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北海道 愛別町 ②③ 文化祭
幼児・児童・生徒が音楽発表を行う。また、各種文化団体や町内学校
による芸能発表や作品展示を行います。

10月25～27日
愛別小学校
体育館

愛別町文化祭実行委員会 無料
連絡先：愛別町教育委員会社会教育係
電話番号：01658-6-5115

北海道 愛別町 ② 現場実習(インターンシップ)
卒業後の生活を見据え、自己実現に向けて、2年生全員が10日間の
職業現場における実習を行います。

9月30日～10月11日 愛別町内及び近隣市町村 美深高等養護学校あいべつ校 無料
【美深高等養護学校あいべつ校Ｈ
Ｐ】
http://www.aibetsukou.hokkaido-

連絡先：美深高等養護学校あいべつ校
電話番号：01658-6-5811

北海道 愛別町 ② 第6回マラソン大会
地域協働運営を進め、地域を教場として学習の成果を一般に公開す
るとともに、特別支援教育への理解及び啓発を図ります。

10月21日 美深高等養護学校あいべつ校 美深高等養護学校あいべつ校 無料
【美深高等養護学校あいべつ校Ｈ
Ｐ】
http://www.aibetsukou.hokkaido-

連絡先：美深高等養護学校あいべつ校
電話番号：01658-6-5811

北海道 愛別町 ②③ 第4回学校祭
学習の成果を一般に公開し、地域住民との交流を図るとともに、特別
支援教育への理解及び啓発を図ります。

11月17日～18日 美深高等養護学校あいべつ校 美深高等養護学校あいべつ校 無料
【美深高等養護学校あいべつ校Ｈ
Ｐ】
http://www.aibetsukou.hokkaido-

連絡先：美深高等養護学校あいべつ校
電話番号：01658-6-5811

北海道 赤井川村 ② 赤井川中学校文化祭 生徒によるステージ発表、音楽会、弁論発表などを行います。 10月6日 赤井川村立赤井川中学校 赤井川村立赤井川中学校 無料
連絡先：赤井川村立赤井川中学校
電話番号：0135-34-6861

北海道 赤井川村 ②
赤井川小学校開校120周年
記念学芸会

児童による学芸発表を行います。 10月13日 赤井川小学校体育館 赤井川村立赤井川小学校 無料
連絡先：赤井川村立赤井川小学校
電話番号：0135-34-6860

北海道 赤井川村 ② もちつき集会・学芸会
午前は保護者・地域の方と一緒にもちつきを行い、午後は児童による
学習成果の発表の場として学芸会を開催します。

10月20日 赤井川村立都小学校
赤井川村立都小学校、赤井川村
立都小学校PTA

無料
連絡先：赤井川村立都小学校
電話番号：0135-34-6121

メール：
kyoutou@miyasyo.ed.jp

北海道 赤平市 ② 人権教室
4年生を対象に、外部講師を招聘し、「わたしのせいじゃない」をキー
ワードに、「責任」について、考え理解を深める機会とします。

10月29日 赤平市立赤間小学校 赤平市立赤間小学校 無料
連絡先：赤平市立赤間小学校
電話番号：0125-32-3330

北海道 赤平市 ②
赤平市立茂尻小学校公開研
究会

赤平市・中空知管内の先生の方々が参加し､研究授業後、教育につ
いて交流・情報交換していただきます。

11月8日 赤平市立茂尻小学校 赤平市教育研究推進協議会 無料
連絡先：赤平市立茂尻小学校
電話番号：0125-32-2314

北海道 赤平市 ① あかびら子どもまつり
まつり会場全体を子どもが運営します。「独立国」とし、その中に育成
会または団体ごとに「村」を出店します。

11月9日 赤平市総合体育館 赤平市青少年育成連絡協議会
連絡先：赤平市教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：0125-32-1822

大人のみ有料

北海道 赤平市 ② CAPプログラム教室
地元企業の方々による授業。デートＤＶなどに関する講義を行いま
す。

11月13日 赤平市立赤平中学校 子供の輝きを支える会 無料
連絡先：赤平市立赤平中学校
電話番号：0125-32-3156

北海道 赤平市 ② CAPプログラム教室
地元企業の方々による授業。不審者からの逃れ方などに関する講義
を行います。

11月28日 赤平市立豊里小学校 子供の輝きを支える会 無料
連絡先：赤平市立豊里小学校
電話番号：0125-32-2079

北海道 旭川市 ② １日参観日
保護者，地域，校区小学校２校にも案内し，１日を通して本校の教育
活動を参観していただきます。

10月11日 旭川市立神居東中学校 旭川市立神居東中学校 無料
【旭川市立神居東中学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/kamuihigashi-jhs/

連絡先：旭川市立神居東中学校
電話番号：0166-61-8298

北海道 旭川市 ②
スマホ・ケータイ安全教室（仮
称）

外部講師を招いて、スマホ等ネット使用のルールやマナーについて学
ぶ

11月初旬 旭川東高等学校 旭川東高等学校 無料
【旭川東高等学校HP】
http://www.ah.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：旭川東高等学校
電話番号：0166-23-2855

北海道 旭川市 ④ HOKKAIDOサイエンスツアー
市内及び近隣の中学生を対象に、最新の科学技術についての講義
や実習を行います。

10月6日
11月(期日未定)

北海道旭川西高等学校 北海道旭川西高等学校 無料
【旭川西高校HP】
http://www.asahikawanishi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道旭川西高等学校
電話番号：0166-52-1215

北海道 旭川市 ② LINE講習会
LINEの便利さと危険性を学び、安全に正しく使用できるように学習しま
す。

10月16日 北海道旭川工業高等学校 北海道旭川工業高等学校 無料
連絡先：旭川工業高等学校　生徒指導部
電話番号：0166-65-4115

北海道 旭川市 ①④
旭川市「緑が丘地域活動セン
ター」オープンイベント

生徒が講師となり子どもたちにプラ板工作の体験を開催します。 11月2日 緑ヶ丘地域活動センター
一般社団法人　旭川緑が丘スポー
ツクラブ

無料
連絡先：旭川工業高等学校　工業化学科
電話番号：0166-65-4115

北海道 旭川市 ①④ 多世代ふれあいフェスタ 生徒が講師となり子どもたちに液体窒素の実験ショーを開催します。 10月6日 旭川市立西御料地小学校
多世代ふれあいフェスタ実行委員
会

無料
連絡先：旭川工業高等学校　工業化学科
電話番号：0166-65-4115

北海道 旭川市 ② 旭養フェスティバル（学校祭） 幼児児童生徒のステージ発表、販売、作品展示を行います。 10月26日 旭川養護学校 旭川養護学校 無料
【旭川養護学校】
http://www.asahikawayougo.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：旭川養護学校
電話番号：0166-51-6507

北海道 旭川市 ③
ウポポイ開設ＰＲイベント「ア
イヌ・フェスティバル2019」

2020年４月のウポポイの一般公開に向けて、アイヌの歴史・文化を紹
介するイベントを開催します。

11月16日～17日 イオンモール旭川西 北海道 無料
【北海道HP】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/a
ss/indextop.htm

連絡先：北海道環境生活部アイヌ政策課
電話番号：011-204-5185

メール：
kansei.ainu@pref.hokkaido
.lg.jp

北海道 旭川市 ①②③ 芸術週間 期間中は全日開館し、常設展を無料開放します。 11月１～７日 北海道立旭川美術館 北海道立旭川美術館 無料
【北海道立旭川美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/abj/top.htm

連絡先：北海道立旭川美術館
電話番号：0166-25-2577

北海道 旭川市 ①②③
北海道教育大学旭川校連携
ギャラリー・トーク

北海道教育大学旭川校准教授で日本画家の大石朋生氏に、常設展
において講話と展示作品の解説をしていただきます。

10月12日
北海道立旭川美術館
第２展示室

北海道立旭川美術館
【北海道立旭川美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/abj/top.htm

連絡先：北海道立旭川美術館
電話番号：0166-25-2577

当日、高校生以下は常設
展無料

北海道 旭川市 ① 日章まつり
児童による学習の成果を表現活動（劇，器楽演奏，合唱等）として行
い，地域，保護者に公開します。

10月6日 旭川市立日章小学校 旭川市立日章小学校 無料
【旭川市立日章小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/nissyo-els/

連絡先：旭川市立日章小学校
電話番号：0166-22-8301

北海道 旭川市 ① 日章ギネス
「豆つかみ」や「雑巾ダッシュ」など，身体を使った競技をとおして，記
録を競い合うとともに，児童同士，保護者児童間の交流を図ります。

10月6日 旭川市立日章小学校 旭川市立日章小学校PTA 無料
【旭川市立日章小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/nissyo-els/

連絡先：旭川市立日章小学校
電話番号：0166-22-8301

北海道 旭川市 ② 学芸会 児童による表現活動（演劇，器楽演奏，合唱，舞踊）を行います。 10月2日 旭川市立朝日小学校 旭川市立朝日小学校 無料
【旭川市立朝日小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/asahi-els/

連絡先：旭川市立朝日小学校
電話番号：0166-32-3204

北海道 旭川市 ② ステップアップ研修
教職委員の資質・能力向上を目指し,日々改善を加えた授業を広く公
開し,参加者から御意見･御助言をいただきます｡

11月12日 旭川市立青雲小学校 旭川市立青雲小学校 無料
【旭川市立青雲小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/seiun-els/

連絡先：旭川市立青雲小学校
電話番号：0166-22-7495

北海道 旭川市 ② 教育実践研究発表会
学校力向上に関する総合実践事業の実践指定校として、授業におけ
る子どもの姿や教育講演会を通して、そろえる活動を基盤とした教育
実践の成果を発信します。

11月15日 旭川市立大有小学校 旭川市立大有小学校 無料
【旭川市立大有小学校HP】
http://www.taiyuu.els.asahikawa-
hkd.ed.jp/

連絡先：旭川市立大有小学校研究部
電話番号：0166-51-4167

メール：
postmaster@taiyuu.els.as
ahikawa-hkd.ed.jp

北海道 旭川市 ①
トヨタ原体験プログラム
クルマまるわかり教室

・クルマと自動車産業の基礎知識
・カー＆エコゲーム
・ワークショップとまとめの講義

10月23日 旭川市立北鎮小学校体育館 トヨタ原体験事務局 無料
【出張授業！トヨタ原体験プログラ
ム】
http://www.toyota.co.jp/gentaiken

連絡先：トヨタ原体験事務局
電話番号：0880－700－8001

北海道 旭川市 ②
旭川市立北光小学校実践研
究発表会

算数科の授業と，特別支援学級の自立活動を公開し，指導主事をは
じめ，参加者と研究内容・授業について協議を行います。

11月21日 旭川市立北光小学校
校長
田中　聡

無料
【旭川市立北光小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/hokko-els/

連絡先：旭川市立北光小学校
電話番号：0166-51-7712

北海道 旭川市 ② 第68回学芸会
児童による表現活動（劇，器楽演奏，合唱，舞踊）を行い，児童同士で
見合ったり，保護者や地域の方に見ていただきます。

10月27日 旭川市立永山西小学校 旭川市立永山西小学校 無料
【旭川市立永山西小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/nagayamanishi-els/

連絡先：旭川市立永山西小学校
電話番号：0166-48-1042

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 旭川市 ② 公開研究会
道徳の授業を３学級で公開し，指導主事をはじめ，参加者と研究内
容，授業について協議を行い，授業改善を進めます。

11月22日 旭川市立永山西小学校 旭川市立永山西小学校 無料
【旭川市立永山西小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/nagayamanishi-els/

連絡先：旭川市立永山西小学校
電話番号：0166-48-1043

北海道 旭川市 ②
小中連携・一貫教育
教育実践発表会

　これまでの小中連携・一貫教育の基盤をもとに，今年度より「校舎一
体型」となった利点を生かした教育活動の推進の様子を公開し，広く
指導助言をいただき，今後の取組の工夫改善に生かします。

11月6日
旭川市立旭川中学校
旭川市立旭川小学校

旭川市立旭川中学校
旭川市立旭川小学校

無料
連絡先：旭川市立旭川小学校
電話番号：0166－36－1018

北海道 旭川市 ② 東栄まつり
PTAが主催し，子どもたちが安心・安全に楽しむことができる場を提供
する。子どもたちの健全育成を図ります。

10月26日 旭川市立東栄小学校 旭川市立東栄小学校PTA
【旭川市立東栄小学校HP】
http://www.asahikawa-
hkd.ed.jp/touei-els/

連絡先：旭川市立東栄小学校
電話番号：0166-34-3048

一部有料

北海道 旭川市 ①
旭川市立明星中学校区小・
中学校ＰＴＡ

ふれあいコンサート 10月5日 旭川市立東五条小学校 明星中学校区小中学校ＰＴＡ 無料
連絡先：旭川市立明星中学校
電話番号：0166-26-0468

有料

北海道 旭川市 ③ 第１４回　ふれあいコンサート
光陽地区の児童生徒および地域の方々が,音楽に親しむ機会を通し
て交流を図り，豊かな心を育みます。

10月19日 旭川市立光陽中学校
光陽地区子どもの心を育てる地域
推進会議（光陽中，東町小，豊岡
小各ＰＴＡ）

無料
連絡先：旭川市立東町小学校
電話番号：0166-32-3296

北海道 旭川市 ② 合同合唱集会
東光中学校区三校（東光中，啓明小，千代田小）の児童，生徒による
合唱交流会を実施し，音楽への情操等を高め，豊かな心の育成に努

10月1日 旭川市立東光中学校 旭川市立東光中学校 無料
連絡先：旭川市立東光中学校
電話番号：0166321295

会場の関係で保護者の
み

北海道 旭川市 ②
旭川東高等学校定時制「学
校説明会」

学校概要等の説明 ､施設設備や授業の見学 11月1日 旭川東高等学校 旭川東高等学校 無料
【旭川東高等学校HP】
http://www.ah.hokkaido-

連絡先：旭川東高等学校定時制
電話番号：0166-26-1053

メール：
ah-t00@hokkaido-c.ed.jp

北海道 旭川市 ② 学校説明会
総合学科高校の様々な取組を紹介することにより、中学生、中学生保
護者、中学校教員に総合学科の理解を深めてもらい生徒募集を進め

10月26日 旭川南高校 旭川南高校 無料
http://asahikawaminami.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：旭川南高校
電話番号：0166-65-8770

北海道 旭川市 ③ 芸術鑑賞 様々な芸術分野の中より、今年度は狂言に親しみます。 10月16日 旭川市民文化会館 旭川北高等学校(全定合同) 無料
【旭川北高等学校ＨＰ】
http://www.asahikawakita.hokkaido
-c.ed.jp

連絡先：旭川北高等学校
電話番号：0166-51-4620

北海道 旭川市 ② ＯＰＥＮ ＤＡＹ 本校の学校説明と校舎施設見学 10月26日 旭川北高等学校 旭川北高等学校(全) 無料
【旭川北高等学校ＨＰ】
http://www.asahikawakita.hokkaido
-c.ed.jp

連絡先：旭川北高等学校
電話番号：0166-51-4620

北海道 旭川市 ② 学校説明会
教育内容の説明、体験授業、部活動見学をとおして、本校の教育活
動を理解していただく。

10月5日 旭川永嶺高校 旭川永嶺高校 無料
【旭川永嶺高校HP】
http://www.eiryou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道旭川永嶺高等学校
電話番号：0166-47-6006

北海道 旭川市 ② 公開授業週間
「主体的、対話的で深い学び」の視点からの授業改善を目的として、
公開授業を実施。

11月1～8日 旭川永嶺高校 旭川永嶺高校 無料
【旭川永嶺高校HP】
http://www.eiryou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道旭川永嶺高等学校
電話番号：0166-47-6006

北海道 旭川市 ② 薬物乱用防止・防犯教室 薬物乱用防止及び防犯の意識高揚を図る講演会 11月予定 旭川永嶺高校 旭川永嶺高校 無料
【旭川永嶺高校HP】
http://www.eiryou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道旭川永嶺高等学校
電話番号：0166-47-6006

北海道 旭川市 ② 文化発表会
課題曲、自由曲の計２曲を合唱し、審査を行います。審査は、指揮者
及び伴奏者についても行います。また、吹奏楽局、演劇部などの発表
や写真部、書道部等の展示も行います。

11月15日 旭川市民文化会館 北海道旭川商業高等学校 無料
【北海道旭川商業高等学校】
http://www.kyokusyo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：全日制教頭
電話番号：0166-22-3556

北海道 旭川市 ② 定時制見学会
本校の教育内容を説明し、授業見学を実施し、定時制教育への理解
を深める機会とする。

10月下旬 北海道旭川商業高等学校
北海道旭川商業高等学校（定時
制）

無料
連絡先：旭川商業高等学校（定時制）
電話番号：0166-22-3556

北海道 旭川市 ② 保健講話
外部講師による講話を実施し、性に関する基礎的な知識やエイズ・性
感染症について理解を深めるとともに生命を尊重し、自他ともに大切
にする気持ちを養う。

11月上旬 北海道旭川商業高等学校
北海道旭川商業高等学校（定時
制）

無料
連絡先：旭川商業高等学校（定時制）
電話番号：0166-22-3556

北海道 旭川市 ② あさがお販売会 ・販売実習（実習生産物の販売・調査）
10月17日
11月21日

ＪＡあさひかわ永山支所 旭川農業高等学校
連絡先：食品科学科
電話番号：0166-48-2287

有料

北海道 旭川市 ② 学校教育説明会 ・教育活動の紹介（本校の教育活動全般） 10月中旬 旭川農業高等学校 旭川農業高等学校 無料
連絡先：教頭・総務部長
電話番号：0166-48-2287

北海道 旭川市 ② 旭川盲学校
幼稚部･小学部･中学部の幼児児童生徒が器楽演奏･演劇等の学習
の成果を発表します｡
演目終了後には､PTAによるﾊﾞｻﾞｰも開催します｡

10月26日 旭川盲学校体育館 旭川盲学校 無料
【旭川盲学校HP】
http://www.kyokumoｰ
z0@hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道旭川盲学校
電話番号：0166－51－8101

北海道 旭川市 ② 文化祭
幼稚部、小学部、中学部の幼児児童生徒が、日常の学習の成果を劇
等で発表する。また、中学部は交流している中学校と手話歌を発表す
る。

10月26日 旭川聾学校体育館 旭川聾学校 無料
【旭川聾学校HP】
http://www.asahikawarou.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：旭川聾学校
電話番号：0166-51-6121

北海道 芦別市 ② 地域参観日
芦別小学校ＰＴＡはもちろん，校区の地域住民へ案内をし，普段の小
学生の様子を知ってもらう参観日です。

10月4日 芦辺市立芦別小学校 芦別市立芦別小学校 無料
連絡先：芦別市立芦別小学校
電話番号：0124-22-2573

ashisho2@chorus.ocn.ne.j
p

北海道 芦別市 ② PTA講演会
保護者と高学年児童を対象とし，警察署と連携した情報モラルの講演
会・ワークショップです。

10月4日 芦別市立芦別小学校体育館 芦別市立芦別小学校PTA 無料
連絡先：芦別市立芦別小学校
電話番号：0124-22-2573

ashisho2@chorus.ocn.ne.j
p

北海道 芦別市 ② 学習発表会 音楽，リズム，劇など表現活動の成果を披露する発表会です。 10月26日
芦別市立芦別小学校
体育館

芦別市立芦別小学校 無料
連絡先：芦別市立芦別小学校
電話番号：0124-22-2573

ashisho2@chorus.ocn.ne.j
p

北海道 芦別市 ③ 音楽発表会
市内の小学校中学校の児童・生徒が集い，音楽を交流し発表する音
楽会です。

10月31日 芦別市民会館 芦別教育振興会 無料
連絡先：芦別市立上芦別小学校
電話番号：0124-22-4021

北海道 芦別市 ② がん教室
芦別市健康推進課から講師を招き，小学六年生へがん予防の健康指
導をする授業です。

11月6日
芦別市立芦別小学校
６年教室

芦別市立芦別小学校 無料
連絡先：芦別市立芦別小学校
電話番号：0124-22-2573

ashisho2@chorus.ocn.ne.j
p

北海道 芦別市 ②
芦別小学校公開授業研究大
会

特設授業を公開し本校の普段の研究成果を発表し，意見交流する大
会です。

11月14日 芦別市立芦別小学校
芦別市立芦別小学校（教育振興
会）

無料
連絡先：芦別市立芦別小学校
電話番号：0124-22-2573

ashisho2@chorus.ocn.ne.j
p

北海道 芦別市 ①
芦別市PTA連合会
研究大会

子育てに関する講演会です。 11月2日 芦別市立芦別中学校 芦別市PTA連合会 無料
連絡先：芦別市PTA連合会事務局
電話番号：0124-24-2111

ashichyu2@chic.ocn.ne.jp

北海道 芦別市 ②
自動車運転免許取得保護者
説明会

運転免許取得希望者の保護者対象に運転に対する責任と交通安全
意識の向上を図ります。

10月31日 北海道芦別高等学校 北海道芦別高等学校 無料
連絡先：北海道芦別高等学校事務室
電話番号：0124-22-2164

北海道 芦別市 ② 自動車学校通学指導
自動車学校の通学の心構えと、運転免許取得希望者に運転に対する
責任と交通安全意識の向上を図ります。

10月30日 北海道芦別高等学校 北海道芦別高等学校 無料
連絡先：北海道芦別高等学校事務室
電話番号：0124-22-2164

北海道 芦別市 ② 公開授業週間
広く意見を求め、今後の指導に役立てることを目的として、授業公開
を行います。

11月5～15日 北海道芦別高等学校 北海道芦別高等学校 無料
連絡先：北海道芦別高等学校事務室
電話番号：0124-22-2164

北海道 足寄町 ① ジュニアリーダーコース
地域のよさや課題、よりよいまちづくりの方策等について考える活動を
とおして地域活動に参画する中高生リーダーを育成します。

10月12～14日 ネイパル足寄 ネイパル足寄
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ① 秋のこどもフェスティバル
施設の教育資源を活用した体験活動の提供をとおして、家庭や地域
の教育力の向上を図るとともに社会教育施設への理解を図ります。

10月20日 ネイパル足寄 ネイパル足寄 無料
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ① ディスカバー・アース
地域の地学的な歴史を学ぶ体験活動をとおして地域や地球規模の環
境に目を向け、地域や環境への関心を高めます。

11月2日～4日 ネイパル足寄 ネイパル足寄
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ① はじめてのおとまり１
宿泊体験や集団での体験活動をとおして自立心や社会性を養うととも
に、望ましい生活習慣をすすんで実践する態度を育みます。

11月9日～10日 ネイパル足寄 ネイパル足寄
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北海道 足寄町 ① はじめてのおとまり２
宿泊体験や集団での体験活動をとおして自立心や社会性を養うととも
に、望ましい生活習慣をすすんで実践する態度を育みます。

11月16日～17日 ネイパル足寄 ネイパル足寄
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ① はじめてのおとまり３
宿泊体験や集団での体験活動をとおして自立心や社会性を養うととも
に、望ましい生活習慣をすすんで実践する態度を育みます。

11月23日～24日 ネイパル足寄 ネイパル足寄
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ①
ジュニアイングリッシュキャン
プ

外国語を用いた体験活動や外国人スタッフとの交流をとおして、グ
ローバル社会に対応した子どもを育みます。

11月30日～12月1日 ネイパル足寄 ネイパル足寄
【ネイパル足寄HP】
http://www.napal-

連絡先：ネイパル足寄
電話番号：0156-25-6111

メール：
asyoro@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ② 授業公開週間
本校生徒保護者や地域住民の方々に授業を公開します（アンケート
等によりご意見・ご感想などをいただき今後の授業改善に役立てま
す。）

11月11日～15日 足寄高等学校 足寄高等学校 無料
【足寄高等学校HP】
http://www.ashoro.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：足寄高等学校
電話番号：0156-25-2269

実施日の１週間ほど前に
なりましたら当日の時間
割をHPにアップします

北海道 足寄町 ② カナダ研修報告会
足寄町の支援により実施している「第６次足寄高校生海外派遣事業」
の報告会を足寄中学校を会場に実施します。現地での学校訪問や
ホームステイ研修の様子を足寄高校１年生が報告します。

11月5日
（予定）

足寄町立足寄中学校 足寄高等学校 無料
【足寄高等学校HP】
http://www.ashoro.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：足寄高等学校
電話番号：0156-25-2269

北海道 足寄町 ② 高齢者福祉施設訪問
高齢者等とのふれあいを通して、様々な人々が共に支え合って生きる
ことの重要性を認識し、地域及び社会の一員として主体的に行動する
ことの意義について考えます。

11月7日,8日
足寄町高齢者等複合施設「むすび
れっじ」

足寄高等学校 無料
【足寄高等学校HP】
http://www.ashoro.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：足寄高等学校
電話番号：0156-25-2269

北海道 足寄町 ①
足寄町PTA連合研究大会兼
足寄町青少年健全育成講演

町内の保護者・地域の方々、教職員が集い、講師から子どもたちの健
やかな成長のために参考となる講話を聞きます。

11月16日
足寄町立足寄小学校
体育館

足寄町PTA連合会 無料
連絡先：足寄町立足寄小学校
電話番号：0156-25-2114

北海道 足寄町 ② 学習発表会
児童が文化的・伝統的なヨサコイ、演劇、合唱を地域住民・保護者に
発表します。

10月26日 足寄町立大誉地小学校 足寄町立大誉地小学校 無料
連絡先：足寄町立大誉地小学校
電話番号：0156-28-2232

北海道 足寄町 ①②③
芽登小学校・芽登保育所学
習発表会

日常の学習の成果を総合的・創造的に発表する場として、本校児童と
芽登保育所園児・保護者・地域有志・芽登老人会等が劇や音楽など
の表現活動に取り組みます。

10月26日 足寄町立芽登小学校 足寄町立芽登小学校・芽登保育所 無料
連絡先：足寄町立芽登小学校
電話番号：0156-26-2102

メール：
metou@sirius.ocn.ne.jp

北海道 足寄町 ② 螺湾小学校合同学芸会
日常の学習の成果を総合的・創造的に発表する場として、本校児童と
螺湾保育所園児が劇や音楽など表現活動に取り組むほか、保護者や
地域の青年団・教職員も発表に参加します。

10月26日 螺湾小学校体育館 足寄町立螺湾小学校 無料
連絡先：足寄町立螺湾小学校
電話番号：0156-29-7122

北海道 足寄町 ②
足寄中学校自主公開授業研
究会

十勝管内の小中学校および地域住民、保護者に案内し、本校への理
解を深め、教員の授業力向上を図ります。

11月15日 足寄町立足寄中学校 足寄町立足寄中学校 無料
連絡先：足寄町立足寄中学校
電話番号：0156-25-2679

北海道 厚岸町 ① お泊まり会④
子どもが親元を離れて集団で宿泊することで規則正しい生活を送り、
基本的な生活習慣の定着を図ります。

10月5日～6日 ネイパル厚岸 ネイパル厚岸
【ネイパル厚岸HP】
http://napal-akkesi-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル厚岸
電話番号：0153-52-1151

メール：
napal_akkesi@mirror.ocn.n
e.jp

北海道 厚岸町 ① アースキッズ
森、海、川などの生き物探しをすることで、身近な環境に興味を持ち、
環境に対する意識を高めます。

10月12日～14日 ネイパル厚岸等 ネイパル厚岸
【ネイパル厚岸HP】
http://napal-akkesi-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル厚岸
電話番号：0153-52-1151

メール：
napal_akkesi@mirror.ocn.n
e.jp

北海道 厚岸町 ① プレミアムフライデー
ハロウィーンの準備を通して、地域住民と子ども同士の交流を深めま
す。

10月25日～26日 ネイパル厚岸 ネイパル厚岸
【ネイパル厚岸HP】
http://napal-akkesi-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル厚岸
電話番号：0153-52-1151

メール：
napal_akkesi@mirror.ocn.n
e.jp

北海道 厚岸町 ① アイヌ文化にふれよう
アイヌ文化を体験することを通して、先人の知恵を敬う心やふるさとへ
の愛着、誇りを育みます。

11月2日～4日 ネイパル厚岸 ネイパル厚岸
【ネイパル厚岸HP】
http://napal-akkesi-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル厚岸
電話番号：0153-52-1151

メール：
napal_akkesi@mirror.ocn.n
e.jp

北海道 厚岸町 ① 生徒会フォーラム
学校間交流や課題解決に向けた話し合い等、生徒会活動活性化の
一助とします。

11月7日～8日 ネイパル厚岸 ネイパル厚岸
【ネイパル厚岸HP】
http://napal-akkesi-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル厚岸
電話番号：0153-52-1151

メール：
napal_akkesi@mirror.ocn.n
e.jp

北海道 厚岸町 ② 校内水産クラブ発表会
　水産科の課題研究で行った研究成果を全校生徒を対象に発表し、
全道大会への代表を選考します。

10月9日 北海道厚岸翔洋高等学校 北海道厚岸翔洋高等学校 無料
【厚岸翔洋高校公式webPage】
http://www.aksy.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道厚岸翔洋高等学校
電話番号：0153-52-3195

北海道 厚岸町 ②
思春期講座「赤ちゃんふれあ
い体験」

　思春期の心と身体の変化を学び、性に関する正しい知識を学びま
す。将来の人生に生かせるように保健福祉総合センターの保健師と
協力し、卒業後の福祉サービスへとつなげます。

10月29日～30日 北海道厚岸翔洋高等学校 北海道厚岸翔洋高等学校 無料
【厚岸翔洋高校公式webPage】
http://www.aksy.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道厚岸翔洋高等学校
電話番号：0153-52-3195

北海道 厚岸町 ② 体育科授業「パークゴルフ」
　年齢を問わずに楽しむことができるパークゴルフの特性を知り、将
来、継続的に親しむことができる生涯スポーツの一つとなるように体
験するとともに、地域でパークゴルフに親しんでいる方々と交流を図り

10月2日～11日 北海道厚岸翔洋高等学校 北海道厚岸翔洋高等学校 無料
【厚岸翔洋高校公式webPage】
http://www.aksy.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道厚岸翔洋高等学校
電話番号：0153-52-3195

北海道 厚岸町 ② 薬物乱用防止教室
　薬物に対する正しい知識を持ち、薬物の現状や危険性を理解し薬物
乱用の未然防止を図る事を目的に、専門の外部講師を招き講話を行

11月29日 北海道厚岸翔洋高等学校 北海道厚岸翔洋高等学校 無料
【厚岸翔洋高校公式webPage】
http://www.aksy.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：厚岸翔洋高等学校
電話番号：0153-52-3195

北海道 厚沢部町 ① 図書館まつり
幼少期の読書体験が心を育て、健全育成に大きく寄与することから本
事業を通して、読書の重要性を再認識していただきます。

11月3日 厚沢部町図書館 厚沢部町教育委員会 無料
【厚沢部町教育委員会ＨＰ】
http://www.town.assabu.lg.jp/index.
php

連絡先：厚沢部町教育委員会
電話番号：0139-64-3318

北海道 厚沢部町 ①
第54回厚沢部町　町民文化
祭

町民への芸術文化、郷土芸能等の普及促進を目的として、芸術・美術
作品の展示や芸能発表会等を実施し、町民が文化にふれ、交流参加
する機会を提供します。

11月2～3日

厚沢部町総合体育館
厚沢部町町民交流センター
鶉地区多目的研修センター
館地域振興センター

厚沢部町町民文化祭実行委員会 無料
【厚沢部町教育委員会ＨＰ】
http://www.town.assabu.lg.jp/index.
php

連絡先：厚沢部町教育委員会
電話番号：0139-64-3318

北海道 厚沢部町 ③
厚沢部町立厚沢部小学校　
学習発表会

児童が日頃の学習成果を発表します。（劇・器楽・合唱・踊り・作品展
示等）

10月20日 厚沢部町立厚沢部小学校体育館 厚沢部町立厚沢部小学校 無料
【厚沢部町立厚沢部小学校ＨＰ】
http://user.host.jp/~assho104/

連絡先：厚沢部町立厚沢部小学校
電話番号：0139-64-3042

北海道 厚沢部町 ②
厚沢部町立鶉小学校　学習
発表会

児童が日頃の学習成果を発表します。（劇・器楽・合唱・踊り・作品展
示等）

10月20日 厚沢部町立鶉小学校体育館 厚沢部町立鶉小学校 無料
【厚沢部町立鶉小学校ＨＰ】
http://user.host.jp/~uzurasho/

連絡先：厚沢部町立鶉小学校
電話番号：0139-65-6351

北海道 厚沢部町 ③
厚沢部町立館小学校　学習
発表会

児童が日頃の学習成果を発表します。（劇・器楽・合唱・踊り・作品展
示等）

10月20日 厚沢部町立館小学校体育館 厚沢部町立館小学校 無料
【厚沢部町立館小学校】
http://user.host.jp/~tate_187e1351

連絡先：厚沢部町立館小学校
電話番号：0139-66-2230

北海道 厚沢部町 ③
厚沢部町立厚沢部中学校　
文化祭

学校の教育活動を公開し、理解と連携を強めるため、合唱、演劇、作
品展示、吹奏楽部演奏等の学習活動の成果を保護者や地域住民に
対して発表します。

10月27日
厚沢部町立厚沢部中学校体育館
ほか

厚沢部町立厚沢部中学校 無料
【厚沢部町立厚沢部中学校ＨＰ】
http://user.host.jp/~assabuchu/

連絡先：厚沢部町立厚沢部中学校
電話番号：0139-64-3354

北海道 厚沢部町 ①
厚沢部町子ども・地域サポー
ト事業「キッズ食育の森」

地域住民が主体となり、地域の子どもを対象に、調理体験活動の実
施を通して、食習慣をはじめとした望ましい生活習慣の定着を図りま
す。

10月19日 厚沢部町民交流センター 北海道教育庁檜山教育局 無料
連絡先：檜山教育局教育支援課社会教育
指導班
電話番号：0139-52-6525

北海道 厚真町 ② 一日体験入学 中学３年生を対象に、学校概要説明・体験授業等を実施します。 10月8日 北海道厚真高等学校 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 厚真町 ①②
職場体験学習
(ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ)

就業体験を通じて、勤労観や職業観等を育成するとともに、職業選択
や進路実現に係る資質を養う。

10月16日～18日 厚真町他・近隣市町 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 厚真町 ①②
職場体験学習
(ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ)

第一次産業（農業）就業体験を通じて、勤労観や職業観等を育成する
とともに、職業選択や進路実現に係る資質を養う。

11月15日 厚真町農業担い手センター
厚真町教育委員会
北海道厚真高等学校

無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 厚真町 ② 授業公開
保護者や学校関係者、地域住民等に学校を公開し、教育活動に対す
る理解を図るとともに、授業等の改善を図る。

11月5日～8日 北海道厚真高等学校 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 厚真町 ①② 租税教室
国民の義務である納税と税制の役割と意義を理解し、卒業後の社会
生活に備える

11月20日 北海道厚真高等学校 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 厚真町 ①② ドライバーズセミナー

自動車運転免許取得を前に、体験学習を通して自動車の特性や危険
予測の重要性等について学び、ドライバー（または歩行者）として交通
ルールとマナーを遵守することの重要性を理解する。

11月21日 苫小牧ドライビングスクール 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 厚真町 ①② 年金セミナー
日本年金機構による、年金制度の啓発活動として、年金制度の意義
や仕組みについて理解を深める。

11月22日 北海道厚真高等学校 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 厚真町 ①② 交通安全街頭活動
街頭活動により地域の通行車輌に交通安全をアピールすることで、生
徒自身の交通安全に対する意識を啓発する。

11月22日 厚真町物産品販売会場 北海道厚真高等学校 無料
連絡先：厚真高等学校
電話番号：0145-27-2069

北海道 網走市 ①
フェルトでつくるシロクマのコ
インケース

フェルトを使ってシロクマの顔の形をしたコインケースを作ります。 10月19日 北海道立北方民族博物館 北海道立北方民族博物館 無料
【北海道立北方民族博物館ＨＰ】
http://www.hoppohm.org

連絡先：北海道立北方民族博物館
電話番号：0152-45-3888

北海道 網走市 ① 芸術週間 芸術週間期間中は全日開館し、常設展示を無料開放します。 11月1日～7日 北海道立北方民族博物館 北海道立北方民族博物館 無料
【北海道立北方民族博物館ＨＰ】
http://www.hoppohm.org

連絡先：北海道立北方民族博物館
電話番号：0152-45-3888

北海道 網走市 ② ＰＴＡ支部懇談会
校長、教頭、教職員が各地へ出向き教育活動についての説明や意見
交換を行い、連携・理解を深めます。また、担任との個別面談も実施
することにより生徒理解を図ります。

8月21日～10月中旬 網走東学区内11地区 網走南ヶ丘高等学校(全日制) 無料
【網走南ヶ丘高校全日制】
http://www.abanan.ed.jp/zenniti/in
dex2.html

連絡先：網走南ヶ丘高等学校
電話番号：0152-43-2353

北海道 網走市 ②
互見授業週間
（公開授業週間）

お互いに授業を見て意見を交換を行い授業力を高め、授業改善、教
員の資質向上を図ります。また授業は地域・保護者・近隣小中高の教
員等に公開します。

11月11～15日 網走南ヶ丘高等学校 網走南ヶ丘高等学校(全日制) 無料
【網走南ヶ丘高校全日制】
http://www.abanan.ed.jp/zenniti/in
dex2.html

連絡先：網走南ヶ丘高等学校
電話番号：0152-43-2353

北海道 網走市 ② 教育相談
担任を中心とした個人面接を実施し、生徒理解を深めるとともに、生
活・学習・進路指導等に役立てます。

10月18日～25日 網走南ヶ丘高等学校 網走南ヶ丘高等学校(定時制) 無料
【網走南ヶ丘高等学校定時制】
http://www.abanan.ed.jp/HP-
t/index-t.html

連絡先：網走南ヶ丘高等学校
（定時制職員室）
電話番号：0152-43-2353

北海道 網走市 ①② 学校説明会・授業公開
学校概要の説明や授業公開・授業体験等を通じ、本校定時制への理
解を深めていただくとともに、授業改善につなげます。

9月13日、11月15日 網走南ヶ丘高等学校 網走南ヶ丘高等学校(定時制) 無料
【網走南ヶ丘高等学校定時制】
http://www.abanan.ed.jp/HP-
t/index-t.html

連絡先：網走南ヶ丘高等学校
（定時制職員室）
電話番号：0152-43-2353

北海道 網走市 ③ 芸術鑑賞
本校生徒が中国伝統芸術鑑賞会の公演を鑑賞するとともに、ワーク
ショップ型の体験も通して異文化理解を深めます。

10月3日 網走市民会館 網走桂陽高等学校 無料
連絡先：網走桂陽高等学校
電話番号：0152-43-2930

北海道 網走市 ① 販売実習
網走で行われる農大マルシェにおいて、本校生徒がスイーツやガラス
工芸品を販売し、体験的学習を行います。

10月12日～13日 ＡＰＴ４ 網走桂陽高等学校 無料
【網走桂陽HP】
http://www.abashirikeiyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：網走桂陽高等学校
電話番号：0152-43-2930

北海道 網走市 ① 高Ｐ連北見支部
オホーツク管内高等学校のPTA会員が参加し、子どもたちの健全な食
生活について考えるとともに、充実したPTA活動について研究協議を

10月12日 ホテルオホーツクパレス（紋別市） 高P連北見支部事務局
連絡先：網走桂陽高等学校
電話番号：0152-43-2930

¥1,000

北海道 網走市 ② 公開授業
保護者、教育関係者に授業を公開することにより本校への理解を深
め、授業改善を図ります。

11月5日～8日 網走桂陽高等学校 網走桂陽高等学校 無料
【網走桂陽HP】
http://www.abashirikeiyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：網走桂陽高等学校
電話番号：0152-43-2930

北海道 網走市 ② 学校祭及び販売会
児童生徒が中心となって、日々の学習の成果や取り組みを保護者や
地域の住民の方々に公開することで、特別支援教育に対する理解の
促進を図ります。

10月12日 網走養護学校 網走養護学校 無料
【北海道網走養護学校HP】
http://www.abashiriyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：網走養護学校
電話番号：0152-48-2235

北海道 網走市 ② 授業参観日
本校の教育活動を保護者及び地域の住民の方々に公開することで、
特別支援教育に対する理解の促進を図ります。

11月22日 網走養護学校 網走養護学校 無料
【北海道網走養護学校HP】
http://www.abashiriyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：網走養護学校
電話番号：0152-48-2235

北海道 網走市 ② 学習発表会
保護者・地域住民の方々に、日常の学習の成果を発表し、学校の教
育活動への理解を深める機会とします。

11月3日 網走小学校体育館 網走市立網走小学校 無料
【網走小HP】
http://www.study.hs.plala.or.jp/aba
shiri/

連絡先：網走市立網走小学校
電話番号：0152-43-4391

北海道 網走市 ② 学芸会
保護者・地域住民の方々に日常の学習の成果を見ていただき、学校
教育活動への理解を深めます。

11月10日 中央小学校体育館 網走市立中央小学校 無料
【網走中央小HP】
https://sites.google.com/site/abas
hirichuouelementaryschool/home

連絡先：網走市立中央小学校
電話番号：0152-44-7368

北海道 網走市 ② 学芸会
保護者や地域の方々に日常の学習の成果を発表し、学校教育活動
への理解を深めます。

11月9日 西小学校体育館 網走市立西小学校 無料
【網走市立西小学校ＨＰ】
https://sites.google.com/site/abnis
hisyou/

連絡先：網走市立西小学校
電話番号：0152-43-2715

北海道 網走市 ② 公開研究会
管内の小中学校、近隣の関係機関に案内し、授業公開・研究発表・研
究狭義を行い、授業づくり・集団づくりについて、発信するとともに、広
く意見を求めます。

10月21日 西小学校 網走市立西小学校 無料
【網走市立西小学校ＨＰ】
https://sites.google.com/site/abnis
hisyou/

連絡先：網走市立西小学校
電話番号：0152-43-2715

北海道 網走市 ② 学芸会
保護者・地域住民の方々に、合唱、器楽、演劇を通して日常の学習の
成果を発表し、学校の教育活動への理解を深める機会とします。

11月10日 網走南小学校体育館 網走市立南小学校 無料
【網走南小HP】
https://sites.google.com/site/abas
hiriminami/

連絡先：網走市立網走南小学校
電話番号：0152-43-3398

北海道 網走市 ② 文化祭
保護者や地域住民を対象に、遊戯・演劇・音楽、作品展等、日頃の学
習の成果を発表します。

10月19日 呼人小中学校体育館等 網走市立呼人小中学校 無料
【網走市立呼人小中学校HP】
http://yobito-
kcho.wixsite.com/abashiri-yobito

連絡先：網走市立呼人小中学校
電話番号：0152-48-3011

北海道 網走市 ② 公開研究会
管内各小中学校、近隣の関係機関に案内し、授業公開・研究発表・研
究協議を行い、管内に小中連携、一貫教育の取組について情報発信
します。

11月8日 呼人小中学校 網走市立呼人小中学校 無料
【網走市立呼人小中学校HP】
http://yobito-
kcho.wixsite.com/abashiri-yobito

連絡先：網走市立呼人小中学校
電話番号：0152-48-3011

北海道 網走市 ②
オープンスクール
子ども文化展

保護者や地域住民、老人クラブや潮見子ども安全ネットワークでお世
話になっている方々に総合的な学習の時間での成果発表、歌、器楽
等の発表を観ていただき、学校教育への理解を深める機会とします。

11月9日 潮見小学校 網走市立潮見小学校 無料

【赤塚不二夫氏直筆画のある潮見
小学校】
http://www.study.hs.plala.or.jp/shio
mi/

連絡先：網走市立潮見小学校
電話番号：0152-43-5814

北海道 網走市 ② 学芸会
学校の教育活動に対する理解を深めてもらうため，保護者や地域住
民に合唱，器楽，劇等を発表します。これを通して児童の感性を磨き，
協調性の育成を図ります。

11月17日 東小学校体育館 網走市立東小学校 無料
【東小学校ＨＰ】
https://sites.google.com/site/abas
hirihigashisho/

連絡先：網走市立東小学校
電話番号：0152‐46-2770

北海道 網走市 ②
公開研究会（北海道道徳教
育推進校事業）

道徳の授業公開及び、研究課題解決のための研究発表、研究協議、
文部科学省教科調査官による教育講演会を行います。

10月18日 白鳥台小学校 網走市立白鳥台小学校 無料
【学校ホームページ】
https://sites.google.com/site/haku
chodai2000/home

連絡先：網走市立白鳥台小学校
電話番号：0152-61-7111

hakuchodai-kyo-
1@study.hs.plala.or.jp

北海道 網走市 ②③ 学芸会
日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表し、学校の教育活動に
対する理解を深めていただくとともに、児童の芸術的な感性や協調性
を育む機会とします。

11月9日 西が丘小学校　体育館 網走市立西が丘小学校 無料
【西が丘小学校HP】
http://nishigaoka.wixsite.com/home

連絡先：網走市立西が丘小学校
電話番号：0152-61-8477

北海道 網走市 ② 公開研究会
管内の小・中学校に案内し、授業公開及び研究発表、研究協議、講
演会を通して、本校の研究主題の解明を図るとともに、授業づくりの在
り方について共に考える機会とします。

11月22日 西が丘小学校 網走市立西が丘小学校 無料
【西が丘小学校HP】
http://nishigaoka.wixsite.com/home

連絡先：網走市立西が丘小学校
電話番号：0152-61-8477

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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北海道 網走市 ② 文化祭
演劇、合唱コンクール等、本校の教育活動の成果を、保護者・地域住
民の方々に発表し、本校の教育活動への理解を深める機会としてい
ます。

10月18日～19日 第一中学校 網走市立第一中学校 無料
【第一中学校HP】
https://sites.google.com/site/abas
hiri1chu/

連絡先：網走市立第一中学校
電話番号：0152-43-4358

北海道 網走市 ②③ 桂葉祭(文化祭)
今年度の学校テーマ「生きる」を土台に、学級のテーマと学習成果を
演劇とプレゼンテーションで表現し、自他を尊重することの大切さと自
己の生き方を考えます。

10月18日～19日 第二中学校 網走市立第二中学校 無料
【網走市立第二中学校HP】
https://www.abashiri-2chu.com/

連絡先：網走市立第二中学校
電話番号：0152-44-5248

北海道 網走市 ② 参観日
授業の様子を公開し、本校の教育活動について理解していただく機会
とします。

11月1日 第二中学校 網走市立第二中学校 無料
【網走市立第二中学校HP】
https://www.abashiri-2chu.com/

連絡先：網走市立第二中学校
電話番号：0152-44-5248

北海道 網走市 ②③ 文化祭
保護者や地域住民に日頃の学校での学習成果を発表し学校教育に
対する理解を深める機会とします。

10月17日
～18日

第三中学校 網走市立第三中学校 無料
連絡先：網走市立第三中学校
電話番号：0152-44-8738

北海道 網走市 ② 公開研究会
研究テーマを「基礎的・基本的な内容を身に付けた生徒の育成」～生
徒の実態に即した授業改善を通して～として、管内教育関係者に日
頃の学校での授業の様子を公開し学校教育に対する理解を深める機

11月27日
第三中学校

網走市立第三中学校 無料
連絡先：網走市立第三中学校
電話番号：0152-44-8738

北海道 網走市 ② 総合学習発表会
1年～3年縦割り班による「環境学習」の学習発表会（学校祭のプログ
ラム内にて発表）

10月5日 第四中学校 体育館 網走市立第四中学校 無料
【第四中学校HP】
https://sites.google.com/site/a4ch
usince1986/home

連絡先：網走市立第四中学校
電話番号：0152-46-2641

北海道 網走市 ② 公開研究会
研究主題「自分の考えを持ち、表現できる生徒の育成～協同学習を
通して主体的・対話的で深い学びを創る～」研究授業『理科』

11月22日 第四中学校 網走市立第四中学校 無料
【第四中学校HP】
https://sites.google.com/site/a4ch
usince1986/home

連絡先：網走市立第四中学校
電話番号：0152-46-2641

北海道 網走市 ② 文化祭
保護者や地域住民を対象に、演劇・音楽・作品等、日頃の学習の成果
を発表します。

10月20日 第五中学校 網走市立第五中学校 無料
連絡先：網走市立第五中学校
電話番号：0152-47-2426

北海道 網走市 ② 公開研究会
管内各小中学校、近隣の関係機関に案内し、授業公開、研究発表、
研究協議を行い、授業改善などについて共に考える機会とします。

11月26日 第五中学校 網走市立第五中学校 無料
【網走市立第五中学校ＨＰ】
https://sites.google.com/view/a5ch
u/

連絡先：網走市立第五中学校
電話番号：0152-47-2426

北海道 安平町 ② 公開授業週間
教職員の資質向上を図るために、地域にも授業を公開し、授業改善を
図ります。

10月15日～18日 北海道追分高等学校 北海道追分高等学校 無料
【追分高等学校HP】
http://www.oiwake.hokkaido-

連絡先：北海道追分高等学校
電話番号：0145-25-2555

北海道 安平町 ② 学校運営協議会
保護者・地域住民等とともに、学校課題や取組事項について協議を行
い、学校運営の推進を図ります。

10月23日 北海道追分高等学校 北海道追分高等学校 無料
【追分高等学校HP】
http://www.oiwake.hokkaido-

連絡先：北海道追分高等学校
電話番号：0145-25-2555

北海道 安平町 ② 安平小学校学芸会
保護者や地域の方々に公開し、子どもたちの様子や学習の成果を見
ていただく場とする。

10月27日 安平小学校体育館 安平小学校 無料
連絡先：安平町立安平小学校
電話番号：0145-23-2266

北海道 安平町 ② おはよう！プロジェクト 毎月８の付く日の朝に挨拶運動を行う。 毎月８日 学校等 安平小学校 無料
連絡先：安平町立安平小学校
電話番号：0145-23-2266

北海道 安平町 ② 学芸会
保護者や学校運営協議会委員、地域の方々に公開し、器楽・劇など
の発表の様子や学習の成果を見ていただく場とする。

10月19日 遠浅小学校体育館 遠浅小学校 無料
連絡先：安平町立遠浅小学校
電話番号：0145-22-2674

北海道 安平町 ② 学習発表会 文化的発表を通して,交流を深めます。 10月5日 早来小学校体育館 安平町立早来小学校 無料
連絡先：安平町立早来小学校
電話番号：0145-22-2031

北海道 安平町 ② 学芸会 文化的発表を通して,交流を深めます。 10月5日 安平町立追分小学校体育館 安平町立追分小学校 無料
連絡先：安平町立追分小学校
電話番号：0145-25-2026

北海道 安平町 ② 職業体験 安平町内の事業所で職業体験を２年生が行います。 10月17日 町内事業所 追分中学校 無料
連絡先：安平町立追分中学校
電話番号：0145-25-2044

北海道 安平町 ② 見学旅行
安平町近隣の千歳市や苫小牧市等の事業所を見学し、調べ学習を行
います。

10月17日 各事業所 追分中学校 無料
連絡先：安平町立追分中学校
電話番号：0145-25-2044

北海道 安平町 ② おはよう！プロジェクト 毎月８の付く日の朝に挨拶運動を行います。 毎月８日 学校等 追分中学校 無料
連絡先：安平町立追分中学校
電話番号：0145-25-2044

北海道 池田町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域住民に披露する発表会です。 10月26日 池田町立池田小学校　体育館 池田町立池田小学校 無料
連絡先：池田町立池田小学校
電話番号：015-572-2664

ikeda-
ele.sc@educet01.plala.or.j

北海道 池田町 ② 祖父母地域参観日
　開かれた学校づくりの一環として、保護者、祖父母、地域住民、教育
関係者の方々を対象に広く授業を公開した後に、給食を一緒に食べ
たり、日頃の学習活動を発表したりします。

10月25日 池田町立高島小学校 池田町立高島小学校長
連絡先：池田町立高島小学校
電話番号：015-573-2249

一部有料

北海道 池田町 ② 地域交流集会
地域の方たちを講師として招き、７つの体験コーナーに分かれて、地
域の方とふれあいながら、体験･交流を行います。

10月10日 池田町立利別小学校 池田町立利別小学校 無料
連絡先：池田町立利別小学校
電話番号：015-572-4686

北海道 池田町 ② 「特別授業」先輩に学ぶ

本校の卒業生であり、工学博士として最先端メカトロニクス事業を推
進してきた「金岡優」氏を講師（ゲストティーチャー）に招き、先端科学
に基づく理科の授業を通して理科や科学のおもしろさに触れさせ、同
時に身近な先輩として進路選択やキャリア形成に関わる講話をしてい

11月中旬 池田町立池田中学校理科室 池田町立池田中学校 無料
連絡先：池田町立池田中学校
電話番号：015-572-2009

v-ikeda-
jh.sc@educet04.plala.or.jp

北海道 石狩市 ②
厚田小･中合同閉校記念式
典

今年度をもって閉校する厚田小・中学校にゆかりのある方々が本校
の閉校を惜しみ，思い出を語り合うなどを目的に「閉校記念式典」及び
「閉校のつどい」を行います。

10月26日
閉校式典：厚田小学校体育館
閉校のつどい：厚田総合センター

厚田小中閉校事業実行委員会

【厚田小ＨＰ】
http://www.fureai-cloud.jp/atsuta-
e【厚田中HP】
https://www.fureai-cloud.jp/atsuta

連絡先：厚田小中閉校事業実行委員会
電話番号：0133-78-2037

閉校のつどい：1,500円

北海道 石狩市 ② 学芸発表会
保護者や地域の方々を招いて、児童が日常学習活動によって得た成
果を発表します。同時に学校の教育活動に対する、保護者や地域の
方への理解を図ります。

11月9日 石狩市立花川南小学校 石狩市立花川南小学校 無料
【石狩市立花川南小学校HP】
http://academic3.plala.or.jp/i-
minami/

連絡先：石狩市立花川南小学校
電話番号：0133-73-1924

北海道 石狩市 ② 学芸会
地域住民の方や保護者の方に、児童の様子を見ていただきます。地
域で育てていただいている児童の頑張りを見てもらう機会とします。

11月2日 石狩市立生振小学校 石狩市立生振小学校 無料
【石狩市立生振小学校ＨＰ】
https://www.fureai-

連絡先：石狩市立生振小学校
電話番号：0133-64-2018

北海道 石狩市 ② 学校公開日
児童の日頃の学習の成果を発表し、保護者、地域住民の方々に見て
いただきます。

11月13日 石狩市立生振小学校 石狩市立生振小学校 無料
【石狩市立生振小学校ＨＰ】
https://www.fureai-

連絡先：石狩市立生振小学校
電話番号：0133-64-2018

北海道 石狩市 ② 土曜授業「もちつき大会」
地域の協力を得て取り組んできた学校田活動のまとめとして、児童・
保護者・地域が協働し、子ども達のもちつき体験をします。

11月30日 石狩市立生振小学校 石狩市立生振小学校 無料
【石狩市立生振小学校ＨＰ】
https://www.fureai-

連絡先：石狩市立生振小学校
電話番号：0133-64-2018

北海道 石狩市 ② 第40回文化祭
生徒の自主的な活動から、よりよい物を創造するための文化的行事
です。日常の学習活動を発展させ、学級活動・各教科・SDGsを意識し
た総合的な学習の時間・生徒会活動などの総合的な発表の機会で

10月5日 石狩中学校 石狩中学校 無料
【石狩中学校】
http://academic4.plala.or.jp/ishichu
/index.html

連絡先：石狩中学校
電話番号：0133-62-5004

北海道 石狩市 ② 授業参観日 学級毎に授業を公開します。 10月30日 厚田小学校校舎 厚田中学校 無料
【厚田中HP】
https://www.fureai-cloud.jp/atsuta

連絡先：石狩市立厚田中学校
電話番号：0133－78－2043

北海道 石狩市 ①
コミュニティ・スクール（ＣＳ）研
修会

令和２年度に開校する厚田学園（小中一貫の義務教育学校）と石狩
八幡小学校を皮切りに、令和３年に市内全小中学校で取り組む「コ
ミュニティ・スクール（地域が学校運営に関わり、子ども達の成長を一
緒に支えていく仕組み）」について、理解を深めます。

10月30日 望来コミュニティセンター 石狩市教育委員会 無料
石狩市教育委員会生涯学習部総務企画
課
電話番号：0133－72－3169

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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北海道 石狩市 ③ ミニ文化祭 主に文化系の部活動による発表会です。 11月1日 本校体育館・ホール他 石狩翔陽高等学校 無料 http://www.ishikarishoyo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道石狩翔陽高校
電話番号：0133745771

北海道 石狩市 ② 学校説明会
中学生及び保護者・中学校教員に対する、本校の教育概要等につい
ての説明会です。

11月14日 札幌北区民センター 石狩翔陽高等学校 無料 http://www.ishikarishoyo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道石狩翔陽高校
電話番号：0133745771

北海道 石狩市 ②③
令和元年度石狩南高等学校
校内展示会

文化系部活動及び同好会が趣向を凝らした展示を行います。 10月4日～17日
北海道石狩南高等学校高校多目
的ホール他

北海道石狩南高等学校 無料
【石狩南高等学校HP】
http://www.ishikariminami.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道石狩南高等学校
電話番号：0133-73-4181

北海道 今金町 ② 学習コンクール
各教科重点的に取り組む課題を提示し、コンクール形式のテストに取
り組みます。

11月14日 今金町立今金中学校 今金町立今金中学校 無料
連絡先：今金町立今金中学校
電話番号：0137-82-0072

北海道 今金町 ② オープンウィーク
授業、部活動を一般公開します。終日、自由な時間に来校して見学す
ることができます。

11月11～15日 今金町立今金中学校 今金町立今金中学校 無料
連絡先：今金町立今金中学校
電話番号：0137-82-0072

北海道 今金町 ② 今金小学校学習発表会
学年ごとに器楽合奏､合唱、劇やダンス(表現活動）など、学習の成果
を発表します。

10月20日 今金町立今金小学校 今金町立今金小学校 無料
連絡先：今金町立今金小学校
電話番号：0137-82-0224

 メール：
imasyo21@hakodate.or.jp

北海道 今金町 ② 今金小学校公開研究会
学校力向上に関する総合実践事業及び、北海道学力・体力向上総合
推進事業「学校図書館活用推進事業」の指定を受け、公開授業、研究
協議、講演を行います。

11月19日 今金町立今金小学校 今金町立今金小学校 無料
連絡先：今金町立今金小学校
電話番号：0137-82-0224

 メール：
imasyo21@hakodate.or.jp

北海道 今金町 ①② 青年学級
本校卒業生及び保護者を対象とした同窓会を開催し、近況報告会・懇
談会等を行います。

10月13日 函館市 北海道今金高等養護学校
【北海道今金高等養護学校HP】
http://www.imayou.hokkaido-

連絡先：北海道今金高等養護学校
電話番号：0137-82-3121

北海道 今金町 ② 学校見学会 中学２年生を対象に今金高等養護学校の見学・説明会を行います。 10月30日 北海道今金高等養護学校 北海道今金高等養護学校 無料
【北海道今金高等養護学校HP】
http://www.imayou.hokkaido-

連絡先：北海道今金高等養護学校
電話番号：0137-82-3121

北海道 今金町 ② フレンドリーライブ２０１９ 今金中学校吹奏楽部と本校生徒との音楽発表、交流を行います。 11月16日 北海道今金高等養護学校 北海道今金高等養護学校 無料
【北海道今金高等養護学校HP】
http://www.imayou.hokkaido-

連絡先：北海道今金高等養護学校
電話番号：0137-82-3121

北海道 今金町 ② 第２３回学校祭
本校生徒によるステージ発表や生産品販売など、日頃の学習活動の
成果を発表します。

11月17日 北海道今金高等養護学校 北海道今金高等養護学校 無料
【北海道今金高等養護学校HP】
http://www.imayou.hokkaido-

連絡先：北海道今金高等養護学校
電話番号：0137-82-3121

北海道 岩内町 ② 学芸会 児童による文化的な学習成果の発表 10月20日 岩内町立岩内東小学校 岩内町立岩内東小学校 無料
【岩内町立岩内東小学校HP】
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp
/higashisyo/

岩内町立岩内東小学校
0135-62-0246

北海道 岩内町 ② 学芸会 児童による文化的な学習成果の発表 10月20日 岩内町立岩内西小学校 岩内町立岩内西小学校 無料
【岩内西小学校HP】
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp
/nishisyo/

連絡先：岩内西小学校
電話番号：0135-62-0263

北海道 岩内町 ②③ 岩内町小中学校音楽交歓会
岩内町小中４校の児童・生徒が一堂に会し、音楽の発表を通して交流
を図るとともに、広く地域の方々への文化的発信の場とします。

10月30日 岩内地方文化センター大ホール 岩内町教育委員会 無料
【岩内地方文化センター大ホール】
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp
/?p=7413/

連絡先：岩内第一中学校（教頭　野崎）
電話番号：0135-62-0333

一般観覧可

北海道 岩内町 ②③
岩内町小中学校児童生徒書
道図工美術展

岩内町小中4校の児童・生徒の書道・美術作品を展示し、文化的交流
を図るとともに、広く地域の方々への文化的発信の機会とします。

11月13～19日 岩内地方文化センターホワイエ 岩内町教育委員会 無料
連絡先：岩内第一中学校
電話番号：0135-62-0334

一般観覧可

北海道 岩内町 ① 小学生玉入れ大会
軽スポーツを通して、町内の児童の親睦と交流を図ることを目的としま
す。

10月26日 岩内町民体育館 岩内町子ども会育成連絡協議会 無料
連絡先：岩内町教育委員会
電話番号：0135-67-7099

一般観覧可

北海道 岩内町 ② 令和元年度学校説明会
入学希望者に対し、「学校概要説明」や「授業・部活動見学」等を実施
します。

10月11日 北海道岩内高等学校 北海道岩内高等学校 無料
【岩内高校HP】
http://www.iwanai.hokkaido-

連絡先：岩内高校
電話番号：0135-62-1445

北海道 岩内町 ② 第２回公開授業
「教職員の資質向上」と「開かれた学校づくり」のため、広く授業を公開
します。

11月11～15日 北海道岩内高等学校 北海道岩内高等学校 無料
【岩内高校HP】
http://www.iwanai.hokkaido-

連絡先：岩内高校
電話番号：0135-62-1445

北海道 岩見沢市 ② 学芸会 音楽や劇などの表現活動を発表します。 10月26日 北村小学校 北村小学校 無料
連絡先：岩見沢市立北村小学校
電話番号：0126-56-2201

北海道 岩見沢市 ① 小中合同PTA研修会 子育てに関する講演会を行います。 11月13日 北村小学校 北村小学校・北村中学校合同PTA 無料
連絡先：岩見沢市立北村小学校
電話番号：0126-56-2201

北海道 岩見沢市 ② 公開研究会
公開研究会を行います。「主体的に学び、豊かに学び合う子の育成」
を研究主題に算数科の授業を公開します。

11月20日 北村小学校 北村小学校 無料
連絡先：岩見沢市立北村小学校
電話番号：0126-56-2201

北海道 岩見沢市 ①②③
岩見沢緑陵高等学校
文化発表会

各文化部及び芸術教科の展示及び発表会を行い、本校の教育につ
いて理解を深めていただきます。

11月5日～15日
岩見沢緑陵高等学校
１階生徒玄関ホール

北海道岩見沢緑陵高等学校 無料
【岩見沢緑陵高校ＨＰ】
http://www2.city.iwamizawa.hokkai
do.jp/kyouiku/school/ryokuryo/

連絡先：北海道岩見沢緑陵高等学校事務
室
電話番号：0126-22-1851

北海道 岩見沢市 ② 学習発表会 日常の学習活動の成果を保護者、地域の方々に発表します。 10月19日 岩見沢市立北真小学校 岩見沢市立北真小学校 無料
連絡先：岩見沢市立北真小学校
電話番号：0126-22-5383

北海道 岩見沢市 ① PTA講演会
児童、保護者を対象に、正しい姿勢を保つ大切さの講演と、正しい姿
勢の保持の仕方に関わる体験を行います。

10月23日 岩見沢市立北真小学校 岩見沢市立北真小学校 無料
連絡先：岩見沢市立北真小学校
電話番号：0126-22-5384

北海道 岩見沢市 ② 収穫祭
サツマイモの栽培に関わって指導をしていただいた江藤さんを招い
て、収穫祭を行います。

10月～11月 岩見沢市立北真小学校 岩見沢市立北真小学校 無料
連絡先：岩見沢市立北真小学校
電話番号：0126-22-5385

北海道 岩見沢市 ② 読み聞かせ
ＰＴＡと鉄北地区母親クラブの方が来校し、子ども達に読み聞かせを
行います。

11月15日 岩見沢市立北真小学校 岩見沢市立北真小学校 無料
連絡先：岩見沢市立北真小学校
電話番号：0126-22-5388

北海道 岩見沢市 ① みんなで教育を考える日
岩見沢市の教育について相互理解を深め、教育の向上に資すること
を目的に実施します。

10月12日 いわなび
みんなで教育を考える日実行委員
会

無料

連絡先：岩見沢市教育委員会
生涯学習・文化・スポーツ振興課
学習活動支援係
電話番号：0126-23-9236

北海道 岩見沢市 ② 第２回進路講演会
大学の教授を講師に招き、生徒の進路実現を達成するための講演会
です。

10月4日 本校 北海道岩見沢東高等学校 無料

【北海道岩見沢東高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ全日制】
http://www.iwamizawahigashi.hokka
ido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢東高等学校全日制
電話番号：0126-22-0175

北海道 岩見沢市 ② 「大学受験に向けて」講話 予備校から講師を招き、大学受験に向けた講話です。 10月16日 本校 北海道岩見沢東高等学校 無料

【北海道岩見沢東高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ全日制】
http://www.iwamizawahigashi.hokka
ido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢東高等学校全日制
電話番号：0126-22-0176

北海道 岩見沢市 ② 合唱コンクール １学年によるクラス対抗の合唱コンクールです。 10月21日 岩見沢市文化ホール 北海道岩見沢東高等学校 無料

【北海道岩見沢東高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ全日制】
http://www.iwamizawahigashi.hokka
ido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢東高等学校全日制
電話番号：0126-22-0178

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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北海道 岩見沢市 ② 生徒大会
生徒会の前期の事業報告及び後期の事業計画等について全校生徒
が審議です。

10月30日 本校 北海道岩見沢東高等学校 無料

【北海道岩見沢東高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ全日制】
http://www.iwamizawahigashi.hokka
ido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢東高等学校全日制
電話番号：0126-22-0179

北海道 岩見沢市 ② 防犯及び薬物乱用防止教室 警察署職員を招き、防犯や薬物乱用防止に係る講座です。 11月13日 本校 北海道岩見沢東高等学校 無料

【北海道岩見沢東高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ全日制】
http://www.iwamizawahigashi.hokka
ido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢東高等学校全日制
電話番号：0126-22-0179

北海道 岩見沢市 ① 栗沢長寿大学 高齢者大学の講師として高校生が学校での取組を紹介します 10月1日 栗沢文化センター 岩見沢市教育委員会
連絡先：岩見沢市教育委員会
電話番号：0126-23-9236

\1,500／年11回

北海道 岩見沢市 ② 岩農ショップ 生徒が、地域住民等に実習生産物・作品の販売・交流等を行います。 10月25日 北海道岩見沢農業高等学校 北海道岩見沢農業高等学校
【北海道岩見沢農業高等学校HP】
http://www.iwamizawanougyou.hokk
aido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢農業高等学校
電話番号：0126-22-0130

北海道 歌志内市 ②
歌志内小学校
学習発表会

児童による日頃の学習成果の発表会です。 10月13日 歌志内小学校体育館 歌志内市立歌志内小学校 無料
連絡先：歌志内市立歌志内小学校
電話番号：0125-42-3040

北海道 歌志内市 ②
歌志内小学校
地域授業参観日

保護者・地域住民、市内教育関係者に授業を公開します。 11月6日 歌志内市立歌志内小学校 歌志内市立歌志内小学校 無料
連絡先：歌志内市立歌志内小学校
電話番号：0125-42-3040

北海道 歌志内市 ②
歌志内中学校
地域授業参観日

保護者・地域住民、市内教育関係者に授業を公開します。 11月1日 歌志内市立歌志内中学校 歌志内市立歌志内中学校 無料
連絡先：歌志内市立歌志内中学校
電話番号：0125-42-3057

北海道 歌志内市 ① 歌志内市民芸術文化祭
市民の作品（絵画・陶芸・書道）を展示します。
同時に教育研究協議会による市内の小中学校の絵画等の作品も展
示します。

10月26～27日 歌志内市コミュニティセンター
歌志内市文化連盟
歌志内市教育委員会

無料
連絡先：歌志内市コミュニティセンター
電話番号：0125-42-4223

北海道 浦臼町 ③ 浦臼町民文化祭
町内こども園園児・小・中学生と各種文化団体・サークル等の文化芸
術の発表の場を提供し、資質の向上を図ります。

10月27日 浦臼町農村センター 浦臼町文化祭実行委員会 無料
連絡先：浦臼町教育委員会
電話番号：0125-68-2166

北海道 浦河町 ① 浦河高校学校開放講座
浦河町教育委員会主催で、町民向けの事業である「うらかわカレッジ」
における講座を担当します。

9月10日～11月7日 北海道浦河高等学校　他 浦河町教育委員会
連絡先：北海道浦河高等学校
電話番号：0146-22-3041

（別途材料費等必要）

北海道 浦幌町 ①②
令和元年度第２回浦幌町教
育の日実践交流会

　浦幌町教育の日のテーマの１つである「読書の推進」に関わり、家
庭・学校における実践状況並びに「スマホ・ゲーム機使用のルール」
宣言に基づいた取組状況等、学園の特色ある小中一貫コミュニティ・
スクールの取組について交流する。

11月2日 浦幌町中央公民館 浦幌町教育委員会 無料
【浦幌町HP】
https://www.urahoro.jp/

連絡先：浦幌町教育委員会
電話番号：015-576-2117

北海道 浦幌町 ①③ 吉野公民館文化週間
　吉野公民館を中心に、日頃実践している文化活動の成果を発表す
ると共に、ゲーム大会や鑑賞会を通して交流する。

11月11日～16日 浦幌町吉野公民館
運営委員会
吉野公民館

無料
連絡先：浦幌町吉野公民館
電話番号：015-576-3585

北海道 雨竜町 ①③ 雨竜町民文化祭
保育園児・小中学校・高等養護学校の児童生徒、文化連盟会員等に
よる作品展示及び芸能発表を実施します。

11月1～2日 雨竜町公民館 雨竜町民文化祭実行委員会 無料
連絡先：雨竜町教育委員会
電話番号：0125-77-2323

北海道 雨竜町 ① 教育講演会
雨竜小・中学校のＰＴＡをはじめ、町民を対象に教育に関する講演会
を実施します。

11月19日 雨竜町公民館
雨竜町教育委員会
雨竜町小中ＰＴＡ連合会

無料
連絡先：雨竜町立雨竜中学校
電話番号：0125-77-2150

北海道 雨竜町 ②
雨竜町立雨竜小学校・雨竜
中学校合同公開研究会

保護者や地域住民・教育関係者に対し、授業公開及び研究協議会を
開催します。

11月29日 雨竜町立雨竜小・中学校 雨竜町立雨竜小・中学校 無料

連絡先：雨竜町立雨竜小学校
電話番号：0125-77-2001
連絡先：雨竜町立雨竜中学校
電話番号：0125-77-2150

北海道 雨竜町 ①③ 雨竜小学校学習発表会
雨竜小学校児童による日頃の学習の成果を歌や劇などを通して発表
します。

10月21日 雨竜町立雨竜小学校体育館 雨竜町立雨竜小学校 無料
連絡先：雨竜町立雨竜小学校
電話番号：0125ｰ77－2001

北海道 雨竜町 ②
令和元年度第2回学校説明
会

・学校概要の説明　・学校説明VTR上映　・校舎と寄宿舎の案内
・入学者選考検査の手続きの説明等

10月3日 北海道雨竜高等養護学校 北海道雨竜高等養護学校 無料
【北海道雨竜高等養護学校HP】
http://www.uryuukoyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道雨竜高等養護学校
電話番号：0125-78-3101

北海道 雨竜町 ② 第36回学校祭
学習活動の成果を公開し、地域社会に向けて特別支援学校の教育活
動の理解啓発を図ります。
・舞台発表、作品展示、学科製品販売、喫茶

11月9日 北海道雨竜高等養護学校 北海道雨竜高等養護学校 無料
【北海道雨竜高等養護学校HP】
http://www.uryuukoyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道雨竜高等養護学校
電話番号：0125-78-3101

北海道 江差町 ② 江差小学校学習発表会
児童の学習の成果を保護者・地域住民に公開します。音楽・劇等の発
表と絵画等の展示も行います。

10月20日 江差町立江差小学校体育館 江差町立江差小学校 無料
連絡先：江差町立江差小学校
電話番号：0139-52-0140

北海道 江差町 ② 江差小学校公開研究会
江差小学校の授業実践を公開・発表することにより、参加者とともに
研究を深め、本校教育活動の質の向上に資することを目的とします。

11月20日 江差町立江差小学校 江差町立江差小学校 無料
連絡先：江差町立江差小学校
電話番号：0139-52-0140

北海道 江差町 ② 学校祭
ステージ発表を通じて、生徒の日常の文化的学習の成果を広く地域
住民や保護者に発表します。

10月20日 江差町立江差北中学校体育館 江差町立江差北中学校 無料
連絡先：江差町立江差北中学校
電話番号：0139-53-6022

北海道 江差町 ② 職場体験学習発表会
職場体験学習発表会（土曜参観日）
地域の方々の協力を得て、キャリア教育の一環とした活動を、地域や
保護者に向け発表します。

11月9日
江差町立江差中学校
視聴覚教室

江差町立江差中学校 無料
連絡先：江差町立江差中学校
電話番号：0139-52-0141

北海道 江差町 ② 学校見学会
近隣の中学生･保護者･教員に対し、学校の現状の説明および見学を
してもらい、進路選択の一助とします。

10月3日 北海道江差高等学校 北海道江差高等学校 無料
【北海道江差高等学校ＨＰ】
http://www.esashi.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道江差高等学校
電話番号：0139-53-6224

北海道 江差町 ② 高校生メディカル講座
医療や命に関わる職業に関する興味関心及び理解を深め、進路実現
に向けた学習意欲の高揚を図ります。

10月30日 北海道江差高等学校 北海道教育委員会 無料
【北海道江差高等学校ＨＰ】
http://www.esashi.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道江差高等学校
電話番号：0139-53-6224

北海道 江差町 ② 高校生留学促進セミナー
留学経験者及び海外勤務経験者の話を聞き、国際的かつ幅広い視
野を持ったグローバルな人材を育成します。

11月上旬（調整中） 北海道江差高等学校 北海道教育委員会 無料
【北海道江差高等学校ＨＰ】
http://www.esashi.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道江差高等学校
電話番号：0139-53-6224

北海道 江差町 ② どさんこ☆子ども地区会議

管内の小・中学校、高等学校、特別支援学校の児童生徒が、「どさん
こ☆子ども全道サミット」における協議の結果を交流し、「いじめ（ネット
トラブルを含む）の根絶」に向けて、学校や地域等における「仲良しコ
ミュニケーション活動」の充実を図るため、主体的に取り組むべき内容

10月26日 檜山合同庁舎４階講堂 北海道教育庁檜山教育局 無料
連絡先：檜山教育局教育支援課教育支援
係
電話番号：0139ｰ52ｰ6524

北海道 枝幸町 ② 枝幸町立岡島小学校学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月13日 枝幸町立岡島小学校体育館 枝幸町立岡島小学校 無料
連絡先：枝幸町立岡島小学校
電話番号：0163-62-3882

北海道 枝幸町 ② 枝幸町立山臼小学校学芸会
日常の学習の成果を、音楽や劇、ダンス、伝統芸能（和太鼓）を通して
発表する。保護者や地域の皆様に広く公開し、学校の教育活動への
理解と協力を得る場とする。

10月6日 枝幸町立山臼小学校 枝幸町立山臼小学校 無料
連絡先：枝幸町立山臼小学校
電話番号：0163-67-5530

北海道 枝幸町 ② 枝幸苑訪問
特別養護老人ホーム「枝幸苑」を訪問し、合唱や南中ソーランを披露
する。また、入所者と直接ふれあう時間を設け、交流を深める。

10月10日 特別養護老人ホーム「枝幸苑」 枝幸町立山臼小学校 無料
連絡先：枝幸町立山臼小学校
電話番号：0163-67-5530

北海道 枝幸町 ② 収穫祭
農園活動で栽培したジャガイモと人参を使い、カレーづくりを行う。地
域の敬老会のお年寄りを招待して、交流の場を設ける。

10月16日 山臼コミセン 枝幸町立山臼小学校 無料
連絡先：枝幸町立山臼小学校
電話番号：0163-67-5530

北海道 枝幸町 ②
枝幸町立乙忠部小学校令和
元年度学芸会

日常の学習成果を音楽や劇などを通して発表します。豊かな心を育
成するとともに，発表活動の楽しさを体験させます。保護者や地域の
方々にも公開し，本校の教育活動への理解と協力を得る場とします。

