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岐阜県
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

岐阜市 ①

第31回岐阜大学フォーラム「環境
ユニバーシティフォーラム」『黒い
津波と清流長良川－作家の環境
論－』

岐阜大学環境月間の行事の一環として、作家の松田悠八氏を講師にお
招きし、講演会を実施します。

11月2日
岐阜大学
講堂

岐阜大学 無料 ※作成中

岐阜市 ④

工学の最前線-2011-挑戦する数
理
ー現象の計算機シミュレーションを
究めるー

最新の工学分野の技術紹介や，身近な問題を工学的な観点から解析・
分析し，分かり易く解説する。また，広く学外の関係技術者・研究者等の
受講を呼びかけることで，関連企業との新たな技術提携の足掛かりとなる
ことも目的としている。

11月3日
岐阜大学工学部講
義室等

岐阜大学 無料 http://www.gifu-u.ac.jp/eng/ 事前申込要

岐阜市 ③ 岐大祭

クラス、学科、ゼミ、サークル等の正課研究、学術文化活動及び課外活動
の祭典として、それぞれの年間を通した取組の成果を学内外に発表し、
地域社会と共に考え、よりは発展させる機会を作る場、学生が自主的に
参加し、創り、盛り上げていく、岐大生一人ひとりが団結を強め、それを以
降の活動の原動力とする場として実施する。（キャンパスガイドから抜粋）

11月3日～6日 岐阜大学 岐阜大学 無料 http://gidaisai.jp/

岐阜市 ①④
岐阜大学フェア2011
（本学の教育・研究活動を中心と
したパネル展示，パネル説明）

　 本学の理念である「学び、究め、貢献する岐阜大学」の具体的な教育・
研究活動を広く一般に発信することにより、地域との連携促進を目的とす
る。
 　パネルを中心とした試作品等の展示による教育研究活動の紹介、小・
中・高校生、一般参加者向けの実験教室や模擬授業を実施する。

11月4日
岐阜大学
第二食堂（生協）

岐阜大学 無料 http://www1.gifu-u.ac.jp/~gu_fair/2011/

岐阜市 ①④
第２３回岐阜シンポジウム「宇宙の
歴史を読み解く」

私たちの住む地球は、137億年の宇宙の歴史の中で形成されたもので、
微惑星の集積でできた地球には、液体の水があり、生命が発生し、多様
な生物が生きる生物圏が成立しました。私たちはどこから来て、どこへい
くのか、「はやぶさ」が持ち帰ったサンプル・コンテナや地球外物質を手が
かりに、宇宙や地球の歴史を読み解きます。

11月5日
岐阜大学
講堂

岐阜大学 無料 ※作成中

岐阜市 ①④
小・中学生のための自然放射線
観察体験

放射線の色々な話から、サーベイメータを使った自然放射線測定、「霧
箱」という放射線を見えるようにする箱を手作りして自然放射線を観察し
て、放射線の知識を深めます。

11月5日

生命科学総合研究
支援センターゲノム
研究棟2階セミナー
室

岐阜大学 無料 http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc/ri/support03(2010).pdf 事前申込要

岐阜市 ①④
岐阜大学公開講座「親子天文教
室」

本講座は、天体望遠鏡（スピカ）の製作と天体観察を通じて、地球や宇宙
に関する興味・関心を高めることを目的としています。天体観察を通じて、
科学技術に対する興味・関心を高めると同時に、親子で製作や観察活動
を行うことで、親子のコミュニケーションを深める機会を提供いたします。

11月5日 岐阜大学教育学部 岐阜大学 http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

参加要件：小中
学生とその保護
者対象、15組（先
着順）
教材費：2,500円
申込方法：下記Ｈ
Ｐの申込み画面
からお申し込み
下さい。
http://chigaku.ed.
gifu-
u.ac.jp/chigakuhp
/html/info_tenmo
n/index1.html
理科教育講座
（地学）川上紳一
TEL：058-293-

