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全域 ①② おかやま教育の日

　岡山県では、１１月１日を「おかやま教育の日」、この日から一週間を「お
かやま教育週間」とし、県民の皆さんが教育に対する認識を高め、教育の
振興の気運を醸成し、その充実と発展を図るため、この期間には各市町
村教育委員会、学校等において、様々な取組が行われます。

11月1日か
ら7日

県下各地 岡山県教育委員会等 無料 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=11990

全域 ③
第25回国民文化祭・おかやま2010
主催事業

国民文化祭のメインイベントの主催事業は、文化庁、岡山県、県内市町
村及び文化団体等が主催し、さまざまな文化ジャンルの全６８事業を展開
します。

10月30日～
11月7日

岡山県内全市町村
文化庁，岡山県，県内市町村
及び文化団体等

http://okayama-kokubunsai.jp/index.html

岡山市 ①④ 第2回留学生国際シンポジウム
連携機関に在籍する留学生を主な対象に，企業関係者による基調講演
や国内外で活躍する既卒留学生によるパネルディスカッションなどを行い
ます。

11月3日
岡山大学自然科学
研究科棟２階大講
義室

「科学Tryアングル岡山」≪岡
山大学・岡山理科大学・倉敷
芸術科学大学・津山工業高
等専門学校・岡山県≫

無料 http://kto.cc.okayama-u.ac.jp/

岡山市 ①④
第3回産学官学際研究シンポジウ
ム

地元企業等との次世代学際研究の礎づくりを目的に，企業から講師を招
き，担い手である学生を主な対象に産業界の内容を伝え，より適切な人
材の流れを図ります。

11月10日
岡山大学自然科学
研究科棟２階大講
義室

「科学Tryアングル岡山」≪岡
山大学・岡山理科大学・倉敷
芸術科学大学・津山工業高
等専門学校・岡山県≫

無料 http://kto.cc.okayama-u.ac.jp/

岡山市 ③ 就実中学・高校定期演奏会 創立５０周年をむかえる本校吹奏楽部の定期演奏会。 11月14日
岡山シンフォニー
ホール

就実高等学校・就実中学校
吹奏楽部

http://www.shijitsu-h.ed.jp

岡山市 ①
「地域共創型」図書館絵本ﾐｭｰｼﾞｱ
ﾑのあゆみ

2010年国民読書年記念講演会として、基調講演を実施し、佐々木宏子先
生と「絵本ジンポジウム」を行います。

11月27日 (学)中国学園 (学)中国学園図書館 無料 岡山市北区庭瀬83                   086-293-2874
学生・学校・図書
館関係者・地域
一般

岡山市 ① わくわく子どもまつりin岡山ドーム
青少年団体と子育て支援団体が一同に会して子どもの体験活動と子育
て支援情報を発信する

11月7日 岡山ドーム
わくわく子どもまつりin岡山
ドーム実行委員会

無料
教育委員会
生涯学習課
086-803-1607

岡山市 ①
岡山オルガノン
地域活性化シンポジウム

地域に関する研究を行う研究者による事例報告、まちづくりに取り組む
人々とのパネルディスカッションを行います。

10月2日 岡山商科大学
岡山オルガノン地域活性化
委員会

無料
岡山オルガノン岡山商科大学オフィス
086-256-6670

岡山市 ①
「夢づくり・県立図書館フェスタ～
読書の秋　図書館からの贈り物」

第25回国民文化祭・おかやま2010協賛事業として、県民の読書活動推進
を目的に、講演会、企画展示、体験講座、おはなし会、ミニコンサート等の
様々な催しを行います。

10月30日か
ら11月7日

岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料 http://www.libnet.pref.okayama.jp/

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 1
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岡山市 ③
特別展「晴れの国の名宝－岡山
の国宝・重要文化財－」

「第２５回国民文化祭・おかやま2010」の開催を記念し、岡山ゆかりの国
宝・重要文化財を中心とする優れた文化財を一堂に公開します。

10月22日か
ら11月28日

岡山県立博物館 岡山県立博物館 http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/about.htm

