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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

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日～7日 県下各地 岡山県教育委員会等 無料 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-100333.html

岡山市 ② こころをつなぐ作品展

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級の児童生徒等が創作活動を
通して、相互の理解と親睦を図るとともに、作品の展示・紹介を通して、障
害のある幼児児童生徒やその教育に対する県民の理解を深めること等を
目的に作品展を開催する。

11月1日～6日
岡山県天神山文化
プラザ

岡山県教育委員会 無料 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=147

岡山市 ① 京山キッズ・チャレンジ
近隣の施設や学校、団体と連携し、子どもや親子が楽しめるイベントを開
催する。

11月13日
岡山県生涯学習セ
ンター

岡山県生涯学習センター 無料 http://www.pal.pref.okayama.jp/

岡山市 ③ 特別展「法然上人と岡山」 法然上人の800年大遠忌を記念して、上人の生涯と思想を紹介する。 10月7日～11月13日 岡山県立博物館 岡山県立博物館 http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm

岡山市 ③
国立エルミタージュ美術館所蔵
「皇帝の愛したガラス」

日本初公開を多数含む約190点の作品により、300年続いたロマノフ王朝
によって収集継承されてきた15世紀から20世紀にかけてのヨーロッパとロ
シアの繊細で美しいガラス工芸を紹介する。

10月1日～11月6日 岡山県立美術館 岡山県立美術館 http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kenbi/index.html

岡山市 ①
公開講座
「岡山の地域活性化の方向を考え
る」

岡山を豊かにする活性化のための核心に迫ります。 10月8日～29日
岡山大学文化科学
系総合研究棟

岡山大学大学院社会文化科
学研究科

無料 http://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/koukaikouza.html

岡山市 ② 講演会
日本において市場メカニズムを社会で積極的に利用すべきかについて議
論します。

10月26日 岡山大学経済学部 岡山大学経済学会 無料 http://www.e.okayama-u.ac.jp/

岡山市 ① 第7回ジュニア・ロースクール岡山
具体的な法的問題を題材にして法的な考え方や解決方法について考え
ます（中・高校生対象）。

11月19日 岡山大学
岡山弁護士会・岡山大学法
学部

無料 http://www.law.okayama-u.ac.jp/

岡山市 ②
農学部収穫祭・
農学部フェア

収穫祭は，学生組織である収穫祭実行委員会が主催する学部祭です。 11月19日, 20日
岡山大学農学部周
辺

岡山大学 無料 http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/

岡山市 ①② 農学部公開シンポジウム
農村地域の活性化に，農学がいかに関わるべきかについて，毎年様々な
テーマを取り上げ，考察を深めます。

10月15日
岡山大学一般教育
棟

岡山大学 無料 http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/

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2011

高校生の皆さんへ「保健学科の今、そして未来」をテーマに、基調講演・シ
ンポジウム・特別講演が行われます。

10月29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/of2011/of2011.html

岡山市 ② 岡山大学理学部オープンスクール
高校生や地域のこども，一般の方などを対象に，研究室見学や体験実習
などを行います。

11月5日
国立大学法人岡山
大学理学部

国立大学法人岡山大学理学
部

無料 http://www.science.okayama-u.ac.jp/

岡山市 ④ 岡山大学知恵の見本市２０１１
本学教員の研究成果の展示、外部講師による特別講演、京山ソーラー・
グリーン・パークの太陽光発電装置及び植物工場見学等を行います。

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/

岡山市 ④
サーモスタディー２０１１（岡山）「熱
処理テクニックの基礎と新しい熱
処理技術」

本講座は機械工業の基礎技術として重要度の高い熱処理技術の向上に
寄与すべく、特に地方においてもこれらの最新の実務を学べるように企画
したセミナーです。

11月17日～18日
岡山県工業技術セ
ンター

社団法人日本熱処理技術協
会

無料 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsht/index.htm
但し講演概要集
3､000円

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

無料 教育委員会事務局指導課
086-803-1592

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堂に会し、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する。

