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富山県
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

富山県 富山市 ④
第35回富山県こども
フェスティバル

県内のこどもたちが、日頃の創作活動の成果を発表し、鑑賞
する芸術文化フェスティバルです。

11月3～5日 富山県民会館
富山県芸術文化協会、富山
県、富山新聞社

無料

富山県 富山市 ①
第55回読みなかま
のつどい富山県大会

読書週間にちなみ、読書会や子どもへの
読書支援活動に参加している方や、読書
に関心を持っている方が一堂に会して、
読むことの喜びを分かちあうと共に、より
豊かな読書活動のために研修する集い
です。

10月25日 富山県立図書館

富山県読書
会連絡協議
会、富山県
立図書館、
富山県図書
館協会、富
山県読書推
進運動協議
会

無料
http://www.lib.pref.to
yama.jp/index.aspx

富山県 富山市 ①
平成24年度第2回
子どもと本の講座

子どもの読書活動の重要性が認められ
ている現在、子どもと読書に関心を持つ
方たちを対象に、子どもの読書活動への
理解をより深めることを目的とした講座
です。

10月25日 富山県立図書館

富山県読書
会連絡協議
会、富山県
立図書館、
富山県図書
館協会、富
山県読書推
進運動協議
会

無料
http://www.lib.pref.to
yama.jp/index.aspx

富山県 富山市 ①
特別展「「寧楽（なら）と
越（こし）」

　寧楽（なら）の都の役人であり万葉歌人であった大伴家持
は、越（こし）の国に国司として赴任し、多くの万葉集を残しまし
た。万葉の時代の寧楽《奈良》の都の生活、そして家持がみた
であろう越《富山》の姿を考古資料からひも解いていきます。ま
た、日頃、富山県ではみることのできない、奈良県立橿原考古
学研究所所蔵の重要文化財など奈良県の至宝を紹介します。

10月4日～12月6
日

富山県埋蔵文化財セン
ター

富山県埋蔵文化財センター 無料

富山県埋蔵文化財セ
ンター
TEL　076-434-2814
FAX　076-434-2859

富山県 富山市 ③

富山県水墨美術館企
画展
「日本のこころ－大本
山相國寺・金閣・銀閣
名宝展」

相國寺、金閣鹿苑寺、銀閣慈照寺の所蔵品によって、室町か
ら江戸の絵画と、茶の湯文化の魅力を前・後期に分けて存分
にご覧いただきます。

10月12日～11月
25日

富山県水墨美術館 富山県水墨美術館
http://www.pref.toya
ma.jp/branches/3044
/3044.htm

富山県 富山市 ③

富山県立近代美術館
企画展
「デザインとしての椅子
アートとしての椅子」

当館の椅子コレクションと美術作品をあわせて紹介し、デザイ
ンとアートの関連という視点から20世紀デザインの展開に迫り
ます。

9月8日～11月4日 富山県立近代美術館 富山県立近代美術館
http://www.pref.toya
ma.jp/branches/3042
/3042.htm

富山県 富山市 ①
第43回東海北陸社会
教育研究大会

東海北陸ブロックの社会教育委員、社会教育関係者が、実践
発表や情報交換を通して、参加者相互の連携を深め、家庭教
育の充実や地域づくりの推進など、社会の教育力の向上を目
指すための研究協議を行う。

10月18, 19日
富山国際会議場
サンシップとやま

（一社）全国社会教育委員
連合
東海北陸社会教育委員協
議会連合会

無料
富山県教育委員会生
涯学習・文化財室　Ｔ
ＥＬ　076-444-3435

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



第54回「教育・文化週間」関連行事
富山県
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

富山県 富山市 ①
平成24年度中部ブロッ
ク地域婦人団体研究
大会

中部ブロックの婦人会リーダーが集まり、互い
の情報を収受し、理解・交流を深めることにより
絆の強化を図り、今後の活発で魅力ある活動
を模索する機会とする。

11月11, 12日
富山県教育
文化会館他

全国地域婦
人団体連絡
協議会
富山県婦人
会

無料
富山県教育委員会生
涯学習・文化財室　Ｔ
ＥＬ　076-444-3435

富山県 富山市 ③

富山県公文書館　特別
企画展
「近世越中の教育事情
～広徳塾･私塾･寺子
屋～」

江戸中期から幕末、明治初期にかけて、郷土富山県にあった
藩校広徳館・私塾・寺子屋の概要ならびにその教育事情につ
いて、当時使用された四書五経や往来物などの教科書を中心
に展示・解説します。

