
行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 問合せ先 備考

高知大学教職大学院
令和4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。

11月9日
11月30日

オーテピア４階
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

高知県公立高校産業教育ＰＲイ
ベント

高知県内の公立高校専門学科等の様々な取組と、その学科で学ぶ生徒
の学習成果を広く県民の皆さまに知っていただくためのＰＲを開催し、産
業教育に対する理解を深める機会とします。

11月5，6日 オーテピア高知図書館 高知県教育委員会
高知県教育委員会事務局
高等学校課
TEL088-821-4846

令和４年度自閉症・情緒障害特
別支援学級公開授業研究会

自閉症・情緒障害特別支援学級における特別の教育課程「自立活動」の
公開授業及び実践交流等を通して、「自立活動」の授業づくりについて学
び合います。

11月15日 香美市立山田小学校 特別支援教育課
高知県教育委員会事務局
特別支援教育課
TEL088-821-4741

教職員研修管理システムより
申込必要

令和４年度自閉症・情緒障害特
別支援学級公開授業研究会

自閉症・情緒障害特別支援学級における特別の教育課程「自立活動」の
公開授業及び実践交流等を通して、「自立活動」の授業づくりについて学
び合います。

11月22日 南国市立大篠小学校 特別支援教育課
高知県教育委員会事務局
特別支援教育課
TEL088-821-4741

教職員研修管理システムより
申込必要

令和４年度自閉症・情緒障害特
別支援学級公開授業研究会

自閉症・情緒障害特別支援学級における特別の教育課程「自立活動」の
公開授業及び実践交流等を通して、「自立活動」の授業づくりについて学
び合います。

11月30日 いの町立伊野南小学校 特別支援教育課
高知県教育委員会事務局
特別支援教育課
088-821-4741

教職員研修管理システムより
申込必要

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 未定 高知県私立幼稚園ＰＴＡ連合会
高知県私立幼稚園ＰＴＡ連合
会
TEL088-872-5880

ちびっ子忍者！～落城合戦～

宿泊体験を通し、集団社会の中で生活する規律やマナーを養います。　
また、自然の中で友だちと協力・創意工夫し、豊かな人間関係づくりや思
いやりの態度を培い、異学年で活動する中でリーダー性の向上や自主性
を育てます。

11月5日,6日
高知県立幡多青少年の
家

高知県立幡多青少年の家
高知県立幡多青少年の家
TEL0880-44-1001

対象：小学４～６年生

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12日
11月26日

高知県立幡多青少年の
家

高知県立幡多青少年の家
高知県立幡多青少年の家
TEL0880-44-1001

対象：小学生
※小学校1,2年生は保護者同
伴

「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/
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「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

親子DEパンづくり＆読み聞かせ
の会

親子でパンづくりや読み聞かせを通して、家族で活動する楽しみを味わう
ことができます。

11月19日
高知県立幡多青少年の
家

高知県立幡多青少年の家
高知県立幡多青少年の家
TEL0880-44-1001

対象：小学１～３年生の親子

化石探検隊
化石採集や地層の見学できる場所を実際に訪れ、実地のフィールド体験
（化石採集）をすることにより、化石や地殻変動に対する関心を高め、単
元の学習理解を深めることにつなげ、自然科学への関心を高めます。

11月5日
安田町唐浜
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
TEL0887-56-0621
FAX  0887-56-0622

対象：小学4～6年生　20名
申込締切：9月8日

塩の道ハイキング
歴史的な由来がある自然の道を歩行体験することにより、自然に対する
感受性、植物などの生物や歴史に対する関心を高め、自然を愛する心情
や人やものを大切にする心情を育てます。

11月19日
塩の道（香美市香北町）
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
FAX0887-56-0622

対象：小学4～6年生　20名
申込締切：10月19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。

11月3日
11月8日
11月16日
11月26日

芸西天文学習館 公益財団法人高知県文教協会
公益財団法人高知県文教協
会
TEL088-824-5451

日帰りだよ！
親子忍者大会
外伝～香北のかいぞく～

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。

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
高知県立香北青少年の家
TEL0887-59-2239
FAX 0887-59-2272

対象：小学1.2.3年生の親子

日帰りだよ！
親子でピザ職人
高学年

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6日
11月13日
11月20日

高知県立香北青少年の
家

高知県立香北青少年の家
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
低学年

出会った仲間と創意工夫しながらピザづくりに取り組むことでコミュニケー
ション能力を高めます。自然の旬を撮影する体験や仲間との協力が必要
なダンボールピザ窯づくり体験の提供を通じ、子どもたちの「好奇心」「協
調性」をはぐくみます。

11月23日
11月27日

高知県立香北青少年の
家

高知県立香北青少年の家
高知県立香北青少年の家
TEL0887-59-2239
FAX 0887-59-2272

対象：小学1.2.3年生の親子

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～１１月 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館
高知県立青少年体育館
TEL088-891-5331

