
平成２６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

学校主催では

学区ふれあい交流
岡山市立竜之口幼稚園
11月5日（水）

学区の敬老会を園内で行い、高齢者のハーモ
ニカ伴奏に合わせて、園児が歌を披露したり、
高齢者一人一人にプレゼントを渡したりして触
れ合います。

対象：地域住民

能楽発表会
岡山市立三勲小学校
11月7日（金）
※岡山後楽園で実施

学習してきた能楽を保護者及び地域住民に披
露します。発表を通して学校の教育を理解して
もらい、今後の連携へと繋げます。

対象：保護者・地域住民

ＰＴＣフェスティバル
岡山市立岡山中央中学校
11月1日（土）

生徒・保護者・教職員が一緒になって講演を聞
いた後、スポーツや文化的な種々の講座に参加
し、親睦を深めます。

対象：保護者・地域住民

万寿の森
倉敷市立万寿幼稚園
11月７日（金）

幼稚園ウィークＩＮ倉敷の一環として実施。園
児、保育園児、地域の未就学児親子が園庭いっ
ぱいに用意したいろいろな素材や秋の自然物を
使って楽しみます。

対象：未就園児・保護者・地
域住民

ジョイントコンサート
倉敷市立天城小学校
11月8日（土）

地域住民と中学校区の園児・児童・生徒が音楽
演奏を中心に参加する。地域のつながりを深
め、教育的効果を高める場となっています。

対象：保護者、地域住民

学区クリーン作戦
倉敷市立連島中学校
11月1日（土）

全校生徒が分担して、学区内の公共の場に出
かけ、清掃活動を行う。ＰＴＡ、地域住民、町内
会とも連携をとり、地域の結びつきを深める場と
します。

対象：保護者・地域住民

田邑地区文化祭
津山市立田邑幼稚園
11月1日（土）

地域の文化祭に作品の出品、歌や踊りなどで参
加し、地域のつながりを深めるとともに、幼稚園
教育の理解に努めます。

対象：保護者・地域住民

講演会
津山市立加茂中学校
11月13日（木）

「ネット社会とどのように付き合っていけばよい
のか」をテーマに、命や人権に関する講演会を
行います。

対象：保護者・地域住民

本の読み語り
玉野市立日比小学校
11月5日（水）

保護者・地域住民による「読み語り」を各学年に
おいて実施し、豊かな心の育成を図るとともに、
地域の方々との交流を深めます。

対象：保護者・地域住民

新山3世代交流ペタン
ク大会

笠岡市立新山小学校
11月8日（土）

児童や保護者、祖父母、地域住民等の様々な
年齢層が集い、ペタンクのゲームを通して、親睦
を深めます。

対象：保護者・地域住民

まなべ祭
笠岡市立真鍋小学校
　　　　　　真鍋中学校
11月1日（土）

小学校・中学校・保育所・公民館合同で劇・音
楽・版画発表等を行う。地域・保護者の多数の
参観を得ることにより、地域の教育に対する関
心を高めます。

対象：保護者・地域住民

お宮掃除
総社市立山田幼稚園
１１月４日（火）

地域のお宮へ出掛け、地域の方と一緒にお宮
の掃除をしてボランティア精神を養ったり、一緒
に焼き芋を食べてふれあったりします。

対象：地域住民

うち読カード
高梁市立宇治小学校
9月25日（木）～10月24日（金）

親子で一緒に読書をすることで、読書生活を豊
かにするとともに、親子の交流を図ります。

対象：保護者

ふれあい授業
とりいれ祭り

新見市立田治部小学校
11月８日（土）

地域の方を講師として招き、保護者と児童がお
飾り作りや小物作りなどを行い、その後、収穫祭
を実施し、楽しく交流を図ります。

対象：保護者、地域住民

給食ミニ講演会と親子
給食試食会

瀬戸内市立裳掛小学校
１０月３１日（金）

１、２年生の保護者を対象に学校給食の意義を
講演していただき、親子で給食を食べます。

対象：保護者

センター交流会
赤磐市立山陽西幼稚園
11月７日（金）

総合福祉センター利用者の方と触れ合ったり、
幼稚園で楽しんでいる遊びを紹介したりして交
流を深めます。

対象：センター利用者
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学校紹介パネル展示
真庭市立美甘小学校
１１月１日（土）～11月7日（金）