岡山市 ③ 岡山・美の回廊
「第25回国民文化祭・おかやま2010」が本年開催されるのにあわせて、こ
の国民文化祭に協賛し、平安時代から現代に至るまで、約千年に及ぶ時
間を横断して、岡山ゆかりの美術を取り上げる展覧会を開催します。

10月8日か
ら11月7日

岡山県立美術館 岡山県立美術館 http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kenbi/schedule-h22.html

岡山市 ③ 重文岡山城月見櫓一般公開 重文岡山城月見櫓の内部を公開する。 11月3日 重文岡山城月見櫓 岡山市教育委員会 無料 http://www.city.okayama.jp/kyouiku/bunkazai/index.html

岡山市 ② 岡山市小学校音楽会 小学校での日頃の音楽活動の成果を発表し合う 11月9日 市民会館 岡山市教育委員会 無料
教育委員会
指導課
086-803-1590

岡山市 ④ 埋蔵文化財発掘調査速報展
昨年度、市内で発掘調査された遺物を、写真パネルや説明パネルととも
に展示する。

11月2日～
11月5日

市役所本庁舎１階
市民ホール

岡山市教育委員会 無料 http://www.city.okayama.jp/kyouiku/bunkazai/maibun.html

岡山市 ③ 岡山市芸術祭
幅広いジャンルの文化団体や市民グループが参加する総合的な芸術文
化フェスティバルです。

9月5日～12
月12日

市内各所 岡山市芸術祭実行委員会 http://www.city.okayama.jp/art/index.htm

岡山市 ③ 池田家文庫絵図展
江戸時代の岡山藩の行政資料を中心とした池田家文庫。その貴重な資
料の一部を展示します。

11月16日～
11月28日

岡山市デジタル
ミュージアム

岡山市他 無料 http://www.city.okayama.jp/okayama-city-museum/kikakuten/kikakuten.html

岡山市 ③
特別展『ペルシアの宝物―至高の
ガラスと銀の世界ー』

サーサーン朝の文物を中心にサーサーン朝文化の精華を紹介する特別
展。

９月22日～
11月７日

岡山市立オリエント
美術館

岡山市立オリエント美術館 http://www.city.okayama.jp/orientmuseum/

岡山市 ③ 商大祭
「開かれた大学」として、地域住民、他大学生、高校生等、誰もが参加でき
る、楽しめる大学祭です。
（サークル・留学生模擬店、学生企画ステージ、プロコンサート等）

10月30日
～31日

岡山商科大学 岡山商科大学 無料
岡山商科大学
086-252-0642

岡山市 ③ Fantasy～長岡功ピアノリサイタル
シューマン，スクリャービン，シューベルトの〈幻想〉に関わる作品を取り上
げたピアノリサイタルです。また，おかやま国民文化祭応援事業の一つで
もあります。

11月3日
岡山テルサ｢テルサ
ホール｣

岡山大学教育学部音楽教育
講座

primaveraariablu@ybb.ne.jp

岡山市 ④ 岡山大学知恵の見本市２０１０
本学教員の研究成果の展示，外部講師による特別講演，産学連携コー
ディネータによる技術相談，研究室・施設見学等を行います。

11月5日
岡山大学創立５０
周年記念館

岡山大学研究推進産学官連
携機構

無料 http://www.okayama-u.net/renkei/

岡山市 ③
第３３回岡山大学農学部フェア・収
穫祭

農学部フェアは農学部の教育・研究内容を幅広く公開し，交流を促進する
企画で，収穫祭は学生組織主催の学部祭です。

11月6日～7
日

岡山大学農学部 岡山大学農学部 無料 http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/campus01.htm

