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岡山県 浅口市 ① アッケシソウ祭り
浅口市指定天然記念物アッケシソウ自生地は、本州唯一の自生地です。秋には、アッケシ
ソウの全体が緑から真紅に紅葉します。祭りの期間中は、浅口市寄島町アッケシソウを守
る会の会員による見学ガイドがあります。

10月12～22日 アッケシソウ自生地 浅口市教育委員会 無料 http://www.city.asakuchi.okayama.jp 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ①
あさくち文化祭　第14回浅口市総合
文化祭　－文化がまちにある！プロ
グラムin浅口－

園児・児童・生徒、各種社会教育団体、市民一般が、各自の作品展示や、芸能活動発表を
通して、日頃の文化芸術活動の成果発表を行い、地域文化の振興と相互の親睦を図りま
す。

10月19、20日
10月26、27日

市内3会場 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 井原市 ① 第65回井原市文化祭
交流都市栃木県大田原市の児童生徒と、書道・絵画等の作品交流を行い、お互いに学習
成果発表の場としている。

11月2～3日 井原市市民会館 井原市教育委員会 無料 http://www.city.ibara.okayama.jp/ 0866-62-9535

岡山県 岡山市 ②
「地域と連携した『高校の魅力化』
フォーラム」

高等学校の魅力づくりに向け、地域と連携した教育活動を実践している学校による事例発
表等を行うことで、成果を共有するとともに、地域と連携した取組の一層の充実を図りま

11月14日 岡山大学創立50周年記念館 岡山県教育委員会 無料 086-226-7583

岡山県 岡山市 ②④ サイエンスチャレンジ岡山2019
高等学校等の生徒を対象とした理科・数学等の複数分野のチーム対抗の競技会を開催
し、団体で協力して課題に取り組む機会を設けることにより、科学に関する更なる興味・関
心の高揚及び学力の向上を図ります。

11月16日 岡山大学 岡山県教育委員会 無料 086-226-7583

岡山県 岡山市 ②
きらり輝け！高校生キャリア教育フェ
ア2019

高等学校等で学ぶ生徒が日頃の学習の成果の発表やキャリア教育実践校等による地域
や産業界等と連携した取組を小中学生を含めた県民に対して情報発信します。

11月23～24日 コンベックス岡山 岡山県教育委員会 無料 086-226-7583

岡山県 岡山市 ②
OKAYAMAスマホサミット2019成果報
告会

小中高生・保護者がスマートフォン等の適正使用に向けた取組の検討を行ったスマホサ
ミットについて、取組成果を報告します。

11月2日 岡山大学創立五十周年記念館 岡山県教育委員会 無料 086-226-7589

岡山県 岡山市 ① 第44回岡山県教職員美術展 県内の美術を愛好する教職員及び退職した教職員等が創作した作品を展示・公開します。 11月6～10日 岡山シティミュージアム 岡山県教育職員互助組合 無料 086-226-7603

岡山県 岡山市 ① 県立図書館フェスタ
県民の方に図書館を身近に感じ親しんでいただくため、期間中を通じて、コンサート、体験
講座、展示等を多彩なイベントを開催します。

10月26日～11月4日 岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料 086-224-1286

岡山県 岡山市 ① 県立図書館とことん活用講座
県立図書館の特色である主題別６部門の専門性を生かし、各部門が関係機関等と連携し
講座を開催
「アンデスの古代遺跡とそこに暮らす人々」

10月5日 岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料 086-224-1286

岡山県 岡山市 ① バックヤードツアー
図書館を知ってもらうため、日頃見ることができない書庫などの図書館の裏側を見学しても
らうツアーを実施します。

10月26日～11月23日 岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料
http://www.libnet.pref.okayama.jp/e
vent/backyard/index.htm

086-224-1286

岡山県 岡山市 ①③ 特別展「岡山の日蓮法華」
岡山ならではの日蓮法華の歴史と、曼荼羅や絵画に見られる美と特徴を紹介。展覧会に
合わせて、10月13日に講演会を行うとともに、10月12日、26日及び11月9日には学芸員に
よる展示解説を行います。

10月11日～11月10日 岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoiku/
kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ①③ 甲冑着用体験 文化の日にともない、復元甲冑の着用体験会を行います。 11月3日 岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoiku/
kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ①③ 博物館の無料開館
おかやま教育の日にともない、入館料を無料とします。この機会に、歴史や文化財を身近
に感じ、学びのきっかけにしてください。

11月1日 岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoiku/
kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ③ 資料館特別展 本校にゆかりのある作家による芸術展を開催し、広く一般の方々に鑑賞していただきま 11月15～22日 岡山県立岡山朝日高等学校 岡山県立岡山朝日高等学校 無料 http://www.asahi.okayama-c.ed.jp/ 086-272-1271

岡山県 岡山市 ② 岡山市中学校音楽の集い
市内中学校の生徒が音楽を発表し、互いの演奏を鑑賞し合う機会をもちます。音楽を通し
て「豊かな人間性を身に付けた子ども」の育成を図ります。また、音楽を通して岡山市の子
どもの様子を知っていただく機会とします。

