
おおいた教育の日普及期間の取組

番号 市町村 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

1 中津市 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13日 上津小学校体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832

2 中津市 オープンキャンパス 実習見学、卒業研究成果の展示等を行います。 9月3日
大分県立工科短期大学
校

大分県立工科短期大学
校

無料 0979-23-5500

3 中津市 昂華祭（学園祭） 展示、体験教室、ゲームイベント、模擬店等
11月5日～

11月6日
大分県立工科短期大学
校

大分県立工科短期大学
校

無料 0979-23-5500

4 中津市 沖小まつり PTAで文化的活動を中心にイベントを行う 11月12日 中津市立沖代小学校 沖代小PTA 無料 0979-24-0706

5 中津市 お芋をほろう 芋掘り体験をしよう 10月9日 中津市全徳
ガールスカウト大分県第
35団

公益社団法人ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ大分県連盟
TEL:097-556-6808
FAX:097-556-6849

6 中津市 合唱祭 吹奏楽の演奏、学級合唱、学年合唱、全校合唱を披露する
11月26日

 9:35～12:15
三光中学校　体育館 三光中学校 無料 0979-43-2729

7 中津市 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を生徒・保
護者、みんなで考える会

11月 7日
13:25～14:15

三光中学校　体育館 三光中学校 無料 0979-43-2729

8 中津市 秋季大運動会 全校児童・PTA・各種団体参加の大運動会 9月25日 下郷小学校運動場 下郷小学校 無料 0979-56-2304

9 中津市 学校公開日 通常の授業を公開します。 10月26日 下郷小学校各教室 下郷小学校 無料 0979-56-2304

10 中津市 学習発表会 各学年児童の学習発表会 11月19日 下郷小学校体育館 下郷小学校 無料 0979-56-2304

11 中津市 夏休み作品展 夏休みに作製した児童の作品展示
9月7日～

9月9日
下郷小学校家庭科室 下郷小学校 無料 0979-56-2304

12 中津市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 城北中学校 城北中学校 無料 0979-22-0780

13 中津市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月6日 城北中学校 城北中学校 無料 0979-22-0780

14 中津市 学校公開日 校内音楽祭 12月9日 城北中学校 城北中学校 無料 0979-22-0780

15 中津市 授業公開 午後の授業を保護者、地域の方に公開します 9月16日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1433

16 中津市 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） 9月16日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

17 中津市 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6日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

18 中津市 ５年親子ふれあい ５年生が親子で活動を一緒にします（内容未定） 10月6日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434

19 中津市 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6日 鶴居小学校 鶴居小学校ＰＴＡ 無料 0979-22-1434

20 中津市 進路講演会
進路目標の設定と取り組みについての講演会で、進路意識
を高める機会にする。

9月21日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

21 中津市 体験入学
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

10月8日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

22 中津市 授業公開 授業の公開（2限～4限）
11月1日～

11月4日
中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244
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23 中津市 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5日～

11月7日
中津市文化会館 中津市文化祭委員会 無料 0979-22-4941

24 中津市 ふるさと祭り もちつき・学習発表会 10月30日 津民小学校 津民小学校 無料 0979-54-2034

25 中津市 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 中津東高校定時制棟 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346 18:00～18:45

26 中津市 如水祭（文化祭）
アルミニウム製のミニ瓢箪で交通安全のストラップを作成しま
す。

11月10日 中津東高校定時制棟 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346 18:00～20:00

27 中津市 如水祭（文化祭） 県指定無形民俗文化財の北原人形芝居を上演します。 11月11日 中津東高校家庭科棟 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346 18:00～20:00

28 中津市 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15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

29 中津市 文化祭（紅葉祭）
クラス展示（発表）や部活動の成果披露、ステージ発表などを行います。
地域の伝統芸能披露　バザー　著名人の講演を検討中です。 11月12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 一般公開予定

30 中津市 人権参観日 人権授業と菊池省三先生を招聘して講演会 9月16日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301

31 中津市 生田門祭り 午前授業公開、午後児童の学習発表会があります 10月23日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301

32 中津市 一日体験入学 学校説明、施設見学、学科別体験学習　等 10月1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

33 中津市
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15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

34 中津市 ＰＴＡ出前講座 保護者･卒業生･各方面で活躍している方による出前授業 11月8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

35 中津市 学校見学会 施設見学、授業･部活動見学､学校説明
10月31日～

11月5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

36 中津市
１日参観デー
（給食試食会）

授業を公開、試食会。菊池省三先生が授業を行います。（６
校時）

10月14日 北部小学校 北部小学校 無料 0979-22-0302

37 中津市
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25日 北部小学校
北部小学校・北部小学校
PTA

無料 0979-22-0302

38 中津市 本中祭 学校発表、体験発表、作品提示等 11月19日 本耶馬渓中学校 本耶馬渓中学校 無料 0979-52-2452

39 中津市 三郷っ子集会 各学年による本校の文化祭 11月19日 三郷小学校 三郷小学校 無料 0979-62-2005

40 中津市 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8日 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

41 中津市 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11日 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

42 中津市 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

43 中津市 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14日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

44 中津市 山口っ子まつり 保護者・地域の方を招いて学習発表会。 11月6日 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007
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45 中津市 体育大会 体育大会の様子を公開します。 9月22日 山国中学校 山国中学校 無料 0979-62-2700

46 中津市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月28日 山国中学校 山国中学校 無料 0979-62-2700

47 中津市 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4日 コアやまくに 山国中学校 無料 0979-62-2700

48 中津市 小楠まつり 保護者・地域協力者団体模擬店 11月20日 小楠小運動場・体育館 小楠小学校PTA 無料 0979-22-0566

49 中津市 城井っ子集会 児童の発表やＰＴＡ研修部による講演等を行います。 11月13日 城井小体育館 城井小学校･城井小PTA 無料 0979-54-2105

50 中津市 授業公開 期間中の授業の様子を公開します。
11月15日～

11月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

51 中津市 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28日(金)～

11月4日(金)
駅利用時間

JR中津駅 大分県立中津支援学校 無料 0979-22-0550

52 中津市 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28日～

11月4日
9：00～15：00

大分銀行福澤通支店 大分県立中津支援学校 無料 0979-22-0550

53 中津市 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12日

9：00～14：20
大分県立中津支援学校 大分県立中津支援学校 無料 0979-22-0550

54 中津市 大幡ふれあい広場 保護者模擬店・出し物・蛇踊り等 11月12日 大幡小運動場・体育館 大幡小学校PTA 無料 0979-32-2308

55 中津市 秣小まつり
学年の学習発表　米作りイモ作りの発表、その他、地域との
連携関係の行事を行います。

11月19日 秣小学校体育館 秣小学校 無料 0979-43-2191

56 中津市 人権教育講演会 講師を招いて人権についての講演会をおこないます。 10月14日 秣小学校体育館 秣小学校ＰＴＡ 無料 0979-43-2191

57 豊後高田市 プール納め 今年度プール学習のまとめ 9月5日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

58 豊後高田市 小運動会 本番通りの練習（学校公開日） 9月15日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

59 豊後高田市 ふれあい大運動会 地区と一丸となって開催する運動会 9月25日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

60 豊後高田市 学校公開日 授業公開 10月14日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

61 豊後高田市 全校稲刈り活動 全校で栽培したもち米の収穫 10月26日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

62 豊後高田市 登山遠足 地区の猪群山へ全校で登ります 11月8日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

63 豊後高田市 学校公開日 授業公開 11月15日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

64 豊後高田市 ふれあいフェスタ お世話になった地域の方をお招きしての収穫祭 11月27日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

65 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

66 豊後高田市
河内小中合同秋季大
運動会

小中合同の大運動会です。 9月25日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670
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67 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

68 豊後高田市
ユニバーサルデザイ
ン出前授業

絵手紙講師を迎えてユニバーサルデザインについて学び
ます。

10月18日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

69 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

70 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 9月5日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

71 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 9月15日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

72 豊後高田市 運動会 河内小との合同運動会 9月25日 河内小学校 河内中学校 無料 0978-24-1670

73 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月3日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

74 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月14日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

75 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

76 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

77 豊後高田市 校内文化祭 伝統ある本校の文化祭 11月23日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

78 豊後高田市 大運動会 地域の方々とのふれあい運動会 10月8日 真玉小学校校庭 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

79 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月14日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

80 豊後高田市 秋季大運動会
体育科学習の発表の場、自主的な活動の場、地域や保護
者との交流の場として実施

9月25日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

81 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

82 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

83 豊後高田市
アクティブラーニン
グモデル校研究発表
会・学校公開日

モデル校として協調学習（ジグソー法）の研究発表会を、１０
月の学校公開日として位置づけ公開

10月18日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

84 豊後高田市 指導教諭公開授業 指導教諭による授業を公開 11月1日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

85 豊後高田市
消費者教育出前講座
（５年）

ネット販売等に潜む危険についての学習活動 11月10日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

86 豊後高田市 学校公開日 毎月１５日の授業公開日 9月15日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

87 豊後高田市 秋季大運動会 児童会が中心となって運営する体育的な活動行事 10月2日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

88 豊後高田市 和楽コンサート 保護者ゲストティーチャーによるコンサート 10月5日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075
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89 豊後高田市
ユニバーサルデザイン
講座（４年）

ユニバーサルデザインについての学習活動 10月11日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

90 豊後高田市
学力向上支援教員公
開授業

学力向上支援教員による授業を公開 10月14日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

91 豊後高田市 学校公開日 毎月１５日の授業公開日 10月15日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

92 豊後高田市
児童文化研究会公演
会（1・2年）

低学年を対象にした人形劇や腹話術等の公演 10月24日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

93 豊後高田市 学校公開日 毎月１５日の授業公開日 11月15日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