10月6日 乙忠部小学校体育館 乙忠部小学校 無料
連絡先：枝幸町立乙忠部小学校
電話番号：0163-67-5104

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 枝幸町 ①

宗谷管内PTA連合会研究大
会枝幸大会
宗谷管内子育て研修会
枝幸町PTA研究大会
明るく健やかに枝幸の子ども
を育てるPTA町民の集い

宗谷管内及び枝幸町内の小中学校のＰＴＡ会員を対象に，講演会を
開催します。

11月10日

枝幸町中央コミュニティセンター
オホーツクミュージアムえさし
枝幸町子育てサポート拠点施設に
じの森

宗谷管内ＰＴＡ連合会
北海道ＰＴＡ連合会

無料
連絡先：枝幸町立歌登小学校
電話番号：0163-68-2409

北海道 枝幸町 ③ 国際理解に係る講演会
JICA職員2名を講師として招き、海外活動を通じた国際協力への理解
を深める機会とします。

11月6日 本校体育館 北海道枝幸高等学校 無料
【枝幸高等学校HP】
http://www.s-esashi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道枝幸高等学校
電話番号：0163-62-1169

北海道 枝幸町 ② 授業公開
広く町民に学校状況を公開し、日常的な枝高生の学習への取組姿
勢、及び教職員の授業実践を参観していただきます。

11月上旬 本校各教室及び施設 北海道枝幸高等学校 無料
【枝幸高等学校HP】
http://www.s-esashi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道枝幸高等学校
電話番号：0163-62-1169

北海道 恵庭市 ①③ １００冊読書表彰式

本を読んだことの達成感を味わわせ、今後の読書意欲を向上させる。
学校の友だちの表彰式に参加することで、今後も読書しようという意
識をもたせる。

10月10日 恵庭市立島松小学校 恵庭市立島松小学校 無料
連絡先：恵庭市立島松小学校
電話番号：0123-36-8967

北海道 恵庭市 ①③ いじめを考える集会

いじめは悪いことであることを知り、人をいじめず、相手の気持ちに
なって考えて生活していこうとする気持ちを持たせる。いじめを見たと
きには、何らかの方法で止めようとする意識を育てる。いじめ０宣言。
いじめ撲滅ボックス設置の説明。

11月29日 恵庭市立島松小学校 恵庭市立島松小学校 無料
連絡先：恵庭市立島松小学校
電話番号：0123-36-8968

北海道 恵庭市 ② 授業公開日
保護者や地域住民の方々に、本校生徒の日常の様子を見ていただ
き、重点教育目標に掲げる生徒像「夢をはぐくみ、未来を切り拓く生徒
の育成」実現に向け、地域の方々と共通理解を図る機会とします。

10月17日 恵庭中学校 恵庭中学校 無料
【恵庭中ホームページ】
http://www10.schoolweb.ne.jp/swa
s/index.php?id=0120004

連絡先：恵庭中学校；教頭
電話番号：0123-32-3249

北海道 恵庭市 ① 青少年育成市民のつどい
青少年の意見や考えに耳を傾け、現代青少年に対する理解を深め、
青少年健全育成活動の一層の推進を図ります。

11月23日 恵庭市民会館中ホール 恵庭市教育委員会 無料
連絡先：恵庭市教育委員会社会教育課
電話番号：0123-33-3131

北海道 恵庭市 ② 体育科学校説明会
学校概要の説明や施設等を見学、また、模擬授業や部活動を体験し
ていただきます。

10月6日 恵庭南高等学校 恵庭南高等学校 無料
【恵庭南高校HP】
http://www.eniwaminami.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道恵庭南高等学校
電話番号：0123-32-2391

北海道 恵庭市 ② インターンシップ
キャリア教育の一環として、正しい職業観の育成を目的とし、生徒の
希望する職種において職業体験学習を行います。

10月9日 連携事業所 恵庭南高等学校 無料
【恵庭南高校HP】
http://www.eniwaminami.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道恵庭南高等学校
電話番号：0123-32-2391

北海道 恵庭市 ② 普通科学校説明会
学校概要の説明や施設等を見学、また、模擬授業や部活動を体験し
てただきます。

10月12日 恵庭南高等学校 恵庭南高等学校 無料
【恵庭南高校HP】
http://www.eniwaminami.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道恵庭南高等学校
電話番号：0123-32-2391

北海道 恵庭市 ② 授業公開週間
開かれた学校を目指し、保護者や地域教育関係者に授業公開を行い
ます。

10月28日～11月1日 恵庭南高等学校 恵庭南高等学校 無料
【恵庭南高校HP】
http://www.eniwaminami.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道恵庭南高等学校
電話番号：0123-32-2391

北海道 恵庭市 ② 読書週間 恵庭市と連携のもと、読書に親しむ習慣を身につけてさせます。 11月5～8日 恵庭南高等学校 恵庭南高等学校 無料
【恵庭南高校HP】
http://www.eniwaminami.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道恵庭南高等学校
電話番号：0123-32-2391

北海道 恵庭市 ② 学校説明会（定時制）
学校概要の説明や施設等の見学ののち、授業参観や給食の試食をし
ていただきます。

11月19日 恵庭南高等学校 北海道恵庭南高等学校 無料
【恵庭南高校HP】
http://www.eniwaminami.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道恵庭南高等学校
電話番号：0123-32-2391

北海道 江別市 ① 書庫ツアー－音楽の秋－
普段は入れない書庫を案内します。音楽の秋にちなみ、音楽分野の
本を紹介します。

11月3日 北海道立図書館研修室 北海道立図書館 無料
【北海道立図書館HP】
http://www.library.pref.hokkaido.jp/

北海道立図書館利用サービス部
一般資料サービス課
電話番号：011-386-8522

北海道 江別市 ①
講演会・資料で語る北海道の
歴史　第20回「近世蝦夷地に
おける天然痘流行とその対

北方資料を題材に、北海道の歴史を学ぶ講演会です。近世期の蝦夷
地における天然痘流行や種痘実施の歴史を、アイヌの人たちに着目
して振り返ります。

11月16日 北海道立図書館研修室 北海道立図書館 無料
【北海道立図書館HP】
http://www.library.pref.hokkaido.jp/

北海道立図書館利用サービス部
北方資料室
電話番号：011-386-8523

北海道 江別市 ② 中学校外国語教育充実研修
国際理解教育やコミュニケーション能力を育成する授業づくりのねらい
や進め方について理解を深め、実践的な指導力を高めるとともに、授
業の改善・充実に向けた方策を考える研修講座です。

10月2日 北海道立教育研究所 北海道立教育研究所 無料
【北海道立教育研究所ＨＰ】
http://www.doken.hokkaido-
c.ed.jp/koukai29/

連絡先：北海道立教育研究所
企画・研修部
電話番号：011-386-4513

北海道 江別市 ②
実践的生徒指導研修【発展
編】

校内の協同体制づくりや関係機関との連携の在り方等について理解
を深め、生徒指導の推進役としての取組や体制の改善・充実に向け
た方策を考える研修講座です。

11月13日 北海道立教育研究所 北海道立教育研究所 無料
【北海道立教育研究所ＨＰ】
http://www.doken.hokkaido-
c.ed.jp/koukai29/

連絡先：北海道立教育研究所
研究・相談部
電話番号：011-386-4513

北海道 江別市 ①
特別講演会「小林達雄の縄
文文化研究」

「第二の道具」「土偶のチョコレート分割」「ムラとハラ」「腹の足しと心の
足し」、平易な言葉ながら奥深い小林縄文学。質問・対話形式で語る
人間・小林達雄と小林縄文学。

10月13日
北海道立埋蔵文化財センター
研修室

北海道立埋蔵文化財センター 無料
【北海道立埋蔵文化財センターHP】
http://www.domaibun.or.jp

連絡先：北海道立埋蔵文化財センター
普及活用課
電話番号：011-386-3231

北海道 江別市 ①
秋季講演会「西日本の縄文
文化を中心に」

狭いながらも東西南北に長い日本列島。その多様な自然環境に生き
た縄文人。全国の縄文遺跡を知る講師が語る照葉樹林の中で育まれ
た西日本の縄文文化の実像。

11月24日
北海道立埋蔵文化財センター
研修室

北海道立埋蔵文化財センター 無料
【北海道立埋蔵文化財センターHP】
http://www.domaibun.or.jp

連絡先：北海道立埋蔵文化財センター
普及活用課
電話番号：011-386-3231

北海道 江別市 ② 全校市内一斉公開日
地域に開かれた学校づくりを目指し、市立の小中学校を自由に見学
できる「公開日」を設け、見学の感想をいただいております。

10月24日
江別市内全小中学校
（立命館慶祥中含む）

江別市教育委員会 無料
【江別市教育委員会ＨＰ】
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/
site/kyouiku/

連絡先：江別市教育委員会
　　　　　総務課総務係
電話番号：011-381-1057

北海道 江別市 ①
「体育の日」体育施設無料開
放

国民の祝日に関する法律で定める「体育の日」の趣旨に基づき、市民
が健康や体力の保持増進に関心を持つとともに、各種のスポーツ活
動に親しむ機会を提供することによって、市民の余暇活動としてのス
ポーツ振興を図ることを目的とし、例年「体育の日」に公共体育施設を

10月14日
市内4体育館
5屋外体育施設

江別市教育委員会 無料
連絡先：江別市教育委員会
スポーツ課スポーツ係
電話番号：011-381-1061

北海道 江別市 ③ 学芸発表会
日常の学習活動の成果を保護者や地域の方々に公開し、学校の教
育活動に対する理解を図る。

11月16日 江別市立江別第二小学校体育館 江別市立江別第二小学校 無料
【江別市立江別第二小学校HP】
http://www10.schoolweb.ne.jp/swa
s/index.php?id=0110013

連絡先：江別市立江別第二小学校
電話番号：011-383-0015

北海道 江別市 ③ 学芸会
保護者の方や地域の方をはじめ、学習活動に置いてお世話になった
方等をお招きして実施しています。劇や音楽の取組を通して児童の主
体性や表現力、やりぬく力、協力し合う心を育んでいきます。

11月16日 豊幌小学校体育館 豊幌小学校 無料
【豊幌小ホームページ】
http://www.ebetsu-
city.ed.jp/toyohoro-s/

連絡先：江別市立豊幌小学校
電話番号：011-383-4440

北海道 江別市 ③ 朝日町文化祭り
地域の行事に生徒及び生徒の作品を参加・出品し，教育成果を発表
します。

10月14日 江別市立江別太小学校 江別市朝日町自治会 無料
連絡先：江別市朝日町自治会
電話番号：

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子を参観した感想を
いただきます。

10月24日 江別市立江別太小学校 江別市立江別太小学校 無料
【江別市立江別太小学校HP】
http://www.ebetsu-
sity.ed.jp/ebuto-s/

連絡先：江別市立江別太小学校
電話番号：011-382-2580

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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北海道 江別市 ② 江別太小学校学習発表会
保護者や地域の方々をご招待し、児童が日常の学習活動の成果を発
表します。また、より開かれた学校を目指し、保護者や地域の方への
理解を図ります。

11月4日 江別市立江別太小学校 江別市立江別太小学校 無料
【江別市立江別太小学校HP】
http://www.ebetsu-
sity.ed.jp/ebuto-s/

連絡先：江別市立江別太小学校
電話番号：011-382-2580

北海道 江別市 ①②
江陽中・豊幌小・江別太小
PTA合同「情報モラル研修
会」

スマホやゲーム機、インターネットについて、中学校区の３校のPTAが
合同で研修会を行います。各校の実態の報告、講師の方による講話
を行います。メディアを賢く使うために、保護者・地域住民・教職員が
知識を高める初めての試みです。

11月29日 江別市立江別太小学校 江陽中・豊幌小・江別太小PTA 無料
【江別市立江別太小学校HP】
http://www.ebetsu-
sity.ed.jp/ebuto-s/

連絡先：江別市立江別太小学校
電話番号：011-382-2580

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子を参観した感想を
いただきます。

10月24日 江別市立大麻小学校 江別市教育委員会 無料
【江別市立大麻小学校HP】
http://www.ebetsu-
city.ed.jp/oasa-s/index.html

連絡先：江別市立大麻小学校
電話番号：011-386-5301

北海道 江別市 ② 学芸発表会
日常の学習活動の成果を保護者や地域の方々に公開し、学校の教
育活動に対する理解を深めていただきます。

11月2日 江別市立大麻小学校体育館 江別市立大麻小学校 無料
【江別市立大麻小学校HP】
http://www.ebetsu-
city.ed.jp/oasa-s/index.html

連絡先：江別市立大麻小学校
電話番号：011-386-5301

北海道 江別市 ② 学芸会
地域・保護者・学校関係者対象に日常の学習活動の成果を発表し、
保護者・地域住民に学校の教育活動に対する理解をすすめます。

11月16日 江別市立対雁小学校体育館 江別市立対雁小学校 無料
連絡先：江別市立対雁小学校
電話番号：011-382-2004

北海道 江別市 ② 落語会
外部講師（落語家）を招いて、全校・地域・保護者による落語鑑賞を通
じて、子どもたちの情操教育と日本の話芸の素晴らしさに触れる機会
とします。

10月9日 江別市立対雁小学校体育館 江別市立対雁小学校 無料
連絡先：江別市立対雁小学校
電話番号：011-382-2004

北海道 江別市 ② 学芸会
保護者の方や地域の方をはじめ、学習活動においてお世話になった
方等をお招きして実施しています。劇や音楽の取組を通して児童の主
体性や表現力、やりぬく力、協力し合う心を育んでいきます。

11月16日 江別市立野幌小学校体育館 江別市立野幌小学校 無料
連絡先：野幌小学校
電話番号：011-382-2151

北海道 江別市 ② 食育弁当の日
児童が自分の弁当を作る活動を通して保護者と子どもがともに教育
について考える機会とします。

10月31日 各家庭・東野幌小学校 東野幌小学校 無料
連絡先：江別市立東野幌小学校
電話番号：011-382-3158

北海道 江別市 ② 学芸会
保護者の方や地域の方をはじめ、学習活動に置いてお世話になった
方等をお招きして実施しています。劇や音楽の取組を通して児童の主
体性や表現力、やりぬく力、協力し合う心を育んでいきます。

11月2日 東野幌小学校体育館 東野幌小学校 無料
連絡先：江別市立東野幌小学校
電話番号：011-382-3158

北海道 江別市 ② 学芸発表会
保護者や地域の方々を招待し、児童が日常学習活動によって得た成
果を発表します。同時に学校の教育活動に対する、保護者や地域の
方への理解を図ります。

11月2日 江別市立大麻西小学校 江別市立大麻西小学校 無料
http://www.ebetsu-city.ed.jp/onisi-
s/

連絡先：大麻西小学校
電話番号：011-386-5013

北海道 江別市 ② 学芸発表会
日常の学習活動の成果を保護者や地域の方々に発表し、学校の教
育活動に対する理解を深めていただく。

11月2日 江別市立中央小学校　体育館 江別市立中央小学校 無料

【江別中央小学校　公式ホームペー
ジ】
http://www.ebetsu-city.ed.jp/tyuo-
s/

連絡先：江別市立中央小学校
電話番号：011-384-3001

北海道 江別市 ③ 札響ミニコンサート
児童、保護者並びに地域の方々にプロ（札幌交響楽団）の生演奏を鑑
賞する機会を提供し、心の涵養を図っています。

10月4日 江別市立大麻泉小学校体育館 江別市立大麻泉小学校 無料
連絡先：江別市立大麻泉小学校
電話番号：011-386-0737

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
地域に開かれた学校づくりを目指し、江別市立の小中学校を自由に
見学できる「公開日」を設けます。見学後には、感想をいただいており

10月24日 江別市立大麻泉小学校 江別市立大麻泉小学校 無料
連絡先：江別市立大麻泉小学校
電話番号：011-386-0737

北海道 江別市 ② 学芸発表会
保護者や地域の方々を招いて、児童が日常活動によって得た成果を
発表します。合わせて、学校の教育活動に対する、保護者や地域の
方への理解を図ります。

11月2日 江別市立大麻泉小学校体育館 江別市立大麻泉小学校 無料
連絡先：江別市立大麻泉小学校
電話番号：011-386-0737

北海道 江別市 ②③ 学芸発表会
保護者や地域の方々を招待し、児童が日常学習活動によって得た成
果を発表します。同時に学校の教育活動に対する、保護者や地域の
方への理解を図ります。

11月2日 江別市立野幌若葉小学校体育館 江別市立野幌若葉小学校 無料
連絡先：江別市立野幌若葉小学校
電話番号：011-385-3131

北海道 江別市 ②
北光小学校　
農耕体験学習「脱穀」

地域の清水さんの水田をお借りし、保護者の協力を得ながら籾まき、
田植え、稲刈りと行ってきた農耕体験学習。今回は、その学習の最後
となる脱穀を行います。

10月17日
江別市立北光小学校１階ワークス
ペース

江別市立北光小学校 無料
【江別市立北光小学校HP】
http://www.ebetsu-
city.ed.jp/hokko-s/index.html

連絡先：江別市立北光小学校
電話番号：011-383-1031

北海道 江別市 ②
北光小学校　
学校園収穫祭

学校園で育ててきた野菜などを使った調理を行い、保護者・地域住民
を招いて収穫の喜びを感じながら会食を行います。

10月25日 江別市立北光小学校２階理科室 江別市立北光小学校 無料
【江別市立北光小学校HP】
http://www.ebetsu-
city.ed.jp/hokko-s/index.html

連絡先：江別市立北光小学校
電話番号：011-383-1031

北海道 江別市 ②
江別市立上江別小学校　学
芸発表会

日常の学習活動の成果を、保護者や地域の方、学習活動でお世話に
なった皆様に公開し、子どもたちの成長の様子をご覧いただくことで学
校の教育活動に対する理解を図ります。

11月16日 江別市立上江別小学校　体育館 江別市立上江別小学校 無料
【江別市立上江別小学校HP】
http://www.ebetsu-
city.ed.jp/kamiebetsu-s/

連絡先：江別市立上江別小学校
電話番号：011-380-1122

北海道 江別市 ② 学校公開週間
地域住民の方や保護者の方に、本校生徒の様子を見ていただく。地
域で育てていただいている生徒の頑張りを見てもらう機会とします。

10月15日～17日 江別市立江別第一中学校 江別市立江別第一中学校 無料
http://ebetsudaiichi-
jh@ed.city.ebetsu.hokkaido.jp

連絡先：江別市立江別第一中学校
電話番号：011-383-0011

北海道 江別市 ② 参観日
①教育活動の公開を行います。
②学年・学級懇談等を実施します。

10月26日 江別市立江別第一中学校 江別市立江別第一中学校 無料
http://ebetsudaiichi-
jh@ed.city.ebetsu.hokkaido.jp

連絡先：江別市立江別第一中学校
電話番号：011-383-0011

北海道 江別市 ② 全校道徳
外部講師による講話を通して、保護者や地域住民とともに学ぶ機会と
します。

11月14日 江別市立江別第一中学校 江別市立江別第一中学校 無料
http://ebetsudaiichi-
jh@ed.city.ebetsu.hokkaido.jp

連絡先：江別市立江別第一中学校
電話番号：011-383-0011

北海道 江別市 ② 防災学習
外部講師による講話や体験を通して、防災について考える活動を、保
護者や地域住民を交えて行います。

11月26日 江別市立江別第一中学校 江別市立江別第一中学校 無料
http://ebetsudaiichi-
jh@ed.city.ebetsu.hokkaido.jp

連絡先：江別市立江別第一中学校
電話番号：011-383-0011

北海道 江別市 ② プロに学ぶ
外部講師による講話を通して、職業について考える活動を、保護者や
地域に公開し、御意見などがあれば、伺います。

10月17日
江別市立江別第三中学校１年各
教室、多目的室

江別市立江別第三中学校 無料
連絡先：江別市立江別第三中学校
電話番号：011-382-2080

北海道 江別市 ② 参観日
５校時目の授業を保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子
を参観して頂き、その後の懇談会で意見などを聴取する。

10月19日 江別市立江別第三中学校 江別市立江別第三中学校 無料
連絡先：江別市立江別第三中学校
電話番号：011-382-2080

北海道 江別市 ② 食育弁当の日
生徒が自分で弁当を作る活動を通して、保護者がこどもたちの教育に
ついて考える機会とします。

10月19日 江別市立江別第三中学校 江別市立江別第三中学校 無料
連絡先：江別市立江別第三中学校
電話番号：011-382-2080

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子を参観した感想を
頂きます。

10月24日 野幌中学校 江別市教育委員会 無料
連絡先：江別市立野幌中学校
電話番号：011－384-3339

北海道 江別市 ② PTA地域交流会
江別市立野幌中学校に関わる各団体、地域住民、PTAの皆様で地域
に住む生徒たちのの様子について交流し、地域における子供たちの
健全育成について意見を交流します。

10月19日 野幌中学校 野幌中学校 無料
連絡先：江別市立野幌中学校
電話番号：011－384-3340

北海道 江別市 ① 教育講演会
サッカーなでしこジャパンコーチによる「親子で自立しよう」をテーマとし
た教育講演会を実施します。

10月25日 野幌中学校 江別市ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：江別市立野幌中学校
電話番号：011－384-3341

北海道 江別市 ② ＰＴＡ学校祭バザー
学校祭に合わせてＰＴＡがバザーを開催し、子どもや保護者・地域の
方たちと直接ふれあい教育について考える機会します。

10月5日 大麻中学校調理室ほか 江別市立大麻中学校 無料
連絡先：大麻中学校
電話番号：011-386-5341

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子を参観した感想を
いただきます。

10月24日 江別市立大麻中学校 江別市立大麻中学校 無料
連絡先：大麻中学校
電話番号：011-386-5341

北海道 江別市 ② 進路説明会
６校時に生徒・保護者対象に進路説明会を実施し、その後、必要に応
じ個別懇談を行います。

11月5日 江別市立大麻中学校 江別市立大麻中学校 無料
連絡先：大麻中学校
電話番号：011-386-5341
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北海道 江別市 ② ふれあい集会
夢を持つこと、夢を叶えるためにどうしたらよいかなどを考える機会と
します。また、勤労の尊さや勤労を通してよりよく生きる喜びに気づく
機会とします。

11月22日 大麻中学校体育館 江別市立大麻中学校 無料
連絡先：大麻中学校
電話番号：011-386-5341

北海道 江別市 ② 食の講演会
日常の食生活を振り返り、給食の喫食や家庭での食事、おやつ、飲み
物の取り方について考える機会にします。

11月18日 大麻中学校体育館 江別市立大麻中学校 無料
連絡先：大麻中学校
電話番号：011-386-5341

北海道 江別市 ② 職業体験学習発表会
職業体験学習で学んだことを、ポスターや資料を用いた発表を見聞き
し、自らの体験を価値付けする機会とします。

11月18日 大麻中学校体育館 江別市立大麻中学校 無料
連絡先：大麻中学校
電話番号：011-386-5341

北海道 江別市 ② 右代啓祐講演会
本校卒業生である陸上競技右代啓祐選手に、後輩へのメッセージを
伝えていただきます。

10月21日 大麻東中学校体育館 大麻東中学校 無料
連絡先：大麻東中学校
電話番号：011-387-0732

北海道 江別市 ② 薬物乱用防止教室
外部講師による講演を通して、薬物に関する正しい知識を学ぶ機会と
します。

11月20日 大麻東中学校体育館 大麻東中学校 無料
連絡先：大麻東中学校
電話番号：011-387-0732

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
保護者や地域に学校を公開し，授業や生徒の様子を参観した感想を
いただきます。

10月24日 江別市立江陽中学校 江別市立江陽中学校 無料
連絡先：江別市立江陽中学校
電話番号：011-385-0851

北海道 江別市 ②
非行防止及び薬物乱用防止
教室

外部講師による講演を通して，薬物に関する正しい知識を学ぶ機会と
します。

10月24日 江別市立江陽中学校 江別市立江陽中学校 無料
連絡先：江別市立江陽中学校
電話番号：011-385-0851

北海道 江別市 ② 市内一斉公開日
保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子を参観した感想を
頂きます。

10月24日 江別市中央中学校 江別市 無料
【江別市立中央中学校HP】
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp
/site/kyouiku/2930.html

連絡先：江別市立中央中学校
電話番号：011-385-5581

北海道 江別市 ② 参観日 教育活動を公開するとともに、学年・学級懇談等を実施します。 11月1日 江別市中央中学校 江別市立中央中学校 無料
【江別市立中央中学校HP】
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp
/site/kyouiku/2930.html

連絡先：江別市立中央中学校
電話番号：011-385-5581

北海道 江別市 ② 全校道徳
講師を招き、子どもたちに予測困難な未来をたくましく生き抜く力を、
地域の方と共に考える講演会を実施します。

10月5日 江別市中央中学校 江別市立中央中学校 無料
【江別市立中央中学校HP】
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp
/site/kyouiku/2930.html

連絡先：江別市立中央中学校
電話番号：011-385-5581

北海道 江別市 ② 学校説明会・体験入学
本校事務情報科・生活デザイン科の授業等の体験ならびに普通科の
概要説明を通して本校の特色について周知を図ります。（定時制課程
は11月のみ実施）

9月7日,
11月15日

北海道江別高等学校 北海道江別高等学校 無料
【江別高等学校HP】
http://www.eko.ed.jp/

連絡先：北海道江別高等学校
電話番号：011-382-2173

北海道 江別市 ② 公開授業週間
公開授業を通して、保護者等に本校の様子を知っていただくとともに、
授業に対する意見等を収集し、授業改善を図ります。

10月下旬～11月上旬 北海道江別高等学校 北海道江別高等学校 無料
【江別高等学校HP】
http://www.eko.ed.jp/

連絡先：北海道江別高等学校
電話番号：011-382-2173

北海道 江別市 ② 学校説明会
学校説明会、進路相談会、体験授業、部活動見学等を通して、野幌
高等学校の特色ある教育活動を公開します。

10月19日 野幌高等学校 野幌高等学校 無料
【野幌高等学校HP】
http://www.nopporo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：野幌高等学校
電話番号：011-382-2477

北海道 江別市 ② 授業公開週間
全教員が授業を公開し、互見授業を通じて授業力向上と授業改善を
目指します。学校評議員・保護者へも案内します。

11月5日～8日 野幌高等学校 野幌高等学校 無料
【野幌高等学校HP】
http://www.nopporo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：野幌高等学校
電話番号：011-382-2477

北海道 江別市 ② インターンシップ
望ましい勤労観・職業観を育むとともに、社会人として職業生活を送る
ために、生徒が希望する職種において就業体験を実施します。

11月下旬
江別病院、子育て支援センターな
ど

野幌高等学校 無料
【野幌高等学校HP】
http://www.nopporo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：野幌高等学校
電話番号：011-382-2477

北海道 江別市 ② スマホ・ケータイ安全教室
携帯電話の使用マナーを理解し、ＴＰＯをわきまえて行動・態度・習慣
を育成するとともに、事故やトラブル防止のための意識の高揚を図り
ます。

11月8日 野幌高等学校 野幌高等学校 無料
【野幌高等学校HP】
http://www.nopporo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：野幌高等学校
電話番号：011-382-2477

北海道 江別市 ② 公開授業週間
広く本校の授業の様子を知っていただくとともに授業者である教師の
資質向上と、より質の高い授業実践に向けて改善を図ります。

11月5～8日 大麻高等学校 大麻高等学校 無料
【大麻高等学校ＨＰ】
http://www.ooasa-h.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：大麻高等学校
電話番号：011-387-1661

北海道 江別市 ①
集まれ小学生!!ピカッとプログ
ラミング講座

小学生対象。文部科学省による小学校段階のプログラミングに関する
学習活動の分類におけるF「学校外でのプログラミングの学習機会」に
相当する講座です。論理的思考とクリエイティブ思考にふれ、プログラ
ミングの楽しさと便利さを感じることを目的とします。

11月9日
北海道情報大学
松尾記念館　画像メディア実習室

北海道情報大学 無料
【公開講座HP】
https://www.do-
johodai.ac.jp/kouza/kouza.php

通信教育部事務部
公開講座担当
(℡)011-385-4427

【申込期間】
10月15日～10月25日

北海道 えりも町 ② 笛舞小学校学芸会
児童の日頃の学習成果を保護者・地域住民に発表します。地域の
方々も参加される学芸会です。

10月19日 笛舞小学校 笛舞小学校 無料
笛舞小学校ホームページ
http://erimo01.wp.xdomain.jp/

連絡先：笛舞小学校
電話番号：01466-2-2652

メール：
huemai@educ.erimo.hokka
ido.jp

北海道 えりも町 ② えりも小学校公開研究会
「学校力向上に関する総合実践事業」実践指定校学校公開
・国語を中心とした2年次研修の成果を発表します。

11月20日 えりも小学校 えりも小学校 無料
えりも小学校ホームページ
http://educ.erimo.hokkaido.jp/erisy

連絡先：えりも小学校
電話番号：01466-2-2356

北海道 えりも町 ② えりも小学校学習発表会
・日頃の学習成果の保護者・地域の皆さまに発表を行います。
・「総合的な学習の時間」の成果として郷土芸能「えりも駒踊り」につい
て紹介します。

10月20日 えりも小学校（体育館） えりも小学校 無料
えりも小学校ホームページ
http://educ.erimo.hokkaido.jp/erisy
o/

連絡先：えりも小学校
電話番号：01466-2-2355

北海道 えりも町 ②
東洋小学校
学習発表会

児童の日頃の学習の成果を、保護者や地域の方々に発表します。 10月20日
東洋小学校
体育館

東洋小学校 無料
連絡先：東洋小学校
電話番号：01466-3-1358

北海道 えりも町 ② 合同学芸会 児童の日頃の学習成果を、地域の方々に発表します。 10月19日 えりも岬小学校 えりも岬小学校 無料
連絡先：えりも岬小学校
電話番号：01466-3-1114

北海道 えりも町 ② 庶野小学校学芸会 児童の日ごろの学習の成果を、保護者や地域住民に発表します。 10月20日 庶野小学校 庶野小学校 無料
連絡先：庶野小学校
電話番号：01466-4-2016

北海道 えりも町 ① 海と山の幸フェスティバル

えりも町の「海と山の幸フェスティバル」にて、１学年生徒が、地域民間
講師の指導の下、郷土芸能「えりも駒踊り」を披露します。また、２・３
学年生徒が見学旅行や海外研修の準備として、フェスティバル会場に
て町民向けの活動を行います。

10月6日 本校生徒を含む地域住民 えりも町 無料
えりも高校ホームページ
http://erimo-h.ed.jp

連絡先：えりも高等学校
電話番号：01466-2-2405

北海道 えりも町 ① 第６回えりも遊びリンピック
身近にあるものを利用した協議性のある体験活動を通じて、世代間交
流と青少年の健全な育成を図る目的で開催します。

10月13日 えりも町福祉センター えりも町青少年健全育成会 無料
連絡先：えりも町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：01466-2-2526

北海道 えりも町 ① 第41回町民マラソン大会 「百人浜」を会場に町民参加のマラソン大会を開催します。 10月14日 えりも町庶野 えりも町教育委員会 無料
連絡先：えりも町教育委員会
体育教育課体育振興係
電話番号：01466-2-4628

北海道 えりも町 ①
わらしゃんど・えりもまるごと
自然体験

えりも町の自然・歴史・文化について、実体験を通して学習する機会を
与え、町の素晴らしさを伝える目的で開催します。

10月26日
11月30日

えりも町内 えりも町郷土資料館北緯42度の会
連絡先：えりも町教育委員会
社会教育課文化財係
電話番号：01466-2-2410

有料（年間3,000円）
左記実施日を含め、年間
７回程度実施

北海道 遠軽町 ② 異校種連携の日
町内小中学生を対象に道内大学の出前授業、遠軽高校教員の特別
授業、遠軽高校生の研究発表を行い、児童生徒の学習意欲の向上を

11月13日 北海道遠軽高等学校 北海道遠軽高等学校 無料
連絡先：北海道遠軽高等学校全日制教頭
電話番号：0158-42-2676

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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北海道 遠軽町 ②
遠軽高校定時制・有朋高校
通信制親睦交流会

定時制、通信制の普及振興を図り、家庭や職場、関係機関との連携と
協力を図ります。

11月8日 遠軽高等学校 遠軽高等学校（定時制） 無料
【遠軽高等学校HP】
http://www.engaru.hokkaido-
c.ed.jp/teiji/

連絡先：遠軽高等学校
（定時制）
電話番号：0158-42-2675

北海道 遠軽町 ② 体験入学
学校概要説明、授業体験を通して本校の教育活動に対する理解を深
める機会とします。

11月15日 遠軽高等学校 遠軽高等学校（定時制） 無料
【遠軽高等学校HP】
http://www.engaru.hokkaido-
c.ed.jp/teiji/

連絡先：遠軽高等学校
（定時制）
電話番号：0158-42-2675

北海道 遠軽町 ② 健康の時間 講師を招き、薬物乱用の危険性と防犯について講演会を実施します。 11月22日 遠軽高等学校 遠軽高等学校（定時制） 無料
【遠軽高等学校HP】
http://www.engaru.hokkaido-
c.ed.jp/teiji/

連絡先：遠軽高等学校
（定時制）
電話番号：0158-42-2675

北海道 遠軽町 ② 令和元年度分校祭
児童生徒の文化的な活動を公開し、学校教育に対する理解啓発を図
ります。

11月17日 紋別養護学校ひまわり学園分校 紋別養護学校ひまわり学園分校 無料
【紋別養護学校ひまわり学園分校
HP】
http://www.monbetsuyougohimawar

連絡先：紋別養護学校ひまわり学園分校
電話番号：0158-46-2171

北海道 遠軽町 ①② えんがる町民音楽の広場
町内の小・中学校、高等学校、一般団体等が一堂に会する音楽演奏
会です。

10月6日 遠軽町総合体育館
遠軽町音楽振興実行委員会、遠
軽町教育委員会

無料
遠軽町教育委員会社会教育課
電話番号：0158-42-2191

北海道 遠軽町 ① 遠軽総合文化祭
遠軽文化協会加盟団体をはじめ、小・中学生や高校生、地域住民に
よる芸術文化作品の展示会です。

10月25日～27日 遠軽町福祉センター 遠軽総合文化祭実行委員会 無料
遠軽町教育委員会社会教育課
電話番号：0158-42-2191

展示部門

北海道 遠軽町 ① 生田原地区町民文化祭
生田原文化協会加盟団体をはじめ、小・中学生、地域住民による芸術
文化作品の展示会です。

10月25日～27日 生田原福祉センター 遠軽町文化連盟 生田原文化協会 無料
遠軽町教育委員会生田原教育センター
電話番号：0158-45-2010

展示部門

北海道 遠軽町 ① 安国地区町民文化祭
生田原文化協会加盟団体をはじめ、小・中学生、地域住民による芸術
文化作品の展示会です。

10月18日～20日 安国公民館 遠軽町文化連盟 生田原文化協会 無料
遠軽町教育委員会生田原教育センター
電話番号：0158-45-2010

展示部門

北海道 遠軽町 ① 丸瀬布総合文化祭
丸瀬布文化協会加盟団体をはじめ、小・中学生、地域住民による芸術
文化作品の展示会です。

10月25日～27日 丸瀬布中央公民館 遠軽町文化連盟 丸瀬布文化協会 無料
遠軽町教育委員会丸瀬布教育センター
電話番号：0158-47-2456

展示・芸能部門

北海道 遠軽町 ① しらたき文化祭
白滝文化協会加盟団体をはじめ、小・中学生や、地域住民による芸術
文化作品の展示会です。

10月25日～28日 白滝国際交流センター 遠軽町文化連盟 白滝文化協会 無料
遠軽町教育委員会白滝教育センター
電話番号：0158-48-2213

展示部門

北海道 遠軽町 ①② 遠軽町『少年の主張』大会
次代を担う中学生が日常生活の中で自ら体験したことや考えているこ
となどを意見としてまとめ、広く地域住民等へ発表する大会です。

11月17日 遠軽町福祉センター
遠軽地区保護司会、遠軽町教育
委員会

無料
遠軽町教育委員会社会教育課
電話番号：0158-42-2191

北海道 遠軽町 ② 異世代交流会
社会福祉協議会及び生田原老人クラブの方々と昔の遊びを通して交
流を図り，親睦を深めます。

10月9日 遠軽町立生田原小学校体育館
児童・教職員・社会福祉協議会職
員・老人クラブ会員等

無料
遠軽町立生田原小学校
電話番号：0158-45-2252

北海道 遠軽町 ② 学芸会
保護者・地域住民に日頃の学習の成果を発表し、学校の教育活動に
対する理解を深めます。

11月10日 遠軽町立安国小学校体育館 遠軽町立安国小学校 無料
遠軽町立安国小学校
電話番号：0158－46－2117

北海道 遠軽町 ② 学芸会
平成２２年度の校舎移転を機に、学芸会時に保護者や地域住民に学
校を見学する機会を設け、学校における教育活動に対する保護者の
理解を深める場としています。

11月10日 遠軽町立遠軽小学校体育館 遠軽町立遠軽小学校 無料
連絡先：遠軽町立遠軽小学校
電話番号：0158-42-1101

北海道 遠軽町 ② 学芸会
保護者・地域の皆さんへの日常の学習成果の発表の場として演劇や
音楽の発表活動を行い本校における学習活動の理解を図ります。

10月27日 遠軽町立南小学校 遠軽町立南小学校 無料
遠軽町立南小学校
電話番号：0158-42-1234

北海道 遠軽町 ② 学芸会
保護者・地域住民・老人会・婦人会等に広く案内し、劇・器楽合奏太鼓
演奏の発表と隣接する保育所の遊戯の発表などを行い、日頃の練習
の成果を見ていただきます。

10月27日 遠軽町立瀬戸瀬小学校体育館 遠軽町立瀬戸瀬小学校 無料
連絡先：遠軽町立瀬戸瀬小学校
電話番号：0158-44-2240

北海道 遠軽町 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、演劇や音
楽の発表活動を行います。

11月10日 丸瀬布小学校体育館 丸瀬布小学校 無料
連絡先：丸瀬布小学校
電話番号：0158-47-2070

北海道 遠軽町 ②
文化祭
「私の主張」

日常の体験等を題材に自分の思いや考えを述べます。各学級で予選
を行い、代表1～２名を選出。文化祭当日の発表で最優秀賞の生徒が
「遠軽町少年の主張大会」に出場します。

10月20日 遠軽町立生田原中学校体育館 遠軽町立生田原中学校 無料
連絡先：遠軽町立生田原中学校
電話番号：0158-45-2335

北海道 遠軽町 ② 学校祭 保護者・地域住民に日頃の学習成果を発表し、交流を持ちます。 10月19日 遠軽町立安国中学校体育館 遠軽町立安国中学校 無料
連絡先：遠軽町立安国中学校
電話番号：0158-46-2412

北海道 遠軽町 ② 遠軽中学校文化祭
本校の教育活動の成果を保護者・地域の方々に対して発表すること
で、本校の教育活動及び生徒への理解を図ります。

10月19日～20日 遠軽中学校 遠軽中学校 無料
連絡先：遠軽町立遠軽中学校
電話番号：0158－42－5155

北海道 遠軽町 ② 学校祭
本校の教育活動の成果を保護者・地域に発表することで、本校の教
育活動の理解を図ります。オープニング：南中太鼓（地域の指導者の
活用）演劇・作品展示・学習発表合唱コンクール等

10月20日 遠軽町立南中学校 遠軽町立南中学校 無料
連絡先：遠軽町立南中学校
電話番号：0158-42-3175

北海道 遠軽町 ② １日参観日
1日の全授業を公開し、保護者・地域の方に普段の授業や生徒の様
子を見ていただき、本校における学習活動の理解を図ります。

11月5～6日 遠軽町立南中学校 遠軽町立南中学校 無料
連絡先：遠軽町立南中学校
電話番号：0158-42-3175

北海道 遠軽町 ② 学校祭
地域・保護者を対象に合唱・舞台発表等、日常の学習・教育活動を発
表し、本校の教育活動と生徒の理解・浸透を図ります。

10月20日 遠軽町立丸瀬布中学校 遠軽町立丸瀬布中学校 無料
連絡先：丸瀬布中学校
電話番号：0158-47-2374

北海道 遠軽町 ② PTA交流会ミニバレー大会
レクリェーションを通して、保護者と教職員の交流を図るとともに、日常
の教育活動や生活について情報交換を行っています。

11月15日 遠軽町立丸瀬布中学校 遠軽町立丸瀬布中学校PTA 無料
連絡先：丸瀬布中学校
電話番号：0158-47-2374

北海道 遠別町 ② 道徳授業 北海道道徳教材「きた　ものがたり」を活用した道徳授業 10月中旬～11月初旬 遠別中学校 遠別中学校
連絡先：遠別中学校
電話番号：01632-7-2034

北海道 遠別町 ② 遠農高マルシェ
本校の生徒が授業で栽培した花や野菜のほか、パンやソーセージ、
レトルトなどの生産品を販売します。

10月25日,11月25日 遠別農業高等学校 遠別農業高等学校
【遠別農業高等学校HP】
http://www.enbetsunougyou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：遠別農業高等学校
電話番号：01632-7-2376

北海道 遠別町 ② 生産物報告試食会
畜産物や作物、加工品等を生産できたことへの感謝の気持ちを養うと
ともに、町内の小学生へ食育活動を実践します。

10月31日 遠別農業高等学校 遠別農業高等学校 無料
【遠別農業高等学校HP】
http://www.enbetsunougyou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：遠別農業高等学校
電話番号：01632-7-2376

北海道 遠別町 ②
校内実績発表大会及び授業
公開

保護者や地域住民を招き、農業の課題解決のためのプロジェクト学習
の成果を発表します。

11月6日 遠別農業高等学校 遠別農業高等学校 無料
【遠別農業高等学校HP】
http://www.enbetsunougyou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：遠別農業高等学校
電話番号：01632-7-2376

北海道 遠別町 ②
北海道高等学校PTA連合会
留萌支部研究大会

留萌管内の生徒、保護者、教職員が、日々の教育について考えま
す。研究協議のほか、講師を招聘し、講演会も実施します。

11月8日 遠別農業高等学校 遠別農業高等学校 無料
【遠別農業高等学校HP】
http://www.enbetsunougyou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：遠別農業高等学校
電話番号：01632-7-2376

北海道 遠別町 ②
SCRUM道北圏域研究大会及
び授業公開

北海道教育委員会指定事業における道北圏域研究大会です。公開
授業の他、講演会も実施します。

11月22日 遠別農業高等学校 遠別農業高等学校 無料
【遠別農業高等学校HP】
http://www.enbetsunougyou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：遠別農業高等学校
電話番号：01632-7-2376

北海道 雄武町 ② 雄武高等学校
授業見学を通し、授業評価をいただき、学習指導内容・指導方法の改
善と向上を図ります。

11月13日～15日 雄武高等学校 雄武高等学校 無料
連絡先：雄武高等学校
電話番号：0158-84-2043

北海道 雄武町 ② 雄武小学校学芸会
保護者・地域の方々を対象に学習の成果を発表し，本校への理解・協
力を図ります。

10月14日 雄武小学校体育館
雄武町立
雄武小学校

無料
【雄武小学校ホームぺージ】
http://www10.schoolweb.ne.jp/webl
og/index.php?id=0110017

連絡先：雄武町立雄武小学校
電話番号：0158-84-2904

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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北海道 雄武町 ② 実践交流会
町内の各小中学校に案内し，本校の研究課題解決のため，授業公開
及び研究発表，研究協議を行います。

11月9日 雄武小学校
雄武町立
雄武小学校

無料
【雄武小学校ホームぺージ】
http://www10.schoolweb.ne.jp/webl
og/index.php?id=0110017

連絡先：雄武町立雄武小学校
電話番号：0158-84-2904

北海道 雄武町 ①

オホーツク西部地区母親連
合PTA連合会母親研修会
雄武町PTA連合会研究大会
雄武町家庭教育講演会

オホーツク西部地区および町内の小中学校、高等学校のPTA会員を
対象に、講演会を開催します。

11月11日 雄武町町民センター
雄武町
PTA連合会

無料
連絡先：雄武町PTA連合会事務局
【雄武小学校内】
電話番号：0158-84-2904

北海道 雄武町 ② 学芸会
劇や音楽の発表を通して，表現力や創造力を高め，豊かな情操を養
います。

10月7日 沢木小学校体育館 雄武町立沢木小学校 無料
連絡先：雄武町立沢木小学校
電話番号：0158-85-2222

omsawaki@oumu.ed.jp

北海道 雄武町 ② 公開研究会
研究主題を「自ら課題を見出し，解決への活動を創り出すことができる
体育授業の工夫・充実」と定め，体育科の公開研究授業や研究協議
を行います。

11月16日 沢木小学校 雄武町立沢木小学校 無料
連絡先：雄武町立沢木小学校
電話番号：0158-85-2222

omsawaki@oumu.ed.jp

北海道 雄武町 ② 学芸会
児童による劇・遊戯・器楽・合唱等の発表。地域老人クラブの発表等。
児童の係活動を含め、活躍する姿を保護者、地域に見ていただきま
す。

10月7日 豊丘小学校体育館 雄武町立豊丘小学校 無料
【雄武町立豊丘小学校】
http://www.schoolweb.ne.jp/oumu/
toyooka-e/

連絡先:雄武町立豊丘小学校
電話番号：0158-84-2236

toyosyo@oumu.ed.jp

北海道 雄武町 ② 公開研究会
研究主題を「考える力を育む授業づくり～算数科における問題解決的
な学習を通して～」と定め，算数科の公開研究授業や研究協議を行い
ます。

11月22日 豊丘小学校 雄武町立豊丘小学校 無料
【雄武町立豊丘小学校】
http://www.schoolweb.ne.jp/oumu/
toyooka-e/

連絡先：雄武町立豊丘小学校
電話番号：0158-85-2236

toyosyo@oumu.ed.jp

北海道 雄武町 ② 共栄小学校学芸会
保護者及び地域住民を対象に、日頃の学習成果を発表し、学校教育
への理解を深めていただきます。

10月6日 共栄小学校児童活動室 共栄小学校 無料
【雄武町立共栄小学校】
http://www10.schoolweb.ne.jp/webl
og/index.php?id=0110014

連絡先：雄武町立共栄小学校
電話番号：0158-84-3907

北海道 雄武町 ② 公開研究会
「温かい人間関係づくりを目指す生徒の育成～ピア・サポートの手法
を用いた人間関係づくりの研究～」を研究主題とし，ピア・サポート活
動を取り入れた公開研究授業及び研究協議を行います。

11月22日 雄武中学校 雄武町立雄武中学校 無料
連絡先：雄武町立雄武中学校
電話番号：0158-84-2529

北海道 大空町 ② ＭＴ発表会
地域住民や保護者に「総合的な学習の時間」の学習成果を発表し、学
校教育に対する理解を深めます。

11月8日 女満別高等学校 女満別高等学校 無料
【女満別高等学校ＨＰ】
http://www.memanbetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：女満別高等学校
電話番号：0152-74-2634

メール：memanbetsu-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 大空町 ② 教育相談月間
教員による個人面談を実施し、日頃の悩みや生徒の状況を把握し、
今後の学校生活に役立てます。

11月11日～26日 女満別高等学校 女満別高等学校 無料
【女満別高等学校ＨＰ】
http://www.memanbetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：女満別高等学校
電話番号：0152-74-2634

メール：memanbetsu-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 大空町 ② 授業公開週間
全教科で保護者及び地域住民等に授業を公開し、教科指導力の向上
と授業改善を図ります。

11月11日～15日 女満別高等学校 女満別高等学校 無料
【女満別高等学校ＨＰ】
http://www.memanbetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：女満別高等学校
電話番号：0152-74-2634

メール：memanbetsu-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 奥尻町 ② 学習発表会
保護者、地域住民の方々に音楽、演劇、舞踊、絵画、工作を通し日常
の学習成果を発表します。

10月13日 奥尻小学校体育館 奥尻町立奥尻小学校 無料
連絡先：奥尻町立奥尻小学校
電話番号：01397-2-2424

メール：
oksr2026@educet01.plala.
or.jp

北海道 奥尻町 ② 学習発表会
保護者、地域住民の方々に音楽、演劇、表現、絵画、工作を通し日常
の学習成果を発表します。

10月20日 奥尻町立青苗小学校体育館 奥尻町立青苗小学校 無料
連絡先：奥尻町立青苗小学校
電話番号：01397-3-2352

北海道 奥尻町 ② ＰＴＡフェスティバル 保護者、児童、地域住民で百人一首や奥尻カルタを行います。 11月9日 奥尻町立青苗小学校体育館 奥尻町立青苗小学校PTA 無料
連絡先：奥尻町立青苗小学校
電話番号：01397-3-2352

北海道 奥尻町 ② 授業公開
広く地域の方々に授業を公開し、奥尻高校の教育活動についての理
解を深めていただくとともに、授業改善等の教員の資質・能力の向上
を図ります。

11月16日 奥尻高等学校 奥尻町立奥尻高等学校 無料
【奥尻高等学校ＨＰ】
http://www.town.okushiri.lg.jp/highs
chool/

連絡先：奥尻町立奥尻高等学校
電話番号：01397-2-2354

北海道 奥尻町 ①
公民館的な機能を活用した
「地域力向上」モデル構築事
業住民検討会

講義等を通して、地域の身近な課題（家庭教育支援）について多角的
に見つめ直すとともに、熟議を通して住民と行政が協働で課題解決に
向けた方策の検討を図ります。

10月28日 奥尻町海洋研修センター 北海道教育庁檜山教育局 無料
連絡先：檜山教育局教育支援課社会教育
指導班
電話番号：0139-52-6525

北海道 置戸町 ② 学校説明会
中学生・保護者・中学校教員等に対して、本校の教育活動を紹介およ
び説明するとともに、情報提供をして、本校に対する理解を深めてい
ただきます。

10月23日 札幌かでる２・７ 置戸高等学校 無料
【置戸高等学校ＨＰ】
http://www.oketo.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：置戸高等学校
電話番号：0157-52-3263

北海道 置戸町 ② 学芸会
保護者・地域の方々に、劇や音楽・遊戯を発表し、学校教育へのさら
なる理解を図ります。

11月9日 置戸小学校体育館 置戸小学校 無料
連絡先：置戸小学校
電話番号：0157-52-3850

北海道 置戸町 ② 地域参観日
保護者のみならず地域の方々に、授業を公開し、本校の教育活動に
対する理解を深め、地域との連携を図ります。

11月26日～28日 置戸小学校 置戸小学校 無料
連絡先：置戸小学校
電話番号：0157-52-3850

北海道 置戸町 ② 学校祭
合唱と演劇を保護者・地域の方々に発表し、学校教育へのさらなる理
解を図ります。

10月19日 置戸町立置戸中学校　体育館 置戸町立置戸中学校 無料
連絡先：置戸町立置戸中学校
電話番号：0157－52－3100

北海道 興部町 ① 講演会
「株式会社ゆめかな」の石川尚子様を講師として、「コミュニケーション
の取り方」等について講演していただきます。

10月7日 興部高等学校 興部高等学校 無料
【興部高校ＨＰ】
http://www.okoppe.hokkaido-

連絡先：興部高等学校
電話番号：0158-82-2316

北海道 興部町 ② 公開授業週間
授業を公開し、教科指導力の向上と授業改善を図るとともに、生徒の
学習活動状況と本校の教育活動を理解していただきます。

11月11日～15日 興部高等学校 興部高等学校 無料
【興部高校ＨＰ】
http://www.okoppe.hokkaido-

連絡先：興部高等学校
電話番号：0158-82-2316

北海道 興部町 ② 学芸会
児童による表現活動を保護者・地域住民に発表し、本校への理解・協
力を図ります。

10月20日 興部小学校体育館 興部小学校 無料
連絡先：興部町立沙留小学校電話番号：
0158-82-2039

北海道 興部町 ② 学芸会
本校の教育活動の成果を保護者・地域の方々に対して発表し本校へ
の理解・協力を図ります。

10月20日 沙留小学校体育館 沙留小学校 無料
連絡先：興部町立沙留小学校
電話番号：0158-83-2004

北海道 興部町 ② 興中祭

合唱コンクールや演劇などの発表を保護者、地域の方々に観ていた
だき、本校の教育活動に対する理解を図っています。また、小さなお
子さんがいる方にもゆっくりと観覧できるように、ＰＴＡ委員に協力して
もらい、キッズルームを開設しています。

10月13日 興部町立興部中学校体育館等 興部町立興部中学校 無料
連絡先：興部町立興部中学校
電話番号：0158-82-2063

メール：deputy-head-
koutyu@educet03.plala.or.
jp

北海道 長万部町 ② 第５７回長万部町総合文化祭
舞台発表では、町内の各文化サークル団体や児童生徒などが日頃の
成果を発表します。また、町内の各文化サークル団体や児童生徒が
製作した作品の展示なども行われます。

11月2～3日
長万部町学習文化センター及び長
万部町ファミリースポーツセンター

第57回長万部町総合文化祭実行
委員会

無料
連絡先：長万部町教育委員会
電話番号：01377-2-2748

北海道 長万部町 ② あやめ発表会
３年生以上の総合的な学習の取組「わが町　長万部」～キャリア教育
を踏まえた実践～を公開し，地域への理解を図る。

10月24日 長万部小学校（教室） 長万部小学校 無料
連絡先：長万部小学校
電話番号：01377-2-2515

北海道 長万部町 ② PTA祖父母参観
日常の授業を主として祖父母（保護者，地域住民）を対象に公開し，
本校の教育活動に対する理解を深めてもらう機会とする。

11月6日 長万部小学校（教室） 長万部小学校 無料
連絡先：長万部小学校
電話番号：01377-2-2515

北海道 長万部町 ②
長万部町立静狩小学校学芸
会・静狩地域文化祭

児童が日頃の学習の成果を発表したり保護者や地域住民の発表を鑑
賞したりする活動を通して、児童に豊かな感性を養うとともに、保護者
や地域住民においては本校の教育活動への理解と参画を促進する。

10月19日 静狩小学校体育館
長万部町立静狩小学校・静狩地域
振興会

無料
連絡先：長万部町立静狩小学校
電話番号：01377－6－2004

北海道 長万部町 ③
長万部町立長万部中学校吹
奏楽部第２６回定期演奏会

日頃の練習の成果を、地域の方々に披露する。 10月20日 長万部町学習文化センター 長万部町立長万部中学校 無料
連絡先：長万部中学校
電話番号：01377-2-2064

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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北海道 長万部町 ② 地域公開授業参観 生徒の様子、授業の様子を、教育関係者及び地域の方々に公開する 10月30日 長万部中学校 長万部町立長万部中学校 無料
連絡先：長万部中学校
電話番号：01377-2-2064

北海道 長万部町 ② 育児体験学習
長万部町の保健師及び保育園と連携し、生徒と地域の小さな子供を
持つ母親が育児について交流する。

10月10日 北海道長万部高等学校体育館 北海道長万部高等学校 無料
【長万部高校ＨＰ】
http://www.oshamanbe.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道長万部高等学校
電話番号：01377-2-2069

北海道 長万部町 ② 薬物乱用防止講演会
心身ともに健康で安全な生活習慣の確立を目指して、薬物乱用の防
止に向けた意識の高揚を図るために専門家による講演を行う。

10月25日 北海道長万部高等学校体育館 北海道長万部高等学校 無料
【長万部高校ＨＰ】
http://www.oshamanbe.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道長万部高等学校
電話番号：01377-2-2069

北海道 小樽市 ②
北海道小樽未来創造高等学
校定時制課程体験入学

学校説明及び授業参観、実習等の見学、実習体験、給食の試食を行
います。

10月18日 北海道小樽未来創造高等学校
北海道小樽未来創造高等学校定
時制

無料
【小樽未来創造高等学校定時制Ｈ
Ｐ】
http://www.miraisouzou.hokkaido-

連絡先：小樽未来高校定時制
電話番号：0134-23-6105

e-mail：miraisouzou-
t0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 小樽市 ②
小樽市における『教育の日』
を推進する会

構成・協賛団体（小樽市校長会、教頭会、PTA連合会、総連合町会、
退職校長会など）が参加し、登下校時に一斉パトロールを実施しま

10月21日～30日 小樽市内
小樽市における『教育の日』を推進
する会

無料
連絡先：小樽市教育委員会（教育総務課）
電話番号：0134-32-4111（内線522）

北海道 小樽市 ② 「地域医療講座」
医進類型指定校の地域医療体験事業の一環として、大学や研究機関
の協力を得て、医師という職業や医学部での学生生活、チーム医療
や地域医療、医療を支える科学技術などをテーマとする講座を実施し

10～11月 小樽潮陵高校 小樽潮陵高校 無料
連絡先：小樽潮陵高等学校
電話番号：0134-22-0754

北海道 小樽市 ② 学校説明会
教職員・地域住民等に対して、本校定時制について説明し、授業公開
や給食体験等の機会を設け、本校定時制理解への推進を図ります。

11月5日 北海道小樽潮陵高等学校
北海道小樽潮陵高等学校（定時
制）

無料
【小樽潮陵高校HP】
http://www.otaruchouryou.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道小樽潮陵高等学校
電話番号：（0134）22-0754

北海道 小樽市 ①② PTA講演会
保護者と教職員を対象に、子どもとの関わり方や健全育成等につい
て、外部講師を招いて、研修を行います。

11月実施予定 北海道小樽桜陽高等学校 北海道小樽桜陽高等学校PTA 無料
【PTA講演会】
http://www.otaruouyou.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：小樽桜陽高等学校
電話番号：0134-23-0671

北海道 小樽市 ② 薬物乱用防止教室
外部講師を招き、不法薬物について知るとともに、薬物の害やその危
険性について学びます。

10月10日 小樽商業高等学校 小樽商業高等学校 無料
【小樽商業高校HP】
http://www.otaru-chs.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：小樽市緑３丁目４－１
電話番号：0134-23-9231

北海道 小樽市 ② 体験入学
中学３年生及び保護者、中学校教員を対象に学校説明及び体験授業
を実施します。

10月12日 北海道小樽未来創造高等学校 北海道小樽未来創造高等学校 無料
【小樽未来創造高等学校ＨＰ】
http://www.miraisouzou.hokkaido-
c.ed.jp

miraisouzou-z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 小樽市 ② 一日体験入学
中学3年生及び保護者、中学校教員を対象に学校説明会及び実習体
験を実施します。

10月16日 北海道小樽水産高等学校 北海道小樽水産高等学校 無料
【小樽水産高校ＨＰ】
http://www.otarusuisan.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道小樽水産高等学校
電話番号：0134-23-0670

北海道 小樽市 ② 薬物乱用防止教室
外部講師を招き、不法薬物を知るとともに、薬物の害やその危険性に
ついて学びます。

10月17日 北海道小樽水産高等学校 北海道小樽水産高等学校 無料
【小樽水産高校ＨＰ】
http://www.otarusuisan.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道小樽水産高等学校
電話番号：0134-23-0670

北海道 小樽市 ② 課題研究成果発表会
小樽水産高校の生徒がプロジェクト学習により、水産に関する課題解
決に取り組んだ成果を発表します

10月31日 北海道小樽水産高等学校 北海道小樽水産高等学校 無料
【小樽水産高校ＨＰ】
http://www.otarusuisan.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道小樽水産高等学校
電話番号：0134-23-0670

北海道 小樽市 ②
令和元年度北海道高等学校
水産クラブ研究発表大会

全道の水産系高校の生徒がプロジェクト学習により、水産に関する課
題解決に取り組んだ成果を発表します。

11月7日 北海道小樽水産高等学校 北海道高等学校水産クラブ連盟 無料
【小樽水産高校ＨＰ】
http://www.otarusuisan.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道小樽水産高等学校
電話番号：0134-23-0670

北海道 小樽市 ② 意見発表会 生徒が体験をもとに意見をまとめ、豊かに表見します。 11月15日 北海道高等聾学校体育館 北海道高等聾学校 無料
連絡先：北海道高等聾学校
電話番号：0134-62-2624

北海道 小樽市 ② 第11回学校祭 本校生徒148名による、ステージ発表や販売などの各学科活動 11月9日～10日 北海道小樽高等支援学校 北海道小樽高等支援学校
【北海道小樽高等支援学校HP】
http://www.otarukoushi.hokkaido-
c.ed.jp

北海道小樽高等支援学校
電話番号：0134－61－3400

メール：otarukoushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 小樽市 ① 外国人による公開講座
生涯学習に対する社会的要請に応えるとともに，地域社会と大学との
連携を深めるため，本学言語センターより語学講座を提供していま
す。本年度後期は，3講座を開設します。

9月3日～12月17日 小樽商科大学 国立大学法人小樽商科大学
https://www.otaru-
uc.ac.jp/cs/extension/

0134-27-5244

北海道 小樽市 ① 公開授業
一般市民の方々が，学生とともに受講できるよう，夜間主コースの正
規授業を一部開放しています。

9月30日～1月31日 小樽商科大学 国立大学法人小樽商科大学
https://www.otaru-
uc.ac.jp/cs/extension/

0134-27-5244

北海道 小樽市 ③ 国際交流週間
　日本人学生・英語を母語としない留学生等による英語プレゼンテー
ション大会及び本学留学生による文化紹介のプレゼンテーションや文
化体験会などを通じて，各国事情について学ぶ機会を提供します。

10月21日～10月25日 小樽商科大学 国立大学法人小樽商科大学 無料
https://www.otaru-
uc.ac.jp/international/

0134-27-5262/5263

北海道 音威子府村 ① 音威子府村文化祭
各種文化サークル等による芸能発表や作品展示及び園児・児童・生
徒による音楽発表や作品展示を行っています。

10月31日～11月2日 音威子府村公民館 音威子府村公民館 無料
連絡先：音威子府村教育委員会
電話番号：01656-5-3356

北海道 音更町 ② 地域公開参観日
保護者・地域住民･教育関係者等に授業公開し、本校の教育活動の
状況や子どもの学びの姿について周知・理解を図ります。

10月2～4日 音更町立音更小学校 音更町立音更小学校 無料
連絡先：音更町立音更小学校
電話番号：0155-42-2538

北海道 音更町 ②
音更小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者・地域住民の皆さんに発表します。 10月27日 音更町立音更小学校 音更町立音更小学校 無料
連絡先：音更町立音更小学校
電話番号：0155-42-2538

北海道 音更町 ②
下音更小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者・地域住民の皆さんに発表します。 10月19日 音更町立下音更小学校 音更町立下音更小学校 無料
連絡先：音更町立下音更小学校
電話番号：0155-431-6460

北海道 音更町 ②
駒場小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者・地域住民の皆さんに発表します。 11月10日 音更町立駒場小学校 音更町立駒場小学校 無料
連絡先：音更町立駒場小学校
電話番号：0155-44-2311

北海道 音更町 ①
たまてばこの会
読み聞かせ会

保護者・地域ボランティア「たまてばこの会」による図書の「読み聞か
せ会」です。児童が本に親しむ時間となっています。

11月28日 音更町立東士狩小学校 ボランティア「たまてばこの会」 無料
連絡先：音更町立東士狩小学校
電話番号：0155-42-4704

北海道 音更町 ②
柳町小学校
学習発表会

日頃の学習活動（合唱・器楽･劇等の表現活動）を保護者、地域住民
に発表します。

10月13日 音更町立柳町小学校 音更町立柳町小学校 無料
連絡先：音更町立柳町小学校
電話番号：0155-31-5275

北海道 音更町 ③
みのりーむフェスタおとふけ
2019

地産地消をコンセプトに音更町の文化（伝統芸能や文化活動）を紹介
しながら、いろいろな体験や音更町の「食」が楽しめるイベントであり、
その中で本校４年生が「よさこいソーラン」の演舞を披露します。

10月6日
アグリアリーナ
(ホクレン家畜市場用地内)

みのり～むフェスタおとふけ実行
委員会

無料
【十勝観光連盟公式ＨＰ】
https://tokachibare.jp/events/even
t/event-10263

連絡先：みのりーむフェスタおとふけ実行
委員会事務局
電話番号：0155-42-2111(内線722)

北海道 音更町 ②
柳町小学校PTA生活委員会
校区内巡視

登校時の児童の安全指導を行うと共に、挨拶運動を行います。
10月1日
11月5日

音更町立柳町小学校校区 柳町小学校生活委員会 無料
連絡先：音更町立柳町小学校
電話番号：0155-31-5275

北海道 音更町 ②
鈴蘭小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者・地域住民の皆さんに発表します。 11月9日 音更町立鈴蘭小学校 音更町立鈴蘭小学校 無料
連絡先：音更町立鈴蘭小学校
電話番号：0155-31-725

北海道 音更町 ②
駒場中学校
職場体験学習

生徒の「職業」に対する意識をより一層高めるため、職場を訪問し、職
場で働く人々と交流します。

10月17、18日 各事業所 音更町立駒場中学校 無料
連絡先：音更町立駒場中学校
電話番号：0155-44-2014

北海道 音更町 ②
緑南中学校
職場体験学習

生徒の「職業」に対する意識をより一層高めるため、職場を訪問し、職
場で働く人々と交流します。

10月31日 各事業所 音更町立緑南中学校 無料
連絡先：音更町立緑南中学校
電話番号：0155-31-3791

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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北海道 音更町 ②
共栄中学校
家庭教育学級講演会

有機ＥＬ開発者である山形大学教授城戸淳二先生をお招きし，「ノー
ベル賞は夢じゃない～成功は成功を呼ぶ～」の題で講演会を行いま

11月21日 音更町立共栄中学校 音更町立共栄中学校 無料
連絡先：音更町立共栄中学校
電話番号：0155-31-0334

北海道 乙部町 ② 乙部小学校学習発表会
児童が日頃の学習成果の発表を行います。ステージ発表（劇、合唱、
楽器演奏）、作品展示

10月20日 乙部町町民会館 乙部町立乙部小学校 無料
連絡先：乙部町立乙部小学校
電話番号：0139-62-2021

北海道 乙部町 ② 乙部町教育研究集会
乙部町内小中学校教員による授業指導方法改善のための研究会を
行います。

11月6日 乙部町立栄浜小学校 乙部町教育研究会 無料
連絡先：乙部町立乙部小学校
電話番号：0139-62-2021

北海道 乙部町 ② 収穫祭
地域の老人クラブの方々や保護者の皆さ
んに参加して頂き、ふるさと教育について交流し・児童の様子などに
ついて交流・情報交換をしていただきます。

11月17日 乙部町立栄浜小学校 乙部町立栄浜小学校 無料
連絡先：乙部町立栄浜小学校
電話番号：0139-62-2160

北海道 乙部町 ② 明和小学校学習発表会
児童が日頃の学習の成果の発表を行います。ステージ発表（劇、合
唱、器楽演奏等）、作品展示を行います。

10月20日 乙部町立明和小学校 乙部町立明和小学校 無料
連絡先：乙部町立明和小学校
電話番号：0139-63-2320

北海道 帯広市 ①③ 芸術週間 期間中は全日開館し、常設展を無料開放します。 11月1日～7日 北海道立帯広美術館 北海道立帯広美術館 無料
【北海道立帯広美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/obj/

連絡先：北海道立帯広美術館
電話番号：0155-22-6963

北海道 帯広市 ②
北海道帯広柏葉高等学校定
時制課程学校説明会

中学生・保護者・教員等を対象として、本校定時制課程の特色等の説
明を行い、進路選択の動機付けを行います。

11月21日 帯広柏葉高等学校 帯広柏葉高等学校 無料
【帯広柏葉高校ＨＰ】
http://www.obohirohakuyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：定時制課程教頭
電話番号：0155-23-5897

北海道 帯広市 ② 学校説明会
中学３年生、保護者、中学校教員を対象に、進路選択（高校入学）の
参考の機会として、学校説明、授業・部活動等を実施する。

10月4日 帯広緑陽高等学校 帯広緑陽高等学校 無料
【帯広緑陽高校ＨＰ】
http://www.obihiroryokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：帯広緑陽高等学校
電話番号：0155－48－6603

北海道 帯広市 ①② 「体験入学」
中学生・保護者・教員などを対象として、本校への理解と進路選択の
動機づけを行います。【内容】学校概要説明、体験学習のほか、部活
などの説明があります。

10月16日、11月15日 帯広工業高等学校 帯広工業高等学校 無料
【帯広工業高等学校HP】
http://www.obikou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：帯広工業高等学校
電話番号：0155-48-5650

北海道 帯広市 ② 芸術鑑賞(音楽) 紙切り落語 10月9日 帯広農業高等学校体育館 帯広農業高等学校
連絡先：帯広農業高等学校
電話番号：0155-48-3051

北海道 帯広市 ③ 農業高校食彩フェアin 十勝
　実習生産物の販売や展示、体験活動の提供を通じて、地域への学
校紹介と生徒のコミュニケーション能力の向上を図ります。

10月5日 イトーヨーカドー帯広店 帯広農業高等学校 無料
連絡先：帯広農業高等学校
電話番号：0155-48-3051

北海道 帯広市 ②
一日体験入学（オープンキャ
ンパス）

  本校の学校概要説明、体験学習、部活動等の説明等を通じて、中学
生・保護者・教員等を対象に本校への理解と進路選択の動機づけを

10月12日
帯広農業高等学校

帯広農業高等学校 無料
【帯広農業高等学校】
http://www.obino.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：帯広農業高等学校
電話番号：0155-48-3052

北海道 帯広市 ② 学習発表会
日頃の学習活動の成果を発表するとともに、保護者及び関係者並び
に地域に公開する。

10月19日 帯広盲学校 帯広盲学校 無料
連絡先：帯広盲学校
教頭　瘧師輝幸
電話番号：0155-37-2028

北海道 帯広市 ② 学芸会
日常の教育活動の成果を発表するとともに、保護者及び関係者、地
域に公開します。

10月26日 帯広聾学校体育館 帯広聾学校 無料
連絡先：帯広聾学校
　　　　教頭　大塚
電話番号：0155-37-2017

メール：
m.otsuka@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 帯広市 ② 学習発表会
日常の教育活動の成果を発揮させるとともに、保護者および関係者
並びに地域に公開しています。

10月31日 帯広養護学校体育館 帯広養護学校 無料
【帯広養護学校HP】
http://www.obihiryougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：帯広養護学校教頭
電話番号：0155-37-6773

北海道 帯広市 ② 祖父母参観日
保護者や祖父母に授業を見学して頂くとともに、一緒に給食を食べて
頂き、子ども達の学習の様子や学校生活について、理解を深めて頂

10月7日 帯広市立大正小学校 帯広市立大正小学校 無料
連絡先：帯広市立大正小学校
電話番号：0155-64-5020

北海道 帯広市 ②
つつじが丘小学校公開研究
会

地域・保護者に向け，学校の教育活動を公開する。帯広第二中学校
として教職員が参加を予定している。

11月1日 帯広市立つつじが丘小学校 帯広市立つつじが丘小学校 無料
連絡先：帯広市立つつじが丘小学校
電話番号：0155-37-8222

北海道 帯広市 ② エリア授業参観日
西陵中学校エリアファミリー幼保・小に呼びかけをし、校内全ての授業
を公開することで、地域全体で子供を育てる意識を深めてもらう。

10月18日 帯広市立西陵中学校 帯広市立西陵中学校 無料
連絡先：帯広市立西陵中学校
電話番号：0155-33-3007

北海道 帯広市 ①
帯広市PTA連合地域ブロック
講演会

教育に対する理解と関心を深めることを目的に近隣校のPTA、学校職
員、本校生徒を対象とした講演会を開催する。

10月5日予定 帯広市立帯広第八中学校 帯広市PTA連合 無料
連絡先：帯広市立帯広第八中学校
電話番号：0155－35－6593

北海道 帯広市 ①② エリアファミリー講演会
五中地区のPTAや地域の方が参加し、講演を聞くとともに、学校を中
心とした地域の連携・協働について、交流・情報交換していただきま
す。

10-11月 帯広市立緑丘小学校

五中エリアファミリー
よんかけサポーターズクラブ
市P連中央ブロック
五中PTA、緑丘小PTA

無料
連絡先：帯広市立緑丘小学校
電話番号：0155-24-5630

北海道 帯広市 ②
帯広市立帯広第四中学校公
開研究会

保護者や地域の教育関係者を中心に本校の授業を公開し参観しても
らったり、校内研究の成果を説明し、幅広くご意見・ご感想をいただ
き、学校改善に役立てます。

10月29日 帯広市立帯広第四中学校
帯広市立帯広第四中学校
校長 河端則好

無料
【帯広市立帯広第四中学校ホーム
ページ】
http://www.dai4.obihiro.ed.jp

連絡先：帯広市立帯広第四中学校
電話番号：0155-24-3511

北海道 帯広市 ② 稲田小学校公開研

本校研究主題「主体的に考え、共に学び合い、自己の学びを深め広
げる児童の育成」～自分を見つめ、次につなげる心を育てるActive５
の道徳授業～のもと、取り組んできた校内研究の成果を発信し、幅広
くご意見、ご感想をいただき、学校改善に役立てます。

11月8日 帯広市立稲田小学校 帯広市立稲田小学校 無料
【帯広市立稲田小学校ＨＰ】
http://www.inada.obihiro.ed.jp/

連絡先：帯広市立稲田小学校・教頭
電話番号：0155-48-5454

北海道 帯広市 ② 八広地域ミニ公開研究会
八広地域における地域公開研究会です。広野小学校を会場に複式の
道徳の授業を公開し、広く交流したいと思います。

10月21日 帯広市立広野小学校 帯広市立広野小学校 無料
連絡先：帯広市立広野小学校
電話番号：0155-60-2643

北海道 帯広市 ①
広野小地区生涯学習推進委
員会バス学習

八広地域の生涯学習の一環として、バス学習に出かけます。帯広ば
んえい競馬での見学・体験活動を行ってきます。

11月9日 帯広競馬場 広野小地区生涯学習推進委員会 無料
連絡先：帯広市立広野小学校
電話番号：0155-60-2643

北海道 帯広市 ①③
文化芸術による子どもの育成
事業

東京オペレッタ劇場によるオペレッタ「小鳥売り」の鑑賞事業です。子
ども達の創造性を豊かにし、参加型の芸術鑑賞です。

11月20日 帯広市立広野小学校 文化庁 無料
連絡先：帯広市立広野小学校
電話番号：0155-60-2643

北海道 帯広市 ②
帯広市立大空小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者や地域住民に発表する 10月25日 帯広市立大空小学校体育館 帯広市立大空小学校 無料
【大空小学校】
http://www.ozorasho.obihiro.ed.jp/

連絡先：帯広市立大空小学校
電話番号：0155-48-7672

北海道 帯広市 ②
西小学校
「西小まつり」

PTA主催(5ブース)のお祭りです。今年度は帯広市役所防災係に協力
を依頼し、親子防災講座のブースを新設します。地域からは、学校ボ
ランティアの方々(西小地区生涯学習推進委員会・放課後居場所づく
り・登下校見守り)による3ブースに協力いただき９つのブースで開催し

11月10日
帯広市立西小学校
体育館

西小学校PTA 無料
連絡先：帯広市立西小学校
電話番号：0155-37-2004

北海道 帯広市 ①
帯広市立帯広第一中学校
PTAミニバレー交流会

本校の保護者・教職員が参加し、ミニバレーを通して、体力の増進及
び懇親・親睦を深めます。

10月16日 帯広市立帯広第一中学校体育館 帯広市立帯広第一中学校PTA 無料
連絡先：帯広市立帯広第一中学校
電話番号：0155-34-3939

北海道 帯広市 ②
帯広市立帯広第一中学校公
開授業研究会

保護者や地域の教育関係者を中心に本校の教育活動・校内研究の
成果を公開し、忌憚のないご意見や感想をいただき、学校改善に活

10月25日 帯広市立帯広第一中学校 帯広市立帯広第一中学校 無料
連絡先：帯広市立帯広第一中学校
電話番号：0155-34-3939

北海道 帯広市 ②
川西中学校
公開授業研究会

保護者や地域の教育関係者を中心に本校の授業を公開し参観しても
らったり、校内研究の成果を説明し、幅広くご意見・ご感想をいただ
き、学校改善に役立てる。

10月23日 帯広市立川西中学校 帯広市立川西中学校 無料
【川西中学校HP】
http://www.kawanishijh.obihiro.ed.jp
/

連絡先：帯広市立川西中学校
電話番号：0155-59-2014

メール
kawanjhs@bz.04.plala.or.jp

北海道 帯広市 ② 大人の学力向上学習会 情報セキュリティーに関する講演会を行います。 １０月 帯広市立翔陽中学校 翔陽中学校学校支援地域本部 無料
【翔陽中学校HP】
http://www.shoyo.obihiro.ed.jp

連絡先：帯広市立翔陽中学校
電話番号：0155-24-3121

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北海道 帯広市 ②
ふるさと学習
(長芋収穫)

PTAと学校が協力して、全校児童が地域特産の「川西長芋」を収穫し
ます。

10月30日 帯広市立川西小学校 帯広市立川西小学校 無料
連絡先：帯広市立川西小学校
電話番号：0155-59-2010

北海道 帯広市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者・地域住民等に発表します。 10月25日 帯広市立若葉小学校体育館 帯広市立若葉小学校 無料
【帯広市立若葉小学校HP】
http://www.wakaba.obihiro.ed.jp/

