
第54回「教育・文化週間」関連行事
51

岡山県
都道府県 市区町村 類型 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

岡山県 全域 ①,② 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１
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1～7日 県下各地 岡山県教育委員会等 無料
http://www.pref.okay
ama.jp/page/274454.
html

岡山県 赤磐市 ③
永瀬清子展示室企画
展「家族の肖像－永瀬
清子の手紙を読む」

永瀬清子は筆まめで家族や友人と多くの手紙をやりとりしてい
ました。この展示室では、妻として母として清子が家族と交わし
た手紙を紹介します。

8月7日～11月25
日

永瀬清子展示室 赤磐市教育委員会 無料
赤磐市教育委員会社
会教育課　　　(086-
995-1360)

岡山県 井原市 ③ 第58回井原市文化祭
作品展、芸能発表、菊花展、文学部大会（俳句、短歌）を行い
ます。

10月後半～11月
開催予定

井原市民会館 井原市教育委員会 無料
井原市教育委員会文
化課(0866-62-9541)

岡山県 岡山市 ②
第22回全国産業教育
フェア岡山大会

県内外の専門高校生等の学習成果の発表、展示等を行いま
す。

11月10, 11日
岡山県総合グラウンド桃
太郎アリーナ等

岡山県教育委員会等 無料
http://www.sanfair-
okayama.com/

岡山県 岡山市 ①
夢づくり・県立図書館
フェスタ

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、展示等を行います。

10月30日～11月
11日

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

岡山県 岡山市 ③
特別展「邪馬台国の時
代～吉野ヶ里から唐
古・鍵、纒向まで～」

九州の吉野ヶ里や伊都国・奴国などの遺跡、大和の唐古・鍵
や纒向遺跡など邪馬台国に関わる遺跡や資料を紹介するとと
もに、当時の吉備の人々の生活や文化を取り上げ、邪馬台国
とのかかわりなどを紹介します。

10月19日～11月
25日

岡山県立博物館 岡山県立博物館
http://www.pref.okay
ama.jp/kyoiku/kenha
ku/hakubu.htm

岡山県 岡山市 ③ アートの今・岡山2012
様々なジャンルの選抜作家による岡山における現代美術表現
の「今」を県民の皆さんに紹介する企画展を開催します。

11月20日～12月2
日

岡山県天神山文化プラ
ザ

岡山県 無料
http://www.tenplaza.i
nfo/art_gallery/galler
y.html

岡山県 岡山市 ② 岡山市小学校音楽会
岡山市の全小学校が数年に一度は必ず参加して、日ごろの音
楽学習の成果をステージで発表したり、互いに鑑賞しあったり
するもの。

11月1日 岡山市民会館

岡山市教育委員会
岡山県小学校教育研究会
岡山支会音楽部会
岡山市小学校音楽教育研
究会

無料
教育委員会事務局指
導課
086-803-1592

岡山県 岡山市 ①
わくわく子どもまつりｉｎ
岡山ドーム

青少年団体や子育て支援団体が一同に会し、子どもたちの遊
びと体験活動の機会を提供するとともに、子育てに関する情報
と学びを発信します。

11月4日 岡山ドーム
わくわく子どもまつり実行委
員会

無料
岡山市教育委員会生
涯学習課
086-803-1607

岡山県 岡山市 ③
特別展「うつわとこころ
－フォルムとデザイン
－」

約200点の展示品により、オリエントのうつわのフォルムやデザ
インに焦点をあて、その特徴や歴史を紹介。

9月9日～11月11
日

岡山市立オリエント美術
館展示室

岡山市立オリエント美術館
岡山放送株式会社

http://www.city.okay
ama.jp/orientmuseum
/

岡山県 岡山市 ③
特別講演会「神にささ
げる杯－ワインと器の
歴史－」

講師：小泉龍人（国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究
員）

11月3日
岡山市立オリエント美術
館地下講堂

岡山市立オリエント美術館
http://www.city.okay
ama.jp/orientmuseum
/
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岡山県 岡山市 ③ 岡山市芸術祭

　本市で最も伝統のある総合的な芸術文化フェスティバル。第
50回という節目の年を迎え、記念事業も開催予定。
（主な事業）
　・ミュージカルファンタジー後楽園
　・まちアートプロジェクト

