
取組名
開催場所
日にち

県北スマホサミット
2020

県立津山中学校体育館
10月24日（土）

　スマートフォンの利用について、中学校16校の生徒がポスター
セッションや話し合いを通して各校の取組を交流する。

サイエンスチャレン
ジ岡山２０２０

岡山大学
11月21日（土）

　高等学校等の生徒を対象とした理科・数学等の複数分野のチー
ム対抗の競技会を開催し、団体で協力して課題に取り組む機会を
設けることにより、科学に関する更なる興味・関心の高揚及び学力
の向上を図る。

　教育週間を中心に、県下全域での「早ね早おき朝ごはん」県民運
動の実施により、生活リズム向上に社会全体で取り組む気運を盛
り上げる。

県下全域
11月中

岡山県天神山文化プラザ
11月3日（火）～11月8日（日）

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

きらり輝け！高校
生キャリア教育フェ
ア２０２０

イオンモール岡山
11月7日（土）

令和２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

取組概要

「ぱっちり！モグモ
グ」生活リズム向上
キャンペーン月間

第45回岡山県教職
員美術展

県主催では

「地域と連携した
『高校の魅力化』
フォーラム」

ピュアリティまきび
10月26日（月）

　高等学校の魅力づくりに向け、地域と連携した教育活動を実践し
ている学校による事例発表等を行うことで、成果を共有するととも
に、地域と連携した取組の一層の充実を図る。

おかやま民俗芸能
フェスティバル

旧閑谷学校
11月22日（日）

　岡山県内の貴重な民俗芸能を公開して、その価値を広く一般に
周知する機会とし、民俗芸能の保存や振興、文化の交流、地域の
文化振興等に役立てる。

広く県民に対して高等学校の取組や学科の特色について周知を図
るため、学科ＰＲ動画の紹介を行うとともに、県立高等学校の魅力
をパネル展示にて紹介する。

　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・公開する。

岡山物理コンテスト
２０２０

岡山理科大学
10月17日（土）

　中高生を対象に、思考力や判断力を必要とする物理の問題を解
く機会を提供することで、物理に対する興味関心を高める。

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


取組名
開催場所
日にち

令和２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

取組概要

県主催では

＜展覧会＞
THE備前-土と炎か
ら生まれる造形美-

岡山県立美術館
10月10日（土）～11月8日（土）

　赤松麟作（1878－1953）は津山市に生まれました｡83年に大阪へ
転居します。東京美術学校西洋画科を卒業したのち、1901年の第6
回白馬会展に、《夜汽車》（東京藝術大学蔵）を出品して高い評価
を得ました。04年には帰阪して同地の画壇で終生活躍します。当
館所蔵品を生かしつつ、国内にある代表作を取り上げる、17年ぶり
の回顧展です。

https://okayama-kenbi.info/

　本展は国立工芸館館長唐澤昌宏氏の監修により選りすぐられた
作品の展覧会で、東京、栃木、山口、滋賀、兵庫、愛知といった各
地の窯業地を巡回し、《無釉焼き締め陶》という備前焼の個性を強
く全国にアピールするものです。本拠地である岡山会場では巡回
作品約150点と、岡山県立博物館が所蔵する大壺やすり鉢、個人
所蔵の珍しい彩色備前や青備前の細工物など約80点も展示し、幅
広い備前焼をご紹介します。

　県古代吉備文化財センターと連携して行う、古墳の造られた時代
に関する知識と理解を深めるための講座。吉備の考古学講座「こう
もり塚古墳の時代」（全３回）の第２回。

古代吉備文化セン
ター連携講座

岡山県立図書館
11月21日（土）

　県立図書館の特色である主題別６部門の専門性を生かし、各部
門が関係機関等と連携し講座を開講する。
　10月3日：「音と遊ぼう♪音楽と遊ぼう🎶」
　11月28日：「子どもの成長を考える（仮）」

岡山県古代吉備文化財センター
10月7日(水)～4月18日(日)

津島やよい広場
10月24日(土)～10月25日(日)

