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宇佐市 ③
特別展「開山１３００年記念
聖なる山－六郷満山と仁
聞－」

六郷満山の神と仏の文化を紹介します。
10月20日
～12月3日
9:00～17:00

大分県立歴史博物館
大分県立歴史博物館
大分合同新聞社

0978-37-2100

宇佐市 ② 郷土の文化財絵画展 県内の小中学校を対象にした絵画展です。
10月20日
～12月3日
9:00～17:00

大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 無料 0978-37-2100

宇佐市 ③ 特別展記念講演 飯沼賢司氏（別府大学教授）による記念講演です。
11月11日
13:30～15:00

大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 0978-37-2100

宇佐市 ③
特別展記念講座
「ギャラリートーク」

当館学芸員が特別展のみどころを解説します。

10月27日.
11月14.25日いず
れも  13:30～
14:30

大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 0978-37-2100

宇佐市 ③
特集展示「賀来飛霞
に来た手紙」

飛霞に寄せられた多くの知識人からの手紙を紹介します。
10月24日
～1月28日
9:00～17:00

大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 0978-37-2100

宇佐市 ② 授業参観週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月16日～18
日※午前中

宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780

宇佐市 ②
うさっこキラキラ祭り
（総合文化祭）

演劇発表や作業製品の販売等を行います。 11月3日 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780

宇佐市 ①③
「うさ教育・家庭・読書
の日」推進大会

読書をテーマにした世代を超えて楽しめる教育講演会、読
書感想文・感想画及び家庭の日ポスター作品表彰

11月19日
宇佐文化会館
宇佐市民図書館

宇佐市教育委員会 無料 0978-32-8020

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 院内中学校 院内中学校 無料 0978-42-5008

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月11日 院内中学校 院内中学校 無料 0978-42-5008

宇佐市 ②
小中高一貫教育
研究発表会

地球未来科プレ発表 11月14日 院内中学校 院内中学校 無料 0978-42-5008

宇佐市 ②③ 文化行事 合唱と弁論の発表・作品展示 11月23日 院内文化交流ホール 院内中学校 無料 0978-42-5008

宇佐市 ②③ ふるさと音楽祭 町内の小学校・中学校の合唱発表 11月30日 院内中学校体育館
院内町
教育振興協議会

無料 0978-42-5201

宇佐市 ②③ 学校公開日 授業公開　　 バザー 11月11日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

宇佐市 ② 豊川カップ秋 運動会で行った大団体種目を中心とした全校体育です。 10月31日 豊川小運動場 豊川小 無料 0978－32－0098

宇佐市 ② 子ども祭り 学年ごとの発表を中心とした学芸的行事です。 11月11日 豊川小体育館 豊川小 無料 0978－32－0098

宇佐市 ②
宇佐市教育の日
授業公開

地域の方に授業を公開
２～３校時

10月19日 安心院小学校 安心院小学校 無料 0978-44-0025

宇佐市 ②
宇佐市教育の日
授業公開

地域の方に授業を公開
１・２校時

11月11日 安心院小学校 安心院小学校 無料 0978-44-0025

宇佐市 ① 地域クリーン活動
あじむ町づくり協議会、保護者の方と児童が
校区内のごみ拾い、清掃活動を行う

11月15日 安心院小学校周辺 安心院小学校 無料 0978-44-0025

宇佐市 ③ 教育文化祭 各学年の学習発表、全校合唱 12月1日
安心院小学校
体育館

安心院小学校 無料 0978-44-0025

宇佐市
①②
③

東京オペレッタ劇場
公演

25名の団員によるオペレッタ 10月12日
四日市北小学校
体育館

四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049
※児童・園児・保
護者が観劇する
ため人員に制限

宇佐市 ①② 人権講演会 外部講師を招いての講演会 10月14日
四日市北小学校
体育館

四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049
※児童・保護者が
参会するため人
員に制限あり
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宇佐市 ② 宇佐市教育の日 2・3・4校時の授業公開 10月19日 四日市北小学校 四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049

