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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 藍住町 ③ こけら落とし公演 音楽の公演です。 11月4日 藍住町総合文化ホール 藍住町総合文化ホール 無料

【藍住町総合文化ホールトップ
ページ】
https://www.town.aizumi.lg.jp/
bunka-h/

藍住町総合文化ホール
088-637-3344

町民が優先です。
事前申込が必要

徳島県 藍住町 ①② 第22回あいずみ子どもフェスティバル 製作コーナー、体験コーナー、物販コーナーなどがあります。 11月17日 藍住町総合文化ホール 藍住子育て環境づくり「あいっこ」
藍住町社会教育課
088-637-3128

徳島県 阿南市 ①② 福井町人権フェスティバル 人権フェスティバル、人権劇・ミニ人権劇を実施します。 10月20日 福井総合センター
福井公民館、福井中学校
福井小学校、福井保育所、福井教育集会所

無料
福井公民館　0884-34-2250
福井中学校　0884-34-2234

徳島県 阿南市 ①②
阿南市人権教育協議会福井支部支部
研究大会

福井小学校児童による人権標語及び作文発表・福井中学校生徒による
人権劇を行います。

10月20日 福井町総合センター 阿南市人権教育協議会福井支部 無料
福井公民館
0884-34-2250

徳島県 阿南市 ① 仮装を楽しもう！ハロウィンおはなし会
音楽劇「じごくのそうべえ」ほか、大型絵本の読みきかせを行います。仮
装してのご参加を歓迎します。

10月26日
阿南市情報文化センター
3階　視聴覚室

羽ノ浦図書館 無料
羽ノ浦図書館
0884-44-2100

徳島県 阿南市 ② 第17回阿南市こどもフェスティバル
子どもの発表や遊び、ものづくり等を通じて家族が共に触れ合うことが
できる場を提供することにより、良好な家庭・家族関係を育むことを目的
とし、開催します。

10月27日 阿南市スポーツ総合センター
阿南市子どもフェスティバル実行委員会
阿南市、阿南市教育委員会

無料
阿南市生涯学習課
0884-22-3391

徳島県 阿南市 ②③ 伊島町文化祭 保育所、小学校、中学校及び一般の発表会です。 11月3日 伊島小中体育館
伊島町会
椿公民館

無料
椿公民館
0884-33-1232

徳島県 阿南市 ①
「秋の絵本とハロウィンのおりがみオバ
ケ」展

秋の絵本を集めたコーナーを設置し、来館の子どもたちにおりがみオバ
ケの顔を描いてもらい展示します。

10月5日～11月10日 阿南図書館エントランス 阿南図書館 無料
阿南図書館
0884-23-2020

徳島県 阿南市 ① 「障がいを考える本」展示 障がい者教育をテーマにした児童書を集めたコーナーを設置します。 11月1日～12月12日 那賀川図書館エントランス 那賀川図書館 無料
那賀川図書館
0884-42-3111

徳島県 阿南市 ①③ 大野町民祭 毎年恒例の作品展示会等を実施します。 11月2日、3日 大野老人いこいの家 大野公民館 無料
大野公民館
0884-22-1564

徳島県 阿南市 ①③ 公民館祭　秋の祭典作品展
生花、書道、絵画、レザークラフト、手芸などの展示及び保育所・小学
校・中学校等の作品展示、盆栽等体験コーナーがあります。

11月9日、10日 桑野公民館 桑野公民館 無料
桑野公民館
0884-26-1644

徳島県 阿波市 ②③ 小・中・高合同音楽祭 阿波市内小中高等学校児童生徒による音楽会を開催します。 10月19日
阿波市交流防災拠点施設アエル
ワ

阿波市教育委員会 無料
阿波市教育委員会学校教育課
0883-36-8741

徳島県 板野町 ② 高校生「書評合戦」
高校生が「おすすめ本」の魅力を紹介しあい，参加者（発表者と観戦者）
全員で「チャンプ本」（１番読みたくなった本）を投票で決めます。全国高
校生大会の県予選を兼ねています。

10月27日 徳島県立総合教育センター
徳島県教育委員会
徳島県学校図書館協議会

無料
徳島県教育委員会学校教育課
088-621-3121

事前申込が必要

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，所定の単位を修得された方に対し，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
【徳島県立総合教育センター
HP】https://www.tokushima-
ec.ed.jp

