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高知県 安芸市 ② 安芸市小・中学校音楽会
学習の成果を発表し、音楽に対する興味・関心を高め豊かな情操を養いま
す。

11月15日 安芸市民会館 安芸市 無料
安芸市教育委員会学校教育課
0887-35-1021

高知県 安芸市 ①③ 安芸市美術展覧会
術への創作意欲を高め、安芸郡市住民全般の鑑賞眼を養成し、文化交流の
場とします。また、小中学校の児童生徒に対しては、その作品を通じて、書
写・図工・美術教育の一指針とします。

11月2日～21日 安芸市体育館 安芸市
安芸市教育委員会生涯学習課
0887-35-1020

高知県 安芸市 ② 学習発表会 学習発表会で、スマホ安全教育についての講演会を行います。 11月 井ノ口小学校 井ノ口小学校 無料
井ノ口小学校
0887-34-2654

高知県 安芸市 ②
人権講演会
「高齢者への接し方を学ぼう」

高知県介護福祉会の方を講師にお招きし、高齢者体験を行い、高齢者への
接し方を学びます。

11月3日
伊尾木小学校
体育館

伊尾木小学校 無料
伊尾木小学校
0887-35-2907

高知県 安芸市 ② 人権参観日
人権に関する公開授業(全学級)や人権コンサート(児童・保護者対象)を行い
ます。

10月23日
安芸第一小学校
各教室、体育館

安芸第一小学校 無料
安芸第一小学校
0887-35-4123

対象　保護者

高知県 安芸市 ② 校内音楽会 各学年による音楽発表を行います。 11月9日
安芸第一小学校
体育館

安芸第一小学校 無料
安芸第一小学校
0887-35-4124

対象　保護者

高知県 安芸市 ② 参観日　教育講演会 授業参観と教育に関する講演会を実施します。 11月8日
土居小学校
体育館

土居小学校
土居小ＰＴＡ

無料
土居小学校
0887-35-2044

高知県 安芸市 ② 交流参観日・学習発表会 児童が学習したことを発表します。 11月8日 赤野小学校 赤野小学校 無料
赤野小学校
0887-33-2417

高知県 安芸市 ② 清水風文化祭 部活動発表、学習発表、合唱コンクールを行います。 11月9日 清水ヶ丘中学校体育館 清水ヶ丘中学校 無料
清水ヶ丘中学校
0887-35-2801

高知県 安芸市 ② 安芸市立安芸中学校文化祭
校内で取り組まれてきた文化的活動を保護者や地域の方々の前で発表しま
す。

11月3日 安芸中学校体育館 安芸市立安芸中学校 無料
安芸市立安芸中学校
0887-35-3014

高知県 安芸市 ③
安芸市立安芸中学校吹奏楽部定期演奏
会

吹奏楽部の日ごろの練習の成果を発表する定期演奏会です。 11月16日 安芸市民会館 安芸市立安芸中学校吹奏楽部 無料
安芸市立安芸中学校
0887-35-3014

高知 安芸市 ①② 人権参観日 人権学習の授業公開を実施し、親子で人権について学びます。 11月7日 下山小学校 下山小学校 無料
安芸市立下山小学校
0887-35-2524

高知 安芸市 ①② あったかふれあい交流会 地域の高齢者の方と落語や軽スポーツを通して交流します。 11月8日 下山小学校 下山小学校 無料
安芸市立下山小学校
0887-35-2524

高知県 安芸市 ① 地域清掃活動
地域貢献事業の一環として、近隣校および地域住民と共に土佐湾に面する
安芸海岸に打ち上げられた、流木やプラスチックごみ等を回収します。

11月10日 安芸海岸 安芸桜ケ丘高校 無料
安芸桜ケ丘高校
0887-35-2020

高知県 いの町 ① 校内音楽会 地域の方もお招きして，校内音楽会を実施します。 11月16日 枝川小体育館 枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ③ ジョイントコンサート
伊野中学校吹奏楽部と枝川小学校校区の「枝川ブラスバンド」のジョイントコ
ンサートを開催します。

11月20日 枝川小体育館 枝川小学校 無料
枝川小学校
088-892-1791

高知県 いの町 ② 校内音楽会
地域の方もお招きし、児童の日ごろの音楽学習の成果を発表します。PTAも
出演し、演奏します。

11月16日 川内小学校体育館 川内小学校 無料
川内小学校
088-892-0666

高知県 いの町 ② 神谷発表会 児童・生徒が日頃の学習の成果を発表します。 11月9日 神谷小中学校体育課 神谷小中学校 無料
神谷小中学校
088-892-0404

高知県 いの町 ②③ キラキラフェスティバル
保護者・地域の方を招待し，学習の成果を劇，群読，オペレッタ，ポスター
セッションなど多様な形態で発表します。

11月16日 吾北小学校 吾北小学校 無料 gohoku-e@town.ino.lg.jp
吾北小学校
088-868-2361

高知県 いの町 ②③ 保小中合同文化祭
保育・小学・中学の学習発表、児童による神楽披露、生徒による花取踊り披
露を行います。

11月9日 プラチナ交流センター
本川中学校、長沢小学校
本川へきち保育園

無料
本川中学校
088-869-2216

高知県 いの町 ① 頭脳スポーツ大会 小学生を対象にオセロ講座を開催し頭脳スポーツに挑戦します。 10月19日（土） 高知県立高知青少年の家 高知県立高知青少年の家 無料
http://www.kochiseisy
ounennoie.org

高知県立高知青少年の家
TEL 088-891-5331

対象：小学生

高知県 いの町 ①
小学生パソコン教室
（放課後居場所づくり事業）

放課後に、地域の小学生を対象としてパソコンを使った学習をします。
学期ごと7～10回程度
（水・金）

高知県立高知青少年の家 高知県立高知青少年の家 無料
http://www.kochiseisy
ounennoie.org

高知県立高知青少年の家
TEL 088-891-5331

対象：小学生

高知県 いの町 ① 小学生スポーツ教室
スポーツを通して体力の向上と交流を深め、小学生のスポーツの振興と健
全育成に寄与します。

10月～12月 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館 無料
http://www.kochiseisy
ounennoie.org

高知県立高知青少年の家
TEL 088-891-5331

対象：小学生

高知県 いの町 ① 小学生バドミントン教室
県内小学生のバドミントン人口の拡大と競技力の向上を目指し、選手育成型
のバドミントン教室を行います。

10月～12月 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館 無料
http://www.kochiseisy
ounennoie.org

高知県立高知青少年の家
TEL 088-891-5331

対象：小学生

高知県 いの町 ① 青少年体育館スポーツ交流会
体育館を利用している小学生から一般の方を対象に各運動を通してとおして
交流を深める機会とします。

10月 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館 無料
http://www.kochiseisy
ounennoie.org

高知県立高知青少年の家
TEL 088-891-5331

対象：小学生

高知県 いの町 ① 小学生ドッヂボール大会
ドッヂボールを通じて小学生相互の交流と体力の向上を図り、スポーツ振興
に寄与します。

10月 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館
http://www.kochiseisy
ounennoie.org

高知県立高知青少年の家
TEL 088-891-5331

対象：小学生

高知県 大川村 ② キラキラフェスティバル
小中一貫で取り組んでいる全校合奏や合唱、各発表を村の人々に見てもら
います。

11月16日 大川村立大川小・中学校体育館 大川村立大川小・中学校 無料
大川小中学校
0887-84-2342

高知県 大川村 ③ 大川村産業文化祭
日頃創作した作品や郷土芸能等を発表し、村民の産業と文化の向上を図り
ます。

11月16日～11月17日 大川村山村開発センター
大川村、大川村教育委員会
大川村文化推進協議会

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

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

令和元年11月3日（日） 大豊町総合ふれあいセンター 大豊町 無料
大豊町教育委員会
0887－72－1031

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

令和元年11月17日（日） 大豊町中学校 大豊町中学校 無料
大豊町中学校
0887－72－0034

高知県 香美市 ① 香美市市民セミナー
身近なものを使った応急処置を学ぶ防災教室や消しゴムを使ったはんこ作り
などを行います。

【防災教室】10月10日
【ものづくり】11月18日

香美市立中央公民館
香美市教育委員会（香美市立中央公
民館）

香美市立中央公民館
0887-53-2214

事前申込みが必要
（市内在住・勤務の

高知県 香美市 ① 馬路村ウォーキング 史跡めぐり、工場見学などを行います。 11月17日 馬路村等
香美市教育委員会（香美市立中央公
民館）

香美市立中央公民館
0887-53-2214

事前申込みが必要
（市内在住・勤務の

高知県 香美市 ③ 芸能大会 香美市文化協会員による芸能部門の発表会を開催します。
香北会場10月27日
土佐山田会場11月17日

香北会場：保健福祉センター香北
土佐山田会場：香美市立中央公民

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

観覧のみ

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

10月19日 塩の道（大栃） 大栃小学校 無料
大栃小学校
0887-58-2400

高知県 香美市
①
③

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

10月19・20日
プラザ八王寺（香美市立美術館ほ
か）

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

高知県 香美市 ②
わくわく自然教室
（キッズ・チャレンジデイ）

科学的な体験を８つの講座に分かれて学習します。 10月26日 舟入小学校 舟入小学校 無料
舟入小学校
0887-53-3216

参観のみ

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

10月26日 高知工科大学 香美市教育委員会 無料
香美市教育委員会
0887-53-1081

参観
のみ

高知県 香美市 ②

第11回四国小学校生活科・総合的な学
習教育研究協議会研究大会
第26回土佐教育研究会生活科・総合的
な学習部会高知県大会

大会主題「新たな時代を切り拓く子ども」～ふるさとの未来を創造する～と題
して生活科・総合的な学習の時間の学習発表会が開催されます。

11月1日 楠目小学校 楠目小学校
高知大会実行委員会事務局
088-833-1208

高知県 香美市 ② 香北中文化発表会
生徒による合唱コンクール（自由曲・課題曲）・校内意見発表会・総合的な学
習の時間・文化部の発表会を開催します。

11月2日 香北中学校 香北中学校 無料
香北中学校
0887-59-2135

参観のみ

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

高知県 香美市 ①②
校内弁論大会
鏡野中学校合唱コンクール

校内弁論大会と生徒による合唱コンクール（自由曲・課題曲）を開催します。 11月8日 鏡野中学校 鏡野中学校 無料
鏡野中学校
0887-53-4131

参観のみ

高知県 香美市 ③
鏡野中学校吹奏楽部
定期演奏会

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

11月10日 鏡野中学校体育館
鏡野中学校
吹奏楽部

無料
鏡野中学校
0887-53-4131

参観のみ

高知県 香美市 ②
愛あいふれあい祭り
（キッズチャレンジデイ）

地域の方を講師に迎えて講座を開き、体験活動を通して児童の感性を育て
ます。

11月9日 大宮小学校 大宮小学校 無料
大宮小学校
0887-59-2136

高知県 香美市 ② 香美市小中合同音楽会 香美市の全小中学校が、音楽教育の成果を発表します。 11月16日 高知工科大学 香美市教育委員会 無料
香美市教育委員会
0887-53-1081

参観のみ

高知県 香美市 ① 香美市中学生弁論大会 青少年の健全育成を目的に実施します。 11月21日 健康福祉センター香北
香美市社会を明るくする運動推進協
議会・香美市更正保護女性会

無料
香美市福祉事務所
0887-53-3117

傍聴のみ

高知県 香美市 ①
日帰りだよ！
親子忍者大会体験

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

10月6、13、20、27日
11月3日

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/
0887-59-2239

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen/
0887-59-2239
0887-59-2272

