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愛媛県 県内各市町 ③ 県民総合文化祭
「羽ばたけ　愛媛の文化　令和を開く」をテーマに令和元年度県民総
合文化祭を県内各地で開催。

10～12月 県内各会場
愛媛県、愛媛県教育委員会、県内市町、県
内市町教育委員会、愛媛県文化振興財団、
愛媛県文化協会

無料
http.//www.pref.ehime.jp/h14300/
h14300.html

愛媛県スポーツ・文化部文化局
文化振興課

※開催期間中の各実
施イベントは以下のと
おり

愛媛県 愛南町 ② 文化祭
学習活動や部活動の成果を体育館で発表したり、教室で展示しま
す。また、PTAや生徒によって催し物や模擬店が行われます。

11月9日 南宇和高等学校 南宇和高等学校 無料
南宇和高等学校ホームページ
https://minamiuwa-h.esnet.ed.jp/

南宇和高等学校

愛媛県 愛南町 ② 公開授業
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月14日～15日 南宇和高等学校 南宇和高等学校 無料
南宇和高等学校ホームページ
https://minamiuwa-h.esnet.ed.jp/

南宇和高等学校

愛媛県 愛南町 ② 保育参観日 保育参観 11月1日 あいなん幼稚園 あいなん幼稚園 無料 あいなん幼稚園
愛媛県 愛南町 ② お芋ほり 幼児・隣接施設入居者との芋ほり交流 11月初旬 南楽荘（隣接養護老人施設） 南楽荘 無料 あいなん幼稚園
愛媛県 愛南町 ② 食育教室 親子食育教室 11月中旬 あいなん幼稚園 保健福祉課 無料 あいなん幼稚園

愛媛県 愛南町 ② ふるさと学習会（魚神山） 音楽会・防災学習発表会、魚神山地区合同避難訓練等 11月19日 魚神山小学校・魚神山公民館 家串小学校 無料
家串小ホームページ
https://iekushi-e.esnet.ed.jp/

家串小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

授業参観、人権に関する講演会 11月27日 家串小学校多目的ホール・各教室 家串小学校 無料
家串小ホームページ
https://iekushi-e.esnet.ed.jp/

家串小学校

愛媛県 愛南町 ② 読み聞かせの会 読み聞かせ（宿毛坂本図書館講師） 11月7日 柏小学校体育館・各教室 柏小学校 無料
柏小ホームページ
https://kashiwa-e.esnet.ed.jp/

柏小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権同和教育懇談
会

授業参観、人権に関する講演会 11月29日 平城小学校体育館・各教室 平城小学校 無料
平城小ホームページ
https://hirajo-e.esnet.ed.jp/

平城小学校

愛媛県 愛南町 ② 野菜の苗植え 地域の方と玉ねぎ、ブロッコリーの苗植え 11月中旬 長月小ミレニアム畑 長月小学校 無料
長月小ホームページ
https://nagatsuki-e.esnet.ed.jp/

長月小学校

愛媛県 愛南町 ②
参観日（人権・同和教育参
観日）

人権・同和教育参観日公開授業
校区別人権・同和教育懇談会　講演等
お弁当の日

11月17日
城辺小学校
各教室・体育館

愛南町役場生涯学習課人権啓発室 無料
城辺小ホームページ
https://johen-e.esnet.ed.jp

城辺小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権同和教育懇談
会

授業参観、人権集会、人権に関する講演会 10月26日 緑小学校体育館・各教室
緑小学校
緑公民館

無料
緑小ホームページhttp:johen-
midori-e.esnet.ed.jp

緑小学校

愛媛県 愛南町 ② 一日フリー参観日 授業参観、親子給食会 11月27日 緑小学校 緑小学校 無料
緑小ホームページhttp:johen-
midori-e.esnet.ed.jp

緑小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権同和教育懇談
会

授業参観、人権に関する講演会 10月20日 僧都小学校 僧都小学校 無料
僧都小ホームページ
https://sozu-e.esnet.ed.jp/

僧都小学校

愛媛県 愛南町 ② ありがとう集会 学校協力者や地域住民に感謝する集い 11月18日 僧都小学校 僧都小学校 無料
僧都小ホームページ
https://sozu-e.esnet.ed.jp/

僧都小学校

愛媛県 愛南町 ② ミニコンサート 町音楽発表会の演奏披露 11月18日 僧都小学校 僧都小学校 無料
僧都小ホームページ
https://sozu-e.esnet.ed.jp/

僧都小学校

愛媛県 愛南町 ② 食育教室 親子で簡単な昼食づくり 10月20日
久良小学校
家庭科室

久良小学校 無料
久良小ホームページ
https://hisayoshi-e.esnet.ed.jp

久良小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

授業参観、人権に関する講演会 10月20日
久良小学校
体育館・各教室

久良小学校 無料
久良小ホームページ
https://hisayoshi-e.esnet.ed.jp

久良小学校

愛媛県 愛南町 ② フリー参観日 授業参観、スマホ・携帯等に関する学習会 11月8日 一本松小学校各教室 愛南町立一本松小学校 無料
一本松小ホームページ
https://ipponmatsu-e.esnet.ed.jp

一本松小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

人権・同和教育の視点に立った授業の公開、人権コンサート 10月19日
福浦小学校各教室・体育館
（又は多目的スペース）

福浦小学校 無料
福浦小ホームページ
http://nishiumi-fukuura-
e.esnet.ed.jp

福浦小学校

愛媛県 愛南町 ② 地域家族参観日
地域の自主防災会等の関係諸機関、地域住民、保護者と連携した防
災学習

11月下旬 福浦小学校各教室・体育館 福浦小学校 無料
福浦小ホームページ
http://nishiumi-fukuura-
e.esnet.ed.jp

福浦小学校

愛媛県 愛南町 ② 西海地域文化発表会 児童、地域住民によるステージ発表　展示発表　等 10月27日 西海体育館 船越公民館 無料
船越小ホームページ
http：//nishiumi-funakoshi-
e.esnet.ed.jp/

船越小学校

愛媛県 愛南町 ② 防災体験学習 降雨体験、3Dシアター等による防災体験学習 10月29日 西海町民会館駐車場 船越小学校 無料
船越小ホームページ
http：//nishiumi-funakoshi-
e.esnet.ed.jp/

船越小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

講演会（防災と人権） 10月29日 西海町民会館大ホール 船越小学校 無料
船越小ホームページ
http：//nishiumi-funakoshi-
e.esnet.ed.jp/

船越小学校

愛媛県 愛南町 ② いも掘り 公民館と連携して育てたいもを収穫 11月7日 西海保健福祉センター敷地内の畑 船越小学校 無料
船越小ホームページ
http：//nishiumi-funakoshi-
e.esnet.ed.jp/

船越小学校

愛媛県 愛南町 ② ふれあい集会 地域の高齢者を招いて昔の遊びを一緒に楽しみます。 11月28日 船越小学校1階広場 船越小学校 無料
船越小ホームページ
http：//nishiumi-funakoshi-
e.esnet.ed.jp/

船越小学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

親子による弁当作り　公開授業　人権集会　講演会 10月27日
篠山小中学校各教室
多目的スペース

篠山小中学校 無料
篠山小中ホームページ
http://sasayama-e.esnet.ed.jp/

篠山小中学校

愛媛県 愛南町 ② 篠南文化祭
児童生徒及び教職員、地域住民によるステージ発表　展示発表
不用品バザー　等

12月8日
篠山小中学校校舎
体育館

篠山小中学校 無料
篠山小中ホームページ
http://sasayama-e.esnet.ed.jp/

篠山小中学校

愛媛県 愛南町 ② 文化祭
合唱コンクール、各種作品展示、生徒有志による発表、不用品バ
ザー等※各種作品展示は、「造形の日」に制作した作品を展示する。

10月27日 御荘中学校体育館 御荘中学校 無料
御荘中ホームページ
https://misho-j.esnet.ed.jp/

御荘中学校

愛媛県 愛南町 ②
地区別人権・同和教育懇談
会

授業参観、人権に関する講演会 11月24日 御荘中学校各教室、体育館 御荘中学校 無料
御荘中ホームページ
https://misho-j.esnet.ed.jp/

御荘中学校

愛媛県 愛南町 ② オープンスクール 授業参観（3日間にわたって、随時参観可） 11月5日～7日 城辺中学校 城辺中学校 無料
城辺中ホームページ
https://johen-j.esnet.ed.jp/

城辺中学校

愛媛県 愛南町 ② 親子感動体験事業 親子で学ぶ防災教育 11月5日 城辺中学校 城辺中学校 無料
城辺中ホームページ
https://johen-j.esnet.ed.jp/

城辺中学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

授業参観、人権標語や人権作文等の発表、人権に関する講演会 11月24日
一本松中学校各教室
一本松交流促進センター

一本松中学校 無料
一本松中ホームページ
https://ipponmatsu-j.esnet.ed.jp/

一本松中学校

愛媛県 愛南町 ② 文化まつり 学習発表、学級発表、地域文化芸能鑑賞 10月27日
内海中学校
体育館

内海文化協会
内海中学校

無料
内海中ホームページ
https://uchiumi-j.esnet.ed.jp/

内海中学校

愛媛県 愛南町 ②
校区別人権・同和教育懇談
会

授業参観、人権に関する講演会 11月24日
内海中学校
体育館・各教室

内海中学校 無料
内海中ホームページ
https://uchiumi-j.esnet.ed.jp/

内海中学校

愛媛県 愛南町 ② 音楽発表会 町内小中学生による音楽発表 11月20、22日 御荘文化センター 愛南町教育委員会 無料
愛南町教育委員会ホームページ
https://ainan-t.esnet.ed.jp/

愛南町教育委員会学校教育課

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

愛媛県 伊方町 ② 授業公開
本校では「学校参観DAYS」と称した授業公開を実施しています。来年
度は文化祭開催中に実施することで多くの保護者の方や一般の方に
来校していただき、本校の取組や成果を見ていただきたいと考えてい

11月2～8日 三崎高等学校 三崎高等学校 無料
三崎高校ホームページ
https://ehm-misaki-
h.esnet.ed.jp/cms/

三崎高等学校

愛媛県 伊方町 ② 文化祭
平素の学習活動の成果を総合的に生かし、保護者の方や地域の方
に本校の魅力を伝えます。PTAの方の協力によりうどんやカレーライ
ス等の販売、各クラスの催物も計画しています。

11月3日 三崎高等学校 三崎高等学校 無料
三崎高校ホームページｈ
ttps://ehm-misaki-
h.esnet.ed.jp/cms/

三崎高等学校

愛媛県 伊方町 ② 校内持久走大会
自己の体力の限界に挑戦し、強い精神力及び忍耐力を養成すること
を目的とし、校内持久走大会を開催します。男子7.7ｋｍ、女子4.7ｋｍ
を走り、全校生徒が完走と上位入賞を目指します。

11月13日 三崎高等学校 三崎高等学校 無料
三崎高校ホームページｈ
ttps://ehm-misaki-
h.esnet.ed.jp/cms/

三崎高等学校

愛媛県 伊方町 ①② 人権参観日・人権学習会
人権に関する授業参観を行い、外部講師を招き、人権に関する学習
会やワークショップを実施します。

10月
伊方小学校
体育館

伊方小学校 無料 伊方町立伊方小学校

愛媛県 伊方町 ①② 人権参観日・人権集会
様々な人権について学び、課題を解決するために共に考える集会を
開催します。

11月 九町小学校 九町小学校 無料 伊方町立九町小学校

愛媛県 伊方町 ①② 人権・同和教育参観日
人権に関する授業参観を行い、外部講師を招いて人権講演会を実施
します。

11月 三机地区体育館 三机小学校 無料 伊方町立三机小学校

愛媛県 伊方町 ①② 人権参観日 人権に関する授業参観を行い、人権講演会を実施します。 11月 大久小学校 大久小学校 無料 伊方町立大久小学校

愛媛県 伊方町 ①② 人権参観日（人権集会）
人権教育に関する公開授業を行い、人権作品の発表や親子で考え
る人権集会を開催します。

11月
三崎小学校
三崎小中体育館

三崎小学校 無料 伊方町立三崎小学校

愛媛県 伊方町 ③ 伊方中学校文化祭 人権講演会や合唱コンクール、学習発表会を行います。 10月 伊方中学校体育館 伊方中学校 無料 伊方町立伊方中学校

愛媛県 伊方町 ③ 文化祭
合唱コンクールや校区内の小学生と小中合同合唱、「総合的な学習
の時間」成果発表を行います。また、バザー、各学年の出店も行いま

11月 瀬戸総合体育館 瀬戸中学校 無料 伊方町立瀬戸中学校

愛媛県 伊方町 ③ 橘岬祭 地域住民や保護者を招いて生徒発表や教室展示を行います。 11月 三崎小中体育館 三崎中学校 無料 伊方町立三崎中学校

愛媛県 伊方町 ③ 伊方文化祭

保育所・小・中学校児童生徒をはじめ、老人クラブ、各文化団体等に
よる作品展示を行います。
また、壮年会・女性団体等によるバザー、もちつき体験、各文化協会
のふるさと大会やもちまきを行います。

11月 伊方町中央公民館 伊方町教育委員会事務局　中央公民館 無料 中央公民館

愛媛県 伊方町 ③ 町見公民館まつり
各種作品展示し芸能発表、もちまき、バザー等を行います。また、子
供向けアニメの上映を行います。

11月
町見公民館
町見体育館

町見公民館まつり実行委員会 無料 町見公民館

愛媛県 伊方町 ③ 瀬戸地域芸能文化祭
芸能及び文化活動の発表を行い、作品展示や特産物等の販売を行
います。

10月 瀬戸町民センター 伊方町教育委員会事務局　瀬戸公民館 無料 瀬戸公民館

愛媛県 伊方町 ③ 三崎文化祭
芸能及び文化活動の発表を行い、作品展示や特産物等の販売を行
います。

10月 三崎総合体育館 三崎文化祭実行委員会 無料 三崎公民館

愛媛県 今治市 ② シニアクラブとの交流会 児童とシニアクラブとの世代交流（昔の遊び体験） 11月5日 上浦小学校 上浦小学校 無料
上浦小学校
https://kamiura-e.esnet.ed.jp/

今治市立上浦小学校

愛媛県 今治市 ② 近見中学校文化発表会 総合的な時間の発表、合唱コンクール、人権劇、文化部ステージ発 11月2日 近見中学校体育館 近見中学校 無料 今治市立近見中学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭
学習発表会、学年合唱、人権劇、
ダンス発表、フリーマーケット

11月3日9：00～
朝倉中学校
屋内運動場

朝倉中学校 無料 今治市立朝倉中学校

愛媛県 今治市 ① 美須賀地区文化祭・福祉祭
地区住民による演芸発表・バザー・作品展示および福祉相談を実施
します。

11月17日 美須賀コミュニティプラザ 美須賀コミュニティプラザ 無料 今治市美須賀コミュニティプラザ

愛媛県 今治市 ② 第15回螢雪記念講演会
愛媛大学医学部医学科長である本校58年卒業の羽藤直人氏を招い
て、第15回螢雪記念講演会を実施します。

11月13日 今治西高等学校 今治西高等学校 無料
今治西高校ホームページ
https//new-imabarinishi-
h.esnet.ed.jp

今治西高等学校

愛媛県 今治市 ② 人権・同和教育講演会 毎年開催している人権・同和教育講演会を実施します。 11月15日 今治西高等学校 今治西高等学校 無料
今治西高校ホームページ
https//new-imabarinishi-
h.esnet.ed.jp

今治西高等学校

愛媛県 今治市 ② 校内マラソン大会 本校生徒対象の校内マラソン大会を玉川地区で実施します。 12月12日 今治市玉川地区 今治西高等学校 無料
今治西高校ホームページ
https//new-imabarinishi-
h.esnet.ed.jp

今治西高等学校

愛媛県 今治市 ② 文化部発表会
蛍雪タイム（総合的な学習（探究）の時間）での各講座及び授業での
活動の成果を発表する展示と、各講座によるバザーの2部門を実施
します。

11月14日 今治西高等学校 今治西高等学校 無料
今治西高校ホームページ
https://imabarinishi-h-
pt.esnet.ed.jp/

今治西高等学校(定時制)

愛媛県 今治市 ② 文化祭
　体育館では、郷土芸能部による太鼓演奏や、生徒会による企画が
行われます。また、校内には学校行事や総合的な探究の時間の成果
が掲示される予定です。

11月10日 今治西高等学校伯方分校 今治西高等学校伯方分校 無料
今治西高等学校伯方分校
https://ehm-hakata-h.esnet.ed.jp

今治西高等学校伯方分校

愛媛県 今治市 ② 授業公開
保護者や学校評議員との連携を深めるとともに、授業について広く意
見を伺うことによって、授業力・教師力の向上を図るというねらいで、
広く一般に授業を参観していただきます。

11月14日 今治西高等学校伯方分校 今治西高等学校伯方分校 無料
今治西高等学校伯方分校
https://ehm-hakata-h.esnet.ed.jp

今治西高等学校伯方分校

愛媛県 今治市 ③④ 菊花展
園芸クリエイト科の学習主幹である菊栽培の成果を一般公開します。
菊や農産物の展示販売を行います。

11月3日
今治南高校
日高農場

今治南高等学校 無料
今治南高校ホームページ
https://imabariminami-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治南高等学校

愛媛県 今治市 ③ 開校記念講演会 本校卒業生を講師に招き、創立記念講演会を実施します。 11月7日 今治南高校 今治南高等学校 無料
今治南高校ホームページ
https://imabariminami-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治南高等学校

愛媛県 今治市 ③ 文化祭
文化部やホームルーム活動等の取組の成果発表の場として、各種
発表や展示を行います。PTA・教職員も参加し、バザーや模擬店等も
開催します。

11月8日 今治南高校 今治南高等学校 無料
今治南高校ホームページ
https://imabariminami-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治南高等学校

愛媛県 今治市 ① 公開授業
地域に貢献し、開かれた学校づくりを目指して、保護者、市内高校の
教職員、学校評議員等地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月12日 今治南高校 今治南高等学校 無料
今治南高校ホームページ
https://imabariminami-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治南高等学校

愛媛県 今治市 ② マラソン大会
日頃の体育授業の成果発表の場として、校外コース（男子8ｋｍ・女子
6ｋｍ）において競走大会を実施します。

11月13日 波方運動公園 今治南高等学校 無料
今治南高校ホームページ
https://imabariminami-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治南高等学校

愛媛県 今治市 ① 地域交流
常盤地区老人クラブの方々とグラウンドゴルフ、地域防災、料理等の
体験交流を行います。

11月12日 今治南高校 今治南高等学校 無料
今治南高校ホームページ
https://imabariminami-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治南高等学校

愛媛県 今治市 ② 地域との交流
園児との交流活動等を通して、他者を思いやる心や自己を肯定し大
切にする心を育むことを目的として実施します

10月下旬 市内の幼稚園、保育所 今治北高等学校 無料
今治北高校ホームページ
https://imbarikita-
h.esnet.ed.jp/coms/

今治北高等学校

愛媛県 今治市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月1日 今治北高等学校 今治北高等学校 無料
今治北高校ホームページ
https://imbarikita-
h.esnet.ed.jp/coms/

今治北高等学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 今治市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月7日 今治北高等学校大三島分校 今治北高等学校大三島分校 無料

今治北高校大三島分校ホーム
ページ
https://ohmishima-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治北高等学校大三島分校

愛媛県 今治市 ② 文化祭

年間テーマ「We can do it!越えられない壁なんてない」の下、各学年
の合唱発表、文化部活動の展示発表、学校振興や地域活性化活動
に尽力している地域研究部の発表等が行われます。また、家庭クラ
ブのうどん販売、PTA有志の方々によるイノシシバーガーの販売等も
予定されています。

11月9日 今治北高等学校大三島分校 今治北高等学校大三島分校 無料

今治北高校大三島分校ホーム
ページ
https://ohmishima-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治北高等学校大三島分校

愛媛県 今治市 ② 持久走大会

男子8.5km、女子5.8kmの道のりを全校生徒が走ります。運動な苦手
な生徒もたくさんいますが、先にゴールをした生徒たちが、最後に
帰ってきた生徒を全員で拍手しながら迎え入れるのが、大三島分校
持久走大会の伝統になっています。

11月14日 今治北高等学校大三島分校 今治北高等学校大三島分校 無料

今治北高校大三島分校ホーム
ページ
https://ohmishima-
h.esnet.ed.jp/cms/

今治北高等学校大三島分校

愛媛県 今治市 ② 今工祭 今工祭（文化祭）では、公開展示やバザー等を実施します。 11月9日 今治工業高等学校 今治工業高等学校 無料
今治工業高校ホームページ
https://imabari-

今治工業高等学校

愛媛県 今治市 ② 授業公開日
保護者、同窓会、評議員、近隣の中学校の教職員を対象にして授業
を公開します。

11月14日 今治工業高等学校 今治工業高等学校 無料
今治工業高校ホームページ
https://imabari-

今治工業高等学校

愛媛県 今治市 ② 体験入学会
小学校5・6年生の進路選択の一助となるために、学区内の小学生を
対象に体験授業を実施します。また、その保護者の方々に個別の進
路相談会を実施します。

10月12日 愛媛県立今治東中等教育学校 愛媛県立今治東中等教育学校 無料
愛媛県立今治東中等教育学校
ホームページ
https://imabarihigashi-

愛媛県立今治東中等教育学校

愛媛県 今治市 ②
青藍祭
合唱コンクール

青藍祭（文化祭）において、前期課程の合唱コンクールを開催しま
す。
後期課程の5年生が中心となってバザー（模擬店）を開きます。

10月25日 愛媛県立今治東中等教育学校 愛媛県立今治東中等教育学校 無料
愛媛県立今治東中等教育学校
ホームページ
https://imabarihigashi-

愛媛県立今治東中等教育学校

愛媛県 今治市 ②③
文化芸術支援事業（ミュージ
カル）第11回交流

高等部と今治東中等教育学校後期課程の生徒が舞台芸術の専門家
の指導を受け、共に表現する楽しさや、活動する喜びを味わいなが
ら、一つのミュージカル作品を作り上げます。地域に共生社会の意義
を発信し、障がい者に対する理解を促進します。

11月6日 愛媛県立今治特別支援学校 愛媛県今治特別支援学校 無料
文化芸術支援事業（ミュージカル）
第11回交流
https://imabari-shi.esnet.ed.jp

愛媛県今治特別支援学校

愛媛県 今治市 ② 学習発表会
 小学部において、日頃の学習成果を発表します。小学部の教育に対
する保護者の理解と練習や本番での発表を通して自主性や連帯感を
培うことをねらいとして、関心を深めます。

11月23日 愛媛県立今治特別支援学校 愛媛県今治特別支援学校 無料
学習発表会
https://imabari-shi.esnet.ed.jp

愛媛県今治特別支援学校

愛媛県 今治市 ②
交流及び共同学習（小学
部）

小学部1・2年生と桜井小学校2年生の児童が、一緒に活動をすること
により、お互いに相手を知り、協力する大切さを学ぶことをねらいとし
て、全体活動や班別活動を実施します。

11月27日 愛媛県立今治特別支援学校 愛媛県今治特別支援学校 無料
交流及び共同学習（小学部）
https://imabari-shi.esnet.ed.jp

愛媛県今治特別支援学校

愛媛県 今治市 ①② 郷土料理教室 婦人会の方々とともに6年生児童が郷土料理をつくり、交流します。 11月25日、26日 吹揚小学校 吹揚小学校 無料
吹揚小学校
https://fukiage-e.esnet.ed.jp/

今治市立吹揚小学校

愛媛県 今治市 ① 子育て学習講座
学校医を講師として招聘し、次年度新入学児童保護者に向けて、子
どもの健康や望ましい生活習慣、発達障がいなどについての講演を

11月1日 別宮小学校体育館 別宮小学校 無料
別宮小学校
https://betsuku-e.esnet.ed.jp/

今治市立別宮小学校

愛媛県 今治市 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育の視点に立った授業公開を行い、その後の学級ＰＴＡ
で、人権感覚を高めるための協議を行います。

11月29日 別宮小学校各教室 別宮小学校 無料
別宮小学校
https://betsuku-e.esnet.ed.jp/

今治市立別宮小学校

愛媛県 今治市 ② 人権集会(地域参観日)

「人権」をテーマにした各学年の学習発表会を行います。日曜日に設
定することにより、児童の家族だけではなく、地域の皆様にも学校の
人権学習の内容を見ていただき、地域全体へ人権の輪を広げていき
たいと考えています。

11月17日 常盤小学校 常盤小学校 無料
常盤小学校
https://imabari-tokiwa-
e.esnet.ed.jp/

今治市立常盤小学校

愛媛県 今治市 ② もちつき大会
5年生が田植え・稲刈りをして収穫したもち米を使って、保護者や地域
の方とともに、もちつき大会を行います。

10月27日 近見小学校 近見小学校 無料
近見小学校
https://chikami-e.esnet.ed.jp/

今治市立近見小学校

愛媛県 今治市 ② いちょう祭り
生活科、総合的な学習の時間の取組とその成果の発表、地域の
方々との交流します。

11月28日 立花小学校 立花小学校 無料
立花小学校
https://imabari-tachibana-
e.esnet.ed.jp/

今治市立立花小学校

愛媛県 今治市 ② 家族参観日 午前中に授業参観をし、午後にPTAバザーとのみの市を行います。 11月17日 鳥生小学校 鳥生小学校 無料
鳥生小学校
https://toriu-e.esnet.ed.jp/

今治市立鳥生小学校

愛媛県 今治市 ② 家族参観日 人権に関する授業を公開し、人権に関する意識の啓発を行います。 11月20日 桜井小学校各教室 桜井小学校 無料
桜井小学校
https://imabari-sakurai-
e.esnet.ed.jp/cms/

今治市立桜井小学校

愛媛県 今治市 ① 子育て学習講座
就学時健康診断のとき、新入学児童保護者対象に、児童の発達と支
援について講演を実施します。

11月28日 国分小学校 国分小学校 無料
国分小学校
https://kokubu-e.esnet.ed.jp/

今治市立国分小学校

愛媛県 今治市 ①②
富田ふれ合いフェスティバ
ル

亥の子まつり・もちつき大会 11月24日 富田小学校
富田地区コミュニティー推進会
富田小学校

無料
富田小学校
https://tomita-e.esnet.ed.jp/

今治市立富田小学校

愛媛県 今治市 ② 家族参観日
授業参観
PTAさわやかバザー

11月10日 清水小学校 清水小学校 無料
清水小学校
https://imabari-shimizu-
e.esnet.ed.jp/

今治市立清水小学校

愛媛県 今治市 ② 子育て学習講座 就学時健康診断の機会を活用した子育て学習講座を行います。 10月下旬 日高小学校 日高小学校 無料
日高小学校
https://hidaka-e.esnet.ed.jp/

今治市立日高小学校

愛媛県 今治市 ② ふれあいフェスティバル
PTA活動として、児童・保護者が協力して模擬店やゲーム店を準備・
運営します。

11月17日 日高小学校 日高小学校PTA
日高小学校
https://hidaka-e.esnet.ed.jp/

今治市立日高小学校

愛媛県 今治市 ② もちつき大会
学校田でとれたもち米を利用し、児童・教職員・ＰＴＡで協力してもちを
ついたり、もちを丸めたりします。

11月10日 乃万小学校
乃万小学校
乃万小学校PTA

無料
乃万小学校
https://noma-e.esnet.ed.jp/

今治市立乃万小学校

愛媛県 今治市 ② 子育て講座
新入学児童の保護者を対象に子育て講座を開催し、小学校入学に
向けて子育ての支援を行ったり、子育てについて共に考えたりしま

11月13日 乃万小学校
乃万小学校
乃万小学校PTA

無料
乃万小学校
https://noma-e.esnet.ed.jp/

今治市立乃万小学校

愛媛県 今治市 ② おやこふれあい活動 授業参観と親子オリエンテーリング大会 11月10日 波止浜小学校、波止浜公園 波止浜公民館、波止浜小学校PTA 無料 今治市立波止浜小学校
愛媛県 今治市 ② 人権集会 人権を考えるつどい 11月20日 波止浜小学校屋内運動場 波止浜小学校 無料 今治市立波止浜小学校

愛媛県 今治市 ② 授業参観　人権教育講演会
「えひめ教育の日」を記念して、授業参観と人権教育に関する講演会
を保護者と地域に公開します。

11月25日 朝倉小学校 朝倉小学校 無料 今治市立朝倉小学校

愛媛県 今治市 ② 子育て講座 就学時健康診断の機会を活用した子育てに関する研修会 11月5日 鴨部小学校 鴨部小学校 無料
鴨部小学校
https://imabari-kambe-
e.esnet.ed.jp/

今治市立鴨部小学校

愛媛県 今治市 ② 人権・同和教育教育参観日 人権・同和教育に関する授業公開を行う参観日を実施する。 11月28日 鴨部小学校 鴨部小学校 無料
鴨部小学校
https://imabari-kambe-
e.esnet.ed.jp/

今治市立鴨部小学校

愛媛県 今治市 ② 学校保健委員会 ヤクルト出前授業「おなか元気教室」を実施します。 10月30日 九和小学校体育館 九和小学校 無料 今治市立九和小学校
愛媛県 今治市 ② 子育て講座 就学時健康診断の機会を活用した子育てに関する研修会 10月31日 九和小学校理科室 九和小学校 無料 今治市立九和小学校

愛媛県 今治市 ②
「森はともだち」推進事業実
施校発表会

「森はともだち」推進事業の指定を受け、地域の自然や森林に親しむ
活動を実施した学習成果の発表

11月29日
九和小学校
体育館

九和小学校 無料 今治市立九和小学校

愛媛県 今治市 ② 人権・同和教育参観日 人権・同和教育に関する児童集会及び講演会を実施します。 11月5日 波方小学校 波方小学校 無料 今治市立波方小学校

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



1033

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

愛媛県 今治市 ② 子育て学習講座 新入学児童保護者対象の子育てに関する講演 11月6日 大西小学校体育館 大西小学校 無料
大西小学校ＨＰ
https://ohnishi-

今治市立大西小学校

愛媛県 今治市 ② わくわく秋ランド 新入学児童と1年生児童との交流活動 11月13日 大西小学校体育館 大西小学校 無料
大西小学校ＨＰ
https://ohnishi-

今治市立大西小学校

愛媛県 今治市 ② 人権集会・人権講演会
児童の人権感覚や人権意識を高め、人間尊尊重の心を育むために
取り組んできたことを、人権集会を通して発表します。また、講師をお
招きしての講演では、地域の方々とともに人権について考えます。

11月20日 亀岡小学校
亀岡小学校
今治市人権教育協議会菊間支部

無料
亀岡小学校HP
https://kameoka-e.esnet.ed.jp/ 今治市立亀岡小学校

愛媛県 今治市 ② 子育て講座
就学予定の保護者を対象に、子育てについてや子どもとの関りなど
についての講演を行います。

11月21日 亀岡小学校 亀岡小学校 無料
亀岡小学校HP
https://kameoka-e.esnet.ed.jp/ 今治市立亀岡小学校

愛媛県 今治市 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育に関する児童集会を開催し、児童、保護者、地域の
方々と一緒に人権・同和問題について考える機会とします。

11月20日 菊間小学校体育館 菊間小学校 無料
「菊間小学校ＨＰ」
https://kikuma-e.esnet.ed.jp/

今治市立菊間小学校

愛媛県 今治市 ② 子育て学習講座
次年度の新入学児童の保護者を対象に、子育てについて講演会を
行います。

11月14日 菊間小学校会議室 菊間小学校 無料
「菊間小学校ＨＰ」
https://kikuma-e.esnet.ed.jp/

今治市立菊間小学校

愛媛県 今治市 ② 人権教育参観日
　地域や保護者・児童の人権意識の更なる高揚を図るため、人権集
会を保護者・地域に公開します。

11月2日 吉海小学校 吉海小学校 無料 今治市立吉海小学校

愛媛県 今治市 ② 仲よし集会 人権集会参観　保護者との意見交換
11月25日
13:45～14:45

宮窪小学校体育館 宮窪小学校 無料
宮窪小学校
https://miyakubo-e.esnet.ed.jp/

今治市立宮窪小学校

愛媛県 今治市 ② 地域参観日

人権教育の啓発をねらいとして、「人権集会」の様子を保護者・地域
に広く公開します。実施後は、学級PTAを開催して、人権についての
保護者の考えや集会の感想を交流します。最後に、災害時に安全に
落ち着いて行動できるように、引き渡し訓練も行います。また、午後
からはPTAレクリエーション大会を実施して、保護者・教職員の交流を

11月10日 伯方小学校 伯方小学校 無料
伯方小学校
https://hakata-e.esnet.ed.jp/

今治市立伯方小学校

愛媛県 今治市 ② 学校公開 学習発表会・図画工作科作品の展示・全校合唱 11月10日 大三島小学校体育館 大三島小学校 無料
今治市立
大三島小学校

愛媛県 今治市 ② 読み聞かせ 大三島図書館司書による読み聞かせ 11月13日 大三島小学校図書室 大三島小学校 無料 今治市立大三島小学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭
合唱コンクール、総合的な学習の時間の展示発表、美術作品の展示
発表、吹奏楽部の演奏、創作ダンス・音楽発表、お花の展示発表、理
科の自由研究の展示発表など

11月1日 日吉中学校屋内運動場他 日吉中学校 無料
日吉中学校
https://kamiura-e.esnet.ed.jp/

今治市立日吉中学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭
合唱ｺﾝｸｰﾙ、美術作品展示、総合的な学習の時間の発表・作品展
示、音楽発表会、バザー、のみの市を行います。

11月2日 立花中学校体育館 立花中学校 無料
立花中学校
https://tachibana-j.esnet.ed.jp

今治市立立花中学校

愛媛県 今治市 ② 文化発表会
アルミ缶回収による車椅子贈呈式、合唱コンクール、学習発表、
展示発表、郷土芸能獅子舞、吹奏楽部演奏、人権劇

11月3日 桜井中学校屋内運動場 桜井中学校 無料
今治市立桜井中学校ホームペー
ジhttps://sakurai-j.esnet.ed.jp/

今治市立桜井中学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭
合唱コンクール・美術作品展示・文化活動発表・総合的な学習発表・
PTA作品展示・PTAバザー

11月3日 南中学校屋内運動場 南中学校 無料
今治市立南中学校ＨＰ
https://imabari-minami-
j.esnet.ed.jp/modules/wordpress4

今治市立南中学校

愛媛県 今治市 ② 「人権参観日」
人権に関する学習活動を保護者や地域に公開し、保護者や地域とと
もに人権について考えてもらう場とします。また、体育館で、講師を招
聘して人権問題について講演を行います。

10月27日
西中学校
校舎・体育館

西中学校 無料 今治市立西中学校

愛媛県 今治市 ② 「文化祭」
学習発表会や合唱発表、文化部の生徒作品展示、演奏発表等を公
開して、保護者や地域とともに文化的な活動を楽しみます。

11月20日
西中学校
体育館

西中学校 無料
西中学校
https://imabari-nishi-j.esnet.ed.jp

今治市立西中学校

愛媛県 今治市 ② 総合文化学習発表会
人権メッセージ・人権劇発表、合唱コンクール、総合的な学習の成果
発表、吹奏楽部の演奏、美術作品の展示、ＰＴＡバザー・のみの市な

11月10日 北郷中学校 北郷中学校 無料 今治市立北郷中学校

愛媛県 今治市 ② 玉川中学校文化祭

生徒会が募集した文化祭テーマの下、合唱コンクール、「総合的な学
習の時間」の学習成果発表、吹奏楽部の演奏、美術作品等の展示を
行います。また、Ｈ30年度はＰＴＡの協力により、喫茶・食品販売が行
われました。

