
「志・とさ学びの日」関連行事

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先 備考

県政150年記念事業「学校関連
パネル展」　学びの記憶～明治
から令和へ～

明治４年の廃藩置県から150年を機に、本県の歴史・文化・人物・出来事に
ついての歩みを振り返り、県民の皆様に郷土の歴史への関心を高めてい
ただくことを目的として、県政150年記念事業「学校関連パネル展」などを開
催します。

11月3日～30日 オーテピア
高知県教育委員会事
務局
教育政策課

高知県教育委員会事務
局
教育政策課
TEL 088-821-4568

高知大学教職大学院 令和３年
度 教育オープン講座

高知県の学校教育課題について、教員の皆さんと現状を話し合い、また専
門知識を学び、解決する具体的な方法について考えます。

10月9日,10月20日,10月
27日,11月10日,11月17
日,11月24日,12月１
日,12月８日,12月15日

オーテピア４階他

高知大学教職大学院
附属学校教育研究セ
ンター
共催：高知県教育委員
会

高知大学教職大学院事
務室
TEL 088-888-8049

対象：県・市町村教育委員
会指導主事等・附属学校
教員・公立学校教員・教職
大学院院生

令和３年度　高知県PTA研究大
会

県内外の優れた実践事例に学び望ましいPTA活動の活性化につなげま
す。

10月30日
土佐市複合文化施
設つなーで（ブルー
ホール）

高知県教育委員会
高知県保幼小中高
PTA連合体連絡協議
会

310401@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県教育委員会事務
局
生涯学習課
TEL 088-821-4911

「高知家の親の育ちを応援する
プログラム」活用のためのファシ
リテーター養成研修会

参加者体験型の学習スタイルで、子育てのコツを身近な話題から学ぶプロ
グラムのファシリテーター（プログラム進行役）を育成します。

10月15日,22日,
11月5日（予定）

県立青少年センター
及び県立高知青少
年の家

高知県教育委員会 310401@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県教育委員会事務
局
生涯学習課
TEL 088-821-4911

高知県私立幼稚園ＰＴＡ大会
子どもたちの健やかな成長を願い、最善の生活環境実現のため、家庭教
育の向上・幼稚園教育の充実を図ります。

11月（予定） オンライン
高知県私立幼稚園ＰＴ
Ａ連合会

高知県私立幼稚園ＰＴＡ
連合会
TEL 088-872-5880

第50回日本ＰＴＡ四国ブロック研
究大会高知大会

四国４県のＰＴＡ会員が集い、当面している共通の課題について研究協議
するとともに、ＰＴＡ会員及び関係者との交流と理解を深め、新しい時代の
要請に応えるＰＴＡ活動を推進します。

11月13日
県立県民文化ホール
他

四国ブロックＰＴＡ協議
会／高知県小中学校Ｐ
ＴＡ連合会

四国ブロックＰＴＡ協議会
事務局
TEL 088－802－7004

土佐の子育て交流会
ＰＴＡの活性化や教育力の向上等の諸問題について協議・情報交換し、よ
りよいＰＴＡ活動の取組を図ります。

12月11日 高知会館
高知県小中学校ＰＴＡ
連合会

高知県小中学校ＰＴＡ連
合会事務局
TEL 088－802－7004

令和３年度高知県地域学校協働
活動研修会

地域学校協働本部事業・学校運営協議会等の関係者を対象に、基調講
演、実践発表等を通して、学校と地域が連携・協働し、地域全体で子どもた
ちを見守り育てる体制をつくることの必要性について理解を深める研修で
す。

11月16日
いの町総合保健福
祉センター大会議室

高知県教育委員会
高知県地域学校協働
活動推進委員会

高知県教育委員会事務
局
生涯学習課
TEL 088-821-4897

ちびっ子忍者！～落城合戦～
集団行動を通じ、必要な協調性やマナーを養います。また、自然の中で友
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7日
高知県立幡多青少
年の家

高知県立幡多青少年
の家

幡多青少年の家HP：
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/

高知県立幡多青少年の
家
TEL　0880-44-1001

小学４～6年生

親子DEパンづくり＆読み聞かせ
の会

パンづくりや読み聞かせを通して、親子でのひとときを楽しみ、子どもの心
豊かな成長を促します。

11月20日,12月4日
高知県立幡多青少
年の家

高知県立幡多青少年
の家

幡多青少年の家HP：
http://www.pref.kochi.lg.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

mailto:310401@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:310401@ken.pref.kochi.lg.jp
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/


