
おおいた教育の日普及期間の取組

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

中津市 ② 第51回和敬祭 食物栄養学科・幼児教育学科の研究展示、ステージ発表等 11月25日 中津文化会館
東九州短期大学
学友会

無料 http://www.higashikyusyu.ac.jp

中津市 ② 体験入学会
教育課程や学校行事の説明、授業体験等が実施されます。
中学校を通じて申し込みをしてください。

10月14日
中津南高等学校耶馬溪
校教室

中津南高等学校耶馬溪
校

無料 0979-54-2011 中学3年生対象

中津市 ② 文化祭（紅葉祭）
クラス展示（発表）や部活動、授業の成果披露、ステージ発表などを行い
ます。
地域の伝統芸能披露、食品バザー、販売実習等を行います。

10月28日
地域の文化施設ホール
(サニーホール)

中津南高等学校耶馬溪
校

無料 0979-54-2011 一般公開

中津市 ② 授業公開 期間中の授業の様子を公開します。
11月6日～10
日

中津南高等学校耶馬溪
校　各教室

中津南高等学校耶馬溪
校

無料 0979-54-2011

中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346

中津市 ② なのみ祭 文化祭。ステージ発表や販売活動を中心に実施します。 11月18日 中津支援支援学校 中津支援学校 無料 0979-22-0550

中津市 ② 中学生体験入学会 中学3年および保護者を対象に行う体験入学です。 10月7日 中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 薬物乱用防止教室 薬物問題への正しい理解とその防止について 11月10日 中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 公開授業 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日
　～11月2日

中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 進路講演会
途上国の現状と、医療活動による支援についての講演を聴
き、生徒の視野を広げ進路決定の一助にする。

10月23日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② オープンスクール
中学３年生及びその保護者、中学校教員を対象とした体験
入学会

9月30日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 授業の公開（2限～4限）
10月30日～11
日2日

中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権参観日 Monさんによる人権コンサートです 10月6日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301

中津市 ② 生田門まつり
児童による学習発表やクラブ活動の発表、保護者による模
擬店があります

10月29日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301

中津市 ②
ようこそ先輩ふれあい
授業

各分野で活躍されている北部小学校の先輩方が全学級で
授業をしてくださいます。

11月24日 中津市立北部小学校
中津市立北部小学校中
津市立北部小学校PTA

無料 0979-22-0302

中津市 ③
文化芸術による子供
の育成事業

カワセミ座の公演（演劇） 11月10日 中津市立豊田小学校 中津市立豊田小学校 無料 0979-22-0445

中津市 ② 豊田フェスティバル 文化的発表会・保護者主催飲食コーナー 11月11日 中津市立豊田小学校 豊田小学校PTA 無料 0979-22-0445

中津市 ② 小楠まつり 保護者・地域協力者団体模擬店 11月19日
小楠小学校運動場・体育
館

小楠小学校PTA 無料 ０９７９－２２－０５６６

中津市 ② ４年親子ふれあい ４年生が親子で活動を一緒にします（内容未定） 10月30日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

中津市 ②
授業公開（フリー参
観）

午前中の授業を保護者、地域の方に公開します 10月30日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

中津市 ① わいわいつるい ＰＴＡがゲーム等の催し物を出店して子どもとふれあう 11月5日 鶴居小学校 鶴居小学校ＰＴＡ 無料 0979-22-1434

中津市 ② 人権参観日 人権授業参観と人権講演会(認知症について) 9月5日 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300
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中津市 ② 中山画伯絵画教室 日展顧問の中山画伯が6年生にデッサン指導 11月9日 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

中津市 ② 学校公開日 授業の様子を全学級公開 10月26日 和田小学校 和田小学校 無料 0979-32-2298

中津市 ②
第１０回今津校区ふれ
あいわいわい祭り

①学習発表会②地域のサークル発表（芸能大会）③地域創
作展・児童作品展④模擬店

１１・１９
今津小体育館・新校舎・
運動場

今津コミュニティセンター・校
区自治委員会・地区老人会・
今津小学校・ＰＴＡ

無料 ０９７９－３２－０００２

中津市 ② 人権参観日 人権授業と菊池省三先生を招聘して講演会 10月20日 沖代小学校 沖代小学校 無料 0979-24-0706

中津市 ② 沖小まつり 保護者模擬店、各種出し物、社会体育体験 11月11日 沖代小学校 沖代小学校ＰＴＡ 無料 0979-24-0706

中津市 ② マサカーニバル 学習の成果とまとめの発表（創作劇等） 11月12日 真坂小学校体育館 真坂小学校 無料 (0979)43-2104

中津市 ② 学力説明会授業公開 学力向上について保護者・地域の方に説明。 10月17日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ② 山口っ子まつり 保護者・地域の方を招いて学習発表会。 10月29日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ②
研究発表会(授業公
開)

本校の研究、授業実践の公開 11月16日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ② 人権教育講演会 人権についての講演会を行います。 10月13日 秣小学校体育館 秣小学校PTA 無料 0979-43-2191