11月5日 岡山市民会館
岡山市教育委員会
岡山県中学校教育研究会岡山
支部音楽部会

無料
教育委員会事務局
学校教育部指導課
086-803-1591

岡山県 岡山市 ①③ 第３３回旭東公民館文化祭
公民館クラブ講座等が日頃の活動の成果を発表。作品・活動紹介展示、舞台発表、喫茶・
お茶席コーナー、体験コーナー、作品販売など。

10月19～20日 岡山市立旭東公民館ほか 岡山市立旭東公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/kyokutou/index.html

岡山市立旭東公民館
086-943-1154

岡山県 岡山市 ① 福浜熟年大学
おおむね65歳以上の方を対象とした学びの場。「悪質商法の被害にあわないために」につ
いての講演。（講師：岡山市消費生活センター）

10月24日 岡山市立福浜公民館 岡山市立福浜公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/fukuhama/index.html

岡山市立福浜公民館
086-265‐4835

岡山県 岡山市 ① おしゃべりカフェ「わ」 就学前の親子を対象とした子育てサロンです。季節に合わせた行事やおはなし会など。
10月25日
11月1、15日

岡山市立操山公民館 岡山市立操山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ①③ 第17回富山文化まつり
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表を行い、日頃の学習の成果を
発表する。

10月26～27日
岡山市立富山公民館・富山小学
校

富山文化まつり実行委員会 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/tomiyama/index.html

岡山市立富山公民館
086-274-0827

岡山県 岡山市 ①③ 第36回南公民館まつり
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナーなどを行い、
日頃の学習の成果を発表する。

10月26～27日 岡山市立南公民館 岡山市立南公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/minami/index.html

岡山市立南公民館
086-263-7919

岡山県 岡山市 ① おはなし会
幼児から小学生対象のおはなし会です。手遊び、絵本の読み聞かせ、工作などを行いま
す。

10月26日 岡山市立操山公民館 岡山市立操山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ① 操山光嶺大学
おおむね65歳以上の方を対象とした学び・交流の場。10月29日は「高齢者が注意すべき
病」についての講演です。

10月29日 岡山市立操山公民館 岡山市立操山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ① 福浜学区健康講座
福浜学区在住の方を対象に、健康な身体づくりや生活習慣病の予防について学ぶ。（健康
チェック、栄養バランスチェック、運動指導員による運動実践）

10月29日 岡山市立福浜公民館

（主催）福浜学区愛育委員会、
福浜学区栄養改善協議会、福
浜学区社会福祉協議会（共催）
岡山市南区南保健センター、岡
山市立福浜公民館

http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/fukuhama/index.html

岡山市立福浜公民館
086-265‐4835

岡山県 岡山市 ①③
第42回御津公民館祭り・獅子舞フェ
スタ

公民館や地域で学習や活動している人たちが、日頃の学習成果の展示・発表すると共に、
御津の伝統芸能である御津地域の獅子舞団体が演舞を行い、地域の内外の住民の交流
と伝統文化の継承を推進する。

11月2日～3日 岡山市立御津公民館 岡山市立御津公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/mitsu/index.html

岡山市立御津公民館
086-724-1441

岡山県 岡山市 ① 三勲学区日帰り防災キャンプ
児童・生徒が学校管理下外で被災した際、自分で自分の命を守ることができるよう必要な
知識や技能を身につけるために様々な体験をします。

11月4日 岡山市立三勲小学校
岡山市立操山公民館、三勲学
区日帰り防災キャンプ実行委員

無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ①③
津高文化祭　幼稚園・保育園・小学
校・中学校作品展示

地域の学校園と連携し、子どもたちの日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地
域住民の交流の場として行う。

11月7～12日 岡山市立津高公民館 岡山市立津高公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/tsudaka/index.html

岡山市立津高公民館
086-294-4222

岡山県 岡山市 ①③ 一宮文化祭　第55回文化展
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域住民の日頃の活動の成果を展示発表す
る。作品展示、茶席、喫茶コーナー等。

11月9日～10日 岡山市立一宮公民館
一宮文化祭実行委員会
岡山市立一宮公民館

無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/ichinomiya/index.html

岡山市立一宮公民館
086－284－6224

岡山県 岡山市 ①③ 瀬戸町公民館まつり（瀬戸会場）
公民館で活動するクラブ講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表。
作品展示、実技発表、体験コーナー・お茶席など。

11月9日～10日 岡山市立瀬戸公民館
瀬戸町公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/seto/index.html

岡山市立瀬戸公民館
086-952-4146

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

岡山県 岡山市 ①③ 瀬戸町公民館まつり（万富会場）
公民館で活動するクラブ講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表。
作品展示、体験コーナーなど。

11月9日～10日 岡山市立万富公民館
瀬戸町公民館まつり実行委員
会

無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/mantomi/index.html

岡山市立万富公民館
086-953-0610

岡山県 岡山市 ①③ 第42回福田公民館まつり
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表する。
作品展示、実技発表、茶席、喫茶コーナー等。

