
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

中津市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を１８時以降に公開します。 １１月２日（月） 中津東高等学校定時制 中津東高等学校定時制 無料 0979-32-2346
事前の申込み
必要

中津市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月29日（木）
～11月6日（金）

中津南高等学校 中津南高等学校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 学校公開日 日頃の授業を公開します。
11月10日（火）

～
13日（金）

中津南高等学校耶馬溪校 中津南高等学校耶馬溪校 無料 0979-54-2011

中津市 ② CM塾完成作品お披露目会
CM界の巨匠に師事し、本校生徒がCMを制作し、
その完成作品を披露します。

10月11日(日) セントラル三光 中津南高等学校耶馬溪校 無料 0979-54-2011

中津市 ②
おじいちゃん・おばあちゃん
と遊ぼう会

祖父母と一緒に伝承遊びを楽しみます。 １１月１１日（水） 三保幼稚園 三保幼稚園 無料 0979－32－1978

新型コロナウイルス
感染症の拡大により
開催しない場合もあ
ります。

中津市 ② 秋季大運動会 保護者・祖父母等が参加の幼少合同大運動会です １０月２日（金） 和田小学校 和田小学校 無料 0979-32-3321

中津市 ② 幼稚園公開日 参観日を兼ねて保育の公開をします。
11月17日（火）

18日（水）
沖代幼稚園 沖代幼稚園 無料 0970－24－0707

中津市 ② ようこそ先輩
本校出身の、各界で活躍中の先輩を講師として招
きます。

１１月６日（金） 北部小学校 北部小学校 無料 0979-22-0302

中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １０月１５日（木） 小楠小学校 小楠小学校 無料 0979－22－0566

中津市 ④ 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しま
す。

１１月２５日（木） 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

中津市 ② 学校公開日 持久走大会です。 １１月２６日（木） 和田小学校 和田小学校 無料 0979－32－2298

中津市 ② 学校文化祭 各学年の出し物です。 11月下旬 今津小体育館 今津小学校 無料 0979-32-0002

中津市 ② 運動会 運動会を実施します。 10月2日（金） 真坂小運動場 真坂小学校 無料 ０９７９－４３－２１０４

中津市 ② マサカーニバル 学習発表会します。 11月10日（火） 真坂小体育館 真坂小学校 無料 ０９７９－４３－２１０４

中津市 ② 学校公開（秋季大運動会） 運動会の様子を公開します。 １０月⑨日（金） 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

「おおいた教育の日」普及期間の取組（中津市）
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中津市 ② 秣っ子まつり 日頃の学習の成果を発表します。 １１月１3日（金） 秣小学校 秣小学校 無料 0979-43-2191

中津市 ② 深水まつり 日頃の学習成果を発表する学習発表会です。 １１月15日（日） 深水小学校 中津市立深水小学校 無料 0979-43-2719

中津市 ②
音楽と美術のコラボ　感性育
成事業（小学校）

子どもたちに対して質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を
確保するとともに、芸術家による表現手段を用いた計画的・継
続的なコンサート、ワークショップ等を実施します。

10月2日（金）
10：45～
11：30

樋田小学校
大分県立美術館
（OPAM)

無料

（公財）大分県芸術文化スポーツ財団
iichiko総合文化センター・大分県立美術館
（OPAM)広報・連携推進課課長代理 橋本 
修℡：097-533-4009　fax：097-
533-4009

中津市 ②
音楽と美術のコラボ　感性育
成事業（小学校）

子どもたちに対して質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を
確保するとともに、芸術家による表現手段を用いた計画的・継
続的なコンサート、ワークショップ等を実施します。

11月16日（月）
10：45～
12：20

樋田小学校
大分県立美術館
（OPAM)

無料

（公財）大分県芸術文化スポーツ財団
iichiko総合文化センター・大分県立美術館
（OPAM)広報・連携推進課課長代理 橋本 
修℡：097-533-4009　fax：097-
533-4009

中津市 ③ 文化キャラバン オペラ（ピアノ・歌）です。 10月6日（火） 上津小体育館 大分二期会 無料 0979-52-2832

中津市 ② 上津小文化祭 学習発表です。 11月13日（金） 上津小体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832

中津市 ② 城井っ子集会 児童の歌・劇等の発表会をします。 11月15日（日） 城井小学校体育館 城井小学校 無料 0979-54-2105

中津市 ② ふるさと祭り もちつき・学習発表です。 11月29日(予定） 津民小体育館 津民小学校 無料 0909-54-2034
まだはっきりと
日程が決まって
いません

中津市 ③ 三郷小文化祭（仮称） 文化祭です。 11月21日（土） 三郷小体育館 三郷小学校 無料 0979-62-2005

中津市 ② 学校公開日・合唱大会 校内合唱大会を公開します。 11月20日（金） 豊陽中学校体育館 豊陽中学校 無料 0979-22-0331

中津市 ② 演奏会 吹奏楽部発表会です。 10月11日(日) 中津文化会館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325
生徒・保護者
対象

中津市 ② 講演会 ネット安全教室です。 10月16日(金) 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325 生徒対象

中津市 ② 講演会
「自他を大切にするための性教育」講師　谷口久
枝先生です。

10月29日(木) 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325 生徒対象

中津市 ② 学校公開日 午前中保護者による参観授業です。
10月29日（木）

30日（金）
中津中学校 中津中学校 無料 0979-22-0575

中津市 ② 公開授業研究会 「３つの提言公開授業」です。 11月5日（木） 中津中学校 中津中学校 無料 0979-22-0575
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中津市 ② 合唱コンク-ル クラス合唱です。 11月27日（金） 城北中　体育館 城北中学校 無料 0979-22-0780
コロナ対策の
関係で詳細の
検討中です。

中津市 ② 薬物乱用防止教室
１年生対象の警察署と保健所の講師による講話で
す。

11月17日（火） 東中津中ランチルーム 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ② 文化発表会 合唱発表会です。 11月27日（金） 東中津中体育館 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ①②
クリーンアップ
・今津ゴミ０運動

地域の方と協力して校区のゴミ拾いを行います。 10月27日（火） 今津中学校校区 今津小学校・中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 校内文化祭 生徒の文化的活動を発表します。 11月27日（金） 今津中学校体育館 今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 合唱祭 各クラスの合唱と学年合唱です。 11月20日（金） 三光中学校体育館 三光中学校 無料 0979-43-2729
保護者のみ
（予定）

中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月１９日（月） 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ② 校内音楽会 本校の音楽行事です。 11月21日（土） 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ② キャリア教育講演会 「清掃」から自分の生き方を考える講演会です。 ９月２３日（水） 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② オープンスクール
中学３年生とその保護者を対象とした体験入学会
です。

9月26日（土） 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 授業を公開します。(2限～4限）
10月27日（火）

～30日（金）
中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権教育講演会
実体験に基づいた部落差別の現実を学ぶ講演会
です。

11月18日（水） 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 授業を公開します。(2限～4限） 10月27日～30日 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権教育講演会
実体験に基づいた部落差別の現実を学ぶ講演会
です。

11月18日 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244
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豊後高田市 ② 学校公開日
保護者（学年別）、ＣＳ委員対象の授業公開日で
す。

10月15日（木） 高田小学校 高田小学校 無料 0978-22-2071
関係者以外の
参観不可

豊後高田市 ② 学校公開日
保護者（学年別）、ＣＳ委員対象の授業公開日で
す。

11月13日（金） 高田小学校 高田小学校 無料 0978-22-2071
関係者以外の
参観不可

豊後高田市 ② 秋季大運動会 日頃の体育の授業の成果を保護者に披露します。 10月4日（日） 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

豊後高田市 ② 学校公開日 学校の授業や児童の活動の様子を公開します。 9月15日（火） 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

豊後高田市 ② 学校公開日 学校の授業や児童の活動の様子を公開します。 11月13日（金） 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

豊後高田市 ② 学校公開日 学校の授業や児童の活動の様子を公開します。 10月15日（木） 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
ふれあい遠足（鍛錬遠足で西叡山まで地域の方や
保護者と歩きます）

10月23日（金） 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 学校の授業や児童の活動の様子を公開します。 11月13日（金） 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します。 10月15日（木） 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 戴星祭
地域の高齢者を招待して、生徒が育てた菊を鑑賞
しながら学習発表会を実施します。

11月７日（土） 戴星学園 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します。 11月７日（土） 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 第４回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日（木） 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

豊後高田市 ② 第５回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月16日（月） 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紹介します。 10月15日（木） 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紹介します。 11月13日（金） 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

「おおいた教育の日」普及期間の取組（豊後高田市）
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豊後高田市 ② 学校公開日 全学年の授業の様子を公開します。 10月15日（木） 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 全学年の授業の様子を公開します。 11月16日（月） 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 通常の授業を公開します。 10月15日（木） 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 学校公開日 通常の授業を公開します。 11月17日（火） 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 学校公開日 授業や子どもたちの活動の様子を公開をします。 10月15日（木） 臼野小学校　各教室 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 鍛錬遠足 全校児童で行う心身を鍛えるための遠足です。 10月30日（金） 未定 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，感謝の気持
ちを表す発表会です。

11月8日（日） 臼野小学校　体育館 臼野小学校 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② 消費者教育出前講座
5.6年生を対象に消費者としての心得を学びま
す。

11月17日 臼野小学校
5,6年生教室 豊後高田市消費生活センター 無料 0978-53-4024

豊後高田市 ② ハロウィン集会
ハロウィンに関する集会を実施。児童がハロウィ
ンの仮装をし、英語で会話します。

10月30日（金）
三浦小学校
体育館  各教室

三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 堅来神社清掃 地域にある堅来神社の清掃を全校で行います。 11月５日（木） 堅来神社 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年が授業公開をします。 11月18日（水） 三浦小学校 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します。 11月24日（火） 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 学校公開日 毎月１５日の授業公開日です。 10月15日（木） 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
える集会を実施します。

10月16日（金） 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 毎月の授業公開日です。 11月15日（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 消費者教育出前講座
６年生を対象に、市民課の名村さんが消費者の心
得をわかりやすく話してくれます。

11月25日（水） 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 音楽集会
４～６年生が、市内音楽会に向けて練習してきた
成果を低学年に披露します。音楽会への壮行会で
す。

11月24日（火） 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ④ 地域美術館体験講座 県美術館の出前授業体験です。
10月14

（水）.19日
（月）.20日（火）

豊後高田市教育会館 大分県立美術館 無料 0978-22-3170

豊後高田市 ③ 学校公開日
日頃の授業を広く公開し、学校理解を深める目的
です。

１０月15日（木） 高田中学校　各教室 高田中学校 無料 0978-22-3170

豊後高田市 ③ 豊後高田市英語暗唱大会 日頃の英語教育で学んだことを発表します。 11月25日（水） 高田中学校　体育館
豊後高田市教育文化
祭実行委員会

無料 0978-27-3018(戴星学園) 市教科研英語科

豊後高田市 ③ 豊後高田市弁論大会 各学校の代表者が、自分の考えを語ります。 11月25日（水） 香々地中学校
豊後高田市教育文化
祭実行委員会

無料 0978-26-2047(田染中) 市教科研国語科

豊後高田市 ③ 学校公開日
日頃の授業を広く公開し、学校理解を深める目的
です。

11月15日（日） 高田中学校　各教室 高田中学校 無料 0978-22-3170

豊後高田市 ③ 高中文化祭・合唱コンクール 日頃の授業の成果を発表する文化的行事です。
11月14日（土）

予定
高田中学校 高田中学校 無料 0978-22-3170

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月15日（木） 河内中学校 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。
11月6日（金）
～8日（日）

