
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

大分市 ①③ フラワーアレンジ 芸術の秋に作るアレンジ 10月8日
ホルトホール大分　サテ
ライトキャンパス

別府溝部学園短期大学
http://www.mizobe.ac.jp/event-

186
0977-66-0224

大分市 ①③ フラワーアレンジ 魔法の花プリザーブドフラワーアレンジ 10月29日
ホルトホール大分　サテ
ライトキャンパス

別府溝部学園短期大学
http://www.mizobe.ac.jp/event-

186
0977-66-0224

大分市 ①③
大友宗麟・伊東マン
ショが見た聴いたもの
は？

大友宗麟の下で花開いた西洋文化の実態と伊東マンショの
体験したものを探ります。

10月8日
ホルトホール大分　サテ
ライトキャンパス

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-

186
0977-66-0224

大分市 ①③
大友宗麟・伊東マン
ショが見た聴いたもの
は？

大友宗麟の下で花開いた西洋文化の実態と伊東マンショの
体験したものを探ります。

11月12日
ホルトホール大分　サテ
ライトキャンパス

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-

186
0977-66-0224

大分市 ① 豊の国YOSAKOI祭
ソーランを通して県民の皆さんと触れ合い、元気を発信しま
す。

11月3日 大分市街地
豊の国よさこい連絡協
議会

無料 097—548ｰ6503

大分市 ①②
子育て支援「すくすく
広場」

附属幼稚園の教育について広く知ってもらえるように，保育を公開
します。また，未就園児と保護者，未就園と園児がふれ合えるよう
な遊びの場を提供します。

１１月１5日
（水）

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附属
幼稚園

無料
http://kitchom.ed.oita-

u.ac.jp/fuyoch/

事前申込みは不要ですが，保
険の関係で受付にて名前，住
所を記入していただきます。

大分市 ①
読み聞かせ「お話リボ
ンの会」

講師を招いて３歳児と保護者対象に行っている「絵本の読み
聞かせやわらべうたの会」に参加する場を提供します。

毎週水曜日
13:20～13:50　行事などの
関係で無い場合も有ります

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附属
幼稚園

無料
http://kitchom.ed.oita-

u.ac.jp/fuyoch/

事前申込みは不要ですが，保
険の関係で受付にて名前，住
所を記入していただきます。

大分市 ② 青垣祭 合唱コンクールを中心とした文化祭 10月30日 グランシアタ
大分大学教育学部附属
中学校

無料 097-543-6731

大分市 ② 一木祭 学園祭
10月14日～10
月15日

日本文理大学 日本文理大学 無料 097-524-2706

大分市 ③ 吹奏楽部定期演奏会 日頃の部活の成果を一年に一度、発表する会 10月31日 iichikoグランシアタ 大分高校 097-551-1101

大分市 ③ 芸術鑑賞会 一年に一度、プロの演劇を鑑賞します。 11月6日 iichikoグランシアタ 大分高校 無料 097-551-1101

大分市 ② 学校文化祭 ２日間に亘る本校の文化祭
11月8日～10
日

大分高校 大分高校 無料 097-551-1101

大分市 ③
大分県高校総合文化
祭

大分県の高校生による文化祭
11月16日～17
日

iichikoグランシアタ 大分県高文連 無料 097-527-2166

大分市 ①
大分高専公開セミ
ナー
２０１７年の科学の話

ノーベル賞等科学(物理・宇宙関係)の最先端の話題を紹介
しながら１年を振り返り，みなさんからの質問に答えます。

11月18日 大分工業高等専門学校
独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
http://www.oita-ct.ac.jp/

総務課企画係　097-552-6450
kikaku@oita-ct.ac.jp

大分市 ② 高専祭 各種模擬店や作品等の展示･実演などを行います。 10月28日 大分工業高等専門学校
独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
097－552－6365
学生課学生支援係

約3,000名

大分市 ② 音楽祭
軽音楽部や吹奏楽部による演奏、その他会場内で作品展
示などを行います。

11月3日
大分工業高等専門学校
第一体育館

独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
097－552－6365
学生課学生支援係

約500名

大分市 ② 里帰り講演会 同窓生による講演会 11月9日 大分雄城台高等学校 大分雄城台高等学校 無料 097-541-0123

大分市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。
１０月３０日～
１１月２日
１３：３０～１６：３０