9月1日～12月16
日

岡山市立市民文化ホー
ル　など

岡山市芸術祭実行委員会
（岡山市、財団法人岡山市
スポーツ・文化振興財団）

http://www.city.okay
ama.jp/art/

岡山県 岡山市 ③
赤色エレジーから小梅
ちゃんまで　現代の抒
情画家　林静一展

漫画、アニメ、イラストから日本画まで幅広く活動してきた林静
一氏の多彩な活動を紹介します。

10月1日～ 11月4
日

岡山シティミュージアム
岡山シティミュージアム，山
陽新聞社

http://www.city.okay
ama.jp/okayama-
city-museum/

岡山県 岡山市 ③
林静一展
ギャラリートーク

学芸員による林静一展の展示解説を行います（林静一展入場
者対象）。

10/13・
10/20・
10/27・
11/3

岡山シティミュージアム
岡山シティミュージアム，山
陽新聞社

http://www.city.okay
ama.jp/okayama-
city-museum/

岡山県 岡山市 ③
第１回
シティミュージアム講座

常設展示から、足守藩木下家資料などについての講座を行い
ます。

10月28日 岡山シティミュージアム 岡山シティミュージアム 無料
http://www.city.okay
ama.jp/okayama-
city-museum/

定員80名
先着順

岡山県 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。今年
度は「日本六十余州図」から全国の特徴ある絵図を展示しま
す。

11月10～25日 岡山シティミュージアム
岡山シティミュージアム，岡
山大学附属図書館

無料
http://www.city.okay
ama.jp/okayama-
city-museum/

岡山県 岡山市 ③
池田家文庫絵図展講
演会

元京都大学教授　藤井譲治先生を講師にお迎えし、講演会
「徳川家光と日本」を行います。

11月18日 岡山シティミュージアム
岡山シティミュージアム，岡
山大学附属図書館

無料
http://www.city.okay
ama.jp/okayama-
city-museum/

定員80名
先着順

岡山県 岡山市 ①

山陽学園文化セミナー
｢ナースの健康チェック
～心を元気にする言葉
のチェック～」

言葉とストレスの関係を学び、言葉の表現法を工夫して、癒し
の言葉を使えるようにする講座です。

10月20, 27日, 11
月10日

山陽女子中学校・高等
学校　上代淑記念館

山陽学園文化セミナー事務
局

086-272-1181
文化セミナー事務局

岡山県 岡山市 ①

2012年山陽学園大学
看護学部公開講演会
「脳の健康-愛と笑いと
ユーモアを-

山陽学園大学で毎年開催している公開講演会として今年は、
癒し、笑い、ユーモアを取り入れ、病院の新しい文化を創造し
ている岡山旭東病院、土井章弘院長による、笑って健康にな
る講演会です。

11月10日
山陽学園大学　本館301
教室

山陽学園大学看護学部看
護学科

無料
086-272-6254
総務課

岡山県 岡山市 ④
岡山大学知恵の見本
市2012

本学教員の研究成果の展示及びプレゼンテーション、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等
を行います。

11月2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/

岡山県 岡山市 ③
池田家文庫絵図展「日
本六十余州図について
（仮題）」

岡山大学所蔵の池田家文庫から、寛永10年に収納された国絵
図の模写本である｢日本六十余州図｣の展示を行います

11月10～25日
岡山市シティミュージア
ム

岡山大学附属図書館
岡山市シティミュージアム

無料 086-251-7322

岡山県 岡山市 ②
岡山大学大学院保健
学研究科オープン
フォーラム2012

大学院・大学を目指す皆さんへ「保健学の魅力」をテーマに、
シンポジウム・特別講演・招待講演などが行われます。

10月27日
岡山大学創立五十周年
記念館

岡山大学大学院保健学研
究科

無料

http://www.okayama
-
u.ac.jp/user/fhs/foru
m/forum.html

事前に参加登録が必
要（締切10月18日）
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

岡山県

岡山市
倉敷市
玉野市
赤磐市

③ 岡山芸術回廊

後楽園・岡山城を中心とした岡山カルチャーゾーン一帯で、現
代芸術家の作品をはじめ、演劇・ダンス、音楽など多彩な表現
により、おかやま文化を発信するとともに、街を巡る人々が、文
化を感じ、楽しむことで、新たな文化の創造と文化を核とした地
域づくりを目指すアートプロジェクトです。

