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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

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、「学習発表会」を
行う。

11月16日(土) 佐伯小学校 佐伯小学校 無料 0972-23-0253 教頭 広津留 

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

10月26日(土) 佐伯東小学校 佐伯東小学校 無料 0972-23-0481 教頭　竹井

佐伯市 ② 学校公開日 児童会行事（ギネス大会）・食育講演会 10月26日(土) 渡町台小学校 渡町台小学校 無料 0972-23-6318 教頭・清家

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8日 鶴岡小学校 鶴岡小学校 無料 0972-23-0267 教頭　牧野

佐伯市 ② 上小祭り 児童の学習成果の発表 10月26日 上堅田小学校 上堅田小学校 無料 0972-23-4376 教頭 白川

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

11月23日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0972-27-8004  教頭 田崎

佐伯市 ② 下小まつり(学校公開) 学習発表・児童会行事（下小まつり） 10月26日(土) 下堅田小学校 下堅田小学校 無料 0972-23-1535
教頭

中﨑眞由美

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
体験をする

11月21日(木) 青山小体育館ほか 青山小学校 無料 0972-26-1013 教頭　若林

佐伯市 ② 収穫祭（学校公開）
地域の方々を招き、学習発表会を行い、その
後、収穫したお米を全校で食べます。

11月23日 木立小学校 木立小学校 無料 0972-29-2222 教頭　中島

佐伯市 ② こども祭り
児童がゲームコーナーを開設し、保護者や地域
の方とふれあう

11月1日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032 教頭　植田

佐伯市 ①② ふれあい集会 地域の方と一緒に遊び、交流を深める 11月21日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032 教頭　植田

佐伯市 ② 明治夢わく祭
生活科や総合的な学習の時間の成果等を発表す
る

11月30日 弥生文化会館 明治小学校 無料 0972-46-0010 教頭・片岡

佐伯市 ③ 演劇教室・観劇会
劇団「民話芸術座」による演劇教室、「キジム
ナーの約束」の鑑賞

10月9日 上野小体育館 上野小学校 0972-46-0078 教頭　清水

佐伯市 ②
上野小スマイルフェス
タ(学校公開日)

学習発表会、お店を出展し、交流を図る。弁当
の日

10月19日 上野小学校 上野小学校 無料 0972-46-0078 教頭　清水

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

佐伯市 ①② 本匠地区文化祭
小・中学生の学習成果や地域の方の芸術や文化
の学習・練習の成果をステージ発表や展示で紹
介する。

11月2日 本匠中学校体育館 本匠中学校 無料
中0972-56-5004
小0972-56-5009

中教頭　板井
小教頭　岡田

佐伯市 ② 緑豊小祭り お店集会と餅つき大会 11月9日 宇目緑豊小学校 宇目緑豊小学校 無料 0972-52-5151 教頭  長野

佐伯市 ② 直川小子どもまつり 児童がお店を開き地域の方と交流します。 11月15日 直川小学校 直川小学校 無料 0972-58-2001 教頭　梶原

佐伯市 ② 松小まつり 児童の学習成果の発表 11月17日(日) 松浦小学校 松浦小学校 無料 0972-33-0163 教頭　後藤

佐伯市 ② 子ども祭り(学校公開)
児童の考えたゲームやお店に地域保護者の人を
招待する。

11月23日 米水津小学校 米水津小学校 無料 0972-35-6002
教頭

野々下徹

佐伯市 ② 翔南祭
全学級(小・中)が各教科の学習発表や作品発表
をおこないます。

11月1日
11月3日

蒲江翔南小学校各教室
及び体育館
蒲江翔南中学校体育館

蒲江翔南小学校
蒲江翔南中学校

無料
0972-42-0014
0972-42-5800

教頭　吉田
教頭　冨高

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

佐伯市 ①② 里帰り授業
全校児童生徒が各地区で保護者や地域の人と触
れあいます(地域について学んだことの発表、翔
南祭での発表内容の紹介、レクリェーション等)

11月29日 各地区
蒲江翔南小学校
蒲江翔南中学校

無料
0972-42-0014
0972-42-5800

指導教諭
柳井

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28日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526 教頭　川野

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28日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526 教頭　川野

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3日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526 教頭　川野

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

11月21日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526 教頭　川野

佐伯市 ② 第１回小中交流会
校区小学六年生があつまり、中学校見学と交流
活動を行う。

11月26日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526 日程は未確定 教頭　川野

佐伯市 ② 文化祭 生徒の発表、作品展示、昼食は「弁当の日」 11月16日 佐伯城南中学校 佐伯城南中学校 無料 0972-23-0708 教頭　中濱

佐伯市 ② 文化祭
弁論、合唱、総合芸術、総合的な学習の発表、
各教科の作品展示等

11月2日 彦陽中学校 彦陽中学校 無料 0972-27-8131 教頭　多田

佐伯市 ② 文化祭(学校公開週間)
ステージ部門と展示部門において文化的取組を
発表

11月3日 佐伯南中学校 佐伯南中学校 無料 0972-23-1536 教頭　吉田

佐伯市 ② 文化祭 学習活動の発表、ステージ・展示発表 11月3日 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009 教頭　高橋

佐伯市 ② 文化祭 弁論、合唱などの発表と作品展示 11月3日 昭和中学校 昭和中学校 無料 0972-46-0080 教頭　赤峰

佐伯市 ② 緑中祭
総合的な学習の時間の発表、伝統文化発表、演
劇等

11月2日 宇目緑豊中学校体育館 宇目緑豊中学校 無料 0972-52-1016
教頭

石川　文男

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 教頭　市川

佐伯市 ② 文化祭
総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、演劇
等

10月27日 鶴見地区センター 鶴見中学校 無料 0972-33-0100 教頭　土谷

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2日 米水津中学校 米水津中学校 無料 0972-35-3200 教頭　森脇

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29日
～11月5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 八木聡子

佐伯市 ②
鶴城オープンハイス
クール

日頃の授業の様子を公開します。
10月30日
～11月1日

佐伯鶴城高校 佐伯鶴城高校 無料 0972-22-3101
河野　康介
0972－22－
3101(代表)

佐伯市 ② 紫豊祭 本校文化祭（２日間） 10月10・11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（授業など）の公開
11月5日
～15日

佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

佐伯市 ② 文化祭 本校の文化祭 10月25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

佐伯市 ② 吹奏楽部定期演奏会 本校吹奏楽部の演奏会 11月3日 佐伯文化会館
日本文理大学附属高
等学校

無料 0972-22-3501


