
第５２回「教育・文化週間」関連行事
27

石川県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

金沢市 ②
2010年第３回「オープンピアッツ
ア」

炭火でのバウムクーヘン作りに挑戦する。対象は幼児（保護者要）および
小学生。

10月23日 金沢星稜大学
金沢星稜大学人間科学部こ
ども学科

無料 http://www.seiryo-u.ac.jp/

金沢市 ③ 第57回日本伝統工芸展金沢展
厳正な鑑審査を経て選ばれた入選作のうち、約350余点を陳列。伝統工
芸の作品の魅力を伝えます。

10月29日～
11月7日

石川県立美術館

石川県教育委員会
日本放送協会
朝日新聞社
北國新聞社
社団法人日本工芸会

日本工芸会石川支部　076-265-3501

金沢市 ③ 第45回高専祭
金沢工業高等専門学校の学園祭は「高専祭」といいます。高専祭は今年
第45回の開催を迎えます。

１０月１６
日、１７日

金沢工業高等専門
学校

金沢工業高等専門学校 無料 076-248-1080

金沢市 ③ 「いしかわ金沢学」秋コース
金沢大学学生と金沢市民を対象とした文化体験プログラムで，秋コース
では紙漉きを体験します。

11月4日
吉野工芸の里（石
川県白山市）

金沢大学
留学生センター

http://cr.lib.kanazawa-u.ac.jp/kanazawa/
金沢大学留学生センター　　　藤澤　TEL：076-264-6195
Email:
mihofuji@adm.kanazawa-u.ac.jp

金沢市 ④
地域連携で加速するフィールド研
究～「能登オペレーティング・ユ
ニット」開設を記念して～

国立大学協会との共催により、大学改革シンポジウムを開催する。第１日
目は金沢大学でシンポジウムを開催し、第２日目はエクスカーションとして
本学の教育研究フィールドである能登半島を視察する。

11月4日・11
月5日

金沢大学、
能登半島

金沢大学、国立大学協会 無料
金沢大学地域連携推進センター
http://cr.lib.kanazawa-u.ac.jp/

金沢市 ③ 特別展「前身校の先達たち」
金沢大学の歴史を創った著名な出身者を取り上げ，本学の精神・理念の
源流を振り返ります。

10月15日～
11月12日

金沢大学資料館 金沢大学資料館 無料
【掲載予定】
（金沢大学資料館トップページ）
http://muse.w3.kanazawa-u.ac.jp/

金沢市 ③
企画展「Re+Exhibitionー第四高等
学校物理実験機器の魅力ー」

本資料館所蔵の四高物理実験機器（デジタル資料＋実物資料）と近代の
実験機器を比較展示し，物理学を身近に感じていただく機会とします。

10月29日～
10月31日

石川四高記念文化
交流館

金沢大学資料館 無料
【掲載予定】
（金沢大学資料館トップページ）
http://muse.w3.kanazawa-u.ac.jp/

金沢市 ③
写真展「よみがえる城内キャンパ
ス」

かつて金沢大学があった金沢城公園において，往時の懐かしい写真を展
示します。

10月29日～
11月11日

金沢城公園 金沢大学資料館 無料
【掲載予定】
（金沢大学資料館トップページ）
http://muse.w3.kanazawa-u.ac.jp/

金沢市 ② 教育研究発表会 公開授業　課題別協議会　講演会 10月30日
金沢大学附属小学
校

金沢大学附属小学校 無料 ０７６－２２６－２１１１ 第６１回

金沢市 ② 自由参観 授業等の参観
１１月２日～
１１月５日

金沢大学附属小学
校

金沢大学附属小学校 無料 ０７６－２２６－２１１１

金沢市 ②
平成22年度ふれてサイエンス＆て
くてくテクノロジー

　理学系，工学系で行われている研究の一端を見学できるだけでなく，展
示や体験コーナーを通して，子供から大人まで楽しんでいただく企画盛り
だくさんの行事です。

11月6日
金沢大学自然科学
棟

金沢大学理工学域 無料
金沢大学角間南地区事務部総務課総務第二係
　076-234-6830

金沢市 ①
生活設計・資産運用について考え
るシンポジウム

地域住民を対象に生活設計や資産運用の在り方について考えていただく
ためのシンポジウム

11月27日 未定
金融庁
北陸財務局

無料 http://www.fsa.go.jp/

金沢市 ④
北陸支部 学術講演会「電気エネ
ルギーシステムの未来象-なぜ今
スマートグリッドなのか-」

早稲田大学大学院の専門家により講演いただく。 11月25日

金沢大学 角間キャ
ンパス 自然科学研
究棟 大講義棟 レク
チャーホール

社団法人 電気学会 北陸支
部

無料

http://www2.iee.or.jp/ver2/hokuriku/sys/02-conference/04-10.html#j_1986

金沢大学　理工研究域　電子情報学系　田中　康規
TEL:076-234-4846
FAX: 076-234-4876
e-mail：
tanaka@t.kanazawa-u.ac.jp
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金沢市 ④
日本顕微鏡学会第54回シンポジ
ウム