大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 無料 ０９７－５５８－２２６８

大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日～11
月2日

大分鶴崎高校 大分鶴崎高校 無料 097-527-2166

大分市 ② ふれあい作品展 児童生徒の図工・美術等の作品展示。
10月23日～11
月2日

地域の関係機関、店舗等（角子原郵便
局、みらい信用金庫大在支店、大分リハ
ビリテーション病院、大分銀行鶴崎支
店）

大分支援学校 無料 097-527-2711

大分市 ② 志村祭 児童生徒の学習取組の発表。 11月11日 大分支援学校 大分支援学校 無料 097-527-2711

大分市 ②
平成２９年度大分県特
別支援学校高等部ス
ポーツ大会

県内特別支援学校高等部生徒が一堂に会し、陸上競技やボッ
チャを通じて技術・体力の向上を図るとともに学校間の交流を図り
ます。

10月7日
大分スポーツ公園「大分
銀行ドーム」及び「会議
室」

大分県特別支援学校高等
部スポーツ大会実行委員
会

無料 097-527-2711
主管校が大分支援
学校です（チラシあ
り）。
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大分市 ③
平常展・大分の先哲
たち

ふるさとの先哲とプレ秋季企画展として文化財保全に携わっ
た先哲を紹介します。

10月1日～
10月15日

先哲史料館展示室 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ③ 先哲・歴史講座 江戸時代の佐伯藩での「強訴」事件を紹介します。 10月4日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ③
秋季企画展・ふるさと
の歴史を紡ぐもの

大分各地に伝わった文化財と保存の歴史を紹介します。
400年ぶり里帰りの「佐田文書」を展示します。
東京大学史料編纂所と共催です。

10月21日～
12月３日

先哲史料館展示室 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ③
秋季企画展・記念講
演会

史料収集と歴史編纂、文化財修理についての２講演を開催
します。

10月28日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ③ 先哲・歴史講座 秋季企画展のみどころを紹介・解説します。 11月8日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ③ 秋季企画展関連講座
大分県の特徴である石造物の銘文から歴史を読み解きま
す。

11月22日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ②
小学部学校見学説明
会

本校小学部の説明及び授業見学 9月27日 大分県立新生支援学校 大分県立新生支援学校 無料 097-541-0336

大分市 ②
中学部学校見学説明
会

本校中学部の説明及び授業見学 10月2日 大分県立新生支援学校 大分県立新生支援学校 無料 097-541-0336

大分市 ② 第22回玉沢祭 舞台発表や作品の展示で学習の成果を発表します
10月27日、28
日

大分県立新生支援学校 大分県立新生支援学校 無料 097-541-0336

大分市 ② 授業公開週間 授業参観希望者に対し、授業を公開します。 11/1～11/7 本校 爽風館高校 無料 097-547-7700 要予約

大分市 ① 文化のつどい
郷土料理等を調理・会食する中で地域の方々との交流を図
る。

11月17日
大分県立大分工業高等
学校定時制給食室

大分県立大分工業高等
学校定時制

無料 http://kou.oita-ed.jp/daikoutei/

大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月23日～
10月31日

大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611
10月22日（水）は５限
目（13:10～14:00）に授
業案内を実施。

大分市 ② 文化祭（大翔祭） 本校の文化祭を公開します。
10月19日～20
日

大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611

大分市 ② ○
第２回大分南高等学
校授業公開期間

保護者や中学校関係者、地域住民等に授業を公開します。
11月13日～11
月24日

大分南高等学校 大分南高等学校 無料 　097-597-6001

大分市 ② 文化祭 日頃の文化的学習活動の成果を発表します。
11月23日（木）
９：００～

大分県立聾学校 大分県立聾学校 無料 097-543-2047

大分市 ②
第13回大分市「家族の
きずな」エッセイコンクー
ル

大分市内児童・生徒を対象にしたエッセイ作品の募集と作
品発表会・表彰式

11月25日(土)
大分県総合社会福祉会
館

大分モラロジー事務所 無料 ０９０－６４２２－７５６６

大分市 ②
大分県ＰＴＡ連合会指定
大分市立大分西中学校
ＰＴＡ研究発表会

日頃のＰＴＡ活動、授業の様子を公開 11月23日 大分市立大分西中学校 大分県ＰＴＡ連合会 097-545-6666

大分市 ② 第８回学校給食フェア 学校給食における食育の取り組みに関する紹介等
11月18日（土）
10：00～14：00

公益財団法人大分県学校給
食会
（大分市大字古国府字内山
1334の3）

公益財団法人
大分県学校給食会
大分県学校栄養士研究会

無料
097-543-5121

総務課　企画普及係

大分市 ② 楊高祭 生徒作品、文化部の発表、生徒会イベン等トを行います。
10月26日・27
日

楊志館高等学校 楊志館高等学校 無料 097-543-6711

大分市 ③
外国人による日本語
スピーチコンテスト

国内在住5年以内の外国人11名による日本語スピーチコン
テスト

11月7日 楊志館高等学校
学校法人　後藤学園
楊志館高等学校

無料 097-543-6711

大分市
②③
④

第42回大分県高等学
校総合文化祭大分大
会

高文連所属文化部の優秀団体・個人の演技や作品の発表・
展示

11月14日
～17日

iichiko大分県総合文化セ
ンター

大分県高等学校文化連
盟

無料 oitakobun@cup.ocn.ne.jp

大分市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開。
10月2３日～
10月2７日

大分上野丘高校 大分上野丘高校 無料 097-543-6249
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大分市 ② 家族参観日
休日に参観日を設定することで、日頃の学習活動を保護者
家族の方にも参観していただきます。