94 豊後高田市 夏休み作品展 工作、手芸作品、自由研究等、児童の作品を展示
9月7日～
9月16日

桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

95 豊後高田市 家庭教育講座
小中学校の保護者を対象とした家庭教育講座。
テーマ：キラキラ輝く夢を育てるステキな応援方法
講師：ドリームプロモーション・こころ応援塾　つだつよし氏

10月20日 真玉公民館 市ＰＴＡ連合会 無料
豊後高田市教育委員会
0978-53-5112

96 豊後高田市 身近なじんけん講座
市民対象の人権講座。６回シリーズの４回目。
テーマ：点字ってなあに？～視覚障がい者の人権～
講師：豊後高田点訳の会

9月21日 中央公民館 市教育委員会 無料 0978-53-5112

97 豊後高田市 身近なじんけん講座
市民対象の人権講座。６回シリーズの５回目。
テーマ：傷つける言葉・勇気づける言葉
講師：大分県人権問題講師団　松本久美子

10月27日 中央公民館 市教育委員会 無料 0978-53-5112

98 豊後高田市
第38回大分県文化財愛
護少年団のつどい

県下の文化財愛護少年団が活動発表や体験学習を行いま
す。

10月29日 豊後高田市田染地区 市教育委員会 無料 0978-53-5112

99 豊後高田市 身近なじんけん講座
市民対象の人権講座。６回シリーズの最終回。
テーマ：手話ってなあに？～聴覚障がい者の人権～　　　　　　講
師：高田手話サークルともだち

11月17日 中央公民館 市教育委員会 無料 0978-53-5112

100 豊後高田市
豊後高田市版チャレン
ジデー

市民の皆さんの健康づくりを目的に1ヶ月間の運動の取り組
みを行ってもらいます。

10月1日～
10月31日

市内 市教育委員会 無料 0978-53-5112

101 豊後高田市
第22回豊後高田市少
年野球教育長杯

市内少年野球チームによる大会。新チームによる最初の公
式戦

10月8日～
10月9日

市内 市教育委員会 無料 0978-53-5112

102 豊後高田市
学びの２１世紀塾（わく
わく体験活動）

幼児・小学生を対象に放課後や週末に日頃体験できない活動を通して地
域の人たちとの交流と安心・安全な居場所を提供します。

9月10日～
11月26日

中央公民館及び９地区公
民館

市教育委員会 無料 0978-53-5112

103 豊後高田市
学びの２１世紀塾（わく
わく太鼓教室）

原則として桂陽小学校・高田小学校の児童を対象に豊後高
田市に伝わる盆踊りの太鼓演奏を練習します。運動会等の
行事が成果発表の場となっています。

9月10日～
11月26日

高田小学校体育館 市教育委員会 無料 0978-53-5112

104 豊後高田市 発明クラブ
物作りや実験を通して、子どもたちに想像力をかき立たせる
と共に工作技術を高めます。

9月24日
　　　10月22日

中央公民館 市教育委員会 無料 0978-53-5112

105 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

106 豊後高田市 秋季大運動会
小中一貫校の特色を生かし、１年生から９年生までが紅
白に分かれて競い合います。

9月25日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

107 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

108 豊後高田市 戴星祭
地域の方々を招き、菊の鑑賞会や学習発表会などを行い
ます。

11月5日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

109 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

110 豊後高田市
人権教育連携推進事
業

研究発表等を行い、系統的な人権教育の実践を目指しま
す。

11月16日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018
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111 豊後高田市
吉弘統幸講習検証イ
ベント

吉弘統幸の検証を講師をまねき学習する会 11月27日 戴星学園 戴星塾 無料 0978-27-3358

112 豊後高田市 青鷹祭（文化祭） 青鷹祭（文化祭）に中学３年生を招待 9月10日 高田高校 高田高校 無料 0978-22-3145

113 豊後高田市
高田高校
ラグビーフェスティバル

県内外の小中学生対象のラグビーフェスティバル 9月18日
平成の森公園
多目的運動場

高田高校 無料 0978-22-3145

114 豊後高田市 オープンスクール 中学生・保護者対象のオープンスクール 9月19日 高田高校 高田高校 無料 0978-22-3145

115 豊後高田市
高校生のための未来
塾講演会

豊後高田市内中３生・高田高校生対象の講演会 10月14日 高田高校 高田高校 無料 0978-22-3145
実施日は予定
講師未定

116 豊後高田市
高田高校活性化事業
第16回青鷹杯
少年少女空手道大会

県内の小中学生を対象とした
空手道競技大会

11月5日
高田高校
多目的競技場

高田高校 無料 0978-22-3145

117 豊後高田市
高田高校活性化事業
第15回青雲杯
少年少女卓球大会

市内の小中学生を対象とした
卓球競技大会

11月5日
高田高校
体育館

高田高校 無料 0978-22-3145 実施日は予定

118 豊後高田市 授業公開 授業を公開します
11月7日～
11月11日

高田高校 高田高校 無料 0978-22-3145 実施日は予定

119 豊後高田市 秋季大運動会 四色対抗の大運動会 9月25日 高田小学校運動場 高田小学校 無料 0978-22-2071

120 豊後高田市
授業公開（学校公開
日）

全学級で授業公開 10月14日 高田小学校各教室 高田小学校 無料 0978-22-2071

121 豊後高田市 第８５回相撲大会
各学年ごとに団体戦・個人戦。３人抜きの児童にはメダ
ルの授与

10月25日 高田小学校運動場 高田小学校 無料 0978-22-2071

122 豊後高田市
授業公開（学校公開
日）

全学級で授業公開 11月15日 高田小学校各教室 高田小学校 無料 0978-22-2071

123 豊後高田市 夏休み作品展 夏休み中の作品を展示
9月2日
9月5日
9月6日

高田小学校図工室 高田小学校 無料 0978-22-2071

124 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 高田中学校 高田中学校 無料 0978-22-3170

125 豊後高田市 体育大会
団長を中心に、各色団結し、優勝目指して熱い闘いを繰
り広げます。

9月22日 高田中学校グランド 高田中学校 無料 0978-22-3170

126 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 高田中学校 高田中学校 無料 0978-22-3170

127 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 高田中学校 高田中学校 無料 0978-22-3170

128 豊後高田市 校内文化祭 ２日間にわたっての校内文化祭
11月18日～

11月19日
高田中学校 高田中学校 無料 0978-22-3170

129 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 田染小学校 田染小学校 無料 0978ｰ26-2004

130 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 田染小学校 田染小学校 無料 0978ｰ26-2004

131 豊後高田市 ＡＰＵとの交流 ＡＰＵ留学生との国際交流活動 10月未定 田染小学校 田染小学校 無料 0978ｰ26-2004

132 豊後高田市 田染健康祭り 健康講演会、ウォーク、健康診断 10月22日 田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912
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133 豊後高田市 田染公民館祭
ゲートボール、グランドゴルフ、健康ウォーク、一輪車大会、こ
どもフェスタ、芸能発表大会、作品展

11月19日～
11月20日

田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

134 豊後高田市
エコキャンドルづくり体
験

子供と高齢者の交流型環境教育講座として廃油を使ってエコキャン
ドルづくりを体験、キャンドルナイトの鑑賞会を行います。

9月10日 中央公民館 中央公民館
100
円

0978-24-2277
廃油、容器等は
各自持参

135 豊後高田市
ノルディックウオーク体
験教室

初心者向けのノルディックウオーク体験講座 10月4日 中央公民館 中央公民館 無料 0978-24-2277

136 豊後高田市
平成28年度ぶんごたかださわ
やかあいさつ運動推進大会

ポスター・標語の優秀作品の表彰、あいさつ推進取組事例発
表

11月12日 中央公民館
ぶんごたかださわやかあい
さつ運動推進委員会

無料
豊後高田市教育委員会
0978-53-5112

137 豊後高田市 子どもフェスタ ステージでダンスを披露します。 10月30日 中央公園 豊後高田市 無料 0978-53-5163

138 豊後高田市 よっちょくれ祭り 「ひょっとこ踊り」で交通安全を呼びかけます。 11月6日 真玉中学校 豊後高田市 無料 0978-53-5163

139 豊後高田市
豊後高田市民観月祭
高田会場

市文化協会主催の文化行事。献茶会、芸能発表会 9月15日 中央公民館 豊後高田市文化協会 無料 0978-22-1162

140 豊後高田市 豊後高田市民文化祭
市文化協会主催の文化行事。生涯学習作品展示、芸能発表
会

11月1日～
11月3日

中央公民館 豊後高田市文化協会 無料 0978-22-1162

141 豊後高田市
豊後高田市民観月祭
香々地会場

市文化協会主催の文化行事。芸能発表会、野点 9月17日 夷耶馬農村公園
豊後高田市文化協会
香々地分会

無料
香々地公民館
0978-54-3111

予定日　近日中
に決定

142 豊後高田市
豊後高田市民観月祭
真玉会場

市文化協会真玉分会主催の文化行事。文化祭、観月祭、生
涯学習作品展示

10月2日 真玉公民館
豊後高田市文化協会真
玉分会

無料
真玉公民館
0978-53-5112

143 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「大分の新しい文化を語る」

アートを生かしたまちづくり。トイレをアート作品として華麗に変身さ
せてしまう大分発祥のカルチャーを知ってもらいます。

9月10日 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

144 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「たがやす図書館」

図書館所蔵のDVDを中心に家庭菜園、園芸の知識を専門家
から学びます。

9月16日 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

145 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「原きよ朗読ワークショップ講
座」

大人・高齢者向けのための朗読実践講座 10月23日 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

146 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「読みきかせステップアップ講
座」

読みきかせのための選書・実技指導 10月26日 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

147 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「おしえて漫画の世界」

漫画の影響力について考えます。
「アトムやドラえもんからのメッセージ」

11月3日 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

148 豊後高田市 秋のおはなし会
図書館ボランティア・図書館スタッフによる読みきかせ・紙芝
居・ゲーム等

11月6日 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

149 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「親子・子どもカメラ教室」

カメラの構造・レンズの仕組みを学んだあと、実際の撮影に
出かける体験講座

11月23日
豊後高田市立図書館
図書館近隣場所

豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

150 豊後高田市
豊後高田市読書感想
画入賞作品展示

市内小中学生の読書感想画入賞作品を展示
10月26日～

11月7日
豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

151 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「暮らしに役立つ英会話」

異文化交流事業、楽しみながら外国語の会話や文化を語り
あいます。

9月10日,24日
10月8日,22日

11月12日,26日
豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

152 豊後高田市
学びの２１世紀塾市民講座
「健康講座」

本を読むだけでなく、医療専門家の話を実技を交えながら、
分かりやすく学びます。

9月15日
10月20日
11月17日

豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

153 豊後高田市
学びの21世紀塾市民講座
「読みきかせステップアップ講
座」

図書館読みきかせボランティアのスキルアップを目的に発音・
アクセント・自己表現法などを学びます。

9月28日
10月27日
11月30日

豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

154 豊後高田市 秋季大運動会 小学生が中心となり、保護者と地域の方々も参加 9月25日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015
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155 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月29日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

