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長崎県 壱岐市 ①② 創立110周年記念講演会
「夢叶えた人生　諦めなかった高校受験」を演題に久原順一様に講演いただく。実社会の
第一線で活躍された卒業生の話を聞かせ、人生観、倫理観、さらに職業観などを醸成す
る。

11月1日 長崎県立壱岐高等学校体育館 長崎県立壱岐高等学校 無料
【長崎県立壱岐高等学校】
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/iki-h/

0920-47-0081

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

11月2日 長崎県立諫早東高等学校 長崎県立諫早東高等学校 無料
【長崎県立諫早東高等学校
HP】http://isahayahigashi.net/

長崎県立諫早東高等学校
0957-36-1010

長崎県 諫早市 ② 授業参観 全クラスの授業を公開します。学年・学級PTAでは情報交換を行います。 11月12日 長崎県立諫早東高等学校 長崎県立諫早東高等学校 無料
【長崎県立諫早東高等学校
HP】http://isahayahigashi.net/

長崎県立諫早東高等学校
0957-36-1010

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

10月25日 長崎県立諫早高等学校
長崎県立諫早高等学校定時
制

無料
【長崎県立諫早高等学校】
http://www.news.ed.jp/isahaya
-h/

長崎県立諫早高等学校定時制
TEL：0957-22-1222

長崎県 諫早市 ①②③ 令和元年度 学習発表会
日頃の学習活動で行ってきた内容（書写、音楽、図画工作・美術、家庭科、劇、総合的な
学習の時間のまとめ、平和学習のまとめ、修学旅行の事後報告など）を舞台発表や展示
作品を通して、保護者や地域の方に発表する。

11月3日
長崎県立諫早東特別支援学校プ
レイルーム

長崎県立諫早東特別支援学
校

無料
http://www.news.ed.jp/isahaya
higashi-ss/

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

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

11月3日 長崎県立小浜高等学校 長崎県立小浜高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/obama-h/

TEL:0957-74-4114
韓国大使館との共同
プログラム有り

長崎県 雲仙市 ①②③ 南串フェスタ
南串山分教室の児童生徒がステージ発表をしたり、作業学習で作成した製品を販売した
りします。

11月16日
雲仙市南串山総合保健福祉セン
ター

長崎県立島原特別支援学校
南串山分教室

無料
長崎県立島原特別支援学校
南串山分教室
0957-88-3394

長崎 大村市 ② ＮＩＥフェア
新聞を教材として活用した学習とその成果について発表します。また、姜尚中氏を講師
に迎え、講演会を実施する予定です。

11月6日 長崎県立ろう学校
長崎県教育委員会・ＮＩＥ実行
委員会

無料
長崎県立ろう学校
0957-55-5400

長崎県 大村市 ② 大村市中学校音楽会
今年度で58回目を迎える伝統ある音楽会です。市内の6つの中学校と県立ろう学校の3
年生の生徒が、学校ごとに歌声を披露します。また、約1000名近くの生徒の声が響く全
体合唱も見どころのひとつです。

11月8日
シーハット大村
メインアリーナ

大村市教育委員会 無料
大村市教育委員会学校教育課
0957-53-4111

長崎県 大村市 ② 大村市小学校音楽会
今年度で58回目を迎える伝統ある音楽会です。市内の15の小学校と県立ろう学校の児
童が、3部に分かれ、授業などで学習した合唱や合奏を披露します。

11月13日～14日
シーハット大村
さくらホール

大村市
教育委員会

無料
大村市教育委員会学校教育課
0957-53-411１

長崎県 大村市 ③ 芸術鑑賞会

生徒に本物の芸術鑑賞の機会を提供し、文化芸術への素養を高めるための行事として
毎年10月下旬に開催している。3年間で「音楽」「演劇」「日本の芸能（能・狂言・落語等）」
をローテーションで実施している。本年度は「音楽」分野の開催。
音楽分野＝WISH-Caravan Quartet(本校卒業生を含むコーラスグループ）
※保護者についても観覧の案内を出し、観覧については無料としている。

