
第５１回「教育・文化週間」
関連行事

山口県 42

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

日本機械学会　熱工学
部門

熱コンファレンス・プレセミナー
「地球環境と熱工学－エネル
ギー・廃棄物・リサイクル－

山口大学 常盤キャン
パス

山口県 宇部市 ④ 11月6日 http://www.jsme.or.jp/conference/tedconf09/

日本機械学会　熱工学
部門

熱工学コンファレンス2009
山口大学 常盤キャン
パス

山口県 宇部市 ④
11月7日，8

日
http://www.jsme.or.jp/conference/tedconf09/

宇部市教育委員会・宇部
文化連盟

宇部市芸術祭「邦楽演奏会」 宇部市文化会館 山口県 宇部市 ③ ○ 11月1日 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/bunka/7/geijutusai.html

宇部市教育委員会・宇部
文化連盟

宇部市芸術祭「俳画展」 宇部市文化会館 山口県 宇部市 ③ ○ 11月5～8日 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/bunka/7/geijutusai.html

宇部市、宇部市教育委
員会、琴と書道のコン
クール実行委員会

琴と書道のコンクール　第１９
回全国小・中学生書道公募展

宇部市楠総合セン
ター

山口県 宇部市 ② ○

１１月７日９
時～１７時
１１月８日９
時～１５時

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kusunoki/ed_kusu/

下関商業高等学校 中国地区図書館研究大会 下関商業高等学校 山口県 下関市 ② ○ 11月5・6日 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市教育委員会文化
財保護課

企画展『木の文化Ⅱ－古墳時
代の木器－』

下関市立考古博物館 山口県 下関市 ③ ○
10月8日～
11月29日

http://www.koukohaku.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市教育委員会文化
財保護課

勾玉作り教室 下関市立考古博物館 山口県 下関市 ③ 11月7日 http://www.koukohaku.shimonoseki.yamaguchi.jp/

下関市教育委員会 教育祭 下関市海峡メッセ 山口県 下関市 ② ○ 11月11日 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp

山口県
山口県総合芸術文化祭メイン
フェスティバル

シンフォニア岩国 山口県 岩国市 ③ ○
11月1日
～11月3日

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a19300/index/

シンフォニア岩国
ポール・モーリア・メモリアル・
コンサート2009

シンフォニア岩国 山口県 岩国市 ③ 11月 5日 http://sinfonia-iwakuni.com/

野焼き体験ワークショッ
プ
～古代人に挑戦～実行
委員会

野焼き体験ワークショップ～古
代人に挑戦～

（文化庁「文化芸術による創造
のまち」支援事業）

旧島地中学校グラウ
ンド

山口県 山口市 ① ○
11月7日～8
日

http://www.c-able.ne.jp/~kodomo-y/index.html

文書館 絵図を片手に街を歩こう 山口市 山口県 山口市 ① 10月17日 http://ymonjo.ysn21.jp/

文書館
吉田松陰没後150年記念吉田
松陰自賛肖像展

山口県文書館 山口県 山口市 ① ○
10月24日～
11月1日

http://ymonjo.ysn22.jp/

文書館
山口県文書館50年のあゆみ
展

山口県立山口図書館
ふるさと山口文学ギャ
ラリー

山口県 山口市 ① ○
10月31日～
12月27日

http://ymonjo.ysn25.jp/

文書館
国指定重要文化財大内版法
華経板木展

山口県立山口図書館
ふるさと山口文学ギャ
ラリー

山口県 山口市 ① ○
10月31日～
12月27日

http://ymonjo.ysn26.jp/

文書館 幕末維新アーカイブズ展
山口県立山口図書館
ふるさと山口文学ギャ
ラリー

山口県 山口市 ① ○
10月31日～
12月27日

http://ymonjo.ysn27.jp/

文書館
（小展示）焼け焦げた文書を救
え！

山口県文書館 山口県 山口市 ① ○
11月4日～
12月27日

http://ymonjo.ysn28.jp/

独立行政法人国立青少
年教育振興機構

ウイズ　ユア　スマイル
～君の笑顔はすばらしい～

国立山口徳地青少年
自然の家

山口県 山口市 ① 11月3日 http://tokuji.niye.go.jp/

独立行政法人国立青少
年教育振興機構

キッズわくわくキャンプ
国立山口徳地青少年
自然の家

山口県 山口市 ①
10月31日～
11月1日

http://tokuji.niye.go.jp/

山口大学理学部 サイエンスワールド2009
山口大学第２学生食
堂

山口県 山口市 ① ○
11月14日～
15日

http://www.sci.yamaguchi-u.ac.jp/sw/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。



