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別府市 ② 学園祭 児童生徒の展示・発表 11月11日 別府支援学校 別府支援学校 無料 別府支援学校

別府市 ② 学校公開 授業の公開と学校説明会を実施します。 11月21日 別府支援学校鶴見校 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ②
地域ふれあい作品展
①

幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
10月10日～20
日（予定）

別府発達医療センター 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ②
地域ふれあい作品展
②

幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
10月23日～31
日（予定）

大分銀行鶴見支店 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ②
地域ふれあい作品展
③

幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
11月20日～12
月12日（予定）

大分みらい信用金庫扇
山出張所

別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ①③
こて絵に挑戦してみま
せんか！

こて絵は、左官が壁を塗るコテで、絵を描いたしっくい装飾
の技法です。挑戦してみませんか！

10月14日
別府溝部学園短期大学
ライフデザイン総合学科
実習棟

別府溝部学園短期大学
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ①
在宅医療とは？
※ 別府市（協働）

たとえ病気を持ったとしても、また、高齢となって寝たきりに
なろうとも安心して自宅で過ごすために在宅医療を学びま
しょう。

10月28日
別府市役所　レセプショ
ンホール

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ①
女性の就労支援のため
の登録販売者試験対策
講座　※別府市協働

厚生労働省のガイドラインに沿った教材を使ってやさしく解説しま
す。また、資格取得とは関係なく生涯学習として、薬の正しい知識
を身に付けたいと考えている方もお気軽に参加できます。

10月1日
別府市男女共同参画セ
ンターあす・べっぷ2階会
議室

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ①
女性の就労支援のため
の登録販売者試験対策
講座　※別府市協働

厚生労働省のガイドラインに沿った教材を使ってやさしく解説しま
す。また、資格取得とは関係なく生涯学習として、薬の正しい知識
を身に付けたいと考えている方もお気軽に参加できます。

11月5日
別府市男女共同参画セ
ンターあす・べっぷ2階会
議室

別府溝部学園短期大学 無料
http://www.mizobe.ac.jp/event-
186

0977-66-0224

別府市 ③ 別府ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。
10月23日～27
日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ③ 天空祭 ＡＰＵ学園祭（学生によるパフォーマンス、模擬店）
10月28日～29
日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ① 世界報道写真展2017
「世界報道写真コンテスト」の入賞作品約200点を展示する
写真展

10月30日～11
月12日

立命館アジア太平洋大
学

世界報道写真財団、朝
日新聞社

http://www.asahi.com/event/wpp
h/

別府市 ③ コリアン・ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。
10月30日～11
月3日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ③ 京都ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。
11月6日～11
月10日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ④
第15回　アジア太平洋
カンファレンス

学会「変わりゆくローカルな地平をのぞむグローバルな眺
望」

11月11日～12
日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
http://www.apu.ac.jp/rcaps/page
/content0113.html/

別府市 ③ ファッション・ウィーク
学生によるバラエティ豊かなファッションに焦点を当てたイベ
ントを多数開催します。

11月29日～12
月1日

立命館アジア太平洋大
学

立命館アジア太平洋大
学

無料
立命館アジア太平洋大学スチューデント
オフィス
0977-78-1104

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日～2日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 人権講演会 人権講演会の様子を公開します。 10月3日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 地域清掃活動 地域清掃活動の様子を公開します。
11月7日・11月
14日

別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 読書会 HRAの読書会を公開します。 11月28日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 本校の教育活動と入学試験の実施について説明します。 10月28日 明豊中学・高等学校 明豊中学・高等学校 無料
入試広報
0977-27-3311

別府市 ② オープンスクール 中学生・保護者を対象とした学校説明会です 10月7日
別府鶴見丘高等学校校
舎

別府鶴見丘高等学校 無料 0977-21-0118
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別府市 ② 乳幼児ふれあい学習 地域の乳幼児と本校生徒のふれあい学習です
10月31日，11月
1・2日，6日～10
日

