
平成２７年度「いしかわ教育ウィーク」における取組

１　石川県の取組（38事業）

実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)

特別展示　紙芝居「禁酒村と学校の話」
11月1日(日)～

8日(日)
石川県文教会館

大正15年、村を挙げた5年間の禁酒活
動で「河合谷小学校」が改築された。90
年前の逸話を、当時の卒業生が再現す
べく作成した紙芝居を展示。

石川県文教会館
事業課
(076-262-7311)

（　（公財）石川県文教会館　）

教育史セミナー
11月2日(月)

石川県文教会館

明治期から現代にかけての小学校教科
書の中から「国語」に特化して展示。各
時代の教育活動の一端を知り、戦後70
年の今日の「国語」教育について考え
る。

石川県文教会館
事業課
(076-262-7311)

（　（公財）石川県文教会館　）

石川県文教会館
事業課
(076-262-7311)

（　（公財）石川県文教会館　）

石川県文教会館

村井加代子氏（元石川県立図書館館
長）による講演。
演題：「能登を詠んだ家持（やかもち）」

文教会館所蔵
小学校「国語」教科書のあゆみ展

　　～教え手・学び手の想いをのせて～ 11月1日(日)～
8日(日)

石川県中能登教育事
務所
(0767-52-2000)

（県中能登教育事務所）

心豊かでたくましい能登っ子を育む集い
11月1日(日) 奥能登行政センター

地域の教育課題について､学校､家庭､
地域社会の関係者による意見交換会等
を実施
(実践事例発表､講演、意見交換会)

石川県奥能登教育事
務所
(0768-26-2340)

（県奥能登教育事務所）

石川県小松教育事務
所
(0761-23-1710)

（県小松教育事務所）

子どもたちの豊かな心を育む
金沢地区フォーラム

11月1日(日) 石川県文教会館
発達障害等の子供たちへの支援と教育
について､学校・家庭・地域社会の関係
者を対象に基調報告・講演等を実施

石川県金沢教育事務
所
(076-245-6776)

（県金沢教育事務所）

子どもたちの豊かな心を育むつどい in　南加賀
11月1日(日) 辰口福祉会館

地域の教育課題について､学校､家庭､
地域社会の関係者による実践報告等を
実施
(実践報告､講演)

豊かな心を育むタウンミーティング in 志賀
11月1日(日) 志賀町役場

地域の教育課題について､学校､家庭､
地域社会の関係者による意見交換会等
を実施(実践事例発表､講演、意見交換
会)

事業名
（実施主体）



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

県指定文化財野々江本江寺遺跡出土品秋季
公開 10月2日(金)～

11月3日(火・祝)
石川県埋蔵文化財セン
ター

全国的にもまれな平安時代の木製塔婆
類の展示

石川県埋蔵文化財ｾﾝ
ﾀｰ
(076-229-4477)

（県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財セ
ンター）

古代の硯・木簡づくり
10月31日(土)～

11月8日(日)
石川県埋蔵文化財セン
ター

古代の文房具の代表として、硯や木簡
を製作する体験（期間中は随時体験可
能）

石川県埋蔵文化財ｾﾝ
ﾀｰ
(076-229-4477)（県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財セ

ンター）

石川県図書館大会

11月6日(金) 石川県立図書館

記念講演､部会討議､各種表彰等(公共
図書館功労者表彰､公共図書館永年勤
続職員表彰､｢いしかわ読書推進賞｣表
彰､石川県書店商業組合読書推進賞表
彰､｢まごころ文庫｣目録贈呈)

石川県立図書館
(076-223-9581)

（石川県図書館協会）

石川県地場産業振興セ
ンター新館コンベンショ
ンホール

･プレイベント
　科学あそび
･大会
　心の教育推進感謝状贈呈
　｢親子の手紙｣表彰と朗読
　講演「可能性への挑戦」
　　　講師：舞の海秀平

石川県教育委員会
生涯学習課
(076-225-1839)

（心の教育推進協議会）

マナビィフェアｉｎ本多の森

11月6日(金)～
11月8日(日)

石川県立生涯学習セン
ター

生涯学習に関する県民の理解を深め､
生涯学び続ける気運を高めることを目
的として､あすなろ悠々塾､ふるさとふれ
あい講座、本多の森映画会､県民大学
校実施機関作品展示、県民企画展示等
を実施

石川県立生涯学習ｾﾝ
ﾀｰ
(076-223-9572)
(076-223-9573)

（石川県立生涯学習センター）

石川県文教会館
勤務期間が満２５年に達した教育関係
職員を表彰

石川県教育委員会
教職員課
(076-225-1822)