若宮八幡社 豊後大たいまつ実行委員会 無料 0978-22-3100

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 11月13日（金） 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

豊後高田市 ② 文化祭 弁論や西叡太鼓等を発表します。 11月21日（土） 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を紹介します。 11月16日（月） 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ② 文化祭 生徒の学習発表・合唱・英語暗唱等を行います。 11月22日（日） 田染中学校　体育館 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ② 学校公開日 授業参観を実施します。（１０：３０～１２：２０） 10月15日（木） 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014
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豊後高田市 ② 学校公開日 授業参観を実施します。（１０：３０～１２：２０） 11月13日（金） 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

豊後高田市 ② 校内文化祭
合唱コンクール、真玉歌舞伎、尾鷲太鼓等を無披
露します。

11月22日（日） 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

豊後高田市 ① ガザミ料理教室
地元特産のガザミを使い、地域から講師を招いて
料理教室を行う。

10月
日にちは未定

香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ④
ものづくり現場の事業所等見
学

優れた技能によりものづくり産業を担うものづく
りマイスターが働く事業所等の見学をします。

10月13日（火）
JAフーズ大分
県立高等技術専門校

大分県職業開発協会 無料 097-542-6441

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15日（木） 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ②
校内文化祭
学校公開日

合唱、和太鼓の演奏、体験学習発表等を行いま
す。

11月15日（日） 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ① 3年消費者教育出前授業
賢い消費者になることを目指し、外部講師を招い
て出前授業を行います。

11月25日（水） 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ②，③
豊後高田市中学校弁論大会
和弁の部

市中学校弁論大会和弁の部本校
11月25日（水）

14:00～
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11日（日） 夢いろ幼稚園 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

豊後高田市 ② 体育教室（園公開日）
外部講師の体育教室を公開します。（年少・年中・
年長、全６クラスが実施）

11月10日（火） 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
園児の競技・保護者の係、一体となって頑張りま
す。

10月10日（土） 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 真玉八幡社の奉納相撲に参加します。 10月18日（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 よっちょくれ祭り
真玉地区のお祭りにひょっとこ踊りで参加しま
す。

11月３日（火） 真玉中学校 地域総務課 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ② 芋ほり 地域の老人クラブの方と一緒に芋ほりをします。 10月末 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 ③ 美術館の旅・旅支度 県立美術館の指導の下ワークショップをします。 10月13日（火） キラリいろ幼稚園 県立美術館事業 無料 0978-53-5163
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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
るポスター展です。

12月2日（水）
～9日（水）

市立図書館 健全育成市民会議 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、挨拶推進の公演会です。 11月16日（月） 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112
＊コロナの状
況により中止
や変更もあり

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います。

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 ① 秋のお話会 本の読み聞かせやパネルシアターです。 10月18日（日） 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
＊コロナの状
況により中止
や変更もあり

豊後高田市 ①
郷土絵本「くにさきの鬼」原画
展

郷土絵本「くにさきの鬼」の原画を展示します。
１０月３日（土）

～１１月３日（火）
市立図書館 豊後高田市教育総務課 無料 0978-53-5112

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
をします。

１０月２７日（火）
～１１月９日（月）

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、作品の展示をしま
す。

１１月６日（金）
～２９日（日）

市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ② 別府大学健康講座 体操講座をします。
10月6日（火）
・13日（水）

11月17日（火）
田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

豊後高田市 ② 健康まつり 田染地区の健康に関する取り組みを行います。 10月17日（土） 田染公民館 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・芸能発表会をしま
す。

11月21日（土）
11月22日（日）

田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

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います。

１０月中 市内 教育委員会 無料 0978-53-5112

豊後高田市 ①
第28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です。
新チームによる最初の大会です。

10月10日（土）
10月11日（日）

市内 教育委員会 無料 0978-53-5112

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月末

～11月初旬
高田高等学校 高田高等学校 無料 0978-22-3145

豊後高田市 ①
「大分県少年の船」推進研修
（少年の船の家）

青少年の体験活動やキャリア形成の場を提供する
ため、「大分県少年の船」のスタッフによる2泊3
日の課題解決型研修を行う。

11月21日～23日 香々地青少年の家
大分県青少年団体連
絡協議会、大分県、
大分県教育委員会

大分県生活環境部
私学振興・少年課

097-506-3075
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宇佐市 ①② 体験入学 看護学科、体育進学コースの体験等です。
10月16日(金)
10月17日(土)

柳ヶ浦高等学校
体育館　教室　グランド

柳ヶ浦高等学校 無料 0978-38-0033
各出身中学校
を通して申込
をする。

宇佐市 ② 宇佐市教育の日 日頃の授業及びリレー大会の様子を公開します。 10月30日（金） 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

宇佐市 ② 宇佐市教育の日 日頃の授業の様子を公開します。 11月19日（木） 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

宇佐市 ② 三世代の集い

日頃から様々な形で協力していただいている地域の方に、児
童・保護者が感謝の気持ちを伝える場として設定された今年で
36年目を迎え、地域と学校と保護者をつなぐ大切な場になっ
ています。

11月７日（土）
糸口小学校
体育館　教室

糸口小学校
糸口小学校PTA

無料 0978-32‐0274

宇佐市 ② 特認校公開
子どもたちが取り組んでいる太鼓演奏や学習発
表を市内の方に見ていただく取組です。

11月14日（土） 西馬城小学校　体育館 西馬城小学校 無料 0978-32-2307

宇佐市 ② PTA「ふれあい学習」
原野彰子さん(絵手紙作家)の講演をお聞きする
中で夢をもって生きることの大切さ、素晴らしさ
を親子で学びます。

10月16日（金）
封戸小学校
封戸小学校PTA

封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

宇佐市 ② 宇佐教育の日 日頃の授業の様子を公開します。 10月16日（金） 封戸小学校 封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

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
公開します。

11月12日（木） 封戸小学校 封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

宇佐市 ② のびっ子祭り
学習発表会を広く地域の方に公開します。今年度
は地域の芸能や文化に堪能な方の参加を促し、地
域参画の文化祭をめざします。

11月29日(日)
封戸小学校
封戸小学校PTA

封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

宇佐市 ② クリーンアップUSA 道路沿いのゴミひろいをします。 10月30日（金） 校区内道路 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

宇佐市 ② 人権講演会 講師を招いて講演会をします。
11月24日（火）

13:00～
宇佐中学校
体育館

宇佐中学校 無料 0978-37-0055

宇佐市 ② なかまの集い 学級決議の中間総括・個人意見の交流です。 11月24日（火） 北部中学校　各教室 北部中学校 無料 0978‐32‐0326

宇佐市 ② よりもフェスティバル 文化的な発表会や学習発表会をします。 11月15日（日） 北馬城小学校　体育館 北馬城小学校 無料 0978-37-0701
状況により中
止する場合も
あり。

宇佐市 ② 学校公開 日頃の授業の様子の公開します。 10月（予定） 安心院中学校　各教室 安心院中学校 無料 0978-44-0004

宇佐市 ②③ 教育文化祭 各学年の地球未来科の学習成果の発表等をします。 11月（予定） 安心院中学校　体育館 安心院中学校 無料 0978-44-0004

「おおいた教育の日」普及期間の取組（宇佐市）
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宇佐市 ② ふれあい文化祭 PTAと共催で文化活動の発表をします。 10月24日（土） 津房小学校 津房小学校 無料 0978-48-2305

宇佐市 ② 津房探訪ツアー まちづくり協議会の協力で津房を探訪します。 11月7日（土） 津房小学校 津房小学校 無料 0978-48-2305

宇佐市 ②③ ふれあい文化祭 劇や詩吟など、児童や地域の方が披露します。 11月14日（土） 佐田小学校　体育館 佐田小学校 無料 0978-44-0154
未定
10月中旬決定

宇佐市 ③ 時代めぐりウォーク 佐田地区の名跡を歩いてめぐります。 11月３日（火） 佐田公民館
佐田地区まちづくり
協議会

0978-44-0312
未定
10月中旬決定

宇佐市 ② 駅伝大会 全校児童が駅伝をします。 11月29日(日) 校区 横山小学校 無料 0978-32-0457

宇佐市 ② 授業公開 保護者対象に授業を公開します。
11月2日（月）
～10日（火）

土日祝祭日は除く
宇佐高等学校 宇佐高等学校 無料

http://kou.oita-
ed.jp/usa/
0978-37-0117

ただし、コロナウイル
スの感染状況により
変更もあります。

宇佐市 ② 人権講演会
生徒対象の講演会です。
保護者へも公開します。

11月予定 宇佐高等学校 宇佐高等学校 無料

http://kou.oita-
ed.jp/usa/
0978-37-0117

ただし、コロナウイル
スの感染状況により
変更もあります。

宇佐市 ② 総合文化祭 動画上映・作品展示・製品販売です。
10月26日（月）

～30日（金）
宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780

保護者のみ公
開

宇佐市 ② 授業参観週間 日頃の授業の様子を公開します。
11月11日（水）
～13日（金）

宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780
保護者のみ公
開

宇佐市 ①②③ ○
特別展　大相撲力士群像－相
撲の歴史と時代のヒーローた
ち－

神事相撲から現代まで続く相撲の歴史的変遷、そ
の時代を彩った名力士の関連資料を一堂に集め
展示します。

10月16日（金）
～ 11月29日（日）

県立歴史博物館 県立歴史博物館
https://www.pref.oita.j
p/site/rekishihakubuts
ukan/

宇佐市 ①②③ ○
記念講演　大相撲あれこれ
現役実況アナウンサーが語る
相撲トリビア

講師に吉田賢氏（ＮＨＫ大相撲アナウンサー）をむ
かえ、相撲トリビアを語っていただきます。

１０月３１日（土） 県立歴史博物館 県立歴史博物館 無料
https://www.pref.oita.j
p/site/rekishihakubuts
ukan/

http://kou.oita-ed.jp/usa/0978-37-0117
http://kou.oita-ed.jp/usa/0978-37-0117
http://kou.oita-ed.jp/usa/0978-37-0117
http://kou.oita-ed.jp/usa/0978-37-0117
http://kou.oita-ed.jp/usa/0978-37-0117
http://kou.oita-ed.jp/usa/0978-37-0117
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別府市 ②
第30回全国産業教育フェア
大分大会

大分支援学校高等部生徒の職業に関する学習の
発表会です。

１０月２４日（土） 別府ビーコンプラザ
文部科学省
大分県 ほか

無料 097-527-2711

別府市 ②
第30回全国産業教育フェア
大分大会

産業教育の発表会（全国大会）への参加をします。 １０月２４日（土） 別府ビーコンプラザ
文部科学省
大分県 ほか

無料
http://kou.oita-

ed.jp/sanfair2020/

別府市 ② 職業人に学ぶ 1年探究学習におけるキャリア教育です。 １０月２９日（金） 別府翔青高等学校 別府翔青高等学校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 授業研究会 公開授業研究会です。 １１月２日（月） 別府翔青高等学校 別府翔青高等学校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 命の大切さを学ぶ教室 2年生を対象とした保健教育です。 １１月５日（木） 別府翔青高等学校 別府翔青高等学校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 交通講話 1年生を対象とした交通安全教育です。 １１月１２日（木） 別府翔青高等学校 別府翔青高等学校 無料 0977-22-3141