宇佐市 ② 宇佐市教育の日 2・3・4校時の授業公開 11月17日 四日市北小学校 四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049

宇佐市 ②
深見小学校教育文化
祭

地区の文化祭と本校の文化祭 10月29日 前深見中学校体育館 深見小学校 無料 0978-44-4031

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月11日 深見小学校 深見小学校 無料 0978-44-4031

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 長洲中学校 長洲中学校 無料 0978-38-1126

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月11日 長洲中学校 長洲中学校 無料 0978-38-1126

宇佐市 ② 校内音楽祭 学級合唱や学年合唱 11月30日 長洲中学校体育館 長洲中学校 無料 0978-38-1126

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 12月9日 長洲中学校 長洲中学校 無料 0978-38-1126

宇佐市 ②③
学校公開日
せんだんギャラリー
バザー

日頃の授業の様子を公開
第46回せんだんギャラリー開催
ＰＴＡによるバザー

11/11
9:00～

駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404

宇佐市 ② 土曜授業 日頃の授業の様子を公開 10月14日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

宇佐市 ② 宇佐市教育の日 日頃の授業の様子を公開 10月19日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

宇佐市 ② 生け花教室 地域のゲストティーチャーを招いての体験学習を公開 11月11日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

宇佐市 ② お手紙教室 地域のゲストティーチャーを招いての体験学習を公開 11月11日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

宇佐市 ② 秋季大運動会 日頃の体育の成果の発表 10月1日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978-32-0279

宇佐市 ② 学習発表会 各学年の教科の学習発表とエコマーケット（バザー） 11月22日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978-32-0279

宇佐市 ② 学習発表会 全校、各学年より歌や劇などを発表。 11月11日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304

宇佐市 ②
学校公開と副城址ま
つり合唱参加

日頃の授業公開と副城址まつり会場での合唱参加 10月14日
院内中部小学校
院内文化交流ホール

院内中部小学校 無料 0978-42-5601

宇佐市 ②
公開保育・ふれあい
DAY・バザー

日頃の園の様子を公開。未就園児・小学生・祖父母とのふ
れあいタイム。バザー。

11月26日 四日市幼稚園 四日市幼稚園 無料 ０９７８－３２－０３５１

宇佐市 ② 駅伝大会・餅つき大会
紅白対抗駅伝大会を実施。その後、親子で餅つき・バザーを
行う。

11月26日 横山小学校
横山小学校
横山小学校PTA

無料 0978-32-0457

宇佐市 ② ふれあい文化祭 ＰＴＡと共催で本校の文化活動の発表 10月29日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/tubusa/

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月17日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/tubusa/

宇佐市 ② ふれあい運動会
南院内小児童と地域の方々との運動会です。大学生も参加
予定です。

10月1日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034
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宇佐市 ②
花苗植えふれあい活
動

南院内小児童と地域の方々との花苗植え活動です。授業公
開も行います。

10月20日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

宇佐市 ② なんぶん市
南院内小児童と地域の方々との文化行事です。学習発表等
も行います。

11月4日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

宇佐市 ② ふるさと音楽祭 院内地区3小学校と院内中学校の音楽祭 11月30日 院内中学校 院内地区教振事務局 無料 院内北部小

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開(午前中） 10月19日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

宇佐市 ③ ふれあい文化祭 本校の文化祭（午前中） 11月11日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開（午前中） 11月20日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月19日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月17日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

