
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

宇佐市 ② なかまの集い(仮名) 学級決議の中間総括・個人意見の交流等 11月26日 北部中学校 体育館 北部中学校 無料 0978‐32‐0326

宇佐市 ④
子どものためのクラシック
コンサート

東京アーティスツ合奏団の歌や演奏の鑑賞を行
う。

11月24日 宇佐市立北馬城小学校 大分県教職員互助会 無料 097-556-9292

宇佐市 ② のびっ子発表会
全校児童の日頃の学習成果の発表
地域の方の出し物

11月28日 宇佐市立封戸小学校 宇佐市立封戸小学校 無料 0978-37-0217

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30日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 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13日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料 0978－48－2305

宇佐市 ① クリーンアップ宇佐 地域の清掃活動（ボランティア活動） 11月5日 宇佐中学校周辺 宇佐中学校 無料 宇佐中学校

宇佐市 ① 人権講演会 人権に関する講演会 11月19日 宇佐中学校体育館下 宇佐中学校ＰＴＡ 無料 宇佐中学校

宇佐市 ② 深見秋祭り 深見小教育文化祭・地区文化祭 10月31日 旧深見中体育館
深見小学校
深見まちづくり協議
会

無料
0978-44-4031
0978-44-4544

9/10実行委員
会で決定

宇佐市 ③ ○
互助会子どものためのクラ
シックコンサート

クラシックコンサート 11月19日 長洲小学校体育館 互助会 無料 長洲小0978-38-1234
内容は後日打
ち合わせで決
定

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月19日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978ー32ー0279

宇佐市 ② 三世代の集い
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37年目を迎え、地域と保
護者、学校をつなぐ大切な場となっている。

11月6日 糸口小体育館・教室
糸口小学校
糸口小学校PTA

無料 0978-32-0274

宇佐市 ② 秋季大運動会 児童による走・表現の発表です。 10月2日 豊川小学校　グランド 豊川小学校 無料 0978-32-0098

宇佐市 ②
子どものためのクラッシッ
クコンサート

音楽鑑賞 11月30日 豊川小学校　グランド 豊川小学校 無料 0978-32-0099

宇佐市 ③
子どものためのクラッシッ
クコンサート

東京アーティスツ合奏団によるプロのクラシッ
ク演奏　鑑賞

11月 柳ヶ浦小
大一般財団法人　大
分県教職員互助会

無料 097-556-9292

宇佐市 ② キラキラコンサート 文化庁後援劇団　風の子九州　観劇 12月1日 長峰小学校 長峰小学校 無料 0978-32-0344

「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 ミニコンサート プロの演奏家による太鼓の演奏 11月12日 院内中部小音楽室 院内中部小学校 無料 a51830@oen.ed.jp

宇佐市 ②
子どものためのクラッシッ
クコンサート

プロの演奏家によるクラッシックコンサート
11月26日 院内中部小体育館 院内中部小学校 無料 a51830@oen.ed.jp

南院内小学校
との合同開催

宇佐市 ② 文化行事 部下的活動・学習についての発表会 11月20日 院内中学校 院内中学校 無料 0978-42-5008

宇佐市 ② 運動会
運動会での児童の姿を地域の方に見てもらいま
す。

9月18日 西馬城小学校 西馬城小学校 無料 0978-32-2307

宇佐市 ② 鍛錬遠足
保護者や地域の方と沿線のごみ拾いをしながら
地元の山に登ります

10月29日 西馬城小学校～御許山
西馬城小学校、西馬
城地域づくり協議会

無料 0978-32-2307

宇佐市 ② 特認校学校公開
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6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 授業の様子の公開 １１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 ② 教育文化祭 地球未来科の学習成果の発表等 １２月（予定） 安心院中学校体育館 安心院中学校 無料 0978-44-0004

宇佐市 ② 西部中学校合唱コンクール 保護者向けの合唱発表会 11月26日 西部中学校体育館 西部中学校 無料 0978-32-0072

宇佐市 ② よりもフェスティバル 学年ごとに学習発表会や地域の方の読み聞かせ 11月13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 マラソン大会 学年別によるマラソン大会を保護者に公開 12月10日
天津小グラウンド、周回
コース

天津小学校 無料 0978-32-0248

宇佐市 ② 百人一首大会
低学年はカルタ、高学年は百人一首　保護者に
公開

1月14日 体育館、マルチ、教室 天津小学校 無料 0978-32-0248

宇佐市 ①②
宇佐市読書感想文感想画コ
ンクール表彰式

市内の小中学生にコンクールを通して読書を楽
しんでもらい、読書活動の推進を図ります。

11月21日
宇佐市民図書館視聴覚
ホール

宇佐市教育委員会 無料 宇佐市民図書館

宇佐市 ①② 体験入学
看護学科、普通科（普通コース・体育進学コー
ス）の体験等

１０/９（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
http://www.yanagigaura.ed
.jp

申込みは各中
学校から

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１０～12日 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780

宇佐市 ② 授業公開 保護者対象に授業を公開します。
11月1日～11月9日
土日祝祭日は除く

宇佐高校 宇佐高校 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 宇佐高校 宇佐高校 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。

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