11月3日 玉川中学校屋内運動場 玉川中学校 無料
「玉川中公式サイト」
https://tamagawa-
j.esnet.ed.jp/index.php

今治市立玉川中学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭
合唱コンクール、文化部の発表、教科・総合的な学習の時間の学習
発表会、作品展示、ＰＴＡによるのみの市

11月17日 大西中学校 大西中学校 無料
大西中学校
https://ohnishi-j.esnet.ed.jp/

今治市立大西中学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭 総合的な学習の時間の学習成果発表、合唱コンクール 11月2日 菊間中学校体育館 菊間中学校 無料
今治市立菊間中学校ホームペー
ジ

今治市立菊間中学校

愛媛県 今治市 ① 吉海町人権フェスティバル
吉海町主催の人権フェスティバルに参加します。3年生有志出演によ
る人権啓発劇を行います。

11月2日 吉海学習交流館 吉海地域教育課 無料
大島中学校
https://ohshima-j.esnet.ed.jp/

今治市立大島中学校

愛媛県 今治市 ② 大島中学校文化祭
中学校文化祭を行います。総合的な学習の時間の発表・合唱ｺﾝｸｰ
ﾙ･有志発表などをおこないます。

11月17日 大島中学校 大島中学校 無料
大島中学校
https://ohshima-j.esnet.ed.jp/

今治市立大島中学校

愛媛県 今治市 ② 文化祭、人権啓発劇
文化祭、伯方地域同和教育研究大会との共催での人権啓発劇の発
表

11月2日 伯方中学校体育館
伯方中学校
伯方地域同和教育協議会

無料
伯方中学校
https://hakata-j.esnet.ed.jp/

今治市立伯方中学校

愛媛県 今治市 ②
文化祭
伝承文化発表会

総合的な学習の時間の学習発表、学年・全校合唱、劇、有志発表、
地域伝承文化発表、のみの市、PTAバザー等を行います。

11月17日 大三島中学校体育館 大三島中学校 無料
大三島中学校
https://oomishima-j.esnet.ed.jp/

今治市立大三島中学校

愛媛県 今治市 ③ せきぜん文化祭 学習作品展示や競射大会を行います。 11月3日 関前開発総合センター
関前支所
関前中学校

無料
関前支所
地域教育課

愛媛県 今治市 ③ 今治文化芸術祭 芸能発表、作品展示など 10月～11月予定 中央公民館ほか 今治文化協会 今治市文化振興課
お茶券400円
短歌大会2,000円

愛媛県 今治市 ③ 秋季県展今治移動展 今治市・越智郡ゆかりの県展入選者作品展 11月下旬予定 河野美術館
愛媛県美術会、
文化振興課

今治市文化振興課
入場料一般200円
生徒児童無料他(予

愛媛県 今治市 ①
版画による年賀状の作り方
講習会

彫刻刀を使って版画を作成し、年賀状を仕上げる講座を実施します。 11月 中央公民館 中央公民館 無料 今治市中央公民館

愛媛県 今治市 ① 今治地区文化祭 地区住民による作品展示・芸能発表・バザー等を実施します。 11月10日
旧今治小学校
屋内運動場

今治公民館 無料 今治市今治公民館

愛媛県 今治市 ① 文化と自然探訪 地区住民の文化や自然への関心を高め、親睦と交流を図ります。 11月 未定 今治公民館 今治市今治公民館
愛媛県 今治市 ① 日吉地区芸能大会 地区住民による芸能発表により世代交流を図ります。 10月27日 日吉公民館 日吉公民館 無料 今治市日吉公民館

愛媛県 今治市 ① 第35回別宮校区文化祭
別宮公民館の各講座1年間の成果発表の場として、ステージ発表や
作品展示をおこない、住民同士の交流を行います。

11月3日
別宮公民館
別宮保育所園庭

別宮公民館 無料 今治市別宮公民館

愛媛県 今治市 ① 第40回常盤地区文化祭 地区に住む小中学生・一般展示、バザー、演芸発表をします。 11月2日～3日
常盤公民館
常盤保育所

常盤公民館 無料 今治市常盤公民館

愛媛県 今治市 ① シルバースクール
地区内小学校の銀杏祭りに参加、子どもの発表を見学、給食を体験
し、児童と高齢者の世代交流を図ります。

11月28日 立花小学校 立花カルチャーセンター 今治市立花カルチャーセンター 給食費実費

愛媛県 今治市 ① 第43回鳥生地区文化祭
鳥生公民館の各講座1年間の成果発表の場として、ステージ発表や
作品展示をおこない、住民同士の交流を行います。

11月3日 鳥生公民館 鳥生公民館 無料 今治市鳥生公民館

愛媛県 今治市 ① 城東地区文化祭 地区に住む小中学生・一般の作品展示、バザーを行います。 11月3日 城東公民館
城東公民館
城東地区団体連絡協議会

無料 今治市城東公民館

愛媛県 今治市 ① 第38回桜井住民祭
生涯学習活動の成果を披露する場として住民祭を行うことで、住民相
互の親睦とまちづくり意識の向上を図り、またバザーも行います。

11月17日 桜井公民館 桜井地区ｺﾐｭﾆﾃｨ推進会 無料 今治市桜井公民館

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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愛媛県 今治市 ① 国分地区文化祭 国分地区住民による文化祭を行います。 11月24日 国分公民館 国分公民館 無料 今治市国分公民館

愛媛県 今治市 ③
ふれあい餅つき大会 亥の
子祭り

伝統行事の継承を目的とした児童が育てた餅米を使った餅つき、亥
の子祭りを行います。

11月24日 富田小学校
富田公民館
富田小学校

無料 今治市富田公民館

愛媛県 今治市 ② 日高地区児童球技大会
男子児童はキックベースボール大会、女子児童はドッジボール大会
を行います。

11月3日
日高小学校
屋内運動場 第2運動場

日高地区コミュニティ推進会
日高公民館

無料 今治市日高公民館
雨天時は男子もドッジ
ボール大会に変更す

愛媛県 今治市 ①
波止浜地区オリエンテーリ
ング大会

オリエンテーリング大会を実施し、児童の体力づくりと親子のふれあ
いを図ります。

11月10日 波止浜小学校 波止浜校区各種団体連絡協議会 無料 今治市波止浜公民館

愛媛県 今治市 ① 波止浜地区球技大会 球技大会を実施し、体力づくりと住民相互の融和を図ります。 11月24日 北郷中学校
波止浜校区各種団体連絡協議会
波止浜公民館

無料 今治市波止浜公民館

愛媛県 今治市 ①③
図書紹介企画展示（読書週
間企画展）

「図書館セラピー～本の処方箋～」
同時期の読書週間にあわせ企画する読書推進を目的とした、主とし
て図書資料紹介の展示をします。

10月19日～11月14日 今治市立中央図書館 今治市立中央図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp
/

今治市立中央図書館

愛媛県 今治市 ①③ 製本教室
製本をとおして、本の仕組みを知るとともに、本に親しみを持っていた
だくことを目的とした企画です。

11月予定 今治市立中央図書館 今治市立中央図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立中央図書館

愛媛県 今治市 ①③ 図書館読みメン
「図書館読みメン」とは読み聞かせに興味のある男性による読み聞か
せ会です。

11月予定 今治市立中央図書館 今治市立中央図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立中央図書館

愛媛県 今治市 ①③
今治市立中央図書館読書
講演会

『高校生が挑む！！有川ワールド』
読書に親しむことができる環境を提供するとともに読書活動の推進を
図ります。今話題の作家を招くことによって、若年層にも図書館利用
を促します。

10月27日 今治市立中央図書館 今治市立中央図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp
/

今治市立中央図書館

愛媛県 今治市 ①③
図書紹介企画展示（読書週
間企画展）

「ブック・イン・ワンダーランド～図書館にはたくさんのドラマが詰まって
います～」同時期の読書週間にあわせ企画する読書推進を目的とし
た、主として図書資料紹介の展示をします。

10月19日～11月14日 今治市立波方図書館 今治市立波方図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp
/

今治市立波方図書館

愛媛県 今治市 ①③ 波方読書講演会
読書に親しむ人々が一同に集い、地元ゆかりの講師の話を聞くこと
によって、郷土への愛着と参加者相互の親睦や読書への意欲を高
め、生活に豊かな情操を得る機会を提供します。

11月2日 今治市立波方図書館 今治市立波方図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp
/

今治市立波方図書館

愛媛県 今治市 ① リサイクルブックフェア
保存年限の経過した雑誌や寄贈本（重複した本）などを市民に無償
譲渡します。

11月上旬予定 今治市立波方図書館 今治市立波方図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立波方図書館
波方産業文化祭同時
実施

愛媛県 今治市 ①③
図書紹介企画展示（読書週
間企画展）

「ありのままの自分-LGBT-」同時期の読書週間にあわせ企画する読
書推進を目的とした、主として図書資料紹介の展示をします。

10月19日～11月14日 今治市立大西図書館 今治市立大西図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立大西図書館

愛媛県 今治市 ① リサイクルブックフェア
保存年限の経過した雑誌や寄贈本（重複している本）などを市民に無
償譲渡します。

11月3～10日 今治市立大西図書館 今治市立大西図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立大西図書館 大西文化祭同時開催

愛媛県 今治市 ①③ 大西歴史講座 大西町の歴史について学びます。 11月10日 今治市立大西図書館 今治市立大西図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立大西図書館

愛媛県 今治市 ③ 大西図書館ボードゲーム部
世界の優れたボードゲームの魅力に触れ、世代を超えて人とのつな
がりの大切さを学び、コミュニケーション力アップにつなげます。

10月27日 今治市立大西図書館 今治市立大西図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立大西図書館

愛媛県 今治市 ①③
図書紹介企画展示（読書週
間企画展）

「せとうち七福神～しまなみ海道20周年」同時期の読書週間にあわせ
企画する読書推進を目的とした、主として図書資料紹介の展示をしま

10月19日～11月14日 今治市立大三島図書館 今治市立大三島図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立大三島図書館

愛媛県 今治市 ①③ 歴史講座
「大三島　宗方の芋地蔵」
大三島町の歴史について学びます。

10月26日 今治市立大三島図書館 今治市立大三島図書館 無料
今治市立図書館
http://www.library.imabari.ehime.jp

今治市立大三島図書館

愛媛県 今治市 ① 朝倉地域文化祭 作品展示会 11月10～11日（予定） 朝倉公民館 朝倉文化協会・朝倉公民館 無料
今治市教育委員会事務局
朝倉地域教育課

愛媛県 今治市 ① 朝倉芸能発表大会 芸能発表会 11月11日（予定） 朝倉公民館 朝倉文化協会・朝倉公民館 無料
今治市教育委員会事務局
朝倉地域教育課

愛媛県 今治市 ① ふれ愛まつり 芸能発表・作品展示など 11月2日～3日 玉川公民館 玉川文化協会 無料
今治市教育委員会事務局
玉川地域教育課

愛媛県 今治市 ③ 波方産業文化祭 前夜祭・作品展示・芸能発表・農水産物販売・各種バザー 11月16日～17日 波方公民館 波方産業文化祭実行委員会
今治市教育委員会
波方地域教育課

前夜祭入場料
1,000円

愛媛県 今治市 ① 大西文化祭 芸能発表・作品展示・お茶席・バザーなど 11月2日～3日 大西公民館 大西文化協会 無料
今治市教育委員会事務局
大西地域教育課

愛媛県 今治市 ① 菊間文化祭 音楽祭・芸能発表・作品展示など 11月3日 菊間公民館 菊間文化協会 無料
今治市教育委員会事務局
菊間地域教育課

愛媛県 今治市 ②
菊間小学生バレーボール大
会

小学生を対象とした招待バレーボール大会 11月3日 緑の広場公園運動場総合体育館 今治市スポーツ少年団菊間クラブＪｒ
今治市教育委員会事務局
菊間地域教育課

愛媛県 今治市 ① 吉海文化芸能祭 芸能発表会・作品展示会 10月26～27日 吉海学習交流館 吉海文化協会・吉海地域教育課 無料
今治市教育委員会事務局
吉海地域教育課

愛媛県 今治市 ② 仲よし集会 人権集会参観　保護者との意見交換 11月29日 宮窪小学校体育館 宮窪小学校 無料 今治市立宮窪小学校

愛媛県 今治市 ① 宮窪公民館文化祭 作品展示・お茶会・バザーなど 11月3日 宮窪公民館 宮窪公民館 無料
今治市教育委員会
宮窪地域教育課

愛媛県 今治市 ③ 伯方文化祭 芸能発表、作品展など 11/3～4 今治市伯方開発総合センター　ほか 伯方地域教育課 無料 今治市伯方地域教育課

愛媛県 今治市 ③
今治市越智郡小中学生書
道展

今治市・越智郡の小中学生を対象とした書道展 11月予定 上浦歴史民俗資料館 上浦地域教育課 無料 今治市上浦地域教育課

愛媛県 今治市 ③
上浦・大三島合同文化まつ
り

芸能発表、お茶席、作品展示など 11月3日 上浦歴史民俗資料館
上浦文化協会
大三島文化協会

無料
今治市上浦地域教育課
今治市大三島地域教育課

愛媛県 今治市 ③ 文化祭 芸能発表・作品展示・バザーなど 11月3日 関前開発総合センター 関前地域教育課 無料
今治市教育委員会
関前地域教育課

愛媛県 今治市 ② 今治市中学駅伝競走大会 市内の中学生を対象とした駅伝競走大会 11月4日
桜井スポーツランド陸上競技場及び周
辺コース

陸上競技協会 無料 今治市スポーツ振興課

愛媛県 今治市 ②
しまなみカップ今治市長杯
バレーボール大会

小学生から一般まで参加するバレーボール大会 11月23日 中央体育館 バレーボール協会 無料 今治市スポーツ振興課

愛媛県 伊予市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「漢詩大会」 11月23日（土・祝）
伊予市文化交流センター（伊予市米湊
768番地2）

愛媛県 伊予市 ② 農業祭
地域社会に学校の魅力を伝える最良の機会として、6つの学科（生物
工学、園芸流通、環境開発、食品化学、生活科学、特用林産）が中心
となって展示・発表や農産物の販売を行います。

11月10日 伊予農業高等学校 伊予農業高等学校 無料
伊予農業高校ホームページ
https://iyo-ah.esnet.ed.jp/

伊予農業高等学校

愛媛県 伊予市 ② 祖父母参観日 祖父母と園児で戸外に出かけ、ネイチャーゲームをして楽しみます。 11月12日（予定） ウェルピア伊予 伊予市立からたち幼稚園 無料 伊予市立からたち幼稚園
愛媛県 伊予市 ① 祖父母参観日 祖父母と一緒にふれあい遊びを楽しんだり、会食をしたりします。 11月8日 伊予市立北山崎幼稚園 伊予市立北山崎幼稚園 無料 伊予市立北山崎幼稚園

愛媛県 伊予市 ② 祖父母交流会
祖父母と一緒に保育活動を楽しみながら、幼稚園での活動内容を祖
父日の方にも知っていただくよう活動をします。

11月15日 伊予市立伊予幼稚園 伊予市立伊予幼稚園 無料 伊予市立伊予幼稚園

愛媛県 伊予市 ① なかよしひろば（お話会）
地域の未就園児親子と園児との交流をしながら、子育てについて悩
み相談を行い、子育て支援を行う活動をします。

10月29日
（予定）

伊予市立伊予幼稚園 伊予市立伊予幼稚園 無料 伊予市立伊予幼稚園

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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愛媛県 伊予市 ② 祖父母参観日
園児の祖父母の方に幼稚園に来ていただき、こままわしや折り紙な
どをいっしょにしていただいたり、集会に参加してもらい、ふれあい遊
びをいっしょに楽しんだりします。

11月14日 伊予市立中山幼稚園 伊予市立中山幼稚園 無料 伊予市立中山幼稚園

愛媛県 伊予市 ② 三世代交流学習発表会
信頼される開かれた学校づくりの推進をねらいとし、児童の学習の成
果を総合的に発展させた発表会及び、地域の方々や保護者、児童の
三世代にわたるふれあい活動を行います。

11月9日 伊予市立南山崎小学校 伊予市立南山崎小学校 無料 伊予市立南山崎小学校

愛媛県 伊予市 ②
「北山っ子音楽会」
「北山っ子まつり」

「北山っ子音楽会」では、各学年等が力を合わせて発表する様子を、
保護者や地域の方に見ていただきます。引き続き行う「北山っ子まつ
り」では、保護者が主体となって、バザーやフリーマーケット等を行い

11月16日 伊予市立北山崎小学校 伊予市立北山崎小学校 無料
https://kitayamasaki-
e.esnet.ed.jp/

伊予市立北山崎小学校

愛媛県 伊予市 ② 郡中小「ふるさと祭り」

「ふるさと郡中を見つめ直し、伊予市についての理解を深める」ことを
目的として、全校集会や金管バンド・合唱団の発表、低学年の学習発
表劇、中学年の学習発表、高学年の音楽発表（合奏）、ＰＴＡ主催の
バザー等を行います。

11月17日 伊予市立郡中小学校 伊予市立郡中小学校 無料 https://gunchu-e.esnet.ed.jp/ 伊予市立郡中小学校

愛媛県 伊予市 ② 伊予っ子祭り
前半は音楽発表会、後半はPTA主催のバザーや余剰品販売、高学
年児童が中心となって運営する室内ゲーム等の体験コーナーを行い

11月16日 伊予市立伊予小学校
伊予市立伊予小学校
及びPTA

無料 https://iyo-e.esnet.ed.jp/html/ 伊予市立伊予小学校

愛媛県 伊予市 ①② キャリア教育合同学習

近隣の小学生と中学生が、合同学習の中で将来の職業について考
えます。また、保護者、地域の方を対象にキャリア教育指導者研修を
開催すると共に、研修会で学習したことをもとに、児童や生徒を対象
とした授業にも学習支援者として参加していただきます。

11月26日
11月27日

中山地域事務所 佐礼谷小学校、中山小学校、中山中学校 無料
https://nakayama-
e.esnet.ed.jp/ekc/user

伊予市立佐礼谷小学校
伊予市立中山小学校
伊予市立中山中学校

愛媛県 伊予市 ①②③ されだにきてみん祭

地域主催の祭にて、総合的な学習や特別活動等で学習してきた伝統
芸能「村中万歳」や「佐礼谷太鼓」を発表します。また、地域の方々と
協力し育て収穫したもち米を保護者、児童が協力しておもちにし、バ
ザー販売を行います。

11月10日
伊予市立
佐礼谷小学校体育館

住民自治されだに 無料 伊予市立佐礼谷小学校

愛媛県 伊予市 ①② 三世代交流会
保護者や祖父母、地域の方々を招き、授業の様子を参観していただ
くとともに、児童が計画した催し物を通し、交流を深めます。

11月20日
伊予市立
佐礼谷小学校体育館

伊予市立佐礼谷小学校 無料 伊予市立佐礼谷小学校

愛媛県 伊予市 ①②
人権・同和教育参観日　
ふれあい懇談会

各学年が人権・同和教育の視点に基づいた公開授業を行います。そ
の後、保護者、地域住民を対象とした人権・同和教育に関する懇談
会及び児童による集会を行います。

11月8日 伊予市立下灘小学校 伊予市立下灘小学校 無料 伊予市立下灘小学校

愛媛県 伊予市 ② 人権・同和教育参観日

全クラスが、人権・同和教育に関する授業を公開します。また、人権
集会を公開することで、児童や保護者、地域住民の人権感覚を高め
ます。その後、保護者と地域住民を対象としたふれあい懇談会を実
施し、人権啓発ビデオの視聴と講和を通して、人権問題について学

11月2日 伊予市立由並小学校 伊予市立由並小学校 無料 伊予市立由並小学校

愛媛県 伊予市 ①② 秋のふるさと交流会
地域の方・保護者などと一緒に、調理体験をしたり、ニュースポーツを
したりして、いろいろな活動を通じて、交流します。

11月19日 伊予市立翠小学校 伊予市立翠小学校 無料 伊予市立翠小学校

愛媛県 伊予市 ①②
伊予市人権・同和教育研究
会
（人権教育参観日）

低・中・高学年の3学級全てが、人権に視点を当てた授業を公開す
る。また、講師を招いて講演会（人権コンサート）を行い、人権につい
て深く考える機会とする。

11月1日 伊予市立翠小学校 伊予市立翠小学校 無料 伊予市立翠小学校

愛媛県 伊予市 ②③ 校内合唱コンクール 各学級で、心を一つにして取り組んだ合唱を披露し合います。 11月1日 伊予市立港南中学校体育館 伊予市立港南中学校 無料 https://konan-j.esnet.ed.jp/ 伊予市立港南中学校

愛媛県 伊予市 ②③
創立60周年記念式典・記念
行事

港南中学校創立60周年を記念し、記念式典・講演会・発表会等の行
事を行います。

11月23日 伊予市立港南中学校体育館 伊予市立港南中学校 無料 https://konan-j.esnet.ed.jp/ 伊予市立港南中学校

愛媛県 伊予市 ①②③ 伊予中学校文化祭
生徒による「総合的な学習の時間」の学習成果などのステージ発表、
美術作品などの教室展示、校内合唱コンクールを行うとともに、本校
ＰＴＡがバザーを行います。

11月2日 伊予市立伊予中学校 伊予市立伊予中学校 無料 https://iyo-j.esnet.ed.jp/ 伊予市立伊予中学校

愛媛県 伊予市 ② 文化活動発表会
学習成果の発表の場として、ステージ発表、学習作品展示、全校合
唱、劇の上演等を行い、小学生･保護者・地域の方々に広く公開しま

11月3日 伊予市立中山中学校 伊予市立中山中学校 無料 https://nakayama-j.esnet.ed.jp/ 伊予市立中山中学校

愛媛県 伊予市 ② 朝のあいさつ運動
ＰＴＡ活動の一環として、親子で学校校門付近に立ち、登校する児童
生徒や地域の方々に朝のあいさつを行います。

11月1～15日 伊予市立中山中学校 伊予市立中山中学校 無料 https://nakayama-j.esnet.ed.jp/ 伊予市立中山中学校

愛媛県 伊予市 ②③
開校10周年記念式典・記念
行事
双海中フェスタ

開校10周年記念行事として午前中「記念式典」「記念講演」、午後「双
海中フェスタ」（「合唱」「人権劇」等）を行います。

10月27日 伊予市文化ホール 伊予市立双海中学校 無料 伊予市立双海中学校

愛媛県 伊予市 ①②③
下灘公民館まつり
双海文化協会芸能発表会

文化の日に下灘地区自治公民館・各種団体による地元物産品の販
売やバザー、子ども読み語り隊の発表を行うとともに、保育所・小中
学生・一般の方の作品展示を行います。また、同日に双海文化協会
主催の芸能発表会を開催し、加盟団体の歌や踊り詩吟等を発表しま

11月3日 下灘コミュニティーセンター・下灘体育館 下灘公民館祭り実行委員会・双海文化協会 無料 双海地区公民館

愛媛県 伊予市 ①②③ 上灘公民館まつり
上灘地区の自治公民館・各種団体による地元物産品の販売やバ
ザー、小中学生の発表や伝統芸能(獅子舞)の発表を行います。ま
た、保育所・小中学校・一般の方の作品展示を行います。

11月10日
双海地域事務所・上灘トレーニングセン
ター

上灘公民館まつり実行委員会 無料 双海地区公民館

愛媛県 伊予市 ③ なかやま芸能発表会
舞踊・太鼓・カラオケなど、趣味グループの皆さんが、日頃の練習の
成果を披露します。

11月17日 中山地区公民館 中山町文化協会 無料
社会教育課
中山地区公民館

愛媛県 内子町 県民総合文化祭 県民総合文化祭「モダンダンス公演」 11月24日(日） 内子座（喜多郡内子町内子2102番地）

愛媛県 内子町 ②
「児童生徒を守り育てる日」
交通指導

本校生を中心に地元生徒の登校時の交通マナーの向上や身だしな
みの向上を狙いとして実施します。

11月1日 通学路主要交差点、バス停 小田高等学校 無料
小田高校ホームページ
https://oda-h.esnet.ed.jp/

小田高等学校

愛媛県 内子町 ② 校内マラソン大会
男子7.3km、女子4.5kmのマラソンを通して、自己の能力を最大限に発
揮し、記録向上の喜びや競争の楽しさを味わうとともに、基礎体力の
向上を狙いとして実施します。

11月6日 旧小田町内 小田高等学校 無料
小田高校ホームページ
https://oda-h.esnet.ed.jp/

小田高等学校

愛媛県 内子町 ② 公開授業
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業や人権・同和教育のホームルーム活
動を公開します。

11月7日～8日 小田高等学校各教室他 小田高等学校 無料
小田高校ホームページ
https://oda-h.esnet.ed.jp/

小田高等学校

愛媛県 内子町 ② 体験型職業ガイダンス
上級学校教職員等による各種職種の説明及び体験学習を通して、正
しい職業観や勤労観の育成を目指して実施します。

11月12日 小田高等学校各教室他 小田高等学校 無料
小田高校ホームページ
https://oda-h.esnet.ed.jp/

小田高等学校

愛媛県 内子町 ②
公開授業及び相互授業参
観週間

保護者、地域関係者に授業や学校の様子を公開することで「開かれ
た学校づくり」を実践し、教職員同士で相互参観することにより、新し
い指導法、教授法等を身につける機会としています。

11月11日～15日 内子高等学校 内子高等学校 無料
内子高校ホームページ
https://uchiko-h.esnet.ed.jp/

内子高等学校

愛媛県 内子町 ② 人権集会
保護者、地域関係者を招き、人権標語、人権作文、人権ポスターの
表彰や人権委員会研究発表、人権クイズ、手話講座、手話コーラス
など様々な視点から人権について学びます。

12月6日 内子高等学校 内子高等学校 無料
内子高校ホームページ
https://uchiko-h.esnet.ed.jp/

内子高等学校

愛媛県 内子町 ② 学習発表会
児童が、学年ごとに各教科、総合的な学習の時間などの、学習の成
果を発表します。

11月24日 内子小学校 内子小学校 無料 内子町立内子小学校

愛媛県 内子町 ② 学習発表会
各教科や総合的な学習の時間で、普段学習したことを音楽や劇、群
読等の形式で保護者や地域の方に発表する。

11月24日 内子町立大瀬小学校体育館
内子町立
大瀬小学校

無料
内子町立大瀬小学校HP
https://www.town.uchiko.ehime.jp/
site/oosesho/

内子町立大瀬小学校

愛媛県 内子町 ② 人権・同和教育参観日 人権・同和教育に視点を当てた授業公開並びに講演会 11月14日 立川小学校 立川小学校 無料 内子町立立川小学校

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

愛媛県 内子町 ② 石畳水車まつり
地域行事に参加して、ふるさと学習の発表や学習作品の展示等を行
います。

11月3日 石畳清流園 石畳自治会 無料 石畳自治会・石畳小学校

愛媛県 内子町 ② 人権・同和教育参観日 授業公開、学習作品展示、講演会等を行います。 11月17日 石畳小学校 石畳小学校 無料 内子町立石畳小学校

愛媛県 内子町 ②
幼・保・小（1・2年）交流フェ
スティバル

1・2年児童と近隣の幼稚園・保育園の年長組児童と交流する。 11月上旬 内子町立天神小学校体育館 内子町立天神小学校 無料 内子町立天神小学校

愛媛県 内子町 ② 学芸会 児童による劇・音楽・ダンス等の発表 11月24日 内子町立天神小学校体育館 内子町立天神小学校 無料 内子町立天神小学校

愛媛県 内子町 ② 学芸会

学習の成果を生かして、各学年や学団で劇、ダンス、音楽等の練習
を行い、保護者及び地域に広く公開します。地域への案内状の配付
については、近くの児童が直接行います。また、PTA有志による自作
劇の公開を約20年間実施しています。

11月24日
五十崎小学校
体育館

五十崎小学校 無料
https://www.town.uchiko.ehime.jp/
site/ikasho/

内子町立五十崎小学校

愛媛県 内子町 ② 学芸会
学習成果発表の場として、保護者・地域住民に、劇やダンス、合唱・
合奏などを発表します。

11月24日 小田自治センター 小田小学校 無料 内子町立小田小学校

愛媛県 内子町 ② 文化祭・人権集会

○PTAバザー開催　 保護者主催・運営のバザーを実施します。
○人権集会　 生徒による人権作文発表、人権委員を中心とした人権
劇、PTA人権・同和教育部の方々による展示を行います。また夏季休
業中にはPTA連合会人権同和教育部主催による、生徒・教職員合同
の研修会を開催します。

10月27日 内子中学校体育館
内子中学校
内子中学校PTA

無料
【内子中学校ＨＰ】
https://www.town.uchiko.ehime.jp/
site/uchichu/

内子町立内子中学校

愛媛県 内子町 ②
大瀬中学校文化祭親子学
習会

大瀬中学校文化祭の催し物の一つとして、外部講師をお招きし、保
健に関する講演会を行います。

10月20日 内子町立大瀬中学校音楽ドーム 大瀬中学校ＰＴＡ人権･同和教育委員会 無料 内子町立大瀬中学校

愛媛県 内子町 ②③ 五十崎中学校文化祭

長年続いているPTA主催のバザーを開催し、地域の方々に中学校に
来て頂くよい機会としている。地元の米や餅米を材料に、おにぎりや
つきたての餅などを販売している。生徒たちは、学年単位の合唱コン
クールやブロック対抗の合唱生徒有志たちによる舞台発表、英語弁
論大会に出場した生徒の発表なども行い、来られた方々に披露する

11月未定 五十崎体育館
五十崎中学校生徒会
五十崎中学校PTA

無料 内子町立五十崎中学校

愛媛県 内子町 ② 高齢者との交流会 高齢者との交流会(会話、ゲーム、合唱、共同制作、記念撮影等) 11月中 小田中学校 小田中学校 無料 内子町立小田中学校
愛媛県 内子町 ② 保育参観日・子育て講演会 保育参観、子育て講演会、PTAのよるバザーを行います。 11月6日 内子幼稚園 内子幼稚園 無料 内子町立内子幼稚園
愛媛県 内子町 ② 園開放日 未就園児との交流活動を行います。 11月12日 内子幼稚園 内子幼稚園 無料 内子町立内子幼稚園
愛媛県 内子町 ② 参観日 「川の生き物について」の講話と演習 8月27日 立川幼稚園 立川幼稚園 無料 内子町立立川幼稚園
愛媛県 内子町 ② 園開放日 未就園児との交流 11月21日 立川幼稚園 立川幼稚園 無料 内子町立立川幼稚園
愛媛県 内子町 ② 学芸会 園児が歌やダンス、劇の発表を行います。 11月23日 内子町立五十崎幼稚園 内子町立五十崎幼稚園 無料 内子町立五十崎幼稚園

愛媛県 内子町 ② 学芸会
小田小学校と合同で、学芸会を行います。ダンス・歌などをステージ
にて発表します。

11月24日 小田自治センタースバル
小田小学校
小田幼稚園

無料 内子町立小田幼稚園

愛媛県 内子町 ② 園開放日 幼稚園にて、未就園児との交流を行います。 11月 小田幼稚園 小田幼稚園 無料 内子町立小田幼稚園

愛媛県 内子町 ③ うちこ文化祭
内子小児童・内子中生徒書道作品展示
内子中生徒・内子高生徒吹奏楽演奏

11月 内子自治センター 内子自治センター 無料 内子自治センター

愛媛県 内子町 ③ 内子東自治センターまつり
管内地域住民の交流を目的に開催される文化祭。管内の保育所、小
学校児童の書道や絵画や文化団体の工芸作品展示などを行う。ま
た、管内自治会によるバザー・物販販売や、太鼓の演奏などを行う。

11月17日 内子東自治センター 内子東自治センター 無料 内子東自治センター

愛媛県 内子町 ③ 大瀬農業祭柿まつり 大瀬地区特産の柿の収穫祭、様々なイベント、バザーが実施される。 11月 大瀬自治センター 大瀬自治センター 無料 大瀬自治センター
愛媛県 内子町 ③ 五十崎文化祭 児童生徒作品の展示ほか 11月3日 五十崎自治センター 内子町文化協会五十崎支部 無料 五十崎自治センター

愛媛県 内子町 ③ 小田の郷ふるさとまつり
児童生徒作品の展示
地域の文化祭のオープニングセレモニーとして、ステージ発表、作品
展示をおこないます。

11月3日 小田自治センタースバル 小田自治センター 無料 小田自治センター

愛媛県 内子町 ① 内子町読書活動研究集会
町内の中学生と一般を対象に作家による読書の大切さを語る講演会
を実施

11月 内子町図書情報館 内子町図書情報館 無料 内子町図書情報館

愛媛県 内子町 ② 町音楽発表会 町内小・中学校の音楽発表会を実施 11月6日 小田自治センタースバル 内子町教育委員会 無料 内子町教育委員会　学校教育課

愛媛県 内子町 ② 立川文化産業祭
農産物の品評会や書画の展示、立川の味の手打ちうどんなどバザー
を行い、子どもや保護者、地域の交流を行う。

11月3日 立川自治会館 立川自治会 無料 立川自治会

愛媛県 宇和島市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者近隣の中高校の教職員、
地域の方々を対象に授業を公開します。

11月8日 宇和島東高等学校 宇和島東高等学校 無料
宇和島東高校ホームページ
https://uwajimahigashi-
h.esnet.ed.jp/

宇和島東高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 人権・同和教育講演会
毎年、人権・同和教育の一環として講演会を実施しており、講演会終
了後は、講師の先生を囲んで、人権委員会を中心とした学習会を
行っています。

11月8日 宇和島東高等学校 宇和島東高等学校 無料
宇和島東高校ホームページ
https://uwajimahigashi-
h.esnet.ed.jp/

宇和島東高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 保育園での体験学習

園児との交流を通して、心身の発達段階や個々の個性を理解し、保
育者の立場で子どもを受け入れる姿勢を養うため、体験学習を実施
します。実習では家庭科で学んだ知識や技能を生かすとともに、授業
で作成した絵本などの作品も披露します。

10月下旬～11月上旬 宇和島東高等学校 宇和島東高等学校 無料
宇和島東高校ホームページ
https://uwajimahigashi-
h.esnet.ed.jp/

宇和島東高等学校

愛媛県 宇和島市 ② ナイトカーニバル文化祭
保護者や全日制の生徒・教職員の積極的な協力と参加を得て、美
術・家庭科の授業で制作した作品や学校行事・記念行事の写真等を
展示し、各年次が工夫を凝らしたバザーを実施します。

10月31日
宇和島東高校
定時制

宇和島東高校定時制 無料
宇和島東高校定時制ホームペー
ジhttps://uwajimahigashi-h-
pt.esnet.ed.jp/index.php

宇和島東高校(定時制)

愛媛県 宇和島市 ② 生徒研究発表会
日頃課題研究として班に分かれて取り組んできた研究成果を、各科
代表が発表します。審査も行い、最優秀賞と優秀賞を受賞した班は、
後日行われる四国大会に参加します。

11月2日 宇和島水産高等学校 宇和島水産高等学校 無料
宇和島水産高校ホームページ
https：//uwajimasuisan-
h.esnet.ed.jp/cms/

宇和島水産高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 水高祭
日頃の学習の成果を展示したり、各科の特徴ある物品販売、体験学
習などを広く地域の方に開放して行います。ＰＴＡの協力によるうどん
や焼きそばの販売も実施しています。

