
指宿市立学校
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学 校 名
電話番号

実施期日 行　　事　　名 行　　事　　内　　容

指宿小学校
0993-25-2003

11月1日 ふれあいグラウンド・ゴルフ大会 ３年生が校区の高齢者を招き，グラウンド・ゴルフを
一緒に楽しむ活動です。

11月1日～6日 自由参観 学校の様子，児童の学習の様子を参観してもらう日
です。

11月4日 保護者とのふれあい給食 １年生の保護者と児童のふれあい給食です。

11月4日 学校誕生を祝う会 講師を招いて指宿小にまつわる昔話や歴史について
語っていただきます。

11月6日 学習発表会 音楽，劇などを保護者，地域の皆様に発表する活動
です。

11月15日 幼稚園児とのふれあい活動 ４年生と幼稚園児が幼稚園でゲ－ムをしたりして触れ
合う活動です。

魚見小学校
0993-22-3449

11月1日～6日 授業参観(自由参観) 保護者・地域の方々に授業等を公開します。

　 11月2日 ようこそ先輩 ５・６年生児童が，組体操を披露したり，高齢者の方々
から昔の遊びを教えていただいたりしながら，一緒に
触れ合います。

11月6日 学習発表会 保護者や地域の方々を招いての学習発表会です。

柳田小学校
0993-22-34７１

11月2日 やなきた子どもまつり ３年生以上の各学級ごとに子どもたちが考え，作り，
運営するアトラクションやゲームコーナーを，保護者
や地域の方々にも呼びかけて子どもたちと一緒に楽
しみます。

11月１日～２日，４日，７日 自由参観週間 保護者・地域の方々等が学校を自由に参観できる週
間です。

11月27日 ＰＴＡバザ－ 広く地域の方々に向けて各種体験コ－ナ－や出店等
を実施します。

丹波小学校
0993-22-3011

11月1日 保幼小なかよし会 各園の園児と１年生との交流会です。

11月2日 戦争体験のお話 ６年生を対象に，戦争体験談を話していただきます。

11月4日 アニマシオン 市立図書館の職員を講師に招聘し，アニマシオンを
行っていただきます。

11月4日 避難訓練（休み時間想定） 「防災の日」に合わせて，避難訓練を行います。参観
者にも参加してもらいます。

11月１日・４日・6日 フリ－参観 教室及び学校施設を終日解放します。

　 11月6日 日曜参観 全学級の授業公開を行い，自由に参観できます。
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今和泉小学校
0993-25-2002

11月１・２・４・６日 隼人松原週間（学校自由参観） 保護者・地域の方々に授業等を公開します。

11月1日 魚のさばき方教室 岩本漁村センターの方を講師に，魚をさばく体験学
習を６年生が行います。

11月4日 祖父母（高齢者）参観 児童の祖父母や高齢者の方々に来ていただき，授業
を参観したり，活動を一緒にしていただいたりします。

11月4日 小牧そば打ち体験 ３年生が地域の郷土料理である「小牧そば打ち」を体
験し，保護者や地域の方々と楽しく会食します。

11月6日 学習発表会 各学年児童が，学習したことを劇・朗読・音楽・研究
発表等にまとめ，発表します。

11月16日 第２回学校保健委員会 外部講師の講話・健康委員会（児童）の発表等を基
に，職員・保護者・地域住民が意見交換等を交えなが
ら健康についての理解を深めます。

11月22日 全校選書会 全児童が，自分の気に入った図書を１冊選び，写真入
りの推薦カ－ドを裏表紙に貼り，図書室に置きます。

池田小学校
0993-26-2003

11月１日～7日 学校自由参観週間 保護者，地域の方々に学校を開放し，子どもの学校
生活や授業の様子を参観する週間です。

11月4日 交流給食 民生委員の方々に授業を参観していただいた後，一
緒に給食を食べることで，児童との交流を図ります。

11月12日 いもほり １・２年生が高齢者の方々と育ててきた芋を一緒に
掘って収穫します。

11月14日 小中連携部会 西指宿中学校区の小・中学校の職員が本校の授業参
観をし，授業研究及び意見交換を行います。

11月26日 イッシ－まつり 各学年が栽培した作物の調理・販売や学習発表会等
を行い，校区の方々と交流を図る行事です。

山川小学校
0993-34-0081

11月27日 学習発表会 校区や保護者の方々に，子どもたちの学習の成果を
見ていただく行事です。

11月1・２・４・７日 学校自由参観 校区や保護者の方々に，授業の様子を見ていただ
き，学校を一層理解していただく行事です。

11月12日 おはなし会(ストーリーテリングの会に
よる読み聞かせ)

読み聞かせ会を校区や保護者の方々にも参観してい
ただき，読書活動の啓発を図る活動です。

大成小学校
0993-34-0509

11月2日 高齢者とのふれあい活動 地域の高齢者クラブの方を招いて，昔の遊びを教
わったり，一緒に給食を食べたりします。

11月1日～7日 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。

徳光小学校
0993-35-0020

11月１日～7日 学校開放参観 終日自由参観とし，保護者や地域の方々に学校を開
放します。

11月4日 高齢者の方々との交流活動とふれあ
い給食

高齢者の方々と昔の遊びや暮らし，郷土料理や戦中・
戦後の話等を聞き，交流を行う活動です。

11月2日 学校運営協議会 協議会員の方５名に，児童の授業参観と給食の試食
をしていただきながら感想等の意見を求める会です。

11月12日 土曜参観 学習発表会 土曜参観で学習発表会を実施し，家庭や地域の方々
に学習活動の成果を発表する行事です。



利永小学校
0993-35-9002

11月4日～7日 自由参観 地域の方々に呼びかけるチラシを作成し，授業等を
公開し，自由に参観していただきます。

11月5日 老友会との交流及び招待給食（３・４
年）

３・４年生が地域の老友会の方々と昔の遊び等で交流
し，その後一緒に給食を食べます。

11月8日 学習発表会（保育所も出演） 保護者だけでなく地域の方々に呼びかけ，学習発表
会を参観していただきます。土曜日開催で，保育所園
児にも出演していただきます。

