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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 問合せ先 備考

徳島県 阿南市 ① 中学生のための高専理科セミナー
中学3年生を対象として，中学校理科の演習問題を分かりやすく解説しま
す。また，講座の後半部分では，高専で学習する化学の内容を説明し，化
学の楽しさならびに工学分野における化学の重要性について教授します。

11月3日
阿南工業高等専門学校(視聴覚
室）

阿南工業高等専門学校 無料 https://www.anan-nct.ac.jp/
総務課企画情報係　0884-
23-7215

対象(中学3年生）　募集期間
(9/18～9/28)
申込み方法(往復はがき)

徳島県 阿南市 ① 博士最後の折り紙教室(上級者向け)
「大きな樹」、「水の惑星」、Eテレ「オリガミの魔女と博士の四角い時間」で使
用された作品など博士お勧めの作品を折ります。

11月4日
阿南工業高等専門学校(視聴覚
室）

阿南工業高等専門学校 https://www.anan-nct.ac.jp/
総務課企画情報係　0884-
23-7215

対象(中学生～一般の方）
募集期間(9/18～9/28)
申込み方法(電話)

徳島県 阿南市 ② 蒼阿祭（高専祭）

高専祭執行委員会が中心となり，企画・運営等を行います。
各クラス，クラブ及び同好会などが模擬店を開きます。
また，各学科が，研究等を活かした専門展示を行います。
その他，小・中学生等を対象とした催しや様々なイベントを実施します。

11月10日～11日
阿南工業高
等専門学校

阿南工業高等専門学校 無料 http://www.anan-nct.ac.jp/
学生課学生係
0884-23-7134

H30.10上旬～
中旬に更新予定

徳島県 阿南市 ① 中学生のための高専英語セミナー

さまざまな種類の英語問題を解くことを通して，英語力や基礎固めを目指し
ます。
また，高専で求められる英語力について，学習内容や学習方法とともに説
明します。

11月17日
阿南工業高等専門学校(アクティ
ブラーニングスタジオ）

阿南工業高等専門学校 無料 https://www.anan-nct.ac.jp/
総務課企画情報係　0884-
23-7215

対象(中学3年生）　募集期間
(10/1～10/12)　申込み方法
(往復はがき)

徳島県 板野町 ①
徳島県立総合大学校奨励賞交付式・記念
講演

まなびーあ徳島に入学し，所定の単位を修得した方に対し，その努力をた
たえ，本県の生涯学習のさらなる推進を目的とし，奨励賞を交付し，記念講
演を実施します。

11月1日 徳島県立総合教育センター
徳島県立
総合大学校本部事務局

無料 088-672-7770

徳島県 板野町 ① まなびの丘フェスティバル２０１８
発達障がい教育講演会や体験学習，発表会，展示等の諸行事，県内の高
校生が育てた農作物等の販売の実施をとおして，県民のまなびを支援し，
地域社会等との交流を促します。

11月3日 徳島県立総合教育センター
徳島県立
総合教育センター

無料 088-672-5400

徳島県 板野町 ① 発達障がい教育講演会
講師は大阪教育大学名誉教授の竹田契一氏です。講演会では，特に周囲
から本人の課題となる状況が見えにくく，理解が得られにくい「学びにくさ」の
ある子どもたちに焦点を当てて詳しくお話していただきます。

11月3日 徳島県立総合教育センター
徳島県立
総合教育センター

無料 088-672-5200

徳島県 つるぎ町 ①
阿讃山脈の稜線はるか、うだつの町並み
歩き

国の登録有形文化財の織本屋や、町有形文化財の旧永井家庄屋屋敷を見
学しながら、二層うだつの町並みをウォーキングします。町認定観光案内人
つるぎの達人の説明つきです。

11月3日、4日、23日 二層うだつの町並みほか つるぎ町商工観光課
http://www.town.tokushima-
tsurugi.lg.jp/docs/15889.html

つるぎ町商工観光課0883-
62-3114

集合場所：つるぎ町役場
参加料：500円

徳島県 つるぎ町 ① つるぎクラブ定番　巨樹めぐりツアー
国の天然記念物「赤羽根大師のエノキ」ほか9本の巨樹を巡るバスツアーで
す。一宇地域の民俗・歴史など町認定観光案内人つるぎの達人の説明付き
です。