11月3日 宇和島水産高等学校 宇和島水産高等学校 無料
宇和島水産高校ホームページ
ｈｔｔｐｓ：//uwajimasuisan-
h.esnet.ed.jp/cms/

宇和島水産高等学校

愛媛県 宇和島市 ②
人権・同和教育講演会映写
会

講師をお招きして講演会を行ったり、映写会を行ったりして、人権意
識の高揚に努めています。保護者の方にも案内して、参加を呼び掛
けています。

11月22日 宇和島水産高等学校 宇和島水産高等学校 無料
宇和島水産高校ホームページ
ｈｔｔｐｓ：//uwajimasuisan-
h.esnet.ed.jp/cms/

宇和島水産高等学校

愛媛県 宇和島市 ②
「児童生徒を守り育てる日」
街頭指導

保護者と職員が街頭指導を行います。 11月7日
吉田町内
宇和島市内

吉田高等学校 無料
吉田高校ホームページ
https://ehm-yoshida-

吉田高等学校

愛媛県 宇和島市 ② インターンシップ
産業の現場などで、生徒が自分の学習内容や進路などに関連した就
業体験をします。

11月11～15日 企業、自治体他 吉田高等学校 無料
吉田高校ホームページ
https://ehm-yoshida-

吉田高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 文化祭
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の認定子ども園、小
学校と連携し、作品展示、生徒発表、バザー等を公開します。

10月26日～27日 三間高等学校 三間高等学校 無料
三間高等学校HP
https://mima-h.esnet.ed.jp/ 三間高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 授業公開、相互参観授業
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月8日～14日 三間高等学校 三間高等学校 無料
三間高等学校HP
https://mima-h.esnet.ed.jp/ 三間高等学校

愛媛県 宇和島市 ②
授業公開（人権・同和教育
ホームルーム活動）

「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月8日 三間高等学校 三間高等学校 無料
三間高等学校HP
https://mima-h.esnet.ed.jp/ 三間高等学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 宇和島市 ①
三間町人権あったかコン
サート

豊かな人間関係づくりを目的に、三間町住民、小学校、中学校、高等
学校の生徒が協力し、あらゆる差別と偏見のない明るく住みやすい
街実現のための活動を行います。

12月6日 三間町コスモスホール 宇和島市教育委員会 無料
三間高等学校HP
https://mima-h.esnet.ed.jp/

三間高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 文化祭
生徒の主体的・自主的な活動の下、各クラス・文化部・各種委員会が
中心となり展示・発表等を実施します。また、PTAと連携し地元の食
材販売やバザーを実施します。

11月9日 津島高等学校 津島高等学校 無料
津島高等学校ホームページ
https://ehm-tsushima-
h.esnet.ed.jp/cms/

津島高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 人権・同和教育講演会
外部講師による講演等を通じて、生徒、教職員、保護者が一体とな
り、明るい展望をもって主体的に人権問題解決に取り組む機会として
います。

11月14日 津島高等学校 津島高等学校 無料
津島高等学校ホームページ
https://ehm-tsushima-
h.esnet.ed.jp/cms/

津島高等学校

愛媛県 宇和島市 ② 文化祭
吹奏楽部、邦楽部が体育館で演奏を行い、校内各教室等で文化部
や学級・クラスが展示や発表を行う。また、生徒による出店（屋台村）
やＰＴＡの協力による焼きそば等の販売も実施する。

11月3日 宇和島南中等教育学校 宇和島南中等教育学校 無料
宇和島南中等教育学校ホーム
ページhttps://uwajimaminami-
h.esnet.ed.jp/

宇和島南中等教育学校

愛媛県 宇和島市 ②
授業公開
講演会

人権・同和教育に関する授業公開と講演会を行います。 11月10日 三浦小学校 宇和島市立三浦小学校 無料 宇和島市立三浦小学校

愛媛県 宇和島市 ① 学習発表会
日頃の学習の成果や演劇などを披露し、保護者や地域に元気と感動
を与える

11月24日 高光小学校体育館 宇和島市立高光小学校 無料 宇和島市立高光小学校

愛媛県 宇和島市 ①② 音楽会 各学年による合唱や合奏の発表 11月23日 明倫小学校体育館 宇和島市立明倫小学校 無料 宇和島市立明倫小学校
愛媛県 宇和島市 ② 音楽会 合唱・合奏の発表 11月24日 宇和津小学校屋内運動場 宇和島市立宇和津小学校 無料 https://uwatsu-e.esnet.ed.jp/ 宇和島市立宇和津小学校
愛媛県 宇和島市 ② 家族参観日 人権・同和教育に関する公開授業及び講演会を行います。 11月4日 鶴島小学校各教室及び体育館 宇和島市立鶴島小学校 無料 宇和島市立鶴島小学校
愛媛県 宇和島市 ② 音楽会 合唱や合奏を各学年が発表する。金管バンドの発表も行う。 11月9日 和霊小学校体育館 宇和島市立和霊小学校 無料 宇和島市立和霊小学校
愛媛県 宇和島市 ② 音楽会 各学年が、合唱や合奏の発表をする。 11月17日 住吉小学校体育館 宇和島市立住吉小学校 無料 宇和島市立住吉小学校
愛媛県 宇和島市 ② 天神チャレンジ 学習発表会、異学年交流、保護者・地域との交流 11月24日 天神小学校 宇和島市立天神小学校 無料 宇和島市立天神小学校
愛媛県 宇和島市 ① 音楽会 各学年の特色を生かして、音楽（合唱・合奏）発表をします。 11月16日 番城小学校体育館 宇和島市立番城小学校 無料 http://banjo-e.esnet.ed.jp/html/ 宇和島市立番城小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学校行事公開
児童の自主性、創造性を育て、豊かに表現する力の育成を図ること
をねらいとした学校行事「学習発表会」を実施し、児童の日頃の学習
の成果を保護者・地域の方に広く公開します。

11月17日 吉田小学校体育館 宇和島市立吉田小学校 無料 宇和島市立吉田小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 各学年の学習成果と音楽（合唱・合奏）を発表する。 11月24日 奥南小学校体育館 宇和島市立奥南小学校 無料 https://okuna-e.esnet.ed.jp/html/ 宇和島市立奥南小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会
全校児童が、保護者や地域の方々に対して、日頃の学習の成果を発
表する。

11月16日 喜佐方小学校体育館 宇和島市立喜佐方小学校 無料
宇和島市立喜佐方小学校HP 
https://kisagata-e.esnet.ed.jp/

宇和島市立喜佐方小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 各学年のステージ発表や全校合唱などを行う。 11月24日 立間小学校体育館 宇和島市立立間小学校 無料 宇和島市立立間小学校

愛媛県 宇和島市 ② 参観日　学校保健委員会
参観授業を見ていただいた後、学校保健に関する講演会を実施す
る。

11月21日 玉津小学校 宇和島市立玉津小学校 無料
https://yoshida-tamatsu-
e.esnet.ed.jp/

宇和島市立玉津小学校

愛媛県 宇和島市 ② 家族参観日
人権・同和教育に関する参観授業及び講演会、音楽発表会、学級
PTA対抗レクバレーボール大会を行います。

11月9日
成妙小学校
各教室、体育館

宇和島市立成妙小学校 無料 宇和島市立成妙小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会
第1学年から第6学年それぞれの学年で、日頃学習した成果の発表を
行う。

11月30日
三間小学校
体育館

宇和島市立三間小学校 無料 宇和島市立三間小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 保護者や地域の方に対して日頃の学習の成果を発表する。 11月24日
二名小学校
屋内運動場

宇和島市立二名小学校 無料
二名小学校ＨＰ
http://futana-e.esnet.ed.jp/html/

宇和島市立二名小学校

愛媛県 宇和島市 ①②
校区別人権・同和教育懇談
会

授業を公開するとともに、人権・同和教育に関する講演を行う。 10月20日 清満小学校
宇和島市立清満小学校
宇和島市立清満公民館

無料
https://kiyomitu-
e.esnet.ed.jp/index.php

宇和島市立清満小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 学習の成果を発表する。 11月24日 清満小学校 宇和島市立清満小学校 無料
https://kiyomitu-
e.esnet.ed.jp/index.php

宇和島市立清満小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 学習成果の発表会として、ステージ発表、学習作品展示を行う。 12月1日
御槙小学校
体育館

宇和島市立
御槙小学校

無料 https://new-mimaki-e.esnet.ed.jp/ 宇和島市立御槙小学校

愛媛県 宇和島市 ② 授業公開 保護者・地域住民へ授業を公開する。 11月1日 岩松小学校
宇和島市立
岩松小学校

無料
https://iwamatsu-e.
esnet.ed.jp/

宇和島市立岩松小学校

愛媛県 宇和島市 ②
参観授業　校区別人権・同
和教育懇談会

人権・同和教育に関する授業公開及びワークショップ 11月10日
畑地小学校
体育館

宇和島市立畑地小学校 無料 宇和島市立畑地小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 学習発表会の公開 11月24日
下灘小学校
体育館

宇和島市立下灘小学校 無料 宇和島市立下灘小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学習発表会 各学年による学習成果発表、劇、合奏、児童有志による漁火太鼓 11月24日
北灘小学校
体育館

宇和島市立北灘小学校 無料 宇和島市立北灘小学校

愛媛県 宇和島市 ②
授業公開
校区別人権同和教育講演

人権・同和教育に関する授業公開と講演会を行います。 11月16日 結出小学校 宇和島市立結出小学校 無料 宇和島市立結出小学校

愛媛県 宇和島市 ② 人権フェスタ
人権集会として児童の発表、公民館と協力した講演会を行い、保護
者や地域の方々と共に学習する機会を作ります。

10月27日
蒋淵小学校
多目的ホール

宇和島市立蒋淵小学校
宇和島市立蒋淵公民館

無料 宇和島市立蒋淵小学校

愛媛県 宇和島市 ② 校区別人権・同和教育懇談 人権・同和教育的視点にたった授業参観と講演会を行います。 11月21日 戸島小学校 宇和島市立戸島小学校 無料 宇和島市立戸島小学校

愛媛県 宇和島市 ② 学芸会
児童が日頃学習して身に付いている力（表現力等）を生かし、劇、踊
り、学習の成果などを発表する。

11月23日
日振島小学校
体育館

宇和島市立日振島小学校
宇和島市立日振島保育所

無料 https://hiburishima-e.esnet.ed.jp/ 宇和島市立日振島小学校

愛媛県 宇和島市 ①
宇和島市立遊子小学校・甘
崎保育園
学芸会

学習したことや調べたことの内容や練習した劇や音楽などを発表しま
す。

11月30日
遊子小学校
体育館

宇和島市立遊子小学校
宇和島市立甘崎保育園

無料 宇和島市立遊子小学校

愛媛県 宇和島市 ② 城南祭
合唱コンクールや日頃の学習成果の発表会及びＰＴＡの協力でバ
ザーの開催

11月2日 城南中学校 宇和島市立城南中学校 無料 宇和島市立城南中学校

愛媛県 宇和島市 ② 文化祭 ＰＴＡがバザーを開催し、生徒以外にも地域住民とも交流を行う。 11月2日
城北中学校
体育館　他

宇和島市立城北中学校生徒会
宇和島市立城北中学校ＰＴＡ

無料 宇和島市立城北中学校

愛媛県 宇和島市 ② 文化祭 学習活動の発表や近隣高校や地域との交流を行います。 11月2日 城東中学校 宇和島市立城東中学校 無料 宇和島市立城東中学校

愛媛県 宇和島市 ③ 文化祭
合唱コンクール
総合的な学習の時間活動報告会
各種体験発表会

11月2日 吉田中学校体育館 宇和島市立吉田中学校 無料
https://ehm-yoshida-
j.esnet.ed.jp/html/modules/wordpr
ess/index.php?cat=1

宇和島市立吉田中学校

愛媛県 宇和島市 ②③ 第53回三間中学校文化祭
保護者や地域の方々を招いて文化祭を開催し、学習の成果の発表
や校内合唱コンクールを行います。

11月3日 三間中学校体育館 宇和島市立三間中学校 無料 宇和島市立三間中学校

愛媛県 宇和島市 ①②③ 文化祭 合唱コンクール、ステージ発表、展示、PTAバザー 11月4日 津島中学校体育館 宇和島市立津島中学校 無料 宇和島市立津島中学校

愛媛県 宇和島市 ② 収穫祭
自分たちが育てたサツマイモを使って、親子で触れ合いながらカレー
を作り、収穫を祝う。

11月7日 明倫幼稚園 宇和島市立明倫幼稚園 無料 宇和島市立明倫幼稚園

愛媛県 宇和島市 ① 収穫祭
老人クラブと共に育てたサツマイモを収穫し、親子でカレーを作り収
穫祭を行う。

11月8日
宇和津小学校
調理室

宇和島市立宇和津幼稚園 無料 宇和島市立宇和津幼稚園

愛媛県 宇和島市 ② 交流会 他園の園児と交流を持つ 11月5日 番城美徳認定こども園
宇和島市立
番城美徳認定こども園

無料
宇和島市立
番城美徳認定こども園

愛媛県 宇和島市 ② お芋パーティ 地域の方との交流会 11月8日 番城美徳認定こども園
宇和島市立
番城美徳認定こども園

無料
宇和島市立
番城美徳認定こども園

愛媛県 宇和島市 ① 収穫祭（カレーパーティ）
食育の日に、園で収穫したサツマイモを使って、親子でカレー作りを
行い収穫の喜びを味わう。

11月19日 岩松幼稚園 宇和島市立岩松幼稚園 無料 宇和島市立岩松幼稚園

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



1033

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

愛媛県 宇和島市 ①③ お祭りごっこ 自作の神輿を担いで練り歩き、保護者や地域の人達との交流を図り 11月1日 清満幼稚園周辺 宇和島市立清満幼稚園 無料 宇和島市立清満幼稚園

愛媛県 宇和島市 ①③ もちつき大会
昔ながらの方法で、もちつきを体験しながら保護者や地域の人達との
交流を図ります。

11月15日 清満幼稚園 宇和島市立清満幼稚園 無料 宇和島市立清満幼稚園

愛媛県 宇和島市 ① 秋の花いっぱい運動
自治会を中心としたメンバーで公民館敷地内の花壇やプランターに
花苗を550本植える。

11月4日
住吉公民館
樺崎三角花壇

自治会
宇和島市立住吉公民館

無料 宇和島市立住吉公民館

愛媛県 宇和島市 ① グランドゴルフ教室 グランドゴルフを通した世代間の交流。 11月上旬 三浦小学校 宇和島市立三浦公民館 無料 宇和島市立三浦公民館

愛媛県 宇和島市 ①
校区別人権・同和教育懇談
会

人権・同和教育に関する授業参観及び講演会 11月中旬 畑地小学校
宇和島市立畑地小学校
宇和島市立畑地公民館

無料 宇和島市立畑地公民館

愛媛県 宇和島市 ① ふれあいクロッケー大会 地域の老人クラブとのクロッケーを通して世代間の交流を図る 11月6日 清満小学校
宇和島市立清満小学校
清満老人クラブ宇和島市立清満公民館

無料 宇和島市立清満公民館

愛媛県 宇和島市 ① 鶴島愛ロード事業 老人クラブ、小学生との校区花壇への植栽 10月29日 鶴島公民館 宇和島市立鶴島公民館 無料 宇和島市立鶴島公民館

愛媛県 宇和島市 ① 愛護会美化推進事業 校区協賛店へ小学生の美化推進プランターの設置 11月7日 マクドナルド横花壇
鶴島児童愛護会連合会
宇和島市立鶴島公民館
宇和島市立鶴島小学校

無料 宇和島市立鶴島公民館

愛媛県 宇和島市 ③ 晦巌日記学習塾
金剛山大隆寺十五代住職 晦巖老師が遺した晦巌日記を解読する事
から、宇和島からみた幕末史について学習する。

11月9日･23日 中央公民館
宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課

宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課

資料代のみ必要

愛媛県 宇和島市 ②
津島町文化祭
（展示・文芸・生活文化部

宇和島市文化協会津島支部所属団体等による絵画・写真・生花・書
道・盆栽、小中学生の書道・美術作品等の展示。

11月22～24日 岩松公民館 津島町文化祭実行委員会 無料
宇和島市津島支所
教育係

愛媛県 宇和島市 ②
津島町文化祭
（芸能部門）

宇和島市文化協会津島支部所属団体等による詩吟・コーラス・とっぽ
話・民舞・日舞・フラダンスなどの発表。

11月10日 岩松公民館 津島町文化祭実行委員会 無料
宇和島市津島支所
教育係

愛媛県 宇和島市 ② 吉田町　文化祭
寒蘭、書道、お茶席、老人クラブ作品、陶芸作品、婦人手作り作品、
写真、絵画、生け花、俳句、短歌、フラワーデザイン展など。

11月9日･10日 吉田公民館 吉田町文化祭・芸能祭実行委員会 無料
宇和島市吉田支所
教育係

愛媛県 宇和島市 ② 宇和島市民文化祭

市民、文化活動団体等による詩吟・コーラス・民舞・日舞・フラダンス
などの発表および絵画・写真・生花・書道・盆栽、小中学生の書道・美
術作品等の展示。
テーマ「復興へ愛顔(えがお)の力を　令和の未来へ夢を！」

10～11月
南予文化会館・
公民館・生涯学習センター他

宇和島市民文化祭実施委員会 無料
宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課

愛媛県 宇和島市 ② 第73回南予美術展
宇和島の風土に根付いた自由な気風を守りつつ、地域の芸術文化
の向上に努める事を基本理念の一つとしたアンデパンダン形式の美
術展。今年で73回目の開催を迎える。

11月16～26日 中央公民館
宇和島市・
教育委員会

無料
宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課

愛媛県 宇和島市 ③
令和元年度復興応援プロ
ジェクト　秋期特別展「東海
道五十三次　-ダテハクで時

宇和島伊達家伝来資料から、「東海道五十三次蒔絵盃」を中心に、
江戸から富士山を眺めつつ、京都へ続く東海道の名所を紹介。復興
応援プロジェクトとして復刻版「東海道五十三次」（大洲市蔵）も特別

10/4～11/10 宇和島市立伊達博物館
宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課

http://www.city.uwajima.ehime.jp/
site/datehaku-top/

宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課
伊達博物館

愛媛県 宇和島市 ③
2019伊達家コレクション展2
「旅する参勤交代　-宇和島
藩主、いざ旅へ-」

宇和島伊達家コレクションから、旅にまつわる記録や、江戸時代に描
かれた名所の風景画、さらに、これまで取り上げる機会が無かった宇
和島伊達家の参勤交代について紹介する。

11/15～2/2 宇和島市立伊達博物館
宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課

http://www.city.uwajima.ehime.jp/
site/datehaku-top/

宇和島市教育委員会
文化・スポーツ課
伊達博物館

愛媛県 宇和島市 ①② 人権を考える市民の集い 講演 11月中 未定 人権啓発課 無料
宇和島市教育委員会
人権啓発課

愛媛県 宇和島市 ①② 笑顔の集いinつしま 講演 11月中 津島中学校 人権啓発課 無料
宇和島市教育委員会
人権啓発課

愛媛県 大洲市 ② 人権・同和教育講演会
講演会を通して、人権意識の高揚や自発的に啓発活動へ取り組む姿
勢を養います。

11月8日 大洲高等学校体育館 大洲高等学校 無料
大洲高校ホームページ
https://ehm-ohzu-
h.esnet.ed.jp/cms/

大洲高等学校

愛媛県 大洲市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、学校評議員、近隣の小中
高校の教職員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月7日～8日 大洲高等学校各教室
大洲高等学校

無料
大洲高校ホームページ
https://ehm-ohzu-
h.esnet.ed.jp/cms/

大洲高等学校

愛媛県 大洲市 ③ お茶会
総合的な学習の時間に会得した生徒によるお点前を披露します。保
護者、教員だけでなく、地域のお年寄りや保育園児を招待して茶会を
催し、他班の活動によるバンド演奏やダンスなども披露します。

11月6日 大洲高等学校肱川分校 大洲高等学校肱川分校 無料
大洲高等学校肱川分校ホーム
ページ
https://ehm-ohzu-h-

大洲高等学校肱川分校

愛媛県 大洲市 ② 花いっぱい運動
学校の花壇や、バス停のプランターなど学校周辺に花の苗を植える
活動をします。

10月29日 大洲高等学校肱川分校 大洲高等学校肱川分校 無料
大洲高等学校肱川分校ホーム
ページ
https://ehm-ohzu-h-

大洲高等学校肱川分校

愛媛県 大洲市 ① 肱川ふれあいまつり
風の博物館(風のり広場)において行われるイベントに肱川分校として
参加します。ブースを展開し、バザー、展示等を実施します。同時に
地域の方々とも交流します。

11月17日
風の博物館
風のり広場

肱川ふれあいまつり実行委員会 無料
大洲市観光協会
http://www.oozukankou.jp/event-
aki3.html

肱川ふれあいまつり実行委員会
大洲高等学校肱川分校

愛媛県 大洲市 ② 愛リバー清掃活動
肱川分校周辺の河原の清掃等（草刈りやゴミ拾い）をします。清流肱
川の自然を守り、環境保護の精神を養います。

11月19日 大洲高等学校肱川分校 大洲高等学校肱川分校 無料
大洲高等学校肱川分校ホーム
ページ
https://ehm-ohzu-h-

大洲高等学校肱川分校

愛媛県 大洲市 ①
大農うきうきわくわくスクー
ル

喜多小学校2年生の希望者を募り、高校生が指導者となって体験的
な
授業を実施します。授業の内容は田植え、稲刈り、調理、小物づくり

11月2日 大洲農業高校施設、農場他 大洲農業高等学校 無料
大洲農業高校ホームページ
https://ohzu-ah.esnet.ed.jp/cms/

大洲農業高等学校

愛媛県 大洲市 ① 大農開放講座

高校生が教える側、地域住民や教職員が教わる側となり実施する、
本校独自のおもしろい事業です。多肉植物の寄植、苔玉作り、ﾊﾞｲﾃｸ
実習、和菓子作り、加工品作りなど年間5回実施します。

11月2日 大洲農業高校施設他 大洲農業高等学校
大洲農業高校ホームページ
https://ohzu-ah.esnet.ed.jp/cms/

大洲農業高等学校

愛媛県 大洲市 ② 農業祭

日頃の学習の成果を披露する本校の一大イベントです。各専攻班で
作った草花・作物・果物・加工品などの販売の他、学科ごとの学習
展、文化部活動展等があります。バザーの部では生徒の手作り定食
を出す大農レストラン、手作りケーキを加えての喫茶DAINO、PTAバ
ザーなどもあり、買い物や食事を楽しんでいただけます。催し物として
吹奏楽部の演奏、お茶席、餅まき、小動物との触れ合いコーナーなど
があり、毎年たくさんのお客さんでにぎわっています。

11月10日 大洲農業高校敷地全体 大洲農業高等学校 無料
大洲農業高校ホームページ
https://ohzu-ah.esnet.ed.jp/cms/

大洲農業高等学校

愛媛県 大洲市 ②
創立80周年記念式・記念講
演

「咲き誇れ80年-無限に続く道-」をテーマに、80周年記念式と記念講
演を実施する予定です。

11月8日 長浜高等学校 長浜高等学校 無料
長浜高校ホームページ
https://ehm-nagahama-
h.esnet.ed.jp/cms/

長浜高等学校

愛媛県 大洲市 ② 記念長高フェスティバル
記念長高フェスティバルでは、文化部や生徒有志による発表や展
示、PTAの協力によるうどんやカレーの販売のほか、長浜高校の歴
史を振り返る校史展を実施する予定です。

11月9日 長浜高等学校 長浜高等学校 無料
長浜高校ホームページ
https://ehm-nagahama-
h.esnet.ed.jp/cms/

長浜高等学校

愛媛県 大洲市 ② マラソン大会
男子7ｋｍ、女子5.6ｋｍの距離を走ります。長浜のシンボルである「赤
橋」をコースに含む海沿いのルートです。

11月13日 長浜高等学校及び周辺地域 長浜高等学校 無料
長浜高校ホームページ
https://ehm-nagahama-
h.esnet.ed.jp/cms/

長浜高等学校

愛媛県 大洲市 ② 人権問題学習会
同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい認識とその解決を
目指し、講演会または映写会を実施する予定です。

11月15日 長浜高等学校 長浜高等学校 無料
長浜高校ホームページ
https://ehm-nagahama-

長浜高等学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 大洲市 ② 長高水族館の一般公開

毎月第3土曜日に一般公開されています。時間は11時から15時で
す。60以上の水槽に150種以上の生物を飼育しており、水族館の生
徒が水槽の説明をするほか、生徒会によるカフェや家庭クラブによる
ふれあい広場も行われます。

11月16日 長浜高等学校 長浜高等学校 無料
長浜高校ホームページ
https://ehm-nagahama-
h.esnet.ed.jp/cms/

長浜高等学校

愛媛県 大洲市 ② 公開保育 アピール参観日として、公開保育を行います。 10月20日 大洲幼稚園 大洲市立大洲幼稚園 無料 大洲市立大洲幼稚園
愛媛県 大洲市 ② 学芸会 音楽・表現・劇等の発表を行います。 12月1日 喜多幼稚園 大洲市立喜多幼稚園 無料 大洲市立喜多幼稚園

愛媛県 大洲市 ② もちつき、収穫感謝祭
久米小学校が伝統的に実施している学校行事である、学校田で収穫
できたもち米を使用したもちつきや収穫を祝う会に、幼稚園も参加し

10月25日 久米小学校運動場及び体育館 久米小学校 無料 大洲市立久米小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会 園児による音楽・表現・劇等の発表を行います。 12月1日 平野幼稚園 大洲市立平野幼稚園 無料 大洲市立平野幼稚園
愛媛県 大洲市 ② 学芸会 劇・表現・音楽等の発表を行います。 11月24日 肱川小学校体育館 大洲市立肱川幼稚園 無料 大洲市立肱川幼稚園

愛媛県 大洲市 ② 河辺幼小中合同学芸祭
園児・児童による劇・音楽・表現・学習発表を行います。
生徒による学習発表を行います。

11月17日
河辺小学校
体育館

大洲市立河辺幼稚園 無料
大洲市立河辺小中学校
大洲市立河辺幼稚園

河辺小学校
河辺中学校と共催

愛媛県 大洲市 ② 学習発表会
各学年が、授業における学習内容やその発展的な内容をもとに創り
上げた表現活動を行います。

11月24日 大洲小学校体育館 大洲市立大洲小学校 無料
大洲小学校
https://ehm-ohzu-e.esnet.ed.jp/

大洲市立大洲小学校

愛媛県 大洲市 ①② きたっ子文庫読み聞かせ会
読み聞かせサークル「きたっ子文庫」が、生演奏による効果音を付け
ながら児童向け絵本の読み聞かせを行います。

10月11日 喜多小学校体育館
大洲市立喜多小学校
きたっ子文庫

無料
喜多小学校
https://ohzu-kita-e.esnet.ed.jp/

大洲市立喜多小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会 学校行事である学芸会を地域に公開する。 11月24日 平小学校 大洲市立平小学校 無料
平小学校
https://ohzu-taira-e.esnet.ed.jp/

大洲市立平小学校

愛媛県 大洲市 ② もちつき・収穫感謝祭
学校田で収穫できたもち米で、もちつきや収穫を祝う会を伝統的に実
施しています。学校行事公開

10月25日 久米小学校運動場及び体育館 大洲市立久米小学校 無料
久米小学校
https://ohzu-kume-e.esnet.ed.jp

大洲市立久米小学校

愛媛県 大洲市 ②
久米小学校百周年記念式
典

久米小学校創立百周年を記念して、実行委員会が地元有志の会で
立ち上がり、イベントを企画しています。記念式典及び記念行事公開

10月27日 久米小学校運動場及び体育館
大洲市久米小学校百周年記念事業実行委
員会

無料
久米小学校
https://ohzu-kume-e.esnet.ed.jp

大洲市立久米小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会
全校児童が、劇、表現、音楽の発表を通して、保護者や地域の皆さ
んに学習の成果を発表します。

11月24日 久米小学校体育館 大洲市立久米小学校 無料
久米小学校
https://ohzu-kume-e.esnet.ed.jp

大洲市立久米小学校

愛媛県 大洲市 ② 学習発表会
児童が各教科や総合的な学習の時間、ふるさと学習等で学んだ成果
をプレゼンや役割演技、音楽など多様な方法で表現し、保護者や地
域の方々に見ていただきます。

11月23日 平野小学校体育館 大洲市立平野小学校 無料
平野小学校
https://hirano-e.esnet.ed.jp/

大洲市立平野小学校

愛媛県 大洲市 ② もちつき体験
ふるさと学習の一貫として、地域のお年寄りに指導していただきなが
ら米作りを行い、収穫した米を使ってもちつきをすることで地域のお年
寄りとの交流を深めます。

11月中 平地上分館 大洲市立平野小学校 無料
平野小学校
https://hirano-e.esnet.ed.jp/

大洲市立平野小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会 劇・音楽・表現等の発表を行います。 11月24日 菅田小学校体育館 大洲市立菅田小学校 無料
菅田小学校
https://sugeta-e.esnet.ed.jp/

大洲市立菅田小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会
日頃の学習成果を総合的に発展させ、劇や表現活動、音楽等の発
表会を行います。

11月23日 新谷小学校体育館 大洲市立新谷小学校 無料
新谷小学校
https://niiya-e.esnet.ed.jp/

大洲市立新谷小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会 全校児童による、劇、音楽等のステージ発表を行います。 11月24日 三善小学校屋内運動場 大洲市立三善小学校 無料
三善小学校
https://ohzu-miyoshi-

大洲市立三善小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会
学習の総合的な発表の場として開催します。劇や表現、器楽や和太
鼓などの音楽を全校児童が発表します。

11月24日 粟津小学校体育館 大洲市立粟津小学校 無料
粟津小学校
https://awazu-e.esnet.ed.jp

大洲市立粟津小学校

愛媛県 大洲市 ② 学習発表会
教科で学習したことの発展・応用・報告（劇・表現・音楽等の発表）を
行います。

11月17日 長浜小学校体育館 大洲市立長浜小学校 無料
長浜小学校
https://nagahama-e.esnet.ed.jp

大洲市立長浜小学校

愛媛県 大洲市 ② 学芸会 劇・音楽・表現等の発表を行います。 11月24日 肱川小学校体育館 大洲市立肱川小学校 無料
肱川小学校
http://hijikawa-e.esnet.ed.jp/

大洲市立肱川小学校

愛媛県 大洲市 ② 河辺幼小中合同学芸祭
園児・児童による劇・音楽・表現・学習発表を行います。
生徒による学習発表を行います。

11月17日 河辺小学校体育館 大洲市立河辺小学校 無料
河辺小学校
https://kawabe-e.esnet.ed.jp

大洲市立河辺小学校
河辺幼稚園、河辺中
学校と共催

愛媛県 大洲市 ② 人権教育参観日
授業参観を行い、生徒による人権集会と松本さゆり氏をお招きし、人
権コンサートを行う。

12月8日 大洲東中学校体育館 大洲東中学校 無料
大洲東中学校
https://ohzuhigashi-j.esnet.ed.jp/

大洲市立大洲東中学校

愛媛県 大洲市 ② 文化祭

大洲南中学校の新しい文化の創造・発展を図るために、合唱コン
クール、ビッグアート、海外派遣報告、生徒会主催イベント、学習成果
展示、文化部発表・作品展示を行います。また、PTA活動の推進と学
校行事の協力として、PTAバザー、PTA作品展示を行います。

10月26日 大洲南中学校・体育館 大洲市立大洲南中学校 無料
大洲南中学校
https://ohzuminami-j.esnet.ed.jp/

大洲市立大洲南中学校

愛媛県 大洲市 ② 文化発表会
合唱コンクール、海外派遣報告、ふるさと学習等の学習発表、生徒会
フリーマーケット、生徒・保護者・教職員有志による舞台発表を行いま

10月27日 平野中学校体育館 大洲市立平野中学校 無料
平野中学校
https://hirano-j.esnet.ed.jp/

大洲市立平野中学校

愛媛県 大洲市 ② 人権まつり
　人権について、生徒主体の様々な表現活動を通して学びます。人
権標語ショート･ショート、校内合唱コンクール、音楽コース演奏、PTA
バザー等を行います。

10月27日 肱東中学校体育館 大洲市立肱東中学校
肱東中学校
https://ohzu-koto-j.esnet.ed.jp/

大洲市立肱東中学校

愛媛県 大洲市 ② 人権・同和教育参観日
　人権・同和教育に関する授業参観及び講演会を通し、人権につい
て深く学びます。

12月1日
肱東中学校
各教室、体育館

大洲市立肱東中学校
肱東中学校
https://ohzu-koto-j.esnet.ed.jp/

大洲市立肱東中学校

愛媛県 大洲市 ② 文化祭
文化祭として、校内合唱コンクール、体験活動発表、総合文化部
発表、生徒有志発表、ＰＴＡバザー等を行います。

10月27日 新谷中学校・他 大洲市立新谷中学校 無料
新谷中学校
https://niiya-j.esnet.ed.jp/

大洲市立新谷中学校
屋内運動場改築工事
のため会場未定

愛媛県 大洲市 ② 人権・同和教育参観日 人権・同和教育に関する授業を行います。 12月1日 新谷中学校 大洲市立新谷中学校 無料
新谷中学校
https://niiya-j.esnet.ed.jp/

大洲市立新谷中学校

愛媛県 大洲市 ② 人権・同和教育講演会 大洲福祉会館に協力いただき、講演やコンサートなどを行います。 10月30日 新谷小学校 大洲市立新谷小学校、新谷中学校 無料

新谷小学校
https://niiya-e.esnet.ed.jp/
新谷中学校
https://niiya-j.esnet.ed.jp/

大洲市立新谷小学校、
新谷中学校

愛媛県 大洲市 ② 文化祭 合唱コンクール、吹奏楽部演奏ほかを行います。 10月27日 大洲農業高校 大洲市立大洲北中学校 無料
大洲北中学校
https://ohzukita-j.esnet.ed.jp/

大洲市立大洲北中学校
体育館・技術科教棟改
築工事中

愛媛県 大洲市 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育に関する授業を公開します。
人権委員会・ＰＴＡ人権教育部の取組を発表します。

12月8日 大洲北中学校 大洲市立大洲北中学校 無料
大洲北中学校
https://ohzukita-j.esnet.ed.jp/

大洲市立大洲北中学校
体育館・技術科教棟改
築工事中

愛媛県 大洲市 ② 文化祭
合唱コンクール、ＰＴＡバザー・フリーマーケット、有志発表・豊年踊り、
吹奏楽部演奏などを行います。

10月20日
長浜中学校
長浜スポーツセンター

大洲市立長浜中学校 無料
長浜中学校
https://nagahama-j.esnet.ed.jp/

大洲市立長浜中学校
体育館新設工事期間
中

愛媛県 大洲市 ② 人権集会・講演会 授業公開・人権集会・講演会を行います。 12月2日
長浜中学校
長浜スポーツセンター

大洲市立長浜中学校 無料
長浜中学校
https://nagahama-j.esnet.ed.jp/

大洲市立長浜中学校
体育館新設工事期間
中

愛媛県 大洲市 ② 校内音楽発表会 校内合唱コンクール・総合文化部による音楽発表を行います。 10月26日 大洲市正山体育館 大洲市立肱川中学校 無料
肱川中学校
https://hijikawa-j.esnet.ed.jp/