対象：小学1～3年生
親子

高知県 香美市 ①
子どもフェスティバル
忍者大会

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

11月16・17日
11月23・24日
11月30日・12月1日
（1泊2日）

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/
0887-59-2239

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen/
0887-59-2239
0887-59-2272

対象：小学4～6年生

高知県 香美市 ① ロケットに挑戦
宇宙開発の研究者の話を聞いたり、大学生と一緒にロケットを作ったりする
ことで、宇宙に対する興味関心を持たせます。

10月19日（土） 高知工科大学 高知県立青少年センター 無料
高知県立青少年センター
TEL  0887-56-0621
FAX  0887-56-0622

対象：小学4～6年生
20名
申込締切：9月6日

高知県 香美市 ①
日帰りだよ！
親子忍者大会体験

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

10月6、13、20、27日
11月3日

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/

高知県立香北青少年の家
TEL 0887-59-2239
FAX 0887-59-2272

対象：小学1～3年生
親子

高知県 香美市 ① プチ‼親子避難生活体験
　より良い集団生活をするためにルールを守る大切さ、仲間と共同生活をす
る難しさ楽しさを感じてもらい、絆を深めます。

11月9日～10日
（1泊2日）

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/

高知県立香北青少年の家
TEL 0887-59-2239
FAX 0887-59-2272

対象：小学1～4年生
親子

高知県 香美市 ①
子どもフェスティバル
忍者大会

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

11月16～17、23～24日
11月30日～12月1日
（1泊2日）

高知県立香北青少年の家 高知県立香北青少年の家

http://www.kahoku-
furusato.jp/seisyounen
/

高知県立香北青少年の家
TEL 0887-59-2239
FAX 0887-59-2272

対象：小学4～6年生

高知 黒潮町 ① 黒潮町民大学 各分野で活躍する講師を招いて講演会を開催します。
①9月12日②10月5日
③11月16日④11月30日

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

黒潮町・黒潮町教育委員会 無料
https://www.town.kuro
shio.lg.jp/pb/cont/kyou
iku-syogai/1456

黒潮町教育委員会生涯学習係
0880-43-0044

高知 黒潮町 ③ 佐賀文化展 佐賀地域の文化団体が作品を展示します。 10月26日～10月28日 黒潮町総合センター 黒潮町文化協会・黒潮町教育委員会 無料
https://www.town.kuro
shio.lg.jp

黒潮町教育委員会生涯学習係
0880-43-0044

高知 黒潮町 ③ 大方の秋まつり・黒潮町まるごと産業祭
黒潮町の農業、漁業、商工業、林業、観光業等を地域のみなさまに知っても
らい、楽しんでいただく催しです。
作品展示や様々なステージイベントの披露も行います。

11月9日～11月10日
※9日は作品展示のみ

土佐西南大規模公園
体育館

大方の秋まつり・黒潮町まるごと産業
祭実行委員会

無料
https://www.town.kuro
shio.lg.jp

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

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

11月
土佐西南大規模公園
ほか

黒潮町体育会 無料
https://www.town.kuro
shio.lg.jp

黒潮町教育委員会生涯学習係
0880-43-0044

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

11月15日 大方中学校
黒潮町教育委員会
音楽主任会

無料
https://www.town.kuro
shio.lg.jp

黒潮町教育委員会教育研究所
0880-43-0044

高知県 黒潮町 ① 親子でチャレンジスキムボード
スキムボードを通して、幅広い年代の人たちと関わりを持つことでコミュニ
ケーション力を養います。また、自然の中で活動することで自然の大切さを

10月13日(日)
高知県立
幡多青少年の家

高知県立幡多青少年の家
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310404/

高知県立幡多青少年の家
TEL　0880-44-1001

小学生親子、中学生、
一般

高知県 黒潮町 ① ちびっ子忍者！～落城合戦～
宿泊体験を通じ、集団生活に必要な協調性やマナーを養う。また、自然体験
の中で友だちと協力・創意工夫をし、豊かな人間関係づくりや思いやりの態
度を培います。

11月9日～10日 高知県立幡多青少年の家 高知県立幡多青少年の家
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310404/

高知県立幡多青少年の家
TEL　0880-44-1001

小学４～6年生

高知県 黒潮町 ① 季節の食べ物とおはなしの夕べ
季節の移り変わりを“食（食材）”から感じとるとともに、おはなし（読み聞か
せ）を通じて、夕べのひとときを楽しみます。

11月16日　（土）
12月7日　（土）

高知県立幡多青少年の家 高知県立幡多青少年の家
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310404/

高知県立幡多青少年の家
TEL　0880-44-1001

小学１～3年生
保護者

高知県 黒潮町 ① ちびっ子忍者！～落城合戦～
宿泊体験を通じ、集団生活に必要な協調性やマナーを養います。また、自然
体験の中で友だちと協力・創意工夫をし、豊かな人間関係づくりや思いやり
の態度を培います。

11月9～10日
高知県立
幡多青少年の家

高知県立幡多青少年の家
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310404/

0880-44-1001

高知県 黒潮町 ① 季節の食べ物とおはなしの夕べ
季節の移り変わりを“食（食材）”から感じとるとともに、おはなし（読み聞か
せ）を通じて、夕べのひとときを楽しみます。

11月16日
12月7日

高知県立
幡多青少年の家

高知県立幡多青少年の家
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310404/

0880-44-1001

高知県 芸西村 ① 天文観測会、天文教室
芸西天文学習館において、月に４回程度の「天体観測会」、季節ごとの「天
文教室」などを行っています。

10月5、6、10、22、31日
11月3、18、29、30日
12月4、14、15、25、26日

芸西天文学習館 公益財団法人高知県文教協会 無料
https://www.kochi-
bunkyo.org/

公益財団法人高知県文教協会
TEL　088-824-5451

高知県 高知市 ②
令和元年度高知県立高知江の口特別支
援学校学園祭

小・中・高等部の児童生徒によるステージ発表やPTAによるバザー等を行い
ます。

11月2日
高知県立高知江の口特別支援学
校（体育館他）

高知県立高知江の口特別支援学校 無料
高知県立
高知江の口特別支援学校
088‐823‐6737

・見学希望の方は事
前にご連絡ください。

高知県 高知市 ② 参観日・PTAバザー 参観日を実施します。バザーは毎年大盛況です。 11月2日 城北中学校
城北中学校
PTA

無料
城北中学校
088-822-4145

高知県 高知市 ② 音楽会 各学年ごとに合唱や合奏を行い、音楽の授業で学習した成果を発表します。 11月9日(土) はりまや橋小学校体育館 はりまや橋小学校 無料 はりまや橋小学校088-882-0168

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

11月15日,11月19日～21
日　午前中

第四小学校各教室 第四小学校 無料
www.kochinet.ed.jp/dai
4-e/

第四小学校
088-872-6486

高知県 高知市 ② 音楽会 ふだんの音楽科学習の成果を発表します。
11月16日
午後1時～3時

第四小学校体育館 第四小学校 無料
www.kochinet.ed.jp/dai
4-e/

第四小学校
088-872-6486

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年、またはブロックで日常の音楽学習の成果を発表しあい、音楽に対す
る興味と関心を深め、児童の豊かな心の育成を目指します。

11月9日(土)
第六小学校
体育館

第六小学校 無料
第六小学校
088‐822‐1231

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

11月19日
午前中

第六小学校 第六小学校 無料
第六小学校
088‐822‐1231

高知県 高知市 ①②③ 学習発表会
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。

11月16日
江ノ口小学校
体育館

高知市立江ノ口小学校 無料
enokuchi-
e@kochinet.ed.jp

高知市立江ノ口小学校

高知県 高知市 ① 江ノ口地区民運動会

長寿社会の到来に伴い、アクティブシニアが増加する中、多様な主体が連携
し、学びの成果を活用する仕掛けを用意することが、まちづくりなどの新たな
ステージで活躍するシニア層を拡大することにつながります。地区民運動会
では、様々な運動をすることで、参加者全員でシニアが生き生きと輝く社会を
作るための「生涯スポーツ」の役割を探ります。

10月19日
江ノ口小学校
体育館

江ノ口地区体育会・町内会 無料 高知市立江ノ口小学校

高知県 高知市 ②③ 高知県造形教育研究大会 公開授業・実践発表・研究協議を行います。 11月
江ノ口小学校 高知県造形教育研究会・高知市立江

ノ口小学校・土佐教育研究会
高知市立江ノ口小学校

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

10月19日（土） 旭東小学校 旭東小学校 無料
旭東小学校
088-844-0148

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

11月9日（土） 旭東小学校 旭東小学校 無料
旭東小学校
088-844-0149

高知県 高知市 ② PTAバザー・参観日 各学級参観授業を実施します。バザーは毎年盛況です。 10月26日
小高坂小学校

小高坂小学校PTA 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/kodakasa-e/

小高坂小学校
088-823-4418

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年ごとに合唱や合奏を行い、音楽の授業で学習した成果を発表します。

11月16日 小高坂小学校 小高坂小学校・PTA 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/kodakasa-e/

小高坂小学校
088-823-4418

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

11月9日 潮江小体育館 潮江小学校 無料
潮江小学校
088-832－7145

高知県 高知市 ② 音楽会
日常の音楽学習の総合的な成果を発表し合い、音楽に対する関心と興味を
高め、表現力と鑑賞力の向上を図ります。

11月9日 初月小学校 初月小学校 無料
初月小学校
088-822-2597

高知県 高知市 ① 音楽会 ２学期に入って各学年が練習してきた合奏や合唱を発表します。 11月16日（土） 横浜小学校体育館 横浜小学校 無料
横浜小学校
088-842-2858

高知県 高知市 ② 人権教育参観日 人権教育に関わる参観授業と講師による人権公演会を行います。 10月19日（土） 各教室・体育館 長浜小学校 無料
長浜小学校
088-842-3137

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年の合唱・合奏を聴き合うとともに，保護者や地域の方へ練習の成果を
発表します。

11月16日（土） 長浜小学校体育館 長浜小学校 無料
長浜小学校
088-842-3137

高知県 高知市 ② 夢ひろば参観日 模擬店，ＰＴＡ即売会を開きます。 10月19日 三里小学校 夢ひろば実行委員会 無料
高知立三里小学校
088-847-0271

高知県 高知市 ② 音楽・学習発表会 各学年による音楽/学習の発表を行います。 11月9日 三里小学校体育館 三里小学校 無料
高知立三里小学校
088-847-0271

高知県 高知市 ② みさとフェア 地域住民の交流と防災にかかわる催し物を行います。 11月17日 三里中学校 三里みらい会議 無料 三里みらい会議事務局　澤田

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

11月9日（土） 五台山小学校体育館 五台山小学校 無料
五台山小学校
088-882-7468

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

11月16日 一宮小学校体育館 一宮小学校 無料
一宮小学校
088－845-1638

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

11月9日（土）
朝倉小学校
体育館

朝倉小学校 無料
朝倉小学校
088-844-1924

高知県 高知市 ② 音楽会
各学年が合唱や合奏を行い、日頃の音楽科を中心に学んだ成果を発表しま
す。

11月16日（土） 鴨田小学校（体育館） 鴨田小 無料
鴨田小学校
088-844-1304

高知県 高知市 ② スマイルコンサート（音楽会） 各学年ごとに合唱や合唱を行い、音楽の授業で学習した成果を発表します。 11月16日 介良小学校体育館 介良小学校 無料
介良小学校
088－860-0143