9月28日～
11月3日

富山県公文書館
展示室

富山県公文書館 無料
http://www.pref.toya
ma.jp/branches/1147

/

富山県 富山市 ①

富山県公文書館
古文書教室「初級コー
ス」

古文書解読能力を深めた方を対象とした全4回シリーズの教
室です。郷土富山県の歴史や文化を探る上で重要な古文書を
解読します。

10月18, 25日, 11
月8, 15日

富山県公文書館
研修室

富山県公文書館 無料
http://www.pref.toya
ma.jp/branches/1147

/

富山県 富山市 ③ 文化の日無料公開 富山市内の博物館施設11館を無料で公開します。 11月3日

富山市科学博物館・富
山市天文台・富山市郷
土博物館・富山市佐藤
記念美術館・富山市民
俗民芸村・浮田家住宅・
旧森家住宅富山市大山
歴史民俗資料館・富山
市八尾化石資料館・富
山市八尾おわら資料館・
富山市猪谷関所館

生涯学習課 無料

富山県 富山市 ③
富山市民俗民芸村　売
薬資料館　館蔵企画展
「製薬会社の引札」

明治以降の富山の製薬会社の引札（宣伝チラシ）を展示しま
す。

10月17日～平成
25年2月3日

富山市売薬資料館
富山市民俗民芸村

http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mi

nzokumingei/

11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③
富山市民俗民芸村　陶
芸館　館蔵企画展
「うつわの形」

うつわの形に注目し、その形が生まれた背景を、製作時期や
製作地の風土から探ります。

8月29日～11月4
日

富山市陶芸館
富山市民俗民芸村

http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mi

nzokumingei/

11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③

富山市民俗民芸村　篁
牛人記念美術館　館蔵
品展No.96
「篁牛人市民コレクショ
ン―篁牛人作品集―」

館蔵品のほか、市内に残る牛人の作品（「初平起石」他）を展
示します。

9月12日～11月11
日

富山市篁牛人記念美術
館

富山市民俗民芸村
http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mi

nzokumingei/

11月3日文化の日
無料公開
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富山県 富山市 ③

富山市民俗民芸村篁
牛人記念美術館館蔵
品展No.97
「篁牛人渇筆画の世
界」

初期と後期の渇筆画を中心に牛人の画業を紹介します。
11月16日～平成

25年2月5日
富山市篁牛人記念美術
館

富山市民俗民芸村
http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mi

nzokumingei/

富山県 富山市 ③
富山市民俗民芸村民
俗資料館　企画展
「富山の天神はん」

天神堂を中心に、富山の天神飾りを紹介します。
11月16日～平成

25年2月5日
富山市篁牛人記念美術
館

富山市民俗民芸村
http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mi

nzokumingei/

富山県 富山市 ①
展示「岩倉政治コレク
ション」

富山市立図書館が所蔵する作家・故岩倉政治氏のコレクショ
ンを展示し、紹介します。

10月5日～
12月5日

富山市立図書館
本館１階

富山市図書館 無料
http://www.library.to
yama.toyama.jp/even
t/index.html

富山県 富山市 ①
良書をすすめる会が選
んだ本の展示会

北日本新聞連載の｢親子で読む｣のコーナーで委員が紹介した
本を展示。
(平成23年7月～平成24年6月掲載分)