大洲市立肱川中学校

愛媛県 大洲市 ②
人権・同和教育参観日及び
講演会

授業参観、人権教育に関する講演会を行います。 12月8日
肱川中学校各学年の教室及び大洲市
正山体育館

大洲市立肱川中学校 無料
肱川中学校
https://hijikawa-j.esnet.ed.jp/

大洲市立肱川中学校

愛媛県 大洲市 ② 河辺幼小中合同学芸祭

河辺幼稚園、小学校、中学校の子どもたちが一堂に会し、保護者や
地域の方に見守られる中で、日ごろの学習の成果を発表します。午
前中は幼稚園児の劇やダンス、小学生の音楽発表や各教科の学習
発表、中学生の「総合的な学習に時間」の体験学習の発表を行いま
す。午後は中学生の生徒会企画や有志発表を通して地域の方とふ
れあいます。昼食時にはPTAによるバザーや中学生によるクッキー

11月17日 河辺小中学校体育館 大洲市立河辺中学校 無料
河辺中学校
https://kawabe-j.esnet.ed.jp/

大洲市立河辺中学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 大洲市 ② 大洲市小中学校音楽会

大洲市内全小中学校による音楽発表を行います。午前中は小学校
の部で合唱や器楽合奏を披露します。午後の中学校の部では、校内
合唱コンクールを勝ち抜いた学級や学年の合唱や全校で取り組む合
唱の発表があります。また、日ごろの部活動の練習成果を発揮する
吹奏楽の演奏もあります。

11月7日 大洲市民会館大ホール
大洲市教育委員会・愛教研大洲支部・大洲
市小中学校音楽班会

無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ③ 藤樹まつり神事・式典
藤樹先生の遺徳を継承し、学校教育、家庭教育、社会教育を推進す
るなかで、心の教育を重視し、その学問や教えの普及・啓発を図りま

11月1日 大洲城二の丸庭園 藤樹まつり実行委員会大洲市教育委員会 無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ② 小学生意見発表会
藤樹先生の遺徳を継承し、学校教育、家庭教育、社会教育を推進す
るなかで、心の教育を重視し、その学問や教えの普及・啓発を図りま

8月20日 大洲市民会館中ホール 藤樹まつり実行委員会大洲市教育委員会 無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ② 児童生徒作品展
藤樹先生の遺徳を継承し、市民ぐるみでよい風習を育て、郷土を愛し
明るく住みよい町づくりに寄与します。

10月23日～11月17日 大洲市博物館 藤樹まつり実行委員会大洲市教育委員会 無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ① 藤樹研修会
藤樹先生の遺徳を継承し、学校教育、家庭教育、社会教育を推進す
るなかで、心の教育を重視し、その学問や教えの普及・啓発を図りま

8月7日 大洲市民会館中ホール 藤樹まつり実行委員会大洲市藤樹会 無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ② 小学生鼓笛パレード
藤樹先生の遺徳を継承し、学校教育、家庭教育、社会教育を推進す
るなかで、心の教育を重視し、その学問や教えの普及・啓発を図りま

10月31日 肱南市街地・肱北市街地 大洲市校長会・教頭会・愛教研大洲支部 無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ③ 藤樹まつり菊花展 大洲市民会館前にて菊花展を開催します。 10月29日～11月4日 大洲市民会館前 愛媛菊花協会大洲支部 無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ① 読書活動研究集会
活字離れが進む今日、読書の普及に努めることにより、読書を通して
心豊かな人間性を培うとともに、図書館を拠点として地域文化の向上
を図るため、研究協議や講演会を実施します。

未定 大洲市立図書館
大洲市読書グループ協議会と大洲市立図書
館

無料
大洲市教育委員会
教育総務課

愛媛県 大洲市 ① 第11回大洲市駅伝大会
大会参加チームの相互交流を深めるとともに、駅伝の普及に努め
る。また、市民の健康づくり、体力づくりに対する意識の高揚を図りま

11月24日 大洲市内
大洲市・大洲市教育委員会・大洲市体育協
会

無料
大洲市教育委員会
文化スポーツ課

愛媛県 大洲市 ①
高齢者教室・婦人学級合同
研修会

健康づくりとレクリエーションを目的とする講習会を行います。 11月20日 国立大洲青少年交流の家
大洲市
肱北公民館

無料
大洲市
肱北公民館

愛媛県 大洲市 ① ふるさとまつり
　2年に一回開催する平野地区の文化的行事で、幼小中の子どもた
ちが地域住民と共に作品を展示したり、バザーや出店で買い物した
り、有志の出し物を見学したりして楽しみます。

11月17日 平野公民館 平野公民館 無料 平野公民館

愛媛県 大洲市 ① 人権・同和教育研修会
公民館学級生、各種団体・グループのリーダーを対象とする資質向
上の研修会を開く。

11月下旬 八多喜公民館 八多喜公民館 無料 八多喜公民館

愛媛県 大洲市 ① 家庭教育学級 市立図書館を見学します、うちどくを推進した取組を行います。 11月中旬 八多喜公民館 八多喜公民館 無料 八多喜公民館
愛媛県 大洲市 ① 大川ふれあい祭り 芸能発表・バザーなどがあります。 11月17日 蔵川分館（予定） 大川公民館 無料 大川公民館

愛媛県 大洲市 ① 成人学級一日研修旅行 農林業の先進地等で視察研修を行い、知識見聞を広めます。 11月下旬 未定 菅田公民館・菅田自治会
大洲市教育委員会生涯学習課
（菅田公民館）

500円

愛媛県 大洲市 ① 人権教育現地訪問研修
偏見や差別と闘い、様々な人権問題の解決に取り組んできた地域を
訪問し研修を行います。

11月下旬 未定 菅田公民館・菅田地区人権教育協議会
大洲市教育委員会生涯学習課
（菅田公民館）

500円

愛媛県 大洲市 ① ふるさとまつり
　2年に一回開催する新谷地区の文化的行事で、保小中の子どもた
ちが地域住民と共に作品を展示したり、出店で買い物したり、有志の
出し物を見学したりして楽しみ、ふるさとを満喫します。

11月17日 新谷公民館 新谷公民館 無料 大洲市新谷公民館

愛媛県 大洲市 ① 神南山登山 往復18㎞の登山 11月23日 神南山 新谷公民館 無料 大洲市新谷公民館
愛媛県警「ヤング3Ｓ運
動」との連携事業

愛媛県 大洲市 ③
第46回長浜地区生活文化
祭

ふるさと長浜の生活文化の発展向上を図るため、文化協会所属団体
や地域住民、小中学校児童等の絵・陶芸・書道等の作品を会場とな
る大洲市長浜ふれあい会館で展示します。商店街では、バザー・青
空市、郷土芸能などの発表イベントを行います。

11月2日～11月3日 大洲市長浜ふれあい会館ほか 長浜地区生活文化祭実行委員会 無料
大洲市教育委員会
生涯学習課（長浜公民館）

愛媛県 大洲市 ① 豊茂ふるさとまつり ふるさと市、バザー、郷土芸能発表等を行います。 10月10日 豊茂ふれあい広場 豊茂公民館 無料 豊茂公民館
愛媛県 大洲市 ① 今坊ふれあい祭り 郷土芸能発表、バザー等を行います。 10月27日 しおさい広場（今坊公民館前） 今坊ふれあい祭り実行委員会 無料 今坊公民館

愛媛県 大洲市 ① 作品展・バザー
園児たちの廃材を使った立体制作や、絵画・習字などの展示と、後援
会主催によるバザー、手作り品や余剰品の販売などがあります。

11月23日
認定こども園
愛媛帝京幼稚園

学校法人　帝京科学大学　
認定こども園　愛媛帝京幼稚園

http://www.ntu.ac.jp/ehimeteikyo-
youchien/

愛媛県大洲市新谷甲2003番地1
0893-25-0602

愛媛県 大洲市 ③ 帝京祭（文化祭） 各種展示・演奏・模擬店等 10月24日 帝京第五高等学校 帝京第五高等学校 http://www.ntu.ac.jp/teikyo5/
入場無料
（模擬店の商品は有料）

生徒課

愛媛県 大洲市 ② オープンスクール 中学生を対象にした部活動体験 10月15日 帝京第五高等学校 帝京第五高等学校 無料 http://www.ntu.ac.jp/teikyo5/ 事前申し込み必要 教務課

愛媛県 上島町 ③ 弓削地区文化祭 芸能発表会・展示 11月9日・10日 弓削体育館 上島町文化協会 無料
上島町教育委員会
生涯学習係

愛媛県 上島町 ③ 魚島文化祭 文化公演・芸能発表会・展示 11月2日・3日 魚島開発センター 上島町文化協会 無料
上島町教育委員会
生涯学習係魚島支所

愛媛県 上島町 ③ 生名文化祭 芸能発表会・展示 11月3日 生名小学校体育館 上島町文化協会 無料
上島町教育委員会
生涯学習係

愛媛県 上島町 ③ 岩城文化祭 文化展 11月9日・10日 岩城総合開発センター 上島町文化協会 無料
上島町教育委員会
生涯学習係岩城支所

愛媛県 上島町 ③ 上弓削ちいさな文化祭 作品展示・しめ縄つくり体験教室 12月8日 上弓削公民館 かみゆげ小さな文化祭実行委員会 無料
上島町教育委員会
生涯学習係

愛媛県 上島町 ① 琴子ども教室 琴の実技指導 毎月第1・第3日曜日 生名開発センター 上島町教育委員会 無料
上島町教育委員会
生涯学習係

愛媛県 上島町 ② 保小中合同発表会 総合的な学習の時間の研究発表 11月2日 魚島開発センター 上島町立魚島小中学校 無料 上島町立魚島小学校
愛媛県 上島町 ② 人権集会 人権標語発表・学年発表・合唱等 11月8日 弓削小学校 上島町立弓削小学校 無料 上島町立弓削小学校

愛媛県 上島町 ②
三世代交流会、地域の食文
化体験

ごま煎餅作り・味噌作り 10月7日～11日 生名小学校 上島町立生名小学校 無料 上島町立生名小学校

愛媛県 上島町 ② 人権参観日
人権集会の開催・親子人権標語の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　地域ふれあい講座（防災についての講演）

11月20日 岩城小学校 上島町立岩城小学校 無料 上島町立岩城小学校

愛媛県 上島町 ② 弓削中学校文化祭 総合的な学習の研究発表・人権劇・合唱・有志発表・作品展示 11月17日 弓削体育館 上島町立弓削中学校 無料 上島町立弓削中学校
愛媛県 上島町 ② 岩城中学校文化祭 総合的な学習の研究発表・人権劇・合唱等 11月17日 岩城開発総合センター 上島町立岩城中学校 無料 上島町立岩城中学校

愛媛県 上島町 ② 文化祭
各クラスの催し物や文化部の展示、音楽部の演奏、ＰＴＡバザー等を
計画しています。

11月3日 弓削高等学校 弓削高等学校 無料
弓削高校ホームページ
https://ehm-yuge-

弓削高等学校

愛媛県 上島町 ② インターンシップ 2年生が、上島町・因島の各事業所に分かれて就業体験を行います。 11月13日・14日 各事業所 弓削高等学校 無料
弓削高校ホームページ
https://ehm-yuge-

弓削高等学校

愛媛県 上島町 ② 学年別奉仕活動
学年ごとに、公共施設や老人福祉施設の除草作業や窓ふきなどを行
います。

11月15日 地域の施設 弓削高等学校 無料
弓削高校ホームページ
https://ehm-yuge-

弓削高等学校

愛媛県 鬼北町 ② わくわく収穫祭 近隣の小学校との連携学習の一環で、作物の収穫を祝う交流会 10月下旬 北宇和高等学校 北宇和高等学校 無料
北宇和高校ホームページ
https://kitauwa-

北宇和高等学校

愛媛県 鬼北町 ② 文化祭 生徒発表会、展示、バザー等 11月9日 北宇和高等学校 北宇和高等学校 無料
北宇和高校ホームページ
https://kitauwa-

北宇和高等学校

愛媛県 鬼北町 ② マラソン大会 男子6．5ｋｍ、女子5ｋｍのマラソン 11月20日 グラウンド、マラソンコース 北宇和高等学校 無料
北宇和高校ホームページ
https://kitauwa-

北宇和高等学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 鬼北町 ② 学習発表会 学習成果を発表することを通して、児童の表現力を養います。 11月16日 好藤小屋内運動場 好藤小学校 無料 鬼北町立好藤小学校

愛媛県 鬼北町 ①② 愛治ふれあい祭り
愛治地区の伝統文化や芸能を一層育むため、愛治小学校学芸会と
共同で美術・作品展示、伝統芸能、演芸等を行います。

11月24日 愛治小学校屋内運動場 愛治自治会 無料 鬼北町愛治公民館

愛媛県 鬼北町 ① 戸祇の子学級「戸祇山登 戸祇山の登山をします。 11月3日 三島小、戸祇山 戸祇さんへ登ろう会 三島公民館
愛媛県 鬼北町 ② 総合文化祭 劇・合唱・ダンス等発表、絵画・習字等展示があります。 11月24日 三島小学校 三島公民館三島自治会三島小 無料 三島公民館

愛媛県 鬼北町 ①②③ 遺跡まつり・学芸会

泉地区の伝統・文化を継承すると共に、生涯学習の成果を発揮し、産
業生活を見直し、明るく活力があり、夢と希望の持てる地域づくりを目
指すことを主旨とし、神事、芸能発表、バザー、もちまき等を行いま
す。また小学校学芸会を合同で開催し、学校と地域が一体となった行

11月24日 泉小学校 遺跡まつり実行委員会 無料 泉公民館

愛媛県 鬼北町 ② 人権教育参観日・講演会
人権教育に関する授業公開と保護者向けの人権啓発講演会を、日
吉中学校と合同で行います。講演の内容によっては、中学生や高学
年児童も参加します。

11月1日
日吉小学校
日吉中学校

日吉小学校
日吉中学校

無料
日吉小学校
日吉中学校

小中合同実施

愛媛県 鬼北町 ② 学習発表会
児童が、劇やダンス、合唱、活動報告のまとめなど、日頃の学習の成
果を発表します。

11月24日 日吉農林業者トレーニングセンター 日吉小学校 無料 日吉小学校
小中同日開催
中学校：一人一研究発
表会

愛媛県 鬼北町 ② 文化祭
校内合唱コンクールや生徒会、部活動等を中心とした生徒の活動を
発表するだけでなく、「六鹿踊り」等の地域芸能の鑑賞もしています。

11月2日 広見中学校体育館 広見中学校 無料

愛媛県 鬼北町 ② 一人一研究発表会 一人一研究に関する発表会を行います。 11月24日 日吉中学校 日吉中学校 無料 日吉中学校

愛媛県 久万高原町 ② 文化祭
生徒の日頃の授業や文化活動の成果を発表するとともに、部・クラブ
活動を通して製作した農産物や加工品などの一般向けの販売も行い

11月9日 上浮穴高等学校 上浮穴高等学校 無料
上浮穴高校ホームページ
https://kamiukena-h.esnet.ed.jp

上浮穴高等学校

愛媛県 久万高原町 ② 人権デー
同和問題をはじめとするさまざまな人権問題について、意識調査によ
るアンケート結果からテーマを設定し、朝読書の時間を使って全校生
徒で考えます。

11月12日 上浮穴高等学校 上浮穴高等学校 無料
上浮穴高校ホームページ
https://kamiukena-h.esnet.ed.jp

上浮穴高等学校

愛媛県 久万高原町 ②③ ふれあいおもちつき
地域の敬老会の方、保護者の有志に参加していただき、園児がもち
つき体験をします。

11月14日 久万幼稚園　園庭 久万幼稚園 無料 久万幼稚園

愛媛県 久万高原町 ①② 明神文化祭
園児、児童が、ダンス、合奏等を発表します。併せて、公民館まつり
を実施し、児童や地域の方が伝統芸能やダンスの発表を行います。

11月17日
明神小学校
体育館

明神小学校、明神幼稚園、明神公民館 無料
明神小学校
明神幼稚園

愛媛県 久万高原町 ② 歌いつごう日本の歌

声楽家と伴奏者に来校いただき、児童や保護者に世代を超えて歌い
継がれてきた日本の歌の素晴らしさえを味わわせるとともに、歌うこ
との楽しさや、日本の歌に息づいている自然や四季の美しさ、我が国
の文化や日本語の美しさを感じ取らせ、感性豊かな児童の育成を目

11月19日
久万高原町立
久万小学校

久万高原町立久万小学校 無料 https://kuma-e.esnet.ed.jp/ 久万小学校

愛媛県 久万高原町 ② 学芸会
保護者や地域住民に、幼稚園児や小学生が劇や合唱、ダンスを披露
し、日頃の学習の成果や成長の様子を見てもらいます。

11月17日 畑野川小学校体育館
畑野川小学校
畑野川幼稚園

無料 https://hatanokawa-e.esnet.ed.jp/ 畑野川小学校

愛媛県 久万高原町 ② オータムフェスティバル
園児、児童による学芸会と園児、児童、保護者による餅つき（収穫
祭）を行い地域の方にも参加していただく。

11月10日 久万高原町立直瀬小学校
直瀬小学校
直瀬幼稚園

無料 直瀬小学校

愛媛県 久万高原町 ② ふるさと学芸会
地域の伝統芸能や劇などを児童・園児が披露します。地域住民や保
護者も歌などで参加します。

11月10日 父二峰小学校体育館
父二峰小学校
父二峰幼稚園

無料 父二峰小学校

愛媛県 久万高原町 ②
面河地区人権教育推進大
会（面河地区人権の集い）

・人権教育をテーマにした授業公開
・地域住民参加の学習会等

12月1日 おもご幼稚園・面河小学校 面河小学校区人権教育推進運営委員会 無料 面河小学校

愛媛県 久万高原町 ② 学芸会 児童・園児の教育活動成果の発表
11月10日
9:00～11:30

仕七川小学校体育館 仕七川小学校・仕七川幼稚園 無料 https://shinagawa-e.esnet.ed.jp/ 仕七川小学校

愛媛県 久万高原町 ② 学芸会

　児童・園児の表現力の育成とともに、鑑賞の能力と態度を育てるた
めに、美川小学校と美川幼稚園が協力して学芸会を行います。
　また、地域社会との連携や協力を促進する機会とするため、獅子舞
や万歳などの地域芸能や有志による太鼓演奏を披露します。

11月23日 美川小学校体育館
美川小学校
美川幼稚園

無料 美川小学校

愛媛県 久万高原町 ③ ふるさとやなだに文化祭
　柳谷地区総ぐるみで、文化・教育について考え、触れる日とするた
めに、ステージ発表や作品展示をします。

11月3日 ふるさと創造の館こかげ 柳谷文化協会 無料 柳谷小学校

愛媛県 久万高原町 ② 文化祭

午前は合唱コンクール、午後は文化体験活動の発表会を開催しま
す。文化体験活動は、久万山五神太鼓・明神万歳・東明神獅子舞・津
軽三味線・オカリナ・箏・郷土料理・木工加工・川瀬歌舞伎・人権劇の
10講座で行う予定です。

11月4日 久万中学校 久万中学校 無料
久万高原町立久万中学校
https://new-kuma-j.esnet.ed.jp/

久万中学校

愛媛県 久万高原町 ② 学び交流会
地域の方々に様々な活動の講師を依頼し、指導を受ける。（将棋、郷
土料理、ゲートボール、正月飾り等）

11月27日 美川中学校、山村広場、土居商店 美川中学校 https://mikawa-j.esnet.ed.jp/ 美川中学校
一部有料（郷土料理の
材料費）

愛媛県 県内全域 ②
愛媛県児童生徒理科研究
作品表彰式

児童生徒の理科研究作品のうち、優秀な作品を表彰します。
11月8日(金)
10:00～12：00

生涯学習センター
県民小劇場 県総合教育センター 無料

愛媛県総合教育センター
教科教育室

愛媛県 県内全域 ②

　
愛媛県総合教育センターの
あゆみと現在の取組

1総合教育センターのあゆみを振り返る年表、写真、資料の展示
2総合教育センター4事業に関わる講座内容紹介（写真付き）のパネ
ル展示

11月7～19日 生涯学習センター1階  アトリウム 県総合教育センター 無料
愛媛県総合教育センター
企画開発室

愛媛県 県内全域 ②
プログラミングを体験してみ
よう

小学生を対象に、学年に応じたプログラミング体験を行います。
11月9日（土）
13:30～15:30

総合教育センター4階  情報教育研修室
等

県総合教育センター 無料 https://center.esnet.ed.jp/
愛媛県総合教育センター
情報教育室

※定員30名（小学生の
み）

愛媛県 県内全域 ② 天体観測会 教育センターの大型天体望遠鏡を用いて、天体の観察を行います。
10月5日(土)
18:30～20:30

総合教育センター5階  大講義室
（天体ドーム室）

県総合教育センター 無料 https://center.esnet.ed.jp/
愛媛県総合教育センター
教科教育室

雨天・曇天の場合は、
星に関する話（30分程
度）と工作や体験（40
分程度）を行う。
※定員80名（小・中学
生とその家族）

愛媛県 県内全域 ②
パラスポーツに挑戦してみ
よう

「ボッチャ」「フライングディスク」等、パラスポーツに親しむことを通して
障がいに対する理解・啓発を図ります。

11月16日（土）
9：30～11：30

総合教育センター5階　大講義室・第6講
義室

県総合教育センター 無料 https://center.esnet.ed.jp/
愛媛県総合教育センター
特別支援教育室

※定員24名（幼児・小・
中学生）

愛媛県 県内全域 ②
シネマパラダイス
―昭和の映画館へようこそ
―

16ｍｍ映写機で、日本の昔話などを上映し、家族団らんの時間を提
供します。

11月9日（土）
10:00～12:00

総合教育センター5階　大講義室 県総合教育センター 無料 https://center.esnet.ed.jp/
愛媛県総合教育センター
教職支援室

※定員60名（幼児・児
童生徒とその家族）

愛媛県 県内全域 ①②
愛媛県人権・同和教育研究
大会

全体会、分科会（学校教育・社会教育） 11月7日 松山市民会館ほか 人権教育課 無料
人権教育課
http://ehime-
c.esnet.ed,jp/jinken/index.html

愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 県内全域 ②
文科省人権教育研究指定
校研究発表会

人権・同和教育に関する公開授業、全体会 11月12日 県立新居浜西高等学校 人権教育課 無料
愛媛県教育委員会
人権教育課

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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愛媛県 県内全域 ①②
文科省人権教育総合推進
地域発表会

人権・同和教育に関する公開授業、全体会 11月19日 松山市 人権教育課 無料
愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 県内全域 ②
文科省人権教育研究指定
校研究発表会

人権・同和教育に関する公開授業、全体会 11月26日 砥部町立砥部中学校 人権教育課 無料
愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 県内全域 ①② 人権ポスター展
児童生徒による人権尊重の意識を高めるためのポスター　優秀作品
の展示

11月13～17日 県歴史文化博物館 人権教育課 無料
人権教育課
http://ehime-
c.esnet.ed,jp/jinken/index.html

愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 西条市 ① 「ふるさと愛媛学」出前講座 「ふるさと愛媛学」調査研究成果等に関する講座を実施します。 11月13日 西条市中央公民館 愛媛県まなび推進課 無料
ふるさと愛媛学関連の講座案内
http://www.i-
manabi.jp/furusato/kouza.php

愛媛県まなび推進課
（愛媛県生涯学習センター）

愛媛県 西条市 ② 授業公開・校内見学
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の中高校の教職員、
地域の方々を対象に、授業や部活動を公開します。

11月5日 西条高等学校 西条高等学校 無料
西条高校ホームページ
https://saijo-h.esnet.ed.jp/

西条高等学校

愛媛県 西条市 ② 運動会
定時制の雰囲気を知っていただく機会として、保護者、ご家族、近隣
の小中高校の教職員の方々にも観戦、御参加いただける運動会を
実施ます。

10月30日 
18:30～

体育館 西条高等学校 無料
西条高校定時制ホームページ  
https://saijo-h-
pt.esnet.ed.jp/saijodiary

西条高等学校(定時制)

愛媛県 西条市 ③ みんなで取り組む竹作品
生徒全員で、地元の和紙、竹を利用して、作品を作成し、日本の伝統
文化を理解する。

11月22日 卓球場 西条高等学校 無料
西条高校定時制ホームページ  
https://saijo-h-
pt.esnet.ed.jp/saijodiary

西条高等学校(定時制)

愛媛県 西条市 ② 授業公開
日ごろの生徒の学校生活の様子を見ていただく機会として、保護者
の方々を対象に、授業を公開します。

11月11日～15日
17:50～

各教室 西条高等学校 無料
西条高校定時制ホームページ  
https://saijo-h-
pt.esnet.ed.jp/saijodiary

西条高等学校(定時制)

愛媛県 西条市 ② 校内耐久競走歩大会
本校を発着点として、黒瀬ダムを1周する全長22㎞の耐久競走歩大
会を実施します。PTAによる炊き出しなどの応援・協力があります。

10月30日
西条農業高等学校
黒瀬ダム周辺

西条農業高等学校 無料
西条農業高校ホームページ
https://ehm-saijo-ah.esnet.ed.jp/

西条農業高等学校

愛媛県 西条市 ① 第62回西条市産業祭
第62回の西条市産業祭は、本校を会場に、市内の各種団体の展示
や即売、高校生による学習発表や展示、バザーなどが実施され、毎
年大勢のお客様が来校され賑わいます。

11月9日～
11月10日

西条農業高等学校
西条市産業祭実行委員会 無料

西条農業高校ホームページ
https://ehm-saijo-ah.esnet.ed.jp/

西条農業高等学校

愛媛県 西条市 ② 小松高祭（文化祭）
午前中は、体育館で文化部の発表会やライフデザイン科のファッショ
ンショーを行います。午後からは、各クラス、委員会活動、ＰＴＡパ
ザーなど工夫を凝らした展示や催し物を行います。

11月1日
小松高等学校
体育館、教室他

小松高等学校 無料
小松高校ホームページ
https://ehm-komatsu-
h.esnet.ed.jp/cms/

小松高等学校

愛媛県 西条市 ② 公開授業
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開すると共に教員相互の従業参
観をします。

11月5～11日
まで4日間

小松高等学校
各教室他

小松高等学校 無料
小松高校ホームページ
https://ehm-komatsu-
h.esnet.ed.jp/cms/

小松高等学校

愛媛県 西条市 ② ウォークラリー大会
地域の自然に親しみながら全長約22kmの道のりを走破または完歩し
ます。

11月8日
小松高等学校発
西条市内

小松高等学校 無料
小松高校ホームページ
https://ehm-komatsu-
h.esnet.ed.jp/cms/

小松高等学校

愛媛県 西条市 ② 公開授業

保護者や学校関係者（近隣の中学校及び高校の教職員・学校評議
員など）との連携を深めるとともに、授業などについて広く意見を伺う
ことによって、授業力・教師力の向上を図るというねらいで、広く一般
に授業を参観していただきます。

11月5～8日 東予高等学校 東予高等学校 無料

東予高校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://toyo-
h.esnet.ed.jp/nc/htdocs/index.php
?page_id=0

東予高等学校

愛媛県 西条市 ①②
地区別人権・同和教育研究
協議会

人権・同和教育ホームルーム活動の公開、他校の実践報告、研究協
議等を通して、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決を地
域課題として受け止め、地域ぐるみの人権・同和教育を推進していく
ための道筋を明らかにします。

11月14日 東予高等学校 東予高等学校 無料

東予高校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://toyo-
h.esnet.ed.jp/nc/htdocs/index.php
?page_id=0

東予高等学校

愛媛県 西条市 ①② 耐久徒歩大会
体力的・精神的な自信を培うために日常生活では体験できない25ｋｍ
の長い道のりを歩きます。自然の中を歩くことにより、郷土の自然の
豊さを知り、また地域の方、保護者の皆さんとも触れ合います。

11月20日 東予高等学校 東予高等学校 無料

東予高校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://toyo-
h.esnet.ed.jp/nc/htdocs/index.php
?page_id=0

東予高等学校

愛媛県 西条市 ② 菊花展
今年67回目を迎える菊花展。園芸科学科の生徒たちが、丹精込めて
育てた各種菊を展示・販売します。昨年度は好天に恵まれ、約1600
人の入場者があり懸崖菊、大輪菊等ほとんど完売しました。

10月26日 丹原高等学校
丹原高等
学校

無料
丹原高校ホームページ
https://tambara-h.esnet.ed.jp/

丹原高等学校
生徒が育てた
各種菊を販売

愛媛県 西条市 ② 文化祭
午前の部（文化部による研究発表や合唱コンクール）、午後の部（展
示、バザー）にわかれて行われる本校の文化祭。生徒の活動を知っ
てもらうため、昨年度から地域の方々に公開しました。

11月6日 丹原高等学校 丹原高等学校 無料
丹原高校ホームページ
https://tambara-h.esnet.ed.jp/

丹原高等学校

愛媛県 西条市 ②
文化祭
学習発表会

児童の作品展示、児童の学習成果の発表　バザー
11月24日
8:40～

西条小学校 無料 西条小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 学習発表会・バザー 11月17日8：30～ 神拝小学校教室・体育館・運動場等 無料 神拝小学校

愛媛県 西条市 ②
学習発表会
文化祭

児童の学習成果発表・作品展示
パフォーマンス披露（出場希望児童）
PTA主催バザー

11月16～17日 大町小学校 無料 大町小学校

愛媛県 西条市 ② 玉津校区文化祭 児童の作品展示・音楽学習発表・芸能発表・バザー等 11月17日8:20～
玉津小学校
玉津公民館

無料 玉津小学校

愛媛県 西条市 ② 飯岡総合文化祭 学習の成果発表　作品展示　バザー 11月10日8:30～ 飯岡小学校 無料 飯岡小学校
愛媛県 西条市 ② 神戸校区総合文化祭 学習発表会及び園児・児童・地域の作品展、バザー等 11月24日9:00～ 神戸小学校 無料 神戸小学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭（学習発表会） 学習の成果発表 11月17日8:30～
橘小学校
体育館

無料 橘小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 作品展示、児童の学習の成果発表 11月17日9:00～
禎瑞小学校
体育館

無料 禎瑞小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 学習発表、保護者によるバザー 11月17日8:45～
氷見小学校
体育館

無料 氷見小学校

愛媛県 西条市 ②
参観日
｢学習発表会｣

児童の学習成果の発表
コーラス部の発表

11月17日8:40～
小松小学校
体育館

無料 小松小学校

愛媛県 西条市 ②
学習発表会
石根地区ふれあい文化祭

児童の学習の成果発表と作品展示
石根地区ふれあい文化祭の発表と作品展示、即売会

11月17日8：30～ 石根小学校体育館、石根公民館 無料 石根小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 学習の総合的な発表 11月24日8:45～ 壬生川小学校体育館 無料 壬生川小学校

愛媛県 西条市 ② 周布の子フェスティバル
児童の学習成果の発表
ＰＴＡのみの市

11月17日9:00～ 周布小学校体育館 無料 周布小学校

愛媛県 西条市 ② 思い出ゆめ学校 地域の高齢者との交流 11月1日9:50～ 吉井小学校 無料 吉井小学校
愛媛県 西条市 ② 学習発表会・　　文化祭 児童の学習成果の発表と作品展示、　　　　　　バザー 11月10日8:45～ 吉井小学校 無料 吉井小学校

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

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 児童の学習の成果発表
11月24日
8:40～11:30

多賀小学校
体育館

無料 多賀小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会
児童の学習成果の発表
ＰＴＡによるバザー、のみの市

11月17日8:45～ 国安小学校体育館 無料 国安小学校

愛媛県 西条市 ② 吉岡地区ふれあい文化祭 作品展示、児童の学習の成果発表　　　　　芸能発表、バザー 11月17日8:30～ 吉岡小学校　　　　　吉岡公民館 無料 吉岡小学校

愛媛県 西条市 ②
学習発表会
ＰＴＡあったまつり

学習発表・合奏・合唱・劇　等
人権標語・ポスターなどの作品展示
ＰＴＡバザー・腕相撲大会　等

11月24日
9:10 ～11:20

三芳小学校 無料 三芳小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 児童の学習の成果発表
11月17日
8:40～10:55

楠河小学校 無料 楠河小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会 児童の学習の成果発表及び地域の人への感謝の言葉と歌 11月17日8:30～ 庄内小学校体育館 無料 庄内小学校
愛媛県 西条市 ② 表現活動発表会 学習の成果の発表 11月16日8:40～ 丹原小学校 無料 丹原小学校

愛媛県 西条市 ② 学習発表会

児童の学習の成果発表　
　　
　　
　　
親子活動

11月17日8:40～ 徳田小学校 無料 https://tokuda-e.esnet.ed.jp/ 徳田小学校

愛媛県 西条市 ② 交流学習会 徳田小学校児童と協力して「干し柿」づくりを行う。 11月27日9：10～ 田滝小学校 無料 田滝小学校

愛媛県 西条市 ② 一日参観日
ボランティアによる読み聞かせ
音楽フェスティバル壮行会
授業公開  ウィーンへ―デンボルグ3兄弟コンサート

11月19日8：00～ 田野小学校 無料 田野小学校

愛媛県 西条市 ②
中川スマイルフェスティバル
2019

児童の学習の成果発表
ＰＴＡ即売会

11月3日13:00～ 中川小学校 無料 中川小学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭 合唱コンクール、学習成果発表、人権啓発劇、ＰＴＡバザー、作品展 11月3日8:30～ 西条東中学校体育館、校舎 無料 西条東中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭 合唱コンクール、箏曲部発表、人権啓発劇、作品展示 11月3日8:30～
西条西中学校
体育館

無料 西条西中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭 合唱コンクール、文化部発表、人権啓発劇、ＰＴＡバザー、作品展示 11月3日8：45～ 西条南中学校 無料 西条南中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭
合唱コンクール、文化部発表、美術・書写作品展示、学習発表展示、
ＰＴＡバザー、茶席

11月3日8:30～ 西条北中学校 無料 西条北中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭 合唱コンクール、生徒の学習成果発表、バザー、リサイクル市 11月3日9:00～
小松中学校
各教室・体育館

無料 小松中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭
合唱コンクール、生徒の学習成果発表、作品展示、バザー、のみの
市

11月3日8:40～
東予西中学校
体育館、ﾜｰｸｺｰﾄ周辺

無料 東予西中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭
合唱コンクール、生徒の学習成果発表、作品展示、PTAバザー、リサ
イクル市

11月3日8:30～ 河北中学校体育館 無料 河北中学校

愛媛県 西条市 ②
文化祭
合唱コンクール

生徒の学習成果発表、作品展示、合唱コンクール、PTAバザー、お茶
席、のみの市

11月3日9：00～ 東予東中学校体育館、武道場、教室 無料 東予東中学校

愛媛県 西条市 ② 文化祭 合唱、学習発表、作品展示、各種イベント 11月3日8：40～ 丹原東中学校 無料 丹原東中学校
愛媛県 西条市 ② 文化祭 合唱コンクール、学習発表会、各種イベント 11月3日8:40～ 丹原西中学校体育館 無料 丹原西中学校
愛媛県 西条市 ② 炭焼き体験学習 炭焼き体験 11月20日 磐根神社横、炭焼き小屋 無料 丹原西中学校
愛媛県 西条市 ① 禎瑞文化祭 学習発表・作品展示・芸能発表・健康コーナー・バザー等 11月17日9：00～ 禎瑞公民館、禎瑞小学校 無料 禎瑞公民館

