
令和４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（３７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)

いしかわ教育功労者
知事表彰

石川県教育委員会庶務課

（石川県教育委員会庶務課） （076-225-1812）

子どもたちの生きる力を育むつどい
in南加賀

石川県小松教育事務所

（石川県小松教育事務所） （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

石川県金沢教育事務所

（石川県金沢教育事務所） （076-245-6776）

Let’s get together
豊かな心を育むつどい　in宝達志水

石川県中能登教育事務所

（石川県中能登教育事務所） （0767-52-2000）

心豊かでたくましい能登っ子を
育むつどい

石川県奥能登教育事務所

（石川県奥能登教育事務所） （0768-26-2340）

第246回教育資料ロビー展
いしかわの学校

～学校教育の歴史を見つめて～
公益財団法人石川県文教会館

（公益財団法人石川県文教会館） （076-262-7311）

11月6日
能美市

辰口福祉会館

地域の教育課題について、学校や家
庭の関係者を対象に講演会等を実施
します。

11月6日
石川県地場産業

振興センター

地域の教育課題について､学校､家
庭､地域社会の関係者を対象に講演
会等を実施します。

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､地域社会の関係者を対象に講演
会を実施します。

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
換等を実施します。（実践事例発表・
講演・意見交換会）

11月1日
～11月7日

石川県文教会館

これまで収集してきた資料の中から、
戦後の県内における学校の様子がわ
かる写真パネルや、ご退職された先
生方が書かれた書籍、閉校記念誌等
を展示します。

11月1日
石川県庁行政庁舎
４階 特別会議室

いしかわ教育の日を記念し、本県の
教育行政等の充実と発展に寄与され
た方に、知事から表彰状等を授与しま
す。

11月6日 奥能登行政センター



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)

教育史セミナー 公益財団法人石川県文教会館

（公益財団法人石川県文教会館） （076-262-7311）

いしかわ産業教育フェア２０２２ 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） （076-225-1831）

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2022 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）

企画展「切って、磨いて、中をみよう
～鉱物・岩石・化石切断研磨標本～」

石川県立自然史資料館

（石川県立自然史資料館） （076-229-3450）

Let's Ｇo　家族チャレンジ
第3回「動物園で探検ツアー！」

石川県立白山青年の家

（石川県立白山青年の家） （076-272-3695）

親子でいしかわ動物園へ探検に出か
け、動物園のバックヤードを見学し、
共通の体験を通して家族の絆を深め
ます。

11月5日
～11月6日

石川県立白山青年の家

11月4日 石川県文教会館

「学校教育の未来～コロナ禍において
校長が考えたこと～」と題し、今年３月
に退職された校長先生方を迎え、コロ
ナ禍中において校長として一番悩ん
だことやこれからの学校教育について
ディスカッションしていただく予定で
す。

10月29日
～11月11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、県民大学校関
連展示等を実施します。

11月5日
石川県地場産業振興

センター本館　大ホール

心豊かな生き方に関する講演会（講
師：増田　修治 　氏）、心の教育推進
感謝状贈呈、「親子の手紙」の表彰と
朗読などを行います。

10月1日
～12月25日

石川県立自然史資料館

鉱物・岩石・化石を切断し、あらわれ
た面を研磨して、色彩・模様・構造な
どを見やすくし、隠れた自然の造形美
をお見せします。

11月6日
石川県産業展示館2号

館

農業、工業、商業、水産、看護、福祉
などの専門教育を学ぶ高校及び特別
支援学校２７校２分校の高校生が学
習成果の発表をはじめ、小中学生向
けの体験活動、生徒が授業で作った
農作物や企画・開発した商品の販売
など多彩な催しを行います。



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)

第69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）

県指定文化財野々江本江寺
遺跡出土品秋季公開

公益財団法人石川県埋蔵
文化財センター

（公益財団法人石川県埋蔵
文化財センター）

（076-229-4477）

古代の文房具づくり
公益財団法人石川県埋蔵

文化財センター

（公益財団法人石川県埋蔵
文化財センター）

（076-229-4477）

まいぶん考古学講座
公益財団法人石川県埋蔵

文化財センター

（公益財団法人石川県埋蔵
文化財センター）

（076-229-4477）

現地説明会「金沢城スペシャル
ガイドツアー」

石川県金沢城調査研究所

（石川県金沢城調査研究所） （076-223-9696）

いしかわ伝統芸能体験教室
石川県県民文化スポーツ部

文化振興課

（石川県県民文化スポーツ部
文化振興課）

（076-225-1371）

企画展「生誕150年記念　徳田秋聲」 公益財団法人石川近代文学館

（公益財団法人石川近代文学館） （076-262-5464）

9月30日
～11月3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

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300点を展示
します。

10月24日
～11月6日

石川県埋蔵文化財
センター

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
石川県埋蔵文化財

センター

考古学や埋蔵文化財に関する話題を
調査担当職員が分かりやすく解説し
ます。

10月15日
～11月11日

金沢城公園内ほか
石垣・庭園・建造物など、金沢城の遺
構の特徴や見どころを現地で解説し
ます。

11月3日、6日、7日 石川県立能楽堂別館
石川の豊かな伝統芸能を気軽に体験
し、身近に感じていただく「いしかわ伝
統芸能体験教室」を実施しています。

9月18日
～12月26日

石川近代文学館
(石川四高記念
文化交流館内）

「金沢の三文豪」徳田秋聲の収蔵資
料を一堂に展示します。



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)