10月20日～
11月13日

富山市立図書館
青少年図書室

富山市ＰＴＡ連絡協議会
特別委員会良書をすすめる

会
無料

http://www.library.to
yama.toyama.jp/even

t/index.html

富山県 富山市 ③

企画展①
茶の湯のたのしみ

企画展②
陶磁のひろがり―中国
からペルシアまで─

さまざまな道具の取り合わせによって、茶の湯の世界を楽しん
でいただきます。

中国陶磁を中心に、広汎なアジアに広がる多様な陶磁を展示
します。

11月3日
～
12月16日

富山市佐藤記念美術館 富山市郷土博物館
http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mu
se/

11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③

特別展
「お殿さまとお寺―富
山前田家ゆかりの
寺々」

富山藩主である富山前田家にゆかりの寺は、藩内はもちろん
のこと、江戸や京など領外にも存在します。本展では、２代藩
主正甫の改宗による菩提寺変更とその後の経過を追うととも
に、家の宗旨とは別の家族個人の信仰など富山藩主家ゆかり
の寺々を紹介します。

9月15日～
11月１1日

富山市郷土博物館 富山市郷土博物館
http://www.city.toya
ma.toyama.jp/etc/mu
se/

11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③ 富山城ツアー 　富山城に残る石垣や最新の調査成果を解説します。
11月7日
10:00～

富山市本丸1
富山城址公園

富山市教育委員会埋蔵文
化財センター

無料
http://homepage2.nif
ty.com/kitadai/cente

r.htm

申込不要
荒天時中止

富山県 富山市 ③
北代縄文館ミニ企画展
「富山地域の縄文遺跡
(2)百塚遺跡」

神通川沿いの呉羽丘陵北端で営まれた百塚遺跡について最
新の発掘調査成果を紹介します。

7月31日～平成25
年1月27日

富山市北代縄文広場
北代縄文館
富山市北代3871－1

富山市教育委員会埋蔵文
化財センター

無料
http://homepage2.nif
ty.com/kitadai/index.
htm

入館は16:30まで

富山県 富山市 ③

安田城跡資料館ミニ企
画展
「古絵図に描かれたふ
るさとの遺跡」

「長沢絵図」に描かれた婦中町古里地区の遺跡での発掘調査
の成果を紹介します。

9月11日～平成25
年2月17日

富山市婦中町安田城跡
歴史の広場
富山市婦中町安田244
－1

富山市教育委員会埋蔵文
化財センター

無料
http://homepage2.nif
ty.com/kitadai/yasud
a/top.htm

入館は16:30まで

富山県 高岡市 ③

秋の特別企画展
「万葉の切り絵
―丸山幸一の手仕事
―」

富山県を代表する彫刻家丸山幸一氏は、切り絵作家としても
知られています。今回は、越中万葉を中心とした切り絵の世界
を紹介します。

9月12日～11月26
日

高岡市万葉歴史館
公益財団法人高岡市民文

化振興事業団

manreki@office.city.ta
kaoka.toyama.jp

富山県 高岡市 ③
森村泰昌モリエンナー
レ／まねぶ美術史

一人の美術作家が学生時代から大成するまでの成長過程を
紹介すると同時に、日本の戦後美術の代表作を展示します。

9月22日～
10月28日

高岡市美術館
公益財団法人高岡市民文

化振興事業団
http://www.e-
tam.info/

富山県 高岡市 ③
彼谷芳水　－創造のあ
ゆみ

当館の所蔵品とあわせ、ご遺族のもとに残された作品や下
図、資料を展示します。

7月6日～
11月4日

高岡市美術館
公益財団法人高岡市民文

化振興事業団
http://www.e-
tam.info/

富山県 高岡市 ③

高岡市美術館の新収
蔵品 2007-2011　併設
盤若一郎－水彩デッサ
ンと所蔵油彩画－

平成19年以降の新収蔵品を分野ごとに展観します。同時に高
岡市出身の盤若一郎の水彩デッサンと油彩作品を展示しま
す。

11月11日～
3月10日

高岡市美術館
公益財団法人高岡市民文

化振興事業団
http://www.e-
tam.info/
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富山県 高岡市 ③
第42回
高岡市芸術祭

