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中津市 ② 第51回和敬祭 食物栄養学科・幼児教育学科の研究展示、ステージ発表等 11月25日 中津文化会館
東九州短期大学
学友会

無料 http://www.higashikyusyu.ac.jp

中津市 ② 体験入学会
教育課程や学校行事の説明、授業体験等が実施されます。
中学校を通じて申し込みをしてください。

10月14日
中津南高等学校耶馬溪
校教室

中津南高等学校耶馬溪
校

無料 0979-54-2011 中学3年生対象

中津市 ② 文化祭（紅葉祭）
クラス展示（発表）や部活動、授業の成果披露、ステージ発表などを行い
ます。
地域の伝統芸能披露、食品バザー、販売実習等を行います。

10月28日
地域の文化施設ホール
(サニーホール)

中津南高等学校耶馬溪
校

無料 0979-54-2011 一般公開

中津市 ② 授業公開 期間中の授業の様子を公開します。
11月6日～10
日

中津南高等学校耶馬溪
校　各教室

中津南高等学校耶馬溪
校

無料 0979-54-2011

中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346

中津市 ② なのみ祭 文化祭。ステージ発表や販売活動を中心に実施します。 11月18日 中津支援支援学校 中津支援学校 無料 0979-22-0550

中津市 ② 中学生体験入学会 中学3年および保護者を対象に行う体験入学です。 10月7日 中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 薬物乱用防止教室 薬物問題への正しい理解とその防止について 11月10日 中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 公開授業 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日
　～11月2日

中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 進路講演会
途上国の現状と、医療活動による支援についての講演を聴
き、生徒の視野を広げ進路決定の一助にする。

10月23日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② オープンスクール
中学３年生及びその保護者、中学校教員を対象とした体験
入学会

9月30日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 授業の公開（2限～4限）
10月30日～11
日2日

中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権参観日 Monさんによる人権コンサートです 10月6日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301

中津市 ② 生田門まつり
児童による学習発表やクラブ活動の発表、保護者による模
擬店があります

10月29日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301

中津市 ②
ようこそ先輩ふれあい
授業

各分野で活躍されている北部小学校の先輩方が全学級で
授業をしてくださいます。

11月24日 中津市立北部小学校
中津市立北部小学校中
津市立北部小学校PTA

無料 0979-22-0302

中津市 ③
文化芸術による子供
の育成事業

カワセミ座の公演（演劇） 11月10日 中津市立豊田小学校 中津市立豊田小学校 無料 0979-22-0445

中津市 ② 豊田フェスティバル 文化的発表会・保護者主催飲食コーナー 11月11日 中津市立豊田小学校 豊田小学校PTA 無料 0979-22-0445

中津市 ② 小楠まつり 保護者・地域協力者団体模擬店 11月19日
小楠小学校運動場・体育
館

小楠小学校PTA 無料 ０９７９－２２－０５６６

中津市 ② ４年親子ふれあい ４年生が親子で活動を一緒にします（内容未定） 10月30日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

中津市 ②
授業公開（フリー参
観）

午前中の授業を保護者、地域の方に公開します 10月30日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

中津市 ① わいわいつるい ＰＴＡがゲーム等の催し物を出店して子どもとふれあう 11月5日 鶴居小学校 鶴居小学校ＰＴＡ 無料 0979-22-1434

中津市 ② 人権参観日 人権授業参観と人権講演会(認知症について) 9月5日 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300
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中津市 ② 中山画伯絵画教室 日展顧問の中山画伯が6年生にデッサン指導 11月9日 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

中津市 ② 学校公開日 授業の様子を全学級公開 10月26日 和田小学校 和田小学校 無料 0979-32-2298

中津市 ②
第１０回今津校区ふれ
あいわいわい祭り

①学習発表会②地域のサークル発表（芸能大会）③地域創
作展・児童作品展④模擬店

１１・１９
今津小体育館・新校舎・
運動場

今津コミュニティセンター・校
区自治委員会・地区老人会・
今津小学校・ＰＴＡ

無料 ０９７９－３２－０００２

中津市 ② 人権参観日 人権授業と菊池省三先生を招聘して講演会 10月20日 沖代小学校 沖代小学校 無料 0979-24-0706

中津市 ② 沖小まつり 保護者模擬店、各種出し物、社会体育体験 11月11日 沖代小学校 沖代小学校ＰＴＡ 無料 0979-24-0706

中津市 ② マサカーニバル 学習の成果とまとめの発表（創作劇等） 11月12日 真坂小学校体育館 真坂小学校 無料 (0979)43-2104

中津市 ② 学力説明会授業公開 学力向上について保護者・地域の方に説明。 10月17日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ② 山口っ子まつり 保護者・地域の方を招いて学習発表会。 10月29日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ②
研究発表会(授業公
開)

本校の研究、授業実践の公開 11月16日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ② 人権教育講演会 人権についての講演会を行います。 10月13日 秣小学校体育館 秣小学校PTA 無料 0979-43-2191

中津市 ② 秣小まつり 学習発表会や地域と連携した行事を行います。 11月18日 秣小学校体育館 秣小学校 無料 0979-43-2191

中津市 ② 公開道徳授業 児童・保護者・地域住民が共に学ぶ道徳授業 10月26日 深水小学校各教室 深水小学校 無料 0979-43-2719

中津市 ② 深水まつり 学習発表会・餅つきを通しての地域とのふれあい 11月19日 深水小学校体育館 深水小学校 無料 0979-43-2719

中津市 ② 樋田っ子文化祭 各学年の学習発表や劇、合唱の発表 11月10日 樋田小学校体育館 樋田小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/nakatu/hida/

中津市 ② 上津小教育文化祭 学習発表や作品の展示などをする。 11月12日 上津小学校体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832

中津市 ② 城井っ子集会 学習発表会と劇団による観劇会をします。 11月12日 城井小体育会 城井小学校 無料 0979-54-2105

中津市 ② 夏休み作品展 夏休みに作製した児童の作品展示（公開） 8月30日～ 下郷小学校家庭科室 下郷小学校 無料 0979-56-2304

中津市 ② 秋季大運動会 全校児童・ＰＴＡ・各種団体参加の大運動会 10月24日 下郷小学校運動場 下郷小学校 無料 0979-56-2305

中津市 ② 学習発表会 各学年児童の学習発表会 11月18日 下郷小学校体育館 下郷小学校 無料 0979-56-2306

中津市 ② ふるさと祭り 学習発表会・もちつき・梅干し販売 10月29日 津民小学校 中津市立津民小学校 無料 ０９７９－５４－２０３４

中津市 ②
山移小学校「ふれあ
い集会」

児童の劇やクラッシックの演奏会が行われます。 12月9日 山移小学校体育館 山移小学校 無料 0979-55-2137

中津市 ② 三郷っ子集会 各学年による本校の文化祭 11月18日 三郷小学校 三郷小学校 無料 0979-62-2005
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中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/houyou/

中津市 ② 教育講演会 講師に菊池省三先生を招いて講演 10月24日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/houyou/

中津市 ② 合唱大会 学級合唱、学年合唱、吹奏楽部の演奏等を披露 11月18日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/houyou/

中津市 ② 合唱コンク－ル 学年・学級の合唱 12月7日 城北中学校体育館 城北中学校 無料 0979-22-0780

中津市 ② PTA人権後援会
講師：松本久美子
演題：「福ことば、毒ことば、置きことば」

１０月１３日
(金）

東中津中学校体育館 東中校区合同PTA 無料 0979-32-2493

中津市 ② 薬物乱用防止教室
１年生が警察署と保健所の講師より、薬物乱用防止のため
の講話を聴く。

１１月１３日
(月）

東中津中学校マルチ
ルーム

東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ② 介護教室 中学１年生を対象とした認知症サポーター養成講座
１１月１４日
（火）

東中津中学校マルチ
ルーム

東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ② 文化発表会
ジュニアグローバルリーダー研修の還流報告会、水田結さ
ん講演会「命の授業～第２次性徴期の誕生学～」、合唱発
表会

１１月２５日
（土）

東中津中学校体育館 東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ②
合唱祭　　（午前）
作品展示　（終日）

学級合唱、学年合唱、全校合唱を披露します。また、吹奏楽
の演奏や体育館等で授業で創った生徒の作品を展示してい
ます。

11月25日(土) 三光中学校体育館 中津市立三光中学校 無料 0979-43-2729

中津市 ② 薬物乱用防止教室
危険ドラッグの危険性を知ることで薬物乱用防止について生
徒、保護者、みんなで考える会です。

10月31日(火)
午後

三光中学校多目的室 中津市立三光中学校 無料 0979-43-2729

中津市 ② 本中祭 これまでの文化活動や授業での作品・成果の発表 11月18日
本耶馬溪中学校
体育館

本耶馬溪中学校 無料 0979-52-2452

中津市 ② 校内音楽会 地域・保護者参加の本校の音楽会 11月23日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 ０９７９－５４－３１６８

中津市 ② 体育大会 体育大会の様子を公開します。 9月17日 山国中学校 山国中学校 無料 0979-62-2700

中津市 ② 学校公開日 小中連携で英語の授業を公開します。 11月22日 山国中学校 山国中学校 無料 0979-62-2700

中津市 ② 音楽フェスティバル 音楽を中心とした活動の様子を公開します。 12月3日 コアやまくに 山国中学校 無料 0979-62-2700

中津市 ③ 中津市教育文化祭 中津市の文化祭に絵、工作等の出品 11月3～6日 中津市体育センター
中津市教育文化祭委員
会

無料 0979-22-4941

中津市 ② 幼稚園運動会 地域・保護者参加の園内運動会 10月27日 如水幼稚園 如水幼稚園 無料 ０９７９－３２－１９０６

豊後高田市 ② 大運動会
日頃の体育授業の成果を地域の方々や保護者等に発表し
ます。

10月1日 高田小学校運動場 高田小学校 無料 0978-22-2071

豊後高田市 ② お話小箱 保護者、地域の方々による読み聞かせ活動です。
10月4日、18
日、11月15
日、29日

高田小学校各教室 高田小学校 無料 0978-22-2071

豊後高田市 ② 学校公開日 学校の様子を公開します。 10月16日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

豊後高田市 ③ 管楽器演奏会 管楽器を中心とした演奏会です。 10月31日 中央公民館
管楽器プレイヤーズ大
分

無料 0978-22-2075

豊後高田市 ③ 劇団「ピンポン」公演 セリフのないパフォーマンスの劇です。 10月18日 中央公民館
NPO法人劇場創造ネット
ワーク　　座・高円寺

無料 0978-22-2075
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豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ②
ユニバーサルデザイ
ン出前授業

講師を迎えてユニバーサルデザインについて学びます。 10月16日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ② 学校行事 地域なかよし会（老人会等の交流） 10月下旬 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ② 人権の花運動
花の栽培活動と風船に花の種を付けて飛ばす活動を通して
人権教育を行います。

11月下旬 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② CoREF授業研究会 協調学習を取り入れた授業研究会 10月24日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 戴星祭 地域の方々を招き、菊の鑑賞会や学習発表会などを行う。 11月3日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 学校保健会発表 学校保健教育でこの2年間取り組んだ成果を発表 11月22日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② おはなしタイム 「若葉の会」の方々による読み聞かせ活動です。
10月18日、11
月15日

草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月19日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

豊後高田市 ② 秋季大運動会
体育科学習の発表の場、自主的な活動の場、地域や保護
者との交流の場として実施

10月1日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2748

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月16日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

豊後高田市 ② 学校公開日 普段の授業の公開をします。 10月16日 田染小学校 田染小学校 無料 0978-26-2004

豊後高田市 ② 学校公開日 普段の授業の公開をします。 11月15日 田染小学校 田染小学校 無料 0978-26-2004

豊後高田市 ② APUとの交流 APUにて留学生との交流 11月 未定
立命館アジア太平洋大
学

田染小学校 無料 0978-26-2004

豊後高田市 ② 秋季大運動会 全校児童が３色に分かれ，優勝目指して全力を尽くします。 10月1日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ②
真玉八幡社奉納相撲
大会