第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

山口大学理学部

目で見て学ぶ活断層

（独立行政法人 日本学術振興
会「ひらめき☆ときめきサイエ
ンス～ようこそ大学の研究室
へ～KAKENHI」）

　　　山口大学理学
部・
　　　阿東町長門峡

山口県 山口市 ① ○ 11月14日 http://www.jsps.go.jp/hirameki/ht21000/ht21176.pdf

山口大学埋蔵文化財資
料館

企画展『土の中からコンニチワ
～山口大学発掘調査速報展
2009～』

山口大学埋蔵文化財
資料館

山口県 山口市 ③ ○
11月9日～1
月29日

  http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yuam-w/Shiryoukan.home/

山口大学時間学研究所
「時間学国際シンポジウム」東
アジアの暦と近代化

山口大学大学会館 山口県 山口市 ④ ○ 11月21日 http://www.rits.yamaguchi-u.ac.jp/

山口県立美術館
コレクション展(雪舟・香月泰
男・植木茂）

山口県立美術館 山口県 山口市 ③
10月27日
～11月29日
ほか

http://www.yma-web.jp/

山口県立山口博物館・
(財)山口県施設管理財団

植物教室(第2回)「秋の実りを
探そう」

維新百年記念公園 山口県 山口市 ① ○ 10月24日 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

山口県立山口博物館
考古学教室(第2回)「古代の勾
玉をつくろう！」

山口県立山口博物館 山口県 山口市 ① ○ 11月3日 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

山口県立山口図書館
月間資料展示　山口県の図書
館のあゆみ

山口県立山口図書館 山口県 山口市 ① ○
１０月１日～
１１月２２日 http://library.pref.yamaguchi.lg.jp

山口県・山口県教育委員
会

サイエンスやまぐち2009「第63
回山口県科学作品展」

山口県立山口博物館 山口県 山口市 ②
10月30日～
11月15日

http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

山口県・山口県教育委員
会

サイエンスやまぐち2009「第63
回山口県科学研究発表会」

山口県教育会館 山口県 山口市 ② ○ 11月10日 http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

財団法人山口県教育会
ほか２７団体

やまぐち教育の日・教育県民
大会

山口県教育会館 山口県 山口市 ①
○

11月1日

文書館 絵図を片手に街を歩こう 周南市鹿野 山口県 周南市 ① 10月31日 http://ymonjo.ysn24.jp/

徳山大学 講演会 徳山大学201教室 山口県 周南市 ① ○ 11月8日 http://www.tokuyama-u.ac.jp/

文書館 絵図を片手に街を歩こう 周防大島町 山口県
周防大島

町
① 10月25日 http://ymonjo.ysn23.jp/

劉薇ヴァイオリンコン
サート
実行委員会（長門市との
共催）

劉薇ヴァイオリン
コンサート

ラポールゆや 山口県 長門市 ③ 10月24日 http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/~rapport/

長門市立図書館 図書館まつり 長門市立図書館 山口県 長門市 ① ○ 11月3日 http://www.lib-nagato.jp/

香月泰男美術館
香月泰男ジュニア大賞
絵画展

香月泰男美術館 山口県 長門市 ③
10月25日
～
12月25日

http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/~kazukiyasuo/

（財）長門市文化振興財
団

松竹大歌舞伎
秋季公演

ルネッサながと 山口県 長門市 ③ 11月19日 http://www.renaissa-nagato.jp/

子ども読書地域スクラム
事業in yamaguchi実行委
員会

子ども読書フォーラム サンライフ萩 山口県 萩市 ① ○ 11月7日 http://library.pref.yamaguchi.lg.jp

山口県立萩美術館・浦上
記念館

アンリ・リヴィエール展
萩美術館・浦上記念
館

山口県 萩市 ③
10月20日
～12月6日

http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

山口県中学校文化連盟
山口県中学校文化連盟第５回
総合文化祭

・アクティブやない
・柳井市文化福祉会
館
・サンビームやない

山口県 柳井市 ② ○

和木町教育委員会 和木町「教師の日」 和木町文化会館 山口県 和木町 ② ○ 11月2日 http://www.town.waki.lg.jp/kyoiku/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。