邦楽、洋楽、華道、茶道、美術の各分野で活動する高岡市芸
術文化団体協議会会員等が、舞台公演や作品展示を通して、
伝統と格式のある芸術文化を広く市民の皆様にお届けしま
す。

11月3～11日

高岡市民会館
高岡市生涯学習
センターホール
富山県高岡文化
ホール
高岡市美術館
ほか

公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

http://www.e-
tam.info/

富山県 高岡市 ③

平成24年度ミュゼふく
おかカメラ館　秋の企
画写真展　シリーズ「希
望」③　ハービー・山口
写真展　Chapter2「僕
の虹、君の星」

　
　ハービー・山口の写真展です。Chapter1「1970年、二十歳の
憧憬」、Chapter2「僕の虹、君の星」の二期で開催します。ハー
ビー氏の原点であるロンドンの若者たちのムーブメントをとらえ
た作品のほか、郷愁の同潤会アパートシリーズ、福山雅治や
山崎まさよしなどのアーティストシリーズなど、生きる喜びと希
望が感じられる作品を展示します。

10月6日～11月11
日

ミュゼふくおかカメラ館
公益財団法人高岡市民文
化振興事業団　ミュゼふくお
かカメラ館

http://www.cameraka
n.com

富山県 魚津市 ① 北陸の山城展
10月に開催される「全国山城サミット」の関連企画。県内外の
代表的な山城を出土品や古文書、パネルなどで紹介。

９月14日～11月
11日

魚津歴史民俗博物館
　

魚津市教育委員会 無料
魚津市教育委員会
0765-23-1045

富山県 魚津市 ①
第19回全国山城サミッ
ト魚津大会

連絡協議会総会のほか、山城の魅力を語る記念講演会、城の
活用とまちづくりについてシンポジウムを開催

10月13, 14日 新川文化ホール 魚津市魚津市教育委員会 無料
魚津市教育委員会
0765-23-1045

富山県 魚津市 ③ 魚津をエガク展
魚津市美術文化協議会会員による『魚津』を描いた作品を展
示。分野別（絵画・書・彫刻工芸・写真）ワークショップも開催。

10月11日～14日 新川文化ホール
魚津市

魚津市教育委員会 無料
魚津市教育委員会
0765-23-1045

富山県 魚津市 ③ 2012魚津市民文化祭
魚津市内の芸術文化団体や小・中学校の日頃の活動の成果
を一堂に発表。

10月27, 28日 新川文化ホール
魚津市

魚津市教育委員会 無料
http://www.miragehal
l.jp/

富山県 魚津市 ③
第52回              魚津
市美術展

魚津市民等が、日頃の創作活動の中で制作した美術作品を
一堂に発表する市民参加型公募展。

11月3～8日 新川文化ホール
魚津市

魚津市教育委員会
新川文化ホール

無料
http://www.miragehal
l.jp/

富山県 黒部市 ③
第7回特別展「天下一
の愛本橋」

初めて架橋されてから今年で350年を迎える愛本橋に関する
江戸時代の絵図や文書、明治時代の写真や絵葉書、現代の
日本画家による絵画を展示します。

8月2日～11月4日
黒部市歴史民俗資料館

（うなづき友学館内）
黒部市歴史民俗資料館

富山県 黒部市 ③
黒部市芸術祭　黒部市
美術展

黒部市在住者等により公募した作品を展示します。 10月25～30日
黒部市国際文化セン

ター　コラーレ
黒部市

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
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富山県 黒部市 ③
黒部市芸術祭　黒部市
美術展　市展招待者展

