
日 曜日 行　　事　　名 時　　間 場　　所 担　　当
エクステンド常設展示
「文学県あおもり　平成・令和
編」
（～９月２１日）

９：００～１７：００ 青森県近代文学館
常設展示室

青森県立図書館

北海道・北東北の縄文遺跡群
世界遺産登録１周年記念！
「スマホでかんたん！縄文おで
かけスタンプラリー」
（～１０月３１日）

終日 三内丸山遺跡センター
ほか県内の縄文遺跡
群

三内丸山遺跡センター

１ 金 令和４年度　三内丸山遺跡第
４６次発掘調査現場の公開
（～８月５日）

９：００～１２：００
１３：００～１６：３０

三内丸山遺跡センター
企画展示室・ギャラリー

三内丸山遺跡センター

２ 土 土曜セミナー
「ねぶた禁止令について」

１３：３０～１５：００ 青森県総合社会教育
センター２階
第５研修室

郷土館

２ 土 たねさしワールド「エンジョイ！
海遊び」①

９：００～１５：００ 八戸南浜漁港
（雨天時：種差少年自
然の家）

種差少年自然の家

３ 日 夏の自然観察会 １０：００～１４：３０ 深浦町千畳敷 郷土館

３ 日 たねさしワールド「エンジョイ！
海遊び」②

９：００～１５：００ 八戸南浜漁港
（雨天時：種差少年自
然の家）

種差少年自然の家

４ 月 学校を核とした地域づくり推進
事業　地域との連携を担う教職
員研修（中南地区）

１３：２０～１６：３０ 弘前市中央公民館相
馬館長慶閣

生涯学習課

５ 火 学校を核とした地域づくり推進
事業　地域との連携を担う教職
員研修（下北地区）

１３：２０～１６：３０ むつ来さまい館 生涯学習課

６ 水 教育委員会定例会 １３：３０～ 教育委員会室 教育政策課

７ 木 第４６回全国高総文祭（東京大
会）出発式

１５：００～１６：００ 青森県総合社会教育
センター

学校教育課

７ 木 学校を核とした地域づくり推進
事業　地域との連携を担う教職
員研修（三八地区）

１３：２０～１６：３０ 南部町総合保健福祉
センターゆとりあ

生涯学習課

７ 木 あおもり家庭教育アドバイザー
養成講座②　（上北地区）

１０：００～１５：００ 三沢市国際交流教育
センター

青森県総合社会教育
センター

９ 土 令和４年度あおもりスポーツア
カデミー事業「第２回育成プロ
グラム」

９：５０～１５：１５ マエダアリーナ（サブア
リーナ）

スポーツ健康課

９ 土 おはなし会 １４：００～１４：３０ 青森県立図書館
集会室

青森県立図書館

青 森 県 教 育 委 員 会  ７ 月 の 行 事 予 定
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日 曜日 行　　事　　名 時　　間 場　　所 担　　当
９ 土 梵珠少年自然の家　主催事業

