
市町村 類型 古典の 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 担当者

玖珠町
②．
③

巡回音楽祭会 音楽のプロを招いて演奏を聞かせる 10月25日
森中央小学校体育
館

玖珠町教育委員会 無料 0973-72-7150 菅田

玖珠町
②．
③

玖珠郡文化祭 絵画・書写の展覧会、音楽発表会 11月1日
九重町文化セン
ター

郡教育文化祭実行委員会 無料 長谷川

玖珠町
①．
②

人権集会 低・中・高別にゲストテーチャーを招いて人権の話 11月13日 森中央小学校会議室他 森中央小学校 無料 0973-72-0035 高田

玖珠町
②．
③

図書館祭り 本・読書に感謝するとともに学年の物語劇 11月22日
森中央小学校体育

館
森中央小学校 無料 0973-72-0035 佐藤信

玖珠町 ② 小野原マラソン 小学生と地域有志による持久走大会 10月26日 小野原公民館周辺 日出生小学校 無料 0973-75-2001 坪井

玖珠町 ② ふれあい学級 日出生小学校・小野原分校合同の学習発表会 11月16日 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001 坪井

玖珠町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開・校内話し方大会 10月9日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232 佐藤

玖珠町 ① PTA研修部講演会 子育て講演会 10月10日 塚脇小学校 塚脇小学校PTA 無料 0973-72-0232 佐藤

玖珠町 ② 校内マラソン大会 マラソン大会の様子を公開 11月26日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232 佐藤

玖珠郡 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
11月13日～
20日

塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232 佐藤

玖珠町 ② 祖父母学級
ものづくりや昔の遊びなどを学習サポーター

に支援していただいて体験する
11月14日

北山田小学校教
室・体育館

北山田小学校 無料 0973-73-7524 宮崎

玖珠町 ② 音楽集会 全校児童で合唱をします。
10月3日,17
日

玖珠町立小田小学校玖珠町立小田小学校 無料 0973-72-0237 池永広美

玖珠町 ② 学校公開日 毎月１回の学校公開日で通常の授業です。 10月15日
玖珠町立小田小学
校

玖珠町立小田小学校 無料 0973-72-0237 池永広美

玖珠町 ② 音楽集会 全校児童で合唱をします。
11月7日,21
日

玖珠町立小田小学
校

玖珠町立小田小学校 無料 0973-72-0237 池永広美

玖珠町 ② 学校公開日 毎月１回の学校公開日で通常の授業です。 11月15日
玖珠町立小田小学
校

玖珠町立小田小学校 無料 0973-72-0237 池永広美

玖珠町 ② オープンスクール 授業参観や校舎見学 10月15日 くす星翔中学校 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007 佐藤

玖珠町 ②
星翔祭（兼オープン
スクール）

合唱コンクール、日本語・英語弁論、吹奏楽
演奏他

11月23日 くす星翔中学校 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007 佐藤

玖珠町 ② 校内話し方大会 各学年の代表が全校の前でお話を発表する 10月9日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973－72－0414 教諭　佐藤聡子

玖珠町 ③ 天祖神社子ども御輿
全校児童が地域のお祭りに参加し御神輿を担
ぐ

10月11日 天祖神社 天祖神社総代 無料 ０９７３－７２－２３１７ 教頭　岩丸伸一

玖珠町 ①
あすなろ平成塾交流
市場

学校と地域の方とで作ったお米を自分たちで
販売する

10月26日 別府公園
公益社団法人大分県
農業農村振興公社

無料 ０９７－５３５－０４００ 教頭　岩丸伸一

玖珠町 ② クリーン作戦 全校児童で地区自治会館の清掃を行う 11月12日 八幡自治会館 八幡小学校 無料 0973－72－0414 教諭　川津智弘

玖珠町 ② ふれあい学級
祖父母・保護者・地域の方と学びふれあう活
動と学習発表の活動

11月17日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973－72－0414 教頭　岩丸伸一

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15日 古後小学校 古後小学校 無料 0973－74－2207 藤本

玖珠町 ② 巡回音楽会
町主催の音楽会です。本年度は琴による演奏
です。

10月24日 古後小学校 古後小学校 無料 0973－74－2208 藤本

玖珠町 ② 祖父母学級
児童による学習発表と祖父母や地域の方々と
の触れ合い活動

11月8日 古後小学校 古後小学校 無料 0973－74－2209 藤本

「おおいた教育の日」普及期間の取組（玖珠町）
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「おおいた教育の日」普及期間の取組（玖珠町）

玖珠町 ② 学校公開日 日常の学校の様子を公開します。 11月15日 古後小学校 古後小学校 無料 0973－74－2210 藤本

玖珠町 ②
美山収穫感謝祭・美
山マルシェ

農産物の展示即売会 11月2日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148 原田

玖珠町 ② 第２回授業研究会 研究授業と授業研究会 10月24日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148 原田

玖珠町 ② 授業互見期間 授業の公開
11月5日～
15日

玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148 原田

玖珠町 ② ふれあい作品展
地域の中の公共性の高い施設で児童生徒の作
品や作業製品等を展示する

8/26～9/20 大分銀行玖珠支店 日田支援学校 無料
日田支援学校
http://shien.oita
-ed.jp/hita/

教務部
（草本）


