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大分市 ① わくわく科学フェスタ 科学体験のつどい 11月5日 稙田公民館 稙田地区教育懇話会 無料 097-541-0017
事前申込が必
要

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
10月22日（土）

～11月13日
（日）

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

新型コロナウイルス
感染症拡大の状況等
で変更する可能性あ
り。

大分市 ② オープンスクール
ラクテンチごっこに向けての遊びの様子を公開
します。

11月15日 金池幼稚園 金池幼稚園 無料 097-532-5506

大分市 ② 園内運動会
運動遊びに取り組んでいる姿を見てもらいま
す。

10月22日 春日町幼稚園園庭 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

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22日 春日町幼稚園園舎 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

大分市 ② オープンスクール 日頃の活動の様子を公開します。 11月24日 春日町幼稚園園舎 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開 10月29日 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

大分市 ② すくすくルーム 未就園児に園庭開放します。 11月17日 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

大分市 ① 環境教育 体験環境学習（清掃車）をします。 10月4日 桃園幼稚園
大分市環境部
ごみ減量推進課

無料 537-5687（内線1528）

大分市 ② 幼小合同運動会 運動会を保護者が参観します。 10月29日 桃園幼稚園
桃園小学校
桃園幼稚園

無料 097-551-2723

大分市 ② 自由参観日
未就園児と交流する場を地域（保護者）に公開
します。

11月17日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

大分市 ② 園内運動会 園内運動会を公開します。 10月1日 舞鶴小学校体育館 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

大分市 ②
子育て支援事業「ひよこク
ラブ」・オープンスクール

未就園児とゲームごっこで遊ぶ様子を公開しま
す

11月14日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

大分市 ② オープンスクール ラクテンチごっこに未就園児を招待します。 11月24日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706

大分市 ② オープンスクール ラクテンチごっこに地域の方を招待します。 11月25日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-170６

「おおいた教育の日」普及期間の取組（大分市）
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大分市 ② オープンスクール 未就園児を『うんどうあそび』に招待します。 10月26日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

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7日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

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 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分市 ② オープンスクール 未就園児をサファリごっこに招待します。 11月24日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分市 ② 幼小合同運動会
隣接する松岡小学校の運動会に園児が参加しま
す。その様子を保護者や地域の方に公開しま
す。

10月29日
松岡小学校
第１グラウンド

松岡小学校
松岡幼稚園

無料 097-520-0305
雨天時順延し

ます。

大分市 ②
ひよっこクラブ
（子育て支援事業）

地域の子育てサロンと一緒に子育て広場を開
き、地域の未就園児を招待します。

11月24日 松岡幼稚園ホール 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

大分市 ➁ 園公開・園内運動会 園児の運動会に招待し、様子を公開します。 10月21日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

大分市 ➁ 園公開・子育て支援事業 ごっこ遊びに招待し、園児と一緒に遊びます。 11月15日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

大分市 ➁ 園公開・子育て支援事業 ごっこ遊びに招待し、園児と一緒に遊びます。 11月17日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

大分市 ②
子育て支援「ふれあい広
場」
親子レクリエーション

在園児保護者・未就園児とその保護者と一緒に
運動遊びをします。

10月7日 宗方幼稚園 宗方幼稚園 無料 097-541-2964

大分市 ② オープンスクール
入園を検討されている方を対象に、日常の保育
の様子の公開と入園願書配布を行います。

10月17日～
   11月15日

宗方幼稚園 宗方幼稚園 無料 097-541-2964 要事前連絡

大分市 ② 幼稚園運動会 幼稚園運動会に招待します。 10月14日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217

大分市 ② オープンスクール ごっこ遊びに招待します。 11月10日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217

大分市 ② オープンスクール
保護者、未就園児をハーモニーランドごっこに
招待します。

11月17日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491

大分市 ①
子育て支援「せきっこ広
場」

未就園児と園児の交流（ごっこ遊び）をしま
す。

11月30日
さがのせき
認定こども園

さがのせき
認定こども園

097-575-0058
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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16日
のつはる
認定こども園

のつはる
認定こども園

無料 097-588-1236

大分市
①,②,

③

福田平八郎と大分の日本画
家たち－首藤雨郊・高倉観
崖・牧皎堂

福田平八郎と,大分の日本画家たちの作品を紹
介します。

9月30日～11月
20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
①,②,

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22日～
12月25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 ①,③
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。

10月3日（予約
不要），11月7
日（事前応募

制）

大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ①,③ 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5日,12
日,19日,26日

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
ちびっこ工作ルーム「てと
てとて」

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。

10月7日,11月4
日

チャイルドハウス 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ① ビブリオバトル
中学生によるおすすめの本を自らが紹介し、観
戦者がどの本が読みたいかを投票します。

