
平成２２年度 主な取組予定
おかやま教育週間を中心とした各地の取組

県主催では

放課後研修講座スペ
シャル

津山教育事務所
11月2日（火）

県立施設の高校生
以下無料開放

県立美術館（特別展含む。）
10月30日(土)～11月7日(日)（国民文化祭期

間中）

県立博物館（特別展含む。）、特別
史跡旧閑谷学校、県立児童会館プ
ラネタリウム
11月1日(月)～7日(日)※各施設の休館
日にご注意ください。

展示を見ながら岡山の文化財の場所を確認し、歴史と文化をたどりま
す。
■お問合せ先：岡山県立博物館
　　　　　　　　　　TEL(086)272-1149
http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm

特別展「晴れの国の
名宝－岡山の国宝・
重要文化財－」

岡山県立博物館
10月22日（金）～11月28日（日）

紅葉の時期に、国宝の講堂をバックに、紅と黄の２本の楷の木をライト
アップします。
■お問合せ先：特別史跡旧閑谷学校
　　　　　   　 　　TEL  (0869)67-1436
http://shizutani.jp/shiseki_2010/index2.html
平安時代から現代に至るまで、約千年に及ぶ時間を横断して、岡山ゆ
かりの美術を取り上げる展覧会を開催します。
■お問合せ先：岡山県立美術館
　　　　　   　 　　TEL (086)225-4800

http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kenbi/schedule-h22.html
「今　不登校を考える」と題し、関係機関・団体から５名の方に出席いた
だき、パネルディスカッションを行います。
■お問合せ先：津山教育事務所総務課
　　　　　   　　　TEL  (0868)24-8702

期間中の展示等については、各施設のホームページをご参照くださ
い。
●県立美術館
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kenbi/schedule-h22.html
●県立博物館
http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm
●特別史跡旧閑谷学校http://shizutani.jp/shiseki_2010/index2.html
●県立児童会館http://www.jidoukaikan.com/

夢づくり・県立図書館
フェスタ～読書の秋
図書館からの贈り物

岡山県立図書館
10月30日（土）～11月7日（日）

特別展関連事業
マップでたどろう　岡
山の歴史と文化

岡山県立博物館
10月30日（土）、11月3日（水）、6日
（土）

特別史跡旧閑谷学校
10月30日（土）～11月7日（日）

第１１回　特別史跡
旧閑谷学校ライトアッ
プ

特別展「岡山・美の
回廊」

岡山県立美術館
10月8日（金）～11月7日（日）

講演会、しかけ絵本作り体験講座、展示①Ｗｅ　Ｌｏｖｅ　ジーンズ！②
藤田桜　布貼り絵本原画展③えほんランド④高校図書委員おすすめ
本、おはなし会、写真展、ミニコンサート等大人から子どもまで楽しめ
る催しを行います。また、第５回デジタル岡山グランプリ上映会・授賞
式も開催します。
■お問合せ先：岡山県立図書館総務企画課
　　　　　　　　　　TEL  (086)224-1286

http://www.libnet.pref.okayama.jp/
岡山ゆかりの国宝・重要文化財を中心とする優れた文化を一堂に公
開します。
■お問合せ先：岡山県立博物館
　　　　　　　　　　TEL(086)272-1149

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm
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和気町文化祭
学び館「サエスタ」ほか
10月下旬から11月14日(日)

市町村主催では

今，岡山県で絶滅が心配されている生き物たちを紹介します。
■お問合せ先：倉敷市立自然史博物館
　　　　　   　　　TEL  (086)425-6037

倉敷市立自然史博物館
7月17日(土)から11月7日(日)