10月23日 長崎県立大村高等学校 長崎県立大村高等学校 無料

長崎県立大村高等学校
〒851-0835
長崎県大村市久原1丁目591
0957-52-2802

長崎県 大村市 ②③ 令和元年度　第6回高等部文化祭
本校高等部の生徒が、日頃の学習の成果を発表する場を通して交流を深めたり、保護
者や地域の方々に対して本校教育の理解啓発を図ったりしています。
○コッコデショ　○作品展示など

10月20日
長崎県立虹の原特別支援学校
(グラウンド、校舎内）

長崎県立虹の原特別支援学
校

無料

【長崎県立虹の原特別支援学
校ＨＰ】
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/nijinohara-ss/index.html

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

長崎県 大村市 ② 令和元年度　第10回あかね祭 舞台発表や作品展示を通して、日頃の学習の成果を家族や地域の方に発表します。 10月27日
長崎県立大村特別支援学校
体育館

長崎県立大村特別支援学校 無料
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．nｅｗｓ．eｄ．jｐ/
ｏｍｕｒａ-ｓｓ/

長崎県立大村特別支援学校
0957-52-6312

長崎県 大村市 ①②④
ロボットプログラミング選手権2019
地区予選会

令和2年1月24日に、プログラミングロボットを使った相撲大会が全国特別支援学校病弱
教育校長会主催で行われます。その地区予選を本校で行い、エントリー校に対戦の様子
をZoomを使って配信します。

11月15日
長崎県立大村特別支援学校
体育館

長崎県立大村特別支援学校 無料
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．nｅｗｓ．eｄ．jｐ/
ｏｍｕｒａ-ｓｓ/

長崎県立大村特別支援学校
0957-52-6312

長崎県 川棚町 ①③ 川棚町文化祭
町内各層が行う文化活動を広く町民に発表することにより、各活動の普及を促進し、本
町における芸術文化の発展に寄与することを目的として、展示の部・芸能発表の部と青
少年文化フェスティバルを開催します。

11月2～4日
川棚町中央公民館
川棚町勤労青少年ホーム

川棚町、
教育委員会

無料
川棚町教育委員会
0956-82-2064

長崎県 川棚町 ①② 川棚町読書フェスティバル
読書活動の推進を図り、子どもたちの読書に対する関心を深め、本を身近に感じるきっ
かけづくりになることを目的に、本や読書に関する様々なコーナーを開設します。

11月16日 川棚町中央公民館
川棚町、
教育委員会

無料
川棚町教育委員会
0956-82-2064

長崎県 川棚町 ③ 川棚町町制施行85周年記念文化講演会 町制施行85周年を記念した講演会を実施します。 10月27日 川棚町公会堂 川棚町 無料 http://www.kawatana.jp/
川棚町役場　企画財政課
0956-82-6116

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

11月10日 川棚特別支援学校 川棚特別支援学校 無料

【川棚特別支援学校】
ｈｔｔｐ：
//www.news.ed.jp/
kawwatana-ss/

長崎県立川棚特別支援学校
0956-82-2295

長崎県 五島市 ③ 文化祭 五島市内各地区文化協会の団体が、1年に1度、活動成果の発表を行います 11月3日～4日 福江文化会館他 各地区文化協会 無料
五島市教育委員会生涯学習課
0959-72-7800

長崎県 五島市 ② 文化祭
文化に対する意識及び文化的創造性を高めるとともに、計画性・自主性・協調性を育て、
集団の力のすばらしさを実感させるものである。また、地域の方に教育活動及び特色を
理解してもらうとともに、地域事業所との連携により、離島の総合学科としての特質化を

10月26日 長崎県立五島海陽高等学校 長崎県立五島海陽高等学校 無料
五島海陽高校　
0959-72-1447

駐車場は市役所駐車
場（五島中央病院跡
地）

長崎県 五島市 ② 体育祭
18:00～20:30の間、体育館内で行います。定時制全生徒と教職員を２団に分けての対抗
戦。競技・応援合戦・団旗の出来で総合優勝を目指します。今年は創立70周年記念でも
あり、一般参加の種目も充実していますよ。

