
①社会教育・生涯学習　②学校教育　③文化　④科学技術・学術

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 担当者

竹田市 ②
ＰＴＡ親子ふれあい集
会

家族のふれあい活動（軽スポーツ） 10月5日 豊岡小学校 豊岡小学校ＰＴＡ 無料 0974-63-1063 教頭

竹田市 ② 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6日 都野小学校 都野小学校ＰＴＡ 無料 0974-77-2003 教頭

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を行い
ます

10月9日
宮処野神社・墓地公
園

都野小学校 無料 0974-77-2003 教頭

竹田市 ② 人権教育研究発表会
竹田市の指定を受けて人権教育研究発表会を行
います。

10月10日 直入中学校 直入中学校 無料 0974-75-2260 教頭

竹田市 ② 人権教育研究発表会
大分県・竹田市の指定を受けて人権教育研究発
表会を行います。

10月12日 都野小学校 都野小学校 無料 0974-77-2003 教頭

竹田市 ② 稲刈り体験学習 九重野地区の方々と稲刈り体験を通した交流会 10月12日
竹田市九重野百木
音無円形分水

宮砥担い手推進協議
会

無料 0974-62-2956 後藤

竹田市 ① ふれあいフェスタ
地域の調べ学習の発表を行う　午後バザーを実施
する

10月13日 南部小学校
南部小学校
南部小学校PTA

無料 0974-63-1064 教頭

竹田市 ② 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20日 竹田小学校 竹田小PTA 無料 0974-63-1062 教頭

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23日
予定

緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校国語科 無料 0974-68-2012 佐藤

竹田市 ② 稲刈り体験 5月に植えた稲の収穫を5年生が行います。
10月25日
予定

久住小学校作付水
田

久住小学校 無料 0974-76-0019 添田

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26日 直入小学校 直入小学校及びＰＴＡ 無料 0974-75-2250 教頭

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27日
宮城台小学校
教室、体育館

宮城台小学校 無料 0974-66-2053 甲斐

竹田市 ② 大船っ子集会
都野小児童・都野中生徒による合同音楽発表会を
行います

10月29日 都野小学校
都野小学校・都野中
学校

無料 0974-77-2003 教頭

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29日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221 教頭

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30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 教頭

竹田市 ②
着ぐるみ人形劇並びに
就学前教育講演会

子どもたちは、着ぐるみ人形劇鑑賞。保護者は、講
演会による研修を受ける。

10月30日 社会福祉センター
公立幼稚園ＰＴＡ連合
会・生涯学習課

無料 0974-63-1081 工藤

竹田市 ② 音楽発表会 荻小児童と緑ヶ丘中学校生徒の合同音楽発表会 10月30日 荻小学校体育館
荻小学校児童会・
緑ヶ丘中学校生徒会

無料 0974-68-2012 藤川

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

竹田市 ③ 校内日本語弁論大会 各学年代表による日本語弁論大会 10月下旬 久住中学校 久住中学校 無料 0974-76-0049 教頭

竹田市 ② 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 工藤

竹田市 ② ふれあい収穫祭
君ヶ園老人クラブの方々と園児が芋ほりをし、収穫
後、園内で交流会を行う。

１１月上旬
君ヶ園芋畑・南部幼
稚園

南部幼稚園 無料 0974-63-1084 熊谷

竹田市 ①
親子オリエンテーリン
グ

白丹地域を親子で歩き、地域の歴史や文化に触
れるとともに、地域の清掃活動も行う。

11月2日 白丹小学校区 白丹小ＰＴＡ 無料 0974-76-1151 教頭

竹田市 ① 授業公開
日頃の授業を地域の方・保護者に見ていただ
く

11月2日 竹田南部中学校 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072 教頭

竹田市 ①
第2回オープンスクー
ル

学校取組の紹介 11月2日 竹田南高等学校 竹田南高等学校 無料 0974-63-3223 竹永

竹田市 ③ ふるさと祭 合唱ステージ発表 11月3日 荻福祉健康エリア 竹田市 無料 工藤

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5日 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223 吉岡