11月9日～10日 岡山市立福田公民館 福田公民館まつり実行委員会 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/fukuda/index.html

岡山市立福田公民館
086-282-3773

岡山県 岡山市 ①③ 第47回西大寺公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を発表する。作
品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

11月9日～10日 岡山市立西大寺公民館 岡山市立西大寺公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/saidaiji/index.html

岡山市立西大寺公民館
086-942-6252

岡山県 岡山市 ①③ 建部町文化祭
公民館で活動するクラブ講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表する。作品展示、
実技発表、お茶席、体験コーナーなど

11月16日～17日 建部町文化センター 岡山市立建部町公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/takebe/index.html

岡山市立建部町公民館
086-722-2212

岡山県 岡山市 ①③ 第9回 灘崎文化まつり
地域住民の日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地域住民の交流の場として、
作品展示、舞台発表、体験コーナーなどを行う

11月17日
岡山市灘崎文化センター
岡山市ウェルポートなださき

灘崎文化まつり実行委員会 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/nadasaki/index.html

岡山市立灘崎公民館
086-362-0408

岡山県 岡山市 ①③
第14回地域ふれあいウォーキング大
会

旭東中学校エリアの3学区の住民の健康づくり＆地域のよいところ再発見＆交流。今年度
は芥子山小学校を発着点に、長短3コースに分かれて歩きます。

11月17日 岡山市立芥子山小学校 岡山市立旭東公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/kyokutou/index.html

岡山市立旭東公民館
086-943-1154

岡山県 岡山市 ①③ 第42回岡西公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を発表する。作
品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

11月16日～17日 岡山市立岡西公民館 岡山市立岡西公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/kousai/index.html

岡山市立岡西公民館
086-253-7581

岡山県 岡山市 ①③ 第22回旭公民館文化祭
公民館や地域で学習や活動している人たちが、その成果を広く地域へ発表する。作品展
示、舞台発表、健康コーナー、体験コーナー等が設けられる

11月16日～17日 岡山市立旭公民館 岡山市立旭公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/asahi/index.html

岡山市立旭公民館
086-224-0515

岡山県 岡山市 ①③ 第23回御南西公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域の団体が日頃の学習や活動の成果を発表
する。作品展示、実技発表、お茶席、販売コーナーなど

11月16日～17日 岡山市立御南西公民館 岡山市立御南西公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/minannishi/index.html

岡山市立御南西公民館
086-244-1855

岡山県 岡山市 ①③ 津高文化祭（前期）
地域住民の日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地域住民の交流の場として、
作品展示、実技発表、喫茶、体験コーナーなどを行う。

11月16日～17日 岡山市立津高公民館 岡山市立津高公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/tsudaka/index.html

岡山市立津高公民館
086-294-4222

岡山県 岡山市 ①③
第4回芳明学区サンデーウォーキン
グ大会

地域の各種団体と実行委員会（中心は愛育委員会・連合町内会・芳田公民館）を組み、
ウォーキングをとおし住民の健康寿命の増進と地域の歴史や文化を学ぶ。

11月17日
西市京殿公園・4芳田公民館・ゲ
リーンアベェニュー

実行委員会
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/yoshida/index.html

岡山市芳田公民館
086-245-0688

岡山県 岡山市 ① かるがもぶんこ
乳幼児とその保護者を対象に、絵本の読み聞かせと簡単な工作を実施。また地域の子育
て世代とその子ども同士が触れ合い、情報共有ができる場にする。

11月21日 岡山市立福浜公民館 岡山市立福浜公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/fukuhama/index.html

岡山市立福浜公民館
086-265‐4835

岡山県 岡山市 ①③ 津高文化祭（後期）
地域住民の日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地域住民の交流の場として、
作品展示、実技発表、喫茶、体験コーナーなどを行う。

11月23～24日 岡山市立津高公民館 岡山市立津高公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/koumin
kan/tsudaka/index.html

岡山市立津高公民館
086-294-4222

岡山県 岡山市 ③ 第57回岡山市芸術祭
本市で最も伝統ある総合的な芸術文化フェスティバルです。
（主な事業）　・ストリート・ピアノ　・ショパン没後170記念コンサート
～美しく、そして祖国への想いに溢れて～　ほか

9月28日～12月31日
JR岡山駅エキチカひろば、ルネス
ホール、岡山市立市民文化ホー
ルほか

岡山市芸術祭実行委員会（岡山
市、公益財団法人岡山市スポー
ツ・文化振興財団）

http://www.city.okayama.jp/art/

岡山市芸術祭
実行委員会事務局
［岡山市スポーツ・文化振興
財団内］086-232-7811

岡山県 岡山市 ③ 岡山芸術交流2019
岡山市で3年ごとに開催する国際現代美術展。岡山城・岡山後楽園周辺エリアの歴史文化
施設を会場に最先端の現代アート作品を展示し、岡山市の魅力発信及び既存文化の魅力
再発見を目指します。