連絡先：帯広市立若葉小学校
電話番号：0155-36-7371

北海道 帯広市 ② 学習発表会
演劇，器楽演奏，合唱など，児童の発表を保護者をはじめ広く地域の
方々に見ていただき，本校教育活動への理解を深めていただきます。

10月25日 帯広市立光南小学校 帯広市立光南小学校 無料
【光南小学校H.P】
http://www.kounan.obihiro.ed.jp/

連絡先：帯広市立光南小学校
電話番号：0155－24－5928

北海道 帯広市 ② 地域公開参観日
保護者や地域住民、教育関係者に児童の日頃の学習の成果を観て
いただき、本校の教育活動について理解していただきます。

11月1日 帯広市立光南小学校 帯広市立光南小学校 無料
【光南小学校H.P】
http://www.kounan.obihiro.ed.jp/

連絡先：帯広市立光南小学校
電話番号：0155－24－5928

北海道 帯広市 ①
ＰＴＡ講演会
（四中エリア講演会）

外部講師を招き、ＰＴＡと教職員を対象に、「親子で幸せになるお片づ
け方」について研修する。

11月19日 帯広市立光南小学校 帯広市立光南小学校 無料
【光南小学校H.P】
http://www.kounan.obihiro.ed.jp/

連絡先：帯広市立光南小学校
電話番号：0155－24－5928

北海道 小平町 ② 学習発表会
児童による合奏や演劇、ダンスなど、日頃の学習の成果を保護者・域
住民に発表します。

10月13日 小平町立小平小学校 小平小学校 無料
連絡先：小平町立小平小学校
電話番号：0164-56-2822

北海道 小平町 ② 学習発表会
児童による合奏や演劇、ダンスなど、日頃の学習の成果を保護者・域
住民に発表します。

10月12日 小平町立鬼鹿小学校 鬼鹿小学校 無料
連絡先：小平町立鬼鹿小学校
電話番号：0164-57-1160

北海道 小平町 ② 学校祭
生徒による合唱・器楽演奏・演劇・ダンスのほか、弁論や英弁、吹奏
楽部の演奏など、日頃の学習の成果を保護者・地域住民に発表しま

10月6日 小平町立小平中学校 小平中学校 無料
連絡先：小平町立小平中学校
電話番号：0164-56-2225

北海道 小平町 ② 第24回学校祭
生徒舞台発表、学科即売会、地域の福祉事業所の販売会、PTAのボ
ランティアによる喫茶・食堂の協力などを行います。

10月26日 小平高等養護学校 小平高等養護学校
【小平高等養護学校HP】
http://www.obirakoutouyougo.hokka
ido-c.ed.jp

連絡先：小平高等養護学校
電話番号：0164-57-1203

メール：onne@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 上川町 ② インターンシップ報告会 インターンシップを終了した2年生が報告会を実施する。 10月16日 北海道上川高等学校 北海道上川高等学校 無料
【北海道上川高等学校】
http://www.kamikawa.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道上川高等学校
電話番号：01658-2-1469

北海道 上川町 ② 学芸会 保護者・地域住民を招待し、演劇・音楽発表を行います。 10月20日 上川小学校 上川小学校 無料
連絡先：上川小学校
電話番号：01658-2-1429

北海道 上川町 ①② 白寿大学交流会
地域白寿大学の方々が来校し、低学年児童に昔の遊びを伝承すると
ともに昔の食べ物をふるまいます。

10月31日 上川小学校 上川小学校 無料
連絡先：上川小学校
電話番号：01658-2-1429

北海道 上川町 ①② ふれあい集会 地域白寿大学の方々が来校し、全校児童と合唱交流を行います。 11月13日 上川小学校 上川小学校 無料
連絡先：上川小学校
電話番号：01658-2-1429

北海道 上川町 ③
上川町立上川中学校吹奏楽
部 第9回定期演奏会

２時間のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる音楽ｺﾝｻｰﾄを行います。 10月12日 上川町かみんぐホール 上川中学校 無料
連絡先：上川町立上川中学校
電話番号：01658-2-1448

北海道 上川町 ③ 上川町民総合文化祭
各種文化ｻｰｸﾙ及び園児･児童･生徒による作品展示や芸能発表を行
います｡

10月26～27日,11月3日 上川町かみんぐホール 上川町民総合文化祭実行委員会 無料
【上川町HP】
https://www.town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp/index.html

連絡先：上川町教育委員会
電話番号：01658-2-2371

北海道 上川町 ①②
第48回上川町児童･生徒主
張のつどい

青少年の社会参加への意識高揚と健全育成のため､児童･生徒が､日
常生活や学校生活で様々なことを体験する中で､日頃考えていること
や訴えたいことを発表します｡

11月9日 上川町かみんぐホール 上川町教育委員会 無料
【上川町HP】
https://www.town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp/index.html

連絡先：上川町教育委員会
電話番号：01658-2-2371

北海道 上川町 ③ 上川町文化講演会
見聞を広め豊な教養を育み､人生の新たな発見や､まちづくり等に寄
与するため､各方面で活躍されている著名人の講演会を開催します｡

11月11日 上川町かみんぐホール 上川町文化鑑賞事業実行委員会 無料
【上川町HP】
https://www.town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp/index.html

連絡先：上川町教育委員会
電話番号：01658-2-2371

北海道 上士幌町 ② 地域公開参観日
保護者や教育機関関係者をはじめ、地域住民の皆さんに授業を見学
していただき、学習習慣やしつけについての共通理解を図るとともに、
上士幌共通スタンダード設定に向けての児童観察の場とする。

11月28日,29日 上士幌町立上士幌小学校 上士幌町立上士幌小学校 無料
連絡先：上士幌町立上士幌小学校
電話番号：01564－2－2015

北海道 上士幌町 ② 学習発表会
通学区域であるぬかびら源泉郷が開湯100年の年であることと、本校
の閉校の年でもあるため、地域の活性化を目指すことを含めて、「ぬ
かびら源泉郷PRビデオ」を制作し、発表します。

11月30日 上士幌町立糠平小学校体育館 上士幌町立糠平小学校 無料
連絡先：上士幌町立糠平小学校
電話番号：01564-4-2054

北海道 上士幌町 ② 不審者対応避難訓練
危機発生時に生徒自らが自分で自分の身を守ろうとする意識を図る
ため、学校内に不審者が侵入した際の教師及び生徒の対応、護身術
などを学びます。

10月3日 上士幌町立上士幌中学校 上士幌町立上士幌中学校 無料
連絡先：上士幌町立上士幌中学校
電話番号：01564-2-2024

北海道 上士幌町 ② かみしほろ学園研究大会 授業参観及び授業研究を行います。 11月15日 町内事業所 上士幌町教育委員会 無料
連絡先：上士幌町教育委員会
電話番号：01564-2-3014

北海道 上砂川町 ② 町民参観日
全学級道徳授業公開，人権教室，福井県交流事業（越前水仙移植），
薬物乱用防止教室，通常事業公開

10月17日 上砂川町立中央小学校 上砂川町立中央小学校 無料
連絡先：上砂川町立中央小学校
電話番号：0125-62-2050

北海道 上砂川町 ② 町民参観日 小中学校を一日、自由に参観できるよう、町民に案内をいたします。 10月17日 上砂川町立上砂川中学校 上砂川町立上砂川中学校 無料
連絡先：上砂川町立上砂川中学校
電話番号：0125-62-2104

北海道 上砂川町 ① 上砂川町児童・生徒作品展
町民センターへ児童・生徒の作品を展示して，地域住民に公開しま
す。

11月1日～3日 上砂川体育センター 上砂川町教育振興会 無料
連絡先：上砂川町立中央小学校
電話番号：0125-62-2050

北海道 上砂川町 ①
就学予定児童保護者家庭学
習等説明会

就学予定児童保護者に対し、家庭での学習の在り方等についての説
明を実施します。

10月15日 上砂川町立中央小学校 上砂川町教育委員会 無料
連絡先：上砂川町教育委員会学務係
電話番号：0125-62-2881

北海道 上砂川町 ③ 郷土の文化祭 町内愛好家による芸術発表及び展示します。 11月1日～3日 上砂川体育センター 上砂川町教育委員会 無料
連絡先：上砂川町教育委員会社会教育係
電話番号：0125-62-2881

北海道 上ノ国町 ②
滝沢小学校地域ぐるみ学習
発表会

児童が保護者・地域住民とともに器楽演奏・演劇・民舞・太鼓、その他
作品などの学習成果を発表しあいます。

10月13日 上ノ国町立滝沢小学校体育館 上ノ国町立滝沢小学校 無料
連絡先：上ノ国町立滝沢小学校
電話番号：0139-58-5036

takisawa@hotweb.or.jp

北海道 上ノ国町 ②
上ノ国町立上ノ国中学校第
24回学校祭

全校生徒による文化・芸術発表を行います。 10月20日 上ノ国町立上ノ国中学校体育館 上ノ国町立上ノ国中学校 無料
連絡先：上ノ国町立上ノ国中学校
電話番号：0139-55-2028

北海道 上ノ国町 ② 学習発表会
児童の学習の成果を保護者や地域住民に公開します。音楽・演劇等
の発表、絵画等の展示を行います。

10月27日 上ノ国町立上ノ国小学校体育館 上ノ国町立上ノ国小学校 無料
連絡先：上ノ国町立上ノ国小学校
電話番号：0139-55-2009

北海道 上ノ国町 ② 河北小学習発表会
保護者・地域住民に対し器楽演奏・演劇・民舞・太鼓，その他作品など
の学習成果を発表しあいます。

10月27日 上ノ国町立河北小学校体育館 上ノ国町立河北小学校 無料
連絡先：上ノ国町立河北小学校
電話番号：0139-55-2151

北海道 上ノ国町 ①
河北小学校ＰＴＡ
生涯学習共催
ミニバレーボール大会

児童・教職員・保護者・地域住民の方々が参加し、チームに分かれて
ミニバレーの対抗戦を通して体を動かし、交流をはかります。

11月22日 上ノ国町立河北小学校体育館
河北小PTA
河北地区生涯学習推進会議

無料
連絡先：上ノ国町立河北小学校
電話番号：0139-55-2151

北海道 上ノ国町 ② 和装着装授業
NPO法人日本時代衣裳文化保存会にご協力いただき、伝統文化の継
承とマナー、日本の心と美、和室での立ち居振る舞いやその所作の
持つ意味を浴衣の自装を通して学びます。

10月8日 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ②
子どもの発達を促す木のおも
ちゃの研究

檜山振興局林務課、木育マイスター、上ノ国町木工愛好会から特別
講義や技術指導をしていただき、保育所の子どもたちへ提供する木の
おもちゃを研究し、考案します。

10月上旬 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

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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北海道 上ノ国町 ② 学校企業訪問
上級学校や企業を見学し、授業内容や仕事内容について担当者から
直接説明を受けることで正しい知識を身につけ、視野を広げる機会と
する。進路選択の幅を広げます。

10月16日
函館大学、函館短期大学、函館蔦
屋書店

北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ② 授業研究週間
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善への取組。教科
担当者が効果的な授業の構成を考えながら実践し、学校全体で教科
指導力向上を目指します。

10月21～25日 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ②
上ノ国町地域探究学習成果
発表会

1年生がふるさとの上ノ国を多角的に捉え直し、主体的に探究してきた
学習成果を発表します。次年度11月の「ふるさと高校生議会」で町長
や町職員とともに議論の深化を目指します。

10月25日 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ② 教育相談面談週間
管理職を含む全教職員の分担により、全校生徒の学習や生活、その
他についての相談を受け、解決方法を見いだせるような面談を実施し
ます。

10月28日～11月8日 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ② 情報モラル教育
LINE株式会社から講師を招き、インターネットに起因するトラブルの増
加に対して、情報モラル教育を倫理の特別授業として行います。

10月31日 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ② ふるさと高校生議会
高校生が議員となり、実際の議会同様に町関係者と質疑応答を行い
ます。身近な町の政治に模擬参加し、地域に対する自覚と愛情を培い
ます。

11月中旬
上ノ国町役場
北海道上ノ国高等学校

北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ② 就職基礎マナー講座
ハローワーク学卒サポーターを講師に迎え、社会人として働く上で必
要なビジネスマナーを学びます。早期離職予防につなげます。

11月下旬 北海道上ノ国高等学校 北海道上ノ国高等学校 無料
【北海道上ノ国高等学校ＨＰ】
http://www.kaminokuni.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道上ノ国高等学校
電話番号：0139-55-3766

北海道 上ノ国町 ① 読書活動活性化フォーラム
地域の様々な人材による協議等をとおして、地域全体で読書環境が
整備され、子どもの読書活動の活性化が図られることを目指します。

10月25日 上ノ国町総合福祉センター 北海道教育庁檜山教育局 無料
連絡先：檜山教育局教育支援課社会教育
指導班
電話番号：0139-52-6525

北海道 上富良野町 ① 図書館まつり
図書館利用促進と読書普及のため､読み聞かせや体験活動､大型絵
本展示､古本市､図書館窓口業務体験などを実施します｡

10月5日 上富良野町公民館 上富良野町教育委員会 無料
連絡先：上富良野町図書館
電話番号：0167-45-3158

北海道 上富良野町 ③ ハロウィンパーティ 英語指導助手を講師に､外国文化を体験してもらいます｡ 10月26日 上富良野町公民館 上富良野町教育委員会 無料
連絡先：上富良野町教育委員会
電話番号：0167-45-5511

北海道 上富良野町 ③ 総合文化祭 作品展示､音楽コンサート､芸能発表､文化体験等を行います｡ 11月2～4日 上富良野町社会教育総合センター 上富良野町教育委員会 無料
連絡先：上富良野町教育委員会
電話番号：0167-45-5511

北海道 上富良野町 ② 上級学校体験学習 本校1年生が旭川市内の専門学校を中心に教育施設を見学する。 10月25日 旭川市内各専門学校 上富良野高等学校 無料
【上富良野高校HP】
http://www.kamifurano.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：上富良野高等学校
電話番号：0167-45-4447

北海道 上富良野町 ①
上富良野町総合文化祭にお
ける朗読ライブ

上富良野町で行われる総合文化祭に、「泥流地帯」映画化を進める会
応援隊が参加し、朗読劇を行う。

11月3日 上富良野町社会教育総合センター
上富良野町総合文化祭実行委員
会

無料
【上富良野高校HP】
http://www.kamifurano.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：上富良野高等学校
電話番号：0167-45-4447

北海道 上富良野町 ② 職場見学会
本校生徒1年生が富良野地区の企業を訪問し、生徒の進路活動に役
立てる。

11月6日 富良野地区各企業 上富良野高等学校 無料
【上富良野高校HP】
http://www.kamifurano.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：上富良野高等学校
電話番号：0167-45-4447

北海道 神恵内村 ② 神恵内小学校学芸会
保護者や教育関係者および地域住民の方々に、子ども達の学習成果
（劇、合唱、器楽合奏等）を観ていただきます。

10月19日 神恵内小体育館 神恵内小学校 無料
連絡先：神恵内村立神恵内小学校
電話番号：0135-76-5206

北海道 神恵内村 ② 青雲祭
保護者や教育関係者および地域住民の方々に、生徒の学習成果（演
劇、合唱、太鼓演奏、制作物等）を観ていただきます。

10月1日 神恵内中学校体育館 神恵内中学校 無料
連絡先：神恵内村立神恵内中学校
電話番号：0135-76-5301

北海道 神恵内村 ① 神恵内村「走ろう会」
秋の運動イベントとして、短距離マラソン「走ろう会」を行います。例
年、部活動の一環として、全校生徒が参加しています。

10月上旬 総合グラウンド 神恵内村教育委員会 無料
連絡先：神恵内村教育委員会
電話番号：0135-76-5011

北海道 神恵内村 ① 村民大運動会
村のイベントとして、団体競技や個人競技での運動会を開催し、例年
全校生徒と多数の保護者が参加しています。

10月下旬 総合体育館 神恵内村 無料
連絡先：神恵内村教育委員会
電話番号：0135-76-5011

北海道 木古内町 ② 小中連携ボランティア清掃
町内の小中学校が連携し、町内の公園などをボランティアで清掃しま
す。

11月5日 木古内町 木古内町教育研究所 無料
連絡先：木古内中学校
電話番号：01392-2-2104

北海道 木古内町 ① 第12回町民ソフトバレー大会 町内にあるソフトバレーチームが勝敗を競いながら親睦を深めます。 11月6～8日 木古内町スポーツセンター 木古内町教育委員会 無料
連絡先：木古内町教育委員会
電話番号：01392-2-2224

北海道 木古内町 ② 木古内小学校学習発表会
音楽や劇の発表を通して、児童の学習成果を保護者や地域住民に披
露します。

10月13日 木古内小学校 木古内小学校 無料
連絡先：木古内小学校
電話番号：01392-2-2056

北海道 木古内町 ③ 第57回木古内町町民文化祭
町内文化サークルや高齢者等の生涯学習活動成果と小中学生の吹
奏楽や作品展示を通じた学習成果を発表するとともに、町民の芸術
文化の振興を図ります。

10月26～27日 木古内町中央公民館 木古内町文化祭実行員会 無料
連絡先：木古内町教育委員会
電話番号：01392-2-2224

北海道 木古内町 ③
木古内中学校吹奏楽部定期
演奏会

町民文化祭にあわせ、日頃の活動を応援してくれる保護者や町の
方々に感謝を込めた演奏会を開催します。

10月26～27日 木古内町中央公民館 木古内中学校 無料
連絡先：木古内中学校
電話番号：01392-2-2104

北海道 木古内町 ② 木古内町教育研究集会
本町教職員の資質向上のため、４つのサークルでこれまで研究した内
容を中心に授業公開や研究発表を行います。

11月15日 木古内小学校・木古内中学校 木古内町教育研究所 無料
連絡先：木古内中学校
電話番号：01392-2-2104

北海道 北広島市 ② 公開授業
本校保護者や学校評議員、小中学校・高校の教育関係者を対象に授
業を公開します。授業評価に協力いただき、教員の授業改善に取り組
みます。

10月21日～25日 北海道北広島西高等学校 北海道北広島西高等学校 無料
【北広島西高校HP】
http://www.kitahiroshimanishi.hokk
aido-c.ed.jp/?page_id=13

連絡先：北海道北広島西高等学校
電話番号：011-375-2771

北海道 北広島市 ②③ ノーマライゼーション講演会
学校所在地区は社会福祉施設が集中し、「ノーマライゼーション推進
地域」として地域づくりを推進していることから、福祉に関する現状と諸
問題を理解することを目的に実施します。

11月7日 北海道北広島西高等学校 北海道北広島西高等学校 無料
【北広島西高校HP】
http://www.kitahiroshimanishi.hokk
aido-c.ed.jp/?page_id=13

連絡先：北海道北広島西高等学校
電話番号：011-375-2771

北海道 北広島市 ②③ 西の里次世代育成交流会
これからの社会を担う高校生が、自分と社会を見つめ直し、将来につ
いて語り合います。

11月10日 北海道北広島西高等学校 北海道北広島西高等学校 無料
【北広島西高校HP】
http://www.kitahiroshimanishi.hokk
aido-c.ed.jp/?page_id=13

連絡先：北海道北広島西高等学校
電話番号：011-375-2771

北海道 北広島市 ①③ 文化賞・スポーツ賞表彰式
　優秀な芸術文化活動、スポーツ活動を行う市民（成人・青少年）や団
体の顕彰を行います。

11月3日 北広島市芸術文化ホール 北広島市教育委員会 無料
【北広島市教育委員会HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/kyoiku/

文化賞
連絡先：北広島市教育委員会
教育部文化課（芸術文化ホール内）
電話番号：011-372-7667
スポーツ賞
連絡先：北広島市教育委員会
教育部学校教育課
電話番号：011-372-3311

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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北海道 北広島市 ② 学芸会
保護者や地域の方々を招待し、学芸的な日常学習の成果を発表しま
す。

10月26日 体育館 東部小学校 無料
【※東部小学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/toubus/

連絡先：東部小学校
電話番号：011-372-3511

北海道 北広島市 ② 学芸会
保護者や地域の皆様を招待し、学芸的な日常学習の成果を発表しま
す。

10月26日
西部小学校
体育館

西部小学校 無料
【※西部小学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/seibus/

連絡先：西部小学校
電話番号：011-376-2104

北海道 北広島市 ② 土曜授業公開日
日常の教育活動の様子を保護者、地域の皆様に参観していただきま
す。

11月16日 西部小学校 西部小学校 無料
【※西部小学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/seibus/

連絡先：西部小学校
電話番号：011-376-2104

北海道 北広島市 ② 学芸会
保護者や地域の方々を招待し、学芸的な日常学習の成果を発表しま
す。

10月26日
西の里
小学校
体育館

西の里
小学校

無料
【西の里小学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/nishinosatos/

連絡先：西の里小学校
電話番号：011-375-2520

北海道 北広島市 ② 学芸発表会
保護者や地域の方々を招待し、児童が日常学習活動によって得た成
果を発表します。同時に、学校の自校の教育活動に対する、保護者
や地域の方への理解を図ります。

10月26日 北広島市立双葉小学校 北広島市立双葉小学校 無料
【双葉小学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/futabas/

連絡先：双葉小学校
電話番号：011-373-5665

北海道 北広島市 ② 家族de manabi
地域人材を講師に招き、各学年で体験的学習を行います。保護者や
地域の参加者も体験活動に参加します。

11月16日 緑ヶ丘小学校 緑ヶ丘小学校 無料
【※緑ヶ丘小学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/midorigaokas/

連絡先：緑ヶ丘小学校
電話番号：011-373-3330

北海道 北広島市 ② 学校参観日
日常の教育活動の様子を保護者、地域の皆様に参観してもらいま
す。

10月30日 大曲中学校 大曲中学校 無料
【大曲中学校HP】
www.school.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/oomagarit/

連絡先：大曲中学校
電話番号：011-376-2354

北海道 北広島市 ②
大曲中学校区ノーメディア
デー

中学校の定期テストに併せてノーメディアデーを設定し、地域ぐるみで
子どものネットとの係わりについて見直してもらいます。

11月13日 各家庭 大曲中学校区小中学校 無料
【大曲中学校HP】
www.school.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/oomagarit/

連絡先：大曲中学校
電話番号：011-376-2354

北海道 北広島市 ② 学校祭・ＰＴＡバザー
保護者や地域の方々を招待し、合唱や貼り絵等の作品をはじめとした
文化的な日常学習の成果を発表します。ＰＴＡが中心となったバザー
の実施します。

10月5日 体育館 東部中学校 無料
【※東部中学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/toubut/

連絡先：東部中学校
電話番号：011-372-3030

北海道 北広島市 ② 授業公開週間
開かれた学校づくりの一環として、学校を公開し、地域の方々・保護者
の方に授業ならびに本校生徒の様子を見ていただきます。

10月21日～25日 緑陽中学校 緑陽中学校 無料
【緑陽中学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/ryokuyout/

連絡先：緑陽中学校
電話番号：011-372-2239

北海道 北広島市 ② メディアリセットチャレンジ
望ましいメデイアの活用、自発性の意識の育成を図るべく、定期テスト
前の１０日間、各家庭でメディアの利用制限を行い、定期テスト終了
後、その感想を確認しています。

11月4日～13日 各家庭 緑ヶ丘小・緑陽中ＰＴＡ 無料
【緑陽中学校HP】
http://www.city.kitahiroshima.hokka
ido.jp/ryokuyout/

連絡先：緑陽中学校
電話番号：011-372-2239

北海道 北広島市 ① 教養講座研修
高等学校(札幌開成中等教育学校を含む）ＰＴＡ活動の資質向上と会
員の意識向上のため、を講師に迎え、研修会を行います。

10月15日 ホテルライフォート札幌
北海道高等学校PTA連合会石狩
支部

無料
連絡先：北海道北広島高等学校
電話番号：011-372-2282

北海道 北広島市 ② 心の健康教室
　青年期の心の発達と心理について理解し、多面的なものの見方や
考え方、自分自身との向き合い方や他者とのかかわりを考えること等
を通して、心の健康を保ち維持していく力を育てます。

11月6日 北海道北広島高等学校第2体育館 北広島高校 無料
連絡先：北海道北広島高等学校
電話番号：011-372-2282

北海道 北広島市 ① 高校生と語るつどい

高校生が初めて出会った他校生や保護者、教職員と若者が抱える今
日的課題や将来に向けての発展的事柄を自由に結論を求めず会話
し、議論することによりコミュニケーション能力の向上や社会人として
の資質を高める一助とします。

11月16日 北広島高校
北海道高等学校PTA連合会石狩
支部

無料
連絡先：北海道北広島高等学校
電話番号：011-372-2282

北海道 北広島市 ② 開校４０周年記念たらんぼ祭 日常の学習の成果を児童生徒が発表します。 10月26日 北海道札幌養護学校共栄分校 北海道札幌養護学校共栄分校 無料
【共栄分校ＨＰ】
http://www.sapporoyougokyouei.ho
kkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌養護学校共栄分校
電話番号：011-373-6859

北海道 北広島市 ② しらかば店
作業学習で製作した製品の販売を通して、保護者及び地域関係者と
の交流を図ります。

10月15日 北海道白樺高等養護学校 本校 無料
http://www.shirakabakoutouyougo.h
okkaido-c.ed.jp/

連絡先：白樺高等養護学校
電話番号：011-376-2353

北海道 北広島市 ② 学校祭 舞台発表やバザー等を通して、日常の学習の成果を発表します。 11月8.9日 北海道白樺高等養護学校 本校 無料
http://www.shirakabakoutouyougo.h
okkaido-c.ed.jp/

連絡先：白樺高等養護学校
電話番号：011-376-2353

北海道 北見市 ① ネイパルエコクラブⅣ
自然体験活動を通し、人と自然が共生できる環境について考える機
会を養います。

10月5日～6日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2584

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ①
森のようちえん
秋編

幼児親子が自然の中でのびのびと遊び、子どもたちの豊かな発育の
サポートや、親子関係の構築などにつなげます。

10月6日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2584

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ① ネイパル探検隊
北海道の歴史や文化を実際に見聞きしたり体験したりして理解を深め
ます。

10月12日～14日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2585

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ① ボランティアセミナー②
ボランティアの役割や心構えについて学び、実際にボランティア体験
をすることで、ボランティアとしての資質向上とボランティア活動への意
欲を高めます。

10月12日～14日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2586

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ①
ジュニア宿泊
－秋編①－

親元を離れて、ネイパルでの集団宿泊体験を通じて、初めての活動に
積極的に取り組む心を育みます。

10月19日～20日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2587

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ①
ジュニア宿泊
－秋編②－

親元を離れて、ネイパルでの集団宿泊体験を通じて、初めての活動に
積極的に取り組む心を育みます。

10月26日～27日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2588

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ① 高等学校生徒会フォーラム
実践的な話し合いの方法や課題の解決を図る手法の体験、具体的な
方策や行動計画の立案を通して、生徒会活動の活性化を図るととも
に、リーダーとしての資質を高めます。

11月2日～4日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2589

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ① ネイパルde防災キャンプ
避難所での生活を想定した体験などを通して、災害への対応力や防
災意識、災害後の生活や復旧時自ら行動しようとする意識を高めま
す。

11月16日～17日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2590

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ① めざせ！遊びマイスター②
様々な体験活動や創作活動を通じて、日本の伝統的な遊びについて
の理解を深めます。

11月23日～24日 ネイパル北見 ネイパル北見
【ネイパル北見HP】
http://napal-kitami-hokkaido.jp/

連絡先：ネイパル北見
電話番号：0152-54-2591

メール：
kitami@pony.ocn.ne.jp

北海道 北見市 ② 薬物乱用防止教室
北見警察署から講師を招き、薬物依存についての理解を深めるととも
に、薬物に絶対に手を出さないという意識を啓発します。

10月30日 北見北斗高等学校：体育館 北見北斗高等学校 無料
連絡先：北見北斗高等学校
電話番号：0157-24-3195

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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北海道 北見市 ② 交通安全特別作戦
交通安全講話及び市内商業施設において交通安全啓発活動を実施
します。実施１ヶ月前より交通安全の看板を製作し、校門前に設置し
ます。

10月10日
～11日

北見北斗高等学校
市内商業施設

北見北斗高等学校（定時制） 無料
【定時制ホームページ】
http://www.kitamihokuto.hokkaido-
c.ed.jp/teiji/

連絡先：北見北斗高等学校
電話番号：0157-24-3195

北海道 北見市 ③
北海道北見柏陽高等学校芸
術鑑賞「地雷探知犬ニーナ」

本校及び佐呂間高校の生徒、参加を希望する保護者が参加し、劇団
マグネットワールドの演劇を鑑賞します。

10月18日 北見市民会館 北見柏陽高等学校 無料
【北見柏陽高等学校HP】
http://www.kitamihakuyou.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北見柏陽高等学校
電話番号：0157-24-5107

北海道 北見市 ① 薬物乱用防止教室
講師を招き、命の大切さと薬物乱用における危険性についての講演
会を実施します。

10月 北見工業高等学校 北見工業高等学校 無料
【北見工業高等学校HP】
http://www.kitamikougyou.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北見工業高等学校
電話番号：0157-36-5524

北海道 北見市 ② 公開授業週間
本校の教育活動に対する理解を深めてもらうため、保護者・学校評議
員、市内中学校への授業公開を実施します。

11月11日～
15日

北見工業高等学校 北見工業高等学校 無料
【北見工業高等学校HP】
http://www.kitamikougyou.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北見工業高等学校
電話番号：0157-36-5525

北海道 北見市 ②
販売実習会
北商ショップＴＡＲＧＥＴ

流通経済科での学びの集大成として行い、職業人としての心構えやコ
ミュニケーション力の実践を行います。

10月19日 東武イーストモール端野店前 北見商業高校 無料
【北見商業高等学校ＨＰ】
http://www.kitamishogyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北見商業高等学校
電話番号：0157－56－3566

北海道 北見市 ② 第２回防災訓練
災害時における集団行動が秩序正しく、迅速且つ安全に行動できるよ
う訓練します。地震災害を想定した避難訓練と避難袋を使用した訓練
を行います。

10月3日 留辺蘂高等学校 留辺蘂高等学校 無料
【留辺蘂高等学校HP】
http://www.rukou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：留辺蘂高等学校
電話番号：0157-42-2225

北海道 北見市 ② クリーン作戦
放課後、通学路に落ちているゴミを拾って登下校時の環境を整備し、
ゴミ回収後、分別処理を行います。

10月上旬 留辺蘂高等学校 留辺蘂高等学校 無料
【留辺蘂高等学校HP】
http://www.rukou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：留辺蘂高等学校
電話番号：0157-42-2225

北海道 北見市 ② 第２回公開授業
本校の教育活動を理解していただくとともに、意見交流や授業研究等
をとおして授業改善を図ります。

10月17日 常呂高等学校 常呂高等学校 無料
【常呂高等学校HP】
http://www.tokoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：常呂高等学校
電話番号：0152-54-2753

北海道 北見市
①②
③④

第23回東京大学文学部常呂
公開講座常呂高校特別講座

多くの市民が参加できる講座を実施し、東京大学の豊富な知識を提
供できる機会を提供します。

10月4日 常呂高等学校
東京大学、北見市、常呂高等学校
振興協議会等

無料
【常呂高等学校HP】
http://www.tokoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：常呂高等学校
電話番号：0152-54-2753

北海道 北見市 ② 避難訓練
地震、津波や洪水などの災害が発生した場合に、とるべき行動や地
域において果たすべき役割について学び防災意識を高めます。

10月実施予定 常呂高等学校 常呂高等学校 無料
【常呂高等学校HP】
http://www.tokoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：常呂高等学校
電話番号：0152-54-2753

北海道 北見市 ② 薬物乱用防止教室
講演により、的確な思考・判断にもとづき適切な意志決定を行い、自ら
の健康管理や生活行動の選択及び健全な社会環境作りを実践する
資質能力を育成するとともに、防犯意識を高めます。

11月実施予定 常呂高等学校 常呂高等学校 無料
【常呂高等学校HP】
http://www.tokoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：常呂高等学校
電話番号：0152-54-2753

北海道 北見市 ② 学習発表会
日常の学習の成果を保護者、地域の方に舞台での学習発表、作品展
示などを発表する機会とします。

11月17日 北見支援学校 北見支援学校 無料
【お問い合わせ】
http://kitamishien-
z0@hokkaido.c.ed.jp

連絡先：教頭　大泉真哉
電話番号：0157-61-0047

北海道 北見市 ② 学芸会
保護者・地域住民を対象に、日常の学習成果の発表の場として、演劇
や音楽等の発表を行います。

11月9日 北見市立中央小学校体育館 北見市立中央小学校 無料
【中央小学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-chuo.html

連絡先：北見市立中央小学校
電話番号：0157-23-7351

北海道 北見市 ② 学芸会
保護者・地域住民に日頃の学習の成果を発表し、学校の教育活動に
対する理解を深めてもらう場とします。

10月27日 北見市立西小学校体育館
北見市立
西小学校

無料
【西小学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-nishi.html

連絡先：北見市立西小学校
電話番号：0157-23-6271

北海道 北見市 ② 授業業交流会
本校の教育活動の成果を管内各校、保護者等に案内し、授業を公開
します。

11月29日 北見市立西小学校
北見市立
西小学校

無料
【西小学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-nishi.html

連絡先：北見市立西小学校
電話番号：0157-23-6271

北海道 北見市 ②
西小学校ＰＴＡ
研修会

ＰＴＡ会員を対象にした研修活動。会員相互の交流を図るとともに，教
育に対する会員の見識を高めます。

11月15日 北見市立西小学校体育館
北見市立
西小学校

無料
【西小学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-nishi.html

連絡先：北見市立西小学校
電話番号：0157-23-6271

北海道 北見市 ② 学芸会
保護者・地域住民を対象にこれまでの学習の成果を発表するととも
に、児童の表現力や創造力を培います。

10月27日 北見市立三輪小学校体育館 北見市立三輪小学校 無料
【三輪小学校ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-miwa_html

連絡先：北見市立三輪小学校
電話番号：0157-36-2241

北海道 北見市 ② マラソン記録会
児童の体力向上と自己を高めようとする意欲や成果を保護者や地域
の方々にみていただき、本校の教育活動に対する理解を深めます。

10月3日 北見市立東小学校グラウンド 北見市立東小学校 無料
【東小学校ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-higashi_html

連絡先：北見市立東小学校
電話番号：(0157)23－7485

北海道 北見市 ② 全校参観日
保護者や地域住民，関係各機関の方々に本校児童の授業や活動の
様子を公開し、本校の教育活動に対する理解を深めます。

10月11日 北見市立東小学校各教室 北見市立東小学校 無料
【東小学校ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-higashi_html

連絡先：北見市立東小学校
電話番号：(0157)23－7486

北海道 北見市 ③ 学芸会
児童が互いに認め合い、自己を高めようとする意欲や成果等を発表
し、保護者や地域の方々に観ていただくことで、本校の教育活動に対
する理解を深めます。

11月10日 北見市立東小学校体育館 北見市立東小学校 無料
【東小学校ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-higashi_html

連絡先：北見市立東小学校
電話番号：(0157)23－7487

北海道 北見市 ② 学芸会 全校児童、各学年・合唱部の練習の成果を発表します。 10月27日 北見市立小泉小体育館 北見市立小泉小学校 無料
【小泉小HP】
http://ktm-koizumi-
s1@hokkaido.school.ed.jp

連絡先：北見市立小泉小学校
電話番号：0157-24-8214

北海道 北見市 ② 学芸会
保護者や地域住民を対象に、日常の学習成果の発表の場として、演
劇や音楽等の発表を行います。

10月26日 北見市立南小学校体育館 北見市立南小学校 無料
【南小HP】　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-ｓ-minami.html

連絡先：北見市立南小学校
電話番号：0157-23-7538

北海道 北見市 ② 学芸会
地域・保護者を対象に、日常の学習成果の発表の場として、演劇や音
楽等の発表活動を行います。

10月27日 北見市立北小学校 北見市立北小学校 無料
【北小HP】　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-ｓ-kita.html

連絡先：北見市立北小学校
電話番号：0157-23-7615

北海道 北見市 ② 学芸会
劇や器楽、歌の発表を通して、児童の表現力や想像力を高め、豊か
な情操を養うとともに、保護者や地域住民等に学校の教育活動に対
する理解を深めてもらう機会とします。

10月27日 北見市立高栄小学校体育館 北見市立高栄小学校 無料
【高栄小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-koei.html

連絡先：北見市立高栄小学校
電話番号：0157－25－7231

北海道 北見市 ②
北見市立緑小学校第４０回学
芸会

日常の学習成果を器楽合奏、合唱、劇等で発表します。 11月10日 北見市立緑小学校体育館 北見市立緑小学校 無料
【北見市立緑小学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-midori.html

連絡先：北見市立緑小学校
電話番号：0157-36-2688

北海道 北見市 ② 学芸会
保護者、地域住民の方々に日常の学習の成果を見ていただき、学校
教育活動への理解を深めます。

10月26日 北見市立北光小学校体育館 北見市立北光小学校 無料
【北光小学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-hokko.html

連絡先：北見市立北光小学校
電話番号：0157-61-3151

北海道 北見市 ② 学芸会

教育活動の集大成としての発表の機会である行事「学芸会」を，「北
海道教育の日」の協賛事業として実施します。これを通して，児童の
感性を磨き協調性の育成を図るとともに，保護者・学校・地域社会が
一体となって，学校教育に関する理解と関心を高めることを目的としま

10月27日 北見市立美山小学校 北見市立美山小学校 無料
【北見市立美山小学校】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-miyama.html

連絡先：北見市立美山小学校
電話番号：0157-22-1105

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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北海道 北見市 ② 北見市立上常呂小学校 学芸会 11月9日 北見市立上常呂小学校体育館 学校長 無料
【上常呂小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂小学校
電話番号：0157-38-2234

北海道 北見市 ② 北見市立上常呂小学校 地域開放参観日（１・２年生） 11月26日 北見市立上常呂小学校各教室 学校長 無料
【上常呂小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂小学校
電話番号：0157-38-2234

北海道 北見市 ② 北見市立上常呂小学校 地域開放参観日（３・４年生） 11月28日 北見市立上常呂小学校各教室 学校長 無料
【上常呂小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂小学校
電話番号：0157-38-2234

北海道 北見市 ② 北見市立上常呂小学校 地域開放参観日（５・６年生） 11月27日 北見市立上常呂小学校各教室 学校長 無料
【上常呂小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂小学校
電話番号：0157-38-2234

北海道 北見市 ② 北見市立上常呂小学校 個人面談　＊希望者のみ
11月26日
～28日

北見市立上常呂小学校各教室 学校長 無料
【上常呂小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂小学校
電話番号：0157-38-2234

北海道 北見市 ① ネット・薬物親子安全教室
親子地域の皆さんと情報メディアの正しい使い方を学ぶと共に、家庭
でのルールを考える場です。また、薬物の危険を知り、身を守る心構
えを身に付けます。

11月26日 北見市立相内小学校 北見市立相内小学校 無料
【相内小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-ainonai.html

連絡先：北見市立相内小学校
電話番号：0157-37-2825

北海道 北見市 ① 学芸会
保護者・地域住民を対象にこれまでの学習の成果を発表するととも
に、児童の表現力や創造力を培います。

11月3日 北見市立相内小学校 北見市立相内小学校 無料
【相内小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-ainonai.html

連絡先：北見市立相内小学校
電話番号：0157-37-2825

北海道 北見市 ② 学芸会
保護者、地域住民を対象に合唱・合奏・劇・和太鼓などを発表します。
また、隣接する保育所の遊戯発表なども行われます。

11月9日 北見市立上仁頃小体育館 北見市立上仁頃小学校 無料
【上仁頃小ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-kaminikoro.html

連絡先：北見市上仁頃108番地
電話番号：0157-33-2312

北海道 北見市 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、演劇や音
楽の発表活動を行います。

10月27日 北見市立東相内小学校体育館 北見市立東相内小学校 無料
【東相内小ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-higashiainonai.html

連絡先：北見市立東相内小学校
電話番号：0157-36-5428

北海道 北見市 ② 学芸会
本校の教育活動を保護者・地域の方々に公開することによって、学校
教育活動への理解を深めてもらいます。

10月20日 北見市立若松小学校 北見市立若松小学校 無料
【若松小ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-wakamatu.html

連絡先：北見市立若松小学校
電話番号：0157-22-3661

北海道 北見市 ② 祖父母交流会
児童の祖父母や若松老人クラブの方々と昔の遊びを通して交流を図
り、親睦を深めます。

11月8日 北見市立若松小学校 北見市立若松小学校 無料
【若松小ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-wakamatu.html

連絡先：北見市立若松小学校
電話番号：0157-22-3661

北海道 北見市 ② 全校参観日
本校の日常的な教育活動を、保護者・地域の方々に公開し、本校の
教育活動の理解を深めます。

10月6日 北見市立豊地小学校 北見市立豊地小学校 無料
【豊地小ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-hoji.html

連絡先：北見市立豊地小学校
電話番号：0157－36－4721

北海道 北見市 ② 学芸会
本校の教育活動の成果を保護者・地域の方々に発表することによっ
て、本校の教育活動への理解を図ります。

11月10日 北見市立豊地小学校体育館 北見市立豊地小学校 無料
【豊地小ＨＰ】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-hoji.html

連絡先：北見市立豊地小学校
電話番号：0157－36－4721

北海道 北見市 ②③ 学芸会
日常の学習の発展として総合的な発表をすることにより、児童の表現
力を伸ばすとともに、地域・保護者に対し本校の教育活動の更なる理
解を深める場としています。

11月11日 北見市立大正小学校体育館 学校長 無料
【大正小】
ktm-taisho-
s1@hokkaido.school.ed.jp

連絡先：北見市立大正小学校
電話番号：0157-36-4720

北海道 北見市 ② 全校参観日
本校の教育活動を保護者・地域住民・近隣校教職員に対して授業公
開を行うことにより、「開かれた学校づくり」の一助としています。

11月20日 北見市立大正小学校 学校長 無料
【大正小】
ktm-taisho-

連絡先：北見市立大正小学校
電話番号：0157-36-4720

北海道 北見市 ② 学芸会
地域住民・保護者を対象に，日常の学習活動の成果を，音楽・劇など
で発表します。

11月3日
北見市立端野小学校
体育館

北見市立端野小学校 無料
【北見市立端野小学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-tanno.html

連絡先：北見市立端野小学校
電話番号：0157-56-2016

北海道 北見市 ② 学芸会
劇、器楽合奏、合唱、ダンス等々を保護者、地域の方に披露し、学校
の教育活動に対する理解を深めてもらいます。

10月20日 北見市立常呂小学校体育館 北見市立常呂小学校 無料
【常呂小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-tokoro.html

連絡先：北見市立常呂小学校
電話番号：0152-54-2881

北海道 北見市 ② なかよし大作戦
児童会が企画し、全校児童が交流し合う場としています。また、次年
度新１年生になる幼児を招待し、小学校の教育活動を体験してもらい
ます。

11月22日 北見市立常呂小学校体育館 北見市立常呂小学校 無料
【常呂小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-tokoro.html

連絡先：北見市立常呂小学校
電話番号：0152-54-2881

北海道 北見市 ② 食育授業
ＪＡところ青年部の方々が講師になり、地域の農業について施設見学
を通して体験的に学びます。

5月24日
10月8日

北見市常呂町字岐阜（植付け・収
穫）
ＪＡところ

北見市立常呂小学校 無料
【常呂小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-tokoro.html

連絡先：北見市立常呂小学校
電話番号：0152-54-2881

北海道 北見市 ② サケ捕獲場・採卵場見学
常呂漁協の協力により、川を遡上するサケを捕獲する様子や捕獲し
たサケから魚卵を採る様子を見学します。

10月29日
11月１日

日吉サケ・マス採卵場他 北見市立常呂小学校 無料
【常呂小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-tokoro.html

連絡先：北見市立常呂小学校
電話番号：0152-54-2881

北海道 北見市 ② 合同学芸会
地域保育園と合同で、地域・保護者に日頃の学習の成果を発表し、学
校の教育活動に対する理解を深めてもらう機会とします。

11月2日
錦水小学校
体育館

錦水保育所
錦水小学校

無料
【錦水小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-kinsui.html

連絡先：北見市立錦水小学校
電話番号：0152(54)2391

北海道 北見市 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、劇・音楽・
遊戯等の学習活動を行います。

11月2日 北見市立川沿小学校 北見市立川沿小学校 無料
【川沿水小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-kawazoe.html

連絡先：北見市立川沿小学校
電話番号：0152-56-2002

北海道 北見市 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、演劇や音
楽の発表活動を行います。

11月10日 留辺蘂小学校体育館 北見市立留辺蘂小学校 無料
【留辺蘂小HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-s-rubeshibe.html

連絡先：北見市立留辺蘂小学校
電話番号：0157-42-2055

北海道 北見市 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、劇や音楽、
遊戯等の発表活動を行います。

10月27日 北見市立温根湯小学校体育館 温根湯小学校 無料
【温根湯小HP】　　　　
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-s-onneyu.html

連絡先：温根湯小学校
電話番号：0157-45-2762

北海道 北見市 ② 長距離記録会
生徒の体力向上を図るとともに、学校と家庭、地域が連携して教育活
動を推進します。

10月4日
常呂川河川敷サイクリングロード
【北見市若松大橋】

北見市立南中学校 無料
【南中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-minami.html

連絡先：北見市立南中学校
電話番号：0157-24-7375

北海道 北見市 ② 北見市立南中学校学校祭
学校の教育活動の理解啓発を図ることを目的として、学習活動の成
果を地域社会に公開します。
学習発表・舞台発表・展示・合唱コンクール　等

10月17日～18日
北見市立南中学校・北見芸術文化
ホール

北見市立南中学校 無料
【南中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-minami.html

連絡先：北見市立南中学校
電話番号：0157-24-7375

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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北海道 北見市 ② 令和元年度文化祭
本校の教育活動（主に文化活動）の成果を地域･保護者に発表し、学
校教育に関する理解を深める機会としています。

10月19日 北見市立東陵中学校 北見市立東陵中学校 無料
【東陵中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-toryo.html

連絡先：北見市立東陵中学校
電話番号：0157-23-7395

北海道 北見市 ② 文化祭
保護者や地域住民に平素の学校での学習成果を発表し、学校教育に
対する理解を深める機会とします。

10月17日～18日 北見市立光西中学校 北見市立光西中学校 無料
【光西中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-kosei.html

連絡先：北見市立光西中学校
電話番号：0157-24-7308

北海道 北見市 ② 第４９回文化祭
保護者や地域住民に平素の学校での学習成果を発表し学校教育に
対する理解を深める機会とします。

10月17日～18日 北見市立北中学校体育館 北見市立北中学校 無料
【北中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-kita.html

連絡先：北見市立北中学校
電話番号：0157ｰ23ｰ7316

北海道 北見市 ② 第２学年職場体験学習
市内の様々な職場を訪問し、職業体験を行い、身近な職業や働くこと
について学ぶと同時に、市内の人たちに本校２学年生徒の状況を
知っていただく機会とします。

10月30日 市内各事業所 北見市立北中学校 無料
連絡先：北見市立北中学校
電話番号：0157ｰ23ｰ7316

北海道 北見市 ② マラソン大会
生徒の体力向上を図るとともに、学校と家庭、地域が連携して教育活
動を推進します。

10月2日 本校グラウンド及び市内道道 北見市立高栄中学校 無料
【北見市立高栄中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-koei.html

連絡先：北見市高栄西町10丁目12番1号
電話番号：0157-22-1921

北海道 北見市 ① ＰＴＡ会員研修
ＰＴＡ会員を対象にした研修活動。会員相互の交流を図るとともに，教
育に対する自らの見識を高めます。

11月 北見市立高栄中学校 北見市立高栄中学校PTA 無料
【北見市立高栄中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-koei.html

連絡先：北見市高栄西町10丁目12番1号
電話番号：0157-22-1921

北海道 北見市 ③ 文化祭
学級ごとのステージ発表や展示、各教科・総合的な学習の時間の学
習成果の展示を通し、日頃の教育活動の成果を保護者・地域の方々
に発表し、本校への理解を深めていただきます。

10月25日 北見市立高栄中学校 北見市立高栄中学校生徒会 無料
【北見市立高栄中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-koei.html

連絡先：北見市高栄西町10丁目12番1号
電話番号：0157-22-1921

北海道 北見市 ② 文化祭
本校の教育活動を、ステージ発表、展示、合唱コンクールを通じて、地
域･保護者の皆様に公開します。

10月17～18日 北見市立小泉中学校 北見市立小泉中学校 無料
【小泉中学校HP】
https://www.city.kitami.lg.jp/school
/school-c-koizumi.html

連絡先：北見市立小泉中学校
電話番号：0157-25-4913

北海道 北見市 ② 総合学習発表会
テーマをもとに、各学級調べ学習、プレゼン、舞台発表、展示等を通
し、本校の教育活動の成果を保護者・地域の方々に発表し、理解を図
ります。

10月17～18日 北見市立北光中学校 北見市立北光中学校 無料
【北光中学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-hokko.html

連絡先：北見市立北中学校
　　　　北見市北光328番地12
電話番号：0157ｰ23ｰ7316

北海道 北見市 ② 学校祭
日常の学習活動の成果を地域・保護者に発信すると共に、参加者全
体で文化や芸術に親しみます。

10月19日 上常呂中学校 上常呂中学校 無料
【上常呂中HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂中学校
電話番号：0157-38-2244

北海道 北見市 ③ 鑑賞教室
日常の学習活動ではなかなか味わうことのできない芸術や芸能に触
れる機会を設けます。

10月2日 上常呂中学校 上常呂中学校 無料
【上常呂中HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-kamitokoro.html

連絡先：北見市立上常呂中学校
電話番号：0157-38-2244

北海道 北見市 ② 学校祭
合唱やステージ発表、教科の作品や総合的な学習の時間のレポート
展示など、学習活動の成果を保護者や地域住民等に公開し、教育活
動への理解啓発を図っています。

10月13日 北見市立相内中学校 北見市立相内中学校 無料
【相内中HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-ainonai.html

連絡先：北見市立相内中学校
電話番号：0157-37-2812

北海道 北見市 ② 文化祭
学級ごとのステージ発表や展示、各教科・総合的な学習の時間の学
習成果の展示を通し、日頃の教育活動の成果を保護者・地域の方々
に発表し、本校への理解を深めていただきます。

10月19日 北見市立東相内中学校 北見市立東相内中学校 無料
【東相内中HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-higashiainonai.html

連絡先：北見市立東相内中学校
電話番号：0157-36-2175

北海道 北見市 ② 文化祭
探求的な学習の発表や、合唱コンクール等、本校の教育活動の成果
を、保護者・地域住民の方々に発表し、理解を図ります。

10月19日 北見市立端野中学校 北見市立端野中学校 無料
【端野中HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-tanno.html

連絡先：端野中学校
電話番号：0157-56-2023

北海道 北見市 ② 学校祭
日頃の学習の成果を各学年から合唱・舞台発表を通して保護者や地
域の方々に発表します。

10月26日
常呂中学校
体育館

北見市立
常呂中学校

無料
【常呂中学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-tokoro.html

連絡先：常呂中学校　教頭
電話番号：0152-54-2752

北海道 北見市 ② 文化祭
文化祭において、合唱や演劇、作品づくりなどの文化的な取り組みを
発表することにより、日頃の学習の成果を保護者、地域の方々ととも
に共有します。

10月20日 北見市立留辺蘂中学校 北見市立留辺蘂中学校生徒会 無料
【留辺蘂中学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-rubeshibe.html

連絡先：北見市立留辺蘂中学校
電話番号：0157-42-2036

北海道 北見市 ② 文化祭
ステージ発表、展示、合唱コンクール等、本校の教育活動の成果を、
保護者・地域住民の方々に発表し、理解を図ります。

10月20日 温根湯中学校体育館 温根湯中学校 無料
【温根湯中学校HP】
http://www.city.kitami.lg.jp/school/
school-ｃ-onneyu.html

連絡先：北見市立温根湯中学校
電話番号：0157-45-2126

北海道 北見市 ① 公開講座「スマホ教室」

本学の教育・研究活動を地域へ還元し、生涯学習の機会を提供する
活動です。本講座は企画立案を含め、学生が主体となり、スマホの基
本的な使用方法や日常的に使用される頻度が高いアプリの操作方法
などを教えます。

11/5～11/8
（予定）

北見工業大学 国立大学法人北見工業大学 無料 http://www.kitami-it.ac.jp/
北見工業大学研究協力課地域連携担当
0157-26-9158

今年度開催の公開講座
は７講座あり、そのうち当
講座が教育文化週間に
開催予定。

北海道 喜茂別町 ③ 開校120周年記念学芸会 児童の日頃の学習成果を発表します。 10月12日 喜茂別小学校体育館 喜茂別小学校 無料
連絡先：喜茂別小学校
電話番号：0136-33ｰ2011

北海道 喜茂別町 ② 学芸会 児童による学習成果の発表会です。 10月19日 喜茂別町立鈴川小学校 鈴川小学校 無料
連絡先：喜茂別町立鈴川小学校
電話番号：0136-33-6302

北海道 喜茂別町 ② 喜中祭
保護者、地域の方をお招きして、生徒による合唱コンクールや学年発
表、全校制作などの活動成果を発表します。また、PTAによるバザー
を行います。

10月5日 喜茂別中学校 喜茂別中学校 無料
連絡先：喜茂別中学校　教頭
電話番号：0136-33-2241

北海道 京極町 ① 湧学館まつり
生涯学習を提供する拠点としての湧学館を有効に活用していただくた
め、読書にとどまらない湧学館の活用方法の周知として、芸術や文化
に接する内容や工作教室、オリエンテーリングなどを行います。

10月26日 京極町生涯学習センター湧学館 京極町教育委員会 無料
連絡先：京極町教育委員会生涯学習課
電話番号：0139-42-2700

北海道 京極町 ② 校内授業研究会
教育活動に対する理解を深めてもらうことを目的として、保護者、教育
関係者、地域の方に広く授業を公開します。

11月11日 京極町立京極中学校 京極町立京極中学校 無料
連絡先：京極町立京極中学校
電話番号：0136-42-2160

北海道 京極町 ② 公開研究会
教育活動に対する理解を深めてもらうことを目的として、保護者、教育
関係者、地域の方に広く授業を公開します。

11月28日 京極町立京極小学校 京極町立京極小学校 無料
連絡先：京極町立京極小学校
電話番号：0136-42-2273

北海道 京極町 ② 京極町PTA連合研究大会
大会主題「子供たちの日々の成長に合わせて共に学び、共に歩みま
しょう」のもと、講師を招いて、子育てに関わる講演会を開催します。

10月中旬実施予定 京極町生涯学習センター湧学館 京極町PTA連合会 無料
連絡先：京極町立京極中学校
電話番号：0136-42-2160

北海道 京極町 ① 児童生徒作品展
子どもたちの創造性や情操豊かな心を育てることをねらいに実施しま
す。作品は書道の部と美術の部で審査を行い、各賞を決定します。

11月下旬実施予定 京極町生涯学習センター湧学館 京極町教育委員会 無料
連絡先：京極町教育委員会生涯学習課
電話番号：0136-42-2700

北海道 共和町 ② 共和中学校地域公開参観日
小学校6年生による「中学校登校日」を保護者及び地域住民に公開し
ます。

11月11日 共和町立共和中学校 共和町立共和中学校 無料
連絡先：共和町立共和中学校
電話番号：0135-73-2333

北海道 共和町 ② ふるさと給食
地元の食材をふんだんに使った「ふるさと給食」を生産者等と一緒に
食べることにより、食の大切さを学びます。

11月予定 各小中学校・幼児センター 共和町 無料
連絡先：共和町学校給食センター
電話番号：0135-73-2267

北海道 共和町 ①③
ぐるっと美術館推進事業「移
動美術館」

道立美術館が所蔵する貴重な作品を展示します。多くの方々に鑑賞し
ていただけるよう、期間中は全日開館し、無料開放します。

9月27日～10月8日 西村計雄記念美術館 西村計雄記念美術館 無料
【西村計雄記念美術館HP】
http://www.musee-nishimura.jp/

連絡先：西村計雄記念美術館
電話番号：0135-71-2525

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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北海道 共和町 ①
西村計雄記念美術館絵画公
募展「しょうかいしたいな！わ
たしのだいすき」

幼児、小学生、中学生から公募した絵画作品を展示します。 10月12日～12月1日 西村計雄記念美術館 西村計雄記念美術館 無料
【西村計雄記念美術館HP】
http://www.musee-nishimura.jp/

連絡先：西村計雄記念美術館
電話番号：0135-71-2525

北海道 共和町 ①③
西村計雄記念美術館　開館
20周年記念コンサート

西村計雄記念美術館の開館20周年を記念し、展示室内でアイルラン
ド音楽のコンサートを開催します。

10月26日 西村計雄記念美術館 西村計雄記念美術館 無料
【西村計雄記念美術館HP】
http://www.musee-nishimura.jp/

連絡先：西村計雄記念美術館
電話番号：0135-71-2525

北海道 共和町 ①
西村計雄記念美術館ワーク
ショップ「トライアート」

管内の多くの方々が図工・美術分野に親しんでいただけるよう、子ど
もから大人まで楽しめる工作などのワークショップを開催します。

10月26日,11月16日 西村計雄記念美術館 西村計雄記念美術館
【西村計雄記念美術館HP】
http://www.musee-nishimura.jp/

連絡先：西村計雄記念美術館
電話番号：0135-71-2525

北海道 共和町 ①③
西村計雄記念美術館開館記
念日

全日無料開放するほか、学芸員による作品鑑賞ツアーを行います。 11月1日 西村計雄記念美術館 西村計雄記念美術館 無料
【西村計雄記念美術館HP】
http://www.musee-nishimura.jp/

連絡先：西村計雄記念美術館
電話番号：0135-71-2525

北海道 共和町 ①③ 世代間交流会
ミニ運動会や昔の遊びなどを行い、子どもから高齢者まで四世代が楽
しめる交流会を実施します。

10月26日 共和町生涯学習センター 共和町教育委員会 無料
連絡先：共和町教育委員会生涯学習課
電話番号：0135-73-2011

北海道 清里町 ② 清里高校インターンシップ
就業体験を通して、地域の企業や産業の実態、働く喜びや厳しさを知
るとともに、自分なりの勤労観を育みます。

10月1日～2日 各事業所 清里高等学校 無料
【清里高等学校HP】
http://www.kiyosato.hokkaido-

連絡先：清里高等学校
電話番号：0152‐25‐2310

北海道 清里町 ② 学芸会
保護者・地域住民を対象に、日常の学習成果の発表の場として、演劇
や音楽等の発表活動を行います。

10月27日 清里小学校体育館 清里小学校 無料
連絡先：清里小学校
電話番号：0152-25-2064

北海道 清里町 ② 学校祭
ステージ発表、展示、合唱コンクール等、本校の教育活動の成果を、
地域住民の方々に発表し、本校の教育活動への理解を深める総会と
しています。

10月26日 清里中学校 清里中学校 無料
連絡先：清里町立清里中学校
電話番号：0152-25-2074

北海道 清里町 ② 職場体験学習
職場体験を通して働くことについて考えるとともに、働くことの喜びや
大変さ、意義について学習を深めます。

10月下旬～11月前半 清里町内企業他 清里中学校 無料
連絡先：清里町立清里中学校
電話番号：0152-25-3886

北海道 釧路市 ③
ミュージアムコンサート（道銀
文化財団Art Ensemble #10
～Concert～）

管内の小・中・高校生や市民の方々が参加し、音楽を通して交流して
頂きます。

11月2日
釧路芸術館
アートホール

釧路芸術館 無料
【釧路芸術館HP】
http://www.kushiro-artmu.jp

連絡先：釧路芸術館
電話番号：0154-23-2381

メール：kushiro-
artmu@c-linkage.co.jp

北海道 釧路市 ② 引き取り下校訓練
悪天候、災害等緊急時を想定した、家庭への引き取りの下校訓練を
実施します。

11月16日 釧路市立湖畔小学校 釧路市立湖畔小学校 無料
連絡先：釧路市立湖畔小学校
電話番号：0154-46-1151

メール
<staff@kohan-
e.kushiro.ed.jp>

北海道 釧路市 ② 学芸会
音楽や表現など、日常の教育活動の成果を保護者や地域の皆様へ
公開します。

11月2日 釧路市立湖畔小学校 釧路市立湖畔小学校 無料
連絡先：釧路市立湖畔小学校
電話番号：0154-46-1151

メール
<staff@kohan-
e.kushiro.ed.jp>

北海道 釧路市 ②
釧路市立美原小学校学習発
表会

学習発表会を保護者・地域・近隣の保育園、幼稚園等に発表します。
合わせて校内作品展を開催し、絵画・版画等の平面作品の展示し作
品観賞していただきます。

10月20日 釧路市立美原小学校体育館 釧路市立美原小学校 無料
【釧路市立美原小学校ＨＰ】
http://www.kushiro.ed.jp/mihara-
e/htdocs/

連絡先：釧路市立美原小学校
電話番号：0154-36-2155

　

北海道 釧路市 ② 美原中学校公開授業研究会
授業公開と研究協議を行い、参加者からいただいた指導助言を授業
改善に生かすとともに、本校の教育活動について理解を深めていた
だく機会とします。

11月1日 釧路市立美原中学校 釧路市立美原中学校 無料
【釧路市立美原中学校ＨＰ】
http://www.kushiro.ed.jp/mihara-j/

連絡先：釧路市立美原中学校教頭（福田）
電話番号：0154－37－1171

北海道 釧路市 ②
ジョバンニの島
上映会　DVD

北方領土学習の一環として関連したDVDを鑑賞し、北海道への理解
を深めるとともに領土運動の一端に触れます。進行は社会科教諭が
行ないます。

10月9日 釧路市立阿寒中学校
公益社団法人北方領土復帰期成
同盟

無料
連絡先：阿寒町北新町2-4-1
電話番号：0154-66-3351

メール
〈staff@akan-
j.kushiro.ed.jp〉

北海道 釧路市 ② 職場体験・上級学校訪問 高校生の進路意識の向上を図ります。 10月30日 各事業所・各上級学校 北海道釧路北陽高等学校 無料
【釧路北陽高等学校ＨＰ】
http://www.hokuyo-h.kushiro.ed.jp/

連絡先：北海道釧路北陽高等学校
電話番号：0154－41-4402

北海道 釧路市 ①② 思春期ライフデザイン講座 高校生の健康と性モラルに関する意識の向上を図ります。 11月12日 北海道釧路北陽高等学校 北海道釧路北陽高等学校 無料
【釧路北陽高等学校ＨＰ】
http://www.hokuyo-h.kushiro.ed.jp/

連絡先：北海道釧路北陽高等学校
電話番号：0154－41-4401

北海道 釧路市 ②④ 先端科学移動大学 高校生の科学に関する興味・関心・意欲の向上を図ります。 11月15日 北海道釧路北陽高等学校 北海道釧路北陽高等学校 無料
【釧路北陽高等学校ＨＰ】
http://www.hokuyo-h.kushiro.ed.jp/

連絡先：釧路北陽高等学校
電話番号：0154－41-4401

北海道 釧路市 ② 進路説明会 ２学年生徒および保護者に対して進路説明会を実施します。 11月6日 北海道釧路湖陵高等学校 北海道釧路湖陵高等学校 無料
【釧路湖陵高等学校ＨＰ】
http://www.koryo946.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路湖陵高等学校教頭
電話番号：0154-43-3131

北海道 釧路市 ② 先端科学移動大学講演会 先端科学に関する講演会を実施します。 11月15日 北海道釧路湖陵高等学校 北海道青少年科学文化財団 無料
【釧路湖陵高等学校ＨＰ】
http://www.koryo946.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路湖陵高等学校教頭
電話番号：0154-43-3131

北海道 釧路市 ② 体験入学会
管内の中学生や保護者・教職員を対象に学校紹介や授業参観などを
行い、志望校選択の参考にしていただくことを目的に実施します。

11月6日 北海道釧路湖陵高等学校 北海道釧路湖陵高等学校定時制 無料
【釧路湖陵高等学校ＨＰ】
http://www.koryo946.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路湖陵高等学校定時制
電話番号：0154-43-3131

北海道 釧路市 ② 高校生ライフデザイン講座
性に関する正しい知識を学び性感染症やエイズ等の予防、望まない
妊娠の防止等、青少年の健全育成を図ることを目的に実施します。

11月11日 北海道釧路湖陵高等学校 釧路市健康推進課 無料
【釧路湖陵高等学校ＨＰ】
http://www.koryo946.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：釧路湖陵高等学校定時制
電話番号：0154-43-3131

北海道 釧路市 ④
第28回先端科学移動大学
（釧路）

大学院理学研究院教授　鈴木　久男　先生による講演を行います。
【講演】神の粒子、ヒッグス粒子とは

11月15日 北海道釧路江南高等学校体育館 北海道釧路江南高等学校 無料
【釧路江南高等学校ＨＰ】
http://www.k-konan.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路江南高等学校
電話番号：0154-22-2760

北海道 釧路市 ② インターンシップ 1年次生徒全員を対象に就業体験学習を行います。 10月9日～10日 釧路管内各事業所 北海道釧路明輝高等学校 無料
【釧路明輝高等学校ＨＰ】
http://www.kushiromeiki.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道釧路明輝高等学校
電話番号：0154-36-5001

北海道 釧路市 ② 学校説明会
道内の中学校の生徒、保護者及び教職員に志望校選択の参考として
頂くことを目的に、体験授業や学校紹介を実施します。

10月17日 北海道釧路明輝高等学校 北海道釧路明輝高等学校 無料
【釧路明輝高等学校ＨＰ】
http://www.kushiromeiki.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道釧路明輝高等学校
電話番号：0154-36-5001

北海道 釧路市 ② 高校生ライフデザイン講座
性に関する正しい知識の普及をはじめとした青少年の健全育成を図
ることを目的に講話を行います。

11月12日 北海道釧路明輝高等学校 釧路市 無料
【釧路明輝高等学校ＨＰ】
http://www.kushiromeiki.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道釧路明輝高等学校
電話番号：0154-36-5001

北海道 釧路市 ② 授業公開週間
授業改善及び生徒の学力向上を目的とし、授業公開をとおして研修を
行います。

11月日時未定 北海道釧路明輝高等学校 北海道釧路明輝高等学校 無料
【釧路明輝高等学校ＨＰ】
http://www.kushiromeiki.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道釧路明輝高等学校
電話番号：0154-36-5001

北海道 釧路市 ② 薬物乱用防止講話
生徒に薬物乱用の危険性を認識させ、本校教職員、保護者及び地域
住民が一体となって、その防止に努めます。

11月日時未定 北海道釧路明輝高等学校 北海道釧路明輝高等学校 無料
【釧路明輝高等学校ＨＰ】
http://www.kushiromeiki.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道釧路明輝高等学校
電話番号：0154-36-5001

北海道 釧路市 ② インターンシップ 2年生全員を対象に就業体験学習を行います。 10月2～3日 市内各事業所 北海道釧路商業高等学校 無料
【釧路商業高等学校ＨＰ】
http://www.sensho.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道釧路商業高等学校
電話番号：0154-52-5253

北海道 釧路市 ② 販売実習会
　流通経済科３年生において、これまで学習してきた商品および販売
促進、接客マナーについての知識や技術を、実際の現場で実習する
ことによってさらに理解を深める事を目的とします。

10月27日 イオンモール昭和 北海道釧路商業高等学校 無料
【釧路商業高等学校ＨＰ】
http://www.sensho.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道釧路商業高等学校
電話番号：0154-52-5253

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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北海道 釧路市 ② 体験入学（全日制）
学校説明や全日制５学科の説明および体験実習、施設・設備の見学
をおこないます。

10月3日 北海道釧路工業高等学校
北海道釧路工業高等学校(全日
制)

無料
【釧路工業高等学校ＨＰ】
http://www.kushiro-th.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路工業高等学校（全日
制）
電話番号：0154-41-1285

メール：senko-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 釧路市 ② 学校見学会（定時制）
学校説明や機械科の説明および体験実習、施設・設備の見学をおこ
ないます。

10月15日 北海道釧路工業高等学校
北海道釧路工業高等学校(定時
制)

無料
【釧路工業高等学校ＨＰ】
http://www.kushiro-th.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路工業高等学校（定時
制）
電話番号：0154-41-3921

メール：senko-
t0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 釧路市 ② 学校説明会
主に釧路市内の中学校の生徒、保護者、教職員を対象に学校紹介や
体験授業を実施します。

10月4日 北海道阿寒高等学校 北海道阿寒高等学校 無料
【阿寒高等学校ＨＰ】
http://www.akan.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道阿寒高等学校
電話番号：0154-66-3333

北海道 釧路市 ② 秋季防災訓練
防災に対する正しい知識と技能を身に付け、適切に対応できるよう
に、消防署と連携した避難訓練を実施します。

11月6日 北海道阿寒高等学校 北海道阿寒高等学校 無料
【阿寒高等学校ＨＰ】
http://www.akan.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道阿寒高等学校
電話番号：0154-66-3333

北海道 釧路市 ②
・学習発表会（小中学部）
・ひまわりフェスタ（高等部）

　日常の学習活動の成果を総合的に発表することを目的として、舞台
発表や作品展示を行い、学校における教育活動に対する保護者の理
解を深めるとともに、地域住民にも広く公開します。

10月26日 北海道釧路養護学校 北海道釧路養護学校 無料
【釧路養護学校公式ＨＰ】
http://www.kushiroyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路養護学校教頭
電話番号：0154-24-7827

北海道 釧路市 ② 釧路養護学校授業公開
一般市民の方々に参加していただき、特別支援学校の授業や学校の
施設・設備等をご覧いただきます。

11月28日 北海道釧路養護学校 北海道釧路養護学校 無料
【釧路養護学校公式ＨＰ】
http://www.kushiroyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路養護学校教頭
電話番号：0154-24-7827

北海道 釧路市 ② 特別支援教育研修会 授業及び研修内容を地域の特別支援教育関係者に公開します。 11月29日 北海道釧路養護学校 北海道釧路養護学校 無料
【釧路養護学校公式ＨＰ】
http://www.kushiroyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道釧路養護学校教頭
電話番号：0154-24-7827

北海道 釧路市 ② 学校見学会
聴覚障がい教育と知的障がいの教育を行う本校の取組について、説
明と見学を行い、障がい種に応じた本校の教育活動について理解啓
発を図ります。

10月2日 北海道釧路鶴野支援学校 北海道釧路鶴野支援学校 無料
連絡先：北海道釧路鶴野支援学校
電話番号：0154-57-9011

北海道 釧路市 ②③ 学習発表会
聴覚障がいのある幼稚部、小・中学部の幼児児童生徒の学習の発表
を管内の関係者に見ていただき、障がいのある幼児児童生徒の教育
について理解啓発を図ります。

10月23日 北海道釧路鶴野支援学校 北海道釧路鶴野支援学校 無料
連絡先：北海道釧路鶴野支援学校
電話番号：0154-57-9011

北海道 釧路市 ②③ 鶴野フェスタ
職業学科のある高等部の生徒の作業及び文化活動の発表を管内の
教育及び就労関係者、地域住民に見ていただき、地域での社会自立
に向けた取組について理解啓発を図ります。

11月9日 北海道釧路鶴野支援学校 北海道釧路鶴野支援学校 無料
連絡先：北海道釧路鶴野支援学校
電話番号：0154-57-9011

北海道 釧路町 ② 学習発表会
保育所と合同で実施し、保護者や地域の方々に幅広く参加を呼びか
け、子ども達の日常の学習成果を幅広く発表する場として取り組んで

10月20日 釧路町立昆布森小学校 釧路町立昆布森小学校 無料
【釧路町立昆布森小学校ＨＰ】
http://academic4.plala.or.jp/konsyo

連絡先：昆布森小学校
電話番号：0154-63-2013

北海道 釧路町 ①
知方学小学校
知方学保育所
合同学芸会

保育所と合同で実施し、保護者や地域の方々に幅広く参加を呼びか
け、子ども達の日常の学習成果を幅広く発表する場として取り組んで
います。

10月20日 釧路町立知方学小学校 釧路町立知方学小学校 無料
連絡先：釧路町立知方学小学校
電話番号：0154-61-8335

北海道 釧路町 ②
知方学小学校
地域参観日

本校の教育活動について広く公開し、評価をいただき、今後の授業改
善や教育課程編成にいかします。

11月16日 釧路町立知方学小学校 釧路町立知方学小学校 無料
連絡先：釧路町立知方学小学校
電話番号：0154-61-8335

北海道 釧路町 ④
知方学小学校
文化教室

地域の仙鳳禅寺で住職の指導で写経・読経・左膳などの体験活動を
行い、地域の文化について学びます。

11月26日 仙鳳禅寺 釧路町立知方学小学校 無料
連絡先：釧路町立知方学小学校
電話番号：0154-61-8335

北海道 釧路町 ②
きらり発表会
（地域公開）

小学校の学習発表会「きらり発表会」において、地域や保護者の方に
劇や音楽を発表する。また１６日～２０日には作品展を同時開催し書
写や絵画を展示します。

10月20日 釧路町立富原小学校体育館 釧路町立富原小学校 無料
【釧路町立富原小学校ＨＰ】
http://academic4.plala.or.jp/tomisy
o/

連絡先：釧路町立富原小学校
電話番号：0154-36-3396

北海道 釧路町 ①② 人権教室
デートＤＶ等の人権問題について学習し、人権尊重と健全な人間関係
について考えます。

10月9日 北海道釧路東高等学校体育館 北海道釧路東高等学校 無料
連絡先：北海道釧路東高等学校
電話番号：0154-36-2852

北海道 倶知安町 ② 生活習慣の振り返り
2週に渡り、生徒が生活リズムチェックシートを活用して、毎日の学習
時間、ゲームやネットの利用時間等を記録します。週末に保護者と生
徒で状況を振り返り、家庭と連携した生活習慣の改善を行います。

11月15～29日 倶知安町立倶知安中学校 倶知安町立倶知安中学校 無料
連絡先：倶知安町立倶知安中学校
電話番号：0136-22-0192

メール：
kutchantyuu@town.kutch
an.ig.jp

北海道 倶知安町 ② 防犯研修会

後志教育局と連携し、管内の学校関係者、保護者を対象に研修を行
います。マルチメディア振興センター　e-ネットキャラバンからを講師に
迎え、実際に子どもの間で起こるネットトラブルや保護者としてどのよ
うに指導する必要があるかを考える機会としています。

10月中旬 倶知安町文化福祉センター 倶知安町ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：倶知安町立倶知安小学校
電話番号：0136-22-1168

北海道 倶知安町 ② 西小学校道特参観日
保護者、地域を対象にした参観日を行い、特に道徳の授業を公開し、
児童の様子や教育活動について知っていただく機会とします。

10月3日 倶知安町立西小学校 倶知安町立西小学校 無料
連絡先：倶知安町立西小学校
電話番号：0136-22-2125

北海道 倶知安町 ② 思春期教室 外部講師を招き、性教育とデートＤＶについて学びます。 10月4日 北海道倶知安高等学校体育館 北海道俱知安高等学校 無料
連絡先：北海道倶知安高等学校
電話番号：0136-22-1085

北海道 倶知安町 ① 公民館講座
①味噌づくり講座
②しめ縄づくり講座
町民向け開放講座です。

11月23日 倶知安農業高等学校 倶知安町公民館
連絡先：倶知安町公民館
電話番号：0136-22-0230

北海道 栗山町 ② 栗山小学校学芸会
地域住民・保護者が芸能・文化・歴史等の子ども達の発表を観覧しま
す。

10月19日 栗山町立栗山小学校
学校運営協議会会長　越前谷徹
校長　長谷川道彦

無料
連絡先：栗山町立栗山小学校
電話番号：0123-72-1179

北海道 栗山町 ②
栗山小学校「くりっ子もちつ
き」

学校運営協議会を中心に地域住民・保護者が協働し、子ども達のもち
つき体験、講話を実施します。

11月16日 栗山町立栗山小学校
学校運営協議会会長　越前谷徹
校長　長谷川道彦

無料
連絡先：栗山町立栗山小学校
電話番号：0123-72-1179

北海道 栗山町 ② 土曜授業「施設訪問」
校区内にある養護老人ホーム「泉徳苑」を訪問し日常の学習内容の
成果を報告します。また、その報告の様子を地域の方にも公開致しま

10月26日 養護老人ホーム泉徳苑 栗山町立角田小学校 無料
連絡先：栗山町立角田小学校
電話番号：0123-72-0519

北海道 栗山町 ① 栗山町PTA連合会研究大会
講師による「子どもの心身の発達と食について」の講演と、意見交流
を行います。

11月1日 栗山町総合福祉センター 栗山町PTA連合会 無料
連絡先：栗山町立角田小学校
電話番号：0123-72-0519

北海道 栗山町 ②
土曜授業「しめ縄（しめ飾り）
づくり」

稲作体験学習のまとめとして、学校運営協議会と連携し土曜授業でし
め縄（しめ飾り）づ来るを実施します。

11月16日 栗山町立継立小学校 栗山町立継立小学校 無料
連絡先：栗山町立継立小学校
電話番号：0123-76-3151

北海道 栗山町 ② 栗山町教育振興会研究大会
栗山町の教職員を対象に研究会を開催することで、栗山町の研究を
深めます。

11月14日 栗山町立栗山中学校 栗山町教育振興会 無料
連絡先：栗山町立栗山中学校
電話番号：0123-72-0269

北海道 栗山町 ② 土曜授業「道徳」
本校の3年生を対象に生きがいや自分の可能性についての講演を聴
きます。

11月30日 栗山町立栗山中学校 栗山町立栗山中学校 無料
連絡先：栗山町立栗山中学校
電話番号：0123-72-0269

北海道 栗山町 ②
栗山町小中校ふるさとキャリ
ア教育体験発表会

栗山町が主催するふるさとキャリア教育体験発表会において職場体
験について発表します。

11月30日 北海道栗山高等学校
栗山町教育委員会、北海道栗山
高等学校

無料
連絡先：栗山町教育委員会
電話番号：0123-72-1117

北海道 栗山町 ①
第9回栗山町ふるさと教育交
流会

栗山町で推進している「ふるさと教育」への理解を深める場として開
催。学校の実践発表等を通じて、子育て・教育の在り方を考えます。

10月29日
雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハ
ウス

栗山町地域教育協議会 無料
連絡先：栗山町教育委員会
電話番号：0123-72-1117

北海道 栗山町 ② 授業公開週間
相互に授業参観を行い、授業力の向上を図るとともに保護者・学校運
営協議会委員や町内中学校へも公開して教育活動に対する理解を深
めていただきます。