10月2日
J:COMホルトホール大分
201・202会議室

大分市 無料
大分市民図書館
097‐576‐8242

大分市 ①
秋の読書週間事業
おはなしの世界へようこそ

大分市民図書館ボランティアによる、子どもた
ちへの読み聞かせ

11月5日
11月6日

大分市民図書館おはな
しのへや
コンパルホール階段式
読書コーナー

大分市 無料
大分市民図書館
097‐576‐8242

大分市 ①
大分県図書館利用促進企画
図書館のバリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン

手話に関する本の展示、館内のバリアフリーの
紹介

10月1日～31日 大分市民図書館 大分市 無料
大分市民図書館
097‐576‐8242

大分市 ①

ヘルスアップ教室inのつは
る～青空ヨガとニュース
ポーツで心身リフレッ
シュ！～

軽スポーツ、ヨガなどの運動を通して、生涯を
通じて運動に親しみます。

10月15日～16日 のつはる少年自然の家
のつはる少年自然の
家

097－589－2212

大分市 ①
秋のファミリーパーク
～紅葉の森を歩こう～

紅葉を楽しむウオーキングや野外調理などを行
い、自然に親しみ、家族のふれあいを深めま
す。

11月5日～6日 のつはる少年自然の家
のつはる少年自然の
家

097－589－2212

大分市 ①
第４０回特別展大分の人形
浄瑠璃

人形浄瑠璃について紹介します
10月15日～11月

20日
大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

大分市 ① 特別展記念公演会 人形浄瑠璃の解説と実演 11月13日 大分市平和市民公園能楽堂 大分市歴史資料館 097-549-0880

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,授業参観 10月2日 大分豊府中学校
大分県立大分豊府中
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11日～１０月14日大分豊府中学校
大分県立大分豊府中
学校

無料 097-546-2404
感染症の状況
によっては中
止
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大分市 ② E-Week（授業公開） 日頃の授業の様子を公開します。
11月14日～
11月25日

大分豊府高等学校 大分豊府高等学校 無料 097-546-2222

大分市 ② 第１回入試説明会 来年度入試に向けた説明会。 10月8日 岩田中学校・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 来年度入試に向けた説明会。 11月6日 岩田中学校・高等学校 学校法人　岩田学園 無料 http://www.iwata.ed.jp/

大分市 ①
公開講座「時空の不思議！
相対性理論を学んでみよ
う」

天才が明らかにした時空の不思議を、誰わかり
やすく解説します。

11月23日 大分工業高等専門学校
大分工業高等専門学

校
無料

総務課企画係
097-552-6450

【URL】https://www.oita-

事前予約制

大分市 ①
公開講座「大分の成り立
ち」

大分がなぜ「おんせん県」なのでしょうか？高
校の地学レベルで解き明かします。

11月23日 大分工業高等専門学校
大分工業高等専門学

校
無料 総務課企画係

097-552-6450
事前予約制

大分市 ② 令和4年度授業公開
保護者や周辺地域の方などを対象とした授業公

開
10/31～11/4 大分雄城台高等学校 大分雄城台高等学校 無料 097-541-0123

大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開します。 10月17日～21日 大分上野丘高校 大分上野丘高校 無料 097-543-6249

大分市 ② 授業公開
日頃の授業の様子を公開します。
（公開時間帯13：00～16：00）

11月2日 大分鶴崎高等学校 大分鶴崎高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/oitaturusaki/

時間設定あり
１３：００～
１６：００

大分市 ②
令和４年度１０月、１１月
学校見学会

学校概要の説明、授業見学、質疑応答を行い本
校のことを知ってもらう機会としています。

１０月１２日
１１月９日

さくらの杜高等支援学
校

さくらの杜高等支援
学校

無料
http://shien.oita-
ed.jp/sakuranomori/
a33030@oen.ed.jp

各定員：５０
名

大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開します。 10/31～11/4 大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611

大分市 ② 学校祭 ２日間に亘る本校の文化祭です。 11月10日～11日 情報科学高校 情報科学高校 無料 097-553-1212

大分市 ② 授業公開週間 本校の授業の様子を公開します
11/7～11(各日

とも午前)
大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 無料 097-558-2268

来校の際は身
分証明書が必
要です

大分市 ④ スペースサイエンスカフェ
高校生向けの科学に関するオンライン講座を視
聴できます

10/18 16:40～17:40オンライン 大分舞鶴高校 無料 097-558-2268
学校HPから事
前申込が必要

大分市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 随時（要予約） 大分中学校 大分中学校 無料 097-551-1101

