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地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 中学校2年生が、地域や自然の中で、生徒の主体性を尊重した様々な体験活動を行います。
11月を中心
として１週
間

各中学校区

学力向上シンポジウム
小・中学校における新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査等を分析し課題に対する対応や指導方
法等について普及啓発を図ります。

令和3年
1月28日

神戸市立東灘区民センター
うはらホール

令和２年度青空市場
(県立特別支援学校高等部作品販売会)

作業学習の授業などで作成した陶芸、木工、革細工製品の販売やホットコーヒーやクッキー等の提供、焼
き芋やブドウジュースを販売するほか、学校での取組をパネル展示します。

11月3日 しあわせの村（神戸市北区）

第16回みんなのアート展
（兵庫県特別支援学校等作品展）

県内の特別支援学校等の幼児児童生徒が、多彩な才能を発揮して制作した美術作品を展示します。

12月16日～
12月20日
10：00～
17：00
（最終日は
14：30ま
で）

県立美術館
ギャラリー棟３階ギャラリー

入場無料

第44回兵庫県高等学校総合文化祭演劇部門発表会 演劇部門生徒による発表を行います。
11月13日～
15日

明石市西部市民会館

第44回兵庫県高等学校総合文化祭合唱部門発表会 合唱部門生徒による発表を行います。 11月8日
赤穂市文化会館
ハーモニーホール

第44回兵庫県高等学校総合文化祭吹奏楽部門発表会 吹奏楽部門生徒による発表を行います。 11月8日 神戸文化ホール（大）

第44回兵庫県高等学校総合文化祭器楽・管弦楽部門発表会 器楽・管弦楽部門生徒による発表を行います。 11月15日
三田市総合文化センター
（郷の音ホール）

第44回兵庫県高等学校総合文化祭邦楽部門発表会 邦楽部門生徒による発表を行います。 11月8日 東リ　いたみホール

第44回兵庫県高等学校総合文化祭郷土芸能部門発表会 郷土芸能部門生徒による発表を行います。 11月7日 姫路市北部市民センター

第44回兵庫県高等学校総合文化祭マーチングバンド・バト
ントワリング部門発表会

マーチングバンド・バトントワリング部門生徒による発表を行います。 11月7日 グリーンアリーナ神戸

第44回兵庫県高等学校総合文化祭美術・工芸部門発表会 美術・工芸部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月12日～
15日

イーグレひめじ
姫路市民ギャラリー

第44回兵庫県高等学校総合文化祭書道部門発表会 書道部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月6日～8
日

県立美術館王子分館（原田の
森ギャラリー）

第44回兵庫県高等学校総合文化祭写真部門発表会 写真部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月6日～8
日

県立美術館王子分館（原田の
森ギャラリー本館1階）

第44回兵庫県高等学校総合文化祭放送文化部門発表会 放送文化部門生徒による作品の発表及びコンテストを行います。 11月22日 姫路市市民会館

第44回兵庫県高等学校総合文化祭囲碁部門発表会 囲碁部門生徒による対局を行います。 11月3日 淳心学院高等学校

10月31日
個人戦

尼崎市中小企業センター

11月23日
団体戦

淳心学院高等学校

令和２年度「兵庫の教育推進月間」における取組　【県教育委員会】

特
別
支
援
教
育
課

第44回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門発表会 将棋部門生徒による対局を行います。

義
務
教
育
課

県教育委員会事務局
義務教育課
078-362-3771

県高等学校文化連盟
県立須磨東高等学校

078-793-1616

高
校
教
育
課

県教育委員会事務局
特別支援教育課
078-362-3774
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第44回兵庫県高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門
発表会

小倉百人一首かるた部門生徒による競技会を行います。 11月1日
ウインク武道館
（県立武道館）

第44回兵庫県高等学校総合文化祭茶道部門発表会 茶道部門生徒によるコンクールの表彰式を行います。 11月14日 神戸市青少年会館

第44回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会 自然科学部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月6日～8
日