ちびっこ力士が奉納相撲に挑戦します。 10月22日 真玉小学校 真玉八幡社 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月19日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015 開催日未確定
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豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 11月14日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015 開催日未確定

豊後高田市 ② 図書集会 どんぐり読書月間に向けて，図書委員会が説明等をします。 10月18日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 音楽集会
市内音楽会に向けて，全校児童の前で合奏・合唱を披露し
ます。

11月29日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015 開催日未確定

豊後高田市 ② 緑の集会 地域に配布するため，花苗を植えます。 10月11日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 小運動会 本番通りの練習（学校公開日） 9月25日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② ふれあい大運動会 地区と協力して開催する運動会 10月1日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 絵手紙教室 原野彰子さん指導（学校公開日） 10月3日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 薬物乱用防止教室 出前講座による薬物乱用防止の学習（学校公開日） 10月12日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 全校稲刈り活動 全校で栽培したもち米の収穫 10月17日 臼野小学校横の田 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② ふれあいフェスタ お世話になった地域の方をお招きしての収穫祭 10月29日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 登山遠足 猪群山登山 11月2日 臼野小学校から猪群山 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 市人同研発表会 全校集会を公開（学校公開日） 11月15日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 秋季大運動会
日頃の体育での学習の成果を運動会の場で地域・保護者
の皆さんに見てもらう。

10月1日 三浦小学校運動場 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月20日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② ハロウイン集会 ハロウイン集会の様子を公開 10月31日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 地域清掃活動 地域にある堅来神社の清掃活動を全校で行う 11月6日 堅来神社 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 魚料理教室 ５・６年生が魚の調理の仕方を学習。 11月中旬 香々地公民館 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 学校公開日 毎月の授業公開日。 10月13日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ②
教育課程英語教育特
例校授業公開研究発
表会

特例校３年め（通算９年間）としての研究発表会を実施。５年
の外国語活動の授業を公開。

10月16日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 人権・平和集会
１年生の発表をもとに、全校で「人権」について考える集会を
実施。

10月17日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② ハロウィン集会
１～３年生が魔女やお化けに扮して、お菓子をもらいながら
英会話を楽しみます。

10月26日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 学校公開日 毎月１５日の授業公開日。 11月15日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017
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豊後高田市 ② 市人同研公開発表会
市人権同和教育研究会の研究指定を受け、２年次の発表
会を実施。

11月29日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 英語集会
低・高学年別に、英語でコミュニケーションを深める活動を実
施。

11月30日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月16日
豊後高田市立河内中学
校

豊後高田市立河内中学
校

無料 0978ｰ22ｰ2504

豊後高田市 ② 県音楽教育研究大会 音楽の授業研究や研究演奏の発表をします。 11月10日 市中央公民館・各学校 大分県音楽教育研究会

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日
豊後高田市立河内中学
校

豊後高田市立河内中学
校

無料 0978-22-2504

豊後高田市 ② 校内文化祭 弁論や合唱、各学年の取り組みを発表します。 11月23日
豊後高田市立河内中学
校

豊後高田市立河内中学
校

無料 0978-22-2504

豊後高田市 ③ ○ 若宮八幡秋季大祭 全校生徒による西叡太鼓の演奏が奉納されます。
12月1日～3日
（未定）

若宮八幡社
豊後大たいまつ実行委
員会

https://ja-
jp.facebook.com/ootaimatsu/

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を、地域の方に公開します 10月16日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ①
コスモスとの花植え交
流

「障がい者支援施設コスモス」に入所している方々と花植え
交流をします。

11月2日 田染中学校前庭 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を、地域の方に公開します 11月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ③ 校内文化祭
音読・弁論(和弁・英弁)・合唱・分科会の取り組みを発表す
る。午後は大分市より伝統芸能に関する団体の方を招待
し、演奏をしていただきます。

11月19日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ② 校内文化祭 合唱や真玉歌舞伎などの発表 11月19日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

豊後高田市 ②
教育課程特例校公開
研究発表会

教育課程特例校としての3年間の研究の成果を発表します 10月16日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ② 10月の学校公開日 授業を保護者、地域住民に公開します。 10月16日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ② 11月の学校公開日 授業を保護者、地域住民に公開します。 11月15日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ②③ 文化祭
和弁、英語暗唱、合唱，班での取組、生徒作品等を発表しま
す。

11月19日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ②
秋季大運動会（園公
開日）

園行事「秋季大運動会」を公開します。未就園児の競技もあ
ります。

10月8日 夢いろ幼稚園 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

豊後高田市 ①
市主催「こどもフェス
タ」

市のイベント「こどもフェスタ」のオープニングに年長児が参
加します。

未定 中央公園 豊後高田市 無料 0978-22-0045

豊後高田市 ②
英会話教室（園公開
日）

外部講師の英会話教室を公開します。（年少・年中・年長、
全６クラスが実施）

11月10日 夢いろ幼稚園 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

豊後高田市 ② 大運動会 園児・地域の方・保護者が一体となった運動会です。 10月7日 真玉小学校運動場 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ① 奉納相撲大会 真玉八幡社のお祭りの際に開催します 10月22日 真玉八幡社相撲場 真玉八幡社 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ① よっちょくれまつり
真玉地区のお祭りに参加し、演技を披露したりバザーをした
りします

11月5日 真玉中学校 地域総務課 無料 0978-53-5163
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豊後高田市 ② いもほり 地域の老人クラブの方と一緒に、芋ほりをします 11月7日 真玉庁舎駐車場横 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ① 家庭教育講座 保護者向けに、家庭向け 10月11日 真玉公民館 市ＰＴＡ連合会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ① 身近な人権講座 人権８課題を中心に、市民向け講座。 10月19日 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ① 家庭の日ポスター展
市内の小学４年生から６年生が家庭の日をＰＲするポスター
展、

11月5日 真玉中学校 健全育成市民会議 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ① 身近な人権講座 人権８課題を中心に、市民向け講座。 11月16日 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ①
さわやか挨拶運動推
進大会

ポスター・標語の表彰、挨拶推進の公演会 11月18日 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ①
学びの２１世紀塾わく
わく体験講座

幼児・小学生を対象に、放課後や土曜日（第２・４）に日頃体験でき
ない活動を通して地域の人との触れ合い、安心・安全な居場所作
りを行う。

１０月・１１月
（第２・４）土曜
日他

各公民館・高田小学校 教育委員会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ③ 豊後高田観月祭 文化協会による、献茶会・芸能発表会。 10月5日 中央公民館 豊後高田文化協会 無料 0978-22-1162

豊後高田市 ③ 真玉観月祭・文化祭 文化協会による、作品発表及び芸能発表会。 10月8日 真玉公民館 真玉公民館 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ③ 宝くじ助成落語公演 市民の文化的高揚の為の講演会。 11月22日 中央公民館 教育委員会 0978-53-5112

豊後高田市 ① 楽読講座 本を楽しく早く読む手段を身に着ける 10月28日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ① 秋のお話会 本の読み聞かせやパネルシアター 11月5日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ① 手作り教室 イタリアンペーパーでバックを作ろう 11月5日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ①
調べる学習コンクール
作品展

市内一般・児童・生徒が研究調査した作品の展示
１０月２７日～
１１月９日

市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ①
読書感想画コンクー
ル作品展

市内一般・児童・生徒の感想画、作品の展示
１０月２７日～
１１月９日

市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ③
市民合唱団「そよ風」
３０周年大会

市民合唱団「そよ風」３０周年記念 11月26日 豊後高田市中央公民館 市民合唱団「そよ風」 無料 0978-22-2130

豊後高田市 ③ 豊後高田市民文化祭
文化協会を中心とする、会員が日頃の学習成果の発表の
場。

11月3日 中央公民館 豊後高田文化協会 無料 0978-22-2277

豊後高田市 ③
ジョヴィアルオーケス
トラコンサート

創立２５周年記念コンサート 11月5日 豊後高田市中央公民館
ジョヴィアルリング・ウイ
ンドオーケストラ

無料 090-6899-3576

豊後高田市 ③
ホットハートクラシック
コンサート

クラシックコンサート 11月11日 豊後高田市中央公民館
ほっとはーとふるクラ
シックコンサート実行委
員会

090-9793-6716

豊後高田市 ① 吟詠練成大会 詩吟の発表会 11月19日 豊後高田市中央公民館
淡窓伝光霊流豊後高田
詩道会

無料 0978-54-2195
豊後高田市文
化協会加入者
によるもの

豊後高田市 ① 落語講演会 宝くじ落語 11月22日 豊後高田市中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ①
方言まるだし弁論大
会

方言をつかった弁論大会 10月15日 豊後高田市中央公民館
方言まるだし弁論大会
実行委員会

無料 0978-25-6219
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豊後高田市 ① 俳句大会 高田俳句会の会員による大会 10月28日 豊後高田市中央公民館 高田俳句会 無料 0978-22-1162
豊後高田市文
化協会加入者
によるもの

豊後高田市 ② 別府大学健康講座 体操講座 10月3日 田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

豊後高田市 ② 親子文化財めぐり 田染地区文化財探索 10月22日 田染公地区 田染公民館 無料 0978-26-2912

豊後高田市 ② 田染公民館祭 ゲートボール・ウオーキング・ゲートボール。芸能発表会
１０月18日
１０月19日

田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

豊後高田市 ③
再発見、郷土の歴史
と文化財

郷土の歴史に関する、市民向け講座。
１０月１４日
１１月11日

中央公民館 教育委員会 0978-53-5112

豊後高田市 ①
豊後高田市版チャレ
ンジデー

市民の皆さんの健康づくりを目的に、１ケ月間の運動の取り
組みを行っていく。

１０月中 市内 教育委員会 0978-53-5112

豊後高田市 ①
第23回豊後高田市少年野
球
教育長杯

市内少年野球チームによる大会。新チームによる最初の大
会。

１１月２１日・２
２日

市内 教育委員会 0978-53-5112

豊後高田市 ①②
「おおいた教育の日」
推進大会

今年度の「おおいた教育の日」推進大会は、「教育のまちづくり～『学びの
21世紀塾』に学ぶ～をテーマに開かれます。たくさんの方のご参加をお待
ちしています。

11月1日
豊後高田市香々地公民
館

大分県教育の日推進会議
大分県教育委員会
豊後高田市教育委員会

無料 097-506-5528

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



おおいた教育の日普及期間の取組

市町村 類型
古典の
日
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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

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
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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

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
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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

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

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

別府市 ② 学園祭 児童生徒の展示・発表 11月11日 別府支援学校 別府支援学校 無料 別府支援学校

別府市 ② 学校公開 授業の公開と学校説明会を実施します。 11月21日 別府支援学校鶴見校 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349
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別府市 ②
地域ふれあい作品展
①

幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
10月10日～20
日（予定）

別府発達医療センター 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ②
地域ふれあい作品展
②

幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
10月23日～31
日（予定）

大分銀行鶴見支店 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ②
地域ふれあい作品展
③

幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
11月20日～12
月12日（予定）

大分みらい信用金庫扇
山出張所

別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ①③
こて絵に挑戦してみま
せんか！

こて絵は、左官が壁を塗るコテで、絵を描いたしっくい装飾
の技法です。挑戦してみませんか！

10月14日
別府溝部学園短期大学
ライフデザイン総合学科
実習棟

別府溝部学園短期大学
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ①
在宅医療とは？
※ 別府市（協働）

たとえ病気を持ったとしても、また、高齢となって寝たきりに
なろうとも安心して自宅で過ごすために在宅医療を学びま
しょう。

10月28日
別府市役所　レセプショ
ンホール

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ①
女性の就労支援のため
の登録販売者試験対策
講座　※別府市協働

