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オンライン
参加、山

形市

郷土Yamagataふるさと探究
コンテスト

「やまがた教育の日」関連事業として開催している、小学
生・中学生・高校生が地域を素材とする学習及び体験活
動の成果を発表するコンテストです。地域資源、自然や
文化、歴史など、自分たちが学んだ地域の良さを“熱い
想い”で伝え、「ふるさと探究大賞」に輝くのは果たしてど
のチームか？

11月20日
遊学館及
びオンライ
ン開催

山形県教育委員会 無料
https://www.pref.yamagata.jp/ou/k
yoiku/700001/kyoudoyamagatafuru
satotankyuucontest/

山形県教育庁教育政策
課
企画調整担当
023-630-2692

オンライン
参加、山

形市

子どもの生活リズム向上山
形県フォーラム

「やまがた教育の日」関連事業として子どもの生活リズ
ムの向上を目的に毎年開催しています。
今年度は、子どものネット・ゲームとの付き合い方と家
族のかかわり方について講演会を行います。

11月13日
遊学館ホー
ル及びオン
ライン開催

山形県教育委員会、
国立磐梯青少年交流の
家

無料
https://www.pref.yamagata.jp/7000
15/bunkyo/kyoiku/gakushu/r2kodo
monoseikaturizumuhp.html

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

県PTA指導者
研修会を兼ね
る

オンライン
参加

青少年のための環境づくり
懇談会

青少年の健全育成を図るため、青少年に関係する業界
や団体担当者による懇談を行い、青少年にとって好まし
い社会環境づくりの推進を図ります。

11月24日
オンライン
開催

山形県青少年育成県民
会議

無料
https://www.pref.yamagata.jp/0100
03/bunkyo/wakamonoseishounen/s
eishonen/kondankai.html

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

オンライン
参加

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

「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 県民運動に基づく青少年
健全育成の充実強化を努めるため、山形大学准教授加
納寛子氏による講演会「スマホとSNSに関する子どもた
ちの諸問題への対処について」を開催します。

11月24日
オンライン
開催

山形県青少年育成県民
会議

無料 準備中

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

オンライン
参加

令和３年やまがたハイブリッ
ド環境展

環境関連の事業者・団体・行政等が、地球温暖化対策
や自然との共生、３Ｒなど環境情報や環境技術、各種環
境製品等の情報発信を行い、循環型社会の形成及び
カーボンニュートラルの実現を目指します。

10月23日
～

令和４年
1月10日

インター
ネット上の
特設Webサ
イト

令和３年やまがたハイブ
リッド環境展実行委員会

無料
https://www.yamagata-
kankyouten.com/

山形県環境エネルギー部
循環型社会推進課リサイ
クル・環境産業担当
023-630-2302

山形市
令和３年度山形県教育功労
者表彰

山形県における教育、学術及び文化等の振興に関し、
特に功績をあげた方を表彰します。

11月25日 山形県教育委員会

山形県教育庁教育政策
課
庶務担当
023-630-2920

山形市 やまがた伝統文化フェスタ

「やまがた伝統文化フェスタ」は、親子で様々なジャンル
の伝統文化を無料で体験できるお祭りです。民俗芸能
を鑑賞できる「ふるさと芸能のつどい」や、華道、茶道、
箏（こと）、けん玉などの体験講座を用意しています。親
子のほか、学校の先生も体験可能です。ぜひ遊びに来
てください。
※体験講座は事前申し込みが必要です。

11月27、
28日

遊学館、文
翔館、洗心
庵、(教育
資料館)

山形県、
山形県教育委員会

無料
https://www.pref.yamagata.jp/0200
73/dentou-festa2021.html

山形県観光文化スポーツ
部文化振興・文化財活用
課文化振興担当
023-630-3342
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
023-630-3344

やまがた教育月間（１１月）関連行事
＜令和３年度＞

　県民の皆様に教育に関する関心と理解を深めていただき、社会全体で「教育を支える文化・風土」を育むとともに、未来の山形を担う心豊かで
たくましい子どもたちの育成に向け、県内各地で関連行事が実施されております。一般参加やオンライン参加が可能な行事・イベント等もござい
ますので、この機会に教育や文化に触れてみてはいかがでしょうか。

※記載の内容は10月29日現在のものですので、詳細は問合せ先にご確認ください。
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山形市
「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・活用している地域の取組みや、
その継承に取り組む子どもたちの活動を紹介するととも
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。