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310404/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310405/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310405/
https://www.kochi-bunkyo.org/%E5%A7%94%E8%A8%97%E7%AE%A1%E7%90%86/%E8%8A%B8%E8%A5%BF%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%A4%A8-%E8%8A%B8%E8%A5%BF%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A/
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http://www.kahoku-furusato.jp/seisyonen
http%5Cwww.kochiseisyounennoie.org
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「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

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 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館
高知県立青少年体育館
TEL088-891-5331

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13日 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館
高知県立青少年体育館
TEL088-891-5331

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 高知県立青少年体育館 高知県立青少年体育館
高知県立青少年体育館
TEL088-891-5331

親子筆ペン教室
年賀状など年末、年始に向けて、普段あまり使用しない筆ぺんを使って親
子で学びます。

11月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
TEL088-825-0884

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
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

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
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

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。

11月2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
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

ストーリーテリング勉強会【定例
会】

昔話や物語を覚えて語る「ストーリーテリング」について、勉強するための
会です。大人を対象としています。

11月9日
オーテピア４階
集会室

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

http%5Cwww.kochiseisyounennoie.org
http%5Cwww.kochiseisyounennoie.org
http%5Cwww.kochiseisyounennoie.org
https://shiomi-plaza.com/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
https://otepia.kochi.jp/library/
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「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

子どもの本の読書会【定例会】
児童書の中から毎月課題図書を選び、事前に読んで、感想を語り合う会
です。大人を対象としています。

11月10日
オーテピア４階
集会室

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

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。 11月19日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

オーテピア高知図書館
バリアフリー映画会

視覚障害者向けの「音声ガイド」や聴覚障害者向けの「日本語字幕」付き
のバリアフリー映画を上映します。

11月27日
オーテピア４階
ホール

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

全国高等学校ビブリオバトル
2022高知県大会

高校生がお気に入りの本を持ち寄り、その本の魅力を紹介する知的書評
合戦です。優勝者は東京で行われる決勝大会へ招待されます。

11月27日
オーテピア４階
研修室・集会室

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

情報リテラシー講座（初級）
「オーテピアアプリを使ってみよ
う！」

オーテピアのアプリの使い方を司書が解説します。 11月19日
オーテピア4階
ホール

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

多文化理解講座～トランプで楽
しく多文化シミュレーション～

国際理解に関する講義とトランプゲームで多文化共生を学びます。 11月20日
オーテピア4階
ホール

オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

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。

11月19日 オーテピア オーテピア高知図書館
オーテピア高知図書館
TEL088-823-4946

第45回高知県高等学校総合文
化祭

県下高等学校生徒による音楽、吹奏楽、演劇、美術工芸、書道、写真、舞
踊、放送、漫画、囲碁、将棋、新聞、茶道、郷土芸能、文芸、軽音楽、小倉
百人一首かるた、自然科学の発表会を開催します。

11月8日～20日
高知県立美術館ホール
他県内9会場

高知県教育委員会
高知県高等学校文化連盟

高知県高等学校文化連盟事
務局(高知小津高等学校内)　
TEL090-4079-8745

詳細はホームページを参照く
ださい。新型コロナウイルスの
影響により、日程や内容が変
更することがあります。展示部
門のみ一般公開としますが、
感染対策にご協力をお願いし
ています。

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/
http://www.kochinet.ed.jp/kochi-kobun/
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「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

合唱コンクール（中学）
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。この行事では、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）

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸中学校
芸術科
TEL0887-34-1145

本校関係者は参加可

教科指導力向上研修Ⅱ（数学）
大学進学のための学力向上に実績のある県外講師を招聘した研究授業
及び研修会を実施し、県内の数学における指導力向上を図る事業を実施
します。

11月4日
高知県立安芸中・高等学
校（MMR・南舎会議室）

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸高等学校
数学科
TEL0887-34-1145

本校関係者・県内数学教員・
希望教員は参加可

人権教育講演

中学校１年生～高校３年生まで、学年ごとにテーマを変えて、外部講師に
よる講演を行います。
中学校　１年生：薬物乱用防止教室　２年生：心の健康教育
　　　　　　３年生：がん教育
高校　　１年生：薬物乱用防止教室　２年生：就職差別（講師なし）　
　　　　　　３年生：男女共同参画社会

11月4日
高知県立安芸中・高等学
校（体育館等）

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸高等学校
人権健康部
TEL0887-34-1145

本校関係者は参加可

文化講演会
高知県立大学　地域教育センターから講師を招聘し、数々の経験から得
られた「地域課題の見つけ方や考え方、改善策の見出し方」などについて
ご講演をいただきます。

11月10日
高知県立安芸中・高等学
校（体育館等）

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸中・高等学校
総務情報部
TEL0887-34-1145