別府市 ①③ 湯けむり歴史講座 検討中 未定 未定 無料
別府市教育部社会教育課　

0977-21-1587

別府市 ①③ 湯けむり歴史講座 検討中 未定 未定
別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課　

0977-21-1588

別府市 ①③ 湯けむり歴史講座 検討中 未定 未定
別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課　

0977-21-1589

別府市 ①③ チャレンジ子育て学級
幼・小・中学生の保護者を対象にした家庭教育の
あり方について学習する機会を提供します。

10月13日（火）
11月10日（火）

別府市公会堂
別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課　

0977-21-1590

別府市 ①③ にこにこ子育て学級
乳幼児の保護者を対象にした家庭教育のあり方
について学習する機会を提供します。

10月16日（金）
11月21日（土）

別府市公会堂
別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課　

0977-21-1591

別府市 ①
公民館子どもひろば
（放課後学習ひろば）

地域住民が子どもたちと活動することをとおし、住民の
もつ知識・知恵・技能等を伝承し、子どもたちにとって
は、様々な体験活動を行う機会とします。

10月1日（木）～
11月20日（金）
水・土・日曜日

市内各小学校（東山小学校除
く）・別府市中央・中部地区・西部
地区・朝日大平山地区・南部地
区・北部地区公民館

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課　

0977-21-1592

別府市 ②
別府市の教育を語る懇談会
事務局会

新しい時代を生きていく子どもたちのために、学
校・家庭・地域・教育行政、それぞれが果たすべき
役割を考える協議会です。

未定 総合教育センター 別府市教育懇話会 無料
別府市総合教育センター　

0977-26-0803

別府市 ①
温泉学一般
「温泉と健康」

別府温泉の魅力や特徴、温泉と健康などについて
科学的視点から学びます。

１１月５日（木） 別府市中央公民館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

別府市 ① 子どもバドミントン教室
ルールや基本動作を学び、個々の役割と思いやり
の精神を学びます。

10月10日（土）
11月14日（土）

北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977-67-8300

「おおいた教育の日」普及期間の取組（別府市）

http://kou.oita-ed.jp/sanfair2020/
http://kou.oita-ed.jp/sanfair2020/
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別府市 ①
西部生涯学習カレッジ
「昭和音楽の玉手箱」

別府市老連歌声広場の鳥井好人さんを講師に迎
え、みんなで昭和の歌を歌います。

１０月１８日（日） 西部地区体育館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330

別府市 ①
西部生涯学習カレッジ
「健康の源は笑いから」

萱嶋仁侠さんを講師に迎え、笑って健康を目指し
ます。

１１月１３日（金） 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330

別府市 ① キッズ・チャレンジ
子ども達がスポーツや地域行事にチャレンジしま
す。

10月17日（土）
11月 7日（土）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ① キッズ・アート・スクール
子ども達が絵をかいたり、工作等の造形遊びに取
り組みます。

10月10日（土）
11月21日（土）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ① 歌の音わか教室
音楽の持つ特性を用いた音楽療法をもとに、みん
なで一緒に楽しく歌う活動を行います。

10月8日（木）・
30日（金）

11月6日（金）・
20日（金）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ①
湯の街学びのカレッジ南部
キャンパス「南部はつらつ大
学」

成人教育全般、参加者同士の交流をすることによ
り、活力ある地域づくりを目指します。

10月 7日（水）
11月11日（水）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ① らくらく指ヨガ健康教室
手の平や指を押したり、伸ばしたりすることによ
り、体の不調の改善や健康増進を目指します。

10月 9日（金）
11月13日（金）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ① はじめての「てごねパン」教室
パン生地を手ごねから始め発酵させて、調理パ
ン、食パン、菓子パンなどを作る教室です。

10月27日（火）
11月24日（火）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ① 気功操体法気功太極拳
中国伝統の健康法の実技を取り入れ、中高年から
の体力・体型作りを行います。

10月 7日（水）
11月 4日（水）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ①
公民館子どもひろば
「やさしい書写教室」

小学生を対象に硬筆・毛筆を基礎から学びます。
10月24日（土）
11月28日（木）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ①
公民館子どもひろば
「キッズ卓球教室」

小学生を対象に卓球を基礎から学びます。
10月24日（土）
11月28日（木）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ①
公民館子どもひろば「将棋教
室」

将棋を覚えたい又は強くなりたい小学生を対象
に、大局を楽しみます。

10月25日（日）
11月22日（日）

南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

別府市 ① ズンバ　ＧＯＬＤ
コロンビアで生まれたフィットネスプログラム（初
心者・高齢者向け）の体験教室です。

１０月１８日（日） 中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4321

別府市 ① 親子でパン作り 親子で仲良くパン作りにチャレンジします。 １０月２５日（日） 中部地区公民館 中部地区公民館 0977-25-4321 材料費500円

別府市 ① クリスマスリース作り
成人・高齢者の方々に、木の実やリボンなどを
使って、楽しく作っていただきます。

１１月１６日（月） 中部地区公民館 中部地区公民館 0977-25-4321 材料費1,000円
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別府市 ①
公民館子どもひろば
「スポンジテニス」

ラケットやボールの扱い方を学び、スポンジテニ
スを楽しみます。

１０月３１日（土） 中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4321

別府市 ①
世代間交流さわやか学級
「茶道一日体験」

日本の伝統文化を体験しながら、礼儀作法を学び
ます。

１０月３１日（土） 朝日大平山地区公民館 朝日大平山地区公民館 無料 0977-66-1150

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１０日（土） 市立図書館 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１５日（木） 市立図書館 市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① 別府の竹細工に挑戦しよう！ 竹細工でペンダントをつくります。 10月または11月 市立図書館 市立図書館 0977-23-2453 8月中に確定予定

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２１日（土） 市立図書館 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１９日（木） 市立図書館 市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① 日本庶民史
ベストセラーから日本人の文化、生き様を学びま
す。

10月19日（月）
11月16日（月）

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① 十八史略
古代史の見せ場（項羽と劉邦の対決など）を学び
ます。

10月12日（月）･
26日（月）

11月30日（月）

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① 大分歴史探訪 最新研究による日本史の新常識を学びます。
10月18日（日）
11月15日（日）

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① おもしろ人生学
波乱万丈な人生から、現代を生きるヒントを学び
ます。

１０月２５日（日）
別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 万葉をひもとく
和歌の歴史背景や古代日本人の心情、人物像に
迫ります。

10月5日（月）
11月9日（月）

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① 秋を見つける親と子のつどい
芋ほり体験と焼きいも試食をします。
木の板や木の実を使った写真たてを作ります。

１０月１７日（土） 少年自然の家「おじか」 少年自然の家「おじか」 0977-25-4951 参加費500円

別府市 ① アスレチック開放DAY 所内のアスレチック施設を開放します。 １０月２５日（日） 少年自然の家「おじか」 少年自然の家「おじか」 無料 0977-25-4951

別府市 ① 親子で交際交流
留学生との交流、おじかの自然体験活動等をしま
す。

１１月１５日（日） 少年自然の家「おじか」 少年自然の家「おじか」 無料 0977-25-4951
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別府市 ③
第２５回キルトin別府
～針のおしゃべり～

教室の生徒50人が１年間で作り上げたキルト作
品約200点を展示します。

10月6日（火）
～11日（日）

企画展示室･ホワイエ 別府市美術館 無料 0977-75-8710

別府市 ③
西陣美術織
若冲動植綵絵展

京都の伝統産業である西陣織を用いて制作した
伊藤若冲の動植綵絵の再現作品60点（掛軸40
点･額装作品20点）です。

10月14日（水）
～18日（日）

企画展示室 別府市美術館 無料 0977-75-8710

別府市 ③
別府こども環境絵画･
作文展

別府市内の小･中学生を対象に「美しいまちづく
り」をテーマに絵画や作文を募集、応募作品から
選ばれた優秀賞約80点です。

10月中旬 1階ホワイエ 別府市美術館 無料 0977-75-8710

別府市 ③ 第６５回蒼土展
会員15名が1年間に描いた油彩・水彩・デッサン
など約60点と過去のポスター16点です。

10月21日（水）
～11月1日（日）

企画展示室 別府市美術館 無料 0977-75-8710

別府市 ③ 親子展 油彩･アクリルなど約20点（8～50号）です。
11月4日（水）
～14日（土）

企画展示室 別府市美術館 無料 0977-75-8710

別府市 ③ 第７回別府版画会員展
ふれあい広場サザンクロス主催の「木版画入門」
で学ぶ会員22名と穴井將巳氏の木版画約50点
です。

11月17日（火）
～29日（日）

企画展示室 別府市美術館 無料 0977-75-8710

別府市 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
売します。

１０月１０日（土） 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

別府市 ② 第２回　体験入学 中学生が、１日高校の授業体験をする。 １０月１７日（土） 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

別府市 ②
第11回わくわくフェスティバ
ル

別府大学短期大学部初等教育科学生が企画す
る、歌、演奏、踊り、ふれあい遊び、工作等を通し
ての子どもたちとの交流イベントです。

１１月１１日（水） 別府大学第１体育館 別府大学短期大学部
初等教育科無料
初等教育科事務室
0977-66-4544

別府市 ①．②

別府大学短期大学部幼児・児
童教育研究センター公開講座
「無藤隆　講演会」
「大田亜紀　講演会」

大分県内教育・保育現場の先生方と別府大学短期
大学部初等教育科学生のための保育・教育の第
一線で活躍されている講師による公開講座です。

１１月１４日（土） 別府大学3号館ホール 別府大学短期大学部
幼児・児童教育研究センター無料
初等教育科事務

0977-66-4544

別府市 ② 体育大会 本校の体育大会です。 １０月３０日（金） 明豊中学校 明豊中学校 無料 0977-27-3311

別府市 ② 修学旅行 ３泊４日の本校の修学旅行です。
11月17日（火）
～20日（金）

北海道内 明豊中学校 0977-27-3311
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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19日（月）
～23日（金）

杵築高等学校 杵築高高等学校 無料 0978-62-2037

「おおいた教育の日」普及期間の取組（杵築市）
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国東市 ② 公開授業 各授業を公開します。
10月20日（火）

～31日（土）
国東高等学校双国校 国東高等学校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ② 想刻祭 想刻祭を公開します。 １０月３１日（土） 国東高等学校双国校 国東高等学校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月26日（月）
～11月6日（金）