11月7日 長崎県立五島高等学校体育館
長崎県立五島高等学校定時
制

無料
http://www2.news.ed.jp/goto-
t/

長崎県五島市池田町1番1号
0959-72-5200

長崎県 五島市 ①② 心に響く人生の達人セミナー
（株）諫早まちづくり研究所の下濱誠一郎氏を講師に迎え、「笑顔が人生を変える」をテー
マに、笑顔が広がりみんながしあわせになれるおもてなしの実践を学びます。講演会は
本校生徒・職員だけでなく、保護者や一般の方の参加も可能です。

11月1日
長崎県立五島高等学校
メインアリーナ

長崎県立五島高等学校 無料
http://www.news.ed.jp/goto-
h/

長崎県立五島高等学校
研修図書部
0959-72-2944

長崎県 五島市 ③ 芸術鑑賞会
桂小文治氏、桂文三氏、春風亭昇也氏、鏡味正二郎氏をお迎えし、落語や太神楽曲芸
などの芸術を鑑賞します。五島海陽高校との共同開催となります。鑑賞会は両校生徒職
員だけでなく、保護者の方も参加可能です。

11月14日 福江文化会館 長崎県立五島高等学校 無料
http://www.news.ed.jp/goto-
h/

長崎県立五島高等学校
生徒会指導部
0959-72-2944

長崎県 西海市 ②③ 文化祭（高等部西彼杵分教室）
ステージ発表、作品展示、バザーなどを通して、生徒の日頃の学習の成果を発表すると
ともに、地域や関係機関の方々との交流を図ります。
・長崎県立西彼杵高等学校と合同で行います。

10月26日～27日 長崎県立西彼杵高等学校
長崎県立鶴南特別支援学校
高等部西彼杵分教室

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

長崎県 西海市 ② 大崎祭『中高合同文化祭』

大崎中学校と大崎高校の生徒が協力して、合同文化祭を開催します。主な内容は次の
とおりです。
①中学校合同合唱コンクール
②クラス・文化祭の発表を中心とした展示・ステージ・食物バザー
③中学生による学習発表会

11月2日
長崎県立大崎高等学校・西海市
立大崎中学校

長崎県立大崎高等学校・西
海市立大崎中学校

無料
【長崎県立大崎高等学校】
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/osaki-h/

長崎県立大崎高等学校
TEL:0959-34-2069

長崎県 西海市 ② 第55回農業文化祭
文化部・専門部による展示やファッションショー（生徒作品）・農産物販売・育友会による
バザーを行います。

11月16～17日 本校 長崎県立西彼農業高校 無料
http://www.news.ed.jp/seihi-
ah/

0959-27-0169
seihiah@news.ed.jp

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

10月26日～27日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料
【長崎県立清峰高等学校】
http://www.seiho-h.ed.jp/

長崎県立清峰高等学校
0956-62-2131

長崎県 佐々町 ①② 心に響く人生の達人セミナー
第56回全日本チンドンコンクール最優秀賞を受賞した河内隆太郎先生に全校生徒およ
び職員・保護者に対して『チンドン大冒険～ぼくがチンドン屋になった理由（仮題）』と題し
て講演をしていただきます。

10月29日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料
【長崎県立清峰高等学校】
http://www.seiho-h.ed.jp/

長崎県立清峰高等学校
0956-62-2131

長崎県 佐々町 ② スクールコンサート
OMURA室内合奏団を招いて、『弦を中心としたプロの室内オーケストラ』の演奏を鑑賞い
たします。

11月6日 長崎県立清峰高等学校 長崎県立清峰高等学校 無料
【長崎県立清峰高等学校】
http://www.seiho-h.ed.jp/

長崎県立清峰高等学校
0956-62-2131

長崎県 佐世保市 ②③ 鹿工祭
各専門科における課題研究の発表、公開実習ならびに各教科、生徒会文化部、各クラス
による展示・ステージ発表等を行う。

11月2日 長崎県立鹿町工業高等学校 長崎県立鹿町工業高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/shikamachi-th/

