
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

日出町 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日～31日
9:00～12:25

大分県立日出支援学校 大分県立日出支援学校 無料
大分県立日出支援学校
0977-72-2305

日出町 ② 暘谷祭（文化祭） 体育館でのステージ発表や生徒作品展示など。 11月3日
大分県立日出総合高等
学校

大分県立日出総合高等
学校

無料 0977－72－2855

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月27日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333 ２・５校時

日出町 ③ 文化キャラバン 音楽コンサート 10月27日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333 ３・４校時

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月26日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011
9:00～12:00公
開

日出町 ③ 第2回学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月31日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830

日出町 ③ 研修部講演会 講師：室チエミさんによる「生命の教育」 10月31日 藤原小学校 藤原小学校PTA研修部 無料 0977-72-2830

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 川崎小学校 日出町立川崎小学校 無料 ０９７７－７２ー２４２８

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します 11月22日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

日出町 ② バザー ＰＴＡ主催のバザーを実施します 11月22日 大神小学校 大神小学校 0977-72-2812

日出町 ② 第６回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月16日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－722107

日出町 ② 文化祭 本校の文化祭 11月1日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－722107

日出町 ② 第７回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－722107

日出町 ②
日出支援学校との交
流

校区の支援学校との交流(支援学校生徒が来校) 10月11日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

年2回実施
交互に訪問交
流

日出町 ② 文化祭 文化祭の様子を公開します。 11月4日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

日出町 ② 園内運動会
園内運動会を通して、保護者や祖父母、未就園児とふれあ
い、交流を図ります。

10月20日 豊岡小学校体育館 豊岡幼稚園 無料
豊岡幼稚園　　　　　0977-72-
4121

日出町 ② 園公開 体験入園も兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 10月27日 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料
豊岡幼稚園　　　　　0977-72-
4121

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者や祖父母、体験入園児参加の運動会です。 10月20日 日出小学校体育館 日出幼稚園 無料 0977－72－4116

日出町 ② 園公開日 日頃の保育の様子を保護者、地域の方等に公開します。 10月26日 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977－72－4116

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者・５年生・体験入園児参加の運動会です。 10月24日 藤原小学校体育館 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園公開日 体験入園を兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 10月31日 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

体験入園を兼ねて、保護者や祖父母、未就園児等と交流を
図ります。

10月12日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029
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日出町 ②
親子ふれあい活動
（親子遠足）

親子で遠足をしたり、ゲームをしたりして、親子のコミュニ
ケーションを図ります。

11月9日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ② 園公開日 日頃の保育の様子を保護者、地域の方等に公開します。 11月15日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者や祖父母、未就園児と交流します。 10月17日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 秋祭りごっこ 地域の老人クラブや祖父母と交流します。 11月17日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 園公開日 体験入園も兼ねて日頃の保育を公開します。 11月22日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ① キッズタウン２０１５
各職業ブースで簡単な職業体験をして得た金権で、お菓子
に交換したり、ゲームに参加したりできます。

10月21日 日出町保健福祉センター 児童館 無料
0977-73-1337

（日出町福祉センター）

日出町 ①
ひじまちじどうかんま
つり

町内小学生を対象に、職業体験を行う。 10月21日 日出町保健福祉センター 日出町児童館 無料 0977-73-1337