徳島県立総合大学校本部事務
局
088-672-7770

事前申込が必要

徳島県 板野町 ① まなびの丘フェスティバル2019
体験学習，講演会，発表会，展示等の諸行事を通じて県民の学びを支
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
【徳島県立総合教育センター
HP】https://www.tokushima-
ec.ed.jp

徳島県立総合教育センター
088-672-5400

一部，要申込の行事あ
り

徳島県 板野町 ② 第3回中学・高校・大学生「書評合戦」
中学生，高校生，大学生が「おすすめ本」の魅力を紹介しあい，参加者
（発表者と観戦者）全員で「チャンプ本」（１番読みたくなった本）を投票で
決めます。全国中学校大会の県予選を兼ねます。

11月24日 徳島県立総合教育センター
徳島県教育委員会
徳島県学校図書館協議会

無料
徳島県教育委員会学校教育課
088-621-3121

事前申込が必要

徳島県 勝浦町 ③
阿波人形浄瑠璃芝居フェスティバルin
勝浦

勝浦座、小松島西高等学校勝浦校民芸部、勝浦こども阿波人形芝居教
室、喜笑会・友和嘉会による人形浄瑠璃芝居を上演します。

10月12日 勝浦町農村環境改善センター
勝浦町伝統文化活性化実行委員会
勝浦町教育委員会、勝浦座

無料
勝浦町教育委員会
0885-42-2515

徳島県 勝浦町 ①③ 勝美展 勝浦町文化協会会員による美術作品展示を行います。 10月24～27日 勝浦町図書館　２階　視聴覚室 勝浦町文化協会 無料
勝浦町教育委員会
0885-42-2515

徳島県 北島町 ①② 北島町人権週間講演会・意見発表会
小・中学生代表による意見発表及び中学２年生と住民対象に人権講演
会を行います。

11月27日 北島町立図書館・創世ホール
北島町人権教育推進会議
北島町教育委員会、北島町

無料
【北島町HP】
https://www.town.kitajima.lg.jp

北島町教育委員会
088-698-9812

徳島県 北島町 ①③
町制施行８０周年記念
第51回北島町文化祭

①作品展示、②お茶席があります。 10月26、27日
北島町総合庁舎
北島町立図書館

北島町教育委員会、北島町文化協会 無料
【北島町HP】
https://www.town.kitajima.lg.jp

北島町教育委員会
088-698-9812

徳島県 北島町 ①② おはなしのへや 職員による、おはなし会をします。 11月7、9日 北島町立図書館・創世　　ホール 北島町立図書館 無料
【北島町HP】
https://www.town.kitajima.lg.jp

北島町立図書館
088-698-1100

徳島県 徳島市 ①③
記念講演会「アメリカ美術に見る過激と
過剰について　デュシャン vs ウォーホ
ル、ポロック vs ステラ」

「ニューヨーク・アートシーン」展にちなんで現代美術研究者に講演して
いただきます。

10月14日 徳島県立近代美術館　講座室 徳島県立近代美術館 無料
【徳島県立近代美術館HP】
https://art.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立近代美術館
088-668-1088

徳島県 徳島市 ①③ 文化の森 秋のファミリーコンサート
四国４県の警察音楽隊による、年代を問わず楽しめる吹奏楽の演奏会
を開催します。

10月19日 徳島県立二十一世紀館 徳島県立二十一世紀館 無料
【徳島県立２１世紀館HP】
https://21ccic.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立二十一世紀館
企画広報担当
088-668-1111

徳島県 徳島市 ①③
文化の森プレ30周年記念
阿波人形浄瑠璃（日本）×シチリア人形
劇（イタリア）

徳島の伝統芸能「阿波人形浄瑠璃」やイタリア・シチリアの人形劇（ユネ
スコ無形文化遺産）を上演するほか、ワークショップを実施します。

10月20日 徳島県立二十一世紀館 徳島県立二十一世紀館 無料
【徳島県立２１世紀館HP】
https://21ccic.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立二十一世紀館
企画広報担当
088-668-1111