市展大賞受賞者等の作品を展示します。
10月27日～11月4

日
黒部市美術館 黒部市

富山県 黒部市 ④
ＣＲＡＦＴ＠ＫＵＲＯＢＩ
クラフト作家展

身近なクラフトを中心にそれぞれの分野で制作活動を行って
いる作家６名の作品を紹介します。

9月15日～10月14
日

黒部市美術館 黒部市美術館

富山県 黒部市 ⑤
常設展「池田満寿夫
展」＆戸出喜信作「黒
部川」展示

マルチアーティストとしても知られる池田満寿夫の版画作品１２
点と、黒部市出身の洋画家　戸出喜信の大作「黒部川」を展示
します。

9月15日～10月14
日

黒部市美術館 黒部市美術展

富山県 黒部市 ⑥
黒部市美術展招待者
展

黒部市美術展の招待作家の作品を展示します。
10月27日～11月4

日
黒部市美術館

黒部市・黒部市教育委員
会・黒部市美術館

富山県 黒部市 ⑦
秋のプラネタリウム　銀
河鉄道999　-消えた太
陽系-

銀河鉄道999のプラネタリウム版。土日祝日は生解説と4次元
デジタル宇宙ビューワー「Mitaka」も合わせて投映します。

9月8日～11月25
日

黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館
http://www.kysm.or.j
p/

富山県 黒部市 ⑧
プラネタリウム祭り
2012

3回目となる今年は「ブラック星博士」として有名な明石市立天
文科学館の井上毅さんとおなじみガリレオ博士の大西浩次先
生の講演や生解説を行います。

11月3日 黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館
http://www.kysm.or.j
p/

富山県 砺波市 ③
「静かな庄川ひとり物
思いに耽るひとへ」展

物思いに耽る人の心を明るく照らしたり、励ましたり、ガツンと
してくれたり、そっと寄り添ったり、そんな作品たちを集めて、美
術と人の心、そのつながりを探る小さな展覧会を開催します。

11月10日～
12月16日

庄川水資料館 庄川水資料館
http://museums.toya
maken.jp/j_kenpaku/j_

kenpa/63.html

富山県 砺波市 ③ 女性工芸作家5人展
籐・漆・陶・木彫・砂子で優れた作品を発表している
県内女性工芸作家の作品を展示します。

9月22日
～

10月28日
庄川美術館

公益財団法人砺波市文化
振興会庄川美術館

http://www.city.tona
mi.toyama.jp/shisets
u/bijyutu/shogawa_bij
yutsukan/24kikaku/2

4kikaku.html

富山県 砺波市 ③  版画2012年in庄川展
様々な版画技法の表現に努め活躍を続けている
県内在住の版画家の近作・新作を展示します。

11月03日～
12月02日

庄川美術館
公益財団法人砺波市文化
振興会庄川美術館

http://www.city.tona
mi.toyama.jp/shisets
u/bijyutu/shogawa_bij
yutsukan/24kikaku/2

4kikaku.html

富山県 砺波市 ③

砺波市内の小学校の
移り変わり―ぼくたち
の
村に学校があった―
昭和・平成編

昭和の小学校の変遷、統廃合、現在の小学校等を
紹介します。

10月2日
　　～

11月25日

砺波郷土
資料館

砺波郷土
資料館

無料
http://museums.toya
maken.jp/j_kenpaku/j_
kenpa/57.html

富山県 砺波市 ① 花を版にする講座
彫刻家野村修三先生のご指導で、「花を版にする」をテーマに
木版画を制作します。

11月3, 4日 庄川美術館
公益財団法人砺波市文化
振興会庄川美術館

http://www.city.tona
mi.toyama.jp/shisets
u/bijyutu/shogawa_bij
yutsukan/kouza/24%

20kouza.html

富山県 砺波市 ③ 第4回増山城戦国祭り
増山城跡クイズウオークラリー、親子甲冑手作り、特産品の販
売他

10月21日 増山城跡 増山城戦国祭り実行委員会 無料 ０７６３－３７－２０５６

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
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富山県 小矢部市 ③

小矢部ふるさと博物館
特別企画展
　「大谷孝吉大相撲資
料」展

大谷家寄託資料の公開を行います
10月20日～11月

25日
小矢部ふるさと博物館 小矢部市教育委員会 無料

富山県 小矢部市 ③ 小原越を歩こう
小矢部市と金沢市にまたがる松根城と小原越の探訪会を共同
で開催する

11月3日 小矢部市教育委員会 0766-67-1760

富山県 南砺市 ③ 南砺市美術展
南砺市民等から公募した作品（日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
写真）を展示します。