9月27日～11月24日
旧内山下小学校、岡山県天神山
文化プラザ、岡山市立オリエント
美術館、岡山城、林原美術館ほ

岡山芸術交流
実行委員会

https://www.okayamaartsummit.jp/
2019/

岡山芸術交流
実行委員会事務局
086-221-0033

岡山県 岡山市 ③ 第57回岡山市芸術祭
本市で最も伝統ある総合的な芸術文化フェスティバルです。
（主な事業）　・ストリート・ピアノ　・ショパン没後170記念コンサート
～美しく、そして祖国への想いに溢れて～　ほか

9月28日～12月31日
JR岡山駅エキチカひろば、ルネス
ホール、岡山市立市民文化ホー
ルほか

岡山市芸術祭実行委員会（岡山
市、公益財団法人岡山市スポー
ツ・文化振興財団）

http://www.city.okayama.jp/art/

岡山市芸術祭
実行委員会事務局
［岡山市スポーツ・文化振興
財団内］086-232-7811

岡山県 岡山市 ③ 岡山芸術交流2019
岡山市で3年ごとに開催する国際現代美術展。岡山城・岡山後楽園周辺エリアの歴史文化
施設を会場に最先端の現代アート作品を展示し、岡山市の魅力発信及び既存文化の魅力
再発見を目指します。

9月27日～11月24日
旧内山下小学校、岡山県天神山
文化プラザ、岡山市立オリエント
美術館、岡山城、林原美術館ほ

岡山芸術交流
実行委員会

https://www.okayamaartsummit.jp/
2019/

岡山芸術交流
実行委員会事務局
086-221-0033

岡山県 岡山市 ①③
読書週間
わくわくコンサート

参加した子どもたちが、生の音楽を聴き、興味関心を抱く機会とします。また、「きままなトリ
オ」の活動発表の場とし、子どもたちとの交流機会を提供します。

10月19日
岡山市立中央図書館1階おはな
しのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①③ 英語でえほんのじかん
国際交流ボランティアの方を招き、英語の読み聞かせを楽しむことにより、英語に親しむと
ともに、海外の文化を身近に感じる機会とします。

10月20日
岡山市立中央図書館1階おはな
しのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ① 読書週間えほんのじかんスペシャル
絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちが物語や本の世界に親しむとともに、「き
いろいたんぽぽ童話の会」の活動発表の場とします。

10月23日
岡山市立中央図書館1階おはな
しのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①
読書週間
ぶっく ブック Ｂｏｏｋ

絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちが物語や本の世界に親しむとともに、「お
はなしグループモモ」の活動発表の場とします。

10月27日
岡山市立中央図書館1階おはな
しのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①④ 電一郎先生のふしぎ電気実験教室 参加した子どもたちに、エコ工作を通して、環境について考えるきっかけ作りの場とします。 11月3日
岡山市立中央図書館2階視聴覚
ホール

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①
読書週間おはなしのじかんスペシャ
ル

絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちが物語や本の世界に親しむとともに、「お
はなしグループモモ」の活動発表の場とします。

11月3日
岡山市立中央図書館1階おはな
しのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①③
読書週間
わくわくコンサート

参加した子どもたちが、生の音楽を聴き、興味関心を抱く機会とします。また、「就実大学
弦楽アンサンブル部」の活動発表の場とし、子どもたちとの交流機会を提供します。

11月10日
岡山市立中央図書館1階おはな
しのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①
読書週間　腹話術
おにんぎょうの花子ちゃんとあそぼ

腹話術の方を招き、子どもやその保護者の方に楽しんでもらう機会とします。 11月16日
岡山市立中央図書館２階視聴覚
ホール

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ③ 名作映画会 名作映画を上映し、参加者に映画に親しんでもらう機会とします。 10月20日
岡山市立幸町図書館３階ビデオ
シアター

岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ① 小学生のためのおはなし会
小学生を対象にストーリーテリングやわらべうたを実施し、参加した子どもたちにおはなし
の世界に親しんでもらう機会とします。また「岡山ストーリーテリング研究会」の活動発表の
場とします。

10月27日 岡山市立幸町図書館３階研修室 岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ③ 名作映画会 名作映画を上映し、参加者に映画に親しんでもらう機会とします。 11月17日
岡山市立幸町図書館３階ビデオ
シアター

岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ① 大人のためのおはなし会
大人の方を対象にストーリーテリングを実施し、参加者におはなしの世界に親しんでもらう
機会とします。また「岡山ストーリーテリング研究会」の活動発表の場とします。

11月21日 岡山市立幸町図書館３階研修室 岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ①④
読書週間スペシャル
「―とばそう、みんなのひこうき―
えほんととばしっこでたのしむ」

絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちに簡単な工作を楽しんでもうらとともに、
「はなみずき」の活動発表の場とします。

10月20日
岡山市立浦安総合公園図書館お
話し会室

岡山市立浦安総合公園図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立
浦安総合公園図書館
086-265-6141