第19回特別展「岡山
県のレッドデータ生
物」

http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/index.htm
津山出身の俳人西東三鬼に関する資料を展示します。
■お問合せ先：津山郷土博物館
　　　　　   　　　TEL  (0868)22-4567
http://www.tvt.ne.jp/~tsu-haku/index.html
江戸の人々が異国をイメージする上で大きな役割を果たした印刷物に
着目し、日本人が抱いた異国像の変遷をたどります。
■お問合せ先：津山洋学資料館
　　　　　   　　　TEL  (0868)23-3324
http://www.tsuyama-yougaku.jp/top.html
井原文化協会会員の皆さんが、日頃の学習や取り組みの成果を発表
する秋の目玉イベントです。
■お問合せ先：井原市教育委員会文化課
　　　　　   　　　TEL  (0866)62-9541
http://www.city.ibara.okayama.jp/
備中漆の歴史と現在を紹介しながら、日本の伝統文化の粋とも言うべ
き漆工芸の魅力を伝えます。
■お問合せ先：高梁市成羽美術館
　　　　　   　　　TEL  (0866)42-4455
http://www.kibi.ne.jp/~n-museum/index.html
赤磐市内の国指定・県指定文化財をはじめ、土井遺跡や周匝茶臼山
城跡など市内の主要な遺跡を照会する展示会です。
■お問合せ先：赤磐市山陽郷土資料館
　　　　　   　　　TEL  (086)955-0710
http://akaiwa-rekishi.sakura.ne.jp/sanyo/sanyo.html
明らかになってきた宇宙の姿を紹介します。昨年の「世界天文年」を記
念して全国各地を巡回した展示です。
■お問合せ先：岡山天文博物館
　　　　　   　　　TEL  (0865)44-2465
http://www.city.asakuchi.okayama.jp/museum/index.html
自主講座や文化協会団体が日頃の成果を作品や舞台発表にして広く
町民に見ていただくものです。
■お問合せ先：和気町教育委員会社会教育課
　　　　　   　　　TEL  (0869)88-9110
築250年を迎えた国指定重要文化財の旧大國家住宅について、新しく
発見された家相図などをもとに、紹介します。
■お問合せ先：和気町歴史民俗資料館
　　　　　　　　　　TEL  (0869)92-1135

http://ww32.tiki.ne.jp/~wake/index.htm
小学生等による庭がテーマの絵画を展示します。
■お問合せ先：吉備中央町教育委員会
　　　　　   　　　TEL  (0866)56-9191
http://www.town.kibichuo.lg.jp/index.php?action=pages_view_main&blo

第10回「11月3日は
自然史博物館まつ
り」

倉敷市立自然史博物館
11月3日(水)

倉敷市立自然史博物館を一日無料開放し、自然史（生物・地学）分野
にかかわる様々なイベントを通じて、幅広い年齢層を対象に普及を図
ります。
■お問合せ先：倉敷市立自然史博物館
　　　　　   　　　TEL  (086)425-6037
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/index.htm

企画展「西東三鬼」
津山郷土博物館
10月9日(土)から11月10日(水)

津山洋学資料館
10月9日(土)から11月14日(日)

企画展「日本が描い
た異国」

第５６回井原市文化
祭

井原市民会館・井原婦人会館
11月6日(土)・7日(日)

岡山天文博物館
10月16日(土)から11月28日(日)

特別展「ガリレオの天
体観測から400年－
宇宙の謎を解き明か
す－」

特別展「旧大國家住
宅」

和気町歴史民俗資料館
9月18日(土)から11月28日(日)

きびプラザ
10月30日(土)から11月7日(日)

絵画展

高梁市成羽美術館
10月22日(金)から12月5日(日)

秋の企画展
｢備中漆の美ー復興
と現在」

平成22年度企画展
「赤磐の歴史」

赤磐市山陽郷土資料館
10月15日(金)から12月10日(金)
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学校主催では
幼稚園デー

岡山市立御野幼稚園
11月1日(月)

園児・保護者・地域住民等が交流を深め
るため、音楽鑑賞会を開催します。

対象：未就園児・保護者・
地域住民

教育講演会
岡山市立福田小学校
11月6日(土)

地域住民を交えて教育の振興気運を高
めるため、ファジアーノ岡山の代表を迎え
講演会を開催します。

対象：保護者・地域住民

クリーン作戦
倉敷市立連島中学校
11月6日(土)

地域との結び付きを深めるため、PTA・住
民団体などと連携しながら、学区内の公
共の場所の清掃活動を行います。

対象：保護者・地域住民

北小教育のつどい
「ふれあいウォーク」

津山市立北小学校
11月6日(土)

