
平成２7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

お茶会
岡山市立旭操幼稚園
11月9日（月）

地域のお茶の指導者の協力を得て、
茶道に親しみながら、人間形成の基
礎作りに役立てます。

対象：地域住民

きらり岡南デー
岡山市立岡南小学校
11月15日（日）

音楽・学習発表会を催し、地域の方や
保護者に向けて学校の様子を公開し
ます。

対象：保護者、地域住民

川柳・短歌づくり
岡山市立建部中学校
11月2日（月）～11月6日（金）

夢づくりなどについて、全生徒が川柳
や短歌を作り、掲示したり、保護者や
地域住民に向けて発信したりします。

対象：保護者、地域住民

稲刈り、脱穀、勤労
感謝の会

倉敷市立菅生幼稚園
10月27日（火）他

園前の田んぼで育てた稲を、保護者
や地域の方とともに稲刈り、脱穀して、
収穫の喜びを味わうとともに、勤労感
謝の会を開き、食べます。

対象：保護者、地域住民

教育講演会
倉敷市立倉敷南小学校
11月7日（土）

今日的な課題であるSNS等について
の理解とその危険性について認識を
深めることで各家庭で、情報モラルに
則した使用に繋がるよう、教育講演会
を開催します。

対象：保護者

ふれあい奉仕活動
倉敷市立北中学校
11月7日（土）

生徒会・PTAが主催して学校内外の花
の植え替えに取り組みます。地域の方
も参加し、協力して作業しながら語り
合い、学校支援の意識を高めます。

対象：保護者、地域住民

読み聞かせ会
津山市立清泉幼稚園
11月10日（火）～16日（月）

保護者を対象に、家庭読書の大切さ
や、子どもたちの話を聞く態度等への
関心を育てることを狙いとして、読み
聞かせ会を実施します。

対象：保護者

三世代交流ふれあ
いまつり

津山市立河辺小学校
10月25日（日）

公民館活動、PTA活動と連携し、異世
代交流、地域社会交流の場として、ふ
れあい祭りを開催します。地域住民の
参加を広く得ることにより、教育を盛り
上げる契機とします。

対象：保護者、地域住民

チャレンジワーク講
演会

津山市立鶴山中学校
11月6日（金）

職場体験に向け、ゲストティーチャー
を2人お迎えし、働くことの意義や、職
場体験に向けての心構えについてう
かがう講演会を開催します。

対象：教職員

親育ち応援学習プ
ログラム

玉野市立和田幼稚園
11月17日(火)