11月10～18日
福野文化創造センター・
福光美術館

南砺市教育委員会 無料
http://www.city.nant

o.toyama.jp

富山県 上市町 ③文化 上市町文化祭
上市町在住者、出身者及び在勤者が創作した作品を一堂に
展示するもの。

10月30日～11月4
日

北アルプス文化センター
上市町文化研修セン
ター

上市町 無料

教育委員会事務局
076-472-1111（345）
財団法人上市町健康

文化振興財団
076-473-9333

富山県 立山町 ③ 町民文化祭
各部門一般作品・児童生徒作品・町民カレッジ生徒作品の展
示　音楽・民謡の発表　および囲碁・詩吟大会です。

11月3, 4日
立山町元気交流ステー
ション　立山町民会館

五百石公民館
町民文化祭実行委員会 無料

教育委員会事務局
076-462-9983

富山県 立山町 ③ 勤労青少年ホーム祭 勤労青少年ホーム利用者による発表会です。 11月25日
立山町勤労青少年ホー

ム
立山町勤労青少年ホーム 無料

立山町勤労青少年
ホーム　　076-463-
0321

富山県 入善町 ①
第40回入善町芸能発
表会

町内で活動している詩吟、詩舞、民謡、邦楽、カラオケ、舞踊
などの愛好団体が一堂に会し、日頃の研鑽の成果を発表され
ます。

11月3日 コスモホール
公益財団法人 入善町文化

振興財団
無料

http://www.town.nyu
zen.toyama.jp/cosmo
/index.jsp

富山県 入善町 ①③ 第40回入善町美術展
年1回開催される、町内最大の公募展であり、絵画、書、写真、
彫刻・工芸の4部門から芸術作品が出品、展示されます。

10月13日～10月
21日

町民会館ギャラリー
公益財団法人 入善町文化

振興財団
無料

http://www.town.nyu
zen.toyama.jp/cosmo
/index.jsp

富山県 朝日町 ①
平成24年度あさひ生涯
学習フェスティバル

生涯学習関係団体などの学習成果・活動の発表や展示を行い
ます。

11月17, 18日
朝日町文化体育セン
ター

朝日町　外 無料
http://www.town.asa
hi.toyama.jp/

富山県 朝日町 ②
中高連携推進教育講
演会

町内の中・高校生を対象に、国内外で活躍している著名人に
よる講演会を開催します。一般の方も入場可能です。

11月14日
朝日町文化体育セン
ター

朝日町　外 無料
http://www.town.asa
hi.toyama.jp/

富山県 朝日町 ③
平成24年度あさひ芸能
文化祭

朝日町の芸能文化団体が、一堂に会して、合同発表会を開催
します。

11月18日
朝日町文化体育セン
ター

朝日町　外 無料
http://www.town.asa
hi.toyama.jp/buntai/i
ndex.html

富山県 朝日町 ③
企画展「花と鬼　左時
枝・市田喜一展Ⅱ」

町出身で女優、洋画家として活躍する左時枝。片やＣＭディレ
クター、絵本作家、版画家、造形作家と多方面で活躍する市田
喜一。艶やかな色彩で「花弁」を描く妻と、味わいのある「鬼」を
木版に刻む夫とのコラボレーション第2弾。すべて新作で臨む
夫婦の最新展覧会です。