ワークショップのみ当日
受付が必要

徳島県 徳島市 ①③
ミュージアムトーク
阿波の「ええじゃないか」と幕末社会

幕末に発生した「ええじゃないか」について、阿波に焦点をあて解説しま
す。

10月20日 徳島県立博物館講座室 徳島県立博物館 無料
【徳島県立博物館ＨＰ】　
https://www.museum.tokushim
a-ec.ed.jp

徳島県立博物館
088－668－3636

徳島県 徳島市 ③ 文化財まつり
勾玉づくり、バルーンアート、木のおもちゃづくりなどの体験教室と学校・
文化クラブよる人形浄瑠璃の上演などを行います。

10月20日 徳島市立考古資料館 徳島市立考古資料館 無料
【徳島市立考古資料館HP】
http://www.tokushima-
kouko.jp/

徳島市立考古資料館
088－637－2526

当日受付が必要

徳島県 徳島市 ③ 観菊茶会 表千家同門会徳島県支部によるお茶会です。 10月20日 徳島市立徳島城博物館 徳島市立徳島城博物館
【徳島城博物館トップページ】
https://www.city.tokushima.to
kushima.jp/johaku/index.html

徳島市立徳島城博物館
088-656-2525

入館料と別途茶券が必
要

徳島県 徳島市 ① ドングリでピザを作ろう ドングリを使ってピザを作ります。 10月20日
徳島県立博物館実習室・文化の
森総合公園

徳島県立博物館 無料
【徳島県立博物館ＨＰ】　
https://www.museum.tokushim
a-ec.ed.jp

徳島県立博物館
088－668－3636

事前申込が必要

徳島県 徳島市 ①③ 第27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27日 徳島県立二十一世紀館 徳島県立二十一世紀館 無料
【徳島県立２１世紀館HP】
https://21ccic.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立二十一世紀館
企画広報担当
088-668-1111

徳島県 徳島市 ③ 秋の文学講演会Ⅰ
デビュー作「流跡」でドゥマゴ文学賞を最年少で受賞、「きことわ」で芥川
賞を受賞し、近作『TIMELESS』が話題となっている朝吹真理子さんを招
いて講演会を実施します。

10月27日 徳島県立文学書道館 徳島県立文学書道館 無料
徳島県立文学書道館
http://www.bungakushodo.jp

徳島県立文学書道館
088-625-7485

事前申込が必要

徳島県 徳島市 ③ 犬飼農村舞台阿波人形浄瑠璃公演
重要有形民俗文化財に指定されている農村舞台で人形浄瑠璃とふすま
カラクリが上演されます。

11月3日
犬飼農村舞台（徳島市八多町八
屋　五王神社境内）

徳島市教育委員会・犬飼農村舞台保存会 無料

【徳島市HP】
http://www.city.tokushima.tok
ushima.jp/kankou/bunkazai/m
eguri2018.html

徳島市教育委員会
社会教育課
088-621-5419

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 1
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第61回「教育・文化週間」関連行事

徳島県 徳島市 ① とくしま学博士による歴史教養講座
徳島の礎を築いた蜂須賀家政と関ヶ原の戦いについての講座を開設し
ます。

11月7日 徳島県自治研修センター 徳島県立総合大学校本部事務局
県立総合大学校本部
(自治研修センター内)
088－612－8801

R1.10:3～R.1.12.19全5回
500円

徳島県 徳島市 ③ 桂雀々独演会 ｢大衆芸能｣のジャンルである落語の公演を実施します。 11月8日
あわぎんホール（徳島県郷土文化
会館）

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

【あわぎんホール（徳島県郷土
文化会館）】
http://www.kyoubun.or.jp/inde
x.html

088-622-8121
一般指定席　4,000円
（当日500円増）

徳島県 徳島市 ②④ 高校生産業教育展
専門学科等で学ぶ高校生が，日頃の学習成果を紹介し，学校独自の特
色ある教育活動と産業教育の魅力を広く県民の皆さまにアピールしま
す。

11月9日 イオンモール徳島 徳島県教育委員会 無料
徳島県教育委員会
学校教育課
088-621-3137

徳島県 徳島市 ③ 藤井悦子の語る古典の小箱
「書の講座」の講師である藤井悦子先生に、古典作品について語ってい
ただく催しです。

11月10日 徳島市立徳島城博物館 徳島市立徳島城博物館
【徳島城博物館トップページ】
https://www.city.tokushima.to
kushima.jp/johaku/index.html

徳島市立徳島城博物館
088-656-2525

高校生以上の方は入館
料が必要

徳島県 徳島市 ②③ ジュニア浄瑠璃フェスティバル
阿波人形浄瑠璃に取り組む児童生徒の活動を活性化させ、技術向上と
文化財保護の高揚を図ります。人形浄瑠璃の幕間には，小松島西高校
生活文化科３年生による「阿波藍ファッションショー」を行います。