国東高等学校 国東高等学校 無料 0978-72-1325

国東市 ② 秋の園芸フェア
授業や実習で生産した苗、草花、果物の販売をし
ます。

１１月１３日（金） 国東高等学校 国東高等学校 無料 0978-72-1325

国東市 ② ため池ウォーク 地域の団体と連携した体験学習です。 １０月２２日（木）
旭日地区内ウォーキング
コース等

旭日小学校・GAP 無料 0978-72-0359

国東市 ② 旭日地区文化祭 学校・地域が連携した行事です。 １１月２２日（日） 旭日小学校　体育館
旭日小学校
旭日地区公民館

無料 0978-72-0359

国東市 ③ 文化キャラバン
子どもが、本物の文化芸術に触れ、豊かな感性、
創造性を育む機会とし、心豊かな子どもの育成を
図ります。

１０月２１日（水） 安岐小学校 ＮＰＯ法人大分県芸振 無料 0978-67-0336
保護者のみ

参加可

国東市 ② 文化祭 合唱・創作活動・世界農業遺産学習の発表です。 １１月１４日（土） みんなんかん 国見中学校 無料 0978-82-0034

国東市 ② 稲刈り
秀渓園や地域の方々と触れ合いながらの稲刈り
をします。

未定 手野田んぼ 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 人権講演会
児童・生徒、保護者、地域の方々、教職員対象の人
権講演会です。

未定 志成学園　体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 小原小学校学習発表会
児童による学習発表及び地域芸能の発表や展示
を行います。

１１月７日（土） 小原小学校　体育館 小原小学校 無料 0978-72-0044

国東市 ② 運動会 児童・保護者とのふれあい運動会です。 9月26日（土） 竹田津小学校　運動場 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② 芋掘り 地域の高齢者との交流をかねた芋掘りです。
10月22日（木）

予定
竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② 収穫祭
地域の方との交流をかねた学習発表や収穫祭で
す。

11月6日（金）
予定

竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② 稲刈り 地域の方との交流をかねた稲刈りをします。
10月5日（月）

予定
竹田津干拓 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

「おおいた教育の日」普及期間の取組（国東市）
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国東市 ② 学校公開・給食試食会
日頃の授業の様子を公開し、保護者の希望者が給
食試食をします。

１０月２２日（木）
国東小学校
各教室　家庭科室

国東小及びＰＴＡ 無料 0978-72-1412

国東市 ② メロディーブック
児童がこれまで学んだことを保護者・地域の方々
に学年ごと発表します。

１１月２７日（金） 国東小学校　体育館 国東小学校 無料 0978-72-1412

国東市 ② 祖父母参観日
運動会ごっこを行い、参観したり協議に参加した
りします。

１０月３０日（金） 安岐中央幼稚園 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

国東市 ② 両子山登山 みんなで両子山に登り、達成感を味わいます。 １１月６日（金） 両子山 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

国東市 ② ミニミニ運動会ごっこ 未就園児と運動会ごっこを行います。 １０月２８日（水） 安岐小学校　運動場 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ② 両子山登山 中央幼稚園の友だちと両子山に登ります。 １１月６日（金） 両子山 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ② 幼小交流会 1年生と芋掘りをします。 11月中旬 安岐幼稚園　隣接畑 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ②
高齢者とのふれあい交流会
（小学校に参加）

学習発表会・ふれあい活動等です。 １１月 伊美小学校　体育館　他 国見中央幼稚園 無料 0978-82-1205

国東市 ② 弥生のムラ親子体験活動 親子で植えた餅米の稲刈りを行います。 １０月２３日（金）
国東市弥生のムラ歴史
体験学習館

富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ② 弥生のムラ親子体験活動 収穫した餅米で餅つきをして、味わいます。 １１月１４日（土）
国東市弥生のムラ歴史
体験学習館

富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ② 幼小交流 １年生と植えたサツマイモの収穫をします。 未定 富来幼稚園 富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ④ ISTS地域イベント
宇宙技術及び科学の国際シンポジウム地域イベン
トです。

１１月２１日（土）
アストくにさき
アグリホール

ISTS組織委員会 無料
国東市社会教育課
0978-72-2121

国東市 ③ 弥生アラカルト 稲刈り体験をします。 １０月２７日（火） 国東市歴史体験学習館 国東市歴史体験学習館 無料 0978-72-2677

国東市 ② 梅園祭 三浦梅園の遺徳を偲びたたえる会です。
11月22日（日）
(13時～16時)

国東地区教育会館 国東地区教育会館運営委員会 無料 0978-72-0140

国東市 ② 学びの教室、学び塾 小学生学習指導、中学生学習指導
令和2年5月～令和3年

2月
水・土曜日

各学校 国東市社会教育課 0978-72-2121
退職校長

(学びの教室19名)
(学び塾6名)



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

国東市 ③ 国東市退職校長会美術展 毎年２回錠で開催します。

11月1日（日）～25日
（水）
11月28日（土）～12月
26日（土）

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、全員で選をします。
互選と選者による佳句を選びます。

毎月第一水曜日
9:30～12:00

例会を開催

奇数月はアストくにさき
偶数月は安岐中央公民館

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・行政が協働してして子育てに
取り組む集いです。

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--0066



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

姫島村 ② キッズサッカー教室
ｻｯｶｰ協会から派遣されるｺｰﾁと一緒に、ﾎﾞｰﾙを
使った簡単な運動遊びをします

１１月４日（水） 姫島幼稚園  園庭 大分県ｻｯｶｰ協会 無料 kids@ofa.or.jp

姫島村 ③ 芸術鑑賞会 「管楽器プレーヤーズ大分」を招いての鑑賞会 １０月２９日（木） 姫島中学校 姫島中学校 無料 0978－87－3334

「おおいた教育の日」普及期間の取組（姫島村）



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

日出町 ② 園内運動会
園内運動会を通して育ちの様子を見てもらい、保
護者や祖父母と交流を深めます。

１０月２１日（水） 豊岡小学校　体育館 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 体験入園
来年度入園対象児とその保護者に日頃の保育を
公開し体験してもらいます。

１１月６日（金） 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 園公開日 日頃の園生活の様子を公開します。 １１月１２日（木） 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

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と交流しま
す。

１０月２３日（金） 日出小学校　校庭 日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町 ② 園公開日 日頃の様子を保護者や地域の方に公開します。 １１月６日（金） 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町 ② 園公開日
保護者や祖父母に日頃の保育の様子を公開しま
す。

１０月２２日（木） 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 体験入園
体験入園児とその保護者に日頃の保育の様子を
公開します。

１０月２９日（木） 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母参加の運動会です。 １１月６日（金） 藤原小体育館 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園公開日 日常保育を保護者や地域の方に公開します。 １１月１２日（木） 川崎幼稚園 川崎幼稚園　 無料 0977-72-5029

日出町 ➁ 園内運動会 保護者や祖父母と一緒に交流を図ります。 １１月２６日（木） 川崎小学校　体育館 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ② 園公開・家庭教育講座 家庭教育講座や保育を公開します。 １０月２２日（木） 大神幼稚園
大神幼稚園
大神地区公民館

無料 0977-72-4120

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母と交流します。 １１月１３日（金） 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 老人会とのふれあい 地域の老人クラブの方と交流します。 １１月２０日（金） 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 体験入園 未就園児と交流します。 １１月３０日（月） 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

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１２日（木） 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333

「おおいた教育の日」普及期間の取組（日出町）



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

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６日（金） 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011 午前9時～12時

日出町 ②③ 学校公開日
「管楽器プレイヤーズ大分」による演奏会を行いま
す。

１０月２２日（木） 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830
未確定

（コロナ関連）

日出町 ② 学校公開日 音楽を中心に日頃の学習成果の発表をします。 １２月４日（金） 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830
未確定

（コロナ関連）

日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 １１月１２日（木） 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

日出町 ② 昔の遊び体験 老人クラブの方に昔の遊びを教えて頂きます。 １１月１２日（木） 川崎小学校（1年教室） 川崎小学校 無料 0977-72-2428

日出町 ② いじめ未然防止授業
スクールロイヤーを招いて、いじめの未然防止に
ついて話をしてもらいます。

１１月１２日（木） 川崎小学校（6年教室） 川崎小学校 無料 0977-72-2428

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２２日（木） 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

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１５日（木） 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

新型コロナウイル
ス感染症予防の
ため中止の場合
もあり。

日出町 ② 文化祭 本校の文化祭の様子を公開します。 １１月２０日（金） 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

新型コロナウイル
ス感染症予防の
ため中止の場合
もあり。

日出町 ② 大神中文化祭
学校公開日を兼ねた文化祭で合唱等を発表しま
す。

１１月２１日（土）
大神中学校
体育館　他

大神中学校 無料 0977-72-2308

日出町 ③ フルールミニコンサート フルートのアンサンブルです。 １０月１０日（土） 町立図書館 町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ③ 読書週間講演会 堀先生による講演「日出町と滝廉太郎」です。
未定

(10月か11月に開
催)

町立図書館 町立図書館 無料 0977-72-3232

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します。 11月20日(金) 日出総合高等学校 日出総合高等学校 無料 0977-72-2855
生徒・職員のみ

(保護者・一般公開
無)

日出町 ① 第７１回大分県公民館研究大会
各地の公民館における事例発表ならびに研究協
議です。

１０月２０日（火） 日出町中央公民館
大分県公民館連合会
別府地区公民館連合会

無料 097-506-5561



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 ①
大分県高等学校PTA連合会
広報誌コンクール

１０～１１月中予
定(未定)

大分市内
大分県高等学校
PTA連合会

無料 097-556-5925

大分市 ②③④
第45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・展示をします。

11月14日（土）
～17日（火）

iichiko総合文化センター
(グランシアタ、アトリウムプ
ラザ)

大分県高等学校
文化連盟

無料
http://kou.oita-

ed.jp/oitakobun/

大分市 ① わくわく科学フェスタ 科学実験のつどいです。 １１月７日（土） 大分市稙田公民館 稙田地区教育懇話会 無料 097-541-0017
今年はコロナの
状況により中止
も考えられる。

大分市 ①② 教育懇話会交流会
コロナ渦の中での子どもについての情報交換をし
ます。

１１月１４日（土） 鶴崎市民行政センター
大分市鶴崎地区
教育懇話会

無料
事務局

097-520-2695

次年度から本
来の講演会と
する。

大分市 ② 各小中学校ふれあい参観日 授業参観及び位学習発表(中学校文化祭)です。
11月1日（日）

前後
各小中学校 各小中学校 無料

大分市 ② 第１回入試説明会 来年度入試に向けた説明会です。 １０月３日（土）
岩田中学校
岩田高等学校

学校法人岩田学園 無料
http://www.iwata.

ed.jp/

大分市 ② 第２回入試説明会・公開授業
通常授業の見学後、来年度入試に向けた説明会
です。

１１月８日（日）
岩田中学校
岩田高等学校

学校法人岩田学園 無料
http://www.iwata.