高知県 高知市 ②③ 神田小学校　音楽会 各学年，ＰＴＡ等が合奏曲や合唱曲を披露します。
11月16日（土）
13：00～

神田小学校体育館 神田小学校 無料
神田小学校
088-832-6671

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

11月16日
泉野小学校
体育館

泉野小学校 無料
泉野小学校
088-845-8762

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

11月9日 十津小学校体育館 十津小学校 無料
十津小学校
088-847-0121

高知県 高知市 ② 介良潮見台の風コンサート（音楽会）
音楽学習の延長線的な成果を発表し合い，音楽に対する興味・関心を深
め，豊かな情操を養います。

11月9日 小学校体育館 介良潮見台小学校 無料
介良潮見台小学校
088-860-2020

高知県 高知市 ② 音楽会
音楽の学習の成果を発表し、音楽に対する興味関心を高め、豊かな情操を
養います。

11月16日（土） 横内小学校体育館 横内小学校 無料
横内小学校
088-840-2811

高知県 高知市 ③ わいわいフェスティバル
模擬店やバザー等を通して、子どもたちが保護者や地域住民等との交流を
行います。

11月9日（土） 本校体育館・ピロティ 春野東小学校PTA 無料
春野東小学校
088-841-2089

バザーや飲食物等内
容によって異なる

高知県 高知市 ② 学習発表会
各学年の児童が創意工夫のある発表内容を考え、保護者や地域の皆さん
に学習の成果を発表します。

11月16日 春野西小学校体育館 春野西小学校 無料
春野西小学校
088-894-2156

高知県 高知市 ③ 春野文化祭
春野町の文化祭に茶道クラブとコーラス部が参加させていただく。茶道クラブ
はお茶席を構え、地域の方にお茶をふるまい、コーラス部は合唱を披露しま

11月3日 春野町ピアステージ 春野町 無料
春野西小学校
088-894-2156

高知県 高知市 ②
中学校組織力向上のための実践研究事
業に係わる第2回組織作り講座

タテ持ちによる授業・教科会を公開します。 11月20日 愛宕中学校 高知県教育委員会・愛宕中学校 無料
愛宕中学校
088－822－5295

高知県 高知市 ②
人権講演会
「命の授業」

腰塚勇人氏を講師に、命の大切さ生きていることの素晴らしさ、家族や仲間
の大切さなど、普段忘れかけている大切なことをあらためて感じる講演会で

11月8日 潮江中学校 潮江中学校 無料
潮江中学校
088-832-6636

高知県 高知市 ②
高知市立青柳中学校自主公開授業研究
会

授業公開，講演会を行います。 11月2日 青柳中学校 青柳中学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/aoyagi-j/

088-882-7471

高知県 高知市 ② 文化発表会 弁論・合唱コンクールを行います。 10月26日 南海中学校 南海中学校 無料
南海中学校
088-842-3291

高知県 高知市 ② 自主公開授業研究会
高知市立南海中学校全学級の公開授業並びに研究授業・研究協議・主体
的で対話的で深い学びを目指した授業づくり：講師　深沢　幹彦を行います。

11月15日 南海中学校 南海中学校 無料
南海中学校
088-842-3291

高知県 高知市 ①③ 介良中学校　人権・道徳コンサート
人権・道徳参観日に併せて，人との出会いや物との出会い，人に優しくを
テーマにコンサートを計画。今年度は「Bein Voices」を招き実施します。

11月10日 介良中学校体育館 介良中学校PTA 無料
介良中学校
kera-j@city.kochi.ig.jp

高知県 高知市 ①② 第12回「学ぼう災」塚ノ原地域防災フェア
塚ノ原町内会防災会連合会との連携・協働による防災訓練及び防災学習を
行います。

令和元年11月17日（日） 旭中学校
旭西部まちづくり推進会議防災部会
旭中学校

無料
旭西部まちづくり推進会議会長
旭中学校　教頭

高知県 高知市 ①②③ 生活科・合同総合学習発表会 合同総合「行川の魅力発見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の発表を行います。 11月１6日（土） 行川学園体育館 行川学園 無料
行川学園088－844－
3095

行川学園
教頭：大塚・成岡

高知県 高知市 ② 第20回はりまやストリートフェスティバル
　高知商業高等学校が取り組むラオス学校建設活動の一環として、ラオスと
高知を結ぶ国際貢献活動。高校生が地域商店街と共同して国際協力，地域
振興活動のあり方を考えます。

11/9～11/10 高知商業高等学校 高知商業高等学校 無料 088-844-0267

高知県 高知市 ① 紅葉の工石山を楽しむ秋の登山
紅葉が美しい秋の工石山で，登山をじっくり楽しみ，森林や草花，動物の冬
支度の様子などを観察するとともに，参加者の交流を図ります。

10月19日.20日　※各日
帰り

工石山及び高知市工石山青少年
の家周辺

高知市工石山青少年の家
高知市工石山青少年の家
088-895-2016

※小学生以上
（小学生は保護者
　同伴）

高知県 高知市 ① みんな集まれ！探検隊
探検を通じて自然の面白さや厳しさに触れながら，未知のものに対する探検
心を深め，仲間との協力・強調の大切さを学びます。

10月26日～27日
高知市工石山青少年の家・工石
山・菖蒲洞

高知市工石山青少年の家
高知市工石山青少年の家
088-895-2016

小学４年生～
　　 中学３年生

高知県 高知市 ① ゆずの収穫と鏡川紅葉めぐり
親子で協力して柚子の収穫を体験し，農作業の楽しさを学び，自然の恵み，
秋の味覚を味わいます。

11月2日
※日帰り

高知市工石山青少年の家・土佐山
地区ゆず畑～ゴトゴト石

高知市工石山青少年の家
高知市工石山青少年の家
088-895-2016

年中・年長幼児
小・中学生と
その保護者
（親子参加）

高知県 高知市 ③ こうちまんがフェスティバル2019
「よむ，かく，あそぶ」をテーマに大人から子どもまで楽しめるまんがイベン
ト。高知のまんが文化を全国へ発信し、次世代につなげることを目指します。

11月2日～3日 高知市文化プラザかるぽーと　他
こうちまんがフェスティバル実行委員
会2019

http://mansai.org
横山隆一記念まんが館
088-886-5029

事務局：
横山隆一記念まんが

高知県 高知市 ③ かいけつゾロリ大冒険展
子どもたちに大人気の本「かいけつゾロリ」シリーズの原画や、作中に登場
する“お宝”の展示などで、本の世界を楽しく体感できる企画展です。

9月14日～11月10日 横山隆一記念まんが館
公益財団法人高知市文化振興事業
団 横山隆一記念まんが館，
KUTVテレビ高知

http://kfca.jp/mangaka
n/

横山隆一記念まんが館
088-886-5029

月曜休館（祝日の場
合は開館）

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

高知県 高知市 ①②③ 第51回春野町文化祭
“みんなで築こう春野の文化”をテーマに地域住民と一体になり，春野町の文
化・芸術の発展を目指して舞台発表や作品展示を行います。

11月1日～3日 春野文化ホールピアステージ 春野町文化祭実行委員会 無料
生涯学習課
088-821-9215

高知県 高知市 ③ オーテピア高知図書館　映画会【定例会】 映画会の開催を行います。 10月19日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ③ オーテピア高知図書館　映画会【定例会】 映画会の開催を行います。 10月25日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ③ オーテピア高知図書館　映画会【定例会】 映画会の開催を行います。 11月9日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ① がん相談会＆講演会2019
2019年度がん征圧月間・がんと向きあう月間におけるがん啓発関連イベント
として、関係機関と連携しがんの講演会・相談会を実施します。

10月22日
オーテピア４階
集会室・研修室ほか

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ① いきいき音読倶楽部【定例会】 シニア世代を対象に、昔話や詩などを声に出して読む会を実施します。 11月20日
オーテピア４階
研修室

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ①③
Hello World　外国語のおはなし会【定例
会】

未就学児から小学生を対象に外国語や外国文化に親しむ会を開催します。
10月6日、11月3日
12月1日

オーテピア高知図書館　2階
おはなしのへや

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ①③ グローバルリーダー育成フォーラム（仮） 若者の国際感覚を養います。 11月10日
オーテピア４階
ホールほか

高知県IYEO 無料 高知県IYEO

高知県 高知市 ③
ちいさいひとたちのための絵本とおはな
しにであう会【定例会】

0才から3才くらいまでの赤ちゃんとその保護者の人のためのおはなし会を開
催します。

10月2日、11月6日
12月4日

オーテピア高知図書館　2階
おはなしのへや

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ③
リレーおはなし会ｉｎオーテピア高知図書
館

高知県内でこどもの読書に携わる活動をされている方々が行うおはなし会を
開催します。

毎月第2･4日曜日
オーテピア高知図書館　2階
おはなしのへや

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館

高知県 高知市 ③ 高知市民図書館開館70周年記念展
歴史的・美術的に価値の高い資料である「特設文庫」の中から選んだ品々を
展示し，当館が行ってきた資料整理・保存の取り組みを紹介します。

9月25日～12月25日 オーテピア高知図書館3階展示室 高知市民図書館 無料
オーテピアＨＰ
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
088-823-4946

資料の入替期間（11
月5日～8日）は休室

高知県 高知市 ③
高知市民図書館開館70周年記念パネル
展示（高知市民図書館イベントの足跡）

高知市民図書館がこれまでに開催してきた行事を写真で紹介します。 9月3日～12月28日
オーテピア高知図書館3階南側廊
下

高知市民図書館 無料
オーテピアＨＰ
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
088-823-4946

高知県 高知市 ③
高知市民図書館開館70周年記念行事
（オリジナルカレンダーづくり）

高知市民図書館で保存されている貴重な資料のデータを使用して来年のカ
レンダーを作ります。

11月21日 オーテピア高知図書館4階研修室 高知市民図書館 無料
オーテピアＨＰ
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
088-823-4946

まちゼミとして実施

高知県 高知市 ①
高知市制130周年記念　高知市立自由民
権記念館企画展「町並みと暮らし展－地
図と写真でたどる高知市－」

自由民権運動の高まりの中誕生した高知市が高知大空襲，南海大地震等
甚大な被害を乗り越えながら新生「高知市」を目指して発展してきたあゆみを
地図や写真を通して振り返ります。

7月20日～
4月5日

高知市立自由民権記念館　
２階　特別展示室

高知市立自由民権記念館
【高知市立自由
民権記念館HP】
http://www.i-minken.jp

高知市立自由民権記念館
088-831-3336

高知県 高知市 ①

高知市制130周年記念　高知市立自由民
権記念館企画展「町並みと暮らし展－地
図と写真でたどる高知市－」記念講演会
「高知市の産業と暮らし　－経済史の視
点から」

普段は気に留めない「街並み」にも，歴史の断片が隠れています。昔，そこ
には何があったのか。どんな暮らしがあったのか。経済史の視点からみてい
きます。

10月26日
高知市立自由民権記念館　
１階　民権ホール

高知市立自由民権記念館 無料
【高知市立自由
民権記念館HP】
http://www.i-minken.jp

高知市立自由民権記念館
088-831-3336

高知県 高知市 ① 「親子で体験！わくわく科学教室」
文化財を身近に感じてもらうため，高知市史跡「寺田寅彦邸跡と居室」として
指定されている高知市寺田寅彦記念館にて，親子向けの科学教室を開催し