11月10日 城北高校人形会館 徳島県 無料
徳島県教育委員会
グローバル・文化教育課
088-621-3054

10月31日申込み締切

徳島県 徳島市 ③ 大谷旭源之丞座の世界 イタリアの人形劇団とのジョイント公演を開催します。 11月17日 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷
【徳島県立阿波十郎兵衛屋
敷】
http://joruri.info/jurobe/

徳島県阿波十郎兵衛屋敷
088-665-2202

一般/410円
高･大学生/310円小・中
学生/200円

徳島県 徳島市 ③ 第四回阿波秘曲「紅葉合」
13代藩主蜂須賀斉裕が作成させた謡曲「紅葉合」。 明治時代に筝曲と
なりますが、一時は伝承がとだえます。その後、復曲され、皆さんにお聞
きいただけることとなりました。いにしえの曲をお楽しみください。

11月17日 徳島市立徳島城博物館
徳島市立徳島城博物館、ジャポニスム振興
会

【徳島城博物館トップページ】
https://www.city.tokushima.to
kushima.jp/johaku/index.html

徳島市立徳島城博物館
088-656-2525

高校生以上の方は入館
料が必要

徳島県 徳島市 ③ 秋の文学講演会Ⅱ
「くっすん大黒」でドゥマゴ文学賞、野間文芸新人賞、「きれぎれ」で芥川
賞、『告白』で谷崎潤一郎賞を受賞したほか、歌手、詩人としても活躍す
る町田康さんを招いて講演会を実施します。

11月17日 徳島県立文学書道館 徳島県立文学書道館 無料
徳島県立文学書道館
http://www.bungakushodo.jp

徳島県立文学書道館
088-625-7485

事前申込が必要

徳島県 徳島市 ③ サロンコンサート(ジャズ)
各回異なるテーマで3回シリーズの公演とし、ジャンルを超えた｢本物の
音楽｣を発信していく公演を実施します。

11月19日
あわぎんホール
（徳島県郷土文化会館）

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

【あわぎんホール（徳島県郷土
文化会館）】
http://www.kyoubun.or.jp/inde
x.html

088-622-8121

指定エリアシリーズ券
/8,000円　シリーズ券(自
由席)/7,000円　単券(自
由席)　/3,500円　※当
日500円増

徳島県 徳島市 ①④
花巡り！植物かんさつハイキング11月
～晩秋のあづり越えで温まろう！～

初歩的な植物学的知識を身につけた人を対象に、野外での植物観察技
術向上を目指します。

11月24日
文化の森総合公園～あづり越え
方面（文化の森総合公園噴水前
集合）

徳島県立博物館 無料
【徳島県立博物館ＨＰ】　
https://www.museum.tokushim
a-ec.ed.jp

徳島県立博物館
088－668－3636

徳島県 徳島市 ③
第36回特別展「王手！ー将棋の日本
史ー」

歴史の中に登場する将棋の姿を追いながら、頭脳競技として、そして国
民的娯楽としての将棋がいかにして成立したかを解き明かしていきま
す。

10月19日～11月24日 徳島市立徳島城博物館 徳島市立徳島城博物館
【徳島城博物館トップページ】
https://www.city.tokushima.to
kushima.jp/johaku/index.html

徳島市立徳島城博物館
088-656-2525

高校生以上の方は入館
料が必要

徳島県 徳島市 ①
企画展「そうだ！図書館に聞いてみよう
～レファレンスサービスを知っています
か？

図書館の業務のひとつである「調べもの」をお手伝いする「レファレンス
サービス」について，実際に図書館に寄せられた事例から紹介します。

10月1日～11月24日 徳島県立図書館 徳島県立図書館 無料
【徳島県立図書館HP】
https://library.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立図書館調査相談課
088－668－3500

徳島県 徳島市 ③ 秋の特別公演（十郎兵衛内の段） 秋の特別公演「傾城阿波の鳴門を」前半、後半通して上演します。
10月27日
11月2、3、30日

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷
【徳島県立阿波十郎兵衛屋
敷】
http://joruri.info/jurobe/

徳島県阿波十郎兵衛屋敷
088-665-2202

一　　般/410円
高･大学生/310円小・中
学生/200円

徳島県 徳島市 ③ 図書館まつり
「置市130周年」をテーマとして、テーマ展示、おはなし会、スタンプラ
リー、各種イベント等を開催する予定です。

10月27日～11月9日 徳島市立図書館 徳島市立図書館 無料
【徳島市立図書館HP】
http://www.city.tokushima.tok
ushima.jp/toshokan/index.html