ed.jp/

大分市 ② 学校公開日 授業公開します。
11月9日（月）
～13日（金）

大分工業高等学校 大分工業高等学校 無料
http://kou.oita-

ed.jp/oitakougyou/

大分市 ② 学校祭 体育大会です。 １１月５日（木） 大分工業高等学校 大分工業高等学校 無料
http://kou.oita-

ed.jp/oitakougyou/

大分市 ① 文化のつどい
郷土料理等の調理や会食を通して地域の方々や
ＰＴＡとの交流を図ります。

１１月６日（金）
大分工業高等学校定時制
給食室

大分工業高等学校定時制 無料 097-568-7325

大分市 ② 文化祭
幼小中高等部のすべての学部で取り組む文化祭
です。

11月14日(土)
8：45～

聾学校 聾学校 無料 097－543－2047
感染症防止の
観点から外部
非公開

大分市 ② 秋季総会・研究協議 議決および各委員会等の報告をします。
11月27日（金）

13:00～
大分市トキハ会館 大分県立学校長協会 無料 097-556-5925 会員向け

大分市 ②
大分東明高校
第２回オープンキャンパス

各コース毎の体験入学をします。
10月17日(土)
9:00～12:00

大分東明高等学校
各校舎

大分東明高等学校 無料 097-535-0201 事前申込が必要

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月2日（月）
4日（水）～6日

（金）
爽風館高等学校 爽風館高等学校 無料 097-547-7700 電話にて予約

大分市 ② 授業公開
地域の小中学校等の教職員に向けての授業公開
です。

１０月１３日（火） 大分支援学校 大分支援学校 無料 097-527-2711

「おおいた教育の日」普及期間の取組（大分市）

http://www.iwata.ed.jp/
http://www.iwata.ed.jp/
http://www.iwata.ed.jp/
http://www.iwata.ed.jp/


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 地域ふれあい作品展
大分支援学校児童生徒の図工･美術等の作品展
示です。

10月26日（月）
～11月6日（金）

大分リハビリテーション病院
大分角子原郵便局
大分みらい信用金庫大在支店
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
大分支援学校の児童生徒による学習成果発表会
です。作品展示、作業製品の販売などをおこない
ます。

１１月１４日（土） 大分支援学校 大分支援学校 無料 097-527-2711

大分市 ② オープンスクール 学校説明や入学者募集要項の説明をします。 １０月４日（日） 大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404
感染症の状況
によっては中止

大分市 ② 授業公開 平素の授業を公開します。
10月19日（月）
～23日（金）

大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404
感染症の状況
によっては中止

大分市 ③ 企画展「３人の先哲」
昨年度、紹介の映像ＤＶＤを制作した福沢諭吉・大
友宗麟・瀧廉太郎の足跡を紹介します。

9月12日（土）
～10月18日

（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
絵葉書を通して、近代大分の歴史と文化を紹介し
ます。

１０月７日（水）
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「ペトロ岐部と大
分のキリスト教」

国東出身のペトロ岐部の司祭叙階400年を記念
し、ペトロ岐部の足跡を通して、大分のキリスト教
の歴史と文化を紹介します。

10月24日（土）
～12月6日（日）

先哲史料館　展示室 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分市 ③ ２５周年記念講座
江戸時代の大分の歴史と文化の魅力を紹介しま
す。

１０月３１日（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
前野良沢の足跡と彼を取り巻く人々をとりあげ、
江戸時代の蘭学受容の様子を紹介します。

１１月４日（水）
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 大分・長崎交流講座
大分と長崎の地域間交流のあり方を通して、国内
外の交流と地域社会への影響を紹介します。

１１月２１日（土）
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 おおいた夢色音楽祭 現在、詳細について検討中です。
10月24日（土）

～25日（日）
祝祭の広場

おおいた夢色音楽祭
実行委員会

福徳学院高等学校
097-544-3551

大分市 ② 大分マルシェ 現在、詳細について検討中です。
11月7日（土）
～8日（日）

大分いこいの道
北側広場

大分マルシェ実行委員
会
大分市農政課

福徳学院高等学校
097-544-3551

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19日（月）
～11月13日

（金）
大分豊府高等学校 大分豊府高等学校 無料 097-546-2222

大分市 ②③
大分県立盲学校　幼児児童生
徒作品展示

視覚障がいのある幼児児童生徒の絵画等の作品
を展示し、地域の方々に本校の学習活動の成果を
鑑賞していただきます。

11月9日（月）
～13日（金）

大分県信用組合金池支店 盲学校 無料 097-532-2638

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
教育相談を行います。

１１月６日（金） 盲学校 盲学校 無料 097-532-2638
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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です。 １０月１５日（木） 大分東高等学校 大分東高等学校 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です。 １１月１２日（木） 大分東高等学校 大分東高等学校 無料 097-592-1064

大分市 ①
プラスチックごみリサイクル
啓発の輪を広げよう

各種消費者団体、環境保全団体等県下1100人の
調査結果を参考に、県大会を実施し、政策提言に
繋げます。

10月6日（火）
コンパルホール
多目的ホール

大分県生活学校運動
推進協議会

無料
会長：小野ひさえ

097-541-5354

大分市 ①
次世代へ繋ぐ緑の環境保全
桜の植樹活動

15年間毎年、上野の森一帯にて保育園園児を招
き桜の植樹実施しており、地元の方々も協力参加
しています。

11月中旬予定 上野丘公園内
大分県生活学校運動
推進協議会

無料
会長：小野ひさえ

097-541-5354

大分市 ③
令和2年度企画展　大友氏の
栄華Ⅳ「BVNGO NAMBAN
―宗麟の愛した南蛮文化―」

大友宗麟が愛した南蛮文化関連資料や、豊後府内
出土南蛮遺物の展示を行います。

10月10日（土）
～12月13日

（日）

大分県立埋蔵文化財セン
ター
企画展示室

主催：大分県立埋蔵
文化財センター
共催：津久見市

無料

大分県立埋蔵文化財センター
097-552-0077

津久見市教育委員会　生涯学
習課

オープニング
イベント・シン
ポジウム等の
関連行事もあ

大分市 ② 第15回定期演奏会 芸術緑丘高校音楽科の発表会です。 １０月１７日（土） 音の泉ホール 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 10月

大分市 ② 美術制作展 芸術緑丘高校音楽科の発表会です。
12月22日（火）

～27日（日）
大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 12月

大分市 ② ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｺﾝｻｰﾄ 芸術緑丘高校音楽科の発表会です。 １２月２６日（土） 大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 12月

大分市 ③
アートマネジメントプログラム
２０２０

芸術文化事業の企画運営について学ぶ「アートマネジメ
ントプログラム」を受講する学生によるイベント企画で
す。学生が自ら考え、芸術文化事業の企画と運営を実践
します。

9月～3月
実施日未定

県立美術館、iichiko総
合文化センターほか

県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ③
佐藤美枝子客員教授声楽公
開レッスン

チャイコフスキー国際音楽コンクール声楽部門で日本人
唯一第１位入賞を果たした佐藤美枝子客員教授による
公開レッスンを聴講できます。

10月2日（金）
～3日（日）

県立芸術文化短期大学　
音楽ホール棟音楽ホール

県立芸術文化短期大
学

県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-

pjc.ac.jp/）

大分市 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、サークルライブや模
擬店などを開催します。

10月24日（土）～
25日（日）

県立芸術文化短期大学
県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ① 芸短デザインスクール２０２０

国内外で活躍されている上杉忠弘氏をお招きしセミナーを開催。本学でイ
ラストレーション分野の非常勤講師を務める網中いづる氏をファシリテー
ターとして、業界を取り巻く環境やイラストレーターの仕事についてお話し
いただきます。

10月予定
県立芸術文化短期大学　
芸術デザイン棟（または
オンライン）

県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ③ 音楽総合コース　作曲作品展

日頃の研究に基つい゙て、その成果や今後目指す音楽の方向性を確認し地
域社会に還元するために、作曲およひ演゙奏の教員、学生、卒業生らか合゙同
して行う作品展てず。また芸文短大音楽ホールを大分県の芸術文化創造
の一翼として、かつ新時代における音楽創作の発信の中心地として位置
つげるために実施するものてず。

１１月７日（土）
県立芸術文化短期大学　
音楽ホール棟音楽ホール

県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

要整理券（音
楽科副手室へ
の事前申し込
み）

大分市 ③
音楽科コンサートシリーズ
No.108「ピアノコース演奏
会～ピアノ音楽への誘い～」

本学　音楽科・専攻科音楽専攻ピアノコースの学生によ
る演奏会。ピアノ独奏曲、２台ピアノアンサンブルなど、
ピアノの魅力を披露します。

１１月１１日（水）
iichiko総合文化セン
ター　iichiko音の泉
ホール

県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ①
大分車いすマラソン２０２０廣
道純選手とTALK SHOW」

シドニーパラやアテネパラでメダル獲得したプロの車いすランナーの廣道
純選手をお招きし、大分国際車いすマラソンや東京パラリンピックなど、
世界レベルのパラスポーツについて楽しく語ってもらいます。

１１月１３日（金）
県立芸術文化短期大学　
人文棟大講義室

県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）
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大分市 ③

声楽コース教員による《ベー
トーヴェン歌曲の午後》
～小林道夫客員教授を迎え
て～

ピアニストとして数多くの名演奏家と共演し、クラシック音楽界で最も知識
と経験豊かな音楽家の一人と称されている小林道夫氏(本学客員教授)を
迎え、今年生誕250年を迎えるベートーヴェンの歌曲を、本学音楽科声楽
コース教員、愛甲久美(Mez.)、行天祥晃(Ten.)、林満理子(Sop.)、宮本
修(Bar.)が演奏する。ベートーヴェンの知られざる歌曲作品の魅力を探

１１月１５日（日）
県立芸術文化短期大学　
音楽ホール棟音楽ホール

県立芸術文化短期大
学

県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-

pjc.ac.jp/）

大分市 ③
ベートーヴェンピアノ協奏曲
の夕べ ～磯崎淳子名誉教授
を迎えて～

 ベートーヴェン生誕250年を記念した演奏会。本学で14年間に渡って教
鞭を執ってこられた磯﨑淳子名誉教授をソリストに迎え、学生、卒業生、教
員によるオーケストラと、ベートーヴェンのピアノ協奏曲を披露する。指揮
は、森口真司教授。

11月16日（月）
県立芸術文化短期大学　
音楽ホール棟音楽ホール

県立芸術文化短期大
学

無料
県立芸術文化短期大学

（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ① ○ 古典の日　企画展示
１１月の古典の日に合わせて、大分県立図書館の中央カ
ウンター付近で古典の日関連企画展示を行います。

１０月下旬～１ヶ
月程度（未定）

県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
サービス課

097-546-9972

大分市 ③ ○
公開講座
　古典の日推進講座

古典の日の趣旨に則り、古典の推進に係る講演会を実施します。
演題：「平家物語の声を聴く」（仮）
講師：岩本 紘一氏（院内・石橋ゆめ本の蔵）

１１月１日（日） 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館

学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ 文化講演会
生涯学習のキーステーションとして、県民に、本や読書
についての学習機会を提供するとともに、県民の読書
推進の気運の醸成を図ることを目的に開催します。

１１月３日（火） 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館

学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ ライブラリーシアター
県立図書館所有の優良映画作品を、平日の開館日に上
映することにより、県民に文化芸術に触れる機会を提供
します。

10月15日（木）
11月18日（水）

県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館

学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ①③ 県立図書館読書週間行事
「読書週間」の趣旨に基づき、１０月２７日～１１月９日の
期間に、年間計画にある行事に加えて、大人から子ども
まで楽しめる読書週間行事を実施します。

10月27日（火）
～11月 9日

（月）
県立図書館 県立図書館 無料

県立図書館
学校・地域支援課

097-546-9978

大分市 ③ アニメ映画上映会
当館を利用する幼児・小学生及びその保護者等を対象
に、ストーリー及び映像などが良質の子ども向けアニメ
映画を上映します。

１１月２３日（月） 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館

学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ① 読み聞かせ広場
選んでもらった好きな本をボランティアさんが読
み聞かせしてくれます。（幼児対象）（毎週日曜日）

