
平成２９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（43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)

子どもたちの生きる力を育むつどい
　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 宝達志水

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
「修身」「道徳」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
川北町文化

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実践報
告等を実施します。
（実践報告、講演、基調講演）

11月5日
石川県地場産業振興

センター

多様な個性を持つ児童生徒が生き生
きと学ぶ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，講演等を実施します。

11月5日 宝達志水町役場
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実践事
例発表､講演等を実施します。

11月5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 石川県文教会館

教科書と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
が所蔵する教科書等の中から「修身」
「道徳」の教科書・副読本を中心に展
示します。

11月2日 石川県文教会館
中山修氏による講演
演題：「学習指導要領の変遷とアク
ティブ・ラーニング」



平成29年度永年勤続職員表彰式
石川県教育委員会

教職員課
（石川県教育委員会

教職員課）
（076-225-1822）

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） （076-223-9571）

平成29年度石川県図書館大会 石川県立図書館

（石川県立図書館） （076-223-9581）

兼六園周辺文化の森ミュージアム
ウィーク協賛トークショー

石川県立図書館

（石川県立図書館） （076-223-9581）

11月6日 石川県文教会館
勤務期間が満２５年に達した教育関
係職員を表彰します。

11月3日
石川県地場産業振興

センター

心豊かな生き方に関する講演会（講
師：鎌田敏氏）、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。
また、プレイベントとして手作りおも
ちゃ教室も実施します。

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、本多の
森シネマアーカイブ、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7日 石川県立図書館

各種表彰等の後、「これからの図書
館」をテーマに、和歌山大学教授・附
属図書館長の渡部幹雄氏による記念
講演や部会討議を行われます。

11月4日 石川県立図書館
『ななつのこ』『七人の敵がいる』など
の作者、加納朋子氏による「加納朋子
トークショー」を開催します。



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

（石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ） （076-229-4477）

第64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）

輪島漆芸技術研修所
創立５０周年記念事業

「輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研
究所合同作品展」

石川県立輪島漆芸技術
研修所

（石川県立輪島漆芸技術研修所） （0768-22-7000）

飛鳥の文房具づくり 石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ

（石川県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ） （076-229-4477）

金沢芸妓の舞
芸妓の技能向上実行

委員会
（石川県文化振興課）

（芸妓の技能向上実行委員会
（石川県文化振興課））

（076-225-1372）

百工比照Ⅰ 石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

10月6日
～11月5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27日
～11月5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。

11月1日
～11月7日

しいのき迎賓館ギャラ
リーＡ・Ｂ

現在作家活動を行っているそれぞれ
の研修所の卒業(修了)生の作品７０
点余りを合同展示します。

11月5日
石川県埋蔵文化財

センター

円形の硯を作り復元古窯で焼き上げ
ます。また自分の住所等を古代風に
改めて木簡に書きとめます。

11月6日（10月～3
月中に全27回開

催）

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
(前田育徳会尊經閣

文庫分館)

加賀藩五代藩主前田綱紀が中心と
なって収集･整理･分類した、我が国の
江戸時代前期の工芸の標本集である
重文｢百工比照｣を展示します



石川県の文化財 石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

額から出た絵画
台座から降りた彫刻たち

石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

高橋介州と加賀象嵌の
あゆみ

石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

秋季企画展(写真展)
「出作りから見る白山」

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）

第4回白峰まち並散歩
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「漱石と石川ゆかりの
作家たち」

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）

10月14日
～11月15日

石川県立美術館
(第2展示室)

文化財保護強調週間を含むこの期
間、県内の国宝、重文、県指定文化
財等を公開する常設展です。

10月14日
～11月15日

石川県立美術館
(第5展示室)

絵画と彫刻の作品スタイルや設置法
に重点を置き、館蔵品を中心に、既成
の枠から出た斬新な作品を紹介しま
す。

10月14日
～11月15日

石川県立美術館
(第3・6展示室)

加賀象嵌の継承と県内工芸の振興に
尽力した高橋介州の業績をたどりま
す。展示では氏の作品を紹介すると
共に、加賀象嵌の見本も展示します。

10月8日
～11月26日

石川県立白山ろく
民俗資料館

出作りや峠道から見える白山の姿を
写真で紹介します。

11月4日
石川県立白山ろく

民俗資料館

重要伝統的建造物群保存地区に選
定された白峰の集落を解説しながら
散策します。

9月16日～11月26
日（絵葉書の展示

は、10月1日～11月
19日）

（石川四高記念文化交
流館内）石川近代文学

館

夏目漱石と親交のあった石川県ゆか
りの作家たちの関係資料を紹介しま
す。また、漱石あての絵葉書を、徳田
秋聲記念館と共同で展示することと
し、当館においては、四高関係者の漱
石あての絵葉書などを公開します。



