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栃木県
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

栃木県 県内全域
①②③
④

「栃木県生涯学習推進
月間」

　生涯学習に対する県民意識の一層の高揚と全県的な気運醸
成を図るため、１１月を「生涯学習推進月間」と定め、「とちぎ教
育の日」実行委員会がこの時期に実施する生涯学習フェスティ
バルや国の「教育・文化週間」と相まって、生涯学習の普及啓
発や生涯学習関連事業を効果的に展開する。

１１月 栃木県内各会場
県内各市町、県及び関係機
関、大学等高等教育機関、
生涯学習関連施設

http://www.pref.tochi
gi.lg.jp/m06/educatio
n/shougai/suishinjigy
ou/suishin-
gekkan.html

※H24.10上旬～中旬
に更新予定

栃木県 宇都宮市 ①
帝京大学宇都宮キャン
パス公開講座

一般市民の生涯学習の一助として、教育・文化・地域等のテー
マで、専任教員による公開講座を実施します。

9月29日, 10月13,
20, 27日

帝京大学宇都宮キャン
パス

帝京大学 無料
http://www.riko.teiky
o-u.ac.jp

栃木県 宇都宮市 ②
平成24年度宇都宮大

学大学院　国際学研究
科公開授業

一般市民のみなさんに，「国際化における言語と文化」をテー
マに，日本語と日本文化を中心に、日本の社会や文化・学術
の状況、国際的な文脈から、各教員の独自の視点からみた授
業を行います。

10月6, 13, 20日,
11月3, 10, 17日,
12月1日

宇都宮大学
（峰ｷｬﾝﾊﾟｽ）

国立大学法人宇都宮大学
国際学研究科

無料

国際学部総務係
http://www.kokusai.u
tsunomiya-
u.ac.jp/fis/

栃木県 宇都宮市 ②
秋季

オープンキャンパス
国際学部

説明会、各種相談コーナー（進学・カリキュラム等） 11月23日
宇都宮大学
国際学部

（峰キャンパス内）

宇都宮大学
国際学部

無料

国際学部総務係
http://www.kokusai.u
tsunomiya-
u.ac.jp/fis/

栃木県 宇都宮市 ②
秋季

オープンキャンパス
教育学部

授業見学、説明会、学生による学内見学ツアー・トークタイム、
進学相談

10月24日
宇都宮大学教育学部

（峰キャンパス内）
宇都宮大学教育学部 無料

教育学部総務係
028－649－5242
http://ks001.kj.utsun
omiya-u.ac.jp/

栃木県 宇都宮市 ② 秋のテクノフェスタ
工学部ホームカミングデー及び工学部オープンキャンパスを
同日開催します。講演会、研究室案内、説明会、進学相談等

10月27日
宇都宮大学
工学部
（陽東キャンパス）

宇都宮大学工学部 無料

工学部総務係
028-689-6005
http://www.eng.utsun
omiya-u.ac.jp/

栃木県 宇都宮市 ③ 大学祭「峰ヶ丘祭」 学生団体企画、研究発表、講演会等 11月23, 24日
宇都宮大学峰キャンパ

ス
宇都宮大学大学祭実行委

員会
無料

宇都宮大学学祭実行
委員会
028-634-5877
http://minegaokasai.
web.fc2.com/gakusai
/index.html

栃木県 宇都宮市 ①
農学部90周年記念行

事

記念講演を行う。記念講演の内容は、農林水産省大臣官房審
議官　櫻庭英悦氏による「白書から見た農政５０年」及び、㈱信
州サラダガーデン代表取締役　小林　豊氏による「パプリカを
栽培しながら日本の農業・農学について思うこと」。

10月27日
記念講演：宇都宮大学
大学会館２Ｆ多目的ホー
ル

宇都宮大学

宇都宮大学農学部峰ヶ丘同
窓会

無料
http://agri.mine.utsu
nomiya-
u.ac.jp/about/90th/

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
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

栃木県 宇都宮市 ① カラスシンポジウム

カラスは農産物等の被害対策をはじめとした野生動物管理の
側面だけでなく、動物の学習や行動を研究する材料としてもす
ぐれた対象であり、あらゆる分野でカラスに関連する研究を
行っている方々に研究発表を通じて知見を深める機会を作る。

11月17日
宇都宮大学大学会館２
Ｆ多目的ホール

宇都宮大学
無料

http://agri.mine.utsu
nomiya-
u.ac.jp/about/crowsy
mpo/index.htm

栃木県 宇都宮市 ②
秋季オープンキャンパ

ス
農学部

説明会、パネル展示等（予定） 10月～11月予定
宇都宮大学
（峰キャンパス内）

宇都宮大学
農学部

無料

農学部総務係
028-649-5399
http://agri.mine.utsu
nomiya-u.ac.jp/

栃木県 小山市 ①
日商簿記検定直前対
策セミナー（2級商業簿
記コース）

日商簿記検定（11月18日実施）2級合格に向けた対策セミナー
です。

10月15, 17, 22,
24, 31日,  11月5,
7,  12日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp 小山商工会議所

栃木県 小山市 ①
日商簿記検定直前対
策セミナー（2級工業簿
記コース）

日商簿記検定（11月18日実施）2級合格に向けた対策セミナー
です。

10月11, 16, 18,
23, 30日, 11月1,
6, 13日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp 小山商工会議所

栃木県 小山市 ①
日商簿記検定直前対
策セミナー（3級商業簿
記コース）

日商簿記検定（11月18日実施）3級合格に向けた対策セミナー
です。

10月16, 17, 23,
24, 30, 31日, 11月
6, 7日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp 小山商工会議所

栃木県 小山市 ① ニュース検定対策講座
ニュース時事能力検定（11月10日実施）合格のための対策講
座です。

10月15, 22, 29日,
11月5日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp

栃木県 小山市 ① ホームページ制作入門
2012年度後期白鷗大学公開講座：社会人向けに授業を公開し
ます。

11月6, 13, 20, 27
日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp

栃木県 小山市 ①
シニア世代の健康ライ
フ

2012年度後期白鷗大学公開講座；社会人向けに授業を公開し
ます。

11月5, 12, 19, 26
日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp

栃木県 小山市 ①
老後問題と介護保険制
度をめぐって

2012年度後期白鷗大学公開講座：社会人向けに授業を公開し
ます。

11月5, 12, 19, 26
日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp

栃木県 小山市 ① 田中正造と近代日本
2012年度後期白鷗大学公開講座：社会人向けに授業を公開し
ます。

11月7, 14, 21, 28
日

白鷗大学 白鷗大学 http://hakuoh.jp

栃木県 宇都宮市 ①
JPIC読みきかせサ
ポーター講習会

読書ボランティアを対象とした読みきかせ講習会です。初心者
から経験者を対象とします。

11月10日 コンセーレ
一般財団法人出版文化産
業振興財団

http://www.jpic.or.jp/

栃木県 日光市 ①
獨協医科大学公開講
座

「糖尿病－最新の治療－」 11月10日
日光市今市保健福祉セ
ンター内会議室

獨協医科大学 無料
獨協医科大学総務課
0282－87－2100

共催：日光市
後援：日光市教育委
員会

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