156 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月20日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

157 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

158 豊後高田市 学校公開日 保護者・地域へ授業の様子を公開します。 9月15日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

159 豊後高田市 体育祭 体育行事 9月22日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

160 豊後高田市 よっちょくれ祭り 産業祭・地域文化祭への参加 11月6日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

161 豊後高田市 県ＰＴＡ研究大会 生徒による真玉歌舞伎を来校者に披露します。 11月13日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

162 豊後高田市 校内文化祭 文化祭 11月20日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

163 豊後高田市 相撲大会 八幡神社のお祭りで奉納相撲大会に出場 10月23日 真玉八幡神社 真玉八幡神社 無料 0978-53-5163

164 豊後高田市 秋季大運動会
日頃の体育での学習の成果を保護者・地域の皆さんに見
てもらいます。

9月25日 三浦小学校運動場 三浦小学校 無料 0978-54-2106

165 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

166 豊後高田市 ハロイン集会 ハロイン集会の様子を公開 10月25日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

167 豊後高田市 地域清掃活動 地域にある堅来神社の清掃を全校で行う 11月16日 堅来神社 三浦小学校 無料 0978-54-2106

168 豊後高田市 魚料理教室 ５・６年生が魚の調理の仕方を学習。 １１月上旬 香々地公民館 三浦小学校 無料 0978-54-2106

169 豊後高田市 秋季大運動会
ダンス・和太鼓・組体操・親子競技・未就園児競技等を
行います。（公開日） 10月9日 夢いろ幼稚園運動場 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

170 豊後高田市 第42回市中学校駅伝大会（男子）
第29回市中学校駅伝大会（女子） 市内6校の中学生による駅伝大会 10月25日 Ｂ＆Ｇ　周回コース 教育文化祭実行委員会 無料 0978-27-3018

171 豊後高田市 小中学校市音楽会 市内16校の小・中学生による音楽発表会 11月25日 中央公民館 教育文化祭実行委員会 無料 0978-27-3018

172 豊後高田市 市中学校弁論大会 市内6校の中学生による弁論大会 11月29日
和弁の部（田染中学校）
英語暗唱の部（真玉中学校） 教育文化祭実行委員会 無料 0978-27-3018

173 豊後高田市 児童・生徒の作品展 児童・生徒の書写や図工・美術等の作品展
10月22日～

10月24日
桂陽小学校体育館 教育文化祭実行委員会 無料 0978-27-3018

174 豊後高田市 ９月学校公開日 授業参観を中心に住民の皆さんや保護者に公開します。 9月22日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

175 豊後高田市 体育大会
体育大会の中で、地域の講師に指導していただいた香々
地音頭を発表します。

9月22日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

176 豊後高田市 １０月学校公開日 授業参観を中心に住民の皆さんや保護者に公開します。 10月14日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030
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177 豊後高田市 １１月学校公開日 授業参観を中心に住民の皆さんや保護者に公開します。 11月15日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

178 豊後高田市 校内文化祭
和弁・英語暗唱・合唱・縦割り８班の発表・生徒の作品
展示・他

11月20日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

179 豊後高田市 小中合同運動会 小中学校・保護者・地域で運動会を盛り上げます 9月25日 田染小学校グラウンド 田染小中学校 無料 0978-26-2047

180 豊後高田市 学校公開日 授業の様子を、地域の方に公開します 9月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

181 豊後高田市 学校公開日 授業の様子を、地域の方に公開します 10月17日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

182 豊後高田市
コスモスとの花植え
交流

「障がい者支援施設コスモス」の方と花植え交流をしま
す。

11月1日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

183 豊後高田市
伝統文化教育公開研
究研究会

伝統や文化に関する教育について研究・実践した内容を
発表します。

11月4日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

184 豊後高田市 学校公開日 授業の様子を、地域の方に公開します 11月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

185 豊後高田市 校内文化祭
音読・弁論(和弁・英弁)・合唱・分科会の取り組みを発表します。
午後は大分市より伝統芸能に関する団体の方を招待し、演奏をして
いただきます。

11月20日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

186 豊後高田市 プール納め 6月からの練習の成果を発表します。 9月2日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

187 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 9月14日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

188 豊後高田市 秋季大運動会
小学生６９名に加え、保育園や老人会等も参加しての運
動会です。

9月25日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

189 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月14日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

190 豊後高田市 ハロイン集会
魔女やお化けに扮してお菓子をもらいながら英会話を楽
しみます。

10月27日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

191 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月14日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

192 豊後高田市 人権講演会 子どもたちだけでなく保護者もいっしょに学習します。 未定 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

193 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月21日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

194 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月17日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

195 豊後高田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

196 豊後高田市 秋季大運動会
日頃の体育での成果を披露したり、地区との合同運動会
で地区との交流を深めたりします。

9月18日 草地小学校
草地小学校、草地地区
体育協会

無料 0978-22-2769

197 宇佐市
創立70周年記念講演
会

「未来を変えた島の学校」著者による講演会 10月1日 安心院文化会館 安心院高校 無料 0978-44-0008

198 宇佐市 授業公開 日頃の授業の様子を公開
10月24日～

10月28日
安心院高校 安心院高校 無料 0978-44-0008
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199 宇佐市
安心院高校70周年記
念行事

安心院高校70周年記念に3年生が合唱でオープニングに参
加

10月1日 大分県立安心院高校 安心院高校実行委員会 無料

200 宇佐市 教育文化祭 合唱、合奏、弁論、バザー、演劇鑑賞等 10月29日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978-44-0004

201 宇佐市 人権講演会 日田市大山公民館Robert Watsonさん講演会 12月9日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978-44-0004

202 宇佐市 秋季大運動会 9月25日 安心院小運動場 安心院小学校 無料 0978-44-0025
雨天時１０月２
日に延期

203 宇佐市 パントマイム公演 文化庁巡回公演 11月2日 安心院小体育館 安心院小学校 無料 0978-44-0025

204 宇佐市 地域クリーン活動 学校周辺の空き缶拾い 11月12日 安心院小周辺
安心院小学校
安心院地区まちづくり協議会 無料 0978-44-0025

205 宇佐市 学校公開日 １～３校時の授業公開及び夏休みの作品展 9月10日 糸口小学校教室 糸口小学校 無料 0978-32-0274

206 宇佐市 学校公開日 １～３校時の授業公開 10月19日 糸口小学校教室 糸口小学校 無料 0978-32-0275

207 宇佐市 第３２回三世代の集い
児童、保護者及び祖父母による三世代、地域住民の方々と
の交流会（ふれあいタイム、学習発表等）

11月13日
糸口小学校体育館および
教室

糸口小学校 無料 0978-32-0276

208 宇佐市 校内文化行事 合唱、弁論、英語暗唱、各種発表等を実施 11月3日 院内中学校 院内中学校 無料 0978-42-5008

209 宇佐市 職場体験学習 安心院・院内町の３０事業所で実施
9月13日～

9月14日
各事業所 院内中学校 無料 0978-42-5008

210 宇佐市 教育合宿 香々地青少年の家で教育合宿
9月13日～

9月14日
香々地青少年の家 院内中学校 無料 0978-42-5008

211 宇佐市 ふるさと音楽祭 院内町４小中学校音楽発表 11月12日 院内交流ホール 院内町教育振興協議会
院内北部小学校
0978-42-5201

212 宇佐市
開校３０周年記念フェ
スタ

地域・学校・保護者が一体となった学習発表と演奏会とバ
ザーで開校３０周年を祝う

11月27日 院内北部小学校 院内北部小学校 0978-42-5201

213 宇佐市 菊花展 地域の方と学校と保護者との菊の観賞会 11月2日 院内北部小学校
院内北部小学校

0978-42-5201

214 宇佐市 ふるさと音楽祭 院内町の小中学校生による合唱発表会 11月12日 院内町文化交流ﾎｰﾙ 院内町教育振興協議会 無料

215 宇佐市 宇佐高ジョイント授業 宇佐高教師と高校生が英語授業に入ります 9月10日 駅川中 宇佐高・駅川中 無料 0978-32-0175

216 宇佐市
宇佐市の子育て市民
公開講座

小・中・高の保護者を対象とした子育て講演及び教育シンポ
ジウム。

11月12日
14:00～16:30

宇佐市民会館ウサノピア 宇佐高校 無料
http://kou.oita-ed.jp/usa/
0978-37-0117

217 宇佐市 平和学習
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15日
15:05～15:55

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

218 宇佐市 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～

11月9日
宇佐高校 宇佐高校 無料

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

219 宇佐市 保健講話
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22日
15:05～15:55