10月26日～27日 高知市寺田寅彦記念館
高知市教育委員会
民権・文化財課

無料
http://city.kochi.kochi.j
p/soshiki/90/

高知市民権・文化財課
088-832-7277

高知 高知市 ② 進路講演
将来、社会に貢献できる存在に成長する手段として大学進学をとらえ、学習
への動機付けを行います。また、保護者対象に大学進学の意義や実際につ
いて理解を図ります。

10月26日
高知県立高知追手前高等学校芸
術ホール

高知県立高知追手前高等学校 無料
高知県立高知追手前高等学校
088-873-6141

高知 高知市 ② 「ようこそ先輩」講座
保護者と同年代の「大人」であり、かつて本校生であった「先輩」の講話を聞
くことで、社会人イメージを構築させます。

11月19日
高知県立高知追手前高等学校 教
室

高知県立高知追手前高等学校 無料
高知県立高知追手前高等学校
088-873-6141

高知県 高知市 ② 令和元年度高知県立盲学校体験入学
見え方や眼について気になる乳幼児から小学５年生までを対象に、体験入
学（授業体験と就学・入学に関する相談等）を行います。

11月8日 高知県立盲学校 高知県立盲学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/mo-s/mt/

高知県立盲学校
088-823-8721

高知県 高知市 ①②③ 芸術鑑賞会
文化芸術による子供の育成事業「ウインドオーケストラ」の演奏を中・高全校
生徒で聴くとともに演奏家と吹奏楽部がセッションを行います。

10月17日
高知国際中学校
（体育館）

高知国際中学校 無料
kokusai-
jh@kochinet.ed.jp

高知国際中学校
088-844-1221

高知県 高知市 ②③ 文化発表会
生徒たちの文化的な活動の発表として、全学級が「劇」を発表します。当日
に向けて東京演劇集団「風」の方を講師招聘し演劇について指導助言を受

11月1日
高知追手前高校芸術ホールまたは
高知国際中学校（体育館）

高知国際中学校 無料
kokusai-
jh@kochinet.ed.jp

高知国際中学校
088-844-1221

高知県 高知市 ①②③
鏡川ふれあいコンサート・ユニセフバザー 地域主催のイベントに吹奏楽部や生徒会が参加し、演奏やバザーを行いま

す。地域の方々との交流の場でもあります。
11月3日 鏡川堤防 自治会 無料

kokusai-
jh@kochinet.ed.jp

高知国際中学校
088-844-122１

高知県 高知市 ②③ 学校説明会
県内の小学生とその保護者に入学者募集について、また、学校の教育活動
や生徒の学習、生活を理解していただく機会とします。

11月18日～22日
高知国際中学校
（体育館）

高知国際中学校 無料
kokusai-
jh@kochinet.ed.jp

高知国際中学校
088-844-1221

高知県 高知市 ①②③ 公開授業週間
保護者や地域の方々に学校の教育活動や生徒の学習、生活を理解してい
ただく機会（週間）を設定し、学校、家庭、地域が連携して生徒の健全育成を
図ります。また、県民の方々にも本校の教育活動を知ってもらう機会としま

11月18日～22日 高知国際中学校 高知国際中学校 無料
kokusai-
jh@kochinet.ed.jp

高知国際中学校
088-844-1221

高知県 高知市 ② 高知県高校生津波サミット

平成28年11月、「『世界津波の日』高校生サミットin黒潮」において採択された
「黒潮宣言」に基づき、今後、高知県の未来を担っていく高校生が防災リー
ダーとして成長し、活躍することを目的に開催します。
時代の防災文化の担い手を育成します。

10月28日 高知県立ふくし交流プラザ 高知県教育委員会 無料
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/312301/

高知県教育委員会
学校安全対策課
088-821-4533

高知県 高知市 ② 留学フェア2019
海外留学の魅力や支援制度について知ってもらい、留学の機運を高めま
す。

11月10日 高知会館 高知県教育委員会 無料
高知県教育委員会
高等学校振興課 
088-821-4542

高知県 高知市 ① 声優教室
青少年に大人気の職業、声優に必要な技術などをプロから学ぶ職業講座を
開催します。

10月13、20、27日 高知県立塩見記念青少年プラザ 高知県立塩見記念青少年プラザ
高知県立塩見記念青少年プラザ
濱田　TEL　088-825-0884
Eﾒｰﾙ：info@siomi-praza.com

高知県 高知市 ① 美しいペン字
日常生活に役に立つペン字教室を開催し、ペンを使って美しい字が書けるよ
うに学習します。

11月5日～26日の毎週
火曜日

高知県立塩見記念青少年プラザ 高知県立塩見記念青少年プラザ
高知県立塩見記念青少年プラザ　
田　TEL　088-825-0884
Eﾒｰﾙ：info@siomi-praza.com

高知県 高知市 ① 土佐の文化皿鉢５
シニア世代が生きがいのある充実した生活を送れるよう、ライフスタイルの
選択の幅を広げることを目的とした全10回の講演を行います。

第5回　10月3日
第6回　11月7日
第7回　12月5日

オーテピア高知図書館４階ホール
NPO法人高知県生涯学習支援セン
ター

無料 http://www.kolec.jp

NPO法人高知県生涯学習支援セ
ンター
TEL 088-855-7606
FAX 088-855-7607

高知県 高知市 ③ オーテピア高知図書館　映画会【定例会】 映画会を開催します。 10月19日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ③ オーテピア高知図書館　映画会【定例会】 映画会を開催します。 10月25日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ③ オーテピア高知図書館　映画会【定例会】 映画会を開催します。 11月9日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ① がん相談会＆講演会2019
2019年度がん征圧月間・がんと向きあう月間におけるがん啓発関連イベント
として、関係機関と連携し、がんの講演会・相談会を実施します。

10月22日
オーテピア４階
集会室・研修室ほか

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

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

高知県 高知市 ① いきいき音読倶楽部【定例会】 シニア世代を対象に、昔話や詩などを声に出して読む会を実施します。 11月20日
オーテピア４階
研修室

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ①③
Hello World　外国語のおはなし会【定例
会】

未就学児から小学生を対象に外国語や外国文化に親しむ会を開催します。
10月6日、11月3日
12月1日

オーテピア高知図書館　2階
おはなしのへや

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ①③ グローバルリーダー育成フォーラム（仮） 若者の国際感覚を養います。 11月10日
オーテピア４階
ホールほか

高知県IYEO 無料 高知県IYEO

高知県 高知市 ③
ちいさいひとたちのための絵本とおはな
しにであう会【定例会】

0才から３才くらいまでの赤ちゃんとその保護者の人のためのおはなし会を開
催します。

10月2日、11月6日
12月4日

オーテピア高知図書館 2階
おはなしのへや

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ①③
歴史の森高知市民図書館開館70周年記
念

関係資料の展示を行います。 9/25～12/25
オーテピア高知図書館 3階　展示
室

オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ① 館内ツアー
オーテピアの防災機能や、普段は入ることができない書庫など、図書館の裏
側を中心にご案内します。

10月6日、11月24日
12月8日

オーテピア オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

先着10名

高知県 高知市 ① オーテピアＰＲキャラバン（仮）
オーテピアのサービスやイベントを多くの県民に周知するため、ＰＲキャラバ
ンを行います。ミニプラネタリウムも初登場します。

10月27日
本山町プラチナセンター　2階
ふれあいホール

オーテピア高知図書館、オーテピア声
と点字の図書館、高知みらい科学館

無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

平成29年度に県内各
地で行ったイベントで
す。本山町でのイベン
トは災害により中止と
なっていました。

高知県 高知市 ③ お城下文化の日関連イベント(仮) お城下文化の日関連イベントとして講演会を行います。（講演者未定） 11月17日 オーテピア４階ホール オーテピア高知図書館 無料
https://otepia.kochi.jp/
library/

オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

高知県 高知市 ①③
企画展　「鎌倉時代の土佐」
記念講演会

仁淀川流域の遺跡に見られる考古学的な調査成果や中世社会について全
国的な研究視点から、中世土佐における社会の形成やそこで育まれた信仰
や文化についての講演（講師：同志社大学教授　鋤柄俊夫氏）

11月17日（日）
14:00～16:00

高知市立自由民権記念館

公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財セン ター

無料
http://www.kochi-
maibun.jp/

埋蔵文化財センター 
088－864－0671

高知県 高知市 ① ペットの災害対策に関する講演会
大規模災害時に発生する動物に関するトラブルの事例紹介等をしながら災
害に向けての対策を考える講演会

10月20日 オーテピア 食品・衛生課 無料
【食品・衛生課HP】
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/131901

088-823-9673

高知県 高知市 ① 第38回動物愛護のつどい
ポニー乗馬体験や獣医師やトレーナーとの相談会等のイベントを開催
動物愛護の精神と適正な飼養管理を普及啓発する

10月27日
丸ノ内緑地
わんぱーくこうちアニマルランド
高知県立のいち動物公園

高知県動物愛護
推進協議会

無料
【食品・衛生課HP】
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/131901

088-823-9673

高知県 高知市 ① 第38回動物愛護絵画展
小学校児童に動物愛護に関する絵画を描いてもらうことで動物愛護の気風
を高める
開催期間に特選・入選作品計39作品を展示する

①10月10～17日
②10月18日～11月15日
③11月25日～12月6日

①県庁正庁ホール前
②オーテピア
③フジグラン高知

高知県動物愛護
推進協議会

無料
【食品・衛生課HP】
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/131901

088-823-9673

高知県 高知市 ③ 企画展「開創700年記念　吸江寺」
平成30年に開創700年を迎えた吸江寺について、掛軸や屏風、古文書など
により、南海の名刹と呼ばれた寺の歴史を展観するとともに、寺宝の数々を
ご紹介します。

10月4日～12月1日 高知県立歴史民俗資料館 高知県立歴史民俗資料館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~reki
min/

高知県立歴史民俗資料館
088-862-2211

高知県 高知市 ③ 講座「吸江寺と禅僧の文芸」 吸江寺と禅僧の文芸に関する講演会です。 11月3日 高知県立歴史民俗資料館 高知県立歴史民俗資料館
http://www.kochi-
bunkazaidan.or.jp/~reki
min/

高知県立歴史民俗資料館
088-862-2211

高知県 高知市 ③
連続講演会第3回「坂本龍馬と西郷隆盛
－薩長盟約の背景－」

明治大学文学部教授の落合弘樹氏による講演会です。 10月26日 高知県立坂本龍馬記念館 高知県立坂本龍馬記念館 無料
http://www.ryoma-
kinenkan.jp

高知県立坂本龍馬記念館
088-841-0001

定員100名
（事前申込・先着順）

高知県 高知市 ③
秋の定期上映会「アラン・ロブ＝グリエ特
集」

作家や映画監督として知られるアラン・ロブ＝グリエの5作品を、没後10年を
機に、一挙に公開します。

10月19日～20日 高知県立美術館 高知県立美術館 https://moak.jp
高知県立美術館
088-866-8000

高知県 高知市 ③ 企画展「言葉のチカラ、声の魔法展」
思いを相手に伝える一番身近なツールである「言葉」をテーマに、「声」「音」
「デザイン」といったさまざまな角度から「言葉の力」を検証します。

9月21日～11月17日 高知県立文学館 高知県立文学館
https://www.kochi-
bungaku.com

高知県立文学館
088-822-0231

高知県 高知市 ③
企画展「大名墓～土佐藩主御廟所と葬
礼の世界～」

平成28年に国史跡に指定された土佐藩主山内家墓所（高知市筆山）の全容
と合わせて、藩主の死から葬儀、法要に至るまでの葬礼の世界を紹介しま
す。これに併せて関連行事も開催します。

