
平成２８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）
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)

子供たちの豊かな学びを育むつどい
in南加賀

小松教育事務所

（小松教育事務所） （0761－23－1710）

子どもたちの豊かな心を育む金沢地区
フォーラム

金沢教育事務所

（金沢教育事務所） （076-245-6776）

豊かな心を育むタウンミーティング
 in 七尾

中能登教育事務所

（中能登教育事務所） （0767-52-2000）

心豊かでたくましい能登っ子を
育む集い

奥能登教育事務所

（奥能登教育事務所） （0768-22-2340）

文教会館所蔵
「算数・数学」教科書のあゆみ展

石川県文教会館

（石川県文教会館） （076-262-7311）

教育史セミナー 石川県文教会館

（石川県文教会館） （076-262-7311）

11月5日 加賀市民会館

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
等を実施します。
（実践報告、講演）

11月5日
石川県

地場産業
振興センター

不登校やいじめを生まない学校づくり
について、学校・家庭・地域社会の関係
者を対象に映画上映等を実施します。

石川県文教会館

教科書やその時代背景への理解・関心
を深めていくことを目的に、文教会館が
所蔵する、明治期から現代にかけての
教科書の中から「算数・数学」の教科書
を中心に展示します。

11月4日 石川県文教会館
西田谷功氏（元鳥越一向一揆歴史館
長）による講演。
演題：「加賀一向一揆」

11月5日
サンビーム
「日和ケ丘」

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事例発
表､講演、意見交換会等を実施します。

11月6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
会等を実施します。（実践事例発表、講
演、意見交換会）

11月1日
～7日



第２６回全国産業教育フェア石川大会
石川県教育委員会

学校指導課
（石川県教育委員会

学校指導課）
（076-225-1833）

心の教育推進大会
石川県教育委員会

生涯学習課
（石川県教育委員会

生涯学習課）
（076-225-1839）

マナビィフェアｉｎ本多の森 石川県立生涯学習センター

（石川県立生涯学習センター） （076-223-9572）

図書館大会 石川県立図書館

（石川県立図書館） （076-223-9581）

古代の木簡づくり
石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ

普及啓発担当
（石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ

普及啓発担当）
（076-229-4477）

県指定文化財野々江本江寺遺跡出土
品秋季公開

石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ
普及啓発担当

（石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ
普及啓発担当）

（076-229-4477）

第63回日本伝統工芸展金沢展
石川県教育委員会

文化財課

（石川県教育委員会
文化財課）

（076-225-1841）

11月5日
～6日

県産業展示館ほか
全国の専門高校等の生徒による学習
成果の発表の祭典です。石川県独自
の企画も多数予定しています。

11月3日
石川県地場産業振興

センター

子育てに関する講演会（講師：小崎恭
弘氏）、心の教育推進感謝状の贈呈、
「親子の手紙」の表彰と朗読などを行い
ます。

11月2日
～3日

石川県本多の森庁舎

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､ふるさとふれあい講座、ファミ
リーカレッジin本多の森、兼六ビデオ講
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
施します。

11月2日 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)などを行
います。

10月29日
～11月6日

石川県埋蔵文化財
センター

板を加工し、墨と筆を使い古代の地名
などを書くことで、古代の木簡を復元し
ます。

10月6日
～11月6日

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
婆を展示します。

10月28日
～11月6日

県立美術館

陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・
諸工芸の７部門の入選作品から、重要
無形文化財保持者(人間国宝)や受賞
者などの秀作、地元北陸の作家を中心
とした作品など約３５０点を展示します。



第11回いしかわっ子駅伝交流大会
石川県教育委員会

スポーツ健康課
（石川県教育委員会

スポーツ健康課）
（076-225-1852）

県有体育施設の無料開放
石川県教育委員会

スポーツ健康課
（石川県教育委員会

スポーツ健康課）
（076-225-1851）

兼六園周辺文化の森
秋のミュージアムウィーク

兼六園周辺文化の森
活性化推進実行委員会

（文化振興課）

（兼六園周辺文化の森
活性化推進実行委員会

（文化振興課））
（076-225-1371）

金沢芸妓の舞
芸妓の技能向上実行委員会
（事務局：石川県文化振興課）

（芸妓の技能向上実行委員会
（事務局：石川県文化振興課））

（076-225-1372）

加賀藩の美術工芸Ⅱ 石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

石川の文化財 石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

秋の優品選Ⅱ 石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

加賀藩の文化事業における、｢名品収
集｣と工芸を中心とする｢奨励･育成｣の
両事業に係る優品の紹介です。展示分
野は、文書典籍･工芸･絵画に渡り、国
宝1件、重要文化財7件の優品も公開し
ます。

県内小学校５・６年生各校男女各１チー
ムにより、１区間約１．５ｋｍをタスキで
つなぐ駅伝交流大会と個人記録会を実
施します。

11月3日
西部緑地公園内特設

周回コース

10月14日
～11月15日

石川県立美術館
(第2展示室)

｢文化の日｣と｢文化財保護強調週間｣を
含むこの期間に、石川県が誇る国宝･
重要文化財、県指定文化財を公開する
ものです。本県にある文化財を学びま
す。

10月14日
～11月15日

兼六園周辺の各文化
施設

兼六園周辺の各施設が連携し、講演会
やワークショップ、朗読会、ミニコンサー
トなどの文化イベントを集中的に展開し
ます。

11月7日 県有体育施設
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します。

10月16日
～11月3日

11月4日、7日 石川県立音楽堂和室
芸妓による踊りや三味線、太鼓などを
鑑賞した後に、お座敷遊びやお座敷太
鼓を体験していただけます。

10月14日
～11月15日

石川県立
美術館

(第5展示室)