厚生労働省のガイドラインに沿った教材を使ってやさしく解説しま
す。また、資格取得とは関係なく生涯学習として、薬の正しい知識
を身に付けたいと考えている方もお気軽に参加できます。

10月1日
別府市男女共同参画セ
ンターあす・べっぷ2階会
議室

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ①
女性の就労支援のため
の登録販売者試験対策
講座　※別府市協働

厚生労働省のガイドラインに沿った教材を使ってやさしく解説しま
す。また、資格取得とは関係なく生涯学習として、薬の正しい知識
を身に付けたいと考えている方もお気軽に参加できます。

11月5日
別府市男女共同参画セ
ンターあす・べっぷ2階会
議室

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ③ 別府ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。
10月23日～27
日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ③ 天空祭 ＡＰＵ学園祭（学生によるパフォーマンス、模擬店）
10月28日～29
日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ① 世界報道写真展2017
「世界報道写真コンテスト」の入賞作品約200点を展示する
写真展

10月30日～11
月12日

立命館アジア太平洋大
学

世界報道写真財団、朝
日新聞社

http://www.asahi.com/event/wpp
h/

別府市 ③ コリアン・ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。
10月30日～11
月3日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ③ 京都ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。
11月6日～11
月10日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ④
第15回　アジア太平洋
カンファレンス

学会「変わりゆくローカルな地平をのぞむグローバルな眺
望」

11月11日～12
日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
http://www.apu.ac.jp/rcaps/page
/content0113.html/

別府市 ③ ファッション・ウィーク
学生によるバラエティ豊かなファッションに焦点を当てたイベ
ントを多数開催します。

11月29日～12
月1日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日～2日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 人権講演会 人権講演会の様子を公開します。 10月3日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 地域清掃活動 地域清掃活動の様子を公開します。
11月7日・11月
14日

別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 読書会 HRAの読書会を公開します。 11月28日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 本校の教育活動と入学試験の実施について説明します。 10月28日 明豊中学・高等学校 明豊中学・高等学校 無料
入試広報
0977-27-3311

別府市 ② オープンスクール 中学生・保護者を対象とした学校説明会です 10月7日
別府鶴見丘高等学校校
舎

別府鶴見丘高等学校 無料 0977-21-0118

別府市 ② 乳幼児ふれあい学習 地域の乳幼児と本校生徒のふれあい学習です
10月31日，11月
1・2日，6日～10
日

別府鶴見丘高等学校家
庭科教室

別府鶴見丘高等学校 無料 0977-21-0118

別府市 ②
別府市教育祭「展覧
会」

別府市内の幼・小・中の園児・児童・生徒の作品を展示しま
す。

10月27日～
10月30日

別府トキハ 別府市教育委員会 無料
別府市教育委員会
学校教育課



おおいた教育の日普及期間の取組

市町村 類型
古典の
日
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別府市 ②
別府市教育祭「音楽
会」

別府市内の幼・小・中の園児・児童・生徒による音楽会で
す。

10月31日
ビーコンプラザ
フィルハーモニーホール

別府市教育委員会 無料
別府市教育委員会
学校教育課

別府市 ① 水産振興祭
消費者と生産者のふれあいを通じて水産物の良さや県内の
漁村の魅力を広くＰＲします。

10月7日～
10月8日

亀川漁港 地域農業振興課 無料 097-506-3582

別府市 ① 農業祭
消費者と生産者のふれあいを通じて農産物の良さや県内の
農山村の魅力を広くＰＲします。

10月14日～
10月15日

別府公園 地域農業振興課 無料 097-506-3582

別府市 ② 第10回　文化祭
２日間にわたり、クラス展示、模擬店、ステージ発表を実施し
ます。

10月28日
～29日

別府溝部学園高等学校 別府溝部学園高等学校 無料 0977－67－6908
一般公開は、3
日のみ

別府市 ② 第2回　体験入学
中学生に本校の普通科、食物科、看護科の体験と部活動紹
介を実施

１1月2日～３
日

別府溝部学園高等学校 別府溝部学園高等学校 無料 0977－67－6908
対象中学２、３
年生とその保護
者

別府市 ② わくわく運動会 園児、保護者、地域の方、と園での運動会
10月19日･11
月10日

南立石幼稚園 別府市立南立石幼稚園 無料 0977-22-6728

別府市 ② 亀川幼小文化祭 幼稚園・小学校の合同文化祭です 11月11日 亀川小学校体育館 亀川幼稚園・小学校 無料 0977-66-1686

別府市 ② いしがきっこ運動会 園児、保護者、地域の方、と園での運動会 10月26日 石垣幼稚園 別府市立石垣幼稚園 無料 0977-23-6616

別府市 ② なかよし運動会 地域や小学校（１・５年生）、保育園との運動会 10月25日 上人幼稚園 別府市立上人幼稚園 無料 0977-66-5664

別府市 ② 文化祭 園児、小学生による歌や合奏等の公開 11月18日 上人小学校 別府市立上人幼稚園 無料 0977-66-5664

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開
10月26日～27
日

境川小学校 境川小学校 無料 0977-21-0074

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月9日 南立石小学校 南立石小学校 無料 0977-21-1481

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月10日 南立石幼・小学校 南立石幼・小学校 無料 0977-21-1481

別府市 ② 学校公開 日常の授業の様子の公開 10月27日 亀小教室 亀川小学校 無料 0977-67-1064

別府市 ② 土曜授業 学校公開・授業参観 10月21日 朝日小学校 朝日小学校 無料 0977-67-1353

別府市 ② 朝日っ子文化祭 学習発表・親子ふれあい講座・バザー 11月11日 朝日小学校
朝日小学校・朝日小学
校PTA

無料 0977-67-1353

別府市 ②
学校（幼稚園）公開週
間

日頃の学校（幼稚園）の様子を公開
10月16日～20
日

東山幼稚園、小中学校 東山幼稚園、小・中学校 無料 0977-27-5013

別府市 ②③ 文化祭 日頃の学習の成果を展示やステージで発表 11月23日 東山小・中学校 東山小・中学校 無料 0977-27-5010

別府市 ② 学校公開日 文化祭リハーサル・日頃の授業公開 11月17日 上人小学校 上人小学校 無料 0977-67-2278

別府市 ② 文化祭 学年毎の群読・合奏等の公開 11月18日 上人小学校 上人小学校 無料 0977-67-2278

別府市 ② 学校公開日 日常の授業・JAZZコンサート・児童引き渡し訓練 10月28日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

別府市 ② 学校公開日 親子ふれあい参観日 11月11日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594
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別府市 ② 学校公開日 キッズフェスティバル 11月24日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月21日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 0977-25-6380

別府市 ② 学校公開日 特別活動（スマイルグリーン集会）を公開 11月1日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 0977-25-6380

別府市 ② きらめきコンサート 園児児童による音楽発表会 11月11日 南小学校 南小学校・南幼稚園 無料 0977-21-0554

別府市 ② 学校公開日 授業公開・音楽集会 10月25日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

別府市 ② 学校公開日 特別活動「どんチャレ集会」 11月8日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

別府市 ② 学校公開日 平素の授業の様子の公開
11月10日～11
日

山の手小学校 山の手小学校 無料 0977-21-0631

別府市 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
10月23日～27
日

青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

別府市 ② 文化祭 本校の文化祭 10月26日 青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開
10月16日～10
月20日

北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195

別府市 ② 文化祭 合唱コンクールや弁論、学年発表など行います。 10月28日 北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

別府市 ② 文化祭 日頃の学習活動の発表の場 10月26日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

別府市 ② 文化祭 日頃の学習の成果を展示やステージで発表 10月25日 鶴見台中学校 鶴見台中学校 無料 0977-23-7441

別府市 ②
平成２９年度別府市公
立幼稚園、小・中学校
「統一公開月間」

保護者・地域住民への学校公開による授業参観
10月16日
～11月11日

各幼稚園
各小中学校

別府市教育庁学校教育
課

無料
別府市教育庁学校教育課
0977-21-1574

別府市
③
④

第６５回別府市教育祭
「展覧会」

別府市立幼稚園、小中学校、別府市内特別支援学校の園
児・児童・生徒・教職員の絵画・書写・科学作品等の展覧会

10月27日～30
日

トキハ別府店４階
別府市教育庁学校教育
課

無料
別府市教育庁学校教育課
0977-21-1574

別府市 ③
第６５回別府市教育祭
「音楽会」

別府市立幼稚園、小中学校、高等学校、別府市内特別支援
学校の園児・児童・生徒による合唱・合奏の音楽会

10月31日
ビーコンプラザ
フィルハーモニアホール

別府市教育庁学校教育
課

無料
別府市教育庁学校教育課
0977-21-1574

別府市 ②

平成２９年度　おおいた教
育の日
別府市の教育を語る懇談
会

学校・家庭・地域・教育行政、それぞれが果たすべき役割を
考える懇談会

10月23日
別府市役所１Ｆ
レセプションホール

別府市教育懇話会
別府市総合教育センター
0977-26-0803

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします 10月14日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
おはなしの会（ベ
ビー）

乳幼児を対象に読み聞かせをします 10月26日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① オダサク文学講座 オダサク流川物語の原点『夫婦善哉』について 10月28日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453
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別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします 11月11日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
図書館だよりを読んで
クイズに答えよう！

図書館だよりや図書館にまつわるクイズに挑戦！
11月1日～30
日

別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
おはなしの会（ベ
ビー）

乳幼児を対象に読み聞かせをします 11月16日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
別府の伝統工芸に挑戦！
～竹ひごで花かごを作ろう
～

竹ひごを使って花かごづくり 11月18日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ② 文化発表会 合唱コンクールや劇・展示発表などを行います。 10月27日 山の手中学校 山の手中学校 無料 0977-22-5345

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子及びものづくり講座 10月19日 浜脇中学校 浜脇中学校 無料 0977-22-4285

別府市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月10日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

別府市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月10日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

別府市 ②
学習発表会・ふれあ
いバザー

学習発表・PTA主催によるふれあいバザー 11月11日 大平山小学校
大平山小学校・大平山
小学校PTA

無料 0977-25-3766

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

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/）

杵築市 ② 授業公開週間 日常の授業の様子を公開します。
10月23日(月)
    ～
10月27日(金)

杵築高等学校 杵築高等学校 無料 0978-62-2037

杵築市 ② 文化祭 本校の文化祭 10月6日 宗近中学校 宗近中学校 無料
宗近中学校
0978-62-2647

杵築市 ②
オープンスクールウ
イーク

期間中授業を公開
11月14日～20

日
宗近中学校 宗近中学校 無料

宗近中学校
0978-62-2647

杵築市 ① 防災フェスタ2017 杵築中、地域、関係機関合同避難訓練と防災展示 10月24日
杵築小学校運動場・体育
館

杵築地区住民自治協議
会

無料
杵築小学校
0978-62-2059

杵築市 ② 杵築小文化祭 音楽鑑賞会 11月15日 杵築小学校体育館 杵築小学校 無料
杵築小学校
0978-62-2059

杵築市 ①③ ○ 大内地区文化祭
文化祭の中で、子どもたちが創った俳句の紹介や全校合唱
があります。

10月29日 大内小学校
大内地区住民自治協議
会

無料
大内地区公民館
0978-63-2119

杵築市 ② 学校公開日 日常の授業の様子を地域、保護者の方に公開します。 11月9日 大内小学校 大内小学校 無料
大内小学校
0978-62-2218

杵築市 ② 学習発表会
子どもたちが学習した成果を地域、保護者の方に発表しま
す。

11月30日 大内小学校 大内小学校 無料
大内小学校
0978-62-2218

杵築市 ① 秋季大運動会 子ども、保護者、地域とともに汗を流すスポーツの祭典。 9月30日 東小学校運動場 東小学校 無料
東小学校
0978-62-2237

杵築市 ① 学校公開日 日頃の子どもたちの学習の様子を保護者・地域に公開。 11月10日 東小学校各教室 東小学校 無料
東小学校
0978-62-2237



おおいた教育の日普及期間の取組

市町村 類型
古典の
日
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杵築市 ① 第9回親子野球大会 運動場にて親子野球大会 10月9日 北杵築小学校グランド 子育て支援課
子育て支援課
0977-75-2408