愛媛県 西条市 ①
銀納義民祭
（郷土伝承行事）

慰霊塔の清掃活動・慰霊祭
郷土料理講習会

11月28日10：00～
石鎚ふれあいの里
大保木公民館

無料 大保木公民館

愛媛県 西条市 ① 吉井地区文化祭 小学校児童学習発表会　作品展 　芸能発表会　バザー等 11月10日8：45～ 吉井公民館、吉井小学校 無料 吉井公民館
愛媛県 西条市 ② 吉岡地区ふれあい文化祭 芸能発表・作品展示・バザー小学校児童発表会・獅子舞等 11月17日8：30～ 吉岡公民館　　　　吉岡小学校 無料 吉岡公民館
愛媛県 西条市 ① 第26回三芳地区文化祭 作品展示、芸能発表、バザー等 11月17日8：30～15:00 三芳公民館、東予北地域交流センター 無料 三芳公民館

愛媛県 西条市 ① 庄内ふれあい文化祭
（小学生による）学習発表・作品展示・バザー・お茶席・獅子舞・カラオ
ケ等

11月17日9:00～
(小学校8：30～)

庄内公民館
庄内小学校

無料 庄内公民館

愛媛県 西条市 ① 楠河地区文化祭 作品展示、芸能発表、お茶席、バザー、学習発表会　等
11月16日
11月17日8:30～

楠河公民館
楠河小学校

無料 楠河公民館

愛媛県 西条市 ① 石根地区ふれあい文化祭 舞台発表・作品展示・バザー
11月17日
8:30～16:00

石根公民館・小松農村環境改善セン
ター

無料 石根公民館

愛媛県 西条市 ③ 第40回西条市小松文化祭
作品展示、演芸発表、お茶席、バザー、イベント・即売コーナー、子ど
も文化体験教室

11月9日9:00～18:00
11月10日9:00～16:00

小松公民館 無料 小松公民館

愛媛県 西条市 ① やきもの教室 陶芸の創作教室 11月16日10：00～ こどもの国創作室 無料 西条市こどもの国
愛媛県 西条市 ① グラスアート教室 ガラスを用いた創作教室 11月3日13：30～ こどもの国創作室 無料 西条市こどもの国
愛媛県 西条市 ① 図工教室 絵画教室 11月2日10：00～ こどもの国創作室 無料 西条市こどもの国
愛媛県 西条市 ① 書道教室 習字の講習会 11月17日13：30～ こどもの国創作室 無料 西条市こどもの国
愛媛県 西条市 ④ 電子工作教室 電気部品を用いた創作教室 11月23日10：00～ こどもの国創作室 無料 西条市こどもの国
愛媛県 西条市 ① 木彫教室 木彫の創作教室 11月30日13：30～ こどもの国創作室 無料 西条市こどもの国
愛媛県 西条市 ① 彫刻実技講座 彫刻の基礎的な実技を体験する教室。 11月14:00～16:00 五百亀記念館2階会議室 無料 五百亀記念館
愛媛県 西条市 ① デッサン実技教室 デッサンの基礎的な実技を体験する教室 11月13:30～16:30 五百亀記念館2階会議室 無料 五百亀記念館
愛媛県 西条市 ① リードオルガン演奏会 リードオルガンの演奏視聴や参加者の合唱を行う。 11月14:00～15:30 西条郷土博物館 無料 西条郷土博物館
愛媛県 西条市 ② ひまわりの日 作品展示　いもほり大会 11月5日9：30～ 西条市立ひまわり幼稚園 無料 西条市立ひまわり幼稚園
愛媛県 西条市 ② ＰＴＡバザー 作品展示　バザー　園内開放 11月8日9：30～ 西条市立ひまわり幼稚園 無料 西条市立ひまわり幼稚園
愛媛県 西条市 ② 全園児親子遠足 秋の自然に親しみ親子のふれあいを楽しむ 11月1日9：30～ 西条市立東予南幼稚園 無料 西条市立東予南幼稚園
愛媛県 西条市 ② 親子遠足 親子で園外に出かけて楽しみながらふれあいを深める 11月15日9：00～ 西条市立多賀幼稚園 無料 西条市立多賀幼稚園
愛媛県 西条市 ② 年長児親子活動 秋の自然の中で親子のふれあいを楽しむ。 11月1日9:00～ 西条市立国安幼稚園 無料 西条市立国安幼稚園

愛媛県 西条市 ②
保育参観
親子野外活動

親子ふれあいたいそうを楽しもう 11月6日 西条市立小松幼稚園 無料 西条市立小松幼稚園

愛媛県 四国中央市 ① 第65回愛媛県ＰＴＡ大会
小中学校PTA会員が一堂に集い、当面している共通の課題について
講演や実践発表等を通して考えるとともに、交流を深め、望ましい
PTA活動の推進を図ります。（団体と県教委の共催）

11月9日 四国中央市市民文化ホール
愛媛県PTA連合会
愛媛県教育委員会

無料 http://ehimepta/jp 愛媛県PTA連合会事務局

愛媛県 四国中央市 ② 相互授業参観週間
他の教員の授業を参観することによって、互いの授業力の向上につ
なげます。

11月5日～8日 川之江高等学校 川之江高等学校 無料
川之江高等学校ホームページ
https://kawanoe-h.esnet.ed.jp/

川之江高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 公開参観授業日
保護者や学校関係者（近隣の小・中学校及び他の高校）等から授業
について広く意見を伺うことによって、授業力・教師力の向上を図りま

11月6日 川之江高等学校 川之江高等学校 無料
川之江高等学校ホームページ
https://kawanoe-h.esnet.ed.jp/

川之江高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 中高授業研修会
国語・数学・英語の授業を地域の中学校の先生に参観していただくこ
とによって、相互理解を深めるとともに指導技量の向上につなげま

11月6日 川之江高等学校 川之江高等学校 無料
川之江高等学校ホームページ
https://kawanoe-h.esnet.ed.jp/

川之江高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 開校記念行事
本校では、毎年開校記念行事を実施しており、生徒生活体験発表や
本校卒業生による記念講演を行っています。

11月5日 川之江高等学校 川之江高等学校 無料
川之江高等学校ホームページ
https://kawanoe-h.esnet.ed.jp/

川之江高等学校(定時制)

愛媛県 四国中央市 ② 類型選択説明会
本校の普通科1年生の生徒と保護者を対象に、文理の選択や本校の
Ⅰ～Ⅳ類型について説明を行います。

10月29日 三島高等学校 三島高等学校 無料
三島高校ホームページ
https://ehm-mishima-

三島高等学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 四国中央市 ② 授業公開日
本校生徒の保護者と近隣の高等学校、中学校の教職員、学校評議
員へ授業を公開します。

11月7日 三島高等学校 三島高等学校 無料
三島高校ホームページ
https://ehm-mishima-

三島高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 人権・同和教育講演会
本校の生徒と保護者を対象に、外部から講師を招いて、人権・同和
教育に関する講演会を開催します。

11月18日 三島高等学校 三島高等学校 無料
三島高校ホームページ
https://ehm-mishima-

三島高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 文化祭
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、地域住民の方々を対象
に、文化祭を公開します。

11月8日 土居高等学校 土居高等学校 無料
土居高校ホームページ　
http://doi-h.esnet.ed.jp/

土居高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 進路ガイダンス
1、2学年の生徒、その保護者を対象に具体的に進路を考えていくた
めのガイダンスを実施します。

11月12日 土居高等学校 土居高等学校 無料
土居高校ホームページ　
http://doi-h.esnet.ed.jp/

土居高等学校

愛媛県 四国中央市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員の方々を対象に、授業を公開します。

11月13日 土居高等学校 土居高等学校 無料
土居高校ホームページ　
http://doi-h.esnet.ed.jp/

土居高等学校

愛媛県 四国中央市 ①
川之江地区ふれあいまつり 利用サークルおよび主催芸術講座による文化作品の展示や、芸能

発表会、バザー等を実施します。
11月9～10日 川之江ふれあい交流センター

川之江ふれあい交流センター、川之江地区
社会福祉協議会

無料
四国中央市
川之江ふれあい交流センター

愛媛県 四国中央市 ① 金生町民ふるさとまつり
公民館利用サークルを中心とした芸能発表会や文化作品の展示を
行い、地域の文化活動を促進するほか、子どもからお年寄りまで楽し
めるゲーム大会やバザーなどを行い、町民間の交流を図ります。

11月24日 金生公民館 金生公民館 無料 四国中央市金生公民館

愛媛県 四国中央市 ① 成人スポーツ大会
金生地区愛護班主催であるソフトボールやバレーボールなどの球技
大会を行い、町民の交流を図ります。

11月3日 川之江運動場、金生第一小学校体育館 金生地区愛護班 無料 四国中央市金生公民館

愛媛県 四国中央市 ① 上分町内文化祭
上分地域の方を対象に公民館で活動するサークルの作品展示や、う
どんづくり、芸能発表会を実施します。

11月1～3日 上分公民館、上分小学校体育館 上分町青年団 無料 四国中央市上分公民館

愛媛県 四国中央市 ① 妻鳥芸能文化祭
小学生や地域の方々とのもちつき大会、妻鳥公民館利用サークル等
による芸能発表会や水墨画・写真・水引等の作品展示会、バザー、
抽選会を行います。世代間の交流を図るとともに町内の文化活動を

11月2～3日 妻鳥公民館 妻鳥公民館 無料 四国中央市妻鳥公民館

愛媛県 四国中央市 ①
第40回金田町民
芸能文化祭

金田町民を対象に、文化祭を開催します。
幼児からご年配の方まで、様々な年代からの発表や作品展示、各種
大会（歩け歩け大会・クロッケー大会・囲碁大会・カラオケ大会・福引
大会等）を実施します。

11月3、9～10日
（予定）

金田公民館 金田地区体育文化振興協議会 無料 四国中央市金田公民館

愛媛県 四国中央市 ①
第40回金田町民文化祭
男女混合レクバレーボール
大会

金田町内の幅広い世代を対象とし、地域間の親睦を深めることを目
的とした男女混合のレクバレーボール大会を開催します。

11月16日
（予定）

南小学校体育館 金田地区体育文化振興協議会 無料 四国中央市金田公民館

愛媛県 四国中央市 ① スマイルボウリング大会
川滝地区の愛護班内の子どもと親との交流・親睦を図るためにレクス
ポーツ大会を行います。

11月9日(予定) 川滝小学校体育館 川滝地区愛護班 無料 四国中央市川滝公民館

愛媛県 四国中央市 ① 新宮公民館まつり
新宮地域の幼稚園・小中学校・地域の方々の作品展示及び、各団体
によるバザーや体験教室、催し物等を行ないます。

11月10日（日）
予定

新宮公民館 新宮公民館 無料 四国中央市新宮公民館

愛媛県 四国中央市 ① スカッシュバレー大会
町内の子どもからお年寄りまでの幅広い世代を対象にスポーツ大会
を行ないます。

10月26日
松柏小学校
体育館

松柏体育協会 無料
四国中央市松柏公民館
0896-28-6062

愛媛県 四国中央市 ① 松柏公民館まつり 松柏地区で活動する団体のバザーや制作物展示を行います。 11月23日、24日
松柏公民館
松柏小学校

松柏公民館 無料 四国中央市松柏公民館

愛媛県 四国中央市 ① 第42回中曽根文化祭
公民館で活動するサークルや小学生、中学生、保育園児の文化作品
の展示や地域の団体による食品バザーを行います。

11月9,10日 中曽根公民館 中曽根公民館 無料 四国中央市中曽根公民館

愛媛県 四国中央市 ① 第47回中之庄地区文化祭
中之庄地区で活動する団体による文化作品などの展示、バザー等を
行います。

11月10日
 （予定）

中之庄公民館 中之庄公民館 無料 四国中央市中之庄公民館

愛媛県 四国中央市 ①
第39回
寒川地区文化祭

公民館で活動するサークルや地域の児童による作品展示、バザー等
を実施します。

11月10日 寒川公民館 寒川公民館 無料 四国中央市寒川公民館

愛媛県 四国中央市 ①
三世代交流グラウンドゴル
フ大会

幅広い年齢層を対象として軽スポーツ大会を実施し、地域住民の世
代を越えた交流を図ることを目的として実施します。

11月3日
予定

豊岡小学校グラウンド 豊岡公民館 無料 四国中央市豊岡公民館

愛媛県 四国中央市 ① 公民館祭
長津地区の幼児・小学生・公民館利用サークル等による作品展示、
バザーなどを行います。

11月24日 長津公民館 長津公民館 無料 四国中央市長津公民館

愛媛県 四国中央市 ① 小富士公民館祭
小富士地区の子どもの七五三のお祓い、バザー、ｹﾞｰﾑ、昔の遊び教
室、文化作品の展示を行います。

12月1日 小富士小学校 小富士公民館 無料 四国中央市小富士公民館

愛媛県 四国中央市 ① 先哲講座
講師を招いて小富士地区の偉人についての生い立ちや歴史につい
て学びます。

未定 小富士公民館 小富士公民館 無料 四国中央市小富士公民館

愛媛県 四国中央市 ① 第31回公民館祭 各種バザー、演芸発表、写真コンテスト等実施します。 11月10日 天満公民館 天満公民館 無料 四国中央市天満公民館
愛媛県 四国中央市 ① 蕪崎公民館祭 バザーもち投げ、演芸発表会、作品展示等行います。 12月1日 蕪崎公民館 蕪崎公民館 無料 四国中央市蕪崎公民館

愛媛県 四国中央市 ① 土居公民館祭
公民館利用者による発表会・作品展示
バザーなどを行います。

11月10日 土居公民館 土居公民館 無料 四国中央市土居公民館

愛媛県 四国中央市 ① 関川公民館祭 作品展示、芸能発表会、バザーなどを行います。 11月24日 関川小学校 関川公民館 無料 四国中央市関川公民館

愛媛県 四国中央市 ③
四国中央市文化協会文化
祭（前期）

四国中央市文化協会会員による作品展示及び芸能発表 11/29～12/1
しこちゅ～ホール
（四国中央市市民文化会館）

四国中央市文化協会 無料 四国中央市文化協会事務局

愛媛県 四国中央市 ③
四国中央市文化協会文化
祭（後期）

四国中央市文化協会会員による作品展示及び芸能発表 12/6～12/8
しこちゅ～ホール
（四国中央市市民文化会館）

四国中央市文化協会 無料 四国中央市文化協会事務局

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 児童の音楽に関する学習発表会を行います。 11月20日 四国中央市立川之江小学校体育館 四国中央市立川之江小学校 無料 四国中央市立川之江小学校

愛媛県 四国中央市 ② 教育会ＯＢ会員との活動
川之江小学校区教育会OB会員と川之江小学校園芸委員会の児童
が、花苗の植え付け作業を行います。

10月24日 四国中央市立川之江小学校 四国中央市立川之江小学校 無料 四国中央市立川之江小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会・栽培活動
　保護者及び地域の方を招いて、体育館で校内音楽会を行います。
　校内音楽会を鑑賞した後、栽培委員会と金生地区の教育会ＯＢの
方が一緒に、栽培活動を行います。

11月20日 四国中央市立金生第一小学校体育館 四国中央市立金生第一小学校 無料
金生第一小学校　https://kinsei1-
e.esnet.ed.jp/

四国中央市立金生第一小学校

愛媛県 四国中央市 ② 資源回収 校区内の住民に呼び掛け、資源回収を実施します。 11月10日 四国中央市立金生第二小学校運動場 四国中央市立金生第二小学校 無料 四国中央市立金生第二小学校
愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 児童の音楽に関する学習発表を行います。 11月27日 四国中央市立金生第二小学校体育館 四国中央市立金生第二小学校 無料 四国中央市立金生第二小学校
愛媛県 四国中央市 ② 上分地区文化祭 児童の平面作品を展示します。 11月2～3日 四国中央市立上分小学校体育館 上分公民館 無料 上分公民館
愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 保護者や地域の方を招待して、児童が合唱や合奏の発表を行いま 11月26日 四国中央市立上分小学校体育館 四国中央市立上分小学校 無料 四国中央市立上分小学校

愛媛県 四国中央市 ② 花いっぱい運動
委員会活動の時間、環境美化委員会の児童と地域の教育会OB会員
が、花の苗植えを行います。

未定 四国中央市立上分小学校校庭 四国中央教育会 無料 四国中央市立上分小学校

愛媛県 四国中央市 ② 喜寿会との交流
3年生児童が、総合的な学習の時間、地域のお年寄りから昔の上分
地区の話をお聞きしたり、昔の遊びを教えていただいたりします。

未定 四国中央市立上分小学校 四国中央市立上分小学校 無料 四国中央市立上分小学校

愛媛県 四国中央市 ② 教育会支援事業
飼育・栽培委員会児童と教育会会員での
 プランターへの花苗植え等の環境整備

11月21日 四国中央市立南小学校　中庭
四国中央教育会
四国中央市立南小学校

無料

【四国中央市立南小学校HP】
https://shikokuchuo-minami-
e.esnet.ed.jp/
※行事終了後、掲載予定

四国中央市立南小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 児童（各学年）による合唱や合奏の公開 11月26日 四国中央市立南小学校 体育館 四国中央市立南小学校 無料

【四国中央市立南小学校HP】
https://shikokuchuo-minami-
e.esnet.ed.jp/
※行事終了後、掲載予定

四国中央市立南小学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 四国中央市 ② 南小学校40周年記念事業
創立40周年を記念して、地域住民がつながりをもてる事業を計画・実
施する。

11月23日 四国中央市立南小学校 南小学校運営協議会 無料

【四国中央市立南小学校HP】
https://shikokuchuo-minami-
e.esnet.ed.jp/
※行事終了後、掲載予定

四国中央市立南小学校

愛媛県 四国中央市 ②
川滝小学校音楽鑑賞会及
び人権・同和教育参観日

「えひめ教育月間」の事業として、高学年児童による合唱・合奏の発
表会及び、人権・同和教育に関する授業参観、コンサートを行いま

11月21日 四国中央市立川滝小学校体育館 四国中央市立川滝小学校 無料
四国中央市立川滝小学校
https://kawataki-e.esnet.ed.jp/

四国中央市立川滝小学校

愛媛県 四国中央市 ② バイパス清掃
ＰＴＡ活動として、児童が保護者・教職員・地域の人とともに、国道11
号線川之江バイパス歩道の清掃を行う。ボランティア活動の様子を運
転する人に見せ、ポイ捨て防止を図る。

11月10日 国道11号線川之江バイパス歩道
四国中央市立妻鳥小学校
ＰＴＡ

無料 四国中央市立妻鳥小学校

愛媛県 四国中央市 ② 花の苗植え
妻鳥小学校の栽培委員会の児童と地域の教育会会員が、花の苗植
えを行う。

11月 四国中央市立妻鳥小学校 四国中央市教育会 無料 四国中央市立妻鳥小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会
保護者や地域の方を招待して、各学年の児童が合奏や合唱の発表
を行う。

11月27日 四国中央市立妻鳥小学校 四国中央市立妻鳥小学校 無料 四国中央市立妻鳥小学校

愛媛県 四国中央市 ② 教員ＯＢと児童との交流
校区内の教員OB（教育会）の皆さんと2年生の交流を通して、日頃か
ら見守ってくださっている方たちの思いを知る。

11月6日
四国中央市立松柏小学校
体育館

四国中央市教育会、
四国中央市立松柏小学校

無料
四国中央市立松柏小学校
https://shohaku-e.esnet.ed.jp/

四国中央市立松柏小学校

愛媛県 四国中央市 ② 松柏公民館まつり
松柏地区の愛護班、公民館が主体となって、バザーや作品展などを
実施して、様々な年代との交流を深める。

11月23日
11月24日

松柏公民館、四国中央市立松柏小学校
体育館

松柏公民館 無料
四国中央市立松柏小学校
https://shohaku-e.esnet.ed.jp/

松柏公民館

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会
保護者、校区内の保育園幼稚園児、介護施設入居者を招き、音楽学
習の発表の場として音楽会を開催する。

11月21日
四国中央市立松柏小学校
体育館

四国中央市立松柏小学校 無料
四国中央市立松柏小学校
https://shohaku-e.esnet.ed.jp/

四国中央市立松柏小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会
各学年ごとの音楽発表や三島小学校トランペットクラブ、教職員の発
表等を行います。

11月27日 四国中央市立三島小学校体育館 四国中央市立三島小学校 無料
四国中央市立三島小学校
https://shikokuchuo-mishima-
e.esnet.ed.jp/

四国中央市立三島小学校

愛媛県 四国中央市 ②
教育会との
交流会

1年生と教育会OBの方との交流を行った後、教育会OBの方に見守っ
ていただきながら1年生が下校をします。

11月中旬 四国中央市立三島小学校1年教室
四国中央教育会（三島小校区）　
四国中央市立三島小学校

無料
四国中央市立三島小学校
https://shikokuchuo-mishima-
e.esnet.ed.jp/

四国中央市立三島小学校

愛媛県 四国中央市 ② 花いっぱい運動
委員会活動の時間に環境委員会の児童と地域の教育会OB会員が、
花の苗植えを行います。

10月31日 四国中央市立中曽根小学校 四国中央市教育会 無料 四国中央市立中曽根小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会
保護者や地域の方を招待して、学年順に児童が合唱や合奏の発表
を行います。

11月22日 四国中央市立中曽根小学校 四国中央市立中曽根小学校 無料 四国中央市立中曽根小学校

愛媛県 四国中央市 ② 親子ふれあい教室
PTA研修部主催の親子ふれあい教室。講師を招いて、様々な化学実
験を体験したり親子で協力しながら物作りを行ったりしました。親子が
ふれあう時間を目指している。

6月22日 四国中央市立中之庄小学校　体育館 PTA研修部 無料 https://nakanosho-e.esnet.ed.jp/ 四国中央市立中之庄小学校

愛媛県 四国中央市 ② 花を植えよう
中之庄地区の四国中央教育会と中之庄小学校の緑化委員会が一緒
に苗植えを行う。教育会の大先輩が作業の仕方を子どもたちに教え
たり、土づくりや苗植えを一緒に手際よく行ったりして、交流を深め

10月31日
四国中央市立中之庄小学校　児童玄関
前

四国中央教育会中之庄地区 無料 四国中央市立中之庄小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会

児童が考えたスローガンをもとに練習に励み、音楽会当日を迎える。
児童は、音楽劇、合唱や合奏などを各学年で行う。また、全校児童に
よる合唱、合唱隊や管楽器クラブ、教職員による合奏もあり、児童も
来校した保護者や地域の方も、音楽の美しさや楽しさを感じる時間と

11月27日 四国中央市立中之庄小学校　体育館 四国中央市立中之庄小学校 無料 https://nakanosho-e.esnet.ed.jp/ 四国中央市立中之庄小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会

地域の教育の充実と地域の学校とのつながりを更に深めることをね
らいとし、児童の学習活動等を保護者・地域に広く公開します。近隣
の幼稚園・保育園、保護者、地域住民を参加対象とする音楽発表会
を実施し、全学年の合唱・合奏と3年生以上はリコーダー奏をします。

11月27日 四国中央市立寒川小学校体育館 四国中央市立寒川小学校 無料 四国中央市立寒川小学校

愛媛県 四国中央市 ② 花いっぱい運動
ふるさとを愛し、大切にする心を育てることをねらいとし、各地域に花
苗を植えたプランターを配布します。PTA愛護班部が中心となり、各
地区に配られているプランターを回収し、分配された花苗や肥料を定

11月27日
四国中央市立寒川小学校体育館前
各地区

四国中央市立寒川小学校
寒川小学校PTA

無料 四国中央市立寒川小学校

愛媛県 四国中央市 ② ふれあい花植え
4年生が、四国中央教育会の方々に教えていただきながら、一緒に
花の苗を植える。

11月5日 四国中央市立豊岡小学校 四国中央教育会、四国中央市立豊岡小学校 無料 四国中央市立豊岡小学校

愛媛県 四国中央市 ② 親子資源回収 PTA活動として段ボールや新聞紙、雑誌等の資源回収を行う。 11月16、17日 四国中央市立豊岡小学校 四国中央市立豊岡小学校育豊会 無料 四国中央市立豊岡小学校
愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 各学年や全校で、合唱や合奏を保護者や地域の方々に披露する。 11月27日 四国中央市立豊岡小学校 四国中央市立豊岡小学校 無料 四国中央市立豊岡小学校

愛媛県 四国中央市 ② 新宮かがやき発表会
総合的な学習の時間や小学部の生活科、小・中学部の音楽科にお
ける学習の発表を行います。

11月27日 四国中央市立新宮小・中学校体育館 四国中央市立新宮小・中学校 無料 四国中央市立新宮小・中学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会
児童が練習してきた合唱・合奏を聞いていただきます。保護者や地域
住民、次年度入学予定の幼児を招待します。

11月27日 四国中央市立長津小学校体育館 四国中央市立長津小学校 無料 四国中央市立長津小学校

愛媛県 四国中央市 ② 長津公民館祭
公民館が主催するお祭りに、スポーツ少年団や長津小学校PTAが屋
台を出店し、地域住民との触れ合いを行います。また、児童がクラブ
活動や図工で製作した作品を展示します。

11月24日 長津公民館 長津公民館 長津公民館

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 保護者及び地域の方を招いて、日頃の音楽学習の成果を発表し合 11月27日 四国中央市立小富士小学校体育館 四国中央市立小富士小学校 無料 四国中央市立小富士小学校

愛媛県 四国中央市 ② PTA親子体験講座
PTAの「研修健全育成部」が中心となり、木工やデコパージュ、スポー
ツなど親子で楽しく活動する。

11月16日 四国中央市立小富士小学校 四国中央市立小富士小学校 四国中央市立小富士小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会
地域の伝統文化「二絃琴」の演奏や、各学年の合唱・合奏、全校合唱
を行います。

11月27日 四国中央市立北小学校体育館 四国中央市立北小学校 無料 四国中央市立北小学校

愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 地域の方や園児を招き、各学年や全校で合唱や合奏を披露します。 11月21日 四国中央市立土居小学校体育館 四国中央市立土居小学校 無料
https://shikokuchuo-doi-
e.esnet.ed.jp/

四国中央市立土居小学校

愛媛県 四国中央市 ② ふるさとめぐり 地域の史跡や名所を巡り、昔の遊び体験をします。 11月8日 四国中央市立関川小学校区 四国中央市立関川小学校 無料 四国中央市立関川小学校
愛媛県 四国中央市 ② 校内音楽会 校内音楽会を、保護者、地域に公開します。 11月27日 四国中央市立関川小学校体育館 四国中央市立関川小学校 無料 四国中央市立関川小学校

愛媛県 四国中央市 ② 人権・同和教育参観日
　人権劇や人権集会、また「人権・同和教育」の授業を通して、「差別
をなくす生き方」を確認するとともに、保護者や地域の方に参観してい
ただき、地域の啓発につなげる。

11月3日
四国中央市立川之江北中学校
体育館及び各教室

四国中央市立川之江北中学校 無料 四国中央市立川之江北中学校

愛媛県 四国中央市 ②
人権・同和教育参観日、講
演会

人権・同和教育に関する授業を保護者の家庭や地域に公開するとと
もに、講師を招いた講演会を行います。

11月17日
四国中央市立川之江南中学校各教室
および体育館

四国中央市立川之江南中学校 無料 四国中央市立川之江南中学校

愛媛県 四国中央市 ② 人権・同和教育参観日
「命」や「人権」をテーマにした参観日。人権劇を行い、それをもとに生
徒や保護者、地域とともに考えを深めたり、学び合ったりする機会に

11月3日（日）
9：30～

四国中央市立三島東中学校　各教室お
よび体育館

無料 四国中央市立三島東中学校

愛媛県 四国中央市 ② ＰＴＡ人権・同和教育参観日
3年生が中心になり、人権・同和教育をテーマに人権劇の上演を行い
ます。その後、人権劇のテーマにそって話し合う人権集会を行いま
す。保護者の方にも意見発表をしていただきます。

11月6日 四国中央市立三島西中学校体育館 四国中央市立三島西中学校 無料 四国中央市立三島西中学校

愛媛県 四国中央市 ② 文化祭・合唱コンクール

午前中は総合的な学習の時間に学習したことや、保健体育科でのダ
ンス、国語科での古典の朗読などの学習発表を行います。午後は、
各学級で取り組んできた合唱のコンクールを行います。また、校内に
は部活動ごとの展示をしており、茶道部はお手前を披露します。

11月24日 四国中央市立三島西中学校体育館 四国中央市立三島西中学校 無料 四国中央市立三島西中学校

愛媛県 四国中央市 ②
人権フェア（人権劇・参観
日）

3年生全員が役者や道具係、手話係等、一人一役で自分たちの思い
を伝える劇をします。その後、各教室で劇の内容をもとに自分たちの
思いを高め合う話合い活動（参観授業）を行います。

11月24日 四国中央市立三島南中学校体育館 四国中央市立三島南中学校 無料
四国中央市立三島南中学校
https://mishima-minami-
j.esnet.ed.jp/

四国中央市立三島南中学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 四国中央市 ②
人権・同和教育地域参観日
人権・同和教育講演会

生徒・地域・保護者に授業公開し、人権・同和教育の啓発に努めま
す。

11月24日 四国中央市立土居中学校体育館 四国中央市立土居中学校 無料 四国中央市立土居中学校

愛媛県 四国中央市 ② 自然の中で遊ぼう！ 近くの公園で、秋を感じるネイチャーゲーム。 10月29日 城山公園 川之江幼稚園 無料 四国中央市立川之江幼稚園

愛媛県 四国中央市 ② 小枝クラフト
秋の自然物を使った親子での作品作り。その作品を川之江ふれあい
センター祭りに展示。

11月5日 川之江幼稚園 川之江幼稚園 無料 四国中央市立川之江幼稚園

愛媛県 四国中央市 ②
保育参観日・人権・同和教
育講演会

保育参観を行い、園児の園生活を見て、成長を確認していただいて
います。また、人権・同和教育の講演会を行い、保護者が自分の生
活を振り返りながら人権問題について考える機会にもしています。

11月12日 川之江みなみ幼稚園 川之江みなみ幼稚園 無料
四国中央市立
川之江みなみ幼稚園

愛媛県 四国中央市 ② 新宮幼稚園との交流
他の園児と交流するなかで、人との関わりを増やしたくさんの友達と
遊ぶ楽しさを知る機会としています。

11月8日 川之江みなみ幼稚園
・川之江みなみ幼稚園
・新宮幼稚園

無料
四国中央市立
川之江みなみ幼稚園

愛媛県 四国中央市 ② 3世代ふれあいデー 祖父母を招待し、昔の遊びを3世代で楽しむ。 11月6日 四国中央市立新宮幼稚園 新宮幼稚園 無料 四国中央市立新宮幼稚園

愛媛県 四国中央市 ② 幼稚園まつり
園児の作品展示やPTAのバザーなどを行います。

11月9日 三島東幼稚園 三島東幼稚園 四国中央市立三島東幼稚園

愛媛県 四国中央市 ② 幼稚園祭
子どもの作品展示やウオークラリー・保護者によるバザーやゲームな
どを行います。園児は、親子で参加し、地域の方にも声を掛けていま

11月3日 三島南幼稚園 三島南幼稚園 無料 四国中央市立三島南幼稚園

愛媛県 四国中央市 ② 幼稚園まつり
バザー、余剰品販売、ゲームコーナー各種、食品販売、絵本クラブ読
み聞かせなどを行います。 11月3日 土居東幼稚園 土居東幼稚園 四国中央市立土居東幼稚園

愛媛県 四国中央市 ②
保育参観日・人権・同和教
育講演会

保育参観および参観後講師を招いて人権・同和教育講演会を開催
11月13日 土居東幼稚園 土居東幼稚園 四国中央市立土居東幼稚園

愛媛県 西予市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「民謡民舞公演」 11月17日(日）
西予市三瓶文化会館（西予市三瓶町朝
立1丁目337-13）

愛媛県 西予市 ①③
特別展「瀬戸内ヒストリアー
芸予と備讃を中心にー」

開通20周年を迎える「瀬戸内しまなみ海道」に関連し、瀬戸内を舞台
とした歴史を「海上交通」・「生業」・「戦い」・「城郭」・「ツーリズム」とい
う5つのキーワードを基にひも解きます。

9月21日～11月24日 愛媛県歴史文化博物館 愛媛県歴史文化博物館 http://www.i-rekihaku.jp/ 愛媛県歴史文化博物館 特別展観覧料が必要

愛媛県 西予市 ③ 開館記念イベント
開館を記念して、当日は常設展及び特別展が無料でご覧いただけま
す。その他ご家族で楽しめるイベントを多数開催します。

11月9日～11月10日 愛媛県歴史文化博物館 愛媛県歴史文化博物館 無料 http://www.i-rekihaku.jp/ 愛媛県歴史文化博物館

愛媛県 西予市 ② 公開授業
｢開かれた学校作り｣を目指して、保護者、近隣校教職員、学校評議
員の方々を対象に、授業を公開します。

11月1日 三瓶高等学校 三瓶高等学校 無料
三瓶高校ホームページ
https://mikame-

三瓶高等学校

愛媛県 西予市 ② 私の主張コンテスト
今年度で49回の開催となる、伝統ある行事です。各クラス代表生徒
が、日頃の意見や思いを発表します。毎年、熱心な主張に感銘を受
け、聴衆の皆様から盛大な拍手をいただきます。

11月3日 三瓶高等学校 三瓶高等学校 無料
三瓶高校ホームページ
https://mikame-
h.esnet.ed.jp/cms/

三瓶高等学校

愛媛県 西予市 ②③ 文化祭
文化部や各種委員会、総合学習で実施した調査・研究発表など各ク
ラス・学年で特色ある展示が毎年あります。バザーやフリーマーケット
など保護者の皆さんの協力もあり大盛況です。

11月3日 三瓶高等学校 三瓶高等学校 無料
三瓶高校ホームページ
https://mikame-
h.esnet.ed.jp/cms/

三瓶高等学校

愛媛県 西予市 ② マラソン大会
男女とも8㎞の海岸コースを走ります。ほとんどの生徒が60分以内で
走り終える快挙を数年続けています。毎年、沿道の地域の方々や保
護者の皆様から熱い声援を送っていただき、感謝の気持ちで一杯に

11月13日
三瓶高等学校
町内

三瓶高等学校 無料
三瓶高校ホームページ
https://mikame-
h.esnet.ed.jp/cms/

三瓶高等学校

愛媛県 西予市 ② 公開授業週間
習熟度や一人一人に応じた個別指導による基礎・基本の徹底と学習
習慣の定着を目指した教育を行っています。保護者・近隣の小中学
校の教職員・地域の方々を対象に授業を公開します。

10月21～25日 宇和高等学校 宇和高等学校 無料
宇和高校ホームページ
https://uwa-
h.esnet.ed.jp/kyouikugekkan

宇和高等学校

愛媛県 西予市 ② 学園祭
「大地と共に心を耕せ」の教育理念の下、地域に開かれた学校とし
て、学園祭を公開します。生徒等による発表・展示・販売を行います。
生物工学科の農作物や加工品の販売も地元の方々から好評を得て

11月2日 宇和高等学校 宇和高等学校 無料
宇和高校ホームページ
https://uwa-
h.esnet.ed.jp/kyouikugekkan

宇和高等学校

愛媛県 西予市 ② 高校祭
文化部のステージ発表、委員会の展示の他、畜産科等によるバザー
や農産物販売を行っています。

10月26日 野村高等学校 野村高等学校 無料
野村高校ホームページ
https://nomura-h.esnet.ed.jp

野村高等学校

愛媛県 西予市 ② 人権に関する意見発表会 生徒が自分の書いた人権作文を発表するものです。 11月7日 野村高等学校 野村高等学校 無料
野村高校ホームページ
https://nomura-h.esnet.ed.jp