9月29日～11月25
日

朝日町立ふるさと美術
館

朝日町　外
http://www.town.asa
hi.toyama.jp/buntai/i
ndex.html

富山県 朝日町 ③ 第33回朝日町美術展
絵画（日本画・洋画・版画）、書、彫刻・工芸・デザイン、写真の
4部門による公募展です。

11月1～4日 アゼリアホール 朝日町　外 無料
http://www.town.asa
hi.toyama.jp/

富山県 朝日町 ③
企画展「朝日町の山城
展」

平安末から戦国期、朝日町にあった山城や砦の痕跡を、同時
期の遺跡・遺物とともに紹介する。

10月13日～3月24
日

朝日町埋蔵文化財保存
活用施設まいぶんＫＡＮ

朝日町　外
http://www.town.asa
hi.toyama.jp/maibunk
an/index.html

富山県 富山市 ① 福祉学科公開セミナー
これからの介護福祉の在り方を考え、その専門性にあらため
て気づく機会とする

11月6日
小杉文化ホール　ラポー
ル

富山短期大学 無料 076(436)5182

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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富山県 富山市 ①
経営情報学科パソコン
講座

地域の方々のパソコン利用促進を目的とし年賀状・Webサイの
作成を学習する

11月10, 11日 富山短期大学 富山短期大学 無料 076(436)5181

富山県 富山市 ④
第5回とやまビジネスプ

ランコンテスト
起業を目指す学生や社会人が企画した独創的なビジネスプラ
ンのコンテストです。

10月17日
富山大学五福キャンパ
ス

富山大学、富山市 無料
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/outli
ne/event/index.html

富山県 高岡市 ②
富山大学大学祭（高岡
キャンパス創己祭)

芸術文化学部の学生達の作品展示や各種イベントなど、地域
住民と学生が一体となって日頃の成果等を発表する大学祭で
す。

10月20, 21日
富山大学高岡キャンパ
ス

創己祭実行委員会 無料
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/outli
ne/event/index.html

模擬店等で軽食・飲
料の販売有

富山県 立山町 ①
やんちゃキッズの大冒
険

自然体験・生活体験を通して、自然の好きな子どもを育てるこ
とを目的とした事業です。

10月6日～
10月8日

・
10月20日～
10月21日

国立立山青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

富山県 立山町 ①
幼児期のおける自然体
験活動指導者研修会

幼児期における自然体験活動の意義を理解し、活動を行う上
での基本的事項を習得する事業です。

10月19日～
10月21日

国立立山青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

富山県 立山町 ①
ＷＡ！んぱくキッズの
森もりキャンプ

低学年児童が自然体験活動等を通して、自信をもって活動で
きるようになることを目的とした事業です。

11月17日～
11月18日

国立立山青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

富山県 富山市 ①
北陸４大学連携まちな
かセミナー

大学とは何をするところでしょうか？教育、研究、それだけでは
ありません。地域の皆さんの多様な生涯学習ニーズに応える
ことも大学の大事な使命です。富山大学、金沢大学、福井大
学、北陸先端科学技術大学院大学共催で、「知」との出会いの
場を提供しています。

10月20, 27日, 11
月17, 18日

富山駅前ＣｉＣビル３Ｆ学
習室他

富山大学、金沢大学、福井
大学、北陸先端科学後術大
学院大学

無料
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/outli
ne/event/index.html

事前申込み不要

富山県 富山市 ②
富山大学大学祭（杉谷
キャンパス）・医学薬学
祭

医学薬学に関する各種イベントや講演会、学内展示などが楽
しめる大学祭です。

10月26～28日
富山大学杉谷キャンパ
ス

医学薬学祭実行委員会 無料
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/outli
ne/event/index.html

模擬店等で軽食・飲
料の販売有

富山県 富山市 ①，④
第19回民族薬物資料
館一般公開

一般展示室内の生薬をご覧いただけます。漢方医学に関連し
た講演会をあわせて行います．

10月27日
富山大学杉谷キャンパ
ス

和漢医薬学総合研究所民
族薬物資料館

無料

http://www.inm.u-
toyama.ac.jp/mmmw/
addition/add%20index
.html

富山県 富山市 ①
富山大学スマイルフェ
スティバル2012

大学生が「段ボールの巨大迷路」「お菓子でのオブジェづくり」
「ミニ職業体験」などを企画して地域の子どもたちと楽しみま
す。

11月3, 4日
富山大学五福キャンパ
ス

富山大学 無料
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/outli
ne/event/index.html

模擬店等で軽食・飲
料の販売有
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