
県教育委員会では、県民の皆さんに、教育に対する関心と理解

を深める機会としていただけるよう、11月を「やまがた教育月間」、

11月第２土曜日を「やまがた教育の日」と定め、市町村教育委員

会、教育に関係する機関及び団体等の皆様と連携・協力しながら、

県内各地で教育に関する行事を開催してまいります。

山形県教育庁教育政策課企画調整担当 電話023-630-2692

11月第２土曜日は

「やまがた教育の日」

11月は「やまがた教育月間」

県内各地の関連行事はたくさんあります！

県ホームページで御紹介しております！

11月1日から11月7日までは
「教育・文化週間」です
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Pick Up!

10/1
（土）

山形県立博物館プライム企画展
「女神たちの饗宴－『縄文の女神』国宝指定10周年－」

舟形町で出土された国宝土偶「縄文の女神」は、
2012年に国宝に指定されてから今年で10周年を迎
えることから、５つの国宝土偶（複製）を一堂に展
示し、国宝土偶の持つ魅力や造形の美しさを再確認
してもらえるよう企画展を開催します。国宝土偶の
女神たちの饗宴に、皆様ぜひご参加ください！！

~

12/11
（日）

Pick Up!

11/3
（木・祝）

全国高等学校ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ2022山形県大会
ビブリオバトルとは、バトラー（発表者）が読んで面白いと思った本を持って集

まり、順番に本を紹介する書評合戦です。全ての発表が終了した後に「どの本が一
番読みたくなったか？」という基準で、参加者全員で投票を行います。今年、最も
読みたい本『チャンプ本』になるのは、どの本か？
観戦者事前申込み先…ykoko@pref.yamagata.jp（当日参加も可能です）

Pick Up!

9/10

（土）

県立うきたむ風土記の丘考古資料館
第30回企画展「最上地域の縄文時代」

舟形町の西ノ遺跡から出土した土偶「縄文の女
神」の国宝指定10周年を記念して、最上地域の縄文
時代の調査成果を展示します。
重要文化財 水木田遺跡出土品をはじめとする最上

地域の各遺跡から出土した合計594点の土器・石
器・石製品が一堂に展示される様子は圧巻です！

~

12/4

（日）
会場：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館
問合せ先
山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 0238-52-2585

会場：山形県立博物館
問合せ先
山形県立博物館 023-645-1111

会場：遊学館
問合せ先
山形県教育庁高校教育課
023－630-3165
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11/12
（土）

子どもの生活リズム向上山形県フォーラム
今年度は「どうしたら、子どもが生活習慣や学習などの『決め事』を守れる人になれるの

か」について講演会を行います。講師は、脳科学研究分野でご活躍の細田千尋氏（東北大学
大学院情報科学研究科 准教授）です。
子どもが約束やルールを守れる人になるコツを学んでみませんか。
当日は、会場（遊学館）へ来場いただくだけでなく、オンライン（Zoom）

でもご参加いただけます。お申込みは、左記の申込用ＱＲコードから、また
は、ＦＡＸ（023-630-2874）、E-mail（yshogaku@pref.ya
magata.jp）にて、必要事項（氏名、参加の仕方、連絡用メー
ルアドレス、所属等、居住または職場の市町村）を記載の上、
お申し込みください。

申込用

Pick Up!

11/5
（土）

置賜こども芸術祭2022舞台芸術部門
置賜各地で伝統芸能などの文化活動に取り組んでいる子ど

もたちが一堂に会し、日ごろの練習の成果を披露します。
新型コロナウイルス感染症の影響で昨年、一昨年は開催を
見送っており、今年度３年振りの開催となります。舞台上
での、子どもたちのいきいきとした姿をぜひご覧ください。
多くの皆様のご来場をお待ちしております！

参加団体など、置賜こども芸術祭に関する詳しい
情報は、こちらのHPをチェック！ ⇒

Pick Up!

11/11
（金）

地域の大人のためのインターネット利用に
関する研修会

ポストコロナ時代で急速に進むインターネット社会で子どもたちが受ける影響について理
解し、学校と地域、そして家庭が連携して諸課題に対応することを目的として研修会を開催
します。
〇開催場所 山形県庁２階講堂
〇講師 山形大学地域教育文化学部附属教職研究総合センター

客員准教授 伊藤 洋子 氏
〇演題 ネット世代の子どもたちの現状と心のケアについて

～地域の大人はどのように寄り添っていくか～ 申込はこちらから→

会場：川西町フレンドリープラザ
問合せ先
山形県置賜総合支庁総務企画部総務課連携支援室 0238－26－6021

会場：山形県庁２階講堂
問合せ先
山形県しあわせ子育て応援部女性・若者活躍推進課 023-630-2694

会場：遊学館ホール及びオンライン開催
問合せ先
山形県教育庁生涯教育・学習振興課生涯学習・社会教育担当
023-630-2872
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Pick Up!