11月6日 岡山ドーム 岡山市 無料 http://www.city.okayama.jp/kyouiku/shougaigakushuu/index.html

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。今年度は国絵
図の魅力にせまります。

10月22日～11月6日
岡山市デジタル
ミュージアム

岡山市デジタルミュージアム
他

無料
岡山市デジタルミュージアム
086-898-3000

中区 ②③ 山陽ガールズフェスティバル
山陽学園創立125周年式典後、山陽ガールズフェスティバルを開催しま
す。文化部によるステージパフォーマンスの他に、高校ミュージカル専攻
生によるミュージカルも披露します。

10月23日
岡山シンフォニー
ホール

山陽女子中学・高等学校 無料 http://www.sanyojoshi.ed.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
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中区
①②
③④

山陽学園大学・山陽学園短期大
学公開講座

「愛と奉仕・地域づくりを考える～健康・福祉・環境・文化～2011」を総合
テーマとし、「いつまでも大切にしたい性」「外国語を学ぶということ」「災害
時の心のケア」「心身のリラクゼーション」「健康管理は食事から」「自分の
気持ちをはっきり言えますか？」の6講座を開講します。

11月5日, 12日, 19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/

中区
①②
③④

山陽学園大学・山陽学園短期大
学公開講座

「愛と奉仕・地域づくりを考える～健康・福祉・環境・文化～2011」を総合
テーマ、「心と体に優しいまちづくり」をサブテーマとし、「広くなった岡山市
を知ろう」「あなたの心と貼り絵」の2講座を開講します。

10月18日, 15日 東山公民館
山陽学園大学・山陽学園短
期大学

無料 http://www.sguc.ac.jp/

岡山市中
区

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、今回は兵庫県たつの市の資料館や町
並みを本学教員の案内で見学する。

10月16日 兵庫県たつの市 就実大学・就実短期大学 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市中
区西川原

① 就実公開講座 日常生活に関する様々な知識を提供します。
10月29日, 11月5日,

12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

岡山市中
区西川原

① 就実オータム･アカデミー２０１１ 岡山の新聞とメディアの歴史について講義を行います。 11月24日～26日
就実大学･就実短
期大学

就実オータム･アカデミー実行
委員会

http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市中
区西川原

① 図書館セミナー
　「仏像の伝えるもの－像内納入米のDNA解析結果」についてセミナーを
行います。

10月29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

岡山市中
区西川原

② 親子ふれあいタイム 本学の施設を開放して、親同士、子ども同士の交流の場を提供します。
10月28日, 11月4日,

18日, 25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

岡山市中
区西川原

② 就実やんちゃキッズ
学生ボランティア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29日
11月26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

岡山市中
区

④ 史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の学術講演を行います。 11月12日
就実大学・就実短
期大学

就実大学史学会 無料 http://www.shujitsu.ac.jp

岡山市北
区弓之町

③ 就実中学・高校定期演奏会 今年で３９回目をむかえる本校吹奏楽部の定期演奏会を行います。 11月13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13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.ac.jp

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19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

岡山市中
区

④ 表現文化学会公開学術講演会
第一線で活躍する落語家を招いて落語と表現としての落語についての対
談を行います。

11月26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

岡山市北
区

④ ＯＵＳフォーラム 産学連携イベント 11月22日 岡山プラザホテル 岡山理科大学 無料 http://www.ous.ac.jp.renkei/

岡山市北
区

④ 科学博物園 科学イベント 11月20日
岡山理科大学25号
館

科学博物園実行委員会 無料

倉敷市 ①
第15回ふれあい人権フェスティバ
ル

広く市民に人権意識の普及高揚を図り、人権の尊重される住みよい地域
づくりを目指し、「見る・学ぶ・創る」といったふれあい活動により、「人権を
守ることの大切さ」を学ぶことができる参加体験型のイベントを開催する。

11月5日 ライフパーク倉敷 倉敷市・倉敷市教育委員会 無料 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1220

