
①社会教育・生涯学習　②学校教育　③文化　④科学技術・学術

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 担当者

宇佐市 ② 宇佐市教育の日 日頃の授業の様子を公開します。 10月18日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206 教頭

宇佐市 ② 宇佐市教育の日
日頃の授業の様子を公開します。
バサジー大分来校

11月19日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206 教頭

宇佐市 ② 公開保育
幼稚園・小学校・地域の方との交流の様子を公開し
ます。

11月予定 四日市幼稚園 四日市幼稚園 無料 0978-32-0351 開催日時未定 時枝

宇佐市 ② キラキラコンサート 文化庁後援劇団ドリームカンパニーのミュージカル 10月8日 長峰小学校 長峰小学校 無料 0978-32-0344

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月19日 長峰小学校 長峰小学校 無料 0978-32-0344

宇佐市 ② 宇佐っ子発表会 各学年ごとの学習成果の発表の場 11月9日 宇佐小学校 宇佐小学校 無料 0978-37-0129

宇佐市 ③ なんぶん市 地域の文化祭 11月2日 南院内小学校体育館 南院内さとづくり協議会 無料 0978-42-5034
南院内小
田所　正

宇佐市 ③ ふるさと音楽祭 院内町小中４校が一堂に会し合唱発表 11月15日 院内文化交流ホール 院内教育振興 無料 0978-42-5034
南院内小
田所　正

宇佐市 ② なかまの集い 学級決議の中間総括・個人意見の交流 11月22日
北部中学校
体育館

北部中学校 無料 0978-32-0326 岩尾・渡邊

宇佐市 ➀ 交流学習会 宇佐支援学校と本校児童の交流学習 10月中旬 高家小学校・宇佐支援学校 高家小学校・宇佐支援学校 無料 0978-32-0304

宇佐市 ② 学習発表会 保護者、地域の方々を招待しての学習発表 11月9日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304

宇佐市 ➀ 人権講演会
人権教育を深めるため、講師を招待して、保護者と
教職員の学習会

11月29日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月9日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055 教頭

宇佐市 ② 人権集会 学級決議の中間総括・個人意見の交流 11月 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055 教頭

宇佐市 ①② 秋祭り文化祭 地域と小学校の合同文化祭 11月3日
旧深見中学校
体育館

深見まちづくり協議会
深見小学校

無料 0978-44-4031 教頭：深見

宇佐市 ② 三世代の集い

日頃から様々な形で協力していただいている地域の
方に、児童・保護者が感謝の気持ちを伝える場とし
て設定された。今年で35年目を迎え、地域と学校と
保護者をつなぐ大切な場になっている。

11月10日 糸口小体育館・教室
糸口小学校
糸口小学校PTA

無料 糸口小学校

糸口小学校
　教頭
0978-32-
0274

宇佐市 ②
学校公開日
子ども祭り

日頃の授業の様子を公開
親が企画した子どもたちにゲームをさせ、親子で楽
しむ。

11月9日 豊川小学校 豊川小学校　PTA 無料 0977-32-0098

宇佐市 ② 昔の遊び 地域の高齢者とふれあう（1年生と） 11月15日 豊川小学校 豊川小学校 無料 0977-32-0099

宇佐市 ② 10月学校公開日 宇佐市教育の日（公開授業） 10月18日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404 教頭 岩男

宇佐市 ② 11月学校公開日
宇佐市教育の日（土曜参観日・せんだんギャラ
リー・バザー）

11月9日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404 教頭 岩男

「おおいた教育の日」普及期間の取組（宇佐市）
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「おおいた教育の日」普及期間の取組（宇佐市）

宇佐市 ① 副城址祭り
地域のお祭りに参加し、本校児童の合唱発表やPTAの
バザー等を実施予定。

10月5日 副地区 院内中部小学校 無料 0978‐42‐5601

宇佐市 ① ふれあい広場 保護者や地域の方を招いての学習発表会 11月9日 院内中部小学校 院内中部小学校 無料 0978‐42‐5601

宇佐市 ② 教育の日（学校公開日）日頃の授業の様子を公開 10月17日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154 教頭

