
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 ② 芋ほり
１・２年生が老人クラブの指導の下、芋ほりを
体験

10月4日頃 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359

国東市 ②
自由参観日（参加者を限定
して）

授業の様子を公開 10月17日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359
コロナで中止
の可能性大

国東市 ② 稲刈
４～６年生が老人クラブの指導の下、稲刈りを
体験

10月20日頃 旭日小近くの田んぼ 旭日小学校 無料 0978-72-0360

国東市 ②
地域の文化遺産やため池を
巡るウオーキング

地域の団体と連携した体験・探求学習 11月4日
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 ③ クラッシックコンサート
情操教育の一環として、本物の演奏等が聴かれ
るコンサートに参加

11月17日 アストくにさき 大分県互助会 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 11月20日 旭日小体育館
旭日地区公民館
旭日小学校

無料 0978-72-0359
コロナで中止
の可能性大

国東市 ② 思春期保健講話
助産師さんによる“命の授業「大切ないの
ち」”

10月6日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336
感染症拡大防
止のため関係
者のみ

国東市 ② 安岐史跡探訪
地域の方と連携し、安岐の史跡めぐりを行い、
郷土を愛する心を育成する。

11月4日
安岐地区史跡（穴観音
他）

安岐小学校 無料 0978-67-0336
感染症拡大防
止のため関係
者のみ

国東市 ③
子どものためのクラシック
コンサート

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
育成を図る

11月15日 安岐小学校 大分県教職員互助会 無料 0978-67-0336
感染症拡大防
止のため関係
者のみ

国東市 ① いもほり 地域の指導者と芋ほり体験をする 11月17日 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0０04

国東市 ① 稲刈り 「やよいのムラ」の指導者と稲刈り体験をする 11月2日 「やよいのムラ」 富来小学校 無料 0978-74-000４

国東市 ①
夢一文字コンテスト作品展
示

世界一文字コンテスト優秀作品展示 9月22日～ 富来小学校校長室前 富来小学校 無料 0978-74-000４

国東市 ① 商い塾 商い塾での学習結果発表 10月23日 国東町ふるさと祭り会場 商工会・富来小学校 無料 0978-74-0004

国東市 ① 「子ども学芸員」体験事業 羽田遺跡の調査研究発表 11月12日 大分市能楽堂
大分埋蔵文化財セン
ター・富来小学校

無料 0978-74-0004

国東市 ② 文化祭
全校・学年合唱、劇、世界農業遺産について発
表等

11月19日 みんなんかん 国見中学校 無料 0978-82-0034 入場制限有り

「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 祖父母参観(運動会ごっこ） 祖父母や未就園児と運動会ごっこをする 未定 安岐幼稚園 安岐幼稚園 無料 0978－67－0415

国東市 ② 幼小交流 1年生と植えたさつまいもの収穫 未定 安岐幼稚園隣接畑 安岐幼稚園 無料 0978－67－0415

国東市 ② 文化祭 5～9年生、合唱・ステージ発表、作品展示等 11月11日 志成学園体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ③
子どものためのクラシック
コンサート

児童・生徒対象の東京アーティスツ合奏団によ
るクラシック演奏他

11月18日 志成学園体育館 大分県教職員互助会 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

12月9日 志成学園体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 学習発表会
1～4年生、1年間の学習の成果を各学年がス
テージ発表

12月9日 志成学園体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② ボランティア遠足 黒津﨑海岸に遠足に行き、海岸清掃を行う。 10月25日 黒津﨑海岸 国東市立国東中学校 無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ② 2年生職場体験学習 国東市内の各事業所に生徒が職場体験に行く。
10月27日,
28日

国東市内各事業所 国東市立国東中学校 無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ② 国東中学校文化祭
国東中学校の文化祭。合唱コンクールや演劇を
行う。

11月12日
アストくにさきアスト
ホール

国東市立国東中学校 無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ② ガチンコ料理教室
目からウロコ！！国東の地ダコをおいしくさば
く方法や、絶品のタコ料理を親子で作る。