11月５～12日 北海道栗山高等学校 北海道栗山高等学校 無料
【授業公開週間】
http://www.kuriyama.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道栗山高等学校
電話番号：0123－72－1343

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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北海道 栗山町 ②
交通安全講話･自動車運転
免許取得者説明会

運転免許取得希望者と保護者を対象に運転に対する責任と交通安全
意識の向上を図ります。

11月13日 北海道栗山高等学校 北海道栗山高等学校 無料

【交通安全講話･自動車運転免許取
得者説明会】
http://www.kuriyama.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道栗山高等学校
電話番号：0123－72－1343

北海道 栗山町 ② 進路コース別ガイダンス
講師を招き、職業とその内容を理解し進路実現に向けての準備と意
欲の高揚を図ります。

11月19日 北海道栗山高等学校 北海道栗山高等学校 無料
【進路コース別ガイダンス】
http://www.kuriyama.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道栗山高等学校
電話番号：0123－72－1343

北海道 黒松内町 ③ 黒松内町総合文化祭
写真・手芸・書道・絵画・木彫等の作品展示及び、和太鼓や舞踊、コー
ラスなどの芸能発表を行います。

11月2～3日 黒松内町総合町民センター 黒松内町文化団体連絡協議会 無料
連絡先：黒松内町教育委員会
電話番号：0136-72-3160

北海道 黒松内町 ② 第29回学習発表会
日頃の学習で身に付いた力を発表するとともに、保護者、関係者、地
域に公開します。

11月9日
余市養護学校しりべし学園分校体
育館

余市養護学校しりべし学園分校 無料
【余市養護学校しりべし学園分校Ｈ
Ｐ】
http://www.yoichiyougoshiribeshi.h

連絡先：余市養護学校しりべし学園分校
電話番号：0136-72-3903

北海道 訓子府町 ② 公開授業週間
本校の教育活動を理解していただくとともに、意見交流や授業研究等
をとおして授業改善を図ります。

10月7日～18日 訓子府高等学校 訓子府高等学校 無料
【北海道訓子府高等学校ＨＰ】
http://http://www.kunneppu.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：訓子府高等学校
電話番号：0157-47-2576

北海道 訓子府町 ② 学校説明会
中学生とその保護者、中学校教員に対して、本校の教育活動を紹介・
説明するとともに、情報を提供して、本校に対する理解を深めていた
だきます。

11月15日 訓子府高等学校 訓子府高等学校 無料
【北海道訓子府高等学校ＨＰ】
http://http://www.kunneppu.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：訓子府高等学校
電話番号：0157-47-2576

北海道 訓子府町 ②
秋の火災予防運動　　　　　　
防火パレード

消防職員及び地域の消防団員の方々と、本園の幼年消防クラブ員が
パレードや放水を行い、町内に「防火」の呼びかけを行います。

10月15日
消防庁舎、町内メインストリート、
役場前

北見地区消防組合　訓子府消防
団

無料
連絡先：認定こども園
電話番号：0157－47－2622

北海道 訓子府町 ②
こども園食育活動　　　　　　　　
　　　米太郎倶楽部　　　　　　　
との交流

地域の米農家との交流を通して、お米について学び、食への関心を高
めます。（お米ができるまで・稲作機具の見学・稲穂の見学・米太郎倶
楽部の方とのおにぎり作り会食等）

10月29日 こども園遊戯室、米農家の水田 訓子府町認定こども園 無料
連絡先：認定こども園
電話番号：0157－47－2622

北海道 訓子府町 ② 認定こども園発表会
こども園の３歳児から５歳児が、学級ごとに劇やオペレッタ、異年齢で
の遊戯や器楽、運動を発表します。全員での合唱は、手話歌やＡＬＴ
指導による英語の歌などを披露します。

11月16日 訓子府町認定こども園遊戯室 訓子府町認定こども園 無料
認定こども園
電話番号：0157－47－2622

北海道 訓子府町 ② 訓子府小学校学芸会
保護者・地域住民の方々に日常の学習の成果をみていただき、学校
教育活動への理解を深めます。

10月27日 訓子府町立訓子府小学校体育館 訓子府町立訓子府小学校 無料
連絡先：訓子府小学校
電話番号：0157-47-2011

北海道 訓子府町 ② 居武士小学校学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、劇や音楽、
遊戯等の発表活動を行います。地域後援会のコーラスもあり、多くの
地域住民が訪れ、交流の機会となっています。

11月10日 訓子府町立居武士小学校体育館 訓子府町立居武士小学校 無料
【居武士小学校HP】
http://sites.google.com/site/oromu
shi/

連絡先：居武士小学校
電話番号：0157-47-3160

北海道 訓子府町 ② 訓子府中学校学校祭
生徒の実行委員会を中心に主体的な取組を通じて、各学級から舞台
発表・合唱発表を行い、保護者・地域の方々に発表します。

10月19日 訓子府町立訓子府中学校体育館 訓子府町立訓子府中学校 無料
連絡先：訓子府中学校
電話番号：0157-47-2185

北海道 剣淵町 ② 中学生一日体験入学
①学校の説明(教育課程･進路･学校生活)
②寮の説明　③模擬授業　④部活動紹介

10月18日 剣淵高等学校 剣淵高等学校
【剣淵高等学校HP】
http://business4.plala.or.jp

連絡先：剣淵高等学校
電話番号：0165-34-2549

北海道 剣淵町 ② 地域参観日
①授業参観
②委託実習報告会

10月26日 剣淵高等学校 剣淵高等学校
【剣淵高等学校HP】
http://business4.plala.or.jp

連絡先：剣淵高等学校
電話番号：0165-34-2549

北海道 剣淵町 ③ 剣淵町町民文化祭
町民が日頃取り組んでいる各種芸能や､作品を広く町民に鑑賞しても
らう｡併せて創意意欲を喚起することを目的とするため､作品展や芸能
発表を開催する(小中高児童生徒も参加)｡

11月2～3日、10日
剣淵町民センター
絵本の館

剣淵町文化祭実行委員会 無料
連絡先：剣淵町教育委員会
電話番号：0165-26-9025

北海道 剣淵町 ①
阿部ﾋﾛｶｽﾞ　ﾄﾗｯﾄﾞｼﾞｬｽﾞﾄﾘｵｺ
ﾝｻｰﾄ

町民に優れた芸術を鑑賞する機会を設け、町の芸術文化の振興を図
ることや活気あるまちづくりの振興を目的とする。

10月5日 絵本の館 剣淵町芸術文化活動実行委員会 無料
連絡先：剣淵町教育委員会
電話番号：0165-26-9025

北海道 剣淵町 ① 全国絵本ﾐｭｰｼﾞｱﾑ会議
交流・関係人口の拡大を図ることを目指して、絵本の多様性について
学び、絵本の深層的な魅力に触れて完成や想像力を培うことを目的と
している。

10月25日 絵本の館
全国絵本ﾐｭｰｼﾞｱﾑ会議実行委員
会

無料
連絡先：剣淵町教育委員会
電話番号：0165-26-9025

北海道 剣淵町 ②
親子の絆を深める標語「親守
歌」コンクール

子供から親へのメッセージ，親から子へのメッセージを一つの句（短歌
調）にまとめる中で，親子の対話の機会を設け，円滑なコミュニケー
ションの醸成を図り，親子の絆を深めることを目的とする。

11月8日 剣淵小学校 剣淵小学校PTA 無料
連絡先：剣淵町立剣淵小学校
電話番号：0165-34-2116

北海道 剣淵町 ②③ 吹奏楽部演奏会 剣淵中学校吹奏楽部による地域に公開しての定期演奏会です。 10月中旬 剣淵中体育館 剣淵中学校吹奏楽部 無料
連絡先：剣淵中学校
電話番号：0165-34-2211

北海道 小清水町 ①
オホーツク東部地区ＰＴＡ連
合会母親研修大会

演題：『未定』　講師：竹田津　実　氏
オホーツク東部地区及び町内の小中学校のＰＴＡ会員を対象に講演
会を開催します。

11月2日
小清水町
愛ホール

小清水町ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：小清水町PTA連合会事務局
【小清水小学校】
電話番号：0152-62-2053

北海道 小清水町 ② 学芸会
日常の学習成果の発表の場として、保護者、地域住民に対して演劇
や音楽の発表活動を行っています。

11月9日 小清水小学校体育館 小清水町立小清水小学校 無料
連絡先：小清水小学校
電話番号：0152-62-2053

北海道 小清水町 ② 文化祭
合唱や演劇など学校の教育活動の成果を保護者、地域の方々に発
表し、学校教育活動への理解を図ります。

10月19日 小清水中学校 小清水町立小清水中学校 無料
連絡先：小清水中学校
電話番号：0152-62-2109

北海道 札幌市 ③ 文芸講演会
特別展「保阪正康の仕事～「昭和史」との対話」の関連事業として「歴
史に学び伝える」と題した講演会を実施し、広く道民に聴講してもらう
機会を提供します。

10月12日 北海道立近代美術館講堂 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

要申込み

北海道 札幌市 ③
北海道文学館公開歌会・句
会

短歌、俳句、川柳の作家が「北海道」をテーマにした題で競詠する会を
開催するとともに、広く道民に聴講してもらう機会を提供します。

10月27日 北海道立文学館講堂 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

北海道 札幌市 ③ 芸術週間 芸術週間期間中は全館開館し、常設展を無料開放します。 11月1日～7日 北海道立文学館 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

北海道 札幌市 ③ 古典の日記念朗読会
古典の日の制定を記念し、古典作品を読む朗読会を開催し、道民が
古典についての関心と理解を深める機会を提供します。

11月2日 北海道立文学館講堂 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

要申込み

北海道 札幌市 ③ わくわくこどもランド
道民に親しまれる文化施設となるため、親子で楽しむコンサートを実
施し、広く道民に鑑賞してもらう機会を提供します。

11月3日 北海道立文学館講堂 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

北海道 札幌市 ③ 月例朗読会
広く道民に文学に親しんでもらうため、文芸作品を聴講してもらう機会
を提供します。

10月10日,11月14日 北海道立文学館講堂 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館業務課
電話番号：011-511-7655

北海道 札幌市 ③
北海道立文学館ロビーコン
サート

道民に親しまれる文化施設となるため、アマチュア演奏家によるコン
サートを実施し、広く道民に鑑賞してもらう機会を提供します。

未定（芸術週間（11月1
日～7日）中に実施予

北海道立文学館地下ロビー （公財）北海道文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

整理券配布

北海道 札幌市 ③
映像作品鑑賞の集い「聖の
青春」

道民に親しまれる文化施設となるため、文学性、娯楽性、展覧会との
関連を考慮した映画を広く道民に鑑賞してもらう機会を提供します。

11月10日 北海道立文学館講堂 北海道立文学館 無料
【北海道立文学館HP】
http://www.h-bungaku.or.jp/

連絡先：北海道立文学館学芸課
電話番号：011-511-7655

要申込み

北海道 札幌市 ②
特別支援学校
作品展

道内の特別支援学校の教育活動の中で製作した作品について、展示
を通して広く道民に紹介し、特別支援教育に関する理解・啓発を図り
ます

10月１日～11月13日
札幌市交通局地下鉄琴似駅「メト
ロギャラリー」

北海道立特別支援教育センター 無料
【北海道立特別支援教育センター
HP】
http://www.tokucen.hokkaido-

北海道立特別支援教育センター
広報啓発事業部
電話番号：011-612-6211

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 札幌市 ②
特別支援学校
作品展

道内の特別支援学校の教育活動の中で製作した作品について、展示
を通して広く道民に紹介し、特別支援教育に関する理解・啓発を図り
ます。

11月25日～11月27日 北海道庁１階道政広報コーナー 北海道立特別支援教育センター 無料
【北海道立特別支援教育センター
HP】
http://www.tokucen.hokkaido-

北海道立特別支援教育センター
広報啓発事業部
電話番号：011-612-6211

北海道 札幌市 ② 公開講義

【基調講義】
「特別支援教育における教科等の指導の在り方について」
文部科学省初等中等教育局視学官　青木　隆一　氏
※新学習指導要領における特別支援教育の教科等の指導の在り方
について学びます。

11月11日 北海道立特別支援教育センター 北海道立特別支援教育センター 無料

【北海道立特別支援教育センター
HP】
http://www.tokucen.hokkaido-
c.ed.jp/

北海道立特別支援教育センター
広報啓発事業部
電話番号：011-612-6211

道民カレッジ連携講座

北海道 札幌市 ② 公開講義

【基調講義】
「発達障がいのある児童生徒への教育的対応の在り方」
ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科
准教授　青山　新吾　氏
※学習面又は行動面において困難のある児童生徒が意欲的に学ぶ
ための指導や支援の在り方について学びます。

11月28日 北海道立特別支援教育センター 北海道立特別支援教育センター 無料

【北海道立特別支援教育センター
HP】
http://www.tokucen.hokkaido-
c.ed.jp/

北海道立特別支援教育センター
広報啓発事業部
電話番号：011-612-6211

道民カレッジ連携講座

北海道 札幌市 ③ アーティスト・トーク
北海道ゆかりの若い作家２名により講演し、北海道全体がアートの舞
台となることを目指して開催します。

10月5日 北海道立三岸好太郎美術館 北海道立三岸好太郎美術館
【三岸好太郎美術館ＨＰ】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/mkb/

連絡先：北海道立三岸好太郞美術館
電話番号：011-644-8901

メール：
mizushi.11@pref.hokkaido.
lg.jp

北海道 札幌市 ③ ミニ・リサイタル
若く才能のある演奏家に対して発表の場を提供し、来場者に対しては
作品との響き合いを楽しんでいただきながら、美術館活動にも関心を
深めていただきます。

10月12日 北海道立三岸好太郎美術館 北海道立三岸好太郎美術館
【三岸好太郎美術館ＨＰ】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/mkb/

連絡先：北海道立三岸好太郞美術館
電話番号：011-644-8901

メール：
mizushi.11@pref.hokkaido.
lg.jp

北海道 札幌市 ③
芸術週間美術館コンサート
「魅惑のギター：幻想とロマン
の調べ」

芸術週間に合わせたイベントの一環として実施し、来場者に対しては
作品との響き合いを楽しんでいただきながら、美術館活動にも関心を
深めていただきます。

11月3日 北海道立三岸好太郎美術館 北海道立三岸好太郎美術館
【三岸好太郎美術館ＨＰ】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/mkb/

連絡先：北海道立三岸好太郞美術館
電話番号：011-644-8901

メール：
mizushi.11@pref.hokkaido.
lg.jp

北海道 札幌市 ③ 芸術週間 期間中は全日開館します。
11月1日～
7日

北海道立三岸好太郎美術館 北海道立三岸好太郎美術館
【三岸好太郎美術館ＨＰ】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/mkb/

連絡先：北海道立三岸好太郞美術館
電話番号：011-644-8901

メール：
mizushi.11@pref.hokkaido.
lg.jp

北海道 札幌市 ③ ミュージアム・トーク
学芸員による展示作品についての講話を行います。
　講師：道立近代美術館学芸員

10月6日,20日,11月9日 北海道立近代美術館　展示室Ａ 北海道立近代美術館
【道立近代美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/knb/

連絡先：北海道立近代美術館
電話番号：011-644-6882

北海道 札幌市 ③ 子ども鑑賞ツアー
小学生以上を対象に、展示室で対話を楽しみながら作品を鑑賞しま
す。
　講師（案内）：道立近代美術館学芸員

10月12日
11月9日

北海道立近代美術館　展示室Ａ 北海道立近代美術館
【道立近代美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/knb/

連絡先：北海道立近代美術館
電話番号：011-644-6882

北海道 札幌市 ③ 芸術週間 期間中は全日開館し、近美コレクション展を無料開放します。 11月1～7日 北海道立近代美術館　展示室Ａ 北海道立近代美術館 無料
【道立近代美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/knb/

連絡先：北海道立近代美術館
電話番号：011-644-6882

北海道 札幌市 ②
さんフェア2019「農業高校食
彩フェア」inアリオ札幌

地域住民に、農業高校生徒による実習生産物・作品の販売、展示、実
演等を行います。

10月5日 アリオ札幌
北海道岩見沢農業高等学校
（北海道高等学校長協会農業部
会）

【北海道岩見沢農業高等学校HP】
http://www.iwamizawanougyou.hokk
aido-c.ed.jp/

連絡先：北海道岩見沢農業高等学校
電話番号：0126-22-0130

北海道 札幌市 ① 職業人に聞く会
職業観及び社会人として身につけておくべき資質を育むために、札幌
東高等学校の卒業生からの話を聞くことにより、今後の進路選択の一
助とします。

10月18日 札幌東高等学校 札幌東高等学校 無料
【札幌東高等学校HP】
http://www.sapporohigashi.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：札幌東高等学校
電話番号：011－811－1919

北海道 札幌市 ① 月一外掃
より快適な学習環境のもとで、学校生活を送ることができるように、生
徒自らが校舎周辺の環境整備に努めるとともに、ボランティア精神を
養います。

10月15日 札幌東高等学校 札幌東高等学校 無料
【札幌東高等学校HP】
http://www.sapporohigashi.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：札幌東高等学校
電話番号：011－811－1919

北海道 札幌市 ④ 防犯教室
・全校生徒（定時制）の防犯意識の向上を図るため、外部講師(警察署
職員)から、防犯に係わる新しい知見や、具体的な防犯技能を学ぶ講
話をしていただきます。

10月18日 札幌東高等学校体育館 札幌東高等学校定時制 無料
連絡先：札幌東高等学校
電話番号：011－811－9040

メール：sapporohigashi-t0
＠hokkaido-c.ed.jp

北海道 札幌市 ③
西高ＰＴＡ読書会
〈歴史〉サークル

旧職員を講師に招き、様々な角度から歴史を学びます。 11月15日 北海道札幌西高等学校
北海道札幌西高等学校全日制ＰＴ
Ａ

無料
【北海道札幌西高等学校ＨＰ】
http://www.sapporonishi.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道札幌西高等学校
電話番号：011-611-4401

北海道 札幌市 ①②
札幌南高校 学校林「森づくり
活動」

同窓会と連携し、本校生が学校林（明治44年より続く）の健全な育成
のため、笹刈り作業等を協働して行い、伝統や自然、そして仲間を大
切にする意識を高める。

10月8日 札幌南高校　学校林 札幌南高校 無料
http://www.sapporominami.hokkaid
o-c.ed.jp

札幌市中央区南18条西6丁目1番1号
電話番号：011-521-2311

北海道 札幌市 ② 薬物乱用防止教室
札幌南高等学校生徒が参加し、外部講師より薬物乱用防止に係る講
話をしていただく。

10月28日 札幌南高校体育館 札幌南高校 無料
http://www.sapporominami.hokkaid
o-c.ed.jp

札幌市中央区南18条西6丁目1番1号
電話番号：011-521-2311

北海道 札幌市 ②③ 図書館講演会 道内在住の作家を招聘して講演会を行います。 10月8日 北海道札幌北高等学校 北海道札幌北高等学校 無料
【札幌北高校ＨＰ】
http://sapporokita.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌北高等学校
電話番号：011-736-3191

北海道 札幌市 ①② PTA研修会
多様化する社会の中で生活する子どもたちの成長過程で、起こりえる
ストレスとトラウマについて研修会を行います。

10月9日 北海道札幌北高等学校 北海道札幌北高等学校 無料
【札幌北高校ＨＰ】
http://sapporokita.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌北高等学校
電話番号：011-736-3191

北海道 札幌市 ② 公開授業
全教員の授業を公開します。同時に、教科内で授業評価を行い、教員
の授業力向上と授業改善に役立てます。

10月8～18日 北海道札幌月寒高等学校 北海道札幌月寒高等学校 無料
連絡先：北海道札幌月寒高等学校
電話番号：011-851-3111

北海道 札幌市 ② 体験入学
中学校３年生及びその保護者、中学校教員を対象とした札幌啓成高
等学校の学校説明、体験授業、部活動見学、校舎見学を実施し、札
幌啓成高等学校の教育活動の理解を深めていただきます。

10月12日 札幌啓成高等学校 札幌啓成高等学校 無料
【札幌啓成高等学校HP】
http://www.sapporokeisei.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：札幌啓成高等学校
電話番号：011-898-2311

北海道 札幌市 ② 出張講義
　同窓生の社会人を招聘し、職業に関する講話を実施します。様々な
分野の職業についての理解が深まり、進路意識の高揚につながる内
容です。

11月1日
札幌北陵高等学校教室及び体育
館

北海道札幌北陵高等学校 無料
【学校ＨＰ】
http://www.sapporohokuryou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：札幌北陵高等学校教務図書部
電話番号：011-772-3051

北海道 札幌市 ② 授業・部活動見学会
授業・部活動について、保護者・地域・近隣学校に公開し、教職員の
資質向上と授業改善に努める。

10月2日 北海道札幌手稲高等学校 北海道札幌手稲高等学校 無料
札幌手稲高等学校
http://www.teine-h.hokkaido-

連絡先：札幌手稲高等学校
電話番号：011-898-2311

北海道 札幌市 ② インターンシップ
地域の企業等と連携し、就業体験を行うことで、働く意義について考
え、社会に対する視野を広げるとともに自己の進路選択について考え

10月16日 札幌市及び近隣 北海道札幌手稲高等学校 無料
札幌手稲高等学校
http://www.teine-h.hokkaido-

連絡先：札幌手稲高等学校
電話番号：011-898-2311

北海道 札幌市 ②
平和学習及び読書週間図書
館フェスティバル

前半は、平和学習特設展示コーナーにて関係図書や写真の展示。後
半は話題図書を中心にポップなどを紹介します。

10月11日
～11月8日

北海道札幌手稲高等学校図書館 北海道札幌手稲高等学校 無料
札幌手稲高等学校
http://www.teine-h.hokkaido-

連絡先：札幌手稲高等学校
電話番号：011-898-2311

北海道 札幌市 ② インターンシップ報告会
就業体験を通じて学んだことを、協力していただいた地域企業の方々
を招いて報告します。

11月28日 北海道札幌手稲高等学校 北海道札幌手稲高等学校 無料
札幌手稲高等学校
http://www.teine-h.hokkaido-

連絡先：札幌手稲高等学校
電話番号：011-898-2311

北海道 札幌市 ② 進路講話
自己啓発の専門家を外部講師として招き、３年生の進路実現に向け
た意識を高めるとともに、目標に向けて最後まであきらめずに取り組
む心構えを身に付けます。

10月11日 北海道札幌丘珠高等学校 北海道札幌丘珠高等学校 無料
【北海道札幌丘珠高等学校】
http://www.sapporookadama.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌丘珠高等学校
電話番号：011-782-2912

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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北海道 札幌市 ② 授業公開
授業を公開し、授業参観アンケート等を通して自己評価を実施するこ
とで、授業力向上を目指すとともに、地域住民等の学校理解の促進を
図ります。

10月中旬 北海道札幌丘珠高等学校 北海道札幌丘珠高等学校 無料
【北海道札幌丘珠高等学校】
http://www.sapporookadama.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌丘珠高等学校
電話番号：011-782-2911

北海道 札幌市 ② オープンスクール
中学校３年生を対象に、丘珠高校の特色等について説明するととも
に、体験授業や部活動見学、校舎見学を通して丘珠高校についての
理解を深めていただきます。

11月9日 北海道札幌丘珠高等学校 北海道札幌丘珠高等学校 無料
【北海道札幌丘珠高等学校】
http://www.sapporookadama.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌丘珠高等学校
電話番号：011-782-2911

北海道 札幌市 ② 学校説明会
学校概要の説明や行事等の紹介、模擬授業体験、部活動見学等をと
おして、高校生活を理解し、志望校選択の一助としていただきます。

10月6日 本校 札幌白石高校 無料
【札幌白石高校HP】
http://www.sapporoshiroishi.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：札幌白石高校
電話番号：011-872-2071

北海道 札幌市 ② 薬物乱用防止・防犯教室
薬物乱用についての現状やその恐ろしさを学ぶことにより、薬物乱用
根絶の意識を強く啓発します。また、不審者等への対応など危険回避
の訓練等を実施し、防犯への理解と危機意識を高めます。

10月16日 本校 札幌白石高校 無料
【札幌白石高校HP】
http://www.sapporoshiroishi.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：札幌白石高校
電話番号：011-872-2071

北海道 札幌市 ②
視覚支援学校との相互交流
会

相互交流において特別支援教育の体験を通して、障がいのある生徒
に対する理解を深め、好ましい人間関係を育む取組です。

10月中旬
11月中旬

本校
札幌視覚支援学校

札幌白石高校 無料
【札幌白石高校HP】
http://www.sapporoshiroishi.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：札幌白石高校
電話番号：011-872-2071

北海道 札幌市 ② 芸術鑑賞
良質な舞台演劇を鑑賞し心を豊かにするとともに、世界の平和や人と
してのあり方、生き方を考える機会とします。

10月9日 教育文化会館 北海道札幌西陵高等学校
【札幌西陵高等学校HP】
http://www.sapporoseiryou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌西陵高等学校
電話番号：011-663-7121

北海道 札幌市 ② 公開授業週間
全教員の授業を公開します。併せて、教科内で授業評価を行い、各教
員の授業改善に役立てます。

10月29日～11月1日（予
定）

札幌西陵高等学校 札幌西陵高等学校 無料
【札幌西陵高等学校HP】
http://www.sapporoseiryou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌西陵高等学校
電話番号：011-663-7121

北海道 札幌市 ② 薬物乱用防止教室
薬物に対する正しい知識と乱用の恐ろしさに関する講演をとおし、健
康的に生きる意義について生徒が主体的に考える機会とするととも
に、薬物乱用の絶対防止に取り組む姿勢を育みます。

11月13日 札幌西陵高等学校 札幌西陵高等学校 無料
【札幌西陵高等学校HP】
http://www.sapporoseiryou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌西陵高等学校
電話番号：011-663-7121

北海道 札幌市 ② 薬物乱用防止教室
・薬物に対する認識を深め、悲惨な乱用事故を防止する。
・薬物事件の被害者にならない回避行動を学習する。

10月16日 北海道札幌東陵高等学校体育館 北海道札幌東陵高等学校 無料
【札幌東陵高校ＨＰ】
http://www.sapporotoryo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：生徒指導部
電話番号：011-791-5055

北海道 札幌市 ② 中学生保護者学校説明会
・本校の学校概要説明を通じて、高校生活を理解し、志望校選択の一
助としていただきます。

11月9日 北海道札幌東陵高等学校体育館 北海道札幌東陵高等学校 無料
【札幌東陵高校ＨＰ】
http://www.sapporotoryo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：広報推進部
電話番号：011-791-5055

北海道 札幌市 ② 進路別準備ガイダンス
・大学・短大、専門学校・看護学校、就職・公務員受験に向けての学習
法などの話を聞き、進路実現に役立てる。

11月14日 北海道札幌東陵高等学校体育館 北海道札幌東陵高等学校 無料
【札幌東陵高校ＨＰ】
http://www.sapporotoryo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：進路指導部
電話番号：011-791-5055

北海道 札幌市 ② 保健講話
・１０代の性について、正しい知識と責任、相手を尊重し合える関係を
育成する。
・生まれてくる命、亡くなっていく命を含めた「命の大切さ」を再認識す

11月15日 北海道札幌東陵高等学校体育館 北海道札幌東陵高等学校 無料
【札幌東陵高校ＨＰ】
http://www.sapporotoryo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：健康安全部
電話番号：011-791-5055

北海道 札幌市 ② 学校説明会
市内中学校に案内し、中学3年生及び保護者・教員を対象に学校概要
説明、授業見学、施設設備見学、部活動見学などを行います。

10月5日 本校体育館 北海道札幌南陵高等学校 無料
【北海道札幌南陵高等学校】
http://www.sapporonanryou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌南陵高等学校
電話番号：011-591-2102

北海道 札幌市 ② 進路プラス
生徒の多様な進路希望に応じて外部講師による模擬授業や実体験
学習を行います。

11月14日 本校体育館 北海道札幌南陵高等学校 無料
【北海道札幌南陵高等学校】
http://www.sapporonanryou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌南陵高等学校
電話番号：011-591-2102

北海道 札幌市 ② インターンシップ
地元の企業での職業体験学習により、正しい勤労観や職業観の育成
を図り、自己の在り方生き方を考える機会とします。

10月2～4日 周辺事業所 札幌東豊高等学校 無料
【札幌東豊高等学校】
http://www.sapporotouhou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：札幌東豊高等学校
電話番号：011-791-4171

北海道 札幌市 ② 学校説明会
札幌市内及び近郊の中学生等に本校を説明し、授業等を体験しても
らいます。

10月19日 札幌東豊高等学校 札幌東豊高等学校 無料
【札幌東豊高等学校】
http://www.sapporotouhou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：札幌東豊高等学校
電話番号：011-791-4171

北海道 札幌市 ② ＤＶに関する講演会
外部講師による講演を通して、デートＤＶの実情や予防啓発の必要性
などについて、理解と知識を深めます。

10月9日 札幌東豊高等学校 札幌東豊高等学校 無料
【札幌東豊高等学校】
http://www.sapporotouhou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：札幌東豊高等学校
電話番号：011-791-4171

北海道 札幌市 ② 職業調べ発表会
１年次生が「将来身につけるべき能力」を中心にさまざまな職種につ
いて調査研究し、その成果をグループで発表します。

10月28日 札幌厚別高等学校 札幌厚別高等学校 無料
【札幌厚別高等学校HP】
http://www.sapporoatsubetsu.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：札幌厚別高等学校
電話番号：011-892-7661

北海道 札幌市 ② 卒業生による進路講話
在職年数や職種等を異にする卒業生を招き、講話していただき、職業
を選択する基準となる職業観や勤労観を身につけるとともに、将来的
なキャリアを考える機会とします。

11月11日 札幌厚別高等学校 札幌厚別高等学校 無料
【札幌厚別高等学校HP】
http://www.sapporoatsubetsu.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：札幌厚別高等学校
電話番号：011-892-7661

北海道 札幌市 ① 薬物乱用防止教室
外部講師を招き、薬物の危険性を理解するとともに、乱用について適
切に判断する力を身に付けさせる。また、自己の生き方や在り方を考
える契機とする。

11月8日 北海道札幌真栄高等学校 北海道札幌真栄高等学校 無料
【北海道札幌真栄高等学校HP】
http://www.sapporoshinei.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌真栄高等学校
電話番号：011-883-0465

北海道 札幌市 ② 授業公開週間
保護者、近隣学校教職員に授業を公開し、生徒の学習への取組を知
らせるとともに、授業改善を含め、今後の指導に役立てます。

10月1日～25日 北海道札幌あすかぜ高等学校 北海道札幌あすかぜ高等学校 無料
【札幌あすかぜ高等学校HP】
http://asukaze.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌あすかぜ高等学校
電話番号：011-694-5033

北海道 札幌市 ② 性の講演会
専門家（助産師）による、性に関する正しい知識や互いを尊重し合える
思いやりの気持ち、ならびに自尊感情を育む講演会をします。

11月7日 北海道札幌あすかぜ高等学校 北海道札幌あすかぜ高等学校 無料
【札幌あすかぜ高等学校HP】
http://asukaze.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌あすかぜ高等学校
電話番号：011-694-5033

北海道 札幌市 ② 公開授業
保護者や学校評議員を対象に公開授業を実施し、授業改善に向けた
研修会を通して授業力向上を図ります。

10月下旬 北海道札幌稲雲高等学校 北海道札幌稲雲高等学校 無料
【札幌稲雲高等学校ＨＰ】
http://www.s-touun-h.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲雲高等学校
電話番号：011-684-0034

北海道 札幌市 ② 生と性の講演会
外部講師による講演を通して、正しい生と性の知識や命の大切さ、他
人を思いやることの大切さについて学ぶ機会とします。

10月9日 北海道札幌稲雲高等学校 北海道札幌稲雲高等学校 無料
【札幌稲雲高等学校ＨＰ】
http://www.s-touun-h.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲雲高等学校
電話番号：011-684-0034

北海道 札幌市 ③ 芸術鑑賞
優れた舞台芸術を鑑賞することにより、感性を磨き豊かな情操を身に
付ける機会とします。

10月18日 北海道四季劇場 北海道札幌稲雲高等学校
【札幌稲雲高等学校ＨＰ】
http://www.s-touun-h.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲雲高等学校
電話番号：011-684-0034

北海道 札幌市 ① ＰＴＡ通学路モニター週間
保護者からの通学状況の報告を受け、交通安全意識の高揚と通学マ
ナーの向上を図ります。

11月5日
～8日

通学区域 北海道札幌稲雲高等学校 無料
【札幌稲雲高等学校ＨＰ】
http://www.s-touun-h.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲雲高等学校
電話番号：011-684-0034

北海道 札幌市 ② 学校説明会
札幌英藍高等学校の概要説明を行い、札幌英藍高等学校の教育の
特徴に関して周知を図ります。

11月22日 札幌英藍高等学校 札幌英藍高等学校 無料
【札幌英藍高等学校HP】
http://www.eiai.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：札幌英藍高等学校
電話番号：011-771-2004

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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北海道 札幌市 ② ピア・サポート交流会
札幌英藍高等学校のピア・サポート局員が近隣中学校を訪問し、中学
生とピア・サポートで交流を深めます。

11月 札幌英藍高等学校の近隣中学校 札幌英藍高等学校 無料
【札幌英藍高等学校HP】
http://www.eiai.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：札幌英藍高等学校
電話番号：011-771-2004

北海道 札幌市 ② 公開授業
本校保護者、近隣小中学校の教員・児童生徒・保護者及び地域住民
に日常の授業の様子や生徒の学習状況を公開します。

11月5日～22日 北海道札幌平岡高等学校 北海道札幌平岡高等学校 無料
【札幌平岡高校HP】
http://www.sapporohiraoka.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：北海道札幌平岡高等学校
電話番号：011-882-8122

北海道 札幌市 ② 公開授業週間
（公開授業等)教員の資質能力向上、授業改善・充実を目指し、生徒
の学力向上を図る取り組みの実施します。

１１月中の２週間 北海道札幌国際情報高等学校 北海道札幌国際情報高等学校 無料
連絡先：北海道札幌国際情報高等学校
電話番号：011-765-2021

北海道 札幌市 ②
第24回札幌国際情報高校マ
ラソン大会

第44回札幌マラソン大会に全校生徒で参加し、自己の体力に応じて、
個々の目標を達成させるとともに、健康の保持増進と体力の向上を図

10月6日 真駒内セキスイハイムスタジアム 北海道札幌国際情報高等学校
連絡先：北海道札幌国際情報高等学校
電話番号：011-765-2021

北海道 札幌市 ② 札幌白陵高等学校 授業公開週間です。 10月21日～25日 札幌白陵高等学校 札幌白陵高等学校 無料
【札幌白陵高等学校HP】
http://www.hakuryo.hokkaido-

連絡先：北海道札幌白陵高等学校
電話番号：011-871-5500

北海道 札幌市 ②
北海道札幌東商業孤島学校
「体験入学」

札幌市内及び近隣の中学生・保護者・中学校教員を対象に、学校説
明会と体験学習を実施し、札幌東商業高等学校の施設設備と、特色
ある教育活動を公開します。（主な内容：学校説明、学科説明、進路
説明、模擬授業、施設設備見学、部活動見学）

10月12日 札幌東商業高等学校 札幌東商業高等学校 無料
【※札幌東商業高等学校HP】
http://www.sattosho.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌東商業高等学校（総務部）
電話番号：011-891-2311

北海道 札幌市 ② 札工見学説明会
札幌工業高等学校の授業、実習、特別活動等を見学、体験していた
だき、進路決定の参考としていただきます。

10月6日 札幌工業高等学校 札幌工業高等学校 無料
【札幌工業高等学校HP】
http://www.sakko.hokkaido-
c.ed.jp/fulltime/juken.html

連絡先：札幌工業高等学校
電話番号：011-727-3341

北海道 札幌市 ①② 喫煙・薬物乱用防止講話 喫煙及び薬物乱用防止について、専門家から講話をいただきます。 10月23日 札幌工業高等学校 札幌工業高等学校 無料
連絡先：札幌工業高等学校
電話番号：011-727-3341

北海道 札幌市 ② 学校説明会
学校紹介、給食試食、授業見学、専門学科の体験学習、部活動見学
等を通して本校定時制の教育活動について知ってもらいます。

10月25日 北海道札幌工業高等学校
北海道札幌工業高等学校（定時
制）

無料
【札幌工業定時制HP】
http://www.sakko.hokkaido-
c.ed.jp/parttime/

連絡先：札幌工業高等学校
電話番号：011-727-3341

北海道 札幌市 ② 学校説明会
中学生、保護者、中学の教員を対象に、本校の概要説明や実習、部
活動の見学を実施し、本校の理解の深めてもらいます。

10月12日 札幌琴似工業高等学校 札幌琴似工業高等学校

【札幌琴似工業高等学校】
http://http://www.sapporokotoniko
ugyou.hokkaido-
c.ed.jp/index.php?page_id=84

連絡先：札幌琴似工業高等学校
電話番号：011-661-3251

北海道 札幌市 ② 学校安全教室
防災避難訓練を通して，災害における行動等について正しい知識を
学ぶ機会とします。

10月 札幌琴似工業高等学校体育館 札幌琴似工業高等学校（定時制） 無料
【札幌琴似工業高等学校HP】
http://www.sapporokotonikougyou.
hokkaido-c.ed.jp

連絡先：札幌琴似工業高等学校
電話番号：011-661-3251

北海道 札幌市 ② 薬物乱用防止講話
心身ともに健康で安全な生活習慣の確立を目指して、薬物乱用の防
止に向けた意識の高揚を図るために専門家による講演を行います。

12月 札幌琴似工業高等学校体育館 札幌琴似工業高等学校（定時制） 無料
【札幌琴似工業高等学校HP】
http://www.sapporokotonikougyou.
hokkaido-c.ed.jp

連絡先：札幌琴似工業高等学校
電話番号：011-661-3251

北海道 札幌市 ② 芸術鑑賞（古典芸能）
生徒の情操教育の一環として、本物の芸術を鑑賞することにより、豊
かな感性と干渉する態度を育みます。

10月11日 共済ホール 北海道有朋高等学校 無料
【有朋高等学校ＨＰ】
http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：有朋高等学校
電話番号：001-773-8200

北海道 札幌市 ② 交通安全教室
地域の自動車学校職員を講師に招き、自動車事故の実態や、ドライ
バーと歩行者の両観点から交通安全に関する知識やマナーについて

10月6日 有朋高等学校体育館 有朋高等学校 無料
【有朋高等学校HP】
http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：有朋高等学校
電話番号：011-773-8200

北海道 札幌市 ③ 第３回学校祭
幼小中学部、高等部普通科、専攻科それぞれの学習の成果を発表し
ます。舞台発表、展示、喫茶等の校舎内発表の他、視覚障がい教育
に関わる理解啓発活動を行います

10月19日～20日 北海道札幌視覚支援学校 北海道札幌視覚支援学校 無料
【北海道札幌視覚支援学校HP】
http://http://www.sapporoshikaku.
hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌視覚支援学校
電話番号：011-561-7107

北海道 札幌市 ② 学習発表会
乳幼児相談室、幼稚部、小学部、中学部の幼児児童生徒８０名が日
常の学習活動や学習の成果を発表します。

10月26日 北海道札幌聾学校 北海道札幌聾学校 無料
連絡先：北海道札幌聾学校
電話番号：011-716-2979

北海道 札幌市 ②
北海道札幌聾学校　創立70
周年記念式典

授業公開及び記念式典です。 11月1日 北海道札幌聾学校 北海道札幌聾学校 無料
連絡先：北海道札幌聾学校
電話番号：011-716-2979

北海道 札幌市 ② 中学部「札養フェスタ」
札幌養護学校中学部生徒が日常の学習成果を発表会という形で発
表します。

11月2日
北海道札幌養護学校体育館・中学
部校舎

北海道札幌養護学校 無料
【北海道札幌養護学校HP】
http://www.sapporoyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌養護学校
電話番号：011-896ｰ1311､1313､1355

北海道 札幌市 ② 小学部学習発表会
札幌養護学校小学部児童が日常の学習成果を発表会という形で発
表します。

11月9日 北海道札幌養護学校体育館 北海道札幌養護学校 無料
【北海道札幌養護学校HP】
http://www.sapporoyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌養護学校
電話番号：011-896ｰ1311､1313､1355

北海道 札幌市 ② 高等部「いきいき祭」
札幌養護学校高等部・訪問教育部高等部在学生が日常の学習成果
を発表します。

11月16日
北海道札幌養護学校体育館・高等
部校舎

北海道札幌養護学校 無料
【北海道札幌養護学校HP】
http://www.sapporoyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌養護学校
電話番号：011-896ｰ1311､1313､1355

北海道 札幌市 ② 学習発表会
学校の教育活動に対する理解を図る機会として、学習の成果を発表
します。

10月12日 体育館 北海道真駒内養護学校 無料
【北海道真駒内養護学校】
http://www.makomanaiyougo.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：北海道真駒内養護学校
電話番号：011-581-1782

北海道 札幌市 ② 文化祭 日常の学習成果を保護者や地域の方に発表します。 11月2日 体育館 北海道真駒内養護学校 無料
【北海道真駒内養護学校】
http://www.makomanaiyougo.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：北海道真駒内養護学校
電話番号：011-581-1782

北海道 札幌市 ② 文化祭 舞台発表、PTA子ども縁日、PTAバザー、展示等を行います。 11月2日
手稲養護学校
体育館

手稲養護学校 無料
【手稲養護学校】
http://www.teineyougo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道手稲養護学校
電話番号：011-682-1722

北海道 札幌市 ② 学習発表会
小学部1学年から6学年の児童が日頃の学習の成果について発表し
ます。

11月9日 星置養護学校 星置養護学校 無料
【星置養護学校HP】
http://hoshiokiyougo.hokkaido-

連絡先：教頭　平口山
電話番号：011－682－5110

北海道 札幌市 ② ほしみ祭(学校祭)
学習活動の成果を保護者、地域社会に公開し､特別支援教育に対す
る理解啓発を図ります。

11月16日
北海道星置養護学校ほしみ高等
学園

北海道星置養護学校ほしみ高等
学園

無料
【星置養護学校ほしみ高等学園】
http://www.hoshimi.hokkaido.-

連絡先：星置養護学校ほしみ高等学園
電話番号：011-681-6500

北海道 札幌市 ② ＰＴＡ学年企画
　各学年に応じて企画を開催し、生徒、保護者、職員による意見交
流、親睦を深め、特別支援学校の教育活動の理解啓発と相互連携の
促進を図ります。（交流ゲーム、ボッチャパラオリ体験校内学科見学ツ

10月10日,
　　18日 
11月15日

北海道札幌高等養護学校体育
館、実習棟

北海道札幌高等養護学校ＰＴＡ 無料
【札幌高等養護学校HP】
http://www.sakkouyou＠hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道札幌高等養護学校
電話番号：011-685-7744

北海道 札幌市 ② 学習発表会
拓北養護学校小学部児童による学習発表会を保護者、地域住民に公
開します。

11月2日
北海道拓北養護学校
体育館

拓北養護学校 無料
【北海道拓北養護学校】
http://www.takuhokuyougo.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道拓北養護学校
電話番号：011-775-2453

北海道 札幌市 ② 拓養祭
拓北養護学校中学部、高等部の生徒による企画、販売を行い、保護
者、地域住民等の来校者と交流をもちます。

11月9日
北海道拓北養護学校
体育館

拓北養護学校 無料
【北海道拓北養護学校】
http://www.takuhokuyougo.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道拓北養護学校
電話番号：011-775-2453

北海道 札幌市 ②
ユニバーサル
野球in北海道

野球盤を10倍ほど大きくしたユニバーサルスタジアムを使って、障が
いのある人もない人も平等に戦うことができる野球競技を拓北養護学
校ゴロ野球同好会と市内の少年野球チームで行います。

11月17日
北海道拓北養護学校
体育館

拓北養護学校おやじの会 無料
【北海道拓北養護学校】
http://www.takuhokuyougo.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道拓北養護学校
電話番号：011-775-2453

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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北海道 札幌市 ② 3年進路説明会
3学年保護者に現場実習及び今後の進路の進め方等について説明
し、進路懇談を実施します。

10月18日 札幌稲穂高等支援学校 札幌稲穂高等支援学校 無料
【札幌稲穂高等支援学校HP】
http://www.inahokoushi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲穂高等支援学校
電話番号：011-695-6922

メール：inahokoushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 札幌市 ② 1年進路説明会
1学年保護者に現場実習及び今後の進路の進め方等について説明
し、進路懇談を実施します。

10月21日 札幌稲穂高等支援学校 札幌稲穂高等支援学校 無料
【札幌稲穂高等支援学校HP】
http://www.inahokoushi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲穂高等支援学校
電話番号：011-695-6922

メール：inahokoushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 札幌市 ② 2年進路説明会
2学年保護者に現場実習及び今後の進路の進め方等について説明
し、進路懇談を実施します。

11月11日 札幌稲穂高等支援学校 札幌稲穂高等支援学校 無料
【札幌稲穂高等支援学校HP】
http://www.inahokoushi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲穂高等支援学校
電話番号：011-695-6922

メール：inahokoushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 札幌市 ② 学校祭
保護者、卒業生、地域住民に参加していただき、学校祭の催しなどを
通して、本校教育活動を理解していただいております。

11月29日 札幌稲穂高等支援学校 札幌稲穂高等支援学校 無料
【札幌稲穂高等支援学校HP】
http://www.inahokoushi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：札幌稲穂高等支援学校
電話番号：011-695-6922

メール：inahokoushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 札幌市 ②
学習発表会(小･中)

小学部・中学部の児童生徒が舞台発表を通して日頃の学習の成果を
発揮すると共に、地域に向けて本校の教育活動の理解・啓発を図る
機会とします。

11月9日 北海道札幌伏見支援学校 北海道札幌伏見支援学校 無料

【北海道札幌伏見支援学校トップ
ページ】
http://www.fushimishien.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌伏見支援学校
電話番号：011-520-5003

北海道 札幌市 ② 伏見祭(高)
高等部の生徒が販売や接客などの活動を通して日頃の学習の成果
を発揮すると共に、地域に向けて本校の教育活動の理解・啓発を図る
機会とします。

11月30日 北海道札幌伏見支援学校 北海道札幌伏見支援学校 無料

【北海道札幌伏見支援学校トップ
ページ】
http://www.fushimishien.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道札幌伏見支援学校
電話番号：011-520-5003

北海道 札幌市 ② ＰＴＡ研修会
・福祉制度や進路決定、年金受給までの流れについて保護者に説明
し、今後の進路決定に生かす機会とします。

11月15日 札幌あいの里高等支援学校 札幌あいの里高等支援学校 無料
【札幌あいの里高等支援学校HP】
http://www.ainosatokoshi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：札幌あいの里高等支援学校
電話番号：011-770-5511

北海道 札幌市 ② 学校祭
・近郊の地域の方々へのチラシ配付やホームページなどで案内を行
い、学習活動の成果として、生徒による学科の紹介、作業製品の即売
会などを行います。

11月30日 札幌あいの里高等支援学校 札幌あいの里高等支援学校 無料
【札幌あいの里高等支援学校HP】
http://www.ainosatokoshi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：札幌あいの里高等支援学校
電話番号：011-770-5511

北海道 札幌市 ③ さっぽろアートステージ2019
11月を文化芸術月間とし、文化芸術団体や民間企業、学校等と連携
し、演劇や音楽、美術等を中心に多彩なイベントを実施。

11月1日～12月1日 市内各所 さっぽろアートステージ実行委員会 無料 http://s-artstage.com/2019/
実行委員会事務局
011-281-7117

北海道 札幌市 ③
豊平館に関する建築文化の
講座

豊平館に関わる建築文化の講座を実施。（講師：NPO法人歴史的地
域資産研究機構代表理事　角　幸博）

11月7日 豊平館 札幌市豊平館 無料 http://www.s-hoheikan.jp/
札幌市豊平館
011-211-1951

北海道 札幌市 ④
日本学術会議　第１１回形態
科学シンポジウム

高校生対象の第一線で活躍する研究者と語り合いや生命科学の魅
力について語るイベントです。

10月22日
北海道大学医学部学友会館「フラ
テ」ホール

日本学術会議基礎生物学委員会　
等

無料
北海道大学大学院
医学研究院教授・渡邊雅彦
電話：011-706-5053

北海道 札幌市 ①② 第５２回時計台サロン

時計台サロンは、札幌市時計台（正式名：旧札幌農学校演武場）にお
いて、農学研究院の教員、各界で活躍されている卒業生や研究者が
講師となり、農業や環境に関わる諸問題等を一般市民に平易に説
明、紹介する講演会である。第52回サロンは、自然災害をテーマに開

10月24日 札幌市時計台ホール 北海道大学大学院農学研究院 無料 https://www.agr.hokudai.ac.jp/
北海道大学農学・食資源学事務部
庶務担当
011-706-2506

10月上旬に北海道大学
農学部・大学院農学研究
院・大学院農学院ウェブ
ページに詳細情報を掲載

北海道
札幌市厚別
区

④
北海道科学大学「科学大実
験ブース」

子どもたちに科学やものづくりに興味を持ってもらい、豊かな創造力を
持つ人材を育成することを目的とした科学の実験ブース。北海道
COC+事業のものづくり人材を育成する取組の一つともなっています。

11月4日
札幌市青少年科学館
札幌市厚別区厚別中央１条５丁目
２−２０

北海道科学大学 無料
北海道科学大学
https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学地域連携・広報課
011-676-8664

料金（青少年科学件入館
料は、中学生以下無料）
共催：札幌市青少年科学
館
協力：札幌市

北海道
札幌市中央
区

①
北海道科学大学まちかどキャ
ンパス「『柳宗悦　民藝紀行』
でたどる日本の手仕事」

民藝運動の主導者柳宗悦が、日本の北から南、韓国、台湾まで旅し
て探した「その土地ならではの無銘の美」。柳宗悦の旅の記録が収め
られた『柳宗悦民藝紀行』（水尾比呂志編、岩波文庫）を読み解きなが
ら、民藝の美と思想についてブックトーク形式で語ります。柳が各地で
見出した美しい手仕事をご紹介しながら、また、昭和初期から令和の
今日まで、民藝は、どのように発見され、受け継がれ、変化してきたの
か。時代をめぐりながら、現代の豊かさについてもご一緒に考えてみ

11月24日

紀伊國屋書店札幌本店１階イン
ナーガーデン
(札幌市中央区北5条西5-7 
sapporo55)

北海道科学大学 無料
北海道科学大学
https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学地域連携・広報課
011-676-8664

北海道
札幌市手稲
区

①②
③④

「北海道鉄路 × メディアアー
ツ 2019」Exhibition

北海道の鉄路が巡る地域を舞台とした文学や映画などをテーマに、そ
こに暮らす人々の文化「もの・こと・とき」を広義のメディアと捉え、写
真・イラスト・CG等の様々な表現で制作し展示する展覧会を実施しま

11/1-11/22
北海道科学大学　中央棟（E棟）1
階

北海道科学大学北方地域社会研
究所

無料
北海道科学大学
https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学
地域連携・広報課
011-676-8664

北海道
札幌市手稲
区

①②
③④

北海道科学大学公開講座
「チェンバロ演奏で綴る北前
船の歴史と港の役割」（予定）

北前船による交易や文化交流の歴史と港がはたした役割について
チェンバロによる演奏を交え ながらスライドを用いてご講演いただき
ます。

11月7日 北海道科学大学 北海道科学大学都市環境学科 無料
北海道科学大学
https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学
地域連携・広報課
011-676-8664

北海道 更別村 ② 更農市 本校で生産されて農産物（トマト、馬鈴薯、加工品）などを販売する。
10月11日
予定

更別農業高校 更別農業高等学校
【更別農業高等学校ＨＰ】
http:///www.sarabetsunougyou.hok
kaido-c.ed.jp

連絡先：更別農業高等学校
電話番号：0155-52-2362

北海道 更別村 ②
上更別幼稚園・上更別小学
校合同学習発表会

更別村上更別地区の地域住民・保護者の参観のもとで、地域の園児
及び児童の創造的な学習の成果を確認し、地域と幼稚園・小学校と
の連携を深めます。

11月9日 更別村立上更別小学校 上更別幼稚園・上更別小学校 無料
連絡先：更別村立上更別小学校
電話番号：0155-52-2461

北海道 猿払村 ① 鬼志別小学校学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表する 10月6日
猿払村立
鬼志別小学校
体育館

猿払村立
鬼志別小学校

無料
連絡先：猿払村立鬼志別小学校
　　　　教頭　高橋正一
電話番号：01635-2-3321

メール：
onishibetsusho@school-
sarufutsu.jp

北海道 猿払村 ① 猿払村芸能発表祭
村文化協会会員並びに一般村民の芸能発表の場、村内で活動する
団体や個人に参加を呼びかけ開催する。

11月9日 猿払村交流センター 猿払村文化協会 無料
連絡先：猿払村文化協会事務局
電話番号：01635-2-3011

北海道 佐呂間町 ① インターンシップ
就業体験を通して、地域の企業や産業の実態、働く喜びや厳しさを知
るとともに、自らの勤労観を育みます。

10月10日～11日 佐呂間町各事業所 佐呂間高等学校 無料
【佐呂間高校HP】
http://www.saroma.hokkaido-

連絡先：佐呂間高等学校
電話番号：01587-2-3653

北海道 佐呂間町 ①
性教育講話「いのちについて
考えよう」

思春期にある高校生が子どもを産み育てることの意義やその責任に
ついて理解を深め、妊婦体験や乳児との関わりを通して、命の尊さを
実感し、将来において健全な保育ができるよう、関心態度を養いま

10月23日 佐呂間高等学校 佐呂間高等学校 無料
【佐呂間高校HP】
http://www.saroma.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：佐呂間高等学校
電話番号：01587-2-3653

北海道 佐呂間町 ① 介護福祉体験学習
介護体験を通じて、高齢者に対する思いやりの心を育てるとともに、
自分たちができることを自ら考え、積極的に関わろうとする態度を育て

11月上旬
サンガーデン佐呂間・夢ふうせん・
グループホームはな

佐呂間高等学校 無料
【佐呂間高校HP】
http://www.saroma.hokkaido-

連絡先：佐呂間高等学校
電話番号：01587-2-3653

北海道 佐呂間町 ② 佐呂間小学校学芸会
学校の教育活動に対する理解を深めてもらうため保護者や地域住民
に劇・音楽・遊戯を発表し、この活動を通じて協力性や表現力・観賞力
を養います。

11月10日 佐呂間小学校 佐呂間町立佐呂間小学校 無料
連絡先：佐呂間町立佐呂間小学校
電話番号：01587-2-3625

北海道 佐呂間町 ② 若佐小学校学芸会
学校の教育活動に対する理解を深めてもらうため保護者や地域住民
に劇・音楽・遊戯を発表し、この活動を通じて協力性や表現力・観賞力
を養います。

11月9日 若佐小学校 佐呂間町立若佐小学校 無料
連絡先：佐呂間町立若佐小学校
電話番号：01587-2-8108

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 佐呂間町 ②
浜佐呂間小学校・浜佐呂間
保育所合同学芸会

学校と保育所が合同で開催、学習成果の発表の場として劇・音楽など
の表現活動を発表し、保護者・地域住民に学校教育への理解を深め
てもらう機会とします。

10月27日 浜佐呂間小学校
佐呂間町立浜佐呂間小学校・浜佐
呂間保育所

無料
連絡先：佐呂間町立浜佐呂間小学校
電話番号：01587-6-2423

北海道 佐呂間町 ② 佐呂間中学校文化祭
学校の教育活動に対する理解を深めてもらうため、保護者や地域住
民に合唱や演劇、展示等の文化活動を発表します。

10月13日 佐呂間中学校 佐呂間町立佐呂間中学校 無料
連絡先：佐呂間町立佐呂間中学校
電話番号：01587-2-3445

北海道 佐呂間町 ① スターまつり
施設を無料開放し利用促進を図り町民相互の交流を深め、スポーツ
表彰、スポーツ体験、水中ゲーム等を実施します。

10月14日 佐呂間町武道館・温水プール 佐呂間町教育委員会 無料
連絡先：佐呂間町教育委員会
電話番号：01587-2-1295

北海道 佐呂間町 ① ミュージックフェステバル
各学校･町内音楽団体の日頃の練習成果を広く発表する機会を提供
するとともに､団体間の親睦や技術の向上を図り､音楽を通じた青少年
の健全育成を目指します｡

11月17日 佐呂間町町民センター 佐呂間町教育委員会 無料
連絡先：佐呂間町教育委員会
電話番号：01587-2-1295

北海道 佐呂間町 ① 図書館まつり
図書館に訪れるきっかけを作ることで、図書館のＰＲ及び利用拡大を
図ります。人形劇、ゲーム、古本市、読み聞かせ等を行います。

11月3日 佐呂間町立図書館 佐呂間町教育委員会 無料
連絡先：佐呂間町立図書館
電話番号：01587-2-2215

北海道 佐呂間町 ① 家庭教育講演会 家庭教育の重要性を再認識させ､地域の教育力の向上を図ります｡ 11月22日 佐呂間町町民センター
佐呂間町教育委員会、町Ｐ連、家
庭教育推進会議

無料
連絡先：佐呂間町教育委員会
電話番号：01587-2-1295

北海道 鹿追町 ②
グローバル人材育成事業「グ
ローバル語り部」講演会

外部講師を招き、グローバル化に伴い変化した世界･日本国内の変
化について、また近い未来に起こりうる変化について理解を深める。

11月12日 本校体育館 鹿追高等学校 無料
連絡先：鹿追高等学校
電話番号：0156-66-3011

北海道 鹿部町 ② 防災教育
火山・地震・津波・風水害等に関する学習を通して、それらについての
興味・関心を持たせるとともに防災意識の高揚を図ります。

10月3日 鹿部町立鹿部小学校 町防災課・町教委・小学校 無料
連絡先：鹿部町立鹿部小学校
電話番号：01372-7-3334

北海道 鹿部町 ② ふるさと学習体験
町内の各職場における就業体験を通して、働く意義を学び、将来に向
けての職業観を養います。

10月11日 町内各事業所 鹿部中学校 無料
連絡先：鹿部町立鹿部中学校
電話番号：01372-7-3114

北海道 鹿部町 ② 学芸会
児童の成長や本校の教育への理解を深めてもらうことをねらいに日
常の学習の成果として文化的な発表を披露します。

10月25日 鹿部町立鹿部小学校 鹿部町立鹿部小学校 無料
連絡先：鹿部町立鹿部小学校
電話番号：01372-7-3334

北海道 鹿部町 ①③ 鹿部町文化祭
町内各文化団体及びサークル、幼稚園、小学校、中学校における日
常の文化活動の成果を発表します。

11月3日 鹿部中央公民館 鹿部町文化祭実行委員会 無料
連絡先：鹿部町教育委員会
電話番号：01372-7-3124

北海道 鹿部町 ② 鮭の遡上学習
小学生体験活動の一環として、1・2年生を対象に「さけの稚魚放流」を
実施しており、その補完事業として、4年生を対象とした「さけの遡上学
習」を実施します。

11月5日
渡島管内さけ・ます増殖事業協会
大船ふ化場

鹿部町立鹿部小学校 無料
連絡先：鹿部町立鹿部小学校
電話番号：01372-7-3334

北海道 標茶町 ③ 磯分内地区文化祭
磯分内地区住民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。
・作品展　・芸能発表

10月19日～20日 磯分内酪農センター 磯分内地区文化協会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 虹別地区文化祭
虹別地区住民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。
・作品展　・芸能発表

10月25日～27日 虹別酪農センター 虹別地区文化協会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ② PTA親子スポーツ交流会
本校の児童と保護者、教職員が簡単なスポーツを通して、交流を深め
ます。

10月26日 虹別小学校体育館 虹別小学校PTA 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 茶安別地区文化祭
茶安別地区住民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。
・作品展　・健康相談会

10月26日～27日 茶安別公民館 茶安別地区文化協会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 阿歴内地区文化祭
阿歴内地区住民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。
・作品展　・健康相談会

11月2日～3日 阿歴内公民館 阿歴内地区文化協会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 塘路地区文化祭
塘路地区住民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。
・作品展　・健康相談会

11月2日～3日 塘路地区公民館 塘路地区文化協会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 標茶町芸術発表 町民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。 11月3日 標茶町コンベンションホールうぃず 標茶町総合文化祭実行委員会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 標茶町総合文化祭
町民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。
・作品展　・芸能発表　・音楽祭

11月8日～10日 標茶町コンベンションホールうぃず 標茶町総合文化祭実行委員会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ① 標茶町少年の主張大会
次代を担う児童・生徒が家庭や学校及び社会生活の中での体験を通
して、日頃考えていることを主張し、その意見を健全育成に役立たせ
ます。

11月16日 標茶町コンベンションホールうぃず 標茶町教育委員会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ③ 標茶町音楽祭 町民の芸術・文化の発表、参加機会を設けます。 11月17日 標茶町コンベンションホールうぃず 標茶町総合文化祭実行委員会 無料
連絡先：標茶町教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：015-485-2111内線289

北海道 標茶町 ② 参観日（兼地域参観日）
中学年が26日、高学年が27日、低学年が29日（いずれも5時間目）に
地域参観日を兼ねて地域との関連がわかる授業内容を公開します。

11月26日,27日,29日 標茶町立標茶小学校 標茶町立標茶小学校 無料
【標茶町立標茶小学校ＨＰ】
http://town.shibecha.ed.jp/shibech
a-e/htdocs/

連絡先：標茶町立標茶小学校
電話番号：015-485-2009

北海道 標茶町 ①
釧路管内高等学校教育研究
会環境教育部会第２回研究
協議会

本校生徒の企画・運営による自然環境に係るフィールド学習を体験す
ることができます。

10月4日 北海道標茶高等学校 北海道標茶高等学校 無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2001

北海道 標茶町 ①②
さんフェア2019「農業高校食
彩フェア」

本校の授業や研究活動で生産した農産物や加工品を地域住民に販
売し、教育内容をPRします。

10月5日 イトーヨーカドー帯広
北海道産業教育振興会、道高等
学校校長協会農業部会

無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2001

北海道 標茶町 ①②③ 林業・木材産業出前講座
林業・木材産業の仕事や森林環境保全に関することについて専門家
から学びます。

10月7日 北海道標茶高等学校 北海道標茶高等学校 無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2001

北海道 標茶町 ①②③ 秋季防災訓練
防災に対する正しい知識と技能を身に付け、適切に対応できるよう
に、消防署と連携した避難訓練を実施します。

10月9日 北海道標茶高等学校 北海道標茶高等学校 無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2001

北海道 標茶町 ①② 標茶うまいもん発見市場
本校の授業や研究活動で生産した農産物や加工品を町内外の生産
物とともに地域住民に販売し、教育内容をPRします。

10月26日 標茶町駅前「ウェルフェア」 標茶町商工会 無料
【標茶町商工会】
http://www.sip.jp/~shokokai/

連絡先：標茶町商工会
電話番号：015-485-2264

北海道 標茶町 ①②④ 校内実績発表大会
本校の農業に関するプロジェクト活動の成果を校内外の審査員や全
校生徒へ発表し、科学的な資質・能力の向上に努めます。

10月29日 北海道標茶高等学校 北海道標茶高等学校 無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2006

北海道 標茶町 ② 公開授業週間
本校の教育活動について広く公開し、評価をいただき、今後の授業改
善や教育課程編成にいかします。

10月21日～11月1日 北海道標茶高等学校 北海道標茶高等学校 無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2001

北海道 標茶町 ①② 標茶うまいもん発見市場
本校の授業や研究活動で生産した農産物や加工品を町内外の生産
物とともに地域住民に販売し、教育内容をPRします。

11月23日 標茶町駅前「ウェルフェア」 標茶町商工会 無料
【標茶町商工会】
http://www.sip.jp/~shokokai/

連絡先：標茶町商工会
電話番号：015-485-2264

北海道 標茶町 ② 職員防災研修
教員を対象として、防災に対する正しい知識と技能を身に付け、適切
に対応できるように、消防署と連携した防災研修を実施します。

11月27日 北海道標茶高等学校 北海道標茶高等学校 無料
【標茶高等学校ＨＰ】
http://www.shibecha-h.ed.jp/

連絡先：北海道標茶高等学校
電話番号：015-485-2001

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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北海道 士別町 ② 中学生体験入学
中学校3年生とその保護者､中学校教員を対象に本校の教育内容の
説明と授業体験､部活動見学を行います｡

10月12日 北海道士別翔雲高等学校 北海道士別翔雲高等学校 無料
【士別翔雲高等学校HP】
http://www.s-shoun.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道士別翔雲高等学校
電話番号：0165-23-2914

北海道 士別町 ① 士別PR
士別市の協力のもと､第2学年生徒が見学旅行時に､士別市ゆかりの
会の方々とともに東京において士別市と特産品の紹介を行います｡

10月24日
墨田区キラキラ橘商店街、新浦安
駅前広場、船橋駅・京成船橋駅等

北海道士別翔雲高等学校 無料
【士別翔雲高等学校HP】
http://www.s-shoun.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道士別翔雲高等学校
電話番号：0165-23-2914

北海道 士別町 ② 性に関する教室
第1学年生徒､保護者を対象に外部講師を招いて性･心･からだ､生命
の尊さについての講演会を実施します｡

10月23日 北海道士別翔雲高等学校 北海道士別翔雲高等学校 無料
【士別翔雲高等学校HP】
http://www.s-shoun.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道士別翔雲高等学校
電話番号：0165-23-2914

北海道 士別町 ① 森林体験学習
NPO法人森の生活の協力のもとに下川町の森林づくりと森林資源の
利用について士別翔雲高校と下川商業高校の1年生が交流を深めな
がら体験学習を行います｡

10月8日 下川町 北海道士別翔雲高等学校 無料
【士別翔雲高等学校HP】
http://www.s-shoun.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道士別翔雲高等学校
電話番号：0165-23-2914

北海道 士別市 ①③ 記念集会
同窓会主催で開校120周年を祝う記念集会を実施します。学校と地域
の歴史を振り返ります。

10月24日 士別小学校 士別小学校同窓会 無料
連絡先：士別小学校
電話番号：0165-23-4168

北海道 士別市 ② 上小っ子祭り
自分たちで育てたお米を使って料理を作ったり,お店を出します｡お世
話になった地域の方々との交流を深めます

11月15日 上士別小学校 上士別小学校 無料
連絡先：上士別小学校
電話番号：0165－24－2281

メール：
s-

北海道 士別市 ② 温根別小学校学芸会 学習の発表を通して、家族や地域の方々とふれあいます。 10月26日 温根別小学校体育館 温根別小 無料
連絡先：士別市立温根別小学校
電話番号：0165-27-2310

北海道 士別市 ①③
上士別町民文化祭（作品展
示と交流）

上士別の家庭・学校・地域社会及び行政が一体となって，趣味や文
化・芸術の作品を交流します。

11月1日 上士別町民センター 上士別公民館 無料
連絡先：上士別公民館
電話番号：0165-24-2207

北海道 士別市 ①③
上士別町民文化祭（芸能発
表）

上士別の家庭・学校・地域社会及び行政が一体となって，趣味や文
化・芸術の作品を交流します。

11月3日 上士別町民センター 上士別公民館 無料
連絡先：上士別公民館
電話番号：0165-24-2207

北海道 士別市 ① 朝日の地層 朝日地区の地層で化石の採取やクリーニングを行います。 10月中
朝日町内露頭
サンライズホール

サンライズホール 無料
連絡先：朝日中学校
電話番号：0165-28-3224

北海道 士別市 ① 士別地区意見発表会 各中学校からの代表が集まり、意見発表大会を行う。 10月2日 和寒中学校 市教研国語班 無料
連絡先：和寒中学校
電話番号：0165-32-3192

北海道 士別市 ① 英語発表大会 各中学校からの代表が集まり、意見発表大会を行う。 10月8日 士別文化センター 市教研英語班 無料
連絡先：士別南中学校
電話番号：0165-23-4158

北海道 士別市 ① 小中音楽発表会 市内各小中学校から音楽・合唱・吹奏楽などの発表を行い交流する 10月23日 士別文化センター 市教研音楽班 無料
連絡先：士別南小学校
電話番号：0165-23-4148

北海道 士別市 ② 市Ｐ連ミニバレーボール大会 市内各小中学校ＰＴＡ会員と市教委による交流大会 11月2日 士別市総合体育館 士別市ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：士別中学校
電話番号：0165-23-3524

北海道 士別市 ② 市Ｐ連研究大会 ＰＴＡ会員を中心とした、研究大会 11月16日 市Ｂ津文化センター 士別市ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：士別南中学校
電話番号：0165-23-4158

北海道 標津町 ② インターンシップ報告会
2学年で実施するｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟでの体験をまとめ、発表し振り返りを行う
とともに、受け入れ事業所や教育関係者にも観覧いただき、生徒の職
業観と進路意識の向上を図ります。

11月8日 標津高校体育館 標津高校 無料
【標津高等学校ＨＰ】
http://www.n-shibetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：標津高等学校
電話番号：0153-82-22015

北海道 標津町 ① ふれあいスポーツデー
町民の健康・体力づくりを図り“町民皆スポーツ”を推進し地域間・世
代間を超えてのふれあいづくりです。
詳細についてはウェブサイト等で確認してください。

10月5～6日 標津町総合体育館他 ふれあいスポーツデー実行委員会 無料
【標津町HP】
http://www.shibetsutown.jp/educat
ion/sogotaiikukan/

連絡先：標津町総合体育館
電話番号：0153-82-3112

北海道 標津町 ② 標津町立標津小学校学芸会
日常の学習の成果を保護者や地域住民に公開し、教育活動の参観と
して公開します。

10月13日 標津町立標津小学校 標津町立標津小学校 無料
連絡先：標津町立標津小学校教頭
電話番号：0153-82-2085

北海道 標津町 ②
標津町立川北小学校学習発
表会

器楽演奏、演劇、和太鼓など日頃取り組んでいる学習の成果を保護
者や地域の方に公開します。

10月13日 標津町立川北小学校体育館 川北小学校 無料
連絡先：川北小学校
電話番号：0153-85-2019

北海道 標津町 ② 学校祭 ステージ発表（合唱・演劇・川北太鼓等）を実施します。 10月19～20日 標津町立川北中学校体育館 標津町立川北中学校 無料 http://blog.goo.nr.jp/e16ad6p5
連絡先：標津町字川北93－3
電話番号：85－2015

北海道 標津町 ② 標津町立標津中学校文化祭 ステージ発表（演劇、合唱、弁論等）を実施します。 10月20日 標津町立標津中学校体育館 標津町立標津中学校 無料
連絡先：標津町立標津中学校
電話番号：0153-82-2083

北海道 標津町 ③ 標津町文化祭展示部門
各種サークル活動及び町民作成の成果展示会。書道、陶芸、絵画、
パッチワーク、写真、手芸等を文化の日まで展示する。

10月27日～11月3日 あすぱる 町文化祭実行委員会 無料
連絡先：標津町生涯学習センター
電話番号：0153-82-2900

北海道 標津町 ① 防犯子どもスポーツまつり
カレーの食材を集めるカレーライスウォークラリーやニュースポーツを
体験できます。

11月2日 標津町内
標津町スポーツ協会
標津町防犯協会
標津町スポーツクラブ

無料
連絡先：標津町総合体育館
電話番号：0153-82-3112

北海道 標津町 ③ 標津町文化祭芸能発表
加盟サークルや町民の芸能発表。遊戯、郷土芸能、吹奏楽、演劇、詩
吟などを披露する。

11月3日 あすぱる 町文化祭実行委員会 無料
連絡先：標津町生涯学習センター
電話番号：0153-82-2900

北海道 士幌町 ② 士幌町立士幌小学校 学習発表会 10月26日 士幌町立士幌小学校 士幌町立士幌小学校 無料
連絡先：士幌町立士幌小学校
電話番号：01564-5-2251

北海道 士幌町 ② 学芸会 日頃の学習の成果を劇や音楽などの表現活動を通して発表する。 10月26日 士幌町立中士幌小学校 士幌町立中士幌小学校 無料
連絡先：中士幌小学校
電話番号：01564-7-4123

北海道 士幌町 ②
上居辺小学校・上居辺保育
所学習発表会

上居辺地区の小学生と園児が劇，合唱（歌），器楽，遊戯（リズム運
動）、体操など，日常の学習活動における発表を総合的に行います。

11月9日 士幌町立上居辺小学校
校長　
溝口勝彦

無料
連絡先：士幌町立上居辺小学校
電話番号：01564-5-3334

北海道 士幌町 ③ 佐倉小学校学芸会
小学生が劇や合唱、器楽演奏などを通して、日頃の表現活動の成果
を発表します。学芸会後には、閉校事業協賛会の企画もあり、地域と
一体となった活動が行われます。

11月9日 士幌町立佐倉小学校
佐倉小学校
・閉校事業協賛会

無料
連絡先：士幌町立佐倉小学校
電話番号：01564-5-2995

北海道 士幌町 ① おはよう運動
生徒会、規律委員会が中心となって朝のあいさつ運動を行います。ま
た、家庭や地域にも呼びかけて、連携して行います。

10月～11月予定 士幌町中央中学校 士幌町中央中学校 無料
連絡先：士幌町中央中学校
電話番号：01564-5-2221

北海道 清水町 ②
北海道清水高等学校総合学
科を語る集い

管内の中学生や地域の方々が参加し、総合学科である清水高等学校
の教育活動について、本校生徒や卒業生が発表し、交流/情報交換
をしていただきます。

11月2日 清水高等学校
清水高等学校振興会・清水高等が
高

無料
連絡先：清水高等学校振興会事務局
電話番号：0156－62－2156

ﾒｰﾙ：shimizu-
z1@hokkaido-c.ed.jp

北海道 占冠村 ① 村民総合文化祭
村民の芸能発表、作品展示を行います。作品には、幼児、小学生、中
学生の作品展示も含まれています。

11月3日 占冠村コミュニティプラザ 占冠村教育委員会 無料
連絡先：占冠村教育委員会
電話番号：0167-56-2182

北海道 占冠村 ② 清流大学ふれあい授業
占冠村高齢者大学の学生さんをお招きし、中学生と一緒に授業を受
けたり、給食を食べたりして交流を深めます。

11月11日 占冠中学校 占冠中学校 無料
連絡先：占冠中学校
電話番号：0167-56-2821

北海道 占冠村 ② 占冠村児童作品展
村内の児童生徒が作成した絵画等の作品を展示し、豊かな心の醸成
を図ります。

11月3日 占冠村コミュニティプラザ 占冠村教育研究会 無料
連絡先：占冠村教育研究会
（事務局：占冠中央小学校）
電話番号：0167-56-2824

北海道 占冠村 ② 総合的な学習｢福司｣
お年寄りが集まる｢いきいきクラブ｣を訪問し，子ども達が企画したゲー
ムなどを通して，交流を図ります。

11月13日 トマム支所 トマム学校 無料
連絡先：トマム学校
電話番号：0167-57-2237

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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北海道 下川町 ② 租税教室 外部講師を招き，税について正しい知識を身に付けます。 11月20日 下川町立下川小学校 下川町立下川小学校 無料
連絡先：下川町立下川小学校
電話番号：01655-4-2023

北海道 下川町 ② 薬物乱用防止教室
生徒・保護者に薬物が心身に与える影響や薬物から身を守る手立て
について名寄警察署から講師をお招きし講演していただく。

11月12日 下川町立下川中学校体育館 下川町立下川中学校 無料
連絡先：下川中学校
電話番号：01655-4-2040

北海道 下川町 ② 森林体験学習
下川町内のＮＰＯ法人と連携し、下川町の森林や林業について学びま
す。

10月8日 下川町内 本校 無料
【下川商業高校HP】
http://http://www.shimokawashoug
you.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：下川商業校高等学校
電話番号：01655-4-2545

北海道 斜里町 ② 薬物乱用防止教室
講師を招き、薬物依存についての理解を深めるとともに、薬物に絶対
に手を出さないという意識を啓発します。

11月15日 斜里高校体育館 斜里高等学校 無料
【斜里高等学校HP】
http://shari.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：斜里高等学校
電話番号：0152－23－2145

北海道 斜里町 ②
斜里小学校
ＰＴＡ研修会

講師を招き、講演会を実施しＰＴＡ会員相互の学習及び交流の場とし
ます。

11月30日 斜里小学校 斜里小学校ＰＴＡ 無料
連絡先：斜里小学校
電話番号：0152－23－3217

北海道 斜里町 ①
オホーツク東部地区ＰＴＡ連
合会研究大会

オホーツク東部地区(網走市、大空町、小清水町、清里町、斜里町)の
ＰＴＡの方々が参加し、講演会を行います。

11月9日 ゆめホール（斜里町） オホーツク東部地区ＰＴＡ連合会 無料
【斜里町立朝日小学校HP】
http://asahisho01.ec-net.jp/

連絡先：斜里町立朝日小学校
電話番号：0152-23-3321

北海道 斜里町 ② 学芸会
保護者や地域住民を招待し、日常の学習の成果を発表します。児童
が互いに認め合い、自己を高めようとする意欲を伸ばす場とします。

11月16日 斜里町立朝日小学校 斜里町立朝日小学校 無料
【斜里町立朝日小学校HP】
http://asahisho01.ec-net.jp/

連絡先：斜里町立朝日小学校
電話番号：0152-23-3321

北海道 斜里町 ①
朝日小学校子育て支援事業
（学校力向上事業）「つむぎ子
屋」

地域住民の方をゲストティーチャーに招き、子育てに関する内容につ
いてのミニ研修会を開催します。

11月下旬 斜里町立朝日小学校
朝日小学校長
朝日小学校
PTA研修部

無料
【斜里町立朝日小学校HP】
http://asahisho01.ec-net.jp/

連絡先：斜里町立朝日小学校
電話番号：0152-23-3321

北海道 斜里町 ①③ 芸術鑑賞
斜里町公民館事業と連携し、太鼓奏者「鼓童」による伝統芸術鑑賞を
年２回実施。①７月ワークショップ（学習・体験）、②１０月実演鑑賞と、
本校体育館で全校生徒・地域の方々を対象に行います。

