
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 ②③ 親子ふれあい活動
親子で学校周辺の歴史的文化財を関連するクイズを解きながら巡り、
ふれあいを深めます。クイズは学校運営協議会の学習支援部が作成
し、ＰＴＡ、教職員とともに取り組みます。

10月2日 久住小学校、公民館等
久住小ＰＴＡ、
学校運営協議会

無料 0974-76-0019

竹田市 ② 九重野稲刈り
円形分水そばの水田で地区の方と稲刈り、交流
会

10月7日 九重野円形分水
祖峰小学校・宮砥地
区担い手協議会

無料 0974-62-2956

竹田市 ② 授業公開 学年ごとに授業を公開します 10月12日 竹田市立城原小学校 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ② 稲作体験学習（稲刈り） 上鹿口地区の方々と稲刈り体験を通した交流会 10月13日 竹田市上鹿口地区 上鹿口中山間組合 無料 0974-63-1063

竹田市 ③ 合唱団「藍」演奏会
芸振による芸術文化に身近にふれることができ
る取組み（学校でのコンサート）です

10月14日 竹田市立城原小学校
ＮＰＯ法人大分県芸
振

無料 0974-66-2013

竹田市 ③ 親子ふれあい活動 PTA保体部主催の親子交流事業 10月15日 都野小学校 都野小PTA 無料 0974-77-2003

竹田市 ① 親子人権講演会 PTA文化部主催の人権講演会 10月15日 都野公民館 都野小PTA 無料 0974-77-2003

竹田市 ② ふれあいウォークラリー
家族のふれあい、竹田の歴史探訪と秋の自然に
親しむことが目的です。

10月16日 竹田小学校･竹田市内 竹田小学校PTA 無料 0974-63-1062

竹田市 ② 稲刈り 児童が柚長地区の方と稲刈り体験をします 10月18日 柚長地区の田 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ① 親子人権講演会 人権講演会を行い、親子で人権について学ぶ 10月26日 荻小学校
荻小学校
荻小学校ＰＴＡ

無料 0974－68－2006

竹田市 ② 文化祭 学年発表、、教科展示 10月28日 竹田南部中学校　体育館 直入中学校 無料 0974-63-1072

竹田市 ② 蛍雪祭（文化祭） 演劇・合唱・演奏の発表 10月29日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

竹田市 ② 文化祭 演劇、合唱、教科展示 10月29日 直入中学校　体育館 直入中学校 無料 0974-75-2260

竹田市 ② 瀧音楽祭
毎年恒例の行事です。本校では、５・６年生が
参加し、合唱を披露します。

11月1日 グランツ
竹田市教育振興協議
会

無料

竹田市 ② 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
れるながら地域の清掃活動の実施

11月3日 白丹小校区 白丹小ＰＴＡ 無料 0974-76-1151

「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 ①② 騎牟礼城址公園まつり 地域にある騎牟礼城についての歴史を学ぶ 11月6日 豊岡小学校 体育館
騎牟礼城址公園保存
会

無料 0974-63-1063

竹田市 ① 人権講演会 人権講演会を行い、親子で人権について学ぶ 11月10日 直入小学校体育館
直入小学校
直入小学校ＰＴＡ

無料 0974-75-2250

竹田市 ② 稲作体験学習（脱穀） 上鹿口地区の方々と脱穀体験を通した交流会 11月10日 竹田市上鹿口地区 上鹿口中山間組合 無料 0974-63-1063

竹田市 ② 感謝祭 生徒の演劇・合唱などの発表 11月12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 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

竹田市 ②
アウトリーチ公演（ピアノ･
バイオリン）

学校で公演が開催され、５・６年生が鑑賞しま
す。

11月25日 竹田小学校体育館 竹田市文化振興財団 無料
竹田市総合文化ホールグラ
ンツたけた

竹田市 ②③ バンビの会
保護者や地域の方々が児童に読み聞かせをして
くれます。

11月30日 久住小学校 竹田市 無料 0974-76-0019

竹田市 ③ アウトリーチ公演
プロバイオリニストの演奏を間近に聴き、本物
の音楽に触れる時間です。

10月中旬
竹田市立南部小学校音楽
室

グランツたけた 無料 0974-63-1064

竹田市 ② 岡ダイズ収穫
児童と下坂田地区の方との岡ダイズの収穫をし
ます。

11月中旬 下坂田地区の畑 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ② 久住高原農業高校収穫祭
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13日 久住高原農業高校 久住高原農業高校 無料 0974-77-2200

竹田 ② 授業公開 期間を設定しての保護者等への授業公開
10月31日
～11月11日

竹田高等学校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ① 坊がつるキャンプ 児童・生徒を対象とした坊がつるキャンプ 10月1日～2日
坊がつる
(竹田市)

香々地青少年の家
https://www.pref.oita.jp/
site/kakaji/bougatsuru202
2.html

竹田市 ③ 「地域の宝」ウォーキング
文化財を巡り、健康増進を図りつつ、歴史を体
感。

11月12日 竹田市内
大分県文化課、竹田
市教育委員会

０９７－５０６－５４９８

竹田市 ②,④
青少年のための科学の祭典
大分大会2022

子ども達が科学の楽しさ・不思議さを実体験で
きます。

8月7日 グランツたけた
科学の祭典大分大会
実行委員会

無料 kkudoh@oct-net.ne.jp