岡山県 岡山市 ① おはなしかい 絵本、紙芝居の読み聞かせ、折り紙などの簡単工作を行います。 10月26日
岡山市立御津図書館　なかよし
コーナー

岡山市立御津図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立御津図書館
086-724-1712

岡山県 岡山市 ① 赤ちゃん向けおはなしかい 赤ちゃん向けの絵本などを行います。 11月9日
岡山市立御津図書館　なかよし
コーナー

岡山市立御津図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立御津図書館
086-724-1712

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61回「教育・文化週間」関連行事

岡山県 岡山市 ① おはなしかい 絵本、紙芝居の読み聞かせ、折り紙などの簡単工作を行います。 11月13日
岡山市立御津図書館　なかよし
コーナー

岡山市立御津図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立御津図書館
086-724-1712

岡山県 岡山市 ① おはなしのへや 絵本、紙芝居の読み聞かせなどを行います。 10月16日
岡山市立灘崎図書館　紙しばい
コーナー

岡山市立灘崎図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立灘崎図書館
086-362-5277

岡山県 岡山市 ① おはなしのへや 絵本、紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月6日
岡山市立灘崎図書館　紙しばい
コーナー

岡山市立灘崎図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立灘崎図書館
086-362-5277

岡山県 岡山市 ① おはなしのへや 絵本、紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月20日
岡山市立灘崎図書館　紙しばい
コーナー

岡山市立灘崎図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立灘崎図書館
086-362-5277

岡山県 岡山市 ① おはなしひろば
なださき文庫くるりんぱによる人形劇ほか。子どもやその保護者の方々に楽しんでもらうと
ともに、「なださき文庫くるりんぱ」さんの活動発表の場とします。

11月30日 灘崎文化センター　小ホール 岡山市立灘崎図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立灘崎図書館
086-362-5277

岡山県 岡山市 ① 秋のおたのしみ会
大学生ボランティアによる、大型絵本の読み聞かせ、パネルシアター、手遊びなどを通して
お話の世界を楽しみます。

10月27日
岡山市立瀬戸町図書館2階展示
室

岡山市立瀬戸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立瀬戸町図書館
086-952-4531

岡山県 岡山市 ① おはなしの時間 お話を聞く「ストーリーテリング」や絵本の読み聞かせ、簡単工作を行います。 11月2日
岡山市立瀬戸町図書館2階資料
室

岡山市立瀬戸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立瀬戸町図書館
086-952-4531

岡山県 岡山市 ① おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊びなどを行います。 10月26日
岡山市立瀬戸町図書館2階資料
室

岡山市立瀬戸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立瀬戸町図書館
086-952-4531

岡山県 岡山市 ① おはなし会 絵本、紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月10日
岡山市立建部町図書館えほんの
へや

岡山市立建部町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立建部町図書館
086-722-4555

岡山県 岡山市 ①③ 文学教養講座「論語の世界を楽しむ」
上南公民館館長　岡﨑秀穂氏による文学教養講座。テーマに従って章句を朗読したり、内
容について考えながら「論語」について学んでいく。

11月19日
体験学習施設百花プラザ1階研
修室

西大寺緑花公園緑の図書室 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
西大寺緑花公園緑の図書室
086-943-2298

岡山県 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、子どもたちに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します。

11月3日 岡山ドーム
わくわく子どもまつり実行委員
会、岡山市、岡山市教育委員会
他

無料

岡山っ子育成局
子育て支援部
地域子育て支援課
086-803-1607

岡山県 岡山市 ③
企画展 岡山大学創立70周年記念 池
田家文庫絵図展「武家と天皇」

池田家文庫は、江戸時代の備前岡山藩の藩政資料を中心とした約10万点にものぼるコレ
クションで、現在は岡山大学附属図書館が保管しています。平成17年3月には岡山市と岡
山大学の間で文化事業協力協定を結び、以後池田家文庫の特徴の一つでもある「絵図」
を中心とした展覧会を毎年開催しています。今回の展覧会では年号改元にあたり「武家と
天皇」をテーマに展示します。また、テーマにあわせて林原美術館の所蔵品も一部ご紹介

10月19日～11月4日
岡山シティミュージアム
5階展示室

岡山大学附属図書館、岡山シ
ティミュージアム

無料
http://www.city.okayama.jp/okayam
a-city-museum/

岡山シティミュージアム
086-898-3000

岡山県 岡山市 ①
児童臨床研究所公開講演「施設にい
る子どもから学ぶこと ―虐待を受け
た子どもの育ちを支える中で―」

講師：井上 真 氏（児童心理治療施設横浜いずみ学園園長、臨床心理士）
児童相談所における児童虐待の相談対応件数が年間13万件を越え、大きな社会問題と
なっています。今回は、虐待を受けた子どもの育ちを支える児童心理治療施設での実践を
お話しし、私たちがこの問題について何ができるかを考えていく場にしたいと思っていま
す。（大学祭開催期間中）