杵築市 ②
巡回公演ワークショッ
プ

巡回公演児童参加部分のプレ練習 10月17日 北杵築小学校体育館 北杵築小学校 無料
北杵築小学校
0978-62-2552

14:00～15:00体
育館

杵築市 ②③
学校公開日・自由参
観日

巡回公演（アートインAsibinaによる演劇)で地域住民他参観
可

11月8日 北杵築小学校体育館 北杵築小学校 無料
北杵築小学校
0978-62-2552

13:30～15:30

杵築市 ② 学校公開 日常の授業の様子を公開する 10月13日 豊洋小学校 豊洋小学校 無料
豊洋小学校
0978-63-9557

杵築市 ② 夏休み作品展 児童の夏休みの作品を公開します。 9月4日～6日 立石小学校　理科室 立石小学校 無料
立石小学校
0977-76-2309

杵築市 ② 学校公開日 日頃の子どもたちの学習の様子を保護者・地域に公開。 11月16日 立石小学校　各教室 立石小学校 無料
立石小学校
0977-76-2309

杵築市 ②
「情報活用実践向上
研究」公開研究会

ＩＣＴを活用した授業を公開する研究会です。 11月2日 大田小学校 大田小学校 無料
大田小学校
0978-52-2009

杵築市 ② 幼稚園フェスティバル
市内５歳児による歌声や全園児の手作り灯籠展示、幼稚園
の取組についてのパネル掲示をします。  (掲示のみ11/1～
14まで)

10月7日～8日
杵築市役所、杵築幼稚
園園庭及び石段

杵築市立幼稚園 無料
北杵築幼稚園
0978-62-2559

杵築市 ①
平成29年度「第6回杵築
市社会教育振興大会」

社会教育功労者表彰、講演会、実践発表等 11月25日 山香中学校体育館 杵築市教育委員会 無料
社会教育課
0977-75-2413

杵築市 ② 自由参観日 授業・ロング集会の参観 11月8日 山香小学校 山香小学校 無料
山香小学校
0977-75-0012

杵築市 ② 英語教育強化事業
外国語によるコミュニケーション能力育成のための小中高合
同研修

11月30日 山香小学校 大分県教育委員会 無料
山香小学校
0977-75-0012

杵築市 ② 文化祭 生徒の文化活動の発表 11月18日 山香中学校体育館 山香中学校 無料
山香中学校
0977-75-0041

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



おおいた教育の日普及期間の取組
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古典の
日
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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

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
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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）

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
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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。

姫島村 ② キッズサッカー教室 ボールを使った簡単な運動遊びをします。 10月31日 多目的グランド 姫島幼稚園 無料
大分県サッカー協会　　　　　　０９
７－５７３－２２８８
ofa.kids2011@gma

姫島村 ①③
芸術鑑賞文化キャラバン
【グループUNOによるふれ
あいコンサート】

たくさんの楽器や歌に触れ、音楽の楽しさを学びます。 10月28日 姫島小学校体育館 姫島村教育委員会 無料 0978-87-2001
講演団体「グ
ループUNO」

姫島村 ②③ 文化祭 姫島中学校文化祭 11月18日 姫島中学校 姫島中学校 無料 0978-87-3334

日出町 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日～31日
9:00～12:25 大分県立日出支援学校 大分県立日出支援学校 無料

大分県立日出支援学校
0977-72-2305

日出町 ② 暘谷祭（文化祭） 体育館でのステージ発表や生徒作品展示など。 11月3日
大分県立日出総合高等
学校

大分県立日出総合高等
学校

無料 0977－72－2855

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月27日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333 ２・５校時

日出町 ③ 文化キャラバン 音楽コンサート 10月27日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333 ３・４校時

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月26日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011
9:00～12:00公
開

日出町 ③ 第2回学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月31日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830

日出町 ③ 研修部講演会 講師：室チエミさんによる「生命の教育」 10月31日 藤原小学校 藤原小学校PTA研修部 無料 0977-72-2830

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 川崎小学校 日出町立川崎小学校 無料 ０９７７－７２ー２４２８

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します 11月22日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

日出町 ② バザー ＰＴＡ主催のバザーを実施します 11月22日 大神小学校 大神小学校 0977-72-2812

日出町 ② 第６回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月16日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－722107

日出町 ② 文化祭 本校の文化祭 11月1日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－722107

日出町 ② 第７回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－722107

日出町 ②
日出支援学校との交
流

校区の支援学校との交流(支援学校生徒が来校) 10月11日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308
年2回実施
交互に訪問交
流

日出町 ② 文化祭 文化祭の様子を公開します。 11月4日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

日出町 ② 園内運動会
園内運動会を通して、保護者や祖父母、未就園児とふれあ
い、交流を図ります。

10月20日 豊岡小学校体育館 豊岡幼稚園 無料
豊岡幼稚園　　　　　0977-72-
4121
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日出町 ② 園公開 体験入園も兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 10月27日 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料
豊岡幼稚園　　　　　0977-72-
4121

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者や祖父母、体験入園児参加の運動会です。 10月20日 日出小学校体育館 日出幼稚園 無料 0977－72－4116

日出町 ② 園公開日 日頃の保育の様子を保護者、地域の方等に公開します。 10月26日 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977－72－4116

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者・５年生・体験入園児参加の運動会です。 10月24日 藤原小学校体育館 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園公開日 体験入園を兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 10月31日 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

体験入園を兼ねて、保護者や祖父母、未就園児等と交流を
図ります。

10月12日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ②
親子ふれあい活動
（親子遠足）

親子で遠足をしたり、ゲームをしたりして、親子のコミュニ
ケーションを図ります。

11月9日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ② 園公開日 日頃の保育の様子を保護者、地域の方等に公開します。 11月15日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者や祖父母、未就園児と交流します。 10月17日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 秋祭りごっこ 地域の老人クラブや祖父母と交流します。 11月17日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 園公開日 体験入園も兼ねて日頃の保育を公開します。 11月22日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ① キッズタウン２０１５
各職業ブースで簡単な職業体験をして得た金権で、お菓子
に交換したり、ゲームに参加したりできます。

10月21日 日出町保健福祉センター 児童館 無料
0977-73-1337
（日出町福祉センター）

日出町 ①
ひじまちじどうかんま
つり

町内小学生を対象に、職業体験を行う。 10月21日 日出町保健福祉センター 日出町児童館 無料 0977-73-1337

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
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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）。

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



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 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

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
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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

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
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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/）

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

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
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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

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
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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

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。
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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

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

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
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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

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

臼杵市
津久見市

① 地域ふれあい事業
本校児童生徒の学習活動の様子の紹介・写真パネル展示
及び絵画、書道、手芸、園芸などの作品展示をします。

11月2日～
11月28日

大分銀行臼杵支店
大分銀行津久見支店

臼杵支援学校 無料 0972－62－3930

臼杵市 ②
イムラ・スマイル・フェ
ステイバル

本校の学習発表会です。（ステージ発表及び作業学習製品
販売）

10月28日 臼杵支援学校 臼杵支援学校 無料 0972－62－3930

臼杵市 ② 授業公開 臼杵高校の日頃の授業の様子を公開します。
10月30日～
11月6日

臼杵高校各教室 大分県立臼杵高等学校 無料 0972-62-5145

臼杵市 ②③ 海高祭
文化祭。ステージ発表、実習製品販売、模擬店、体験活動
等を予定しています。

11月23日
大分県立海洋科学高等
学校

大分県立海洋科学高等
学校

無料 0972-63-3678
http://kou.oita-ed.jp/kaiyoukagaku/index.html

入場は無料です
が、販売品は有料と
なります。
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臼杵市 ② 土曜ふれあい学校 グランドゴルフ大会 11月11日 佐志生小学校 佐志生小学校 無料 0972-68-3920

臼杵市 ②
土曜ふれあい学校
キッズフェスティバル

縦割り班の考えた各ゲームコーナーを回ります。 11月11日 海辺小学校 海辺小学校 無料 0972-62-3604

臼杵市 ① 秋季大運動会 子どもたちの日頃の体育活動を公開します。 9月30日 下北小学校運動場 下北小学校 無料 0972-62-3509

臼杵市 ①
下北っ子ふれあい行
事

地域・保護者と連携して地区の清掃活動に取り組みます。 11月11日 下北小学校校区 下北小学校ＰＴＡ 無料 0972-62-3509

臼杵市 ① 土曜ふれあい学校 人権講演会を開催します。 11月11日 下北小学校 下北小学校 無料 0972-62-3509

臼杵市 ②
三世代交流ふれあい
祭り

餅つき大会　感謝の会（プレゼント渡し、学習発表） 11月12日
加美北小学校校庭・体育
館

臼杵市立上北小学校 無料 0972-62-2413

臼杵市 ②
学校公開（家族参観
日）

講師･ゲストティーチャーを迎えての体験学習等 10月29日 臼杵市立市浜小学校 臼杵市立市浜小学校 無料 0972-62-2369

臼杵市 ② 竹宵ふれあい参観日 親子で竹宵のオブジェを作り、会場に展示します。 11月4日 福良ケ丘小学校 福良ケ丘小学校 無料 0972-62-2320

臼杵市 ② 運動会 地域の方々も協議に参加していただく、運動会です。 9月23日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

臼杵市 ① 人権地域交流講演会
臼杵南小学校・保護者を対象にした人権講演会（ワーク
ショップ形式）

10月6日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030
KDDIスマホ・ケー
タイ安全教室

臼杵市 ① 土曜ふれあい学校 学校公開日と親子ネットモラル講座 10月14日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030
ABC野外教育セン
ター
藤谷　将誉

臼杵市 ② ふれあい南っ子まつり 地域の方々を招いての学習発表会・感謝祭 11月19日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

臼杵市 ②
親子ふれあい
川登和紙漉き体験教
室

川登地区に古くから伝わる和紙漉きにチャレンジ。事前に切り出し皮を剥
ぎ煮出した原料（楮）を使います。地域保存会から講師を招き指導を受け
ながら本格的な和紙漉き体験ができます。

11月25日 臼杵市立川登小学校 臼杵市立川登小学校 無料
0974(32)3186
※学校直通

臼杵市 ① 寺子屋まつり
・学習発表　・作品や神楽等の鑑賞
・バザー

10月22日 南野津公民館
南野津振興協議会
臼杵市立南野津小学校

無料

臼杵市野津町大字吉田161　0974-32-
3333
臼杵市野津町大字西畑600　0974-32-
2151

臼杵市 ②
南野津ふれあい囲碁
ボール大会

・囲碁ボール大会（児童と地域の方でチーム
　を編成）

11月4日 南野津小学校体育館
臼杵市立南野津小学校
南野津校区健全育成会

無料
臼杵市野津町大字西畑600番地
0974-32-2151

臼杵市 ② 文化祭
終日,本校の文化祭
（ステージ発表・作品展示・合唱コンクールなど）

11月18日 臼杵市立北中学校 臼杵市立北中学校 無料 0972-62-3607

臼杵市 ② 文化祭 本校の文化祭 11月18日 臼杵市立南中学校 臼杵市立南中学校 無料 0972-65-3223

臼杵市 ② オープンスクール
ＰＴＡ・区長会・民生委員・学校評議員と連携し、学校公開を行い、
授業参観に積極的に参加していただき、生徒を見守っていただく
取組です。