0956-65-2539

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 1/3
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第61回「教育・文化週間」関連行事

長崎県 佐世保市 ② 東翔祭（文化祭）
文化部の展示、ステージ発表
クラス発表、東翔デパート、食物バザー等

11月2日 長崎県立佐世保東翔高等学校
長崎県立佐世保東翔高等学
校

無料
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/tousho-h/

長崎県立佐世保東翔高等学校
0956-38-2196

長崎県 佐世保市 ②③ 令和元年度芸術鑑賞会
文化祭の一環として、劇団「シアター２＋１」をお招きし、本校体育館にて「ロマンティック
コメディー　十二夜」を上演・鑑賞する。

11月1日 本校体育館 本校 無料
http://www.news.ed.jp/sasebo
-ch/

長崎県立佐世保商業高等学校
0956-49-3990

長崎県 佐世保市 ②③ 令和元年度文化祭
文化部のステージ発表・展示、及び合唱コンクールを行い、発表に触れる機会を通じて、
豊かな情操や主体的に取り組む姿勢の育成を図る。

11月2日 本校体育館 本校 無料
http://www.news.ed.jp/sasebo
-ch/

長崎県立佐世保商業高等学校
0956-49-3990

長崎県 佐世保市 ② 文化祭 生徒会を主催としたクラス出し物や文化系部活動、工業系部活動による活動発表 11月2日 長崎県立佐世保工業高等学校 本校 無料
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/sasebo-th/index.html

0956-49-5684

長崎県 佐世保市 ③ 芸術鑑賞会
１年に一度、音楽・演劇・古典芸能の専門家を招き、全校生徒で芸術を鑑賞する会を催し
ています。

10月 本校体育館 学校 0956-31-4373
佐世保南高校　生徒
会指導部

長崎県 佐世保市 ② 人生の達人セミナー
平山大樹氏による講演「社会で求められる力とは～高校時代に身に付けておきたいこ
と」

10月24日
長崎県立佐世保西高等学校
体育館

長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ③ 芸術鑑賞会 株式会社東京演劇集団風による演劇「Ｔｏｕｃｈ～孤独から愛へ～」 10月31日
長崎県立佐世保西高等学校
体育館

長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ① 消費者教育
「契約」や「クレジットの仕組み」、「情報モラル」の講義・演習を通して、
消費者としての資質の向上を図る。

11月6日
長崎県立佐世保西高等学校
1年教室

長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ② ＥＵがあなたの学校にやってくる
在日ＥＵ加盟国大使館等の大使や外交官が来校し、ＥＵの概要や出身国についての講
義を行う。

11月7日
長崎県立佐世保西高等学校
体育館

長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

長崎県 佐世保市 ②
①ＤＶ防止講話（2年）　
②性教育講話（1年）

①講演「（仮題）対等な関係をつくるために」（講師調整中）
②助産師の野間田真紀子氏による講演「高校生の性とは～命の大切さ・
　 尊さを考える」

11月21日
長崎県立佐世保西高等学校
体育館･ダンス場

長崎県立佐世保西高等学校 無料 0956-49-2528

長崎県 島原市 ②③ 北村西望賞教育美術展
島原市名誉市民故北村西望先生の功績をたたえ、本市小・中学校の美術教育振興のた
め、児童・生徒の感動あふれる作品を募集し、北村西望賞教育美術展を開催します。

11月2～6日 島原文化会館 島原市教育委員会 無料
島原市教育委員会
学校教育課

長崎県 島原市 ③ JFAこころのプロジェクト「夢の教室」
公益財団法人日本サッカー協会が推進するＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」事業に
より、夢先生を小学校に派遣し、実体験等に基づく授業を通して、フェアプレー精神や夢
を持つことの素晴らしさ、失敗を乗り越えて夢や目標に向けて努力しようとする意識や態