10月7日、11月4日 一宇地域　巨樹王国
美馬市観光有限会社（協力
／つるぎ町）

http://www.town.tokushima-
tsurugi.lg.jp/docs/15889.html

つるぎ町商工観光課0883-
62-3114

集合場所：道の駅貞光ゆう
ゆう館、参加料：6,500円

徳島県 徳島市 ①③
特別陳列「ごっついで那賀川―博物館資
料で見る那賀川流域の自然とくらし―」

那賀川流域のすばらしい自然と人々のくらしについて、博物館に収蔵された
資料を展示し、それらの様子を紹介します。

10月13日
～
11月18日

徳島県立博物館 徳島県立博物館 無料 088-668-3636

徳島県 徳島市 ①③
特別陳列「ごっついで那賀川―博物館資
料で見る那賀川流域の自然とくらし―」展
示解説

那賀川流域のすばらしい自然と人々のくらしについて、博物館に収蔵された
資料をもとに解説します。

10月14日 徳島県立博物館 徳島県立博物館 無料 088-668-3636

徳島県 徳島市 ①③ 日本画ワークショップ
スケッチや模写から制作へつなげるお話しと日本画技法の体験です。経験
のない方も経験者も参加いただけます。講師の齋藤典彦さんは、東京藝術
大学の教授。現代の日本画を代表して活躍をする画家の一人です。

10月20日 徳島県立近代美術館 徳島県立近代美術館 088-668-1088 要申込

徳島県 徳島市 ①③ 鳴門板野の古墳巡りウォーク＆レール
鳴門市池谷周辺と板野町川端から大寺あたりを徒歩と列車で移動しなが
ら、古墳や遺跡を巡ります。

10月21日 鳴門市、板野町 徳島県立博物館 088-668-3636
現地集合、交通費自己負担
要申込

徳島県 徳島市 ①③ 展示解説　「版画は魔法？！」
当館コレクションの柱の一つである、現代版画を集中して紹介する展示で
す。絵筆やペンで描くのとは違った、版画ならではのイメージづくりについて
お話します。版の材料もお見せできればと思います。

10月21日 徳島県立近代美術館 徳島県立近代美術館 無料 088-668-1088

徳島県 徳島市 ①④ 第２６回電脳交響楽団演奏会
COMETの会会員及びMIDI音楽作成講座の受講生が学習の成果を発表す
る、コンピューターを用いた音楽会を開催します。

10月21日 徳島県立二十一世紀館 徳島県立二十一世紀館 無料 088-668-1111

徳島県 徳島市 ①③ こども鑑賞クラブ　スケッチ見にいこう！
小学生対象の催しです。クイズをしたり絵をかいたりしながら、学芸員といっ
しょに展覧会を楽しんで鑑賞します。

10月27日 徳島県立近代美術館 徳島県立近代美術館 088-668-1088

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

徳島県 徳島市 ①③ 日下八光を知る講座－3つの視点から
多彩な活躍を見せた日本画家、日下八光を知る講座です。日本画家として
の活躍、朝鮮半島で描いたスケッチから新たに分かったこと、装飾古墳の
模写の意義について、ゲスト講師を交えて、3つの視点からお話しします。

10月28日
徳島県立二十一世紀館
イベントホール

徳島県立近代美術館 無料 088-668-1088

徳島県 徳島市 ③ 文書館の逸品展「山の産業」
広大で深い山々をもつ徳島では、昔から山の恩恵を受けてきました。当館
収蔵の歴史資料から、徳島の山の産業の成り立ちや展開に迫ります。

10月30日～
平成31年1月27日

徳島県立文書館 徳島県立文書館 無料 088-668-3700

徳島県 徳島市 ①③ 文化の森 大秋祭り！！
徳島県文化の森総合公園内の各施設（図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博
物館、近代美術館、文書館、二十一世紀館）が楽しいイベントを開催するほ
か、クイズに答えながら園内をまわるウォークラリーを実施します。

11月3日 徳島県文化の森総合公園
文化の森各館施設
公益財団法人徳島県建設
技術センター

無料 088-668-1111

徳島県 徳島市 ①③ 創作ミュージカル「藍より出ずる」
「阿波藍」をはじめ、徳島が誇る伝統文化の「阿波人形浄瑠璃」「阿波おど
り」等を取り入れた県民参加型の創作ミュージカルを上演します。