9月16日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ①④
第7回低温度差スターリ
ングエンジン競技会・発
表会

各出品者がお湯で動く機械を披露します。 10月15日
コンパルホール4階視聴
覚室

一般社団法人日本機械
学会

無料
https://www.jsme.or.jp/tsd/Stirlin

g/LTDSECP171015_tebiki.pdf

大分大学に共催
承認申請の書類
を提出予定

大分市 ①
大分大学市民シンポ
ジウム（仮称）

地域包括ケアシステム，地域共生社会づくり，健康寿命に関
する講演を行います。

10月21日
大分大学旦野原キャン
パス

大分大学 無料 097-554-6122

大分市 ② ふれあい作品展
学校紹介、児童生徒の作品（図工、美術）や作業製品の展
示を行います。

10月23日～11
月2日

豊和銀行本店
大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ② 青垣祭 合唱コンクールを中心とした文化祭 10月30日 グランシアタ
大分大学教育学部附属
中学校

無料 097-543-6731

大分市 ② PTAバザー
PTA会員相互の親睦を図るとともに、保護者や福祉施設が
出店する模擬店を利用したり、作業製品を販売します。

11月2日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市
①②
③④

大分大学大学開放イ
ベント2017

地域との連携・交流をテーマにイベントを開催します。 11月6日
大分大学旦野原キャン
パス

国立大学法人大分大学 無料
研究･社会連携部
研究･社会連携課 社会連携係
097-554-7430

大分市 ③
大分大学ホームカミン
グデー2017

大分大学の現状について報告するとともに，同窓会相互の
交流推進を目的として同窓生との交流会を開催します。

11月6日
大分大学旦野原キャン
パス

大分大学同窓会連合会 無料
研究･社会連携部
研究･社会連携課 社会連携係
097-554-7513

大分市 ②
オープンスクール（親
子ふれあいデー）

授業参観、親子ふれあい活動 11月11日
大分大学教育学部附属
小学校

大分大学教育学部附属
小学校

無料 097-543-6732
保護者、地域の
方、入学希望者
へ開放。申込不

大分市 ①④ 防災シンポジウム
県民の防災意識の向上と自治体等の防災・減災対策に貢献する
ため，一般市民，自治体関係者等を対象としてシンポジウムを開
催します。

11月12日 ホルトホール大分
国立大学法人大分大学
大分高等教育協議会（地
域連携研究コンソーシアム

無料
研究･社会連携部
研究･社会連携課 社会連携係
097-554-8533

大分市 ①②
企業・大学等訪問講座事
業

中学生対象の大学を会場とした科学体験講座の実施
11月（詳細日程
は未確定）

大分大学理工学部共創理工
学科知能情報システムコー
ス

大分県教育庁，少年少女科
学体験スペース O-Labo

無料
https://www.o-labo.jp/visit-

courses2017/

11月の開催日は未確定。
昨年は，11月19日に実
施。

大分市 ② 学習発表会
ステージでの合唱合奏・演劇の発表、および作業学習生産
物の販売を行います。

11月25日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開予定 10月10日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064

大分市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開予定 11月2日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064

大分市 ② 東輝祭（文化の部） 本校の文化祭、保護者に公開予定 11月9日10日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064

大分市 ② オープンスクール 学校説明や授業・施設見学及び入学者募集要項説明 10月8日 大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404

大分市 ② 授業公開 平素の授業を公開します。 10月11～31日 大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404