11月5～7日 島原市内小学校6校 島原市 無料
島原市教育委員会
スポーツ課
0957-68-5474

長崎県 島原市 ①③ 第40回島原市民音楽祭

市民の音楽活動発表の場をとおして、本市における音楽の普及向上を図ると共に青少
年が音楽に親しみ、健全で豊かな感性を培い明るく住みよい地域社会の発展に寄与す
ることを目的として開催します。小中学生から高校・一般まで、幅広い音楽愛好者が参加
する音楽祭です。
①洋楽の部　　令和元年11月17日（日）　

11月17,24日 島原文化会館
島原市、
島原市教育委員会

無料
島原市教育委員会
社会教育課
0957-68-5473

長崎県 島原市 ② 農業祭
各学科の学習内容や作品、文化部等の活動を展示します。生徒が栽培・加工した農産
物や加工品の販売を実施します。保護者（PTA母の会）による食物バザーを実施します。

11月9～10日 長崎県立島原農業高等学校 長崎県立島原農業高等学校 無料
http://www.news.ed.jp/shimab
ara-ah/

長崎県立島原農業高等学校
0957-62-5135

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

11月12～13日 長崎県立島原高等学校 長崎県立島原高等学校 無料
長崎県立島原高等学校
0957-63-7100

長崎県 島原市 ②③ 島高青楓塾
本校の卒業生を講師に招いての講演会です。今年度は、東京大学大学院准教授西村明
氏を講師に招き、講演をしていただきます。

11月13日 長崎県立島原高等学校体育館 長崎県立島原高等学校 無料
長崎県立島原高等学校
0957-63-7100

長崎県 島原市 ②③ 文化祭（清羅祭）
各クラスの展示や発表に加えて，授業などで作成した作品なども展示する。また，文化会
館のステージを使った文化部発表やファッションショーなどもある。

10月26日
島原商業高校
島原文化会館

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

0957-62-4059

長崎県 島原市 ①②③ 島特フェスタ
小中学部の児童生徒によるステージ発表や作品展示、作業班によるバザーを行いま
す。

11月10日 長崎県立島原特別支援学校 長崎県立島原特別支援学校 無料
長崎県立島原特別支援学校
0957-64-4463

長崎県
新上五島
町

②  橄欖祭
本校で行われる文化祭です。文化部発表、クラス発表の他、母の会バザー、展示等を一
般公開します。

10月27日 長崎県立上五島高等学校 長崎県立上五島高等学校 無料
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/kamigoto-h/

長崎県立
上五島高等学校
TEL:0959-54-1155

長崎県 長崎市 ③ ちょうこうまつり
学校における専門教科・普通教科・部活動等の学習を通して体験・修得・創造したものを
総合的に発表します。本校への理解をより深めてもらうため、保護者・地域の皆様や児
童・生徒に施設・設備を公開します。

11月2日 長崎県立長崎工業高等学校 長崎県立長崎工業高等学校 無料
【長崎工業高校ＨＰ】
http://www2.nagasaki-
th.ed.jp/

095-856-0115
教務部

長崎県 長崎市 ③
第16回長崎南高等学校「崎陽塾」　人生
の達人セミナー

社会で活躍するOBを招いて、パネルディスカッションや講演会を行う。例年、還暦を迎え
る回生に講師を依頼している。

11月1日 長崎南高校体育館 長崎南高校 無料
http://www.nagasaki-minami-
h.jp/

長崎南高等学校

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

11月16日 長崎県立鳴滝高等学校
長崎県立鳴滝高等学校定時
制昼間部

無料

【長崎県立鳴滝高等学校定時
制昼間部】
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/narutaki-hiru/

長崎県県立鳴滝高等学校
定時制昼間部
TEL:095-820-0045

長崎県 長崎市 ②③ 鶴南まつり
ステージ発表、作品展示、バザーなどを通して、児童生徒の日頃の学習の成果を発表す
るとともに、地域や関係機関の方々との交流を図ります。

11月10日 長崎県立鶴南特別支援学校 長崎県立鶴南特別支援学校 無料
長崎県立鶴南特別支援学校
℡095-892-0691

長崎県 長崎市 ② オペラ発表会「フィガロの結婚」
活水女子大学音楽学部が二年に一度演奏発表を行っているオペラ。今年はモーツァルト
の作品より抜粋で管楽器によるオーケストラと共に、舞台セットや演技など、学生が主体
となって創り上げる舞台を目指しています。