11月3日
ノートルダム清心女子大学
カリタスホール

ノートルダム清心女子大学児童
臨床研究所

無料
https://www.ndsu.ac.jp/education/c
linic.html　　　（９月下旬に変更予
定）

ノートルダム清心女子大学
児童臨床研究所
086-252-6041

岡山県 岡山市 ① 中国学園白鷺講演会
絵本作家サトシンさんによる絵本の読み聞かせを通して、地域社会に生涯学習の機会を
提供します。

令和元年
11月3日

中国学園音楽ﾎｰﾙ
中語学園大学・中国短期大学
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

無料 https://www.cjc.ac.jp/
中国学園大学・中国短期大
学
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

岡山県 岡山市 ①
土曜”楽”習ｾﾐﾅｰ
みんなで楽しく「短歌」ワークショップ

「人生100年時代を楽しく生きる」をテーマに、本学の教育研究の成果を分かりやすく公開し
ます。今回のｾﾐﾅｰでは日常のふとした思いを留めておける短歌を作って楽しみます

11月16日 中国学園1号館1101教室
中語学園大学・中国短期大学
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

無料 https://www.cjc.ac.jp/
中国学園大学・中国短期大
学
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

岡山県 岡山市 ① 第15回児童英語教育講座 新学習指導要領に沿った授業実践のための知識・指導技術を公開します。 10月26日 中国学園1号館1201教室
中語学園大学・中国短期大学
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

無料 https://www.cjc.ac.jp/
中国学園大学・中国短期大
学
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

岡山県 岡山市 ①②④ 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あり，農学部フェアは，
収穫祭にあわせて農学部の教育・研究内容を幅広く市民・青少年に公開し，交流を促進す
る企画です。

11月16日、17日 岡山大学農学部周辺 国立大学法人岡山大学 無料

自然系研究科等農学部
事務室教授学生担当
086-251-8286
qgg8286@adm.okayama-
u.ac.jp

岡山県 岡山市 ①
岡山大学埋蔵文化財調査研究セン
ター公開講座「考古学と関連科学」

一般の聴講者を対象とします。講座の内容は、岡山大学構内遺跡に関わる調査研究にも
とづくもの、自然科学等の分野で考古学と関連する科学にもとづくものの2本で構成し、内
容に関連するミニ展示も実施します。

11月16日 岡山大学
岡山大学埋蔵文化財調査研究
センター

http://www.okayama-
u.ac.jp/user/arc/archome.html

岡山大学埋蔵文化財
調査研究センター
086-251-7290

岡山県 岡山市 ① 第74回（SDGｓ）岡大サイエンスカフェ
SDGｓに関連した内容で、岡山大学の研究者が、「気候変動下で頻発する水害から命を守
る防災研究」、「医学・創薬研究を支える持続的な基盤としてのバイオバンクの確立」をテー
マとして、わかりやすく紹介します。

11月8日 岡山大学創立五十周年記念会館
国立大学法人岡山大学
研究推進機構

無料
【岡大サイエンスカフェ】
http://www.orpc.okayama-
u.ac.jp/event/sciencecafe_01.html

岡山大学研究推進機構
086-251-7112

岡山県 岡山市 ① 2019年度　スポーツ講座

スポーツや健康に関するテーマで，各専門家が具体的にわかりやすく解説します。講義が
１時間，質疑応答を２０分予定しています。みなさんに疑問を残さず，帰っていただきます。
第５回「スポーツと腰痛」
第６回「スポーツメンタルトレーニングの基礎と実践」

10月23日、11月20日
岡山大学
津島キャンパス一般教育棟
E棟E11教室

岡山大学全学教育・学生支援機
構スポーツ支援室

無料
https://www.iess.ccsv.okayama-
u.ac.jp/koudai-shien/sports/kouza/

岡山大学
全学教育・学生支援機構
スポーツ支援室
086-251-7181

2019年度スポーツ講
座全8回のうち教育・文
化週間に開催されるス
ポーツ講座を記載

岡山県 岡山市 ③
企画展 池田家文庫絵図展
「武家と天皇」

旧岡山藩主池田家より譲り受けた池田家文庫から、毎年テーマを決めて展覧会をしていま
す。今回の展覧会では年号改元にあたり「武家と天皇」をテーマに展示します。

10月19日～11月4日 岡山シティミュージアム
岡山大学附属図書館
岡山シティミュージアム

無料
岡山大学附属図書館
学術情報サービス課
086-251-7322

岡山県 岡山市 ③ Jホール　レインボーコンサート
地域のみなさまを対象に月に一度、Jホールコンサートを開催しています。
毎回趣向を凝らした楽しいコンサートです。10月は音楽と巡る国吉康雄の旅路をお楽しみく
ださい。

10月14日
岡山大学
Junko Fukutake Hall

国立大学法人岡山大学・公益財
団法人岡山シンフォニーホール

http://j-hall.med.okayama-u.ac.jp/ 086-234-7177

岡山県 岡山市 ①②④

岡山大学創立70周年記念事業＆
ホームカミングデイ2019 in 鹿田共同
企画「岡山大学大学院保健学研究科
オープンフォーラム2019」

「岡山大学と共に躍進する保健学研究科・保健学科の現状と展望」をテーマに，興味深い
講演の数々や，ロビーではポスター展示・資料配布，同窓生と在校生との交流・親睦の
場，大学や大学院受験生への相談コーナーなどを企画します。