徳島市立図書館
088-654-4421

徳島県 徳島市 ①③ 第60回企画展「富岡の豪商　吹田家」
阿波国南部の郷町であった富岡（現・阿南市）において、吹田家は屈指
の豪商でした。藩主が巡検で南部を訪れる際には、宿泊場所として屋敷
を提供するほどでした。１万点を超える吹田家文書の一端を紹介しま

10月29日～1月26日 徳島県立文書館 徳島県立文書館 無料
【徳島県立文書館HP】
https://archiv.tokushima-
ec.ed.jp

徳島県立文書館
088-668-3700

徳島県 徳島市 ③
書道特別展　没後20年 久保幽香展　
―香り立つ叙情

徳島の女流書家の第一人者で、近代詩文書の分野で中央書壇でも活
躍、注目される存在であった久保幽香。没後20年にあたり、温かみのあ
る線と清澄な余白が織りなす幽香ならではの書の世界を展観します。

10月4日～11月17日 徳島県立文学書道館 徳島県立文学書道館
徳島県立文学書道館
http://www.bungakushodo.jp

徳島県立文学書道館
088-625-7485

一　  般/520円
高・大学生/360円
小・中学生/260円

徳島県 徳島市 ①③
特別陳列「博物館60周年記念展とくしま
タイムトラベル－過去・現在・未来－」

特別陳列の内容に即しながら、1950年代以降の徳島の歴史や世相の
変化と照らし合わせ、「県民の博物館」の歩みを振り返ります。

10月5日～11月10日 徳島県立博物館企画展示室 徳島県立博物館
【徳島県立博物館ＨＰ】　
https://www.museum.tokushim
a-ec.ed.jp

徳島県立博物館
088－668－3636

徳島県 徳島市 ②③
第５回徳島県中学校総合文化祭中央
大会

徳島県中学校文化連盟に加盟する、各学校の生徒が集い、舞台発表
や作品展示など芸術文化活動の成果を発表し交流します。

11月17、22～24日 徳島県立近代美術館ほか 徳島県中学校文化連盟、徳島県教育委員会 無料
徳島県教育委員会
グローバル・文化教育課
088-621-3054

徳島県 徳島市 ①③
徳島のコレクション 2019年度　第3期
（前半）

徳島県立近代美術館の所蔵作品を紹介します。11月2日からの会期で
は、「20世紀の人間像」、「現代版画」、「徳島ゆかりの美術」に加えて、
「特集　生きてゆくこと」を展示します。

11月2日～2月2日 徳島県立近代美術館 徳島県立近代美術館
【徳島県立近代美術館HP】
https://art.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立近代美術館
088-668-1088

観覧券が必要

徳島県 徳島市 ②③ 第38回徳島県高等学校総合文化祭
徳島県高等学校総合文化連盟に加盟する、各部門の部活動生徒が集
い、演奏披露や作品展示など芸術文化活動の成果を発表し交流しま
す。

11月2～4、7～10、15
～17日

あわぎんホールほか
徳島県高等学校文化連盟、徳島県教育委員
会、徳島県民文化祭開催委員会

無料
徳島県教育委員会
グローバル・文化教育課
088-621-3054

徳島県 徳島市 ③ 文学企画展　文学者の見たモラエス
ポルトガルの軍人・外交官として日本に滞在し、『徳島の盆踊り』『日本
精神』など優れた日本文化論を本国に発信し続けたモラエス。その生涯
を、同時代あるいは後世の文学者たちはどのように見ていたかを紹介し

11月8日～2月9日 徳島県立文学書道館 徳島県立文学書道館
徳島県立文学書道館
http://www.bungakushodo.jp

徳島県立文学書道館
088-625-7485

一　  般/310円
高・大学生/200円
小・中学生/100円

徳島県 徳島市 ①③
第58回企画展
「阿波へ異国船がやってきた」

江戸時代を通して阿波国南部には異国船が何度か訪れています。文政
12（1829）年に牟岐沖に現れた際には大きな騒動になりました。この事
件ほか、異国船漂着時の藩の対応を記した資料や、漂流により海を
渡った阿波の人々に関する資料などを展示し、阿波と海外との交流に