9月13日～11月25日 高知県立高知城歴史博物館 高知県立高知城歴史博物館
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知城歴史博物館
088-871-1600

高知県 高知市 ③
企画展関連講演会『３D技術と文化財ー
地震津波碑を事例とした文化財の新しい
保存・展示』

高知コア研究所の研究員による最新技術を取り入れた文化財の保存・活用
に関する講演会です。

10月20日 高知県立高知城歴史博物館 高知県立高知城歴史博物館 無料
http://www.kochi-
johaku.jp/

高知城歴史博物館
088-871-1600

定員80名
（事前申込・先着順）

高知県 高知市 ①
森林環境学習フェアもくもくエコランド
2019

広く県民に森林環境保全の意識を理解し、関心を深めていただくために情報
発信等を行うイベントで、会場では子どもたちが木と触れあえるコーナーや
森林の多面的機能について楽しみながら学べるブースを設置します。

10月26日～27日 高知市中央公園 高知県、もくもくエコランド実行委員会 無料
高知県林業環境政策課
088-821-4586

高知県 高知市 ①
新天皇即位の礼を祝う牧野植物園無料
開園（仮題）

新天皇即位を県民を挙げて祝福するため、牧野植物園を無料開園します。 10月22日 牧野植物園 高知県立牧野植物園 無料
http://www.makino.or.j
p

牧野植物園
088-882-2601

県の方針として、文化
施設全体で実施予定

高知県 高知市 ④ 森林技術研究成果セミナー
当センターの研究成果の普及を図るため、森林・林業・木材産業の関係者を
対象に研究成果とその活用方法等について解説し、意見交換を行います。

11月13日 高知城ホール 高知県立森林技術センター 無料
https://www.pref.kochi.
lg.jp/soshiki/030102/

高知県立森林技術センター
0887-52-5105

高知県 高知市 ①②③
放送大学高知学習センター　芸術文化祭
2019

放送大学は、放送を通じた教育機会の提供ととも広く生涯学習の要望に応
えることを設置目的とした教育機関です。在学生には、様々な経験を積んだ
多芸に富んだ者が多くいます。在学生の日ごろ磨き上げられた芸術作品を
展示する美術展覧会のほかバザー、各サークル・同好会による催し、ワーク
ショップを予定しております。

11月1日～2日 放送大学高知学習センター 放送大学高知学習センター 無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/kochi/

088-843-4864

高知県
高知市
南国市

① 第10回高知大学ホームカミングデー
11月2日（土）に、卒業生等を招待して、記念講演や式典等を開催します。一
般の方も参加可能で交流の場として実施します。なお、学生主催の大学祭
「黒潮祭」も同時開催されます。

11月2日
高知大学
朝倉キャンパス
岡豊キャンパス

国立大学法人高知大学、高知大学同
窓会連合会

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

総務部総務課総務係
088-844-8116

高知県 香南市 ②③ 2019年度赤中地区芸術鑑賞会
赤岡中学校区の子どもたちがともに芸術鑑賞をすることによって豊かな情操
を養うことを目的としています。

11月25日 城山高等学校 赤中地区教育懇談会 無料 0087-55-2126

高知県 香南市 ② 香南市「土曜日等授業」道徳参観日 道徳教育の公開授業を実施します。 10月19日 夜須小学校 夜須小学校 無料
夜須小学校
0887-55-3188

高知県 香南市 ② 親子で学ぶ講演会～人権コンサート～ 武市光平さんによる講演とコンサートを実施します。 11月16日 香我美小学校体育館 香我美小学校PTA 無料
香我美小学校
0887-54-4776

高知県 香南市 ②
香南市立赤岡小学校
人権教育参観日（世代間交流）

人権参観日の後、浜の清掃、おじゃこの釜揚げ体験や餅つき、昼食作り等で
世代間交流を行います。

10月26日 赤岡小学校
赤岡小学校
ＰＴＡ

無料
赤岡小学校
0887-55-3105

高知県 香南市 ② 人権教育参観日（土曜授業） 人権学習の公開授業及び人権コンサートを実施します。 10月26日
吉川小学校
各教室・体育館

吉川小学校 無料
吉川小学校
0887-54-2572

高知県 香南市 ② 香南市「土曜日等授業」道徳参観日 道徳教育の公開授業と愛校作業を実施します。 10月19日 野市東小学校 野市東小学校 無料
higashi-e@city.kochi-
konan.lg.jp

野市東小学校
0887-54-2624

高知県 香南市 ② 香南市「土曜日等授業」人権参観日 人権教育の公開授業と野市中学校吹奏楽部のコンサートを実施します。 11月16日 野市東小学校 野市東小学校 無料
higashi-e@city.kochi-
konan.lg.jp

野市東小学校
0887-54-2624

高知県 香南市 ② 学年集会 児童が学習したことを集会で発表します。
10月9日（4年）
11月13日（5年）
12月4日（6年）

野市東小学校 野市東小学校 無料
higashi-e@city.kochi-
konan.lg.jp

野市東小学校
0887-54-2624

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

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

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

10月19日 野市小学校体育館 野市小学校PTA 無料
noichi-e@city.kochi-
konan.lg.jp

野市小学校
0887-56-0316

高知県 香南市 ① 香南市立野市小学校人権参観日 各クラスで、人権学習の公開授業を行います。 11月19日 野市小学校各教室 野市小学校 無料
noichi-e@city.kochi-
konan.lg.jp

野市小学校
0887-56-0316

高知県 香南市 ② 野市中学校区３小学校交流会
中学校の入学に向けて、野市中学校区の３小学校の６年生が一同に集い、
レクレーション等の活動を通して交流を行う。

11月 野市中学校体育館 野市中学校区連携会議 無料
佐古小学校
0887-56-0116

高知県 香南市 ② 防災研究発表会 高知県実践的防災教育推進事業２年目の発表会となります。 11月8日 夜須小中学校 香南市教育委員会等 無料
夜須中学校
0887-55-3177

高知県 香南市 ② 赤岡中学校文化発表会・赤岡町文化展 赤岡中学校の文化発表会と地域の文化展を共同で開催します。 11月3日 赤岡中学校体育館 赤岡中学校・赤岡文化展実行委員会 無料
赤岡中学校
0887-57-1182

高知県 香南市 ② 校内合唱コンクール
合唱活動を通して、互いの個性を認め合い、クラスの団結力を高めることを
目的に、学校コンクールを開催します。

10月26日 香我美中学校東体育館 香我美中学校 無料
香我美中学校
0887-54-2018

高知県 香南市 ① 香南市いきいきセミナー
①NHK大相撲解説者 舞の海 秀平　氏、②探検家 髙橋 大輔　氏、③フリー
アナウンサー 近藤 さと　氏による講演を行います。

①10月15日
②10月18日
③10月26日

夜須公民館マリンホール
香南市
教育委員会

香南市教育委員会
0887-57-7523

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

11月9～10日 高知県立青少年センター 高知県立青少年センター
高知県立青少年センター
TEL  0887-56-0621
FAX  0887-56-0622

対象：小学4～6年生
36名
申込締切：10月2日

高知県 佐川町 ④ 牧野賞科学展・科学研究発表会 小中学生による科学作品の展示および科学研究発表会を行います。
展示10月3～6日
発表10月3日
11月1日

佐川町桜座 佐川町教育委員会 無料
佐川町教育委員会
0889-22-1110

高知県 佐川町 ③ 佐川町文化祭 美術（一般の部・小中学校の部）と芸能部門で開催します。 10月24日～11月1日 佐川町桜座 佐川町文化推進協議会 無料
佐川町教育委員会
0889-22-1110

高知県 佐川町 ③ 佐川町小中学校芸能祭 小中学生による楽器演奏、合唱、演劇などの発表を行います。 11月7日 佐川町桜座 佐川町教育委員会 無料
佐川町教育委員会
0889-22-1110

高知県 四万十市 ③ 第15回四万十市文化祭
地域文化活動に携わる人々が、展示・発表・鑑賞部門で日頃の成果を披露
します。

8月18日
～12月16日

四万十市立中央公民館・四万十市
立文化センター他

四万十市・四万十市教育委員会・四
万十市文化祭執行委員会

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

高知県 四万十市 ③ 第61回四万十市美術展
個性豊かな文化の創造と振興を図り、人と文化がいきいきと輝くまちづくりを
目的とする。

11月18～24日 四万十市立中央公民館 四万十市・四万十市教育委員会
四万十市生涯学習課
0880-34-7311

高知県 四万十市 ② 高等部体験入学
知的障害、肢体不自由のある児童生徒を対象に、本校の教育についての理
解を深め進路選択の参考となるよう、高等部の授業等の体験等を行いま
す。

11月7日 中村特別支援学校 中村特別支援学校 無料
中村特別支援学校
0880-34-1511

参加希望者は事前申
し込みが必要（対象者
に条件あり）

高知県 四万十市 ② 参観日 全校で授業参観を行います。 11月8日 中村特別支援学校 中村特別支援学校 無料
中村特別支援学校
0880-34-1511

高知県 四万十市 ① 犬や猫の飼い方講習会 獣医師や行政職員、トレーナーによる犬や猫の適正飼養に関する講習会
10月9日、
11月17日

幡多福祉保健所 幡多福祉保健所 無料
【食品・衛生課HP】
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/131901

088-823-9673

高知県 四万十町 ② 収穫祭 収穫したお米や野菜を使っての調理、会食と学習発表を行います。 10月25日 仁井田小学校 仁井田小学校 無料
仁井田小学校
0880-22-8001

高知県 四万十町 ② 国際理解交流会（メキシコ・防災教育）
・メキシコについて知り、メキシコの防災学習を学ぶために、交流会を行いま
す。

10月10日 影野小学校
影野小学校
四万十町役場危機管理課

無料
影野小学校
0880‐22‐8206

高知県 四万十町 ② 障害者理解学習会 ・病気や障害を抱える人たちの理解を深めるための学習会を行います。 10月30日 影野小学校 影野小学校 無料
影野小学校
0880‐22‐8206

高知県 四万十町 ② 道徳・人権参観日 道徳科の公開授業、人権標語の発表、児童の歌の披露などを行います。 10月26日 七里小学校 七里小学校 無料
七里小学校
　0880-23-0021

高知県 四万十町 ② 収穫祭・山と川の学習
収穫したお米を使ってカレー作りをします。
学校林の調査と巣箱の修理を行います。

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

高知県 四万十町 ①② 山と川の学習 水泳生物の調査や、鮎釣りの体験をします。
9月中旬（日程は調整
中）

米奥小学校 米奥小学校 無料
米奥小学校
0880－23-0193

高知県 四万十町 ② 道徳参観日 参観日 10月24日 窪川小学校 窪川小学校 無料
窪川小学校
0880-22-0102

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

11月17日 川口小学校 川口小学校 無料
川口小学校
0880-22-1763

高知県 四万十町 ② ふれあいコンサート
参観日を利用して、音楽祭で発表する曲目をリハーサルを兼ねて事前に保
護者に披露します。

10月29日 東又小学校 東又小学校 無料
東又小学校
0880-24-0006

高知県 四万十町 ② 東又祭り
5年生の米作り学習の収穫祭として餅つき・餅投げ・鳴子踊りを行う。保護者
の出店もあり、地域の人にも協力参加していただきます。

11月16日 東又小学校
東又小学校
東又小学校PTA

無料
東又小学校
0880-24-0006

高知県 四万十町 ②
興津小中学校合同　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　さくら貝コンサート