10月4日（日）、11日
（日）、18日（日）、25日
（日）、11月1日（日）、8日
（日）、15日（日）、22日
（日）、29日（日）

県立図書館
子ども室
（ﾏｯﾄｺｰﾅｰ)

県立図書館 無料
県立図書館
サービス課

097-546-9972

大分市 ① おはなし会2･3･4
わらべうたや絵本の読み聞かせの乳幼児～幼児
向けのおはなし会です。

10月7日（水）
11月4日（水）

県立図書館
子ども室
（おはなしのへや)

県立図書館 無料
県立図書館
サービス課

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土曜日を除く）

10月3日（土）、10日
（土）、24日（土）、31日

（土）
11月7日（土）、14日

（土）、21日（土）、28日

県立図書館
子ども室
（おはなしのへや)

県立図書館 無料
県立図書館
サービス課

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のおはなし会です。
（毎月第3土曜日）

10月17日（土）
11月21日（土）

県立図書館
子ども室
（おはなしのへや)

県立図書館 無料
県立図書館
サービス課

097-546-9972

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（園）を公開しま
す。

１０月２４日（土）～１１月１
５日（日）※ただし、新型
コロナウイルス感染症の
対応等で変更する可能性
あり。

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 日常の保育の様子を公開します。 １０月３１日（土） 金池幼稚園 金池幼稚園 無料 097-532-5506
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 運動遊びに未就園児を招待します。
10月6日（火）

～7日（水）
春日町幼稚園 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

感染症拡大の
状況によっては
中止します。
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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10日（火）

～
11日（水）

春日町幼稚園 春日町幼稚園 無料 097-532-0984
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 日常の保育や読み聞かせなどを行ないます。 １０月２４日（土） 南大分幼稚園 南大分幼稚園 無料 097-543-8615
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② 園内運動会
運動会の様子を公開し未就園児を招待します。
（未就園児参加競技があります）

１０月１０日（土） 豊府小学校体育館 豊府幼稚園 無料 097-544-7496
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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２日（月） 豊府幼稚園 豊府幼稚園 無料 097-544-7496
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 運動会の様子を公開し未就園児を招待します。 １０月１７日（土） 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 日頃の保育の様子(ごっこ遊び）を公開します。 １１月２０日（金） 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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。

１０月３１日（土） 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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１２日（木） 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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１０日（土） 桃園小学校体育館 桃園幼稚園 無料 097-551-2723
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② 園内運動会
園内運動会の様子を公開します。未就園児参加競
技に参加できます。

１１月３日（火） 舞鶴小体育館 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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。近隣の保育園児
を招待して一緒に遊びます。

１１月３０日（月） 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ②
子育て支援教室
「にこにこ広場」

未就園児をラクテンチごっこに招待します。 １１月１２日（木） 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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１３日（金） 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② 園内運動会 未就園児を幼稚園運動会に招待します。 １０月１５日（木） 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097－520-0306
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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４日（水） 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097－520-0306
感染症拡大の
状況によっては
中止します。
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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２日（月） 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097ｰ521ｰ1902
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール
保護者や地域の方をサファリごっこに招待しま
す。

１１月２４日（火） 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097ｰ521ｰ1902
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール
幼稚園運動会を行います（未就園児も一競技参加
可）

１０月１７日（土） 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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。 １０月３０日（金） 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② 子育て支援「ひよっこクラブ」
未就園児をハーモニーランドごっこに招待しま
す。

１１月１２日（木） 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② 園内運動会 幼稚園の運動会に未就園児を招待します。 １０月９日（金） 東稙田幼稚園　園庭 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ②
オープンスクール
(ハーモニーランドごっこ)

幼稚園のごっこ遊びに未就園児を招待します。 １１月１８日（水） 東稙田幼稚園　保育室 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール
日常の保育を公開します。
（途中 学校行事参加の可能性も有）

１０月３１日（土） 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ②
にこにこタイム
（子育て支援事業）

未就園児をごっこ遊びに招待します。 １１月１３日（金） 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3348
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール
日常の保育と、モンキークラブ（交通安全指導）の
様子を公開します。

１１月６日（金） 宗方幼稚園 宗方幼稚園 無料 097-541-4949
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 子どもたちがつくったゲームで遊びます。 １１月５日（木） 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 子どもたちがつくったゲームで遊びます。 １１月６日（金） 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

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１９日（木） 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 日常の保育を公開します。 １１月４日（水） 佐賀関幼稚園 佐賀関幼稚園 無料 097-575-0444
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ②
子育て支援事業
(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１３日（金） 佐賀関幼稚園 佐賀関幼稚園 無料 097-575-0444
感染症拡大の
状況によっては
中止します。
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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１７日（土） 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097‐588‐0667
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市 ② オープンスクール 日常の保育を公開します。 １１月１７日（火） 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097‐588‐0667
感染症拡大の
状況によっては
中止します。

大分市
①②
③

美を競う　肉筆浮世絵の世界
優美で華麗な筆致の肉筆浮世絵の極致を紹介し
ます。

(10月2日)
～11月23日（月）

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 大分市美術館所蔵の作品を展示します。
(9月16日)

～12月27日（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 ①③
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。

１１月２日（月） 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ①③ 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2日（月）,9日
（月）,16日
（月）,23日

（月）,30日（月）

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 ①
秋の読書週間事業
文化講演会

文化講演会です。 １０月３１日（土）
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
ヘルスアップ教室inのつはる
～登山＆パークヨガを楽しも
う～

登山、ニュースポーツ、ヨガ、星空観察です。
10月17日（土）

～18日（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
秋のファミリーパーク～爽秋
ののつはるを歩こう～

野外調理、星空観察、キャンドルのつどい、県民の
森紅葉ウオーキング参加です。

11月7日（土）
～8日（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
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。 １０月３日（土） 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 ① 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１７日（土） 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 ① ふれあい歴史体験「勾玉作り」
滑石を削り古代のアクセサリーのまがたまを作り
ます。

１１月１４日（土） 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 ①
ふれあい歴史体験「土の鈴作
り」

粘土を使ってオリジナルの土の鈴を作ります。 １１月２１日（土） 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
テーマ展示Ⅰ
「お屋形様からの手紙」

義鑑、宗麟、義統からの書状から大友氏の状況や
豊後府内の様子を紹介します。

10月3日（土）
～11月23日（月）

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 ② 保育の参観，公開 遊びの様子を参観することができます。 １１月１２日（木）
大分大学教育学部附属
幼稚園　保育室，園庭

大分大学教育学部附
属幼稚園

無料 097-544-4449
事前の申込み
が必要
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大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
11月4日（水）

～11月10日（火）
大分鶴崎高校 大分鶴崎高校 無料 097-527-2166

大分市 ② 第２回オープンキャンパス 学校説明と体験授業があります。
10月17日(土)

(午前9時～10時)
平松学園ホール
向陽中学校舎

向陽中学校 無料 097-535-0201
小学校６年生と保護
者１名
(事前申込が必要)

大分市 ② 向陽祭
文化祭と体育祭を感染防止のため、内容を変えて
開催します。

10月22日（木）～
23日（金）

向陽中学校
大分東明高等学校校舎
及びグラウンド

向陽中学校 無料 097-535-0201
保護者のに観
覧可

大分市 ③
企画展「BVNGO NAMBAN　
宗麟の愛した南蛮文化」

大友宗麟の時代を中心に府内に華開いた南蛮文化を紹介する。津久見市
所蔵の南蛮関係遺物の一挙公開や考古学と理化学のコラボによる遺物の
解明などを行います。

10月10日（土）
～12月13日

（日）
県立埋蔵文化財センター 県立埋蔵文化財センター 無料

県立埋蔵文化財センター
097-552-0077

大分市 ③
「BVNGO NAMBAN　宗麟
の愛した南蛮文化」記念講演
会

企画展に関連した講演会を大分市平和市民公園能楽堂で実施する。東文
研の小林室長による「南蛮漆器の学術的研究」と当センター後藤による
「宗麟の愛した南蛮文化」の講演を行います。

１０月１０日（土） 大分市平和市民公園能楽堂 県立埋蔵文化財センター 無料
県立埋蔵文化財センター

097-552-0078

大分市 ③
オープニング記念コンサートｉ
ｎ能楽堂

企画展示及び記念講演のオープニングに県立芸術緑丘高校生による弦楽
四重奏や津久見の樫の実少年少女合唱団による合唱を大分市平和市民
公園能楽堂で実施します。

１０月１０日（土） 大分市平和市民公園能楽堂 県立埋蔵文化財センター 無料
県立埋蔵文化財センター

097-552-0078

大分市 ③
「BVNGO NAMBAN　シン
ポジウム」

企画展に関連した講演とシンポジウムを大分市平和市民公園能楽堂で実
施する。帝京大学の平尾客員教授による「南蛮貿易でもたらされた鉛」の
講演のほか、「BVNGO NAMBAN」に関するシンポジウムを行います。

１１月２９日（日） 大分市平和市民公園能楽堂 県立埋蔵文化財センター 無料
県立埋蔵文化財センター

097-552-0078

大分市 ① Roof top 食育フェスタ
朝ごはんBOXの提供や食生活に関する講演会な
どを行います。

１１月１５日（日） J:comホルトホール大分 大分県 097-506-3056

大分市 ① おおいた食の日啓発研修会
「新たな生活様式」での食育活動について学びま
す。

１１月１９日（木）
J:comホルトホール大分
小ホール

大分県 無料 097-506-3058 ※オンライン開催の可能性あり

大分市 ①
令和２年度人権啓発フェス
ティバル「ヒューマンフェスタ
2020おおいた」

人権作品表彰式や人権トークショーなどを行いま
す。

１１月２８日（土） 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

人権尊重・部落差別解消推進課
TEL097-506-3177

大分市 ①
「大人が変われば子どもも変
わる」県民運動県下一斉あい
さつ運動

ガレリア竹町ドーム広場等にて、あいさつ運動を
実施

11月中旬 ガレリア竹町ドーム広場等
大分県青少年育成県
民会議

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課

097-506-3075
実施を検討中

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１３日（金） トキハ会館
大分県青少年育成県
民会議

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課

097-506-3075

オンライン ①
中学生・高校生ICTカンファ
レンス

青少年が主体となり安全・安心なインターネット利
用環境を考えるワークショップです。

１０月１０日（土） オンライン開催
大分県、公益財団法
人ハイパーネット
ワーク研究所

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課

097-506-3075
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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26日（月）

～30日（金）
臼杵高等学校　各教室 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14日(土) 海洋科学高等学校 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。コロナ

「おおいた教育の日」普及期間の取組（臼杵市）
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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2日（月）
～6日（金）

津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

津久見市 ② 津久見高校  授業研究会 研究授業公開（７教科）します。 １１月６日（金） 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

津久見市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １１月７日（土） 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

津久見市 ② オープンスクール学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １１月７日（土） 千怒小学校 千怒小学校 無料 0972-82-2057

津久見市 ② 文化祭 未定
（昨年は作品展示や演劇・合唱・弁論等の発表） １０月２３日（金） 津久見市立第一中学校体育館 津久見市立第一中学校 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5日（月）