大分市 ①
大分県立盲学校　幼
児児童生徒作品展示

学習活動の写真や絵画等の作品を展示し、地域の方々に視覚障
がいのある幼児児童生徒や盲学校のことを知っていただく機会と
します。

11月6日～11
月17日

大分県信用組合金池支
店

大分県立盲学校 無料 http://shien.oita-ed.jp/mou/

大分市 ②
大分県立盲学校　学
校公開

学校概要説明、公開授業、施設見学、視覚障がいセミナー、
視覚障がい教育相談

10月27日 大分県立盲学校 大分県立盲学校 無料 http://shien.oita-ed.jp/mou/

大分市 ②
第42回大分県「小さな
親切」作文コンクール

作文を通じた青少年の心の育成高揚を目指しておこないま
す。

10月21日
コンパルホール300会議
室

「小さな親切」運動大分
県本部

無料
大分県本部事務局
097-536-3600

大分市 ①
スクスクわさだっ子
フェスタ

小・中学生向けの科学の祭典 11月11日 大分市稙田公民館 稙田地区教育懇話会 無料
大分市稙田公民館
097-541-0017

大分市 ①
マイバッグ持参キャン
ペーン

レジ袋削減のためのマイバッグ持参をうったえかけます。 10月5日 県庁内ローソン
大分県うつくし作戦推進
課

無料 大分県生活環境部
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古典の
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大分市 ① みんなの消費生活展
多様化している消費者問題に対応するため、一人でも多くの消費者に確
かな情報を提供し、自立する消費者を育てるための啓発の場として「みん
なの消費生活展」を開催します。

10月13日～
14日

ガレリア竹町
大分市消費者団体連絡
協議会

無料 ライフパル

大分市 ① おおいたマルシェ
「おおいたの食」と農林水産物の「地産地消」をテーマとした
イベントです。

11月11日～
11月12日

大分いこいの道 北側広
場

おおいたマルシェ実行委員
会事務局（大分市農政課
内）

無料 097-537-7025

大分市 ①
大分市社会教育振興
大会

各地域における社会教育活動の状況や実践成果等の情報
を交換し、地域社会における生活課題の解決を目指しま
す。

11月11日 大分南部公民館
社会教育関係団体
市教育委員会

無料 市教育委員会

大分市 ①
アカデミアの会連絡協
議会会員研修会

豊後高田市の自然を活かしたまちづくり、地域づくりなどの
取組を学ぶことで地域高齢者が地域の構成員として活躍す
る機会の創出するための手法を学ぶことを目指しています。

11月1日
豊後高田市
香々地公民館

アカデミアの会連絡協議
会

097-506-5528（事務局）

大分市 ② Ｅ-WeeK（授業公開） 日頃の授業の様子を公開します。
10月4日～11
月11日

大分豊府高等学校 大分豊府高等学校 無料 097-546-2222

大分市 ② 音楽科定期演奏家 音楽科の生徒全員による演奏会 10月19日 iichiko文化センター 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

大分市 ② ふれあい演奏会 音楽を通して特別支援学校との交流を図る 由布支援学校 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

大分市 ② 文化財鑑賞
美術科の生徒が県内文化財について学習し､スケッチに取り
組む。作品は後日、該当地域において展示を行う

11月2日 竹田方面 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

大分市 ② ＯＰＡＭ展 美術科生徒の作品展示
11月21日～26
日

県立美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

大分市 ② 美術制作展 美術科生徒の作品展示
12月19日～24
日

大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

大分市 ③ 第53回定期演奏会
演奏曲目・「レクイエム」　 ヴェルディ作曲・歌劇「ナブッコ」序曲　 ヴェルディ作曲・組
曲「仮面舞踏会」  ハチャトゥリアン作曲・「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないた
ずら」　　R.シュトラウス作曲

10月9日
iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

大分県立芸術文化短期
大学

大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

音楽科副手室で予約を受け付
け、公演当日会場で受け付け
で代金と引き換えにてチケット
をお渡しいたします。

大分市 ①②
第8回大分国際車いすマラソン大会交流
イベント　「多文化理解論」公開講義「大
分国際車いすマラソン大会　海外選手と
TALK SHOW」

「第37回大分国際車いすマラソン大会に出場する外国選手たちを招き、世界と日本の文化、障害者に対する意
識の違いやおもてなし精神について楽しく語ってもらいます。 コーディネーターは、同大会に出場するプロ車い
すランナー(OBSラジオやTOSテレビでも活躍中)の廣道純選手。

10月27日
大分県立芸術文化短期
大学人文棟大講義室

大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

国際総合学科語学演習準備
室の助手への事前申し込み、
もしくは当日直接会場へ

大分市
①②
③

芸短祭
学友会メンバーが一丸となって企画・運営を行う年に一度の学園祭です。２日間にわ
たり、ファッションショーやサークルライブ、模擬店などを開催します。

10月28日、29
日

大分県立芸術文化短期
大学

大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

別府市 ①③
別府公園１日油彩ス
ケッチ

秋の晴天の１日、別府公園に集い、油彩画や素描でスケッチを制作します。オープン
カレッジ油彩画教室の皆様と、ビギナーからベテランの方まで新たに参加いただき、
清々しい環境で瑞々しい作品を描く楽しい時間です。