宇佐市 ②③
教育の日（学校公開
日）ふれあい文化祭

劇など、子どもたちや地域の方の取組の披露 11月9日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154 教頭

宇佐市 ③
文化キャラバン
人形劇

40～60分程度で人形劇を講演。
地域・保護者にもよびかけ、児童と一緒に観劇しま
す。

11月9日 横山小学校 NPO法人大分県芸振 無料 0972-22-5287
教頭岩男
0978-32-
0457

宇佐市 ②③ 文化行事 合唱と弁論の発表・作品展示 11月23日 院内文化交流ホール 院内中学校 無料 0978-42-5008 教頭

宇佐市 ②③ ふるさと音楽祭 町内の小学校・中学校の合唱発表 11月15日 院内文化交流ホール
院内町
教育振興協議会

無料 0978-42-5008 教頭

宇佐市 ② 宇佐市教育の日 授業公開 10月18日 四日市北小 四日市北小 無料 0978-32-0049 ３・４校時を公開 教頭

宇佐市 ② 学校公開日 地域や保護者に授業を公開する 10月18日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004 教頭

宇佐市 ② 学校公開日 地域や保護者に授業を公開する 11月19日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004 教頭

宇佐市 ② 教育文化祭 合唱、合奏、弁論、バザー、演劇鑑賞等 11月23日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004 教頭

宇佐市 ② 後期校内研究会 地球未来科の授業公開 10月～11月 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004 教頭

宇佐市 ② よりもフェスティバル
文化的な発表会をしたり、親子ふれあい活動をした
りします。

11月17日 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 0978-37-0701 友岡典昭

宇佐市 ② ふれあい文化祭 PTAと共催で文化活動の発表をします。 10月27日 津房小学校 津房小学校 無料 0978－48－2305 教頭

宇佐市 ② 巡回公演 劇団風の子九州の公演があります。 11月6日 津房小学校 津房小学校 無料 0978－48－2305 教頭

宇佐市 ② 津房探訪ツアー まちづくり協議会の協力で津房を探訪します。 11月10日 津房小学校 津房小学校 無料 0978－48－2305 教頭

宇佐市 ②
宇佐市教育の日
授業公開

地域の方に授業を公開
２～３校時

10月19日 安心院小学校 安心院小学校 無料 0978-44-0025 教頭

宇佐市 ②
宇佐市教育の日
授業公開

地域の方に授業を公開
１・２校時

11月9日 安心院小学校 安心院小学校 無料 0978-44-0025 教頭

宇佐市 ① 地域クリーン活動
あじむ町づくり協議会、保護者の方と児童が
校区内のごみ拾い、清掃活動を行う

11月20日 安心院小学校周辺 安心院小学校 無料 0978-44-0025
環境教育
担当

宇佐市 ③ 教育文化祭 各学年の学習発表、全校合唱 12月3日 安心院小学校体育館 安心院小学校 無料 0978-44-0025 学芸担当

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月19日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978ー32ー0279
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「おおいた教育の日」普及期間の取組（宇佐市）

宇佐市 ② PTA子育て講演会 性についての講演 10月11日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072 教頭　長尾

宇佐市 ② 学校公開日 PTAによるバザー 11月16日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072 日にちは予定 教頭　長尾

宇佐市 ② 校内合唱コンクール 合唱発表 11月29日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072 日にちは予定 教頭　長尾

宇佐市 ② 土曜授業 日頃の授業の様子を公開 10月 5日 封戸小学校 封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

教頭
是木　秀伸

宇佐市 ② 宇佐教育の日 日頃の授業の様子を公開 10月18日 封戸小学校 封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

教頭
是木　秀伸

宇佐市 ② 生花教室･お手紙教室
地域のゲストティーチャーを招いての体験学習を公
開

11月 9日 封戸小学校 封戸小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

教頭
是木　秀伸

宇佐市 ② のびっ子祭り 学習発表会の地域公開 12月 1日 封戸小学校
封戸小学校
封戸小学校ＰＴＡ

無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

教頭
是木　秀伸

宇佐市 ② 和間っ子学習発表会
地域の方を招き、学年ごとに学習・体験等で学んだ
ことを発表

11月9日 和間小学校 和間小学校 無料 0978-38-0354 教頭：三浦

宇佐市 ② 学校公開日(宇佐教育の日) 日頃の授業の様子を公開 11月9日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