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

220 宇佐市 オープンスクール
中学生・保護者・中学校関係者への学校紹介及び授業体験・
見学です。

9月3日
8:30～11:30

宇佐高校 宇佐高校 無料
http://kou.oita-ed.jp/usa/
0978-37-0117
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221 宇佐市
うさっこキラキラ祭り
（総合文化祭）

児童生徒による演劇や合唱・合奏の発表会や作品展示、学
習で製作した製品や農産物の販売を行います。

11月5日 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780

222 宇佐市
うさ教育・家庭・読書の
日推進大会

講演会・「家庭の日」ポスター、読書感想文表彰 11月20日 宇佐文化会館 宇佐市教育委員会 無料 0978-32-1111

223 宇佐市 宇佐っ子学習発表会 各学年毎の学習成果の発表会 11月12日 宇佐小学校 宇佐小学校 無料 0978-37-0129

224 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月10日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

225 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月1日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

226 宇佐市 人権集会 人権に係る学級決議、個人意見の交流　公開 11月10日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

227 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月12日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

228 宇佐市 体育大会 ３つの縦割り団の集団演技を見て下さい 9月17日 駅川中運動場 駅川中 無料 0978-32-0175

229 宇佐市 道徳公開授業研究会 道徳授業の様子を公開 11月22日 駅川中 駅川中 無料 0978-32-0175

230 宇佐市
第６７回男子・第３２回
女子駅伝競走大会

男女とも優勝校が全国大会に出場 11月6日
宇佐市安心院町駅伝競
走コース

大分県高等学校体育連
盟

097-558-6728

231 宇佐市 秋季大運動会 日頃の体育学習の成果を発表します。 9月25日 北馬城小学校運動場 北馬城小学校 無料 0978-37-0701

232 宇佐市 寄藻フェスティバル
文化的な発表会をしたり、親子のふれあい活動・バザーをし
たりします。

11月27日 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 0978-37-0701

233 宇佐市 ふれあい音楽会
外部の演奏家に来てもらい、演奏を聞いたり、一緒に合唱し
たりします。

１０月中 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 0978-37-0701

234 宇佐市 人権子育て講演会 食育についての講演 11月11日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072

235 宇佐市 学校公開日 PTAによるバザー 11月19日 西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072

236 宇佐市 校内合唱コンクール 合唱発表
11月下旬～

12月上旬
西部中学校 西部中学校 無料 0978-32-0072

237 宇佐市 わくわくキッズ広場 地域や保護者とのふれあいおよびバザー 9月10日 豊川小学校 豊川小学校 無料 0978-32-0098

238 宇佐市 豊川子ども祭り 地域や保護者を招き、発表会実施 11月12日 豊川小学校 豊川小学校 無料 0978-32-0098

239 宇佐市 学校公開日 ①授業公開　②文化キャラバン「O'未来」公演 11月18日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

240 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月10日 長洲中学校 長洲中学校 無料 0978-38-1126

241 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月1日 長洲中学校 長洲中学校 無料 0978-38-1126

242 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月12日 長洲中学校 長洲中学校 無料 0978-38-1126
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243 宇佐市 校内音楽祭 学級合唱や学年合唱 11月29日 長洲中学校体育館 長洲中学校 無料 0978-38-1126

244 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月18日 長峰小学校 長峰小学校 無料 0978-32-0344

245 宇佐市
中運動会（宇佐市教育
の日）

中運動会を公開 9月16日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978-37-0217

246 宇佐市 大運動会 大運動会を公開 9月25日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978-37-0217

247 宇佐市 宇佐市教育の日 日頃の授業の様子を公開 10月21日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978-37-0217

248 宇佐市 生け花教室 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14日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978-37-0217

249 宇佐市
深見地区ふれあい大
運動会

地区体と兼ねて運動会を行います 9月25日 深見小学校 深見小学校 無料 0978-44-4031

250 宇佐市
深見小学校教育文化
祭

地区の文化祭と本校の文化祭 10月23日 前深見中学校体育館 深見小学校 無料 0978-44-4031

251 宇佐市 ガイ氏人形劇講演 人形劇を地域の方々と一緒に観賞します 11月11日 深見小学校 深見小学校 無料 0978-44-4031

252 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開(４・５年学習発表） 11月12日 深見小学校 深見小学校 無料 0978-44-4031

253 宇佐市
交流コンサート(土曜授
業)

大分大学生との小学校の交流コンサート 10月1日 院内文化交流ホール 南院内小学校 無料 0978-42-5034

254 宇佐市 なんぶん市 小学校の学芸的出し物とPTAによるバザー等の活動 11月6日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

255 宇佐市 ふれあい運動会 小学校と地域住民によるふれあいの運動会 9月25日 南院内小学校
南院内小とコミュニティ推
進協議会

無料

256 宇佐市 ９月学校公開日 宇佐市教育の日（公開授業） 9月20日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404

257 宇佐市
駅伝大会、もちつき大
会

紅白対抗駅伝大会の後、親子でもちつきをしてバザーを実
施。

11月20日 横山小学校 横山小学校 無料 0978-32-0457

258 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月10日 四日市北小学校 四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049

259 宇佐市 室内楽コンサート 室内楽おおいた～grand～講演 9月27日 四日市北小学校体育館 四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049 10:45～11:45

260 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月19日 四日市北小学校 四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049

261 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月18日 四日市北小学校 四日市北小学校 無料 0978‐32‐0049

262 宇佐市 学習発表会 各学年毎の学習成果の発表会 11月12日 四日市南小学校 四日市南小学校 無料 0978-33-3403

263 宇佐市
中部っ子ふれあい広
場

各学年の学習発表会です。 10月29日 院内中部小学校 院内中部小学校 無料 0978-42-5602

264 宇佐市 １０月学校公開日 宇佐市教育の日（人権擁護委員出前授業・公開授業） 10月17日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404



おおいた教育の日普及期間の取組

番号 市町村 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

265 宇佐市 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12日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404

266 宇佐市 人権講演会 サファリパーク「神田岳委さん」の講演 10月8日 駅川中体育館 駅川中PTA研修部 無料 0978-32-0175

267 宇佐市
教育の日（学校公開
日）運動会

組体操・一輪車演技等、体育的な子ども達の取組の披露 9月25日 佐田小 佐田小学校 無料 0978-44-0154

268 宇佐市
教育の日（学校公開
日）

日頃の授業の様子を公開 10月19日 佐田小 佐田小学校 無料 0978-44-0154

269 宇佐市
教育の日（学校公開
日）ふれあい文化祭

劇等文化的な子ども達の取組の披露 11月12日 佐田小 佐田小学校 無料 0978-44-0154

270 宇佐市 小規模特認校公開 英語劇等文化的な発表会を行います。 11月12日 西馬城小学校 西馬城小学校 無料 0978-32-2307

271 宇佐市 秋季大運動会 日頃の体育の成果の発表 10月2日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978-32-0279

272 宇佐市 学習発表会 各学年の教科の学習発表とエコマーケット（バザー） 11月18日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978-32-0279

273 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月19日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

274 宇佐市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月18日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

275 宇佐市 学校公開日・バザー
日頃の授業の様子を公開したり、バザーで触れ合ったりしま
す。

12月2日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

276 宇佐市 幼高ふれあい運動会 同じ学園の幼稚園児との異年齢交流を行う。 9月28日 柳ヶ浦高校 柳ヶ浦高校 無料 0978-38-0033

277 宇佐市 翠柳祭　体育の部 各種協議を通じてのふれあいや競い合いをする。 10月6日 柳ヶ浦高校 柳ヶ浦高校 無料 0978-38-0033

278 宇佐市 体験入学 中学生に高校教育の体験をしてもらう。
10月21日～10

月22日
柳ヶ浦高校 柳ヶ浦高校 無料 0978-38-0033

279 宇佐市 翠柳祭　文化の部 演劇、各種発表会、展示、模擬店等
11月1日～

11月2日
柳ヶ浦高校 柳ヶ浦高校 無料 0978-38-0033

280 宇佐市 租税教室 普通科3年生を対象に税に関する教室を開催する。 11月10日 柳ヶ浦高校 柳ヶ浦高校 無料 0978-38-0033

281 別府市 文化祭 本校の文化祭 10月27日 青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

282 別府市 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
10月24日～

10月28日
青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

283 別府市 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
11月7日～
11月11日

青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

284 別府市 職場体験学習 各事業所にて体験学習
9月6日～

9月8日
別府市内 青山中学校 無料 0977-22-4276

285 別府市 秋季大運動会 保健体育・特別活動などの学習発表 10月1日 朝日小学校 朝日小学校 無料 0977-67-1353

286 別府市 土曜授業 学校公開・授業参観 10月22日 朝日小学校 朝日小学校 無料 0977-67-1353
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287 別府市 朝日っ子文化祭 学習発表・親子ふれあい講座・バザー 11月12日 朝日小学校
朝日小学校・朝日小学校
PTA

無料 0977-67-1353

288 別府市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

289 別府市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

290 別府市 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

291 別府市 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

292 別府市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月24日 石垣小学校 石垣小学校 無料 0977-21-1404

293 別府市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月25日 石垣小学校 石垣小学校 無料 0977-21-1404

294 別府市 石垣祭り 児童会活動及びバザー等 11月12日 石垣小学校
石垣小学校、石垣祭り実
行委員会

無料 0977-21-1404

295 別府市 授業公開 南石垣支援学校の「国語科」の授業を公開します。 10月26日 南石垣支援学校 大分県教育委員会 無料
南石垣支援学校
0977-23‐3454