10月28日 別府公園
大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

大分市、豊
後大野市

①③
県立芸文短生と渡邊琢
磨による映画音楽の共
同制作と発表会

映画音楽、ＣＭ、舞台などの音楽を手がける作曲家渡邉琢磨氏を講師として、本学音楽科の作曲専攻および国
際総合学科の学生が共同して映画音楽を作成し、本学（芸短祭）と豊後大野市のエイトピア大野にて映像ととも
に発表する。本イベントは第19回大分県民芸術文化祭主催共催行事としても申請中。

10月29日、11
月2日

本学小ホール（10/29）、
エイトピア大野・小ホール
（11/2）

大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

大分市
①②
③

学長プロジェクト　河北
秀也特別講演・トーク
セッション

アートディレクター河北秀也氏（日本ベリエールアートセンター代表取締役・東京藝術大学名誉教授）による【第
１部】14:00~15:00「河北秀也特別講演」、【第２部】15:10~16:10　河北秀也・和田久継 三和酒類（株）代表取締役
社長・中山欽吾本学学長による「トークセッション」を行い、美術科学生だけでなく、本学の教育の目的・内容を
広く一般の県民の皆様に公開します。

11月13日 人文棟１階　大講義室
大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

大分市
①②
③

音楽科コンサートシリーズ
No.94 第8回ピアノコース演奏
会～ピアノ音楽への誘い～

本学ピアノコースによる演奏会です。 11月15日
Iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール

大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

大分市
①②
③

小林道夫客員教授声
楽特別レッスン

チェンバロ、ピアノ、室内楽、指揮等多方面にわたって活躍、数多
くの国際的名演奏家と共演し、高い評価を得ている小林道夫客員
教授による公開レッスンを聴講できます。

10月～12月 本学　音楽棟小ホール
大分県立芸術文化短期
大学

大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）

大分市 ①
おおいたうつくし感謝
祭

環境保全の大切さについて、楽しく学び考えるイベント 10月28日 大分市若草公園 大分県 無料
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13

060/

大分市 ①
平成２９年度人権啓発
フェスティバル

人権問題に関する多彩なイベント（人権作品表彰式、ステージイベ
ント、人権啓発ブース・パネル展示等）を一体的、総合的に実施
し、県民の人権尊重意識の高揚を図る。

11月18日 ガレリア竹町ドーム広場
大分県、大分県教育委員会、
大分県人権教育・啓発推進協
議会

無料
大分県生活環境部人権・同和対策課
TEL097-506-3177

大分市 ①
「外国人の人権」啓発
事業

講演会やパネル展示など、外国の文化や生活を理解し、差
別や偏見をなくすための啓発事業を実施する。

10月22日 iichiko総合文化センター
大分県、おおいた国際交流プ
ラザ、大分県人権教育・啓発
推進協議会

無料
大分県生活環境部人権・同和対策課
TEL097-506-3176

内容については未
確定（９月上旬確定
予定）

大分市 ①
大分県青少年育成県
民大会

県内の青少年健全育成に貢献された者に対する表彰等 11月10日 トキハ会館
大分県青少年育成県民
会議

無料 ０９７－５０６－３０８０
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大分市 ②
全市一斉オープン・ス
クールデー

各学校（園）の設定した日に学校を公開
10月21日～11
月7日

各学校（園）
市内の各幼稚園、小・中
学校及び義務教育学校

無料

大分市教育委員会 学校教育課
（097-537-5648）
子どもすこやか部保育・幼児教育課
（097-537-5789）

大分市 ② オープンスクール 幼稚園の運動会に招待します 10月14日
金池幼稚園　　　　（雨天
の場合は小学校体育館）

金池幼稚園 無料 097-532-5506

大分市 ② オープンスクール
ハーモニーランドごっこに招待するとともに
日常の保育の様子を公開します

11月18日 金池幼稚園 金池幼稚園 無料 097-532-5506

大分市 ② ゲームで遊ぼう 子どもたちが作ったゲームで遊ぶ
11月7日
11月8日

春日町幼稚園 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

大分市 ② フリー参観日 日頃の保育の様子を公開します。 10月28日 南大分幼稚園 南大分幼稚園 無料 097-543-8615

大分市 ② 園内運動会 園内運動会の様子を公開します 10月15日 城南小学校体育館 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

大分市 ② オープンスクール 日頃の保育の様子を公開します 11月3日 城南が丘幼稚園 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

大分市 ②
子育て支援「わんぱく
広場」

未就園児を「ハーモニーランドごっこ」に招待します 11月17日 城南が丘幼稚園 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