岡山市 ②
岡山大学公開講座「池田家文庫
絵図をもって岡山後楽園を歩こう」

岡山大学附属図書館所蔵の江戸時代の後楽園絵図をもって現在の後楽
園を巡る，歴史初心者向けの教養講座です。

10月23日 岡山後楽園 岡山大学附属図書館 http://www.lib.okayama-u.ac.jp/

参加者上限20名
※応募多数の場
合，抽選により参
加者を決定しま
す。

岡山市 ③ 池田家文庫絵図展
江戸時代の岡山藩の行政資料を中心とした池田家文庫。その貴重な資
料の一部を展示します。

11月16日～
28日

岡山市デジタル
ミュージアム

岡山大学附属図書館，岡山
市デジタルミュージアム

無料 http://www.lib.okayama-u.ac.jp/

岡山市 ①② 岡山大学理学部オープンスクール
学部，学科及び研究施設の紹介，研究室見学，公開授業，所属教員によ
る講演会を行います。

11月20日 岡山大学理学部 岡山大学理学部 無料
岡山大学自然系研究科等事務部理学部事務室教務担当
TEL：086-251-7778

岡山市 ④ ＯＵＳフォーラム 産学連携のイベント 11月24日 岡山プラザホテル 岡山理科大学 無料 http://www.ous.ac.jp/renkei/

岡山市 ① わくわく科学の広場 科学イベント（小・中） 11月21日 岡山理科大学
岡山理科大学
科学ボランティアセンター

無料 http://ridai-svc.org/

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 2



第５２回「教育・文化週間」関連行事

岡山県

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

岡山市 ②
全国科学教育ボランティア研究大
会

ボランティア実験者の会合
11月27日～

28日
岡山理科大学

岡山理科大学
科学ボランティアセンター

無料 http://ridai-svc.org/

岡山市 ① 理科教育研修講演会 文部科学省研究官を招き学習指導要領についての講演 10月16日
岡山理科大学
理大ホール

科学Ｔｒｙアングル岡山 無料 http://kto.cc.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学主幹

岡山市 ④ わくわく科学の広場 科学実験イベント 10月23日 岡山理科大学 科学Ｔｒｙアングル岡山 無料 http://kto.cc.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学主幹

岡山市 ① 学部公開講演会 漢字と日本人について講師高島俊夫 11月13日
山陽学園大学、山
陽学園短期大学

山陽学園大学 無料 http://www.sguc.ac.jp/

岡山市 ① 公開講座 家庭でできる予防の簡単な運動（解説と実習） 11月6日
山陽学園大学、山
陽学園短期大学

山陽学園大学、山陽学園短
期大学

無料 http://www.sguc.ac.jp/

岡山市 ① 公開講座 メタボ予防の食事のポイント 11月6日
山陽学園大学、山
陽学園短期大学

山陽学園大学、山陽学園短
期大学

無料 http://www.sguc.ac.jp/

岡山市 ① 公開講座 楽しいコミュニケーション上手な話の聴き方 11月16日
山陽学園大学、山
陽学園短期大学

山陽学園大学、山陽学園短
期大学

無料 http://www.sguc.ac.jp/

岡山市 ① 就実オータム・アカデミー２０１０
本学園の教員や学外の一線で活躍される研究者等が講師の岡山県の武
芸とスポーツをテーマにした講演会。最後に修了式もある。

11月4日～
11月6日

就実大学・就実短
期大学

就実学園 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ① 就実公開講座文化財講座
歴史と文化探訪の旅シリーズで、今回は広島県尾道市の寺院・博物館を
本学教員の案内で見学する。

10月30日 広島県尾道市 就実大学・就実短期大学 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ① 親子ふれあいタイム
本学教員・専任保育士、学生と一緒に子ども同士・親同士の交流や親の
学び講座、子育て相談を実施する。

10月22日、
10月29日、
11月5日、11
月13日、11

月19日

就実大学・就実短
期大学

就実大学・就実短期大学 無料 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ① 就実公開講座 「文学と動物」をテーマにした本学教員による公開講座。
11月6日、11
月13日、11

月20日

就実大学・就実短
期大学

就実大学・就実短期大学 無料 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ① 勉強会「瀬戸内の歴史と文化」 岡山県瀬戸内市の歴史と文化について本学教員と一緒に学び合う。 11月6日
就実大学・就実短
期大学

就実大学・就実短期大学図
書館

無料 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ④ 英文学会講演会 第一線で活躍する研究者を講師に招いての講演会。 11月13日
就実大学・就実短
期大学