10月30日
～

11月28日

遊学館１階
カフェレスト
ラン前

山形県、
山形県教育委員会

無料

山形県観光文化スポーツ
部文化振興・文化財活用
課文化振興担当
023-630-3341
山形県教育庁生涯教育・
学習振興課図書館活性
化担当
023-630-2831

山形市

第９回科学の甲子園ジュニ
ア全国大会山形県予選会
表彰式・山形県代表チーム
強化研修会

９月26日に実施した山形県予選会の上位チームの表彰
式を実施するとともに、子どもたちが科学実験に取り組
み、大学教授からの指導・助言を得ながら実験の正確さ
や観察力、考察力を高めます。

11月14日
山形大学
SCITAセン
ター

山形県教育委員会、山
形大学

山形県教育庁義務教育
課
023-630-3054

山形市
全国ビブリオバトル2021山
形県大会

高校生が発表者（バトラー）として、読んで面白いと思っ
た本を持ち寄り、その書評を発表し、参加者全員の投票
により「チャンプ本（一番読んでみたい本）」を決定する
書評ゲーム（ビブリオバトル）を実施します。

11月3日
遊学館ホー
ル

山形県教育委員会 無料
山形県教育庁高校教育
課
023-630-3165

山形市

県中小企業・創業支援課連
携展示「『起業』って何？～
やりたいことをやるための
“起業”という選択肢～」

山形県産業労働部中小企業・創業支援課と連携し、起
業、副業、定年後の働き方などの本の展示、県の起業
支援事業により起業した事業者に関するパネルの展示
を行います。

10月1日
～

11月30日

山形県立
図書館

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市 紙芝居のひろば
山形紙芝居研究会による紙芝居の読み聞かせなどを行
います。

10月16日
11月20日

山形県立
図書館

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市
読書週間企画展「2020～
2021県内出版物展」

令和２年10月１日からこの１年間に発行された、本県出
身者や県内在住者による著作及び郷土資料などの県内
に関する出版物を「第75回読書週間（10月27日～11月９
日）」に合わせて展示を行います。

10月19日
～

11月14日

山形県立
図書館

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市 やまがた絵本マラソン
絵本の読み聞かせや歌のほか、参加者がお気に入りの
絵本を互いに紹介しあいます。

10月23日
遊学館ホー
ル

大人絵本山形、
山形県立図書館

無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市 読育推進連携講座
県立図書館見学の後、紙芝居とものづくりを楽しみま
す。

10月30日
遊学館第１
研修室

山形県教育委員会
（村山教育事務所・県立
図書館）

50円
（保険
料）

https://www.lib.pref.yamagata.jp/

山形県教育庁村山教育
事務所
社会教育課
0237-86-8274
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山形市 おはなし会
東北文教短期大学部の皆さんによる、絵本、紙芝居等
の読み聞かせや、パネルシアター、手遊びなどを行いま
す。

11月7日
山形県立
図書館

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市
教育資料館連携展示「やま
がた教育の日」～先生たち
のさまざまな物語（仮）～

「やまがた教育の日」にあわせ、教育をテーマにした本
の企画展示のほか、教育資料館から借用した資料等を
展示し、教育月間の周知広報を実施します。

10月31日
～

11月28日

山形県立
図書館
エントラン
ス

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
企画課
代表023-631-2523

山形市
山形県立博物館プライム企
画展「紅と藍―くらしを彩る
―」

山形の伝統的染色文化を歴史的・民俗的に照会するほ
か、伝統色の不思議にも科学的視点で迫り、今も昔も変
わらず私たちの「くらしを彩る」文化に注目します。

9月25日
～

12月12日

山形県立
博物館

山形県立博物館 無料 http://www.yamagata-museum.jp/
山形県立博物館
023-645-1111

山形市 かえっこバザール

幼少期・児童期にある子ども達への３Ｒ意識の定着を図
るとともに、３Ｒ推進のためのモデル的な実践を広く紹介
することを目的として、おもちゃの交換会「かえっこバ
ザール」を開催します。　※完全予約制

11月21日
山形市中
央公民館

山形県 無料
https://www.pref.yamagata.jp/0500
10/kurashi/kankyo/recycle/kaekko.
html

山形県環境エネルギー部
循環型社会推進課リサイ
クル・環境産業担当
023-630-2302

山形市
大学と連携した３Rワーク
ショップ

若年層によるものの大切さ、ごみ減量化の必要性等の
理解を促し、３Ｒ推進の意識醸成を図るため、将来の３
Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進の担い手と
なる未就学児、小中学生等を主な対象として、大学生等
の柔軟な発想を取り入れた、３Ｒに関するワークショップ
を実施します。　※完全予約制