大分市 ② オープンスクール
幼稚園公開日とし、地域の未就園児（めだか学級）と交流し
ます。

11月1日 豊府幼稚園 豊府幼稚園 無料 097-544-7496

大分市 ② 幼稚園運動会 幼稚園運動会の様子を公開し、未就園児を招待します。 10月14日 滝尾小学校体育館 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

大分市 ② オープンスクールデ― 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月21日 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

大分市 ② オープンスクール
小学校との合同防災引き渡し訓練及び日常の保育を公開し
ます。

11月11日 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609

大分市 ② オープンスクール 未就園児をサファリごっこに招待します。 11月17日 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609

大分市 ② オープンスクール
保護者や地域の方をハーモニーランドごっこ遊びに招待しま
す。

11月7日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

大分市 ② オープンスクール
地域の子育て支援「ピーチジュニア」をハーモニーランドごっ
こ遊びに招待します。

11月8日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

大分市 ② オープンスクール 日頃の保育の様子を公開 10月26日 津留幼稚園 津留幼稚園 無料 097-551-1611

大分市 ② オープンスクール 染物あそびをします。 11月3日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097－551－8560 参観のみ

大分市 ② サファリごっこ サファリごっこに招待します。 11月13日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097－551－8560

大分市 ② 音楽で遊ぼう！ 音楽（吹奏楽）の生演奏が聴けます。 11月16日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097－551－8560

大分市 ② オープンスクール サファリごっこの製作の様子を公開します。 11月8日 明野幼稚園ホール 明野幼稚園 無料 097-551-4366 駐車場あり

大分市 ② サファリごっこ 園児が作ったサファリごっこに招待します。 11月14日 明野幼稚園ホール 明野幼稚園 無料 097-551-4366 駐車場あり

大分市 ② 親子ふれあいタイム 運動を通し、親子で触れ合う時間を楽しみます。 10月20日 別保小学校体育館 別保幼稚園 無料 097-521-1706
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大分市 ② オープンスクール 遊園地ごっこに未就園児と保護者を招待します。 11月10日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706

大分市 ② オープンスクール 日頃の保育を公開します。 10月28日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

大分市 ② 未就園児園解放
未就園児・近隣保育園児をハーモニーランドごっこに招待し
ます。

11月22日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

大分市 ② オープンスクール
地域の方や未就園児の親子をハーモニーランドごっこ遊び
に招待します。

11月1日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分市 ② ふれあいPTA
保護者や祖父母の方をハーモニーランドごっこ遊びに招待し
ます。

11月10日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月1日 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

大分市 ② オープンスクール ハーモニーランドごっこ遊びを公開します。 11月11日 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

大分市 ② オープンスクール 「親子うんどう遊び」を公開します。 10月26日 戸次小学校体育館 戸次幼稚園 無料 097-597-3420

大分市 ② オープンスクール
保護者や未就園児を「ハーモニーランドごっこ」に招待しま
す。

11月24日 戸次幼稚園 戸次幼稚園 無料 097-597-3420

大分市 ② オープンスクール ハーモニーランドごっこ遊びに招待します。（自由参観日）
11月15日
11月16日

判田幼稚園 判田幼稚園 無料 097－597-0195

大分市 ② オープンスクール 高崎山のたかもんと一緒に遊びます 10月18日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097－541-2964

大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します 11月15日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097－541-2964

大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月4日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

大分市 ② オープンスクール ごっこ遊びに保護者や地域の方を招待します。 11月15日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

大分市 ② 親子レクレーション 親子レクレーションの様子を公開します 10月13日 賀来小中学校体育館 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

大分市 ② オープンスクール 日常の保育（ハーモニーランドごっこ）の様子を公開します 11月 9日 賀来幼稚園 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月8日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939

大分市 ② ふれあいひろば 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月9日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939

大分市 ②
ふれあい音楽会
オープンスクール

家族や地域の方を招待し、音楽発表をします。
10月27日　10
月28日

宗方小学校体育館・宗方
幼稚園

宗方幼稚園・宗方小学
校

無料 097－541-4949

大分市 ② 親子レクレーション 未就園児他と一緒に身体を動かして遊びます。 11月17日 宗方幼稚園園庭 宗方幼稚園 無料 097－541-4949

大分市 ②
子育てサロン
「そうだキッズ」

子育てサロン「そうだキッズ」に招待します。
10月27日
11月10日
11月24日

寒田幼稚園 寒田幼稚園 無料 097-568-7910

大分市 ② ふれあいPTA 親子お茶会の様子を公開します。 11月1日 寒田幼稚園 寒田幼稚園 無料 097-568-7910
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大分市 ② オープンスクール ハーモニーランドごっこに招待します。 11月20日 寒田幼稚園 寒田幼稚園 無料 097-568-7910