就実大学英文学会 無料 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ④ 表現文化学会講演会 第一線で活躍する作家・評論家・研究者を講師に招いての講演会。 11月13日
就実大学・就実短
期大学

就実大学表現文化学会 無料 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市 ① 就実やんちゃきっず
就学前のお子さんと保護者を対象に本学学生・教員がパネルシアター・リ
ズム体操・オペレッタ等を行って親子でふれあう。

10月30日
就実大学・就実短
期大学

就実短期大学幼児教育学科 無料 http://www.shujitsu.ac.jp

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
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岡山市 ③
第２５回国民文化祭・
おかやま２０１０

各種文化活動の日頃の成果を全国規模で発表し，競演し，交流する機会
を提供する日本最大の文化の祭典です。
岡山市では８事業が行われます。

10月30日～
11月7日

市内各所
第２５回国民文化祭岡山市
実行委員会

http://www.city.okayama.jp/shimin/bunka/kokubunsai/index.htm

岡山市 ① 中国学園公開講座2010
ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞNIWASE～食と健康の世界へ迷い込もう～　【食べものの世
界・からだの世界】に分け、子供から大人まで楽しみながら学べる７つの
ｺｰﾅｰを開催します。

10月16日～
17日

(学)中国学園 中国学園大学現代生活学部 無料 岡山市北区庭瀬83　　　　        086-293-0247
どなたでも参加可
能

岡山市 ① 中国学園公開講座2010
子どもの遊びと子育て支援.親子で楽しく遊べる様々なｺｰﾅｰや科学遊び
としてﾍﾞｯｺｳｱﾒを作ったり、音楽を聴いて歌って楽しみます。また、子育て
に関する相談を個別に受けます。

10月16日～
17日

子育て相談
は10/17の

み

(学)中国学園 中国学園大学子ども学部 無料 岡山市北区庭瀬83　　　　      086-293-2831
どなたでも参加可
能

岡山市 ①
リカレント研修会・懇談会「幼児期
のリトミック」

保育士・幼稚園教諭を対象に、専門職の資質向上を目的とした研修会で
す。

10月17日 (学)中国学園 中国短期大学保育学科 無料 岡山市北区庭瀬83     086-293-0753
保育士・幼稚園
教諭など

岡山市 ① この指と～まれ
吉備公民館と共同し、0・1･2歳児とその親を対象の子育て支援で、仲間
作りと共に親教育のためのミニ講義を実施します。

11月26日 (学)中国学園 中国短期大学保育学科 無料 岡山市北区庭瀬83                   086-293-0753
0･1･2歳児とその
親

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等

10月15日～
10月18

日,10月30
日～10月31

日

妹尾公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/senoo/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等

11月13日～
11月14日、
11月20日～
11月21日

津高公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/tsudaka/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月16日～
10月17日

中央公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/tyuuou/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月16日～
10月17日

旭東公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/kyokutou/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月23日～
10月24日

北公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/kita/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月23日～
10月24日

足守公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/ashimori/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月23日～
10月24日

大元公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/oomoto/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月30日～
10月31日

操南公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/sounan/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
10月30日～
10月31日

東山公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/higashiyama/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月12日～
11月13日、
11月15日

瀬戸公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/seto/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月12日～
11月14日

万富公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/mantomi/

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 4
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岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

岡南公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/kounan/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

岡西公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/kouzai/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

西大寺公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/saidaiji/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

一宮公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/ichinomiya/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

高松公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/takamatsu/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

福田公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/fukuda/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

旭公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/asahi/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

岡輝公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/kouki/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

御津公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/mitsu/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

灘崎公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/nadasaki/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月13日～
11月14日