11月中 山形大学 山形県、山形大学 無料
https://www.pref.yamagata.jp/0500
10/kurashi/kankyo/recycle/3rwork
shop.html

山形県環境エネルギー部
循環型社会推進課リサイ
クル・環境産業担当
023-630-2322

山形市
2021青少年のための科学
の祭典inやまがた

科学実験や科学工作を通じて、子どもたちに科学実験
の面白さや身の回りにある自然の不思議さに気付いて
もらい、子どもたちの科学への興味と関心を喚起するこ
とを目的として開催します。

11月27日
霞城セント
ラル

やまがた科学・産業体
験実行委員会

無料

山形県産業労働部工業
戦略技術振興課
科学技術振興担当
023-630-2192

山形市
犯罪被害者支援
県民のつどい2021

米沢市立第五中学校のSNS被害防止活動の紹介や基
調講演、パネルディスカッションを通して犯罪被害防止
や被害者支援への理解を深めます。※事前予約制

11月25日
ビッグウィ
ング

山形県、（公社）やまが
た被害者支援センター

無料
（公社）やまがた被害者支
援センター
023-642-3571

山形市 こどもダンス教室
初心者でも楽しめる内容とし、ダンスの楽しさを実感して
もらいます。また、参加者同士の交流を図り、仲間づくり
と協調性を養います。

10月23、
30日、

11月13日

山形市元
木公民館

山形市元木公民館 無料
山形市元木公民館
023-631-6551
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山形市
東部子どもクラブリバーサイ
ドキッズ（けん玉教室）

育ち盛りの小学生・中学生・高校生に昔ながらの遊びに
興味を持ってもらうと共に少年の健全育成を目指すた
め、けん玉教室を開催します。

11月7日、
14日、28

日

山形市東
部公民館

山形市東部公民館 無料
山形市東部公民館
023-642-5181

山形市
東部子どもクラブリバーサイ
ドキッズ（16ミリ映写機で映
画をみよう!）

現在では、使用機会が少ない16ミリ映写機で映画を鑑
賞し、フィルム文化に興味を持ってもらうと共に豊かな情
緒を育む一助とします。

11月27日
山形市東
部公民館

山形市東部公民館 無料
山形市東部公民館
023-642-5181

山形市
第３回山形市子ども将棋教
室

子どもたちにプロ棋士による一流の指導を受ける機会を
創出することで将棋を普及するとともに自らの才能や個
性に気づき、将来の夢や目標を発見し、成長する機会と
するものです。
※新型コロナ感染拡大防止のため、プロ棋士を招聘せ
ず、日本将棋連盟連合会山形支部に指導していただき
ます。

11月20日
山形市中
央公民館

山形市教育委員会 無料

山形市教育委員会
社会教育青少年課
社会教育係
023-641-1212(内線459）

上山市
かみのやま教育の日記念
式典

◆上山の豊かな自然や文化と積極的にふれ合い、家族
や地域の人とのきずなを深めることによって、上山のよ
さを再確認し、ふるさとを誇れる子どもを育成する。
◆子どもとふれ合い、きずなを深めるために、家庭・地
域・学校の積極的な連携、子育てへの関わり、地域の教
育環境整備の機運の高まりを図る。

これらを目的として、記念式典を行い、小中学校の授業
の様子等を映像で紹介したり、優秀作品に選ばれた短
歌を作成者に発表してもらうなど、取組みの様子を周知
しています。

11月13日

三友エンジ
ニア体育文
化センター
エコーホー
ル

上山市教育委員会 無料
上山市教育委員会学校
教育課
023-672-1111

上山市
ふれ合いときずなを深める
週間

　子どもとふれ合い、きずなを深めるために、家庭・地
域・学校の積極的な連携、子育てへの関わり、地域の教
育環境整備の機運の高まりを図ることを目的として、「ふ
れ合いきずなを深める週間」を設定し、この時期に合わ
せて、関係団体に関係する取組みを設定していただい
たり、ご家庭で意識的に取組みを行っていただくこととし
ています。