10月1日 斜里中体育館 斜里町公民館 無料
連絡先：斜里中学校
電話番号：0152-23-3212

北海道 斜里町 ② 学校祭
保護者・地域住民を対象に、日常の学習成果の発表の場として、演劇
や音楽等の発表活動を行います。

10月20日 斜里町立知床ウトロ学校 斜里町立知床ウトロ学校 無料
連絡先：斜里町立知床ウトロ学校
電話番号：0152-24-2838

北海道 初山別村 ② 学校公開
授業を保護者や地域に公開し，教育活動の理解や授業力向上に役
立てる。また，小学校教職員の参観により，小中連携を推進していき

10月中旬 初山別村立初山別中学校 初山別村立初山別中学校 無料
連絡先：初山別村立初山別中学校
電話番号：0164-67-2452

北海道 初山別村 ② 初小まつり
児童が保育所，保護者，地域の方に楽しんでもらえるように，学習し
たことを生かしたゲームのお店を開きます。

11月12日 初山別村立初山別小学校 初山別村立初山別小学校 無料
連絡先：初山別村立初山別小学校
電話番号：0164-67-2451

北海道 初山別村 ③
第36回初山別村読書感想文
コンクール表彰式

児童・生徒から応募された読書感想文の審査結果を表彰し、読書へ
の関心を高める。また、最優秀賞受賞者に発表朗読を披露してもらい

11月20日 初山別村自然交流センター 初山別村教育委員会 無料
連絡先：初山別村教育委員会
電話番号：0164-67-2136

北海道 白老町 ②
北海道白老東高等学校　芸
術鑑賞

外部団体による芸術鑑賞を実施し、情操教育を行います。 10月7日 北海道白老東高等学校 北海道白老東高等学校 無料
【白老東高校ＨＰ】
http://www.shiraoihigashi.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：白老東高校
電話番号：0144-82-4762

北海道 白老町 ②
北海道白老東高等学校　学
校説明会

白老町・苫小牧市内の中学3年生とその保護者及び中学校教員を対
象に、学校説明や体験授業を行い、本校への理解の深化を図りま
す。

10月24日 北海道白老東高等学校 北海道白老東高等学校 無料
【白老東高校ＨＰ】
http://www.shiraoihigashi.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：白老東高校
電話番号：0144-82-4762

北海道 白老町 ②
北海道白老東高等学校　イン
ターンシップ

就業体験をを通して、働くことの意義や目的を理解するとともに、地域
の産業について理解を深めます。

11月6・7日
白老町・苫小牧市・登別市の各事
業所

北海道白老東高等学校 無料
【白老東高校ＨＰ】
http://www.shiraoihigashi.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：白老東高校
電話番号：0144-82-4762

北海道 白老町 ②
白老町青少年育成大会　兼　
しらおい子ども憲章実践発表
会

優良勤労青年の顕彰，育成活動者の表彰，少年の主張大会他，白老
町の子ども憲章に関わる各小中学校の取組実践発表を実施し，地域
が一体となって子どもの健全育成を支援していきます。

11月16日 白老町コミュニティセンター講堂 白老町青少年育成町民の会 無料

連絡先：事務局
　白老町教育委員会
　生涯学習課
電話番号：0144-85-2020

メール：
shougai@town.shiraoi.hok
kaido.jp

北海道 白老町 ②
白老小学校
学習発表会

・児童の合唱・器楽、劇等を保護者や地域の方々に広く見ていただき
ます。
・児童の学習の成果を発表する場であるとともに、学校への理解を深

10月19日 白老小学校 白老町立白老小学校 無料
【白老小学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/shiraoi-s/

連絡先：白老町立白老小学校
電話番号：0144-82-2010

メール：sro-sho-
1@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
白老小学校PTA　　地域見守
り活動

・PTA児童安全委員の保護者の方々や教員が通学路１１ヵ所やスクー
ルバス停４ヵ所に立ち安全を呼びかけます。

10月9日,11月13日 白老小学校区・通学路 白老小学校PTA 無料
【白老小学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/shiraoi-s/

連絡先：白老町立白老小学校
電話番号：0144-82-2010

メール：sro-sho-
1@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
元気いっぱい！にこにこプロ
ジェクト(校区内での一斉あい
さつ運動)

・小中一貫型コミュニティスクールの取組の一環として、毎月０の付く
日に小中の児童会/生徒会で合わせてあいさつ運動を行います。地
域や保護者へも紹介と参加の依頼を行います。

10月10日,30日,11月20
日

白老小学校・白老中学校、校区通
学路

白老小学校児童会、白老中学校
生徒会

無料
【白老小学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/shiraoi-s/

連絡先：白老町立白老小学校
電話番号：0144-82-2010
連絡先：白老町立白老中学校
電話番号：0144-82-2026

メール：sro-sho-
1@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
萩野小学校
学習発表会

演劇，器楽演奏，合唱など，児童の発表を保護者をはじめ広く地域の
方々に見ていただき，本校教育活動への理解を深めていただく。

10月19日 萩野小体育館 萩野小学校 無料
連絡先：白老町立萩野小学校
電話番号：0144-83-2106

メール：sro-hagino-sho-
3@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
萩野小学校
全校会食会

日頃お世話になっている方たちを招待して，町内や学校でとれた農産
物の入ったカレーライスをつくり振る舞う。

10月30日 萩野小体育館 萩野小学校 無料
連絡先：白老町立萩野小学校
電話番号：0144-83-2106

メール：sro-hagino-sho-
3@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ② ふれあいふるさとDay
ふれあいふるさとDay（土曜授業）の一環として,校区内の町内会等で
実施する「萩野北吉原文化祭」の作品部門と舞台部門に児童が参加

11月9日 萩野公民館
萩野小学校(萩野北吉原文化祭実
行委員会）

無料
連絡先：白老町立萩野小学校
電話番号：0144-83-2106

メール：sro-hagino-sho-
3@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
竹浦小学校
学習発表会

音楽的な発表や劇などを保護者や地域の方々に公開し、子どもたち
の学習の様子や成果を参観していただきます。

10月12日 白老町立竹浦小学校体育館 白老町立竹浦小学校 無料
【竹浦小学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/takeura-s/framepagel.htm

連絡先：白老町立竹浦小学校
電話番号：0144-87-2118

メール：sro-takeura-sho-
1@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
竹浦小学校
ふれあいふるさとＤａｙ

　学校周辺の環境を見つめ、美しい環境を保とうとする意識を育みま
す。

10月5日 白老小学校通学路 白老町立竹浦小学校 無料
【竹浦小学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/takeura-s/framepagel.htm

連絡先：白老町立竹浦小学校
電話番号：0144-87-2118

メール：sro-takeura-sho-
1@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ②
白老町立虎杖小学校学習発
表会

演劇・器楽演奏・合唱等児童の発表を保護者や広く地域の方々に参
観いただき、本校の教育活動や地域の子どもへの理解を深めていき

10月19日 白老町立虎杖小学校 白老町立虎杖小学校 無料
連絡先：白老町立虎杖小学校
電話番号：0144－87－2009

メール：sro-kojo-sho-
3@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ② 虎杖まつり
児童が廃物を利用して作成したアトラクションに、児童、校区の保育園
児、地域住民の方々に参加いただき、リサイクルについての意識や学
校の教育活動への理解を深めてもらう機会としています。

11月9日 白老町立虎杖小学校 白老町立虎杖小学校 無料
連絡先：白老町立虎杖小学校
電話番号：0144－87－2010

メール：sro-kojo-sho-
3@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白老町 ② ２年職業体験学習
【職場体験学習】
　町内をステージとして、各事業所において、２日間の日程で職場体
験学習を行います。

11月12～13日 白老町内各事業所 白老町立白老中学校 無料
連絡先：白老町立白老中学校
電話番号：0144-82-2026

メール：sro-chu-
1@hokkaido.ed.jp

北海道 白老町 ② １日防災学校
　白老町総務課危機管理室・教育委員会・地域の方と協働して防災に
ついて学びんでいく。

10月26日 白老中学校 白老町 無料
連絡先：白老町立白老中学校
電話番号：0144-82-2026

メール：sro-chu-
1@hokkaido.ed.jp

北海道 白老町 ② 公開授業参観週間
実施期間中、終日授業公開。学校や子どもたちの様子を参観してい
ただくことで、学校の教育活動についての理解を深めていただきま
す。

11月11日　～15日 白老町立白翔中学校 白老町立白翔中学校 無料
【白老町立白翔中学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/hakusho-c/index.htm

連絡先：白老町立白翔中学校
電話番号：0144-83-2303

メール：sro-hakusho-
chu-
1@hokkaido.school.ed.jp

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



1729

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 白老町 ② ２年職業体験学習
地域の各事業所等で、職業体験を実施することで、勤労に対する理解
を図るとともに，学校や子どもたちとの地域との繋がり深めていきま
す。

10月16日　～17日 白老町内各事業所 白老町立白翔中学校 無料
【白老町立白翔中学校ＨＰ】
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp
/school/hakusho-c/index.htm

連絡先：白老町立白翔中学校
電話番号：0144-83-2303

メール：sro-hakusho-
chu-
1@hokkaido.school.ed.jp

北海道 白糠町 ② 学芸発表会

①小学校の大きな行事である学芸発表会を保護者・地域・近隣の保
育所園児に発表します。
②絵画・版画・陶芸などの児童の作品発表と共に、学校施設を利用し
ている地域の陶芸サークルの方々の作品を展示も行います。

10月19日 白糠町立白糠小学校体育館 白糠町立白糠小学校 無料
連絡先：白糠小学校
電話番号：01547-2-2828

北海道 白糠町 ② ふるさと参観日
ふるさと学習の活動を、保護者・地域の方々に向け発信する学習発表
会を行います。

11月9日
白糠町立茶路小中学校玄関ホー
ル

白糠町立茶路小中学校 無料
連絡先：白糠町立茶路小中学校
電話番号：01547-2-2797

北海道 白糠町 ② ふるさと参観日
できるだけ多くの保護者、地域の方々に子供達の様子を観て頂けるよ
う１日授業公開を行います。日頃学習している、ＥＣタイムの授業も公
開する予定です。

11月16日 白糠町立白糠中学校 白糠町立白糠中学校 無料
連絡先：白糠町立白糠中学校
電話番号：01547-2-2825

北海道 白糠町 ① 明日の青少年を考える集い
・白糠町青少年健全育成功労者表彰式
・ふるさと学習報告会　・ふるさと教育事業報告会

11月24日 社会福祉センター 白糠町教育委員会 無料
【白糠町ＨＰ】
http://town.shiranuka.lg.jp

連絡先：白糠町教育委員会社会教育課
電話番号：01547-2-2287

北海道 白糠町 ③ 白糠町総合文化祭
町民の芸術・文化の発表機会
・作品展示　・芸能発表会　・体験コーナー　・芸術文化鑑賞会

10月25日～11月10日 白糠町社会福祉センター
白糠町文化協会・白糠町教育委員
会

無料
【白糠町ＨＰ】
http://town.shiranuka.lg.jp

連絡先：白糠町社会福祉センター
（文化振興係）
電話番号：01547-2-2287

北海道 白糠町 ①
秋のヨムヨムフェア・図書室ま
つり

読書習慣の期間に合わせ、読書推進事業を実施します。
・本の展示　・絵本読み聞かせ　・本のリサイクル市

10月12日～10月27日 白糠町公民館 白糠町教育委員会 無料
【白糠町ＨＰ】
http://town.shiranuka.lg.jp

連絡先：白糠町社会福祉センター
（文化振興係）
電話番号：01547-2-2287

北海道 白糠町 ①
第27回釧勝峠駅伝大会・第
44回白糠町駅伝競走大会

スポーツに親しみ健全な心身を養うことを心掛け駅伝を通じて広く友
好を深めることを目的としている大会です。国道392号線左股駐車場
を出発点とする全長40Kmと茶路小中学校前を出発点とする全長
10Kmの２つのコースで実施します。

11月4日
（予定）

白糠町総合体育館ほか 白糠町体育協会
【白糠町ＨＰ】
http://town.shiranuka.lg.jp

連絡先：白糠町教育委員会
社会教育スポーツ推進係
電話番号：01547-2-2287

北海道 白糠町 ② 学校説明会
主に釧路管内の中学校の生徒、保護者、教職員を対象に学校紹介や
体験授業を実施します。

10月11日 北海道白糠高等学校 北海道白糠高等学校 無料
【白糠高等学校ＨＰ】
http://www.shiranuka.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道白糠高等学校
電話番号：01547-2-2193

北海道 白糠町 ② 薬物乱用防止教室
薬物乱用に対する正しい知識や危険性を専門の外部講師から学び、
未然防止を図ります。

11月5日 北海道白糠高等学校 北海道白糠高等学校 無料
【白糠高等学校ＨＰ】
http://www.shiranuka.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道白糠高等学校
電話番号：01547-2-2193

北海道 白糠町 ② 学習発表会
日々の学習活動の成果を、ステージ発表という形で、保護者や関係
機関や地域の方々に発表し、障がいのある児童生徒の教育について
理解啓発を図ります。

11月2日 北海道白糠養護学校 北海道白糠養護学校 無料
【白糠養護学校ＨＰ】
http://shiranuka-yougo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道白糠養護学校
電話番号：01547-2-5353

北海道 知内町 ② 学芸会
小学校・保育所の合同学芸会を実施することで本校の教育活動に対
する理解を深めてもらうとともに、より協働体制を築く機会とします。

10月20日 湯ノ里小学校
知内町立湯ノ里小学校・湯ノ里保
育所

無料
連絡先：知内町立湯ノ里小学校
電話番号：01392-6-2011

北海道 知内町 ② 学芸会
「学芸会」を公開し，児童の学習成果を多様な表現活動で発表しま
す。本校教育への理解を深めていただく契機として設定しています。

10月20日 涌元小学校 知内町立涌元小学校 無料
連絡先：知内町立涌元小学校
電話番号：01392-5-5219

北海道 知内町 ② 学芸会
本校児童の学習成果を劇や音楽で発表する。学習の成果を保護者や
地域に公開し、本校の教育への理解を深めてもらう機会とします。

10月20日 知内小学校 知内町立知内小学校 無料
【知内小学校ホームページ】
http://www.shirisho.club/

連絡先：知内町立知内小学校
電話番号：01392-5-5026

北海道 知内町 ② 総合的な学習発表会

総合的な学習の時間で学んだことをもとに、まとめと発表会を行う。活
動に対して主体的に取り組む姿勢をはじめ、協力・協調の姿勢を高め
るとともに、表現力を身につけ、創造的に取り組む態度を育てることを
目的とします。

11月22日 知内中学校 知内町立知内中学校 無料
【知内中学校】
http://shirichu@shiriuchi.jp

連絡先：知内町立知内中学校
電話番号：01392-5-5024

北海道 知内町 ① 第51回町民文化祭
町内のサークル活動を行っている団体や幼稚園園児が活動成果を発
表するとともに展示会や演奏会を行い生涯学習の啓発を行います。

11月2～3日 知内町中央公民館
知内町文化団体連絡協議会・知内
町教育委員会

無料
連絡先：知内町教育委員会
電話番号：01392-5-6855

北海道 新篠津村 ② ふれあい塾収穫祭
第６学年児童と村在住の高齢者（ふれあい塾生）が収穫した小豆を調
理し会食をすることを通して、交流を深める目的で実施します。

10月16日 新篠津小学校 新篠津小学校 無料
連絡先：新篠津村立新篠津小学校
電話番号：0126-57-2179

北海道 新篠津村 ② 第42回学芸会 各学年が、劇や合唱、器楽合奏などを発表します。 11月2日 新篠津小学校 新篠津小学校 無料
連絡先：新篠津村立新篠津小学校
電話番号：0126-57-2179

北海道 新篠津村 ② 非行防止教室
北海道警察札幌方面江別警察署員に来校していただき、初発型の非
行防止や薬物乱用防止についての講話をしていただくことで、道民と
しての道徳心や規範意識の向上を図ります。

10月15日 新篠津村立新篠津中学校体育館 新篠津村立新篠津中学校 無料
【新篠津中学校HP】
http://shinshinotsu.ec-net.jp/

連絡先：新篠津村立新篠津中学校
電話番号：0126-57-2331

メール：
sintyu00@friend.ocn.ne.jp

北海道 新篠津村 ② 職場体験学習
人と人とのつながりや働くことの大切さなどを学ぶために、村内の各
事業所に出向いて職業体験を行い、地域とともに社会の形成者を育
てる活動を行います。

10月23日 新篠津村内の事業所 新篠津村立新篠津中学校 無料
【新篠津中学校HP】
http://shinshinotsu.ec-net.jp/

連絡先：新篠津村立新篠津中学校
電話番号：0126-57-2331

メール：
sintyu00@friend.ocn.ne.jp

北海道 新篠津村 ② 新高祭
午前中は、学年毎のステージ発表を行います。午後は、学科毎にそ
れまでの作業学習で製作してきた製品の販売を行います。

11月9日 北海道新篠津高等養護学校 北海道新篠津高等養護学校 無料
【※新篠津高等養護学校HP】
www.shinko.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道新篠津高等養護学校
電話番号：0126ｰ58ｰ3280

北海道 新得町 ② 学習発表会 児童の日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月20日 新得町立新得小学校体育館 新得町立新得小学校 無料
連絡先：新得小学校
電話番号：0156-64-5463

北海道 新得町 ③ 町民芸能芸術祭
授業で作成した絵画や書道などを展示したり、全校児童で合唱を披露
したりと、広く地域住民の方々に日常の学習の様子を知っていただくと
ともに、感想や意見などもいただき、地域の教育力を反映する。

11月1～3日 屈足総合会館
新得町文化連盟
新得町教育委員会

無料
連絡先：屈足南小学校
電話番号：0156-65-2049

北海道 新得町 ② 学芸会 児童生徒の日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月19日 新得町立富村牛小中学校体育館 新得町立富村牛小中学校 無料
連絡先：新得町立富村牛小中学校
電話番号：0156-65-3064

北海道 新得町 ② スポーツデー 日頃の学習の成果を保護者や地域住民に公開する 10月21日 新得町立新得中学校 新得町立新得中学校 無料
連絡先：新得中学校
電話番号：0156-64-5621

北海道 新得町 ② 授業公開
通常行っている授業を地域の方々に公開し、子どもたちの教育活動を
見ていただくのと同時に、授業に関する感想や意見をいただく

10月16～18日
新得町立
屈足中学校

校長　山下英男 無料
連絡先：屈足中学校
電話番号：0156-65-2004

北海道 新十津川町 ②
新十津川町立新十津川小学
校公開研究会

本校の授業を公開し、本校の教育活動について理解を深めていただ
く機会とします。

11月15日 新十津川町立新十津川小学校 新十津川町立新十津川小学校 無料
連絡先：新十津川町立新十津川小学校
電話番号：0125-76-2505

北海道 新十津川町 ② ＳＴ報告交流会
各学年で行っている総合的な学習の時間の取り組みの成果を発表
し、本校の教育活動について理解を深めていただく機会とします。

11月29日 新十津川町立新十津川中学校 新十津川町立新十津川中学校 無料
連絡先：新十津川町立新十津川中学校
電話番号：0125-76-2161

北海道 新十津川町 ② Shopオアシス 地域住民向けに実習生産物の販売を行います。 10月10日,17日,11月6日 新十津川町商工会館 北海道新十津川農業高等学校 無料
【北海道新十津川農業高等学校
HP】
http://shintotsukawanougyou.hokka

連絡先：北海道新十津川農業高等学校
実習部
電話番号：0125-76-2621

北海道 新十津川町 ② スポーツ大会 学年対抗による全校スポーツ大会を行います。 10月11日 北海道新十津川農業高等学校 北海道新十津川農業高等学校 無料
【北海道新十津川農業高等学校
HP】
http://shintotsukawanougyou.hokka

連絡先：北海道新十津川農業高等学校
生徒指導部
電話番号：0125-76-2621

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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北海道 新ひだか町 ① 防犯・薬物乱用防止教室
札幌方面静内警察署生活安全課より講師を招聘し、生徒の防犯・薬
物乱用防止に関する理解を深めます。

10月1日 北海道静内農業高等学校体育館 北海道静内農業高等学校 無料
【静内農業高校HP】
http://www.shizunainougyou.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：北海道静内農業高校
電話番号：0146-46-2101

北海道 寿都町 ② 学芸会 児童による学芸発表を行います。 10月6日 寿都小学校体育館 寿都小学校 無料
連絡先：寿都町立寿都小学校
電話番号：0136-62-2030

北海道 寿都町 ② 国際理解
自国以外の国にも視点をひろげ、文化や慣習を学び、イースターやハ
ロウィン等歴史的な内容やかぼちゃなど作物の栽培・収穫の体験活
動を通して、関わる人々との交流をします。

10月中 潮路小学校 潮路小学校 無料
連絡先：寿都町立潮路小学校
電話番号：0136-64-5003

北海道 寿都町 ① 薬物乱用防止教室
講師は、地域の薬剤師や保健師にお願いし、薬物乱用についての現
状や恐ろしさを学ぶことにより、薬物乱用について理解と危機意識を
高めると同時に、薬物乱用根絶の意識を強く啓発します。

11月25日 寿都中学校 寿都中学校 無料
連絡先：寿都町立寿都中学校
電話番号：0136-62-2158

北海道 寿都町 ②
南後志中高連絡協議会研修
会

南後志地域の中学校と高等学校との連携を密にし、生徒の学力向上
を図るため、公開授業・研究協議を行います。

10月18日 寿都高等学校 寿都高等学校 無料
【寿都高校HP】
http://www.suttsu.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道寿都高等学校
電話番号：0136-62-2289

北海道 寿都町 ①② 食育指導 寿都町立寿都小学校の栄養教諭を講師として食育指導を行います。 9月10日～12月5日 寿都高等学校 寿都高等学校 無料
【寿都高校HP】
http://www.suttsu.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道寿都高等学校
電話番号：0136-62-2289

北海道 砂川市 ① おかしだ！ネイパル
お菓子のまち砂川を体感できるような体験活動をとおして、調理や創
作活動に興味を持ち、参加者同士の交流を図る機会とします。

10月12日～13日 ネイパル砂川 ネイパル砂川
【ネイパル砂川HP】
http://www.napal-sunagawa.jp/

連絡先：ネイパル砂川
電話番号：0125-53-2246

メール：
sunagawa@cocoa.ocn.ne.j

北海道 砂川市 ① 高校生生徒会フォーラム
高等学校の生徒会役員を対象に、実践的な話し合いの方法や課題解
決の手法を体験し、リーダーとしての資質の向上や生徒会活動の活
性化を図ります。

11月9日～10日 ネイパル砂川 ネイパル砂川
【ネイパル砂川HP】
http://www.napal-sunagawa.jp/

連絡先：ネイパル砂川
電話番号：0125-53-2246

メール：
sunagawa@cocoa.ocn.ne.j
p

北海道 砂川市 ② 砂川小学校PTA講演会
家庭でもできる物作り教室を通して親子で共に過ごす時間を生み出
し、子供の健全育成に関わる講演を行います。

11月1日 砂川市立砂川小学校 砂川市立砂川小学校PTA 無料
連絡先：砂川市立砂川小学校
電話番号：0125-52-4207

北海道 砂川市 ② 地域参観日
通常の授業を保護者や学校関係者をはじめ、地域住民に公開しま
す。

11月1日 砂川市立砂川小学校 砂川市立砂川小学校 無料
連絡先：砂川市立砂川小学校
電話番号：0125-52-4207

北海道 砂川市 ② 地域参観日
保護者や地域住民に対しても子どもたちの学習の様子や学校生活の
様子を観ていただきます。

10月30日 砂川市立豊沼小学校 砂川市立豊沼小学校 無料
連絡先：砂川市立豊沼小学校
電話番号：0125-52-3042

北海道 砂川市 ② 地域参観日 保護者や地域住民、市内教育関係者に授業を公開します。 11月1日 砂川市立中央小学校 砂川市立中央小学校 無料
連絡先：砂川市立中央小学校
電話番号：0125-52-2965

北海道 砂川市 ② 日曜地域参観日
児童の学習の様子を保護者・地域住民の方々に自由に参観していた
だく。なお、４校時は「秋の大掃除」として児童と保護者が共に清掃活
動を行います。

11月3日 砂川市立空知太小学校 砂川市立空知太小学校 無料
連絡先：砂川市立空知太小学校
電話番号：0125-53-3077

北海道 砂川市 ② 命の輝き学習
日本助産師会北海道支部より講師を招き、講話をしていただく。４年
生児童とその保護者・地域住民の方々を対象としています。

11月3日 砂川市立空知太小学校 砂川市立空知太小学校 無料
連絡先：砂川市立空知太小学校
電話番号：0125-53-3077

北海道 砂川市 ② 子育て広場 木のおもちゃの展示や遊び、絵本の読み聞かせなどです。 11月3日 砂川市立空知太小学校 砂川市立空知太小学校 無料
連絡先：砂川市立空知太小学校
電話番号：0125-53-3077

北海道 砂川市 ② 地域参観日
地域の方々に本校の教育活動を公開するとともに、教育講演会を行
い、地域の教育力の向上を図るとともに住民の相互交流・情報交換を
していただきます。

11月1日 砂川市立北光小学校 砂川市立北光小学校 無料
連絡先：砂川市立北光小学校
電話番号：0125－52－2660

北海道 砂川市 ② 地域参観日
通常の授業を保護者や学校関係者をはじめ、地域住民に公開しま
す。

10月28日 砂川市立砂川中学校 砂川市立砂川中学校 無料
連絡先：砂川市立砂川中学校
電話番号：0125－52－4204

北海道 砂川市 ② 地域参観日 保護者や地域住民、教育関係者に授業を公開します。 11月1日 砂川市立石山中学校 砂川市立石山中学校 無料
連絡先：砂川市立石山中学校
電話番号：0125-53-3248

北海道 砂川市 ②
第61回砂川市小中高校合同
音楽会

市内小中高校の児童生徒による器楽合奏や合唱等の発表を行いま
す。

10月18日 地域交流センターゆう 砂川市教育委員会 無料
連絡先：砂川市教育委員会学務課指導主
事

北海道 砂川市 ② 書道美術作品展 市内小中学校と幼稚園の書道・絵画作品等の展示を行います。 10月31日～11月14日 地域交流センターゆう 砂川市教育委員会 無料
連絡先：砂川市教育委員会学務課指導主
事

北海道 砂川市 ①
学び体験教室「子育てひろ
ば」⑦

幼児の発達段階にあわせた学びと、親子・親同士の交流のための「ひ
ろば」を毎月内容を変えて開催します。

10月21日 砂川市公民館
砂川市家庭教育支援チーム
砂川市教育委員会

無料

【社会教育事業のお知らせ】
http://www.city.sunagawa.hokkaido.
jp/kosodate_kyouiku/syakaikyouiku
/news.html

連絡先：砂川市教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：0125-54-2121（387）

北海道 砂川市 ① ジャリン子ハロウィーン
子ども達が仮装して、ファッションショーを行い商店街をパレードしま
す。

10月19日 地域交流センターゆう ジャリン子ハロウィーン実行委員会 無料

【社会教育事業のお知らせ】
http://www.city.sunagawa.hokkaido.
jp/kosodate_kyouiku/syakaikyouiku
/news.html

連絡先：砂川市教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：0125-54-2121（387）

北海道 砂川市 ①
学び体験教室「子育てひろ
ば」⑧

幼児の発達段階にあわせた学びと、親子・親同士の交流のための「ひ
ろば」を毎月内容を変えて開催します。

11月11日 砂川市公民館
砂川市家庭教育支援チーム
砂川市教育委員会

無料

【社会教育事業のお知らせ】
http://www.city.sunagawa.hokkaido.
jp/kosodate_kyouiku/syakaikyouiku
/news.html

連絡先：砂川市教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：0125-54-2121（387）

北海道 砂川市 ①
学び体験教室「親子で遊ぼ
う」②

幼児の発達段階にあわせた学びと、親子の交流の推進ための事業を
年２回内容を変えて開催します。

11月16日 砂川市公民館
砂川市家庭教育支援チーム
砂川市教育委員会

無料

【社会教育事業のお知らせ】
http://www.city.sunagawa.hokkaido.
jp/kosodate_kyouiku/syakaikyouiku
/news.html

連絡先：砂川市教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：0125-54-2121（387）

北海道 砂川市 ①
ママさんリフレッシュセミナー
④

乳幼児をもつ保護者の心身のリフレッシュや交流など、子育て世代の
生涯学習活動を推進する託児付きの講座を開催します。

11月22日 砂川市公民館
砂川市家庭教育支援チーム
砂川市教育委員会

無料

【社会教育事業のお知らせ】
http://www.city.sunagawa.hokkaido.
jp/kosodate_kyouiku/syakaikyouiku
/news.html

連絡先：砂川市教育委員会
社会教育課社会教育係
電話番号：0125-54-2121（387）

北海道 砂川市 ② 運動会
生徒主体となり、クラス対抗リレー・ムカデリレー、綱引き、大縄跳びな
ど、体力向上とクラスの団結力向上を図ります。

10月9日 砂川市陸上競技場 北海道砂川高等学校 無料
【北海道砂川高等学校HP】
http://www.sunagawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道砂川高等学校
電話番号：0125-52-3168

北海道 砂川市 ② インターンシップ
2年次生全員が2日間職業体験を行い、職業観と自己進路目標実現
に向けた意識の高揚を図ります。

10月３日
～４日

砂川市内・近隣市町 北海道砂川高等学校 無料
【北海道砂川高等学校HP】
http://www.sunagawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道砂川高等学校
電話番号：0125-52-3168

北海道 砂川市 ② 職業講話
砂川ロータリークラブより講師を招き、社会人としての心構えの理解と
意識向上を図ります。

10月4日 北海道砂川高等学校 北海道砂川高等学校 無料
【北海道砂川高等学校HP】
http://www.sunagawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道砂川高等学校
電話番号：0125-52-3168

北海道 砂川市 ②
職業分野別オリエンテーショ
ン

大学・短大・専門学校・予備校等から講師を招聘し、職業分野別にガ
イダンスを実施し、進路意識の高揚を図ります。

10月4日 北海道砂川高等学校 北海道砂川高等学校 無料
【北海道砂川高等学校HP】
http://www.sunagawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道砂川高等学校
電話番号：0125-52-3168

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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北海道 砂川市 ② 地域公開授業
中学生保護者、教職員、その他地域住民へ本校単位制の授業の様
子を公開します。

10月下旬 北海道砂川高等学校 北海道砂川高等学校 無料
【北海道砂川高等学校HP】
http://www.sunagawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道砂川高等学校
電話番号：0125-52-3168

北海道 せたな町 ② 学習発表会
児童の日頃の学習成果を音楽・劇・表現等により保護者や地域の
方々に発表します。

10月20日 せたな町立久遠小学校体育館 せたな町立久遠小学校 無料
連絡先：せたな町立久遠小学校
電話番号：01398-4－5018

北海道 せたな町 ② 学芸発表会
音楽,劇,遊戯などの発表を通して、一人ひとりに豊かな表現力を育て
るとともに、仲間と協力して作り上げる喜びを味わわせる活動を行い

10月13日 せたな町立瀬棚小学校体育館 せたな町立瀬棚小学校  無料
連絡先：せたな町立瀬棚小学校
電話番号：0137-87-3079

メール:setana-
e@educet.plala.or.jp

北海道 せたな町 ① 学校ブックフェスティバル

子どもの図書への関心を高め、図書館の利用者数を増やすとともに
読書習慣を身につけてもらうことを目的に、一般開放や保育所に通う
４,５歳児も集まり「絵本の広場」「ピノキオの会」のボランティアによる
読み聞かせも行います。

10月25日 せたな町立瀬棚小学校体育館 せたな町教育委員会 無料
連絡先：せたな町立瀬棚小学校
電話番号：0137-87-3079

メール:setana-
e@educet.plala.or.jp

北海道 せたな町 ② 学芸会
日頃の学習の成果を音楽・劇・表現などで保護者や地域の方々に発
表します。

10月13日 せたな町立北檜山小学校体育館 せたな町立北檜山小学校 無料
連絡先：せたな町立北檜山小学校
電話番号：0137-84-5424

北海道 せたな町 ② 特別養護老人ホーム訪問 日頃の学習の成果を表現などで高齢者や地域の方々に発表します。 10月中旬予定
特別養護老人ホーム「きたひやま
荘」

せたな町立北檜山小学校 無料
連絡先：せたな町立北檜山小学校
電話番号：0137-84-5424

北海道 せたな町 ②
せたな町立大成中学校　学
校祭

保護者や地域住民、教育関係者に生徒の日頃の学習の成果を観て
いただき、本校の教育活動について理解していただきます。
・演劇　・合唱　・吹奏楽部演奏　・よさこい　・久遠神楽　・職場体験学
習発表

10月27日 せたな町立大成中学校体育館 せたな町立大成中学校 無料
連絡先：せたな町立大成中学校
電話番号：01398-4-5047

北海道 せたな町 ② 文化祭
保護者や地域住民、教育関係者に生徒の日頃の学習の成果を観て
もらい、本校の教育活動について理解していただきます。（演劇・合
唱・吹奏楽部演奏・制作物等）

10月19日
せたな町立北檜山中学校体育館・
廊下

せたな町立
北檜山中学校

無料
連絡先：せたな町立北檜山中学校
電話番号：0137-84-5345

北海道 せたな町 ② 食彩フェア 生徒の実習における生産物の即売を行います。 10月5日 イトーヨーカドー函館店
北海道産業教育振興会
北海道高等学校長協会農業部会

無料
【北海道檜山北高校ＨＰ】
http://www.hiyamakita.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道檜山北高等学校
電話番号：0137-84-5331

hiyamakita-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 せたな町 ② 中高連授業公開 授業公開を行い、中学校・高校との連携を図ります。 10月11日 北海道檜山北高等学校
檜山管内中学校・高等学校連絡協
議会

無料
【北海道檜山北高校ＨＰ】
http://www.hiyamakita.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道檜山北高等学校
電話番号：0137-84-5331

hiyamakita-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 せたな町 ② 認知症を正しく理解する講座
認知症を正しく理解し、高齢者の自立生活支援ができる能力と実践的
な態度を身につけます。

10月上旬 北海道檜山北高等学校 北海道檜山北高等学校 無料
【北海道檜山北高校ＨＰ】
http://www.hiyamakita.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道檜山北高等学校
電話番号：0137-84-5331

hiyamakita-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 せたな町 ② 介護に関わる講話
高齢者介護の基礎的な学習として、車いすの正しい扱い方やレクリ
エーションの注意点等を学びます。

10月下旬 北海道檜山北高等学校 北海道檜山北高等学校 無料
【北海道檜山北高校ＨＰ】
http://www.hiyamakita.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道檜山北高等学校
電話番号：0137-84-5331

hiyamakita-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 せたな町 ② いのちの教室
地域の子育ての現状や課題を知り、将来的なライフプランや子どもと
のかかわりについて学びます。

11月15日 北海道檜山北高等学校 北海道檜山北高等学校 無料
【北海道檜山北高校ＨＰ】
http://www.hiyamakita.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道檜山北高等学校
電話番号：0137-84-5331

hiyamakita-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 せたな町 ①
「家庭教育ネットワーク推進
事業」ナビゲーター養成研修

家庭教育にかかわって保護者同士の交流を促したり、子育て等に悩
む保護者などが気軽に学習・相談したりする場をつくることができる人
材を育成します。

10月31日 せたな町健康センター 北海道教育庁檜山教育局 無料
連絡先：檜山教育局教育支援課社会教育
指導班
電話番号：0139-52-6525

北海道 せたな町 ①
「家庭教育ネットワーク推進
事業」スキルアップ研修

講義や演習により、家庭教育ナビゲーターの資質の向上を図るととも
に、家庭教育支援者のネットワーク化の必要性についての理解を深
めます。

11月23日 せたな町健康センター 北海道教育庁檜山教育局 無料
連絡先：檜山教育局教育支援課社会教育
指導班
電話番号：0139-52-6525

北海道 壮瞥町 ① 秋期キッズスポーツクラブ
５歳児から小学２年生まで対象に、団体活動により協調性を養うと共
に、スポーツに関する興味関心を高めることを目的としたスポーツ教

10月～11月 壮瞥町子どもセンター 壮瞥町教育委員会 無料
連絡先：壮瞥町教育委員会
電話番号：0142-66-2131

y.ebina@town.sobetsu.lg.j
p

北海道 壮瞥町 ②
第12回壮瞥町図書フェスティ
バル

図書室を町民に広く周知すると共に、親子が一緒に読書を楽しむコ
ミュニケーションの場を提供します。また、町内で活動する団体と北海
道立図書館の協力のもと、本を読むこと、絵本を見ること、読み聞か
せを聞くことなどを通して、親子の温かい人間関係を育む機会の提供
の場として「図書室」を活用していただけるよう周知することを目的とし

11月17日 壮瞥町地域交流センター 壮瞥町教育委員会 無料
連絡先：壮瞥町教育委員会
電話番号：0142-66-2131

m.dobashi@town.sobetsu.l
g.jp

北海道 壮瞥町 ② 夜空を見る集い
夜空に輝く星座を観望し、宇宙の世界に対する興味を喚起させ、知識
と理解を深めると共に、学校関係者へも広く周知し、地域住民との親
睦を図り、青少年の健全育成と愛好者の育成・拡充を目指すことを目

５月～２月 森と木の里センター 壮瞥町教育委員会 無料
連絡先：壮瞥町教育委員会
電話番号：0142-66-2131

m.dobashi@town.sobetsu.l
g.jp

北海道 壮瞥町 ③ 令和元年壮瞥町子ども議会 日常の学習の成果を発表すると共に、議会の進め方を学ぶ。 11月22日 壮瞥町役場 壮瞥町教育委員会 無料
連絡先：壮瞥町教育委員会
電話番号：0142-66-2131

saito.seiji@town.sobetsu.l
g.jp

北海道 壮瞥町 ② 壮瞥町文化祭
ステージ部門と展示部門に分けて開催。各団体サークルや個人、児
童生徒が日頃活動している成果を発表する。

ステージ部門　11月2日　
展示部門　11月7日～
10日

壮瞥町地域交流センター 壮瞥町教育委員会 無料
連絡先：壮瞥町教育委員会
電話番号：0142-66-2131

ouchi.kouji@town.sobetsu.
lg.jp

北海道 壮瞥町 ② 学芸会 学習の成果を生かし、音楽的・文学的な発表を地域等に披露する。 10月12日 壮瞥町立壮瞥小学校体育館 壮瞥町立壮瞥小学校 無料
連絡先：壮瞥町立壮瞥小学校
電話番号：0142-66-2368

soushou@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ② 出前学芸会（中学年）
地元の老人ホームに本校児童が訪問し、学芸会の演目の披露と交流
を図る。

10月15日 第２長日園 壮瞥町立壮瞥小学校 無料
連絡先：壮瞥町立壮瞥小学校
電話番号：0142-66-2368

soushou@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ② 出前学芸会（高学年）
地元の病院に本校児童が訪問し、学芸会の演目の披露と交流を図
る。

10月16日 三恵病院 壮瞥町立壮瞥小学校 無料
連絡先：壮瞥町立壮瞥小学校
電話番号：0142-66-2368

soushou@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ②
壮瞥中学校校内少年の主張
大会兼壮瞥町中学生少年の
主張大会

本校の生徒が日常生活を通して、考えたり、疑問を持ったりしたことの
主張発表をします。

10月18日 壮瞥町立壮瞥中学校 壮瞥町立壮瞥中学校 無料 www.sobetsu.jp/souchu/
連絡先：壮瞥町立壮瞥中学校
電話番号：0142-66-2367

souchu@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ② 自由参観日
本校の教育活動を保護者・地域に公開し、理解を得るとともに、意見
や要望等から学校改善に生かします。

10月15日～18日 壮瞥町立壮瞥中学校 壮瞥町立壮瞥中学校 無料 www.sobetsu.jp/souchu
連絡先：壮瞥町立壮瞥中学校
電話番号：0142-66-2367

souchu@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ②
令和元年度壮瞥中学校吹奏
楽部定期演奏会

日常の活動の成果を発表します。 10月12日 壮瞥町地域交流センター山美湖 壮瞥町立壮瞥中学校 無料 www.sobetsu.jp/souchu
連絡先：壮瞥町立壮瞥中学校
電話番号：0142-66-2367

souchu@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ② 校内授業研究会
本校の研究内容に係る授業の公開及び研究協議を行い、成果と課題
を明らかにします。

11月15日 壮瞥町立壮瞥中学校 壮瞥町立壮瞥中学校 無料 www.sobetsu.jp/souchu
連絡先：壮瞥町立壮瞥中学校  電話番号：
0142-66-2367

souchu@sobetsu.jp

北海道 壮瞥町 ①② アグリレッスン
壮瞥高校の生徒が先生役になり、壮瞥小学校の児童に農業の体験
学習を行います。

10月15日,11月5日 本校農場及び教室 壮瞥高等学校、壮瞥小学校 無料
【壮瞥高等学校HP】
http://www.sobetsu.jp/soukou

連絡先：壮瞥高等学校
電話番号：0142-66-2456

北海道 壮瞥町 ①② アンテナショップ「めぐみ」
生徒が農場内にあるアンテナショップにおいて加工品・農産物の販売
実習を行います。

10月10・24日,11月7日 本校農場 壮瞥高等学校 無料
【壮瞥高等学校HP】
http://www.sobetsu.jp/soukou

連絡先：壮瞥高等学校
電話番号：0142-66-2456

北海道 壮瞥町 ① ＰＴＡ研修会 本校PTA向け講演会を実施します。 11月16日 壮瞥町地域交流センター山美湖 壮瞥町PTA連合会 無料
【壮瞥高等学校HP】
http://www.sobetsu.jp/soukou

連絡先：壮瞥高等学校
電話番号：0142-66-2456

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



1729

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 大樹町 ①② 高校生議会
北海道大樹高等学校の生徒による町議会を開催し、高校生への主権
者教育及び町政に生かす機会とする。

10月10日 大樹町役場議場 大樹町教育委員会・大樹高等学校 無料
連絡先：大樹高等学校
電話番号：01558-6－2063

北海道 大樹町 ①③
北海道大樹高等学校
合唱祭

全校生徒が日頃より練習してきた課題曲と自由曲の合唱を各クラス
毎に保護者、地域住民、学校関係者等に発表します。

10月11日
大樹町生涯学習センター　コスモ
スホール

大樹高等学校 無料
連絡先：大樹高等学校
電話番号：01558-6－2063

北海道 大樹町 ② 大樹小学校学習発表会 日頃の学習活動の成果を保護者や地域住民に公開する。 11月10日 大樹町生涯学習センター 大樹町立大樹小学校 無料
連絡先：大樹小学校
電話番号：01558-6-2026

北海道 大樹町 ② 大樹小学校親子PTA研修会 児童・保護者と共に科学実験を行う。 10月26日 大樹町立大樹小学校体育館 大樹小学校PTA研修部 無料
連絡先：大樹小学校
電話番号：01558-6-2026

北海道 大樹町 ② 大樹小学校参観日
授業を保護者・地域住民･教育関係者等に公開し、本校の教育活動
の状況や子どもの学びの姿について周知・理解を図る。

11月26日～28日 大樹町立大樹小学校 大樹町立大樹小学校 無料
連絡先：大樹小学校
電話番号：01558-6-2026

北海道 大樹町 ② 大樹町学校教育研究大会
地域の教育関係者や保護者を中心に、広く授業を公開し、校内研究
の成果を発表します。

11月20日 大樹町立大樹中学校 大樹町小中学校教育推進会 無料
連絡先：大樹中学校
電話番号：01558-6-2058

北海道 大樹町 ① 大樹町教育の日 教育の日関連事業として講演会を行う。 10月8日 大樹町生涯学習センター 大樹町教育委員会 無料
連絡先：大樹町教育委員会社会教育課
電話番号：01558-6-2133

北海道 鷹栖町 ②
ＰＴＡ文化講演会俳人夏井い
つき氏句会ライブ

PTAが主体となり、俳人夏井いつき氏を講師としてお招きし、一般来
場者が作成した俳句を出し合いながら俳句について理解を深める。

10月28日 たかすメロディーホール
北海道鷹栖高等学校父母と先生
の会

【北海道鷹栖高等学校】
http://takasu.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道鷹栖高等学校
電話番号：0166-87-2440

北海道 鷹栖町 ② たかよう祭
地域や保護者の方に、児童生徒が日常の学習活動によって得た成果
を総合的に発表します。また、物品販売などを通して、人とふれ合い

11月9日 本校体育館、高等部作業室 鷹栖養護学校 無料
連絡先：鷹栖養護学校
電話番号：0166-87-2279

北海道 鷹栖町 ② 学校公開
保護者や地域住民、教育関係者、関係機関の人たちに授業を公開、
学校概要について説明します。

11月29日 鷹栖養護学校各学部教室 鷹栖養護学校 無料
連絡先：鷹栖養護学校
電話番号：0166-87-2279

北海道 滝川市 ②
令和元年度絆づくり成果交流
会

いじめ根絶・仲間づくりをテーマとする各小中学校の取組の交流及び
協議を行います・

11月8日 滝川市教育支援センター体育館 滝川市教育委員会 無料
連絡先：滝川市教育委員会教育総務課
電話番号：0125-28-8042

北海道 滝川市 ① 無料開放デー 美術自然史館及びこども科学館を無料開放します。 11月3日 美術自然史館・こども科学館 滝川市美術自然史館 無料
連絡先：滝川市美術自然史館
電話番号：0125-23-0502

北海道 滝川市 ①③ 滝川市民文化祭 滝川市民及び各文化団体による芸術文化の発表を行います。 10月26～27日 文化センター、美術自然史館
滝川市、滝川市教育委員会、滝川
市文化連盟

無料
連絡先：滝川市教育委員会社会教育課
電話番号：0125-28-8046

北海道 滝川市 ② 地域参観日「コスモデー」 一斉参観日を開催し、保護者、地域住民に授業を公開します。 10月25日 滝川市内小中学校 各学校 無料 連絡先：各学校

北海道 滝川市 ②
滝川市立東小学校公開研究
会

管内・市内・近隣市町教職員をはじめ地域住民、保護者等に授業公
開や講演会の実施を通して広く意見をいただき、授業改善・学校力向
上を図ります。

10月30日
滝川市立
東小学校

滝川市立東小学校 無料
【滝川市立東小学校HP】
http://edu.takikawa.ed.jp/higashi-
e/

連絡先：滝川市立東小学校
電話番号：0125-23-1591

北海道 滝川市 ① 歌声集会
学年、学級ごとの合唱発表、交流を行い、感性を豊かにするとともに、
生徒の一大会、保護者や地域と連帯感を深める場とします。

11月1日 滝川市文化センター 滝川市立明苑中学校生徒会 無料
【滝川市立明苑中学校】
http://edu.city.takikawa.hokkaido.jp
/meien-jh/

連絡先：滝川市立明苑中学校
電話番号：0125-23-2129

北海道 滝川市 ② グローバル講演会
SGH-a事業の一環として外務省「高校講座」を実施し、グローバルな
視点を持つ機会とします。

10月23日 滝川市立滝川西高校体育館 滝川市立滝川西高校 無料
【滝川市立滝川西高校HP】
http://www.takinishi.ed.jp

連絡先：滝川市立滝川西高校
電話番号：0125-24-7341

北海道 滝川市 ① PTA思春期講演会
外部講師による、思春期についての講話を保護者対象に実施しま
す。

11月上旬 滝川市立滝川西高校校内 滝川市立滝川西高校PTA 無料
【滝川市立滝川西高校HP】
http://www.takinishi.ed.jp

連絡先：滝川市立滝川西高校
電話番号：0125-24-7341

北海道 滝川市 ② ２学年進路ガイダンス
道内外50超の大学等のブースから複数を選択し、ガイダンスを受ける
とともに、事前研究に基づいた課題研究に取り組むことで、生徒の進
路意識の高揚を図ります。

11月6日 北海道滝川高等学校体育館
北海道滝川高等学校

無料
連絡先：北海道滝川高等学校
電話番号：0125-23-1114

北海道 滝川市 ②
滝川市環境市民大会【高校
生環境シンポジウムin滝川高
校】

SSH環境共生学習の一環として、種々の環境問題について市民、市
内大学生・高校生と意見交換を行い、様々な視点からその解決策を
探ります。

11月9日 北海道滝川高等学校体育館
滝川市
北海道滝川高等学校 無料

連絡先：北海道滝川高等学校
電話番号：0125-23-1114

北海道 滝川市 ② 薬物乱用防止教室
講師を招き、命の大切さと薬物乱用における危険性についての講演
会を実施します。

11月中旬 北海道滝川工業高等学校 北海道滝川工業高等学校 無料
【北海道滝川工業高等学校HP】
http://www.takikawa-th.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道滝川工業高等学校
電話番号：0125-22-1601

北海道 滝川市 ② デートＤＶ出前教室
講師を招き、交際する男女間における身体的・精神的暴力等による人
権侵害の防止や、犯罪の防止を目的とした防犯講習を実施します。

11月下旬 北海道滝川工業高等学校 北海道滝川工業高等学校 無料
【北海道滝川工業高等学校HP】
http://www.takikawa-th.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道滝川工業高等学校
電話番号：0125-22-1601

北海道 滝上町 ② 学芸会 児童が学習の成果として音楽・演劇等を発表する会です。 10月13日 滝上町立滝上小学校体育館 滝上町立滝上小学校 無料
連絡先：滝上町立滝上小学校
電話番号：0158-29-2029

北海道 滝上町 ② 学芸会
児童が学習の成果として音楽・演劇などを発表する発表会を実施しま
す。

10月20日 滝上町立濁川小学校体育館 滝上町立濁川小学校 無料
連絡先：滝上町立濁川小学校
電話番号：0158-29-2319

北海道 滝上町 ③
北海道道徳教育推進校授業
公開研修
（道徳参観日）

「開かれた学校」の推進の1つとして、保護者及び地域住民へ授業を
公開します。

11月22日 滝上町立滝上中学校 北海道教育庁学校教育局 無料
連絡先：滝上町立滝上中学校
電話番号：0158-29-2103

北海道 伊達市 ②
伊達地区学校ネットワーク会
議（事務局　北海道伊達高等
学校）

伊達市内の小・中・高並びに特別支援学校の教職員及び保護者、伊
達市教育委員会、伊達市警察署等が一堂に会し、伊達市内の児童生
徒一人一人が持てる力を最大限に引き出すための教育の推進につい
て協議・情報交換等を行います。

11月末 伊達市内
伊達地区
学校ネット
ワーク会議

無料
【伊達高等学校】
http://www.dateko.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：伊達高等学校
電話番号：0142-23-2525

北海道 伊達市 ② 学校見学会
本校についてのガイダンス、ワークショップ、体験授業、部活動体験な
どを通じて、本校の教育活動を知ってもらいます

10月2日 北海道伊達緑丘高等学校 北海道伊達緑丘高等学校 無料
【伊達緑丘高校ＨＰ】
http://www.datemidorigaoka.hokkai
do-c.ed.jp/

連絡先：伊達緑丘高校総務部
電話番号：0142-24-3021

北海道 伊達市 ② 強歩大会
伊達市内の全長男子23㎞、女子18.6kmのコースを全校生徒で歩き、
体力の向上と校風である「剛健」の気風を培います

10月19日 北海道伊達緑丘高等学校 北海道伊達緑丘高等学校 無料
連絡先：伊達緑丘高校総務部
電話番号：0142-24-3022

北海道 伊達市 ② 伊達高等養護学校「学校祭」
・学習活動の成果を発揮する場として一般公開し、本校の教育活動に
ついて理解、啓発を図ります。（舞台発表、製品販売、喫茶、軽食）

11月16日 北海道伊達高等養護学校 北海道伊達高等養護学校 無料
【北海道伊達高等養護学校】
http://www.datekotoyogo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道伊達高等養護学校
電話番号：0142-25-5115

北海道 伊達市 ②
伊達市教育研究会
一斉部会

伊達市の小中学校教員の部会による研修 11月6日 市内各校等 伊達市教育研究会 無料
連絡先：事務局　東小学校
電話番号：0142-23-2738

北海道 伊達市 ②
伊達市教育研究会
研究大会

伊達市教育研究会の成果としての研究大会 11月14日
伊達西小学校
関内小学校

伊達市教育研究会 無料
連絡先：事務局　東小学校
電話番号：0142-23-2738

北海道 伊達市 ① 伊達市中学校弁論大会
伊達市内各中学校2名ずつが出場し、中学生として自分の体験をもと
に考えたことや感じたことをわかりやすく文章にまとめ、多くの人の前
で発表する。

10月31日 伊達中学校 伊達市教育研究会 無料
連絡先：伊達市立伊達中学校
電話番号：0142-23-3055

北海道 秩父別町 ① 子育てをみつめる夕べ 子育てに関する講演会を行います。 11月20日 秩父別町交流会館 秩父別町ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：秩父別町立秩父別中学校
電話番号：0164-33-2650

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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北海道 千歳市 ② 学芸発表会
日常の学びの成果を総合的に発表し合うことで、劇や音楽のよさを味
わいます。お互いの学びの成果を認め合い、達成感や感動を共有で
きる時間になります。

10月26日 千歳市立祝梅小学校 千歳市立祝梅小 無料
【千歳市立祝梅小学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/syukubai/

連絡先：千歳市立祝梅小学校
電話番号：0123-23-1110

北海道 千歳市 ②
令和元年度「なかよしさわや
かＤＡＹいじめシンポジウム」

子ども、父母、地域住民、教育関係者が参加し、基調講演や提言発表
を通じて、「いじめや暴力等の問題」が起こる背景や要因について、共
通理解を図っていただきます。

11月30日
北ガス文化ホール（千歳市民文化
センター）

千歳市教育委員会、千歳市いじめ
問題等対策連絡協議会

無料
【千歳市HP】
http://www.city.chitose.lg.jp/

連絡先：千歳市教育委員会青少年課生徒
指導係
電話番号：0123-24-0859

seishonen@city.chitose.lg.
jp

北海道 千歳市 ② 長寿会との交流
北栄南町内会にある長寿会の皆様方をお招きし、昔遊びを通したお
年寄りの方と触れ合いを行います。

10月26日 千歳市立北進小中学校 千歳市立北進小中学校 無料
【千歳市立北進小中学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/hokushin

連絡先：千歳市立北進小中学校
電話番号：0123-23-3439

北海道 千歳市 ② 学芸発表会
保護者、地域住民を招き、児童生徒による日常の学習の成果を発表
する学芸発表会を実施します。

11月24日 千歳市立北進小中学校 千歳市立北進小中学校 無料
【千歳市立北進小中学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/hokushin

連絡先：千歳市立北進小中学校
電話番号：0123-23-3439

北海道 千歳市 ② 学芸会 保護者、地域住民を招き、児童が日常の学習の成果を発表します。 11月10日 千歳市立北栄小学校 千歳市立北栄小学校 無料
【千歳市立北栄小学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/hokuei/

連絡先：千歳市立北栄小学校
電話番号：0123-23-4138

北海道 千歳市 ② 学芸発表会 保護者、地域の方を招き、児童の学習成果を発表します。 11月16日 千歳市立末広小学校 千歳市立末広小学校 無料
【千歳市立末広小学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/suehiro/

連絡先：千歳市立末広小学校
電話番号：0123-23-4127

北海道 千歳市 ② 学校祭
日常の学習活動の成果を発表し、保護者や地域住民の方にご覧いた
だきます。

10月5日 千歳市立駒里小中学校 千歳市立駒里小中学校 無料
【千歳市立駒里小中学校HP】
http://www.city.chitose.hokkaido.jp
/ed/komasato/index.html

連絡先：千歳市立駒里小中学校
電話番号：0123-23-3237

北海道 千歳市 ② 学芸会
児童の日頃の学習の成果を発表し、保護者や地域の方にご覧いただ
きます。

11月2日 千歳市立日の出小学校 千歳市立日の出小学校 無料
【千歳市立日の出小学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/hinode/hpb/index/

連絡先：千歳市立日の出小学校
電話番号：0123-23-2670

北海道 千歳市 ② 学芸発表会 保護者、地域の方を招き、児童の学習成果を発表します。 11月2日 千歳市立高台小学校 千歳市立高台小学校 無料
【千歳市立高台小学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/takadai/

連絡先：千歳市立高台小学校
電話番号：0123-23-9109

北海道 千歳市 ②
土曜授業
小中合同アイヌ文化学習

講師を招いて小中合同のアイヌ文化学習を行い、授業公開します。 10月26日 千歳市立東千歳中学校
千歳市立東小学校・千歳市立東千
歳中学校

無料

【千歳市立東小学校HP】
http://www.fureai-
cloud.jp/higasho/#hpb-container
【千歳市立東千歳中学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/higachu/"

連絡先：千歳市立東小学校
電話番号：0123-21-3200
連絡先：千歳市立東千歳中学校
電話番号：0123-21-3300"

北海道 千歳市 ② 学芸会 保護者、地域住民を招き、児童が日常の学習の成果を発表します。 11月16日 千歳市立桜木小学校 千歳市立桜木小学校 無料
【千歳市立桜木小学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/sakuragi/

連絡先：千歳市立桜木小学校
電話番号：0123-22-3301

北海道 千歳市 ② 全校参観日
保護者に授業を公開します。また、学年懇談会を開催し、「千歳市家
庭生活宣言」を踏まえ、生徒の生活習慣向上のための「Myゴール手
帳」の使用方法について説明し、普及啓発を図ります。

10月28日 千歳市立千歳中学校 千歳市立千歳中学校 無料
【千歳市立千歳中学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/chichu/

連絡先：千歳市立千歳中学校
電話番号：0123-23-3161

北海道 千歳市 ② 学校公開日 全学級の1日（5時間）公開を行います。 11月8日 千歳市立青葉中学校 千歳市立青葉中学校 無料
【千歳市立青葉中学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/aoba/

連絡先：千歳市立青葉中学校
電話番号：0123-23-4147

北海道 千歳市 ② 学校公開日・参観日
保護者、地域住民の方に、学校を一日公開し、学校・生徒の様子を見
ていただく機会とします。

11月1日 千歳市立富丘中学校 千歳市立富丘中学校 無料
【千歳市立富丘中学校HP】
https://www.city.chitose.hokkaido.j
p/ed/tomioka/

連絡先：千歳市立富丘中学校
電話番号：0123-24-1188

北海道 千歳市 ② 学校公開日・参観日
地域住民の方や保護者の方に、本校生徒の様子を見ていただく機会
とします。

10月30日 千歳市立勇舞中学校 千歳市立勇舞中学校 無料
【千歳市立勇舞中学校】
http://www.city.chitose.hokkaido.jp
/ed/yuumai

連絡先：千歳市立勇舞中学校
電話番号：0123-40-0051

北海道 千歳市 ② 文化祭
地域住民の方や保護者の方に、本校生徒の学習成果や様子を見て
いただく機会とします。

10月5日 千歳市立勇舞中学校 千歳市立勇舞中学校 無料
【千歳市立勇舞中学校】
http://www.city.chitose.hokkaido.jp
/ed/yuumai

連絡先：千歳市立勇舞中学校
電話番号：0123-40-0052

北海道 千歳市 ① 農業収穫祭 ＪＡ道央青年部との食育事業。高校生・市内園児との交流。 10月5日予定 ＪＡ道央青年部農場（東千歳）
千歳高等学校ＢＳＣ部
ＪＡ道央青年部 無料

【千歳高等学校HP】
http://www.chitose.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：
保健部担当者・副校長・教頭
電話番号：0123-23-9145

北海道 千歳市 ② インターンシップ
地域の企業や団体、行政機関と連携し生徒の望ましい勤労観や職業
観の育成を図り、自己の将来の  在り方生き方を考えさせる機会とし
ます。

10月9～10日 千歳高等学校 千歳高等学校 無料
【千歳高等学校HP】
http://www.chitose.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：
保健部担当者・副校長・教頭
電話番号：0123-23-9145

北海道 千歳市 ② 国際理解の集い
ＪＩＣＡ北海道と連携し、生徒のプロジェクト活動や、地元と連携した実
践の発表を通して、研修員との意見交換の機会とします。

10月9日 千歳高等学校 千歳高等学校 無料
【千歳高等学校HP】
http://www.chitose.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：
保健部担当者・副校長・教頭
電話番号：0123-23-9145

北海道 千歳市 ②
米国ヴァージニア州ジェーム
スリバー高校訪問

ホームスティや学校生活の体験を通して言語や習慣、文化を体験的
に理解する機会とします。

11月9日～19日 千歳高等学校 千歳高等学校
【千歳高等学校HP】
http://www.chitose.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：
保健部担当者・副校長・教頭
電話番号：0123-23-9145

北海道 千歳市 ② 授業公開週間
保護者等に授業を公開します。授業の質の向上を図り、授業改善の
取り組みの機会とします。

11月11～15日 千歳高等学校 千歳高等学校 無料
【千歳高等学校HP】
http://www.chitose.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：
保健部担当者・副校長・教頭
電話番号：0123-23-9145

北海道 千歳市 ② 薬物乱用防止教室
外部講師による講演を実施します。薬物の危険性の理解と意識の向
上を図ります。

11月18日 千歳高等学校体育館 千歳高等学校 無料
【千歳高等学校HP】
http://www.chitose.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：
保健部担当者・副校長・教頭
電話番号：0123-23-9145

北海道 千歳市 ② 携帯電話安全教室
外部講師による講演会を実施します。携帯電話による具体的なトラブ
ルを学び、未然防止や防犯意識を高めます。

10月9日 北海道千歳北陽高等学校 北海道千歳北陽高等学校 無料
【学校HP】
http://www.chitosehokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道千歳北陽高等学校
電話番号：0123－24－2818

北海道 千歳市 ② 学校説明会
主に千歳市内の中学校の生徒、保護者、教職員等を対象に学校紹介
や体験授業を実施します。

10月12日 北海道千歳北陽高等学校 北海道千歳北陽高等学校 無料
【学校HP】
http://www.chitosehokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道千歳北陽高等学校
電話番号：0123－24－2818

北海道 千歳市 ② 保健講話
健康安全普及啓発事業として、「性を知ることは生を考えること」と題し
て、外部講師を招いて講演会を実施します。

10月17日 北海道千歳北陽高等学校 北海道千歳北陽高等学校 無料
【学校HP】
http://www.chitosehokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道千歳北陽高等学校
電話番号：0123－24－2818

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北海道 千歳市 ② 授業研究
保護者や小中学校教員等を対象に、アクティブラーニングを活用した
授業を公開するとともに、研修会を実施します。

11月上旬 北海道千歳北陽高等学校 北海道千歳北陽高等学校 無料
【学校HP】
http://www.chitosehokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道千歳北陽高等学校
電話番号：0123－24－2818

北海道 千歳市 ② 公開授業週間
教員相互の授業観察をとおして、指導力向上に向け、教科会議等を
行います。

11月上旬 北海道千歳北陽高等学校 北海道千歳北陽高等学校 無料
【学校HP】
http://www.chitosehokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道千歳北陽高等学校
電話番号：0123－24－2818

北海道 千歳市 ② 薬物乱用防止・防犯教室
外部講師による講演会を実施します。薬物の危険性と防犯意識を高
めます。

11月7日 北海道千歳北陽高等学校 北海道千歳北陽高等学校 無料
【学校HP】
http://www.chitosehokuyou.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：北海道千歳北陽高等学校
電話番号：0123－24－2818

北海道 千歳市 ② 学校祭
保護者や卒業生、地域住民をお招きして、生徒の舞台発表や作業学
習で製作した製品販売をとおして、本校の教育活動にに対する理解を
深めていただきます。

11月16日 千歳高等支援学校 千歳高等支援学校 無料
【千歳高等支援学校HP】
http://www.chitosekoushi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：千歳高等支援学校
電話番号：0123－23－6681

北海道 千歳市 ② 学校公開研修会
授業公開、講演会を行うとともに、本校の教育実践の説明を行い、情
報交流を含めた研究協議を行います。

11月27日 千歳高等支援学校 千歳高等支援学校 無料
【千歳高等支援学校HP】
http://www.chitosekoushi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：千歳高等支援学校
電話番号：0123－23－6681

北海道 月形町 ③ 芸術鑑賞 ミュージカル「真夏の夜の夢」を鑑賞します。 10月7日 北海道月形高等学校・体育館 月形町 無料
【月形高等学校HP】
http://www.tsukigata.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道月形高等学校
電話番号：0126-53-2046

メール
tsukigata-hi@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 月形町 ① 地元企業見学会

町内の福祉施設と連携し、体験や見学を通して生徒の進路意識を高
めるとともに、将来の月形町内の福祉を担う人材育成の一助としま
す。

10月23日 町内福祉施設 北海道月形高等学校 無料
【月形高等学校HP】
http://www.tsukigata.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道月形高等学校
電話番号：0126-53-2046

メール
tsukigata-hi@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 月形町 ①
ナイナイ教室（薬物乱用防止
教室）

講師を招き、命の大切さと薬物乱用の危険性について講演会を実施
します。

11月6日 北海道月形高等学校・体育館 北海道月形高等学校 無料
【月形高等学校HP】
http://www.tsukigata.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道月形高等学校
電話番号：0126-53-2046

メール
tsukigata-hi@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 月形町 ②④ ちょこっとゼミ学問体験
大学・短期大学の指導者から大学の講義やゼミの指導の体験学習を
行います。

11月8日 北海道月形高等学校 北海道月形高等学校 無料
【月形高等学校HP】
http://www.tsukigata.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道月形高等学校
電話番号：0126-53-2046

メール
tsukigata-hi@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 月形町 ① 地元企業による説明会
卒業後の進路を決めるにあたり、どのように考え、どんな準備をし、何
に気をつけなければならないかなどを学びます。

11月22日 北海道月形高等学校・視聴覚室 北海道月形高等学校 無料
【月形高等学校HP】
http://www.tsukigata.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道月形高等学校
電話番号：0126-53-2046

メール
tsukigata-hi@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 津別町 ② 授業公開週間
保護者及び地域住民等に授業を公開し、本校の教育活動に対して理
解を深めていただくとともに、教科指導力の向上と授業改善を図りま
す。

10月28日～11月1日 北海道津別高等学校 北海道津別高等学校 無料
【津別高校HP】
http://www.tsubetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：津別高等学校
電話番号：0152-76-2608

メール：tsubetsu-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 津別町 ② 「つべつ学」発表
テーマ「畜産・酪農業」について、巡検等をとおして学んだこと、発見し
た課題の解決策について、１年生の生徒が発表します。

10月30日 津別高等学校 津別高等学校 無料
【津別高校HP】
http://www.tsubetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：津別高等学校
電話番号：0152-76-2608

メール：tsubetsu-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 津別町 ② 津別小学校学芸会
日常の各教科や総合的な学習の次官の成果を発表し、児童の文化
的資質の向上を図ります。

11月10日 津別町立津別小学校 津別町立津別小学校 無料
連絡先：津別町立津別小学校
電話番号：0152-76-2161

北海道 津別町 ② 津別中学校文化祭
表現活動や創作活動、合唱コンクール等を保護者や地域住民等に広
く公開し、本校の教育活動への理解を深める機会としています。

10月5日 津別町立津別中学校 津別町立津別中学校 無料
連絡先：津別町立津別中学校
電話番号：0152-76-2164

北海道 天塩町 学校祭
合唱や演劇，天塩町ＰＲ活動など，総合的な学習の時間で学んだこと
など，日頃の学習の成果を保護者や地域住民に発表します。

10月6日 天塩中学校 天塩町立天塩中学校 無料
連絡先：天塩町立天塩中学校
電話番号：01632-2-1522

北海道 天塩町 ② 公開授業週間
授業を保護者、地域住民及び教育関係者に公開し、本校の教育活動
に対する理解を深めていただくとともに、授業改善の研修の機会とし

11月上旬 天塩高等学校 天塩高等学校 無料
【天塩高等学校HP】
http://www.teshio.hokkaido-

連絡先：天塩高等学校
電話番号：01632-2-1108

北海道 弟子屈町 ③ 芸術鑑賞 落語家「月ノ輪熊八」による芸術鑑賞を行います。 10月18日 北海道弟子屈高等学校 北海道弟子屈高等学校 無料
【弟子屈高等学校ＨＰ】
http://www.teshikaga.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道弟子屈高等学校
電話番号：015-482-2237

北海道 弟子屈町 ①
平成30年度第2回公民館連
携講座(英会話、歴史)

地域住民に向け、英会話と歴史についての基礎を学びます。 11月頃 弟子屈町公民館 北海道弟子屈高等学校 無料
【弟子屈高等学校ＨＰ】
http://www.teshikaga.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道弟子屈高等学校
電話番号：015-482-2237

北海道 当別町 ② 読書月間
豊かな心情を育成するために、読み聞かせや本の紹介等の活動を通
して、読書意欲の高揚を図ります。

10月1日～31日 当別小学校 当別小学校 無料
【当別小HP】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/tobetsu-el/index.html

連絡先：当別小学校
電話番号：0133-23-2102

北海道 当別町 ② 学芸発表会
保護者や地域住民を招待し、日常の学習の成果を発表します。児童
が互いに認め合い、事故を高めようとする意欲を伸ばす場とします。

11月16日 当別小学校体育館 当別小学校 無料
【当別小HP】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/tobetsu-el/index.html

連絡先：当別小学校
電話番号：0133-23-2102

北海道 当別町 ② 学芸発表会
日常の学習の成果を、音楽や劇などを通して発表します。豊かな心を
育成するとともに、表現活動の楽しさを体験させます。保護者や地域
の方々にも公開し、本校の教育活動への理解と協力を得る場としま

11月2日（土） 西当別小学校 西当別小学校 無料
【西当別小学校ＨＰ】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/nishitobetsu-el/

連絡先：教頭　藤井
電話番号：0133-26-2170

北海道 当別町 ② ＰＴＡみなこいまつり
ＰＴＡ主催でお祭りを行います。児童、教職員、保護者、地域住民が協
力して出店し、交流を深めます。

11月16日 西当別小学校 西当別小学校ＰＴＡ 無料
【西当別小学校ＨＰ】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/nishitobetsu-el/

連絡先：教頭　藤井
電話番号：0133-26-2170

北海道 当別町 ② 読書月間
読書意欲を高めるとともに、豊かな心を育成するため、教職員図書担
当と児童会図書委員会が中心となり、各学級での読書活動や図書館
利用を啓発します。

11月1～
29日

西当別小学校 西当別小学校 無料
【西当別小学校ＨＰ】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/nishitobetsu-el/

連絡先：図書担当　佐藤
電話番号：0133-26-2170

北海道 当別町 ② 学校公開日
保護者、地域住民、ＣＳによる学校公開日とし、公開授業を開催し、Ｐ
ＴＡ主催のミニバレー大会を行います。

10月26日 当別町立当別中学校体育館
中学校
ＰＴＡ

無料
【当別中学校HP】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/tobetsu-jh/

連絡先：当別町立当別中学校
電話番号：0133-23-2158

北海道 当別町 ② 参観日
保護者や地域に学校を公開し、授業や生徒の様子を参観していただ
ける機会です。

10月23日 西当別中学校 西当別中学校 無料

【西当別中学校HP】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/nishitobetsu-
jh/topics/grade2/index.html

連絡先：西当別中学校
電話番号：0133-26-2252

メール：tob-nishitobetsu-
chu-
2@hokkaido.school.ed.jp

北海道 当別町 ② 職業体験
キャリア教育の一環として、働くことの大切さや社会人として自立する
ために必要な力・態度を向上させるための教えを、地域の方々の協力
を得ながら体験します。

10月24～25日 西当別中学校 西当別中学校 無料

【西当別中学校HP】
http://portal.town.tobetsu.hokkaido.
jp/school/nishitobetsu-
jh/topics/grade2/index.html

連絡先：西当別中学校
電話番号：0133-26-2252

メール：tob-nishitobetsu-
chu-
2@hokkaido.school.ed.jp

北海道 当別町 ② 芸術鑑賞
優れた芸術を鑑賞し、その感動をとおして生きていることの喜びを感
じ、人が生きることの意味や目的を考える態度を育てることを目的とし
ている。今回は演劇「地雷探知犬ニーナ」を鑑賞します。

10月10日 共催ホール（札幌市中央区） 当別高校
【当別高校HP】
http://www.toubetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道当別高等学校
電話番号：0133-23-2444

4,000円

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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北海道 当別町 ① 当別青春フットパスⅢ
当別町の地域資源の素晴らしさを生徒が一般の方々に伝える事業で
す。

10月12日 当別高校及び当別町内 当別高校
【当別高校HP】
http://www.toubetsu.hokkaido-

連絡先：北海道当別高等学校
電話番号：0133-23-2444

800円

北海道 当別町 ② 教員対象学校説明会
教育内容の説明をとおして、本校の教育活動を理解していただきま
す。

10月18日 当別高校 当別高校 無料
【当別高校HP】
http://www.toubetsu.hokkaido-

連絡先：北海道当別高等学校
電話番号：0133-23-2444

北海道 当別町 ② 薬物乱用防止教室 薬物乱用防止の意識高揚を図る講演会です。 11月1日 当別高校 当別高校 無料
【当別高校HP】
http://www.toubetsu.hokkaido-

連絡先：北海道当別高等学校
電話番号：0133-23-2444

北海道 当別町 ② 心の健康講話
ストレス反応がどのようにして生じるのかを理解し、そのような反応を
解消・解決するためのリラックス対策を身につけることを目的とした講

11月予定 当別高校 当別高校 無料
【当別高校HP】
http://www.toubetsu.hokkaido-

連絡先：北海道当別高等学校
電話番号：0133-23-2444

北海道 当麻町 ① おはなしの会 親から子への読み聞かせを行い，心豊かな児童を育てます。 11月19～20日 当麻小各教室 ＰＴＡ教養部，お話しネットワーク 無料
連絡先：当麻小　教頭　加藤
電話番号：0166-84-2020

メール：
tousyo02@potato.ne.jp

北海道 当麻町 ②
当麻町教育研究大会 兼 当
麻小学校教育実践発表会

町内の小・中学校の教職員が一同に介し，
「人間性豊かな子どもの育成」のための
授業の在り方について研修を深めます。

11月22日 当麻小各教室 当麻町教育研究会 無料
連絡先：当麻小　教頭　加藤
電話番号：0166-84-2020

メール：
tousyo02@potato.ne.jp

北海道 洞爺湖町 ① 学校見学会 本校の教育活動を説明して、進路選択の参考にしてもらいます。 10月11日 虻田高等学校 虻田高等学校 無料
【虻田高等学校HP】
http://www.abukou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：虻田高等学校
電話番号：0142-76-2622

北海道 洞爺湖町 ① 授業公開週間 期間中の全学年の授業を公開します。 11月11～15日 虻田高等学校 虻田高等学校 無料
【虻田高等学校HP】
http://www.abukou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：虻田高等学校
電話番号：0142-76-2622

北海道 洞爺湖町 ①② インターンシップ
望ましい勤労観や職業意識を育成するために職業体験を実施しま
す。

11月 虻田高等学校 虻田高等学校 無料
【虻田高等学校HP】
http://www.abukou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：虻田高等学校
電話番号：0142-76-2622

北海道 洞爺湖町 ② 学芸会 児童作品展示及び児童の合唱、器楽、演劇等を発表します。 10月12日 体育館 洞爺湖温泉小学校 無料
連絡先：洞爺湖温泉小学校
電話番号：0142-75-2476

北海道 洞爺湖町 ② 学芸会
演劇・器楽演奏・合唱など、授業の成果を児童の発表を通して保護者
や地域の方々にご覧いただき、本校の教育活動への理解を深めてい
ただく機会とします。

10月20日 洞爺湖町立虻田小学校体育館 洞爺湖町立虻田小学校 無料
連絡先：洞爺湖町立虻田小学校
電話番号：0142-76-2015

北海道 洞爺湖町 ②③ とうや小学校学習発表会
・児童の合唱・器楽、劇等を保護者や地域の方々に広く見ていただき
ます。
・児童の学習の成果を発表する場であるとともに、学校への理解を深

10月26日 とうや小学校体育館 洞爺湖町立とうや小学校 無料
連絡先：洞爺湖町立とうや小学校
電話番号：0142-82-5051

北海道 洞爺湖町 ② 学年別参観日
学年別に授業参観を行い、保護者に子供たちの学習の様子を見てい
ただきます。参観終了後には、親子ミニ運動会などの楽しいレクを企
画しています。

11月27～30日 洞爺湖町立虻田小学校 洞爺湖町立虻田小学校 無料
連絡先：洞爺湖町立虻田小学校
電話番号：0142-76-2017

北海道 洞爺湖町 ②
令和元年度
ほっかいどう学力向上推進事
業

北海道教育委員会の『授業改善等支援事業』で虻田小学校算数科の
公開授業・研究協議後、文部科学省国立教育政策研究所　教育課程
研究センター　笠井　健一　調査官による講演。