「志・とさ学びの日」関連行事

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先 備考

クリスマスリースづくり
野山にある自然の食材を用いて、クリスマスリースや流木作品等を作るこ
とにより、自然の恵みやものを作る喜びを体験します。

12月11日
高知県立幡多青少
年の家

高知県立幡多青少年
の家

幡多青少年の家HP：
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/

高知県立幡多青少年の
家
TEL　0880-44-1001

小学4年生以上

楽しく体を動かす魔法
同年代の友だちと交流しながら、体を動かし体力の向上を目指すとともに
自分の体の変化に気づくことができます。

11月28日
高知県立幡多青少
年の家

高知県立幡多青少年
の家

幡多青少年の家HP：
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/

高知県立幡多青少年の
家
TEL　0880-44-1001

小学生の親子

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。

12月4日～5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：11月4日

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9日～10日,13日,15
日,18日,30日,11月5日
～8日,11日,18日～19
日,12月4日,7日～9
日,11日,14日,19日,25日

芸西天文学習館
公益財団法人高知県
文教協会

https://www.kochi-bunkyo.org/
公益財団法人高知県文
教協会
TEL　088-824-5451

日帰りだよ！
親子忍者大会体験

自然豊かな環境の中で、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。自然の旬を
撮影する体験や仲間との協力が必要な忍者体験の提供を通じ、子どもたち
の「好奇心」「協調性」をはぐくみます。

10月3日,10日,
17日,24日,31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/seisyonen

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

対象：小学1.2.3年生の親子

日帰りだよ！
親子で忍者大会

活動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ます。
子どもたちの自主性を大切にしながら親子のコミュニケーションを図り、絆
を深めます。果たし状づくりや団旗づくりの機会提供により、子どもたちの
「表現力」をはぐくみます。

11月7日,14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/seisyonen

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

対象：小学4.5.6年生の親子

日帰りだよ！
親子でピザ職人

出会った仲間と創意工夫しながらひとつのプログラムを成し遂げる難しさ楽
しさを感じてもらいます。思い思いのピザづくりを通じて自分を表現する機
会、他者の表現を知る機会を提供し、子どもたちの「表現力」をはぐくみま
す。

11月21日,28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/seisyonen

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

対象：小学4.5.6年生の親子

日帰りだよ！
ちびっこ忍ジャー

自然豊かな環境の中で、地域で長年続けられている事業に親しむと共に、
楽しみながら体を動かすことで運動に親しむきっかけをつくります。周囲の
木に触れる自然体験機会の提供を通じ、子どもたちの「感受性」をはぐくみ
ます。

12月12日,19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/seisyonen

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

年長児の親子

ドローン体験教室
ドローンの機能や役割等について学ぶとともに、実際にドローンに触れ操
縦を体験します。

11月20日 青少年体育館 高知青少年の家 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL088-891-5331

折紙飛行機教室
紙飛行機の作り方を学び、飛行距離や滞空時間等、機能性の高い作品を
作ることで達成感を味わいます。

11月22日
高知県立日高特別
支援学校

高知青少年の家 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL088-891-5331

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/
https://www.kochi-bunkyo.org/
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http://www.kochiseisyounennoie.org
http://www.kochiseisyounennoie.org


「志・とさ学びの日」関連行事

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先 備考

親子キャンドル教室
キャンドル等の作成を通して、創造することや親子で一緒に作る喜びを体
験します。

12月4日 高知青少年の家 高知青少年の家 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL 088-891-5331

小学生パソコン教室
（放課後居場所づくり事業）

地域の小学生を対象に放課後、パソコンを使った学習を行います。
学期ごと７～10回（水・
金）

高知青少年の家 高知青少年の家 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL 088-891-5331

小学生スポーツ教室
スポーツを通して体力の向上と親睦を深め、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 青少年体育館 青少年体育館 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL 088-891-5331

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開催します。

10月～12月 青少年体育館 青少年体育館 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL 088-891-5331

小学生ドッジボール大会
ドッジボールを通じてスポーツに親しみ体力の向上を図るとともに、相互の
交流と友情を育み健全育成に寄与します。

11月14日 青少年体育館 青少年体育館 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL 088-891-5331

青少年体育館スポーツ交流会
日頃、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
て親睦・交流を深め、生涯スポーツに寄与します。