倉敷市 ①④
第11回「11月3日は自然史博物館
まつり」

展示を使ったクイズ、標本収蔵庫見学、生きた昆虫ふれあいコーナー、自
然素材を使った工作などを通して、家族で自然史博物館を楽しんでもら
う。

11月3日
倉敷市自然史博物
館

倉敷市教育委員会 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1041

倉敷市 ②
ﾋﾟｱﾉ教員による音楽夜会Ⅶ　ﾌﾗﾝ
ﾂ・ﾘｽﾄ生誕200年祭

ﾌﾗﾝﾂ・ﾘｽﾄの作品を軸として構成 11月10日
くらしき作陽大学
藤花楽堂

くらしき作陽大学 無料 http://www.ksu.ac.jp 

倉敷市 ②
第26回作陽ｻｸｿﾌｫｰﾝ・ｵｰｹｽﾄﾗ演
奏会

様々な音域のｻｸｿﾌｫﾝを用いた、ｻｸｿﾌｫﾝのみを使用したｵｰｹｽﾄﾗ・ｱﾝｻﾝ
ﾌﾞﾙの演奏会

10月23日
くらしき作陽大学
藤花楽堂

くらしき作陽大学 http://www.ksu.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
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倉敷市 ① セミナーA(自閉症勉強会）
TEACCH部担当教員による自閉症の方々への理解を深め、支援に活か
すための勉強会です。10月28日は、「評価・観察」、11月18日は「行動障
害への対応」と題し、2時間の勉強会を開催します。両日18:30～20:30。

10月28日, 11月18日
川崎医療福祉大学
5101教室

川崎医療福祉大学エクステン
ションセンターTEACCH部

無料 http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/teacch/02-02.php

お車でお越しの
場合は、駐車場
代が必要になりま
す。可能な限り、
公共交通機関で
お越しください。

倉敷市 ① 公開セミナー
地域に生活する方々に大学でのプールを用いた健康づくりを紹介し、一
緒にプールで実践する機関を公開提供しています。

10月18日, 25日
川崎医療福祉大学
体育館

川崎医療福祉大学健康体育
学科

086-462-1111（54531）

倉敷市 ① 平成23年度大学公開講座
この度の震災の事実を確認しつつ、被災地を訪れた方々の報告を聞き、
災害列島に暮らす私たちが、これからなすべきことは何かについて考えま
す。

10月29日
川崎医療福祉大学
2601教室

川崎医療福祉大学 無料

http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/
086-464-1021（直通）
086-462-1111（54227）

倉敷市 ① 保護者向け自閉症勉強会
TEACCH部担当教員による自閉症の方々への理解を深め、支援に活か
すための勉強会です。11月11日は「現場の実際の支援」と題し、2時間の
勉強会を開催します。10:00～12:00。

11月11日
川崎医療福祉大学
5102教室

川崎医療福祉大学エクステン
ションセンターTEACCH部

無料 http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/teacch/02-03.php

お車でお越しの
場合は、駐車場
代が必要になりま
す。可能な限り、
公共交通機関で
お越しください。

倉敷市 ①
公開講座「幼児もごきげん手遊
び・わらべ歌 ～子育て・孫育てを
楽しもう」

発達段階（年齢）に応じた親子や保育士と園児との間で楽しめる手遊び
やわらべ歌を紹介、一緒に体験します。

10月29日
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/pdf/2011koukai_s.pdf

倉敷市 ①
公開講座「元気に長生きする食
事」

生活習慣病の予防には何をどのように食べたらよいかについてわかりや
すく解説します。

11月12日
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/pdf/2011koukai_s.pdf

倉敷市 ①
公開講座「健康維持の食生活に
おける秘訣 ～体の健康は食生活
から」

より良い生活を送るのに不可欠な健康、健康な体を維持するための食生
活について秘訣を紹介します。

11月19日
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/pdf/2011koukai_s.pdf

倉敷市 ①
公開講座「親子で作る楽しいモ
ビール」

部屋の中の空気の動きに合わせて楽しい動きを見せてくれるモビール。
親子で協力して工作します。

11月19日
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/pdf/2011koukai_s.pdf

倉敷市 ③ 彩展
倉敷芸術科学大学　芸術学部　美術工芸学科　油画コースの学生作品
の展覧会を開催いたします。

10月26日～11月9日 加計美術館 加計美術館 無料 http://edu.kake.ac.jp/kakebi/

倉敷市 ③ 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12日～11月27
日

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

津山市 ③ 文化祭（弥生祭） 文化祭 11月5日～6日
津山工業高等専門
学校校内

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

井原市 ③ 第57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5日, 6日
井原市民会館・井
原婦人会館

井原市教育委員会 無料 井原市教育委員会文化課(0866-62-9541)