野村高等学校

愛媛県 西予市 ② 農業感謝祭
一年間実習でお世話になった動物の魂を供養するとともに、農場の
収穫に感謝し来年の豊作を願う行事です。

11月22日 野村高等学校 野村高等学校 無料
野村高校ホームページ
https://nomura-h.esnet.ed.jp

野村高等学校

愛媛県 西予市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月11日～15日 野村高等学校 野村高等学校 無料
野村高校ホームページ
https://nomura-h.esnet.ed.jp

野村高等学校

愛媛県 西予市 ②③ 学習発表会 日頃の学習の成果を、劇、発表、展示などの形で披露します。 10月26日
愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚障が
い・肢体不自由部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料
愛媛県立宇和特別支援学校（聴
覚障がい・肢体不自由部門）

愛媛県 西予市 ② 学校公開週間 日頃の授業、教育活動全般を一般公開します。 11月18日～22日
愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚障が
い・肢体不自由部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料
愛媛県立宇和特別支援学校（聴
覚障がい・肢体不自由部門）

愛媛県 西予市 ①② 人権・同和教育学習会 様々な人権・同和教育についての学習を各学級や各部で行います。 11月18日
愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚障が
い・肢体不自由部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料
愛媛県立宇和特別支援学（聴覚
障がい・肢体不自由部門）

愛媛県 西予市 ②③ 小・中学部学習発表会
小・中学部児童生徒が、日頃の学習の成果を劇や器楽演奏、ダンス
などの表現活動を通して発表します。

11月2日
愛媛県立宇和特別支援学校知的障が
い部門）体育館

愛媛県立宇和特別支援学校 無料 https://uwa-sh.esnet.ed.jp
愛媛県立宇和特別支援学校（知
的障がい部門）教務課小学部・
中学部

愛媛県 西予市 ② 公開授業
児童生徒の学習活動を保護者・地域に公開します。今年度は、10月
に実施した高等部現場実習の報告会を6日に行います。

11月6日～8日
愛媛県立宇和特別支援学校知的障が
い部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料 https://uwa-sh.esnet.ed.jp
愛媛県立宇和特別支援学校（知
的障がい部門）

愛媛県 西予市 ②③ 文化祭

児童生徒の作品展示、高等部音楽部によるステージ発表、作業学習
で製作した作品等の物品販売等を行います。また、「ともだちいっぱ
いプロジェクト事業　愛顔のふれあいフェスタ」として、障がい者ス
ポーツ「ボッチャ」を通した交流を行います。

11月30日
愛媛県立宇和特別支援学校知的障が
い部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料 https://uwa-sh.esnet.ed.jp
愛媛県立宇和特別支援学校（知
的障がい部門）生徒課保体課

愛媛県 西予市 ②③ 学習発表会 日頃の学習の成果を、劇、発表、展示などの形で披露します。 10月26日
愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚障が
い・肢体不自由部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料
愛媛県立宇和特別支援学校（聴
覚障がい・肢体不自由部門）

愛媛県 西予市 ② 学校公開週間 日頃の授業、教育活動全般を一般公開します。 11月18日～22日
愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚障が
い・肢体不自由部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料
愛媛県立宇和特別支援学校（聴
覚障がい・肢体不自由部門）

愛媛県 西予市 ①② 人権・同和教育学習会 様々な人権・同和教育についての学習を各学級や各部で行います。 11月18日
愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚障が
い・肢体不自由部門）

愛媛県立宇和特別支援学校 無料
愛媛県立宇和特別支援学校（聴
覚障がい・肢体不自由部門）

愛媛県 西予市 ① 南予教育を考える集い
学校・家庭・地域住民及び行政等が、教育についての理解と関心を
深め、南予管内教育の充実と発展を図るために、教育講演会を開催

10月29日
愛媛県
歴史文化博物館

南予管内市町等教育委員会連合会
南予教育事務所

無料
南予教育事務所
社会教育課

愛媛県 西予市 ② 文化祭 合唱コンクールやステージ発表、展示発表などを行います。 10月31日 西予市宇和文化会館・宇和中学校 宇和中学校 無料 宇和中学校

愛媛県 西予市 ② 手つなぎ防災広場 避難訓練・講演等 11月10日 下宇和公民館
下宇和地域自主防災会・下宇和地域作り協
議会

無料 皆田小学校

愛媛県 西予市 ② 学習発表会 日頃の学習活動や成果の発表 11月30日 皆田小学校 皆田小学校 無料 皆田小学校
愛媛県 西予市 ② 人権教育参観日 人権に関する参観授業及び人権に関する講演会を行います。 11月 西予市立三瓶小学校 西予市立三瓶小学校 無料 西予市三瓶小学校

愛媛県 西予市 ②
人権・同和教育参観日　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（田
之筋地区人権の集い）

学校・家庭・地域が一体となって人権意識を高め、生活の中にある差
別を解決していこうとする態度を育てる。

11月2日 田之筋小学校各教室・ 田之筋小学校田之筋公民館 無料 田之筋小学校

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

愛媛県 西予市 ② 校区別人権・同和教育懇談 人権に関する授業参観、人権に関する講演会等　詳細は未定 10月12日 明浜小学校 明浜小学校 無料 明浜小学校

愛媛県 西予市 ② 文化祭
ジオ学習、職場体験、修学旅行、人権学習等の成果を展示やステー
ジ発表する。

11月2日 明浜中学校体育館 明浜中学校 無料 西予市立明浜中学校

愛媛県 西予市 ② 人権・同和教育参観日 各学級の授業公開と人権に関する講演会を行います。 11月19日 西予市立大野ヶ原小学校 西予市立大野ヶ原小学校 無料 西予市立大野ヶ原小学校
愛媛県 西予市 ② 人権教育参観日 公開授業、人権集会、ふれあいまつり 11月24日 西予市立野村小学校 野村小学校 無料 西予市立野村小学校

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭第14回
宇和町文化祭

第55回宇和総合美術展（11/1～3）
各団体の作品展示・体験教室・バザー等（11/2～3）

11/1～3
西予市教育保健センター
宇和体育館
市役所周辺

宇和町文化祭実行委員会
西予市教育委員会
スポーツ・文化課

一部有料

愛媛県 西予市 ③
第48回宇和町ふるさと芸能
祭

芸能祭出演団体による体験教室（11/2）
文化協会宇和支部加盟団体による芸能発表会（11/3）

11/2～3 宇和文化会館 宇和町ふるさと芸能祭実行委員会 無料
西予市教育委員会
スポーツ・文化課

愛媛県 西予市 ③ 第37回明浜ふる里芸能祭 芸能発表会 11月3日 高山公民館 西予市文化協会明浜支部 無料
西予市教育委員会
明浜教育課

愛媛県 西予市 ③ 第60回野村町文化祭 芸能発表、文化展 11月3日 野村小学校体育館ほか 西予市文化協会野村支部 無料
西予市教育委員会
野村教育課

日程、会場は予定

愛媛県 西予市 ③
第52回奥伊予ふるさと祭
2019

城川町内の産業祭、文化祭 11月9日 総合センターしろかわ他 奥伊予ふるさと祭2019実行委員会 無料
西予市教育委員会
城川教育課

愛媛県 西予市 ①
宮中雲子音楽祭
日本の合唱コンクール

合唱コンクール 11月10日 西予市三瓶文化会館 宮中雲子音楽祭実行委員会 無料
西予市教育委員会
三瓶教育課

愛媛県 西予市 ① 詩の教室 宮中雲子先生による詩の指導 11月9日 西予市三瓶文化会館 三瓶東公民館、三瓶北公民館、三瓶南公民 無料 三瓶東公民館

愛媛県 西予市 ①
第18回人づくりを考える集
い・令和元年度西予市ＰＴＡ
大会

次代を担う子どもたちの健全育成を目指し、家庭・学校・地域社会が
連携し市民一人ひとりが青少年育成に対する理解と認識を深めるた
めに実施します。（表彰式、講演会）

11月17日 西予市宇和文化会館
西予市PTA連合会、西予市青少年育成協議
会

無料
西予市教育委員会
生涯学習課

愛媛県 西予市 ② 学習発表会 日頃の学習成果の発表 11月30日 多田小学校体育館 多田小学校 無料 tada.school@city.seiyo.ehime.jp 多田小学校
愛媛県 西予市 ② 学習発表会 教科や総合的な学習などで学んだ成果を発表します。 11月24日 城川小学校体育館 城川小学校 無料 https://shirokawa-e.esnet.ed.jp/ 西予市立城川小学校

愛媛県 西予市 ② 城川中学校　文化祭
学習成果の発表、学習作品展示、バザー、ステージ発表を、保護者、
地域の方々支援のもと、生徒が主体となり行います。
また、しろかわっ子夢大賞のプレゼンを中学生が行います。

11月2日 城川中学校 城川中学校 無料 城川中学校

愛媛県 西予市 ② 野城地区　音楽発表会 11月上旬 野村小学校 市教育委員会 無料 城川中学校

愛媛県 西予市 ②
野村中学校「一心祭」（学園
祭）

協力してよりよいものを創造したり、表現したりすることで自主性を育
て、学校生活の活性化を図ることをねらいとし、高校生と合同の箏曲
部・吹奏楽部の演奏や、体験学習の発表、合唱コンクール、自由発
表などを行います。また、創作部や学年別の作品展示のほか、ＰＴＡ
が協力しての食品バザーとフリーマーケットも行います。保護者や地
域にも広く公開し、地域の方々にも楽しんでいただくようにしていま

11月2日 西予市立野村中学校 西予市立野村中学校 無料 野村中学校

愛媛県 中予 ②
愛媛県児童生徒理科研究
作品展

児童生徒の理科研究作品を展示します。
11月8日(金)
13：00～17：00
9日(土)10：00～16：00

生涯学習センター
3階　第2・3研修室

県総合教育センター 無料
愛媛県総合教育センター
教科教育室

愛媛県 中予地域 ①②
中予地区人権・同和教育研
究協議会

人権・同和教育に関する公開授業、分科会 11月20日 東温市 人権教育課 無料
愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 東温市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「合唱公演」 11月10日 東温市中央公民館（東温市田窪2370）
愛媛県 東温市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「子ども伝統文化フェスタ」 11月24日 東温市中央公民館（東温市田窪2370）

愛媛県 東温市 ② 演劇鑑賞
　本校所在地の近隣にある「坊っちゃん劇場」にてミュージカル観劇を
行い、文化芸術に触れることで地域理解を深めるとともに、豊かな心
を育む体験学習とします。

11月7日 坊っちゃん劇場 東温高等学校
東温高校ホームページ
https://tohon-h.esnet.ed.jp/html/

東温高等学校

愛媛県 東温市 ② 販売実習
　十数か所の店舗に協力してもらい、それぞれの店舗に数名の商業
科2年生の生徒が参加して、販売活動の知識・技能・態度を身に付け
る体験型学習です。

11月13～15日 各販売所 東温高等学校 無料
東温高校ホームページ
https://tohon-h.esnet.ed.jp/html/

東温高等学校

愛媛県 東温市 ②
人権・同和教育公開授業
（中予地区人権・同和教育
研究協議会）

　ホームルーム活動を公開し、本校の人権・同和教育の取組につい
て、保護者や地域の方に理解を深めてもらいます。

11月20日 東温高等学校
中予教育事務所
東温高等学校

無料
東温高校ホームページ
https://tohon-h.esnet.ed.jp/html/

東温高等学校

愛媛県 東温市 ② 文化祭
文化的な活動に触れたり、学習の成果を発表することを目的としてス
テージ発表、学習作品の展示やバザー活動を行います。

11月9日 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 無料 愛媛県立しげのぶ特別支援学校

愛媛県 東温市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を発表する機会を通して、お互いの学習成果を認め
合い、一人一人の自信や意欲の向上を図る機会としていきます。

11月30日 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 無料 愛媛県立しげのぶ特別支援学校

愛媛県 東温市 ② 文化祭
ステージ発表や作品の展示、販売により、児童生徒が日頃の学習活
動の成果を発表します。

10月26日 愛媛県立みなら特別支援学校 愛媛県立みなら特別支援学校 無料
愛媛県立みなら特別支援学校HP
https://minara-ss.esnet.ed.jp/

愛媛県立みなら特別支援学校

愛媛県 東温市 ② 小学部学習発表会
小学部が低・中・高の学年グループに分かれて、ステージ発表により
日頃の学習成果を発表します。

11月30日 愛媛県立みなら特別支援学校 愛媛県立みなら特別支援学校 無料
愛媛県立みなら特別支援学校HP
https://minara-ss.esnet.ed.jp/

愛媛県立みなら特別支援学校

愛媛県 東温市 ② 人権参観日 人権に関する講演会および学校行事の公開をします。 11月23日 東温市立北吉井小学校 東温市立北吉井小学校 無料
東温市立北吉井小学校
〒791-0206
東温市志津川131番地

愛媛県 東温市 ② 校内音楽会 各学年の児童による合唱及び合奏の発表を行います。 11月9日 東温市立南吉井小学校体育館 東温市立南吉井小学校 無料 東温市立南吉井小学校

愛媛県 東温市 ②
授業参観（親子ふれあい参
観日）
学校保健委員会

土曜日を参観日とし、参観授業のほか、親子でふれあう活動などを
行う。

11月16日 東温市立拝志小学校 東温市立拝志小学校 無料 拝志小学校

愛媛県 東温市 ② 授業公開・三世代交流会
参観授業を公開し、児童・保護者・祖父母・地域の参加者とグランドゴ
ルフを楽しみ交流します。

11月24日 東温市立上林小学校 東温市立上林小学校 無料 東温市立上林小学校

愛媛県 東温市 ② いきいき川上発表会 各学年の児童による合唱及び合奏等の発表を行います。 11月9日 東温市立川上小学校体育館 東温市立川上小学校 無料
https://touon-kawakami-
e.esnet.ed.jp/

東温市立川上小学校

愛媛県 東温市 ② 学習発表会
「えひめ教育の日」を記念して、ステージ発表、学習作品展示を行い
ます。また、プログラムの中で「愛媛の歌」を保護者とともに歌いま

11月24日 東温市立東谷小学校体育館 東温市立東谷小学校 無料 https://higashidani-e.esnet.ed.jp/ 東温市立東谷小学校

愛媛県 東温市 ② 学習発表会 学習活動の成果の発表。 11月23日 東温市立西谷小学校体育館
東温市立西谷小学校
西谷幼稚園

無料 東温市立西谷小学校

愛媛県 東温市 ②③ 重信中学校文化祭
文化部を中心としたステージ発表を中心に、合唱コンクールや地域の
方を講師に招いての文化体験講座を実施します。

11月3日 東温市立重信中学校 東温市立重信中学校 無料 東温市重信中学校

愛媛県 東温市 ② 文化祭 合唱コンクール　交流イベント　バザー　人権劇 11月3日 東温市立川内中学校 東温市立川内中学校 無料
https://kawauchi-
j.esnet.ed.jp/xoops/

川内中学校

愛媛県 東温市 ② 子育て支援園開放
子育て支援の場となるよう、地域の未就園児親子を対象に、親子活
動を行います。

11月6日 東温市立重信幼稚園 東温市立重信幼稚園 無料 東温市立重信幼稚園

愛媛県 東温市 ② 新入園児招集日
入園を前に、幼稚園を理解し、親しみをもってもらうため、次年度入園
予定親子を対象に、保育公開や幼稚園概要説明会を行います。

11月14日 東温市立重信幼稚園 東温市立重信幼稚園 無料 東温市立重信幼稚園

愛媛県 東温市 ② 自由参観日
在園児保護者を対象に、保育公開や親子活動、引き渡し訓練等を行
います。

11月19日 東温市立重信幼稚園 東温市立重信幼稚園 無料 東温市立重信幼稚園

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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愛媛県 東温市 ③
文化祭
（重信会場）

東温市文化協会が実施する文化祭に合わせて、重信地区の小中学
生・一般の絵画、書画、工作、陶芸等を展示。

11月1～3日 東温市中央公民館 東温市文化協会 無料
東温市教育委員会
生涯学習課社会教育係

愛媛県 東温市 ① わんぱく広場
商い体験
東温市文化祭において、生産販売を行う。

11月2～3日 東温市中央公民館 東温市教育委員会生涯学習課 無料
東温市教育委員会
生涯学習課社会教育係

愛媛県 東温市 ① おほしさまながめんかい 月と秋の星をみよう。 11月9日 東温市立図書館 東温市教育委員会生涯学習課 無料
東温市教育委員会
生涯学習課文化振興係

愛媛県 東温市 ③
文化祭
（川内会場）

東温市文化協会が実施する文化祭に合わせて、川内地区の小中学
生・一般の絵画、書画、工作、陶芸等を展示。

11月8～10日 東温市川内公民館 東温市文化協会 無料
東温市教育委員会
生涯学習課社会教育係

愛媛県 東温市 ③
れきみん講座
稲わら細工体験

東温市で取れた稲わらで手ぼうきを作る。 11月16日 東温市中央公民館 東温市教育委員会生涯学習課 無料
東温市教育委員会
生涯学習課文化振興係

愛媛県 東温市 ① 三世代交流スポーツ大会 三世代でチームを組みクロッケー・グラウンドゴルフで交流を図る。 11月23日
東温市ふれあい広場
レスパスシティ見奈良

東温市教育委員会生涯学習課 無料
東温市教育委員会
生涯学習課スポーツ振興係

愛媛県 東温市 ② バザー 園内にて、親子で買い物等を楽しむ。 11月6日 東温市立川上幼稚園 東温市立川上幼稚園 無料 川上幼稚園
愛媛県 東温市 ② 園開放 未就園児を対象に、子育て支援を目的に園を開放する。 11月12日 東温市立川上幼稚園 東温市立川上幼稚園 無料 川上幼稚園
愛媛県 東温市 ② 参観日 指導案を立て、保護者に保育参観をしていただく。 11月13日 東温市立川上幼稚園 東温市立川上幼稚園 無料 川上幼稚園

愛媛県 東温市 ① 子育て講座
次年度入園を希望する親子を対象に、幼児期の育ちや愛着形成の
大切さ、年齢に合った基本的な生活習慣の自立に向けた関わりなど

11月27日 東温市立北吉井幼稚園 東温市立北吉井幼稚園 無料 北吉井幼稚園

愛媛県 東温市 ② 学習発表会
「えひめ教育の日」を記念して、ステージ発表、学習作品展示を行い
ます。また、プログラムの中で「愛媛の歌」を保護者とともに歌いま

11月24日 東温市立東谷小学校体育館 東温市立東谷幼稚園 無料 東谷幼稚園

愛媛県 東予 ②
愛媛県児童生徒理科研究
作品展

児童生徒の理科研究作品を展示します。
11月17日(日)
10：00～16：00

総合科学博物館 県総合教育センター 無料
愛媛県総合教育センター
教科教育室

愛媛県 東予地域 ①②
東予地区人権・同和教育研
究協議会

人権・同和教育に関する公開授業、分科会 11月14日 西条市 人権教育課 無料
愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 砥部町 県民総合文化祭 県民総合文化祭「演劇公演」 11月17日(日）
砥部町文化会館（伊予郡砥部町宮内
1410）

愛媛県 砥部町 ② 県展見学会
デザイン科の学習について、知識を広め技術を高めるため、県展入
選作品の鑑賞をします。

11月6日 愛媛県美術館南館 松山南高校砥部分校 無料
砥部分校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://matsuyamaminami-h-
b.esnet.ed.jp/

松山南高校(砥部分校)

愛媛県 砥部町 ② PTA県展見学会
デザイン科の学習について、保護者にさらに理解を深めていただくた
め、県展入選作品の鑑賞と生徒作品の解説をします。

11月6日 愛媛県美術館南館 松山南高校砥部分校 無料
砥部分校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://matsuyamaminami-h-
b.esnet.ed.jp/

松山南高校(砥部分校)

愛媛県 砥部町 ② 文化祭
生徒の授業作品や部活動での成果を展示・発表します。保護者にも
参加いただき、ＰＴＡバザーや作品展を行います。一般にも広く呼び
かけ、地域などから多くの参加をいただきます。

11月9日9:30～15:30 砥部分校体育館・教室他 松山南高校砥部分校 無料
砥部分校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://matsuyamaminami-h-
b.esnet.ed.jp/

松山南高校(砥部分校)

愛媛県 砥部町 ② 校内マラソン大会 男子6㎞、女子4㎞のマラソンをし、持久力を養います。 11月19日 砥部分校周辺 松山南高校砥部分校 無料
砥部分校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://matsuyamaminami-h-
b.esnet.ed.jp/

松山南高校(砥部分校)

愛媛県 砥部町 ②
原町サロン・お年寄りとの交
流

地域のお年寄りが集まる原町サロンの方と幼稚園児が交流する。
一緒に歌を歌ったり、お話を聞いたり、グループに分かれて、「フラ
ワーアレンジメント」「折り紙」「お手玉」を楽しんだりする。

11月中旬
砥部町立
麻生幼稚園ホール

砥部町立
麻生幼稚園

無料 砥部町立麻生幼稚園

愛媛県 砥部町 ② 祖父母参観日 保育参観・触れ合いゲーム 11月22日 砥部町立宮内幼稚園 砥部町立宮内幼稚園 無料 砥部町立宮内幼稚園

愛媛県 砥部町 ③
砥部町陶街道文化まつり
「広田ふるさとフェスタ」

砥部町陶街道文化まつりの一環として、広田地域の活性化や地域住
民及び周辺市町住民との交流を図り、山村地域ならではの特色ある
イベントを開催する。
また、保育所・小学生の学習作品展示を行う。

11月3日 ひろた交流センター及びその周辺
砥部町教育委員会
ひろた交流センター

無料
砥部町教育委員会
ひろた交流センター

愛媛県 砥部町 ③
陶街道文化まつり芸術文化
フェスタ「吟詠大会」

砥部町や近隣で活動する吟詠教室の発表。 11月10日 砥部町文化会館 砥部町教育委員会社会教育課 無料
砥部町教育委員会
社会教育課

愛媛県 砥部町 ③
陶街道文化まつり芸術文化
フェスタ「みなくる芸能発表

中央公民館文化教室や町内で活動している教室の郷土芸能・伝統
芸能などの発表会を行う。

11月23日
11月24日

中央公民館教室ほか町内の教室 砥部町教育委員会社会教育課 無料
砥部町教育委員会
社会教育課

愛媛県 砥部町 ③
ショパンビレッジフェスティバ
ル

ポーランド出身のプロのピアニストによるピアノコンサートや様々な国
の留学生たちが振る舞うワールドキッチンのテントブースなどを開催

11月3日 砥部町文化会館 砥部町教育委員会社会教育課
砥部町教育委員会
社会教育課

愛媛県 砥部町 ② 祖父母との触れ合い交流会
園児が祖父母と触れ合って遊んだり、昔の遊びを紹介してもらったり
して交流します。

11月14日 砥部町立砥部こども園 砥部町立砥部こども園 無料 砥部町立砥部こども園

愛媛県 砥部町 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育に視点を当てた授業を全クラスで公開します。その
後、体育館で全校集会をします。学年ごとに人権標語や歌等の発表

11月16日 砥部町立宮内小学校 砥部町立宮内小学校 無料 砥部町立宮内小学校

愛媛県 砥部町 ②
授業公開、保護者向け講演
会（人権・同和教育参観日）

人権・同和教育視点の授業公開では、事前に、「参観のしおり」を配
布したり、事後の感想を、啓発資料に生かしたりします。講演会で
は、同じ視点で講師を招き、保護者向けの講演会を実施します。

11月21日 砥部町立砥部小学校 砥部町立砥部小学校 無料 砥部町立砥部小学校

愛媛県 砥部町 ① 砥部歴史講座
砥部町の歴史を広く知ってもらうため、専門家を講師に招いて講座を
開催します。

10月26日11月14日 砥部町文化会館 砥部町教育委員会社会教育課 無料
砥部町教育委員会
社会教育課

愛媛県 砥部町 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育に視点を当てた授業を全クラスで公開します。その
後、体育館で人権集会として、「いじめ」をテーマにした朗読劇を発表

10月19日 砥部町立砥部中学校 砥部町立砥部中学校 無料 砥部町立砥部中学校

愛媛県 砥部町 ② 砥部中文化祭 合唱コンクールをはじめ、日々の教育活動の実践発表を行います。 11月2日 砥部町立砥部中学校 砥部町立砥部中学校 無料 砥部町立砥部中学校

愛媛県 南予 ②
愛媛県児童生徒理科研究
作品展

児童生徒の理科研究作品を展示します。
11月16日(土)
10：00～16：00

歴史文化博物館 県総合教育センター 無料
愛媛県総合教育センター
教科教育室

愛媛県 南予地域 ①②
南予地区人権・同和教育研
究協議会

人権・同和教育に関する公開授業、分科会 11月21日 大洲市 人権教育課 無料
愛媛県教育委員会
人権教育課

愛媛県 新居浜市 ①
「えひめ教育の日」推進大
会・フェスティバル

「えひめ教育の日」を記念して、ステージ発表、学習作品展示、記念
講演を行います。

10月27日 新居浜市市民文化センター 「えひめ教育の日」推進会議 無料
「えひめ教育の日」推進会議事務
局（公益財団法人愛媛県教育会）
http://www.ehime-kyouikukai.jp

愛媛県教育委員会
教育総務課

愛媛県 新居浜市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「バレエ公演」 12月2日
新居浜市市民文化センター大ホール
（新居浜市繁本町8番65号）

愛媛県 新居浜市 ①
企画展「別子銅山・東平の
思い出」

ものづくりの街、新居浜をつくりだした別子銅山。現在「東洋のﾏﾁｭﾋﾟ
ﾁｭ」と呼ばれれる東平では、多くの人々が暮らしていた。かつて東平
で暮らし銅山で働いた人々の思い出を紹介する。

10/26～12/1 総合科学博物館 総合科学博物館 http://www.i-kahaku.jp/ 総合科学博物館 常設展観覧料が必要

愛媛県 新居浜市 ① 開館記念イベント
博物館の開館25周年を記念して、ご家族で楽しめる様々なイベントを
開催します。※11月3日（日）は、常設展観覧料が無料になる他、特別
サイエンスショーを実施します

11/2～4 総合科学博物館 総合科学博物館 無料 http://www.i-kahaku.jp/ 総合科学博物館 11/3（日）のみ無料

愛媛県 新居浜市 ② 公開授業参観
保護者や学校関係者との連携を深めるとともに、授業について広く意
見を伺うことによって、教師力の向上を図るというねらいで、広く一般
に授業を参観していただきます。

11月5日 新居浜東高等学校 新居浜東高等学校 無料
新居浜東高校ホームページ
https://niihamahigashi-
h.esnet.ed.jp

新居浜東高等学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 新居浜市 ② 進学マネープラン講習会
保護者を対象に、進学に必要な費用や奨学金制度の説明について
業者が行います。

11月5日 新居浜東高等学校 新居浜東高等学校 無料
新居浜東高校ホームページ
https://niihamahigashi-

新居浜東高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化祭
「開かれた学校づくり」を目指して、生徒、保護者、同窓生、一般の
方々を対象に公開します。

11月1日 新居浜南高等学校 新居浜南高等学校 無料

新居浜南高校HP
https://niihamaminami-
h.esnet.ed.jp/jigyou/ehime_e_gekka
n.htm

新居浜南高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 公開授業週間
保護者や学校関係者（近隣の小・中学校及び他の高校）との連携を
深めるとともに、授業について広く意見を伺うことによって、授業力・
教師力の向上を図るというねらいで、授業を参観していただきます。

11月5日～8日 新居浜南高等学校 新居浜南高等学校 無料

新居浜南高校HP
https://niihamaminami-
h.esnet.ed.jp/jigyou/ehime_e_gekka
n.htm

新居浜南高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 人権・同和教育講演会
人権意識を高めることにより、同和問題をはじめとする様々な人権問
題の解決や差別解消に向けての態度を養います。

11月6日 新居浜南高等学校 新居浜南高等学校 無料

新居浜南高校HP
https://niihamaminami-
h.esnet.ed.jp/jigyou/ehime_e_gekka
n.htm

新居浜南高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 相互授業参観
教員相互の授業参観を通して、より効果的な教授方法を研究し、自
己研鑽に努めます。

11月5日～11日 新居浜西高等学校 新居浜西高等学校 無料
新居浜西高校ホームページ　
https://niihamanishi-
h.esnet.ed.jp/cms/

新居浜西高等学校

愛媛県 新居浜市 ②
公開授業日及び保護者参
観日

「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、学校評議員を対象に、授
業を公開します。

11月8日 新居浜西高等学校 新居浜西高等学校 無料
新居浜西高校ホームページ　
https://niihamanishi-
h.esnet.ed.jp/cms/

新居浜西高等学校

愛媛県 新居浜市 ②
文部科学省人権教育研究
指定校研究発表会

本校の人権・同和教育の現状と研究の成果を発表し、人権意識の高
揚に努めます。

11月12日 新居浜西高等学校 新居浜西高等学校 無料
新居浜西高校ホームページ　
https://niihamanishi-
h.esnet.ed.jp/cms/

新居浜西高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 運動会
生徒会の生徒を中心に、生徒たちが自ら企画運営を行い全力で取り
組んでいます。保護者・来賓・教職員の参加競技もあり、紅組と白組
のそれぞれが一丸となって大いに盛り上がる行事となっています。

11月16日 新居浜西高等学校体育館 新居浜西高等学校 無料
新居浜西高校ホームページ　
https://niihamanishi-
h.esnet.ed.jp/cms/

新居浜西高等学校(定時制)

愛媛県 新居浜市 ② 公開授業
生徒たちの普段の授業風景や本校定時制の特徴である開放講座の
様子を見ていただくため、平成29年度に始まった事業です。多くの
方々に気楽に足を運んでいただき、授業時間一杯自由に参観してい

11月19日 新居浜西高等学校教室他 新居浜西高等学校 無料
新居浜西高校ホームページ　
https://niihamanishi-
h.esnet.ed.jp/cms/

新居浜西高等学校(定時制)

愛媛県 新居浜市 ② 新工祭

生徒の日頃の文化活動を促進し、その成果を一般に公開することに
よって他校や地域の方々との理解・交流を深める。生徒は芸術鑑賞
会の後、クラス・部の展示、模擬店、PTAによるバザー（うどん・リサイ
クルフェア）、献血等に参加する。

10月25日 新居浜工業高等学校 新居浜工業高等学校 無料
新居浜工業高等学校ホームペー
ジhttps://niihama-th.esnet.ed.jp/

新居浜工業高等学校

愛媛県 新居浜市 ② インターンシップ
生徒が自分に適している職業や、将来の設計について考えることを
目的として、自分の学習内容や進路などに関連した就業体験をす

11月5日～14日 新居浜工業高等学校 新居浜工業高等学校 無料
新居浜工業高等学校ホームペー
ジhttps://niihama-th.esnet.ed.jp/

新居浜工業高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 建設機械体験実習
建設機械の操作を体験することにより、土木建設業の特性・仕事に
対する理解を深めるとともに、将来の職業選択に備えて自らの能力
について実践的に考える機会とする。

11月第2週頃 未定 新居浜工業高等学校 無料
新居浜工業高等学校ホームペー
ジhttps://niihama-th.esnet.ed.jp/

新居浜工業高等学校

愛媛県 新居浜市 ②
創立60周年記念新商祭（文
化祭）

各クラス・文化部の展示・バザー等を計画しています。
PTAの協力により、餅つきも実施予定です。

11月8日 新居浜商業高等学校 新居浜商業高等学校 無料
新居浜商業高校ホームページ
https://niihama-ch.esnet.ed.jp/

新居浜商業高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 授業公開
保護者や学校関係者との連携を深めるとともに、授業について意見
を
伺うことによって、授業力の向上を図るというねらいで、広く一般に授

11月13～15日 新居浜商業高等学校 新居浜商業高等学校 無料
新居浜商業高校ホームページ
https://niihama-ch.esnet.ed.jp/

新居浜商業高等学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化祭 ステージ発表や児童生徒の作品展示、PTAバザー等を行います。 11月2日 愛媛県立新居浜特別支援学校 愛媛県立新居浜特別支援学校 無料
愛媛県立新居浜
特別支援学校

愛媛県 新居浜市 ②
学校公開
絵手紙ロビー展

学校公開での授業参観に合わせて、生徒の絵手紙作品をロビーに
展示します。

11月2,6～8日 愛媛県立新居浜特別支援学校 愛媛県立新居浜特別支援学校 無料
愛媛県立新居浜
特別支援学校

愛媛県 新居浜市 ② 特別支援学校地域交流
文化祭で展示するフラワーアレンジメント作品の制作を、地域の公民
館関係の方々とともに行います。

11月7日 愛媛県立新居浜特別支援学校川西分
校

愛媛県立新居浜特別支援学校川西分校 無料
愛媛県立新居浜特別支援学校
川西分校

愛媛県 新居浜市 ② 文化祭
音楽発表や劇などのステージ発表、児童生徒が製作した品物の販売
活動、学習作品の展示等を行います。また、保護者による催し物も行
われます。

11月9日
愛媛県立新居浜特別支援学校川西分
校

愛媛県立新居浜特別支援学校川西分校 無料
愛媛県立新居浜特別支援学校
川西分校

愛媛県 新居浜市 ①
別子銅山に関する本の解説
講座「別子山を読む」

あかがねの町新居浜を紐解く近代化産業遺産「別子銅山」の歴史を
学習する、別子銅山に関する本の解説講座、特別講義を開催しま
す。

11月17日
新居浜市立別子銅山記念図書館多目
的ホール

別子銅山記念図書館 無料
【新居浜市立図書館HP】
https://lib.city.niihama.lg.jp/besshi
-douzan/kouza/

新居浜市立別子銅山記念図書
館

愛媛県 新居浜市 ③ 図書館まつり2019
市民への日頃の感謝をこめ、より図書館を身近に感じていただくため
にブックリサイクルや普段は入れない図書館のバックヤード見学、講
演会等を開催します。

11月24日 新居浜市立別子銅山記念図書館 別子銅山記念図書館 無料
【新居浜市立図書館HP】
https://lib.city.niihama.lg.jp/

新居浜市立別子銅山記念図書
館

愛媛県 新居浜市 ①②
新居浜市駅伝大会兼中学
校駅伝大会

中学生対抗、高校生対抗、スポーツ少年団対抗の駅伝競走大会で
す。

11月3日 河川敷陸上競技場 新居浜市陸上競技協会 無料
【スポーツ振興課HP】
http://www.city.niihama.lg.jp/soshi
ki/sports/

新居浜市教育委員会事務局ス
ポーツ振興課

愛媛県 新居浜市 ①②
愛媛県中学校駅伝競走大
会

中学駅伝競走大会の県大会です。 11月16日 河川敷陸上競技場 愛媛県中学校体育連盟 無料
【愛媛県中学校体育連盟HP】
http://www.ehimejpa.com/

新居浜市教育委員会事務局ス
ポーツ振興課

愛媛県 新居浜市 ③
第11回新居浜市郷土芸能
発表会

郷土芸能の保存伝承を目指し、市内の各地域に根差した民謡や舞な
どの郷土芸能を披露する発表会を開催します。

11月24日 新居浜市市民文化センター中ホール
新居浜市教育委員会、新居浜市郷土芸能保
存連絡協議会

無料
【文化振興課HP】
http://www.city.niihama.lg.jp/soshi
ki/bunka/

新居浜市教育委員会事務局文
化振興課

愛媛県 新居浜市 ③
第69回新居浜市美術展覧
会

市民の芸術作品を展示します。 10月25日～11月3日 あかがねミュージアム 新居浜市教育委員会 無料
【文化振興課HP】
http://www.city.niihama.lg.jp/soshi
ki/bunka/