学校の教育目標や特色ある取組、主な学校行
事などを一枚のパネルにまとめ、地域のみなさ
んに紹介します。

対象：地域住民

リサイクルバザー
美作市立美作第一小学校
11月8日（土）

保護者と地域住民が交流し、文化活動推進の
ためのバザーを行います。

対象：保護者・地域住民

石生フェスティバル
和気町立石生小学校
11月2日（日）

園児・児童・地域住民による舞台発表等を一同
に実施することで、学校教育への理解と関心を
高める。また、地域の方を講師とした６つの「ふ
れあい講座」を設けます。

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
園で収穫した野菜を使って、親子で料理をして
食べることにより、食に関する意識を高めます。

対象：保護者

校内弁論大会
鏡野町立上齋原中学校
11月7日（火）

地域の方や保護者にも参観していただきなが
ら、在校生全員が人権に関するテーマで弁論を
行います。

対象：保護者、地域住民

弁当の日
奈義町立奈義中学校
10月27日（月）

感謝の心を知り、自己肯定感を育み、失敗から
多くを学び、生きる力を身につけるために弁当
の日を設定している。親子で買い物に出かけ、
アドバイスをもらいながら自分の力でテーマに
沿った弁当を作ります。

対象：保護者

研究発表会
吉備中央町立御北小学校
11月7日(金)

「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事
業」研究発表会を行う。学級活動を中心に講師
に専門的な話を聞き、歯・口の健康について考
え、実践します。

対象：保護者、他校教職員

オータムコンサート
県立西大寺高等学校
11月2日（日）
（会場：西大寺公民館）

岡山市立西大寺中学校と本校の吹奏楽部が共
同で演奏会を開催します。

対象：保護者、地域住民

岡工祭
県立岡山工業高校
11月7日（金）、11月8日（土）
※一般公開は8日のみ

工業高校の特徴であるものづくりを中心に、生
徒作品の展示や、舞台発表などを行います。

対象：保護者、地域住民

「町衆プロジェクト」
公開授業

県立倉敷南高等学校
11月18日（火）

保護者、他校の教職員、地域の方（町衆）に対し
て学校を開放し、授業を公開することによって本
校の教育活動への理解を得る。特に、1年次の
授業では、「21世紀型能力」育成のための授業
実践を見ていただきます。

対象：保護者、地域住民

外務省高校講座
県立津山東高等学校
10月28日（火）

国際的な立場で活躍されている方の話を聞き、
視野を広げ、グローバルなものの捉え方、考え
方を身につける契機とします。

対象：保護者

あいさつ運動
県立鴨方高等学校
11月7日（金）

鴨方駅前及び校門に部活動生徒、生徒会、有
志生徒が立ち並び、登校する生徒や通勤途上
の社会人に声かけを実施します。

対象：地域住民

終日参観日
県立岡山東支援学校
11月4日（火）

授業参観だけでなく、１日を通して授業を公開
し、児童生徒の様子を見ていただくとともに、特
別支援教育の理解を深めていただきます。

対象：保護者

実践発表会
県立誕生寺支援学校
11月20日（木）

両校地において、「つながりあうキャリア教育」を
研究テーマとし、「家庭・校内が結びつき、育ち
の場を地域に拡げよう」をサブテーマに、授業公
開やパネルディスカッションを行います。