バンドー神戸青少年科学館

第44回兵庫県高等学校総合文化祭文芸部門発表会 文芸部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月7日
デザイン・クリエイティブセ
ンター神戸（KIITO）

第44回兵庫県高等学校総合文化祭文化部合同発表会
軽音楽、ミュージックダンス、家庭、華道、工作、水産、漫画・イラスト、パソコン・メディア、無線研
究、英語、環境、ボランティア部門の生徒による発表・展示等を行います。

11月21日
神戸ハーバーランドスペース
シアター

数学・理科甲子園2020
高校生の科学技術等に対する興味・関心、意欲・能力を高めるとともに、科学好きな生徒らが集い、競い
合い、活躍できる場を構築し、提供することで、科学好きの裾野を広げるために、「科学の甲子園全国大
会」の兵庫県予選となる「数学・理科甲子園」を開催します。

11月21日 甲南大学
県教育委員会事務局

高校教育課
078-362-9444

県立ミュージアム・スタンプラリー
県立の美術館・博物館等が連携してスタンプラリーを実施します。
3、4館目で各館共通招待券1枚、5館目で共通招待券2枚と各館オリジナルグッズをプレゼント、さらに宿
泊券等が当たる抽選にエントリーできます。

10月1日～
令和3年2月
14日

県立美術館、横尾忠則現代美
術館、兵庫陶芸美術館、県立
人と自然の博物館、県立考古
博物館、県立歴史博物館、県
立円山川公苑、県立コウノト
リの郷公園、県立図書館

県教育委員会事務局
社会教育課
078-362-9434

関西文化の日 常設展の観覧料が無料です。また、多彩なイベントを実施します。
11月14日～
15日

県立美術館
県立美術館

営業・広報担当
078-262-0905

ミナ・ペルホネン/つづく　展
ファッションブランド「ミナ　ペルホネン」の生地や衣服、インテリア等のプロダクトに加えて、デザイ
ンの原画、映像、印刷物等、デザイナー皆川明の創作の背景を浮き彫りにする作品群や資料を展示してい
ます。

7月3日～11
月8日

県立美術館 企画展示室

コレクションⅡ「吉田博播磨造船所絵画群」「視覚遊戯－
美術と目の愉しいカンケイ」

吉田博展では、明治、大正、昭和にわたって活躍した吉田博がアジア・太平洋戦争時に旧播磨造船所の作
業風景を描いた絵を展覧します。視覚遊戯では、美術鑑賞における目の働きをとりあげます。

10月10日～
12月27日

県立美術館　常設展示室

文化の日に贈るクラシックコンサート 芸術の秋にふさわしい上質なクラッシック音楽をご鑑賞いただけます。 11月3日 県立美術館  アトリエ１

県美亭ワンコイン寄席 落語家による本格上方落語をご観賞頂けます。 11月6日
県立美術館  レクチャールー
ム

「教育・文化週間に係る無料入館」 全ての来館者の入館料が無料です。 11月3日 県立人と自然の博物館

関西文化の日 全ての来館者の入館料が無料です。
11月14日～
15日

県立人と自然の博物館

音水渓谷植物ハイキング　（秋） 紅葉の始まった音水渓谷を歩きます。 11月1日 宍粟市音水

ガラス越しの撮影体験
ガラス越しの標本類、展示ケース内の資料やレプリカ類など、ガラス面の反射で撮影に困るような被写体
が多くあります。このような撮影時の問題を解消する方法を体験していただきます。

11月12日 県立人と自然の博物館

県立美術館
078-262-0901

県立美術館
教育支援・事業担当

078-262-0907

高
校
教
育
課

社
会
教
育
課
・
文
化
財
課

県立人と自然の博物館
079-559-2002

県高等学校文化連盟
県立須磨東高等学校

078-793-1616
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半自然草原の特徴と保全
半自然草原には多種多様な動植物が生息していますが、現在、半自然草原の減少が全国各地で進行してい
ます。このセミナーでは、半自然草原をとりあげて、その特徴や現状、課題、保全のあり方などを解説し
ます。