岐阜市 ①④
応用生物科学部
中学生のための体験科学講座

中学生を対象に体験科学講座を実施し、理科に対する興味・関心を高め
る機会を提供する。
(講座名)
・小さな世界を覗いてみよう
・卵を究める
・骨からみた動物の体のかたち
    ～鶏の手羽先と豚足から作った骨標本で体の形と仕組みに学ぼう～

11月13日
岐阜大学
応用生物科学部

岐阜大学 無料 http://www1.gifu-u.ac.jp/~abios/index.html 事前申込要

岐阜市 ④ シンポジウム
タイトル「生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばす運動戦略」のもと、３題
の講演が行われます。

10月29日
岐阜大学
応用生物科学部

公益社団法人日本栄養・食
糧学会中部支部

無料   http://www.jsnfs-chubu.jp/

大垣市
①、
③

フィールドワーク「東海の遺跡を歩
く」

　人類学博物館では、2007年度より、東海地方の考古学遺跡をめぐる
フィールドワークを実施している。
　実際に考古学遺跡の現場を歩き、考古学的な思考方法や、地図の見
方、遺跡の観察方法など、考古学に必要な技術の基礎について学習す
る。

  日11月6日,23日12月4

10/29、12/10…南
山大学人類学博物
館
11/6…大垣市
11/23…西尾市
12/4…岡崎市

南山大学人類学博物館
URL：http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/MUSEUM/index.html
MAIL：a-museum@nanzan-u.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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多治見市 ①
公開講座
「環境と調和する新しいセラミック
ス」

セラミックス基盤工学研究センターのスタッフを中心とした講師陣が，環境
と調和するセラミックス材料の設計と開発に関する講義を行います。

 10日,17日,24日12月1日
名古屋工業大学セ
ラミックス基盤工学
研究センター

名古屋工業大学 http://www.nitech.ac.jp/course/index.html

多治見市 ②
子どもワークショップたじみへの出
展

小学生以上を対象として「モノづくり」を学び・体験するイベントへ出展しま
す。

11月12日
多治見市産業文化
センター

多治見市 無料 http://www.city.tajimi.gifu.jp/jouhou/ecenter/index.html

関市 ① たのしみん祭

関市南部は、岐阜県内でも珍しく幼稚園から大学まで存在し、さらに特別
支援学校、障害者更生施設を含めて、文教・福祉地域を形成しています。
このような恵まれた環境を生かして、教育機関・地域自治会・企業との共
催で、地域ｲﾍﾞﾝﾄを開催します。

10月22日
中部学院大学関
キャンパス及び周
辺地域

中部学院大学 http://www.chubu-gu.ac.jp/

関市 ① たのしみん祭

関市南部は、岐阜県内でも珍しく幼稚園から大学まで存在し、さらに特別
支援学校、障害者更生施設を含めて、文教・福祉地域を形成しています。
このような恵まれた環境を生かして、教育機関・地域自治会・企業との共
催で、地域ｲﾍﾞﾝﾄを開催します。

10月22日
中部学院大学関
キャンパス及び周
辺地域

中部学院大学短期大学部 http://www.chubu-gu.ac.jp/

関市 ① たのしみん祭
①地域住民の方々、各教育機関・施設・企業等、相互の理解や連携を一
層深め交流の体験を通して学習機会とする。②ステージでの発表や作品
を展示し、地域の方々に見ていただく。また、一緒に楽しむ。

10月22日
中部学院大学関
キャンパス及び周
辺地域

中部学院大学・中部学院大
学短期大学部附属桐が丘幼
稚園

http://www.chubu-gu.ac.jp/cgc/kirigaoka/

関市 ① プロムナードコンサート２０１１
「総合表現活動」の発表の場として合唱や合奏、ミュージカルの舞台等
の、ステージ発表を行います。

11月26日 関市文化会館 中部学院大学 無料 http://www.chubu-gu.ac.jp/

関市 ① プロムナードコンサート２０１１
「総合表現活動」の発表の場として合唱や合奏、ミュージカルの舞台等
の、ステージ発表を行います。

11月26日 関市文化会館 中部学院大学短期大学部 無料 http://www.chubu-gu.ac.jp/

瑞浪市 ① 看護学部公開講座
「在宅でいきいき生活、上手に介護」
介護される人も、する人も負担の少ない方法を体験します。 11月12日

中京学院大学瑞浪
キャンパス

中京学院大学看護学部 無料 http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/kangogakubu/ 大学祭同時開催

