を実施します。赤白に別れて、団体競技やダ
ンス、リレーなどの競技に取り組みます。

10月14日 はまゆうホール 熊本県立苓北支援学校 無料 ０９６９－３５－１７８０

熊本県 苓北町 ② 授業参観ウィーク
授業の様子を、保護者をはじめはまゆう療育園などの関係機関職員や交流相手校の保護者等に
参観していただきます。

10月22日～10月31日 本校各教室 熊本県立苓北支援学校 無料 ０９６９－３５－１７８０

熊本県 苓北町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果をダンスや劇などにまとめ、保護者やはまゆう療育園職員などの前で発表しま
す。

11月18日
はまゆう療育園
訓練棟３階

熊本県立苓北支援学校 無料 ０９６９－３５－１７８０

熊本県 苓北町 ②
あいあいフェスティバル
（学習発表会）

保護者、地域の方に日頃の学習成果を発表し、参観していただきます。 11月22日 坂瀬川小学校（体育館）
苓北町立
坂瀬川小学校

無料
坂瀬川小学校
0969-37-0501

熊本県 苓北町 ①② ふれあい給食
普段お世話になっている地域のお年寄りを給食に招待し、一緒に会食して感謝の気持ちを伝える
とともに、会食を通して正しく楽しい食事のマナーを身につける機会とします。

10月23日
志岐小学校
（各教室）

苓北町立
志岐小学校

無料
shiki-
estr@reihoku..kumamoto.jp

志岐小学校
0969-35-0014

熊本県 苓北町 ② 公開授業
保護者や祖父母、地域住民に授業を公開し、学校の様子を知ってもらうことで、学校と家庭、地域
との連携強化を図ります。

10月23日
志岐小学校
（各教室）

苓北町立
志岐小学校

無料
shiki-
estr@reihoku..kumamoto.jp

志岐小学校
0969-35-0014

熊本県 苓北町 ①② 孫育てを考える会 保護者や祖父母を対象に「親の学びプログラム」を通して、家庭教育力の向上を図ります。 10月23日
志岐小学校
（図書室）

苓北町立
志岐小学校

無料
shiki-
estr@reihoku..kumamoto.jp

志岐小学校
0969-35-0014

熊本県 苓北町 ①② 親の学び講座
就学時健康診断時に新入児童の保護者を対象に、学校生活に備えての生活習慣づくりについて
学んだり親同士の情報交換をしたりする場とします。

11月2日
志岐小学校
（図書室）

苓北町立
志岐小学校

無料
shiki-
estr@reihoku..kumamoto.jp

志岐小学校
0969-35-0014

熊本県 苓北町 ①②③ 学習発表会
学習成果の発表や体験活動を通して児童の主体性を高めるとともに、町内諸団体との交流を通じ
て児童に町民の一員としての自覚を育む機会とします。

11月22日
志岐小学校
（体育館）

苓北町立
志岐小学校

無料
shiki-
estr@reihoku..kumamoto.jp

志岐小学校
0969-35-0014

熊本県 苓北町 ② キラキラ富岡フェスタ 保護者や地域の人々を招待し、各学級の学習成果を発表します。 11月25日 富岡小学校（体育館）
苓北町立
富岡小学校

無料
http://es.higo.ed.jp/tomiokaes
/

富岡小学校
0969-35-0039

熊本県 苓北町 ①② 都呂々小授業参観
保護者だけでなく地域の方々にも全学年の授業を公開し、学校や子どもたちの様子を知ってもらう
機会とします。

10月11日 都呂々小学校
苓北町立
都呂々小学校

無料
都呂々小学校
0969-36-0025

熊本県 苓北町 ② 学習発表会 各学級が、これまで学習したことや成果を保護者等に発表します。 11月25日 都呂々小学校
苓北町立
都呂々小学校

無料
都呂々小学校
0969-36-0025

熊本県 苓北町 ② 学習成果発表会
生徒の表現力や創造力、鑑賞力を高めることをねらいとして、日頃の学習や総合的な学習の時間
の成果をまとめ、発表会形式で保護者や地域の方々に対押して公開します。

10月12日 苓北中学校
苓北町立
苓北中学校

無料
苓北中学校
0969-35-0035

熊本県 多良木町 ② 弁当デー
食事について親子で考える機会とし、食への関心を高め、感謝の心を育むことを目的として、学校
と家庭が連携し、「弁当デー」に取り組みます。

10/1　11/26 黒肥地小学校 黒肥地小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kurohiji/ 多良木町立黒肥地小学校

熊本県 多良木町 ② フリー参観日
保護者や地域の方々に、授業や子どもたちの生活や学習の様子、施設の状況を参観してもらいま
す。

10月9日 黒肥地小学校各教室 黒肥地小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kurohiji/ 多良木町立黒肥地小学校

熊本県 多良木町 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に、各教科で学習した成果を発表したり、ふるさとについて総合的な学習の
時間等で調べた結果を発信したりします。

11月4日 黒肥地小学校体育館 黒肥地小学校 無料 http://es.higo.ed.jp/kurohiji/ 多良木町立黒肥地小学校

熊本県 県内全域 ①
くまもと「親の学び」プログラムトレー
ナー研修会

くまもと「親の学び」プログラムの趣旨及び参加体験型学習についての理解を深めるとともに、くま
もと「親の学び」プログラムトレーナーとしての資質向上に資する。

10月 県内 社会教育課 無料
https://www.pref.kumamoto.jp
/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&
class_set_id=2&class_id=2746

096-333-2698

熊本県 県内全域 ①
くまモンが先生となった教育活動推進
事業

将来を担う子供たちが郷土に誇りを持ち「夢」を描き、実現できるように、県内の放課後子供教室
等を実施する学校等を対象に、「くまモン」を活用した効果的な学習活動・体験活動プログラムを募
集し、優れたプログラムとして選出された学校等に「くまモン」を先生として派遣する。

～２月 県内 社会教育課 無料
http://kyouiku.higo.ed.jp/shou
gai/page6237/page9331/

096-333-2699

熊本県 県内全域 ① 体験活動ボランティア派遣事業
市町村の要請に応じて、放課後子供教室等の地域学校協働活動に関わる取組を対象に体験活
動ボランティアチームを派遣し、体験活動や交流活動を行う。

～２月 県内 社会教育課 無料
http://kyouiku.higo.ed.jp/shou
gai/page4816/

096-333-2699

熊本県 全域 ①②③
平成30年度熊本県近代文化功労者顕
彰式

熊本県教育委員会において、本県の文化及び教育の振興に資することを目的として、近代文化の
発展に貢献された先人（現存者・故人）を顕彰する事業を実施しています。

11月17日 くまもと県民交流館パレア 文化課 無料 096-333-2704

熊本県 天草全域 ①②③
地域学校協働活動推進実践交流会
～未来の天草の学校づくり、地域づくり
～

天草管内の地域と学校が連携･協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく地
域学校協働活動の実践交流を通して、その成果と課題を明らかにするとともに、今後の活動の更
なる充実を図る実践発表会を開催します。

11月30日 天草市民センター 天草教育事務所 無料 0969-22-4775

熊本県 県内全域 ②④ 第７８回科学展
各学校、地域で選抜された科学研究物を展示、審査。昭和１２年から続く歴史ある科学展。夏休み
の自由研究などの発表の場となっている。展示期間の土日は、環境総合センター及び当センター
による無料の科学実験体験コーナーもある。

１１月 熊本市環境総合センター 県立教育センター 無料
http://www.higo.ed.jp/center
/

0968-44-6613（ダイヤルイ
ン）
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