296 別府市
第41回大分県高等学校
総合文化祭別府・速杵・
国東大会

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14日～
11月16日

別府ビーコンプラザ
大分県高等学校文化連
盟

無料 oitakobun@cup.ocn.ne.jp

297 別府市
第31回　大分県私立幼
稚園ＰＴＡ子育てフォーラ
ム

県内私立幼稚園保護者を対象に講演会を行います。 9月27日
別府国際コンベンションセ
ンター

大分県私立幼稚園ＰＴＡ連合会
大分県私立幼稚園連合会 無料

大分県私立幼稚園PTA連合会
097-532-5545

298 別府市 学校公開 運動会実施、日頃の授業の様子を公開
10月1日,21日
～22日

大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

299 別府市 学校公開 日頃の授業の様子を公開
11月10日～12
日

大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

300 別府市 学校公開 日頃の授業の様子を公開 9月6日～8日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

301 別府市 老人ホーム慰問 お年寄りの皆さんとお話ししたり、歌ったりしてふれあう 10月8日 デイサービスふれあい
ガールスカウト大分県第
15団

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

302 別府市 亀川幼小文化祭 幼稚園・小学校の合同文化祭です 11月12日 亀川小学校体育館 亀川幼稚園・小学校 無料 0977-66-1686

303 別府市 学校公開日 亀小文化祭・バザー 11月12日 亀小体育館・教室 亀小PTA・亀川小学校 無料 0977-67-1064
受入人数に制限
あり

304 別府市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開
10月24日～

10月25日
境川小学校 境川小学校 無料 0977-21-0074

305 別府市 学校公開日 文化祭リハーサル・日頃の授業公開 11月18日 上人小学校 上人小学校 無料 0977-67-2278

306 別府市 文化祭 学年毎の群読・合奏等の公開 11月19日 上人小学校 上人小学校 無料 0977-67-2278

307 別府市 なかよしうんどうかい 地域や小学校（一部学年）、保育園との運動会 10月25日 上人幼稚園 上人幼稚園 無料 0977-66-5664

308 別府市 文化祭 園児、小学生による歌や合奏等の公開 11月19日 上人小学校 上人幼稚園 無料 0977-66-5664
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309 別府市 学校公開 日常の授業の様子を公開します 10月25日 鶴見小学校 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

310 別府市 親子ふれあい参観日 防災教育・活火山に関する学習会をします 11月12日 鶴見小体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

311 別府市 浜中祭 校内文化祭・ものづくり講座の発表 11月1日 浜脇中学校 浜脇中学校 無料 0977-22-4285

312 別府市 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

313 別府市 学校公開日 ５日間にわたって日頃の授業の様子を公開
10月17日～

10月21日
東山小・中学校 東山小・中学校 無料 0977-27-5010

314 別府市 幼稚園公開日 日頃の保育の様子を公開
10月17日～

10月21日
東山幼稚園 東山幼稚園 無料 0977-27-5013

315 別府市 文化祭 幼・小・中学生が日頃の学習の成果を披露 11月23日 東山小・中学校体育館 東山幼稚園、小・中学校 無料 0977-27-5013

316 別府市 人権講演会 人権講演会の様子を公開 10月4日 別府青山・別府翔青高校 別府青山・別府翔青高校 無料 0977-22-3141

317 別府市 地域清掃活動 地域清掃活動の様子を公開 10月26日
別府青山・別府翔青高校
周辺

別府青山・別府翔青高校 無料 0977-22-3141

318 別府市 読書会 HRAの読書会を公開 11月29日 別府青山・別府翔青高校 別府青山・別府翔青高校 無料 0977-22-3141

319 別府市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開
11月1日～

11月4日
別府青山・別府翔青高校 別府青山・別府翔青高校 無料 0977-22-3141

320 別府市 学習発表会 日頃の授業で学んだことの発表 11月9日
別府支援学校石垣原校
体育館

別府支援学校石垣原校 無料 0977-24-6060

321 別府市 ふれあい作品展 児童生徒の制作作品の展示
10月22日～

10月28日
西別府病院ロビー 別府支援学校石垣原校 無料 0977-24-6060

322 別府市
別府市教育祭「展覧
会」

別府市内の幼・小・中の園児・児童・生徒の作品展示
10月28日～

10月31日
別府トキハ

別府市教育庁学校教育
課

無料 0977-21-1574

323 別府市 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8日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

324 別府市 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27日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

325 別府市 オダサク文学講座 織田作之助の名編『雪の夜』をオモシロ解説します 10月29日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

326 別府市 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12日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

327 別府市
エコクラフトで作るプチ
雑貨

大人を対象にプチ雑貨作りをします 11月19日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

328 別府市 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24日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

329 別府市
男性のための料理教
室

簡単にできる日常食 10月22日 別府大学 別府大学 http://www.beppu-u.ac.jp/ 事前申込が必要

330 別府市 講演会 歴史と文化の講演会 11月3日 別府大学 別府大学 無料 http://www.beppu-u.ac.jp/
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331 別府市 特講マンガ塾 別府大学教授によるマンガ制作講座 11月6日 別府大学 別府大学 無料 http://www.beppu-u.ac.jp/ 事前申込が必要

332 別府市 公開講座 ﾃ-ﾏ「 私の学問と人生 ｣
10月4日・11日
10月18日・25日
11月1日・8日
11月22日・29日

別府大学 別府大学 無料 http://www.beppu-u.ac.jp/

333 別府市 石垣祭 大学祭 11月5日・6日 別府大学 別府大学 無料 http://www.beppu-u.ac.jp/

334 別府市 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 10月8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

335 別府市 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
10月24～27･31日
11月1･2･4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

336 別府市 開学祭（文化の部） 文化祭を保護者、地域住民の方へへ公開します 9月28日 別府市公会堂 別府羽室台高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/beppuhamurodai/

詳しい日程等はHPに
掲載予定です

337 別府市 開学祭（体育の部） 体育大会を保護者、地域住民の方へへ公開します 9月30日
別府羽室台高校グラウン
ド

別府羽室台高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/beppuhamurodai/

雨天の場合は延期します。詳し
い日程等はHPに掲載予定です

338 別府市 第３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5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

339 別府市 第８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～
10月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、29日のみ

340 別府市 文化祭 ステージ発表、作品展示、製品販売等を行います。 11月19日 南石垣支援学校 南石垣支援学校 無料 0977-23‐3454

341 別府市 きらきら作品展 南石垣支援学校児童生徒の絵画作品を展示します。
10月24日～

11月4日
みらい信金他 南石垣支援学校 無料 0977-23‐3454

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

343 別府市 学校公開日 南立っ子学習発表会・ＰＴＡバザー 11月12日 南立石小学校 南立石小学校 無料 0977-21-1481

344 別府市 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31日 南立石幼稚園 南立石幼稚園 無料 0977-22-6728

345 別府市 学校公開日 平素の授業の様子の公開
10月24日～

10月25日
山の手小学校 山の手小学校 無料 0977-21-0631

346 別府市 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

347 別府市
平成28年度特別支援学校情報端末活用
促進事業に係る保護者に向けたタブレット
型端末活用セミナー

特別支援学校の保護者等を対象に、家庭でできるタブレット型端末
の活用方法や有効なアプリの紹介及び演習を行う。

10月6日
10:00～12:00

別府国際コンベンションセンター
ビーコンプラザ 大分県教育委員会 無料

大分県教育庁
特別支援教育課
097-506-5545

348 別府市 平成２８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31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

349 別府市
第６４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

11月2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 0977-21-1574

350 別府市
第６４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28日～
10月31日

トキハ別府店４階
別府市教育庁学校教育
課

無料 0977-21-1574

351 別府市
平成２８年度別府市公立
幼稚園、小・中学校「統
一公開旬間」

保護者・地域住民への学校公開による授業参観
10月17日～

10月28日
各幼稚園
各小中学校

別府市教育庁学校教育
課

無料 0977-21-1574

352 別府市 学校公開日 音楽集会と日頃の授業の様子を公開 10月26日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281
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353 別府市 ふれあいバザー PTA主催によるふれあいバザー 11月6日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

354 別府市 入試説明会 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22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

355 別府市 APU講座 APUの地域貢献活動の一環 11月12日 APU
立命館アジア太平洋大
学

無料 0977-78-1106

356 別府市 星和祭　バザー（木） 親子で楽しむ体験活動（手作り迷路・スポーツ） 11月3日 明星小学校体育館 明星小学校 無料 0977-23-2566

357 杵築市
杵築市文化財の現地
学習会

杵築市の史跡・文化財の学習 11月1日 杵築市大原邸他
アカデミアの会連絡協議
会

バス代必要

358 杵築市 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開
10月24日～

10月28日
杵築高校 杵築高校 無料 0978-62-2037

359 杵築市 音楽出前授業 Vocal，Drums，Pianoのトリオによる演奏会です。 9月6日 八坂小学校体育館 八坂小学校 無料 0978-62-2516

360 杵築市 オータムコンサート
杵築高等学校と宗近中学校の吹奏楽部によるコンサートで
す。

10月22日 八坂小学校体育館
八坂地区住民自治協議
会

無料 0978-62-2516

361 杵築市 ものづくり体験教室
優れた技能に触れ、創作する喜びを味わうとともに、日本の
伝統文化のすばらしさを体感する。

10月7日 東小学校体育館ほか 大分県技能士会連合会 無料 0978-62-2237

362 杵築市
英語力向上公開授業
研

外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、
積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。

11月7日 東小学校６年教室 杵築市教育委員会 無料 0977-75-2411

363 杵築市 学校公開日 日頃の子どもたちの学習の様子を保護者・地域に公開。 11月11日 東小学校各教室 東小学校 無料 0978-62-2237

364 杵築市 夏休み作品展 児童の夏休みの作品を公開します。 9月6日～12日 大内小学校 大内小学校 無料 0978-62-2218

365 杵築市 俳句集会 大内地区公民館長による俳句教室です。 10月4日 大内小学校体育館 大内小学校 無料 0978-62-2218

366 杵築市 大内地区文化祭 大内地区全体の文化祭です。 11月13日
大内小学校体育館・運動
場

大内地区住民自治協議
会

無料
大内地区公民館
0978-63-2119

367 杵築市 第2回学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月17日 大内小学校 大内小学校 無料 0978-62-2218