建部町公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/takebe/

岡山市 ① 平成22年度公民館文化祭 公民館クラブ・講座生や地域住民による作品の展示・実演発表等
11月6日～
11月7日

富山公民館 文化祭実行委員会 無料 http://kouminkan.city.okayama.jp/tomiyama/

倉敷市 ①
公開講座「クイズで考える環境問
題」

環境問題の最近の動向・捉えるべきポイントを解説、クイズや自己のエコ
度チェックを通して理解を深めます。

10月16日
（土）

岡山学院大学・岡
山短期大学

岡山学院大学・岡山短期大
学

http://www.owc.ac.jp/2010koukai.html

倉敷市 ①
公開講座「食品の色とおいしさの
科学」

食品の色とおいしさの関係について、実際の調理例を示しながら、わかり
やすく解説します。

10月16日
（土）

岡山学院大学・岡
山短期大学

岡山学院大学・岡山短期大
学

http://www.owc.ac.jp/2010koukai.html

倉敷市 ③ 国民文化祭
岡山で開催される第25回国民文化祭文化事業の一環として、「おかやま
物語」展を開催いたします。

10月5日～
11月7日

加計美術館 加計美術館 http://edu.kake.ac.jp/kakebi/

倉敷市 ③ 「雪舟墨彩画公募」展
雪舟の功績をたたえ、総社市が優れた墨彩画作品を公募し、入選した作
品の展覧会を開催いたします。

11月10日～
11月28日

加計美術館 加計美術館 無料 http://edu.kake.ac.jp/kakebi/

倉敷市 ④ がん治療最前線 粒子線治療法という、手術をせずにがんを治す最新療法に関する講座 11月13日
川崎医療
短期大学
体育館101教室

川崎医療短期大学 無料 http://www.kawasaki-m.ac.jp/jc/kouza/document/H22kkouza3.pdf

倉敷市 ① 殿様の日常生活 池田綱政の大名生活に関する講演会 11月13日
川崎医療
福祉大学
講義棟

川崎医療福祉大学 無料 http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/extension/04-03.php

倉敷市 ①④
第10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を一日無料開放し、自然史（生物・地学）分野に
かかわる様々なイベントを通じて、幅広い年齢層を対象に普及を図りま
す。

11月3日
倉敷市立自然史博
物館

倉敷市教育委員会 http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/index.htm

倉敷市 ①
第19回特別展「岡山県のレッド
データ生物」

今，岡山県で絶滅が心配されている生き物たちを紹介します。
7月17日か
ら11月7日

倉敷市立自然史博
物館

倉敷市教育委員会 http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/index.htm

津山市 ①② 教育座談会 教育問題についての座談会を開催します。
11月2日（予
定）

津山教育事務所 津山教育事務所 無料 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=214

津山市 ③ 文化祭（弥生祭） 文化祭
10月30日～
10月31日

津山工業高等専門
学校

津山工業高等専門学校 無料 http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 5
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津山市 ③
国文祭つやま記念企画展「西東三
鬼」

津山出身の俳人西東三鬼に関する資料を展示します。
10月9日か
ら11月10日

津山郷土博物館 津山市教育委員会 http://www.tvt.ne.jp/~tsu-haku/index.html

津山市 ③ 企画展「日本が描いた異国」
江戸の人々が異国をイメージする上で大きな役割を果たした印刷物に着
目し、日本人が抱いた異国像の変遷をたどります。

10月9日か
ら11月14日

津山洋学資料館 津山市教育委員会 http://www.tsuyama-yougaku.jp/top.html

井原市 ③ 第５６回井原市文化祭
井原文化協会会員の皆さんが、日頃の学習や取り組みの成果を発表す
る秋の目玉イベントです。

11月6・7日
井原市民会館・井
原婦人会館

井原市教育委員会 無料 http://www.city.ibara.okayama.jp/cms-sypher/www/section/detail_print.jsp?id=45

