
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

玖珠町 ② 美山収穫感謝祭 農産物の展示即売会 11月3日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

玖珠町 ② 第２回授業研究会 研究授業と授業研究会 11月7日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

玖珠町 ② 授業互見期間 授業の公開
11月6日～17
日

玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

玖珠町 ③ こどもフェスティバル ステージ催事他・国民文化祭/障害者芸術・文化祭行事 10月29日 わらべの館
国民文化祭及び障害者芸
術・文化祭玖珠町実行委
員会

無料 0973-72-6012

玖珠町 ② 合同運動会 小中合同の地域をあげての運動会 9月7日 日出生小中グランド 日出生小中学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ② 学校開放日 日頃の授業の公開（校内話し方大会） 10月12日 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ②
郡教育文化祭合同リ
ハーサル

話し方大会、弁論大会、音楽会のリハーサル 10月31日 日出生小中体育館 日出生小中学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ② 日出生っ子駅伝 小中学生がチームに分かれてタスキをつなぎます。 11月7日 小野原～日出生本村 日出生小中学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ② ふれあい学級 学習発表会、餅つきを通し地域と交流します。 11月25日 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ② 学校開放日 日頃の授業の公開（校内話し方大会） 10月11日 小野原分校 小野原分校 無料 0973-75-2011

玖珠町 ② 小野原マラソン マラソン等を通し地域と交流します。 10月28日 小野原地区 小野原分校 無料 0973-75-2011

玖珠町 ② マラソン大会 校内マラソン大会の様子を公開 11月21日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
11月15日～22
日

塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② フリー参観日 祖父母学級 11月9日
北山田小学校教室・体育
館

北山田小学校 無料 0973-73-7524

玖珠町 ②
小中合同秋季大運動
会

八幡小中学校が合同で行う運動会です。 9月10日 八幡小中学校運動場 八幡小・中学校 無料 0973-72-0414

玖珠町 ② ふれあい学級
保護者・地域の方々と子どもたちがグラウンドゴルフ、おに
ぎり・豚汁づくり等でふれあいます。

10月29日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月26日
～11月1日

八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

玖珠町 ②
祖父母学級
（学校公開日）

児童による学習発表会と祖父母や地域の方とのふれあい活
動

11月10日 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 学校公開日 日常の学校の様子を公開します 10月16日 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 体育祭 躍動感あふれる体育活動を公開します 9月10日 森中学校グラウンド 森中学校 無料 0973-72-1001

玖珠町 ② オープンスクール 日常の学校の様子を公開します 10月13日 森中学校 森中学校 無料 0973-72-1001

玖珠町 ② 合唱コンクール 各学級毎に練習してきた自慢の合唱を披露します 11月17日 くすまちメルサンホール 森中学校 無料 0973-72-1001
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玖珠町 ②
郡教育文化祭リハー
サル

教育文化祭に出場予定の児童・生徒のリハーサルを鑑賞す
る。

10月31日 日出生中体育館 日出生小・中学校 無料 0973-75-2005

玖珠町 ② 日出生っ子駅伝 校区内を小学校と合同チームを作って走る。 11月10日 校区内 日出生小・中学校 無料 0973-75-2005

玖珠町 ② 人権学習発表会 本年度の人権学習の取組成果の一端を発表する。 11月17日 日出生中体育館 日出生中学校 無料 0973-75-2005

玖珠町 ② ファミリー学級 親子のふれあい教室 11月25日 古後中学校 古後中学校ＰＴＡ 無料 0973-74-2306

玖珠町 ② 玖珠町学童記録会 小学生の体力増加を目的とした陸上記録会 10月14日 玖珠町総合運動公園 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-1164

玖珠町 ② 玖珠郡教育文化祭 作品点（図画・書写）音楽会・話し方大会 11月2日 九重文化センター等 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-1164

玖珠町 ③ 玖珠町美術展覧会 町民の創作した美術作品の展覧会
11月24日～26
日

くすまちメルサンホール 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-7151