368 杵築市 学習発表会 学習の成果を発表します。 11月29日 大内小学校体育館 大内小学校 無料 0978-62-2218

369 杵築市 花の苗植え 保護者や地域の方々と花の苗を植えます。 11月29日 大内小学校運動場 大内小学校 無料 0978-62-2218

370 杵築市 親子料理教室 栄養教諭と遠足弁当作りのための料理教室 10月15日 きつき生涯学習館 学校給食研究会 無料
杵築小学校
0978-62-2059

371 杵築市 いじめ防止講演会 ネットトラブル講演会・授業参観 11月4日 杵築小学校 杵築小学校 無料 0978-62-2059

372 杵築市 杵築「寄席」 春風亭歌奴師匠独演会(午前:子ども 午後:大人) 11月10日 杵築小学校体育館
杵築地区住民自治協議
会

無料 0978-62-2059

373 杵築市
マーチングフェスティバ
ル鑑賞

杵築高校ブラスバンドによるマーテンング 11月15日 杵築小学校運動場 杵築小学校 無料 0978-62-2059

374 杵築市 杵築小文化祭 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ「みどりのそよ風」による親子音楽鑑賞会 11月15日 杵築小学校体育館 杵築小学校 無料 0978-62-2059
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375 杵築市
栄養教諭を活用した食
育研究会

食育に関する研究授業と実践発表会 11月25日 杵築小学校 杵築小学校 無料 0978-62-2059

376 杵築市 防災フェスタ2016 杵築中、地域、関係機関合同避難訓練と防災展示 11月29日
杵築小学校運動場・体育
館

杵築地区住民自治協議
会

無料 0978-62-2059

377 杵築市
学校公開日・
自由参観日

東京合唱協会による公演 10月12日 杵築市立北杵築小学校 北杵築小学校 無料 0978-62-2552

378 杵築市
学校公開日・
自由参観日

授業公開・児童保護者対象ネットトラブル・情報モラル出前授
業

11月1日 杵築市立北杵築小学校 北杵築小学校 無料 0978-62-2552

379 杵築市 なかよし発表会 人権意識高揚につながる学年発表 11月26日 杵築市立北杵築小学校 北杵築小学校 無料 0978-62-2552

380 杵築市 人権集会 保護者、地域対象に講演会及び学校公開 10月下旬 護江小学校 護江小学校 無料 0978-63-9319

381 杵築市
教育立市に係る学校
公開日

日頃の授業の様子を公開、給食試食 10月13日 豊洋小学校 豊洋小学校 無料 0978-63-9557

382 杵築市 自由参観日 授業・ロング集会の参観 11月2日 山香小学校 山香小学校 無料 0977-75-0012

383 杵築市
山香地区小学校交流
事業

合同授業 １０月中旬 山香小学校 山香小学校 無料 0977-75-0012

384 杵築市
「遊玄社」ワークショッ
プ

劇団「遊玄社」によるミュージカル事前扱い 9月5日 杵築市立上小学校 文化庁 無料 0977-78-0303

385 杵築市 一輪車講習会 児童への一輪車の乗り方等指導 9月6日 杵築市立上小学校
ベルマーク教育育成財
団

無料 0977-78-0303

386 杵築市 稲刈り体験 大田「すずめの楽校」での稲刈り体験 10月6日
杵築市大田「すずめの楽
校」

大田「すずめの楽校」 無料 0977-78-0303

387 杵築市 表装体験 豊田由男さんによる書写表装体験 10月20日 杵築市立上小学校 杵築市立上小学校 無料 0977-78-0303

388 杵築市 「遊玄社」ミュージカル 劇団「遊玄社」によるミュージカル 10月21日 杵築市立上小学校 文化庁 無料 0977-78-0303

389 杵築市 しいたけ収穫体験 宇佐国東半島世界農業遺産に係わる体験活動 11月15日
石川正洋さん宅上小学校
区

杵築市立上小学校 無料 0977-78-0303

390 杵築市 「おおいた教育の日」 「おおいた教育の日」杵築大会神楽出演 11月1日 杵築文化体育館 大分県教育委員会 無料 0977-78-0303

391 杵築市 ふるさと祭り ふるさと祭り神楽出演出演 11月12日 杵築市山香庁舎 杵築市 無料 0977-78-0304

392 杵築市
「おおいた教育の日」
学校公開

学校公開日に面白科学実験教室（大分大学）を行い地域の
方と一緒に科学実験教室で学ぶ

11月17日 立石小体育館 立石小学校 無料 0977-76-2309

393 杵築市 文化祭 本校の文化祭 10月6日 宗近中学校 宗近中学校 無料 0978-62-2647

394 杵築市
オープンスクールウ
イーク

期間中授業を公開
11月16日

～22日
宗近中学校 宗近中学校 無料 0978-62-2647

395 杵築市 文化巡研 杵築市内の文化財の見学・調査 10月27日 大原邸他 杵築中学校 無料 0978-62-2070

396 杵築市 文化祭 学年・学級合唱コンクール他 11月26日 勤労者体育館 杵築中学校 無料 0978-62-2070



おおいた教育の日普及期間の取組

番号 市町村 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

397 杵築市 ピノキオコンサート
アルゲリッチ財団の伊藤京子氏を招いてピアノコンサートを実
施します。

11月16日 山香中学校体育館
アルゲリッチ財団
山香中学校

無料 0977-75-0041

398 杵築市 校内文化祭 本校の文化祭を公開します。 11月19日 山香中学校体育館 山香中学校 無料 0977-75-0041

399 杵築市 幼稚園フェステイバル
市内５歳児の歌、園児の似顔絵展示、保育実演披露パンフ
レットの配布等

11月26日 杵築市健康福祉センター 杵築市立幼稚園 無料
豊洋幼稚園
0978-63-9558

400 杵築市 大田地域教育文化祭 大田地域をあげて取り組む学習発表会です。
11月11日～

11月13日
大田中央公民館

大田中央公民館　　　大
田小学校・こども園

無料 0978-52-3111

401 国東市
安岐幼・小秋季大運動
会

幼稚園、小学校合同で運動会を開催する 10月1日 安岐小学校運動場 安岐小学校 無料 0978-67-0336 雨天順延

402 国東市 運動会 児童，保護者，地域の方々との競技 10月1日
安岐中央小学校
運動場

安岐中央小学校 無料 0978-67-0005 雨天順延

403 国東市 祖父母参観 運動会ごっこ 10月25日
安岐中央小学校
体育館

安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

404 国東市 芋掘り 幼小交流で1年生、地域の方、祖父母、保護者参加 11月上旬 安岐中央幼稚園の畑 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

405 国東市 草刈り奉仕活動 学校内および近辺の除草作業を行う 9月3日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006

406 国東市 体育大会
生徒の活動を見て頂くと共に、地域の方の参加による盆踊り
を実施する

9月17日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006 雨天順延

407 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006

408 国東市 校内弁論大会 校内弁論大会での生徒の活動を公開 10月17日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006

409 国東市 文化祭 文化祭を公開 11月19日 安岐中学校 安岐中学校 無料 0978-67-0006

410 国東市 特別展示 古典に関する本の展示
10月29日～

11月27日
安岐図書館 安岐図書館 無料 0978-67-3551

411 国東市 秋の読書週間 ビンゴカード（分類別）
10月29日～

11月27日
安岐図書館 安岐図書館 無料 0978-67-3551

412 国東市 秋の読書週間 オリジナルミニ本を作る
10月29日～

11月27日
安岐図書館 安岐図書館 無料 0978-67-3551

413 国東市 秋の読書週間 オリジナル栞（自作の俳句）を作る
10月29日～

11月27日
安岐図書館 安岐図書館 無料 0978-67-3551

414 国東市 祖父母参観 祖父母の方に運動会ごっこを参観して頂く 10月29日 安岐幼稚園 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

415 国東市 芋掘り 小学１年生と一緒に芋掘りをする。保護者の参加有 11月予定 安岐幼稚園近隣畑 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

416 国東市
ひよこ組さん一緒に遊
ぼう

未就園児と一緒に遊ぶ 未定 安岐幼稚園 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

417 国東市 自由参観日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359 終日公開

418 国東市 運動会
日頃の体育の授業の様子を公開、竹田津地区の運動会も同
時開催する

10月2日 旭日小学校運動場 旭日小学校 無料 0978-72-0359 雨天順延
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419 国東市 自由参観日 日頃の授業の様子を公開 10月17日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359 終日公開

420 国東市 公開研究発表会 「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」の発表 11月14日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359 公開授業研究会

421 国東市 旭日地区文化祭
学校・地域が連携した文化行事。学習発表会・地域の演芸発
表会

11月27日 旭日小学校体育館 旭日小学校 無料 0978-72-0359

422 国東市 運動会 国見中央幼稚園、小学校合同で運動会を開催する 10月1日 伊美小学校運動場 伊美小学校 無料 0978-82-0004 雨天順延

423 国東市
高齢者と児童のふれ
あい交流会

国見中央幼稚園と合同で，高齢者との交流（学習発表会・ふ
れあい活動）

11月4日
8:30～13:30

伊美小学校 伊美小学校 無料 0978-82-0004

424 国東市 校内水泳記録会 各自の記録に挑戦し練習の成果を披露する 9月8日 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044 雨天順延

425 国東市 運動会 日頃の体育の授業の様子を公開・地域の方々の競技 10月1日 小原小学校運動場 小原小学校 無料 0978-72-0044 雨天順延

426 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月17日 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044

427 国東市 学習発表会 日頃の学習の成果を発表 11月予定 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044