「子ども同士のトラブル…どう解決す
る？」のテーマのもと、トラブルが起
こった際の関わり方や、日頃の子育て
の悩みなどについて解決方法を探りま
す。

対象：保護者

地域合同防災訓練
玉野市立山田中学校
11月7日（土）

学校・家庭・地域が連携した防災訓練
を実施します。地震・津波を想定し、中
学校区内の地域住民とともに、地域の
防災について学習します。

対象：保護者、地域住民

キッズビジネスタウ
ン

玉野市立玉野商業高等学校
11月14日（土）

学校を架空の街に見立て、小学生に
働く体験をしてもらい、働くことの楽し
さ、大切さを体得し、また働くことで得
た対価から税金を支払うことを学ぶ機
会とします。

対象：保護者、地域小中学
生

交通安全パトロー
ル交流会および感
謝の会

笠岡市立中央小学校
11月2日（月）

学区の交通パトロールの方に来てい
ただき、情報交換を行うとともに、一緒
に給食を食べ、児童が作った感謝状
を贈呈します。

対象：地域住民
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親子ふれあいふる
さと料理教室

笠岡市立大島中学校
11月7日（土）

親子のふれあいや保護者間の交流が
促進されるように、同学年の保護者、
生徒がPTA役員の考えたメニューを協
力して調理し、会食します。

対象：保護者

柏桜祭・文化の部
井原市立高等学校
10月30日（金）

生徒はステージ発表・展示発表を、保
護者はバザーや絵手紙教室等の活動
を行い、生徒・保護者・教員の連携・協
力や連帯感を養う場とします。

対象：保護者

豪渓クリーン作戦
総社市立池田小学校
11月7日（土）

幼稚園・学校と家庭・地域が連携し
て、地域の名勝「豪渓」の清掃活動を
行います。

対象：保護者、地域住民

親子芸術鑑賞会
高梁市内幼稚園
10月26日（月）

市内13園の園児と保護者が、親子で
優れた芸術を鑑賞し、豊かな心を育む
とともに、親睦を深めることを目的とし
ています。

対象：保護者

落合町音楽を楽し
もう

高梁市立落合小学校
11月24日（土）

音楽を通じて落合町地域の方々との
ふれあいを深めることを狙いとし、地
域で教育を盛り上げていくための一助
とする。

対象：地域住民

地域交流活動
新見市立神代小学校
11月7日（土）

地域の方々に昔の遊びやグランドゴ
ルフを教えてもらいながら、交流を深
めます。

対象：地域住民

わくわく科学教室
瀬戸内市立牛窓東小学校
11月13日（金）

友達と一緒に予想したり、実験したり、
お話を読んだりしながら、知らず知ら
ずのうちに科学の面白さや不思議さを
感じられる機会を設けます。

瀬戸内市弁論大会
瀬戸内市内中学校
10月29日（木）

市内各中学校代表の弁論発表の場を
設け、日頃の学習の成果を発表し、意
欲向上を図ります。

学校公開
赤磐市立山陽小学校
10月21日（水）

自由参観日とし、学校生活全般につい
て保護者や地域の方に広く公開する
ほか、「メディアに対するセルフコント
ロール」について座談会を行います。

対象：保護者、地域住民

学習支援
赤磐市立赤坂中学校
11月2日（月）他

学校支援地域本部主催の事業として
実施し、地域の人が生徒とふれあいな
がら、学習を支援します。

対象：地域住民

防犯教室
真庭市立河内こども園
11月9日（月）

警察の方に来ていただき、園児にもわ
かりやすい防犯教室を行い、防犯意
識を高め「守ること、気を付けること」を
確認しあう機会を持ちます。

パネル作成・掲示
真庭市立水田小学校
11月初旬

学校教育目標、授業の様子、学校行
事、ＰＴＡ活動等を紹介するパネルを
作成し、教育活動を地域へ発信しま
す。

対象：保護者・地域住民

感謝めぐり
美作市立東粟倉幼稚園
11月18日（水）

日頃お世話になっている、警察署や小
学校、郵便局などを園児が訪問し、感
謝の気持ちをこめてプレゼントを渡し
ます。

対象：地域住民
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ＰＴＡ文化講演会
美作市立美作北小学校
10月16日（金）

児童や保護者にネットトラブル等の
新情報を提供し、子どもとメディアとの
よい関係づくりについて啓発します。

対象：保護者

給食試食会
和気町立和気幼稚園
11月12日（木）

給食試食会を通して、幼稚園の教育
活動を保護者に公開し、理解と関心を
高めます。また、栄養士の講和を聞く
場を設定し、家庭と園の一貫性を持っ
た教育につなげます。

対象：保護者

かがやきフェスティ
バル

早島町立早島小学校
11月28日（土）

子どもたちの日頃の学習成果を広く保
護者や地域の方へ発表することにより
感動を与え、教育への理解を深める
機会とします。

対象：保護者、地域住民

休日参観日・写真
展

矢掛町立矢掛中学校
10月24日（土）

「土曜参観」を実施し、家庭に授業を
公開します。授業後には「親育ち学習
プログラム」を用いて、ＰＴＡが意見交
換したり、親睦を深めたりします。ま
た、合唱コンクールでの生徒たちの活
動写真を展示し、鑑賞してもらいます。

対象：保護者、地域住民

上斎原学園文化発
表会

鏡野町立上斎原中学校等
10月31日（土）
（会場は上斎原文化センター）

上斎原幼・小・中の生徒等による合
奏、合唱、劇などの発表会を実施し、
保護者や地域の方に参観を呼びかけ
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26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弁当を作
ります。

対象：保護者

花植え集会
西粟倉村立西粟倉小学校
11月4日（水）

全校児童で花を植えることで、人と協
力したり、植物を大切に思う心情を育
てます。

人生の先輩に学ぶ
会

久米南町立久米南中学校
10月23日（金）

地域に住んでいる方を招いて、その仕
事に従事するようになった経緯や職業
観を聞き、進路選択の一助とします。

対象：保護者

音読発表会
美咲町立美咲中央小学校
10月31日（土）

保護者、地域の方を招待し、学習の成
果と児童の活躍の場を児童・保護者・
地域の方と共有します。

対象：保護者、地域住民

国際理解シンポジ
ウム

県立岡山一宮高等学校
11月2日（月）

途上国で活動した講師の方から、世
界が抱える今日的な課題についてお
話をいただき、生徒の意欲喚起と、国
際問題の解決に向け主体的に関わる
態度を養います。

対象：保護者、地域住民

高農祭
県立高松農業高等学校
11月7日(土)