見学希望日時を電話
またはhirao@oita-
h.ed.jpまでご連絡くだ
さい。

大分市 ① 文化のつどい
郷土料理などの調理や会食を通して地域の方々
やPTAとの交流を図る。

11月2日 大分工業高校 調理室 大分工業高校定時制 無料 097-568-7325
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大分市 ③ 第９回宗麟公まつり
「第９回宗麟公まつり」の出展ブース内で、大分合同新聞連載小説
「誾ーGINー」生徒挿絵作品７８点を展示します。また小説「誾ー
GINー」の作者、赤神諒氏のトークショーへ代表生徒２名が出演します。

10月29日～30日
大友氏館跡
（大分市顕徳町）

宗麟公まつり実行委
員会

無料
大分合同新聞社：首藤誠一 097-547-8065
芸術緑丘高等学校:首藤宏道 097-543-2981

生徒出演のトーク
ショーは10月２９日
のみです。

大分市 ② 文化祭
校舎移転後の初めての文化祭です。コロナの状
況によって入場制限を設ける場合があります。

2022/11/12
(土)8：45～

大分県立聾学校 大分県立聾学校 無料 097－538－6661

大分市 ② ワーキングフェア 高等部生徒の体験発表や展示品の紹介
2022/11/21
(月)9:25～

大分県立聾学校 大分県立聾学校 無料 097－538－6661

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。
10月31日～11月

2日,4日
大分県立爽風館高等学
校

大分県立爽風館高等
学校

無料 097-547-7700
電話にて要予
約

大分市 ②，③
大分県立盲学校　幼児児童
生徒作品展示

本校幼児児童生徒の絵画等の作品を展示しま
す。

１１月９日～１
５日

大分県信用組合金池支
店

大分県立盲学校 無料 097-532-2638

大分市 ② オープンスクール
保護者、地域の方、受験希望の方を対象に学校
公開を行います。

10月28日（金）
大分大学教育学部附属
小学校

大分大学教育学部附
属小学校

無料
http://kitchom.ed.oita-
u.ac.jp/fusyo/pdf/r04open
_school_info.pdf

当日受付

大分市 ② 附属幼稚園運動会
運動遊びや表現の取組を公開します（本年度は
コロナ禍のため在園児家族のみ）。

2022年10月8日
(土）

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附
属幼稚園

無料 097-544-4449

大分市 ② 保育参加
お家の方に「先生」として保育に参加していた
だきます

10月・11月中の
4日間

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附
属幼稚園

無料 097-544-4449

大分市 ② すくすくひろば
未就園児親子を動物園ごっこに招待します（予
定）

2022年11月18日
（金）

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附
属幼稚園

無料 097-544-4449

大分市 ②
人権について考えよう（保
育参観日）

「人権」について親子で一緒に考えます
11月28日（月）
11月29日（火）
12月2日（金）

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附
属幼稚園

無料 097-544-4449

大分市 ③，④
大分大学医学部附属病院
市民公開講座＜低侵襲手術
センター開設記念＞

ロボット手術について説明します。 11月6日
レンブラントホテル大
分
二豊の間

大分大学医学部附属
病院

無料
097-586-5843

大分市 ①
子どもたちを受動喫煙から
守ろう

受動喫煙について学びます 11月27日
全労災ソレイユ７階
『アイリス』

大分大学医学部小児
科学講座

無料 097-586-5833

大分市 ③
みんなでつくる文化活動推
進事業

県内の高校生と特別支援学校の生徒のデッサン
大会推奨作品を大分市内商店街に展示・発表す
るもの

10月19日～ 大分市内商店街 文化課 無料 5493

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11日 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

大分市 ①
令和4年度重点啓発事業「LGBT・
多様な性を考えるトークショー
（OAB感謝祭2022）」

今年度は性的少数者に対する理解を深め、多様な性のあり方を認め合う
社会づくりを推進するため、OAB大感謝祭にて LGBT を考えるトーク
ショーを開催する。

10月8日
J:COMホルトホール大分
大ホール

大分県 無料

大分県生活環境部人権尊重・部落差別解消
推進課　097-506-3176
https://www.pref.oita.jp/site/kokoro/r4
lgbttalkshow.html

出演者
日野いつき（ダン
サー）ほか



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
令和４年度人権啓発フェス
ティバル（ヒューマンフェ
スタ2022おおいた）

誰もが自分らしく生きることができる社会について考える多彩なイベン
トを盛り込んだ「ヒューマンフェスタ2022おおいた」を開催。人権を
テーマに多様なステージイベントや、各種展示、マルシェなどを実施す
る。

11月26日 大分市竹町ドーム広場
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
097-506-3177