（　　　県教育委員会　　　　）

平成２７年度永年勤続職員表彰式
11月5日(木)

心の教育推進大会

11月3日(火･祝)



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

秋季特別展「朝鮮王朝―宴と儀礼の世界―」
9月13日(日)～
11月8日(日)

石川県立歴史博物館
第1棟歴史発見館2階
特別展示室・企画展示
室

博物館のリニューアルと韓国国立全州
博物館姉妹館交流25周年を記念した特
別展。朝鮮時代の宮廷の儀礼と宴の世
界を中心に紹介。

石川県立歴史博物館
(076-262-3236)

（石川県立歴史博物館）

特別陳列 石川の近代彫刻をたずねて
10月29日(木)～

12月6日(日)
石川県立美術館
(第4展示室)

明治から今日に至る石川県内の近代彫
刻の流れを概観。

石川県立美術館
(076-231-7580)

（石川県立美術館）

石川県立美術館
(第2展示室)

11月第1週の｢文化財保護強化週間｣に
合わせた展示。国宝｢剣 吉光｣をはじめ
県内にある指定文化財を公開。

石川県立美術館
(076-231-7580)

（石川県立美術館）

明治大正期の工芸
10月29日(木)～

12月6日(日)
石川県立美術館
(第5展示室)

館蔵品を中心に、明治から大正期を代
表する工芸各ジャンルの優品を展示。

石川県立美術館
(076-231-7580)

（石川県立美術館）

第10回いしかわっ子駅伝交流大会
11月3日(火･祝)

西部緑地公園内特設周
回コース

県内小学校５･６年生各校男女各１チ-
ムにより､１区間約１．５㎞をタスキでつ
なぐ駅伝交流大会と個人記録会を実施
(選手７名：駅伝５名､記録会２名)

石川県教育委員会
ｽﾎﾟｰﾂ健康課
(076-225-1852)

（県、県教育委員会）

第62回日本伝統工芸展金沢展
10月30日(金)～

11月8日(日)
石川県立美術館

陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人
形、諸工芸の７部門の展覧会入選作品
の中から、人間国宝や地元作家の作品
を中心に展示

石川県教育委員会
文化財課
(076-225-1844)

（日本伝統工芸展金沢展実行委員会）

石川県立美術館
(前田育徳会尊經閣文
庫分館)

幕藩体制形成期に徳川家との関係強化
に務めると共に、文化大名としても活動
した光高の生涯をたどる。

石川県立美術館
(076-231-7580)

県有体育施設
（スポーツ健康課所管施
設）

（石川県立美術館）

毎月７日は｢健康の日｣として無料開放し
ており､いしかわ教育ウィーク最終日とし
て無料開放を実施

石川県教育委員会
ｽﾎﾟｰﾂ健康課
(076-225-1851)

石川県の文化財
10月29日(木)～

12月6日(日)

県有体育施設の無料開放

（県教育委員会）

特集 生誕400年記念
四代藩主前田光高を偲ぶ

11月7日(土)

10月29日(木)～
12月6日(日)



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

からくり記念館本館

大野からくり記念館
(076-266-1311)

県政学習バス（地域）奥能登地区
11月5日(木) 県・市町の施設

県や市町等の施設見学を通し、県政に
対する理解を深める。

石川県県民文化局男
女共同参画課
(076-225-1378)

（奥能登総合事務所）

県政学習バス（地域）加賀地区
11月5日(木) 県・市町の施設

県や市町等の施設見学を通し、県政に
対する理解を深める。

石川県県民文化局男
女共同参画課
(076-225-1378)

（石川県男女共同参画課）

企画展「動く文化財　からくり師九代玉屋庄兵
衛の世界　～　からくり人形技くらべ　～　」

（石川県金沢港大野からくり記念館）

特別企画展「江戸時代謎の科学者
　　　　　　　　～　大野弁吉＆田中久重　～　」 9月10日(木)～

11月10日(火)

江戸時代後期から明治時代後期にかけ
て活躍した二人のからくり師、大野弁吉
と田中久重を紹介し近代科学技術の曙
を知る。（石川県金沢港大野からくり記念館）

10月31日(土)～
11月1日(日)

からくり記念館
子どもからくり体験棟

愛知県在住　からくり師九代玉屋庄兵衛
氏によるからくり人形の解説と実演。

福島武山　九谷焼赤絵展
11月1日(日)～

29日(日)
石川県銭屋五兵衛記念
館

九谷焼赤絵の第一人者福島武山氏とそ
のお弟子さん達の作品展。

石川県銭屋五兵衛記
念館          (076-
267-7764)