岡山県立図書館
10月31日（土）～11月8日（日）

　県内で出土した信仰に関わる品々を展示して、そこに込められた
願いや祈りを紹介することにより、県民が先人の生活・文化に関心
を深める契機とする。

岡山県立図書館
10月3日（土）、11月28日（土）

＜展覧会＞
赤松麟作展

岡山県立美術館
9月26日（土）～11月3日（火）

津島遺跡やよいま
つり

県立図書館とこと
ん活用講座

県立図書館フェスタ

　県民の方に図書館を身近に感じ親しんでいただくため、期間中を
通じて、コンサート、体験講座、展示等の多彩なイベントを開催す
る。

　やよい体験（火起こし、勾玉づくりなど）やクイズラリーなどを通し
て、国史跡津島遺跡を身近に感じる機会を提供する。

http://www.pref.okayama.jp/site/kodai/

https://okayama-kenbi.info/

企画展２
「祈りの考古学」

http://www.pref.okayama.jp/site/kodai/

https://okayama-kenbi.info/#
http://www.pref.okayama.jp/site/kodai/#
https://okayama-kenbi.info/#
http://www.pref.okayama.jp/site/kodai/#


取組名
開催場所
日にち

令和２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

取組概要

県主催では

＜ワークショップ＞
きっず・ミュージア
ム・Lab／じゅにあ・
ミュージアム・Lab

岡山県立美術館
きっず・ミュージアム・Lab：
10月17日（土）・18日（日）
じゅにあ・ミュージアム・Lab：
10月10日（土）・11日（日）

　岡山県立美術館では、遊びや思考を通して「美術」や「美術館」と
出合う体験的プログラムを開催しています。
🔶きっず・ミュージアム・Lab＜10月＞「光る　〇〇〇！？」
🔶じゅにあ・ミュージアム・Lab＜10月＞「油絵のひみつ」

https://okayama-kenbi.info/

＜展覧会＞
Ｉ氏賞受賞作家展　
金孝妍・小林正秀・
中原幸治・吉行鮎
子

岡山県立美術館
11月8日（日）～12月20日（日）

　岡山県新進美術家育成「Ｉ氏賞」の第9・10回奨励賞受賞作家4人
による展覧会。伝統的な画材への探求から新たな絵画表現に挑む
金孝妍、自然や人の営みの中に潜む感覚を写真により再認識させ
る小林正秀、備前土の特性を見究め陶による造形に取り組む中原
幸治、イマジネーションによる絵画で独自の世界観を示す吉行鮎
子の作品をご覧いただきます。

https://okayama-kenbi.info/

＜展覧会＞
第67回日本伝統工
芸展岡山展

岡山県立美術館
11月13日（金）～11月29日（日）

　日本伝統工芸展は、日本の優れた工芸技術の保存と今日的な
活用を目的に開催されている国内最大規模の公募展で厳選された
優秀作品約280点を展覧します。また《岡山の美術展》で開催する
《もっと伝統工芸》では、近年寄贈された中川竹仙や佐官研斎ら昭
和初期に活躍した木工作家の作品をご紹介します。

https://okayama-kenbi.info/

https://okayama-kenbi.info/#
https://okayama-kenbi.info/#
https://okayama-kenbi.info/#


取組名
主催高校
日にち

第２７回東商デ
パート

岡山ドーム
11月21日（土）

所蔵品展
県立高梁高等学校

11月4日（水）～11月6日（金）

地域合同防災訓練
県立真庭高等学校落合校地

11月10日（火）

真庭ひとつなぎ
フォーラム

落合総合センター
11月14日（土）

備前焼登り窯焼成
県立東備支援学校

11月17日（火）～11月18日（水）
　焼成の様子を児童生徒ほか本校保護者、地域その他に開放し、
焼成見学や薪入れ体験を行う。

　地元企業との連携を図り、ビジネス教育の一環である仕入から販
売までの一連の業務及び会計処理や販売促進活動等、授業の学
習成果を体験学習で検証させ、ビジネス教育の推進を図る。

取組概要

県立学校主催では

令和２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

　本校生徒、落合小学校児童、真庭消防署、自衛隊、地域住民の
みなさんが参加しての合同防災訓練を実施する。

　生徒・保護者・教職員・地域住民が一堂に会し、真庭高校の取組
について理解していただくと共に地域住民からの意見も拝聴して、
地域における真庭高校の教育について考える。