総社市 ④ 特別講演 タイトル「糖尿病治療の最前線」のもと、４題の講演が行われます。 11月12日
岡山県立大学　学
部共通棟

公益社団法人日本栄養・食
糧学会中国・四国支部

0866-94-2158

高梁市 ③ さわやか音楽発表会
高梁市内小学校児童が、日頃の音楽学習の成果を発表し高め合い、聴
き合うことで音楽の楽しさを味わうとともに、全員合唱を行い日頃出会うこ
とが少ない他校児童との相互の交流を図る機会とする。

11月11日 高梁総合文化会館 高梁市教育委員会 無料 高梁市教育委員会学校教育課(0866-21-1508)

高梁市 ①
吉備国際大学公開講座
介護講座

「日常生活に根ざした介護予防道場」
認知法を知る～予防とリハビリテーション等

10月16日
高梁市総合福祉セ
ンター

吉備国際大学 無料 http://kiui.jp/pc/eventinfo/

高梁市 ①
吉備国際大学公開講座
時代講座

「東洋のマチュピチュをたずねて」
兵庫県朝来市和田山、古城山の「天空の城・国指定史跡竹田城」を訪ね
その歴史を学ぶ。

11月12日 吉備国際大学 吉備国際大学 http://kiui.jp/pc/eventinfo/
バスで兵庫県竹
田城・生野銀山
等を訪問予定

高梁市 ①
吉備国際大学公開講座
中国ビジネス講座

中国ビジネスと法的リスクの回避
～各論②「契約法などのビジネスに関する法律について」～

11月19日
吉備国際大学
岡山駅前キャンパ
ス

吉備国際大学 無料 http://kiui.jp/pc/eventinfo/

備前市 ③ 備前市音楽会 備前市内小学校合同の音楽発表会 11月9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)

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５３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

赤磐市 ③ 企画展 平成23年度企画展「篆刻家　尾関古城展」
10月21日～12月11

日
赤磐市山陽郷土資
料館

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

浅口市 ①
岡山天体物理観測所特別観望会
2011秋

国内最大級の188ｃｍ反射望遠鏡による特別天体観望会を行い、国立天
文台の活動について興味をもってもらい、理解を深めてもらうものです。

11月5日
国立天文台岡山天
体物理観測所

自然科学研究機構国立天文
台

無料 http://www.oao.nao.ac.jp/ 事前申込：必要

和気町 ③ 和気町文化祭
公民館自主講座や町文化協会加盟団体による作品展示や舞台発表を行
う。

10月下旬から11月
上旬

中央公民館・学び
館「サエスタ」

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)

矢掛町 ②
岡山県学校給食100周年記念事
業

明治４４年旧小田郡小田村（現矢掛町）で学校給食の原型が実施され、
今年が100年となることから、これを記念し、今後の学校給食の充実に寄
与する事業を行う。

11月5日, 6日 やかげ文化ホール
岡山県学校給食100周年記
念事業実行委員会

無料 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=148

勝央町 ①③
第42回勝央町文化祭第5回生涯
学習フェスティバル（展示部門）

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、親睦
を図る。（書道・写真・絵画・文芸・陶芸・工芸等）

11月5日, 6日
勝央町公民館・勝
央美術文学館

勝央町教育委員会 無料 勝央町教育委員会(0868-38-1752)

勝央町 ①③
第42回勝央町文化祭第5回生涯
学習フェスティバル（芸能部門）

勝央町文化協会加盟団体及び一般でも募集をかけて芸能を行い、親睦
を図る。（舞踊・詩吟・コーラス・太極拳・手話・大正琴等）

11月6日 勝央文化ホール 勝央町教育委員会 無料 勝央町教育委員会(0868-38-1752)

吉備中央町 ③ 秋山清水展 肖像画家　秋山清水氏の作品展を開催する。 11月7日～20日 きびプラザ 吉備中央町教育委員会 吉備中央町教育委員会(0866-56-9191)

吉備中央町 ③ 重森三玲回顧展 作庭家　重森三玲氏の作庭した庭の写真展を開催する。 11月3日～6日 吉川公民館 吉備中央町教育委員会 吉備中央町教育委員会(0866-56-9191)

未定 ①
めざせ☆おかやまの星育成事業
報告会

中学生・高校生が、岡山県の伝統産業や特色ある産業などで体験・取材
したことを発表する。

11月6日 未定 岡山県教育委員会 無料 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=149
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