10月16日～20
日

西中学校 西中学校 無料 0972-62-3547

臼杵市 ②③ 文化祭
生徒が制作した作品展示・劇・合唱を保護者を中心に地域
の方にも参観していただく取組です。

11月18日 西中学校 西中学校 無料 0972-62-3547

臼杵市 ② 学校公開日 授業公開（保護者・地域） 10月10～16日 野津中学校 野津中学校 無料 0974-32-2039

臼杵市 ② 文化祭（公開） 学級展示　合唱 11月19日 野津中学校 野津中学校 無料 0974-32-2039

臼杵市 ① 森の先生と遊ぼう！ 森の先生と一緒に森林や自然のすばらしさを体験します。 10月中旬 リーフデ・ワンパーク
臼杵市子育て支援拠点
ウスキッズ

無料 0972-62-3464

日にちは未定です。
未就学児とその保護
者の方が参加可能で
す。
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臼杵市 ① 落ち葉遊び 色々な色や形の落ち葉を見たり触ったりして遊びます。 11月下旬 臼杵公園
臼杵市子育て支援拠点
ウスキッズ

無料 0972-62-3464

日にちは未定です。
未就学児とその保護
者の方が参加可能で
す。

津久見市 ②
津久見高校第２回授
業研究会

研究授業公開（６教科） 11月9日 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

津久見市 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
11月6日～
11月10日

津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

津久見市 ① １０月学習会 学習会（人権） 10月10日 津久見市公民館 高齢者学級「津愛大学」 無料 0972-82-2469

津久見市 ① 日帰りバス研修旅行 高千穂神楽鑑賞･天の岩戸神社 11月13日 宮崎県高千穂町 高齢者学級「津愛大学」 無料 0972-82-2469

津久見市 ③ 巡回公演事業 演劇 11月9日 堅徳小学校
特定非営利活動法人
アートインＡsibina

無料 0972-829527
文化庁芸術文
化課

津久見市 ③ 県美展津久見巡回展 絵画展示
10月23日～28
日

津久見市民会館 津久見市教育委員会 無料 0972-82-9528

津久見市 ③
国民文化祭プレイベン
ト

合唱・フレスコ画等の展示 10月22日 津久見市民会館 津久見市教育委員会 無料 0972-85-0080

津久見市 ④ 文化芸術巡回講演 児童劇「ねこはしる」の上演・ワークショップ 11月9日 堅徳小学校体育館 大分県教育庁文化課 無料 0972-82-2609

津久見市 ② 学校公開日 日常の授業の様子を一般公開します。 11月14日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

津久見市 ① ものづくり体験活動
技能士会の指導による「本立て」「ミニ造形」「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ」
「銅板工芸」の制作活動

11月21日 堅徳小学校 大分県技能士会連合会 無料 0972-82-2609

津久見市 ① おとぎの部屋 ボランティアによる読み聞かせ活動 11月22日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

津久見市 ② 青江小祭り
授業参観の後、保護者が出店して児童・保護者・地域が交
流をします。

11月11日 青江小学校 青江小学校・ＰＴＡ 0972-82-2054

津久見市 ② つくつく交流会
（オープンスクール）

生活・総合的な学習の時間等で学んだことをまとめて発表し
ます。

11月11日 津久見小学校 津久見小学校 無料 0972-82-5201

津久見市 ② 給食試食会 給食試食及び給食見学
10月16日
12:15-13:00

千怒小学校 千怒小学校 0972-82-2057

津久見市 ② 学校公開 日頃の授業を見学
11月11日
8:45-11:30

千怒小学校 千怒小学校 無料 0972-82-2057

津久見市 ②③ 保戸島文化祭 学校・地域・保護者が出し物を披露します。 11月3日 保戸島中学校体育館 保戸島地区育友会 無料 0972-87-2046

津久見市 ② 文化祭 作品展示や演劇、合唱、弁論等を発表する文化祭 10月29日 第一中学校体育館 第一中学校 無料 0972-82-5161

津久見市 ① 海事産業施設見学会
基幹産業を見学し、話を聞くことで海運業の魅力を感じ、歴
史と人々の暮らしを認識させます。

10月31日
社会福祉協議会
鉱山、セメント工場他

津久見市教育委員会 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 授業公開ウィーク 日頃の授業の様子を公開します。
10月2日～6日
(予定)

第一中学校 第一中学校 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 市内音楽会 津久見市内の中学生による演奏会・合唱 11月8日 市民会館大ホール 市教研音楽部会 無料 0972-82-2609

津久見市 ②
日本芸術院会員
佐藤哲先生招待授業

佐藤哲先生による、油彩画ワークショップ 11月14日 第一中学校体育館 第一中学校 無料 0972-82-5161
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津久見市 ② 移動美術館
「アートと言葉」をテーマにした、美術・国語・総合的な学習の
時間の教科横断型授業です。

11月24日 第一中学校体育館
第一中学校
大分県芸術文化スポーツ
財団・博報堂

無料 0972-82-5161

津久見市 ② バザー バザーを開催。地域の方や保護者参加。 9月23日 第二中学校 体育館 第二中学校 無料 0972-82-2260

津久見市 ② 文化祭 文化祭。合唱や劇等を参観。 10月29日 第二中学校 体育館 第二中学校 無料 0972-82-2260

津久見市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に学校を公開します。
11月6日～
11月17日

第二中学校 第二中学校 無料 0972-82-2260

津久見市 ② 給食試食会 保護者や地域の方へ給食を試食していただきます。 11月21日 第二中学校 第二中学校 無料 0972-82-2260

由布市 ②③
大龍祭文化の部第１
日
大龍祭体育の部

本校教育活動の保護者・地域へのアピール
学年，ホームルーム，部，委員会の企画・発表など

10月1日,3日 由布高校 由布高校 無料
由布高校
097-582-0244

由布市 ② 長宝祭２０１７ 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月11日 大分県立由布支援学校 大分県立由布支援学校 無料 097-582-0326

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 10月30日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 児童・保護者・地域の方との交流 11月5日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② ふれあいＰＴＡ
県P連指定研発表会において地域保護者による授業公開を
行います。

11月25日 由布川小学校 由布川小学校ＰＴＡ 無料 097-583-0751

由布市 ② 学校公開 保護者・地域の方に学校を公開します。 11月10日 挾間小学校 挾間小学校 無料 097-583-0029

由布市 ② 観劇 保護者・地域の方に児童と観劇してもらいます。 11月28日 挾間小学校 挾間小学校 無料 097-583-0029

由布市 ② ふれあいＰＴＡ
授業公開と体験活動（幼稚園をふくむ全校児童と保護者・教
職員）

11月4日 谷小学校・幼稚園 谷小学校・幼稚園 無料 097-583-0079

由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月下旬 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ② ふれあい集会 昔の遊びを通して地域の高齢者との交流 11月1日 東庄内小学校 東庄内小学校 無料 097-582-0241

由布市 ① 秋のお話会 読み聞かせサークル秋桜の会の読み聞かせ 10月27日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

由布市 ② ふるさと祭り 収穫したもち米を使ってのもちつき大会や学習発会等 11月19日 阿蘇野小学校 阿蘇野小学校 無料 097-585-1421

由布市 ①② ゆふっこ祭り
地域の方に講師を依頼し児童・保護者・地域の方との交流
を深め知恵や文化を学びます。

11月14日
由布院小学校・湯布院公
民館・コミセン

由布院小学校 無料 0977-84-2031 1限は自由参観

由布市 ① かわにし文化収穫祭 育てた菊を飾り、出し物披露。６年生が、出店をだします。 11月5日 川西公民館 川西公民館 無料 0977-84-5022
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由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月9日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329

由布市 ② ふれあいみなこい祭り 地区と小学校共催の交流活動 10月29日 塚原小学校体育館 塚原小学校 無料 0977-85-4141

由布市 ③ 文化芸術教室 由布市出身の若手イラスト作家による体験教室 11月10日 塚原小学校 塚原小学校 無料 0977-85-4141

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月2日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

由布市 ② 文化祭 学校生活における様々な文化的活動の発表会 11月18日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 庄内中学校 庄内中学校 無料 097-582-0014

由布市 ② 文化発表会
文化発表会での取り組み(弁論・合唱・展示）を参観してもら
います。

11月5日 庄内中学校体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014

由布市 ② 文化祭
全校生徒による合唱や日頃の学習成果の発表の場を保護
者･地域の方に公開します。

11月4日 湯布院中学校体育館 湯布院中学校 無料 0977-84-2026

由布市 ② 小運動会 大運動会に向けてのリハーサル 9月12日 石城幼・小グランド 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 秋季大運動会 秋季大運動会 9月17日 石城幼・小グランド 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 園公開日 日頃の保育の様子を公開します。 10月30日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 園公開日 日頃の保育の様子を公開します。 11月1日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 親子ふれあいＰＴＡの様子を自由に参観 11月5日 石城幼・小グランド 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 幼稚園公開日 由布川小学校と合同で幼稚園・小学校を公開します。 10月31日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② 芋ほり会 芋の収穫祭 11月9日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② 祖父母参観 交流会 11月8日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② なかよし運動会 家族で運動会 10月15日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② サッカ-を楽しもう 指導者が来園し、サッカ-の楽しさを学びます。 10月5日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 園公開日 体験入園を兼ねて日頃の園の様子を公開します。 10月18日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 挾間町音楽会 挾間町内の幼・小・中学校が歌を披露します。 11月22日 挾間未来館 由布市教振 無料 097-583-2850

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 保育参観とふれあい体験活動 11月4日 谷小学校・幼稚園 谷小学校・幼稚園 無料 097-583-3966
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由布市 ② 園公開日 日頃の園様子を公開します。 11月1日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1157

由布市 ② 食育活動 お魚教室 11月8日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1157

由布市 ② 持久走記録会 小学校と合同持久走大会の様子を公開します。 11月21日 阿南小学校・幼稚園 阿南小学校・幼稚園 無料 097-582-1157

由布市 ② 祖父母参観 祖父母の皆さんとのふれあい活動 10月下旬 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

由布市 ② 公開保育 未就園児を招待します。 11月1日 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

由布市 ② 新入園児体験保育 来年度入園予定児を招いて運動会ごっこをします。 10月20日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

由布市 ② 幼稚園公開日 日頃の保育の様子を公開します。 10月27日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

由布市 ②
祖父母参観餅つき大
会

祖父母と一緒に餅つきをします。 11月10日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

由布市 ②
大分県ＰＴＡ連合会指定
由布市立由布川小学校
ＰＴＡ研究発表会

日頃のＰＴＡ活動、授業の様子を公開 11月25日 由布市立由布川小学校 大分県ＰＴＡ連合会 097-583-0751

由布市 ②③
大分大学医学部第15
回医学部祭

大分大学医学部生が日頃の学び等を発表します。 10月7，8日 大分大学挾間キャンパス 医学部祭実行委員会 無料
学務課総務・入試グループ（097-
586-5510）

佐伯市 ② 文化祭 本校文化祭 10月20日
日本文理大学附属高等
学校

日本文理大学附属高等
学校

無料 0972-22-3501 要連絡

佐伯市 ② 紫豊祭 本校文化祭（２日間） 10月11、12日 佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

佐伯市 ② 豊南アカデミー 本校出前授業 随時 小中学校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