宇佐市 ② 読書集会 読み聞かせ 11月21日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

宇佐市 ② 大運動会 地域とともにある運動会 9月29日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348 教頭

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月9日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348 教頭

宇佐市 ② 学校公開日 マラソン大会 12月14日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348 教頭

宇佐市 ② 学校公開日 カルタ・百人一首大会 1月18日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348 教頭

宇佐市 ② 学習発表会 各学年毎の学習成果の発表会 11月9日 四日市南小学校 四日市南小学校 無料 0978-33-3403

宇佐市 ② 特認校公開
子どもたちが取り組んできている太鼓や合唱、学習
等の発表を宇佐市の多くの方に見ていただく。

11月10日 西馬城小学校体育館 西馬城小学校 無料
0978-32-2307
a51370@oen.ed.jp

宇佐市 ② 院内ふれあいフェスタ 音楽発表をしたり地域の人と遊んだり食事をします。11月24日 院内北部小体育館 院内北部小 無料 0978-42-5201

宇佐市 ② 人権講演会
生徒対象の講演会です。保護者・地域住民等へも公
開します。

11月8日
14:05
～15:55

宇佐高校体育館 宇佐高校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/usa/
0978-37-0117

永野　智久

宇佐市 ② ふれあい授業公開
保護者・地域住民・中学校関係者等へ授業を公開し
ます。

11月1日
～8日 宇佐高校 宇佐高校 無料

http://kou.oita-
ed.jp/usa/
0978-37-0118

佐藤　千枝

宇佐市 ①③ ○
令和元年度特別展「来
豊者－彼らが見たおお
いた－」

大分県を訪れた文人等に関する資料を展示します。
9月27日～
11月10日

大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館

http://pref.oita.jp
/site/rekishihaku
butsukan/

総務課
直山たかし
0978-37-
2100
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「おおいた教育の日」普及期間の取組（宇佐市）

宇佐市 ①③ ○
記念講演会「耶馬溪図
巻を「よむ」」

特別展「来豊者」の記念講演会です。 10月13日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 無料

http://pref.oita.jp
/site/rekishihaku
butsukan/

講師：花本哲志氏
（頼山陽史跡資料

館）

総務課
直山たかし
0978-37-
2100

宇佐市 ①③ 企画展「日本刀の美」 所蔵品を中心とする大分の名刀を紹介します。
11月22日
～1月13日

大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館

http://pref.oita.jp
/site/rekishihaku
butsukan/

総務課
直山たかし
0978-37-
2100

宇佐市 ② 体験入学 普通科、看護学科の紹介および各種体験
10/11（金）
10/12（土）

柳ヶ浦高等学校 柳ヶ浦高等学校 無料 0978-38-0033 穐吉

宇佐市
②③
④

第44回大分県高等学校
総合文化祭県北・久大
大会

高文連所属文化部の優秀団体・個人の演技や作品の
発表・展示

11月13日
～15日

宇佐文化会館（ウサノピア） 大分県高等学校文化連盟 無料
http://kou.oita-
ed.jp/oitakobun/

　阿部斉
097-529-
5025

宇佐市 ①② こどもひろば
地域に開かれた園として、地域との交流を通して子
育て支援を行います。

11月30日 豊川こども園
社会福祉法人愛育福祉会　幼
保連携型認定こども園豊川こ
ども園

無料
豊川こども園
0978-32-0863

安倍正子

宇佐市 ② 授業参観週間 日頃の授業の様子を公開します。
11月13日
～15日
※午前中

宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料
0978-32-1780
http://shien.oita-
ed.jp/usa

教務主任
市口朋子
0978-32-
1780

宇佐市 ②
うさっこキラキラ祭り
（総合文化祭）

演劇発表や作業製品の販売等を行います。 11月2日 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料
0978-32-1780
http://shien.oita-
ed.jp/usa

特活主任
内田智美
0978-32-
1780