8月6日～10月27日 徳島県立文書館 徳島県立文書館 無料
【徳島県立文書館HP】
https://archiv.tokushima-
ec.ed.jp

徳島県立文書館
088-668-3700

徳島県 徳島市 ①③
徳島のコレクション 2019年度
第2期（後半）

徳島県立近代美術館の所蔵作品を紹介します。9月10日からの会期で
は、「20世紀の人間像」、「現代版画」、「徳島ゆかりの美術」に加え、「特
集　明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟など」を展示します。

9月10日～10月27日 徳島県立近代美術館　展示室 徳島県立近代美術館
【徳島県立近代美術館HP】
https://art.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立近代美術館
088-668-1088

観覧券が必要

徳島県 徳島市 ①③ 特別展　ニューヨーク・アートシーン
第二次世界大戦後、ニューヨークはパリに代わる新しい美術の中心地と
なりました。本展では、滋賀県立近代美術館所蔵の日本屈指のアメリカ
現代美術コレクションを中心に、戦後の輝かしいアメリカ美術を紹介しま

9月14日～11月4日 徳島県立近代美術館　展示室 同展実行委員会、徳島県立近代美術館
【徳島県立近代美術館HP】
https://art.tokushima-
ec.ed.jp/

徳島県立近代美術館
088-668-1088

観覧券が必要

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：【実習】放射線を見る！－霧箱とCR39プラスチック－

10月18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/2019lecture.pdf

徳島大学放射線総合センター
088-633-9416

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 2
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第61回「教育・文化週間」関連行事

徳島県 徳島市 ③ 徳島大学創立70周年記念美術展

徳島大学創立70周年を記念して美術展を開催します。出品者は，総合
科学部の芸術系教員や活躍している卒業生と在学生です。2019年4月
から内容を入れ替えながら様々なジャンルの展示を行い，11月1日～11
月24日の期間は，4月から10月までの出品者及び関係者による「徳島大
学総合美術展」を開催します。

11月1日～11月24日
ガレリア新蔵（徳島市新蔵町2丁目
24番地）

国立大学法人徳島大学 無料
https://www.tokushima-
u.ac.jp/about/anniversary_70t
h/memorial_ceremony/

徳島大学総合科学部
hiraki.mitsuru@tokushima-u.ac.jp

徳島県 徳島市 ③
徳島大学創立70周年記念ホームカミン
グデー

徳島大学創立70周年を記念して，卒業生や学生，徳島大学と関わりの
ある方々をお招きし，大学事務局主催のオープニングセレモニー及び記
念講演会を開催します。また，徳島大学各同窓会（学部）主催の講演会
やキャンパスツアー等のイベントも予定しています。

11月2日
徳島大学
蔵本キャンパス，常三島キャンパ
ス

国立大学法人徳島大学 無料
https://www.tokushima-
u.ac.jp/about/anniversary_70t
h/memorial_ceremony/

徳島大学総務部総務課
同窓生・基金係
Tel:088-656-9981
Mail:dosokikink@tokushima-

事前申し込みが必要で
す。

徳島県 徳島市 ③ 徳島大学創立70周年記念講演会

徳島大学は2019年11月に創立70周年を迎えるにあたり，記念講演会を
開催します。整形外科医そしてスポーツドクターとして，これまでに数々
のアスリートの治療に携わってきた本学の西良浩一教授と，同教授の
内視鏡による頸椎手術を受けられたアルピニスト　野口健氏をお迎え
し，ご講演いただきます。

11月3日 JRホテルクレメント徳島 国立大学法人徳島大学 無料
https://www.tokushima-
u.ac.jp/about/anniversary_70t
h/memorial_ceremony/

◇申し込み・問い合わせ　はが
き、ファクス、WEBで受け付けま
す。イベント名、郵便番号、住
所、氏名（ふりがな）、性別、年
齢、電話番号を明記し、〒770-
8572　徳島新聞社企画推進部
「徳島大学創立70周年記念講演
会」係＜電088（655）7407＞（平
日9時半～17時半）へ。ファクス
は＜088（622）8875＞、WEBは
「徳島新聞イベント」
（https://www.topics.or.jp/ud/ev

事前申し込みが必要で
す。

徳島県 徳島市 ②④
徳島大学創立70周年記念事業　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　人体解剖標本の
展示

医療従事者，医療系教育機関の教員及び学生を対象に，人体解剖標
本の展示を行います。貴重な標本を多数展示し，来場者がそれらの観
察を通じて，人体の解剖学的構造理解を深めることを目的としていま