高梁市 ②
公開講座
「リラクゼーション講座」

生活の中にアロマを取り入れる方法を実践を通して学ぶ。アロマグッズの
作成やベビーマッサージの効果からホスピスケアにむけての講義等

10月16日 吉備国際大学 吉備国際大学 http://kiui.jp/pc/news/h22kokaikoza.pdf

高梁市 ②
公開講座
「日本刀をたずねて」

吉備の国として栄えた岡山県が政治経済的に破綻することで文化的に千
年の栄光をつかんだ。その文化の真髄を刀剣を通して探る。

11月14日 備前刀博物館等 吉備国際大学 http://kiui.jp/pc/news/h22kokaikoza.pdf

高梁市 ②
公開講座
「エアロビを楽しむ」

中山間地域では開催されていない運動講座を通し、大学と地域をつなげ
る。

(9/27,10/4)
10/18、25

11/1

順正学園
第一体育館

吉備国際大学 http://kiui.jp/pc/news/h22kokaikoza.pdf

高梁市 ③
秋の企画展
｢備中漆の美ー復興と現在」

備中漆の歴史と現在を紹介しながら、日本の伝統文化の粋とも言うべき
漆工芸の魅力を伝えます。

10月22日か
ら12月5日

高梁市成羽美術館 高梁市教育委員会 http://www.kibi.ne.jp/~n-museum/index.html

新見市 ① 岡山県生涯学習大学
岡山県から新見公立大学が委託を受け行う講座(4回開催)です。
講座名は、「共に生きる社会にむけて」です。

10/8(金)～
11/5(金)

新見市学術交流セ
ンター

新見公立大学
新見公立大学
学務課
電話0867-72-0634

備前市 ③ 第11回ライトアップ
国宝の講堂をバックにうかびあがる、紅と黄の２本の楷の木の紅葉は圧
巻です。近隣市町村の物産販売や郷土芸能のステージなどもあります。

10月30日か
ら11月7日

特別史跡旧閑谷学
校

特別史跡旧閑谷学校 http://shizutani.jp/shiseki_2010/index2.html

赤磐市 ③ 企画展 考古資料を中心に赤磐市の歴史を紹介する展示会を開催します。
10月15日か
ら12月10日

赤磐市山陽郷土資
料館

赤磐市教育委員会 無料 http://akaiwa-rekishi.sakura.ne.jp/sanyo/sanyo.html

浅口市 ①④
特別展「ガリレオの天体観測から
400年－宇宙の謎を解き明かす
－」

明らかになってきた宇宙の姿を紹介します。昨年の「世界天文年」を記念
して全国各地を巡回した展示です。

10月16日か
ら11月28日

岡山天文博物館 浅口市教育委員会 http://www.city.asakuchi.okayama.jp/museum/index.html

和気町 ③ 和気町文化祭
自主講座や文化協会団体が日頃の成果を作品や舞台発表にして広く町
民に見ていただくものです。

10月下旬か
ら11月14日

学び館「サエスタ」
ほか

和気町教育委員会 無料 和気町教育委員会社会教育課(0869-88-9110)

美咲町 ③ キャンドルコンサートin美咲町
小中学生のグループを含め、地域の各種団体や個人が歌や音楽発表を
行います。

10月30・31
日

柵原ふれあい鉱山
公園

美咲町教育委員会 無料 美咲町教育委員会(0868-66-2873)

吉備中央
町

③ 絵画展 小学生等による庭がテーマの絵画を展示します。
10月30日か
ら11月7日

きびプラザ 吉備中央町教育委員会 無料 http://www.town.kibichuo.lg.jp/index.php?action=pages_view_main&block_id=1578&page_id=359&active_action=announcement_view_main_init#_1578

吉備中央
町

① カワセミクラブ 季節の自然観察を行います。 11月3日
国立吉備青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

無料 http://kibi.niye.go.jp/
小学生とその家
族　３０組（６０名）

吉備中央
町

①
小学校長期自然体験活動指導者
養成研修

　農山漁村における農業体験や「小学校の長期の自然体験活動」におい
て，教育効果の高い自然体験・生活体験活動の機会を提供するための
指導者を養成します。

10月30日～
10月31日

11月20日～
11月21日

国立吉備青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://kibi.niye.go.jp/

青少年教育関係
者，学校教育関
係者，その他自
然体験活動に興
味・関心のある者
で，自然体験活
動指導者として登
録する意志のあ
る者（18才以上）
20名

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 6
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吉備中央
町

① 吉備の森アドベンチャーキャンプ
ツリーイング、マウンテンバイク、天体観測、クラフト、雪合戦、カプラ等を
行います。

11月6日～
11月7日

国立吉備青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://kibi.niye.go.jp/

小中学生とその
家族、体験活動
指導者、青少年
団体関係者（６０
名）

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 7