佐伯市 ② 学校公開 本校の教育活動の公開します。
11月6日～17
日

佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

佐伯市 ②
中国高校生短期招聘
事業

中国高校生30名を受け入れ、本校生徒との交流を行いま
す。

11月10日 佐伯豊南高校
公益財団法人日中友好
会館

無料 0972-22-2361

佐伯市 ②
佐伯支援学校
ふれあい展示会

本校の紹介パネル(授業･行事)と児童生徒の作品展示
10月31日～
11月6日

トキハインダストリー佐伯
店　１階フード広場

大分県立佐伯支援学校 無料 0972-28-3144

佐伯市 ② 鶴城オープンＨＳ 日頃の授業の様子を公開します。
10月18日～20
日

佐伯鶴城高校 佐伯鶴城高校 無料 0972-22-3101

佐伯市 ②
学習発表会・佐小っ子
まつり

保護者や地域の方を招いて、午前中は「学習発表会」午後
は「子どもまつり」を行います。

11月4日(土)
9:00～12:00学習発
表会
13:30～15:30佐小っ
子まつり

佐伯小学校
学習発表会～体育館
佐小っ子まつり～学校全
体

佐伯市立佐伯小学校 無料 電話(0972)23-0253

佐伯市 ② 東っ子まつり 授業公開と保護者・地域の方々とのふれあい活動
１１月１８日
（土）

佐伯東小学校 佐伯東小学校 無料 （０９７２）２３－０４８１

佐伯市 ② 学校公開日 授業公開・児童会行事(ギネス大会) 11月4日 渡町台小学校 渡町台小学校 無料 0972-23-6318

佐伯市 ② 鶴小まつり 児童がお店を開き、地域の方々と交流する 11月11日 鶴岡小学校 鶴岡小学校 無料 0972-23-0267
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佐伯市 ② 上小祭り 児童の学習成果の発表 10月28日 上堅田小学校 上堅田小学校 無料 0972-23-4376

佐伯市 ② 島っ子祭り 学習発表、ふれあいゲーム 11月5日 大入島小学校 大入島小学校 無料 0972-23-1598

佐伯市 ② 八幡小祭り
学習発表会、児童やボランテイア団体によるゲームや工作、
読み聞かせなどのコーナー

11月18日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0972ー27ー8004

佐伯市 ②
学校公開日（下小教
育の日）

学習発表 10月28日（土） 下堅田小学校 下堅田小学校 無料 0972－23－1535

佐伯市 ①② ふれあい集会 地域の高齢者の方と一緒に遊び、交流を深めます。 11月16日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032

佐伯市 ② 明治小まつり 学習発表会(夢わく祭） 12月2日 明治小学校 明治小学校 無料 0972－46－0010

佐伯市 ② 学校公開日
学習発表会・上野小祭り（学年が縦割り班ごとにお店を出
し、地域の方々と交流する。)

10月29日 上野小学校 上野小学校 無料 0972-46-0078

佐伯市 ② こども祭り 学習発表会、昔遊び体験、講演会 11月11日 切畑小学校 切畑小学校 無料 0972－46－0032

佐伯市 ② 本匠小まつり 児童の学習の成果を発表します。 10月29日 本匠小ホール 本匠小学校 無料 0972－56-5009

佐伯市 ② 宇目緑豊小学校
縦割班で集会活動・もちつきを行い異学年交流や保護者・
地域とのふれあいを深める。

11月12日 宇目緑豊小学校 宇目緑豊小学校 無料 ０９７２－５２－５１５１

佐伯市 ③ 子ども祭り 手作りの出店 11月10日 直川小学校 直川小学校 無料 0972－58－2001

佐伯市 ② もちつき交流会
・地域の方と学校で収穫した米を使って、餅つきや料理作り
体験
・会食会の中で、児童の学習発表

１１月１８日
（土）

青山小体育館ほか 青山小学校 無料 ０９７２－２６－１０１３
数の把握が必要の
ため、基本招待者
のみ参加

佐伯市 ①② 学校公開 授業公開、子ども祭り 11月11日 米水津小学校 米水津小学校 無料 0972-36-3880

佐伯市 ② 性教育講演会 思春期の「性」について保護者と共に学ぶ機会とする。 10月12日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ② 食育講演会 食と命・健康について保護者と共に学ぶ機会とする。 10月17日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ②③
鶴谷中学校　文化祭
開幕式

文化祭の開幕に関わり、壁画等の公開。 10月30日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ②③
鶴谷中学校　文化祭
展示公開

文化祭に関わり、作品の展示公開。
10月30日～11
月5日

鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ②③ 鶴谷中学校　文化祭 合唱発表、ステージ発表等。 11月5日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ② 学びの講演会
講師を招いて、３学年生徒・保護者を対象に受験期の学習
の仕方について学ぶ。

11月10日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ②
鶴谷中学校「ふるさと
創生」公開授業

総合的な学習の時間の発表。 11月17日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

佐伯市 ①
渡町台地区公民館ま
つり

催し物や地域の方とのふれあい交流、中学生のボランティ
ア活動

11月18日～
19日

渡町台公民館 渡町台地区公民館 無料 0972－23－7445

佐伯市 ② 文化祭 生徒の発表・作品展示・昼食は「弁当の日」 10月29日 佐伯城南中学校 佐伯城南中学校 無料 0972-23-0708
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佐伯市 ② 文化祭
弁論、合唱、総合芸術、総合的な学習の時間の発表、各教
科の作品展示等

11月3日 彦陽中学校 彦陽中学校 無料 0972-27-8131

佐伯市 ② 文化祭 ステージ部門、展示部門、にて文化的取組発表 11月4日 佐伯南中学校体育館 佐伯市立佐伯南中学校 無料 ０９７２－２３－１５３６

佐伯市 ② 文化祭 日常の学習活動の発表、舞台・展示発表など 11月5日 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009

佐伯市 ② 文化祭 弁論・合唱・芸能等の発表と作品展示（当日は「弁当の日」） 11月3日 佐伯市立昭和中学校 佐伯市立昭和中学校 無料 0972-46-0080

佐伯市 ② 本匠中学校文化祭 中学生の学習成果をステージ発表や展示で紹介します。 10月29日 本匠中学校体育館 佐伯市立本匠中学校 無料
本匠中学校
0972-56-5004

佐伯市 ② 緑中祭（文化祭） 総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、演劇等 11月3日
宇目緑豊中学校
体育館

佐伯市立
宇目緑豊中学校

無料 0972-52-1016

佐伯市 ② 直川中学校文化祭 学習成果をステージ発表や展示で紹介します 11月3日 直川中学校体育館 直川中学校 無料 0972-58-2009

佐伯市 ② 文化祭 総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、劇等 11月3日 鶴見地区センター 佐伯市立鶴見中学校 無料 0972-33-0100

佐伯市 ② 文化祭 文化的活動の発表（ステージ発表と展示発表） 11月3日 米水津中学校体育館 佐伯市立米水津中学校 無料 0972-35-3200

佐伯市 ② 翔南祭
中学生･･･各教科のステージ発表や作品発表（展示）
小学校･･･各学級のお店

11月4日
蒲江翔南中学校体育館
蒲江翔南小学校各教室

佐伯市立蒲江翔南中学
校
佐伯市立蒲江小学校

無料
0972－42－5800
0972－42－0014

竹田市 ② げんきまつり 地域交流を兼ねた体育発表会 9月24日
大分県立竹田支援学校
グランド

大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介
10月10日
～13日

大分銀行竹田支店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② なかよしまつり 地域交流を兼ねた学習発表会 10月21日
大分県立竹田支援学校
体育館及び教室

大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介
10月27日
11月～2日

サンリブ竹田店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② 久住校体育大会 久住校の体育大会　地元の盆踊り等実施します。 10月3日 久住校グラウンド 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② 黒岳清掃登山 登山道の清掃をしながら黒岳登山を実施します。 10月27日 黒岳 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② 学校開放 授業・実習の公開・午後は講演会実施予定です。 11月3日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② 久住校学園祭 生徒の実習生作品（農産物他）の展示即売等 11月19日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 0974-77-2200

竹田市 ② 中学生体験入学 中学校３年生の生徒及び保護者への学校紹介 9月23日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ② 公開授業 日頃の授業及び研究授業(6限)を公開します。
10月6日
10月13日

竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ② 強歩大会 本校の強歩大会(1～3年生対象)を実施します。 11月22日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ① 親子人権講演会 親子で命の尊さや人権の大切さについて学びます。 10月22日 竹田小学校 竹田小ＰＴＡ 無料 0974-63-1062
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竹田市 ③
音楽劇「瀧廉太郎物
語」

桐朋学園短期大学の卒業生を中心とした劇団による音楽劇 11月10日 竹田小学校体育館 竹田市文化政策課 無料
0974-63-4837
（竹田小63-1062）

竹田市 ② 公開研究発表会 竹田小「竹田郷土学」の公開研究発表会を行います。 11月21日 竹田小学校 竹田小学校 無料 0974-63-1062

竹田市 ② ＰＴＡふれあい集会 家族のふれあい活動（軽スポーツ） 10月14日 豊岡小学校 豊岡小学校ＰＴＡ 無料 0974-63-1063

竹田市 ① ふれあいフェスタ 地域の方と児童のふれあい活動とふれあいバザー 10月15日 南部小学校 南部小学校 無料 0974-63-1064

竹田市 ② 友情の蛍答礼訪問 別府重度障害者センターの方と交流会 11月9日 南部小学校 南部小学校 無料 0974-63-1064

竹田市 ①
第26回入田地区合同
文化祭

地域の文化祭に児童が参加　児童の学習発表等行います。 11月18日 祖峰小学校体育館
入田地区社会福祉協議
会

入田分館
0974-62-2955

竹田市 ② 人権講演会 プレイバックシアター 10月6日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ② 祖父母学級 授業公開、祖父母の方々とのふれあい活動等 10月24日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ② ゴミ０大作戦 地域のゴミ拾い、清掃活動 11月10日
菅生小学校運動場
菅生地区

菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ② 公開研究発表 小規模校学力向上推進校公開研究発表（3年次） 11月16日 菅生小学校 菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ②
学校公開（敬老福祉・
食彩まつり）

授業公開、地域の方や保護者とのもちつき、地域行事への
参加

10月29日
宮城台小学校
教室、体育館

宮城台小学校 0974-66-2053

竹田市 ②
城原っ子フェステｨバ
ル

栽培した米・イモの収穫祭及び学校応援地域ボランティアに
感謝する会

11月18日 城原小学校体育館・教室 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ②
授業公開・人権講演
会

授業公開及び人権講演会を行い、親子で人権について学び
ます。

11月11日 荻小学校各教室・体育館
荻小学校・荻小学校ＰＴ
Ａ

無料 0974-68-2006

竹田市 ② 音楽発表会 緑ヶ丘中生徒と荻小児童の合同音楽発表会 10月27日 荻小学校体育館
緑ヶ丘中学校生徒会・荻
小学校児童会

無料 0974-68-2006

竹田市 ①
家族オリエンテーリン
グ

家族で白丹地区歩きクイズを解きながらオリエンテーリング
を行います。

11月5日 白丹小学校
白丹小学校
白丹小学校PTA保体部

無料 0974(76)1151

竹田市 ② 授業公開日
日頃の授業の様子を保護者地域の方に参観してもらいま
す。

10月14日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ② 授業公開日
日頃の授業の様子を保護者地域の方に参観してもらいま
す。

11月14日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ②
人権教育研究会発表
会

人権教育研究会の指定を受けて本校の人権教育の取り組
みを発表します。

10月20日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ①② 稲刈り体験 ５年生が５月に植えた餅米を収穫します。 10月27日予定 久住小学校作付水田 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ② 図書館祭り
読書もりもり月間の取り組みで本の良さや読書の楽しさを伝
えます。

11月9日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ② 地域清掃奉仕活動 宮処野神社・戦没者墓地公園の清掃活動 10月10日頃
都野神社・戦没者墓地公
園

都野小学校 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 大船っ子集会 児童・生徒による合唱・合奏の発表会 10月27日 都野小学校 都野小中学校 無料 0974-77-2003
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竹田市 ① 植樹祭 親子で「大分県竹田植樹」に参加、植樹活動 11月11日 未定 竹田市、イオン環境財団 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 親子人権講演会 盲導犬協会の方の講演と盲導犬とのふれあい 11月11日 都野小学校 都野小ＰＴＡ 無料 0974-77-2003