11月3日
活水女子大学
新戸町キャンパス

活水女子大学 無料
http://www.kwassui.ac.jp/univ
ersity/

活水学院総合企画室
095-820-6020

2019年10月初旬
更新予定

長崎県 長与町 ②③
長与町町制施行50周年記念・第56回長
与町民文化祭

町の文化振興及び町民の文化活動の成果発表を目的とし、町民芸能祭・町民音楽祭・
文化作品展・学校作品展・囲碁大会を日程を分けて行います。
今年度は、町制施行50周年にあたることから、例年の表彰式典を50周年記念式典として
実施し、同日、50周年を記念した第8回郷土芸能大会を開催します。

11月3日,9日,10日,16
日,17日

長与町民文化ホール・長与小学校
体育館・長与町老人福祉センター

長与町、長与町教育委員
会、長与町文化協会

無料
長与町教育委員会
生涯学習課 文化振興班
TEL 095-801-5682

長崎県 波佐見町 ② 文化祭
文化部活動発表やクラスでの展示・発表等を行い、学校の活動状況を地域の方にも知っ
ていただく機会としています。また、ＰＴＡの皆さんによるバザー等もあり、生徒・保護者が
協力し実施しています。

11月2日 波佐見高校 波佐見高校 無料
http://www.news.ed.jp/hasami
-h/

ＴＥＬ0956-85-3215

長崎県 波佐見町 ② 鴻の巣塾・人生の達人セミナー
実社会の第一線で活躍されている方に経験を交えた話を生徒にしていただき、社会をた
くましく生き抜く力を身につけさせるとともに、人生観や職業観を養うために、講演会を開

11月13日 波佐見高校 波佐見高校 無料
http://www.news.ed.jp/hasami
-h/

ＴＥＬ0956-85-3215

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

10月31日
11月2日

長崎県立平戸高等学校 長崎県立平戸高等学校 無料
【長崎県立平戸高等学校】
http://www2.news.ed.jp/sectio
n/hirado-h/index.html

長崎県立平戸高等学校
0950-28-0034

長崎県 平戸市 ② 第71回農業文化祭
農産物、生徒実習品の販売や食物バザー、文化部・専門部による展示発表、PTAによる
バザーなどを行います。

11月16～17日 長崎県立北松農業高等学校 長崎県立北松農業高等学校 無料
【長崎県立北松農業高等学
校】
http://www2.news.ed.jp/hokus

長崎県立北松農業高等学校
TEL:0950-57-0511

長崎県 平戸市 ①② 心に響く人生の達人セミナー
益冨美津代先生による講演。経験を交えた実社会の厳しさについての話を聞かせ、たく
ましく生きる力を養わせたい。保護者の方も参加可能です。

10月31日
長崎県立北松農業高等学校体育
館

長崎県立北松農業高等学校 無料
【長崎県立北松農業高等学
校】
http://www2.news.ed.jp/hokus

長崎県立北松農業高等学校
TEL:0950-57-0511

長崎県 松浦市 ①③④ 平成元年度松浦市民文化祭【舞台発表】
市民の芸術文化活動の機運を高め、文化活動の発表、競演、交流の場とするとともに、
舞台芸術活動の拡充を図り、地域の文化振興に寄与することを目的とする。

11月17日 松浦市文化会館
松浦市教育委員会、松浦市
松浦文化協会

無料 https://www.city-matsuura.jp
松浦市教育委員会
生涯学習課社会教育係
0955-72-1111（代）

長崎県 松浦市 ③
登録有形文化財旧長醫家住宅主屋の一
般公開

大正時代の上質な数寄屋風の別荘である長醫家住宅主屋は、建具や内装などを建設当
初のまま留めた建物で市内唯一の登録有形文化財で、市内外の方に公開するもの。

11月3日 松浦市星鹿町旧長醫家住宅 松浦市教育委員会 無料 https://www.city-matsuura.jp
松浦市教育委員会
文化財課　0955-72-1111(代）