11月15日 洞爺湖町立虻田小学校
北海道教育委員会
胆振教育局虻田小学校

無料
連絡先：洞爺湖町立虻田小学校
電話番号：0142-76-2018

北海道 洞爺湖町 ③
第２５回洞爺湖町子ども芸術
文化フェスティバル

洞爺湖町内の小中学校が集まり、合唱を発表します。 11月9日 洞爺湖文化センター
洞爺湖子ども芸術文化フェスティ
バル実行委員会

無料 連絡先：洞爺湖町教育委員会
電話番号：0142-74-3009

北海道 洞爺湖町 ②③
第26回洞爺湖町子ども芸術
文化フェスティバル

洞爺湖町内の小中学校が集まり、合唱を発表します。 11月9日 洞爺湖文化センター
洞爺湖子ども芸術文化フェスティ
バル実行委員会

無料

連絡先：洞爺湖町立とうや小学校
電話番号：0142-82-5051
連絡先：洞爺湖町教育委員会
電話番号：0142-74-3009

北海道 洞爺湖町 ② マラソン大会
生徒一人一人の体力に応じて、持久力の向上を図ります。５ｋｍ３ｋｍ
のマラソン大会

10月17日
S洞爺水の駅－財田地区(折り返
し）－G洞爺水の駅

洞爺中学校 無料
連絡先：洞爺中学校
電話番号：0142-82-5052

北海道 洞爺湖町 ② 防災訓練学習 地震・津波を想定した避難訓練を実施します。 10月17日 洞爺湖町立洞爺中学校 洞爺中学校 無料
連絡先：洞爺中学校
電話番号：0142-82-5052

北海道 洞爺湖町 ② 地場産業体験学習 地域の産業について、調べたり自ら体験したりして学びます。 10月11日 洞爺湖町立洞爺中学校 洞爺中学校 無料
連絡先：洞爺中学校
電話番号：0142-82-5052

北海道 洞爺湖町 ② 社会福祉体験学習
福祉施設を訪問し、利用者との交流や職員から介護について学びま
す。

10月23日
～25日

洞爺湖町立洞爺中学校 洞爺中学校 無料
連絡先：洞爺中学校
電話番号：0142-82-5052

北海道 洞爺湖町 ② 職場体験学習 望ましい勤労観や職業観を育成するための就労体験の実施します。 10月24日　～25日 洞爺湖町立洞爺中学校 洞爺中学校 無料
連絡先：洞爺中学校
電話番号：0142-82-5052

北海道 洞爺湖町 ② スポレクコンテスト
長縄飛びやフリースロー対決など、全校生徒が親しめる競技を行い、
体力向上を目指します。

11月5日
～8日

洞爺湖町立洞爺中学校 洞爺中学校 無料
連絡先：洞爺中学校
電話番号：0142-82-5052

北海道 洞爺湖町 ②
令和元年度
ほっかいどう学力向上推進事
業

北海道教育委員会の『授業改善等支援事業』で虻田中学校４教科の
公開授業・研究協議。
北海道教育大学旭川校教授　相馬一彦氏による講演。

10月29日
洞爺湖町立
虻田中学校

北海道教育委員会
胆振教育局

無料
連絡先：洞爺湖町立虻田中学校
電話番号：0142-76-2051

abutajh02@town.toyako.h
okkaido.jp

北海道 苫小牧市 ② ジョイントセミナー
外部講師を招聘し、大学での授業を実際に体験します。この経験を生
徒一人ひとりが今後の進路実現に生かしていきます。

11月15日 北海道苫小牧東高等学校
北海道苫小牧東高等学校（全日
制）

無料
連絡先：北海道苫小牧東高等学校
電話番号：0144-33-4141

北海道 苫小牧市 ② 教育相談週間
保護者・生徒との個人面談を通して、学校生活、進路について話し合
いをします。

10月23
～30日

苫小牧東高等学校 苫小牧東高等学校教務部 無料
【苫小牧東高等学校HP】
http://www.tomahigashi.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：苫小牧東高等学校（定時制）
電話番号：0144-33-4141

北海道 苫小牧市 ③ 芸術鑑賞(音楽） プロの演奏家による演奏を聴き、芸術に対する理解を深める。 10月7日 苫小牧市民会館 苫小牧西高校 無料
【苫西高ＨＰ】
http://www.tomanishi.hokkaido-

連絡先：北海道苫小牧西高等学校
電話番号：0144-72-3003

北海道 苫小牧市 ② オープンスクール
学校説明や授業公開、部活動体験を実施することにより、本校に対す
る理解を深めてもらいます。

10月4日 北海道苫小牧南高等学校 北海道苫小牧南高等学校 無料

【北海道苫小牧南高等学校ホーム
ページ】
http://www.tomaminami.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道苫小牧南高等学校
電話番号：0144-67-2123

メール
tomakomaiminami-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 苫小牧市 ② 体験入学
中学3年生及び保護者、中学校教員を対象に学校説明会及び実習見
学・体験を実施します。

10月11日 本校 苫小牧工業高等学校 無料
【苫小牧工業高等学校HP】
http://www.tomakou.hokkaido-

連絡先：苫小牧工業高等学校
電話番号：0144-36-3161

北海道 苫小牧市 ② 学校説明会・体験入学
学校説明及び授業体験、授業参観等を実施し、高校に対する理解を
深めます。

10月3日 北海道苫小牧工業高等学校
北海道苫小牧工業高等学校（定時
制）

無料
【北海道苫小牧工業高等学校HP】
http://www.tomakou.hokkaido-

連絡先：北海道苫小牧工業高等学校
電話番号：0144-36-3161

北海道 苫小牧市 ② 音楽の集い
全校児童による音楽発表会を通して、心の交流や感動体験を共有で
きる場をつくります。

11月22日 苫小牧市立明野小学校アリーナ 苫小牧市立明野小学校 無料
連絡先：苫小牧市立明野小学校
電話番号：0144-57-5611

北海道 苫小牧市 ②③ 学習発表会
保護者や地域の人に日常の学習成果を公開し、本校の児童の実態
や教育活動について理解を深めていただきます。

10月12日 苫小牧市立明徳小学校体育館 苫小牧市立明徳小学校 無料
【苫小牧市立明徳小学校HP】
http://www.city.tomakomai.hokkaid
o.jp/gakko/meitoku/

連絡先：苫小牧市立明徳小学校
電話番号：0144-67-2911

北海道 苫小牧市 ② 公開研究会
これまで３年間の研修成果を教育関係者を中心に広く公開し、児童の
様子や授業について見ていただき、様々な視点から多くの方々に助
言をいただきます。

11月22日 苫小牧市立明徳小学校体育館 苫小牧市立明徳小学校 無料
【苫小牧市立明徳小学校HP】
http://www.city.tomakomai.hokkaid
o.jp/gakko/meitoku/

連絡先：苫小牧市立明徳小学校
電話番号：0144-67-2911

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 苫小牧市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を発表し、保護者・地域住民に学校の教育活動へ
の理解を深めて頂きます。

10月19日 苫小牧市立日新小学校 苫小牧市立日新小学校 無料
連絡先：苫小牧市立日新小学校
電話番号：0144-73-1612

北海道 苫小牧市 ② マラソン記録会
小中学生がそれぞれの学年に応じた距離のマラソン記録会を実施し
ます。地域の方に見守られ応援していただきながら行います。

10月16日
苫小牧市立植苗小中学校周辺道
路

苫小牧市立植苗小中学校
連絡先：苫小牧市立植苗小中学校
電話番号：0144-58-2134

北海道 苫小牧市 ② 校内授業研究会
本校の研究内容に係る授業の公開及び研究協議を行い、成果と課題
を明らかにします。

11月1日 苫小牧市立和光中学校 苫小牧市立和光中学校 無料
連絡先：苫小牧市立和光中学校
電話番号：0144-32-5238

北海道 苫小牧市 ②
苫小牧市立勇払小学校『学
習発表会』

保護者や地域の方々に、日頃の児童の学習成果を発表することを通
して、本校の教育活動への理解を深めていただきます。

10月19日 苫小牧市立勇払小学校体育館 苫小牧市立勇払小学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払小学校
電話番号：0144-56-0140

北海道 苫小牧市 ② 勇払小中学校連携事業
「勇払の15歳の子ども像」の具現に向けて、小中学校の教職員が授
業や日頃の指導等について交流し、地域に根ざしたよりよい教育活動
について話し合います。

11月11日 苫小牧市立勇払小学校 苫小牧市立勇払小学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払小学校
電話番号：0144-56-0140

北海道 苫小牧市 ③ 凌雲中ＰＴＡ文化行事
地域住民の方々をお招きし、実施する苫小牧西高校吹奏楽部の演奏
会です。

10月25日 苫小牧市立凌雲中学校 苫小牧市立凌雲中学校ＰＴＡ 無料
http://www.city.tomakomai.hokkaid
o.jp/gakko/ryoun/

連絡先：苫小牧市立凌雲中学校
電話番号：0144-67-6142

北海道 苫小牧市 ② 学習発表会
日頃の児童の学習成果を公開し、保護者・地域住民の方々に学校の
教育活動への理解を深めていただきます。

10月19日 苫小牧市立緑小学校体育館 苫小牧市立緑小学校 無料
【苫小牧市立緑小学校HP】
http://www.city.tomakomai.hokkaid
o.jp/gakko/midori/

連絡先：苫小牧市立緑小学校
電話番号：0144-32-6501

北海道 苫小牧市 ② 開校落成記念式典
今年度開校したウトナイ中学校の校歌・校章を地域・校舎建築主体業
者・関係者等を招待し、披露します。

11月1日 苫小牧市立ウトナイ中学校 苫小牧市立ウトナイ中学校 無料
連絡先：苫小牧市立ウトナイ中学校
電話番号：0144-57-6451

北海道 苫小牧市 ② 授業公開日
全学級、授業公開（道徳科含む）を行い、保護者、地域住民等に教育
活動を公開します。

10月15日 苫小牧市立ウトナイ中学校 苫小牧市立ウトナイ中学校 無料
連絡先：苫小牧市立ウトナイ中学校
電話番号：0144-57-6451

北海道 苫小牧市 ② 学習発表会
地域・保護者の皆様に、日頃の学習の成果をい公開し、学校の教育
活動への理解を深めていただきます。

10月19日 苫小牧市立糸井小学校体育館 苫小牧市立糸井小学校 無料
連絡先：苫小牧市立糸井小学校
電話番号：0144-72-3912

北海道 苫小牧市 ② 音楽発表会
子どもたちが音楽の授業で取り組んだ合唱や器楽の成果を保護者や
地域の方に発表します。

10月26日 苫小牧市立沼ノ端小学校体育館 苫小牧市立沼ノ端小学校 無料
連絡先：苫小牧市立沼ノ端小学校
電話番号：0144-55-0403

北海道 苫小牧市 ② 学習発表会
日常の学習成果を総合的に発表する場として学習発表会を公開し、
保護者や地域住民に教育活動への理解を深めていただきます。

10月12日
苫小牧市立苫小牧西小学校体育
館

苫小牧市立苫小牧西小学校 無料
連絡先：苫小牧市立苫小牧西小学校　教
頭

北海道 苫小牧市 ② 音楽の広場
駒澤大学付属苫小牧高等学校吹奏楽局・チアリーディング部による演
奏・演舞を行います。

11月11日 苫小牧市立明野中学校 苫小牧市立明野中学校ＰＴＡ 無料
連絡先：苫小牧市立明野中学校
電話番号：0144-57-1811

北海道 苫小牧市 ② 北海道の歴史を探る授業
外部講師を招いての授業です。内容は北海道の歴史の移り変わりを
講師に学び考えます。（講師：道教育大岩見沢校　特任教授　田山修
三先生）

現在10月開催で調整中 苫小牧市立明倫中学校 苫小牧市立明倫中学校 無料
連絡先：苫小牧市立明倫中学校
電話番号：0144-74-2146

日程の最終確認は本校
HPの月行事予定で確認
してください。

北海道 苫小牧市 ② 授業参観日
本校全学級の授業を公開します。広く本校の生徒の様子をご覧くださ
い。

10月16日 苫小牧市立明倫中学校 苫小牧市立明倫中学校 無料
連絡先：苫小牧市立明倫中学校
電話番号：0144-74-2146

日程の最終確認は本校
HPの月行事予定で確認
してください。

北海道 苫小牧市 ② 職業体験
２年生によるキャリア教育の一環として実施します。市内の事業所等
40カ所に出向き体験を実施します。

10月17日 市内事業者など 苫小牧市立明倫中学校 無料
連絡先：苫小牧市立明倫中学校
電話番号：0144-74-2146

日程の最終確認は本校
HPの月行事予定で確認
してください。

北海道 苫小牧市 ② 教育相談週間
教職員による生徒の悩み相談を実施します。生徒が担任以外にでも
相談できる仕組みとなっています。

10月25日～31日 苫小牧市立明倫中学校 苫小牧市立明倫中学校 無料
連絡先：苫小牧市立明倫中学校
電話番号：0144-74-2146

日程の最終確認は本校
HPの月行事予定で確認
してください。

北海道 苫小牧市 ② 吹奏楽部定期演奏会
５年連続日胆地区吹奏楽コンクール全道出場を果たし、日頃より地域
や老人ホーム等にも出向き演奏を披露しています。

11月4日 苫小牧市民会館 苫小牧市立明倫中学校
連絡先：苫小牧市立明倫中学校
電話番号：0144-74-2146

300円
日程の最終確認は本校
HPの月行事予定で確認
してください。

北海道 苫小牧市 ② 第３０回ふれあいコンサート
校区の小学校や本校の生徒による標語の表彰
や音楽発表です。また、地域音楽団体の音楽発表が開催されます。
子どもと地域・保護者が一体となる取組です。

11月9日 苫小牧市立明倫中学校
苫小牧市立明倫中学校区生徒指
導連絡協議会

無料
連絡先：苫小牧市立明倫中学校
電話番号：0144-74-2146

北海道 苫小牧市 ② 授業参観週間
沼ノ端中学校の近隣の方々に、来校して頂き沼中の教育について交
流していただきます。

10月15～21日 苫小牧市立沼ノ端中学校 苫小牧市立沼ノ端中学校 無料
連絡先：苫小牧市立沼ノ端中学校
電話番号：0144-55-0340

北海道 苫小牧市 ② 学校公開
「学校力向上に関する総合実践事業」指定校として、全学級の授業を
公開するとともに、北海道教育庁胆振教育局義務教育指導監の渋川
賢一様をお招きし、ご講演をいただきます。

10月25日 苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立拓進小学校 無料

【苫小牧市立拓進小学校HP】
http://
www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ga
kko/takushin/

連絡先：苫小牧市立拓進小学校
電話番号：0144-52-5010

北海道 苫小牧市 ② 学校取組説明会
児童の学力や体力の向上等に向け、本校の課題や取組の状況、家
庭との連携を強化したい点等について保護者へ説明します。沢山の
参加をいただけるよう、参観日に合わせて実施します。

11月26～28日 苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立拓進小学校 無料

【苫小牧市立拓進小学校HP】
http://
www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ga
kko/takushin/

連絡先：苫小牧市立拓進小学校
電話番号：0144-52-5010

北海道 苫小牧市 ② 道徳の日
全校児童参加の下「いじめをなくそう集会」を開催し、併せて、いじめ
問題根絶に向け、全学級において同じ内容項目で道徳の授業を実施
します。

11月29日 苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立拓進小学校 無料

【苫小牧市立拓進小学校HP】
http://
www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ga
kko/takushin/

連絡先：苫小牧市立拓進小学校
電話番号：0144-52-5010

北海道 苫小牧市 ② 主張発表大会 中学生が日常生活の中で考えていることを作文にして発表します。 10月17日
苫小牧市立苫小牧東中学校体育
館

苫小牧市立苫小牧東中学校 無料
連絡先：苫小牧市立苫小牧東中学校教頭
電話番号：0144-32-5231

メール：tomahigasi-
jhs4@hokkaido.school.ed

北海道 苫小牧市 ②
苫小牧市立若草小学校学習
発表会

日常の学習成果を発表することで、保護者・地域住民に学校の教育
活動への理解を深めていただきます。

10月19日 苫小牧市立若草小学校体育館 苫小牧市立若草小学校 無料
連絡先：苫小牧市立若草小学校
電話番号：0144-32-6584

北海道 苫小牧市 ② 公開研究会
管内の小中学校及び地域への授業公開を行い、本校の研究に即した
研究協議を行います。

10月31日 苫小牧市立青翔中学校 苫小牧市立青翔中学校 無料
連絡先：苫小牧市立青翔中学校教頭
電話番号：0144-51-2151

メール：seishou-
jhs4@hokkaido.school.ed.j

北海道 苫小牧市 ② 環境学習
地域の自然を教材に、地球環境についての理解を深め、持続可能な
開発の在り方についての基礎を学びます。

10月10日 勇払地区 苫小牧市立勇払中学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払中学校
電話番号：0144-56-0329

北海道 苫小牧市 ② 職場体験
職場体験活動を通して、働くことの大切さや楽しさを学ぶとともに、働く
ことに対して前向きな意識を育みます。

10月10日
勇払地区
各事業所

苫小牧市立勇払中学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払中学校
電話番号：0144-56-0329

北海道 苫小牧市 ② ＣＳ推進委員会
「１５歳の子ども像」に具現に向けた小中学校の一貫教育の取組につ
いての中間検証を行い、今後の改善について協議します。

11月20日 苫小牧市立勇払中学校 苫小牧市立勇払中学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払中学校
電話番号：0144-56-0329

北海道 苫小牧市 ②
勇払小中学校教育力向上会
議

「１５歳の子ども像」に具現に向けて、小中学校の全職員が授業や日
頃の指導について交流し、よりよい教育活動について話し合います。

11月11日 苫小牧市立勇払小学校
勇払中学校区エリア教育力向上会
議エリア経営会議

無料
連絡先：苫小牧市立勇払中学校
電話番号：0144-56-0329

北海道 苫小牧市 ② 授業参観日
日常の授業風景を保護者及び地域の方々に参観していただき、子ど
もや教師、学校の様子を感じ取っていただく機会にします。

10月20日 苫小牧市立勇払中学校 苫小牧市立勇払中学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払中学校
電話番号：0144-56-0329

北海道 苫小牧市 ② 研究授業
授業力向上に向けた実践的取組を広く地域に発信し、成果と課題を
明らかにしさらなる授業改善につなげていきます。

11月22日 苫小牧市立勇払小学校 苫小牧市立勇払中学校 無料
連絡先：苫小牧市立勇払中学校
電話番号：0144-56-0329

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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北海道 苫小牧市 ② 学習発表会
日常の学習成果を総合的に発表する場として学習発表会を公開し、
保護者や地域住民に教育活動の理解を深めていただきます。

10月19日 体育館 苫小牧市立北星小学校 無料
連絡先：苫小牧市立北星小学校
電話番号：0144-74-2155

北海道 苫小牧市 ②
苫小牧市立啓明中学校吹奏
楽部定期演奏会

日頃より地域行事に参加し演奏を披露しています。 10月12日 苫小牧市文化交流センター 苫小牧市立啓明中学校吹奏楽部 無料
【苫小牧市立啓明中学校HP】
http://www.city.tomakomai.hokkaid
o.jp/gakko/keimei/

連絡先：苫小牧市立啓明中学校
電話番号：0144-67-3115

日程の最終確認は本校
HPの月行事予定で確認
して下さい。

北海道 苫小牧市 ②
樽前小学校学芸会
樽前地区文化祭

保護者、地域住民の方々をお招きし、児童の成長の様子を発表しま
す。保育園や地域住民の発表、展示等も行います。

10月20日 苫小牧市立樽前小学校体育館 苫小牧市立樽前小学校 無料
連絡先：苫小牧市立樽前小学校
電話番号：0144-67-3755

北海道 苫小牧市 ② 学校公開日 授業参観を行います。 10月29日 苫小牧市立開成中学校 苫小牧市立開成中学校
連絡先：苫小牧市立開成中学校
電話番号：0144ｰ32-8278

北海道 苫小牧市 ② かたつむり祭
保護者や地域の方に美園小学校児童の音楽や劇の発表を観覧して
いただきます。

10月19日 苫小牧市立美園小学校 苫小牧市立美園小学校 無料
連絡先：苫小牧市立美園小学校
電話番号：0144-34-3013

北海道 苫小牧市 ② 家庭学習強化週間
校区の中学校のテスト週間にあわせ、地域で連携しながら各学年の
目標とする時間以上に学習に取り組むよう強化週間を設けます。

11月18日～15日 苫小牧市立美園小学校 苫小牧市立美園小学校 無料
連絡先：苫小牧市立美園小学校
電話番号：0144-34-3013

北海道 苫小牧市 ③
北海道大学・苫小牧研究林　
森林資料館・森林記念館の
一般公開

鳥獣剥製や昆虫標本、材幹（丸太）標本、木製品などを展示する
森林資料館と、国指定登録有形文化財である駒形屋根が特徴の森
林記念館（1935年築）を一般公開します。職員による展示品解説
も随時行います。

10月25日 北海道大学苫小牧研究林 北海道大学苫小牧研究林 無料
https://tomakexpforest.jimdo.
com/森林資料館-森林記念館/

北海道大学苫小牧研究林
0144-33-2171

北海道 苫前町 ① 苫前小学校ＰＴＡ教育講演会
地域参観日に併せて、元置戸町管理栄養士の佐々木十美さんを招聘
し、「地域の全ての子供たちを、自分の子供のように考える」と題して
講演会を実施します。

11月16日 苫前小学校体育館 苫前小学校ＰＴＡ 無料
連絡先：苫前小学校ＰＴＡ事務局
電話番号：0164-64-2440

tomasho@04.plala.or.jp

北海道 苫前町 ② 古小フェスティバル
児童とPTAが保育所，保護者，地域の方に楽しんでもらえるように飲
食やゲームのお店を開きます。

11月9日 古丹別小学校 苫前町立古丹別小学校 無料
【古小HP】
https://www11.schoolweb.ne.jp/sw
as/index.php?id=0110020

連絡先：苫前町立古丹別小学校　教頭
電話番号：0164-65-4004

北海道 苫前町 ② 苫中祭 文化的内容を中心とした学習を保護者、地域住民に公開します。 10月5日 苫前中学校体育館 苫前中学校 無料
連絡先：苫前町立苫前中学校
電話番号：0164-64-2447

北海道 苫前町 ②③ 文化祭
合唱や演劇，地域の伝統芸能「豊饒太鼓」の演奏など，日頃の学習の
成果を保護者・地域住民に発表します。

10月6日
苫前町立古丹別中学校体育館　
他

古丹別中学校 無料
連絡先：苫前町立古丹別中学校
電話番号：0164-65-4039

北海道 苫前町 ①
苫前町ふるさと教育セミナー・
苫前町ＰＴＡ連合会研修会

心豊かでたくましく、広い視野と思考力・判断力・表現力を身につけた
青少年育成のため、家庭・学校及び地域が一体となって教育環境を
改善し、地域社会全体で共通理解を図るための研修会を開催します。

10月下旬 苫前町公民館
苫前町教育委員会、苫前町ＰＴＡ
連合会、苫前町地域教育協議会

無料
【苫前町ＨＰ】
http://www.town.tomamae.lg.jp/

連絡先：苫前町教育委員会社会教育課
電話番号：(0164)65-4076

北海道 苫前町 ①② 「体験発表会」 　保護者、地域住民に本校生徒の学習活動を発表します。 11月23日 北海道苫前商業高等学校 北海道苫前商業高等学校 無料
【苫前商業高等学校】
http://www.tomamaeshougyou.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：北海道苫前商業高等学校
電話番号：0164-65-3441

北海道 苫前町 ①②
「町おこし事業」(SMILE　
WIND)

　商業に関わる学習の集大成として、地域社会の中で育てられている
ことをふまえ、本校と苫前町をアピールすることにより、地域の活性化
に繋がる販売実習を行います。

10月25日
札幌ｴｽﾀ地下1階ｴｽﾀ大食品街入
口

北海道苫前商業高等学校 無料
【苫前商業高等学校】
http://www.tomamaeshougyou.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：北海道苫前商業高等学校
電話番号：0164-65-3441

北海道 苫前町 ①② 「町内販売実習」
商業の基礎的な知識・技能を用いて実践的な販売の実習を行い、コ
ミュニケーション能力の伸張を図ります。

10月25日 北海道苫前商業高等学校 北海道苫前商業高等学校 無料
【苫前商業高等学校】
http://www.tomamaeshougyou.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：北海道苫前商業高等学校
電話番号：0164-65-3441

北海道 泊村 ② 泊小地域公開参観日
保護者及び地域の方々に子どもたちや学校の様子を公開し、開かれ
た教育活動に資することとします。

11月7日 泊小学校
泊村立泊小学校
泊村立泊小学校PTA

無料
連絡先：泊村立泊小学校
電話番号：0135-75-2003

北海道 泊村 ② 学校地域公開日
地域全体に学校を公開し、本校の教育や生徒の様子について理解を
深めていただきます。

11月1日 泊中学校 泊中学校 無料
連絡先：泊中学校教頭
電話番号：0135-75-2203

北海道 泊村 ② 全校道徳公開
道徳教育授業を地域公開することで、本校の道徳教育について理解
を深めていただきます。

11月1日 泊中学校 泊中学校 無料
連絡先：泊中学校教頭
電話番号：0135-75-2203

北海道 泊村 ① 泊村公民館祭り
地域住民が主体となって児童生徒と一体となって、製作物展示や文
化的なイベントを行う。

10月26～27日 泊村公民館 泊村教育委員会 無料
連絡先：泊村公民館
電話番号：0135-75-3258

北海道 泊村 ①
泊中学校ＰＴＡレクリエーショ
ン

保護者と教職員が一体となってレクリエーションを行い、連携を深め
る。

10月19日 泊中学校体育館 泊中ＰＴＡ 無料
連絡先：泊中学校教頭
電話番号：0135-75-2203

北海道 豊浦町 ② 学芸会
子供たちが取り組んだ歌や器楽、劇など学習の成果を保護者や地域
住民等に公開する。

10月20日 豊浦町立豊浦小学校体育館 豊浦町立豊浦小学校 無料
連絡先：豊浦小学校
電話番号：0142-83-2017

北海道 豊浦町 ② 町教研公開研究会
町内小中４校の児童生徒が一緒に学習活動を行う授業を地域住民や
保護者に公開し、小中連携の取組を見ていただく。

11月22日
豊浦町立豊浦小学校
豊浦町立豊浦中学校

豊浦町教育委員会
豊浦町教育研究会

無料

連絡先：豊浦小学校
電話番号：0142-83-2017
連絡先：豊浦中学校
電話番号:0142-83-2079

北海道 豊浦町 ②
豊浦町立大岸小学校開校
130周年記念学芸会

学習の成果を総合的に発表する姿について、保護者や地域住民等に
広く公開します。

10月20日 豊浦町立大岸小学校体育館 豊浦町立大岸小学校 無料
連絡先：豊浦町立大岸小学校
電話番号：0142-84-1011

北海道 豊浦町 ② 参観日
大岸小学校の教育活動の様子について，保護者に授業を公開し，懇
談で意見をいただく。

11月27日 豊浦町立大岸小学校 豊浦町立大岸小学校 無料
連絡先：豊浦町立大岸小学校
電話番号：0142-84-1011

北海道 豊浦町 ② 学習発表会
日常の学習成果を発表する。保護者や地域の方に公開し、子供たち
の学習の様子や成果を見ていただく。

10月20日 豊浦町立礼文華小学校体育館 豊浦町立礼文華小学校 無料
連絡先：豊浦町立礼文華小学校
電話番号：0142－85－1014

北海道 豊浦町 ② 授業参観日
町内へき地校と合同で学習活動を行い、保護者や地域の方々に見て
いただき、学校の教育活動への理解を深めていただく。

10月30日 豊浦町立礼文華小学校 豊浦町立礼文華小学校 無料
連絡先：豊浦町立礼文華小学校
電話番号：0142－85－1014

北海道 豊浦町 ② 収穫祭
漁業体験で養殖したホタテ、稲作体験で収穫したお米、学校農園で収
穫した野菜を使って料理を作り、お世話になっている地域の方々を招
いて会食をする。

11月16日 豊浦町立礼文華小学校 豊浦町立礼文華小学校 無料
連絡先：豊浦町立礼文華小学校
電話番号：0142－85－1014

北海道 豊頃町 ①②
豊頃町PTA連合会研究大会 
兼 まちづくりフォーラム講演

小・中学校の保護者、町民を対象に、「報徳のおしえ」に関する普及・
啓発の映画鑑賞会を実施します。

11月中 える夢館
豊頃町PTA連合会
まちづくりフォーラム実行委員会

無料
連絡先：豊頃町教育委員会
電話番号：015-579-5801

北海道 豊頃町 ②
協賛事業
豊小あいさつ運動

児童会が中心となって、朝のあいさつ運動を行い、挨拶の啓発を行
う。家庭・地域にも呼びかける。

11月1～8日 豊頃町立豊頃小学校 豊頃町立豊頃小学校 無料
連絡先：豊頃町立豊頃小学校
電話番号：015^574-2619

北海道 豊頃町 ② ＰＴＡ親子教育講演会
生徒・保護者を対象に講演会を開催し、自己の生き方等について考え
る機会とする。

11月末 豊頃町立豊頃中学校体育館 豊頃町立豊頃中学校体育館 無料
連絡先：豊頃町立豊頃中学校
電話番号：015-574-2427

北海道 豊頃町 ②
大津小学校・大津保育所学
習発表会

大津小学校と大津保育所の子どもたちが、日頃の学習の成果を保護
者や地域住民に発表します。

10月27日 豊頃町立大津小学校
豊頃町立大津小学校
大津保育所

無料
連絡先：豊頃町立大津小学校
電話番号：015-575-2020

北海道 豊頃町 ② JA食育学習
JA豊頃町女性部の協力のもと、地元産の食材等を活用した調理学習
を通して、地産地消に対する理解を深めます。

11月12日 豊頃町立大津小学校 豊頃町立大津小学校 無料
連絡先：豊頃町立大津小学校
電話番号：015-575-2020

北海道 豊頃町 ② 職業体験報告会
11月に実施した職業体験学習のまとめを公開することで、地域を見つ
め直す機会にするとともに、職業観・勤労観を育む。

11月末 豊頃町立豊頃中学校体育館 豊頃町立豊頃中学校 無料
連絡先：豊頃町立豊頃中学校
電話番号：015-574-2427

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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北海道 豊富町 ② 学校祭
日頃の学習成果を音楽や劇、踊りなどを通して発表します。小中併置
の特色を生かした合同の取り組みを通して創り上げたものを、保護者
や地域の方々に見ていたただきます。

10月19日 豊富町立兜沼小中学校 豊富町立兜沼小中学校 無料
連絡先：豊富町立兜沼小中学校
電話番号：0162-84-2007

北海道 豊富町 ② 町美術展
町内の小・中学校児童生徒が美術の表現を通じて、情操のかん養と
創造精神の高揚を図る。

10月18日
～25日

豊富町民センター 豊富町教育委員会 無料
連絡先：天塩郡豊富町大通１丁目
電話番号：0162-82-1355

北海道 奈井江町 ② 地域参観日 学校での子ども達の様子を地域の方々にも参観していただきます。 10月18日 奈井江町立奈井江小学校 奈井江町立奈井江小学校 無料
連絡先：奈井江町立奈井江小学校
電話番号：0125-65-2108

北海道 奈井江町 ② 公開研究会
研究授業による活動の充実を目指した実践の取組についての公開授
業を行います。

11月20日 奈井江町立奈井江中学校 奈井江町立奈井江中学校 無料
連絡先：奈井江町立奈井江中学校
電話番号：0125-65-2150

北海道 奈井江町 ① 芸術鑑賞会
奈井江商業高校と奈井江中学校の連携の一環として、中高の生徒及
び教員が秀でた生の芸術を鑑賞します。

10月11日 文化ホール 奈井江町教育委員会 無料
【奈井江町教育委員会】
http://www.town.naie.hokkaido.jp/k
yoikuiin/

連絡先：奈井江町教育委員会
電話番号：0125-65-5311

文化振興係

北海道 奈井江町 ②
奈井江町「明日を考える集
い」

「保護者、地域、学校のつながりを深める」をテーマに講演講師を招聘
し講演会を行う。併せて奈井江商業高校生徒会の生徒がパワーポイ
ントを活用し、学校紹介や学校PRを発表します。

11月18日  (予定) 文化ホール 奈井江町教育委員会 無料
【奈井江町教育委員会】
http://www.town.naie.hokkaido.jp/k
yoikuiin/

連絡先：奈井江町教育委員会
電話番号：0125-65-5381

教育支援係

北海道 奈井江町 ② 芸術鑑賞
奈井江商業高校と奈井江中学校の連携の一環として、中高の生徒及
び教員の芸術鑑賞会を実施します。

10月下旬 文化ホール 奈井江町教育委員会 無料
【奈井江町教育委員会】
http://www.town.naie.hokkaido.jp/k
yoikuiin/

連絡先：奈井江町教育委員会
電話番号：0125-65-5381

北海道 奈井江町 ② 公開授業週間
授業改善の一環として保護者や奈井江町の地域の方々に授業を参
観してもらい、教員の研鑽を深めます。

11月中旬 北海道奈井江商業高等学校 北海道奈井江商業高等学校 無料
【北海道奈井江商業高等学校】
http://www.naieshougyou.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道奈井江商業高等学校
電話番号：0125-65-2239

北海道 奈井江町 ②
奈井江町教育の明日を考え
る集い

奈井江町のより良い教育の推進に資する教育講演会を行うとともに、
本校生徒が奈井江商業高校のあるべき姿や特色などをステージで発
表します。

11月中旬 文化ホール 奈井江町教育委員会 無料
【奈井江町教育委員会】
http://www.town.naie.hokkaido.jp/k
yoikuiin/

連絡先：奈井江町教育委員会
電話番号：0125-65-5381

北海道 中川町 ③ 第48回町民文化祭
町内のサークル・団体や学校等による作品展示や舞台発表のほか、
映画上映会や図書室まつりが期間中に開催されます。

10月26日
～11月3日

中川町生涯学習センターちゃいむ 中川町教育委員会 無料
連絡先：中川町教育委員会
電話番号：01656-7-2877

北海道 中札内村 ② 学校祭
全道の特別支援学校及び保護者、村内小・中学校や村民の方々にお
知らせし、本校の教育活動及び生徒の活動等について情報交流す
る。

11月8日
～9日

中札内高等養護学校 中札内高等養護学校 無料
【中札内高等養護学校HP】
http://www.nakasatsunaikoutouyou
go.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：中札内高等養護学校
電話番号：0155-68-3266

【代表メール】
nakasatsunaikoutouyougo
-z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 中札内村 ② 中札内小学校学習発表会 日頃の学習内容及び成果を保護者や地域住民に公開します。 10月27日 中札内村立中札内小学校 中札内村立中札内小学校 無料
連絡先：中札内小学校
電話番号：0155-67-2010

北海道 中札内村 ② 上札内小学校学習発表会 日頃の学習内容及び成果を保護者や地域住民に公開します。 11月9日 中札内村立上札内小学校 中札内村立上札内小学校 無料
連絡先：上札内小学校
電話番号：0155-69-4171

北海道 中札内村 ① 教育講演会
中札内村共育の日セレモニーの実施に合わせ、教育に対する理解と
関心を深めることを目的に全村民を対象とした講演会を開催します。

11月下旬 中札内文化創造センター 中札内村教育委員会 無料
連絡先：中札内村教育委員会
電話番号：0155-67-2929

北海道 中標津町 ① 薬物乱用防止教室
外部講師を招き、薬物使用の実態や危険性について講話を行いま
す。

10月16日 北海道中標津高等学校 北海道中標津高等学校 無料
【※北海道中標津高等学校ＨＰ】
http://www.nakashibetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道中標津高等学校
電話番号：0153-72-2059

北海道 中標津町 ② 公開授業週間
この1週間を授業公開週間とし、保護者・教育関係者・地域住民に公
開し、授業力向上に役立てます。

10月7日～11日 北海道中標津高等学校 北海道中標津高等学校 無料
【※北海道中標津高等学校ＨＰ】
http://www.nakashibetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道中標津高等学校
電話番号：0153-72-2059

北海道 中標津町 ② １・３学年現場実習報告会
3年生は約5週間、1年生は1週間に渡り町内外にて行った現場実習の
報告を行います。特に3年生は卒業後の進路獲得を見通した重要な
取組となっています。

10月12日 中標津支援学校体育館 中標津支援学校 無料
【中標津支援学校HP】
http://www.n-koyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：中標津支援学校　
電話番号：0153-72-6700

北海道 中標津町 ②③ 芸術鑑賞会
NPO劇団さっぽろによるミュージカル「あらしのよるに」を芸術鑑賞会と
して実施します。生徒、保護者及び地域の方と素敵な舞台芸術の世
界を共感します。

10月25日 中標津支援学校体育館 中標津支援学校 無料
http://www.n-koyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：中標津支援学校　
電話番号：0153-72-6700

北海道 中標津町 ②③ 学校祭
日常の学習成果を保護者や地域の方々に公開します。また、授業で
製作した商品を校内販売させていただきます。同時にPTA・地域福祉
事業所の協力によるバザーも行います。

11月15日、16日 中標津支援学校 中標津支援学校 無料
http://www.n-koyo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：中標津支援学校　
電話番号：0153-72-6700

北海道 中標津町 ① 中学生議会
次世代を担う子どもたちが、身近な問題や将来の街づくりを考え、発
表することにより、社会に参加する意識を育むとともに、町に対する子
どもたちの要望や提案などを聴取し、今後の町政運営の参考にしま

11月1日 中標津町役場議事堂 中標津町教育委員会 無料
連絡先：中標津町教育委員会
電話番号：0153-73-3111

北海道 中標津町 ②
中標津町立中標津小学校学
芸会

学習の成果を保護者・地域住民へ公開します。 10月27日 中標津町立中標津小学校 中標津町立中標津小学校 無料
【中標津町立中標津小学校HP】
https://www.nakashibetsu.jp/nakas
hibetsu-es/index.html

連絡先：中標津町立中標津小学校
電話番号：0153-72-2565

北海道 中標津町 ③ ふれあいフェア
児童と保護者・地域住民が集まり、キッズバザーやイベント等でふれ
あう機会をもちます。

11月10日 中標津町立中標津小学校 中標津町立中標津小学校ＰＴＡ 無料
【中標津町立中標津小学校HP】
https://www.nakashibetsu.jp/nakas
hibetsu-es/index.html

連絡先：中標津町立中標津小学校
電話番号：0153-72-2565

販売あり

北海道 中標津町 ② 公開研究会 根室管内小中学校教員に授業を公開します。 11月29日 中標津町立中標津東小学校 中標津町立中標津東小学校 無料
連絡先：中標津町立中標津東小学校
電話番号：0153-72-3314

北海道 中標津町 ② 学習発表会 日常の学習の成果を地域・保護者に向けて、発表を行っています。 10月26日 中標津町立俵橋小学校体育館 中標津町立俵橋小学校 無料
【俵橋小学校HP】
http://www.aurens.or.jp/~tawara/

連絡先：中標津町立俵橋小学校
電話番号：0153-73-3969

tawara@aurens.jp

北海道 中標津町 ② 公開研究会 日頃の授業研究を公開します 11月22日 中標津町立丸山小学校 中標津町立丸山小学校 無料
連絡先：中標津町立丸山小学校　教頭
電話番号：０１５３－７３－４４１１

北海道 中標津町 ② 丸っ子発表会 教育活動を総合的に発表します 10月27日 中標津町立丸山小学校 中標津町立丸山小学校 無料
連絡先：中標津町立丸山小学校　教頭
電話番号：０１５３－７３－４４１１

北海道 中標津町 ②
中標津町立中標津中学校文
化祭合唱コンクール

学習活動（合唱）の成果を地域住民、保護者へ公開します。 10月20日 中標津町立中標津中学校体育館 中標津町立中標津中学校 無料
【中標津町立中標津中学校blog】
https://nakashibetsu-
jh.blogspot.com/

連絡先：中標津町立中標津中学校
電話番号：0153-72-2626

nakachu@ed.nakashibetsu
.jp

北海道 中標津町 ② 合唱コンクール
学校の教育活動の成果を、伝統である「合唱」を通して保護者、地域
の方々に発表し、学校教育活動への理解を図ります。

10月28日 中標津町総合文化会館 中標津町立広陵中学校 無料
【中標津町立広陵中学校】
https://cleankory.exblog.jp/

連絡先：中標津町立広陵中学校
電話番号：0153-73-3161

北海道 中標津町 ② チャレンジウォーク
全長７４Kｍの山中を児童生徒が9ヶ年を通して踏破する企画。また、
学校運営協議会と連携を図り地域、保護者にも参加を呼びかける。

10月12日 北根室ランチウェイ 中標津町立計根別学園 無料
連絡先：中標津町立計根別学園
電話番号：0153-78-2052

北海道 中標津町 ①②
さんフェア2019「農業高校食
彩フェア」inイトーヨーカドー帯

地域住民に、農業高校生徒による実習生産物・作品の販売、展示、実
演等を行います。

10月5日 イトーヨーカドー帯広店
中標津農業高等学校（北海道高等
学校長協会農業部会）

【中標津農業高校HP】
http://www.nakashibetsu.jp/nagri/

連絡先：北海道中標津農業高等学校
電話番号：0153-78-2053

北海道 中標津町 ② 公開授業
保護者や学校運営協議会委員およびその他関係者に公開し、授業力
の向上と地域に開かれた学校づくりを推進します。

11月1日 北海道中標津農業高等学校 北海道中標津農業高等学校 無料
【中標津農業高校HP】
http://www.nakashibetsu.jp/nagri/

連絡先：北海道中標津農業高等学校
電話番号：0153-78-2053

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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北海道 中標津町 ②
中標津農業高等学校農業ク
ラブ校内実績発表大会

プロジェクト学習法を用いて農業に関する課題解決に取り組んだ実践
成果を発表する。

11月29日 北海道中標津農業高等学校 北海道中標津農業高等学校 無料
【中標津農業高校HP】
http://www.nakashibetsu.jp/nagri/

連絡先：北海道中標津農業高等学校
電話番号：0153-78-2053

北海道 中頓別町 ① 親子映画鑑賞会
親子で映画を観賞することで，親子のふれあいを深める機会としま
す。

10月19日 中頓別小学校 中頓別小学校PTA 無料
連絡先：中頓別町立中頓別小学校
電話番号：01634-6-1649

北海道 中頓別町 ②
令和元年度中頓別中学校学
校祭

日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月20日 中頓別中学校体育館 中頓別中学校 無料
連絡先：中頓別町立中頓別中学校
電話番号：01634-6-1842

北海道 中頓別町 ② 親子ふれあい広場
スポーツ交流や協同物作り体験を通して、親子のふれあいを深める
場とします。

11月9日 中頓別中学校体育館 中頓別中学校 無料
連絡先：中頓別町立中頓別中学校
電話番号：01634-6-1843

北海道 中頓別町 ① 中頓別町民文化祭 日頃の学習成果や芸能活動を地域住民に発表します。
11月2日
～4日
（予定）

中頓別町民センター 中頓別町民文化祭実行委員会 無料
連絡先：中頓別町教育委員会
電話番号：01634-6-1111

北海道 長沼町 ②
長沼町立長沼中央小学校公
開研究会

保護者、地域住民、教育関係者に授業を公開します。 11月8日 長沼町立長沼中央小学校 長沼町立長沼中央小学校 無料
連絡先：長沼町立長沼中央小学校
電話番号：0123-88-2343

北海道 長沼町 ②
北長沼小学校
学習発表会

音楽（器楽演奏）や表現活動の学習の成果を発表します。 10月19日 長沼町立北長沼小学校 長沼町立北長沼小学校 無料
連絡先：長沼町立北長沼小学校
電話番号：0123-89-2122

北海道 長沼町 ②
北長沼小学校
閉校記念式典
（土曜授業）

閉校記念事業として、北長沼と北長沼小学校の歴史を振り返り、学ん
だ成果を発表（表現）します。

11月30日 長沼町立北長沼小学校
長沼町立北長沼小学校閉校記念
事業実行委員会

無料
連絡先：長沼町立北長沼小学校
電話番号：0123-89-2122

北海道 長沼町 ②
南長沼小学校閉校記念学芸
会

音楽・劇発表等します。 11月9日 長沼町立南長沼小学校
長沼町立南長沼小学校長 北野和
幸

無料
連絡先：長沼町立南長沼小学校
電話番号：0123-84-2104

北海道 長沼町 ② 学習発表会 器楽・合唱、表現発表等学習の成果発表します。 11月7日 長沼町立西長沼小学校 長沼町立西長沼小学校 無料
連絡先：長沼町立西長沼小学校
電話番号：0123-88-2191

北海道 長沼町 ② 閉校記念式典
学校閉校を惜しみ、本校の歴史と伝統を省みるとともに、保護者・地
域住民とともに一層の愛校心の涵養を図る場とします。

11月23日 長沼町立西長沼小学校
長沼町立西長沼小学校閉校記念
協賛会

無料
連絡先：長沼町立西長沼小学校
電話番号：0123-88-2191

北海道 長沼町 ② 学習発表会
児童による各教科を横断的な学びの学習成果を発表する学習発表会
です。今年度の閉校に伴い、最後の学習発表会となりました。

10月26日
長沼町立長沼舞鶴小学校　体育
館

長沼町立長沼舞鶴小学校 無料
【長沼舞鶴小学校HP】
http://naganumamaizuru-sho-
2@hokkaido.school.ed.jp

連絡先：長沼町立長沼舞鶴小学校
電話番号：0123-84-2001

北海道 長沼町 ②
長沼町立長沼中学校
公開授業研究会

保護者や地域住民、東空知学校関係者に授業公開及び研究協議会
を開催します。

11月1日 長沼町立長沼中学校 長沼町立長沼中学校 無料
連絡先：長沼町立長沼中学校
電話番号：0123-88-2567

北海道 長沼町 ① 長沼町民文化祭 芸術作品展示、芸能発表会などを行います。 11月1～3日
展示：スポーツセンター
発表会：長沼町民会館

実行委員会(長沼町文化協会） 無料
連絡先：長沼町教育委員会
電話番号：0123-88-2111

北海道 長沼町 ① 町民ロードレース大会 3、5、10㎞、リレーマラソンを行います。 10月13日
総合福祉センターりふれ(ｽﾀｰﾄ、
ｺﾞｰﾙ地点）

長沼町教育委員会、長沼町スポー
ツ少年団本部（共催）

無料
連絡先：スポーツセンター
電話番号：0123-88-0151

北海道 長沼町 ① 古本リサイクル市 廃棄雑誌や不要の図書等を無料提供します。 11月3日 長沼町図書館 長沼町教育委員会 無料
連絡先：長沼町図書館
電話番号：0123-88-3101

北海道 長沼町 ①
土曜日の学習支援活動
物作り体験学習会

町内の小学生を対象に町内在住の方の指導でわら細工等の物作りを
行います。

10月5日 長沼町民会館 長沼町教育委員会 無料
連絡先：長沼町教育委員会
電話番号：0123-88-2111

北海道 長沼町 ② 「仲間づくり」子供会議
各学校でのいじめ根絶に向けた取組の発表します。
ワークショップ形式での交流　　等

11月28日 長沼町役場 長沼町教育委員会 無料
連絡先：長沼町教育委員会
電話番号：0123-88-2111

北海道 長沼町 ② マラソン大会
町内を男子は１２ｋｍ、女子は８ｋｍを走り、マラソンを通して体力向上
を図る。また、クラスの団結力を向上させます。

10月4日
長沼町内
北海道長沼高等学校
（スタート、ゴール）

北海道長沼高等学校 無料
【北海道長沼高等学校HP】
http://www.naganuma.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道長沼高等学校
電話番号：0123-88-2512

北海道 長沼町 ② 自動車運転免許取得説明会
3年生全員に自動車運転免許の取得に対して、自動車運転の責任と
交通安全意識の向上を図ります。

10月7日 北海道長沼高等学校 北海道長沼高等学校 無料
【北海道長沼高等学校HP】
http://www.naganuma.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道長沼高等学校
電話番号：0123-88-2512

北海道 中富良野町 ① 児童生徒文化発表会 町内小中学校児童生徒による音楽発表を行います｡ 11月1日 中富良野町総合スポーツセンター 中富良野町教育委員会 無料
連絡先：中富良野町教育委員会
電話番号：0167-44-2204

メール：
syakai@nakafurano.jp

北海道 中富良野町 ① 児童生徒作品展 町内小中学校児童生徒による作品展示を行います｡ 11月2日,3日
中富良野町ふれあいセンターなか
まーる

中富良野町教育委員会 無料
連絡先：中富良野町教育委員会
電話番号：0167-44-2204

メール：
syakai@nakafurano.jp

北海道 七飯町 ② 全校ロードレース大会
規定時間内に大沼湖畔を一周し、忍耐力・精神力・体力の向上を図り
ます。

10月4日 大沼国定公園 北海道七飯高等学校 無料
【北海道七飯高等学校】
http://www.nanae.hokkaido-

連絡先：北海道七飯高等学校
電話番号：0138-65-5093

メール：nanae-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 七飯町 ② 芸術鑑賞 演劇を鑑賞することによって、豊かな感性を養います。 10月7日
七飯町文化センター「パイオニア
ホール」

北海道七飯高等学校 無料
【北海道七飯高等学校】
http://www.nanae.hokkaido-

連絡先：北海道七飯高等学校
電話番号：0138-65-5093

メール：nanae-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 七飯町 ② 交通安全キャンペーン
保護者、交通安全推進委員会と連携し、七飯町内国道を走るドライ
バーに交通安全を呼びかけます。

10月24日 七飯町峠下 北海道七飯高等学校 無料
【北海道七飯高等学校】
http://www.nanae.hokkaido-

連絡先：北海道七飯高等学校
電話番号：0138-65-5093

メール：nanae-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 名寄市 ② 収穫感謝祭
本校生徒が、学習成果である農畜産物の収穫を祝い､感謝する気持
ちを養います｡

10月8日
名寄産業高等学校
（名農キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

北海道 名寄市 ② 体験入学

中学生や保護者、中学校教員に、本校生徒や教職員が本校について
の説明や施設設備の見学、各学科別の体験学習を行い、本校につい
てご理解いただきます。

10月11日
名寄産業高等学校
（光凌キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

北海道 名寄市 ② 農場公開

地域住民の方々等に、本校生徒や教職員が農場について説明や施
設設備の見学を行い、本校についてご理解いただきます。また、本校
生が生産・加工したもち米を販売し、生産・加工等の知識と技術を学
びます。

10月19日
名寄産業高等学校
（名農キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

北海道 名寄市 ② 小学校との連携学習
本校生徒が、小学生に乳製品の製造方法について説明し、製造過程
を体験してもらいます。食品加工等の知識や技術、指導のための知
識や技能、態度を養います。

10月29日
名寄産業高等学校
（名農キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

北海道 名寄市 ② 公開授業週間

本校教員が授業を行い、教員相互に見学し評価し合うことで、授業改
善を図り授業力を向上させる。授業の様子を保護者の方々等に見学
いただき、本校についてご理解いただきます。

11月中
名寄産業高等学校
（光凌キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

北海道 名寄市 ②
みずならｼｮｯﾌﾟ
(ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ)

本校生が栽培した草花や生産加工した品を地域住民に販売し、栽培
や加工等の知識と技術を学びます。アンケートを行い、消費者の意向
を調査し次回の加工や販売等に生かします。

11月22日
名寄産業高等学校
（名農キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

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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北海道 名寄市 ② ｼｸﾗﾒﾝ販売会

本校生が栽培したｼｸﾗﾒﾝを地域住民に販売し、栽培等の知識と技術
を学びます。消費者にアンケートを行い、消費者の意向を調査し次回
の栽培や販売等に生かします。

11月30日
名寄産業高等学校
（名農キャンパス）

名寄産業高等学校 無料
【名寄産業高等学校HP】
http://www.nayorosangyou.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：名寄市西5条北5丁目１
電話番号：01654-2-3066

北海道 名寄市 ②
第１１４回名寄小学校「学芸
会」

学習活動の成果を発揮するとともに，役割を自覚し協力して活動する
場として学年ごとに劇や音楽を発表する。

10月20日 名寄市立名寄小学校体育館 名寄市立名寄小学校 無料
【名寄小学校HP】
http://www.city.nayoro.lg.jp/school
/s_nayoro/

連絡先：名寄市立名寄小学校
電話番号：01654-3-3304

北海道 名寄市 ② 学習発表会
学習活動の成果を発揮すると共に，役割を自覚し協力して活動する場
として劇や音楽を発表します

10月19日 名寄市立名寄東小学校体育館 名寄市立名寄東小学校 無料
【名寄東小学校HP】
http://www.city.nayoro.lg.jp/school
/s_nayorohigashi/

連絡先：名寄市立名寄東小学校
電話番号：01654-2-2041

北海道 名寄市 ② 学習発表会
日頃の学習活動の成果を発揮し，協力して活動する場として保護者・
地域住民を対象に発表する。

10月19日 名寄市立名寄西小学校体育館 名寄市立名寄西小学校 無料
【名寄西小学校HP】
http://www.city.nayoro.lg.jp/school
/s_nayoronishi/

連絡先：名寄市立名寄西小学校
電話番号：01654-2-4177

北海道 名寄市 ② 風の子集会

・地域住民、保護者、田畑作業でお世話になった方等を招待し、その
感謝の意を伝える。
・自校の田で収穫したもち米をもとに、全員で餅つき体験をし、餅にし
て来校者にふるまい、試食してもらう。

11月30日 名寄市立中名寄小学校 名寄市立中名寄小学校 無料
【おいで！なかなよろ！】
https://sites.google.com/view/naka
nayoro/

連絡先：名寄市立中名寄小学校
電話番号：01654-2-3889

北海道 名寄市 ② 学校祭 学習活動発表会（音楽及び体育科・意見発表・演劇・生徒会活動等） 10月26日 名寄市立智恵文中学校 名寄市立智恵文中学校 無料
【智恵文中学校HP】
http://www.city.nayoro.lg.jp/school
/c_chiebun/

連絡先：名寄市智恵文中学校
電話番号：01654-9-3010

北海道 名寄市 ②
｢心に響く講話②｣
薬物乱用防止教室

薬物乱用等の非･反社会的行動の今日的な課題に対する啓発を図り
ます｡
生徒の規範意識の向上を図ります｡

10月下旬 名寄市立風連中学校体育館 名寄市立風連中学校 無料
【風連中学校HP】
http://www.city.nayoro.lg.jp/school
/c_furen/

連絡先：名寄市立風連中学校
電話番号：01655-3-2026

北海道 名寄市 ② 名寄市立大学連携講義
①大学説明会
②講義受講

10月9日 名寄市立大学 北海道名寄高等学校 無料
【名寄高等学校】
http://www.nayoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：名寄高等学校
電話番号：01654-3-6841

北海道 名寄市 ② １・２年生進路講演会
①講話・説明受講

10月23日 北海道名寄高等学校 北海道名寄高等学校 無料
【名寄高等学校】
http://www.nayoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：名寄高等学校
電話番号：01654-3-6841

北海道 名寄市 ② 大学模擬講義 ①講義受講（６大学） 11月6日 北海道名寄高等学校 北海道名寄高等学校 無料
【名寄高等学校】
http://www.nayoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：名寄高等学校
電話番号：01654-3-6841

北海道 名寄市 ② 授業研究週間（授業公開） ①外部への授業公開 11月11～15日 北海道名寄高等学校 北海道名寄高等学校 無料
【名寄高等学校】
http://www.nayoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：名寄高等学校
電話番号：01654-3-6841

北海道 名寄市 ② １年生がん教育講演会
①講話・説明受講

11月下旬 北海道名寄高等学校 北海道名寄高等学校 無料
【名寄高等学校】
http://www.nayoro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：名寄高等学校
電話番号：01654-3-6841

北海道 南幌町 ① リサイクルブックフェア
図書室で除籍になった図書や雑誌、町民から寄贈された本を無料で
提供します。

11月3日 南幌町生涯学習センターぽろろ 南幌町教育委員会 無料
【リサイクルブックフェア】
http://www.town.nanporo.hokkaido.j
p/kyouiku/dokusyo/2314/

連絡先：南幌町教育委員会生涯学習課社
会教育グループ
電話番号：011-378-6620

北海道 南幌町 ③
教育文化功労賞・奨励賞表
彰式

本町の教育、文化、芸術、体育の振興・発展に功績のあった方や各種
大会等で優秀な成績を収めた方に対して表彰を行っています。

11月3日 南幌町農村環境改善センター 南幌町教育委員会 無料
連絡先：南幌町教育委員会生涯学習課学
校教育グループ
電話番号：011-378-6620

北海道 南幌町 ①
南幌町ＰＴＡ連合会研究大会
兼南幌町青少年健全育成を
考える集い

◆少年の主張発表
中学校・高等学校、生徒代表
◆中学生国際交流プログラム事業
オーストラリア・ケアンズ留学派遣生徒による体験発表
◆講演

11月9日 南幌町生涯学習センターぽろろ
南幌町教育委員会
南幌町ＰＴＡ連合会

無料

【青少年健全育成を考える集い】
http://www.town.nanporo.hokkaido.j
p/kyouiku/seisyounen/seisyounen/
2316/

連絡先：南幌町教育委員会生涯学習課社
会教育グループ
電話番号：011-378-6620

北海道 南幌町 ③
町民総合文化展／児童生徒
作品交流展

町民の作品（絵画・陶芸・書道・菊花他多数）を展示します。
同時に教育研究協議会による町内の小中学校、養護学校の絵画等
の作品も展示します。

11月2日～4日 南幌町農村環境改善センター 南幌町文化協会 無料

【町民総合文化展・児童生徒作品
交流展】
http://www.town.nanporo.hokkaido.j
p/kyouiku/bunka-geijutu/bunka-
geijutu_006/

連絡先：南幌町教育委員会生涯学習課社
会教育グループ
電話番号：011-378-6620

北海道 南幌町 ② 南幌町内企業見学会
南幌町内の企業を見学し、生徒の進路意識を高めるとともに、地域の
方々との交流を通してコミュニケーション能力を育成します。

10月3日 南幌町内各企業 北海道南幌高等学校 無料
【北海道南幌高等学校HP】
http://www.nanporo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道南幌高等学校
電話番号：011-378-2248

北海道 南幌町 ①②
いきいきキャベッチマラソンｉｎ
南幌

南幌町民および南幌高校生徒・小学生・中学生が参加し、マラソンを
通して体力向上および異世代の交流を図ります。

10月12日 南幌町内各コース
南幌町体育協会・南幌町教育委員
会・南幌高等学校

連絡先：南幌町教育委員会生涯学習課社
会教育グループ
電話番号：011-378-6620

北海道 南幌町 ①② 一日警察官
警察署等の協力により、町内で一日警察官として交通安全について
の啓蒙活動を行い、地域の方々への交通安全の呼びかけを行いま
す。

11月中旬 南幌町内 北海道南幌高等学校 無料
【北海道南幌高等学校HP】
http://www.nanporo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道南幌高等学校
電話番号：011-378-2248

北海道 南幌町 ③ 第35回南養祭
学校公開及び学習成果発表等により保護者及び地域住民、教育・福
祉関係者に対して教育活動の理解啓発を行います。（陶芸、木工等の
学習展示、舞台発表等の一般公開）

11月9日 北海道南幌養護学校 北海道南幌養護学校 無料
【北海道南幌養護学校HP】
http://www.nanporoyougo.hokkaido
-c.ed.jp

連絡先：北海道南幌養護学校
電話番号：011-378-2313

北海道 仁木町 ② 仁木中学校文化祭 生徒による弁論、合唱など学習成果の発表をします。 10月5日 仁木中学校 仁木中学校 無料
連絡先：仁木町立仁木中学校
電話番号：0135-32-2079

北海道 西興部村 ② 西興部小学校学芸会
日頃の学習成果を生かし、表現、劇、音楽の発表をします。子どもた
ちの活動を通して、本校取組への理解を図ります。

10月20日 西興部小学校体育館 西興部小学校 無料
連絡先：西興部村立西興部小学校
電話番号：0158-87-2230

北海道 西興部村 ②
西興部小学校地域公開日西
小親子まつり

保護者と児童で、ものづくりや調理などを行い、児童、保護者、地域の
方々と交流を深めます。

11月16日 西興部小学校 西興部小学校 無料
連絡先：西興部村立西興部小学校
電話番号：0158-87-2230

北海道 西興部村 ②
第５回地域公開日
学芸会

保護者や地域の方々に、器楽・劇・ダンスなど、日頃の学習活動の成
果を発表します。

10月6日 上興部小学校 上興部小学校 無料
連絡先：上興部小学校
電話番号：0158－87－2719

kekyoutou@nishiokoppe.e
d.jp

北海道 西興部村 ②
第６回地域公開日
秋の上小っ子まつり

保護者や地域の方々を招いて、児童の栽培学習発表を中心に交流を
図ります。その中の昼食会では、地域のお年寄りが本地域に伝統的
に伝わる「流しだんご」振る舞ってくれ、伝統文化の継承を図る企画も

11月8日 上興部小学校 上興部小学校 無料
連絡先：上興部小学校
電話番号：0158－87－2720

kekyoutou@nishiokoppe.e
d.jp

北海道 西興部村 ② 西興部村西興部中学校
地域公開参観日
保護者や地域住民、村内教育関係者に授業を公開します。

11月1日 西興部村西興部中学校 西興部村西興部中学校 無料
連絡先：西興部村西興部中学校
電話番号：0158-87-2135

北海道 ニセコ町 ①
ニセコ町ＰＴＡ連合会研究大
会

未来を担う子供たちの健全育成を目指して、今ＰＴＡは何をすべきか、
また学校や家庭・地域社会の連携を深め、｢生きる力｣をどう育むかを
講演を通して学ぶ。

11月2日 ニセコ町民センター ニセコ町ＰＴＡ連合会 無料
連絡先：ニセコ町立ニセコ小学校
電話番号：0136-44-2252

北海道 ニセコ町 ②
ニセコ町立近藤小学校学芸
会

日ごろの学習の成果を保護者や地域の方に公開します。 11月30日 ニセコ町立近藤小学校体育館 ニセコ町立近藤小学校 無料
連絡先：ニセコ町立近藤小学校
電話番号：0136-44-2852

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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北海道 ニセコ町 ②
農業クラブ校内実績発表大
会

保護者や地域住民を招き農業や観光の課題解決のためのプロジェク
ト学習の成果を発表（プレゼンテーション）をします。

11月21日 ニセコ町民センター ニセコ高等学校 無料
連絡先：北海道ニセコ高等学校
電話番号：0136-44-2224

北海道 沼田町 ② 沼田学園公開研究大会
沼田町教育振興会の公開研究会。沼田学園の研究課題に沿って、小
学校・中学校それぞれで授業を公開します。

10月31日～11月1日
沼田中学校（31日）、沼田小学校
（1日）

沼田町教育振興会 無料
連絡先：沼田学園公開研究大会事務局
電話番号：0164-35-2850

numatyu1@cronos.ocn.ne.
jp

北海道 沼田町 ② 学習発表会地域公開 児童による学習成果の発表会です。 10月12日 沼田小学校体育館 沼田小学校 無料
連絡先：沼田町立沼田小学校
電話番号：0164-35-2842

北海道 沼田町 ② いただきファーム ＪＡ北いぶき青年部沼田支部と合同食育授業を行います。 11月7日 沼田小学校体育館 沼田小学校 無料
連絡先：沼田町立沼田小学校
電話番号：0164-35-2842

北海道 沼田町 ② 地域参観日 保護者や地域住民、町内教育関係者に授業を公開します。 11月15日 沼田小学校 沼田小学校 無料
連絡先：沼田町立沼田小学校
電話番号：0164-35-2842

北海道 沼田町 ② 職場体験学習 沼田町内の企業を訪問し、職場体験学習を行います。 10月3日 沼田町内 沼田中学校 無料
連絡先：沼田町立沼田中学校
電話番号：0164-35-2850

北海道 根室市 ①② 高校生防災会議 市及び防災関係機関と高校生が、防災・減災について考えます。 10月18日 根室高等学校 根室高等学校 無料
【根室高等学校HP】
http://www.nemuro.hokkaido-

連絡先：根室高等学校
電話番号：0153-24-4675

北海道 根室市 ①② 防災教室（各年次）
市及び防災関係機関と高校生各年次（学年）が、防災・減災について
考えます。

11月中 根室高等学校 根室高等学校 無料
【根室高等学校HP】
http://www.nemuro.hokkaido-

連絡先：根室高等学校
電話番号：0153-24-4675

北海道 根室市 ② 海岸清掃
校区内にある海岸の清掃活動を通して、海岸のゴミの状況を知り、地
域の大人達と一緒に自分たちの地域をきれいにしようとする意識を育

10月2日 落石三里浜海岸 落石小学校 無料
【落石小学校ＨＰ】
http://academic3.plala.or.jp/ochiish

連絡先：根室市立落石小学校
電話番号：0153-27-2040

北海道 根室市 ② 根室市立落石中学校文化祭
日常の学習の成果を保護者や地域住民に公開し，教育活動の参観
の場として実施します。

10月27日 根室市立落石中学校 根室市立落石中学校 無料
【ようこそ落石中学校のブログへ】
http://ochiishijhs.blogspot.com/

連絡先：根室市立落石中学校
電話番号：0153-27-2134

北海道 登別市 ② 公開授業週間 教員の資質能力向上と授業改善に向けた取組の実施。 10月7日～11日 北海道登別青嶺高等学校 北海道登別青嶺高等学校 無料
連絡先：北海道登別青嶺高等学校
電話番号：0143-85-8586

北海道 登別市 ② 中学生1日体験入学
地域の中学生・保護者・教職員を対象に授業体験、施設見学等を実
施し、高校に対する理解を深める。

10月7日 北海道登別青嶺高等学校 北海道登別青嶺高等学校 無料
連絡先：北海道登別青嶺高等学校
電話番号：0143-85-8586

北海道 登別市 ② 授業公開 保護者に対して総合的な学習の時間の授業公開を行います。 11月1日 北海道登別明日中等教育学校 北海道登別明日中等教育学校 無料
連絡先：登別明日中等教育学校
電話番号：0143-85-0351

北海道 登別市 ②③ 文化芸術体験授業 本物に触れる体験として音楽家の演奏を鑑賞します。 10月21日 北海道登別明日中等教育学校 北海道登別明日中等教育学校
連絡先：登別明日中等教育学校
電話番号：0143-85-0351

北海道 登別市 ② 数学研究協議会
文部科学省指定による授業改善研究の成果として授業公開及び視学
官のご講義を公開します。

10月17日 北海道登別明日中等教育学校 北海道登別明日中等教育学校 無料
連絡先：登別明日中等教育学校
電話番号：0143-85-0351

北海道 登別市 ② 保護者向け進路講演会 保護者に対して生徒の進路決定に向けた講演会を開催します。 10月 北海道登別明日中等教育学校 北海道登別明日中等教育学校 無料
【保護者向け進路講演会】
http://http://www.akebi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：登別明日中等教育学校
電話番号：0143-85-0351

北海道 登別市 ② ＰＴＡ地区別子育て懇談会
室蘭と苫小牧を会場にその周辺地区の保護者を対象に子育てに関す
る講演や交流会を実施します。

11月 室蘭市･苫小牧市・伊達市・登別市 北海道登別明日中等教育学校 無料
連絡先：登別明日中等教育学校
電話番号：0143-85-0351

北海道 登別市 ② ふれあいＤＡＹ
全市民を対象に全校参観日を行い、保護者以外の地域の方々にも広
く学校を公開し、学習の様子を参観いただき、学校の教育活動への理
解を深めていただきます。（全学級道徳科授業公開）

11月9日 登別市立幌別小学校 登別市立幌別小学校 無料
【登別市立幌別小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~hr_in
fo/

連絡先：登別市立幌別小学校
電話番号：0143-85-2521

北海道 登別市 ②
幌別小学校学芸会
(一般公開日）

保護者・地域の方々を対象に学芸会を行い、練習の成果を参観いた
だき、学校の教育活動への理解を深めていただきます。

10月26日 登別市立幌別小学校 登別市立幌別小学校 無料
【登別市立幌別小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~hr_in
fo/

連絡先：登別市立幌別小学校
電話番号：0143-85-2521

北海道 登別市 ② ふれあいＤＡＹ
土曜授業を実施して、保護者地域の方々に教科、道徳の授業を公開
します。アウトメディア教室も実施する予定です。

11月9日 幌別西小学校 幌別西小学校 無料 hn.info@noboribetsu.ed.jp
連絡先：幌別西小学校教頭
電話番号：0143（85）2364

北海道 登別市 ② 学習発表会（一般公開）
学習発表会を実施し、子どもの学習の成果を保護者、地域の方に観
ていただき、学校の教育への理解を深めていただきます。

10月12日 幌別東小学校 登別市立幌別東小学校 無料
【登別市立幌別東小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~hh_i
nfo/

連絡先：登別市立幌別東小学校
電話番号：0143-85-3532

北海道 登別市 ② 放課後子ども塾東っ子
地域、保護者と学校、登別教育委員会の協働のもと、放課後補充学
習を実施し、子どもの基礎学力の定着・向上を図ります。

11月28日 幌別東小学校 登別市立幌別東小学校 無料
【登別市立幌別東小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~hh_i
nfo/

連絡先：登別市立幌別東小学校
電話番号：0143-85-3532

北海道 登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
全市民を対象に全校参観日を行い、保護者以外の方々にも広く公開
し、学習の様子を観ていただき、学校の教育活動への理解を深めて
いただきます。

10月26日 幌別東小学校 登別市立幌別東小学校 無料
【登別市立幌別東小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~hh_i
nfo/

連絡先：登別市立幌別東小学校
電話番号：0143-85-3532

北海道 登別市 ②
青葉小学校地域参観日（ふ
れあいデー）

全校１～３校時に授業参観を実施。どの授業も自由に参観になれま
す。

10月26日 登別市立青葉小学校 登別市立青葉小学校 無料
連絡先：登別市立青葉小学校
電話番号：0143-85-1477

北海道 登別市 ②
鷲別小学校学芸会
（一般公開）

子どもの学習の成果を保護者や地域住民に公開し、学校の教育活動
に対する理解を深めていただく機会とします。

10月12日 登別市立鷲別小学校体育館 登別市立鷲別小学校 無料
【登別市立鷲別小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~ws_i
nfo/

連絡先：登別市立鷲別小学校
電話番号：0143-86-7011

北海道 登別市 ②
ひなわしデー
(地域公開参観日)

教育活動を広く保護者や地域の方々に終日公開し、本校の教育活動
に対する理解を得るとともに今後の改善に役立てられるよう意見をい
ただく機会とします。

10月26日 登別市立鷲別小学校　体育館等 登別市立鷲別小学校 無料
【登別市立鷲別小学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~ws_i
nfo/

連絡先：登別市立鷲別小学校
電話番号：0143-86-7011

北海道 登別市 ② 若草小学校学芸会
日常的な学習の成果や道徳的実践の場としての学芸会を保護者や
地域住民に公開し、本校の教育活動の一環を知ってもらう。

10月12日 若草小学校 若草小学校 無料
【登別市立若草小学校】
http://noboribetsu.ed.jp/～wk_info/

連絡先：登別市立若草小学校
電話番号：0143-86-7513

北海道 登別市 ② ふれあいＤＡＹ
全市民を対象に学校公開地域参観日を行い、本校の教育活動や児
童の様子を広く知ってもらう。

10月26日 若草小学校 若草小学校 無料
【登別市立若草小学校】
http://noboribetsu.ed.jp/～wk_info/

連絡先：登別市立若草小学校
電話番号：0143-86-7513

北海道 登別市 ② ふれあい農園収穫祭
ふれあい農園で栽培しているジャガイモを地域住民と一緒に掘り起こ
し、世代間の交流を深める。

10月下旬 若草小学校 鷲別中学校区地域教育協議会 無料
【登別市立若草小学校】
http://noboribetsu.ed.jp/～wk_info/

連絡先：登別市立若草小学校
電話番号：0143-86-7513

北海道 登別市 ② ふれあいＤＡＹ
保護者はもとより、広く地域住民にも授業を公開します。また、携帯・
スマホ安全教室も実施します。（土曜授業４時間公開）

11月9日
登別市立
登別小学校

登別市立
登別小学校

無料
【登別市立登別小HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp~nb_inf

連絡先：登別市立登別小学校
電話番号：0143-83-1014

北海道 登別市 ② 地域公開参観日
土曜授業を利用し、保護者、地域（市内全域）に自由に来校して授業
参観をしてもらう。

10月26日
登別市立
富岸小学校

登別市
富岸小学校

無料
連絡先：登別市立富岸小学校
電話番号：0143-86-6303

メール
m_minami@noboribetsu.ed
.jp

北海道 登別市 ②③
第33回幌別中学校吹奏楽部
定期演奏会

日頃の練習の成果を保護者・地域に披露する演奏会です。 10月20日 登別市民会館 幌別中学校生徒・職員、登別市民 無料
【登別市立幌別中学校ＨＰ】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~jh_in
fo/

連絡先：登別市立幌別中学校
電話番号：0143-85-3111

北海道 登別市 ②
第5回土曜授業
命の大切さを学ぶ教室

自分や他人の命の大切さ、いじめや暴力をなくすことについて一層強
く感じ取る事を目的とした講話を行います。

11月9日 登別市立幌別中学校
幌別中学校の生徒及び保護者、
地域の皆さん

無料
【登別市立幌別中学校ＨＰ】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~jh_in
fo/

連絡先：登別市立幌別中学校
電話番号：0143-85-3111

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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北海道 登別市 ② ふれあいDAY
土曜授業を活用して学校公開・授業参観を行い、保護者や地域の
方々に、教育活動への理解を深めていただきます。

11月9日 登別市立西陵中学校 登別市立西陵中学校 無料
【西陵中学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~js_in
fo/

連絡先：登別市立西陵中学校
電話番号：0143-85-5041

北海道 登別市 ② 第3回土曜授業
土曜授業を活用して、学校公開（総合的な学習の時間での発表交流
等）を行い、保護者や地域の方々に教育活動への理解を深めていた

10月26日 登別市立鷲別中学校 登別市立鷲別中学校 無料
http://www.noboribetsu.ed.jp/~jw_in
fo/

連絡先：登別市立鷲別中学校
電話番号：0143-86-7950

北海道 登別市 ② ふれあいデー自由参観日
地域の皆様を対象に、終日学校を開放し、自由な時間帯に授業（道
徳・熊舞引継式）を参観していただきます。

10月26日 登別市立登別中学校 登別市立登別中学校 無料
【学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~jn_in

連絡先：登別市立登別中学校
電話番号：0143-83-1029

北海道 登別市 ② 吹奏楽部定期演奏会 日頃の練習の成果を保護者・地域に披露する演奏会を行います。 11月4日 登別市民会館 登別市立登別中学校 無料
【学校HP】
http://www.noboribetsu.ed.jp/~jn_in

連絡先：登別市立登別中学校
電話番号：0143-83-1029

北海道 登別市 ② ふれあい参観デー
土曜授業日に、校区内の地域、学校運営協議委員にも授業参観の案
内を配布し、参観いただく。後日、運営協議会、三地区育成会などで
授業の感想、ご意見をいただき、教育活動の改善・工夫につなげてい

10月26日 緑陽中学校 緑陽中学校 無料
連絡先：登別市立緑陽中学校
電話番号：0143-85-5409

北海道 登別市 ①② SNSトラブル防止教室
上記の授業参観後、外部講師を招き、スマホ・携帯の使用、ＳＮＳの
利用について講演を実施しています。地域・家庭、学校でスマホ・携帯
の使用についての指導していく体制づくりを行っています。

10月26日 緑陽中学校体育館 緑陽中学校 無料
連絡先：登別市立緑陽中学校
電話番号：0143-85-5409

北海道 函館市 ③
ウポポイ開設ＰＲイベント「ア
イヌ・フェスティバル2019」

2020年４月のウポポイの一般公開に向けて、アイヌの歴史・文化を紹
介するイベントを開催します。

11月23日～24日 五稜郭タワー 北海道 無料
【北海道HP】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/a
ss/indextop.htm

連絡先：北海道環境生活部アイヌ政策課
電話番号：011-204-5185

メール：
kansei.ainu@pref.hokkaido
.lg.jp

北海道 函館市 ③ 芸術週間 期間中は全日開館し、常設展を無料開放します。 11月1日～7日 北海道立函館美術館 北海道立函館美術館 無料
【北海道立函館美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hbj

連絡先：北海道立函館美術館
電話番号：0138-56-6311

北海道 函館市 ③ ギャラリー・ツアー 学芸員の解説とともに展示室をめぐります。
10月19、26日
11月23日

北海道立函館美術館 北海道立函館美術館
【北海道立函館美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hbj

連絡先：北海道立函館美術館
電話番号：0138-56-6311

北海道 函館市 ③
ハコビ・マジカル・ワークショッ
プ

展覧会鑑賞と制作体験（つるし雛の制作）をセットにしたワークショップ
です。

11月30日 北海道立函館美術館 北海道立函館美術館
【北海道立函館美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hbj

連絡先：北海道立函館美術館
電話番号：0138-56-6311

要申込み

北海道 函館市 ③
 松前高校書道部書道ワーク
ショップ

展覧会鑑賞と松前高校書道部による書道パフォーマンスと体験ワーク
ショップです。

10月5日 北海道立函館美術館 北海道立函館美術館
【北海道立函館美術館HP】
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.j
p/hk/hbj