11月3日 徳島県立二十一世紀館 徳島県立二十一世紀館 無料 088-668-1111

徳島県 徳島市 ①
徳島県立図書館開館100周年アフターイ
ベント

徳島県立図書館が昨年開館100周年を迎え、新たな100へのキックオフ事
業として、コンサートと講演会を行う。

11月4日
徳島県立二十一世紀館すだちく
ん森のシアター・徳島県立図書館

徳島県立図書館 無料 088-668-3500
要申込
講演会は定員80名

徳島県 徳島市 ③
第３８回近畿高等学校総合文化祭徳島大
会

近畿２府８県（徳島、京都、和歌山、滋賀、奈良、三重、福井、鳥取、兵庫、
大阪）の高校生が集い、芸術文化活動の成果を発表し、交流する。

11月10日～11月25日 アスティとくしまほか
第３８回近畿高等学校
総合文化祭徳島大会
実行委員会事務局

無料 088-621-3054/3055

徳島県 徳島市 ①③
花咲き乱れる那賀川の自然（貸切バスツ
アー）

那賀川流域のすばらしい自然と人々のくらしの様子を実感するために、那
賀川流域をバスツアーで巡ります。

11月11日 那賀川周辺 徳島県立博物館 無料 088-668-3636 要申込

徳島県 徳島市 ①③ 展示解説　「版画は魔法？！」
当館コレクションの柱の一つである、現代版画を集中して紹介する展示で
す。絵筆やペンで描くのとは違った、版画ならではのイメージづくりについて
お話します。版の材料もお見せできればと思います。

11月11日 徳島県立近代美術館 徳島県立近代美術館 無料 088-668-1088

徳島県 徳島市 ①③ 徳島市八万町を歩こう
文化の森がある徳島市八万町の寺社、石造物などを訪ねて歩く歴史散歩で
す。

11月23日 徳島市八万町 徳島県立博物館 無料 088-668-3636
文化の森公園集合　　　要申
込

徳島県 徳島市 ①，④ 徳島大学薬学部薬用植物園一般開放

地域住民への薬用植物の啓発の一環として一般開放を行っています。園内
には、徳島出身で薬学の父といわれる長井長義博士が咳止め成分エフェド
リンを世界で初めて抽出したマオウ等の薬用植物や珍しい植物がありま
す。

10月15日～19日
徳島大学薬学部
薬用植物園

徳島大学薬学部 無料
【徳島大学薬学部HP】
http://www.tokushima-
u.ac.jp/ph/

徳島大学薬学部
薬用植物園
TEL：088-642-1444

徳島県 徳島市 ① マンスリー放射線講座
一般の方を対象に放射線について理解を深めてもらうことを目的としていま
す。
テーマ：放射線を見る！－霧箱とCR39プラスチック－

10月19日
徳島大学放射線総合センター講
義室

徳島大学放射線総合セン
ター

無料
http://ric6.ri.tokushima-
u.ac.jp/2018lecture.pdf

徳島大学放射線総合セン
ター
TEL：088-633-9416

徳島県 徳島市 ③
奇跡の国際交流100周年記念事業「日独
青少年による歓喜の歌共演交流プロジェ
クト」「エンゲル・松江記念市民音楽祭」

第一次大戦中の奇跡的な国際交流の象徴「第九日本初演」「和洋大音楽
会」「徳島エンゲル楽団結成」(1918) から100周年を記念して、ドイツの音楽
学校の生徒たちを迎えて日独共演音楽会を再現します。

11月3日 徳島県教育会館
徳島大学ドイツ兵俘虜研究
会

無料
【徳島エンゲル楽団】
http://engeltokushima.jimdo.c
om/

徳島大学教養教育院
南川慶二
TEL：088-656-7363

問合せ先不在の場合：徳島
大学学務部教育支援課（坂
本）
TEL：088-656-7621

徳島県 徳島市 ①，④
平成３０年度徳島大学附属図書館学術講
演会

過去に経験したことのない災害が続く昨今の状況をふまえ、一級河川「吉野
川洪水の実態」や「明治期以降の治水」について学ぶとともに、広く一般市
民の方々にも参加していただき、誰にでもできる防災術を学ぶ。

