
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

日田市 ② 授業公開
（特別活動を除く）平素の授業を保護者・地域
の方に公開する

11月1日～11月
11日

日田三隈高校各教室・施
設

日田三隈高校 無料 0973-23-3130

日田市 ③ 第76回日田市文教祭 文化団体や学校が展覧会などを行います。
9月中旬～
12月中旬

日田市民文化会館
パトリア日田
日田市複合文化施設
AOSE（アオーゼ）

日田市・日田市教育
委員会

無料
社会教育課
　0973-22-6868

期間中に10事
業を実施

日田市 ①
咸宜園教育研究センター公
開講座

廣瀬淡窓の思想をテーマにした講演会を開催し
ます。

10月6日 日田市役所 日田市教育委員会 無料
咸宜園教育研究センター
　0973-22-0268

日田市 ③
市所蔵美術品公開展「みん
なの美術館」

日田市が所蔵する美術品の展覧会を開催しま
す。

10月7日～
12月25日

天領日田資料館
日田市・日田市教育
委員会

社会教育課
　0973-22-6868

日田市 ①
考古学講座「タイムトリッ
プひたVol.20」

「考古学」や「郷土の歴史」に対する関心を深め、身近な遺跡や埋蔵
文化財への興味とその保護の必要性への理解を高める講座（全５回開
催）を開催します。

10月12日
10月26日
11月 2日

市役所７階大会議室
日田市埋蔵文化財セン
ター
ガランドヤ古墳公園

日田市教育委員会 無料
文化財保護課
　0973-24-7171

日田市 ① 古文書入門講座
古文書の「読み解き」を学び、日田の歴史に触
れることのできる講座（６回開催）を開催しま
す。

10月19日～
11月29日

市役所７階大会議室
大分県立先哲資料館
中津市歴史博物館
別府大学

日田市教育委員会 無料
文化財保護課
　0973-24-7171

日田市 ③
咸宜園教育研究センター秋
季企画展

「江戸時代の医師・医療と咸宜園」をテーマに
した企画展を開催します。

10月20日～
1月24日

咸宜園教育研究センター 日田市教育委員会 無料
咸宜園教育研究センター
　0973-22-0268

日田市 ③
ガランドヤ古墳１号墳一般
公開

日田市石井町の装飾古墳であるガランドヤ古墳
１号墳を一般公開します（10月～３月　月１
回）。

10月22日
11月20日

ガランドヤ古墳公園 日田市教育委員会 無料
文化財保護課
　0973-24-7171

10月22日は筑後川流
域装飾古墳同時公開

日田市 ① 第75回秋の読書週間 読書週間にイベントを開催します。
10月25日～
11月6日

淡窓図書館 日田市教育委員会 無料
淡窓図書館
　0973-22-2497

日田市 ①
令和４年度（第４０回）日田市
青少年健全育成大会・日田市連
合育友会指導者研修会

家庭・学校・地域の連携による青少年健全育成と青
少年が心豊かにたくましく成長する実践活動の強化
等の啓発を目的とした大会を実施します。

11月26日 パトリア日田大ホール
日田市・日田市教育
委員会

無料
社会教育課
　0973-22-6868

日田市 ② 体育大会 本校伝統の体育大会です。 10月5日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 月隈祭（文化祭） 文化祭ではクラス展示を実施します。 11月2日～3日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 授業公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月7日～11日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ① 日田千年あかり 豆田町周辺を竹灯籠が彩ります。 11月11日～13日 日田市豆田地区
千年あかり実行委員
会

無料 0973-22-5171

日田市 ① 交流演奏会 日田支援学校との交流演奏会です。 11月25日 パトリア日田 文化課 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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日田市 ① O-Labo体験講座 建築・土木を体験しよう。 11月26日 日田林工高校 O-Labo 無料 097-537-7200

日田市 ② 授業公開 日常の授業の様子を公開します 11/1,2,4,7～10 日田高校 日田高校 無料
http：//kou.oita－
ed.jp/hita/

0973-23-0166

日田市 ➁ 授業公開と給食体験 日頃の授業の様子を公開。給食体験あり。
10月31日
～11月2日

日田高校定時制 日田高校定時制 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 藤蔭祭 文化祭 10月7日 藤蔭高校 藤蔭高校 無料 0973-24-2737

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6日～26日 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17日～
　　11月4日

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。

10月17日～21日 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15日～18日
のいずれか

(学部毎の分散開催)

日田支援学校 日田支援学校 無料 同上

日田市 ③ 中学校総合文化祭 県内中学校の文化部における総合成果発表 11月11日 パトリア日田
大分県中学校文化連
盟

無料 097-574-7781
事務局
大分市立明野中学校
内

日田市 ②
第１５回大分県
中学校総合文化祭日田大会

中学生の文化活動の交流 11月11日 パトリア日田 大分県中学校文化連盟無料 大分県中学校文化連盟
新型コロナウイルス
感染症対策のため、
保護者のみ観覧可