長崎県 松浦市 ①② 人生の達人セミナー 医療法人坂口こどもクリニック院長を講師に迎えての講演会 10月15日 長崎県立松浦高等学校 長崎県立松浦高等学校 無料
長崎県立松浦高等学校
0956-72-0141

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 2/3
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長崎県 松浦市 ②③ 芸術鑑賞会 東京演劇集団　風による「Touch」の上演 10月17日 松浦市文化会館 長崎県立松浦高等学校 無料
長崎県立松浦高等学校
0956-72-0141

長崎県 松浦市 ②③ スクールコンサート 長崎OMURA室内合奏団による演奏会 11月7日 長崎県立松浦高等学校 長崎県立松浦高等学校 無料
長崎県立松浦高等学校
0956-72-0141

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

11月2日～3日
芸能部門／南島原市深江ふるさと
伝承館
展示部門／南島原市深江公民館

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

芸能部門　11/3
展示部門　11/2,3

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

10月12日,
11月2日～4日

芸能部門／布津世紀の泉
展示部門／南島原市布津ふるさと
道場

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

芸能部門　10/12
展示部門　11/2～4

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

10月27日,
11月1日～3日

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

芸能部門　10/27
展示部門　11/1～3

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

11月9日～10日 西有家総合学習センターカムス 南島原市西有家町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課

芸能部門　11/10
展示部門　11/9・10

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

11月16日～17日
南島原市北有馬ピロティー文化セ
ンター日野江

南島原市北有馬町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課

芸能部門　11/17
展示部門　11/16・17

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

11月2日～3日 南島原市南有馬体育館 南島原市南有馬町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課

芸能部門　11/3
展示部門　11/2・3

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

11月3日～4日
芸能部門／南島原市口之津公民
館

南島原市口之津町文化協会 無料
南島原市教育委員会生涯学習
課

芸能部門　11/4
展示部門　11/3・4

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

11月3日,
10月26日～27日

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

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

芸能部門　11/3
展示部門　10/26・27

長崎県 南島原市 ② 翔南祭（文化祭） 文化部の発表、各クラスの展示や発表、選択授業の成果発表などを行ないます。 11月1～2日
長崎県立島原翔南高等学校　体
育館

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

長崎県 南島原市 ② 人生の達人セミナー 音楽活動家を招いて講演を実施します。 11月1日
長崎県立島原翔南高等学校　体
育館

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

長崎県 南島原市 ②③ 菖蒲祭（文化祭）
本校で毎年秋に行う文化祭です。文化部の発表、クラスの出し物（劇やダンス、展示）、
生活創造コース生徒による創作ウェディングドレスファッションショー、PTAによるバザー
出店などがあります。

10月26日 長崎県立口加(こうか)高等学校
長崎県立口加(こうか)高等学
校

無料
【長崎県立口加高等学校】
http//www.news.ed.jp/kouka-
h/

長崎県南島原市口之津町甲
3272番地
0957-86-2180

保護者、地域のみなさ
ん、中学生など来場可

長崎県 南島原市 ①②③ 口加塾（こうかじゅく）（講演会）
本校で毎年秋に行う講演会です。本校創立記念日の１１月１６日にちなんで、縁のある卒
業生の方々を招いて講演をしていただききます。生徒が地域に学び、世界的に視野を広
げ、よりよき人生を送っていくための学びの場です。

11月15日 長崎県立口加(こうか)高等学校
長崎県立口加(こうか)高等学
校

無料
【長崎県立口加高等学校】
http//www.news.ed.jp/kouka-
h/

長崎県南島原市口之津町甲
3272番地
0957-86-2180

保護者、地域のみなさ
んなど来場可

長崎県 長崎市 ③ 長大祭 大学祭。学生が主体となってイベントを行う。 2月3日
長崎大学
文教キャンパス

長崎大学学園祭運営委員会 無料
長崎大学学園祭運営委員会
chodaisai@gmail.com

【参考】昨年度学園祭
ホームページ
https://nagasakiunifes
.wixsite.com/nagasakiu
nifes

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 3/3