　高梁高校の有終館に所蔵している山田方谷等の書画などを学校
図書館において一部を公開する。



取組名
開催場所
日にち

読書週間　
　
わくわくコンサート

岡山市立中央図書館
10月17日（土）

英語でえほんのじ
かん

岡山市立中央図書館
10月18日（日）

読書週間　
ぶっく ブック Ｂｏｏｋ

岡山市立中央図書館
10月31日（土）

電一郎先生のふし
ぎ電気実験教室

岡山市立中央図書館
11月7日（土）

こどもの本クイズ
2020秋

ライフパーク倉敷
10月24日（土）～11月8日（日）

自然史博物館 秋
冬スペシャル

倉敷市立自然史博物館
11月1日（日）～11月21日（土）

津山市子どもまつ
り

グリーンヒルズ津山
10月24日（土）

津山中央公園グラウンド
10月31日（土）

ひきこもりの理解と
支援のためのシン
ポジウム

津山市総合福祉会館
11月8日（日）

吉備の里ふれあい
ウォークラリー

清音福祉センター
11月8日（日）

重要文化財「備中
松山城二重櫓」築
城780年特別公開

備中松山城
11月1日（日）、11月3日（火）

令和２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

　子どもたちが、自身のアイディアとスタイルで遊びを楽しみ、発見
や創造する喜びを味わうプレーパークを実施する。

　原則としてオンラインで、基調講演とパネルディスカッションを開
催する。ひきこもり状態にある人への理解と支援の必要性を啓発
する。

取組概要

　自然に関する各種イベントを倉敷市立自然史博物館内で行う。

市町村主催では

　参加した子どもたちに、エコ工作を通して、環境について考える
きっかけ作りの場とする。

　読書週間に児童書を対象にしたクイズを作成し,来館した幼児・小
学生に挑戦してもらう。

　普段は外観しか見ることのできない重要文化財　備中松山城二
重櫓の内部を特別公開する。

　参加した子どもたちが、生の音楽を聴き、興味関心を抱く機会と
する。また、「きままなトリオ」の活動発表の場とし、子どもたちとの
交流機会を提供する。

　ボランティアグループ「おはなしグループモモ」さんのおすすめの
本を集めて表紙を見せて並べ、思い思いに手に取って楽しんでもら
う。希望があれば、その場で読み聞かせも行う。

　国際交流ボランティアの方を招き、英語の読み聞かせを楽しむこ
とにより、英語に親しむとともに、海外の文化を身近に感じる機会と
する。

　清音福祉センターを発着とした約４ｋｍのコースを３～５人のチー
ムでクイズ等をしながら歩き，得点を競い合う。



取組名
開催場所
日にち

令和２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

取組概要

市町村主催では

児島虎次郎没後90
年記念
白馬のゆくえ　近代
日本洋画の黎明

高梁市成羽美術館
9月5日（土）～11月29日（日）

青少年健全育成大
会

吉永地域公民館
11月15日（日）

歴史ウォーキング
赤磐市立山陽西小学校

11月21日（土）

企画展「赤磐の祭
り～豊作の祈り～」

赤磐市山陽郷土資料館
10月16日（金）～12月13日（日）

浅口市指定無形民
俗文化財「おわけ
祭り」の公開

小坂八幡神社
10月5日（木）

紅葉のアッケシソウ
一般公開

アッケシソウ自生地
10月15日（木）～10月24日（土）

備中no町家deクラ
ス　「町家で投扇興
体験」

浅口市かもがた町家公園
11月1日（日）

備中no町家deクラ
ス「町家でお茶の
点て方体験」

浅口市かもがた町家公園
11月8日（日）

地区公民館作品展
示及び町並み写生
大会作品展示

やかげ文化センター
10月27日（火）～11月8日（日）

町民ニュースポー
ツ大会

矢掛町総合運動公園
11月7日（土）

　町家の建物の中で、江戸時代から続く優雅な遊戯である投扇興
を行う。

　地区公民館のクラブ活動の成果発表，子どもの町並み写生の作
品展示を行う。

　年に一度の伝統行事の公開である。高さ約11ｍ、周囲24㎝の笹
が付いた青竹を囲むように円錐状に新稲藁で蔽った「おわけ様」の
前に、白い振袖に黒色の帯を締めた３人の当子が着座し、暗闇の
中で厳かに神事が行われる。