11/27
（日）

やまがた伝統文化フェスタ
親子で様々なジャンルの伝統文化を気軽に体験・鑑賞できるお祭りです。お子様はも

ちろん、大人も一緒に楽しめます。普段はなかなかできない伝統文化の体験にぜひ遊び
に来てください。（体験講座は事前申込が必要です。）

Pick Up!

11/23
一次審査を勝ち抜いた小中高生各３チームが、授業や地域活動の中で「郷土

やまがた」について学んだ成果を発表し、ふるさと探究大賞を競います。
子どもたちが一生懸命に考えた熱いプレゼンは、県民の皆さんの心を打ち、

元気をくれること間違いなし！

郷土Yamagataふるさと探究コンテスト
（水・祝）

会場：遊学館（オンライン観覧可）
問合せ先
山形県教育庁教育政策課
企画調整担当
023-630-2692

会場：遊学館、文翔館、
洗心庵

問合せ先
山形県観光文化スポーツ部
文化スポーツ振興課文化振興担当
023-630-2306
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11/19

（土）
県立図書館
「紙芝居のひろば」

山形紙芝居研究会のみなさんによ
る”おとなもこどももおもしい!?“紙
芝居の上演会

県立農林大学校

農大市場
学生達が心を込めて生産した

米、野菜、切花や農産加工品等
を販売します。

11/3
（木・祝）

11/22

（火）

犯罪被害者支援
県民のつどい
2022

犯罪被害者とその家族が置かれている
状況や必要な支援等について、講演など
を通して理解を深めます。

11/27

（日）

親子でさがそう！
ひたろう！
秋・冬シーズン
絵本ハンター

絵本探しや読み聞かせ、ものづく
り等を楽しむ読育イベント
（対象：３歳～小３親子）

11/29 第48回
山形県統計大会

「第72回山形県統計グラフコン
クール」の表彰式と入賞作品の展示
を行います。

11/11

（金）

令和４年度
「青少年のための環
境づくり懇談会」

青少年にとって好ましい社会環境づく
りの推進を図るため、関係する業界や団
体が青少年を取り巻く環境の浄化に向け
て意見交換します。

（火）

「未来に伝える山形の宝」展
「東北文化の日」展

県内の文化財を保存・活用する取組み
を紹介するとともに、県内の美術館や博
物館等文化施設について紹介する展示を
行います。

11/1
（火）

11/30
（水）

~

会場：遊学館１階カフェレストラン前
問合せ先
山形県観光文化スポーツ部
文化財活用課文化財活用担当 023-630-3341
文化スポーツ振興課文化振興担当 023-630-2903

会場：県立農林大学校
問合せ先
山形県立農林大学校教務学生担当
0233-22-1527

会場：県庁２階講堂
問合せ先
山形県しあわせ子育て応援部
女性・若者活躍推進課 023-630-2694

会場：山形県立図書館
問合せ先
山形県立図書館経営課
023-631-2523

会場：ビッグウィング
問合せ先
(公社）やまがた被害者支援センター
023-642-3571

会場：山形県立図書館
問合せ先
村山教育事務所社会教育課
0237-86-8274

会場：山形テルサ
問合せ先
山形県みらい企画創造部統計企画課
統計利用推進担当 023-630-2188
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第30回山形県スポーツ・レクリエーション祭

競技会部門は、7月から１１月にかけて、県内各地で開
催されます。掲載されている競技以外にも、駅伝・ロー
ドレースやパークゴルフ、バウンドテニスなど、計１８
競技が開催されます。