11月9～10日
徳島大学歯学部校舎1階　解剖実
習室

徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔
面形態学分野

無料
徳島大学大学院医歯薬学研究
部口腔顎顔面形態学分野（担
当：佐々木）TEL：088-633-7320

対象：医療従事者及び
医療系教育機関の教
員・学生に限る

徳島県 徳島市 ①③④ 展示会 学術講演会に関連する展示会 11月11日～1月10日 徳島大学附属図書館展示室 徳島大学附属図書館 無料
https//www.lib.tokushima-
u.ac.jp

図書情報課利用支援係

徳島県 徳島市 ②
令和元年度「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15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
https://www.tokushima-
u.ac.jp/cue/fd/docs/2019070
400052/

徳島大学高等教育研究センター
教育改革推進部門
088-656-7679
kykikakuk@tokushima-u.ac.jp

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：【実習】放射線の量を測る！－放射線測定装置を使おう！－

11月15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/2019lecture.pdf

徳島大学放射線総合センター
088-633-9416

徳島県 徳島市 ①
第49回徳島大学薬学部卒後教育公開
講座

医療への一層の貢献が求められる薬剤師に、生涯教育の場を提供する
目的で毎年２回開催しています。社会のニーズに応じたテーマ設定のも
と，各分野で活躍する薬剤師や研究者による講演会には，毎回，多数
の現役薬剤師の方々にご参加いただいています。

11月16日 徳島大学長井記念ホール 徳島大学薬学部 無料
【徳島大学薬学部HP】
https://www.tokushima-
u.ac.jp/ph/

徳島大学蔵本事務部
薬学部事務課総務係
088-633-7245

徳島県 徳島市 ④
2019年日本化学会中国四国支部大会
徳島大会

中国・四国地域における化学研究・教育の活性化を目的として，高校・
高専・大学の教員とともに若手育成のための学生・生徒による研究発表
および産官学の研究者間の交流を行います。

11月16日～17日 徳島大学常三島キャンパス 日本化学会中国四国支部
https://www.chem.tokushima-
u.ac.jp/2019csjwest/

本会実行委員会　088-656-7432

徳島県 徳島市 ①② 「とくしま助 INTプロジェクト」講演会

厚労省令和元年度老健事業の一環として県内多職種および医療系学
生向けに企画した教育講演。地域包括ケアシステム構築に向けて高齢
者の介護予防・健康寿命延伸を目標とし多職種が協働して検討する場
である「地域ケア会議」への歯科衛生士の参画のあり方について，成功
事例を多数有する大分県歯科衛生士会会長を招聘する予定です。

11月17日
徳島大学蔵本キャンパス藤井節
郎記念ホール

徳島大学大学院医歯薬学研究部
口腔保健支援学分野

無料
https://www.tokushima-
u.ac.jp/dent/gerontology_R1.ht
ml

徳島大学大学院医歯薬学研究
部
口腔保健支援学分野事業総括
088-633-9309（直通）
ozaki@tokushima-u.ac.jp

要申込　　　　　　　　　　　
　　　　　　　定員200名
（先着順）

徳島県 徳島市 ①③④
令和元年度徳島大学附属図書館学術
講演会

地域に残る史資料を未来に継承するプロジェクトを実施している講師を
お招きし,　史資料や,　資料にまつわるストーリーを未来に継承すること
の意義についてお話いただきながら,　史資料の保存と継承についての
理解を深める機会としたい。

11月21日 徳島大学附属図書館 徳島大学附属図書館 無料
https//www.lib.tokushima-
u.ac.jp

図書情報課総務係 定員80名

徳島県 徳島市 ①②③
第25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。

11月29日
徳島大学総合科学部１号館第1会
議室

徳島大学総合科学部 無料
【徳島大学総合科学部HP】
https://wwwtokushima-
u.ac.jp/ ias/

徳島大学総合科学部総務係
088-656-9779
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10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 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興味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
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3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 鳴門市 ② 親と子のふれあいフォーラム
児童が学習成果や意見を発表し，アドバイザー，コーディネーター，保護
者，地域住民と意見交換を行います。

11月1日 鳴門市立里浦小学校 青少年育成徳島県民会議 無料
青少年育成徳島県民会議
088-625-6166

徳島県
東みよし
町

① 読書振興講演会 片山真智子さんの講演を行います。 11月16日 三加茂公民館ホール 東みよし町読書振興協議会 無料
東みよし町生涯学習課
0883-79-3217