本校関係者は参加可

進路講演
高校２年生を対象に、大学進学や受験に向けての心構え、現在何をすべ
きか等について、外部講師を迎えた講演を行います。

11月11日
高知県立安芸中・高等学
校（MMR）

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸高等学校
進路指導部
TEL0887-34-1145

本校関係者は参加可

ユニセフ講演
ユニセフから講師を招き、ユニセフの活動や学校で集めた基金の行方、
広くは世界情勢等について講演をしていただきます。

11月18日
高知県立安芸中・高等学
校

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸高等学校
教頭
TEL0887-34-1145

本校関係者は参加可

高知県音楽教育研究大会
（安芸大会）

本年度は「かかわる　つながる　ひびきあう」を大会主題として、県内の音
楽教員が集結し、県外講師による記念講演や研究授業・研究協議等を行
います。

11月25日
高知県立安芸中・高等学
校（音楽室他）

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸中高等学校
芸術科
TEL0887-34-1145

本校関係者・県内音楽教員が
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26日
高知県立安芸中・高等学
校

高知県立安芸中・高等学校
高知県立安芸中・高等学校　
教務部
TEL0887-34-1145

本校関係者は参加可



行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 問合せ先 備考

「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

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、複合施設「とさのさとＡＧＵＲＩ　ＣＯＬＬＥＴ
ＴＯ（アグリコレット）」で行う販売実習です。

11月10日
複合施設「とさのさとＡＧ
ＵＲＩ　ＣＯＬＬＥＴＴＯ（アグ
リコレット）」

安芸桜ケ丘高等学校
安芸桜ケ丘高等学校
TEL0887-35-2020

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19日 サニーアクシス南国店 高知県立岡豊高等学校
高知県立岡豊高等学校
TEL088-866-1313

令和4年度　文化祭
授業や部活動などの日々の活動を中心とした文化的な取り組みを表現、
発表する場として開催します。

11月 高知東高等学校 高知東高等学校
高知県立高知東高等学校
TEL088-845-5751

一家庭二人までの保護者に開
放
一般開放なし

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月後半 高知県立春野高等学校 高知県立春野高等学校
高知県立春野高等学校
TEL088-894-2308

コロナ感染状況によっては保
護者等のみに入場を制限した
り中止することもあります。

高知県高等学校技術競技会
工業関連学科の生徒による技術・技能の向上を目的とし工業技術者の育
成を図ります。

11月18日
高知県立須崎総合高等
学校

高知県産業教育
研究会工業部会

高知県立須崎総合高等学校
TEL0889-42-1861

高知県高等学校生徒研究発表
会工業の部

工業関連学科の生徒による研究成果及び体験発表し生徒の育成を図り
ます。

11月24日
高知県立高知工業高等
学校

高知県産業教育
研究会工業部会

高知県立須崎総合高等学校
TEL0889-42-1861

早稲田大学派遣事業

早稲田大学等に生徒を派遣して、実際に伝統ある大学を視察し、建学精
神の一つである学問の活用(進取の精神:本校の校訓の一つも進取)に触
れるとともに、進路意識の高い高校生と交流することによって、派遣生徒
自身及びその周囲の生徒たちの大学進学意欲とその実現に必要な学習
意欲を育成します。

11月9日～11月11日 早稲田キャンパス 高知県立宿毛高等学校
高知県立宿毛高等学校
TEL0880-63-2164
担当：教頭

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
知城歴史博物館などを訪問し、郷土の偉人ジョン万次郎の精神を学びま
す。

11月9日～10日

土佐海援丸
高知城歴史博物館（予
定）
高知みらい科学館（予定）
等

高知県立清水高等学校
高知県立清水高等学校
TEL0880-82-1236

https://www.kochinet.ed.jp/oko-h/
http://www.kochinet.ed.jp/jigashi-h/
https://www.kochinet.ed.jp/haruno-h/


行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 問合せ先 備考

「志・とさ学びの日」関連行事・１１月

高等部文化祭
学習で制作した写真や画像を発表します。また高等部が職業科で制作し
た布紙木工陶工農耕製品を販売します。生徒や保護者が店を運営し、広
く他学部や保護者と関わり社会性を身に付けることを目指し開催します。

11月
高知県立山田特別支援
学校体育館

高知県立山田特別支援学校
高知県立山田特別支援学校
TEL0887-52-2195

小中学部文化祭

歌やダンス等学習の成果を発表します。また職業・家庭で制作した陶工・
農耕の製品を販売します。生徒主体で、ゲーム店等を運営します。他学
部の生徒や保護者と関わりを広げ社会性を広げることを目指し開催しま
す。

11月
高知県立山田特別支援
学校体育館

高知県立山田特別支援学校
高知県立山田特別支援学校
TEL0887-52-2195

高知県立盲学校　文化発表会
日頃の教育活動で取り組んだ文化的な学習及び活動の成果を発表しま
す。

11月19日 高知県立盲学校 高知県立盲学校
高知県立盲学校
TEL088-823-8721
(教頭）

・新型コロナウイルス感染症の
感染状況によっては、日程、内
容、実施方法の変更または、
中止等になる場合があります。

https://www.kochinet.ed.jp/yamada-s/mt/
https://www.kochinet.ed.jp/yamada-s/mt/
http://www.kochinet.ed.jp/mo-s/mt/