日頃の学習の成果の発表や展示、生
産物の販売等を行います。地域の方
との交流を通して、コミュニケーション
能力の向上を図ります。

対象：保護者、地域住民

人権教育講演会
県立倉敷古城池高等学校
10月30日（金）

岡山大学法学部の元教授である小畑
隆資氏を講師に招き、「人権」とは何
かをテーマにした講演を聴き、人権に
対する知識・理解を深めます。

対象：保護者、地域住民

校内珠算競技大会
県立玉島商業高等学校
11月11日（水）

日頃の学習の成果を、競技会として発
表する伝統行事です。
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津商モール
県立津山商業高等学校
11月21日（水）

美作地域より多数の企業に参加を募
り、学校をショッピングモールに見立
て、販売実習を行います。企業と協同
することで、にビジネスに必要な知識
等を育成します。

対象：地域住民

出前授業
県立高梁城南高等学校
10月～11月

地元中学校に出向き、日頃の授業内
容を中学生に体験してもらいます。希
望により好きな学科の授業を選んでも
らい、高校生も指導の補助を行いま
す。

対象：地元中学生

やかげ宿場まつり
県立矢掛高等学校
11月6日（金）～8日（日）

やかげ宿場まつりにおいて、事前の清
掃ボランティアや、地域ビジネス科の
開発商品の販売、大名行列当日のボ
ランティア参加を行います。

対象：地域住民

地域との合同避難
所体験

県立岡山西支援学校
11月7日（土）

大地震が起きたときを想定した避難所
を開設し、手順や運営方法を体験して
学びます。保護者や地域住民との交
流を図り、災害時に地域で対応してい
く防災力を高めます。

対象：保護者、地域住民

スクールコンサート
県立倉敷琴浦高等支援学校
10月29日（木）

岡山フィルハーモニック管弦楽団の団
員によるスクールコンサートを行いま
す。生徒、教職員に加え、保護者も参
加します。

対象：保護者
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県主催では

きらり輝け！岡山さ
んフェア２０１５

イオンモール倉敷
11月14日（土）

第２３回　こころを
つなぐ作品展

岡山県天神山文化プラザ
10月27日～11月1日

瀬戸内市中央公民館
11月7日（土）

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/151/

県立図書館フェスタ
岡山県立図書館
10月31日（土）～11月8日（日）

ぱるスマイルＤａｙ
岡山県生涯学習センター
10月17日（土）

特別展
「破格--桃山備前-
-」

岡山県立博物館
9月18日（金）～11月8日（日）

津島やよいまつり
古代吉備文化財センター
10月24日（土）～10月25日（日）

渋川青年の家まつ
り

岡山県渋川青年の家
11月9日（日）

第１６回　特別史跡
旧閑谷学校ライト
アップ

特別史跡旧閑谷学校
10月31日（土）～11月8日（日）

県立博物館（特別展含む。）
11月1日（日）

特別史跡旧閑谷学校
10月31日(土)～8日(日)
※小・中・高等学校生対象
※ライトアップを除く。

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

県立施設の無料開
放

●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

桃山時代に制作された、「茶の湯」にかかわる備前焼を一堂に集
め、「破格」とも表現される「桃山備前」の魅力を様々な視点から紹
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

自由参加型の総合的な体験学習を行い、津島遺跡に対する理解
を深めるイベントを開催します。
■お問合せ先：岡山県教育庁古代吉備文化財センター
　　　　　　　　　TEL(086)293-3211

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kodai/kodaik.htm

施設を開放し、作品展示や昔遊びなどの活動を通して、地域住民
と青年の家との連携を深めます。
■お問合せ先：岡山県渋川青年の家
　　　　　　　　　　TEL(0863)81-8039

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

おかやま民俗芸能
フェスティバル2015
秋
-平成27年度おか
やま県民俗芸能大
会-

子どもたちを中心に、県内各地に伝わる民俗芸能の実演発表を行
います。
■お問合せ先：岡山県教育庁文化財課
　　　　　　　　　　TEL　（086）226-7601

県民の方に図書館をより身近に感じ親しんでいただくため、講演
会、体験講座、展示等を行い、館内が一体となってイベントを実施
します。
■お問合せ先：岡山県立図書館
　　　　　　　　　　TEL　(086)224-1286
http://www.libnet.pref.okayama.jp/