428 国東市 子ども教室 紙粘土工作 10月19日 武蔵西地区公民館 教育ネットワーク 無料 0978-68-0094

429 国東市 子ども教室 紙粘土工作 10月26日 武蔵中央公民館 教育ネットワーク 無料 0978-68-0094

430 国東市 子ども教室 茶の湯教室 11月16日 武蔵西地区公民館 教育ネットワーク 無料 0978-68-0094

431 国東市 子ども教室 茶の湯教室 11月30日 武蔵中央公民館 教育ネットワーク 無料 0978-68-0094

432 国東市 想刻祭（文化の部） 想刻祭を公開します。 11月3日 国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

433 国東市 公開授業 各授業を公開します。
10月20日～

11月2日
国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

434 国東市 運動会 児童，保護者，地域の方々との競技 10月1日 国東小学校運動場 国東小学校 無料 0978-74-0004 雨天順延

435 国東市 体育大会 体育大会 9月17日 国東中学校 国東中学校 無料 0978-72-1335 雨天順延

436 国東市 文化祭 文化祭を公開公開　演劇、学習発表など 未定 国東中学校 国東中学校 無料 0978-72-1335

437 国東市 高校インターンシップ 高校生が図書館の仕事を学習する
10月25日～

10月27日
くにさき図書館 くにさき図書館 無料 0978-72-3500

438 国東市 秋の読書週間 利用者さんのおすすめ本の紹介、展示
10月27日～

11月10日
くにさき図書館 くにさき図書館 無料 0978-72-3500

439 国東市 体育大会 体育大会 9月18日 国見中学校 国見中学校 無料 0978-82-0034 雨天順延

440 国東市 文化ふれあい 弦楽四重奏　室内楽演奏会を実施 9月28日 国見中学校 国見中学校 無料 0978-82-0034
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441 国東市 校内弁論大会 弁論大会　邦語の部，英語暗唱の部 10月20日 国見中学校 国見中学校 無料 0978-82-0034

442 国東市 校内文化祭 文化祭　　合唱・演劇・学習発表など 11月19日
国見生涯学習センター
みんなんかんホール

国見中学校 無料 0978-82-0034

443 国東市 学校公開日 日頃の授業を公開
9月15日,
10月17日

国見中学校 国見中学校 無料 0978-82-0034

444 国東市 秋の読書週間 和柄しおりをつくろう！
10月29日～

11月27日
国見図書館 国見図書館 無料 0978-82-1585

445 国東市 特設展示 古典に関する資料の展示
10月29日～

11月27日
国見図書館 国見図書館 無料 0978-82-1585

446 国東市 運動会
日頃の体育の授業の様子を公開、地域の方々と一緒に競技
をを通じて交流を深める

9月25日 熊毛小学校運動場 熊毛小学校 無料 0978-83-0311 雨天順延

447 国東市 熊毛っ子祭り
保護者・地域の方と一緒に芋料理の調理やふれあい活動な
どをする。学習発表会を見て頂く

11月20日 熊毛小学校 熊毛小学校 無料 0978-83-0311

448 国東市 運動会ごっこ 保護者・祖父母と園児とで運動会ごっこをして楽しむ 10月21日 熊毛幼稚園園 熊毛幼稚園 無料
0978-84-0628
(竹田津保育所と同じ)

449 国東市 人権フェスティバル 小・中学校作品展示、学習発表会 12月3日 武蔵中央公民館
人権フェスティバル実行
委員会

無料 0978-68-0094

450 国東市 自由保育参観日 保護者・祖父母に園児の日ごろの様子を見てもらう 10月19日 竹田津幼稚園 竹田津幼稚園 無料
0978-83-0459
(熊毛保育所と同じ)

451 国東市 運動会 富来幼稚園と合同で実施 10月1日 富来小学校運動場 富来小学校 無料 0978-74-0004 雨天順延

452 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月予定 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0004

453 国東市 体育大会 体育大会 9月17日 武蔵中学校 武蔵中学校 無料 0978-68-0079

454 国東市 武蔵中学校文化祭 文化祭 11月19日 武蔵中央公民館 武蔵中学校 無料 0978-68-0079

455 国東市 百人一首大会 大人の部と子どもの部に分かれて開催 11月5日 武蔵図書館 武蔵図書館 無料 0978-69-0946

456 国東市 高校インターンシップ 高校生が図書館の仕事を学習する
10月25日～

10月27日
武蔵図書館 武蔵図書館 無料 0978-69-0946

457 国東市 特設展示 一般書、児童書で古典に関する資料を展示する
10月29日～

11月27日
武蔵図書館 武蔵図書館 無料 0978-69-0946

458 国東市 秋の読書週間 チャートをたどり、自分にぴったりの本を見つける
10月29日～

11月27日
武蔵図書館 武蔵図書館 無料 0978-69-0946

459 国東市
折り紙折って図書館を
飾ろう

古典柄の折り紙で着物を折って展示する
折り紙10月
展  示11月

武蔵図書館 武蔵図書館 無料 0978-69-0946

460 国東市 ふれあい集会
地域の社会福祉施設「秀渓園」の方と武渓保育所の園児との
交流会

9月13日 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

461 国東市 運動会
児童・保護者・地域の社会福祉施設「秀渓園」の方・武渓保育
所の園児とのふれあい運動会

9月24日 武蔵西小学校　運動場 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

462 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月12日 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310
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463 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月10日 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

464 国東市 運動会 児童，保護者，地域の方々との競技 10月1日
武蔵東小学校
運動場

武蔵東小学校 無料 0978-68-0024 雨天順延

465 国東市 武蔵東小学校発表会 各学年による学習発表 11月23日 武蔵中央公民館 武蔵東小学校 無料 0978-68-0024

466 国東市 運動会 各学年部による表現・団体競技・全校競技 10月 1日 武蔵東小学校 武蔵東小学校 無料 978-68-0024

467 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月 2日 武蔵東小学校 武蔵東小学校 無料 0978-68-0024

468 国東市 イーストパーティー 地域の方と一緒にいもを使った料理をする
11月28～
12月9日

武蔵東小学校 武蔵東小学校 無料 0978-68-0024

469 国東市 いもほり 地域の方と一緒にいもほりをする
11月7日～
11月11日

武蔵東小学校 武蔵東小学校 無料 0978-68-0024

470 国東市 自由参観日 授業を３時間設定し、広く地域・保護者に公開します。 10月21日 安岐中央小学校 安岐中央小学校 無料 0978-67-0005

471 国東市 ふれあい参観日 親子のふれあい活動と自由参観日を兼ねて開催します。 11月19日 安岐中央小学校 安岐中央小学校 無料 0978-67-0005

472 国東市 文化祭（夢源祭） 本校の文化祭（1日目） 9月28日 アストくにさき 国東高校 無料 0978-72-1325

473 国東市 文化祭（夢源祭） 本校の文化祭（２日目） 9月29日 国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

474 国東市 授業公開 日頃の授業の様子を公開
10月31日～

11月4日
国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

475 国東市 運動会
日頃の体育の授業の様子を公開、竹田津地区の運動会も同
時開催する

9月25日
竹田津小学校
運動場

竹田津小学校 無料 0978-84-0121 雨天順延

476 国東市 学校公開日 公開授業研究会及び保護者や地域の方に対しての学校公開 10月14日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

477 国東市
地域ふれあい学校給
食試食会

保護者や地域の方々に学校給食を児童とともに体験試食し
て頂く

10月14日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

478 国東市 芋堀り
食物の生産に興味を持ち収穫の喜びを感じるとともに，地域
の方々と協力して勤労やふれあい活動の意義を学ぶ

11月2日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

479 国東市 収穫祭
収穫の喜びを料理や会食を通して地域の方やお世話になっ
た方に感謝の気持ちを表す

11月14日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

480 国東市 学校公開日 公開授業研究会及び保護者や地域の方に対しての学校公開 11月14日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

481 国東市 学校公開日 プール納め会 9月6日 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0004

482 国東市 公開授業発表会 県小体研協力校公開授業発表会 11月15日 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0004

483 国東市 給食試食会 給食試食と給食見学 10月予定 富来小学校 富来小学校 0978-74-0004 給食代必要

484 国東市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月予定 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0004
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485 国東市 公開授業発表会 国東市幼稚園部会研究授業の公開 10月26日 富来幼稚園 富来幼稚園 無料 0978-74-1212

486 国東市
弥生のムラ体験活動
（稲刈り等）

田植えから稲刈りまでの体験をすることで、保護者と一緒に
「食」の大切さを学ぶ

10月28日 富来幼稚園 富来幼稚園 0978-74-1212 500円

487 国東市 校内文化祭 合唱や演劇、作品展示等を行う 11月19日 未定 武蔵中学校 無料 0978-68-0079

488 国東市 体育大会 体育大会 9月17日 武蔵中学校 武蔵中学校 無料 0978-68-0079 雨天順延

489 国東市 幼児ふれあい教室 妊婦に扮し体験をする 9月23日 武蔵中学校 武蔵中学校 無料 0978-68-0079

490 国東市
梅園祭記念中学校弁
論大会

各中学校の代表が邦語の部、英語の部で技を競う。 11月25日 国東中学校
国東地区教育会館運営
委員会

無料 0978-72-0140
13：00～16：00（予
定）

491 国東市 くにさき教師塾 学校関係者を対象に年間10回の合同講座、実践講座開催
10月21日
11月18日

12月～3月

アストくにさきアストホー
ル

くにさきの教育を造る会 0978-73-0066 年会費１０００円

492 国東市
国東市退職校長会美
術展

毎年２会場で開催
11月1日～25日

11月28日～
12月26日

大分銀行国東支店
安岐町中央公民館

国東地区退職校長会芸
術愛好会

無料 0978-76-0628

493 国東市 国東梅園川柳会
宿題三課題で各二句を投句、全員で選をする。互選と選者に
よる佳句を選ぶ。

毎月第１水曜
日

奇数月　アストくにさき
偶数月　安岐中央公民館

国東梅園川柳会 無料 0978-74-0122 9:30～12:00

494 国東市
国東市教育の里づくり
の集い

学校・保護者・地域・行政が協働して子育てに取り組む集い 1月25日
アストくにさきアストホー
ル

国東市・国東市教育委員
会

無料
学校教育課
0978-73-0066

13:40～16:00

495 国東市
ユニバーサルデザイン
出前授業

体にハンディが有り，車椅子で生活をしている原野彰子さん
を講師に招いて，授業を行う。

11月29日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

496 国東市 自由参観日 日頃の授業の様子を公開
10月19日
11月18日

安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

497 姫島村 キッズサッカー教室 ボールを使った簡単な運動遊びをします。 10月28日 多目的グランド 姫島幼稚園 無料
大分県ｻｯｶ協会 097 -573-2288
ofa.kids2011@gma