小中学生が日々の音楽の学習の成果をコンサートとして発表します。 11月2日 興津小中学校屋内運動場 興津小学校・興津中学校 無料
興津小学校
0880-25-0021

高知県 四万十町 ②
北ノ川フェスティバル
（北ノ川小・中学校合同文化祭）

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

11月17日 北ノ川小・中学校体育館 北ノ川小学校・北ノ川中学校 無料

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

高知県 四万十町 ② 収穫祭 収穫の喜びを地域・保護者・児童全体で喜び合う行事です。 11月16日 十川小学校 十川小学校 無料
十川小学校
0880-28-5337

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

11月2日 窪川中学校 窪川中学校 無料
窪川中学校
0880-22-0020

高知県 四万十町 ② 窪川中学校吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部が練習成果の発表の場として、演奏会を開催します。 11月10日 四万十会館 窪川中学校 無料
窪川中学校
0880-22-0020

高知県 四万十町 ②
興津小中学校合同　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　さくら貝コンサート

小中学生が日々の音楽の学習の成果をコンサートとして発表します。 11月2日
四万十町立興津小中学校屋内運
動場

興津小学校・興津中学校 無料
興津中学校
0880-29-5002

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

高知県 四万十町 ② 十川中学校文化祭
学習の作品展示、音楽発表、意見発表、英語スピーチ、学年発表等を行い
ます。

11月3日 十川中学校体育館 十川中学校 無料
十川中学校
0880-28-5215

高知県 四万十町 ②③ 大正・十和地区小中学校連合音楽祭 大正・十和地区小中学校児童生徒の音楽発表を行います。 11月7日 大正中学校体育館
四万十町教育委員会、大正・十和地
区音楽主任会

無料 大正・十和地区各小中学校

高知県 宿毛市 ② 人権教育参観日
人権教育公開授業の後、教育講演（オリパラのデモンストレーション・講話）
を行います。

11月5日 大島小学校 大島小学校 無料
大島小学校
0880-65-8228

高知県 宿毛市 ②
未来にかがやく子ども育成型学校連携事
業

道徳公開授業の後、実践発表と講演（愛媛大学教育研究科：城戸　茂教授）
を行います。

11月15日 大島小学校 大島小学校 無料
大島小学校
0880-65-8228

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

高知県 宿毛市 ①②③ 収穫祭・三世代ふれあい交流参観日
三世代が集まり、餅を作ったり、昔遊びを行ったりして、共にひと時を過ごし
ます。

12月1日 橋上小学校
橋上小学校
PTA

無料
橋上小学校
0880-64-0003

高知県 宿毛市 ①②③ 道徳参観日・劇団　風の子公演 道徳授業参観・劇団　風の子の公演を鑑賞します。 10月24日 橋上小学校 橋上小学校PTA 無料
橋上小学校
0880-64-0003

高知県 宿毛市 ②③ ふれあい祭り
午前は授業参観、午後は講演会（PTA主催の教育講演会を予定）、ふれあ
い祭り（地域の方々による舞踊・児童、生徒の音楽発表等）を行います。

11月5日 小筑紫小学校体育館 小筑紫小学校 無料
小筑紫小学校
0880-67-0101

高知県 宿毛市 ② 車いすラグビー体験

車いすラグビーの選手の方々に来校して頂き、車いすラグビーを体験させて
頂くことで障がい者スポーツの魅力を知ります。その後、選手の方々に話を
聞くことで、すべての人々が互いに理解し合い、暮らしやすい社会をめざして
いこうとする心を育てます。

10月30日 小筑紫小学校体育館 小筑紫小・中学校 無料
小筑紫小学校
0880-67-0101

高知県 宿毛市 ②③ 宿毛郷土かるた大会
「学んで遊ぶ」をキーワードに、宿毛市の「卓囲会」が作成した、「すくも郷土
かるた」を使ってかるた大会を実施します。

10/30日.31日.11/1日 咸陽小体育館 咸陽小図書委員会 無料
咸陽小学校
0880-65-8254

高知県 宿毛市 ①②③ 宿毛歴史館見学
６年生が、宿毛の２１人について、宿毛歴史資料館を訪れ資料館見学、その
後地域に出向き史跡等の見学を行い、先人の功績を知ります。

11月 宿毛歴史館及びその周辺 ６年生 無料
咸陽小学校
0880-65-8254

高知県 宿毛市 ①②③ 参観日・バザー １時間授業公開、その後ＰＴＡ主催のバザーを実施します。 11月10日 咸陽小学校
咸陽小学校
咸陽小ＰＴＡ

無料
咸陽小学校
0880-65-8254

高知県 宿毛市 ③ 小筑紫フェスティバル
各学年の「体験学習」等のまとめの発表、音楽の発表、弁論、英語暗唱
絵の掲示、学習ノートの掲示等を行います。

11月9日 小筑紫小中体育館 小筑紫中学校 無料
小筑紫中学校
0880-67-0202

高知県 宿毛市 ①
令和元年度高知大学出前公開講座in宿
毛市

未定
11・12月
（5回）

未定 高知大学・宿毛市教育委員会 無料
宿毛市教育委員会生涯学習課
0880-63-3394

高知県 宿毛市 ② 宿毛市・大月町中学校音楽祭 宿毛市立中学校及び大月町中学校による音楽祭を開催します。 11月7日 宿毛市総合社会福祉センター
宿毛市教育委員会・大月町教育委員
会・宿毛市大月町音楽主任会

無料

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

高知県 宿毛市 ② 宿毛市・大月町小学校音楽祭 宿毛市立中学校及び大月町小学校による音楽祭を開催します。 11月8日 宿毛市総合社会福祉センター
宿毛市教育委員会・大月町教育委員
会・宿毛市大月町音楽主任会

無料

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

高知県 須崎市 ② 浦ノ内中学校文化祭 保護者や地域の人を招き学習の成果を発表します。 10月26日 浦ノ内公民館 浦ノ内中学校 無料
浦ノ内中学校
0889-49-0511

高知県 須崎市 ② 須崎中学校文化発表会 保護者や地域の人を招き学習の成果を発表します。 10月30日 須崎市民文化会館 須崎中学校 無料
須崎中学校
0889-42-1844

高知県 須崎市 ② 南小中学校文化祭 保護者や地域の人を招き学習の成果を発表します。 11月2日 南小中学校 南小中学校 無料
南小0889-47-0012
南中0889-47-0011

高知県 須崎市 ② 上分小中学校小中合同文化祭 保護者や地域の人を招き学習の成果を発表します。 11月2日 上分小中学校 上分小中学校 無料
上分小0889-46-0111
上分中0889-46-0112

高知県 須崎市 ② 多ノ郷小学校学習発表会 保護者や地域の人を招き学習の成果を発表します。 11月8日 多ノ郷小学校 多ノ郷小学校 無料
多ノ郷小学校
0889-42-0337

高知県 須崎市 ② 須崎市中学生弁論大会 須崎市内中学生５校の代表生徒による弁論大会を開催します。 11月9日 須崎市民文化会館 須崎市教育委員会 無料
須崎市学校教育課
0889-42-1195

高知県 須崎市 ② 地域ぐるみ教育研究発表会
須崎市教育委員会指定研究発表会とし、公開授業、事後研究、学校の取組
発表を行います。

11月13日 上分小中学校 須崎市教育委員会 無料
須崎市学校教育課
0889-42-1196

高知県 須崎市 ② 安和文化祭り・収穫祭 保護者や地域の人との販売活動や、児童による学習の成果を発表します。 11月24日 安和地域 安和小学校 無料
安和小学校
0889-42-1239

高知県 全域 ③ 令和元年度第69回高知県芸術祭
県民の皆さまに文化芸術を身近に感じていただけるよう、県内各所で演劇・
ダンス・音楽・美術等のイベントを開催します。

9月14日～12月15日 高知県内 高知県芸術祭執行委員会
http://www.kochi-
art.com/

公益財団法人高知県文化財団
088-866-8013

高知県 全域 ② 起業家教育プログラム
中長期的な起業家人材の育成、確保に向けて、学生に起業家マインドを
持ってもらうため、実際に「起業」までのステップを体験する事業開発プログラ
ムを実施する。

10月～12月
県立安芸桜ヶ丘高等学校、県立窪
川高等学校、高知市立高知商業高
等学校

高知県(産学官民連携・起業推進課) 無料 9月～3月中に実施

高知県 田野町 ②③ 中芸高等学校文化祭
生徒の自主的な活動による文化的・学術的発表をとおし、「中芸高校」の魅
力を発信します。

11月2日 高知県立中芸高等学校 高知県立中芸高等学校 無料
320103@ken.pref.kochi.l
g.jp

高知県立中芸高等学校
tel0887-38-2914

高知県 津野町 ② 津野町・梼原町合同小学校陸上記録会 小学5・6年生による陸上記録会を行います。 10月18日
津野町東津野B&G海洋センターグ
ラウンド

津野町教育委員会・梼原町教育委員
会・津野町・梼原町小学校体育連盟

無料
津野町教育委員会学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ①②③ 津野町展・学童展 町内園児・児童・生徒の作品展示を行います。 11月2日～11月4日 津野町立中央小学校体育館 津野町教育委員会 無料
津野町教育委員会
生涯教育課・学校教育課
0889-62-2258

高知県 津野町 ①② 津野町道徳フォーラム
津野っ子標語・ロゴマーク表彰式　、こども園の発表、グループディスカッショ
ン、吉本住みます芸人淀屋萬月さんによる講演会、林裕輝さんによるミニコ
ンサートを行います。

11月2日 津野町東津野B&G海洋センター 津野町道徳教育推進地区協議会 無料
津野町教育委員会
学校教育課
0889-62-2258

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

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

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

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

甲浦中学校 無料
東洋町立甲浦中学校
0887-24-3103

応援のみの参加

高知県 土佐市 ③ 土佐市小中学校音楽発表会 各校の代表学年が合唱及び合奏の発表を行う 11月15日（金） 複合文化施設 土佐市教育委員会 無料
土佐市教育委員会学校教育課
088-852-7723

高知県 土佐市 ③ 第55回土佐市民展 市民及び市内保幼小中の子ども達の美術作品を展示します。

中央展
11月15～17日
宇佐展
11月23～24日

中央展：土佐市立市民体育館
宇佐展：土佐市立ＵＳＡくろしおセン
ター

土佐市民展実行委員会 無料
土佐市教育委員会生涯学習課
088-852-7696

高知県 土佐市 ② 防災参観日・講演会（宇佐小学校）
宇佐地区避難訓練に合わせて防災の授業参観、講演会、引き渡し訓練を実
施します。

10月27日 宇佐小学校各教室、体育館 宇佐小学校 無料
宇佐小学校
088-856-0024

高知県 土佐市 ② オータムコンサート（高岡第一小学校） 全校音楽祭 11月16日 小学校体育館 小学校 無料
高岡第一小学校
088-852-1138

高知県 土佐市 ② 人権教育参観日（高岡第二小学校） 人権教育に関わる公開授業と講話 10月18日 土佐市立高岡第二小学校 土佐市立高岡第二小学校 無料
高岡第二小
088-852-0517