連絡先：北海道立函館美術館
電話番号：0138-56-6311

要申込み

北海道 函館市 ③
ほっかいどう民俗芸能伝承
フォーラム

各民俗芸能団体、市町村職員及び一般道民を対象に、民俗芸能の伝
承に関する講話、パネルディスカッション、民俗芸能の実演を御覧い
ただきます。

11月30日 函館アリーナ 北海道教育委員会 無料
連絡先：文化財・博物館課
電話番号：011-204-5749

出演団体が未定のため、
実施日変更の可能性あり

北海道 函館市 ②
令和元年度「渡島管内頑張る
児童生徒表彰」

日頃の学校教育活動等で特に頑張った(頑張っている)児童生徒を激
励することにより、更なる意欲の向上を図るとともに、管内教育の充実
を図ります。

11月、2月 表彰対象者の在籍校 渡島教育局 無料
連絡先：渡島教育局企画総務課係
電話番号：0138-47-9576

北海道 函館市 ②
函館市立弥生小学校
地域参観日

保護者・地域住民・学校評議員・近隣校教職員等に授業を公開し，本
校教育活動への理解と協力を促す機会として設定しています。

11月15日 函館市立弥生小学校　各教室 函館市立弥生小学校 無料
連絡先：函館市立弥生小学校
電話番号：0138-23-5285

北海道 函館市 ② 学習発表会
本校の教育活動の成果の一端を保護者や地域住民，学校運営協議
会（青柳ネット）の方々に参観していただくことを通じて，本校教育活動
に対する理解を深めていただきます。

10月19日 函館市立青柳小学校体育館 函館市立青柳小学校 無料
連絡先：函館市立青柳小学校
電話番号：0138-23-8348

北海道 函館市 ② 地域公開参観日
保護者，地域住民，学校関係者を対象に，授業を公開し，本校の教育
活動に理解を深めてもらう機会として設定しています。

11月1日 函館市立あさひ小学校 函館市立あさひ小学校 無料
連絡先：函館市立あさひ小学校
電話番号：0138-22-2181

北海道 函館市 ②
中部小学校
「中部教育の日」

保護者，地域住民，学校関係者を対象に授業公開および教育講演会
を開催し，本校の教育活動に理解を深めてもらう機会とします。

11月1日 函館市立中部小学校 函館市立中部小学校 無料
連絡先：函館市立中部小学校
電話番号：0138-22-2503

北海道 函館市 ② 地域公開参観日
保護者・地域住民・学校運営協議会委員の皆様に授業公開をしてい
ます。

11月12日 函館市立北星小学校 函館市立北星小学校 無料
連絡先：函館市立北星小学校
電話番号：0138-41-3340

北海道 函館市 ② 学習発表会
日常学習の成果を保護者・地域住民・学校運営協議会委員の皆様に
参観していただいています。

10月5日 函館市立北星小学校 函館市立北星小学校 無料
連絡先：函館市立北星小学校
電話番号：0138-41-3341

北海道 函館市 ② 地域公開授業参観
本校の教育活動について，これまでの成果を地域・保護者・他校教職
員に公開する。

11月1日 函館市立八幡小学校 函館市立八幡小学校 無料
【函館市立八幡小学校HP】
https://hatiman-
sho.jimdofree.com/

連絡先：函館市立八幡小学校　教頭
電話番号：0138-41-5245

メール：
hatimaes@hakodate-
hkd.ed.jp

北海道 函館市 ② 学芸会
音楽や劇等，保護者，地域への文化的行事の公開を通して，本校の
教育活動に対する理解と協力を促す機会とする。

10月12日 函館市立万年橋小学校体育館 函館市立万年橋小学校 無料
連絡先：函館市立万年橋小学校
電話番号：0138-42-0861

北海道 函館市 ② 地域公開参観
保護者・地域住民・学校評議員・近隣校教職員等に授業を公開し，本
校教育活動への理解と協力を促す機会として設定しています。

11月1日 函館市立万年橋小学校 函館市立万年橋小学校 無料
連絡先：函館市立万年橋小学校
電話番号：0138-42-0861

北海道 函館市 ② 港発表会
音楽や劇の発表等を通して，児童の学習の成果を保護者，地域住民
に発信する。

10月12日 函館市立港小学校体育館 函館市立港小学校 無料
連絡先：函館市立港小学校
電話番号：0138-41-5855

北海道 函館市 ② 学芸会
音楽や劇などの発表を通して，保護者や地域住民，学校関係者へ学
習の成果を発信し，本校の教育活動に対する理解と協力を得る機会

10月26日 函館市立千代田小学校体育館 函館市立千代田小学校 無料
連絡先：函館市立千代田小学校
電話番号：0138-52-2518

北海道 函館市 ② 安全教室
情報や災害，不審者など，児童が保護者，地域住民，学校関係者等
が共に安全について学ぶ教室を開催します。

11月12日 函館市立千代田小学校体育館 函館市立千代田小学校 無料
連絡先：函館市立千代田小学校
電話番号：0138-52-2518

北海道 函館市 ② 学芸会
児童の取組の様子や教育活動の成果を広く公開することにより，本校
の教育活動に対する理解を深め，保護者や地域との連携をさらに充
実させていく機会として設定しています。

10月5日 函館市立中島小学校体育館 函館市立中島小学校 無料
連絡先：函館市立中島小学校
電話番号：0138-52-1437

北海道 函館市 ② 函館市立柏野小学校学芸会
学芸会を実施し、保護者や地域住民等に参観していただき、本校の
教育活動への理解と協力を促す機会として設定しています。

10月19日 函館市立柏野小学校体育館
校長
沢田紀之

無料
連絡先：函館市立柏野小学校
電話番号：0138-51-3877

北海道 函館市 ②
大森浜教育の日
「地域公開日」

地域の人材を有効活用し、保護者・地域住民にも一緒に授業に参加
いただくほか、全校合唱発表や縄跳び集会を実施し，本校の教育に
対する理解を深め，地域と協働で子供たちを育てる機運を高めます。

11月16日 函館市立大森浜小学校 函館市立大森浜小学校 無料
連絡先：函館市立大森浜小学校
電話番号：0138-51-1023

北海道 函館市 ② 学習発表会
・日頃の学習活動の成果を保護者・地域住民等に広く発表するととも
に，日頃の学習活動への支援に感謝の気持ちを伝えます。

10月12日 函館市立駒場小学校屋内運動場 函館市立駒場小学校 無料
連絡先：函館市立駒場小学校
電話番号：0138-52-2364

北海道 函館市 ② ふかぼり教育の日
保護者、地域、近隣校教職員を対象に、５時間目に授業参観、６時間
目に全体懇談会を開催します。全体懇談会では、本校児童に関わる
熟議を行います。

11月29日 函館市立深堀小学校 函館市立深堀小学校 無料
連絡先：函館市立深堀小学校
電話番号：0138-53-7822

メール：
fukasyo@hakodate-
hke.ed.jp

北海道 函館市 ②
地域公開授業
ふれあいコンサート

保護者・地域住民・近隣諸学校を対象とした授業公開及び音楽発表
会を開催し，本校の教育に対する理解と地域と協働で子どもたちを育
てる機運を高めます。

10月27日 函館市立日吉が丘小学校 函館市立日吉が丘小学校 無料
連絡先：函館市立日吉が丘小学校
電話番号：0138-51-7072

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



1729

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 函館市 ②
函館市立北日吉小学校地域
公開参観

保護者・地域住民・近隣諸学校を対象に授業公開及び音楽発表会を
実施し，本校の教育に対する理解を深め，地域と協働で子供たちを育
てる機運を高めます。

11月1日 函館市立北日吉小学校 函館市立北日吉小学校 無料
連絡先：函館市立北日吉小学校
電話番号：0138-55-0924

北海道 函館市 ②③
函館市立北日吉小学校学習
発表会

学習発表会を実施し，保護者や地域の人たちに参観してもらい，本校
の教育に対する理解を深めてもらう機会として設定しています。

10月12日 函館市立北日吉小学校体育館 函館市立北日吉小学校 無料
連絡先：函館市立北日吉小学校
電話番号：0138-55-0924

北海道 函館市 ② 地域公開学習参観日
保護者、地域、近隣校教職員等を対象に授業参観を行い、本校の教
育活動への理解と協力を促す機会といたします。

11月9日 函館市立高丘小学校 3校連携協議会 無料
連絡先：函館市立高丘小学校
電話番号：0138-57-3381

北海道 函館市 ② 地域公開参観日
保護者・地域住民・学校運営協議会委員・近隣校教員に授業を公開
し、本校の教育活動②帯する理解を深めてもらいます。

11月2日 函館市立上湯川小学校
校長　
井田隆幸

無料
連絡先：函館市立上湯川小学校
電話番号：0138-57-2211

北海道 函館市 ② 小中連携日曜参観
保護者，地域住民，学校運営協議会委員，学校関係者等を対象に授
業公開及び及び教育講演会を開催し，本校教育活動への理解を深め
ていただく機会として設定しています。

10月27日 函館市立旭岡小学校 函館市立旭岡小学校 無料
連絡先：函館市立旭岡小学校
電話番号：0138-50-2867

メール：
asahioes@hakodate-
hkd.ed.jp

北海道 函館市 ① 学芸会
児童の学習成果とその発表の場として，保護者や地域住民・近隣の
学校関係者に幅広く公開することを通して，本校の教育活動に対する
理解と協力を促す機会とする。

10月12日 函館市立赤川小学校体育館 函館市立赤川小学校 無料
連絡先：函館市立赤川小学校
電話番号：0138-46-3006

北海道 函館市 ② 文化祭
小中合同の文化祭を実施し、日頃の教育活動の成果を保護者や地域
の方々に参観していただき、本校の教育に対する理解を深めてもらう
機会として設定しています。

10月5日 函館市立鱒川小中学校体育館 函館市立鱒川小中学校 無料
連絡先：函館市立鱒川小中学校
電話番号：0138-50-2911

北海道 函館市 ②
函館市立石崎小学校教育実
践地域公開参観

地域住民が参加し，子供たちと交流したり，学習の状況を参観してい
ただきます。

11月2日
函館市立石崎小学校体育館及び
各教室

函館市立石崎小学校 無料
連絡先：函館市立石崎小学校
電話番号：0138-58-2554

北海道 函館市 ② 学芸会
保護者・地域の方々等を対象に学芸会を実施し、本校の教育活動の
成果を参観していただくことにより、より一層本校の教育活動へ理解を
深めていただきます。

10月19日 函館市立桔梗小学校体育館 校長 無料
【函館市立桔梗小学校HP】
http://kikyoues.wixsite.com/sctop

連絡先：函館市立桔梗小学校
電話番号：0138-46-3607

北海道 函館市 ② 学習発表会
学習発表会を実施し，本校の教育活動の成果の一端を保護者や地域
住民に参観していただくことを通して，教育活動に対する理解を深め
てもらう機会として設定しています。

10月12日 函館市立中の沢小学校体育館 函館市立中の沢小学校 無料
連絡先：函館市立中の沢小学校
電話番号：0138-47-1302

北海道 函館市 ②③ 学習発表会
学習発表会を実施し、本校の教育活動の成果の一端を保護者や地域
住民に参観していただくことを通して、教育活動に対する理解を深め
てもらう機会とします。

10月13日 函館市立北昭和小学校　体育館 函館市立北昭和小学校 無料
連絡先：函館市立北昭和小学校
電話番号：0138-45-1070

北海道 函館市 ② 地域公開参観日
　保護者、地域住民等を対象に授業を公開し、本校の教育活動への
理解と協力を促す機会として設定しています。

10月18日 函館市立昭和小学校 函館市立昭和小学校 無料
連絡先：函館市立昭和小学校
電話番号：0138-41-4964

北海道 函館市 ② 学芸会
音楽や劇の発表等を通して、児童の学習成果を保護者、地域住民に
発信する。

10月26日 函館市立北美原小学校体育館 函館市立北美原小学校 無料
連絡先：函館市立北美原小学校
電話番号：0138-46-1370

北海道 函館市 ② 地域授業公開参観日
保護者，地域住民，学校運営協議会委員，近隣校教員等を対象に授
業を公開し，本校の教育活動への理解を促す機会として設定していま

11月8日 函館市立鍛神小学校
校長
新山　亨

無料
連絡先：函館市立鍛神小学校
電話番号：0138-51-4503

北海道 函館市 ② 学芸会
音楽や劇などの発表を通して，保護者や地域住民，近隣校の教職員
へ学習の成果を発信し，本校の教育活動に対する理解と協力を得る
機会とします。

10月19日 函館市立神山小学校体育館 函館市立神山小学校 無料
連絡先：函館市立神山小学校
電話番号：0138-32-7211

北海道 函館市 ② 地域参観日
保護者，地域住民，近隣校の教職員を対象に授業を公開し，本校の
教育活動への理解を深めてもらう機会として設定しています。今年度
も歌声集会での活動の様子を公開します。

10月31日 函館市立神山小学校体育館ほか 函館市立神山小学校 無料
連絡先：函館市立神山小学校
電話番号：0138-32-7211

北海道 函館市 ②
函館市立東山小学校学芸発
表会

保護者や地域の皆様に学芸発表会をご参観いただくことにより，子ど
もたちの活動を温かく見ていただき，本校の教育活動に対する理解を
深めてもらう機会とします。

10月26日 函館市立東山小学校体育館 函館市立東山小学校 無料
連絡先：函館市立東山小学校
電話番号：0138-53-5531

北海道 函館市 ②
函館市立南本通小学校学習
発表会

児童による学習成果を保護者及び地域住民に参観いただき，本校の
教育活動についての理解を得る機会としての発表会です。

11月2日 函館市立南本通小学校 函館市立南本通小学校 無料
連絡先：函館市立南本通小学校
電話番号：0138-55-1281

北海道 函館市 ② 学芸会
文化的行事の学芸会を広く地域に公開し、本校の日常的な教育活動
に、より一層の理解を深めていただく機会とします。

10月5日 函館市立本通小学校体育館 函館市立本通小学校 無料
連絡先：函館市立本通小学校
電話番号：0138-54-3223

メール：hondo-
es@hakodate-hkd.ed.jp

北海道 函館市 ③ 学芸会
学芸会を実施し，保護者や地域住民に参観していただき，本校の教
育活動への理解と協力を促す機会とします。

10月12日 函館市立戸井西小学校 函館市立戸井西小学校 無料
連絡先：函館市立戸井西小学校
電話番号：0138-58-2554
FAX番号：0138-58-2585

北海道 函館市 ② 地域学習参観
子どもたちの学習の様子や先生方の指導の在り方を保護者や地域住
民に参観していただき，本校の教育活動への理解と協力を促す機会
とします。

11月12日 函館市立戸井西小学校 函館市立戸井西小学校 無料
連絡先：函館市立戸井西小学校
電話番号：0138-58-2554
FAX番号：0138-58-2585

北海道 函館市 ② 地域学習 地域の漁業，魚，食に関する学習を行う。 11月中 函館市立日新小学校 函館市立日新小学校 無料
連絡先：函館市立日新小学校
電話番号：0138-82-2030

北海道 函館市 ② 学芸会
音楽や劇などの発表を通して，保護者や地域住民，学校関係者へ学
習の成果を発信し，本校の教育活動に対する理解と協力を得る機会

10月12日 函館市立えさん小学校 函館市立えさん小学校 無料
連絡先：函館市立えさん小学校
電話番号：0138-84-2341

北海道 函館市 ③ 恵山文化祭
管内の幼･小･中学生や市民の方々が参加し，広い視野で多様な文化
芸術の向上を目指す恵山地区の作品展示会およびステージ発表会を
行います。

10月19日 恵山コミュニティセンター 恵山教育事務所 無料
連絡先：恵山教育事務所
電話番号：0138-85-2222

北海道 函館市 ② 椴法華地区地域公開日
小中学校の授業を地域住民に参観してもらい、学校の様子を広く知っ
てもらう。

11月9日
函館市立椴法華小学校及び函館
市立椴法華中学校

函館市立椴法華小学校，函館市
立椴法華中学校

無料
連絡先：函館市立椴法華小学校
電話番号：0138-86-2051

北海道 函館市 ② 椴法華小学校学芸会 小学生による文化・芸術的発表を地域住民に鑑賞してもらう。 10月12日 函館市立椴法華小学校体育館
函館市立椴法華小学校，函館市
立椴法華中学校

無料
連絡先：函館市立椴法華小学校
電話番号：0138-86-2051

北海道 函館市 ② 小中合同地域公開
児童・生徒の学習活動等を保護者・地域に公開し，地域と学校のつな
がりをさらに深めると共に，小・中の連携をより一層深めることをねら
いとして実施します。

11月9日
函館市立椴法華小学校、函館市
立椴法華中学校、椴法華総合セン
ター

函館市立椴法華小学校
ならびに
函館市立椴法華中学校

無料

連絡先：函館市立椴法華小学校
電話番号：0138-86-2051
または
連絡先：函館市立椴法華中学校
電話番号：0138-86-2151

北海道 函館市 ② 学芸会
学芸会を実施し、教育活動の成果の一端を保護者や地域住民に参観
していただき、理解を深める機会とする。

10月12日 函館市立磨光小学校　体育館 函館市立磨光小学校 無料
連絡先：函館市立磨光小学校
電話番号：0138-63-2561

北海道 函館市 ② 地域授業公開参観日
保護者、地域住民、学校運営協議会委員、近隣校教員等を対象に授
業公開し、本校の教育活動への理解を促す機会として設定していま

11月22日 函館市立大船小学校 函館市立大船小学校 無料
連絡先：函館市立大船小学校
電話番号：0138-25-3161

北海道 函館市 ② 地域公開参観日 保護者・地域住民・学校評議員等の方々に授業公開を行います。 11月1日 函館市立港中学校 函館市立港中学校 無料
連絡先：函館市立港中学校
電話番号：0138-41-5790

北海道 函館市 ② 地域公開参観日
保護者，地域，近隣学校に呼びかけ全学級の授業を実施し，生徒の
学習の様子を公開します。

10月9日 函館市立巴中学校 函館市立巴中学校 無料
連絡先：函館市立巴中学校
電話番号：0138-56-5005

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



1729

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 函館市 ② 北海道道徳推進校事業
創意工夫を生かした道徳教育の実践研究を行い，その成果を普及す
ることにより，道内の道徳教育の充実に資する。

11月1日 函館市立巴中学校 函館市立巴中学校 無料
連絡先：函館市立巴中学校
電話番号：0138-56-5005

北海道 函館市 ② 地域公開実践
保護者・地域住民・近隣小学校等の学校関係者に授業を公開し，本
校の教育への理解を深める目的で設定しています。

10月31日 函館市立深堀中学校 函館市立深堀中学校 無料
連絡先：函館市立深堀中学校
電話番号：0138-52-2682

北海道 函館市 ② 地域公開授業
保護者、地域住民、近隣小学校等の学校関係者に授業を公開し、本
校の教育への理解を深める目的で設定しています。

10月17日 函館市立湯川中学校 函館市立湯川中学校 無料
連絡先：函館市立湯川中学校
電話番号：0138-59-2008

北海道 函館市 ② 地域公開参観日 校区内小学校教諭、地域の方々が参観する道徳授業公開 11月1日 函館市立戸倉中学校 函館市立戸倉中学校 無料
連絡先：函館市立戸倉中学校
電話番号：0138-59-2141

北海道 函館市 ② 地域公開日曜参観日
地域公開日曜参観を実施し，保護者や地域住民に対し，教育活動へ
の理解と協力を深めてもらうために設定しています。

10月27日 函館市立旭岡中学校 函館市立旭岡中学校 無料
連絡先：函館市立旭岡中学校
電話番号：0138-50-3609

北海道 函館市 ② 「北海道教育の日」授業参観
学校関係者・保護者・地域の方々に中学生が学ぶ姿や学校の施設・
雰囲気などを参観いただき，情報交流や教育活動への理解を深める
機会とする。

11月6日 函館市立銭亀沢中学校 函館市立銭亀沢中学校 無料
連絡先：函館市立銭亀沢中学校　教頭
電話番号：0138－58－2542

北海道 函館市 ② 授業参観日
　保護者・地域・近隣学校を対象に授業を公開し、本校教育活動への
理解を深める機会を設定している。

10月10日 函館市立桔梗中学校 函館市立桔梗中学校 無料
連絡先：函館市立桔梗中学校
電話番号：0138-46-9990

北海道 函館市 ③
地域公開
全校合唱集会

全校合唱を通して，全校生徒がひとつになり，自治的に進める取り組
みを公開します。

11月1日 函館市立五稜郭中学校体育館 函館市立五稜郭中学校 無料
連絡先：函館市立五稜郭中学校
電話番号：0138-41-1332

北海道 函館市 ② 職場体験
市内の事業所で仕事の一端を担うことで、働くことの意義や目的を学
び，職業適性の理解を深め、今後の進路選択や人生設計の基礎づく
りをおこなう。

10月17日 函館市内の事業所 函館市立本通中学校 無料
連絡先：函館市立本通中学校
電話番号：0138-55-3141

北海道 函館市 ② 地域公開授業
家庭・地域を対象に、道徳の授業を公開し、幅広く意見交流する機会
とする。

11月1日 函館市立北中学校各学級 函館市立北中学校 無料
連絡先：函館市立北中学校
電話番号：0138-56-0553

北海道 函館市 ② 地域公開(授業参観)
授業を公開し，本校の教育活動に対する地域・保護者の理解・支援・
連携を深める機会としています。

11月1日 函館市立潮光中学校 函館市立潮光中学校 無料
【函館市立潮光中学校HP】
http://user.host.jp/~toi97cho/

連絡先：函館市立潮光中学校
電話番号：0138-82-2160

メール：choukou＠
hakodate-hkd.ed.jp

北海道 函館市 ② ふるさと学習
地元の漁業について学び，実際に地元の海で獲れた鮭を加工して鮭
とば作りを体験することで郷土愛を高める。

11月29日 函館市立日新中学校 函館市立日新中学校 無料
連絡先：函館市立日新中学校
電話番号：0138-82-2061

北海道 函館市 ② 地域公開授業
教科の授業参観と地域に詳しい人材を招き，全校生徒へ地域の自然
や・文化に関する講演会を実施。学校と地域の相互交流と、本校の教
育に対する理解を深めてもらう機会として設定しています。

10月19日 函館市立恵山中学校 函館市立恵山中学校 無料
連絡先：函館市立恵山中学校
電話番号：0138-84-2122

北海道 函館市 ② 地域公開授業参観 保護者および地域住民の方に授業参観を案内する。 10月12日 函館市立尾札部中学校 函館市立尾札部中学校 無料
連絡先：函館市立尾札部中学校　教頭
電話番号：0138-63-2762

北海道 函館市 ② 地域公開授業
各学級で子どもたちが学習に取り組む姿を地域に公開し，学校の取
組への意見をいただきます。その上で日々の指導の成果と課題を明
らかにし，関係機関とも連携を深めます。

10月30日 函館市立臼尻中学校各教室 函館市立臼尻中学校 無料
連絡先：函館市立臼尻中学校
電話番号：0138-25-3281

北海道 函館市 ② 性教育講演会
高校生としての性をどのように捉え、豊かな人間性を築いていくため
にどのような行動をしていけばよいか、専門家の講演から性や人間関
係に関する考え方を深めます。

10月17日 市立函館高等学校 市立函館高等学校 無料
連絡先：市立函館高等学校
電話番号：0138-52-0099

北海道 函館市 ② 函館学講座
函館の伝統と文化を学び自らの能力の伸長を図るとともに、地域に学
び地域で学ぶ姿勢を育成するため、函館の文化・風土・特質について
理解を深めます。

10月24日 市立函館高等学校 市立函館高等学校 無料
連絡先：市立函館高等学校
電話番号：0138-52-0099

北海道 函館市 ② 公開授業週間
保護者・地域住民・学校関係者を対象に授業を公開し、本校教育活動
への理解を深めていただく機会とします。

11月8日
～12日

市立函館高等学校 市立函館高等学校 無料
連絡先：市立函館高等学校
電話番号：0138-52-0099

北海道 函館市 ② 薬物乱用防止教室
薬物汚染が社会問題として取り上げられるようになり、薬物使用が心
身の健康に及ぼす影響が多大であることをはじめ、薬物に関する正し
い知識や考えを深めさせます。

11月21日 市立函館高等学校 市立函館高等学校 無料
連絡先：市立函館高等学校
電話番号：0138-52-0099

北海道 函館市 ② 体験入学
入学希望者、保護者、中学校教員を対象に、教育内容の説明・実習
体験等を通して本校の教育活動についての理解を深めてもらいます。

11月1日 北海道函館工業高等学校
北海道函館工業高等学校
（定時制）

無料
【函館工業高等学校定時制】
http://www.kanko.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道函館工業高等学校定時制
電話番号：0138－51－2271

北海道 函館市 ②
学校見学会・部活動体験入
学

本校に興味・関心のある市内及び渡島・檜山管内の中学３年生とその
保護者及び中学校教員を対象に、各科実習室の見学、または各部活
動体験を通して、本校に対する理解を深めます。

10月5日 函館工業高等学校 函館工業高等学校 無料
【函館工業高等学校HP】
http://www.kanko.hokkaido-
c.th.ed.jp

連絡先：函館工業高等学校
電話番号：0138-51-2271

北海道 函館市 ② 防災避難訓練
地震時の避難方法や避難経路の確認を行うと共に、消防車両による
消火及び人命救助活動について理解を深めます。

10月15日 函館工業高等学校 函館工業高等学校 無料
【函館工業高等学校HP】
http://www.kanko.hokkaido-

連絡先：函館工業高等学校
電話番号：0138-51-2271

北海道 函館市 ② インターンシップ
専門高校生としての職業観及び勤労観と進路実現に向けた意識の高
揚を図ることを目的として、2学年全員が2日間職場実習体験を行いま
す。

10月17日～18日 函館市内 函館商業高等学校 無料
【函館商業高等学校HP】
http://www.hakodateshougyou.hokk
aido-c.ed.jp/

連絡先：函館商業高等学校
電話番号：0138-41-4248

北海道 函館市 ② はこだて学
北海道にゆかりのある人物と身近な地域とのかかわりを探るなどの学
習

4月1日～3月31日 函館商業高等学校 函館商業高校（定時制） 無料
【函館商業高等学校HP】
http://www.hakodateshougyou.hokk
aido-c.ed.jp/

連絡先：函館商業高等学校
電話番号：0138-41-4248

北海道 函館市 ③ 函館西部地区総合芸術祭
函館西部地区の芸術・文化の発信事業。多くの子どもたちが函館の
発展に貢献できる人材となるよう願いを込めて実施します。

11月17日
ステージ部門：函館西高体育館
展示：函館西高校多目的室他

函館西部地区総合芸術祭実行委
員会

無料
【函館西高等学校HP】
http://www.hakodatenishi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：函館西高等学校
電話番号：0138-23-8415

北海道 函館市 ② 公開授業週間 授業研究を通じて、授業の質の向上を図ります。 11月18日～25日 函館西高等学校 函館西高等学校 無料
【函館西高等学校HP】
http://www.hakodatenishi.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：函館西高等学校
電話番号：0138-23-8415

北海道 函館市 ② 授業研究 公開授業 10月30日～31日(予定) 北海道函館中部高等学校 北海道函館中部高等学校 無料
【函館中部高校ＨＰ】
http://www.kanchu.hokkaido-

連絡先：函館中部高校
電話番号：0138-52-0303

北海道 函館市 ②③
学校公開（オープンスクール
×縄文）

地域住民に南茅部高校について広く知っていただき、本校の教育活
動やその成果をアピールする場とします。また地元小・中学生には、
将来の高校進学の選択肢として意識してもらう場とします。今年度は、
縄文文化体験魅力発信事業とタイアップして実施します。

10月20日 北海道南茅部高等学校 北海道南茅部高等学校 無料
連絡先：北海道南茅部高等学校
電話番号：0138－25－3372

北海道 函館市 ② 学校公開
視覚障がい教育に関する理解・啓発をねらいとして実施します。今年
度は、外部団体による体験イベント（かねもりブリックラボ・木育マイス
ターによる木工品製作）、校内見学、授業参観、視覚補助具展示・体

10月19日 北海道函館盲学校 北海道函館盲学校 無料
【函館盲学校HP】
http://www.hakodatemou.hokkaido-
c.ed.jp/ (掲載予定)

連絡先：北海道函館盲学校
　　　　センター機能推進部
電話番号：0138-42-3220

北海道 函館市 ② 学習発表会
児童生徒の日常の学習の成果を保護者、地域住民等に発表し、本校
の教育に対する理解を深めます。各学部の劇・音楽等の発表を行い
ます。

11月30日 北海道函館盲学校 北海道函館盲学校 無料
【函館盲学校HP】
http://www.hakodatemou.hokkaido-
c.ed.jp/ (掲載予定)

連絡先：北海道函館盲学校
電話番号：0138-42-3220

北海道 函館市 ② あさひ祭り
学校祭を通して、児童生徒の日頃の学習成果を保護者、地域、関係
機関等に発表します。

10月19日 北海道函館養護学校 北海道函館養護学校 無料
【函館養護学校HP】
http://www.hakodateyougo.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：函館養護学校 教頭
電話番号：0138-50-3311

メール：hakodateyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

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



1729

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 函館市 ②
第56回北海道肢体不自由教
育研究大会函館大会

「自立と社会参加につながる教育課程の充実」を研究主題として、公
開授業参観、ポスター発表、研究発表、講演を行います。

11月28日～29日 北海道函館養護学校
北海道肢体不自由教育研究協議
会

【函館養護学校HP】
http://www.hakodateyougo.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：函館養護学校 教頭
電話番号：0138-50-3311

会員無料、非会員2,500
円
hakodateyougo-

北海道 函館市 ① ３校合同クリーンデー
近隣の小学校、中学校、特別支援学校が合同で、地域住民と一緒に
地域の清掃活動に取り組みます。

10月3日
北海道函館養護学校前、児童公
園他旭岡地区各清掃区域

小・中・養護学校連携会議 無料
【函館養護学校HP】
http://www.hakodateyougo.hokkaid
o-c.ed.jp

連絡先：函館養護学校 教頭
電話番号：0138-50-3311

メール：hakodateyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 函館市 ①
北海道函館聾学校学校見学
会

授業参観、施設設備見学、学校及び学部の概要・説明のほか、手話
パフォーマンスの披露、体験コーナー（擬似音の試聴、手話の紹介、
読話体験等）があります。

10月4日 北海道函館聾学校 北海道函館聾学校 無料
【学校見学会（「北海道教育の日」
協賛事業】
http://www.hakoro.hokkaido-

連絡先：北海道函館聾学校
電話番号：０１３８－５２－１６５８

北海道 函館市 ② 地域ボランティア清掃
学校周辺の地域及び通学路の清掃活動を通して、町内の美化・環境
整備に協力するとともに、地域住民との交流の場とする。

10月28日
北海道函館稜北高等学校周辺町
内

北海道函館稜北高等学校 無料
【学校HP】
http://www.hakodateryouhoku.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：北海道函館稜北高等学校
電話番号：0138-46-6235

北海道 函館市 ② 学校祭
生徒会企画やステージ発表等を通して、保護者や地域住民に、本校
の教育活動への理解と協力を得る機会とします。

11月23日 函館高等支援学校 函館高等支援学校 無料
【北海道函館高等支援学校HP】
http://www.hakodatekoushi.hokkaid
o-c.ed.jp/

連絡先：函館高等支援学校
電話番号：0138-34-2110

ﾒｰﾙ：hakodatekoushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 函館市 ③
北海道教育大学函館校音楽
研究室卒業生による研究演
奏会

北海道教育大学函館校音楽科の卒業生による演奏会です。現在函
館校に音楽科はありませんが、同窓生たちが全国から函館に集まり、
演奏会を行うことで音楽教育および音楽文化向上に寄与することを目

11月3日
北海道教育大学
函館校多目的ホール

北海道教育大学
岩見沢校野呂研究室

無料
連絡先：宮越
電話番号：090-8639-6853

北海道 函館市 ②
北海道教育大学附属函館幼
稚園
お遊戯会

遊戯・舞踊・舞踊劇・劇などを演じたり、合唱・器楽演奏を行うなど、日
頃の保育の成果を公開し、園児の自己有用感を高めるとともに、幼児
文化に親しみ本園の文化的活動の理解を高めています。

11月9日
北海道教育大学
附属函館幼稚園

北海道教育大学附属函館幼稚園 無料
https://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku
_hak_kind/

連絡先：北海道教育大学附属函館幼稚園
電話番号：0138-46-2237

北海道 函館市 ② きりのめ文化祭
ステージ発表・作品展を通して、文化的な活動に親しむ心を育て、豊
かな情操を養います。また、作業製品販売等も行い、作業学習の成果
を発表したり接客方法を学んだりしながら対人関係の学習を行ってい

11月2日
北海道教育大学附属特別支援学
校

北海道教育大学附属特別支援学
校

無料
https://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku
_hak_tokushi/

連絡先：北海道教育大学附属特別支援学
校
電話番号：0138-46-2515

北海道 函館市 ②③ 文化的行事
障がいのある子どもたちが芸術を身近に感じるために、吹奏楽やアン
サンブルなどの音楽鑑賞や劇などの舞台芸術など、普段直接体験で
きない文化的行事を開催し、豊かな情操を養います。

11月14日
北海道教育大学附属特別支援学
校

北海道教育大学附属特別支援学
校

無料
https://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku
_hak_tokushi/

連絡先：北海道教育大学附属特別支援学
校
電話番号：0138-46-2515

北海道 函館市 ② 心のバリアフリー事業講演会
共生社会の形成に向けた取組につなげるため障がい者スポーツを通
した交流及び共同学習を実施します。本校において、リオデジャネイロ
オリンピックに出場した重本紗絵氏の講演会を行います。

11月29日
北海道教育大学附属特別支援学
校

北海道教育大学附属特別支援学
校

無料
https://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku
_hak_tokushi/

連絡先：北海道教育大学附属特別支援学
校
電話番号：0138-46-2515

北海道 函館市 ①
弘前大学大学院地域社会研
究科
令和元年度「公開セミナー」

「つながりをデザインする」をテーマに、「講義」と「まちあるき」を通じて
各講師の視点から地域課題に着目した2日間の公開セミナーを実施
する。大学院レベルの講義に加え、函館市での実践的なまちづくりに
ついて事例発表を聴講する。

11月 ホテルサンシティー函館
弘前大学
大学院地域社会研究科

無料
大学院地域社会研究科
https://www.hirosaki-u.ac.jp/Tlag/

学務部教務課
教務企画グループ

9月中旬に詳細確定し、
募集開始予定

北海道 羽幌町 ③ 羽幌町民芸術祭
町民による未発表作品（絵画、書道、写真、手芸、短歌・俳句・川柳、
陶芸、生け花など）の展示を行う。また、本町の郷土芸能団体等によ
る舞台発表を行います。

（展示）
10月26日～28日
（舞台）
11月3日

羽幌町中央公民館 羽幌町民芸術祭実行委員会 無料
連絡先：羽幌町民芸術祭事務局
電話番号：0164-62-1178

北海道 羽幌町 ② 学芸会
児童による文化的内容を中心とした学習の成果を保護者・島民の皆
様に公開し，本校の教育活動の理解を深めていただきます。

10月12日 焼尻小学校 焼尻小学校 無料
連絡先：焼尻小学校
電話番号：01648－2－3242

北海道 羽幌町 ② 合同文化祭
小学校と保育所が連携し，合唱や器楽合奏，演劇，総合的な学習の
時間の取組について，保護者や地域住民に発表します。

10月5日 羽幌町立天売小学校
羽幌町立天売小学校，天売地区ち
びっこランド

無料
連絡先：羽幌町立天売小学校
電話番号：01648-3-5044

北海道 羽幌町 ② 羽幌小学校教育実践発表会
羽幌小学校の研究（算数）が3年次計画の3年目を迎え，その成果を
留萌管内の小中学校の先生方対象に授業研究会を行います。

11月15日 羽幌小学校 羽幌小学校 無料
連絡先：羽幌小学校
電話番号：0164-62-1040

北海道 羽幌町 ②
羽幌町社会教育・PTA研究大
会

町内の保護者･教職員などが参加し，ネットにおけるコミュニケーション
トラブル防止に向けて講演･意見交流を行います。

１１月上旬 羽幌町中央公民館
羽幌町教育委員会，羽幌町PTA連
合会

無料
連絡先：羽幌町立羽幌中学校
電話番号：0164-62-1055

北海道 羽幌町 ① 羽幌高等学校教養文化講座
教職員を講師とし、広く道民の皆さんと学ぶ生涯学習講座。道民カ
レッジ連携講座としてパソコン、カップス、国際交流、古典、野球論の
講座を開講します。

10月31日,11月１日 北海道羽幌高等学校 北海道羽幌高等学校ＰＴＡ 無料
【羽幌高等学校HP】
http://www.haboro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：羽幌高等学校
電話番号：0164-62-1050

北海道 羽幌町 ② 羽幌高等学校授業公開週間
教員の資質向上と授業改善を目指すとともに、本校の教育活動に理
解を深めてもらうことを目的として、地域の皆様に授業を公開します。

11月（検討中） 北海道羽幌高等学校 北海道羽幌高等学校 無料
【羽幌高等学校HP】
http://www.haboro.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：羽幌高等学校
電話番号：0164-62-1050

北海道 浜頓別町 ② 浜頓別小学校　　学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域に発表します。 10月13日 浜頓別小学校　体育館 浜頓別町立浜頓別小学校 無料
連絡先：浜頓別町立浜頓別小学校
電話番号：01634-2-2039

北海道 浜頓別町 ② 頓別小学校学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域に発表します。 10月13日 頓別小学校 浜頓別町立頓別小学校 無料
連絡先：浜頓別町立頓別小学校
電話番号：01634-2-2044

北海道 浜頓別町 ② 浜頓別中学校学校祭 日頃の教育活動の成果を保護者や地域住民にご覧いただきます 10月26日 浜頓別中学校　体育館 浜頓別町立浜頓別中学校 無料
連絡先：浜頓別町立浜頓別中学校
電話番号：01634-2-2050

北海道 浜頓別町 ② 授業公開週間
保護者、近隣の小・中学校教職員、地域の関係者に広く呼びかけ授
業を公開し、地域力の向上と、家庭・地域との連携強化をはかります。

10月7日
～11日

北海道浜頓別高等学校 北海道浜頓別高等学校 無料
【浜頓別高等学校HP】
http://http://www.hamatonbetsu.h
okkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道浜頓別高等学校
電話番号：01634-2-2109

北海道 浜頓別町 ② 救急救命法体験学習
浜頓別町消防署の職員を講師として招き、心肺蘇生法やＡＥＤの使い
方の体験学習を行い、緊急時に備えます。

11月15日 北海道浜頓別高等学校体育館 北海道浜頓別高等学校 無料
【浜頓別高等学校HP】
http://http://www.hamatonbetsu.h
okkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道浜頓別高等学校
電話番号：01634-2-2109

北海道 美瑛町 ② 授業研究週間
授業力の向上を目指し教員相互に授業観察を行うとともに保護者や
地域住民、学校運営協議会委員や教育関係者が本校の教育活動の
理解を深める場とする。

11月25～29日 北海道美瑛高等学校 北海道美瑛高等学校 無料
【美瑛高校HP】
http://www.biei.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：美瑛高等学校
電話番号：0166-92-1732

北海道 東神楽町 ① 第4回ひがしかぐらBBQﾏﾗｿﾝ
ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄを通して､健康に対する意識を醸成し､生涯ｽﾎﾟｰﾂを始め
る契機とするとともに､町内産の食材を使用したﾊﾞｰべｷｭｰ交流会を通
じて､ｱｳﾄﾄﾞｱでの体験活動を推進します｡

10月6日
ひがしかぐら森林公園及び周辺
コース

ひがしかぐらＢＢＱマラソン実行委
員会

【東神楽町ＨＰ】
https://www.town.higashikagura.lg.j
p/docs/11155.html

連絡先：東神楽町教育委員会地域の元気
づくり課
電話番号：0166-83-5407

北海道 東神楽町 ①
町内園児･児童生徒音楽の
集い

園児･児童･生徒による音楽発表を行います｡ 10月24日 東神楽町立東神楽中学校 東神楽町教育研究会 無料
連絡先：東神楽町教育委員会教育推進課
電話番号：0166-83-5406

北海道 東神楽町 ① 東神楽町総合文化祭
各種文化ｻｰｸﾙ等による芸能発表や作品展示をはじめ､園児･児童･生
徒による書道や絵画等の展示を行います｡

11月2～3日
東神楽町総合体育館・東神楽町総
合福祉会館

総合文化祭実行委員会 無料
【東神楽町ＨＰ】
https://www.town.higashikagura.lg.j
p/docs/11012.html

連絡先：東神楽町教育委員会地域の元気
づくり課
電話番号：0166-83-5407

北海道 東川町 ② 東川高等学校 東川高等学校薬物乱用防止教室 １１月中 東川高等学校 東川高等学校 無料
【東川高等学校HP】
http://www.higashikawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：東川高等学校
電話番号：0166-82-2534

北海道 東川町 ②
学習発表会　
親子ふれあい写真展

学習発表会（合唱・器楽・遊戯・演劇等）に併せて、小学生、中学生、
大人が撮った写真の写真展です。

10月27日 東川町立東川第二小学校 東川町立東川第二小学校 無料
連絡先：東川町立東川第二小学校
電話番号：0166-82-3019

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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北海道 東川町 ②
全校参観日
(学校公開)

授業公開､寄宿舎公開､学校説明会等により､本校の教育活動の理解
を深めていただきます｡

10月9日,16日
東川養護学校各教室
東川養護学校寄宿舎

東川養護学校 無料

【東川養護学校ＨＰ】 
　
http://www.higashikawayougo.hokka
ido-c.ed.jp

連絡先：東川養護学校
電話番号：0166-82-4586

北海道 東川町 ②③ 学芸会
訪問教育学級のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ､小･中学部の演目発表､高等部の製
品宣伝･販売､PTAﾊﾞｻﾞｰ等を行います｡

11月16日
東川養護学校体育館
東川養護学校各教室

東川養護学校 無料
【東川養護学校ＨＰ】
http://www.higashikawayougo.hokka
ido-c.ed.jp

連絡先：東川養護学校
電話番号：0166-82-4586

北海道 日高町 ①②③
北海道富川高等学校開放講
座

生涯学習の要望に対応し、日高町民対象に地域開放講座を実施しま
す。

11月 北海道富川高等学校 北海道富川高等学校 無料
【富川高校ＨＰ】
http://www.tomikawa.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道富川高等学校
電話番号：01456-2-0411

北海道 美唄市 ② 地域一斉参観日
保護者・地域住民に市内小・中・高等・養護学校、幼稚園の授業を公
開し、各学校の教育活動に対し、理解を深めてもらい、学校と地域の
連携を強める。

11月1日 各学校、幼稚園 各学校、幼稚園 無料 連絡先：各学校、幼稚園

北海道 美唄市 ② 薬物乱用防止教室
外部講師を招き、講演をとおして命の尊さと薬物乱用の危険性につい
て理解を深めます。

10月10日 北海道美唄尚栄高等学校 北海道美唄尚栄高等学校 無料
【北海道美唄尚栄高等学校】
http://www.b-shoei.hokkaido-

連絡先：北海道美唄尚栄高等学校
電話番号：0126－64－2277

北海道 美唄市 ② 体験入学
本校への入学を考えている中学生、保護者対象に学校説明、授業体
験、本校生徒との交流、施設見学等を行います。

10月12日 北海道美唄聖華高等学校 北海道美唄聖華高等学校 無料
【北海道美唄聖華高等学校】
http://www.bibaiseika.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道美唄聖華高等学校
電話番号：0126-64-2386

北海道 美唄市 ② 学校祭
児童生徒のステージ発表、ニコニコ市、作品展示、販売等を行いま
す。

10月19日 北海道美唄養護学校 北海道美唄養護学校 無料
【北海道美唄養護学校】
http://www.bibaiyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道美唄養護学校
電話番号：0126-62-6511

北海道 美深町 ② 公開授業週間 保護者や地域住民、町内教育関係者に授業を公開します。 10月23～31日 美深町立美深中学校
校長
田村圭司

無料
連絡先：美深町立美深中学校
電話番号：01656-2-1063

北海道 美深町 ③ 町民文化祭
郷土文化の保存や育成など文化のかおり高いまちづくりのため、町民
が日頃取り組んでいる各種芸能の発表会や作品の展示会を開催する

10月30日～11月4日 美深町文化会館COM１００ 美深町文化祭実行委員会 無料
連絡先：美深町教育委員会
電話番号：01656-2-1744

北海道 美深町 ① 美深町民健康マラソン大会
町民が健康で明るい生活を営むため、スポーツによる健康づくりをね
らいとして開催する。

10月6日 天塩川堤防 美深町教育委員会 無料
連絡先：美深町教育委員会
電話番号：01656-2-1744

北海道 美深町 ① びふかのあそび広場 走り方教室、近代八種競技、軽スポーツ体験 10月14日 美深町民体育館 NPO法人びふかスポーツクラブ 無料
連絡先：びふかスポーツクラブ
電話番号：090-6877-5893

北海道 美深町 ①②④ 美深高校ダイバソフィ
「私たちは宇宙と繫がっている」と題して北海道情報大学より渡部重十
先生をお招きし、私たちの生活と宇宙開発との係わり合いについてお
話いただきます。

10月5日 美深高校 美深高校 無料
【美深高校ホームページ】
http://www.bifuka.hokkaido-
c.ed.jp/?page_id=101

連絡先：美深高校
電話番号：01656-2-1681

北海道 美深町 ①②④ 美深高校ダイバソフィ
日本一のそばどころ幌加内町にある、全国唯一の「そば」授業を行
なっている幌加内高校の皆さんを講師として迎え、美味しいそばの打
ち方を地域の方々と一緒に学びます。

11月7日 美深高校 美深高校 無料
【美深高校ホームページ】
http://www.bifuka.hokkaido-
c.ed.jp/?page_id=101

連絡先：美深高校
電話番号：01656-2-1681

北海道 美深町 ② 美深高等養護学校「学校祭」
学習活動の成果を発揮する場として一般公開し、本校の教育活動に
ついて理解啓発を図ります。（舞台発表、製品販売、喫茶・軽食等）

11月8～9日 北海道美深高等養護学校 北海道美深高等養護学校 無料
【北海道美深高等養護学校】
http://bifukakoutouyougo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道美深高等養護学校
電話番号：01656-2-2155

北海道 美深町 ②
美深高等養護学校協力会研
修会

地域住民に対し、本校の教育活動の理解啓発を図るとともに、社会啓
発運動の一環として映画上映会を実施します。

11月下旬 美深町文化会館 美深高等養護学校協力会 無料
【北海道美深高等養護学校】
http://bifukakoutouyougo.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道美深高等養護学校
電話番号：01656-2-2155

北海道 美幌町 ② 職業講話
具体的な仕事内容・仕事をするうえで大切なことなどを企業人から伝
えていただくことにより、職業理解を深め、職業観を育成します。 10月16日 美幌高等学校体育館 美幌高等学校 無料

【美幌高校HP】
http://www.bihoro-high.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：美幌高等学校
電話番号：0152-73-4136

北海道 美幌町 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、劇や音楽、
遊戯等の発表活動を行います。

10月20日
美幌町立
美幌小学校
体育館

美幌町立
美幌小学校

無料
連絡先：美幌町立美幌小学校
電話番号：0152-73-2019

北海道 美幌町 ② 学芸会
日常の学習を発展させた、創造的な文化活動を創り上げ、保護者・地
域の皆さんへの発表の機会としています。

10月20日 美幌町立東陽小学校 美幌町立東陽小学校 無料
連絡先：美幌町立東陽小学校
電話番号：0152-73-2324

北海道 美幌町 ② 町民参観日
保護者及び学校評議員等へ授業を公開し、本校の教育活動をご覧い
ただくことで「開かれた学校づくり」の一助としています。

11月13日(中)、19日
(低)、27日(高)

美幌町立旭小学校 美幌町立旭小学校 無料
連絡先：美幌町立旭小学校
電話番号：0152-73-4422

北海道 美幌町 ② 学芸会
地域・保護者を対象に日常の学習成果の発表の場として、演劇や音
楽・遊戯の発表活動を行います。

10月13日 美幌町立旭小学校体育館 美幌町立旭小学校 無料
連絡先：美幌町立旭小学校
電話番号：0152-73-4422

北海道 美幌町 ② 学校祭
総合的な学習の時間で交流した町内在住のお年寄りの方々を合唱コ
ンクールに招待するなど、保護者や地域住民の方々に日頃の学習の
成果を発表します。

10月17日～18日
美幌町民会館びほーる、美幌中学
校

美幌町立美幌中学校 無料
連絡先：美幌町立美幌中学校
電話番号：0152-73-2939

北海道 美幌町 ② 学校祭
学級ステージ発表や教科・総合的な学習の時間の展示を通し、本校
の教育活動の成果を保護者・地域の方々に発表し、本校への理解を

10月17日～18日
美幌町民会館びほーる、美幌町立
北中学校

美幌町立北中学校 無料
連絡先：美幌町立北中学校
電話番号：0152-73-2441

北海道 美幌町 ① 教育講演会
望ましい保護者と子供の関係づくりについて、講師を招き講演会を開
催予定です。　　　　　　　　　　　講師:遠軽町教育委員会教育専門相談
員　　　　　　　　　　　　　　小林勝則　氏

11月13日 美幌町民会館中ホール 美幌町PTA連合会 無料
連絡先：美幌町立北中学校
電話番号：0152-73-2441

北海道 広尾町 ② オープンクラスウイーク
連携型広尾町中高一貫校における授業公開週間で、高等学校、中学
校の授業を公開します。

11月26日～29日 広尾高等学校 広尾町中高一貫教育連絡協議会 無料
【広尾高等学校ＨＰ】
http://www.hiroo.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：広尾高等学校
電話番号：01558-2-2198
FAX01558-2-2199

北海道 広尾町 ② 消費者教室
消費者としての知識を身に付け、消費者市民として活躍する資質能力
を育成する。

11月20日 広尾高等学校 広尾高等学校 無料
【広尾高等学校ＨＰ】
http://www.hiroo.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：広尾高等学校
電話番号：01558-2-2198
FAX01558-2-2200

北海道 広尾町 ② 薬物乱用防止教育
薬物についての正しい知識を身に付け、薬物を断る強い意思と実践
的な態度を育成する。

11月28日 広尾高等学校 広尾高等学校 無料
【広尾高等学校ＨＰ】
http://www.hiroo.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：広尾高等学校
電話番号：01558-2-2198
FAX01558-2-2201

北海道 深川市 ① ふかがわ☆おもしろ発見隊！
農業や観光など地域の特色を生かした産業にふれる体験をとおして、
自分たちの暮らしを支える地域社会への興味や関心をもつきっかけと
します。

10月5日～6日 ネイパル深川 ネイパル深川
【ネイパル深川HP】
http://neiparufukagawa.ec-net.jp/

連絡先：ネイパル深川
電話番号：0164-25-2059

メール：
taiken@neiparufukagawa.e
c-net.jp

北海道 深川市 ① ハロウィーンパーティー
海外の代表的な国民的行事の体験をとおして、異文化への興味・関
心を高める機会とするとともに、地域の方々や参加者同士の交流を促
進します。

10月19日～20日 ネイパル深川 ネイパル深川
【ネイパル深川HP】
http://neiparufukagawa.ec-net.jp/

連絡先：ネイパル深川
電話番号：0164-25-2059

メール：
taiken@neiparufukagawa.e
c-net.jp

北海道 深川市 ① 高校生生徒会フォーラム
生徒会の実践交流やワークショップ等の活動をとおして、現状の把握
や課題解決方法への理解を促し、生徒会活動の活性化を図ります。

11月6日～8日 ネイパル深川 ネイパル深川
【ネイパル深川HP】
http://neiparufukagawa.ec-net.jp/

連絡先：ネイパル深川
電話番号：0164-25-2059

メール：
taiken@neiparufukagawa.e
c-net.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北海道 深川市 ① 遊キャンイングリッシュ
ネイティブスピーカーと一緒にゲームなどをしながら、楽しく英語に触
れる機会を提供し、英語や海外の文化等への興味・関心を高める機
会とします。

11月23日～24日 ネイパル深川 ネイパル深川
【ネイパル深川HP】
http://neiparufukagawa.ec-net.jp/

連絡先：ネイパル深川
電話番号：0164-25-2059

メール：
taiken@neiparufukagawa.e
c-net.jp

北海道 深川市 ② 授業研究旬間
相互に授業を公開・参観し合い、本校教員の授業力向上を目指しま
す。また、学校評議員、小中学校教員、関係機関などにも公開し、評
価を受けることで、本校の教育活動に対する理解を深めてもらいま

10月7～18日 北海道深川西高等学校 北海道深川西高等学校 無料
【北海道深川西高等学校HP】
http://www.hukagawanishi.hokkaido
-c.ed.jp

連絡先：北海道深川西高等学校
電話番号：0164-23-2263

北海道 深川市 ② 交通安全路上キャンペーン

交通安全街頭啓発活動として、深川警察署の協力を得て、ドライバー
の皆様に交通安全を呼びかけます。なお、数量限定ではありますが、
深川特産のリンゴを配布します。
【雨天順延：予備日10月15日（火）】

10月9日 深川市役所前 北海道深川東高等学校 無料
【北海道深川東高等学校HP】
http://www.fukatoko.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道深川東高等学校
電話番号：0164-23-3561

fukatoko-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 深川市 ② 校外清掃ボランティア
地域奉仕活動の一環として、学校周辺のみならず、JR深川駅前や市
街地の清掃活動を行います。
【雨天順延：予備日10月18日（金）】

10月16日 深川市内 北海道深川東高等学校 無料
【北海道深川東高等学校HP】
http://www.fukatoko.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道深川東高等学校
電話番号：0164-23-3561

fukatoko-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 深川市 ② 公開授業期間
赤平市・中空知管内の先生の方々が参加し､研究授業後、教育につ
いて交流・情報交換していただきます。

11月7～8日 北海道深川東高等学校 北海道深川東高等学校 無料
【北海道深川東高等学校HP】
http://www.fukatoko.hokkaido-

連絡先：北海道深川東高等学校
電話番号：0164-23-3561

fukatoko-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 深川市 ② 進路ミュージカル
進路学習の一環として、専門学校の協力を得て、進路選択に悩む高
校生の姿をミュージカル鑑賞をとおして考え、自らの進路選択を考え
る機会とします。

11月29日 北海道深川東高等学校体育館 北海道深川東高等学校 無料
【北海道深川東高等学校HP】
http://www.fukatoko.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道深川東高等学校
電話番号：0164-23-3561

fukatoko-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 福島町 ② 学習発表会
学習発表会を開催し,教育活動の成果を保護者や地域の方に参観し
ていただき，理解を深めます。

10月13日 吉岡小学校体育館 福島町立吉岡小学校 無料
連絡先：福島町立吉岡小学校
電話番号：0139-48-5009

メール：
yoshiokasho@hakodate.or
.jp

北海道 福島町 ② 学習発表会
学校の教育活動に対する保護者及び地域住民の理解を深めるため、
日頃の学習成果を発表します。

10月19日 福島小学校体育館 福島町立福島小学校 無料
連絡先：福島町立福島小学校
電話番号：0139-47-2004

北海道 福島町 ② クリーンタウン作戦
自分たちの住む町福島町を地域の方々と協力して、「きれいな住みよ
い町づくり」の一環としてゴミ拾い清掃を行います。

10月11日 福島町内 福島町立　　　福島中学校 無料
連絡先：福島町立福島中学校
電話番号：0139-47-2069

fukuchu@hakodate.or.jp

北海道 福島町 ② インターンシップ
キャリア教育の一環として、地域企業等で職場体験に取り組むこと
で、生徒の就労感を養い、進路決定の参考にしています。

10月3～4日 近隣企業等 北海道福島商業高等学校 無料
【北海道福島商業高等学校ＨＰ】
http://fukusho.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道福島商業高等学校
電話番号：0139-47-2131

北海道 福島町 ② 体験入学
近隣の中学３年生、保護者、中学校教員を対象に、教育活動の説
明、授業体験、部活動見学等をとおして、本校への理解を深める目的
で実施しています。

10月24日 北海道福島商業高等学校 北海道福島商業高等学校 無料
【北海道福島商業高等学校ＨＰ】
http://fukusho.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道福島商業高等学校
電話番号：0139-47-2131

北海道 富良野市 ② インターンシップ
望ましい勤労観や職業体験を育成するために職業体験を実施しま
す。

10月23～24日 富良野市内及び近郊の各事業所 富良野高等学校 無料
【富良野高等学校HP】
http://www.furano.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：富良野市末広町1-1
電話番号：0167-22-2174

北海道 富良野市 ② 授業公開週間
授業改善に向け、教職員、学校評議員、保護者、学校関係者等に授
業を公開します。

11月上旬 富良野高等学校 富良野高等学校 無料
【富良野高等学校HP】
http://www.furano.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：富良野市末広町1-1
電話番号：0167-22-2174

北海道 富良野市 ② ＰＳＴ懇談会
保護者（P）、生徒（S）、教員（T）の代表が一同に会し、高校生活や家
庭生活における諸課題について話し合います。

11月15日 富良野高等学校 富良野高等学校 無料
【富良野高等学校HP】
http://www.furano.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：富良野市末広町1-1
電話番号：0167-22-2174

北海道 富良野市 ② 授業公開週間
教員の指導力向上及び保護者、地域住民に授業を公開し、本校の教
育活動に対する理解を深めてもらう。

10月7日～11日 富良野緑峰高校 富良野緑峰高校 無料
連絡先：富良野緑峰高校
電話番号：01654-22-2954

北海道 富良野市 ② 読書週間
全校生徒に対して、推薦図書の案内や啓発活動を行い、読書活動を
推進する。

10月28日～11月9日 富良野緑峰高校 富良野緑峰高校 無料
連絡先：富良野緑峰高校
電話番号：01654-22-2954

北海道 古平町 ② 古平小学校　学芸会 児童による学芸発表を行います。 10月12日 古平小学校体育館 古平町立古平小学校 無料
連絡先：古平町立古平小学校
電話番号：0135-42-2138

北海道 古平町 ③ 古中祭
生徒の日頃の学習成果（合唱、ステージ発表、吹奏楽部演奏）を保護
者や地域住民の方々に披露します。

10月5日 古平町立古平中学校 古平町立古平中学校 無料
連絡先：古平町立古平中学校
電話番号：0135-42-2557

北海道 古平町 ③ 第45回文化祭展示会 町内の芸術・文化団体が作品を展示し、住民に披露します。
10月25～29日
（26日を除く4日間）

古平町文化会館
文化団体連絡協議会、
古平町町教育委員会

無料
連絡先：古平町教育委員会
生涯学習係
電話番号：0135-42-2300

北海道 古平町 ③ 第52回文化祭発表会
町内の文化団体が公共の場での発表を通じて日々の練習の成果を
披露します。

11月3日 古平町文化会館
文化団体連絡協議会、
古平町町教育委員会

無料
連絡先：古平町教育委員会
生涯学習係
電話番号：0135-42-2300

北海道 別海町 ②
別海町立西春別中学校文化
祭

日頃の学習の成果を保護者や地域の方に公開します。 10月19日 別海町立西春別中学校体育館他 別海町立西春別中学校 無料
【別海町立西春別中学校HP】
http://snisisyn@b-school.jp

連絡先：別海町立西春別中学校
電話番号：0153-77-2061

北海道 別海町 ② 公開授業
この期間を公開授業週間として、保護者や学校運営協議会委員およ
びその他関係者に公開し、授業力の向上と地域に開かれた学校づく
りを推進する。

11月12日～22日（予定） 別海高校 別海高校 無料
【別海高校ＨＰ】
http://www.bekkai.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：別海高等学校
電話番号：0153－75－2053

北海道 別海町 ③ 上風連小学校学芸会 保護者や地域住民対象に児童による劇や音楽発表等を行います。 10月12日 上風連小学校 上風連小学校 無料
連絡先：別海町立上風連小学校
電話番号：0153-76-7102

北海道 別海町 ③ 上風連地域文化祭展示
地域にある各種サークル活動及び保小中の園児児童生徒作成の展
示会。絵画、工作、書道、陶芸、写真、パッチワーク、手芸等を地域文
化祭期間展示。（～11/4）

10月25～26日 上風連地域センター
上風連連合会
上風連小学校紙風連中学校
上風連地域へき地保育園

無料
連絡先：別海町立上風連小学校
電話番号：0153-76-7102

北海道 別海町 ① 上風連地域文化祭
各種サークル活動及び上風連地域の方の発表会。遊戯、郷土芸能、
舞踊、合唱、演劇等。

10月12日～28日 上風連地域センター
上風連連合会
上風連小学校紙風連中学校
上風連地域へき地保育園

無料
連絡先：別海町立上風連小学校
電話番号：0153-76-7102

北海道 別海町 ② 中西別小学校学芸会 保護者や地域住民対象に児童による劇や音楽発表等を行います。 10月5日 中西別小学校体育館 中西別小学校 無料
【中西別小学校ＨＰ】
http://b-
school.jp/blog/pnakanis/index.php

連絡先：別海町立中西別小学校
電話番号：0153-75-6628

北海道 別海町 ② １日防災学校
各学年で防災の要素を取り入れた授業を行い、児童が防災について
考える1日にします。

10月21日 中西別小学校 中西別小学校 無料
【中西別小学校ＨＰ】
http://b-
school.jp/blog/pnakanis/index.php

連絡先：別海町立中西別小学校
電話番号：0153-75-6628

北海道 別海町 ②
別海町立西春別小学校学芸
会

保護者や地域在住の方々を対象に、児童による遊戯、劇、器楽演奏、
合唱などの発表を行います。

10月12日
別海町立西春別小学校
体育館

別海町立西春別小学校 無料
【別海町立西春別小学校ブログ】
http://b-
school.jp/blog/pnisisyn/index.php

連絡先：別海町立西春別小学校
電話番号：0153-77-2364

北海道 別海町 ②③ 第57回野付中学校文化祭
保護者や地域住民対象に生徒による劇や弁論・合唱発表等を行いま
す。

10月20日 別海町立野付中学校体育館 別海町立野付中学校 無料
【別海町立野付中学校ブログ】
http://b-school.jp/blog/snotuke/

連絡先：別海町立野付中学校
電話番号：0153-86-2019

北海道 別海町 ②
野付中学校1学年鮭の調理
実習

野付漁業協同組合女性部が講師となり、中学1年生に鮭の解体方法
を説明しながら、地産地消を促す調理実習を共に行います。

11月1日 別海町立野付中学校調理室 別海町立野付中学校 無料
【別海町立野付中学校ブログ】
http://b-school.jp/blog/snotuke/

連絡先：別海町立野付中学校
電話番号：0153-86-2019

北海道 別海町 ①②
野付中学校1学年異世代交
流

地域の長寿会の方々が講師となり、中学1年生に北方領土の話をした
り、昔の遊び等を伝授したりします。

11月22日 別海町東公民館 別海町東公民館 無料
【別海町立野付中学校ブログ】
http://b-school.jp/blog/snotuke/

連絡先：別海町立野付中学校
電話番号：0153-86-2019

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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北海道 別海町 ①②
上春別学校区
「ＣＳ講座」

CS運営協議会が主催する６つの講座において、地域住民などの外部
講師の指導の下、上春別小・中学校の児童生徒等が「食育」「ものづく
り」などの中から任意の講座を選択して学習します。

11月9日
・別海町立上春別小学校
・別海町立上春別中学校
・上春別地域センター

上春別学校区ＣＳ運営協議会 無料
他地域からの参加は想
定していません。

北海道 別海町 ① 第66回別海町少年弁論大会
町内各中学校から選ばれた代表生徒による弁論発表大会を行いま
す。

11月16日 別海町マルチメディア館 別海町教育委員会 無料
連絡先：生涯学習課
電話番号：0153-75-2111

syougai@betsukai.jp

北海道 別海町 ①
別海町小・中・高校合同音楽
祭

町内小・中・高校の児童生徒並びに吹奏楽部による器楽演奏や合唱
等の発表を行います。

10月30日～31日 別海町中央公民館
別海町小・中・高校合同音楽祭実
行委員会

無料
連絡先：生涯学習課
電話番号：0153-75-2111

syougai@betsukai.jp

北海道 北斗市 ② 学習発表会
これまで学習した内容を発表形式（音楽、演劇など）にして、地域の
方々や保護者に観ていただきます。

10月19日 浜分小学校体育館 北斗市立浜分小学校 無料
連絡先：浜分小学校
電話番号：0138-49-2947

北海道 北斗市 ② ふれあい文化祭
創造する楽しさや発表の喜びを共感し、個性豊かな表現ができるよう
にする。幼稚園、小中、地域社会との連携を図り、学校教育への理解
と協力を深める。

10月26日 石別小学校石別中学校 石別小学校石別中学校 無料
連絡先：北斗市立石別小学校
電話番号：0138-75-3007

北海道 北斗市 ② 文化祭
保護者・地域住民にふるさと学習で調べたことをまとめ、劇化した発表
や合唱・ミュージカル等、これまでの学習の成果を発表し、本校の教
育活動に対する理解を深めてもらう機会とする。

10月19日 茂辺地小学校・茂辺地中学校
茂辺地小学校
茂辺地中学校

無料

連絡先：茂辺地小学校
電話番号：0138-75-2020
連絡先：茂辺地中学校
電話番号：0138-75-2034

北海道 北斗市 ②
ハロウィン集会（外国語・英語
小中合同特設授業）

保護者・地域住民に本校の特色ある教育活動（外国語・英語）の学習
の成果を発表し、本校の教育活動に対する理解を深めてもらう機会と
する。

10月31日予定 茂辺地小学校・茂辺地中学校
茂辺地小学校
茂辺地中学校

無料

連絡先：茂辺地小学校
電話番号：0138-75-2020
連絡先：茂辺地中学校
電話番号：0138-75-2034

北海道 北斗市 ② 収穫祭
小学校児童が地域の方の協力を得て、田植えから稲刈りまで行い、こ
れまで学習してきたことを保護者・地域の皆さんに発表します。また、
地域の皆様を招待し、もちつきをして収穫を祝う。

11月30日 茂辺地小学校・茂辺地中学校
茂辺地小学校
茂辺地中学校

無料

連絡先：茂辺地小学校
電話番号：0138-75-2020
連絡先：茂辺地中学校
電話番号：0138-75-2034

北海道 北斗市 ② 学習発表会 家庭、地域に子ども達の日頃の学習の成果を発表します。 10月26日 谷川小学校体育館 谷川小学校 無料
連絡先：谷川小学校
電話番号：0138ｰ73-2070

メール：
tanikawa1@educet04.plala
.or.jp

北海道 北斗市 ② 学芸会
保護者、地域の方々に器楽合奏、劇などで学習の成果を発表します。
また、学校職員も器楽演奏を発表し、児童・保護者のみならず地域の
方々もとても楽しみにしている活動をします。

10月20日 沖川小学校体育館 沖川小学校 無料
【北斗市公式ＨＰ－沖川小学校】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/okisyo/

連絡先：沖川小学校
電話番号：0138-73-2381

okisyo@educet01.plala.or.j
p

北海道 北斗市 ② 地域公開授業参観日
保護者のみならず地域の方々に、子供たちの様子を道徳や教科を通
じて参観していただきます。

11月7～8日 沖川小学校 沖川小学校 無料
【北斗市公式ＨＰ－沖川小学校】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/okisyo/

連絡先：沖川小学校
電話番号：0138-73-2381

okisyo@educet01.plala.or.j
p

北海道 北斗市 ① そば収穫祭
児童が地域の方々の協力得ながら、種まきから脱穀まで行ってきたそ
ばを、保護者の方々などに振る舞います。そば打ちなども行いながら
収穫の喜びと、日頃の感謝を表します。

11月9日 沖川小学校体育館 沖川小学校 無料
【北斗市公式ＨＰ－沖川小学校】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/okisyo/

連絡先：沖川小学校
電話番号：0138-73-2381

okisyo@educet01.plala.or.j
p

北海道 北斗市 ②
土曜授業
「地域から学ぼう」

アイヌ文化アドバイザーを招いて、アイヌ語講座、舞踊、ムックリ演奏
体験等を実施する

11月9日 上磯小学校
上磯小学校
上磯小学校
運営協議会

無料
【北斗市立上磯小学校ＨＰ】
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp
/gakko/kamisyo/

連絡先：上磯小学校
電話番号：0138-73-2062

北海道 北斗市 ② 萩野小学校学芸会
本校の教育活動への理解を深めるため、保護者や地域住民を対象
に、児童の学習成果を発表します。

10月20日 萩野小学校体育館 萩野小学校 無料
連絡先：萩野小学校
電話番号：0138-77-8255

北海道 北斗市 ② 学習発表会
劇，合奏，合唱などを保護者や地域住民の方々に鑑賞していただき，
学校に対するご理解を深めていただきます。

10月19日 島川小学校体育館 島川小学校 無料
【島川小学校HP】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/shimasyo/

連絡先：島川小学校
電話番号：0138-77-8625

shimakawasyo@educet04.
plala.or.jp

北海道 北斗市 ② 読み聞かせ・読書交流会
読み聞かせや読書交流会を通して，地域住民の方々や保護者と交流
を図り，児童の読書への興味や関心を高めます。

11月9日 島川小学校 島川小学校 無料
【島川小学校HP】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/shimasyo/

連絡先：島川小学校
電話番号：0138-77-8625

shimakawasyo@educet04.
plala.or.jp

北海道 北斗市 ② 学習発表会
保護者や地域住民を対象に、合唱・器楽合奏・劇などの児童のこれま
での学習の成果を発表します。

10月26日 大野小学校体育館 大野小学校 無料
【北斗市立大野小学校】
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp
/school/ono-syo/index.htm

連絡先：大野小学校
電話番号：0138-77-8323

北海道 北斗市 ② 学芸会
保護者や地域住民の方々に，児童の合唱，器楽合奏，劇等の学習成
果を鑑賞していただき，学校に対する御理解を深めていただきます。

10月20日 市渡小学校体育館 市渡小学校 無料
【市渡小学校HP】
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp
/gakko/ichisyo/

連絡先：市渡小学校
電話番号：0138-77-8348

ichisyo@educet04.plala.or
.jp

北海道 北斗市 ② 学習発表会
これまでの学習の成果を音楽や劇などで発表し、保護者や地域住民
に教育活動の様子を理解していただき、連携を深めます。

10月19日 久根別小学校体育館 久根別小校 無料
【北斗市立久根別小学校HP】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/kunesyo/

連絡先：久根別小学校
電話番号：0138-73-7530

北海道 北斗市 ②
石別小中学校
合同文化祭

　保護者、地域の方々に小中学校の取り組みを観ていただき、学校へ
の理解をより深めていただく機会とする。また、保育園児と３者による
歌の発表します。

10月26日
石別小学校
石別中学校

石別小学校
石別中学校

無料
【石別中学校HP】
http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
gakko/ishityu/index.html

連絡先：石別中学校
電話番号：0138ｰ75ｰ3006
連絡先：石別小学校
電話番号：0138ｰ75ｰ3007

北海道 北斗市 ①②
・地域公開道徳授業参観(土
曜授業)　　・北斗市青少年育
成大会

・生徒の授業の様子と道徳の授業を、保護者のみならず地域の方々
に広く参観してもらいます。
・２年生は「北斗市青少年育成大会」を視聴し将来の北斗市について
考えます。

10月12日
上磯中学校
北斗市総合文化センター

上磯中学校 無料
【上磯中学校HP】
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp
/gakko/kamityu/

連絡先：上磯中学校
電話番号：0138-73-2076

北海道 北斗市 ②
地域公開
授業参観日

保護者のみならず地域の方々に、子どもたちの様子を全学年道徳及
び各教科の授業を公開し参観していただく。

11月1日 浜分中学校 浜分中学校 無料
連絡先：浜分中学校
電話番号：0138-49-2840

hamatyu@educet04.plala.
or.jp

北海道 北斗市 ② 大野中学校オンネペツ祭
保護者や地域の方々、大野中学校区の教職員等を対象に、生徒の学
習成果等を発表し、本校の教育への理解を深めてもらう機会としてい

10月5日 大野中学校 大野中学校 無料
http://http://www.city.hokuto.hokk
aido.jp/school/ono-chu/

連絡先：大野中学校
電話番号：0138-77-8137

北海道 北斗市 ① 北斗市子ども議会
北斗市の市議会に中高生が参加し、「北斗市の未来」をテーマに、市
会議員と意見交換をする。

１１月上旬 北斗市役所 北斗市 無料
連絡先：北斗市教育委員会
電話番号：0138-73-3111

北海道 北斗市 ②
校内水産クラブ研究発表大
会

函館水産高校の生徒がプロジェクト学習により、水産に関する課題解
決に取り組んだ成果を発表します

10月30日 北海道函館水産高校 北海道函館水産高校 無料
連絡先：函館水産高等学校
電話番号：0138-49-2412

北海道 北斗市 ② 職場実習
地域企業、事業所の協力を得て、実際の職場で働く体験をすることで
将来地域社会で働くために必要な力を身につけます。

10月3日～28日 各職場、事業所 北海道北斗高等支援学校 無料
【北斗高等支援学校】
http://www.hokuto-
koushi.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：北斗高等支援学校教頭
電話番号：0138-74-3431

【北斗高等支援学校】
hokuto-koushi-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 北斗市 ② 学習発表会
小学部と中学部の児童生徒の学習成果を保護者や地域住民等に発
表するとともに、高等部の学習活動の成果を展示し、地域住民と交流
活動を行います。

11月9日
北海道七飯養護学校おしま学園
分校・体育館、多目的ルーム

北海道七飯養護学校おしま学園
分校

無料
【令和元年度学習発表会】
http://www.nanaeyougooshima.hokk
aido-c.ed.jp

連絡先：教頭・鴻江康人
電話番号：0138-75-2717

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61回「教育・文化週間」関連行事

北海道 北斗市 ② 北斗市子ども議会
将来を担う子どもたちが、まちづくりについて考え、意見を交換する体
験を通して、行政や議会の理解を深める

11月上旬から中旬 未定 北斗市 無料
連絡先：北斗市教育委員会
電話番号：0138-73-3111

北海道 北竜町 ② 学習発表会 児童の日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月19日 北竜町立真竜小学校 北竜町立真竜小学校 無料
連絡先：北竜町立真竜小学校
電話番号：0164-34-2018

北海道 北竜町 ① 北竜町PTA連合会研究大会 子育て関わる内容の講演（演題は未定）と意見交流です。 11月下旬 北竜町公民館 北竜町PTA連合会 無料
連絡先：北竜町立真竜小学校
電話番号：0164-34-2018

北海道 北竜町 ① 北竜町民文化祭
日頃の文化サークルの活動の発表の場として、また町民の文化に対
する意識の高揚を図る場として実施します。

11月2～3日 北竜町公民館 北竜町文化連盟実行委員会 無料
連絡先：北竜町教育委員会
電話番号：0164-34-2553

北海道 北海道 ②
北海道ふるさと・みらい創生
推進事業「全道フォーラム」

「国際水準GAP教育推進プロジェクト」及び「高等学校OPENプロジェク
ト」の研究指定校の生徒による研究発表やグループワーク等を行うこ
とを通して、事業のねらいについての理解をより一層深めるとともに、
広く道民に事業への理解促進を図ることを目的とします。

10月31日 ホテルライフォート札幌 北海道教育委員会 無料
連絡先：高校教育課
電話番号：011-204-5705

北海道 北海道 ②
海洋教育パイオニアスクール
プログラム「中間発表会」

「海洋教育パイオニアスクールプログラム」に取り組む実践校の児童
生徒による、研究発表や意見交換会等を通して、海洋教育について
の理解を一層深めるとともに、事業の普及を図ることを目的とします。

11月1日 ホテルライフォート札幌 北海道海洋教育推進協議会 無料
連絡先：高校教育課
電話番号：011-204-5705

北海道 北海道 ②
ほっかいどう「学力・体力向上
運動」

学力・体力向上の機運を道民全体に広げる観点から、各種研修会な
どの機会を通じて、ポスターの掲示や保護者向けリーフレットの配布
などにより普及・啓発を行います。

10月1日　　　　　　　　　　
　～11月30日

各教育局等 道教委 無料

【ほっかいどう「学力・体力向上運
動」HP】
http://http://www.dokyoi.pref.hokk
aido.lg.jp/hk/ksk/undou_page.htm

連絡先：義務教育課、
健康・体育課、生涯学習課
電話番号：011-204-5771

北海道 北海道 ②
チャレンジテストを活用した家
庭学習の普及啓発月間

本道の子どもたちの学力向上を目指し、基礎的・基本的な知識・技能
の確実な定着及び思考力・判断力等の育成を図るために作成した
「チャレンジテスト」が家庭学習などにおいて活用されるようメールマガ
ジン等により普及・啓発を行います。

10月1日　　　　　　　　　　
　　　～11月30日

義務教育課ホームページよりチャ
レンジテストをダウンロードし、各
家庭で実施

道教委 無料
【チャレンジテストHP】
http://http://www.dokyoi.pref.hokk
aido.lg.jp/hk/gky/tesuto.htm

連絡先：義務教育課
電話番号：011-204-5771

北海道 北海道 ② どさんこ☆子ども地区会議
各教育局管内ごとに、子どもたちが、主体となっていじめの問題につ
いて考え、よりよい人間関係づくりについて話し合い、いじめを防止す
る取組を行います。

10月～11月 各教育局管内 北海道教育委員会・各教育局 無料

【児童生徒仲良しコミュニケーション
活動】
http://www.dokyoi.pref.hokkaidolg.j
p/hk/ssa/nakayosi_commu.htm

連絡先：生徒指導・学校安全課
電話番号：011-204-5755

北海道 北海道 ②
いじめ・ネットトラブル根絶！
メッセージコンクール

青少年からいじめ・ネットトラブルの根絶にかかわるメッセージを募集
し、いじめの根絶等に向けた啓発活動等に活用することにより、いじ
めやインターネット上の有害情報による被害などから青少年を守るた
めの社会全体の意識の向上を図ります。