11月23日 青少年体育館 青少年体育館 http://www.kochiseisyounennoie.org TEL 088-891-5331

初心者のためのオカリナ教室
初めての方でも参加でき、演奏の楽しさを知ることができる教室を開催しま
す。

11月１日,15日,
29日,12月6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

https://www.shiomi-plaza.com/

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

筆ペンで年賀状を書こう！ こどもたちが筆ペンをうまく使って年賀状を書くコツを習います。 12月5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

https://www.shiomi-plaza.com/

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

クリスマスコンサート
生涯学習として学ぶオカリナ等を発表する音楽会を通じて、学ぶ喜びと
聴く喜び、地域の交流を深めます。

12月19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

https://www.shiomi-plaza.com/

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

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20日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

http://www.kochiseisyounennoie.org
http://www.kochiseisyounennoie.org
http://www.kochiseisyounennoie.org
http://www.kochiseisyounennoie.org
http://www.kochiseisyounennoie.org
http://www.kochiseisyounennoie.org
https://www.shiomi-plaza.com/
mailto:%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%A1%A9%E8%A6%8B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%0aTEL088-825-0884%0d%0aE%EF%BE%92%EF%BD%B0%EF%BE%99%EF%BC%9Ainfo@siomi-praza.com
https://www.shiomi-plaza.com/
mailto:%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%A1%A9%E8%A6%8B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%0aTEL088-825-0884%0d%0aE%EF%BE%92%EF%BD%B0%EF%BE%99%EF%BC%9Ainfo@siomi-praza.com
https://www.shiomi-plaza.com/
mailto:%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%A1%A9%E8%A6%8B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%0aTEL088-825-0884%0d%0aE%EF%BE%92%EF%BD%B0%EF%BE%99%EF%BC%9Ainfo@siomi-praza.com
https://otepia.kochi.jp/library/


「志・とさ学びの日」関連行事

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先 備考

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。 12月25日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

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。 12月26日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

全国高等学校ビブリオバトル
2021高知県大会オンライン

「全国高等学校ビブリオバトル2021決勝大会」への出場権をかけて、高知
県大会をオンラインで開催します。

11月7日 オンライン開催 オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

発表者：県内高校生15名を
募集
Web 会議ツール「Zoom」を
使用

ぴった～あかちゃんのおはなし
かい～
【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。

毎週土曜日
オーテピア高知図書
館 2階　こども読書
コーナー

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

おはなしのじかん【定例会】 3才から小学生までの人のためのおはなし会を開催します。 毎週土曜日
オーテピア高知図書
館 2階　こども読書
コーナー

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

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6日,11月4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 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

大人のためのおはなし会
オーテピア高知図書館「ストーリーテリング勉強会」の参加者によるおはな
し会です。9人の語り手が、おはなしを披露します。

11月3日
オーテピア高知図書
館 4階　ホール

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

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17日,11月7日,12月
19日

オーテピア高知図書
館　2階
こども読書コーナー
※10月17日は4階
ホール

オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

English Nook 子育てママのこどもとふれあう英語の会を開催します。
10月31日,11月21日,12
月5日

オーテピア４階
ホール
※10月31日は2階こ
ども読書コーナー

NPO法人Global 
Education Lab 高知

NPO法人Global 
Education Lab 高知
TEL 088-678-8881

国際ふれあい広場2021 県民の国際理解を促進します。 10月31日
オーテピア4階
ホール

公益財団法人高知県
国際交流協会

公益財団法人高知県国
際交流協会
TEL  088-875-0022

https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/


「志・とさ学びの日」関連行事

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先 備考

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17日
11月21日
12月26日

オーテピア オーテピア高知図書館 https://otepia.kochi.jp/library/
オーテピア高知図書館
TEL 088-823-4946

先着10名

第11回科学の甲子園　高知県大
会

科学技術に対する興味や関心を高めることを目的に、高校生が、数学や理
科、科学技術に関する筆記や実技の競技を行います。優勝チームは、令
和４年３月に茨城県つくば市で開催される全国大会に出場します。

12月12日
オーテピア高知図書
館

高知県教育委員会 TEL 088-821-4907

令和３年度高等学校における通
級による指導研究大会

高等学校における通級による指導の実践発表、外部講師による講演を通
し、通級による指導の理解啓発を進めるとともに、高等学校における特別
支援教育の充実・推進を図ることを目的に実施します。

11月25日
13：40～16：00

高知北高等学校
※ＺＯＯＭによるオン
ライン配信も実施。

高知県教育委員会
特別支援教育課
TEL 088-821-4741

対象：公立高等学校教職
員、通級による指導担当教
員、管理職

留学フェア2021

高知県の目指すグローバル人材である、「郷土を愛し、その発展に
貢献できる人材や高い志をもち高知から世界へチャレンジできる」
人材の育成を図るため、留学の魅力や海外大学進学の仕組みについ
て知ってもらうことで、さらに留学の機運を高めることを目的とし
て開催します。