11月27日 国東中学校調理室
国東市立国東中学校
PTA総務部

無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ② 人権講演会
講演を聞き、親子でジェンダーについて考え
る。講師は、奥ゆいかさん。

12月2日
アストくにさきアグリ
ホール

国東市立国東中学校 無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ③ 国東町総合文化祭
国東町文化協会会員によるステージ発表・作品
展示

11月5日,
6日

アストくにさき 国東町文化協会 無料 0978-72-2121

国東市 ② 文化祭 本校の文化祭です。 11月19日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006 参加制限あり

国東市 ② ピノキオコンサート ピアノ・ソロ・コンサート 11月30日 安岐中学校
アルゲリッチ芸術振
興財団

無料 0978-67-0006 参加制限あり

国東市 ② 学習発表会
児童による学習発表会（合奏・劇・歌舞伎な
ど）

11月中旬 国見小学校体育館 国見小学校 無料 ０９７８-８２-０００４
保護者のみ参
加可
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国東市 ③ 文化庁巡回公演　児童劇
アートインあしびなによる巡回公演「ねこはし
る」

10月20日 国見小学校体育館 文化庁 無料 ０９７８-８２-０００４
保護者のみ参
加可

国東市 ③ クラシックコンサート 子どものためのクラシックコンサート 11月18日 国見小学校体育館 教職員互助会 無料 ０９７８-８２-０００４
保護者のみ参
加可

国東市 ① あかちゃんおはなし会
読み聞かせ、わらべ歌、ベビーマッサージなど
行います。終了後、保護者に交流の場を提供し
ます。

10月13日 おはなしのへや くにさき図書館 無料 0978-72-3500

国東市 ① 第76回読書週間
国見・くにさき・武蔵・安岐図書館にて、合同イベ
ント・各館イベント・秋空おはなし会・今年の漢字
一字募集・ブックリサイクルを実施します。

10月27日～
11月9日

国見図書館・くにさき図書
館・武蔵図書館・安岐図書
館

国見図書館・くにさき
図書館・武蔵図書館・
安岐図書館

無料

0978-82-1585
0978-72-3500
0978-69-0946
0978-67-3551

国東市 ①
くにさき図書館・夢さき体
験スクールコラボ企画「お
はなし会＆親子クッキング

読み聞かせと親子で「フルーツサンド」を作り
ます。

10月30日
アストくにさき食文化実
習室

社会教育課
くにさき図書館

0978-72-2121
0978-72-3500

国東市 ② 祖父母参観日 運動会ごっこを行い競技に参加する。 10月21日 安岐中央幼稚園 安岐中央幼稚園 無料 ０９７８－６７－０１７５

国東市 ② 幼小交流会 1年生とさつま芋の収穫をする。 11月上旬 近隣の畑 安岐中央幼稚園 無料 ０９７８－６７－０１７５

国東市 ② 秋の遠足 みんなで農業文化公園へいき、秋を感じる。 11月4日 農業文化公園 安岐中央幼稚園 無料 ０９７８－６７－０１７５

国東市 ② 学習発表会
各学年の学習の成果を、保護者・地域の方々を
招いて発表する。

11月5日 小原小学校体育館 小原小学校 無料 ０９７８－７２－００４４ 入場制限あり

国東市 ③
巡回公演・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鑑賞 11月17日
アストくにさき
アストホール

教職員互助会 無料 ０９７８－７２－００４４

国東市 ② クラシックコンサート 子どものためのクラシックコンサート 11月15日 安岐中央小体育館 大分県教職員互助会 無料 0978－67－0005

国東市 ② 秋の園芸フェア
授業や実習等で生産した、苗・草花・果物
の販売を行います。

11月11日
大分県立
国東高等学校

大分県立
国東高等学校

無料 0978-72-1325

新型コロナウイルス
感染防止の為、マス
クの着用をお願いし
ます。