大分市 ② 園内運動会 未就園児を運動会に招待します。 10月14日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217

大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月1日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217

大分市 ② ふれあいＰＴＡ 保育参観及び親子ふれあい遊びを楽しみます。 11月11日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491

大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月21日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491

大分市 ② 園内運動会 幼稚園の運動会 10月14日 佐賀関小学校体育館 佐賀関幼稚園 無料 095-575-0444

大分市 ② 関っ子ルーム 園児の作った乗り物で遊びます 11月16日 佐賀関幼稚園 佐賀関幼稚園 無料 095-575-0444

大分市 ② オープンスクール 園内運動会に招待します 10月7日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

大分市 ② オープンスクール 「こども園ハーモニーランド」ごっこに招待します 11月27日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

大分市 ③ 鶴賀城に登ろう！ ガイドの案内を聞きながら戦国時代の山城を登ります。
10月28日 8時
30分～

鶴賀城 大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会　文化財課
537-5639

一括して大友氏
遺跡フェスタとし
て行います。

大分市 ③ 歴史講座
戸次川の戦いと、戦いに参加した大友氏、長宗我部氏につ
いての講座です。

10月28日 13
時30分～

大分市大南市民センター
大会議室

大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会　文化財課
537-5639

大分市 ③
大友氏遺跡現地説明
会

大友氏遺跡の発掘調査成果を現地で専門の職員が説明し
ます。

11月3日 9時
30分～

大友氏遺跡（大分市顕徳
町）

大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会　文化財課
537-5639

大分市 ①③
ふれあい歴史体験
「土偶作り」

粘土を使ってオリジナルの土偶を作ります。 10月14日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①③
ふれあい歴史体験
「籐芯かご編み」

籐芯材を使ってかごを編みます。 11月4日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①③ 勾玉作り教室 滑石を削り古代のアクセサリーの勾玉を作ります。 11月25日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①③
特別展「威信の舞台
よみがえる大友館」

これまでの発掘調査や文献資料の研究成果をもとに、大友
館の実像に迫ります。

10月27日～12
月4日

大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①③
特別展　展示解説講
座「威信の舞台」

特別展の展示解説講座です。 11月5日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 無料
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①③
特別展　記念講演会
「威信の舞台」

特別展の記念講演です。 11月19日 ホルトホール大分 大分市歴史資料館 無料
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市
①②
③

奇才･ダリ展 ダリの版画の魅力を紹介します。
(9月14日)～10
月29日

大分市美術館 ダリ展大分実行委員会
大分市美術館
097-554-5799

大分市
①②
③

まちなかGO!アートみ
つけたい

美術館およびまちなかで様々なアートイベントを実施しま
す。

11月8日～
(12月3日)

大分市美術館他 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分市
①②
③

第１月曜日は美術館
で楽しもう！(ワーク
ショップ)

ボランティアによる自主企画ワークショップを開催します。
10月2日，
11月6日

大分市美術館 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分市
①②
③

美術館で音楽会 美術館をより身近に感じてもらうため、音楽会を開催します。
11月11日,18
日,23日,25日

大分市美術館 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800
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大分市
①②
③

文化･芸術講座「多肉
植物のおうちよせ」

芸術に親しんでもらうため、市民を対象にした講座を開催し
ます。

10月21日 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市
①②
③

子ども講座
秋の美術教室「”ダリ”
に変身」

美術館に親しんでもらうため、子どもを対象にした講座を開
催します。

10月14日 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市
①②
③

コレクション展第Ⅲ期 田能村竹田等の展示を行います。 期間中常時 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ①
秋の読書週間事業
文化講演会

歴史学者 小和田　哲男 氏の文化講演会 11月5日
コンパルホール多目的
ホール

大分市民図書館 無料 大分市民図書館　097-576-8241

大分市 ①
秋の読書週間事業
おはなしの世界へよう
こそ

読み聞かせボランティアによる小学生低学年からの児童に
向けて読み聞かせを行います。

10月28日
大分市民図書館おはな
しのへや

大分市民図書館 無料 大分市民図書館　097-576-8241

大分市 ①
秋の読書週間事業
おはなしの世界へよう
こそ

読み聞かせボランティアによる未就学児童に向けて参加型
のおはなし会を行います。

11月4日
コンパルホール分館階段
式読書コーナー

大分市民図書館 無料 大分市民図書館　097-576-8241

大分市 ①
秋のファミリーパーク
～彩の森へ出かけよ
う～

野外調理、星空観察、キャンドルのつどい、県民の森紅葉
ウォーキング参加

11月11日～12
日

のつはる少年自然の家 のつはる少年自然の家 589-2211

大分市 ① おしどり渓谷を歩こう 秋を渓谷を散策しよう 10月28日 野津原
ガールスカウト大分県第
12団

公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分市 ① キャンプ 秋のキャンプ
10月28日～29
日