中津市 ② 秣小まつり 学習発表会や地域と連携した行事を行います。 11月18日 秣小学校体育館 秣小学校 無料 0979-43-2191

中津市 ② 公開道徳授業 児童・保護者・地域住民が共に学ぶ道徳授業 10月26日 深水小学校各教室 深水小学校 無料 0979-43-2719

中津市 ② 深水まつり 学習発表会・餅つきを通しての地域とのふれあい 11月19日 深水小学校体育館 深水小学校 無料 0979-43-2719

中津市 ② 樋田っ子文化祭 各学年の学習発表や劇、合唱の発表 11月10日 樋田小学校体育館 樋田小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/nakatu/hida/

中津市 ② 上津小教育文化祭 学習発表や作品の展示などをする。 11月12日 上津小学校体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832

中津市 ② 城井っ子集会 学習発表会と劇団による観劇会をします。 11月12日 城井小体育会 城井小学校 無料 0979-54-2105

中津市 ② 夏休み作品展 夏休みに作製した児童の作品展示（公開） 8月30日～ 下郷小学校家庭科室 下郷小学校 無料 0979-56-2304

中津市 ② 秋季大運動会 全校児童・ＰＴＡ・各種団体参加の大運動会 10月24日 下郷小学校運動場 下郷小学校 無料 0979-56-2305

中津市 ② 学習発表会 各学年児童の学習発表会 11月18日 下郷小学校体育館 下郷小学校 無料 0979-56-2306

中津市 ② ふるさと祭り 学習発表会・もちつき・梅干し販売 10月29日 津民小学校 中津市立津民小学校 無料 ０９７９－５４－２０３４

中津市 ②
山移小学校「ふれあ
い集会」

児童の劇やクラッシックの演奏会が行われます。 12月9日 山移小学校体育館 山移小学校 無料 0979-55-2137

中津市 ② 三郷っ子集会 各学年による本校の文化祭 11月18日 三郷小学校 三郷小学校 無料 0979-62-2005
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中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/houyou/

中津市 ② 教育講演会 講師に菊池省三先生を招いて講演 10月24日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/houyou/

中津市 ② 合唱大会 学級合唱、学年合唱、吹奏楽部の演奏等を披露 11月18日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/houyou/

中津市 ② 合唱コンク－ル 学年・学級の合唱 12月7日 城北中学校体育館 城北中学校 無料 0979-22-0780

中津市 ② PTA人権後援会
講師：松本久美子
演題：「福ことば、毒ことば、置きことば」

１０月１３日
(金）

東中津中学校体育館 東中校区合同PTA 無料 0979-32-2493

中津市 ② 薬物乱用防止教室
１年生が警察署と保健所の講師より、薬物乱用防止のため
の講話を聴く。

１１月１３日
(月）

東中津中学校マルチ
ルーム

東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ② 介護教室 中学１年生を対象とした認知症サポーター養成講座
１１月１４日
（火）

東中津中学校マルチ
ルーム

東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ② 文化発表会
ジュニアグローバルリーダー研修の還流報告会、水田結さ
ん講演会「命の授業～第２次性徴期の誕生学～」、合唱発
表会

１１月２５日
（土）

東中津中学校体育館 東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ②
合唱祭　　（午前）
作品展示　（終日）

学級合唱、学年合唱、全校合唱を披露します。また、吹奏楽
の演奏や体育館等で授業で創った生徒の作品を展示してい
ます。

11月25日(土) 三光中学校体育館 中津市立三光中学校 無料 0979-43-2729

中津市 ② 薬物乱用防止教室
危険ドラッグの危険性を知ることで薬物乱用防止について生
徒、保護者、みんなで考える会です。

10月31日(火)
午後

三光中学校多目的室 中津市立三光中学校 無料 0979-43-2729

中津市 ② 本中祭 これまでの文化活動や授業での作品・成果の発表 11月18日
本耶馬溪中学校
体育館

本耶馬溪中学校 無料 0979-52-2452

中津市 ② 校内音楽会 地域・保護者参加の本校の音楽会 11月23日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 ０９７９－５４－３１６８

中津市 ② 体育大会 体育大会の様子を公開します。 9月17日 山国中学校 山国中学校 無料 0979-62-2700

中津市 ② 学校公開日 小中連携で英語の授業を公開します。 11月22日 山国中学校 山国中学校 無料 0979-62-2700

中津市 ② 音楽フェスティバル 音楽を中心とした活動の様子を公開します。 12月3日 コアやまくに 山国中学校 無料 0979-62-2700

中津市 ③ 中津市教育文化祭 中津市の文化祭に絵、工作等の出品 11月3～6日 中津市体育センター
中津市教育文化祭委員
会

無料 0979-22-4941

中津市 ② 幼稚園運動会 地域・保護者参加の園内運動会 10月27日 如水幼稚園 如水幼稚園 無料 ０９７９－３２－１９０６