美濃加茂
市

①③ 正眼短大祭 大学祭 10月29日 正眼短期大学
財団法人正眼短期大学・正
眼短期大学

無料 jimkyoku@shogen.ac.jp

美濃加茂
市

① 平成23年度心を磨く正眼セミナー
正眼僧堂師家・正眼短期大学学長　山川宗玄老師による講話、白隠禅師
の「遠羅天釜」と、坐禅を行います。地域で活躍されている方のミニコン
サートを開催しています。大学祭と同時開催につき、無料です。

10月29日 正眼短期大学
財団法人正眼短期大学・正
眼短期大学

無料 jimkyoku@shogen.ac.jp

美濃加茂
市

① 平成23年度心を磨く正眼セミナー
正眼僧堂師家・正眼短期大学学長　山川宗玄老師による講話、白隠禅師
の「遠羅天釜」と、坐禅を行います。地域で活躍されている方のミニコン
サートを開催しています。

11月19日 正眼短期大学
財団法人正眼短期大学・正
眼短期大学

jimkyoku@shogen.ac.jp

土岐市 ④
オープンキャンパス
(一般公開)

核融合科学研究所の施設見学や公開講座、科学工作教室などを行いま
す。

10月29日 核融合科学研究所
自然科学研究機構 核融合科
学研究所

無料 http://www.nifs.ac.jp/welcome/2011

土岐市 ② 職場体験学習 地域の中学校の職場体験学習を受け入れます。  19日～21日,11月15日 核融合科学研究所
自然科学研究機構 核融合科
学研究所

無料 http://www.nifs.ac.jp/edu/taiken/index.html

各務原市 ① 学びの森ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
広大な芝生広場（学びの森）を中心に大学キャンパスも使用して、秋の１
日を賑やかに地域密着、市民参加のイベントを行う。

11月3日
中部学院大学各務
原キャンパス及び
周辺地域

中部学院大学 http://www.chubu-gu.ac.jp/

各務原市 ① 中部手話ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
聴者と聴覚障がい者の共生が実現できる社会を目指し、手話の普及と聴
覚障がい者福祉の推進を図ることを目的としています。

11月19日
中部学院大学各務
原キャンパス

中部学院大学 無料 http://www.chubu-gu.ac.jp/

各務原市 ① 中部手話ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
聴者と聴覚障がい者の共生が実現できる社会を目指し、手話の普及と聴
覚障がい者福祉の推進を図ることを目的としています。