宇佐市 ② 幼稚園公開保育 長洲小学校バザーへの出店準備と販売活動 11月11日
長洲幼稚園及び長洲小
学校体育館

長洲幼稚園 無料 0978-38-0002

宇佐市 ② 全校親子親睦会 親子＋αで、親睦のためのクイズやレクを行う。 9月9日 宇佐市立糸口小学校
糸口小学校
糸口小学校PTA

無料 0978-32-0274

宇佐市 ② 第33回三世代の集い
地域の三世代が協働して、さまざまな催し（学習発表・餅つ
き・バザー・物づくり教室等）を実施します。

11月12日 宇佐市立糸口小学校
糸口小学校
糸口小学校PTA
糸口校区の自治会・老

無料 0978-32-0274

宇佐市 ③ 双葉山をしのぶ会
双葉山没後50年を迎え、講演、県職労吹奏楽団の演奏など
を行う

10月7日 天津小学校体育館 無料

宇佐市 ②③
PTA研修部主催　講
演会

本校校歌作詞者　岩豪友樹子さん講演会 10月14日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978－44－0004

宇佐市 ③ 教育文化祭 合唱、合奏、弁論、バザー、演劇鑑賞等 11月25日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978－44－0004

宇佐市 ② 学習発表会 各学年毎の学習成果の発表会 11月11日 四日市南小学校 四日市南小学校 無料 0978-33-3403

宇佐市 ② 和間っ子学習発表会 学級毎に学習・体験等で学んだ成果を発表します。 11月15日 宇佐市立和間小学校 宇佐市立和間小学校 無料 0978-38-0354

宇佐市 ② 宇佐っ子発表会 各学年ごとの学習成果の発表会 11月11日 宇佐市立宇佐小学校 宇佐市立宇佐小学校 無料 0978-37-0129

宇佐市 ③ 小規模特認校公開 英語劇等文化的な発表会を行います。 11月11日 西馬城小学校 西馬城小学校 無料 0978－32－2307

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

宇佐市 ② 人権集会 人権に係る学級決議・個人意見の交流 11月7日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月11日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

宇佐市 ② 学校公開日
日頃の授業の様子を公開
人権講演会

10月14日 宇佐市立北部中学校 宇佐市立北部中学校 無料 0978－32－0326
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宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月11日 宇佐市立北部中学校 宇佐市立北部中学校 無料 0978－32－0326

宇佐市 ② 学校公開日 PTAによるバザー 11月18日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072

宇佐市 ② 校内合唱コンクール 合唱発表 12月1日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月20日 宇佐市立長峰小学校 宇佐市立長峰小学校 無料 0978-32-0344

宇佐市 ② ふれあいフェスタ 遊びのコーナー・児童の合唱等があります 11月26日
院内北部小体育館・運動
場

院内北部小 無料 ０９７８－４２－５２０１

宇佐市 ② ふれあい音楽会
外部の演奏家に来てもらい、演奏を聞いたり、一緒に合唱し
たりします。

10月19日 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 ０９７８－３７－０７０１

宇佐市 ② よりもフェスティバル
文化的な発表会をしたり、親子ふれあい活動・バザーをした
りします。

11月26日 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 ０９７８－３７－０７０１

宇佐市 ② 人権講演会
「命をいただくことについて」（ＰＴＡ主催）で熊本市の坂本義
喜氏の講演

10月14日 宇佐市立駅川中学校 宇佐市立駅川中学校 無料 0978-32-0175

宇佐市 ② 土曜授業 学校公開日 11月11日 宇佐市立駅川中学校 宇佐市立駅川中学校 無料 0978-32-0175

宇佐市 ② 平和学習（講演会）
生徒対象の講演会です。保護者・地域住民等
へも公開します。

10月24日
15:05~15:55

宇佐高校体育館 宇佐高校 無料
http://kou.oita-ed.jp/usa/
0978-37-0117

宇佐市 ②
未来を拓く深い学び
講演会

生徒対象の講演会です。保護者・地域住民等
へも公開します。

11月7日
宇佐高校体育館 宇佐高校 無料

http://kou.oita-ed.jp/usa/
0978-37-0118

行事名、時間帯に
ついては未確定
８月中に確定

宇佐市 ② ふれあい授業公開 保護者・地域住民・中学校関係者等へ授業を公開します。
11月1日～9日

宇佐高校 宇佐高校 無料
http://kou.oita-ed.jp/usa/
0978-37-0118