11月14日 県立人と自然の博物館

六甲山「森の植物」観察会（秋） JR新神戸駅から六甲山系・再度山周辺まで歩きます。様々な樹林において秋の植物を観察します。 11月14日 六甲山系・再度山周辺

草甸（そうでん）の植物観察会（晩秋） 晩秋の草原に見られる植物（ﾘﾝﾄﾞｳ､ﾔﾏﾗｯｷｮｳなど）を観察します。 11月15日 古坂～逆池周辺

外来生物を学ぶーその２．なぜ外来生物を駆除しないとい
けないのか

ヒアリをはじめ外来生物は、人への危害だけでなく、農業など様々な人の経済活動にも大きな損害を出す
ことが知られています。本セミナーでは、なぜ、外来生物を駆除しないといけないのかについて考えま
す。

11月15日 県立人と自然の博物館

絵図や古地図を片手にぶらり。今昔まち歩き【中山寺・清
荒神】

ひとはくが所蔵する名所図会や古地図といった資料を片手に、今と昔を感じながら、まちを歩くセミナー
です。「中山寺・清荒神」に残る様々なまちの記憶を辿りながら、今と昔のまち・都市の姿を訪ね歩きま
す。

11月21日 中山寺・清荒神界隈

芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（晩秋） 芦屋市奥山地域の山道を歩きながら、秋の森の植物を観察します。 11月21日 芦屋市奥山地域

公園をデザインしよう
まちの公園のつくられ方などの解説のあと、実際に自分で公園をデザインします。地面や植物のパーツを
自由に切り貼りして、オリジナルの公園のペーパークラフトをつくります。できた作品はお持ち帰りいた
だけます。

11月27日 県立人と自然の博物館

館長セミナー「地域理解のすすめ」
３回にわたる館長セミナーの最後のセミナーです。「地域理解のすすめ」と題し、全３回のセミナーを総
合して、これからの地域創生に重要な地域理解について、自論を展開します。

11月27日 兵庫県民会館

特別展「女たちのひょうご」
千姫や田ステ女、大石りく、緒方八重などの著名な人物から商家や庄屋の女性など無名の人物まで、
“ひょうご”ゆかりの女たちを多数取り上げながら、江戸時代の女性の多様な人生についてご紹介してい
きます。

10月3日～11
月23日

県立歴史博物館
時間/10:00～17:00
(入館は16:30まで)

れきはくロビーコンサート「松本光史（ピアノ）」
様々な音楽コンクールや演奏会でご活躍されている松本光史 氏が県立歴史博物館のロビーでピアノ演奏
を披露します。

10月17日 県立歴史博物館 時間/14:00～14:20

連続歴史講座「古文書に親しむ（江戸時代の女性の手
紙）」第1回

県立歴史博物館学芸員による古文書の講座です。 10月24日 県立歴史博物館

時間/14：00～15:30
定員20名
事前申込（受付終了）
全3回の連続講座

歴はく倶楽部「粘土で恐竜をつくろう」 県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 10月25日 県立歴史博物館

時間/10:00～11:30　13:00
～14:30
定員／午前・午後ともに12
名(先着順)
参加費/100円

特別展講演会「史料と文学作品からみた千姫像」
姫路文学館学芸課長の甲斐史子 氏が歴史史料と文学作品からみた千姫像についてお話しする講演会で
す。

10月25日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員50名(先着順)

館長トークイベント「女性史研究ってなぁに？―江戸の女
たちの魅力を語る―」

柴桂子 氏（桂文庫主宰、近世女性史研究家）、沢山美果子 氏（岡山大学大学院社会文化科学研究科客員
研究員）、ベティーナ・グラムリヒ＝オカ 氏（上智大学国際教養学部教授）と当館館長の藪田貫が対談
します。

