
おおいた教育の日普及期間の取組

市町村 類型
古典の
日

行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

国東市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日～
   11月2日

国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

国東市 ② 秋の園芸フェア
生徒が授業や実習で生産した苗、草花、果物の販売をしま
す。

11月17日 国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

国東市 ② 公開授業 各授業を公開します。
10月23日～
11月2日

国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ② 想刻祭（文化の部） 想刻祭を公開します。 11月3日 国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ②
梅園祭記念
中学校弁論大会

各中学校の代表が邦語の部、英語の部で技を競います。
11月24日
13：00～16：00

国東市立国見中学校
国東地区教育会館運営
委員会

無料 0978-72-0140

国東市 ② くにさき教師塾
学校関係者を対象に年間6回の合同講座、実践講座の開催
を開催します。

6月14日、8月25
日、10月23日、12
月13日、1月、3月

アストくにさき
アストホール

くにさきの教育をつくる
会

0978-76-0066

国東市 ③
国東市退職校長会
美術展

毎年2会場で美術展を開催します。
11月1日～25日
11月28日～12
月26日

大分銀行国東支店
国見町みんなん館

国東地区退職校長会
美術愛好会

無料 0978-76-0628

国東市 ③ 国東梅園川柳会
宿題三課題で各二句を投句、全員で選をする。互選と選者
による佳句を選びます。

毎月第1水曜
日
9：30～12：00

奇数月　アリストくにさき
偶数月　安岐中央公民
館

国東梅園川柳会 無料 0978-74-0122

国東市 ①
国東市教育の里づくり
の集い

学校・保護者・地域・行政が協働して子育てに取組む集いで
す。

日時未定
アストくにさき
アストホール

国東市
国東市教育委員会

無料 学校教育課　0978-73-0056

国東市 ②
高齢者と児童のふれ
あい交流会

高齢者との交流（学習発表会・ふれあい活動）
11/10（金)
8:30～13:30

伊美小学校 伊美小学校 無料 0978‐82‐0004

国東市 ②③ 熊毛っ子祭り 保護者・地域の方と料理やゲームを行う 11月23日 熊毛小学校 熊毛小学校 無料 0978‐83‐0311

国東市 ② 運動会 幼稚園と合同で開催 9月30日 富来小学校運動場 富来小学校 無料 0978－74－0004 雨天順延

国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月2日 富来小学校 富来小学校 無料 0978－74－0004

国東市 ② 給食試食会 給食試食と給食を食べている様子を見学 11月2日 富来小学校 富来小学校 0978－74－0004 給食代必要

国東市 ②
弥生のムラ体験活動
(稲刈り等）

田植えから稲刈りまでを体験することで、保護者と一緒に
「食」の大切さを学ぶ

10月27日 弥生のムラ 富来幼稚園 0978－74－1212 500円

国東市 ②
ＰＴＡ親子ふれあい活
動

ＰＴＡ家庭教育学級の取組として、親子一緒に体幹トレーニ
ングを行う

11月17日 国東小学校体育館 国東小学校ＰＴＡ 無料 0978-72-1412

国東市 ② 運動会 日頃の体育の授業の様子を公開・地域の方々も競技に参加 9月30日 小原小学校運動場 小原小学校 無料 0978-72-0044 雨天順延

国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044

国東市 ② 稲刈 地域の方の指導により籾蒔きから稲刈までを体験 10月20日頃 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044

国東市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を発表 11月11日 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044

国東市 ② 自由参観日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359 終日公開

国東市 ② 自由参観日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359 終日公開
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国東市 ② 校内研究発表会 自主公開研究発表会（算数科授業：一般・提案） 11月13日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359
公開授業研究
会

国東市 ② 旭日地区文化祭
学校・地域が連携した文化行事（学習発表会・地域の演芸
発表会）

11月26日 旭日小学校体育館 旭日小学校 無料 0978-72-0359

国東市 ② ふれあい集会
地域の社会福祉施設「秀渓園」の方と武渓保育所の園児と
の交流会

9月21日 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

国東市 ② 運動会
児童・保護者・地域の社会福祉施設「秀渓園」の方・武渓保
育所の園児とのふれあい運動会

9月30日
武蔵西小学校
運動場

武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開する 10月中旬 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開する 11月中旬 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

国東市 ② 自由参観日 授業公開 10月17日 安岐中央小学校 安岐中央小学校 無料 0978-67-0005

国東市 ③ 開校10周年記念行事 学習発表会と県庁楽団演奏会 11月11日 安岐中央小学校 安岐中央小学校 無料 0978-67-0005

国東市 ② 学校公開日 各クラスの授業を保護者・地域の方に公開します。 10月13日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

国東市 ②
スポーツ交流地域活
力

Ｖリーグ「大分三好ヴァイセアドラー」の選手との交流 10月19日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

国東市 ② 学校公開日 各クラスの授業を保護者・地域の方に公開します。 11月15日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

国東市 ①
ユニバーサルデザイ
ン出前授業

原野彰子氏による授業（絵手紙・ご自身の障がい・車椅子に
ついて等）

11月20日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 国見中学校 国見中学校 無料 0978-83-0034