企画展関連朗読会「秋聲と家族」 公益財団法人石川近代文学館

（公益財団法人石川近代文学館） （076-262-5464）

常設展内特別展示「『百万石の留守居
役』完結記念 西のぼる 原画展」

公益財団法人石川近代文学館

（公益財団法人石川近代文学館） （076-262-5464）

企画展
「うるはしきもの・めでたきわざ

－北陸の芸術院会員・人間国宝－」
石川県立美術館

（石川県立美術館） （076-231-7580）

石川県立歴史博物館開館35周年記念
令和3年度秋季特別展

「徳川美術館展 尾張徳川家の至宝」
石川県立歴史博物館

（石川県立歴史博物館） （076-262-3236）

「徳川美術館展 尾張徳川家の至宝」
展示解説

石川県立歴史博物館

（石川県立歴史博物館） （076-262-3236）

第16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）

10月1日
～11月28日

石川近代文学館
（石川四高記念
文化交流館内）

歴史時代小説家・上田秀人・著『百万
石の留守居役』シリーズの表紙画を
担当した西のぼる氏の作品約50点を
展示し、原画展を開催します。

11月6日
石川近代文学館
（石川四高記念
文化交流館内）

秋聲の兄・順太郎と、秋聲の妻・子供
たちとの交流を描く「丸薬」ほか、秋聲
が父母・兄姉を描いた作品を朗読しま
す。
朗読：西川章久氏（元北陸放送アナウ
ンサー）

11月7日
～12月5日

石川県立美術館

近代以前より文化的な土壌が豊かで
あった石川・富山・福井では、工芸作
品の制作が盛んに行われ、多くの作
家を輩出しています。本展では北陸
三県の芸術院会員、人間国宝の優れ
た作品とわざを紹介します。

11月7日 石川県立歴史博物館

秋季特別展「徳川美術館展　尾張徳
川家の至宝」の内容を徳川美術館の
学芸員が解説します。
講師：吉川 美穂 氏（徳川美術館学芸
部部長代理）

10月9日
～11月23日

石川県立歴史博物館

名古屋の徳川美術館に伝来した家康
の遺産や歴代当主、夫人の所用品に
加え、「源氏物語絵巻」（国宝）など同
館のコレクションから選び抜いた名品
を紹介します。また加賀前田家ゆかり
の貴重な品々も一堂に会します。

11月3日
石川県西部緑地公園内

特設周回コース

小学５・６年生、各小学校男女１チー
ム５人による駅伝交流大会を実施しま
す。今回は地区予選会を勝ち抜いた
５０チーム程度で県大会を行います。



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)

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）

女性県政学習バス
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）

地域県政学習バス
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）

わんぱくアート 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）

あそびにコンビニ！ 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）

まつ兄ちゃんの紙粘土教室 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）

第60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）

秋のクリーン大作戦
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）

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の
最終日として無料開放を実施します。

11月1日、2日、
4日、5日、6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、2日、
4日、6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6日
いしかわ子ども交流

センター

五感を使って自分だけのアートを作り
ます。子どもならではの味のある作品
ができます。

11月6日
いしかわ子ども交流

センター

毎月いろんなものを作るおもちゃ教室
で、１１月は、動くおもちゃ作りをしま
す。

11月7日
いしかわ子ども交流

センター
まつ兄ちゃんと一緒に紙粘土でいろ
んなものを作ります。

童話の発表や鑑賞をします。

11月3日
いしかわ子ども交流

センター小松館

地域の子どもたちが粟津公園内のご
みを拾い、環境美化、環境教育をはぐ
くみます。

11月7日
いしかわ子ども交流

センター



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)

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）

九谷赤絵細描
-筆と紅柄が描き出すキセキ-

いしかわ生活工芸ミュージアム
（石川県立伝統産業工芸館）

（いしかわ生活工芸ミュージアム） （076-262-2020）

今年も能登がやってきた！
いしかわ生活工芸ミュージアム
（石川県立伝統産業工芸館）

（いしかわ生活工芸ミュージアム） （076-262-2020）

国際ガラス展・漆展「特別展」
公益財団法人石川県

デザインセンター

（公益財団法人石川県
デザインセンター）

（076－267－0365）

能登のちょっと隠れた工芸品の成り立
ちを紹介して、元気な「工芸能登」の
作品を展示します。

11月3日
～11月14日

石川県政記念
しいのき迎賓館

北陸にゆかりのある作家の作品展示
や販売を行うほか、ガラス・漆の体験
ワークショップを行います。

10月22日
～12月13日

いしかわ生活工芸
ミュージアム1階

ギャラリー

九谷赤絵細描の色と模様の世界を
じっくり堪能していただきます。

10月22日
～12月13日

いしかわ生活工芸
ミュージアム2階

第4企画室

11月3日
いしかわ子ども交流

センター七尾館
秋をモチーフに工作をします。