11月3日～12月2
日

岡山後楽園、岡山城等 岡山県
http://okayama-
kairo.jp/

岡山県
岡山市
中区

①
操山　里山サミット２０１
２

里山つくりを進めている個人グループの活動報告とネットワー
クつくり

10月27日 就実・森の学校 就実学園本部
http://www.shujitsu.a
c.jp/

岡山県
岡山市
中区

① 就実公開講座 「教育心理学科アラカルト」をメインテーマに講義を行います。
10月27日, 11月3,

10. 17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.a
c.jp/shakairenkei/213
9.html

岡山県
岡山市
中区

①
就実オータム･アカデ
ミー2012

「岡山の鉄道と旅」をメインテーマに講義と学外授業を行いま
す。

11月16, 17, 19日
就実大学･
就実短期大学
高梁市、津山市

就実オータム･アカデミー実
行委員会

http://www.shujitsu.a
c.jp/shakairenkei/217
1.html

岡山県
岡山市
中区

② 親子ふれあいタイム
子ども同士・親同士の交流の場を提供し、地域の子育て支援
を行います。

毎週火曜日・金曜
日

就実こども園 就実教育実践研究センター 無料

http://www.shujitsu.a
c.jp/huzokushisetsu/
huzokushisetsu_kyoui
kujissen/3215.html

岡山県
岡山市
中区

② 就実やんちゃキッズ
学生の子育て支援グループが地域の親子を対象にオペレッタ
やリズム体操を行います。

10月27日,
11月17日

就実大学･
就実短期大学

就実短期大学 無料

http://www.shujitsu.a
c.jp/department/tank
i/yojikyoiku/etc-
yojikyoiku/6034.html

岡山県
岡山市
中区

④
表現文化学会公開学
術講演会

第一線で活躍する研究者を講師に招いて学術講演を行いま
す。

11月17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.a
c.jp/

岡山県
岡山市
中区

④
英文学会公開学術講
演会

第一線で活躍する研究者を講師に招いて学術講演を行いま
す。

11月17日
就実大学･
就実短期大学

就実大学英文学会 無料
http://www.shujitsu.a
c.jp/

岡山県
岡山市
中区

④
初等教育学会公開学
術講演会

第一線で活躍する研究者を講師に招いて学術講演を行いま
す。

11月10日
就実大学･
就実短期大学

就実大学初等教育学会 無料
http://www.shujitsu.a
c.jp/

岡山県
岡山市北

区
② 職場体験 キャリア学習のための職場体験 10月24～26日 　岡山市内各職場 就実中学校

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

岡山県
岡山市北

区
③

就実中学・高校定期演
奏会

就実中学・高校吹奏楽部の定期演奏会 11月11日 岡山ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ
就実中学校・高等学校吹奏
楽部

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

岡山県
岡山市北

区
④ ＯＵＳフォーラム 産学連携イベント 11月21日 岡山プラザホテル 岡山理科大学 無料

http://www.ous.ac.jp.
renkei/

岡山県
岡山市北

区
③・④ 第75回自然観察会

秋の草花を題材に、観察・スケッチ（精密画）・彩色（透明水彩
絵具）の仕方を学べます。

10月13, 20日 岡山理科大学21号館 岡山理科大学自然植物園
http://okaridai.ous.ac
.jp/garden/title1.htm

岡山県
吉備中央

町
②

宝くじ文化講演　齋藤
孝講演会

講師に齋藤孝氏を迎え、「人間関係を作るコミュニケーション
力」と題し、講演会を行います。

11月3日
ロマン高原かよう総合会
館

吉備中央町、吉備中央町教
育委員会

無料

http://www.town.kibi
chuo.lg.jp/index.php?
action=pages_view_m
ain&active_action=jou
rnal_view_main_detail
&post_id=530&comme
nt_flag=1&block_id=26

岡山県 倉敷市 ④
第12回11月3日は自然
史博物館まつり

市民、観光客の方々に、自然科学に関する学習機会を提供
し、あわせて自然史博物館事業の推進を図ります。

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.kur
ashiki.okayama.jp/mu
snat/index.htm
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岡山県 倉敷市 ④
平成２４年度SSH研究
成果発表会