10月31日 県立歴史博物館
時間/13:30～15:30
定員50名(先着順)

連続歴史講座「古文書に親しむ（江戸時代の女性の手
紙）」第2回

県立歴史博物館学芸員による古文書の講座です。 11月7日 県立歴史博物館

時間/14：00～15:30
定員20名
事前申込（受付終了）
全3回の連続講座

れきはくロビーコンサート「県立姫路東高等学校ギター・
マンドリン部」

県立姫路東高等学校ギターマンドリン部が県立歴史博物館のロビーで練習成果を披露します。 11月8日 県立歴史博物館 時間/14:00～14:20

県立人と自然の博物館
079-559-2002

県立歴史博物館
079-288-9011

社
会
教
育
課
・
文
化
財
課
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歴史の旅「壇場山古墳と御着駅周辺の名所を訪ねる」 壇場山古墳と御着駅周辺の名所を訪ね、県立歴史博物館学芸員が見所を紹介します。 11月13日 県立歴史博物館
時間/13:00～16:00
定員20名
事前申込（10/16まで）

関西文化の日
常設展示のみ、観覧料が無料になります。特別展「女たちのひょうご」をご観覧の方には常設展観覧料相
当額を差し引いた金額で観覧券を販売します。

11月14日～
15日

県立歴史博物館
時間/10:00～17:00
(入館は16:30まで)

連続歴史講座「古文書に親しむ（江戸時代の女性の手
紙）」第3回

県立歴史博物館学芸員による古文書の講座です。 11月14日 県立歴史博物館

時間/14：00～15:30
定員20名
事前申込（受付終了）
全3回の連続講座

歴はく倶楽部「けん玉をつくろう」 県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 11月22日 県立歴史博物館

時間/10:00～11:30　13:00
～14:30
定員／午前・午後ともに12
名(先着順)
参加費/100円

歴史講演会③「自若として驚かず～巨大商社鈴木商店の女
主人　鈴木よねの生涯～」

巨大商社鈴木商店の女主人鈴木よねの生涯について、神戸新聞社姫路本社代表の村上早百合 氏がお話し
する講演会です。

11月22日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員50名(先着順)
参加費300円

歴はく倶楽部「革でクリスマスツリーをつくろう」
　　　　　　　　　※内容を変更する場合があります

県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 12月6日 県立歴史博物館

時間/10:00～11:30　13:00
～14:30
定員／午前・午後ともに12
名(先着順)
参加費/100円

れきはくアカデミー⑤「播但線の敷設過程―考古学的考察
―」

県立歴史博物館学芸員が、播但線の敷設過程について考古学的考察を踏まえてお話しする講演会です。 12月6日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員50名(先着順)

特別展「兵庫ゆかりの武将たち－明智光秀とその時代－」
戦国の世に県内各地で活躍した武将の肖像画や歴史資料・武具などを紹介するとともに、関連城跡から出
土した考古資料などを展示します。

10月10日～
11月29日

県立考古博物館

特別展講演会「荒木村重の実像に迫る」 天理大学文学部天野忠幸准教授を講師に迎えて荒木村重の実像に迫ります。（事前予約制） 11月1日 県立考古博物館

関西文化の日
特別展開催中ですが、常設展の観覧料を無料（特別展の料金を割引）にして博物館に触れる機会を提供し
ます。

11月14日～
15日

県立考古博物館

特別展講演会「天下統一への道－苦悩する秀吉－」
鳥居和之前名古屋市蓬左文庫長を講師に迎えて戦国の世に天下統一に向けて苦悩する秀吉について講演し
ていただきます。（事前予約制）