対象：教育関係者、企業、福
祉、地域住民
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県主催では

きらり輝け！岡山さん
フェア２０１４

岡山県生涯学習センター
県立烏城高等学校
11月16日（日）

第6回　放送大学・県立
図書館連携講座

岡山県立図書館
11月1日（土）

特別展
「護国山曹源寺－岡山
藩主池田氏菩提寺の
至宝と文化－」

岡山県立博物館
10月10日（金）～11月16日（日）

第39回岡山県教職員
美術展

岡山県天神山文化プラザ
11月4日（火）～11月9日（日）

科学キッズフェスティバ
ルin京山祭

岡山県生涯学習センター
11月3日（月・祝）

渋川青年の家まつり
岡山県渋川青年の家
11月9日（日）

第15回　旧閑谷学校ラ
イトアップ

特別史跡旧閑谷学校
11月1日（土）～11月9日（日）

県立施設の高校生以
下無料開放

県立博物館（特別展含む。）、特
別史跡旧閑谷学校（ライトアップ
を除く。）
11月1日(土)～7日(金)※各施設
の休館日にご注意ください。

専門高校等の生徒が実習や課題研究等で学んだ成果を発表するほか、体験
コーナー等を通じ、産業教育の魅力を発信します。
■お問合せ先：岡山県教育庁高校教育課
　　　　　　　　　　TEL　（086）226-7568
http://www.pref.okayama.jp/page/390365.html

県民の方に学びの場を提供するため、放送大学と連携した講座を実施しま
す。併せて、本の紹介等の図書館利用案内を行います。
■お問合せ先：岡山県立図書館
　　　　　　　　　　TEL　(086)224-1286

http://www.libnet.pref.okayama.jp/

池田氏の菩提寺である曹源寺の寺宝を展示し、その歴史や池田氏との関わり
を紹介します。
■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

県民文化の振興に資するため、県下の美術を愛好する教職員や退職教職員
等が創作した作品を展示します。
■お問合せ先：岡山県教育庁福利課
　　　　　　　　　　TEL(086)226-7603

http://www.pref.okayama.jp/site/16/298109.html

幅広い世代の方に科学に関する生涯学習の推進を図る目的で、ＪＡＸＡや県内
の企業・大学等と連携してイベントを開催します。
■お問合せ先：岡山県生涯学習センター
　　　　　　　　　　TEL(086)251-9751

http://www.pal.pref.okayama.jp/events/kyoyamasai/141103kagakukids/index.html

施設開放の他、地元中学生による合奏や、地元婦人会・敬老会の舞踊、キッ
ズコーナー、大抽選会など様々な催しを行います。
■お問合せ先：岡山県渋川青年の家
　　　　　　　　　　TEL(0863)81-8039

http://shibukawa.shopro.co.jp/

紅葉の時期に、国宝の講堂をバックに、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/index.html

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/index.html



平成２６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

市町村主催では

「ESDに関するユネスコ
世界会議」関連イベン
ト

岡山コンベンションセンター
11月7日(金)～8日（土）

第12回　富山文化まつ
り

岡山市立富山公民館、富山小学
校
11月1日(土)～11月2日（日）

第13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(月)

家族で学ぶ論語教室
衆楽園
11月1日（土）

企画展「平戸松浦家伝
来の至宝」

津山洋学資料館
10月11日（土）～11月9日（日）

中学校弁論大会
高梁市有漢生涯学習センター
11月4日（火）

無料観望会
赤磐市竜天天文台公園
11月1日（土） 18時～21時

まにわ教育の日パネ
ル展

北房支局、久世公民館等
11月1日（土）～11月7日（金）

第60回井原市文化祭
井原市民会館ほか
11月1日（土）、2日（日）

一日こども図書館フェ
スティバル

ロマン高原かよう総合会館
11月22日（土）

ＥＳＤの取組の充実・発展のため、岡山市立学校における活動に関するパネ
ル展示や児童生徒による発表等を行います。
■お問合せ先：岡山市教育委員会事務局　指導課
　　　　　   　　　TEL  (086)803-1607

http://www.city.okayama.jp/kyouiku/shidou/sidou_00001.html

富山学区の地域文化の向上と創造を図るため、学習成果の展示・実技発表を
行う。また、地域住民の交流として、体験教室・模擬店も行う。
■お問合せ先：岡山市教育委員会事務局　富山公民館
　　　　　   　　　TEL  (086)274-0827

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/tomiyama/index.html

館及び周辺を1日無料開放し、自然に関するクイズラリーなどの各種イベントを
開催します。
■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