スーパーサイエンスハイスクール指定校として、課題研究の発
表と記念講演を行い、女子生徒の科学への取り組みを公開と
する。

10月26日 清心女子高等学校 ノートルダム清心学園 無料
muroyama@nd-
seishin.ac.jp

岡山県 倉敷市 ③ 創立記念日記念行事
創立記念日に記念行事として今年度は演劇『ごらんよ空の鳥
を』を鑑賞する。

11月1日
清心中学校・清心女子
高等学校

ノートルダム清心学園 無料
jimsyo1@nd-
seishin.ac.jp

岡山県 倉敷市 ② 音楽会 クラス単位の合唱発表と有志による器楽演奏を行う。 11月9日 清心中学校 ノートルダム清心学園 無料
jimsyo1@nd-
seishin.ac.jp

岡山県 倉敷市 ② FOR展
倉敷芸術科学大学　芸術学部　美術工芸学科　現代表現コー
スの学生作品の展覧会を開催いたします。

11月2～11日 加計美術館 倉敷芸術科学大学 無料
http://edu.kake.ac.jp
/kakebi/

岡山県 勝央町 ③
第43回勝央町文化祭
第6回生涯学習フェス
ティバル（展示部門）

展示部門（書道・写真・絵画・文芸・陶芸・工芸等）では、勝央町
文化協会加盟団体及び一般でも募集をかけて展示を行い、文
化協会員及び一般の方の親睦を図ります。

11月3, 4日
勝央町公民館、勝央町
美術文学館

勝央町教育委員会 無料
勝央町教育委員会
(0868-38-1752)

岡山県 勝央町 ③
第43回勝央町文化祭
第6回生涯学習フェス
ティバル（芸能部門）

芸能部門（舞踊、詩吟、コーラス、太極拳、手話、大正琴等）で
は、勝央町文化協会加盟団体及び一般でも募集をかけて展示
を行い、文化協会員及び一般の方の親睦を図ります。

11月4日 勝央町文化ホール 勝央町教育委員会 無料
勝央町教育委員会
(0868-38-1752)

岡山県 総社市 ③ 大学祭 大学祭 11月3, 4日 岡山県立大学
公立大学法人岡山県立大
学

無料
http://www.oka-
pu.ac.jp/

岡山県 総社市 ② 学内開放 学内開放 岡山県立大学
公立大学法人岡山県立大
学

無料
http://www.oka-
pu.ac.jp/

岡山県 総社市 ②
語学センター国際教養
講座

学生の語学力向上と地域社会とのつながりを目指してスピー
カーズコーナー（学生による英語等のスピーチ）と講演会を開
催します。

11月3日
岡山県立大学
8122CALL教室

公立大学法人岡山県立大
学語学センター

無料
http://www.oka-
pu.ac.jp/?page_id-921

岡山県 津山市 ③
特別展「江戸時代の絵
図作成」

美作国絵図をはじめとする絵図の作成意義や課程を探りま
す。

10月6日～11月18
日

津山郷土博物館 津山市教育委員会
http://www.tsu-
haku.jp/untitled13.ht
ml

岡山県 津山市 ④

植物学者牧野富太郎
生誕150年記念企画展
「植物に魅せられた二
人－シーボルトと牧野
富太郎の植物標本－」

牧野富太郎生誕150年を記念し、津山ともゆかりのあるシーボ
ルトと牧野富太郎の採取した植物標本を展示・紹介します。

10月6日～12月2
日

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

岡山県 備前市 ③ 第13回ライトアップ
樹齢97年を数える楷（かい）の木の鮮やかな紅葉や国宝・講堂
がやみ夜に照らし出されます。期間中は、地元名産品の販売
や軽食コーナーが出店します。

11月3～11日 特別史跡旧閑谷学校 特別史跡旧閑谷学校
http://shizutani.jp/sh
iseki/index.html

岡山県 備前市 ③ 備前市音楽会 市内小学校合同の音楽発表会を行います。 11月7日 備前市民センター 備前市教育委員会 無料
備前市教育委員会
(0869-64-1840)

岡山県 和気町 ③
特別展「大國家に伝わ
る書籍展（仮）」

旧家の大國家に伝わる江戸時代の蔵書を展示し、教育につい
て考える機会を提供します。

11月3～11日 和気町歴史民族資料館 和気町教育委員会
http://ww32.tiki.ne.jp
/~wake/

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