　浅口市指定天然記念物アッケシソウ自生地は、本州唯一の自生
地。秋には、アッケシソウの全体が緑から真紅に紅葉する。

　赤磐市の歴史、地域に関する展覧会を開き、考古資料や歴史資
料を公開する。本年度は市内の祭りを取り上げ、祭りに使われる獅
子頭などの道具を展示する。

　白馬会で活躍した画家たちと、同時代を生きた画家の代表作を
一堂に展示し、黎明期の日本洋画を顕彰する。

　町家クラスでは、備中圏域に残る歴史的な町並みの建築物を活
用し、江戸、明治、大正、昭和の伝統的な暮らし方、楽しみ方、遊
び方を体験する。町家でお茶の点て方体験は、お茶の点て方を気
軽に学ぶことができる体験会である。

　３世代交流グランドゴルフ大会を行う。

　小学生・中学生・高校生の意見発表や講演を通して、青少年健全
育成に関する理解と実践を高め、推進を図る。

　市内の文化財をウォーキングでめぐり、地域の歴史について学
ぶ。本年度は、岩田14号墳・野山古墳群をはじめとする山陽地区
周辺の文化財を紹介する。



取組名
開催場所
日にち

令和２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

取組概要

市町村主催では

生涯学習フェスティ
バル

奈義町文化センター
11月1日（日）～11月3日（火）

　町内の生涯学習教室及び幼稚園・小中学生が園内・校内生活で
制作した図画工作等を文化センターで一堂に展示する。



取組名
開催場所
日にち

第４９回世界連邦
岡山県児童生徒ポ
スター・作文コン
クール展示会、表
彰式

岡山県天神山文化プラザ
11月10日（火）～11月15日（日）

閑谷こども塾
岡山県青少年教育センター閑谷学校

11月29日（日）

岡山経済同友会第
20回教育フォーラ
ム

能楽堂ホール
11月19日（木）

岡山大学農学部収
穫祭・農学部フェア

岡山大学農学部
11月14日（土）、11月15日（日）

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）

文化祭茶会
円通寺

11月３日（火）

良寛まつり
円通寺

11月３日（火）

　俳句、短歌、英文俳句の表彰、箏曲、吟詠、舞踊などの奉納
　■問い合わせ先：玉島文化協会
　　　　　　　　　　　　 086-526-6633

　特別史跡旧閑谷学校の教育遺産を活用した「論語学習」を中心
に、閑谷の豊かな自然を活かした様々な野外活動を加えた体験活
動を年間通して行い、子どもたちに豊かな心情を育て、たくましい
心と体を培う。今回は、閑谷の自然の素材を活用して、作品を製作
する活動を取り入れる。
　■問い合わせ先：岡山県青少年教育センター閑谷学校
　　　　　　　　　　　　 0869-67-1427

　教育に関する講演やシンポジウムを開催する。
　■問い合わせ先：（一社）岡山経済同友会
　　　　　　　　　　　　 086-222-0051

　表千家、裏千家、煎茶の三流派によるお茶席の開催。茶の湯文
化の継承と普及を図る。
　■問い合わせ先：玉島文化協会
　　　　　　　　　　　　 086-526-6633

　収穫祭は，学生組織である収穫祭実行委員会が主催する学部
祭であり，農学部フェアは，収穫祭にあわせて農学部の教育・研究
内容を幅広く市民・青少年に公開し，交流を促進する企画である。
　■問い合わせ先：国立大学法人　岡山大学
　　　　　　　　　　　　 086-251-7007

令和２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

取組概要

各種団体では

　次代を担う青少年に平和の尊さと人類の一員としての意識を深
め“人間みな家族”“世界はひとつ”の精神を培い、世界連邦につ
いて理解を深め、平和教育に資するため、児童･生徒からポス
ター･作文を募集し、展示会、優秀作品の表彰を行う。
　■問い合わせ先：世界連邦岡山県協議会
　　　　　　　　　　　　 086-226-7601

　教職員関係団体等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
運動に参加する。
　■問い合わせ先：岡山県教育会
　　　　　　　　　　　　 086-272-1923