10月26日 岡山大学 Junko Fukutake Hall
国立大学法人岡山大学大学院
保健学研究科

無料 http://www.fhs.okayama-
u.ac.jp/openforum

岡山大学大学院
保健学研究科
yamaoka@md.okayama-
u.ac.jp
086-235-6852

高校生，学部生，大学
院生，本学科同窓生
（一般の方も大歓迎）/
資料準備のため事前
登録あり。当日参加も

岡山県 倉敷市 ①
青少年のための科学の祭典2019倉
敷大会

科学実験や科学工作のブースを40程度設置する。遊びながら科学の楽しさや不思議を体
験してもらいます。

11月9～10日
ライフパーク倉敷
倉敷科学センター

倉敷市教育委員会
http://www.kagakunosaiten.jp/index
.php

086-454-0300

岡山県 倉敷市 ③
モスクワ音楽院特別演奏コース
後期学内公開演奏会

モスクワ音楽院特別演奏コース在学生による演奏会です。 10月23日
くらしき作陽大学・作陽音楽短期
大学　聖徳殿

くらしき作陽大学 無料 http://www.ksu.ac.jp
入試広報室
086-523-0808

岡山県 倉敷市 ② オープンセミナー
高校生向けに、子ども教育･食文化の分野で60分の授業を開講します。各分野・各回テー
マに基づいて授業が展開されるため、志望分野の進路研究に最適のイベントです。

10月20日 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学 無料 http://www.ksu.ac.jp
入試広報室
086-523-0808

岡山県 倉敷市 ②
第25回ノートルダム杯English Speech
Contest

小学生・中学生を対象とした英語によるスピーチコンテストです。小学生は課題分の暗唱、
中学生はオリジナル創作原稿の発表を英語で行います。

11月2日 清心中学校・清心女子高等学校 学校法人ノートルダム清心学園 無料 http://www.nd-seishin.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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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

第61回「教育・文化週間」関連行事

岡山県 倉敷市 ②
スーパーサイエンスハイスクール・
スーバーグローバルハイスクールア
ソシエイト研究成果発表会

本校が取り組んでいる、将来，グローバル社会で活躍できる女性の育成を目指した教育プ
ログラムの成果を発表します。

11月8日 清心中学校・清心女子高等学校 学校法人ノートルダム清心学園 無料 http://www.nd-seishin.ac.jp/

岡山県 倉敷市 ②④ 生きる力楽習カレッジ理解村
小学校4〜6年生を対象とした考える力、理解する力を楽しく身につける講座です。坂道ころ
がしチャレンジ、上棟チャレンジ、水入れ替えチャレンジ、SDGsすごろく、ケミカルクイズ、イ
ングリッシュバトルの6つのラボに参加できます。

11月23日 清心中学校・清心女子高等学校 公益社団法人倉敷青年会議所 無料 http://kurashiki-jc.or.jp

岡山県 倉敷市 ①
玉島市民交流センター2019秋講座
「『万葉集』梅花の宴―「令和」の出典
歌を読み解く」

本講座は、新元号「令和」の出典歌でもある、『万葉集』巻５「梅花の歌」を取り上げます。そ
して、宴を催した大伴旅人周辺の、天平時代の万葉びとにおける「梅花の宴」の意義につ
いて考えてみるものです。

10月26日 玉島市民交流センター 玉島市民交流センター
http://www.tamashima-cec.jp/cec-
kouza

岡山県 倉敷市 ①
ライフパーク倉敷市民学習センター
講座
「新元号「令和」から知る万葉集」講

日本最古の和歌集、『万葉集』は、新元号「令和」の出典ということでも話題になりました。
本講座は、万葉集とはどのような歌集なのか、「令和」に込められた意味について、『万葉
集』「梅花の歌」を中心に、その歴史や魅力について考察を深めていくものです。

11月15日 ライフパーク倉敷 倉敷市民学習センター
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/lpk-
shimin-gakushu-
c/kouza/kouza_top.html

岡山県 新庄村 ① ふるさと文化祭
地域の文化団体が一堂に会し、日頃の成果を披露する催しに、小中学生も展示部門で参
加します。絵画などの美術作品や雑貨類を並べます。

11月17日 新庄村公民館 新庄村教育委員会 無料 0867-56-3178

岡山県 玉野市 ① ２０１９市民コンサート　玉野合唱祭
市民に演奏家の生の演奏を聴く機会を提供したり、市民全体の演奏会を実施することによ
り、市民の音楽団体の資質向上と市民文化の向上を図ります。

10月27日 荘内市民センター 玉野市教育委員会 無料 0863-32-5577

岡山県 津山市 ①
教育講座
「家庭教育支援者研修会」

虐待防止・自己肯定感向上理解促進をテーマとして、各市町村で活動中の家庭教育支援・
子育て支援関係者等が一堂に会し、課題解決に向けた協議や幅広い支援者交流を行うこ
とにより、家庭教育支援の充実と支援者同士のネットワークの連携促進を図ります。（内
容）講義・ワークショップ、幅広い支援者交流