津山市家庭教育事業の一環として、小学生以上の親子を対象に、長い間親し
まれてきた論語について学ぶ講座を開催し、規範意識の向上や家庭教育力の
向上を図ります。
■お問合せ先：津山市教育委員会生涯学習部　生涯学習課
　　　　　   　　　TEL  (0868)32-2118

http://ryuten-tenmondai.info/1/

おかやま教育の日に連携し、学校教育振興の機運を醸成するために、「まに
わ教育の日」を実施する。各校の教育活動の取組についてまとめたパネルを７
中学校区ごとに公共施設に展示し、広く市民に公開する。
■お問合せ先：真庭市教育委員会
　　　　　   　　　TEL  (0867)42-1087

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/section/detail_2.jsp?id=35

作品展、芸能発表、菊花展、文学部大会（俳句、短歌）を行います。
■お問合せ先：井原市教育委員会文化課
　　　　　   　　　TEL(0866）62-9541

http://www.city.tsuyama.lg.jp/sections/index.cfm?footer=71

オランダやイギリスの商館がおかれ、「西の都」と呼ばれた平戸の藩主・松浦
家に伝わる海外交流関係資料を展示し、近世初期の外交史を紹介します。
■お問合せ先：津山洋学資料館
　　　　　   　　　TEL  (0868)23-3324

http://www.tsuyama-yougaku.jp/top.html

市内各中学校の代表生徒が日頃の体験から得た気づきや思いから会場地区
の生徒の前で弁論を行い、学校生活等について考える機会とする。
■お問合せ先：高梁市教育委員会
　　　　　   　　　TEL  (0868)21-1508

http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/13.html

星空の無料観望会。予約不要・自由参加制。都合のいい時間にお越しいただ
けます。
■お問合せ先：赤磐市竜天天文台公園
　　　　　   　　　TEL  (086）954-1379

http://www.city.ibara.okayama.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=45

町内の読書関係団体、行政機関が連携してすべての子どもたちが読書に親し
む環境作りを目指します。
■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/?page_id=124
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各種団体では

ジュニア研修会
倉敷市少年自然の家
11月１日(土)～2日(日)

県下一斉奉仕活動
岡山県ＦＯＳ少年団連盟
11月1日(土)～7日(金)

青空ひろば　楽しくあそ
ぼう

岡山県総合グラウンド
多目的広場
11月15日（土）

世界連邦岡山県児童
生徒ポスター作文コン
クール

岡山県天神山プラザ
11月11日(火)～16日(日)

平成26年度津山オリエ
ンテーリング大会

岡山県津山陸上競技場
11月2日（日)

自然や集団の中で仲間とともにさまざまな体験をすることで友情を深め、互い
に尊重し合い協力することの楽しさ、大切さを感じながら目的を達成していく能
力を育てる。
■お問合せ先：ガールスカウト岡山県連盟
　　　　　　  　　　TEL （086）250－2219

各地区または各団に分かれて地域での清掃活動等を実施する。この活動を通
して奉仕の精神を養う。
■お問合せ先：岡山県ＦＯＳ少年団連盟
　　　　　　  　　　TEL （086）226-7597

http://www.pref.okayama.jp/site/16/detail-114546.html

県民の方へ体を動かす楽しさを感じてもらい、参加された方々が楽しめるテー
マでイベントを実施する。
■お問合せ先：岡山県レクリエーション協会
　　　　　　  　　　TEL （086）253－7545

http://www6.oninet.ne.jp/oka-rec/

県内小･中･高･特別支援学校の児童生徒を対象とした世界連邦の趣旨に沿っ
たポスター作文コンクールの中で「教育の日」を周知する。
■お問合せ先：岡山県教育庁文化財課
　　　　　　  　　　TEL （086）224-5591

地図とコンパスを頼りに山野を駆け巡り、自然と親しみながら健康と体力の増
進並びに友達や家族との触れ合いを図る野外スポーツイベント。
■お問合せ先：津山スポーツ振興財団
　　　　　　  　　　TEL （0868）24-7235

http://www.tvt.ne.jp/~sportska/zaidan/zaidan.top.html