11月6日
オーテピア高知図
書館

高知県教育委員会事
務局高等学校振興課

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki
/311801/

高知県教育委員会事務
局
高等学校振興課
TEL 088-821-4542

「総合的な学習・探究の時間」中
芸地域中高合同発表会

中芸地域の中学校・高等学校それぞれの学校が、「総合的な学習の時
間」、「総合的な探究の時間」で取り組んだことについて発表します。

12月21日
田野町ふれあいセン
ター

県立中芸高等学校昼
間部

中芸高等学校昼間部

合唱コンクール（中学）、アート
リーフ（全校）

合唱コンクールでは、中学校各クラスごとに合唱を行い、音楽の授業やクラ
ス単位での練習の成果を競います。また、アートリーフでは、高校音楽選択
生と中学校合唱コンクール優秀２クラスによる演奏・合唱を行います。この
行事を通して、芸術的な感性や自己表現力を養います。

11月2日
高知県立安芸中・高
等学校（体育館）

県立安芸中・高等学校
県立安芸中学校　芸術科
TEL 0887-34-1145

本校関係者は参加可

キャリア学習発表会
８月に実施するサマーセミナー（中学１・２年生）及び職場体験（中学３年
生）の成果発表会を行います。

11月26日
高知県立安芸中・高
等学校（体育館）

県立安芸中学校
県立安芸中学校　教頭
TEL 0887-34-1145

本校関係者は参加可

公開授業 授業公開を行い、本校の教育活動への理解を図ります。 11月27日
高知県立安芸中・高
等学校

県立安芸中・高等学校
県立安芸中・高等学校　
教務部
TEL 0887-34-1145

地域清掃活動
地域貢献事業の一環として、近隣の障がい者支援施設の方々と一緒に、
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4日 安芸海岸
県立安芸桜ケ丘高等
学校

県立安芸桜ケ丘高等学
校
TEL 0887-35-2020

桜市
「桜市」は、情報ビジネス科の３年生が授業の一環で“地元の商品を取り扱
うこと”を条件に商品を選定し、安芸市役所前・安芸観光情報センター前・
安芸駅前の３か所で行う販売実習です。

11月26日
安芸市役所前・安芸
観光情報センター
前・安芸駅前

県立安芸桜ケ丘高等
学校

県立安芸桜ケ丘高等学
校
TEL 0887-35-2020

https://otepia.kochi.jp/library/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311801/


「志・とさ学びの日」関連行事

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 ＵＲＬ 問合せ先 備考

岡豊高等学校ファッションショー
岡豊高等学校生活文化系の生徒が、授業中に自らデザイン・制作した衣装
を身に付け、ファッションショーの形式で発表します。

11月13日
サニーアクシス南国
店

県立岡豊高等学校 https://www.kochinet.ed.jp/oko-h/
TEL 088-866-1313

体育祭
健康安全・体育的行事の１つであり、異学年との交流をとおして、望ましい
人間関係をつくり、自主的・自発的な活動を実践する態度を育てることを目
的として実施し、活力ある学校をＰＲします。

11月予定 高知東高校 県立高知東高等学校
高知東高校
http://www.kochinet.ed.jp/higashi-h

TEL 088-845-5751

後期公開授業
「思考力・判断力・表現力」の育成に取り組み、他教科と同教科の授業を参
観し学び合い、授業改善について教科会で検証を行います。

9月24日～11月22日
高知丸の内高校教
室

県立高知丸の内高等
学校

TEL 088-873-4291

第２回授業改善検討委員会
授業改善の取組の一環とて「思考力・判断力・表現力の育成」をテーマに、
生徒と教員が「主体的な学びを展開する質の高い授業の在り方」について
検討し、本年度のまとめを行います。