竹田市 ② ふれあい学級 授業公開、地域の方々や祖父母との交流活動 10月28日 直入小学校 直入小学校 無料 0974-75-2250

竹田市 ② 健康教育研究発表会 授業参観、食育講演会 11月30日 直入小学校 直入小学校 無料 0974ｰ75ｰ2250

竹田市 ② 蛍雪祭（文化祭） 演劇・展示・合唱・演奏等の発表 11月19日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

竹田市 ②
竹田南部中学校文化
祭

各学年による演劇、合唱、教科展示など 11月18日 竹田南部中学校体育館 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072

竹田市 ② 文化祭 １日間の校内文化祭 11月19日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 0974-68-2012

竹田市 ② 校内弁論大会 学級（学年）代表2名による弁論大会 10月20日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校国語科 無料 0974-68-2012

竹田市 ② 荻ふるさと祭り 行事に係る地元学校の参加（全校生徒による合唱） 11月3日 荻町エリア 竹田市 無料 0974-68-2012

竹田市 ③
音楽劇「瀧廉太郎物
語」

桐朋学園短期大学の卒業生を中心とした劇団による音楽劇 11月10日 竹田南部中学校体育館 竹田市文化政策課 無料 0974-63-4837
（竹田南部中63-1072）

竹田市 ① 校内日本語弁論大会 各学年の代表による日本語弁論大会です。 10月中旬 久住中学校 久住中学校 無料 0974-76-0049
日程は9月上旬
に確定します。

竹田市 ① 校内文化祭 生徒の演劇・合唱の発表と教科毎の展示があります。 11月23日 くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049

竹田市 ③ 大船っ子集会 児童・生徒による合唱・合奏の発表会 10月27日 都野小学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ③ 校内弁論大会 各学年代表による弁論大会 10月27日 都野小学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ③ 親子陶芸教室 陶芸家の方をＧＴとして招き、親子で陶器を制作します。 10月28日 都野中学校 都野中学校 0974-77-2004

竹田市 ③ 校内文化祭 各学年による演劇、全校合唱、保護者による朗読や合唱等 11月18日 都野中学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ③ 直入中文化祭 演劇，合唱，弁論，教科展示など 11月23日 直入中体育館 直入中学校生徒会 0974-75-2260

竹田市 ① いもほり 園児と上鹿口老人クラブの方々によるさつまいもの収穫 11月上旬 竹田市上鹿口の畑 竹田幼稚園 無料 0974-63-1081

竹田市 ② ふれあい収穫祭
君ケ園老人会と芋掘りをし、園児と交流会をして親睦をはか
る。

11月上旬 君ケ園芋畑・南部幼稚園
南部幼稚園・君ケ園老
人クラブ

無料 0974-63-1084

竹田市 ① 親子バスえんそく 園外で子ども、親、教師の親睦を深めます 10月5日 阿蘇カドリードミニオン 直入幼稚園 0974-75-2230

竹田市 ②
秋の自然物を使って
あそぼう

祖父母と一緒に、自然物を使って、つくって遊びます。 10月26日 直入幼稚園 直入幼稚園 0974-75-2230

竹田市 ①
就学前教育講演会並
びに着ぐるみ人形劇

市内公立幼稚園３園の保護者・園児・園児の兄弟・を対象
に、親は講演会、子どもたちには、人形劇を開催

10月30日 社会福祉総合センター
竹田市公立幼稚園ＰＴＡ
連合会

0974-75-2230
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竹田市 ①
なかよしようちえんパー
ト２

市内公立幼稚園３園の園児たちによる交流会 11月13日 南部小・南部幼 竹田市公立幼稚園会 0974-63-1084

竹田市 ② 大運動会 運動会 9月30日 竹田南高校グランド しらゆり幼稚園 0974-63-2223

竹田市 ② 芋掘り集会 園児と地域の方との交流(サツマイモ掘りと収穫祭） 11月上旬 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 0974-63-2223

竹田市 ③
第71回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽
コンクール

全国から高校生が集う声楽コンクール
10月14日～16
日

くじゅうサンホール
竹田市・竹田市教育委
員会・瀧廉太郎記念音
楽祭実行委員会

無料 0974-63-4837

竹田市 ③
第69回画聖「田能村
竹田」先生をしのぶ美
術祭

小中高校生の絵画、書道の特賞作品の展示
10月28日～11
月3日

久住公民館
竹田市・竹田市教育委
員会

無料 0974-63-4817

竹田市 ②
瀧廉太郎を偲ぶ音楽
祭

市内の幼稚園・小学校・中学校・支援学校による演奏発表
会

11月1日 竹田中学校 竹田教育振興協議会 無料 0974-68-2012

竹田市 ②
竹田市日本語弁論大
会

市内中学生による日本語の弁論大会 11月30日 直入中学校
竹田教育振興協議会

無料 0974-68-2012

豊後大野市 ②
大分農大ＧＡＰ
公開講座

学生や一般農業者を対象にGAPについて説明します。 11月6日
大分県立農業大学校視
聴覚教室

大分県立農業大学校 無料
http://www.pref.oita.jp/site/140/
0974-22-7582

豊後大野市 ② 農大祭 教育･研究内容の展示・生産物販売・模擬店等 11月12日
大分県立農業大学校グ
ラウンド

大分県立農業大学校及び
大分県立農業大学校学生
会

無料
http://www.pref.oita.jp/site/140/
0974-22-7582

豊後大野市 ②
豊後大野市教育懇話
会講演会

講師に社会福祉士　田邊正明氏をおまねきし、「互いに助け
合い・支えあう地域へ」（仮題）と題してまして講演をいただき
ます。

11月3日
13：30～15：00

豊後大野市三重町
「ホテル豊洋」

豊後大野市教育懇話会 無料 0974-37-2455
会場準備のため事
前の申し込みが必
要

豊後大野市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介します。
9月29日
～10月5日

大分銀行三重支店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

豊後大野市 ② 大分県中央弁論大会 県下から選ばれた高校生弁士による弁論大会。 10月27日 三重総合高校体育館 高文連弁論部 無料 0974-22-5500

豊後大野市 ② 授業公開 日ごろの授業の様子を公開します。 10月23～26日
三重総合高校教室・農場
等

三重総合高校 無料 0974-22-5500 要・予約

豊後大野市 ② 収穫感謝祭 生物環境科生徒の生産物を販売します。 11月23日 三重総合高校農場 三重総合高校 0974-22-5500

豊後大野市 ② 中学校駅伝大会 市内中学校からの選抜選手による駅伝大会です。 10月18日 千歳総合運動公園
市教委、中学校体育連
盟

無料 0974-22-0135

豊後大野市 ③ 小中学校音楽祭 市内全小中学校が参加する音楽祭です。 10月27日 エイトピアおおの 市教育振興協議会 無料 0974-22-0148

豊後大野市 ①②
人権同和研究朝地大
会

人権教育・人権啓発の研究大会です。 10月20日 朝地小・中学校
市人権同和教育研究協
議会

無料 0974-72-0067

豊後大野市 ①②
豊後大野っ子を育て
る市民の集い

ことばの森フェスタ表彰式・講演会 11月4日 エイトピアおおの 市教育委員会 無料 0974-22-1001

豊後大野市 ② 中学校弁論大会 中学校生徒代表による弁論大会です。 11月28日 緒方中学校 市教育振興協議会 無料 0974-42-3155

豊後大野市 ②③
学校公開日・親子ふ
れあいコンサート

授業公開（保護者・地域の方を対象）と声楽家の方々による
ミニコンサートを行います。

10月15日 菅尾小学校　体育館 菅尾小学校 無料 0974-22-0374

豊後大野市 ② 授業公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月16日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0655

豊後大野市 ② 収穫祭 収穫した米やサツマイモで料理し地域の方々と祝う。 11月14日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0656
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豊後大野市 ② 祖父母学級 祖父母を招待し、授業公開や昔の遊び交流会を行う。 11月21日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0655

豊後大野 ② 授業公開 授業参観 10月13日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

豊後大野 ②
児童秋祭り・人権講演
会

児童会縦割り班活動・ＰＴＡ人権講演会 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

豊後大野 ② 祖父母学級 祖父母と児童の交流会 10月19日 三重東小学校 三重東小学校 無料 三重東小学校

豊後大野 ② はいだて学級 育友会（ＰＴＡ）主催の親子交流会 10月29日 三重東小学校 三重東小学校 無料 三重東小学校

豊後大野市 ② 新田ふれあい広場
授業公開の後、保護者や地域の方との遊び道具作り・団子
汁作りを行います。

10月28日 新田小学校
新田ふれあい広場実行
委員会

無料 0974-22-0810

豊後大野市 ②③ 学校公開日 学習発表会・人権講演会・ふれあい活動を行います。 11月11日 清川小学校　体育館 清川小学校 無料 0974-35-2312

豊後大野市 ② 秋季大運動会 児童が団で協力してがんばる姿を見てもらいます。 9月16日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974－42－3150

豊後大野市 ②
祖父母学級ふれあい
大会

全学年の学習発表と祖父母とのふれあい活動を行います。 10月29日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974－42－3150

豊後大野市 ②
上緒方ふれあい交流
会

芋掘りや会食・学習発表等をとおして、地域の方とふれ合い
ながら収穫を祝い感謝の気持ちを高めます。

11月上旬 上緒方地区館 上緒方地区 無料 0974－42－3150

豊後大野市 ② 授業公開 11月15日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974－42－3150

豊後大野市 ② 授業公開 授業を地域住民・保護者に公開します。 10月17日 朝地小・中学校 朝地小・中学校 無料 0974-72-0068

豊後大野市 ② 朝地きずな文化祭 合唱・演劇等を地域住民・保護者に公開します。 11月18日 朝地小・中学校 朝地小・中学校 無料 0974-72-0068

豊後大野市 ② 運動会 おおのさくら幼稚園との合同運動会を公開します。 9月23日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017 雨天順延

豊後大野市 ② 学校に行こう！週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月16日～20
日

大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

豊後大野市 ② 小中合同稲刈り
地域の方の指導を受けながら小中合同で稲刈りを行いま
す。

10月24日 大野町田代 大野小・大野中学校 無料
0974-34-2017
0974-34-2004

雨天延期

豊後大野市 ②
大野町人同教研究大
会

人権・同和教育の取り組みを公開します。 10月25日 大野小学校 大野町人同教 無料 0974-34-2017

豊後大野市 ② 学校に行こう！週間 日頃の授業の様子を公開します。
11月6日～10
日

大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

豊後大野市 ② 祖父母学級 授業参観と祖父母との交流会を行います。 11月9日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

豊後大野市 ②
小中一貫教育公開研
究発表会

連携型小中一貫教育の取り組みを公開します。 11月14日 大野小・大野中学校 大野小・大野中学校 無料
0974-34-2017
0974-34-2004

豊後大野市 ② オープンスクール ふるさと学習の成果を地域，保護者へ発信。 11月11日（土） 犬飼小学校 犬飼小学校 無料 097-578-0020

豊後大野市 ② 校内文化祭 生徒会を中心に全校生徒でつくる文化祭です。 11月18日 三重中学校 三重中学校 無料 0974-22-0135
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豊後大野市 ② 文化祭 生徒の演劇や合唱、作品展示等を行います。 11月18日 清川中学校 清川中学校 無料 0974-35-2350 200

豊後大野市 ② 校内文化祭 生徒会を中心に全校生徒でつくる文化祭 11月18日 緒方中学校 緒方中学校 無料 0974-42-3155

豊後大野市 ② 学校公開日 普段の授業の様子を公開します。 10月19日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

豊後大野市 ②
校内文化祭（学校公
開日）

学年劇や合唱などの取り組みを公開します。 11月18日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

豊後大野市 ② 学校公開日 地域・保護者に本校生徒の学習の様子をみてもらいます。 10月26日
千歳中学校
千歳公民館

千歳中学校 無料 0974-37-2021

豊後大野市 ② 校内文化祭
地域の方々の協力のもと、伝統芸能・食文化・栽培について
発表する場です。

11月18日 千歳公民館 千歳中学校 無料 0974-37-2021

豊後大野市 ② 文化祭 学年毎の劇や合唱発表、作品展示を行います。 11月18日 犬飼中学校 犬飼中学校 無料 097-578-0200

日田市 ② 学園祭 2日間本校での学園祭 11/3～4 昭和学園高等学校 昭和学園高等学校 無料 http://www.coara.or.jp/~showa/
11/3は限定公
開　11/4は一般
公開