11月19日 関市文化会館 中部学院大学短期大学部 無料 http://www.chubu-gu.ac.jp/

各務原市 ①

創立30周年記念事業
平成23年度
東海学院大学
公開講座

全体テーマ「絆で育む豊かな社会－大学から伝えたい未来へのメッセー
ジ－」

第1回　「現代家族の絆の行方」
講師 神戸 博一 （東海学院大学教授）

10月19日

東海学院大学・東
海学院大学短期大
学部附属図書館大
セミナー室

東海学院大学 無料 http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/ 定員１００名

各務原市 ①

創立30周年記念事業
平成23年度
東海学院大学
公開講座

全体テーマ「絆で育む豊かな社会－大学から伝えたい未来へのメッセー
ジ－」

第2回　「不登校問題の理解と対処－子どもの自立を促すためのサポート
資源の活用－」
講師 寺田 道夫 （東海学院大学教授）

10月26日

東海学院大学・東
海学院大学短期大
学部附属図書館大
セミナー室

東海学院大学 無料 http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/ 定員１００名

各務原市 ①

創立30周年記念事業
平成23年度
東海学院大学
公開講座

全体テーマ「絆で育む豊かな社会－大学から伝えたい未来へのメッセー
ジ－」

第3回　「地域における新たな絆の創生－地域福祉の推進と社会資源とし
ての大学－」
講師 柴崎 建（東海学院大学準教授）

11月2日

東海学院大学・東
海学院大学短期大
学部附属図書館大
セミナー室

東海学院大学 無料 http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/ 定員１００名

各務原市 ①

創立30周年記念事業
平成23年度
東海学院大学
公開講座

全体テーマ「絆で育む豊かな社会－大学から伝えたい未来へのメッセー
ジ－」

第4回　「五感健康法を通じて，絆を育む」
講師　岩田　弘敏　（東海学院大学教授）

11月16日

東海学院大学・東
海学院大学短期大
学部附属図書館大
セミナー室

東海学院大学 無料 http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/ 定員１００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
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可児市 ③
第１１回岐阜県内外国人留学生
日本語弁論大会

県内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校等に在学する外国人留
学生を対象に日本語の表現力を競う弁論大会を、毎年各大学等の持ち
回りにより、国際交流・多文化共生事業として、留学生受入れに伴う地域
交流活動の推進を図るため実施しています。

10月29日
名城大学　　都市情
報　　学部
可児市

岐阜大学・岐阜地域留学生
交流推進協議会

無料
岐阜大学学術国際部国際企画課留学生支援係
Tel : 058-293-2137

瑞穂市 ① 岐阜県英語教育　　研究セミナー
英語教育を通して、現代アメリカにおける　社会問題を考察しグローバル
な視点を養う

11月7日 朝日大学5号館 朝日大学 無料 http://www.asahi-u.ac.jp/asahi_now/news/6832.html
後援/岐阜県教
育委員会

瑞穂市 ②
朝日大学第26回　　高等学校英語
弁論大会

英語教育の普及と高校生に対して日頃の　勉学の発表の場を提供するこ
とによって人材育成を図る

11月7日 朝日大学5号館
朝日大学

無料 http://www.asahi-u.ac.jp/asahi_now/news/6832.html

後援/岐阜県教
育委員会、瑞穂
市、岐阜市、中日
新聞社、NHK岐
阜放送局

瑞穂市 ③ 朝日祭
学生主体のイベントで模擬店の出店や、　　　　コンサート等の開催クラブ
活動等の成果を発表する

10月21日～23日
朝日大学5号館・6
号館周辺

朝日大学 無料 058-329-1063

瑞穂市 ①
明海大学・朝日大学歯学部生涯
研修

組織再生誘導法（GTR）と歯周外科実習 11月3日
朝日大学1号館2階
臨床系第2実習室

明海大学・　　　朝日大学
歯学部生涯　　　研修部

http://www.m-a-univ-ce.com

瑞穂市 ④
日本歯周病学会中部地区大学・
日本臨床歯周病学会中部支部合
同研究会

歯周病学研究発表と臨床研修 11月6日
朝日大学1号館2階
臨床系第2実習室・
3階第4大講義室

朝日大学　　　　　　　歯周病
学分野

無料 058-329-1451

飛騨市 ③
飛騨市文化協会・各支部による文
化祭

市文化協会・各支部による発表会・作品展等（芸能公演・短歌・川柳・華
道・茶道・謡曲等）

10月6日～11月13日 飛騨市内各地 飛騨市文化協会・各支部 無料 飛騨市文化協会・各支部(0577-73-6820)

飛騨市 ③ 第3回飛騨市俳句大会 一般に公募した俳句の授賞式 10月22日
飛騨市神岡町公民
館

飛騨市文化協会 無料 飛騨市文化協会(0577-73-6820)

飛騨市 ③ 第7回飛騨市短歌大会 一般に公募した短歌の授賞式 10月29日
飛騨市古川町公民
館

飛騨市文化協会 無料 飛騨市文化協会(0577-73-6820)