（銭屋五兵衛記念館）

秋の体験イベント「報恩講料理」
11/5(木)

白山ろく民俗資料館
(旧杉原家）

山の幸にあふれた白山ろくの精進料理
の試食体験。（報恩講とは、浄土真宗を
開いた親鸞聖人への謝恩行事のこと）

石川県立白山ろく民
俗資料館
(076-259-2665)

（　白山ろく民俗資料館）

秋季企画展
「白山麓白峰地域の伝説　淵・岩」 10月11日(日)～

11月23日(月)
白山ろく民俗資料館
(旧杉原家）

白峰の各地にある伝説の淵や岩を紹
介。

石川県立白山ろく民
俗資料館
(076-259-2665)

（　白山ろく民俗資料館）

企画展「うたえ！□（詩歌句）街の仲間たち！」

9月19日(土)～
11月29日(日)

（石川四高記念文化交
流館内）石川近代文学
館　2階　企画展示室1・
2・3

26年度の特別展示「『月に吠えらんねぇ』
刊行記念　室生犀星と□街の仲間たち」
で展示出来なかった室生犀星、登場人
物の文学資料、他の詩人を取り上げる
とともに、地元ゆかりの短詞型作家の顕
彰を図る。

(公財)石川近代文学
館(石川四高記念文化
交流館内) (076-262-
5464)

（石川近代文学館）

大野からくり記念館
(076-266-1311)



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

中宮展示館周辺の自然
観察路

中宮展示館の裏手にある蛇谷の森をガ
イドと一緒に散策し、自然の不思議や先
人の知恵など、白山のいろいろな魅力を
再発見する。

市ノ瀬ビジターセンター
周辺の自然観察路

市ノ瀬ビジターセンター周辺の森をガイ
ドと一緒に散策し、白山の自然に親む。

石川県白山自然保護
ｾﾝﾀｰ
(076-255-5321)

石川県白山自然保護
ｾﾝﾀｰ
(076-255-5321)

消費生活キッズ教室
11月3日(火・祝)

いしかわ子ども交流セン
ター小松館

・児童を対象に、消費生活に関連した実
験を通じて商品などの安全性や品質に
ついて学習してもらう。
・使い捨てカイロを作る

参加申込先
いしかわ子ども交流ｾ
ﾝﾀｰ小松館
(0761-43-1075)（消費生活支援センター）

（石川県白山自然保護センター）

秋を作ろう
11月3日(火･祝)

いしかわ子ども交流セン
ター七尾館

木の実などの自然物を使ってオブジェ作
り

いしかわ子ども交流ｾ
ﾝﾀｰ七尾館
(0767-53-3396)

（　いしかわ子ども交流センター七尾館　）

中宮ガイドウォーク

漆というスパイス
9月3日(木)～
11月4日(水)

石川県立伝統産業工芸
館

漆を使ったアクセサリーをラグジュア
リー・ラインとカジュアル・ラインに分けて
紹介

石川県立伝統産業工
芸館
(076-262-2020)

（　石川県立伝統産業工芸館　）

九谷焼上絵付入門講座
11月3日(火･祝)

石川県立九谷焼技術者
自立支援工房

九谷焼に興味のある初心者の方を対象
にした絵付け体験

石川県立九谷焼技術
研修所
(0761-57-3340)

（　石川県立九谷焼技術研修所　　　）

白山まるごと体験教室
「猟師から聞く白山麓の動物話」

11月1日(日)
白山市東二口
（白山ふもと会）

実際に白山麓で猟をされている方の話
を聞いたり、山道で動物の痕跡を探した
りします。

石川県白山自然保護
ｾﾝﾀｰ
(076-255-5321)

（石川県白山自然保護センター）

（石川県白山自然保護センター）

市ノ瀬ガイドウォーク

5月～11月8日まで
の土･日･祝

5月～11月3日まで
の土･日･祝



実施期間 実施場所 事業内容
問い合わせ先

(電話番号)
事業名

（実施主体）

金沢表具展
11月､12月

石川県立伝統産業工芸
館

伝統的な表具作品と現代生活にマッチ
する表具作品を紹介

石川県立伝統産業工
芸館
(076-262-2020)

（　石川県立伝統産業工芸館　）

工芸館 Reading Style 21世紀バージョン
10月1日(木)～
12月9日(水)

石川県立伝統産業工芸
館

読書をテーマにした企画展

石川県立伝統産業工
芸館
(076-262-2020)

（　石川県立伝統産業工芸館　）