事前申込が必要

徳島県
東みよし
町

①③
歴史ウォーキングラリー
inみかも

舞寺・いくさ場・渡し場などの文化財を見て回るウォーキングラリーです。 11月23日
東みよし町毛田西山の西法寺を
基点とするコース

東みよし町教育委員会 無料
東みよし町生涯学習課
0883-79-3217

事前申込が必要

徳島県
東みよし
町

③ 東みよし町文化まつり
①開会行事、②芸能発表・作品展示、③バザー ・ 四国Ｂ級グルメ ・ ミ
ニイベント、④空き家相談会を行います。

11月2日～3日
東みよし町農業者トレーニングセ
ンター及び東みよし町立体育館

東みよし町 無料
東みよし町　生涯学習課
0883-79-3217

一部，町民のみの参加

徳島県
美馬郡
つるぎ町

①④

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

学術情報推進課地域連携係
088-687-6098

徳島県 美馬市 ①②
美馬市教育振興大会・美馬市PTA連合
会研修大会・青少年健全育成市民会
議・美馬市文化祭文化講演会

児童生徒の県税育成表彰（前期），文化講演会を開催します。 11月9日 美馬市地域交流センターミライズ
美馬市教育委員会、美馬市PTA連合会、文
化祭実行委員会、青少年健全育成市民会議

無料 0883-52-8010 当日受付が必要

徳島県 美馬市 ①② 木屋平地域人権フォーラム
人権学習の公開授業を行った後，人権に関する講演会を行います。講
演会は，「インターネットと人権」をテーマに開催します。

11月12日 木屋平幼稚園，小・中学校 木屋平幼稚園，小・中学校 無料 0883-68-3135 当日受付が必要

徳島県 三好市 ① 三好市民大学講座

講演会を開催します。
講師：古市憲寿 氏（社会学者）　
　
演題：「私たちが描く！未来の生き方」

11月2日 池田総合体育館
三好市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課

無料
【三好市教育委員会トップペー
ジ】
http://www.miyoshi.ed.jp/

三好市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
0883-72-3900

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 3
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徳島県 三好市 ① 三好市民大学講座

講演会を開催します。
講師：半井真司 氏（四国旅客鉄道株式会社代表取締役社長）　
　
演題：「乗りに来ていただける鉄道を目指して」

11月15日 中央公民館
三好市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課

無料
【三好市教育委員会トップペー
ジ】
http://www.miyoshi.ed.jp/

三好市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
0883-72-3900

徳島県 牟岐町 ① 座禅教室 城満寺住職　田村航也氏によります座禅教室を開催します。 10月19日
牟岐町海の総合文化センター和
室

牟岐町立図書館 無料
牟岐町立図書館
0884-72-2300

徳島県 牟岐町 ① HILOヨガ 定期的に行っているＨＩＬOさんによりますヨガ教室を開催します。 10月20日
牟岐町海の総合文化センター和
室

牟岐町立図書館
牟岐町立図書館
0884-72-2300

参加費1,000円

徳島県 牟岐町 ① ワインコルククラフト ワインコルクを使った作品を作ります。 10月26日 牟岐町立図書館 牟岐町立図書館
牟岐町立図書館
0884-72-2300

参加費300円

徳島県 牟岐町 ① ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ絵本イベント
絵本作家ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａさんの絵本の読み聞かせと親子のコミュニ
ケーションについての講演会と大人も子どもの楽しめる内容です。サイ
ン会もあります。

11月17日
牟岐町海の総合文化センター大
集会室

牟岐町立図書館 無料
牟岐町立図書館
0884-72-2300

徳島県 牟岐町 ① tupera tuperaプレイベント展示
１１月１７日(日)に開催される絵本作家のツペラ・ツペラさんの絵本を図
書館ギャラリーにすべて展示します。

10月18日～11月20日 牟岐町立図書館 牟岐町立図書館 無料
牟岐町立図書館
0884-72-2300

徳島県 県内全域 ①③
「まなびの森」講演会
「第十堰」周辺の藍作地帯の歴史的景
観

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26日 徳島県立図書館 放送大学徳島学習センター 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/tokushima/about/open.html

放送大学徳島学習センター
088-602-0151

徳島県 県内全域 ①③
「まなびの森」講演会
四国を描いた伊能図

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16日 徳島県立図書館 放送大学徳島学習センター 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/tokushima/about/open.html

放送大学徳島学習センター
088-602-0151

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 4