11月7日 徳島大学附属図書館
徳島大学附属図書館
TEL:088-656-7584

無料
【徳島大学付属図書館HP】
http://www.lib.tokushima-
u.ac.jp/index.shtml

徳島大学図書情報課総務
係
TEL：088-656-7584

定員80名

徳島県 徳島市 ① マンスリー放射線講座
一般の方を対象に放射線について理解を深めてもらうことを目的としていま
す。
テーマ：放射線の量を測る！－検出器を使おう！－

11月9日
徳島大学放射線総合センター講
義室

徳島大学放射線総合セン
ター

無料
http://ric6.ri.tokushima-
u.ac.jp/2018lecture.pdf

徳島大学放射線総合セン
ター
TEL：088-633-9416

徳島県 徳島市 ②
平成３０年度「ＳＩＨ道場」振り返りシンポジ
ウム

今年度のＳＩＨ道場を振り返り，次年度の授業改善につなげます。「SIH道
場」とは，「鉄は熱いうちに打て」（Strike while the Iron is Hot）の精神に則
り，アクティブ・ラーニングを通して，学生と教員が共に学び合い成長する初
年次導入科目です。

11月16日
徳島大学常三島地区　総合科学
部地域連携プラザ２階　地域連携
大ホール（けやきホール）

徳島大学大学教育再生加
速プログラム実施専門委員
会

無料
【徳島大学総合教育センター
HP】http://www.tokushima-
u.ac.jp/cue/reform/ap/year/

徳島大学総合教育センター
教育改革推進部門
TEL：088-656-7686
E-mail：
kykikakuk@tokushima-
u.ac.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

徳島県 徳島市 ② オープンスクール
幼児期の特性を活かした，環境を通して行う幼児教育の在り方を広く提案
し，実践を公開。

11月11日 鳴門教育大学附属幼稚園 鳴門教育大学附属幼稚園 無料
鳴門教育大学附属幼稚園HP：
http://www.naruto-
u.ac.jp/schools/kinsch/

鳴門教育大学附属幼稚園
088-652-2349

徳島県 徳島市
①，②，
③

第１６回徳島大学総合科学部公開セミ
ナー
人文知・社会知への誘い

徳島大学総合科学部公開セミナーは，一般の方や大学生、高校生を対象と
した参加費無料の市民講座です。総合科学部の教員が，得意なテーマにつ
いて，わかりやすく語ります。

10月26日
徳島大学総合科学部１号館第１
会議室

国立大学法人徳島大学総
合科学部

無料

【徳島大学総合科学部HP】
http://www.tokushima-
u.ac.jp/ias/

徳島大学総合科学部
事務課総務係
TEL：088-656-9779
E-mail：
sksoumks@tokushima-
u.ac.jp

徳島県 徳島市 ② オープンスクール
鳴門教育大学附属中学校の教育活動に関心のある方に参加していただく
公開授業です。

11月3日 鳴門教育大学附属中学校 鳴門教育大学附属中学校 無料
鳴門教育大学附属中学校HP：
http://www.secsch.naruto-
u.ac.jp/exam.html

鳴門教育大学附属中学校
088-622-3852

徳島県 徳島市 ② オープンスクール
鳴門教育大学附属小学校の教育活動に関心のある方に参加していただく
公開授業です。

11月11日 鳴門教育大学附属小学校 鳴門教育大学附属小学校 無料
鳴門教育大学附属小学校HP：
http://www.elesch.naruto-
u.ac.jp/appli/openschool.html

鳴門教育大学附属小学校
088-623-0205

徳島県 徳島市 ④
全国高等専門学校第29回プログラミング
コンテスト

本コンテストは、全国の高等専門学校学生の独創的な発想や情報処理技
術の向上を図るとともに、その育成に寄与し、広く社会に高専の情報処理教
育に対する認識を高めることを目的としている。
　「ＩＣＴを活用した地域活性化」を課題部門のテーマに、「巡りマス」を競技部
門のテーマとして開催する。

10月27日～28日 アスティとくしま
一般社団法人　全国高等専
門学校連合会（主管校：阿
南工業高等専門学校）

無料 http://www.procon.gr.jp/
学生課学生係
0884-23-7134

徳島県 徳島市 ① めざせ！理系女子セミナー

徳島大学・阿南高専・大阪大学大学院工学研究科の3機関コラボ「リケジョ
の裾野拡大コラボ未来プロジェクト委員会」が共催するもので，今回は本校
が主幹校となり開催します。女子中学生向けの理系女子をはぐくむことを目
的とし，実施します。