顕微鏡で開くナノ材料・バイオ科学材料を主題とするシンポジウムです
11月11日～
11月13日

金沢文化ホール 社団法人日本顕微鏡学会 http://www.microscopy.or.jp/

金沢市 ①②
国際学類祭2010～英語フェスタ!!
～

国際学類在学生が高校生を対象に、英語で学類の魅力を紹介し（通訳
付）、留学生も交えた懇談会で交流を深めます。

11月6日
金沢大学角間キャ
ンパス

人間社会学域国際学類 無料 角間北地区事務部学生課学務第一係　℡（076）264-5461

金沢市 ①
一般公開
セイルドリル

・練習船（帆船）の船上、船内を順路に沿って公開。実習生が説明する。
・帆船のセイルを展帆する訓練を岸壁から見学出来る。

１０月下旬
金沢港
（海王丸）

独立行政法人航海訓練所 無料 http://www.kohkun.go.jp/

金沢市 ③
武蔵野美術大学地域フォーラム、
アート&デザイン2010石川「そとか
らうちから金沢ヌーボー」

本学卒業生のカーデザイナー和田智氏による講演やパネルディスカッショ
ンを行います。

11月13日
金沢21世紀美術館
シアター21

武蔵野美術大学・校友会 無料 ｈｔｔｐ://www.msb-net.jp/

金沢市 ② 学習発表会
今まで学んできた総合学習の発表や授業の中で学習してきた箇所を劇と
して発表（英語劇、日本語劇、聖書劇など）

11月6日
財団法人石川県文
教会館

北陸学院小学校 無料 http://www.hokurikugakuin.ac.jp/primary/hokusyou.htm

金沢市 ①
ＲＥＤeＣセミナー
「生きる力と食育」

・30分で焼き芋を焼く業を伝授、焼ける間役立つロープ縛りの実技講座
・サツマイモの魅力から食育の世界へ

10月30日 北陸学院大学
北陸学院大学地域教育開発
センター

http://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/img/pdf/REDeC.pdf

金沢市 ①
ＲＥＤeＣセミナー
「ハロウィンを体験！」

子どもたちに人気のハロウィンについて絵本を読んだり、trick or treatを
体験する。

10月30日 北陸学院大学
北陸学院大学地域教育開発
センター

http://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/img/pdf/REDeC.pdf

加賀市ほ
か

①③
建築文化週間
石川の文化財建造物と近代建築

石川県は加賀百万石の伝統をもつ金沢を中心として、加賀、能登にも独
自の文化を育んでいますが、ここでは特に近代建築についての見聞を広
めたいと思いますので、金沢を中心として加賀方面の文化財建造物と近
代建築を見学ます。

10月16日 加賀方面予定
社団法人　日本建築学会　北
陸支部

無料 http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2010/bunka2010sibu.pdf

参加費は無料だ
が、一部入館料
が別途必要とな
る

羽咋市 ①
コミュニケーション育成事業
「小・中交流宿泊体験学習」
～教え学びあう人間関係づくり～

　体験学習を通して，児童・生徒のコミュニケーション能力や他者理解能
力を育成し，児童・生徒間の相互理解を深めます。

11月9日～
11月10日

11月16日～
11月17日

国立能登青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://noto.niye.go.jp/
中学生・小学生
各200名

野々市町 ④
完全復元伊能図全国巡回フロア
展ｉｎ金沢工業大学

世界に分散していた副本、模写図から復元した伊能大図を巨大なフロア
に接続して展示します。

１０月２３
日、２４日

金沢工業大学第２
体育館

伊能忠敬研究会、社団法人
日本ウォーキング協会

無料 076-246-4784

野々市町 ③ 第43回工大祭
金沢工業大学の学園祭は「工大祭」といいます。地域密着型の学園祭と
してたくさんの方々が来場されます。

１０月２３
日、２４日

金沢工業大学扇が
丘キャンパス

金沢工業大学 無料 076-248-1100

津幡町 ①
公開講座「聴いて楽しむ村上春
樹」

村上春樹の作品を聴いて楽しみませんか？音楽を通して村上ワールドに
入っていきましょう。

10月30日
石川工業高等専門
学校

石川工業高等専門学校 http://www.ishikawa-nct.ac.jp/open/

津幡町 ① オープン・カレッジ
工学に触れる機会を提供します。つくる楽しさ，学ぶおもしろさを各学科で
体験してください。進学相談コーナーもあります。

10月30日～
10月31日

石川工業高等専門
学校

石川工業高等専門学校 無料 http://www.ishikawa-nct.ac.jp/kyoumu/opencollege/

津幡町 ③ 第４５回紀友祭
学生が企画・運営する学園祭です。今年のテーマは，「この指とまれ！」。
いろいろな企画や模擬店があります。

10月30日～
10月31日

石川工業高等専門
学校

石川工業高等専門学校 http://2st.jp/kys2010/
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