～9日（金）
津久見市立第一中学校 津久見市立第一中学校 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 市内音楽祭（実施未定） 未定（昨年は「市内中学生全員による合唱」） １０月２７日（火） 津久見市民会館 市教研音楽部会 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 市教研助成研究発表会
つけたい力を明確にした授業の工夫・改善の研究
発表会です。

１１月５日（木） 津久見市立第二中学校 市教育研究協議会 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 文化祭（水晶祭）
文化祭。
合唱や劇等を参観します。
※公開範囲を限定する場合あり

１０月２３日（金） 第二中学校体育館 津久見市立第二中学校 無料 0972-82-2260

津久見市 ② 学校公開
保護者や地域の方に学校を公開します。
期間中の行事については、保護者や地域に案内し
ます。※公開範囲を限定する場合あり

10月19日（月）
～23日（金）

第二中学校 津久見市立第二中学校 無料 0972-82-2260

津久見市 ③ 第41回津久見市絵画美術展
市美術協会との共催です。
市民を対象として作品を公募し展示します。

10月14日（水）
～10月18日（日）

津久見市民会館
津久見市
津久見市教育委員会
津久見市絵画美術協会

無料
津久見市教育委員会

生涯学習課
0972-82-9528

新型コロナウイルス
等の影響により、中
止または延期となる
場合があります。

津久見市 ③
津久見市の文化財展
大分県立歴史博物館出張展示会

地域に残る文化財への関心を持ち、その大切さを
わかりやすく紹介します。

10月27日（火）
～2月28日（日）

津久見市民図書館 津久見市教育委員会 無料
津久見市教育委員会

生涯学習課
0972-82-9528

大分県立歴史
博物館との共
催です。

津久見市 ①④ ＩＳＴＳ地域イベント 講座と小型月面探査車の体験を行います。 １１月２２日（日） 津久見市民会館　2階会議室 大分県 無料
大分県商工観光労働部

新産業振興室
097-506-3273

新型コロナウイル
スの影響により中
止となる場合が
あります。

津久見市 ①
「大人が変われば子どもも変
わる」県民運動

「おおいた教育の日」推進大会にて、あいさつ運動
を実施

１１月１日（日） 津久見市民会館
大分県青少年育成県
民会議

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課

097-506-3075

「おおいた教育の日」普及期間の取組（津久見市）



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

由布市 ①② ○ ならねっ子まつり
児童文学者「後藤楢根」を記念して、毎年開催して
います。

未定 未定 由布市社会教育課 無料

由布市 ②③ 長宝祭2020（学習発表会）
日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等で
す。

１１月１４日（土） 由布支援学校 由布支援学校 無料 097-582-0326
外部からの参
観は保護者の
み

由布市 ② ふれあい音楽会 芸術緑丘高校による演奏と生徒との交流です。 １０月２９日（木） 由布支援学校 由布支援学校 無料 097-582-0326
ウイルス感染
状況によって
は中止もあり

「おおいた教育の日」普及期間の取組（由布市）



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

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28日（水）

～30日（金）
佐伯鶴城高等学校 佐伯鶴城高等学校 無料 0972-22-3101

佐伯市 ② 体育大会 本校の体育大会です。 10月2日（金） 日本文理大学附属高等学校 日本文理大学附属高等学校 0972-22-3501

佐伯市 ② 文化祭 本校の文化祭です。 １０月３０日（金） 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です。 １０月１８日（日） 佐伯文化会館 日本文理大学附属高等学校 0972-22-3501

佐伯市 ② 佐小っ子まつり（学習発表会）
保護者や地域の方を招いて「学習発表会」を行い
ます。

11月１４日（土） 佐伯小学校 佐伯小学校 無料 0972-23-0253
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 東っ子まつり（学校公開日） 各学年による学習発表会など行います。 １１月１４日（土） 佐伯東小学校 佐伯東小学校 無料 0972－23－0481

午前中開催。新型コ
ロナの影響で変更ま
たは中止の場合があ
ります。

佐伯市 ② 学校公開日 児童会行事（ギネス大会）です。 １０月３１日（土） 渡町台小学校 渡町台小学校 無料 0972－23－6318
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 鶴小まつり 児童がお店を開き、地域の方々と交流します。 １１月６日（金） 鶴岡小学校 鶴岡小学校 無料 0972－23－0267
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 上小まつり 児童の学習成果の発表です。 １０月２４日（土） 上堅田小学校 上堅田小学校 無料 0972－23－4376
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 八幡小まつり 学習発表会です。
11月21日（土）

午前
八幡小学校　体育館 八幡小学校 無料 0972-27-8004

新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 下小まつり
児童が考えたお店に地域の方や保護者を招待し
ます。

１１月２８日（土） 下堅田小学校 下堅田小学校 無料 0972－23－1535
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② もちつき交流会
地域の方と学校で収穫したコメを使った餅つき体
験、児童の学習発表等です。

１１月１９日（木） 青山小学校　体育館　他 青山小学校 無料 0972－26－1013
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 収穫祭（学校公開）
地域の方々を招き、学習発表会を行います。昼食は収穫
したお米でご飯を炊き、全校で会食します。

１１月１４日（土） 木立小学校 木立小学校 無料 0972－29－2222
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

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
方とふれあいます。

１０月１９日（月） 東雲小学校 東雲小学校 無料 0972-32-2032
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ①② ふれあい集会 地域の方と一緒に遊び、交流を深めます。 １１月１９日（木） 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

「おおいた教育の日」普及期間の取組（佐伯市）
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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し
ます。

１１月６日（金） 明治小学校　体育館 明治小学校 無料 0972-46-0010
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 上野スマイルフェスティバル 3密を回避して、学習発表会を実施します。 １０月３１日（土） 上野小学校 上野小学校 無料 0972－46－0078
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② こども祭り 学習発表会、昔遊び体験です。 １０月３１日（土） 切畑小学校 切畑小学校 無料 0972－46－0032
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 本匠小中合同学習発表会
小・中学生の学習成果や文化の学習・練習の成果
をステージ発表や展示で紹介します。

１１月２６日（木） 本匠中学校　体育館 本匠小中学校 無料
0972-56-5009(小)
0972-56-5004(中)

新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 宇目緑豊小祭り 学習発表会です。 １１月７日（土） 宇目緑豊小学校 宇目緑豊小学校 無料 0972－52－5151
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

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２０日（金） 直川小学校 直川小学校 無料 0972－58－2001
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 松小祭り 児童の学習成果の発表です。 １１月３日（火） 松浦小学校 松浦小学校 無料 0972－33-0163
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 子ども祭
児童の考えたゲーム屋さんに保護者や地域の方
を招待します。

１１月２１日（土） 米水津小学校 米水津小学校 無料 0972-35-6002
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

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
行います。

１０月３１日（土）
蒲江翔南学園
小学校
中学校

蒲江翔南学園
小学校
中学校

無料
0972－42－0014(小)
0972－42－5800(中)

新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 学年合唱コンクール 全学級が合唱発表を行います。 １０月２３日（金） 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

該当学年の保護者のみ参

観可、その他の一般参加

不可。新型コロナの影響

で変更・中止の場合があ

ります。

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します。 １０月２２日（木） 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

該当学年の保護者のみ参

観可、その他の一般参加

不可。新型コロナの影響

で変更・中止の場合があ

ります。

佐伯市 ② １年小中交流会
校区の小学６年生が集まり、中学校見学と交流活
動を行います。

１１月１７日（火） 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

該当学年の保護者のみ参

観可、その他の一般参加

不可。新型コロナの影響

で変更・中止の場合があ

ります。

佐伯市 ② 文化祭 生徒の発表、作品展示、「弁当の日」（昼食）です。 １１月３日（火） 佐伯城南中学校 佐伯城南中学校 無料 0972-23-0708
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

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
科の作品展示等します。

１１月３日（火） 彦陽中学校 彦陽中学校 無料 0972－27－8131
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 文化祭（半日開催）
ステージ部門と展示部門で文化的取組を発表し
ます。

１１月３日（火） 佐伯南中学校 佐伯南中学校 無料 0972-23-1536
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。



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

佐伯市 ② 文化祭 学習活動の発表、ステージ・展示発表です。 １１月３日（火） 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 昭和フェスティバル 合唱コンクール、全校合唱です。 １１月３日（火） 昭和中学校　体育館 昭和中学校 無料 0972－46－0080
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② ○ 緑中祭 総合的な学習の時間成果発表（伝統文化・演劇等）です。 １０月３１日（土） 宇目緑豊中学校　体育館 宇目緑豊中学校 無料 0972－52－1016
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ② 文化祭（午前中） 学習の成果をステージ発表や展示発表します。 １１月３日（火） 直川中学校　体育館 直川中学校 無料 0972－58－2009

午前中のみ。新型コ
ロナの影響で変更ま
たは中止の場合があ
ります。

佐伯市 ② 文化祭 弁論、合唱、演劇、調査発表(ｽﾃｰｼﾞ、展示発表)です。 １０月３１日（土） 鶴見中学校　体育館 鶴見中学校 無料 0972-33-0100
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

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）です。 １１月３日（火） 米水津中学校 米水津中学校 無料 0972－35－3200
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。
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竹田市 ② 授業公開 期間を設定しての保護者等への授業公開です。
10月26日（月）
～11月6日（金）
（休日を除く）

竹田高等学校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

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19日（月）
～23日（金）

株式会社サンリブ竹田店 竹田支援学校 無料 0974-63-0722 特になし

竹田市 ②
久住高原農業高等学校収穫
祭

本校生徒が栽培・製造した農産物の即売などを行
います。

１１月１５日（日） 久住高原農業高等学校 久住高原農業高等学校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② オープンスクール 学校の様子を公開します。 8月29日（土） 竹田南高等学校 竹田南高等学校 無料 0974-63-3223

竹田市 ② オープンスクール 学校の様子を公開します。 １１月３日（火） 竹田南高等学校 竹田南高等学校 無料 0974-63-3223

竹田市 ② 親子ふれあい活動 地域のゴミ拾い・清掃活動です。 １０月３日（土） 久住小学校校区内 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ① 運動会
保護者や祖父母とのふれあいも含んだ園児たち
の体育発表会です。

１０月３日（土） 竹田南高等学校グラウンド しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223

竹田市 ② 文化祭 生徒の演劇・合唱等の発表です。 １０月４日（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 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４日（日） 都野小学校 都野小学校ＰＴＡ 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 直入中「文化の部」発表会 演劇，弁論，合唱，教科展示など予定しています。 １０月４日（日） 直入中学校 直入中学校 無料 0974-75-2260

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６日（火） 宮処野神社・墓地公園 都野小学校 無料 0974-77-2003

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
です。

１０月９日（金）
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

竹田市 ② 稲刈り 児童と柚長地区の方との稲刈りです。 １０月１６日（金） 柚長地区の田 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ② ふれあい授業
GTをお招きして学級ごとに地域に関する学習を
行います。

10月第3週 南部小学校各教室 南部小学校 無料 0974-63-1064

竹田市 ② 親子ウォークラリー
親子で竹田の名所を巡りながらクイズを解きま
す。

１０月１８日（日） 竹田小学校/竹田市内 竹田小学校PTA 無料 0974-63-1062

「おおいた教育の日」普及期間の取組（竹田市）
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竹田市 ① ふれあい学級 地域の方々や祖父母との交流学級です。 １０月２２日（木） 直入小学校 直入小学校ＰＴＡ 無料 0974-75-2250