生涯学習センターの施設を一部開放し、子どもや親子に体験活
動、音楽、映画等に親しんでもらう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)251-9750

http://www.pal.pref.okayama.jp/volunteer/palsmile/index.html

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、体験コーナー等の催しを通じ、産業教育の魅力を広く発信し
ます。
■お問合せ先：岡山県教育庁高校教育課
　　　　　　　　　　TEL　（086）226-7586

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/321/
特別支援学校や特別支援学級の幼児児童生徒が作成した絵画作
品等を展示することにより、幼児児童生徒の相互理解と親睦を図
るとともに、社会の人々の、障害児（者）やその教育に対する理解
を深めます。
■お問合せ先：岡山県教育庁特別支援教育課
　　　　　　　　　　TEL　（086）226-7587
http://www.pref.okayama.jp/site/16/348568.html
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市町村主催では

岡山市中学校音楽
の集い

岡山市民会館
11月10日（土）

御津公民館祭り＆
獅子舞フェスタ

岡山市立御津公民館
11月7日(土)～11月8日（日）

第15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(火・祝)

美作学講座
美作大学
10月24日（土）

企画展「津山藩の
絵師 鍬形家と洋学
者」

津山洋学資料館
10月17日（土）～2月7日（日）

第61回井原市文化
祭

井原市民会館ほか
10月後半～11月

小学生子ども議会
高梁市議会　議場
11月10日（火）

備前市音楽祭
備前市市民センター
11月12日（水）

市内の小学校の代表生徒が市長等に住みよい街について質問す
る機会を通して、地方自治への関心やまちづくりへの参加意欲を
高めます。
■お問合せ先：高梁市教育委員会学校教育課
　　　　　   　　　TEL  (0868)21-1509
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/13.html

市内の小学校が合同で音楽発表会を行います。
■お問合せ先：備前市教育委員会
　　　　　   　　　TEL  (0869)64-1840

http://www.city.bizen.okayama.jp/busyo/kyouiku/gakkokyoiku/school_in
dex.html

津山市生涯学習講座として、美作大学と連携し、津山市史関連研
究から、「吉井川の筏」と題した講座を開催します。
■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://www.city.tsuyama.lg.jp/sections/index.cfm?footer=71

津山藩の絵師を務めた鍬形惠斎、赤子について、洋学者達との交
流という側面から紹介します。
■お問合せ先：津山洋学資料館
　　　　　   　　　TEL  (0868)23-3324

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

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.ibara.okayama.jp/cms-

市内中学校の生徒が一堂に会して音楽を発表します。音楽を通し
て「豊かな人間性を身につけた子ども」の育成を図っています。
■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

公民館クラブ受講生の学習成果、御津南小学校の和太鼓、御津中
学校の吹奏楽部の演奏及び、御津地域の獅子舞継承活動などを
発表するとともに、世代間・地域間の交流の場として開催します。
■お問合せ先：岡山市立御津公民館
　　　　　   　　　TEL  (086)724-1441
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/mitsu/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
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食育・基本的生活
習慣に関する作品
展

赤磐市立中央公民館
10月～12月

まにわ教育の日パ
ネル展

北房支局、久世公民館等
10月30日（金）～11月6日（金）

第10回　浅口市総
合文化祭

（鴨方会場）浅口市中央公民館等
（金光会場）浅口市金光公民館等
10月24日（土）、25日（日）

（寄島会場）
浅口市ふれあい交流館「サンパレ
ア」
10月31日（土）、11月1日（日）

和気町文化祭
和気町総合福祉センター
学び館　サエスタ
11月3日（火・祝）～8日（日）

第15回　里庄教育
を考える集い

里庄総合文化ホール「フロイデ」
電動中ホール
11月3日（火・祝）～8日（日）

矢掛町家庭学習強
化期間

11月20日（金）～26日（木）

勝央町家庭教育講
演会

勝央町公民館
11月13日（金）

読書フェスティバル
ロマン高原かよう総合会館
11月21日（土）

子どもたちが読書に親しむきっかけづくりとして、人形劇や読み聞
かせ、司書コーナー、手作り体験、読書の感想を書いたコメント賞
の掲示などのコーナーを設置します。
■お問合せ先：吉備中央町図書館
　　　　　   　　　TEL(0867)34-1115