10月25日 津山教育事務所 津山教育事務所 無料
http://www.pref.okayama.jp/soshiki
/214/

0868-24-8702

岡山県 津山市 ② 津商モール
企業が求める知識・技術・ビジネスマナー・起業家精神を学習し、地域経済の活性化に寄
与するビジネスリーダー育成を目標とした全校販売実習「津商モール」を実施します。キッ
ズビジネスタウンも同時開催します。

11月30日 岡山県立津山商業高等学校 岡山県立津山商業高等学校 無料 http://www.tusho.okayama-c.ed.jp/ 0868-22-2421

岡山県 津山市 ①
令和元年度秋季企画展『武雄×津山
交流展示 日本を動かす!-武雄の蘭
学-』

佐賀県西部に位置する佐賀藩武雄領で培われた科学技術力は、佐賀藩を動かし、さらに｢
日本を動かす｣力となりました。洋学という共通の歴史を持つ武雄と津山の交流展示によ
り、武雄市の所蔵する洋学資料を展示紹介します。
　（10/5（土）記念講演会開催）

10月5日～11月4日 津山洋学資料館 津山市教育委員会 無料 0868-23-3324

岡山県 津山市 ① つやま市民スポーツ祭
誰もが参加できる参加型スポーツの祭典　スポーツを体験して心と体の健康・健全育成を
図る事業です。

10月13日 津山スポーツセンター 津山市 無料 0868-24-0202

岡山県 津山市 ① 美作学講座
令和元年度津山市生涯学習事業として、美作大学と連携し、市民を対象に、「津山市史関
連研究」に関連するテーマで講座を開催します。

11月16日 美作大学 津山市教育委員会 無料 0868-32-2118

岡山県 早島町 ① はやしま学「まなびの舎講座」
地域の方を対象に、「健康」「歴史」「ＥＳＤ」をテーマに全３０講座を開講します。
　「フレッシュ栄養教室①②」、「岡山の城③」、「年をとると脳ではどのような変化が生じて
いるのか」、「子どもたちといっしょ　秋の森で作って遊ぼう」

10月5、10日
11月7、17、29日

早島町町民総合会館
ゆるびの舎
早島町中央公民館

早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 早島町 ① 早島生涯学習まつり
町民が、日頃の学習成果を発表し、文化・芸術・歴史・健康などの展示や行事を実施しま
す。

10月5日～11月3日
早島町町民総合会館
ゆるびの舎

早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 早島町 ① いきいき広場
ニュースポーツのボルダリングやスラックライン、花ござ卓球等の体験を通して、運動のお
もしろさや基礎体力を高めたり、伝統文化について体験を行います。

11月3日
早島町町民総合会館
ゆるびの舎

早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 早島町 ① かがやきフェスティバル
体育館で各学年，劇や音楽の発表を行う。運営協議会の会員（地域住民）にも開催のお知
らせをします。

11月30日 早島町立早島小学校 早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 備前市 ① 備前市青少年健全育成大会
小中学生・高校生による意見発表や観劇を通して、青少年健全育成に対する理解と実践
を高め、推進を図ります。

11月17日 吉永地域公民館 備前市教育委員会 無料 0869-64-1840

岡山県 矢掛町 ① 生涯学習の集い
生涯学習、社会教育関係表彰、鮫島純子講演会、町内の生涯学習・社会教育団体活動発
表を行います。

11月2～3日 やかげ文化センター 矢掛町教育委員会 無料 0866-82-2100

岡山県 和気町 ① 和気町文化祭
和気町内の文化施設を活用し、町民による作品展示や舞台発表を行います。今年度は、
「和気ものづくりフェスタ」との共同開催します（１１/2・11/3）。また、青少年明るい家庭作り
作文と明るく生きるポスター優秀作品の表彰式を実施します（11/2）。

10月29日～11月3日 学び館「サエスタ」 和気町教育委員会 無料 0869-88-9110

岡山県 全域
①②
③④

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」、11月1日から11月7日を「おかやま教育週
間」と定ており、県民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、この期間に様々な取組を行います。

11月1日～17日 県下全域 岡山県教育委員会 無料
http://www.pref.okayama.jp/page/5
22264.html

086-226-7571

岡山県 全域 ①
「ぱっちり！モグモグ」生活リズム向
上キャンペーン月間

教育週間を中心に、県下全域での「早ね早おき朝ごはん」県民運動の実施により、生活リ
ズム向上に社会全体で取り組む気運を盛り上げます。

11月 県下全域 岡山県教育委員会 無料 086-226-7595

岡山県 全域 ③ おかやまの文化財一斉公開事業
県内各地で、通常は公開されていない文化財の公開や、文化財を活用した関連行事が行
われるよう働きかけ、その周知を図ることにより、文化財の活用を一層促進し、広く県民の
文化財への理解と関心を深めます。

10月1日～11月30日 県下全域 岡山県教育委員会 無料
http://www.pref.okayama.jp/soshiki
/151/

086-226-7601

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