ふるさとの名所、旧跡、文化、歴史遺産を
訪れ、ふるさとを理解し愛する心はぐく
み、人間力の向上を目指すものです。

対象：保護者・地域住民

老人会・未就園児と
の交流会

玉野市立玉幼稚園
11月2日(火)

地区の４老人会に来園していただき、昔
遊びを教わるとともに、園児・老人会・未
就園児との交流を深めます。

対象：未就園児・保護者・
老人会

まなべ祭
笠岡市立真鍋小学校・真鍋中学校
11月6日(土)

小・中学校合同で文化祭を開催します。
保育所や地域の方々との触れ合い、交流
の場ともなります。

対象：児童生徒・保護者・
地域住民

チャレンジタイム発表
会

総社市立昭和中学校
11月5日(金)

総合的な学習の発表会を行います。 対象：保護者・地域住民

消防団ふれあいの会
高梁市立巨瀬小学校
11月4日(木)

地域を支える人々への感謝の気持ちを表
すため、地元消防団との交流活動を実施
します。

対象：消防団

ふれあいいきいきサ
ロン

新見市立田治部小学校
11月5日(金)

地域の方を講師に招き、保護者と児童が
小物づくりなどを行います。また、収穫祭
を開催し、地域との交流を図ります。

対象：保護者・地域住民

親子土ひねり教室
備前市立片上小学校
11月6日(土)

地域の協力を得ながら、親子で備前焼づ
くりを体験します。

対象：地域の園児・保護者

学校公開日（瀬戸内
市中学校音楽会）

瀬戸内市立邑久中学校
11月4日(木)・5日(金)
（瀬戸内市中学校音楽会は11月4
日(木)）

本校を会場に開催される瀬戸内市中学校
音楽会に併せ、４日・５日を学校公開日と
します。

対象：保護者・地域住民

子育て講演会
和気町立佐伯幼稚園
11月5日(金)

幼保一体化の「佐伯にこにこ園」として家
庭・地域との連携を深めるため、保護者
等に向け子育てに関する講演会を開催し
ます。

対象：保護者・地域住民

家庭教育学級（親子
料理）

矢掛町立美川幼稚園
11月5日(金)

本園で収穫した野菜を使用して親子で料
理をすることなどを通じて、食に関する意
識を高めます。

対象：保護者

東京ニューシティー
管弦楽団コンサート

矢掛町立三谷小学校
11月2日(火)

児童が優れた芸術文化を体験する機会を
設けるとともに、地域で子どもたちをはぐく
む気運を高めます。

対象：保護者・地域住民

大野学区三世代交
流会

鏡野町立大野小学校
11月7日(日)

学区内の三世代が集い、ウォーキングや
クイズなどを通した交流活動を実施しま
す。

対象：保護者・地域住民

自由参観日・句会ラ
イブ

久米南町立神目小学校
11月5日(金)

保護者や地域住民に対する学校参観日
とするとともに、川柳句会ライブを開催し
ます。

対象：保護者・地域住民

くらしきスーパーサイ
エンスセミナー

県立倉敷天城高等学校
11月6日(土)・7日(日)

高校生の科学技術への関心を高めるた
め、第一線で活躍する科学者による講
義・実習を行います。

対象：地域の高校生

おもしろ自然教室
県立玉島高等学校
11月5日(金)

理科実験（物理分野）と天文観測を行いま
す。

対象：地域の児童生徒・保
護者

歴史講演会
県立高梁高等学校
11月1日(月)

地域の方により、高梁の歴史と本校のか
かわりについての講演会を開催します。

対象：保護者

体験入学
県立岡山西支援学校
11月1日(月)

特別支援学校についての理解と認識を深
めていただくため、体験入学を実施しま
す。

対象：地域の児童生徒・保
護者
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各種団体では
　期間中、教職員関係団体等が実施する会議・児童生徒作品展等を
対象に会議室及びギャラリーを無料で提供します。
■お問合せ先：財団法人岡山県教育会
　　　　　　  　　　TEL  (086)272-1923
http://www.okakyoikukai.or.jp/

施設の無料貸出し
おかやま西川原プラザ
11月1日(月)から7日(日)