11月第２
土曜日～
第３土曜
日

上山市教育委員会 無料
上山市教育委員会学校
教育課
023-672-1111

上山市
上山市小中総合文化祭
2021

　市内の幼稚園、保育園、小中学校の児童生徒等の文
化作品等を展示し、参観いただきます。（新型コロナ感
染拡大防止のため、各団体で分散開催）

11月12日
～18日

各団体分
散開催

上山市教育委員会 無料
上山市教育委員会学校
教育課
023-672-1111

天童市
天童市生涯学習フェスティ
バル2021

市民の生涯学習に関する知識を高め、地域活性化と生
涯学習の振興に寄与することを目的に開催し、社会教
育関係等功労者・団体の表彰を行います。また、天童市
出身の明治大学創設者の一人である宮城浩蔵を縁とし
て、明治大学と連携した取組みを展開していることから、
同大学からのメッセージをいただくとともに、宮城浩蔵賞
の授与式を行います。

11月23日
天童市民プ
ラザ

天童市教育委員会 無料

天童市教育委員会生涯
学習課
学習推進係
023-654-1111内線832

大江町 図書館まつり2021
本のリサイクル市、無料ブックコート、日本一くん１日館
長、多読スタンプ抽選会などを行います。

10月31日
～

11月30日

大江町立
図書館

大江町教育委員会 無料 https://ilisod007.apsel.jp/oe-lib/
大江町教育委員会教育
文化課社会教育係
0237-62-2270
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村山市 第57回村山市芸術祭
市内で生涯学習活動をおこなっている芸術文化関係団
体による展示やステージ発表を行います。

10月～
12月

村山市民
会館ほか

村山市教育委員会、
村山市芸術文化協議会

村山市教育委員会生涯
学習課
TEL0237-55-2111

村山市 第48回村山市子ども美術展 市内小中学生の作品を対象に美術展を開催します。
11月8日

～
12月7日

甑葉プラザ
最上川美
術館

村山市、
村山市教育委員会

無料
村山市教育委員会生涯
学習課
TEL0237-55-2111

村山市
子どもの未来を考える講演
会

市内中学生を対象に、『こども六法』で有名な山﨑聡一
郎氏を招きいじめに関する講演会を開催します。

11月5日

村山市立
楯岡中学
校・葉山中
学校

村山市青少年育成市民
会議

無料
村山市教育委員会生涯
学習課
TEL0237-55-2111

村山市
ワークショップ「ハッピーモ
ビールづくり」

親子を対象に絵本をイメージしてかわいいモビールを作
ります。

11月14日
村山市立
図書館

村山市立図書館 無料
村山市立図書館
TEL0237-55-2833

東根市 第56回山形県発明くふう展
県民の発明くふうの関心を高め、次世代を担う青少年の
豊かな観察力・創造力を養うことを目的に開催します。

展示会
10月23、

24日

東根市中
央運動公
園体育館

山形県、東根市、一般
社団法人山形県発明協
会

無料
http://yamagata-
i.sakura.ne.jp/young.html

一般社団法人山形県発
明協会
023-644-3316

新庄市
新庄市教育の日「コスモス
デー」

新庄市教育の日「コスモスデー」の前後２週間を「コスモ
ス教育週間」に設定し、次代を担う子どもたちの活躍を
紹介するため、各教育機関の活動写真を展示します。

10月20日
～

11月17日

ゆめりあ・
新庄市民プ
ラザ

新庄市教育委員会 無料
新庄市教育委員会学校
教育課　0233-23-5003

新庄市 第20回　図書館まつり
「令和３年度　第20回図書館まつり～最後の頁を閉じた
違う私がいた～」をテーマに、見て・聞いて・体験して、読
書の秋を楽しめるイベント内容になっています。

10月30日
10月31日

新庄市民プ
ラザ

新庄市立図書館 無料 https://m.facebook.com/shinjolib/
新庄市立図書館
0233-22-2189

新庄市
市民と文化のかけ橋「虹の
交流塾」

地元の歴史や自然、詩の朗読と音楽など、多彩な内容
の講座を開講しています。11月6日には「北の言の葉物
語」をテーマに朗読・劇・音楽を組み合わせた講座を実
施します。

11月6日
新庄市民プ
ラザ

新庄市民プラザ 500円

https://shinjo-
plaza.jp/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%
AC%9B%E5%BA%A7/%E8%99%B9%E3
%81%AE%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%
A1%BE/