別府鶴見丘高等学校家
庭科教室

別府鶴見丘高等学校 無料 0977-21-0118

別府市 ②
別府市教育祭「展覧
会」

別府市内の幼・小・中の園児・児童・生徒の作品を展示しま
す。

10月27日～
10月30日

別府トキハ 別府市教育委員会 無料
別府市教育委員会
学校教育課

別府市 ②
別府市教育祭「音楽
会」

別府市内の幼・小・中の園児・児童・生徒による音楽会で
す。

10月31日
ビーコンプラザ
フィルハーモニーホール

別府市教育委員会 無料
別府市教育委員会
学校教育課

別府市 ① 水産振興祭
消費者と生産者のふれあいを通じて水産物の良さや県内の
漁村の魅力を広くＰＲします。

10月7日～
10月8日

亀川漁港 地域農業振興課 無料 097-506-3582

別府市 ① 農業祭
消費者と生産者のふれあいを通じて農産物の良さや県内の
農山村の魅力を広くＰＲします。

10月14日～
10月15日

別府公園 地域農業振興課 無料 097-506-3582

別府市 ② 第10回　文化祭
２日間にわたり、クラス展示、模擬店、ステージ発表を実施し
ます。

10月28日
～29日

別府溝部学園高等学校 別府溝部学園高等学校 無料 0977－67－6908
一般公開は、3
日のみ

別府市 ② 第2回　体験入学
中学生に本校の普通科、食物科、看護科の体験と部活動紹
介を実施

１1月2日～３
日

別府溝部学園高等学校 別府溝部学園高等学校 無料 0977－67－6908
対象中学２、３
年生とその保護
者

別府市 ② わくわく運動会 園児、保護者、地域の方、と園での運動会 10月14日 南立石幼稚園 別府市立南立石幼稚園 無料 0977-22-6728

別府市 ② 亀川幼小文化祭 幼稚園・小学校の合同文化祭です 11月11日 亀川小学校体育館 亀川幼稚園・小学校 無料 0977-66-1686

別府市 ② いしがきっこ運動会 園児、保護者、地域の方、と園での運動会 10月26日 石垣幼稚園 別府市立石垣幼稚園 無料 0977-23-6616

別府市 ② なかよし運動会 地域や小学校（１・５年生）、保育園との運動会 10月25日 上人幼稚園 別府市立上人幼稚園 無料 0977-66-5664

別府市 ② 文化祭 園児、小学生による歌や合奏等の公開 11月18日 上人小学校 別府市立上人幼稚園 無料 0977-66-5664

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開
10月26日～27
日

境川小学校 境川小学校 無料 0977-21-0074

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月9日 南立石小学校 南立石小学校 無料 0977-21-1481

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月10日 南立石幼・小学校 南立石幼・小学校 無料 0977-21-1481

別府市 ② 学校公開 日常の授業の様子の公開 10月27日 亀小教室 亀川小学校 無料 0977-67-1064

別府市 ② 土曜授業 学校公開・授業参観 10月21日 朝日小学校 朝日小学校 無料 0977-67-1353

別府市 ② 朝日っ子文化祭 学習発表・親子ふれあい講座・バザー 11月11日 朝日小学校
朝日小学校・朝日小学
校PTA

無料 0977-67-1353

別府市 ②
学校（幼稚園）公開週
間

日頃の学校（幼稚園）の様子を公開
10月16日～20
日

東山幼稚園、小中学校 東山幼稚園、小・中学校 無料 0977-27-5013

別府市 ②③ 文化祭 日頃の学習の成果を展示やステージで発表 11月23日 東山小・中学校 東山小・中学校 無料 0977-27-5010

別府市 ② 学校公開日 文化祭リハーサル・日頃の授業公開 11月17日 上人小学校 上人小学校 無料 0977-67-2278

別府市 ② 文化祭 学年毎の群読・合奏等の公開 11月18日 上人小学校 上人小学校 無料 0977-67-2278
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別府市 ② 学校公開日 日常の授業・JAZZコンサート・児童引き渡し訓練 10月28日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

別府市 ② 学校公開日 親子ふれあい参観日 11月11日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

別府市 ② 学校公開日 キッズフェスティバル 11月24日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月21日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 0977-25-6380

別府市 ② 学校公開日 特別活動（スマイルグリーン集会）を公開 11月1日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 0977-25-6380