陶芸･漆芸･染織･金工･木竹工･人形な
ど工芸各ジャンルに及んで、秋の季節
に相応しい各優品をご覧いただきま
す。

石川県立美術館
(前田育徳会

尊經閣文庫 分館)



優品選
－守･破･離－

石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

長谷川大治郎･梶本良衛
木彫二人展

石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

秋季特別展
「城下町金沢は大にぎわい！」

石川県立歴史博物館

（石川県立歴史博物館） （076-262-3236）

秋季企画展(写真展)
「白山麓十八ケ村」

石川県立白山ろく民俗資料館

（石川県立白山ろく民俗資料館） （076-259-2665）

秋の体験イベント
「トチ餅つき」

石川県立白山ろく民俗資料館

（石川県立白山ろく民俗資料館） （076-259-2665）

企画展
「作家と山山ー日本文学百名山ー」

(公財)石川近代文学館
(石川四高記念文化交流館内)

（(公財)石川近代文学館
(石川四高記念文化交流館内)）

（076-262-5464）

朗読会「絵本の時間」（仮題）
(公財)石川近代文学館

(石川四高記念文化交流館内)
（(公財)石川近代文学館

(石川四高記念文化交流館内)）
（076-262-5464）

平成28年度地域県政学習バス
奥能登地区

石川県県民文化局
男女共同参画課

（石川県県民文化局
男女共同参画課）

（076-225-1376）
11月1日 県・市町等の施設

県や市町等の施設見学を通し、県政に
対する理解を深めます。

9月17日
～11月27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

日本の文学は、古くから、神々の住まう
場所としての「山」を多くの作品に取り
入れてきました。本年は、「山の日」が
設けられる年でもあり、日本人の心と
切っても切れない「山の文学」を紹介し
ます。

11月3日
石川四高記念文化交

流館
子供に限らず大人にも向けた絵本の朗
読会です。

10月16日
～11月23日

石川県立白山ろく
民俗資料館

天領白山麓１８ケ村の現在を写真で紹
介します。

11月6日
石川県立白山ろく

民俗資料館

臼と杵を使って、白山ろく名物のトチ餅
つき体験をします。
（トチの実割り体験を含む。）

9月17日
～11月6日

石川県立歴史博物館
特別展示室
企画展示室

寺社で行われた開帳や祭礼、見世物、
芝居などの娯楽と信仰という側面から
紹介します。

10月14日
～11月15日

石川県立
美術館

(第3・6展示室)

美術作品には伝統を重んじ、未来に繋
ぐものもあれば、革新的な技法で新た
な世界観の創出を目指すものなど、
様々なものがあります。本展覧会では
こうした多様な本県の美術を紹介しま
す。

10月14日
～11月15日

石川県立
美術館

(第4展示室)

本県を代表する木彫家である、長谷川
大治郎氏と梶本良衛氏による、木との
対話による独自の造形世界を展開した
二人展を開催します。



平成28年度県政学習バス（個人）
加賀地区

石川県県民文化局
男女共同参画課

（石川県県民文化局
男女共同参画課）

（076-225-1376）

消費生活キッズ教室
いしかわ子ども交流センター

小松館
（いしかわ子ども交流センター

小松館）
（0761-43-1075）

第５５回童話発表会 いしかわ子ども交流センター

（いしかわ子ども交流センター） （076-243-6501）

秋をつくろう
いしかわ子ども交流センター

七尾館
（いしかわ子ども交流センター

七尾館）
（0767-53-3396）

中宮ガイドウォーク 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） （076-255-5321）

市ノ瀬ガイドウォーク 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） （076-255-5321）

白山まるごと体験教室
「猟師から聞く白山麓の動物話」

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） （076-255-5321）

「酒×町×人×食」 石川県伝統産業工芸館

（石川県伝統産業工芸館） （076-262-2020）

10月14日
～11月13日

石川県立伝統産業工
芸館1F

石川県酒造組合連合会に加盟する35
酒造の所有する伝統工芸品の展示を
行い、また、県内の伝統工芸作家の酒
器の展示販売を行います。

5月1日
～11月5日の
土・日・祝日

市ノ瀬ビジターセンター

市ノ瀬ビジターセンター周辺にある自然
観察路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します。

11月6日 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、ジビエ料理についての理
解を深めます。

11月3日
いしかわ子ども交流セ

ンター七尾館
自然の物を使ってオブジェを作ります。

5月1日
～11月6日の
土・日・祝日

中宮展示館

中宮展示館周辺の自然観察路をガイド
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
再発見します。

11月3日
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
質について正しい知識を学びます。

11月5日
いしかわ子ども交流セ

ンター
童話の発表や観賞を通して、こどもたち
の豊かな心を育てます。

11月2日 県・市町等の施設
県や市町等の施設見学を通し、県政に
対する理解を深めます。



九谷焼上絵付入門講座 石川県立九谷焼技術研修所

（石川県立九谷焼技術研修所） （0761-57-3340）

蒔絵皿づくり体験教室
公益財団法人

山中漆器産業技術センター

（公益財団法人
山中漆器産業技術センター）

（0761-78-1696）

11月6日
石川県立山中漆器産
業技術センター３階

うるし塗りの皿に、天然うるしと本金を
使って好きな絵を描き、本格的な蒔絵
皿を作ります。お好きな図案をご用意く
ださい。（直径16cmの輸入再加工品の
皿を使用します。）

11月3日
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です。九谷焼作家
の手ほどきのもと、５枚の絵皿を制作
し、九谷五彩の楽しさを学びます。