飛騨市 ③ 能公演 能「藤橋」の公演 11月20日
飛騨市文化交流セ
ンター

飛騨市文化協会 無料 飛騨市文化協会(0577-73-6820)

飛騨市 ③ 飛騨市美術展 一般に公募した美術展 10月29日～11月9日 飛騨市美術館 飛騨市美術展運営協議会 無料 飛騨市教育委員会(0577-73-7496) 出品料1,000円

飛騨市 ③ 文化の日無料観覧 文化施設(飛騨市美術館・江馬館・高原郷土館)の入館料無料 11月3日
飛騨市美術館・江
馬館・高原郷土館

飛騨市教育委員会 無料 飛騨市教育委員会(0577-73-7496)

本巣市
①②
③④

高専祭
一般公開の文化祭であり，4年生は5学科で「東日本大震災を受けて」の
共通テーマで専門展を開催，クラブ・同好会などは模擬店を開きます。

10月21日,22日
岐阜工業高等専門
学校及び
モレラ岐阜

岐阜工業高等専門学校 無料 http://kosensai.net/

本巣市 ① 公開講座

中学生のための環境都市工学入門
１．防災耐震：地震の被害の種類と
対策について学び，模型を使って
振動実験を行います。
２．ブリッジコンテスト：生活に身近な橋について学び，模型を作ってどれ
が強いか実験します。

10月22日,23日 モレラ岐阜 岐阜工業高等専門学校 無料  http://www.gifu-nct.ac.jp/shomu/ichiran.pdf

郡上市 ①
「高校生のためのオープンカレッジ
in郡上2011.10.29」

岐阜大学地域科学部，岐阜経済大学，岐阜市立女子短期大学の連携事
業として，岐阜県内の高校生に向けて「大学ではどのように学ぶのか」に
とどまらず，将来の就職や地域社会の中での生き方まで視野を拡げて考
えてもらおうという出前授業で，高校生の関心のあるテーマやフィールド
ワークを行います。

10月29日
郡上高校，郡上市 岐阜大学，岐阜経済大学，岐

阜市立女子短期大学
無料 http://www1.gifu-u.ac.jp/~forest/

郡上市 ③
武蔵野美術大学　地域フォーラム
アート＆デザイン2011岐阜

・テーマトーク「美術の力」　榎本了壱×中島信也　・シンポジウム「言葉の
力、かたちの力」島津忠夫、小塩卓哉、金子徳彦、榎本了壱、中島信也

11月19日
岐阜県郡上市総合
文化センター

武蔵野美術大学、武蔵野美
術大学校友会、武蔵野美術
大学校友会岐阜支部

無料
武蔵野美術大学法人企画室
TEL:042-342-6011/FAX:042-342-6087

下呂市 ③ 白雲座歌舞伎公演 地元を中心とした保存会による定期公演「白雲座歌舞伎」の上演 11月2日, 3日
下呂市門和佐　白
雲座

下呂市門和佐区 無料 http://www.city.gero.lg.jp/kankou/

下呂市 ①
市民生徒による文化財普及活動
展

市民や生徒が調査研究した成果の発表展示会 11月3日～12月25日
下呂ふるさと歴史
博物館

下呂市教育委員会 無料 下呂ふるさと歴史博物館（0576-25-4174）

下呂市 ①② シールde原始・古代学習
旧石器時代から平安時代までの時代アイテム２０点がシール化（シールを
正しい時代に貼って完成させると記念品がもらえます。）

9月17日～10月30日
下呂ふるさと歴史
博物館

下呂市教育委員会 下呂ふるさと歴史博物館（0576-25-4174）

下呂市 ①② わくわく科学体験事業冬季の部
小学生・未就学児を対象に理科実験（ものづくりの体験活動を通して、科
学を楽しむ催しです。　）

11月12日
下呂市立萩原小学
校

下呂サイエンスの会 下呂市教育委員会学校教育課（0576-52-2980）

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