日田市 ②
日田三隈高校
～学校授業公開～

日頃の授業の様子を公開します。

10月27日，
10月30日～31
日，
11月1日～2日

日田三隈高校 日田三隈高校 無料 0973-23-3130

日田市 ② 授業公開と給食体験 日頃の授業の様子を公開。給食体験あります。 11/6～11/8 日田高校定時制 日田高校定時制 0973－22－7612
給食体験は有料(事
前の申し込みが必
要)

日田市 ② 藤蔭祭 文化祭 10月6日 本校 藤蔭高等学校 無料 http://tohin.ac.jp/

日田市 ② 学校祭 体育大会 10月5日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 学校祭 ２日間にわたる文化祭 11月3日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 公開授業 日頃の授業の様子を公開します。
11月6日～17
日

日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ① 第１２回千年あかり 竹灯籠やオブジェの製作・設置
11月10日～
12日

豆田町周辺、花月川河
川敷

日田市役所 無料 0973-23-3111

日田市 ②
平常授業　教育講演
会

平常授業　教育講演会 10月12日 咸宜小 咸宜小 無料 0973-23-6292

日田市 ②
平常授業　人権講演
会　相撲大会

平常授業　人権講演会　相撲大会 11月5日 桂林小 桂林小 無料 0973-24-6081

日田市 ②
平常授業　親子ふれ
あい活動

平常授業　親子ふれあい活動 11月5日 日隈小 日隈小 無料 0973-23-6285

日田市 ②
平常授業　合唱 親子
ふれあい活動　のみ
の市

平常授業　合唱 親子ふれあい活動　のみの市 11月3日 若宮小 若宮小 無料 0973-23-6282

日田市 ②
平常授業 三芳祭（児
童会活動）

平常授業 三芳祭（児童会活動） 11月24日 三芳小 三芳小 無料 0973-23-6234

日田市 ② 平常授業　相撲大会 平常授業　相撲大会 10月13日 高瀬小 高瀬小 無料 0973-23-6241

日田市 ②
平常授業　ふれあい
活動　相撲大会

平常授業　ふれあい活動　相撲大会 10月22日 光岡小 光岡小 無料 0973-23-6258
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日田市 ②
学習発表会　人権講演
会　平常授業（人権授
業）

学習発表会　人権講演会　平常授業（人権授業） 10月29日 朝日小 朝日小 無料 0973-22-5242

日田市 ②
平常授業　特別活動
のみの市

平常授業　特別活動　のみの市 10月15日 三和小 三和小 無料 0973-22-2284

日田市 ② 平常授業　能楽鑑賞 平常授業　能楽鑑賞 11月8日 有田小 有田小 無料 0973-24-2175

日田市 ②
学習発表会　親子活
動

学習発表会　親子活動 11月26日 小野小 小野小 無料 0973-29-2111

日田市 ② 大明祭（文化祭） 大明祭（文化祭） 10月29日 大明小 大明小 無料 0973-26-8503

日田市 ②
平常授業　バザー　学
習発表会

平常授業　バザー　学習発表会 11月26日 石井小 石井小 無料 0973-22-3442

日田市 ②
学習発表会　星輝祭
（文化祭）

学習発表会　星輝祭（文化祭） 10月29日 前津江小 前津江小 無料 0973-53-2210

日田市 ② 青雲祭（文化祭） 青雲祭（文化祭） 10月29日 津江小 津江小 無料 0973-54-4020

日田市 ② 平常授業　文化祭 平常授業　文化祭 10月29日 大山小 大山小 無料 0973-52-2052

日田市 ②
平常授業　育友会活
動　学習発表会

平常授業　育友会活動　学習発表会 11月19日 東渓小 東渓小 無料 0973-57-2524

日田市 ②
人権講演会　人権授
業

人権講演会　人権授業 11月19日 いつま小 いつま小 無料 0973-57-2750

日田市 ②
文化祭（ステージ発
表、合唱）

文化祭（ステージ発表、展示、合唱） 10月29日 東部中 東部中 無料 0973-22-7135

日田市 ② 文化祭 文化祭 10月29日 三隈中 三隈中 無料 0973-23-6237

日田市 ② 文化祭 文化祭 10月29日 南部中 南部中 無料 0973-23-6275

日田市 ② 文化祭 文化祭 10月29日 北部中 北部中 無料 0973-23-6272

日田市 ②
文化祭（ステージ発
表、合唱）

文化祭（ステージ発表、合唱）
10月29日
（10月29日～11
月9日）

戸山中 戸山中 無料 0973-24-9140

日田市 ② 文化祭 文化祭 11月3日 東有田中 東有田中 無料 0973-24-8179

日田市 ② 大明祭（文化祭） 大明祭（文化祭） 10月29日 大明中 大明中 無料 0973-28-2224

日田市 ②
学習発表会　星輝祭
（文化祭）

学習発表会　星輝祭（文化祭） 10月29日 前津江中 前津江中 無料 0973-53-2211

日田市 ② 青雲祭（文化祭） 青雲祭（文化祭） 10月29日 津江中 津江中 無料 0973-54-3116

日田市 ② 文化祭 文化祭 10月29日 大山中 大山中 無料 0973-52-2051

日田市 ② 文化祭 文化祭 10月29日 東渓中 東渓中 無料 0973-57-2506
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日田市 ② 文化祭 文化祭 11月4日 五馬中 五馬中 無料 0973-57-2036

日田市 ②④ ＳＳＨ公開授業
ＳＳＨ（スーパー サイエンス ハイスクール）に関する授業公
開

10月27日 日田高等学校 日田高等学校 無料 0973-23-0166

日田市 ②④ 第２回ＳＳＨ講演会 科学分野で活躍している研究者による講演会

未確定
(10月に開催予
定，9月中旬に確
定)

日田高等学校体育館 日田高等学校 無料 0973-23-0166

日田市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開
10月30日～
11月2日

日田高等学校 日田高等学校 無料 0973-23-0166

日田市 ①
「日田あいさつの日」
あいさつ運動

三和小学校を拠点校として市内全小中学校・県立高校・私
立高校であいさつ運動を行います。

11月14日 各校校門前
日田市教育懇話会
（加盟21団体）

無料 0973-23-4970（事務局長）
市民の参加を歓
迎します

日田市 ②
日田支援学校
ふれあい作品展

児童生徒が授業授業で制作した絵画、窯業、木工製品等の
展示

10月18日(水)
～25日(水)

パトリア日田
1階　ガレリア

日田支援学校 無料 http://shien.oita-ed.jp/hita/
電話：0973-24-
2000

日田市 ②
日田支援学校
学習発表会

舞台発表や作品展示で日々の学習成果の発表する 11月23日(木)
日田支援学校
体育館

日田支援学校 無料 http://shien.oita-ed.jp/hita/
電話0973-24-
2000

九重町 ②
大分県ＰＴＡ連合会指定
九重町立東飯田小学校
育宝会研究発表会

日頃のＰＴＡ活動、授業の様子を公開 11月18日 九重町立東飯田小学校 大分県ＰＴＡ連合会 0973-76-2304

九重町 ① 演奏会 大分県立文化芸術短大　弦楽アンサンブルコンサート 9月13日 飯田こども園 社会教育課 無料 0973-78-8801

九重町 ② 園庭開放・園公開日 在宅家庭の子どもたちに園庭を開放・園生活を公開 10月13日 飯田こども園 飯田こども園 無料 0973-73-3590

九重町 ② 園庭開放・園公開日 在宅家庭の子どもたちに園庭を開放・園生活を公開 11月9日 飯田こども園 飯田こども園 無料 0973-73-3590

九重町 ② 生活発表会 子どもたちの育ちや、クラス、園の取り組みを発表 11月30日 飯田こども園 飯田こども園 無料 0973-73-3590

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

九重町 ② 学校公開日 毎月15日を基本に、日ごろの授業の様子を公開
9/15,10/13,11
/15

野上小学校 野上小学校 無料 0973-77-6804

九重町 ②
地域ふれあいフェス
ティバル

野上地区自慢のカルタ大会、群読等発表 11月12日 九重文化センター 野上小学校 無料 0973-77-6804

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

九重町 ② 学校文化祭 学習発表等の発表会等 11月19日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 淮園小学校 淮園小、ＰＴＡ 無料 0973-78-8812

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 淮園小学校 淮園小、ＰＴＡ 無料 0973-78-8812

九重町 ② 三世代ふれあい祭り 祖父母、親、子の三世代で、ものづくりなど 11月19日 淮園小学校 淮園小、ＰＴＡ 無料 0973-78-8812
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九重町 ② 学校公開日 授業公開、校内話し方大会 10月13日 飯田小学校 飯田小学校 無料 0973-79-2253

九重町 ② 登山遠足 （低学年）鍛錬遠足、（高学年）登山 10月20日 飯田小学校 飯田小学校 無料 0973-79-2253

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開及び校内話し方大会 10月11日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

九重町 ② 学校文化祭 学習・文化活動発表会（学校公開日） 11月12日 南山田小学校 南山田小学校・ＰＴＡ 無料 0973-78-8803

九重町 ② 焼き芋大会 全校で育ててきたサツマイモを収穫・焼き芋 11月21日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

九重町 ② マラソン大会 持久走大会 １１月予定 小倉神社周辺 南山田小学校 無料 0973-78-8803

九重町 ② 玖珠郡教育文化祭 音楽会、話し方大会、図画・書写の鑑賞 11月2日 玖珠郡内
玖珠郡学校文化祭実行
委員会

無料 0973-76-3812

九重町 ③ 合唱祭 学級対抗合唱コンクール 11月23日 九重文化センター ここのえ緑陽中学校 無料 0973-73-2661

九重町 ③
第20回東飯田芸術文
化展

児童の作品展示 11/11、12 東飯田地区体育館 実行委員会 無料 0973-76-3116

九重町 ①
第5回東飯田地区つ
～だただった祭り

公民館祭り、運動会 11月12日 東飯田中学校グラウンド 実行委員会 無料 0973-76-3116

九重町 ① 野上地区大運動会 運動会 10月29日 旧野上中学校運動場 野上地区体育協会 無料 0973-77-6810

九重町 ① 野上文化祭 公民館祭り 11月予定 野上公民館 実行委員会 無料 0973-77-6810

九重町 ① はんだベジたべる 飯田高原における伝統野菜の普及・啓発・新レシピの開発
10月中旬～下
旬

飯田公民館
飯田公民館・九重ふるさ
と自然学校

0973-79-2251

九重町 ① 南山田元気祭り 公民館祭り、発表会 11月5日 南山田公民館 実行委員会 無料 0973-78-8801

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
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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

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

県内全域 ② 大分県中学校新人大会 県下中学生による運動部活動新人大会 9/30～11/4 県下各会場 大分県中学校体育連盟 無料 oita-ctr.com
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大分市他4
郡市

①
第62回日本ＰＴＡ九州ブ
ロック研究大会おおいた
大会

「ＰＴＡ・協育・こどもの未来」として、多くの研究成果が共有さ
れ、地域の宝の未来につながる大会

10月21日
10月22日

別府市ビーコンプラザ
九州ブロックＰＴＡ協議
会

097-556-9055

県内全域 ①
大分家庭の省エネ大
賞

各家庭の取組んでいる、節電、省エネの実践を募集してい
ます。

～9月30日
表彰12月初旬

県内全域
大分県地球温暖化防止
活動推進センター

無料 097-574-6139