11月14日 県立考古博物館

体験講座「古代の織物に挑戦！」 高校生以上を対象に古代の織物づくりを体験してもらいます。（事前予約制） 11月15日 県立考古博物館

イベント「三木合戦軍図絵解き」
三木市指定無形民族文化財である「三木合戦軍図」について、語り手：生田淳仁氏により解説していただ
きます。（事前予約制）

11月15日 県立考古博物館

体験講座「『天下布武』のメダルづくり」 小学生以上を対象に『天下布武』のメダルづくりに挑戦してもらいます。（事前予約制） 11月21日 県立考古博物館

体験講座「大中遺跡をめぐる（土器炊飯の試食）」
高校生以上を対象に復元竪穴住居や大中遺跡を隅々まで探索し、土器炊飯を体験してもらいます。（事前
予約制）

11月22日 県立考古博物館

体験講座「古代の技に学ぶかごづくり（天然素材）」 高校生以上を対象に天然のつるでかごづくりを体験してもらいます。（事前予約制） 11月29日 県立考古博物館

利活用講座
「しょくぶつ博士と明石公園をたんけんしよう！～秋の陣
～」

人と自然の博物館の研究員と一緒に明石公園の植物を観察します。観察後は図書館にて採取した植物につ
いての調べ学習を行います。

11月8日
県立図書館第２研修室
明石公園

県立図書館利用サービス課
078-918-3366(代表)
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県立歴史博物館
079-288-9011

県立考古博物館
079-437-5589
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展示関連講座
「脳を鍛える歩き方を学ぶ」

高齢化率の上昇に伴い、今後増え続ける認知症にどう対処するかが大きな社会問題となっているため、最
も身近な運動である歩行を通して認知症を予防する方法を学びます。

11月12日 県立図書館第２研修室

展示関連講座
「天文科学館×県立図書館コラボ～天体観測～」

小学生とその保護者を対象に望遠鏡作りや天体観測などの講座を行い、星や月について知る機会としま
す。

11月28日
県立図書館第２研修室
県立図書館屋上

展示講座
「兵庫津ゆかりの人物」

日本遺産に認定されている兵庫津ゆかりの人物について専門家から学びます。 12月12日 県立図書館第２研修室

展示
「日本のプロ野球チーム100年の歴史」

日本のプロ野球チームに関する資料や当館の本を展示します。
11月20日～
令和3年4月
14日

県立図書館大閲覧室

展示
「ひょうごゆかりの武将(南北朝時代)」

南北朝時代に活躍した人物に関する資料や当館の本を展示します。
9月18日～12
月16日

県立図書館
ふるさとひょうご情報室

展示
「植村直己の軌跡　生誕80年、日本人初エベレスト登頂か
ら50年」

植村直己生誕80年や日本人初エベレスト登頂から50年に合わせて関連資料や当館の本を展示します。
11月20日～
令和3年2月
18日

県立図書館
ふるさとひょうご情報室

県立コウノトリの郷公園　飼育コウノトリへの給餌体験
通常では入場することのできない非公開エリアで、飼育員の指導に基づいて飼育コウノトリへの給餌を体
験します。

10月17日 県立コウノトリの郷公園

郷公園デー　～非公開エリア特別公開～
1年に1度、通常は公開していない非公開エリアを一般開放し、郷公園が取り組んでいるコウノトリの保護
増殖と野生復帰の取組について見学することができます。また、ミニイベントを同時開催します。

10月31日～
11月1日

県立コウノトリの郷公園

県立コウノトリの郷公園　『約束のケージ』見学ツアー
通常では入場することのできない保護増殖センターを公開し、飼育員等がコウノトリ及び施設の取組につ
いて解説します。

11月3日
県立コウノトリの郷公園
コウノトリ保護増殖センター

県立コウノトリの郷公園　飼育コウノトリの巣作り体験
通常では入場することのできない非公開エリアで、飼育員の指導に基づいて飼育コウノトリが実際に使用
する巣を作ります。

11月28日 県立コウノトリの郷公園

県立コウノトリの郷公園　ガイドウォーク 自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説しながら、園内を案内します。 毎週土曜日 県立コウノトリの郷公園
時間/13:30-14:30
定時開催

県立コウノトリの郷公園
0796-23-5666
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県立図書館利用サービス課
078-918-3366(代表)
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