国東市 ②③ 校内文化祭 本校の文化祭 11月18日 未定 国見中学校 無料 0978-83-0034

国東市 ②③ 梅園祭弁論大会
国東市、東国東郡の５中学校の代表による邦語と英語によ
る弁論

11月24日 国見中学校
国東地区教育会館運営
委員会

無料 0978-83-0034

国東市 ② 体育大会 体育大会 9月16日 武蔵中学校 武蔵中学校 無料 0978-68-0079

国東市 ② 武蔵中学校文化祭 文化祭 11月18日 未定 武蔵中学校 無料 0978-68-0080

国東市 ① 幼児ふれあい教室 妊婦に扮し体験をする 10月20日 武蔵中学校 武蔵中学校 無料 0978-68-0081

国東市 ③ スクールミュージアム
食と色彩をテーマとした県立美術館所蔵作品による本物体
験・「旬の色と画家の目」をテーマとした講話

11月2日 安岐中学校 大分県立美術館 無料 0978-67-0006

国東市 ③ 文化祭 本校の文化祭 11月18日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006

国東市 ② 運動会ごっこ
園児が小学生・保護者・祖父母・高齢者の方々を招いて運
動会ごっこを楽しむ

10月13日 熊毛小学校体育館 熊毛幼稚園 無料
0978-83-0459（熊毛保育所と同
じ）

国東市 ② リトミック
リトミックを楽しんでいる姿を保護者の方に自由に参観しても
らう

10月予定 熊毛幼稚園ホール 熊毛幼稚園 無料
0978-83-0459（熊毛保育所と同
じ）
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国東市 ② リトミック
リトミックを楽しんでいる姿を保護者の方に自由に参観しても
らう

11月予定 熊毛幼稚園ホール 熊毛幼稚園 無料
0978-83-0459（熊毛保育所と同
じ）

国東市 ② 祖父母参観 園児主体で進める運動会ごっこに参加や参観する 10月28日 安岐小学校校庭 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415
雨天時は安岐
小学校体育館

国東市 ① 読み聞かせ事業 読み聞かせ
10月14日、
11月11日

おはなしひろば 国見図書館 無料 0978-82-1585

国東市 ① 読み聞かせ事業 読み聞かせ
10月28日、
11月25日

竹田津幼稚園・竹田津保
育所

国見図書館 無料 0978-82-1585

国東市 ① 読み聞かせ事業 読み聞かせ
10月13日、
11月10日

熊毛幼稚園・熊毛保育所 国見図書館 無料 0978-82-1585

国東市 ① 読み聞かせ事業 読み聞かせ
10月14日、10月
18日、11月11
日、11月25日

おはなし会 くにさき図書館 無料 0978-72-3500

国東市 ① 読み聞かせ事業 読み聞かせ
10月7日、　10月11日、 10
月21日、10月25日、11月4
日、　11月8日、　11月18
日、11月22日

おはなしのへや 武蔵図書館 無料 0978-69-0946

国東市 ① 読み聞かせ事業 讀みこかせ
10月14日、11
月11日

ひまわりのへや 安岐図書館 無料 0978-67-3551

国東市 ① ブックスタート事業
乳児（生後４・５月）健診の折、司書と読書ボランティアで、健
診場所に出向き、読み聞かせを行い、ブックスタートパックを
渡す

11月7日、
11月14日

武蔵保健福祉センター（11/7）
国東保健センター（11/14）

武蔵図書館　　　　　くにさき図書
館 無料

0978-69-0946        0978-69-

0946

国東市 ① ブックスタート事業
幼児（生後１歳６月）健診の折、司書と読書ボランティアで、
健診場所に出向き、読み聞かせを行い、本を提供する

10月31日 国東保健センター くにさき図書館 無料 0978-69-0946

国東市 ① 第７１回読書週間事業
国見図書館・くにさき図書館・武蔵図書館・安岐図書館共
に、イベント及びブックリサイクルを実施

10月27日～
11月 9日

国見図書館　　　　　くにさき図書館
武蔵図書館　　　　　　安岐図書館

国見図書館　　　　　くにさき図書
館　　　武蔵図書館　　　　　　安岐
図書館

無料
0978-82-1585   0978-72-3500

0978-69-0946   0978-67-3551

国東市 ① ４館合同図書館事業 「 図書館探検!　 くにさきを探せ! 　」　－　六郷満山スタンプらりー
7月21日～
11月26日

国見図書館　　　　　くにさき図書館
武蔵図書館　　　　　　安岐図書館

国見図書館　　　　　くにさき図書
館　　　武蔵図書館　　　　　　安岐
図書館

無料
0978-82-1585   0978-72-3500

0978-69-0946   0978-67-3551

４館回りキーワードを集め終
わったら、記念品を進呈する。

国東市 ① ４館合同図書館事業  ４図書館巡り「見学バスツアー 」 11月25日
国見図書館　　　　　くにさき図書館
武蔵図書館　　　　　　安岐図書館

国見図書館　　　　　くにさき図書
館　　　武蔵図書館　　　　　　安岐
図書館

無料
0978-82-1585   0978-72-3500

0978-69-0946   0978-67-3551

バスツアーへの参加は、限定
２５名で、１０月に申込を締め
切る。参加者には、ネーム入り
図書館バックを進呈する。