朗読会「奔流」（抄）
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）

秋季特別展「禅の心とかたち
－總持寺の至宝－」

石川県立歴史博物館

（石川県立歴史博物館） （076-262-3236）

能楽鑑賞事業
「ろうそく能」

石川県立能楽堂

（石川県立能楽堂） （076-264-2598）

能楽体験事業
いしかわの伝統文化活性化

実行委員会
（石川県文化振興課）

（いしかわの伝統文化活性化
実行委員会（石川県文化振興課））

（076-225-1372）

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
（石川県文化振興課）

（兼六園周辺文化の森
活性化推進実行委員会
（石川県文化振興課））

（076-225-1371）

第１２回いしかわっ子駅伝交流大会
石川県県民文化スポーツ部

スポーツ振興課

（石川県県民文化スポーツ部
スポーツ振興課）

（076－225－1392）

県有体育施設の無料開放
石川県県民文化スポーツ部

スポーツ振興課

（石川県県民文化スポーツ部
スポーツ振興課）

（076－225－1391）

11月3日
石川四高記念
文化交流館

徳田秋聲の作品を、ナレーターが朗
読します。

9月16日
～11月5日

石川県立
歴史博物館

總持寺は永平寺と並ぶ曹洞宗の大本
山で、鎌倉時代の創建です。明治期
に横浜へ移り、石川には祖院が残さ
れ今に至ります。今回總持寺の至宝
を一挙公開。あわせて関連寺院の寺
宝も多数紹介します。

11月4日 石川県立能楽堂本館
本県に受け継がれる能楽について、
初めての方にもわかりやすい解説付
きで石川県ゆかりの能を鑑賞する。

11月4日 石川県立能楽堂本館

本県に受け継がれる能楽について、
能楽師による仕舞体験や能舞台の
バックヤードツアーの能楽体験を実施
する。

10月15日
～11月5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3日
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
チームにより、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。



平成29年度個人県政学習バス
(加賀地区)

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

（石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課）

（076-225-1376）

平成29年度地域県政学習バス
(奥能登地区)

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

（石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課）

（076-225-1376）

平成29年度個人県政学習バス
(加賀地区)

石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課

（石川県県民文化スポーツ部
男女共同参画課）

（076-225-1376）

第５６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）

いしかわウォームシェア
キックオフイベント

石川県生活環境部
温暖化・里山対策室

（石川県生活環境部
　　　温暖化・里山対策室　）

（076-225-1462）

夕日寺里山楽習室
木の葉の栞づくりを楽しむ

いしかわ環境パートナー
シップ県民会議

（いしかわ環境パートナー
シップ県民会議）

（076-251-7554）

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）

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。

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。

11月7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。

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。

11月3日
イオンモール新小松

（祭広場）

一つの場所に集まることで家庭の消
費電力を抑制する「ウォームシェア」
の取組を、県民運動として推進するに
あたり、普及啓発の一環として、キッ
クオフイベントを開催します。

11月5日 夕日寺健民自然園

色鮮やかで彩り豊かな紅(黄)葉の
シーズンに、この季節でなければでき
ないカラフルな「木の葉の栞」を作りま
す。

11月3日～5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。



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）

企画展「うるしが語る、うるしを語る」 石川県立伝統産業工芸館

（石川県立伝統産業工芸館） （076-262-2020）

企画展「酒×ひと×のと」 石川県立伝統産業工芸館

（石川県立伝統産業工芸館） （076-262-2020）

企画展「SMALL THINGS 小さきもの
～掌サイズの生活工芸～」

石川県立伝統産業工芸館

（石川県立伝統産業工芸館） （076-262-2020）

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）

11月3日～5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。

10月6日
～12月6日

石川県立伝統産業
工芸館

石川県デザインセンターが所蔵する
国際漆展の過去の出品作品の中から
優品を展示します。

10月6日
～12月6日

石川県立伝統産業
工芸館

能登の酒蔵に焦点をあて、酒にまつ
わる伝統的工芸品と地元に残る希少
な酒蔵の歴史や土地の文化を紹介し
ます。

10月6日
～12月6日

石川県立伝統産業
工芸館

心安らぐ手のひらサイズの伝統的工
芸品を集めます。小さな工芸品に凝
縮された伝統的技術を楽しめます。

11月3日
石川県立九谷焼技術者

自立支援工房

九谷焼の和絵具を用いて、オリジナ
ルの図案で絵付けをします。