平成森林公園
ガールスカウト大分県第
12団

公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

別府市 ① ハイキング 初秋の散策を楽しむ 10月15日 未定
ガールスカウト大分県第
15団

無料
公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

別府市 ① ゲーム集会 すごろくあそびをしよう 10月22日 野口ふれあいセンター
ガールスカウト大分県第
15団

無料
公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分市 ①
森の探険団　秋の森
あそび

ネイチャーゲームなど 10月29日 県民の森
ガールスカウト大分県第
25団

無料
公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分市 ① おやこでチャレンジ おやこで自然体験しよう 10月8日 大分農業文化公園
公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟

公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分市 ② 家族参観日
休日に参観日を設定することで、日頃の学習活動を保護者
家族の方にも参観していただきます。

9月16日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ② PTAバザー
PTA会員相互の親睦を図るとともに、保護者や福祉施設が出店する模擬
店を利用したり、作業製品を販売したりするなかで、金銭実務に慣れるこ
とをねらいます。

11月2日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ② 学習発表会
ステージでの合唱合奏・演劇の発表、および作業学習生産
物の販売

11月25日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ② ふれあい作品展
学校紹介、児童生徒の作品（図工、美術）や作業製品の展
示

10月23日～11
月2日

豊和銀行本店
大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

大分市 ①
読書週間「本に恋する季節
です！」
～文学賞受賞作品特集～

国内の文学賞受賞作品を展示しています。
10月17日
　～
11月19日

県立図書館
一般資料室
中央カウンター側

県立図書館 無料 097-546-9972

大分市 ① 読み聞かせひろば
好きな本を選んだら、ボランティアさんが読み聞かせをしてくれま
す。（幼児対象）　（毎週日曜日）

10月1日、8日､15日、22日､
29日
11月5日、12日､19日、26日

県立図書館
子ども室
（マットコーナー）

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分市 ① おはなし会2・3・4 おもに２～４歳の子ども（親子）向けのおはなし会です。
10月4日
11月1日
11月4日

県立図書館
子ども室
（おはなしのへや）

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分市 ① おはなし会
幼児～小学生向けのおはなし会です。
（毎週土曜日：第3を除く）

10月7日、14日､28日
11月4日、11日､25日

県立図書館
子ども室
（おはなしのへや）

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分市 ①
小学生のためのおは
なし会

ストーリーテリングでのおはなし会です。
(毎週第3土曜日)

10月21日
11月18日

県立図書館
子ども室
（おはなしのへや）

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972
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大分市 ①
みんなの
県立図書館
バックヤードツアー

県立図書館は、どんなことをしてるの？図書館の裏側お見
せします。（所要時間　約45分間）

10月28日 県立図書館
1Fエントランス集合

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

①13：00～
②15：00～
各回とも当日先着20名

大分市 ①
秋のライブラリシア
ター

映画「そして誰もいなくなった」を上映します。（14：00～15：
40）

10月31日 県立図書館
視聴覚ホール

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

大分市 ① 秋のおはなし会 幼児～小学生向けのおはなし会です。 11月3日
県立図書館
子ども室
（おはなしのへや）

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分市 ①
どんぐりトトロを作ろ
う！

どんぐりや落ち葉を使って工作をします。
（12：00～14：00）

11月3日 県立図書館
第２・３研修室

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

当日受付
先着４０名

大分市 ①
秋のライブラリシア
ター

映画「深夜食堂」を上映します。
（14：00～16：00）

11月4日 県立図書館
視聴覚ホール

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

大分市 ①
大人の
県立図書館
バックヤードツアー

県立図書館は、どんなことをしてるの？図書館の裏側お見
せします。（大人限定です）（所要時間　約60分間）

11月8日 県立図書館
1Fエントランス集合

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

①10：00～
当日先着10名

大分市 ① 文化講演会
｢維新の群像～西郷隆盛からのメッセージ～｣
　講師　原口 泉氏　（志學館大学教授・鹿児島県立図書館
長）

11月23日 県立図書館
視聴覚ホール

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

事前申込必要

大分市 ④
JAXAコズミックカレッ
ジin県立図書館

宇宙の秘密　～太陽系MAPを作ろう！～
小学3年生から中学生およびその家族（30名）

11月26日 県立図書館
第２・３研修室

県立図書館 無料
学校・地域支援課
097-546-9972

事前申込必要


