
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 教育講演会
津田剛（つだ つよし）氏
による教育講演

10月12日 豊陽中学校　体育館 豊陽中学校ＰＴＡ 無料
豊陽中学校
0979-22-0331

中津市 ④ 合唱祭
クラス合唱、学年合唱、
全校合唱

11月17日 豊陽中学校　体育館 豊陽中学校 無料
豊陽中学校
0979-22-0331

中津市 ② 講演会
「自他を大切にするため
の性教育」講師　谷口久
枝

10月4日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325

中津市 ② 人権講演会
「うまれてきてくれてあ
りがとう」講師　mon（高
橋亜美）さん

10月18日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校ＰＴＡ 無料 0979-22-2325

中津市 ② 合唱コンクール
全学年、全クラスが心を
一つにして練習してきた
成果を披露します。

12月14日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325

中津市 ② 合唱祭 全校合唱・学年合唱 11月23日 中津中学校 中津中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/nakatu/

中津市 ② 人権講演会 神田岳委獣医師の講演 10月21日 城北中学校体育館 城北中学校PTA 無料 0979-22-0780

中津市 ② 合唱コンク－ル クラス合唱、学年合唱 11月29日 城北中学校体育館 城北中学校 無料 0979-22-0780

中津市 ② 薬物乱用防止教室
１年生が警察署と保健所
の講師による講話

11月8日 東中津中マルチルーム 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ② 文化発表会
合唱発表会、ジュニアグ
ローバルリーダー還流発
表会

11月22日 東中津中体育館 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ② 思春期セミナー 性についての学習 9月13日
今津中学校マルチス
ペース

今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ②
クリーンアップゴ
ミ０運動

地域の方と協力して校区
のごみ拾いを行う

10月30日 今津中学校校区 今津小・中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 災害時の食事体験
災害時の非常炊き出しを
体験する

11月20日 今津中調理教室 今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 校内文化祭
生徒の文化的活動を発表
する

12月7日 今津中学校体育館 今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ②
文化キャラバン演
奏会

洗足学園音楽大学卒業生
の方々による演奏会。ピ
アノ・管弦楽器・声楽の
ソロやアンサンブル

10月19日 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 文化祭

学級合唱・学年合唱・全
校合唱の披露。午後は吹
奏楽、空手の演武、英語
スピーチ等を披露。また
技術や家庭科の時間に作
成した作品を展示

11月23日 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 ①② 本中祭
合唱発表　体験活動や授
業での作品・成果の展示

11月17日 本耶馬渓中学校体育館 本耶馬溪中学校 無料 0979-52-2452

中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開 10月22日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

おおいた教育の日普及期間の取組（中津市）
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中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開 11月20日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ② 校内音楽会 本校の音楽行事 11月23日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ④
音楽フェスティバ
ル

各学年・全校生徒による
合唱発表会

12月2日 コアやまくに 中津市立山国中学校 無料 0979-62-2700

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29日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 神戸大学出前授業

中津市との共催で、大学
から講師が来校。本校生
徒対象の授業を実施。

10月5日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 進路講演会

福岡県立大学より講師を
招聘。講演を聴き、生徒
の進路決定の一助とす
る。

10月19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29日～11
日1日

中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権教育講演会

性的マイノリティ（LGBT)
について正しい知識を取
得し、他者と自分自身の
認識を深める人権教育を
実施する。

11月2日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 同窓生に学ぶ

北海道日本ハムファイ
ターズ広報部に所属する
同窓生より「夢を持った
挑戦」と題した講演を実
施。今後の進路選択に繋
げる。

11月9日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

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

10月6日 中津南高校 大分県立中津南高等学校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開
11月1日
　　　～7日

中津南高校 大分県立中津南高等学校 無料 0979-22-0224

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13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）

本校の文化祭。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。
食品バザー、販売実習等
を行います。

11月10日
中津南高等学校耶馬溪
校 各教室 体育館

中津南高等学校
耶馬溪校

無料 0979-54-2011 一般公開
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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13日～22
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 日頃の授業の様子を公開 10月30日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346 事前の申込み必要

中津市 ②
地域ふれあい作品
展

児童生徒の作品、なのみ
祭（学習発表会）ポス
ター展示

10月29日～11
月2日

大分銀行福澤通支店 大分県立中津支援学校 無料
大分県立中津支援学校
0979-22-0550

中津市 ②
地域ふれあい作品
展

児童生徒の作品、なのみ
祭（学習発表会）ポス
ター展示

10月29日～11
月2日

JR中津駅 大分県立中津支援学校 無料
大分県立中津支援学校
0979-22-0550

中津市 ②
学習発表会(なの
み祭)

児童生徒の作品展示、学
習成果の発表

11月17日 大分県立中津支援学校 大分県立中津支援学校 無料
大分県立中津支援学校
0979-22-0550

中津市 ② 一日体験入学
学校説明、施設見学、学
科別体験学習　等

10月6日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要

中津市 ②
学校説明会・相談
会・見学会

学校紹介、各科説明、個
別相談、施設見学

10月20日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要

中津市 ② 学校見学会
施設見学、授業・部活動
見学、学校説明

10月29日～11
月2日

東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要

中津市 ② ＰＴＡ出前講座
保護者、各方面で活躍し
ている方による出前授業

11月6日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要

中津市 ② 第52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18日 東九州短期大学
東九州短期大学
学友会

無料
http://www.higashikyusyu.ac.

jp

中津市 ① おいもほり
みんなで育てたお芋をほ
ろう

10月 中津市内
ガールスカウト大分県第
35団

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

http://www.higashikyusyu.ac.jp/
http://www.higashikyusyu.ac.jp/