新居浜市教育委員会事務局文
化振興課

愛媛県 新居浜市 ③ 作品展　バザー
園児の作品を保護者や地域の方に見ていただいたり、バザーや催し
物などに参加したりして、楽しんでいただきます。

11月2日 新居浜市立王子幼稚園 王子幼稚園 王子幼稚園

愛媛県 新居浜市 ② 生活発表会 学年ごとに合唱、合奏、劇などを発表します。 11月30日 新居浜市立神郷幼稚園 神郷幼稚園 無料 神郷幼稚園

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月21日 新居浜小学校 新居浜小学校 無料
【新居浜小学校ＨＰ】
https://niihama-e.esnet.ed.jp/

新居浜小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 各学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月8日 宮西小学校 宮西小学校 無料
【宮西小学校ＨＰ】
https://miyanishi-

宮西小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会
各学年による歌唱と器楽の演奏やブラスバンド部の演奏などを発表
します。

11月6日 金子小学校 金子小学校 無料
【金子小学校ＨＰ】
https://kaneko-e.esnet.ed.jp/

金子小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月14日 金栄小学校 金栄小学校 無料
【金栄小学校ＨＰ】https://kinei-
e.esnet.ed.jp/cms/

金栄小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月8日 高津小学校 高津小学校 無料
【高津小学校HP】https://takatsu-
e.esnet.ed.jp/

高津小学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月16日 浮島小学校 浮島小学校 無料
【浮島小学校ＨＰ】https://ukijima-
e.esnet.ed.jp/

浮島小学校

愛媛県 新居浜市 ①②③ 校内音楽発表会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月10日
惣開小体育館
惣開公民館

惣開小学校 無料
【惣開小学校ＨＰ】
https://sobiraki-

惣開小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月15日 垣生小学校 垣生小学校 無料
【垣生小学校HP】https://old-
niihama-habu-e.esnet.ed.jp/cms/

垣生小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会 学年ごとに合唱、合奏の発表をします。 11月8日 神郷小学校 神郷小学校 無料
【神郷小学校HP】https://kozato-
e.esnet.ed.jp/cms/

神郷小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 合唱・合奏の発表をします。 10月29日 多喜浜小学校 多喜浜小学校 無料
【多喜浜小学校HP】
https://takihama-
e.esnet.ed.jp/cms/

多喜浜小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 各学年の音楽発表会を実施します。 11月10日 泉川小学校 泉川小学校 無料
【泉川小学校ＨＰ】
https://izumigawa-e.esnet.ed.jp/

泉川小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会 学年ごとの合唱や合奏の発表をします。 11月29日 船木小学校 船木小学校 無料
【船木小学校HP】https://funaki-
e.esnet.ed.jp/

船木小学校

愛媛県 新居浜市 ②③ 中萩小学校音楽会 音楽発表会を実施します。 11月17日 中萩小学校体育館 中萩小学校 無料
【中萩小学校HP】
https://nakahagi-

中萩小学校

愛媛県 新居浜市 ③ 校内音楽会 音楽学習の成果発表会です。 11月6日 大生院小学校体育館 大生院小学校 無料
【大生院小学校HP】
https://ohjoin-e.esnet.ed.jp/cms/

大生院小学校

愛媛県 新居浜市 ② オリエンテーリング集会
縦割り班によるオリエンテーリングを実施し、地域の自然や文化にふ
れる活動です。

11月15日 大生院地区 大生院小学校 無料
【大生院小学校HP】
https://ohjoin-e.esnet.ed.jp/cms/

大生院小学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 学年ごとに合唱、合奏の発表を実施します。 11月10日 角野小学校 角野小学校 無料
【角野小学校HP】https://sumino-
e.esnet.ed.jp/cms/

角野小学校

愛媛県 新居浜市 ③ 産業文化祭 学習成果発表会、作品展示、バザー、体験活動を実施します。 11月10日
別子山公民館
別子小・中体育館

別子山支所
【別子小中学校ＨＰ】
https://besshi-ej.esnet.ed.jp/

別子小・中学校

愛媛県 新居浜市 ② 合唱コンクール
地域の方を審査委員として迎え、全学級と音楽部、3年生学年合唱の
発表を実施します。

11月15日 東中学校体育館 東中学校 無料
【東中学校HP】https://niihama-
higashi-j.esnet.ed.jp/cms/

東中学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化活動発表会
　校内合唱コンクールは、各クラスが10月から課題曲、自由曲の練習
を重ね、クリスタル賞を目指し頑張ります。また、特技発表について
は、バレエなど普段鍛錬してきたことを発表します。

11月5日 市民文化センター 西中学校 無料
【西中学校ＨＰ】https://niihama-
nishi-j.esnet.ed.jp/cms/

西中学校

愛媛県 新居浜市 ③ 文化祭
校内合唱コンクール、文化部活動発表、作品展示、ＰＴＡバザーを実
施します。

11月24日 南中学校 南中学校
【南中学校HP】https://niihama-
minami-j.esnet.ed.jp/cms/

南中学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化活動発表会
吹奏楽部の演奏、茶道部のお点前、美術部の作品鑑賞を行い、地域
一体となって文化をすすめていく一日とします。

11月7日 北中学校 体育館 北中学校 無料
【北中学校ＨＰ】https://niihama-
kita-j.esnet.ed.jp/

北中学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内合唱コンクール
コンクール形式で学級ごとに合唱を行い、地域一体となって文化をす
すめていく一日とします。

12月1日 北中学校 体育館 北中学校 無料
【北中学校ＨＰ】https://niihama-
kita-j.esnet.ed.jp/

北中学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化発表会
　校内合唱コンクール、文化部活動発表、「総合的な学習の時間」の
学年発表、作品展示を行います。

11月21日 泉川中学校 泉川中学校 無料
【泉川中学校HP】
https://izumigawa-j.esnet.ed.jp/

泉川中学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽会
校内合唱コンクール・音楽部演奏・ひびき分校和太鼓弘演奏を
実施します。

11月25日 船木中学校 船木中学校 無料
【船木中学校ＨＰ】https://funaki-
j.esnet.ed.jp/cms/

船木中学校

愛媛県 新居浜市 ② 秋季運動会 競技・演技の観戦及び参加による交流を行います。 10月11日
えひめ学園
(ひびき分校)

えひめ学園
船木中学校ひびき分校

無料
【船木中学校ひびき分校HP】
https://funaki-j-b.esnet.ed.jp/

船木中学校ひびき
分校

愛媛県 新居浜市 ② 文化活動発表会
国際交流体験発表、文化部活動発表、文化部展示、生徒会企画、校
内合唱コンクール実施します。

12月7日 中萩中学校 中萩中学校 無料
【中萩中学校】https://nakahagi-
j.esnet.ed.jp/cms/

中萩中学校

愛媛県 新居浜市 ② 校内音楽発表会 校内での合唱発表会を実施します。 11月6日 大生院中学校 大生院中学校 無料
【大生院中学校ＨＰ】
https://ohjoin-j.esnet.ed.jp

大生院中学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化祭（角中祭）
特技発表、生徒会企画発表、校内合唱コンクール、文化部活動発
表、作品展示を行います。

11月24日 角野中学校 角野中学校 無料
【角野中学校ＨＰ】https://sumino-
j.esnet.ed.jp/

角野中学校

愛媛県 新居浜市 ② 文化活動発表会 校内合唱コンクール、文化部活動発表、作品展示を行います。 11月15日 川東中学校 川東中学校 無料
【川東中学校HP】
https://kawahigashi-
j.esnet.ed.jp/cms/

川東中学校

愛媛県
新居浜市・松
山市・宇和島
市

② 遠足
東予・中予・南予に分かれ、各地域の文化施設等を巡り、郷土の歴
史や文化に触れる。

10月20日 東・中・南予の文化施設等 松山東高等学校（通信制） 無料
松山東高校ホームページ
https://matsuyamahigashi-h-c.eｓ
net.ed.jp/

松山東高等学校（通信制）

愛媛県 松前町 県民総合文化祭 県民総合文化祭「邦楽・邦舞公演」 11月3日
松前総合文化センター（伊予郡松前町
大字筒井633番地）

愛媛県 松前町 県民総合文化祭 県民総合文化祭「吟詠剣詩舞公演」 12月1日
松前総合文化センター（伊予郡松前町
大字筒井633番地）

愛媛県 松前町 ① 第69回えひめ婦人大会
えひめ婦人大会の開催を通して、会員が同じ目的を持った仲間として
交流と学習を深め、活動の活性化を図ります。

11月14日 松前総合文化センター
愛媛県連合婦人会
愛媛県教育委員会

無料 愛媛県連合婦人会事務局

愛媛県 松前町 ② 文化祭 講演、展示、バザー等、日頃の文化活動の成果を発表します。 11月6日 伊予高等学校 伊予高等学校 無料
伊予高校公式WebSite
https://iyo-h.esnet.ed.jp

伊予高等学校

愛媛県 松前町 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月11日 伊予高等学校 伊予高等学校 無料
伊予高校公式WebSite
https://iyo-h.esnet.ed.jp

伊予高等学校

愛媛県 松前町 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月12日 伊予高等学校 伊予高等学校 無料
伊予高校公式WebSite
https://iyo-h.esnet.ed.jp

伊予高等学校

愛媛県 松前町 ② 出張講義
大学模擬講義及び大学ガイダンスを通じて、進路実現のために必要
なことを学びます。

11月12日 伊予高等学校 伊予高等学校 無料
伊予高校公式WebSite
https://iyo-h.esnet.ed.jp

伊予高等学校

愛媛県 松前町 ② IYOの日
朝のあいさつ運動や生徒と教員が共に昼食をとるなど、伊予高校に
とっての特別な日となります。

11月14日 伊予高等学校 伊予高等学校 無料
伊予高校公式WebSite
https://iyo-h.esnet.ed.jp

伊予高等学校

愛媛県 松前町 ① 文化祭 学校行事公開 11月2日
松前町立
岡田中学校体育館

松前町立
岡田中学校

無料 松前町立岡田中学校

愛媛県 松前町 ① フリー参観日・ＰＴＡバザー
各教室で学習発表会や交流活動を行います。その後、ＰＴＡ主催のバ
ザーや余剰品販売を行います。

11月23日
松前町立
松前小学校

松前町立松前小学校
及びＰＴＡ

無料
松前町立松前小学校HP
https://masaki-e.esnet.ed.jp/

松前町立松前小学校

愛媛県 松前町 ② 校内音楽発表会
「えひめ教育月間」に合わせて、各学年の合奏や合唱及び金管バンド
による演奏等、音楽に関する発表を行います。

11月22日
松前町立
岡田小学校体育館

松前町立岡田小学校 無料 松前町立岡田小学校

愛媛県 松前町 ② 文化祭 生徒の学習発表、合唱、吹奏楽部の発表やＰＴＡのバザー活動など 11月3日
松前町立
北伊予中学校教室・体育館

松前町立北伊予中学校 無料 松前町立北伊予中学校

愛媛県 松前町 ② 人権・同和教育参観日 授業参観、人権集会 11月15日
松前町立
北伊予中学校教室・体育館

松前町立北伊予中学校 無料 松前町立北伊予中学校

愛媛県 松前町 ① 幼保給食交流会 松前校区内の保育所との交流、給食体験 11月13日 松前町立松前ひまわり保育所 松前町立松前幼稚園 無料 松前幼稚園
愛媛県 松前町 ① 幼保給食交流会 岡田校区内の保育所との交流、給食体験 10月下頃から11月上旬 未定 松前町立古城幼稚園 無料 古城幼稚園

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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愛媛県 松前町 ② 文化祭
学習成果の発表、総合的な学習の発表、吹奏楽部の発表、有志の
発表等

11月3日 松前町立松前中学校体育館他 松前町立松前中学校 無料
松前町立松前中学校ＨＰ
https://masaki-j.esnet.ed.jp/

松前町立松前中学校

愛媛県 松前町 ② 人権・同和教育参観日 授業参観、人権集会 11月19日 松前町立松前中学校教室・体育館 松前町立松前中学校 無料 松前町立松前中学校

愛媛県 松前町 ②
まさきちょう児童生徒音楽発
表交歓会

合唱・合奏・吹奏楽発表 11月7日 松前総合文化センター 松前町教育委員会 無料 松前町教育委員会

愛媛県 松前町 ② 校内音楽発表会
各学年の発表（合唱、合奏等）、全校合唱、金管バンド部による演奏
など、音楽に関するステージ発表を実施する。

11月9日 松前町立北伊予小学校 松前町立北伊予小学校 無料 松前町立北伊予小学校

愛媛県 松野町 ③ 森の国文化祭 展示・芸能発表、文化体験コーナー 11月2・3日 松野町町民センター外 松野町文化協会 無料
松野町
http://www.town.matsuno.ehime.jp

松野町教育委員会教育課

愛媛県 松野町 ② 文化祭
学習発表
合唱コンクール

未定 松野町立松野中学校 松野町立松野中学校 無料
松野中学校
http://matsuno-j.esnet.ed.jp/

松野中学校

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「秋季県展」
10月22～29日
11月1～8日

愛媛県美術館 南館（松山市堀之内）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「俳句大会」 11月2日
松山市立子規記念博物館（松山市道後
道後公園1-30）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「囲碁大会」 11月3日
愛媛県県民文化会館別館（松山市道後
町2-5-1）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「川柳大会」 11月4日
松山市総合コミュニティセンター企画展
示ホール（松山市七丁湊町目5番地）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「茶会」 11月9～10、16～17日
愛媛県生活文化センター（松山市北持
田町139-2）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「総合フェスティバル」 11月9日 松山市民会館 大ホール（松山市堀之
愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「将棋大会」 11月10日 県民文化会館別館（松山市道後町2-5-
愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「短歌大会」 11月17日 リジェール松山（松山市南堀端町2番地

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「ジャズ公演」 11月17日
えひめこどもの城多目的ホール（松山市
西野町乙108-1）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「連句大会」 11月23日
愛媛県県民文化会館 別館（松山市道後
町2-5-1）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「中学生美術作品展」 11月23～24日 愛媛県美術館 南館（松山市堀之内）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「現代詩大会」 11月24日
愛媛県県民文化会館 別館（松山市道後
町2-5-1）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「吹奏楽公演」 11月24日
愛媛県生涯学習センター 県民小劇場
（松山市上野町650）

愛媛県 松山市 県民総合文化祭 県民総合文化祭「いけばな展」 11月30日～12月1日
松山市総合コミュニティセンターコミュニ
ティプラザ（松山市湊町七丁目5番地）

愛媛県 松山市 ① えひめ生涯学習“夢”まつり
生涯学習に取り組む団体による発表や体験教室の実施。生涯学習
センター、総合科学博物館、歴史文化博物館等による特設コーナー
の実施など。

11月9日～10日 松山市総合コミュニティセンター 愛媛県スポーツ・文化部まなび推進課 無料
【県HP】
https://www.pref.ehime.jp/h14400
/yumematsuri/yumematsuri.html

愛媛県スポーツ・文化部
まなび推進課

愛媛県 松山市 ③ 開館記念日イベント
コレクション展を無料にするほか、ミュージアムコンサート、コレクショ
ン展のフロアレクチャー、創作ワークショップ等を実施します。

11月17日 愛媛県美術館 愛媛県美術館 無料
愛媛県美術館
https://www.ehime-art.jp/

愛媛県美術館学芸課

愛媛県 松山市 ③ 千住　博　展
日本画家、千住博が金剛峯寺に襖絵として奉納予定である「これま
で描いた作品とは全く異なる『宇宙の体得』を表現した作品」を核とし
て、これまでの主要作品も展観します。

11月16日～1月19日 愛媛県美術館 千住博展実行委員会
愛媛県美術館
https://www.ehime-art.jp/

愛媛県美術館学芸課

愛媛県 松山市 ①
「小・中学生のふるさと学習
作品展」展示会

本県ゆかりの人物を対象に県下の小・中学生が夏季休業中などに調
査研究した作品のうち、特別賞受賞作品28点（レポート部門14点、壁
新聞部門14点）と優秀賞受賞作品の展示会を行います。

10月26日～11月4日 愛媛県生涯学習センター 愛媛県教育委員会社会教育課 無料
ふるさと学習作品展http:www.i-
manabi.jp/furusato/sakuhin.php

愛媛県教育委員会
社会教育課　指導係
（愛媛県生涯学習センター駐在）

愛媛県 松山市 ①
2019年度「御五神島・無人
島体験事業」報告会

「御五神島・無人島体験事業」の参加者、保護者、指導者、支援団
体・企業等が一堂に集い、事業の概要報告並びに子どもたちによる
成果発表を行い、次年度以降の事業の充実を図ります。

11月2日 松山市青少年センター 無人島チャレンジ実行委員会 無料
NPO法人えひめ子どもチャレンジ
支援機構
http://kocall.org/

愛媛県教育委員会社会教育課

愛媛県 松山市 ①
文字・活字文化の日及び読
書週間記念展示

読書に関する展示を行います。
10月27日～12月26日
（予定）

愛媛県立図書館、一般図書室
えひめ資料室、子ども読書室

県立図書館 無料 県立図書館

愛媛県 松山市 ① 古文書解読講座 古文書解読に関する講座を行います。 11月24日
愛媛県立図書館
多目的ホール

愛媛古文書研究会、県立図書館 県立図書館

愛媛県 松山市 ① 秋のたっぷりおはなし会 2時間のおはなし会を行います。 11月2日
愛媛県立図書館
キッズひろば

県立図書館 無料 県立図書館

愛媛県 松山市 ① 高Ｐ連集う会
高Ｐ連会員が集い語り合う研修会を開催し、ＰＴＡ活動の充実・発展を
図ります。

11月23日
エスポワール
愛媛文教会館

愛媛県高等学校ＰＴＡ連合会 無料 愛媛県高等学校ＰＴＡ連合会

愛媛県 松山市 ② 科目選択説明会(1年次)
進路希望と直結した科目選択についての説明会を1年次の生徒及び
保護者を対象に実施します。

10月16日 北条高等学校 北条高等学校 無料
北条高校ホームページ
https://ehm-hojo-

北条高等学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭
吹奏楽部をはじめとした文化部の活動の発表、外部からのゲストを
招いての講演会、バザーなどを実施します。

11月1日 北条高等学校 北条高等学校 無料
北条高校ホームページ
https://ehm-hojo-

北条高等学校

愛媛県 松山市 ② 授業公開
保護者、学校評議員、近隣の小中高校の教職員、地域の方々を対象
にして授業を公開します。

11月11～14日 北条高等学校 北条高等学校 無料
北条高校ホームページ
https://ehm-hojo-

北条高等学校

愛媛県 松山市 ②
GL事業コンサート（芸術鑑
賞会）

「地域との協働による高等学校教育改革事業（グローカル型）」の一
環として、グローバルに、またローカルに活躍するピアニスト2名によ
る連弾と語りを聴き、グローカルに貢献する志を養います。

10月28日 松山東高等学校 松山東高等学校 無料
松山東高校ホームページ
https://matsuyamahigashi-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山東高等学校

愛媛県 松山市 ② 施設公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者の方々を対象に、施設を公
開します。

11月1日 明教館、史料館 松山東高等学校 無料
松山東高校ホームページ
https://matsuyamahigashi-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山東高等学校

愛媛県 松山市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者の方々を対象に、施設を公
開します。授業について広く意見を伺うことによって、授業力・教師力
の向上を図るというねらいで、授業を参観していただきます。

11月1日 松山東高等学校 松山東高等学校 無料
松山東高校ホームページ
https://matsuyamahigashi-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山東高等学校

愛媛県 松山市 ② 持久走大会
本校恒例の持久走大会です。3年生は自己の限界に挑み、大学受験
モードへの弾みとしています。3年生担任有志も一緒に走り、生徒を
激励しています。なお、1，2年生の持久走大会は1月に実施します。

11月7日 松山東高等学校 松山東高等学校 無料
松山東高校ホームページ
https://matsuyamahigashi-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山東高等学校

愛媛県 松山市 ② HR読書会
事前に各クラスで準備したテキストを熟読し、HR活動時に話の更なる
展開を期待し、この時間に臨みます。中には主人公への感情移入の
あまり、身を乗り出して心理を語る場面も。心を豊かにしてくれる時間

11月12日 松山東高等学校 松山東高等学校 無料
松山東高校ホームページ
https://matsuyamahigashi-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山東高等学校

愛媛県 松山市 ② 校内相互公開授業
教職員の指導力向上、授業改善を目的として実施する。全教職員
が、専門教科だけではなく他教科の授業も相互に参観し評価します。

10月21日～25日 松山南高等学校 松山南高等学校 無料
松山南高校ホームページ
https://matsuyamaminami-
h.esnet.ed.jp/

松山南高等学校

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



1033

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

愛媛県 松山市 ② 授業公開
本校の教育活動を理解していただくことを目的として、保護者や関係
学校教職員に授業を公開します。

10月23日・24日 松山南高等学校 松山南高等学校 無料
松山南高校ホームページ
https://matsuyamaminami-
h.esnet.ed.jp/

松山南高等学校

愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育講演会
外部から講師をお招きし、本校生徒・教職員、保護者、関係学校教職
員に講演を行います。

11月15日 松山南高等学校体育館 松山南高等学校 無料
松山南高校ホームページ
https://matsuyamaminami-
h.esnet.ed.jp/

松山南高等学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭
毎年、恒例の文化祭を実施します。ダンス部の発表や有志によるギ
ター演奏、バンド演奏、授業で制作した作品や個人の趣味の作品展
示などがあります。定時制ならではの楽しい文化祭を計画していま

11月15日 松山南高等学校 松山南高等学校(定時制) 無料
松山南高定時制ホームページ
https://matsuyamaminami-h-
pt.esnet.ed.jp/

松山南高等
学校(定時制)

愛媛県 松山市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者を対象に授業を公開しま
す。

11月11～15日 松山南高等学校 松山南高等学校(定時制) 無料
松山南高定時制ホームページ
https://matsuyamaminami-h-
pt.esnet.ed.jp/

松山南高等
学校(定時制)

愛媛県 松山市 ② 授業公開

「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、教員志望の大学生、中高
校の教職員、地域の方々を対象に、授業を公開します。また、本校教
職員の授業に対する評価やご意見をいただき、授業を改善する取り
組みを行っています。

11月1日 松山北高等学校 松山北高等学校 無料
松山北高校ホームページ
https://matsuyamakita-
h.esnet.ed.jp/

松山北高等学校

愛媛県 松山市 ② 万葉苑の清掃活動
地域の方々に貢献するために、愛媛護国神社内にある万葉集に詠
まれた植物が集められた植物園の清掃活動に取り組みます。

11月2日 松山北高等学校 松山北高等学校 無料
松山北高校ホームページ
https://matsuyamakita-
h.esnet.ed.jp/

松山北高等学校

愛媛県 松山市 ② 登校指導（PTA合同）
生徒の登下校時の交通安全を推進するために、本校教職員がPTA
の方々と合同で、生徒の交通マナーの指導や交差点での交通整理
に取り組んでいます。

11月20日 松山北高等学校 松山北高等学校 無料
松山北高校ホームページ
https://matsuyamakita-
h.esnet.ed.jp/

松山北高等学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭
文化祭では、生徒発表会、作品展示、バザー、ガレージセール、ゲー
ム等のほか、中島島内のブラスバンドである「中島コミックバンド」の
演奏もあります。

11月9日 松山北高等学校中島分校 松山北高等学校中島分校 無料
松山北高等学校中島分校ホーム
ページhttps://matsuyamakita-h-
b.esnet.ed.jp

松山北高等学校(中島分校)

愛媛県 松山市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月13～15日
11月18～19日

松山北高等学校中島分校 松山北高等学校中島分校 無料
松山北高等学校中島分校ホーム
ページhttps://matsuyamakita-h-
b.esnet.ed.jp

松山北高等学校(中島分校)

愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育講演会
保護者との連携を深めるとともに広く意見を伺うことによって、同和問
題学習をはじめとする様々な人権学習を推進する授業力・教師力の
向上を図るというねらいで、講演に参加していただいています。

10月21日 松山中央高等学校 松山中央高等学校 無料
松山中央高校ホームページ
https://matsuyamachuo-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山中央高等学校

愛媛県 松山市 ②
進路説明会
コース選択説明会

文理選択の決定が近づいてきた1年生に対して、前向きな視点でコー
ス選択をさせるためや今後の学習への具体的な取組を理解させると
いうねらいを達成するために、保護者に広く一般に説明会に参加して
いただき連携を深めています。

10月24日 松山中央高等学校 松山中央高等学校 無料
松山中央高校ホームページ
https://matsuyamachuo-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山中央高等学校

愛媛県 松山市 ② 保護者による授業

本校では、「開かれた学校づくり」事業の一環として平成19年度から、
生徒を対象とした「保護者による授業」を実施しており、本校保護者
や卒業生がそれぞれの職業や趣味・特技を生かし、講義や実技の形
式で子どもたちに授業を行うものです。

11月7日 松山中央高等学校 松山中央高等学校 無料
松山中央高校ホームページ
https://matsuyamachuo-
h.esnet.ed.jp/cms/

松山中央高等学校

愛媛県 松山市 ②
弁論大会
英語スキットパフォーマンス
コンテスト

弁論大会と英語スキットパフォーマンスコンテストを行うことによって
言語活動の充実を図るり、地域や保護者の方々を対象に公開しま
す。

11月2日 松山工業高等学校 松山工業高等学校 無料
松山工業高校ホームページ
http://matsuyama-th.esnet.ed.jp

松山工業高等学校

愛媛県 松山市 ② 創立110周年記念松工祭
地域の方々に、本校の学校活動を理解していただくために学習内容
の発表やものづくり展示、各科の紹介、模擬店等を行います。

11月3日 松山工業高等学校 松山工業高等学校 無料
松山工業高校ホームページ
http://matsuyama-th.esnet.ed.jp

松山工業高等学校

愛媛県 松山市 ② 授業参観週間
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、近隣の小中高校の教職
員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月11～15日 松山工業高等学校 松山工業高等学校 無料
松山工業高校ホームページ
http://matsuyama-th.esnet.ed.jp

松山工業高等学校

愛媛県 松山市 ② 人権を考える日 人権問題について考えます。 11月15日 松山工業高等学校 松山工業高等学校 無料
松山工業高校ホームページ
http://matsuyama-th.esnet.ed.jp

松山工業高等学校

愛媛県 松山市 ② 人権を考える日
人権問題をテーマとしたビデオの視聴や講義、生徒による感想に実
施を計画しています。

11月21日 松山工業高等学校 松山工業高等学校（定時制） 無料
松山工業高校定時制ホームペー
ジ
https://matsuyama-th-

松山工業高等学校(定時制)

愛媛県 松山市 ② 城山門前まつり
松山ロープウェー商店街のイベントに、販売活動の実習とイベントへ
の参加をします。

11月3日 松山ロープウェー商店街 松山ロープウェー商店街事務局 無料
松山ロープウェー商店街事務局
http://www.sakakumo.net

松山ロープウェー商店街事務局

愛媛県 松山市 ② 公開授業
地域社会に根差した商業教育を推進している活動を保護者、近隣地
域の方々等に対して、授業を公開します。

11月5～11日 松山商業高等学校 松山商業高等学校 無料
松山商業高校ホームページ
https://matsuyama-ch.esnet.ed.jp

松山商業高等学校

愛媛県 松山市 ② 登校指導（ＰＴＡ合同）
学校周辺の交差点等で、横断方法や歩行者と自転車の優先関係に
ついてマナーアップの呼びかけを行い、一人一人が交通ルールを守
り、安全に登校できるように注意喚起をします。

11月20日 松山商業高等学校周辺 松山商業高等学校 無料
松山商業高校ホームページ
https://matsuyama-ch.esnet.ed.jp

松山商業高等学校

愛媛県 松山市 ② 観劇
本校では、文化体験学習のひとつとして演劇鑑賞会を開催していま
す。笑いあり、涙ありのミュージカルを、生徒たちは毎年とても楽しみ
にしています。

12月6日 坊っちゃん劇場 松山商業高等学校定時制 無料

松山商業高校定時制ホームペー
ジhttp://matsuyama-ch-
pt.esnet.ed.jp/

松山商業高等学校(定時制)

愛媛県 松山市 ② PTA交通安全指導
学校に近い交通量の多い交差点付近でPTA役員と教員で登校を見
守ります。

11月6日 松山西中等教育学校周辺 松山西中等教育学校 無料
愛媛県立松山西中等教育学校
ホームページ
http://matsuyamanishi-

松山西中等教育学校

愛媛県 松山市 ② 給食試食会 希望する保護者に給食を試食していただきます。 11月6日 松山西中等教育学校 松山西中等教育学校
愛媛県立松山西中等教育学校
ホームページ
http://matsuyamanishi-

松山西中等教育学校

愛媛県 松山市 ② PTA参観日 「開かれた学校づくり」を目指して、保護者に授業を公開します。 11月6日 松山西中等教育学校 松山西中等教育学校 無料
愛媛県立松山西中等教育学校
ホームページ
http://matsuyamanishi-

松山西中等教育学校

愛媛県 松山市 ② 交流会
地域を担う心豊かな高校生育成事業の一環で、小学校児童と交流し
ます。

未定 松山市立みどり小学校 松山西中等教育学校 無料
愛媛県立松山西中等教育学校
ホームページ
http://matsuyamanishi-

松山西中等教育学校
日時はみどり小と打合
せ後決定

愛媛県 松山市 ② 奉仕活動 保護者と共に近隣の公園を清掃します。 11月21日 久万ノ台公園 松山西中等教育学校 無料
愛媛県立松山西中等教育学校
ホームページ
http://matsuyamanishi-

松山西中等教育学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭
小学部・中学部・高等部の児童生徒の日頃の活動の成果を、ステー
ジ発表、作品展示で表現します。また、制作した物品の販売やバ
ザーも行います。

11月2日 愛媛県立松山盲学校 愛媛県立松山盲学校 無料 愛媛県立松山盲学校

愛媛県 松山市 ②
交流及び共同学習（小学
部）

児童が出向いて全体交流を行い、班別交流では、ガイドヘルプなど
テーマを決めて学習をします。

未定 松山市立みどり小学校 愛媛県立松山盲学校 無料 愛媛県立松山盲学校

愛媛県 松山市 ② 学校公開 幼児児童生徒の授業参観を実施します。 11月16日 愛媛県立松山聾学校 愛媛県立松山聾学校 無料 愛媛県立松山聾学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 松山市 ② 交流あそび(小学部） 和気小学校児童と、放課後に松山聾学校で集団遊びを行います。 11月27日 愛媛県立松山聾学校 愛媛県立松山聾学校 無料 愛媛県立松山聾学校

愛媛県 松山市 ① 和気地区文化芸能祭
例年参加している和気地区文化芸能祭に参加し、伝統芸能である伊
予万歳をステージにて発表します。

11月17日 松山市和気町公民館 和気公民館 無料
愛媛県立みなら特別支援学校松
山城北分校

愛媛県 松山市 ② 授業公開
松山市内の中学校や和気地区の方々に案内し、授業参観、作品展
示、教育相談等を実施します。

11月28日・29日
愛媛県立みなら特別支援学校
松山城北分校

愛媛県立みなら特別支援学校松山城北分校 無料
愛媛県立みなら特別支援学校松
山城北分校

愛媛県 松山市 ②
番町ドリーム
音楽会

各学年の合唱・合奏　全校合唱
合唱部の発表

11月9日9:00～ 番町小学校体育館 松山市番町小学校 無料 松山市番町小学校

愛媛県 松山市 ② 味酒っ子バザー ＰＴＡバザー 11月9日8:00～ 味酒小学校教室・体育館 松山市味酒小学校 松山市味酒小学校
愛媛県 松山市 ② 人権参観日 参観授業、なかよし集会 11月17日8:30～ 味酒小学校教室・体育館 松山市味酒小学校 無料 松山市味酒小学校

愛媛県 松山市 ②
やさしさの花を
さかせよう
フェスタ

人権教育に関わる授業公開
人権作文・標語の表彰、講演会

11月23日9:10～ 八坂小学校教室・体育館 松山市八坂小学校 無料 松山市八坂小学校

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 全学年別合唱・合奏 11月9日9:00～ 東雲小学校体育館 松山市東雲小学校 無料 松山市東雲小学校
愛媛県 松山市 ② 玉っ子発表会 学年別発表、全校合唱 11月9日9:00～ 新玉小学校体育館 松山市新玉小学校 無料 松山市新玉小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 各学年の合唱と合奏、いきがい交流センターとの合同演奏 11月9日9:30～ 清水小学校体育館 松山市清水小学校 無料 松山市清水小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 全校学年別合唱・合奏 11月8日13:10～ 雄郡小学校 松山市雄郡小学校 無料 松山市雄郡小学校

愛媛県 松山市 ②
校内音楽会
そがの子まつり

各学年の合唱・合奏、PTA主催によるバザー、イベント 11月10日8:45～ 素鵞小学校 松山市素鵞小学校 松山市素鵞小学校

愛媛県 松山市 ② 堀江地区文化祭 地域の文化祭、児童の発表(合唱他) 11月16日9:00～ 堀江小学校 松山市堀江小学校 無料 松山市堀江小学校

愛媛県 松山市 ②
授業公開
人権・同和教育参観日

人権学習授業公開、人権集会(手をつなごう集会)
校区別人権･同和教育懇談会(講演会)

11月16日8:30～ 潮見小学校体育館 松山市潮見小学校 無料 松山市潮見小学校

愛媛県 松山市 ② 久枝っ子発表会 学年別による音楽等発表会、PTAバザー 11月9日8:40～ 久枝小学校体育館 松山市久枝小学校 松山市久枝小学校

愛媛県 松山市 ②
ワクワクドキドキ和気っ子大
会

和気地区を巡るウォークラリー
災害時の避難場所の確認

11月17日9:00～ 和気公民館和気地区 松山市和気小学校 無料 松山市和気小学校

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
学年別合唱・合奏、全校合唱
金管バンド部演奏、教師の合奏・合唱

11月30日9:30～ 三津浜小学校体育館 松山市三津浜小学校 無料 松山市三津浜小学校

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
各学年の合奏・合唱、水軍太鼓の演奏
金管バンドの演奏

11月8日9:30～ 宮前小学校体育館 松山市宮前小学校 無料 松山市宮前小学校

愛媛県 松山市 ② はまっこ音楽会 各学年ごとの合唱奏・水軍太鼓・PTAバザー 11月9日9:30～ 高浜小学校体育館 松山市高浜小学校 松山市高浜小学校
愛媛県 松山市 ② 音楽集会 音楽を中心とした学年の発表 11月7日13:20～ 味生小学校体育館 松山市味生小学校 無料 松山市味生小学校
愛媛県 松山市 ② まごころウォークラリー 縦割り班による校区の名所巡りと児童相互の交流 11月6日9:00～ 校区一帯 松山市味生小学校 無料 松山市味生小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 金管バンド部による演奏、各学年の合奏・合唱、PTAバザー 11月9日9:00～ 桑原小学校 松山市桑原小学校 松山市桑原小学校
愛媛県 松山市 ② 生石っ子メロディー集会 全校児童・金管バンド部による音楽発表会 11月13日9:10～ 生石小学校体育館 松山市生石小学校 無料 松山市生石小学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 音楽発表会、なかよし集会、授業公開、ＰＴＡバザー 10月26日10:00～ 垣生小学校 松山市垣生小学校 松山市垣生小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽発表会 全校児童による音楽発表会 11月9日9:30～ 道後小学校体育館 松山市道後小学校 無料 松山市道後小学校
愛媛県 松山市 ② ゆめキラキラ発表会 学年や学級で学習したことの発表会 11月23日9:00～ 湯築小学校 松山市湯築小学校 無料 松山市湯築小学校