別府市 ② きらめきコンサート 園児児童による音楽発表会 11月11日 南小学校 南小学校・南幼稚園 無料 0977-21-0554

別府市 ② 学校公開日 授業公開・音楽集会 10月25日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

別府市 ② 学校公開日 特別活動「どんチャレ集会」 11月8日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

別府市 ② 学校公開日 平素の授業の様子の公開
11月10日～11
日

山の手小学校 山の手小学校 無料 0977-21-0631

別府市 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
10月23日～27
日

青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

別府市 ② 文化祭 本校の文化祭 10月26日 青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開
10月16日～10
月20日

北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195

別府市 ② 文化祭 合唱コンクールや弁論、学年発表など行います。 10月28日 北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

別府市 ② 文化祭 日頃の学習活動の発表の場 10月26日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

別府市 ② 文化祭 日頃の学習の成果を展示やステージで発表 10月25日 鶴見台中学校 鶴見台中学校 無料 0977-23-7441

別府市 ②
平成２９年度別府市公
立幼稚園、小・中学校
「統一公開月間」

保護者・地域住民への学校公開による授業参観
10月16日
～11月11日

各幼稚園
各小中学校

別府市教育庁学校教育
課

無料
別府市教育庁学校教育課
0977-21-1574

別府市
③
④

第６５回別府市教育祭
「展覧会」

別府市立幼稚園、小中学校、別府市内特別支援学校の園
児・児童・生徒・教職員の絵画・書写・科学作品等の展覧会

10月27日～30
日

トキハ別府店４階
別府市教育庁学校教育
課

無料
別府市教育庁学校教育課
0977-21-1574

別府市 ③
第６５回別府市教育祭
「音楽会」

別府市立幼稚園、小中学校、高等学校、別府市内特別支援
学校の園児・児童・生徒による合唱・合奏の音楽会

10月31日
ビーコンプラザ
フィルハーモニアホール

別府市教育庁学校教育
課

無料
別府市教育庁学校教育課
0977-21-1574

別府市 ②

平成２９年度　おおいた教
育の日
別府市の教育を語る懇談
会

学校・家庭・地域・教育行政、それぞれが果たすべき役割を
考える懇談会

10月23日
別府市役所１Ｆ
レセプションホール

別府市教育懇話会
別府市総合教育センター
0977-26-0803

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします 10月14日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453
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別府市 ①
おはなしの会（ベ
ビー）

乳幼児を対象に読み聞かせをします 10月26日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① オダサク文学講座 オダサク流川物語の原点『夫婦善哉』について 10月28日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします 11月11日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
図書館だよりを読んで
クイズに答えよう！

図書館だよりや図書館にまつわるクイズに挑戦！
11月1日～30
日

別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
おはなしの会（ベ
ビー）

乳幼児を対象に読み聞かせをします 11月16日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
別府の伝統工芸に挑戦！
～竹ひごで花かごを作ろう
～

竹ひごを使って花かごづくり 11月18日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ② 文化発表会 合唱コンクールや劇・展示発表などを行います。 10月27日 山の手中学校 山の手中学校 無料 0977-22-5345

別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子及びものづくり講座 10月19日 浜脇中学校 浜脇中学校 無料 0977-22-4285

別府市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月10日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

別府市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月10日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

別府市 ②
学習発表会・ふれあ
いバザー

学習発表・PTA主催によるふれあいバザー 11月11日 大平山小学校
大平山小学校・大平山
小学校PTA

無料 0977-25-3766

別府市 ① ハイキング 初秋の散策を楽しむ 10月15日 未定
ガールスカウト大分県第
15団

無料
公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

別府市 ① ゲーム集会 すごろくあそびをしよう 10月22日 野口ふれあいセンター
ガールスカウト大分県第
15団

無料
公益社団法人ガールスカウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

別府市 ①③
別府公園１日油彩ス
ケッチ

秋の晴天の１日、別府公園に集い、油彩画や素描でスケッチを制作します。オープン
カレッジ油彩画教室の皆様と、ビギナーからベテランの方まで新たに参加いただき、
清々しい環境で瑞々しい作品を描く楽しい時間です。

10月28日 別府公園
大分県立芸術文化短期
大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:http://www.oita-pjc.ac.jp/）