全道審査10月上旬
北海道いじめ問題対策連絡協議
会

無料

【児童生徒ネットコミュニケーション
見守り活動】
http://www.dokyoi.pref.hokkaidolg.j
p/hk/ssa/net/netcom.htm

連絡先：生徒指導・学校安全課
電話番号：011-204-5755

北海道 幌加内町 ① 生涯学習フェスティバル
町民がそれぞれの分野で継続してきた学習の成果を広く全町民に発
表する機会として、生涯学習フェスティバルを開催し、本町文化の振
興と生涯学習の充実を図ります。

11月2日 生涯学習センターあえる97 幌加内町文化連盟 無料
連絡先：幌加内町教育委員会
　　　　社会教育課
電話番号：0165-35-2177

北海道 幌延町 ②
第39回幌延町少年少女文化
祭

町内の小・中学生の絵画、書写、立体造形（家庭家作品を含まない）
の作品を展示し、審査を行います。

10月25～31日
11月1～7日

①幌延町生涯学習センター
②幌延町立問寒別小中学校第２
体育館

幌延町教育委員会 無料
連絡先：幌延町教育委員会
総務学校グループ
電話番号：01632-5-1117

メール：
sogaku@town.horonobe.lg.
jp

北海道 幌延町 ①②④
北海道大学・天塩研究林
「最北のエゾシカ調査ツ
アー」

北海道大学天塩研究林でエゾシカの個体数の増減を把握するため
毎年実施している「エゾシカライトセンサス（夜間にライトを使
用して行う調査）」の結果を紹介するほか食害地の見学や職員と
の意見交換会等を行います。

10月19日～20日 北海道大学天塩研究林 北海道大学天塩研究林
https://www.hokudaiforest.jp/
about-us/天塩研究林/

北海道大学天塩研究林
01632-6-5211

要事前申込。
宿泊および食事を希望
される方は宿泊費用等
として約3,000円が必
要。

北海道 本別町 ② インターンシップ報告会
10月に実施したインターンシップのまとめを発表し、進路意識の高揚
を図りながら、職業観や勤労観を育成します。

11月19日 本別高等学校 本別高等学校 無料
【本別高等学校HP】
http://www.honbetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：本別高等学校
電話番号：0156-22-2052

北海道 本別町 ② 公開授業週間
保護者や地域住民に授業を公開し、本校の教育活動を理解してもらう
とともに、アンケート等から今後の授業改善に役立てます。

10月21日～25日 本別高等学校 本別高等学校 無料
【本別高等学校HP】
http://www.honbetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：本別高等学校
電話番号：0156-22-2052

北海道 本別町 ①
十勝東北部三町中高生リー
ダー養成研修会

陸別町・足寄町・本別町在住の中高生をリーダーとして養成する研修
会です。

11月16～17日 ネイパル足寄 東北部社会教育連絡協議会
連絡先：本別町教育委員会
電話番号：0156-22-5111

北海道 本別町 ①
本別町少年少女リーダー研
修会

本別町在住の小学3年～6年生を対象にリーダーとして養成する研修
会です。

11月16～17日 ネイパル足寄 本別町教育委員会
連絡先：本別町教育委員会
電話番号：0156-22-5111

北海道 本別町 ① PTA連合会講演会
町内学校教職員、保護者を対象とした講演会を開催し、学校・家庭・
地域と連動した教育の在り方について考える機会を提供します。

11月21日 本別町体育館 本別町PTA連合会 無料
連絡先：本別町教育委員会
電話番号：0156-22-5111

北海道 本別町 ① プレ元気合宿
小学1、2年生を対象にした共同生活体験です。生活体験を通して、公
民館から学校へ通学します。

10月27～28日 本別町中央公民館 本別町教育委員会
連絡先：本別町教育委員会
電話番号：0156-22-5111

北海道 幕別町 ② 授業公開
開かれた学校づくりの一環として、本校の教育活動を広く情報発信
し、特別支援や本校に対する理解啓発を促進します。また、参加者か
ら客観的な意見や助言を集約し、よりよい教育課程や授業づくりに役

11月6～8日 中札内高等養護学校幕別分校 中札内高等養護学校幕別分校 無料
【幕別分校HP】
http://www.naka-
makubun.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：幕別分校教務部
電話番号：0155-55-2121

メールアドレス：naka-
makubun-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 幕別町 ② 地区別懇談会
保護者と担任の懇談や分掌からの説明とを通じ本校の教育活動に関
しての理解を深めてもらいます。

9月30日～10月2日 札内コミュニティプラザ他 幕別高等学校 無料
【幕別高等学校HP】
http://www.makubetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：幕別高等学校
電話番号：0155-54-2977

【代表メール】
makubetsu-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 幕別町 ② 授業参観週間
地域の教育関係者を中心に本校の授業を公開して参観してもらうこと
によって、教育活動への理解を深めてもらいます。

10月7～11日 幕別高等学校 幕別高等学校 無料
【幕別高等学校HP】
http://www.makubetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：幕別高等学校
電話番号：0155-54-2977

【代表メール】
makubetsu-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 幕別町 ② 介護体験実習
老人介護の職場体験を通じて高齢者とふれあい、福祉・進路･職業に
ついて考えを深めます。

10月3～4日 介護老人保健施設あかしや他 幕別高等学校 無料
【幕別高等学校HP】
http://www.makubetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：幕別高等学校
電話番号：0155-54-2977

【代表メール】
makubetsu-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 幕別町 ③ 芸術鑑賞
日本の伝統芸能を鑑賞して豊かな情操を養うとともに、芸術を鑑賞す
る際のマナーを身につけます。

10月17日 幕別町百年記念ホール 幕別高等学校
【幕別高等学校HP】
http://www.makubetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：幕別高等学校
電話番号：0155-54-2977

【代表メール】
makubetsu-z0@hokkaido-
c.ed.jp

北海道 幕別町 ③ 芸術鑑賞

・日本の伝統芸能を鑑賞して豊かな情操を養うとともに、芸術を鑑賞
する際のマナーを身につけさせる。
・幕別高校、中札内高等養護幕別分校、江陵高校、幕別清陵高校の
４校合同鑑賞として実施する。

10月17日 幕別町百年記念ホール 幕別清陵高等学校
【幕別清陵高等学校HP】
http://www.makubetsuseiryo.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：幕別清陵高等学校
電話番号：0155-55-6500

北海道 幕別町 ② 進路ガイダンス ・大学等の出前講座を受講することで、進路決定の動機づけとする。 10月中 幕別清陵高等学校 幕別清陵高等学校 無料
【幕別清陵高等学校HP】
http://www.makubetsuseiryo.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：幕別清陵高等学校
電話番号：0155-55-6500

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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北海道 幕別町 ② 公開授業 ・ITCを効果的に活用した授業改善に資する取組を授業公開する。 11月11日 幕別清陵高等学校 幕別清陵高等学校 無料
【幕別清陵高等学校HP】
http://www.makubetsuseiryo.hokkai
do-c.ed.jp

連絡先：幕別清陵高等学校
電話番号：0155-55-6500

北海道 幕別町 ③ PTAミニバレー大会
PTA健康安全委員会が企画し、体力の増進及び会員同士の交流を深
めます。

11月中旬 幕別町立白人小学校体育館 白人小PTA健康安全委員会 無料
連絡先：幕別町立白人小学校
電話番号：0155-56-2004

北海道 幕別町 ① 親子運動会（教育活動）
地域の皆さんとともに、体力づくりを兼ねて、レクリェーションを行いま
す。

11月24日 幕別町立途別小学校 幕別町立途別小学校 無料
【途別小学校ＨＰ】
http://www.makubetsu.jp/tobetsus
hou/

【途別小学校】
連絡先：途別小学校
電話番号：0155-56-5426

北海道 幕別町 ② PTAスポーツの日
PTA厚生部が企画・運営し、スポーツ交流を通して、会員及び親子の
体力増進と交流を深めます。

11月17日 幕別町立札内南小学校 児童・保護者・地域 無料
連絡先：幕別町立札内南小学校
電話番号：0155-56-2314

北海道 幕別町 ② PTAファミリーコンサート
隣接する札内中学校の吹奏楽部を招いて、コンサートを実施します。
演奏鑑賞と楽器の体験演奏も行い、小中連携事業も兼ねた行事で

11月中旬予定 幕別町立札内南小学校
児童・中学校吹奏楽部・保護者・地
域

無料
連絡先：幕別町立札内南小学校
電話番号：0155-56-2314

北海道 幕別町 ②
古舞小学校・古舞保育所学
芸会

日常の学習・表現的活動の成果を総合的・創造的に発表する場とし
て、本校児童と古舞保育所園児が劇や音楽などの表現活動に取り組

11月23日 幕別町立古舞小学校体育館 幕別町立古舞小学校 無料
連絡先：幕別町立古舞小学校
電話番号：0155-57-2672

furumaisho1@makubetsu.j
p

北海道 増毛町 ③ 増毛中学校学校祭 学習活動の成果を発表します。 10月6日 増毛中学校 増毛中学校 無料
連絡先：増毛中学校
電話番号：0164-53-1269

北海道 増毛町 ③ 増毛小学校学習発表会 学習活動の成果を発表します。 10月13日 増毛小学校 増毛小学校 無料
連絡先：増毛小学校
電話番号：0164-53-2174

北海道 増毛町 ③ あっぷる発表会 学習活動の成果を発表します。 10月26日 認定子ども園あっぷる 認定子ども園あっぷる 無料
連絡先：認定子ども園あっぷる
電話番号：0164-53-2879

北海道 増毛町 ①
少年の主張大会「僕の主張・
私の主張」

町内児童、生徒が「今、何を考えているのか」を弁論形式で発表しま
す。

11月23日 増毛町文化センター
増毛町青少年健全育成推進協議
会、増毛町教育委員会

無料
連絡先：増毛町教育委員会地域学習課
電話番号：0164-53-2427

北海道 真狩村 ②
令和元年度真狩小学校学芸
会

児童90名による学習成果の発表会です。 10月26日 真狩小学校　体育館 真狩小学校 無料
連絡先：真狩村立真狩小学校
電話番号：0136-45-2424

masyou@makkari-
school.jp

北海道 真狩村 ② 学芸会 児童による学習成果の発表会です。 11月17日 御保内小学校体育館 御保内小学校 無料
連絡先：真狩村立御保内小学校
電話番号：0136-45-3001

ohonai@makkari-school.jp

北海道 真狩村 ① 家庭教育支援講座 家庭教育に関する保護者向け講座です。 10月9日 真狩村公民館 真狩村教育委員会 無料
連絡先：真狩村教育委員会
電話番号：0136-45-3336

s-
kyouiku@vill.makkari.lg.jp

北海道 松前町 ② 大島小学校学習発表会
児童の教育活動の成果を劇や音楽で表現します。保護者・地域住民
に広く参観を呼びかけ、地域・家庭・学校が一体となって児童の成長
を見つめ、支える機会としています。

10月20日 松前町立大島小学校体育館 松前町立大島小学校 無料
連絡先：松前町立大島小学校
電話番号：0139-45-2022

ohshima_syou.h-
t@educet03.plala.or.jp

北海道 松前町 ② 松前町立小島小学校
日常の学習の成果を音楽や劇を通して地域や保護者の方々に発表し
ます。

10月20日 松前町立小島小学校体育館 松前町立小島小学校 無料
連絡先：松前町立小島小学校
電話番号：0139-44-2004

北海道 松前町 ② 松城小学校学習発表会
日頃の学習の成果を地域・保護者に発表することで、思考力・判断
力・表現力を高めるとともに、協力し合い発表することで集団としての
力を高める機会とします。

10月19日 松前町立松城小学校体育館 松前町立松城小学校 無料
連絡先：松前町立松城小学校
電話番号：0139-42-2016

北海道 松前町 ② 授業公開・参観日 １日の全授業を２日間に渡り地域へ公開します。 11月5～6日 松前町立松前中学校 松前町立松前中学校 無料
連絡先：松前町立松前中学校
電話番号：0139-42-2125

北海道 松前町 ② 地域清掃
松前町の観光施設のひとつでもある「藩屋敷」をボランティア清掃いた
します。「総合的な学習の時間」「道徳教育」「ふるさと学習」と関連させ
ています。

10月29日予定 松前町藩屋敷 松前町立松前中学校 無料
連絡先：松前町立松前中学校
電話番号：0139-42-2125

北海道 松前町 ② 職場体験学習
２年生で実施している、松前町内各事業所での職場体験学習を実施
いたします。

10月17～18日予定 松前町内各事業所 松前町立松前中学校 無料
連絡先：松前町立松前中学校
電話番号：0139-42-2125

北海道 松前町 ①
松前城下マラソン＆ヘルシー
ウォーキング大会

子どもから高齢者まで誰もが気軽に楽しく参加できる種目としてマラソ
ンとウォーキングの2部門を設置し、町民のスポーツに対する意欲を
高めるほか、体力の向上を図る。

10月5日
松前町町民総合センター
（福山地区・上川地区町道及び朝
豊線）

松前町教育委員会 無料
連絡先：松前町教育委員会
文化社会教育課
電話番号：0139-42-3060

北海道 松前町 ①③ 松前町文化祭
町内の各文化団体やサークルなどが日頃の成果を発表します。展示
部門や舞台部門がり、町民に芸術・文化の振興や交流を深める機会
としています。

11月2～3日 松前町町民総合センター 松前町文化祭実行委員会 無料
連絡先：松前町教育委員会
文化社会教育課
電話番号：0139-42-3060

北海道 松前町 ①
松前町青少年健全育成推進
「少年の主張大会」

子ども達に論理的に物事を考える力、自分の主張を正しく理解しても
らう力、広い視野と創造性等を養うため本大会を開催します。また、本
大会の開催により青少年健全育成に対する町民の理解を深め、もっ
て青少年健全育成の推進に寄与する。

11月2日 松前町町民総合センター
松前町青少年健全育成連絡協議
会

無料
連絡先：松前町教育委員会
文化社会教育課
電話番号：0139-42-3060

北海道 松前町 ② 漁火強歩大会
地域の恵まれた環境を活かし、本校から全行程約２５ｋｍを完歩する
ことで強い心身の育成を図る。

10月12日 北海道松前高等学校 北海道松前高等学校 無料
連絡先：北海道松前高等学校
電話番号：0139-42-2149

北海道 松前町 ②
授業交流週間、
公開授業

授業改善に向けて、教職員、学校評議員、保護者、町内小中学校教
職員を対象に授業公開を実施する。

11月中旬 北海道松前高等学校 北海道松前高等学校 無料
連絡先：北海道松前高等学校
電話番号：0139-42-2149

北海道 松前町 ② 一日体験入学
町内中学校及び近隣の中学校を対象に本校の教育活動について実
際に体験し理解を深める。

10月8日 北海道松前高等学校 北海道松前高等学校 無料
連絡先：北海道松前高等学校
電話番号：0139-42-2149

北海道 松前町 ② 保育体験学習
地域の保育園の協力を得、園児たちとふれあい、子どもの発達の特
徴を理解し、発達の支援を具体的に学ぶ。

11月下旬 北海道松前高等学校 北海道松前高等学校 無料
連絡先：北海道松前高等学校
電話番号：0139-42-2149

北海道 三笠市 ② 公開研究会
保護者、教育関係者の皆様に広く授業を公開し、教育活動に対する
理解を深める機会としていただきたいです。

11月28日 三笠市立岡山小学校 三笠市立岡山小学校 無料
連絡先：三笠市立岡山小学校
電話番号：01267-2-2314

北海道 三笠市 ② 三笠市図工美術展
市内小中学生の図工・美術科で作成した作品を一定期間展示し、一
般公開します。

10月24日～11月5日 三笠市公民館 三笠市教育委員会 無料
連絡先：三笠市立三笠中学校
電話番号：01267-2-2066

北海道 三笠市 ② 三笠市音楽発表会 市内の幼・小・中の合唱・器楽演奏の交流を行います 10月25日 三笠市立三笠中学校 三笠市教育委員会 無料
連絡先：三笠市立三笠中学校
電話番号：01267-2-2066

北海道 三笠市 ③ 三笠市オータムコンサート
市内の個人・団体が一同に文化的活動の発表・交流を行います（小中
吹奏楽団体参加）。

10月26日 三笠市民会館 三笠市教育委員会 無料
連絡先：三笠市立三笠中学校
電話番号：01267-2-2066

北海道 三笠市 ② 参観日
保護者・地域住民に授業を公開し、学校の教育活動に対して理解を
深めてもらい、学校と家庭・地域との連携を強めます。また、地域の方
に講演をして頂き、自らの夢や目標について深く考える機会にします。

11月8日 三笠市立萱野中学校 三笠市立三笠中学校 無料
連絡先：三笠市立三笠中学校
電話番号：01267-2-2066

北海道 三笠市 ② 資源回収 コミュニティ・スクールによる資源回収を実施します。 10月29日 三笠市立萱野中学校 三笠小中一貫コミュニティスクール 無料
連絡先：三笠市立三笠中学校
電話番号：01267-2-2066

北海道 三笠市 ② 公開授業週間
保護者、地域の方、小・中学校や教育委員会等教育関係者等が参加
し、三笠高校の特色ある授業について参観をしていただきます。

11月18日～
22日

北海道三笠
高等学校

北海道三笠
高等学校

無料
【北海道三笠高等学校】
https://www.city.mikasa.hokkaido.jp
/highschool/

連絡先：北海道三笠高等学校
電話番号：01267-4-2200

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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北海道 南富良野町 ②
南富良野町教育研究会・南
富良野町へき地複式教育連
盟研究大会

　公開授業・南富良野町の小中高連携に関する実践発表・南富良野
中学校の実践発表

11月27日 南富良野中学校
南富良野町教育研究会
南富良野町へき地複式教育連盟

無料
連絡先：南富良野中学校
電話番号：0167-52-2410

北海道 むかわ町 ① 秋季交通安全街頭指導
生徒が街頭で町民に交通安全を呼び掛け、交通安全意識の高揚を図
ります。

10月2日～4日 通学路 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ① 交通安全教室
自動車学校を訪問し、交通ルールとマナーを遵守することの重要性を
理解させ、交通安全意識の高揚を図ります。

10月2日 富川自動車学校 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ① 後期避難訓練
小火器訓練等を使った訓練を行い、非常時の適切な行動や心構えを
身に付けさせます。

10月4日 穂別高校 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ② 秋季教育相談週間
全生徒が教員と個別面談を行い、学習や生活、人間関係等の状況を
把握し、適切な支援を行います。

10月7日～18日 穂別高校 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ① インターンシップ
本校2年生が、望ましい勤労観や職業観を育成し、主体的な職業選択
意識を高めるために就業体験を行います。

10月9日～11日 むかわ町穂別　各事業所 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ② 体験入学
本校への入学を希望する生徒に、本校の教育活動について理解して
もらうために、生徒による学校紹介や部活動見学、本校教員による体
験授業を行います。

10月25日 穂別高校 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ①
小中高連携事業（キャリア教
育体験型プロジェクト）

地域の教育資源である穂別博物館を活用して、中高生が小学生へガ
イドを行ったり、木育工作を通して交流を深めます。

10月30日 穂別博物館
穂別高校
穂別中学校
穂別小学校

無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ② 授業公開週間
期間中、全ての授業を公開し、保護者や地域の方々に本校の日常的
な教育活動や授業改善の取組を見て、理解を深めてもらいます。

10月28日～11月1日 穂別高校 穂別高校 無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ① 租税教室
税務署から講師を招き、税の仕組みについて学び、良き社会人として
必要な資質の向上を図ります。

11月28日 穂別高校
穂別高校
室蘭税務署

無料
【北海道穂別高等学校HP】
http://www.hobetsu.hokkaido-

連絡先：北海道穂別高等学校
電話番号：0145-45-2176

北海道 むかわ町 ② インターンシップ
本校２年生が、望ましい勤労観や職業観を身に付けるための就労体
験を行います。

10月16～17日
むかわ町、苫小牧市等の各事業
所

北海道鵡川高等学校 無料
【北海道鵡川高等学校ＨＰ】
http://www.mukawa.hokkaido-

連絡先：北海道鵡川高等学校
電話番号：0145-42-2085

北海道 むかわ町 ② 授業公開 保護者、学校関係者、地域住民に対し授業公開を行います。
10月
（予定）

北海道鵡川高等学校 北海道鵡川高等学校 無料
【北海道鵡川高等学校ＨＰ】
http://www.mukawa.hokkaido-

連絡先：北海道鵡川高等学校
電話番号：0145-42-2085

北海道 むかわ町 ② インターンシップ発表会
本校2年生が、望ましい勤労観や職業観を身に付けるための就労体
験を行います。

11月7日 北海道鵡川高等学校 北海道鵡川高等学校 無料
【北海道鵡川高等学校ＨＰ】
http://www.mukawa.hokkaido-

連絡先：北海道鵡川高等学校
電話番号：0145-42-2085

北海道 室蘭市 ①② 栄高塾(職業講話)
様々な分野で活躍している同窓の先輩を招き、職業と社会との繋がり
等についての講演を聞くことにより、職業観の育成を図る。

10月23日
室蘭栄高等学校、HR教室、会議
室、視聴覚教室等

北海道室蘭栄高等学校
(全)

無料
連絡先：室蘭栄高等学校
電話番号：0143-44-3128

北海道 室蘭市 ② 学校説明会
説明や映像により、室蘭清水丘高校の学校生活の内容や教育の特
徴などを知ることができます。授業見学や部活動見学に参加すること
で、実際の高校生の様子を見ることができます。

10月8日 室蘭清水丘高校多目的室ほか 室蘭清水丘高校 無料
【室蘭清水丘高校HP】
http://www.muroranshimizugaoka.h
okkaido-c.ed.jp

連絡先：室蘭清水丘高校
電話番号：0143-23-1221

北海道 室蘭市 ② 職業講話
1年次生徒を対象に、外部講師による講話を実施し、働くことの意義を
理解し、職種や職業、地域の産業構造に係る知識を深めます。

10月31日～11月1日 室蘭清水丘高校多目的室ほか 室蘭清水丘高校 無料
【室蘭清水丘高校HP】
http://www.muroranshimizugaoka.h
okkaido-c.ed.jp

連絡先：室蘭清水丘高校
電話番号：0143-23-1221

北海道 室蘭市 ②
薬物乱用防止講話及び防犯
教室

1年次生徒を対象に、外部講師による薬物乱用防止及び不審者対応
や防犯に係る講話を実施します。

11月13日 室蘭清水丘高校多目的室 室蘭清水丘高校 無料
【室蘭清水丘高校HP】
http://www.muroranshimizugaoka.h
okkaido-c.ed.jp

連絡先：室蘭清水丘高校
電話番号：0143-23-1221

北海道 室蘭市 ② 公開授業週間
教育の質の向上を図るために、教職員による互見および保護者、学
校評議員、地域の方々に対して公開授業を実施します。

10月7日～10日 北海道室蘭東翔高等学校 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ①② 性教育講話
１年次生徒、保護者を対象に外部講師を招いて性・心・からだ、生命
の尊さについての講演会を実施します。

10月30日 北海道室蘭東翔高等学校 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ①② 「鮭料理」出前授業
室蘭漁業協同組合より外部講師を招き、地域で穫れる旬の食材「鮭」
のおろし方や様々な料理の仕方について学びます。

1月10日 北海道室蘭東翔高等学校 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ② 列車添乗指導
JR北海道の協力のもとに、JRを利用して通学する生徒に対し、乗車マ
ナー等の指導を行います。

10月15日、18日
北海道室蘭東翔高等学校通学路
線

北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ②③ 「アイヌ刺しゅう」出前授業
アイヌ協会より外部講師を招き、アイヌ文化とアイヌ刺しゅうについて
の理解を深め、刺しゅうの基本を学び作品を完成させます。

10月8、15、18、25日 北海道室蘭東翔高等学校 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ②③
ＴＡＦ(Tosho Art Festival 
2019)

室蘭東翔高校文化部合同発表会。文化系部活動の活動成果を保護
者をはじめ地域住民に広く紹介し、本校生徒の諸活動の活性化を図

11月9日～10日 イオン登別店 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ①② 「手話講座」出前授業
室蘭聴力障害者協会、室蘭市障害福祉課より外部講師を招いて出前
授業を行い、手話の学習を通して自立する障がい者の日常生活を理
解し、ノーマライゼーションの精神を培います。

11月9日～11日 北海道室蘭東翔高等学校 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ①② ファーストエイド研修会

製鉄記念室蘭病院、北海道教育大学より外部講師を招き、場所や状
況を問わずに発生する様々な救急・急変時に、専門的な救急処置が
開始されるまでの適切な緊急・応急処置について本校教職員等を対
象に研修を行います。

11月26日(予定） 北海道室蘭東翔高等学校 北海道室蘭東翔高等学校 無料
連絡先：室蘭東翔高校
電話番号：0143-44-4783

北海道 室蘭市 ② 体験入学
中学３年生及び保護者、中学校教員を対象に学校説明会及び実習体
験を実施します。

10月26日 北海道室蘭工業高等学校 北海道室蘭工業高等学校 無料
連絡先：北海道室蘭工業高等学校
電話番号：0143-44-5712

北海道 室蘭市 ② 学芸発表会 日ごろの学習の成果を演劇や器楽演奏等を通して発表する。 11月9日 北海道室蘭養護学校 北海道室蘭養護学校 無料
【室蘭養護学校HP】
http://www.muroranyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：室蘭養護学校教頭（中川・齊藤）
電話番号：0143-45-8270

小・中学部

北海道 室蘭市 ② 蘭学祭
作業学習で製作した作品を展示したり、自分たちで考えたゲームを通
して地域の人たちとふれ合うことに取り組む。

11月9日 北海道室蘭養護学校 北海道室蘭養護学校 無料
【室蘭養護学校HP】
http://www.muroranyougo.hokkaido
-c.ed.jp/

連絡先：室蘭養護学校教頭（中川・齊藤）
電話番号：0143-45-8270

高等部

北海道 芽室町 ③ 芸術鑑賞（音楽）
音楽鑑賞を通して、芸術を愛好する豊かな心の育成を図るとともに、
芸術文化への理解を深めます。

10月21日 芽室町中央公民館 芽室高等学校 無料
【芽室高等学校ＨＰ】
http://www.memuro.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：芽室高等学校
電話番号：0155-62-2624

北海道 芽室町 ② 公開授業週間②
この1週間を授業公開週間とし、保護者・教育関係者・地域住民に公
開し、授業力向上に役立てます。

11月11～11月15日 芽室高等学校 芽室高等学校 無料
【芽室高等学校ＨＰ】
http://www.memuro.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：芽室高等学校
電話番号：0155-62-2624

北海道 芽室町 ②
開校120周年記念芽室小学
校学芸会

日頃の学習の成果を保護者や地域住民の皆様に公開します。 10月27日 芽室小学校体育館 芽室町立芽室小学校 無料
連絡先：芽室町立芽室小学校
電話番号：0155-62-2106

北海道 芽室町 ③ 上美生地区収穫感謝祭 地域の収穫感謝祭に小学生がヨサコイや合唱を披露します。 11月9日 上美生地区農村改善センター
上美生地区収穫感謝祭実行委員
会

無料
【上美生小学校ホームページ】
http://www.kamib-es.memuro.net

連絡先：芽室町立上美生小学校（教頭）
電話番号：0155-66-2009

北海道 芽室町 ①② 上美生小学校収穫感謝祭
地域の青年団のご協力いただいた農作物を一緒に調理・試食するこ
とで、その農作物にかかわる知識と理解を深めます。

11月26日 芽室町立上美生小学校 芽室町立上美生小学校 無料
【上美生小学校ホームページ】
http://www.kamib-es.memuro.net

連絡先：芽室町立上美生小学校（教頭）
電話番号：0155-66-2009

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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北海道 芽室町 ② 学習発表会 日頃の学習内容及び成果を保護者や地域住民に公開します。 10月27日 芽室町立芽室西小学校体育館 芽室町立芽室西小学校 無料
連絡先：芽室町立芽室西小学校
電話番号：0155-62-1444

北海道 芽室町 ② 芽室南小学校学習発表会
本校児童の日頃の学習の成果を発表し、本校の教育活動に対する保
護者・地域住民の理解を深める機会とします。

11月16日 芽室町立芽室南小学校 芽室町立芽室南小学校 無料
連絡先：芽室町立芽室南小学校
電話番号：0155-62-4077

北海道 芽室町 ② 芽室南小学校地域参観日
各学級の授業を公開し、本校の教育活動に対する保護者・地域住民
の理解を深める機会とします。

11月29日 芽室町立芽室南小学校 芽室町立芽室南小学校 無料
連絡先：芽室町立芽室南小学校
電話番号：0155-62-4077

北海道 芽室町 ② 芽室南小学校ＰＴＡ研修会
本校ＰＴＡ会員を対象とした研修会を通して、子育て等に関する見識を
深める機会とします。

11月29日 芽室町立芽室南小学校 芽室町立芽室南小学校ＰＴＡ 無料
連絡先：芽室町立芽室南小学校
電話番号：0155-62-4077

北海道 芽室町 ②
いじめ防止にかかわる生徒
会集会

いじめ根絶に向けての生徒会中心の活動を行う。（いじめアンケート・
教育相談実施後）

11月予定 芽室町立芽室中学校 芽室町立芽室中学校 無料
連絡先：芽室町立芽室中学校
電話番号：0155-62-2001

北海道 芽室町 ①
芽室中学校ＰＴＡ研修部講演
会

外部講師を招いて，各家庭が子育てに関わるスキルの向上を目的と
する。

11月予定 芽室町立芽室中学校 芽室町立芽室中学校ＰＴＡ 無料
連絡先：芽室町立芽室中学校
電話番号：0155-62-2001

北海道 芽室町 ② 職場体験学習
　生まれ育った芽室町内の各事業所での社会体験を通して「働く大
人」「職業人」と接し,働くことの厳しさや楽しさ,やりがいなどを学び、勤
労観や職業観を育みます。

10月24日 町内事業所 芽室町立上美生中学校 無料
連絡先：芽室町立上美生中学校
電話番号：0155－66－2019

北海道 芽室町 ②
特別の教科 道徳
　授業公開週間

　「特別の教科 道徳」の授業を保護者・地域住民･町内教育関係者等
に公開し,教育活動の状況や生徒の学びの姿について周知・理解を図

10月1～11日
11月25日～12月5日

芽室町立上美生中学校 芽室町立上美生中学校 無料
連絡先：芽室町立上美生中学校
電話番号：0155－66－2019

北海道 芽室町 ①②
「つなぐ・つながる」認知症サ
ポーター養成講座

　地域を支える将来の担い手として,生徒が高齢者（認知症）への対応
方法などをともに考え,認知症に対する理解を深めます。また,地域住
民や保護者に授業を公開し,ともに地域の未来を考えます。

10月予定 芽室町立上美生中学校 芽室町立上美生中学校 無料
連絡先：芽室町立上美生中学校
電話番号：0155-66-2019

北海道 芽室町 ①② 「つなぐ・つながる」防災教室

　地域を支える将来の担い手として、生徒が保護者や教職員ととも
に，避難所運営や避難生活にどんな困難・課題があるか，自分たちに
何ができるか，普段からどんな備えをしておいたらよいかといった点に
ついて，具体的に考えます。

11月予定 芽室町立上美生中学校 芽室町立上美生中学校 無料
連絡先：芽室町立上美生中学校
電話番号：0155-66-2019

北海道 芽室町 ①②
令和元年度 芽室町ＰＴＡ連合
会 子育て交流会

　芽室町内の各ＰＴＡ会員が集い,レクリエーションや懇談を通し,、会員
相互の親睦・交流を深めます。

11月27日 芽室町立芽室南小学校
芽室町PTA連合会（担当　上美生
小中PTA)

無料
連絡先：芽室町立上美生中学校
電話番号：0155-66-2019

北海道 芽室町 ② 郷育・夢育推進事業講演会
外部講師を招いて、メンタルトレーニングを中心に自己を見つめる講
演会を開催します。

11月12日 芽室町立芽室西中学校 芽室町立芽室西中学校 無料
連絡先：芽室町立芽室西中学校
電話番号：0155-62-6635

北海道 妹背牛町 ②
小中合同合唱交流会・仲間
作り集会・いじめ根絶集会

小中学校の合唱、並びに「いじめ根絶」「仲間づくり」をテーマとする取
組の交流を行います。

10月29日 妹背牛町立妹背牛小学校体育館 妹背牛町立妹背牛小・中学校 無料

連絡先：妹背牛町立妹背牛小学校
電話番号：0164-32-2456
連絡先：妹背牛町立妹背牛中学校
電話番号：0164-32-2445

北海道 妹背牛町 ② 職場体験学習発表会
保護者、教育関係者の皆様に広く授業を公開し、教育活動に対する
理解を深める機会としていただきたいです。

11月12日 妹背牛町立妹背牛中学校図書室 妹背牛町立妹背牛中学校 無料
連絡先：妹背牛町立妹背牛中学校
電話番号：0164-32-2445

北海道 森町 ① 森の学校
森林散策や地元の木材を使った木工体験を通して、森林を守ることの
大切さに気づかせ、理解を促します。

10月8日 ネイパル森 森幼稚園
【ネイパル森HP】
http://napal-mori .org

連絡先：ネイパル森
電話番号：01374-5-2110

メール：
nakama@napal-mori.org

北海道 森町 ① ボランティアセミナー
事業運営にかかわる安全管理や子供たちとの接し方について学習機
会を提供するとともに、相互の交流を図り、施設ボランティアスタッフの
資質向上を図ります。

10月12日～
14日

ネイパル森 ネイパル森
【ネイパル森HP】
http://napal-mori .org

連絡先：ネイパル森
電話番号：01374-5-2110

メール：
nakama@napal-mori.org

北海道 森町 ① われら森レンジャー
身近な自然と触れ合う体験を通して、自然の魅力や不思議さに対する
興味関心を高め、自然とともに生きていく態度を育みます。

10月13日～14日 ネイパル森 ネイパル森
【ネイパル森HP】
http://napal-mori .org

連絡先：ネイパル森
電話番号：01374-5-2110

メール：
nakama@napal-mori.org

北海道 森町 ① 高等学校生徒会フォーラム
生徒会の実践交流やワークショップ等の活動を通して、現状の把握や
課題解決方法への理解を促し、生徒会活動の活性化を図ります。

11月9日～10日 ネイパル森 ネイパル森
【ネイパル森HP】
http://napal-mori .org

連絡先：ネイパル森
電話番号：01374-5-2110

メール：
nakama@napal-mori.org

北海道 森町 ①
ネイパルに泊まろう冬　運動
会

新たなスポーツ体験を通して、体力・運動能力の向上を図るとともに、
運動習慣の定着や交流を図ります。

11月23日～24日 ネイパル森 ネイパル森
【ネイパル森HP】
http://napal-mori .org

連絡先：ネイパル森
電話番号：01374-5-2110

メール：
nakama@napal-mori.org

北海道 森町 ① インターンシップ
キャリア教育の一環として、地域企業等で職場体験を取り組むことで、
生徒の

10月３～４日 森町内及び近隣町内 北海道森高等学校 無料
【森高等学校ＨＰ】
http://www.mori.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：森高等学校
電話番号：01374-2-2059

北海道 森町 ② 学芸会
児童が日頃の学習成果を音楽、劇を中心に保護者や地域の方々に
披露します。

10月26日 森町立駒ヶ岳小学校体育館 森町立駒ヶ岳小学校 無料
連絡先：森町立駒ヶ岳小学校
電話番号：01374-5-2243

北海道 森町 ② 学芸会
学芸会を実施し，教育活動の成果の一端を保護者や地域住民に参観
していただき，理解を深める機会として設定しています。

10月26日 森町立尾白内小学校体育館 森町立尾白内小学校 無料
連絡先：森町立尾白内小学校
電話番号：01374-2-2389

北海道 森町 ② 音楽発表会
音楽発表会を実施し，保護者や地域住民に対し，本校の教育活動に
ついての理解を深めていただく機会としています。

11月1日 森町立森小学校体育館 森町立森小学校 無料
連絡先：森町立森小学校
電話番号：01374-2-2113

北海道 森町 ② 学習発表会 児童による日常の学習の成果を発表します。 10月25日 森町立鷲ノ木小学校体育館 森町立鷲ノ木小学校 無料
連絡先：森町立鷲ノ木小学校
電話番号：01374－2－2069

北海道 森町 ② 学習発表会
児童が日頃の学習の成果を音楽，朗読劇等を中心に発表することに
よって，保護者，地域に本校の教育課程の一部を公開し，本校の教育
について理解を深めてもらう機会とします。

10月4日 森町立濁川小学校体育館 森町立濁川小学校 無料
連絡先：森町立濁川小学校
電話番号：01374‐7‐3004

北海道 森町 ② 学習発表会
学習発表会を実施し，教育活動の成果の一端を保護者や地域住民に
参観していただき，理解を深める機会として設定しています。

11月9日 森町立さわら小学校体育館 森町立さわら小学校 無料
連絡先：森町立さわら小学校
電話番号：01374-8-4123

北海道 森町 ② 授業参観日
普段の学校生活での生徒の様子の参観を通じて、学習や生活状況を
保護者や学校関係者に広く知っていただきます。

10月25日 森町立森中学校 森町立森中学校 無料
連絡先：森町立森中学校
電話番号：01374-2-2406

北海道 森町 ② 地域参観日
全日を地域に公開し、普段の学校生活での生徒の様子の参観を通じ
て、学習や生活状況を保護者や学校関係者に広く知っていただきま

10月24日 森町立砂原中学校 森町立砂原中学校 無料
連絡先：森町立砂原中学校
電話番号：01374-8-2012

北海道 紋別市 ② 公開授業週間
保護者や教育関係者の方々に、本校の教育実践を広く公開し、教育
活動に対する理解を深めてもらうとともに、本校教員の授業実践力・
指導力の向上を図ります。

10月28日～11月8日 紋別高等学校 紋別高等学校 無料
【紋別高校HP】
http://www.monbetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：紋別高等学校
電話番号：0158-23-3068

北海道 紋別市 ① 合唱コンクール
合唱コンクールを通じて、保護者や地域住民の方々に、本校の教育
活動について理解を深めてもらう機会とします。

11月中旬 紋別高等学校 紋別高等学校 無料
【紋別高校HP】
http://www.monbetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：紋別高等学校
電話番号：0158-23-3068

北海道 紋別市 ② 高等学校における道徳教育
11月を高等学校における道徳教育を考える月間として、生徒向け及
び教員向け研修会を実施するとともに、本校教員の実践力・指導力の
向上を図ります。

11月19日（生徒向け研
修）11月28日（教員向け
研修）

紋別高等学校 紋別高等学校 無料
【紋別高校HP】
http://www.monbetsu.hokkaido-
c.ed.jp

連絡先：紋別高等学校
電話番号：0158-23-3068

北海道 紋別市 ② 特別公開講演会
「不登校・ひきこもりの生徒への指導･支援」について専門家から学
び、事例について検討することで、生徒指導や家族支援等の専門性
を高めます。

10月4日 紋別高等養護学校　体育館他 佐々木　建 無料
【紋別高等養護学校HP】
http://monbetsukoutouyougo.hokka
ido-c.ed.jp

連絡先：紋別高等養護学校
電話番号：0158-24-1120

メール：
monbetsukoutouyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北海道 紋別市 ② 特別公開講演会
「不登校・ひきこもりの生徒への指導･支援」について専門家から学
び、事例について検討することで、生徒指導や家族支援等の専門性
を高めます。

10月5日 紋別高等養護学校　体育館他 佐々木　建 無料
【紋別高等養護学校HP】
http://monbetsukoutouyougo.hokka
ido-c.ed.jp

連絡先：紋別高等養護学校
電話番号：0158-24-1120

メール：
monbetsukoutouyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 紋別市 ② 公開授業研究会
特別支援教育及び本校教育に対する理解・啓発を図るとともに、本校
の授業実践等について公開します。

11月1日 紋別高等養護学校　体育館他 佐々木　建 無料
【紋別高等養護学校HP】
http://monbetsukoutouyougo.hokka
ido-c.ed.jp

連絡先：紋別高等養護学校
電話番号：0158-24-1120

メール：
monbetsukoutouyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 紋別市 ② 学校祭
保護者や地域住民の方々に学習の成果を公開し、特別支援教育につ
いて理解・啓発を図ります。 11月2日 紋別養護学校体育館 紋別養護学校 無料

【紋別養護学校HP】
http://monyo-z0@hokkaido-c.ed.jp

連絡先：紋別養護学校
電話番号：0158ｰ23-9275

北海道 紋別市 ①
紋別市ＰＴＡ連合会研究大会
兼紋別小学校ＰＴＡ研修会

藤代圭一氏（スポーツリレーションシップ協会代表理事）を講師にお迎
えし、「子どものやる気」について講演会を行います。

10月26日 紋別市生涯学習センター
紋別市PTA連合会主催
紋別小学校PTA主管

無料
連絡先：紋別市立紋別小学校
電話番号：0158-23-5135

北海道 紋別市 ② 学芸会
保護者・地域住民を対象に日常の学習成果発表の場として、劇・器楽
演奏などを発表します。

10月13日
紋別市立紋別小学校
体育館

紋別市立紋別小学校 無料
連絡先：紋別市立紋別小学校
電話番号：0158-23-5135

北海道 紋別市 ② 紋小まつり
児童が主体となって企画した取組を、保護者や地域の幼稚園、養護
学校と交流します。

11月13日 紋別市立紋別小学校 紋別市立紋別小学校 無料
連絡先：紋別市立紋別小学校
電話番号：0158-23-5135

北海道 紋別市 ② 学芸会
保護者・地域住民を対象に日常の学習成果発表の場として、劇・器楽
演奏などを発表します。

10月13日 紋別市立南丘小学校体育館 紋別市立南丘小学校 無料
連絡先：紋別市立南丘小学校
電話番号：0158-24-3487

北海道 紋別市 ② 学芸会
保護者及び地域の方々に本校の良さを伝える発表を行い、例年、地
域の参加者多数でにぎわっています。

10月13日 紋別市立小向小学校 紋別市立小向小学校 無料
連絡先：紋別市立小向小学校
電話番号：0158-27-2222

北海道 紋別市 ② 学芸会
学校の教育活動に対する理解を深めてもらうため，児童による合唱・
器楽演奏・劇等を保護者や地域住民に発表します。これを通して児童
の芸術的な感性を育むと共に，地域住民からの学校教育に対する理

10月27日 上渚滑小学校体育館 紋別市立上渚滑小学校 無料
連絡先：紋別市立上渚滑小学校
電話番号：0158-25-2516

北海道 紋別市 ② 学校祭
表現活動や創作活動、合唱コンクール等を保護者や地域住民等に広
く公開し、本校の教育活動への理解を深める機会としています。

10月19日～20日 紋別市立紋別中学校 紋別市立紋別中学校 無料
連絡先：紋別市立紋別中学校
電話番号：0158－23－3442

北海道 紋別市 ②③ 紋別市立潮見中学校
広く地域住民にも案内を配布し、中学校の取り組みを地域に公開する
事業として定着しています。特に、合唱コンクールは立ち見客も出るほ
ど、地域の皆さんに愛されています。

10月17日～18日 紋別市立潮見中学校体育館 山崎穣 無料
連絡先：紋別市立潮見中学校
電話番号：0158-24-2415

北海道 八雲町 ② 音楽発表会
保護者ならびに地域住民に日常の学習成果（主に音楽）を発表し、学
校の教育活動に対する理解を深めていただく機会とします。

11月2日 八雲町立八雲小学校体育館 八雲町立八雲小学校 無料
【八雲小ＨＰ】
http://www.town.yakumo.lg.jp/site/
yakumo-es/html

連絡先：八雲町立八雲小学校
電話番号：0137-63-2101

メール：yakumo-
es@town.yakumo.hokkaid
o.jp

北海道 八雲町 ② 落部小学校学芸会
保護者や地域へ音楽や劇等の公開を通して，学校と家庭・地域との
交流を図ります。

11月2日 落部小学校 落部小学校 無料
【落部小HP】
https://www.town.yakumo.lg.jp/map
/otoshibe-es.html

連絡先：八雲町立落部小学校
電話番号：0137-67-2249

北海道 八雲町 ① 第37回落部文化祭
落部小中学校・東野小・あかしや保育園・地域の各種文化団体，個人
で絵画・書道等を展示（展示部門）/合唱・演劇等（発表部門）の２部構
成で２日間行われます。

10月26～27日
落部町民センター
落部中学校

落部文化団体連合会 無料
連絡先：落部支所
電話番号：0137-67-2231

北海道 八雲町 ② 地域公開参観日
保護者、近隣校、地域の皆様に授業を公開し、本校の教育への理解
を深めていただく機会として設定しています。

10月23日 八雲町立熊石中学校 八雲町立熊石中学校 無料
【熊石中学校HP】
http://cms.town.yakumo.lg.jp/site/
kumaishi-jh/

連絡先：八雲町立熊石中学校
電話番号：01398-2-3396

北海道 八雲町 ② 職場体験
２年生全員が、八雲町内の希望する事業所に行き、職場での体験を
通して勤労の喜びや苦労について学びます。

10月31日
11月1日

八雲町内 八雲町立熊石中学校 無料
【熊石中学校HP】
http://cms.town.yakumo.lg.jp/site/
kumaishi-jh/

連絡先：八雲町立熊石中学校
電話番号：01398-2-3396

北海道 八雲町 ② 福祉学習
１年生全員が、八雲養護学校を訪問し、障がいやバリアフリー、ユニ
バーサルデザインについて学ぶとともに、交流学習を行います。

11月8日 北海道八雲養護学校 八雲町立熊石中学校 無料
【熊石中学校HP】
http://cms.town.yakumo.lg.jp/site/
kumaishi-jh/

連絡先：八雲町立熊石中学校
電話番号：01398-2-3396

北海道 八雲町 ② 学芸会
保護者、地域の人々を招き、学芸会を見てもらうことによって児童とふ
れあい、本校の教育への理解を一層深めていただく場とする。

11月10日 山崎小学校体育館 八雲町立山崎小学校 無料
連絡先：八雲町立山崎小学校
電話番号：0137(68)2344

メール：yamazaki-
es@town.yakumo.hokkaid
o.jp

北海道 八雲町 ② 学校公開週間
　10/21～10/25の5日間、保護者・地域の方に１日を通して、授業参
観や放課後の部活動等を参観していただく。学校での生徒の様子をし
り、また教師の教育活動について理解していただく取組を行います。

10月21～25日
八雲町立
八雲中学校

八雲町立
八雲中学校

無料
連絡先：八雲町立八雲中学校
電話番号：0137-63-2103

北海道 八雲町 ② 学芸会
学芸会の開催と参観を地域の方々に呼びかけ、多くの地域の方々に
日頃の学習の成果を参観していただき、本校の教育に関心を持って
もらうとともに、学校と地域との連携を強めます。

11月9日 八雲町立東野小学校体育館 八雲町立東野小学校 無料
http://school.town.yakumo.hokkaid
o.jp/higashino-es/

連絡先：八雲町立東野小学校
電話番号：0137-66-2169

北海道 八雲町 ② 学芸会
合唱、器楽、劇など、日頃の学習成果を保護者並びに地域住民に発
表し、学校の教育活動に対する理解を深めていただきます。

11月9日 浜松小学校アリーナ 八雲町立浜松小学校 無料
連絡先：浜松小学校
電話番号：0137－62－2462

メール：hamamatsu-
es@town.yakumo.hokkaid
o.jp

北海道 八雲町 ② 八雲町立山越小学校学芸会
保護者並びに地域の方々に合唱・器楽演奏、劇などの学習の成果を
発表するとともに、地域の方々から手芸などを指導していただき、一
緒に小物等を作成します。

11月10日 八雲町立山越小学校体育館 八雲町立山越小学校 無料
http://school.town.yakumo.hokkaid
o.jp/yamakoshi-es/

連絡先：八雲町立山越小学校
電話番号：0137-62-2329
e-mail：yamakoshi-
es@town.yakumo.hokkaido.jp

北海道 八雲町 ③ 野田生小学校学芸会
音楽や劇の発表を通して児童の学習の成果を保護者・地域等に発信
し、学校の教育活動への理解を深めていただきます。

11月9日 野田生小学校体育館 野田生小学校 無料
連絡先：八雲町立野田生小学校
電話番号：0137-66-2014

北海道 八雲町 ② 学校祭
地域招待活動を通して家庭・地域との連携を図り、日頃の教育活動の
成果を発表し、学校への理解を深める機会とする。

9月28日 野田生中学校 野田生中学校 無料
連絡先：八雲町立野田生中学校
電話番号：0137-66-2341

メール：nodaoi-
jh@town.yakumo.hokkaido
.jp

北海道 八雲町 ② セーフティ・ドライバー作戦
関係機関との連携を図り、地域の交通安全に寄与するため、国道５号
線を走行する車両のドライバーに安全運転の啓発活動を行う。

10月16日 校区内国道(旧柴田商店前) 野田生中学校 無料
連絡先：八雲町立野田生中学校
電話番号：0137-66-2341

メール：nodaoi-
jh@town.yakumo.hokkaido
.jp

北海道 八雲町 ② 熊石小学校学芸会
学校の教育活動に対する保護者及び地域住民の理解を深めるため、
日ごろの学習の成果を発表します。

11月3日 八雲町立熊石小学校体育館 熊石小学校 無料
【八雲町立熊石小学校ＨＰ】
https://www.town.yakumo.lg.jp/site
/kumaishi-es/

連絡先：八雲町立熊石小学校
電話番号：01398-2-3387

北海道 八雲町 ①③
第３７回
落部文化祭

落部中学校区の小中学校と保育園、地域の各種文化団体で展示（絵
画、書道等）・発表（合唱、演劇等）の２部門の構成内容を行います。

10月26～27日
落部町民センター
落部中学校

落部文化団体連合会 無料
連絡先　：落部支所
電話番号：0137-67-2231

北海道 八雲町 ①② ピア・サポート地域交流 　高校生と子ども会とのピア・サポートによる地域交流を行います。 10月6日 八雲町公民館
北海道
八雲高等学校

無料
連絡先：北海道八雲高等学校
電話番号：0137-63-2105

北海道 八雲町 ①
ボランティア週間
(清掃）

　町の協力等をいただきながら、学校周辺の道路等のゴミ拾い活動を
実施します。

10月8～11日 校舎周辺地域
北海道
八雲高等学校

無料
連絡先：北海道八雲高等学校
電話番号：0137-63-2105

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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北海道 八雲町 ② 学校祭
学習成果の発表を通して、児童生徒の自己肯定感を高めるとともに、
保護者、隣接病院職員、地域住民等に対して、本校の教育活動の理
解啓発を図ります。

11月2日 八雲養護学校体育館 八雲養護学校 無料
【八雲養護学校ＨＰ】
http://www.yakumoyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：八雲養護学校
電話番号：0137-62-3670

北海道 八雲町 ② 学校公開週間

本校の授業実践を公開することにより、教育活動に対する理解を図る
とともに、特別支援教育に関する地域のセンター的機能の一助としま
す。また、外部の方々から意見や感想をいただき、本校の授業改善の
充実を図ります。

10月8日～12日 八雲養護学校 八雲養護学校 無料
【八雲養護学校ＨＰ】
http://www.yakumoyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：八雲養護学校
電話番号：0137-62-3670

北海道 八雲町 ② 読書の時間
児童生徒の実態に応じて、本を紹介するＰＯＰやポスター、本の帯、図
書だよりに掲載する本のコラム等の作成を行うとともに、地域の読み
聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせ会を行います。

10月中 八雲養護学校 八雲養護学校 無料
【八雲養護学校ＨＰ】
http://www.yakumoyougo.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：八雲養護学校
電話番号：0137-62-3670

北海道 夕張市 ② 第62回　夕張市音楽発表会
夕張市内の全校種の学校による音楽発表会及び夕張音楽協会参加
団体の音楽発表会です。

10月13日 文化スポーツセンター 夕張市音楽発表会実行委員会 無料
連絡先：夕張市立ゆうばり小学校
電話番号：0123-59-7328

北海道 夕張市 ②
第9回ゆうばり小学校学習発
表会

児童による学習成果の発表会です。 10月26日 夕張市立ゆうばり小学校体育館 夕張市立ゆうばり小学校 無料
連絡先：夕張市立ゆうばり小学校
電話番号：0123-59-7328

北海道 夕張市 ② ゆう小まつり
保護者・地域の方を招いて、おもてなしブースでの活動等を行いま
す。

11月21日 夕張市立ゆうばり小学校 夕張市立ゆうばり小学校 無料
連絡先：夕張市立ゆうばり小学校
電話番号：0123-59-7328

北海道 夕張市 ② 夕張中学校お母さんの会
ＰＴＡの母親主催による、参加者体験型の企画です。（内容はまだ未
定です。）

11月中 夕張市立夕張中学校 夕張市立夕張中学校 無料
連絡先：夕張市立夕張中学校
電話番号：0123-52-7340

北海道 夕張市 ① キセキの授業
高校生及び市民の方々が参加し、起業についての講演やワークショッ
プに参加します。

10月11日 北海道夕張高等学校 北海道夕張高等学校 無料
【北海道夕張高等学校HP】
http://www.yubari.hokkaido-

連絡先：北海道夕張高等学校
電話番号：0123-59-7808

北海道 夕張市 ② 学校祭
学習活動の成果を地域社会に公開するとともに、特別支援学校の教
育活動の理解啓発を図ります。舞台発表、作品展示、模擬店、販売等

11月9日 北海道夕張高等養護学校 北海道夕張高等養護学校 無料
【北海道夕張高等養護学校】
http://www.yukoyo.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道夕張高等養護学校
電話番号：0123-56-5530

北海道 湧別町 ① 職場体験実習
各種職業の現場を見学・体験することをとおして、将来社会人として自
立するために必要な職業観を育て、生徒が自らの適性や将来の進路
について考えるための一助としています。

10月2日～3日 湧別町・遠軽町各事業所
湧別地区中高一貫教育推進委員
会

無料
【湧別高等学校ＨＰ】
http://www.yuubetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：湧別高等学校
電話番号：01586-2-2419

北海道 湧別町 ① 職場体験実習成果発表会
職場体験実習を通して感じたこと、学んだことなどを発表しあい、地元
企業、地域社会に対する理解を深めます。

10月31日 湧別高等学校体育館
湧別地区中高一貫教育推進委員
会

無料
【湧別高等学校ＨＰ】
http://www.yuubetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道湧別高等学校
電話番号：01586-2-2419

北海道 湧別町 ② 公開授業週間
保護者・地域の方々・教育関係者に授業を公開し、評価いただくことに
より授業改善と教職員の資質向上を図ります。

10月28日～11月2日 湧別高等学校 湧別高等学校 無料
【湧別高等学校ＨＰ】
http://www.yuubetsu.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：北海道湧別高等学校
電話番号：01586-2-2419

北海道 湧別町 ① 第４３回湧別町町民大学
道内外から著名な講師を招き、一般成人を対象とした講座を開催しま
す。

9月11日
10月1,24,31日
11月12日

文化センターＴＯＭ 町民大学実行委員会
連絡先：湧別町教育委員会
電話番号：01586-5-3132
ＦＡＸ：01586-5-3710

北海道 湧別町 ② 学芸会
保護者や地域住民に日常の学習の成長を発表し、学校教育に対する
理解を深めます。

11月10日 上湧別小学校 湧別町上湧別小学校 無料
連絡先：湧別町立上湧別小学校
電話番号：01568-2-2626

北海道 湧別町 ② 学芸会
日常の学習成果発表の場として、演劇や音楽の発表活動を行いま
す。

11月10日 中湧別小学校体育館 中湧別小学校 無料
連絡先：湧別町立中湧別小学校
電話番号：01586-2-2033

北海道 湧別町 ②③ 学芸会
平素の学習活動の成果を地域・保護者に発進するとともに、参加者全
体で文化や芸術に親しみます。

10月28日 開盛小学校 開盛小学校 無料
連絡先：湧別町立開盛小学校
電話番号：01586-2-5204

北海道 湧別町 ②③ もちつき大会
日本の伝統行事である餅つきを行い、季節の移ろいに気付く感性を
高めながら、郷土への愛着を深めます。

11月25日 開盛小学校 開盛小学校PTA 無料
連絡先：湧別町立開盛小学校
電話番号：01586-2-5204

北海道 湧別町 ② 学芸会
学習成果の発表を通して、本校の教育活動への理解を保護者や地域
の方々に深めていただく機会としています。

11月10日 富美小学校 湧別町立富美小学校 無料
連絡先：湧別町立富美小学校
電話番号：01586-2-2946

北海道 湧別町 ② 朝の読み聞かせ 地域ボランティアの方による児童への本の読み聞かせを行います。
10月9日
11月13,27日

湧別小学校 湧別町立湧別小学校 無料
連絡先：湧別町立湧別小学校
電話番号：01586-5-2438

北海道 湧別町 ② 学芸会
地域・保護者への日常の学習成果の発表の場として演劇や音楽の発
表活動を行います。

11月3日 湧別小学校 湧別町立湧別小学校 無料
連絡先：湧別町立湧別小学校
電話番号：01586-5-2438

北海道 湧別町 ② ふれあいふるさと集会
児童が農協青年部の協力のもと育てたじゃがいもを収穫し、湧別町の
特産物などについて地域の方からお話を聞いたり、調理したりして理
解を深めます。

11月中旬 湧別小学校 湧別町立湧別小学校 無料
連絡先：湧別町立湧別小学校
電話番号：01586-5-2438

北海道 湧別町 ② 学校祭
保護者・地域住民に舞台，合唱等の発表を行い，日頃の学習の成果
を見ていただくとともに，学校教育への理解を深めていただきます。

10月19日 上湧別中学校 湧別町立上湧別中学校 無料
連絡先：湧別町立上湧別中学校
電話番号：01586-2-2095

北海道 湧別町 ②
学校祭
合唱コンクール

本校の教育活動の成果を保護者や地域の方々に発表し、学校教育
に対する理解を深める機会としています。

10月20日
文化センター
　　さざ波

湧別町立
湧別中学校

無料
連絡先：湧別町立湧別中学校
電話番号：01586-5-2410

北海道 湧別町 ② 一日参観日
生徒の学校生活の様子を公開し、保護者、地域住民への教育活動の
理解促進を図ります。朝から放課後までの公開により、学習活動以外
の参観にも配慮しています。

11月1日 湧別中学校
湧別町立
湧別中学校

無料
連絡先：湧別町立湧別中学校
電話番号：01586-5-2410

北海道 湧別町 ② 学校祭

保護者、地域住民に全校児童生徒が行う演劇、器楽演奏、合唱、太
鼓演奏などを鑑賞していただきます。日頃の学習の成果を見ていただ
くとともに、義務教育学校の特色である１年生から９年生までの協力
や成長過程を見ていただき、本校や義務教育学校への理解を深めて

10月26日 芭露学園体育館 芭露学園 無料
連絡先：湧別町立芭露学園
電話番号：01586-6-2463

北海道 由仁町 ② ゆに教育の日
町内の小中学校と幼稚園、保育園において、一斉公開授業を実施し
ます。

11月1日 町内小中学校、幼稚園、保育園 由仁町教育委員会 無料
連絡先：由仁町教育委員会
電話番号：0123-83-3904

北海道 由仁町 ② 夢づくり子ども教育委員会
小中学生を一日教育委員に任命し、自分たちの学校生活や課題、将
来の夢などについて語り合います。

11月下旬 由仁町役場 由仁町教育委員会 無料
連絡先：由仁町教育委員会
電話番号：0123-83-3904

北海道 由仁町 ① ゆに読書月間
図書館利用と本に親しむきっかけづくりとして、毎年11月を「ゆに読書
月間」と定め、古本市や絵本展示を開催します。

11月1日～30日 ゆめっく館 由仁町教育委員会 無料
連絡先：ゆめっく館
電話番号：0123-83-3803

北海道 由仁町 ② 由仁町文化祭
地域住民が出展する文化祭に、町内小中学生や保育園児の作品を
出展します。

11月2日～3日
由仁町文化交流館ふれーる
由仁町健康元気づくり館

由仁町教育委員会、由仁町文化
連盟

無料
連絡先：由仁町教育委員会
電話番号：0123-83-3904

北海道 由仁町 ② 由仁中学校「道徳の日」 道徳の授業を町民に公開します。 10月25日 由仁町立由仁中学校 由仁町立由仁中学校 無料
連絡先：由仁町立由仁中学校
電話番号：0123-83-2014

北海道 余市町 ②
大川小学校
地域公開参観日

保護者はもとより、地域の方々を対象とした授業公開を行い、本校の
取組や子どもたちの様子について知っていただく機会としています。

10月27日 余市町立大川小学校 余市町立大川小学校 無料
連絡先：余市町立大川小学校
電話番号：0135-22-3887

北海道 余市町 ② 学校祭
保護者、地域の方をお招きして、生徒による合唱コンクールや学年発
表、全校制作などの活動成果を発表します。

10月5日 東中学校 東中学校 無料
連絡先：余市町立東中学校
電話番号：0135-22-3293

北海道 余市町 ② 生徒総会 異学年交流を重視した生徒の自治の促進をさせます。 11月1日 余市町立西中学校 余市町立西中学校 無料
連絡先：余市町立西中学校
電話番号：0135-223086

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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北海道 余市町 ② 旭中祭 生徒による学級合唱コンクール・学年ステージ発表等です。 10月5日 余市町立旭中学校 余市町立旭中学校 無料
連絡先：余市町立旭中学校
電話番号：0135-22-2075

北海道 余市町 ①②
第28回余市町読書体験・読
書感想文コンクール

読書を通じて､心と生活を豊かにした体験や感想を書いたものを募集
をし、入賞者には賞状と副賞を贈呈するコンクールです。

11月20日予定 余市町図書館２階視聴覚室 余市町教育委員会 無料
【余市町図書館ＨＰ】
https://www.yoichi-lib-
unet.ocn.ne.jp/index.asp

余市町読書体験･読書感想文コンクール
実行委員会0135-22-6141

北海道 余市町 ① 農業高校食彩フェア  農産物・加工品など農業クラブ員の高校生が実演し、販売します。 10月5日 イトーヨーカドーアリオ札幌店 北海道高等学校長協会農業部会 無料
【余市紅志高校HP】
http://www.yoichikoshi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：農業クラブ
電話番号：0135（23）3191

北海道 余市町 ① 学校開放講座（果樹・食品）
 果樹の収穫・加工を農業クラブ員の高校生が地域の生涯学習活動と
して実演しながらお手伝いします。

10月19日 余市紅志高等学校 余市紅志高等学校
【余市紅志高校HP】
http://www.yoichikoshi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：農業クラブ
電話番号：0135（23）3191

材料費
\1000

北海道 余市町 ②
令和元年度学習発表会
令和元年度高等部祭

学習発表会は小・中学部児童生徒の学習成果の発表、高等部祭は
高等部生徒の学習成果の発表・地域との交流を行います。

10月19日 余市養護学校 余市養護学校
【余市養護学校HP】
http://yoichiyougo.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：余市養護学校
電話番号：0135-23-7831

入場無料
販売品は有料

北海道 羅臼町 ①② 中高一貫合同後援会
環境問題を直視し、持続可能な未来を築くために寄与できる生き方
や、在り方について学ぶ。

10月8日 知床未来中学校 羅臼町幼少中高一貫教育 無料
【羅臼高校ＨＰ】
http://www.rausu.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：羅臼高校
電話番号：0153-87-2481

北海道 羅臼町 ② 公開授業研修
校内の教職員のみならず、他校・他校種の教員と共に協議すること
で、本校教職員の指導力の向上を図る。

10月30日 羅臼高校 羅臼高校 無料
【羅臼高校ＨＰ】
http://www.rausu.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：羅臼高校
電話番号：0153-87-2481

北海道 羅臼町 ② 学芸会 各学年の学習の成果を保護者・地域の皆様に公開します。 10月6日 羅臼町立羅臼小学校 羅臼町立羅臼小学校 無料
連絡先：羅臼小学校
電話番号：0153-87-2006

北海道 羅臼町 ② 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します。 10月20日 羅臼町立春松小学校 羅臼町立春松小学校 無料
連絡先：春松小学校
電話番号：0153-88-2263

北海道 羅臼町 ② 自主公開研究会
町内教育関係者が一堂に会し、学習指導の効果的な方法について研
究を行います。

11月6日 羅臼町立春松小学校 羅臼町立春松小学校 無料
連絡先：春松小学校
電話番号：0153-88-2263

北海道 羅臼町 ② 知床未来中学校学校祭
日常の学習の成果を保護者や地域住民に公開し，教育活動の参観
の場として実施する。

10月27日 羅臼町立知床未来中学校 羅臼町立知床未来中学校 無料
連絡先：羅臼町立知床未来中学校
電話番号：0153-87-2049

北海道 蘭越町 ②
昆布小学校学芸会・地域参
観日

児童が学習したことの成果を保護者・地域に発表します。 10月27日 蘭越町立昆布小学校体育館 蘭越町立昆布小学校 無料
連絡先：蘭越町立昆布小学校
電話番号：0136-58-2240

北海道 蘭越町 ③
令和元年度
第60回蘭越町文化祭

絵画・書道・陶芸・手芸などの作品を展示します。 11月1～4日
蘭越町民センターらぶちゃんホー
ル

蘭越町・蘭越町教育委員会・蘭越
町文化団体協議会

無料
連絡先：蘭越町民センター
電話番号：0136-57-5030

メール：
choumin@town.rankoshi.lg
.jp

北海道 蘭越町 ③
令和元年度蘭越町芸能文化
祭

舞踊・吹奏楽などの芸能発表や蘭越町文化功労者表彰式を行いま
す。

11月4日 蘭越町山村開発センター
蘭越町・蘭越町教育委員会・蘭越
町文化団体協議会

無料
連絡先：蘭越町民センター
電話番号：0316-57-5030

メール：
choumin@town.rankoshi.lg
.jp

北海道 蘭越町 ③ ハープ＆朗読の会 札幌市から講師を招き、ハープ演奏と朗読を行います。 10月12日 蘭越町花一会図書館 蘭越町教育委員会 無料
連絡先：蘭越町花一会図書館
電話番号：0136－57－6085

メール：
hanaichie@voice.ocn.ne.jp

北海道 蘭越町 ① 蘭越町ロードレス大会
当初、体育の日を記念し始めた事業であるが、町民が走ることにより
スポーツに親しみながら健康増進や体力の維持向上を図り、明るくた
くましい精神を培う。

10月5日 総合体育館周辺 蘭越町スポーツ協会 無料
連絡先：蘭越町教育委員会
スポーツ課スポーツ振興係
電話番号：0136-57-6765

北海道 蘭越町 ② 蘭越高校授業公開
保護者や地域の方々、学校関係者へ授業を公開し、学校に対する理
解を深めていただき、開かれた学校づくりを推進し、授業改善に役立
てます。

11月上旬 蘭越高等学校 蘭越高等学校 無料
【蘭越高等学校HP】
http://www.rankoshi.hokkaido-
c.ed.jp/

連絡先：蘭越高等学校
電話番号：0136-57-5034

北海道 陸別町 ②
令和元年度陸別町教育研究
大会

管内の小中学校職員や保護者の方々等が参加し、公開授業、研究発
表、研究協議会を通して教育について交流・情報交換していただきま

11月15日 陸別町立陸別中学校
陸別町教育委員会・陸別町小中一
貫教育推進委員会

無料
連絡先：陸別町立陸別中学校
電話番号：0156-27-2062

北海道 利尻町 ③ 利尻町子ども文化の集い
　町内すべての小中学校が一堂に会し、文化の相互交流を通じ連帯
感の育成を図るとともに、地域住民に各学校の文化活動の理解を深

11月16日 利尻町交流促進施設どんと
利尻町子ども文化の集い実行委
員会

無料
連絡先：利尻町教育委員会
電話番号：0163-84-2445

北海道 利尻町 ① 利尻町ＰＴＡ連合会研究大会
町内のＰＴＡのみなさんが集まり、学習講座を行います。今年度の内
容は、e-ネットキャラバンによる「インターネットの安心・安全な利用の
ための出前講座」を予定しています。

11月6日 利尻町交流促進施設「どんと」 利尻町PTA連合会 無料
連絡先：利尻町PTA連合会事務局
電話番号：0163-85-1044

メール：senhoushi-
js@town.rishiri.hokkaido.jp

北海道 利尻町 ①② 利高商業フェア 高校生と小学生が協力し、道外特産品の販売を実施します。 10月26日
利尻富士町総合交流促進施設「り
ぷら」

利尻高校 無料
【利尻高等学校HP】
http://www.rishiri.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：利尻高等学校
電話番号：0163-84-3325

北海道 利尻富士町 ①②③ 利尻富士町文化祭
町文化協会や一般町民、子どもたちの発表の場。各種作品の展示や
太鼓、郷土芸能、音楽など11月4日の総合開会式を皮切りに12月まで
各発表を行います。

11月4日
～12月中旬

利尻富士町総合交流施設りぷら 利尻富士町文化協会 無料
連絡先：利尻富士町教育委員会社会教育
係
電話番号：0163-82-1370

北海道 留寿都村 ② 留寿都小学校学芸会 児童による学習成果の発表会です。 10月13日 留寿都小学校体育館 留寿都小学校 無料
連絡先：留寿都小学校
電話番号：0136-46-3008

北海道 留寿都村 ② 授業公開週間
教育活動に対する理解を深めてもらうことを目的として、保護者、教育
関係者、地域の方に広く授業を公開します。

10月22日～26日 留寿都村立留寿都中学校 留寿都村立留寿都中学校 無料
連絡先：留寿都村立留寿都中学校
電話番号：0136-46-3018

北海道 留寿都村 ② 校内実績発表会
2・3年生が科目「課題研究」で1年間取り組んだ研究成果を、校内のみ
ならず保護者や地域住民、関係者などに対して発表します。

11月21日 北海道留寿都高等学校体育館 北海道留寿都高等学校 無料
【留寿都高校HP】
http://www.phoenix-
c.or.jp/~rusutu1/

連絡先：北海道留寿都高等学校
電話番号：0136-46-3376

北海道 留萌市 ② 学芸会 児童による劇、合唱、合奏、遊戯などの文化的な発表を行います。 10月12日 留萌市立留萌小学校 留萌市立留萌小学校 無料
http://academic4.plala.or.jp/rumois
yo/

連絡先：留萌市立留萌小学校
電話番号：0164-42-1720

北海道 留萌市 ② 学芸会 児童による劇、合唱、合奏などの文化的発表を行います。 10月13日 留萌市立港北小学校体育館 留萌市立港北小学校 無料
連絡先：留萌市立港北小学校
電話番号：0164-42-0335

北海道 留萌市 ② 港北祭り
児童による出店や図書ボランティアによる出店などを地域住民や保育
所児童を招待して異年齢交流を行います。

11月15日 留萌市立港北小学校体育館 留萌市立港北小学校 無料
連絡先：留萌市立港北小学校
電話番号：0164-42-0335

北海道 留萌市 ② 学芸会 児童による劇、合唱、合奏などの文化的発表を行います。 10月13日 留萌市立潮静小学校体育館 留萌市立潮静小学校 無料
連絡先：留萌市立潮静小学校
電話番号：0164-42-1607

北海道 留萌市 ② PTA親子餅つき 日本の伝統的な活動であるもちつきを体験します。 11月10日 留萌市立潮静小学校体育館 留萌市立潮静小学校 無料
連絡先：留萌市立潮静小学校
電話番号：0164-42-1607

北海道 留萌市 ② 学芸会
児童による劇・リズム・合奏など文化的な発表を保護者、地域の方々
の前で披露します。

10月13日 留萌市立緑丘小学校体育館 留萌市立緑丘小学校 無料
連絡先：留萌市立緑丘小学校
電話番号：0164-42-1294

北海道 留萌市 ② 緑小まつり
３・４年生で組織した実行委員会を中心に、地域の人々をもてなす楽し
い出店を縦割り班で考え、実施します。

11月12日 留萌市立緑丘小学校体育館 留萌市立緑丘小学校 無料
連絡先：留萌市立緑丘小学校
電話番号：0164-42-1294

北海道 留萌市 ② 第70回学校祭
生徒による合唱や演劇など、日頃の学習の成果を保護者、地域の
方々に公開し、本校の教育活動への理解を深めていただきます。

10月6日 留萌市立港南中学校 留萌市立港南中学校
連絡先：留萌市立港南中学校
電話番号：0164-42-1898

一部有料

北海道 留萌市 ② 公開授業週間
日常行っている教育活動の様子を中学生やその保護者並びに地域
の方々に公開する

10月下旬～11月上旬 北海道留萌高等学校 北海道留萌高等学校 無料
【留萌高校HP】
http://www.rumoi.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：北海道留萌高等学校
電話番号：0164-42-2474

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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北海道 礼文町 ① 礼文学発表会
町内の教育関係者・地域住民等に対して案内し、小中高各校の「総合
的な学習の時間」等の学習内容を発表します。

11月15日 ピスカ２１
礼文町教育研究会
礼文高等学校

無料
【礼文高等学校HP】
http://www.rebun.hokkaido-c.ed.jp/

連絡先：礼文高等学校
電話番号：0163-87-2358

北海道 礼文町 ② 学芸会
日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表するとともに，地域の芸
能活動を発表します。

10月13日 礼文町立香深井小学校体育館 香深井小学校 無料
連絡先：礼文町立香深井小学校
電話番号：0163-86-1926

メール：
kasho@educet.plala.or.jp

北海道 礼文町 ② 船中祭 日頃の学習成果や芸能活動を保護者や地域住民に発表します。 10月13日 礼文町立船泊中学校体育館 礼文町立船泊中学校 無料
連絡先：礼文町立船泊中学校
電話番号：0163-87-2149

北海道 稚内市 ①②
北地区子育て講演会・北ブ
ロック母親委員会研修会

北地区の保護者・教育関係者・地域の方々が集まり、子育てについて
考えてもらう場です。

10月4日 福祉センター 北地区子育て連絡協議会 無料
連絡先：稚内市立稚内中学校
電話番号：0162-23-2354

北海道 稚内市 ② 第54回学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月20日 稚内市立稚内中央小学校体育館 稚内市立稚内中央小学校 無料
連絡先：稚内市立稚内中央小学校
電話番号：0162-23-3042

北海道 稚内市 ①②
稚内市教育講演会・母親委
員会研修会

稚内市の保護者・教育関係者・地域の方々が集まり、子育てについて
考えてもらう場です。

11月8日 文化センター
稚内市教育委員会・稚内市子育て
推進協議会・稚内市連合ＰＴＡ

無料
連絡先：稚内市教育委員会　社会教育課
電話番号：0162-23-6520

北海道 稚内市 ② 第74回学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月27日 稚内南小学校体育館 稚内市立稚内南小学校 無料
連絡先：稚内市立稚内南小学校
電話番号：0162-23-3329

北海道 稚内市 ② 第127回学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月20日 稚内市立声問小学校体育館 稚内市立声問小学校 無料
連絡先：稚内市立声問小学校
電話番号：0162-26-2919

北海道 稚内市 ②
第38回
増幌小中学校文化祭

日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表
します。

10月27日 稚内市立増幌小中学校体育館 稚内市立増幌小中学校 無料
連絡先：稚内市立増幌小中学校
電話番号：0162-26-2850

北海道 稚内市 ② 第48回学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月27日 稚内港小学校体育館 稚内市立稚内港小学校 無料
連絡先：稚内市立稚内港小学校
電話番号：0162-23-6707

北海道 稚内市 ② 第44回学芸会 日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月20日 稚内市立潮見が丘小学校体育館 稚内市立潮見が丘小学校 無料
連絡先：稚内市立潮見が丘小学校
電話番号：0162-32-9147

北海道 稚内市 ②
ふれあいの集い
「カフェ天北」

天北地区の高齢者と児童生徒のふれあいを通じて、高齢者の活性化
と子ども達の高齢者を敬う気持ちを育てます。

11月1日 稚内市立天北小中学校
稚内市立天北小中学校
稚内市生活福祉部長寿あんしん
課

無料
【稚内市立天北小中学校HP】
http://www.tenpoku-
shochu.sakura.ne.jp/

連絡先：稚内市立天北小中学校
電話番号：0162-74-2414

北海道 稚内市 ② 第18回合同文化祭
日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表するとともに、地域の芸
能活動を発表します。

10月20日 稚内市立天北小中学校
稚内市立天北小中学校
沼川保育所

無料
【稚内市立天北小中学校HP】
http://www.tenpoku-
shochu.sakura.ne.jp/

連絡先：稚内市立天北小中学校
電話番号：0162-74-2414

北海道 稚内市 ② インターンシップ
就業体験により働くことの意義や目的を理解させるとともに、自らの職
業適性の理解を深めさせ、今後の進路選択や人生設計の基盤づくり
を行っていきます。

10月16日
～18日

稚内市内企業・事業所等 北海道稚内高等学校 無料
【稚内高等学校HP】
http://www.chikou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道稚内高等学校
電話番号：0162-33-4154

北海道 稚内市 ② 公開授業週間
授業を広く地域の方々や中学校教員等に公開するとともに、授業の
質の向上に努めます。

10月28日
～11月８日

北海道稚内高等学校 北海道稚内高等学校 無料
【稚内高等学校HP】
http://www.chikou.hokkaido-c.ed.jp

連絡先：北海道稚内高等学校
電話番号：0162-33-4155

北海道 稚内市 ② 第43回学習発表会
保護者や地域の皆様へ日常の学習の成果を発表することで、特別支
援学校や障がいのある子どもについての理解や交流を深める機会と
します。

11月9日 北海道稚内養護学校 北海道稚内養護学校 無料
【稚内養護学校HP】
http://www.wakkanaiyougo.hokkaid
o-c.ed/jp/

連絡先：北海道稚内養護学校
電話番号：0162-26-1192

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