http://www.town.kibichuo.lg.jp/?page_id=124

町民一般、教職員を対象に、子育てや家庭教育等について、講師
を招いて講演会を開催し、教育について考える契機とする。
■お問合せ先：里庄町教育委員会
　　　　　   　　　TEL(0865)64-7212

http://www.town.satosho.okayama.jp/

矢掛町の小・中学生に望ましい家庭学習習慣を身につけさせるた
め、小・中学校全校で「家庭学習強化期間」を設定し、家庭学習時
間とメディアの制限について目標を決め、学校と家庭が連携して取
組を行います。
■お問合せ先：矢掛町教育委員会
　　　　　   　　　TEL(0866)82-2100
http://www.town.yakage.lg.jp/kyouiku/kyouiku.html

家庭の教育力向上を目的に、岡山学芸館高校　森美智子先生を
講師にお迎えし、地域の子供と接するすべての大人を対象に、「家
庭の役割や身近な大人としての在り方」についてヒントをもらう機会
とします。
■お問合せ先：勝央町教育委員会
　　　　　   　　　TEL(0868)38-1753
http://www.town.shoo.lg.jp/new_list.php?busyo_cd=4

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：真庭市教育委員会学校教育課
　　　　　   　　　TEL  (0867)42-1087

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

園児・児童・生徒、各種社会教育団体、市民一般が各自の作品展
示や、芸能活動発表を通して、日頃の文化芸術活動の成果発表を
行い、地域文化の振興と相互の親睦を図ります。
■お問合せ先：浅口市教育委員会事務局文化振興課
　　　　　   　　　TEL  (0865)44-7055

http://www.city.asakuchi.okayama.jp/kurashi/kyoiku/gakko-index.html

和気町内の文化施設を活用し、町民による作品展示や舞台発表を
開催します。
■お問合せ先：和気町教育委員会社会教育課
　　　　　   　　　TEL(0869)88-9110

http://www.town.wake.okayama.jp/gyosei/education/

幼児が園で描いたり作ったりした作品や、児童生徒から夏季休業
中を利用して作品募集したものを展示し、地域住民への啓発を図
る。
■お問合せ先：赤磐市教育委員会学校教育課
　　　　　   　　　TEL  (086）955-0972

http://city.akaiwa.lg.jp/annai/index.html
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各種団体では

わくわく子どもまつ
り
ｉｎ　岡山ドーム

岡山ドーム
11月１日(日)

第10回職業講座
「高校生のハロー
ワーク2015」

県立岡山東商業高等学校
11月初旬

第40回　岡山県教
職員美術展

岡山県天神山文化プラザ
11月3日(火・祝)～8日(日)

県下一斉奉仕活動
県下各地
11月1日(日)～7日(土)

青空ひろば
ラダーゲッター

岡山県総合グラウンド　多目的
広場
11月21日（土）

施設の無償貸与
おかやま西川原プラザ
11月1日（日）～30日（月）

教職員関係団体が実施する会議や児童生徒作品展を対象に会議
室及びギャラリーを無償提供することにより、教育振興の県民運動
に参加します。
■お問合せ先：一般財団法人　岡山県教育会
　　　　　　　　　  TEL (086)272-1923

http://www.okakyoikukai.or.jp/

誰もが楽しめるレクリエーションスポーツ「ラダーゲッター」を体験し
てもらい、体を動かすきっかけの場を提供する。
■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/

県内の美術を愛好する教職員及び退職した教職員等が創作した
作品を展示・公開します。
■お問合せ先：岡山県教育職員互助組合
　　　　　　  　　　TEL （086）226－7603

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/152/

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します。
この活動を通して奉仕の精神を養います。
■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

岡山市内私立幼稚園１４園が子どもたちの遊びと体験活動の機会
を作り、子育て中の保護者への支援をします。
■お問合せ先：岡山市私立幼稚園協会
　　　　　　  　　　TEL （086）206－2112

http://www.city.okayama.jp/hofuku/kodomokikaku/jisedai0003.html

ロータリークラブのメンバーが講師となり、講義を行います。就職を
控えた生徒に、人生の先輩として、しょくぎょうの意義や重要性を考
えてもらう機会とします。
■お問合せ先：岡山ロータリークラブ
　　　　　　  　　　TEL （086）233－7300

http://okayama-rc.org/