「年長すくすくキャンプ」（～７
月１０日）

９日９：３０（受付）～
１０日１０：３０（解散）

梵珠少年自然の家、
キャンプセンター

梵珠少年自然の家

９ 土 たねさしワールド「エンジョイ！
海遊び」③

９：００～１５：００ 八戸南浜漁港
（雨天時：種差少年自
然の家）

種差少年自然の家

９ 土 令和４年度青森県（弘前市）
地方青少年なぎなた錬成大会
（～７月１０日）

９：３０～ 青森県武道館
剣道場

青森県武道館

１０ 日 青森で生きる未来人財育成事
業　ボランティアチーム養成講
座④

１４：００～１５：００ 青森県総合社会教育
センター
（オンライン）

青森県総合社会教育
センター

１０ 日 たねさしワールド「エンジョイ！
海遊び④

９：００～１５：００ 八戸南浜漁港
（雨天時：種差少年自
然の家）

種差少年自然の家

１５ 金 生涯学習・社会教育関係職員
研修講座　東青地区研修

１３：００～１６：００ 青森県総合社会教育
センター

青森県総合社会教育
センター

１６ 土 第１回自然体験・交流塾（種差
会場）

９：００～１５：００ 種差少年自然の家 生涯学習課

１６ 土 特別展
「教室で出会った文学」
（～９月１９日）

９：００～１７：００ 青森県近代文学館
企画展示室

青森県立図書館

１６ 土 土曜教育相談 教育相談課
９：００～１２：００
特別支援教育課
９：００～１７：００

青森県総合学校教育
センター

青森県総合学校教育
センター

１６ 土 世界遺産登録１周年記念特別
展「北海道・北東北のＪＯＭＯ
Ｎ」（～１０月２日）

９：００～１８：００（１０／１、２
は１７：００まで）

三内丸山遺跡センター
企画展示室・ギャラリー

三内丸山遺跡センター

２１ 木 あおもり家庭教育アドバイザー
養成講座②　（西北地区）

１０：００～１５：００ つがる市生涯学習交流
センター「松の館」

青森県総合社会教育
センター

２３ 土 青森県公立学校教員採用候
補者選考第一次試験（筆記試
験）

９：５５～１５：４５ 青森北高等学校、青森
商業高等学校、青森東
高等学校、都道府県会
館

教職員課

２３ 土 おしえて先生！
知るしるするる探検隊

１４：００～１４：３０ 青森県立図書館
集会室

青森県立図書館

２３ 土 第３４期パワフルＡＯＭＯＲＩ！
創造塾第１回

９：００～１６：３０ 青森県総合社会教育
センター

青森県総合社会教育
センター

２３ 土 梵珠少年自然の家　主催事業
「ファミリーキャンプ」（～７月２４
日）

２３日１３：００（受付）～
２４日１１：３０（解散）

梵珠少年自然の家、
キャンプセンター

梵珠少年自然の家

２３ 土 土曜セミナー
「津軽の獅子踊について」

１３：３０～１５：００ 青森県総合社会教育
センター２階
第５研修室

郷土館



日 曜日 行　　事　　名 時　　間 場　　所 担　　当
２３ 土 令和４年度三内丸山縄文夏祭

り　（～７月２４日）
９：００～１８：００
（イベント最終受付１７：３
０）

三内丸山遺跡センター 三内丸山遺跡センター

２４ 日 日曜午後の朗読会
「とんかつ」三浦哲郎

１３：３０～１４：００ 青森県近代文学館
企画展示室前ロビー

青森県立図書館

２４ 日 あおもり家庭教育アドバイザー
スキルアップ講座①

９：３０～１２：１５ 青森県総合社会教育
センター
（オンライン）

青森県総合社会教育
センター

２４ 日 インラインスケートフェスタ２０２
２（予定）

１０：００～１８：００ 盛運輸アリーナ 青森県営スケート場

２５ 月 第７回青森県社会教育委員の
会議

１３：３０～１５：３０ 東棟５階中会議室 生涯学習課

２６ 火 生涯学習・社会教育関係職員
研修講座　センター研修③

１０：００～１５：００ 青森県総合社会教育
センター

青森県総合社会教育
センター

２７ 水 夏休みに考古学者になろう！
―発掘体験―

１０：００～１５：００ 八戸市尻内町字毛合
清水地内

埋蔵文化財調査セン
ター

２７ 水 子どもの祭典「おいでよ！サ
マーキャンプ」（～７月２８日）

２７日９：００～
２８日１４：３０

種差少年自然の家及
び周辺

種差少年自然の家

２８ 木 学校を核とした地域づくり推進
事業　地域との連携を担う教職
員研修（上北地区）

１３：２０～１６：３０ 公立小川原湖青年の
家

生涯学習課

２８ 木 夏休みに考古学者になろう！
―研究体験―

１０：００～１５：００ ＹＳアリーナ八戸　大会
議室（八戸市売市字輿
遊下）

埋蔵文化財調査セン
ター

２９ 金 学校を核とした地域づくり推進
事業　地域との連携を担う教職
員研修（西北地区）

１３：２０～１６：３０ つがる市生涯学習交流
センター「松の館」

生涯学習課

３０ 土 令和４年度
青森県総合学校教育センター
センターセミナーⅠ

９：３０～１５：３０ 青森県総合学校教育
センター

青森県総合学校教育
センター

３０ 土 夏休みこどものくに １０：００～１２：００ 青森県総合社会教育
センター３階　第１多目
的研修室

郷土館

３１ 日 第２回あおもり文学ゼミ
「教室で出会った作家と青森」

１４：００～１５：００ 青森県立図書館４階研
修室

青森県立図書館

３１ 日 青森で生きる未来人財育成事
業　ボランティアチーム養成講
座⑤

１４：００～１５：００ 青森県総合社会教育
センター
（オンライン）

青森県総合社会教育
センター