12月7日
高知丸の内高校多
目的教室

県立高知丸の内高等
学校

TEL 088-873-4291

読書強化週間
読書習慣を身につけ、思考力・判断力・表現力を高め、豊かな感性を育む
ことを目的として、生徒に読書を呼びかけます。図書室利用の促進をしま
す。

12月8日～21日 高知丸の内高校
県立高知丸の内高等
学校

TEL 088-873-4291

音楽科卒業演奏会 音楽科3年生による卒業演奏会です。 12月8日
高知丸の内高校
音楽館

県立高知丸の内高等
学校

TEL 088-873-4291

第５２回音楽科定期演奏会
音楽科の日ごろの学習・練習の成果を披露し、音楽科の魅力を発信しま
す。

12月16日
高知県民文化ホール
（オレンジホール）

県立高知丸の内高等
学校

TEL 088-873-4291

進路集会（「3年生の話を聴く
会」）

進路が決定した3年生が、１・２年生に進路実現に向けての取組を発表しま
す。

12月22日
高知丸の内高校体
育館

県立高知丸の内高等
学校

TEL 088-873-4291

学園祭 文化部の活動発表、各ホームの出し物等を行います。 11月20日
高知県立春野高等
学校

県立春野高等学校
県立春野高等学校
TEL 088‐894‐2308

新型コロナウイルス感染症
対策のため、一般公開の
中止もある。

第3回ショップ花時計 生徒が栽培・加工した野菜、草花、食料品等を販売します。 11月20日
高知県立春野高等
学校

県立春野高等学校
県立春野高等学校
TEL 088‐894‐2308

新型コロナウイルス感染症
対策のため、中止すること
もある。

https://www.kochinet.ed.jp/oko-h/
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令和３年度　高知県学校水産ク
ラブ生徒研究発表会

水産・海洋高校の生徒が，日頃の学習・研究活動の成果を発表し，主体的
に学習する態度や創造性を高め，問題解決能力の育成および高揚等を図
るとともに，水産業及び海洋関連産業に関する一層の認識と振興および充
実に努めます。

10月29日
高知県立高知海洋
高等学校

高知県学校水産クラブ
県立高知海洋高等学校
水産教育部

友好姉妹都市学生等交流推進
事業（韓国全羅南道）

韓国の和順高校の生徒との複数年の交流を通して、文化的交流を行い、コ
ミュニケーション力を身に付けるとともに、グローバルな視野を養います。

10月21日・11月・12月
窪川高校
（遠隔）

県立窪川高等学校 http://www.kochi-kubokawa.jp TEL 0880-22-1215

ものづくり総合技術展見学
高知県内の業者の優れた技術・製品を学び、県内の企業を知る場を生徒
に提供し、生徒のキャリア形成に寄与します。

11月12日
高知ぢばさんセン
ター

高知県・公益財団法人
高知県産業振興セン
ター

https://kochi-monodukuri.com/

スケアード・ストレイト技法による
交通安全教室

受講者の目の前で交通事故を再現することにより、交通事故の衝撃や怖さ
を実感させ、交通ルールの必要性について受講者自身に考える機会を与
えます。

11月16日 窪川高校 県立窪川高等学校 http://www.kochi-kubokawa.jp TEL 0880-22-1215

文化祭
文化部や芸術科等の日々の活動の成果を発表します。各コースの生産物
を展示・販売します。

11月26日・27日 窪川高校 県立窪川高等学校 http://www.kochi-kubokawa.jp TEL 0880-22-1215

はたのう祭（市場）（文化祭）

生徒の活動による文化的・学術的発表や学習の成果や生産・加工品の展
示・販売を行います。また、農業の教育力を最大限に生かし、地域と学校と
のつながりを更に深めることをねらいとしたいが、コロナ禍の影響で保護者
のみの入場制限を設け、生徒の学習活動等を保護者に広く公開します。

11月20日
高知県立幡多農業
高等学校

県立幡多農業高等学
校

高知県立幡多農業高等
学校
TEL 0880-34-2166

人権の主張発表会
人権作文コンクールに応募した生徒の作品を中心に放課後の放送で朗読
します。

11月１日～16日
高知県立宿毛工業
高校

県立宿毛工業高等学
校

http://www.kochinet.ed.jp/sukumokogyo-h/
県立宿毛工業高等学校
TEL 0880-66-0346

国道清掃ボランティア
宿毛駅から有岡駅までの国道56号線沿いを生徒・教職員・保護者を中心に
清掃します。

11月13日（予定）
宿毛駅～有岡駅まで
の国道56号線沿い

県立宿毛工業高等学
校

http://www.kochinet.ed.jp/sukumokogyo-h/
県立宿毛工業高等学校
TEL 0880-66-0346

教職員・生徒・保護者以外
の参加も可

運動会・文化祭

　学習の取組や成果を保護者、地域等へ発信し聴覚障害についての理解
啓発を図ります。
　文化祭では、異文化体験（オアフ島のダンス）を幼児児童生徒、保護者と
行います。また、オンラインで、ハワイの友だちとの交流を行い、体験したオ
アフ島のダンスを披露します。
　展示鑑賞では、幼児児童生徒の作品展示や福祉機器の展示を行い、聴
覚障害について理解を深める機会とします。

運動会10月23日
文化祭11月26日

本校運動場及び体
育館

県立高知ろう学校
高知ろう学校
TEL 088-823-1640

新型コロナ感染症予防対
策のため来校者の限定を
行っている。

http://www.kochi-kubokawa.jp/
https://kochi-monodukuri.com/
http://www.kochi-kubokawa.jp/
http://www.kochi-kubokawa.jp/