高知県 土佐市 ①②
山の手ふれあいフェスタ（高岡第二小学
校）

高岡第二小児童の発表や、児童・地域の出店、展示コーナーや紙飛行機飛
ばしなど

11月17日 土佐市立高岡第二小学校 土佐市立高岡第二小学校 無料
高岡第二小
088-852-0517

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

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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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高知県 土佐市 ①② 校内ハローワーク（高岡中学校）
　地域の方から、働くことの意義や就業している仕事と学校の学びとの関わ
り等を学び、自己の将来について考える。

10月27日 高岡中学校 高岡中学校 無料
高岡中学校
088-852-2136

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

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

高知県 土佐市 ①② ＨＥＷＡ・ハート祭
戸波の保小中の園児・児童・生徒の発表、チャレンジ・体験・展示コーナー等
を行う。

11月3日 戸波中学校
戸波あったか教育推進会議・戸波中
学校

無料
戸波中学校
088-855-0101

高知県 土佐清水市 ② 第48回土佐清水市教育文化展 市内小中学生の図画、習字等を発表、展示します。 10月26日～28日 土佐清水市市民体育館 土佐清水市教育委員会 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/shimizu-c/

土佐清水市教育委員会
こども未来課
0880-82-1116

高知県 土佐清水市 ② ２０１９年度清水地区音楽交流会 清水地区小学校の児童が合唱や演奏等を行います。 11月15日 土佐清水市立市民文化会館
土佐清水市
教育委員会

無料
土佐清水市教育委員会
こども未来課
0880-82-1116

高知県 土佐清水市 ① 秋の読書週間
様々な催しを通じて、図書に親しんでもらうと共に読書意欲の向上を図りま
す。

10月27日～11月9日 土佐清水市立市民図書館 土佐清水市立市民図書館 無料
http://www.tosashimiz
u-public-library.jp/

土佐清水市立市民図書館
0880-82-4151

高知県 土佐清水市 ② 清水中学校音楽部定期演奏会 清水中学校音楽部の生徒による演奏を行います。 11月16日 土佐清水市立市民文化会館 土佐清水市立清水中学校 無料
土佐清水市立清水中学校
℡0880-82-1243

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

10月～2月 土佐清水市立中央公民館 土佐清水市 無料
http://www.city.tosashi
mizu.kochi.jp/index.htm

じんけん課
0880-82-1124

高知県 土佐清水市 ① 第５９回土佐清水市市展 美術文化振興への関心を高め振興を図ります。 10月18日～23日 土佐清水市立市民文化会館 土佐清水市美術展覧会運営委員会 無料
土佐清水市教育委員会
生涯学習課
0880-82-1257

高知県 土佐清水市 ① 第３７回土佐清水市文化祭 芸術・文化の振興のための発表会を開催します。 11月2日～3日 土佐清水市立市民文化会館 土佐清水市文化協会
土佐清水市教育委員会
生涯学習課
0880-82-1257

高知県 土佐清水市 ②
ジョン万スピリットを学ぶ土佐海援丸体験
航海

土佐海援丸であしずり港から高知港までの体験航海を行います。また、高知
南中高との交流、坂本龍馬記念館などを訪問し、郷土の偉人ジョン万次郎
の精神を学びます。

11月11日～13日
土佐海援丸
高知南中学・高等学校
高知県立坂本竜馬記念館（予定）

高知県立清水高等学校 無料
高知県立清水高等学校
0880-82-1236

高知県 土佐清水市 ② 高知県立清水高等学校文化祭
日頃の文化部の活動を通じて、追究したものを発表します。また、ホームの
協調性と団結力を深めることを目的として実施します。さらに、本年度は創立
70周年記念事業の関連行事として位置付けます。

11月1日～2日 高知県立清水高等学校 高知県立清水高等学校 無料
高知県立清水高等学校
0880-82-1236

高知県 中土佐町 ③ 中土佐町立美術館企画展 収蔵作品を中心に年５回程度企画展を実施しています。
第2期
9月5日～11月24日

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

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

10月25～27日
中土佐町民交流会館多目的ホー
ル・和室

中土佐町文化協会 無料
中土佐町文化協会事務局
0889-52-2661

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立久礼中学校
文化発表会

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

11月2日 久礼中学校体育館 久礼中学校 無料
中土佐町立久礼中学校
0889-52-2811

高知県 中土佐町 ②
中土佐町立大野見中学校
文化発表会

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

11月2日 大野見中学校体育館 大野見中学校 無料
中土佐町立大野見中学校
0889-57-2445

高知県 奈半利町 ② 野根山街道散策
奈半利小学校6年生児童と保護者が、宿屋杉付近から米ヶ岡生活体験学校
までの野根山街道を歴史を学びながら散策する行事です

11月8日 野根山街道 奈半利小学校 無料 0887-38-4704

高知県 奈半利町 ② 人権学習参観日
手話グループの方を講師に、簡単な手話を学びながら手話を必要とする人
たちの生活や気持ちを理解する加領郷小学校の参観日です

11月15日 加領郷小学校 加領郷小学校 無料 0887-38-4951

高知県 奈半利町 ② 文化活動発表会
奈半利中学校生徒や保護者が合唱、合奏などの発表や作品展示する行事
です

11月9日 奈半利中学校 奈半利中学校 無料 0887-38-4909

高知県 奈半利町 ② 農業体験（芋掘り） 認定こども園の園児が、6月に作付けした芋の収穫体験をする行事です 10月17日 奈半利町米ヶ岡地区 認定こども園なはり 無料 0887-38-7955 見学のみ無料

高知県 奈半利町 ② 農業体験（稲刈り）及び畜産体験
奈半利小学校5年生が6月に植えた米の刈取り体験や、牛とふれあい、畜産
について学ぶ体験行事です

10月下旬 奈半利町米ヶ岡地区 奈半利小学校 無料 0887-38-4704 見学のみ無料

高知県 奈半利町 ② 農業体験（稲刈り） 奈半利中学校1年生が、6月に植えた米の刈取り体験を行う行事です 10月下旬 奈半利町米ヶ岡地区 奈半利中学校 無料 0887-38-4909 見学のみ無料

高知県 奈半利町 ① 奈半利町総合美術展
奈半利町の小中学校児童生徒や一般社会人の絵画、写真、彫刻、書道など
の作品を展示する行事です

11月中旬 奈半利町民会館 奈半利町教育委員会 無料 0887-38-8188

高知県 南国市 ① スマイリーハート人権講座 人権について、様々な視点から共に考える講座です。
10月10日,18日,
23日,11月12日,21日

南国市役所 南国市教育委員会 無料
南国市教育委員会
生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ③
第36回
土佐日記門出のまつり

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

11月10日
紀氏邸跡、
古今集の庭

国府史跡保存会 無料
南国市教育委員会
生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ③ 第33回大湊出港祭
大湊地区は土佐日記で紀貫之が立ち寄ったとされる大湊に想定されてお
り、紀貫之を顕彰し後世に伝えるために開催しています。

11月4日
南国市後川
　　～大湊公園

前浜地区地域活性化協議会 無料
南国市教育委員会
生涯学習課
088-880-6569

高知県 南国市 ① 高知高専教養講座
高知高専の教員が日ごろの研究成果や最近話題になっていることを中心に
分かりやすくお話しいただける講座です。

10月29日 日章福祉交流センター
南国市教育委員会・高知工業高等専
門学校

無料
高知工業高校専門学校
総務課　企画係
088-864-5643

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

10月23日
11月12日

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

高知県 南国市 ②③ 学習発表会 各学年の児童が日々の学習成果を保護者や地域の方々に紹介します。 11月24日
稲生小学校
（体育館）

稲生小学校 無料
稲生小学校
088-865-8246

高知県 南国市 ②
国立教育政策研究所教育課程研究セン
ター教育課程研究指定校事業に係る公
開授業研究会（5年公開授業）

研究主題「自ら学び、自信をもって共に伸びる児童の育成～見方・考え方を
働かせる算数の授業～」に迫るため、研究授業を公開し、参観者より助言を
いただきます。

10月23日 大篠小学校 大篠小学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/oshino-e/

大篠小学校
088-864-2374

高知県 南国市 ② 学習発表会 日常の学習の総合的な成果を発表し合います。 11月1日 大篠小学校体育館 大篠小学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/oshino-e/

大篠小学校
088-864-2374

高知県 南国市 ② 人権教育参観日
全学級が人権教育に関する授業公開を行います。また、「子どもの人権」に
ついての講話も行います。

10月26日 日章小学校 日章小学校 無料
日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ③ 文化芸術鑑賞
地元のサークルで活動しているメンバーが一堂に会して、様々な楽器での演
奏を鑑賞します。

10月29日
日章小学校
体育館

日章小学校 無料
日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ② 英語教育公開日
英語教育特例校として小学校一年生から英語学習をしています。各学年が
外国語活動・英語科の授業公開をします。

11月5日
11月8日

日章小学校（イングリッシュルーム・
多目的ホール）

日章小学校 無料
日章小学校
088-864-2726

高知県 南国市 ① 大湊出港祭
『土佐日記』の中で、紀貫之が土佐離任時に寄港した大湊で、紀貫之をしの
んで、大湊保育所と大湊小学校の園児・児童よる稚児行列や土佐日記の朗
読が行われます。

11月予定 大湊公園 大湊出港祭実行委員会 無料
大湊出港祭実行委員会
088-865-3582

高知県 南国市 ② 人権参観日
全学級が人権の大切さについて考える授業を、保護者や地域に授業公開を
することで、本校の教育に対する理解を深める機会となっています。

10月17日
長岡小学校
（各教室）

長岡小学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/nagaoka-e/

長岡小学校
088-864-2309

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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高知県 南国市 ② まほろば学習発表会
日頃の学習成果の発表の場とし、保護者や地域の方々との交流の場として
います。

11月17日 国府小学校 国府小学校 無料
国府小学校
088-862-0024

高知県 南国市 ② 道徳参観日
全学級が道徳の授業及びOMOIYARI集会を保護者・地域の皆さんに公開し
ます。また、「高知の道徳」を活用し、本校の道徳の取組を発表します。

10月26日 岡豊小学校 岡豊小学校 無料
岡豊小学校
088-862-0022

高知県 南国市 ① 防災参観日
「防災学習隊」の出前授業など、防災に関する授業を行います。また、南国
市危機管理課による防災に関する講演があります。

10月24日 久礼田小学校 久礼田小学校 無料
久礼田小学校
088-862-0122

高知県 南国市 ② 参観週間
家庭・地域との連携を深めたり理解を得たりするため、子供たちの普段の学
習等の様子を保護者や地域に公開します。

10月28日
～11月1日

奈路小学校各教室 奈路小学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/naro-e/

奈路小学校
088-862-0161

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

10月25日 香長中学校体育館 香長中学校 無料
香長中学校
088-863-2460

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

10月25日 鳶ヶ池中学校体育館 鳶ヶ池中学校 無料
http://www.kochinet.ed
.jp/tobigaike-j/

鳶ヶ池中学校
088-864-2678

高知県 南国市 ②③ 文化発表会
生徒の学習活動等を保護者・地域に広く公開します。
合唱コンクール　百人一首大会　英語スピーチ　総合的な学習の発表　美術
部の展示　英語学習展示

11月9日 南国市立香南中学校 香南中学校 無料
香南中学校
088－864-2722

高知県 南国市 ③ 北陵祭 ・音楽部の演奏　・英語弁論発表　・合唱コンクール 11月9日
北陵中学校
（体育館）

北陵中学校 無料
北陵中学校
088-862-0208

高知県 南国市 ①② 進路講演会
　２年生対象に、外部講師による講演会を開催し、企業の現状や社会で求め
られる力を理解し、今後の学びにつなげます。

10月24日（木）
高知県立高知東工業高等学校格
技場

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

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

11月21日（木）
高知県立高知東工業高等学校格
技場

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

高知県 南国市 ①②③ ごめん駅清掃活動 　生徒が自主的に参加する清掃ボランティア活動を行います。 12月11日（水） ＪＲごめん駅 高知県立高知東工業高等学校 無料
高知県立高知東工業高等学校
088-863-2188