竹田市 ② 人権講演会
人権講演会を行い、親子で人権について学びま
す。

１０月２３日（金） 荻小学校体育館 荻小学校
荻小学校ＰＴＡ 無料 0974-68-2006

竹田市 ② 親子防災教室
親子で「防災教育」（タイムライン作り）を行いま
す。

１０月２５日（日） 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0974-63-1063

竹田市 ② 親子人権教育講演会
動物愛護センターによる「命の授業」を親子で学
びます。

１０月２７日（火） 菅生小学校体育館 菅生小学校及びPTA 無料 0974-65-2221

竹田市 ② 校内弁論大会 学級（学年）代表による弁論大会です。
10月28日（水）

予定
竹田南部中学校 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072

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（木） 都野小学校
都野小学校
都野中学校

無料 0974-77-2003

竹田市 ② 校内弁論大会 学級（学年）代表２名による弁論大会です。
10月29日（木）

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

竹田市 ② ふれあい収穫祭
塩付自治会の方々と園児が芋ほり交流会を行い
ます。

10月下旬
～11月上旬

塩付自治会個人宅の芋
畑・塩付公民館

南部幼稚園 無料 0974-63-1084

竹田市 ① 芋ほり
園児と地域の方の交流（さつま芋堀と収穫祭）で
す。

１１月２日（月） 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223

竹田市 ② いもほり
上鹿口老人クラブの皆さんといもほり交流をしま
す。

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 ゴミゼロ大作戦Ⅱ
関係団体と一緒に地域のゴミ拾い・清掃活動をし
ます。

１１月６日（金） 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 学校公開日 日頃の授業の様子を保護者に公開します。 １１月１２日（木） 竹田小学校 竹田小学校 無料 0974-63-1063

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で
す。

１１月１３日（金） 竹田市体育センター 竹田市公立幼稚園会 無料 0974-63-1084

竹田市 ① 家族オリエンテーリング
白丹地域を家族で歩き、地域の歴史や文化に触
れると共に地域の清掃活動も行います。

１１月１４日（土） 白丹小学校区 白丹小ＰＴＡ 無料 0974-76-1151

竹田市 ② 校内文化祭 生徒の演劇・合唱と学習発表があります。 １１月１４日（土） くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049



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

竹田市 ② 文化祭 日頃の文化的教育活動の取組を発表
11月15日（日）

予定
竹田南部中学校 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072

竹田市 ② 文化祭 校内文化祭で保護者・地域の方へ公開します。 １１月２１日（土） 都野中体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ② 蛍雪祭（文化祭） 演劇・合唱・演奏の発表です。 １１月２１日（土） 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

竹田市 ② 入田地区文化祭 入田地区の文化祭行事へ児童の出演します。 １１月２３日（月） 祖峰小学校体育館 入田地区運営委員会 無料 0974-62-2956
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豊後大野
市

② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
11月2日(月)
～6日(金)

三重総合高等学校
教室　農場　他

三重総合高等学校 無料 0974-22-5500 要・予約

豊後大野
市

② 収穫感謝祭 生物環境科の生徒の生産物を販売します。 11月21日(土)
三重総合高等学校
農場

三重総合高等学校 0974-22-5500

豊後大野
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。

9月28日（月）
～10月9日（金）

大分銀行三重支店 竹田支援学校 無料 0974-63-0722 特になし

豊後大野市 ①
スマホ・インターネット安全安
心利用フォーラム

スマホやインターネットを上手に使うために、子ど
もと大人で共に考えます。

１１月７日（日） エイトピアおおの大ホール

豊後大野市青少年健
全育成会議、豊後大
野市教育委員会、豊
後大野市PTA連合

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課

097-506-3075

「おおいた教育の日」普及期間の取組（豊後大野市）
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日田市 ② 藤蔭祭 文化祭です。
10月1日（木）
（変更あり）

藤蔭高等学校 藤蔭高等学校 無料 0973-24-2737

日田市 ➁ 授業公開と給食体験
日頃の授業の様子を公開します。
給食体験あります。

11月4日（水）
～6日（金）

日田高等学校定時制 日田高等学校定時制 0973-22-7612
給食体験は有料
400円(事前の申
し込みが必要)

日田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。
11月2日（月）
～6日（金）

（3日を除く）
日田三隈高等学校 日田三隈高等学校 無料 0973-23-3130

日田市 ①②
「日田あいさつの日」あいさ
つ運動

日田市全域であいさつ運動を行い、青少年健全
育成の一助とします。

11月10日（火）
(7:30～8:30)

日田市内全小・中・高等学
校・支援学校の校門付近

日田市教育懇話会
日田市教育委員会

無料 090-4484-0664

日田市 ② 校内授業研究会
複数教科が研究授業を行い、その後に授業検討
会、全体会を行います。

11月上旬 日田高等学校 日田高等学校 無料
日田高校

0973-23-0166
(予定)

日田市 ② 公開授業 授業を公開します。
10月下旬～
11月上旬

日田高等学校 日田高等学校 無料
日田高校

0973-23-0166
(予定)

日田市 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します。

8月11日（火）
～29日（土）

日田バスセンター 日田支援学校 無料
日田支援学校

http://shien.oita-
ed.jp/hita/

日田市 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します。

10月19日（月）
～11月6日（金）

大分銀行日田支店 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② 授業参観週間
保護者、関係機関、地域の方々等へ授業の様子を
公開します。

9月28日（月）
～10月2日（金）

日田支援学校 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② 授業参観週間
保護者、関係機関、地域の方々等へ授業の様子を
公開します。

11月5日（木）
～11日（水）

日田支援学校 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② 学習発表会
ステージ発表や作品展示を通して、平素の学習活
動の成果を披露します。

１１月２１日（土） 日田支援学校 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② 学校祭 本校伝統の体育大会です。 １１月６日（金） 日田林工高等学校 日田林工高等学校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 学校祭 文化祭ではクラス展示を実施します。 １１月１３日（金） 日田林工高等学校 日田林工高等学校 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9日（月）
～ 20日（金）

日田林工高等学校 日田林工高等学校 無料 0973-22-5171

「おおいた教育の日」普及期間の取組（日田市）
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九重町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 １０月１５日（木） 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

九重町 ② 宝っ子祭り 日頃の学習成果の発表会 １１月１４日（土） 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

九重町 ② 登山遠足 保護者有志と共に地域の山に登る。 １０月２３日（金） 九重山 飯田小学校 無料 0973-79-2253

九重町 ② マラソン大会 地域マラソンコースを生かして行事を行う。 １１月１３日（金） 無田マラソンコース 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します １０月１５日（木） 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973－78－8803

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します １１月１５日（日） 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973－78－8803

九重町 ② 焼き芋大会 学校で育てた芋を収穫し、焼き芋を行う １１月２０日（金） 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973－78－8803

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します １２月１日（火） 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 各学年で距離を決め、目標タイムを目指す １２月９日（水） 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973－78－8803

九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 各月15日 野上小学校 野上小学校 無料 未定

九重町 ②
学校公開日・祖父母授業参観
日

日頃の授業の様子を公開。今回は特に祖父母に
参観を呼びかけます。

１０月１５日（木） 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973－77－6885

九重町 ② 学校文化祭 学習発表会 １１月２８日（土） 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973－77－6885

九重町 ② 三世代ふれあい祭り
祖父母･親･子の三世代で、ものづくりをします。
児童の発表もあります。

11月15日(日) 淮園小学校体育館 淮園小学校
淮園小学校PTA 無料 0973-78-8812

「おおいた教育の日」普及期間の取組（九重町）
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玖珠町 ②
美山収穫感謝祭
美山マルシェ

農産物の展示即売を行います。 １１月１日（日） 玖珠美山高等学校 玖珠美山高等学校 無料 0973-72-1148

玖珠町 ② 授業互見期間 日頃の授業の様子を公開します。
11月2日（月）
～20日（金）

玖珠美山高等学校 玖珠美山高等学校 無料 0973-72-1148

玖珠町 ②③ 巡回音楽祭会 音楽のプロを招いて演奏を聞きます。 １０月２８日（水） 森中央小学校　体育館 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-7150

玖珠町 ①② 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を聞きます。 １１月１３日（金） 森中央小学校　会議室　他 森中央小学校 無料 0973-72-0035

玖珠町 ②③ 図書館祭り
本・読書に感謝するとともに学年の物語劇をしま
す。

１１月２２日（日） 森中央小学校　体育館 森中央小学校 無料 0973-72-0035

玖珠町 ② 小野原マラソン大会 日出生小・小野原分校合同のマラソン大会です。 １０月２４日（土） 小野原分校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ② ふれあい学級 日出生小学校本校・分校合同の学習発表です。 １１月２１日（土） 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

玖珠町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １０月１５日（木） 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② お楽しみ遠足 異学年交流を目的とした遠足です。 １０月２３日（金） 伐株山 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② 校内マラソン大会 マラソン大会の様子を公開します。 １１月２６日（木） 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します。
11月11日（水）
～20日（金）

塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

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を行います。
10月15日（木）
11月15日（日）

小田小学校 小田小学校 無料 0973-72-0237

玖珠町 ② 音楽集会 全校児童で合唱します。 １０月２９日（木） 小田小学校 小田小学校 無料 0973-72-0237

玖珠町 ② こころ集会 こころ委員会主催の図書集会です。 １１月２６日（木） 小田小学校 小田小学校 無料 0973-72-0237

玖珠町 ②
駅伝大会
情報モラル研修

全校児童で校区を走る駅伝と、親子で学ぶ情報モ
ラル研修です。

１２月３日（木） 小田小学校 小田小学校 無料 0973-72-0237

「おおいた教育の日」普及期間の取組（玖珠町）
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玖珠町 ② 校内話し方大会
学年代表の話を全校で聞き合い、良いところを全
校で共有し、今後に生かす行事です。

１１月１１日（水）
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 校内話し方大会 各学年の代表が全校の前でお話を発表します。 １０月１６日（金） 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973－72－0414 教諭　川津京子

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
学習発表の活動です。

１０月２５日（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 クリーン作戦 全校児童で地区自治会館の清掃作業します。 １１月１７日（火） 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 学校公開日 日常の学校の様子を公開します。 １０月１５日（木） 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 巡回音楽会 町主催の音楽会です。 １０月２６日（月） 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 祖父母学級
児童と、祖父母や地域住民とのふれあい活動で
す。

１０月３０日（金） 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。 １１月１６日（月） 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １０月１６日（金） くす星翔中学校 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ② 修学旅行2年生
校外学習及び集団生活や公衆道徳等を体験しま
す。

10月24日（土）
～26日（月）

関西方面 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ② 職場体験3年生
学ぶことや働くことの意義を理解する体験学習で
す。

10月26日（月）
～27日（火）

玖珠町地域内 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １１月１６日（月） くす星翔中学校 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ② 星翔祭
弁論及び合唱コンクールを中心とした文化祭で
す。

１１月１８日（水） メルサンホール くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ② ミニ運動会 運動をとおして親子と触れ合う行事です。 １１月１４日（土） 森中央小学校　体育館 森幼稚園 無料 0973-72-0074