初心者の方も大歓迎です。スポーツを通して、心身共
にリフレッシュしましょう！！

参加申し込みについては、下記のURLにアクセスの上、
各競技の実施要項をご覧ください。

https://www.spo-net-yamagata.com/suporec/index.html

ふれあい交流会部門は、各地区にて開催されます。各
地区の開催日と体験種目は下記のとおりです。

村山地区：１１月６日（日）

模擬リンピック～陸上競技体験フェスタ～

最上地区：１０月１６日（日）

ウォーキングサッカー

置賜地区：１０月１５日（土）

ボッチャ・モルック

庄内地区：１１月２０日（日）

モルック・ボッチャ・スポーツ吹き矢

参加申し込みについては、下記のURLにアクセスの上、
各地区の実施要項をご覧ください。

https://www.spo-net-yamagata.com/suporec/index.html

７月～
１１月

競 技 会 部 門

みんなで参加！広げようスポーツの輪！

ふれあい交流会部門

スポーツ体験 in 総合型地域スポーツクラブ

インディアカ ペタンク

ボールルームダンス ゲートボール

村 山 地 区

置 賜 地 区 庄 内 地 区

最 上 地 区

問合せ先
山形県教育庁スポーツ保健課
生涯スポーツ担当 023-630-2894

会場
インディアカ：中山町総合体育館
ペタンク：中山町すぱーく中山
ボールルームダンス：酒田市総合文化センター
ゲートボール：県総合運動公園サブグラウンド

飯豊町親水公園白川グラウンド
庄内町ほたるドーム

会場
村山地区：山形大学グラウンド・体育館
最上地区：ふれあいの里 さくら
置賜地区：川西町総合体育館（グラウンド・体育館）
庄内地区：酒田市親子スポーツ会館

https://www.spo-net-yamagata.com/suporec/index.html
https://www.spo-net-yamagata.com/suporec/index.html
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いじめ・非行防止セミナー

『息子のトリセツ』をはじめ、
累計90万部を超える人気の「ト
リセツシリーズ」著者 黒川伊保
子氏が講演。スマホ等の急速な
普及に伴う犯罪被害や非行・ト
ラブルの増加、いじめ、不登校
など、青少年を取り巻く複雑で
多様な環境下での人間関係のイ
ライラやモヤモヤに〝目からウ
ロコ〟の解決策をもたらす人生
の対話術についてお話しします。

「大人が変われば子どもも変わる」
県民運動及び“いじめ・非行をなくそ
う”やまがた県民運動など、青少年健
全育成に関わる県民が参加し、課題の
共有を図り、問題解決や実践活動への
決意を新たにする山形県青少年健全育
成県民大会「いじめ・非行防止セミ
ナー」を開催します。

“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動は10年目

10/30
（日）

会場：長井市民文化会館
問合せ先
山形県 しあわせ子育て応援部女性・若者活躍推進課 青少年若者支援担当
023-630-2727



1 火

2 水

3 木 ★全国高等学校ビブリオバトル2022山形県大会➡P1
★県立農林大学校農大市場➡P4

4 金

5 土 ★置賜こども芸術祭2022舞台芸術部門➡P2

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金
★青少年のための環境づくり懇談会➡P4
★地域の大人のためのインターネット利用
に関する研修会➡P2

12 土 ★子どもの生活リズム向上山形県フォーラム➡P2

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土 ★県立図書館紙芝居のひろば➡P4

20 日

21 月

22 火 ★犯罪被害者支援県民のつどい2022➡P4

23 水 ★郷土Yamagataふるさと探究コンテスト➡P3

24 木

25 金

26 土

27 日
★やまがた伝統文化フェスタ➡P3
★親子でさがそう！ひたろう！
秋・冬シーズン絵本ハンター➡P4

28 月

29 火 ★第48回山形県統計大会➡P4

30 水

月11

県教育委員会以外が主催

★県立うきたむ風土記の丘考古資料館
第３０回企画展「最上地域の縄文時代」＜9/10～12/4＞

★山形県立博物館プライム企画展「女神たちの饗宴－『縄文
の女神』国宝指定10周年－」＜10/1～12/11＞

★「未来に伝える山形の宝」展、「東北文化の日」展
＜11/1～11/30＞

★山形県青少年健全育成県民大会
いじめ・非行防止セミナー＜10/30＞

★県立農林大学校農大市場＜11/3＞
★置賜こども芸術祭2022舞台芸術部門＜11/5＞
★青少年のための環境づくり懇談会＜11/11＞
★地域の大人のためのインターネット利用に関する研修会

＜11/11＞
★犯罪被害者支援県民のつどい２０２２＜11/22＞
★やまがた伝統文化フェスタ＜11/27＞
★第４８回山形県統計大会＜11/29＞

県教育委員会が主催

★第３０回山形県スポーツ・レクリエーション祭＜7月～11月＞
★県立図書館読書週間企画展
「２０２１～２０２２県内出版物展」＜10/18～12/17＞

★県立図書館「やまがた教育の日」関連展示
＜11/1～11/15＞

★全国高等学校ビブリオバトル２０２２山形県大会＜11/3＞
★子どもの生活リズム向上山形県フォーラム＜11/12＞
★県立図書館「紙芝居のひろば」＜11/19＞
★郷土Ｙａｍａｇａｔａふるさと探究コンテスト＜11/23＞
★親子でさがそう！ひたろう！秋・冬シーズン絵本ハンター

＜11/27＞

勤労感謝の日

文化の日

➡問合せ先
山形県立図書館経営課 023-631-2523

➡問合せ先
山形県立図書館企画課 023-631-2523