出演者
アルケミスト、張海
輪ほか

大分市 ① おおいたうつくし感謝祭
環境保全の大切さについて、楽しく学び考える
イベント

10月29日
大分いこいの道広場北側広場、
大分駅前上野の森口（南口）広場

大分県・おおいたうつくし感謝
祭実行委員会（事務局：うつく
し作戦推進課）

無料 097-506-3034

大分市 ②
令和4年度つくってみようお
おいたの給食！学校給食レ
シピコンクール

児童生徒を対象に大分県産の水産物を使った給
食メニューを募集します。

9月29日（1次審
査）

11月1日（2次審
査）

公益財団法人大分県学
校給食会

公益財団法人大分県学校給食会 無料
http://www.oita-
kenkyu.jp/

大分市 ②
第11回
学校給食フェア

学校給食における食育に関する取り組み等を紹
介します。

11月23日（水）
10：00～14：00

大分スポーツ公園 昭和電工ドーム大
分
（大分市大字横尾1351番地）

公益財団法人大分県学校給食会
大分県学校栄養士研究会 無料

http://www.oita-
kenkyu.jp/

大分市 ①
あかちゃんのためのおはな
し会

0才と1才のあかちゃんのためのおはなし会で
す。参加に事前申込が必要です。

10月19日，11月
16日

大分県立図書館第６研
修室

大分県立図書館 無料
大分県立図書館児童サービス担
当
TEL 097-546-9972（代表）

大分市 ① おはなし会
幼児～小学生低学年を対象としたおはなし会で
す。

10月1日，8日，
22日，29日，11
月5日，12日，

26日

大分県立図書館第６研
修室

大分県立図書館 無料
大分県立図書館児童サービス担
当
TEL 097-546-9972（代表）

大分市 ① おはなし会２・３・４
おもに１～４才のこどもを対象としたおはなし
会です。

10月5日，11月2
日

大分県立図書館第６研
修室

大分県立図書館 無料
大分県立図書館児童サービス担
当
TEL 097-546-9972（代表）

大分市 ① おはなしすごろく
絵本や昔話を題材にしたすごろくです。対象は
幼児～小学生です。

11月3日
大分県立図書館第２・
３研修室

大分県立図書館 無料

https://www.oita-
library.jp/index.php?action=pages_view_main&ac
tive_action=journal_view_main_detail&post_id=81
3&comment_flag=1&block_id=806#_806

大分市 ① 小学生のためのおはなし会
絵本などをつかわず、耳で聞いておはなしを楽
しむ会です。

10月15日，11月
19日

大分県立図書館第６研
修室

大分県立図書館 無料
大分県立図書館児童サービス担当
TEL 097-546-9972（代表）

大分市 ① 読み聞かせひろば
自分で選んだ好きな絵本をボランティアさんが
読み聞かせしてくれます。対象は幼児です。

10月2日，9日，
16日，23日，30
日，11月6日，
13日，20日，27

大分県立図書館子ども
室マットコーナー

大分県立図書館 無料
大分県立図書館児童サービス担当
TEL 097-546-9972（代表）

大分市 ③
「けんとしょ電子書籍サー
ビス体験講座」

電子書籍サービスの使い方や手続きの仕方を個
別に案内します。

10月18日,30
日,11月9日

大分県立図書館２階ロ
ビー

県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ ○
第2回古典の日推進講座
「知ってる？『和太鼓』を
体験してみよう！」

日本の古典芸能である『和太鼓』の講演会を実
施します。

10月29日
大分県立図書館視聴覚
ホール

県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ ○
第3回古典の日推進講座
「バーチャルミュージアム
でレキハク（歴博)探訪！」

県立歴史博物館のバーチャルミュージアムを活
用し、歴史等を学ぶ講演会です。

11月20日
大分県立図書館視聴覚
ホール

県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ ライブラリーシアター
大分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13日.27
日.28日

大分県立図書館視聴覚
ホール

大分県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ①.③
大分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～11月
9日

大分県立図書館 大分県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978
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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。

10月30日.11月3
日.6日

大分県立図書館視聴覚
ホール

大分県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③
県立図書館ライブラリシア
ター
秋のサスペンス映画上映会

大分県立図書館所有の優良映画作品を、休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30日.11月3
日.6日

大分県立図書館視聴覚
ホール

大分県立図書館 無料
大分県立図書館　学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③
大分県点字図書館連携イベ
ント「デイジー図書体験
会」

「デイジー図書」を専用再生機器を使って読む
（聞く）体験ができます。

10月30日
大分県立図書館２階ロ
ビー

大分県立図書館 無料
大分県立図書館　サービス課
097-546-9972