11月4日 老友会との街路の苗植え活動（５・６
年）

５・６年生が地域の老友会の方々と学校前の沿道の花
壇に花の苗を植えます。

開聞小学校
0993-32-2010

11月7日 お話会 １年生～３年生と保護者・地域住民を対象に保護者読
書ボランティアによる読み聞かせを実施します。

11月1日 人権教室 ４年生～６年生と保護者・地域住民が，人権問題に関
するビデオ視聴と人権擁護員による講話を聴きま
す。

11月1・２・４・7日 学校開放週間（心の教育週間） 保護者・地域の方々に２校時から６校時まで，授業
（道徳を含む）や活動などを自由に参観していただき
ます。

11月1日 グラウンドゴルフふれあい活動 ６年生が，地域住民とグラウンドゴルフを通して，ふれ
あいを深めます。

11月4日 学校運営評議会委員学校参観 学校運営評議会委員の方々に授業を始め学校内の
様子を参観していただきます。

11月２日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月４日収穫祭 ５年生が，栽培・収穫したアイガモ米を使った郷土料
理の調理を通して，地域住民との交流を深めます。３
年生が栽培・収穫したサツマイモをを通して，地域住
民との交流を深めます。

11月12日 創立記念学習発表会 全児童が，日頃の学習の成果を保護者・地域住民に
発表するとともに，創立140周年を祝います。

11月２日～15日 個別懇談週間 全児童の保護者の方々と学級担任との個別懇談を実
施します。

11月27日 ＰＴＡふれあいバザ－ 児童・保護者・地域住民が，バザ－を通して，交流を
深めます。

川尻小学校
0993-32-2058

11月1日～7日 フリ－参観週間 県民週間期間に学校を開放し，保護者や地域の方々
に自由に校内を参観してもらい，学校理解を深めても
らう活動です。

11月2日 PTA教育講演会 鹿児島国際大学教授種村エイ子先生を講師に迎え，
５校時は児童・保護者対象に，６校時は保護者対象
に，読み聞かせや読書の楽しさ・大切さについてお話
をしていただきます。

11月4日 高齢者とのふれあい活動 ふれあい給食 高齢者の皆さんや学校応援団の皆さんとグラウンド
ゴルフ大会や給食を通して交流を深める活動です。

11月13日 学習発表会
ＰＴＡバザ－

保護者・地域の方々を招き，合唱や合奏，劇等を披露
します。その後ＰＴＡバザ－を行います。

北指宿中学校
0993-25-3431

11月１日～11月７日 学校自由参観週間 保護者・地域の方々に，生徒の学習の様子を参観し
ていただく行事です。

11月10日 給食試食会 PTA保体部の希望者に給食を試食してもらう行事で
す。

11月12日 ロードレース大会 生徒全員参加のロードレース大会です。保護者や地
域の方が応援に来られます。

11月15日 ３年進路説明会 進路について，保護者とともに理解を深める行事で
す。



南指宿中学校
0993-22-2911

10月13日 ＰＴＡバザー バザ－活動を通して，地域の方々や保護者が生徒と
ふれあう日です。

10月28日 文化祭 各学級が舞台発表及び展示発表し，学習活動の成果
を公開する行事です。

11月1日,2日,４日,７日 自由参観 授業参観をはじめ，保護者や地域の方々に本校の教
育活動を公開します。

11月12日 校内マラソン大会 霧島錦江湾国立公園休暇村でのマラソン大会を実施
する予定です。

西指宿中学校
0993-25-2001

11月1日～7日 学校自由参観 保護者・地域の皆様に授業等を公開します。

 11月2日 文化祭 いぶすき子ども映画祭・英語暗唱・作文発表・劇の舞
台発表と学習の成果をまとめた展示発表をします。

山川中学校
0993-34-2131

11月１日～7日 学校自由参観 保護者や地域の方々に授業を公開します。

11月2日 文化祭 保護者・地域住民に日頃の学習活動の成果を発表し
ます。

11月2日 給食試食会 給食の試食や栄養教諭の講話により，食育への理解
を深める行事です。

11月14日 心を育む読み聞かせ 山川・指宿図書館職員による絵本や紙芝居の読み聞
かせを学級毎に聞く活動です。

開聞中学校
0993-32-2019

10月28日 開聞中文化祭 開聞中学校の各教科等による作品展示を行います。
舞台発表では，合唱・演劇・吹奏楽等の発表を行いま
す。

11月１日～7日 学校自由参観 授業参観をはじめ保護者や地域の方々に本校の教育
活動について知っていただきます。

11月5・６日 開聞地域文化祭 開聞中学校を代表して，３年生による合唱で出演し，
地域の方々に聞いていただきます。
国語科・社会科・美術科等の作品展示も行います。

指宿商業高等学校
0993-25-2204

11月1日～11月7日 各駅周辺での清掃活動 各駅最寄りの生徒とPTA役員や教職員による駅周辺
の清掃活動です。

10月31日，11月4日 授業公開
部活動見学

地域の方々に授業・部活動様子を公開します。

11月1日～11月2日 文化祭 保護者や地域の方々へ展示・舞台などを発表しま
す。

11月3日 指商デパート 生徒の販売実習を通し，お客様として来校された方々
と交流をします。

11月16日 今和泉小学校読み聞かせ 今和泉小学校において高校生が読み聞かせ活動をし
ます。