愛媛県 松山市 ② 学校説明会
令和2年度入学（転入）希望者向け説明会
児童生徒による合唱、水軍太鼓等の歓迎セレモニー
募集要項の説明、学校説明、学校見学を兼ねた授業公開

11月9日9:50～ 興居島中学校体育館 松山市興居島小学校 無料 松山市興居島小学校

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 全校児童・教職員による校内音楽会 11月8日9:25～ 余土小学校体育館 松山市余土小学校 無料 松山市余土小学校
愛媛県 松山市 ② 幼・保・小交流会 ゲーム等による交流 未定 湯山小学校 松山市湯山小学校 無料 松山市湯山小学校
愛媛県 松山市 ② 湯山っ子まつり(参観日) 音楽発表・学習発表・ＰＴＡバザー 11月17日8:35～ 湯山小学校 松山市湯山小学校 松山市湯山小学校
愛媛県 松山市 ② 学校説明会 全学年の授業公開、日浦小中学校紹介 11月10日9:30～ 日浦小学校 松山市日浦小学校 無料 松山市日浦小学校

愛媛県 松山市 ②
ふるさと
フェスティバル

伝統芸能・ふるさと劇の発表
もちつきやしし汁うどんの会食を通した交流会

12月1日9:00～
日浦小学校
体育館

松山市日浦小学校 無料 松山市日浦小学校

愛媛県 松山市 ② いだいっ子まつり 低学年児童による出店、ゲーム等による交流会 11月21日10:20～ 伊台小学校 松山市伊台小学校 無料 松山市伊台小学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 人権に関する授業参観、集会等 10月10日10:20～ 伊台小学校 松山市伊台小学校 無料 松山市伊台小学校
愛媛県 松山市 ② PTAバザー PTA・地域との連携(バザー・余剰品販売、ゲーム等) 11月10日10:30～ 伊台小学校 松山市伊台小学校 松山市伊台小学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 人権に関する講演会 11月5日10:25～ 五明小学校 松山市五明小学校 無料 松山市五明小学校
愛媛県 松山市 ② 久米地区文化祭 水軍太鼓の演奏、埴輪の展示 11月3日時刻未定 久米小学校 松山市久米小学校 無料 松山市久米小学校
愛媛県 松山市 ② 町探検 久米小学校区の施設・史跡巡り 11月12日8:30～ 久米小学校 松山市久米小学校 無料 松山市久米小学校
愛媛県 松山市 ② 久米の名人に学ぼう 久米小学校区在住の文化や遊びの名人さんからご指導を受け交流 11月14日9:15～ 久米小学校 松山市久米小学校 無料 松山市久米小学校
愛媛県 松山市 ② 音楽集会 連合音楽会校内発表会 11月13日13:00～ 久米小学校 松山市久米小学校 無料 松山市久米小学校
愛媛県 松山市 ② 人権参観日 人権に関する授業参観、集会等 11月16日9:10～ 久米小学校 松山市久米小学校 無料 松山市久米小学校
愛媛県 松山市 ② メロディータイムコンサート 音楽発表会 11月23日9:00～ 浮穴小学校体育館 松山市浮穴小学校 無料 松山市浮穴小学校
愛媛県 松山市 ② 人権参観日 人権に関する授業参観、講演会 10月26日9:25～ 小野小学校 松山市小野小学校 無料 松山市小野小学校
愛媛県 松山市 ② ふれあい広場 地域老人会と昔の遊びを通じての交流会 11月14日9:00～ 小野小学校 松山市小野小学校 無料 松山市小野小学校
愛媛県 松山市 ② ふれあい音楽会 校内音楽会(学年別・金管バンド部) 11月9日9:00～ 石井小学校体育館 松山市石井小学校 無料 松山市石井小学校
愛媛県 松山市 ② 参観日、PTAバザー 授業参観、PTAとおやじの会によるバザー 10月12日10:20～ 石井小学校体育館、各教室 松山市石井小学校 松山市石井小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 学年ごとの発表、水軍太鼓、金管バンドの発表 11月9日9:00～ 荏原小学校体育館 松山市荏原小学校 無料 松山市荏原小学校
愛媛県 松山市 ② 連合音楽会校内発表会 4・5・6年生による演奏発表会 11月12日13:10～ 坂本小学校体育館 松山市坂本小学校 無料 松山市坂本小学校
愛媛県 松山市 ② 坂小祭 全校児童による出し物・作品展示、バザー 11月23日8:30～ 坂本小学校体育館 松山市坂本小学校 松山市坂本小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 水軍太鼓、琴、金管合奏、学年ごとの音楽発表 11月23日9:00～ たちばな小学校体育館 松山市たちばな小学校 無料 松山市たちばな小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 水軍太鼓クラブ、金管バンド部、各学年の合唱・合奏 11月7日9:25～ 椿小学校体育館 松山市椿小学校 無料 松山市椿小学校
愛媛県 松山市 ② 椿小音楽発表会 水軍太鼓クラブ、金管バンド部、各学年の合唱・合奏 11月9日9:30～ 椿小学校体育館 松山市椿小学校 無料 松山市椿小学校
愛媛県 松山市 ② 東っ子祭 6年生児童や教師によるゲームコーナー、PTAバザー等 11月16日12:00～ 石井東小学校 松山市石井東小学校 松山市石井東小学校
愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 金管バンド部、各学年による音楽発表会 11月9日9:15～ 北久米小学校体育館 松山市北久米小学校 無料 松山市北久米小学校
愛媛県 松山市 ② 誕生祭 味生第二小の誕生を祝う　歌・よびかけ等、タイムカプセルを埋める 11月10日9:10～ 味生第二小学校体育館 松山市味生第二小学校 無料 松山市味生第二小学校
愛媛県 松山市 ② 参観日、PTAバザー 授業参観･PTAバザー 11月16日8:30～ 石井北小学校教室･体育館 松山市石井北小学校 松山市石井北小学校
愛媛県 松山市 ② 参観日、PTAバザー 授業参観・PTAバザー 11月16日8:00～ さくら小学校（教室・体育館中庭等） 松山市さくら小学校 松山市さくら小学校
愛媛県 松山市 ② みどりをさぐる 校区内の文化財や施設巡り 10月30日8:35～ 校区内 松山市みどり小学校 無料 松山市みどり小学校
愛媛県 松山市 ② 参観日、PTAバザー 授業参観、PTAバザー、イベント等 11月16日9:25～ みどり小学校 松山市みどり小学校 松山市みどり小学校
愛媛県 松山市 ② ふくふくカーニバル ＰＴＡ行事、バザー、発表会 11月9日11:05～ 福音小学校 松山市福音小学校 松山市福音小学校
愛媛県 松山市 ② 福音小音楽会 音楽発表会 11月9日8:30～ 福音小学校 松山市福音小学校 無料 松山市福音小学校
愛媛県 松山市 ② 音楽集会 連合音楽会に参観する5年生の発表・壮行会 11月7日8:05～ 双葉小学校 松山市双葉小学校 無料 松山市双葉小学校

愛媛県 松山市 ②
音楽集会(ドレミファソラ詩集
会)

連合音楽会に参加する5年生の校内向けの発表と壮行会 11月13日8:05～ 窪田小学校体育館 松山市窪田小学校 無料 松山市窪田小学校

愛媛県 松山市 ②
参観日・ふれあいフェスティ
バル

授業参観・PTAバザー 11月23日9:30～
窪田小学校
各教室、体育館

松山市窪田小学校 松山市窪田小学校

愛媛県 松山市 ② もちつき PTA・地域との連携行事 11月29日9:00～ 窪田小学校マルチルーム 松山市窪田小学校 無料 松山市窪田小学校

愛媛県 松山市 ② 船の国集会
学校行事公開(学習で調べたことを、他学年・保護者・地域の方に発
表する。)

11月30日8:35～ 姫山小学校 松山市姫山小学校 無料 松山市姫山小学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 松山市 ②
北条ブロック小中学校
音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市浅海小学校 無料 松山市浅海小学校

愛媛県 松山市 ② 参観日 授業参観、人権集会、命に関する講演会 10月26日9:00～ 浅海小学校 松山市浅海小学校 無料 松山市浅海小学校

愛媛県 松山市 ②
難波小学校区
人権教育懇談会

授業参観、影絵鑑賞会 10月27日9:25～ 難波小学校 松山市難波小学校 無料 松山市難波小学校

愛媛県 松山市 ②
北条ブロック
小中学校音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市難波小学校 無料 松山市難波小学校

愛媛県 松山市 ②
公民館祭り
学校説明会

授業参観・学校説明会を公民館祭りに合わせて実施、地域の方・児
童の作品展示

11月3日9:00～ 立岩小学校 松山市立岩小学校 無料 松山市立岩小学校

愛媛県 松山市 ②
北条ブロック
小中学校音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市立岩小学校 無料 松山市立岩小学校

愛媛県 松山市 ②
北条ブロック
小中学校音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市正岡小学校 無料 松山市正岡小学校

愛媛県 松山市 ②
正岡小学校区
人権教育懇談会

人権集会、講演会など 11月24日9:00～
正岡小学校
体育館

松山市正岡小学校 無料 松山市正岡小学校

愛媛県 松山市 ② 土曜参観日 校内音楽会 11月9日9:30～ 北条小学校 松山市北条小学校 無料 松山市北条小学校

愛媛県 松山市 ②
北条ブロック
小中学校音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市北条小学校 無料 松山市北条小学校

愛媛県 松山市 ② 松山市小学校連合音楽会 音楽発表会 11月14日9:30～ 松山市民会館 松山市北条小学校 無料 松山市北条小学校
愛媛県 松山市 ② PTAフォーラム 学習成果発表　体験コーナー　読み聞かせ　バザー 11月10日8:30～ 河野小学校 松山市河野小学校 松山市河野小学校

愛媛県 松山市 ②
北条ブロック
小中学校音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市河野小学校 無料 松山市河野小学校

愛媛県 松山市 ② 立志祭 中江藤樹立志之地についての発表、4年児童の主張 11月28日13:55～ 河野小学校 松山市河野小学校 無料 松山市河野小学校

愛媛県 松山市 ②
北条ブロック
小中学校音楽発表会

音楽発表会 11月8日13:00～ 聖カタリナホール 松山市粟井小学校 無料 松山市粟井小学校

愛媛県 松山市 ②
人権参観日(校区別人権教
育懇談会開催事業)

授業参観、集会活動、講演会など 11月22日14:00～ 粟井小学校 松山市粟井小学校 無料 松山市粟井小学校

愛媛県 松山市 ② 中島地区音楽集合学習会 音楽発表会 11月2日10:00～ 中島中学校体育館 松山市中島小学校 無料 松山市中島小学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 授業参観・人権集会(なかよし集会)、人権・同和教育講演会 11月19日13:25～ 中島小学校各教室・体育館 松山市中島小学校 無料 松山市中島小学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 授業参観、人権・同和教育講演会 10月3日13:00～ 拓南中学校 松山市拓南中学校 無料 松山市拓南中学校
愛媛県 松山市 ② 職場体験学習 職場体験活動 11月6日12～15日 拓南中校区を中心とする各事業所 松山市拓南中学校 無料 松山市拓南中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 合唱コンクール、防災学習の発表・吹奏楽部の演奏 11月2日9:00～ 拓南中学校 松山市拓南中学校 無料 松山市拓南中学校
愛媛県 松山市 ② 少年の日記念行事 進水式 11月予定 今治市 松山市雄新中学校 無料 松山市雄新中学校
愛媛県 松山市 ② 職場体験学習 職場体験学習 11月14・15日 各事業所 松山市雄新中学校 無料 松山市雄新中学校
愛媛県 松山市 ② 雄新リサーチ 地域体験学習 11月15日9:00～ 雄新中校区 松山市雄新中学校 無料 松山市雄新中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 合唱コンクール、文化活動の発表等 11月1日9:00～ 勝山中学校 松山市勝山中学校 無料 松山市勝山中学校
愛媛県 松山市 ② 参観日、廉売会 授業参観、PTAバザー、廉売会 11月23日8:40～ 勝山中学校 松山市勝山中学校 松山市勝山中学校
愛媛県 松山市 ② ひんがし祭 合唱コンクール、学習発表会、PTAバザー 11月2日8:50～ 東中学校 松山市東中学校 松山市東中学校
愛媛県 松山市 ② 道中祭 合唱コンクール・文化活動発表、PTAバザー 11月3日9:00～ 道後中学校体育館・南校舎 松山市道後中学校 松山市道後中学校

愛媛県 松山市 ②
文化祭（ＫＣＣフェスティバ
ル）

合唱コンクール・ステージ発表
文化部発表、ＰＴＡバザー、廉売会

11月2日9:00～ 鴨川中学校 松山市鴨川中学校 松山市鴨川中学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭 文化活動発表、合唱コンクール、PTAバザー 11月2日9:10～ 内宮中学校体育館、柔剣道場 松山市内宮中学校 松山市内宮中学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭
文化活動の公開(学年合唱・総合的な学習の時間の発表・教科の発
表・展示発表)・PTAバザー

11月3日8:50～ 三津浜中学校 松山市立三津浜中学校 松山市立三津浜中学校

愛媛県 松山市 ② 高中祭 学年劇発表、文化部発表、PTAバザー、ブロック対抗ダンス発表 11月3日8:30～ 高浜中学校 松山市高浜中学校 松山市高浜中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 合唱コンクール・文化部発表、PTAバザー 11月2日8:40～ 津田中学校 松山市津田中学校 松山市津田中学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 授業参観、人権・同和教育講演会 10月25日13:25～ 津田中学校 松山市津田中学校 無料 松山市津田中学校

愛媛県 松山市 ② 垣生中祭
午前　合唱コンクール､人権劇発表､学習成果物展示､PTAバザー
午後　地域の方を講師とした体験活動、小動物園

11月3日8:30～ 垣生中学校 松山市垣生中学校 松山市垣生中学校

愛媛県 松山市 ② オープンスクール 小学校6年生対象の学校説明、授業参観、部活動体験 11月12日13:30～ 垣生中学校 松山市垣生中学校 無料 松山市垣生中学校
愛媛県 松山市 ② 学校説明会 授業参観及び学校説明会 11月9日9:45～ 興居島中学校体育館 松山市興居島中学校 無料 松山市興居島中学校
愛媛県 松山市 ② 余土祭 合唱コンクール・文化部発表、文化教室・有志発表等、バザー・廉売 11月3日8:50～ 余土中学校体育館 松山市余土中学校 松山市余土中学校
愛媛県 松山市 ② 学習発表会 合唱コンクール、学習発表、作品展示 11月3日8:40～ 湯山中学校 松山市湯山中学校 無料 松山市湯山中学校
愛媛県 松山市 ② 学校説明会 全学年の授業公開、日浦小中学校紹介 11月10日9:30～ 日浦小中学校 松山市日浦中学校 無料 松山市日浦中学校

愛媛県 松山市 ②
旭エスタ
(創立30周年記念文化祭)

創立30周年記念事業、学習発表、展掲示、合唱コンクール、ＰＴＡバ
ザー

11月3日9:00～ 旭中学校 松山市旭中学校 松山市旭中学校

愛媛県 松山市 ② 久米中文化祭
文化部・有志の発表(ステージ・展示)
校内合唱コンクール最優秀クラスの発表、PTAバザー

11月2日8:50～
久米中学校
体育館

松山市久米中学校 松山市久米中学校

愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 人権・同和教育に視点をおいた授業参観・講演会 11月20日13:45～ 小野中学校体育館・教室 松山市小野中学校 松山市小野中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 地域在住者を講師に招いて、体験的学習活動、学習発表 11月2日8:35～ 久谷中学校 松山市久谷中学校 無料 松山市久谷中学校
愛媛県 松山市 ② 文化発表会 合唱ｺﾝｸｰﾙ、ステージ発表 11月2日8:50～ 南中学校体育館 松山市南中学校 無料 松山市南中学校
愛媛県 松山市 ② 人権同和教育参観日 人権・同和教育に視点をおいた授業参観・講演会 11月22日13:25～ 南中学校 松山市南中学校 無料 松山市南中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 ステージ発表・作品展示・PTAバザー 10月27日8:45～ 西中学校体育館 松山市西中学校 松山市西中学校
愛媛県 松山市 ② 秋輝祭 合唱コンクール・部活動発表・PTAバザー他 11月2日9:20～ 南第二中学校体育館 松山市南第二中学校 松山市南第二中学校
愛媛県 松山市 ② 桑中音楽フェスティバル ステージ発表・作品展示・PTAバザー・合唱コンクール 11月2日9:00～ 桑原中学校体育館他 松山市桑原中学校 松山市桑原中学校
愛媛県 松山市 ② 合唱コンクール 合唱コンクール 11月2日9:00～ 椿中学校体育館 松山市椿中学校 無料 松山市椿中学校
愛媛県 松山市 ② 文化体験活動 地域の方を講師とした体験学習 11月2日13:00～ 椿中学校体育館、運動場 松山市椿中学校 無料 松山市椿中学校
愛媛県 松山市 ② ＰＴＡバザー・余剰品販売等 バザー他、保護者、地域の交流活動 11月2日9:00～ 椿中学校多目的広場 松山市椿中学校 松山市椿中学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 人権・同和教育に視点をおいた授業参観・講演会 11月14日（予定） 椿中学校教室、体育館 松山市椿中学校 無料 松山市椿中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 文化祭、文化体験活動、PTAバザー 11月2日8:30～ 城西中学校 松山市城西中学校 松山市城西中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 学年合唱、文化部の発表、有志発表 11月3日9:30～ 北中学校 松山市北中学校 無料 松山市北中学校
愛媛県 松山市 ② 校区別人権・同和教育参観 人権・同和教育に視点をおいた授業参観・人権集会 11月2日9:40～ 北条北中学校 松山市北条北中学校 無料 松山市北条北中学校
愛媛県 松山市 ② 文化活動発表会 合唱コンクール、文化体験活動、学習活動発表 10月27日8:30～ 北条南中学校体育館、各教室 松山市北条南中学校 無料 松山市北条南中学校
愛媛県 松山市 ② 文化祭 文化祭・合唱コンクール・小中音楽交流会・PTAバザー 11月2日9:20～ 中島中学校 松山市中島中学校 松山市中島中学校

愛媛県 松山市 ① かみしばいおはなし会 紙芝居や絵本の読み聞かせを行う 11月9日11：15～ 定例行事中央図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

愛媛県 松山市 ① 子ども映画会 昔話・名作童話を中心とした低学年向けのビデオ、ＤＶＤを上映する 11月9日14：30～ 定例行事北条図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

愛媛県 松山市 ① ママといっしょのおはなし会 紙芝居や絵本の読み聞かせを行う 11月21日11：00～ 定例行事三津浜図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

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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愛媛県 松山市 ① ちいさなおはなし会 絵本の読み聞かせ、工作を行う 11月17日14：00～ 定例行事中央図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

愛媛県 松山市 ① かみしばいおはなし会 紙芝居や絵本の読み聞かせを行う 11月23日11：15～ 定例行事中央図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

愛媛県 松山市 ① ばぶばぶぶぅのおはなし会 紙芝居や絵本の読み聞かせを行う 11月23日11：00～ 定例行事北条図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

愛媛県 松山市 ① おひざにだっこのおはなし会 絵本の読み聞かせや手あそび、パネルシアター等を行う
11月27日10：30～
11：15～

定例行事中央図書館 松山市教育委員会中央図書館事務所 無料
松山市教育委員会
中央図書館事務所
089-943-8008

愛媛県 松山市 ①③
一人でも参加できる文化財
めぐり

講師や市職員のガイドのもと、借上バスを使用して、市内の文化財や
文化遺産を訪ねます。

11月17日
市内：四十島・秋山兄弟の銅像ほか（Ｋ
コース）

松山市教育委員会事務局文化財課

松山市/観光・イベント/松山市観
光ガイド/松山の歴史・文化/文化
財めぐり
http://www.city.matsuyama.ehime.
jp/kanko/event/bunka/hitoridemo
_nittei.htm

松山市教育委員会事務局
文化財課

負担金：1,000円
別途：施設入館料必要

愛媛県 松山市 ①③
開館30周年記念特別展・前
期展

松山市立埋蔵文化財センター・松山市考古館の開館30周年を記念
し、特別展示を行います。

11月上旬～令和2年1
月下旬（予定）

松山市考古館
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財
団

松山市立埋蔵文化財センター・松
山市考古館ＨＰ
http://www.cul-
spo.or.jp/maibun_koukoｋan/

松山市考古館

愛媛県 松山市 ③ 小野地区文化祭 作品展示、囲碁・将棋大会、演芸大会、バザーなど 11月3日 小野公民館 小野公民館 無料 小野公民館

愛媛県 松山市 ①
うけな曼珠沙華ロード俳句コ
ンクール

地域資源をテーマにした俳句を募集し、県俳句協会元理事に選句し
てもらい、表彰式を実施する。

11月3日 浮穴公民館 浮穴公民館 無料 浮穴公民館

愛媛県 松山市 ① 荏原地区球技大会 各分館対抗でソフトボーとソフトバレーボールの大会を行う。 11月17日
荏原小学校、久谷中学校、愛媛銀行グ
ラウンド

荏原公民館 無料 荏原公民館

愛媛県 松山市 ③ 番町地区文化祭 記念講演会、学習作品展示、昼食の販売等を行ないます 11月3日 番町公民館 番町公民館 無料 番町公民館
愛媛県 松山市 ① 日本の歌に親しもう 地区住民と小学校4年生が、「豊田千恵子」先生の指導で唱歌を学ぶ 11月予定 番町小学校 番町公民館 無料 番町公民館
愛媛県 松山市 ① 郷土料理教室 地区住民が講師になり小学校5年生が郷土料理を作る 11月予定 番町小学校 番町公民館 無料 番町公民館
愛媛県 松山市 ③ 桑原地区文化祭 人権ポスター・絵手紙表彰式(小中学生）芸能祭・作品展・バザー 11月10日 桑原公民館 桑原公民館 無料 桑原公民館
愛媛県 松山市 ③ 新玉地区文化祭 作品展示・バザー等 11月10日 新玉公民館 新玉公民館 無料 新玉公民館
愛媛県 松山市 ① 雄郡地区文化祭 発表会、展覧会（芸術・文化・音楽・演劇・伝統芸能　等） 11月3日 雄郡公民館 雄郡公民館 無料 雄郡公民館
愛媛県 松山市 ① 第16回地区ペタンク大会 児童単独、親子、高齢者などのチームによるペタンク大会。 11月17日 垣生小学校グラウンド 垣生公民館 無料 垣生公民館

愛媛県 松山市 ③ ふるさとづくり久枝地区大会

地域に功労のあった方の表彰を行い、地元小中学校の児童・生徒に
よる水軍太鼓・金管楽器・吹奏楽演奏や地域の文化団体の芸能発表
を実施する。また、地元小学生の作品展示や地域の方々の絵画・写
真・陶芸・手芸などの作品展示を行う。

11月17日 久枝小学校体育館等 久枝公民館 無料 久枝公民館

愛媛県 松山市 ①
正岡地区人権・同和教育研
究大会

人権・同和問題の解消に繋がる発表や講演 11月24日 正岡小学校体育館
正岡公民館
正岡小学校

無料 正岡公民館

愛媛県 松山市 ①
公民館グラウンドゴルフ大
会

地区住民の交流を目的とし、三世代交流グラウンドゴルフ大会を行い
ます。

11月17日 文化の森公園 河野公民館 無料 河野公民館

愛媛県 松山市 ① 公民館文化祭
地域住民、公民館利用団体、公民館講座等のステージ発表、作品展
示、体験講座を行います。

11月24日 河野公民館 河野公民館文化祭実行委員会 無料 河野公民館

愛媛県 松山市 ① 収穫祭inほりえ
地元農水産物の変遷や農産物づくりの過程、農水産にまつわる先人
の営み等の展示、地元農水産物の試食と販売などを行います。

11月23日 堀江公民館 堀江公民館 無料 堀江公民館

愛媛県 八幡浜 ③ 文化を考える集い

展示の部では、校内俳句コンテストの受賞作品を展示し、学校行事
の様子をスライド上映しています。「食文化を考える」の部では、郷土
料理や外国の料理などテーマを決めて、生徒・保護者・教員が一緒に
料理を作り食事をします。食事の後、生徒会主催のビンゴゲームを行
うのが恒例となっています。

11月7日 八幡浜高等学校 八幡浜高等学校 無料

八幡浜高校定時制ホー
ムページ
https://yawatahama-h-
ph.esnet.ed.jp/

八幡浜高等学校(定時制)

愛媛県 八幡浜市 ② 文化講演会
本校の同窓生をお招きし、講演会を開催します。講師や演題は10月
初旬をめどにホームページでお知らせします。

11月1日
八幡藩高等学校
体育館

八幡浜高等学校 無料

八幡浜高校ホー
ムページ
https://yawatahama-
h.esnet.ed.jp/cms/

八幡浜高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② 文化祭
本校の生徒会が企画し、各文化部の発表や展示、商業科による八高
デパート、生徒有志やPTAによるバザー等が行われます。

11月2日 八幡浜高等学校 八幡浜高等学校 無料

八幡浜高校ホー
ムページ
https://yawatahama-
h.esnet.ed.jp/cms/

八幡浜高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② 工業祭
生徒・教職員による正課・課外活動の成果の発表の場であり、保護
者を含む地域住民との交流を通じて、本校に対する理解を深めてい

11月9日 八幡浜工業高等学校 八幡浜工業高等学校 無料
八幡浜工業高校ホームページ
https://yawatahama-

八幡浜工業高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② 授業公開
「開かれた学校づくり」を目指して、保護者、学校評議員等、近隣の中
学高校の教職員、地域の方々を対象に、授業を公開します。

11月14日
11月15日

八幡浜工業高等学校 八幡浜工業高等学校 無料
八幡浜工業高校ホームページ
https://yawatahama-

八幡浜工業高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② マラソン大会
健康の増進と体力の向上とともに、クラスの融和を図ります。
全長7.5kmのコースを自己ベスト目指して走り抜けます。

11月19日
八幡浜工業高等学校周辺
マラソンコース

八幡浜工業高等学校 無料
八幡浜工業高校ホームページ
https://yawatahama-

八幡浜工業高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② 川高祭
文化部や平素の学習活動の成果を発表する場であり、意欲を向上さ
せたり体験的な活動のできる行事となっています。

11月2日 川之石高等学校 川之石高等学校 無料
川之石高校ホームページ
http://kawanoishi-h.esnet.ed.jp

川之石高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② 校内マラソン大会
体育授業で取り組んでいる長距離走の発表の場であり、地域の方か
ら声援をうけ、ふれあいの行事となっています。

11月20日
校内
町内国道沿線

川之石高等学校 無料
川之石高校ホームページ
http://kawanoishi-h.esnet.ed.jp

川之石高等学校

愛媛県 八幡浜市 ② 地域ふれあい交流会 地域講師の指導のもと、郷土料理・茶道・昔の遊び等の体験活動 11月上旬
八幡浜市立松蔭小学校
松蔭公民館

八幡浜市立松蔭小学校 無料 八幡浜市立松蔭小学校

愛媛県 八幡浜市 ② 学習発表会 各学年による学習成果の発表（劇、音楽発表等） 11月23日 八幡浜市立松蔭小学校 八幡浜市立松蔭小学校 無料 八幡浜市立松蔭小学校
愛媛県 八幡浜市 ② 開校記念集会 本校の開校を記念して、校区にある山登りをします。 11月5日 八幡浜市立白浜小学校 八幡浜市立白浜小学校 無料 八幡浜市立白浜小学校

愛媛県 八幡浜市 ②
特色ある道徳教育推進事業
中間発表会

道徳科公開授業、分科会、記念講演等を実施します。 11月22日 八幡浜市立白浜小学校 八幡浜市立白浜小学校 無料 八幡浜市立白浜小学校

愛媛県 八幡浜市 ① 江戸岡地区公民館まつり
地域を挙げての公民館祭りに協賛して、児童作品展示、地域の方々
との交流、保護者出店を行います。

11月3日 江戸岡地区公民館 江戸岡地区公民館 無料 江戸岡地区公民館

愛媛県 八幡浜市 ② 学芸会 保護者や地域住民を招いて、全ての学年が劇や音楽を発表します。 11月23日 八幡浜市立江戸岡小学校 八幡浜市立江戸岡小学校 無料 八幡浜市立江戸岡小学校

愛媛県 八幡浜市 ② 人権参観日・講演会

  「愛媛県差別をなくする強調月間」の期間中に、児童に対して人権
尊重の意識高揚を図るとともに、その取組を公開することで広く保護
者・地域に啓発します。人権講演会は、ふれあいセンターや地区公民
館と連携して開催することで、広く地域の方々にも参加を呼び掛けて
実施します。

11月26日

八幡浜市立神山小学校　
　　
　　
　
神山小体育館

八幡浜市立神山小学校
神山・舌田地区公民館
ふれあいセンター

無料 https://kamiyama-e.esnet.ed.jp/ 八幡浜市立神山小学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛媛県 八幡浜市 ② 千丈大好きバザー 授業参観、模擬店、ゲームコーナー、リサイクル品販売を行います。 10月13日 八幡浜市立千丈小学校 八幡浜市立千丈小学校、PTA 無料 八幡浜市立千丈小学校
愛媛県 八幡浜市 ② 学習発表会 子どもたちが日ごろの学習の成果をステージ発表の形で表現しま 11月23日 八幡浜市立千丈小学校 八幡浜市立千丈小学校 無料 八幡浜市立千丈小学校

愛媛県 八幡浜市 ② いのちの参観日
「いのちの参観日」として、授業参観（人権学習）や人権集会の公開と
子育て講演会を行います。

11月13日
13:30～16:00

八幡浜市立日土小学校 八幡浜市立日土小学校 無料 八幡浜市立日土小学校

愛媛県 八幡浜市 ① 人権参観日 参観授業　　人権公演会（真穴小・中共催） 10月21日 八幡浜市立真穴小学校各教室・体育館 八幡浜市立真穴小学校 無料 八幡浜市立真穴小学校
愛媛県 八幡浜市 ② 人権参観日 授業参観の後、人権講演会を行います。 10月3日 八幡浜市立川上小学校 八幡浜市立川上小学校 無料 八幡浜市立川上小学校
愛媛県 八幡浜市 ② お手伝い強調月間 みかんの収穫等の手伝い、家事の手伝い　　等 11月4日～12月1日 八幡浜市立川上小学校 八幡浜市立川上小学校 無料 八幡浜市立川上小学校
愛媛県 八幡浜市 ② 学芸会 各学年による学習成果の発表（劇・音楽発表等） 11月23日 八幡浜市立双岩小学校 八幡浜市立双岩小学校 無料 https://futaiwa-e.esnet.ed.jp/ 八幡浜市立双岩小学校
愛媛県 八幡浜市 ② 学習発表会 各学年による学習成果の発表、金管バンド部による練習成果の発表 11月30日 八幡浜市立喜須来小学校体育館 八幡浜市立喜須来小学校 無料 八幡浜市立喜須来小学校

愛媛県 八幡浜市 ② 学芸会 各学年による学習成果の発表（劇・歌劇・音楽発表等）を行います。 11月30日 八幡浜市立川之石小学校 八幡浜市立川之石小学校 無料
八幡浜市立川之石小学校
https://kawanoishi-e.esnet.ed.jp/

八幡浜市立川之石小学校

愛媛県 八幡浜市 ② 学芸会 学年ごとの劇・合奏・合唱発表 11月23日 八幡浜市立宮内小学校　体育館 八幡浜市立宮内小学校 無料
八幡浜市立宮内小学校
http://www.yawatahama.ed.jp/cms
/miyauchi-es/

八幡浜市立宮内小学校

愛媛県 八幡浜市 ② 文化祭

開会セレモニー、舞台発表Ⅰ（自由研究発表、愛Ｉタイム1年、愛Ｉタイ
ム2年、吹奏楽部演奏）、愛Ｉワールド（各教科の学習展示、バザー、
愛宕市）、愛中広場、舞台発表Ⅱ（合唱コンクール、人権劇）、閉会セ
レモニー、特別企画

10月27日 八幡浜市立愛宕中学校 八幡浜市立愛宕中学校 無料 八幡浜市立愛宕中学校

愛媛県 八幡浜市 ② 人権参観日 人権・同和教育授業参観、人権教育懇談会 11月21日 八幡浜市立愛宕中学校 八幡浜市立愛宕中学校 無料 八幡浜市立愛宕中学校

愛媛県 八幡浜市 ② 文化祭
総合的な学習の時間の成果発表や合唱などのステージ発表、作品
展示、生徒会企画、バザー等を行います。

10月27日
八幡浜市立八代中学校
校舎・体育館

八幡浜市立八代中学校 無料 八幡浜市立八代中学校

愛媛県 八幡浜市 ②③ 文化祭
合唱コンクール、文化部の発表や日頃の学習成果の発表を行いま
す。昼休みはPTAバザーを行い、地域の方ともふれあいます。有志
の生徒によるステージ発表も行います。

10月27日
八幡浜市立松柏中学校
校舎・体育館

八幡浜市立松柏中学校 無料 https://matsukaya-j.esnet.ed.jp 八幡浜市松柏中学校

愛媛県 八幡浜市 ① 人権教育参観日
授業参観や人権教育公演会を通して、地域とともに人権・同和教育
の啓発を図ります。

10月21日 八幡浜市立真穴中学校体育館 八幡浜市立真穴中学校 無料 https://maana-j.esnet.ed.jp/ 八幡浜市立真穴中学校

愛媛県 八幡浜市 ① お手伝い週間
農繁期で忙しい保護者を助けるため、帰宅後、進んでお手伝いを行
います。家庭が農家でない場合も、保護者の手伝いを行います。

11月11日～17日 八幡浜市立真穴中学校各家庭等 八幡浜市立真穴中学校 無料 https://maana-j.esnet.ed.jp/ 八幡浜市立真穴中学校

愛媛県 八幡浜市 ② 保内中学校文化祭 校内合唱コンクール、ステージ発表、学習作品展示を行います。 11月3日 八幡浜市立保内中学校 八幡浜市立保内中学校 無料 八幡浜市立保内中学校
愛媛県 八幡浜市 ② PTA人権参観日 人権・同和教育授業公開、人権集会、人権劇を行います。 11月22日 八幡浜市立保内中学校 八幡浜市立保内中学校 無料 八幡浜市立保内中学校

愛媛県 八幡浜市 ①
地域美化活動・ＰＴＡ奉仕作
業

布喜川貯水周辺の花植え・美化活動を南用水の職員の方と一緒に
行います。保護者による園内のPTA奉仕活動を行います。

11月中旬 布喜川貯水池付近園内
八幡浜市立神山幼稚園
南予用水

無料 八幡浜市立神山幼稚園

愛媛県 八幡浜市 ① 親子パン作り教室
地域の公民館や講師の先生と交流しながら、親子で触れ合いなが
ら、パン作りを体験します。

11月 八幡浜市保内町宮内公民館 八幡浜市立保内幼稚園 八幡浜市立保内幼稚園

愛媛県 吉田町 ② 文化祭
体育館でのステージ発表、各クラスの催し物や展示、PTAのうどん販
売等を予定しています。

11月2日 吉田高等学校 吉田高等学校 無料
吉田高校ホームページ
https://ehm-yoshida-

吉田高等学校

愛媛県 吉田町 ② 人権・同和教育講演会 講師を招いて人権に関する講演をしていただきます。 11月 吉田高等学校 吉田高等学校 無料
吉田高校ホームページ
https://ehm-yoshida-

吉田高等学校

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