午後から

高知県 南国市 ①②③ 留学生受け入れ
　本校と交流協定を締結している韓国ソウル市の柳韓工業高等学校生が来
校します。

10月23～25日 高知県立高知東工業高等学校 高知県立高知東工業高等学校
高知県立高知東工業高等学校
088-863-2188

高知県 南国市
①②③
④

ナンコクフェスティバル
世界的フィギアメーカーである海洋堂と南国市が連携をして開催するイベン
トです。

10月27日（日） 高知県立高知東工業高等学校
南国市
株式会社奇想天外

無料
株式会社奇想天外
0880-29-7360

高知県 南国市 ①③
考古学から学ぶ史跡の見方
「土佐国衙跡と比江廃寺跡」

史跡に赴き、その立地や歴史などを分かりやすく解説し、地域の歴史や文化
財に対する興味や関心を高めて、史跡・遺跡の保護や活用に目を向けても
らいます。

10月20日（日）
13:00～15:00

南国市立比江スポーツグラウンド
公益財団法人
高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財セン ター

無料
http://www.kochi-
maibun.jp/

埋蔵文化財センター 
088－864－0671

要申込(9月20日より
HPか電話にて受付)

高知県 南国市 ①③
企画展　「鎌倉時代の土佐」
展示報告会

鎌倉時代から室町時代にかけての中世土佐における社会、思想、文化交流
について解説します。

10月27日（日）
14:00～15:30

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

無料
http://www.kochi-
maibun.jp/

埋蔵文化財センター 
088－864－0671

高知県 南国市 ①③ まいぶんセンターまつり
多くの皆様が埋蔵文化財センターに親しんでいただくためイベントを行いま
す。普段は見ることのできない施設のバックヤードツアー、ものづくり体験教
室など企画しています。

11月10日（日）
9:30～16:30

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

無料
http://www.kochi-
maibun.jp/

埋蔵文化財センター 
088－864－0671

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

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

無料
総務部物部総務課総務係 
088-864-5114

高知県
日高村佐川町
学校組合

③ 加茂展 絵画、書道、手芸、工芸などの作品を展示します。
令和元年11月16日(土)
17日(日)

加茂中学校体育館 加茂地区文化推進協議会 無料
日高村佐川町学校組合教育委員
会　0889-20-1518

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

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

高知県 三原村 ① 生涯学習講演会 村民及び村内で就労している方に講師を依頼し、講演会を実施します。
11月中
(予定)

未定 三原村教育委員会 無料
三原村教育委員会
0880－46－2559

高知県 三原村 ②③ 三原村  保・小・中 合同発表会
保育園児・小学生・中学生が一堂に会して学習の成果を発表し合い、習字・
硬筆・図画の展示も行います。

11月1日 三原中学校(体育館)
三原村小中学校PTA連合会・三原保
育所保護者会・三原保育所・三原小
学校・三原中学校・三原村教育委員

無料
三原村教育委員会
0880－46－2559

高知県 室戸市 ②
日曜参観日
（校内すもう大会）

日曜参観日として、授業参観及び校内すもう大会を開催します。 10月20日（日） 佐喜浜小学校 佐喜浜小学校 無料
佐喜浜小学校
0887-27-2810

高知県 室戸市 ①
教育講演会「すいみん・食・運動と子育
て」
講師：川上確也氏

子育ての秘訣や地域住民の健康増進について、家庭教育講演のプロに、
「ぐっすりすいみん」を中心にした生活習慣や脳科学（脳内ホルモン）の視点
から、わかりやすくお話をしていただきます。

10月29日（火） 佐喜浜生活改善センター
佐喜浜地域学校協働本部・佐喜浜保
小中PTA

無料
佐喜浜小学校
0887-27-2810

高知県 室戸市 ② 参観週間
この期間を特に参観週間として、保護者や地域の方々にも広く呼びかけてい
ます。

10月21日（月）～
10月24日（木）

室戸小学校 室戸小学校 無料
室戸小学校
0887-22-0888

高知県 室戸市 ② PTA文化部事業
室戸中学校吹奏楽部による演奏を、児童と保護者、地域の方が一緒に鑑賞
します。

11月12日（火） 室戸小学校 室戸小学校 無料
室戸小学校
0887-22-0888

高知県 室戸市 ② 吉良っ子ウィーク （参観週間）
誰でも自由に授業を見ていただく参観週間とします。期間中に「町並みハロ
ウィンパレード」を行います。

10月28日（月）～
11月1日（金）

吉良川小学校 吉良川小学校 無料
吉良川小学校
0887-25-2021

高知県 室戸市 ② 人権の集い 授業参観後、人権についての学習発表と講師による講演を行います。 11月7日(木） 教室・体育館 羽根小学校 無料
羽根小学校
0887-26-1802

高知県 室戸市 ② 樹木について学ぼう
高知大学農学部の先生を講師に学校周辺の樹木について学習し、樹木にプ
レートをつけます。

10月22日（火） 体育館・学校周辺 中川内小中 無料
中川内小中学校
0887-24-6001

高知県 室戸市 ② 室戸ジオパーク学習 室戸ジオパークセンターの方を講師に室戸の地質・自然について学びます。 10月23日（水） 中川内３年教室 中川内小中 無料
中川内小中学校
0887-24-6001

高知県 室戸市 ② 雑木を使ったボールペンづくり
高知大学農学部の先生を講師に雑木を使ったボールペンづくりに取り組み
ます。

11月13日（水） 体育館 中川内小中 無料
中川内小中学校
0887-24-6001

高知県 室戸市 ②
京都フィルハーモニー室内合奏団コン
サート（参観日）

生徒・保護者・地域の方々を対象に、全国レベルの演奏を聴く機会を通じて
日本の文化に触れます。

10月24日（木） 体育館 文化庁 無料
佐喜浜中学校
0887-24-4100

高知県 室戸市 ② 佐中フェスタ（参観日） キャリア教育の視点による「総合的な学習の時間」の発表会を開催します。 11月16日（土） 体育館 佐喜浜中学校 無料
佐喜浜中学校
0887-24-4100

高知県 室戸市 ② 室戸市立室戸中学校文化祭
人権作文の発表（学年代表）、合唱コンクール、吹奏楽部演奏、ゲストステー
ジ、バザーを開催します。

11月10日（日） 体育館等 室戸中学校 無料
室戸中学校
0887-22-0519

高知県 室戸市 ②
吉良川中学校文化祭
（学習発表会）

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

11月2日（土） 体育館 吉良川中学校 無料
吉良川中学校
0887－24-5100

高知県 室戸市 ②
組織力向上のための実践研究事業
公開授業

授業を公開し、3年間教科間連携による組織力向上のための実践研究を重
ねてきた成果を発表します。

11月21日（木） 吉良川中学校 吉良川中学校 無料
吉良川中学校
0887ー24-5100

高知県 室戸市 ① 第60回室戸市美術展覧会
一般の部、ならびに小中学校児童生徒の出品による美術展覧会です。絵画
や工芸、書写などの作品を展示します。

10月29日～11月4日
11月6～11月10日

室戸市勤労者体育センター
室戸市教育委員会
生涯学習課

無料
室戸市教育委員会生涯学習課
0887-22-5142

高知県 室戸市 ② 「続産業社会と人間」学年発表会
２年生全員が、学校訪問や職業体験について自分で考えたことについて発
表します。

11月21日 室戸高等学校視聴覚室
高知県立室戸高等学校総合学科運
営部

無料
高知県立室戸高等学校
0887-22-1155

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

高知県 本山町 ② 嶺北中学校研究発表会 探究的な授業づくりについて、公開授業と研究発表、講演会を行います。 10月30日 嶺北中学校 嶺北中学校 無料

高知県 本山町 ② 吉野小学校きらきらフェスタ 児童の学習発表会や児童およびPTAでの販売学習をします。 11月9日 吉野小学校 吉野小学校 無料

高知県 本山町 ② 本山町児童生徒作品展 児童・生徒の学習成果である文化作品を展示します。 11月13日～17日 本山町プラチナセンター 本山町教育委員会 無料
高知県 本山町 ① 第59回町民運動会 町内全域の地区対抗運動会を開催します。 11月3日（日） 吉野運動公園　グラウンド 本山町 無料

高知県 本山町 ①
第10回四国三郎吉野川源流・利水域交
流美術展覧会

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

11月8～10日 本山町プラチナセンター
四国三郎吉野川源流・利水域交流美
術展覧会事務局

無料

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

11月10日（日） 本山町プラチナセンター 本山町産業文化祭実行委員会 無料

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

11月16～17日 本山町プラチナセンター 本山町産業文化祭実行委員会 無料

高知県 安田町 ① 生涯いきいき学習講座
毎年10月を生涯学習強調月間とし、防災、健康、人権、コミュニケーション
をテーマに講演会を開催します。

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

高知県 安田町 ①② 読書週間
園小中読書週間にあわせ、それぞれの年齢に応じたおすすめの本を掲示
します。

10月15日～21日 安田町文化センター 安田町教育委員会 無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 安田町 ③ 芸能発表会 謡曲・日舞・大正琴・詩吟、合唱等の舞台発表を行います。 10月19日 安田町文化センター 安田町文化協会 無料
安田町教育委員会
0887-38-5711

高知県 安田町 ② 安田中学校　校内学習発表会 合唱、総合的な学習の時間の発表等を行います。 11月2日
安田中学校　
体育館

安田中学校 無料
安田中学校
0887-38-6201

高知県 安田町 ② 人権参観日 人権教育の公開授業及び教職員、保護者対象に講演会を行います。 11月8日 安田小学校 安田小学校 無料
安田小学校
0887-38-6202

高知県 安田町 ③ 文化祭 園児、小・中学生、一般の方々の文化作品展示、体験教室等を行います。
11月16日
11月17日

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

高知県 梼原町 ① 第6回梼原町芸術祭
町内外から様々な部門において著名な人材を招き、実演や体験を行いま
す。

10月19～20日、11月9日 ゆすはら座、ゆすはら・夢・未来館 梼原町芸術祭実行委員会 無料
梼原町教育委員会生涯学習係
0889-65-1350

高知県 梼原町 ② ウエルカム・コンサート
生徒の作品展示や総合的な学習に関連した神楽の舞のステージ、合唱コン
クール等を行います。

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

高知県 梼原町 ② 梼原町・津野町小学校合同陸上記録会 小学校５．６年生対象の陸上記録会を行います。 10月18日 B＆Gグラウンド
津野町教育委員会・梼原町教育委員
会・津野町・梼原町小学校体育連盟

無料
梼原町教育委員会学校教育係
0889-65-1350

高知県 梼原町 ①③ YURURI×雲の上の図書館　秋まつり
両施設を町内外によりよく知って活用して貰う為、両施設において、読み聞
かせや音楽など文化活動の催しや、両施設合同のスタンプラリー、バザーの
出店等を行います。また外部講師をお招きし、図書館内で講演を行います。

11月17日
雲の上の図書館、複合福祉施設
YURURIゆすはら

雲の上の図書館・YURURIゆすはら 無料
梼原町立図書館
0889-65-1350

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