竹田市 ② 図書館まつり
読書もりもり月間の取組で本のよさや読書の楽しさ
を伝えます。

11月7日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019 猪股

竹田市 ② ゴミ０大作戦Ⅱ 地域のゴミ拾い・清掃活動 11月8日
菅生小学校運動場
菅生地区

菅生小学校 無料 0974-65-2221 教頭

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9日
荻小学校各教室・体
育館

荻小学校
荻小学校ＰＴＡ

無料 0974-68-2006 和田

竹田市 ①
土曜公開授業　卒業生
講話

卒業生をＧＴに招いて、高校生活について話を聞き
ます。

11月9日
都野中学校ランチ
ルーム

都野中学校 無料 0974-77-2004 教頭

竹田市 ② 授業公開日 日頃の授業の様子を見てもらいます。 11月12日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019 教頭

竹田市 ② 学校公開日 授業の様子を保護者・地域の方に公開します。 11月14日 竹田小学校 竹田小学校 無料 0974-63-1062 教頭

竹田市 ② ふれあい集会 老人会とのふれあい活動 11月16日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0974-63-1063 教頭

竹田市 ② 文化祭
日頃の文化的教育活動の取組みを発表し、参
観していただく

11月16日 竹田南部中学校 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072 教頭

竹田市 ② 直入中学校文化祭 演劇，弁論，合唱，教科展示など 11月16日 直入中学校 直入中学校 無料 0974-75-2260 教頭



①社会教育・生涯学習　②学校教育　③文化　④科学技術・学術

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 担当者

「おおいた教育の日」普及期間の取組（竹田市）

竹田市 ② 文化祭 生徒の演劇・合唱等の発表 11月17日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 0974-68-2012 工藤

竹田市 ② 螢雪祭 演劇・展示・合唱・演奏などの発表 11月17日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070 河野

竹田市 ② 校内文化祭
生徒の演劇・合唱の発表と教科等の展示がありま
す。

11月17日 くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049 教頭

竹田市 ②
なかよしようちえん
パートⅡ

市内公立幼稚園３園の園児たちによる交流会 11月19日 南部小・幼 竹田市公立幼稚園会 無料 0974-63-1084 熊谷

竹田市 ① 入田地区文化祭 入田地区の文化祭行事へ児童の出演 11月23日 祖峰小学校体育館 入田地区運営委員会 無料 0974-62-2956 後藤

竹田市 ② 文化祭 校内文化祭を保護者･地域の方へ公開します。 11月23日 都野中学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004 三浦

竹田市 ②
文化芸術による子ども
育成総合事業

巡回公演『話芸の三きょうだい～落語･講談･浪曲
の世界～』

11月26日 城原小学校　体育館 城原小学校 無料 0974-66-2013 教頭

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21日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401
合澤哲郎
0974-37-
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 11月19日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401
合澤哲郎
0974-37-
3402

竹田市 ② 強歩大会 本校の強歩大会(1～3年生対象)を実施 11月22日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401
合澤哲郎
0974-37-
3403

竹田市 ② 地域ふれあい作品展
絵画等児童生徒の作品及び作業学習で製作し
た製品等の紹介をします。

10月7日～
10月11日

株式会社サンリブ
竹田店

大分県立竹田支援学
校

無料 0974-63-0722 特になし
戸次幸一
0974-63-
0722

竹田市 ② 地域ふれあい作品展
絵画等児童生徒の作品及び作業学習で製作し
た製品等の紹介をします。

10月15日～
10月25日

竹田医師会病院
大分県立竹田支援学
校

無料 0974-63-0722 特になし
戸次幸一
0974-63-
0723

竹田市 ② なかよしまつり 地域交流を兼ねた学習発表会です。 11月16日
大分県立竹田支援
学校

大分県立竹田支援学
校

無料 0974-63-0722 特になし
戸次幸一
0974-63-
0724

竹田市 ③ 木村雄太コンサート
大分県出身のバリトン歌手で本校の校歌を
歌っていただいている木村雄太氏のコンサー
ト

10月16日
くじゅうサンホー
ル

久住高原農業高校 無料 0974-77-2200 近隣中学生を招待 黒野昌子

竹田市 ②
久住高原農業高校収
穫祭

本校生徒が授業や実習で栽培・製造した農産
物の即売および本校の活動などを展示紹介

11月17日 久住高原農業高校 久住高原農業高校 無料 0974-77-2201 後藤裕喜

竹田市 ② 園開放日 親子で一緒に遊びます。 10月20日 しらゆり幼稚園 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223

竹田市 ② 瀧祭
竹田市内の幼小中の子どもが歌唱や合奏を行
う。

11月1日 グランツ竹田 竹田市 無料

竹田市 ② 芋ほり 地域の方と一緒に収穫体験をする。 11月5日 竹田市飛田川 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223