新庄市民プラザ
0233-22-4200

新庄市
伝統の技を受け継ぐ・幻の
手織り絹織物『新庄亀綾織』
展

新庄亀綾織の特性と歴史や資料、反物、小物等の展示
を実施しています。

9月29日
～

11月28日

雪の里情
報館

雪の里情報館 無料 http://yukinosato.jp/
雪の里情報館
0233-22-7891

新庄市 農大市場
農林大学校学生が丹精込めて作った農作物や加工品
を実習の一環として直接販売します。

11月3日
農林大学
校

山形県立農林大学校 http://ynodai.ac.jp/
山形県立農林大学校教
務学生担当
0233-22-1527

農大祭は中
止、農大市場
（販売）のみを
実施

真室川町 真中教育の日

全学年で各学年テーマのもと授業参観を実施し、３学年
ではふるさと学習を通して考えた商品や動画を保護者
に発表します。優秀な商品等については町に提言する
予定です。

11月3日
真室川中
学校

真室川町立真室川中学
校

無料
真室川町立真室川中学
校
0233-63-2121

小国町 令和３年度 白い森芸術祭
小国町内文化団体等の作品展示やおぐにの子どもの日
まつり（だがしや楽校、絵本まつり）などを開催します。

11月2日
～

令和４年
1月23日

ショッピング
センターア
スモほか

白い森芸術祭実行委員
会

小国町教育委員会教育
振興課生涯学習担当

オンライン
配信

（飯豊町）
めざみの里音楽祭

音楽からのまちづくり推進の一環として、町内の幼児施
設や小中学校、地域で活躍する音楽団体等の相互発表
の場を通じて、本町の音楽文化の向上を目指すととも
に、音楽と郷土を愛し、郷土に誇りを持てる町民の育成
を図っています。

11月
オンライン
配信

飯豊町 無料
飯豊町町民総合センター
まちづくり室
0238-72-3111

各団体ごとに
事前収録する
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オンライン
参加、鶴

岡市

スミセイ放課後子ども教室
指導者研修会

「放課後子ども教室」にかかわる地域学校協働活動推
進員、協働活動サポーター等のボランティア、地域学校
協働活動担当行政職員等の方々を対象とした研修会を
県と住友生命との包括連携協定に基づき、共同で開催
します。

11月17日

鶴岡市上
郷コミュニ
ティセン
ター及びオ
ンライン

山形県教育委員会、
住友生命保険相互会社

無料
https://www.pref.yamagata.jp/7000
15/bunkyo/kyoiku/gakushu/chiiki-
gakko-kyodo.html

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
023-630-3344

三川町 東郷教育の日

三川町立東郷小学校において、授業参観のほか、ＰＴＡ
行事、学校保健委員会、保護者で構成する「おやじ会」
による校舎清掃活動などにより、１日を通して保護者の
方々に学校のことや子どもたちのことを考えていただく
「東郷教育の日」を設定しています。

11月13日
三川町立
東郷小学
校

三川町立東郷小学校 無料
三川町立東郷小学校
0235-66-4111

令和２年度の郷土Yamagataふるさと探究コンテスト

山形県教育委員会では、県民の皆さんに教育に対する関心と理解を深めていただき、社会全体で「教育を

支える文化・風土」をはぐくむとともに、未来の山形を担う心豊かでたくましい子どもたちを育成するため

11月第２土曜日を「やまがた教育の日」、11月を「やまがた教育月間」と定めました（平成24年７月）。

この機会に、ご家庭や地域みんなで「教育の大切さ」を考えてみませんか。

教育は、毎日の積み重ねがとても大切です。

子どもや家庭・地域の皆さんに取り組んでいただきたいことについて、

「いのち」輝く７つの約束としてまとめました。みんなで一緒に取り組んでみましょう。

① よく学ぼう よく聴き よく読み よく書いて ② よく遊ぼう 自然の中で のびのびと

③ 手を貸そう 今のあなたに できること ④ ありがとう 感謝の心で つながる絆

⑤ あいさつは 明るく元気に 自分から ⑥ 声かけよう わが子と同じ よその子も

⑦ （わが家の約束）・・・各家庭で わが家の約束を決めましょう！

「やまがた教育の日」とは

市町村の独自の教育の日

<上山市＞

◆11月第２土曜日 かみのやま教育の日

◆11月第２土曜日から第３土曜日

ふれ合いときずなを深める週間

<天童市＞

◆天童市生涯学習フェスティバル

開催日（例年11月）ほか 天童市教育の日

<村山市＞

◆11月19日 むらやま教育の日

<朝日町＞

◆11月１日 あさひ教育の日

＜新庄市＞

◆11月第２土曜日 新庄市教育の日「コスモスデー」

◆11月第２土曜日前後２週間 コスモス教育週間
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