10月27日 アスティとくしま 阿南工業高等専門学校 無料 https://www.anan-nct.ac.jp/
総務課企画情報係
0884-23-7215

対象（女子中学生・女子高校
1･2年生）
募集期間(9/25～10/5）
申込み方法（往復はがき）

徳島県 徳島市 ① 折り紙講座　カワサキローズを折ろう！ １分ローズを折ります。子供たちが遊べる簡単な折り紙です。 10月27日 アスティとくしま 阿南工業高等専門学校 無料 https://www.anan-nct.ac.jp/
総務課企画情報係
0884-23-7215

対象(小学5年生～一般の
方）　申込み方法(当日受付)

徳島県 徳島市 ①
手作りカメラ教室(協力：徳島県立鳥居龍
蔵記念博物館)

徳島県が生んだ人類学・考古学・民俗学の先駆者である鳥居龍蔵先生が
調査に使われたカメラを再現した手作りカメラを作ります。ジアゾ感光紙を用
いて実際に撮影、現像ができます。

10月27日 アスティとくしま 阿南工業高等専門学校 無料 https://www.anan-nct.ac.jp/
総務課企画情報係
0884-23-7215

対象(小学5年生～一般の
方）　申込み方法(当日受付･
往復はがき)

徳島県 鳴門市 ① 平成30年度国際教育オープンフォーラム

本学及び四国内で国際協力活動を行っている特定非営利活動法人や民間
団体の先進的でかつ地道な取り組みを発表し，本学を含むそれぞれの法人
が情報共有・交換を行うことで今後のさらなる質的向上と活動の発展を目指
して本フォーラムを開催します。

11月3日 鳴門教育大学 鳴門教育大学 無料
鳴門教育大学
教員教育国際協力センター
088-687-6043

徳島県
美馬郡
つるぎ町

①，④

なるっ子わくわく教室（大学開放推進事
業）
吉野川の石ころ観察教室：ガーネットを
ゲット

 徳島県の大地のなりたち，昔の南海トラフの跡を観察します。岩石が大き
な力で曲げられたしゅう曲，水の力で掘られたポットホールを見学し，最後
に１月の誕生石であるガーネット探しをします。

11月3日 徳島県美馬郡つるぎ町周辺
国立大学法人鳴門教育大
学

無料
鳴門教育大学HP：
http://www.naruto-
u.ac.jp/research/04/002.html

社会連携課
地域連携係
088-687-6098

徳島 県内全域 ①，③
「まなびの森」講演会
蜂須賀治昭の寛政改革と地神祭の特質

まなびの森講演会は、放送大学徳島学習センターと徳島県立図書館との連
携により、健康や防災など多岐にわたる分野の専門家を招き、毎月１回開
催し、県民の生涯学習の場として親しまれています。

10月27日 徳島県立図書館
放送大学
徳島県立図書館

無料
放送大学徳島学習センター
088-602-0515

徳島 県内全域 ①，③
「まなびの森」講演会
世界的偉人賀川豊彦の故郷は徳島県

まなびの森講演会は、放送大学徳島学習センターと徳島県立図書館との連
携により、健康や防災など多岐にわたる分野の専門家を招き、毎月１回開
催し、県民の生涯学習の場として親しまれています。

11月24日 徳島県立図書館
放送大学
徳島県立図書館

無料
放送大学徳島学習センター
088-602-0515

徳島 県内全域 ①，②

放送大学徳島学習センター開設２０周年
記念講演会
教育と通信制度－高等教育における教養
教育、職業教育の歴史とメディア－

放送大学徳島学習センター開設２０周年を記念して、一般の方を対象とした
公開講演会を開催します。

11月17日
放送大学徳島学習センター講義
室

放送大学 無料
放送大学徳島学習センター
088-602-0515

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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徳島 県内全域 ①，③

放送大学徳島学習センター開設２０周年
記念講演会
板東俘虜収容所－ドイツ俘虜たちとベー
トーヴェン『第九』－

放送大学徳島学習センター開設２０周年を記念して、一般の方を対象とした
公開講演会を開催します。

11月17日
放送大学徳島学習センター講義
室

放送大学 無料
放送大学徳島学習センター
088-602-0515

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