498 姫島村 人形劇鑑賞会 人形劇鑑賞を通して舞台芸術に触れる機会とします 10月29日 姫島小学校体育館 姫島村教育委員会 無料 0978-87-2001

499 姫島村
文化祭
学校公開日

姫島中学校文化祭
日頃の授業で身につけた力を発揮する

11月19日 姫島中学校 姫島中学校 無料 0978-87-3334

500 日出町
進路指導・キャリア教
育研究発表会

小・中・高のキャリア教育の授業公開を行います。 11月18日 日出中学校
大分県進路指導・キャリ
ア教育部会

無料 0977-72-2011

501 日出町 オープンスクール
学校を開放し一般の方々に自由に授業参観をしていただきま
す。

11月7日～
11月8日

大分県立
日出支援学校

大分県立
日出支援学校

無料 0977-72-2305

502 日出町 バザー 2年に1度のバザーを開催 10月8日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

503 日出町 文化祭 文化祭の様子を公開（合唱・劇等） 10月29日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

504 日出町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月23日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812
9:40～14:40
2～5校時を公開

505 日出町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月25日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812
9:40～12:20
2～4校時を公開

506 日出町 園公開日 体験入園も兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 9月23日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120
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507 日出町 園内運動会・体験入園 保護者や祖父母、未就園児と交流をします。 10月25日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

508 日出町 秋祭りごっこ 地域の老人クラブや祖父母と交流をします。 11月22日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

509 日出町 園公開日 体験入園も兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 11月25日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

510 日出町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月1日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

511 日出町 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7日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

512 日出町 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1日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

513 日出町
　親子ふれあい活動
(親子で食育を学ぼう)

食育について学んだり、一緒に楽しく遊んだりしながら、親子
のコミュニケーションを図ります。

11月4日
川崎幼稚園
川崎運動公園

川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

514 日出町 さざんか児童館まつり
○地域交流と工作教室
いろいろな素材や用具を使っての玩具作り

11月23日
さざんか児童館（山茶花
こども園隣接）

社会福祉法人 大神福祉
会（山茶花こども園）

無料 0977-72-8383

515 日出町
日出町児童館まつり
キッズタウン2016

○職業体験（模擬社会体験）
各職業ブースでお仕事を体験して、得た給料でお買い物をしたり、遊んだり
できるお祭り

10月22日
日出町児童館（日出町保
健福祉センター内）

社会福祉法人 日出町社
会福祉協議会

無料 0977-85-8820

516 日出町 マンドリンコンサート 大分マンドリンオーケストラによる演奏会 11月14日
日出町立豊岡小学校体
育館

豊岡小学校 無料 0977-72-2333

517 日出町 学校公開 日ごろの授業の様子を公開 11月25日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333

518 日出町 講演会 アフリカンサファリの神田先生の講演会 11月25日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333

519 日出町 園内運動会
園内運動会を通して、保護者や祖父母、未就園児との交流を
図る。

10月20日 豊岡小学校体育館 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

520 日出町 園公開日 体験入園も兼ね、日頃のﾎｲｸの様子を公開する。 11月25日 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

521 日出町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月17日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011 9:00～12:00公開

522 日出町 第５回学校公開 毎月１５日を家庭・地域に公開します。 9月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

523 日出町 ＰＴＡ研修視察 大分舞鶴・別府鶴見丘・別府溝部学園を訪問します。 10月3日 各高校 日出中学校 0977-72-2107 昼食代300円

524 日出町 第６回学校公開 毎月１５日を家庭・地域に公開します。 10月14日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

525 日出町 文化祭 合唱・劇等の文化発表を行います。 11月2日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

526 日出町 第７回学校公開 毎月１５日を家庭・地域に公開します。 11月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

527 日出町
速見郡中学校国語弁
論大会

町内の中学校代表者による弁論大会を行います。 11月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

528 日出町 職場体験学習 ２年生が町内６２ヶ所で職場体験を行います。
9月6日～

9月8日
日出町内６２事業所 日出中学校 無料 0977-72-2107
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529 日出町 園内運動会・体験入園 保護者・祖父母・体験入園児参加の運動会 10月21日 日出小学校体育館 日出幼稚園 無料 0977ｰ72ｰ4116

530 日出町 幼稚園公開日 体験入園を兼ねて、日頃の保育の様子を公開 11月17日 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977ｰ72-4116

531 日出町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月27日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830

532 日出町 土居先生講演 ネットモラルの講演 10月27日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830

533 大分市 授業公開 日頃の授業の様子を公開。
10月24日～

10月28日
大分上野丘高校 大分上野丘高校 無料 097-543-6249

534 大分市 里帰り講演会 同窓生による講演会 10月27日 大分雄城台高校 大分雄城台高校 無料 097-541-0123

535 大分市 大分版ロングテーブル 食育推進のため、共食の機会を提供します。 11/19予定 未定 大分県
http://www.pref.oita.jp/site/syoku
iku/list20463-21708.html

*詳細は10月中
旬に決定

536 大分市
第16回親子ふれあい
動物フェスタ

長寿犬猫の表彰・警察犬や盲導犬のデモンストレーション・し
つけ教室・動物関連団体の展示やバザー・移動動物園など

9月22日 平和市民公園 大分県・大分市 無料
http://www.pref.oita.jp/site/doubu
tuaigo/oyakofureaifesuta.html

537 大分市 考古学講座　第５回 発掘調査の成果をもとに、大分県の歴史を学ぶ 9月3日
教育庁埋蔵文化財セン
ター研修棟

大分県教育庁埋蔵文化
財センター

無料 097-597-5675 25名予定

538 大分市 判田地区感謝祭
平成29年度に現在地である判田地区から移転するため、地
域への感謝を込めたイベントの開催

9月24日
教育庁埋蔵文化財セン
ター研修棟

大分県教育庁埋蔵文化
財センター

無料 097-597-5675

539 大分市 考古学講座　第６回 発掘調査の成果をもとに、大分県の歴史を学ぶ 10月1日
教育庁埋蔵文化財セン
ター研修棟

大分県教育庁埋蔵文化
財センター

無料 097-597-5675 25名予定

540 大分市 考古学講座　第７回 発掘調査の成果をもとに、大分県の歴史を学ぶ 11月5日
教育庁埋蔵文化財セン
ター研修棟

大分県教育庁埋蔵文化
財センター

無料 097-597-5675 25名予定

541 大分市
平成28年度企画展
「旧万寿寺跡を掘る」

旧万寿寺跡の発掘調査で出土したさまざまな出土遺物の展
示

7月4日～
9月25日

教育庁埋蔵文化財セン
ター研修棟

大分県教育庁埋蔵文化
財センター

無料 097-597-5675 現在開催中

542 大分市
ミニ企画展 体験に学
ぶ古代の技術」

石器製作、装身具製作、火おこし、土人形などの製作技術に
ついてわかりやすく解説

9月1日～
11月30日

県庁別館1階
県立図書館1階

大分県教育庁埋蔵文化
財センター

無料 097-597-5675

543 大分市 芸術鑑賞会
青少年の情操教育に長年取り組んでいる日生劇場と協力して実施
されるオペラ「セビリアの理髪師」の鑑賞会に全校生徒が参加する

9月9日 iichiko文化センター
大分県芸術文化スポー
ツ振興財団

無料 097-543-2981

544 大分市
第９６回全国高等学校グ
ビーフットボール大会大分
県予選大会

優勝校が全国大会に出場
10月16日～

11月3日
大分スポーツ公園他

大分県高等学校体育連
盟

097-558-6728

545 大分市
大分県青少年育成県
民大会

県内の青少年健全育成に貢献された者に対する表彰等 11月20日 ホルトホール大分
大分県青少年育成県民
会議

無料 097-506-3076

546 大分市
シンポジウム「豊の国
と古典・文語」

文語の魅力・美しさを紹介。 11月20日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

大分県立図書館
大分県立先哲史料館

無料 097-546-9380

547 大分市
大分県立盲学校　学
校公開

学校概要説明、公開授業、施設見学、視覚障がいセミナー、
視覚障がい教育相談

10月28日 大分県立盲学校 大分県立盲学校 無料 http://shien.oita-ed.jp/mou/

548 大分市
大分県立盲学校　学
校公開

学校概要説明、公開授業、施設見学、視覚障がいセミナー、
視覚障がい教育相談

10月28日 大分県立盲学校 大分県立盲学校 無料 http://shien.oita-ed.jp/mou/

549 大分市 公開授業
本校の授業の様子を広く地域の方々に見て頂く。併せて聴覚
障がい及び就学に関する相談を受ける。

９月１３日（火）
9:10～10:40

大分県立聾学校 大分県立聾学校 無料 097-543-2047

550 大分市 授業公開 日頃の授業・実習の様子を公開
11月2･4･7･8
日

大分工業高校 大分工業高校 無料 097-568-7322
11月8日は午前
中のみ
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551 大分市 文化のつどい
郷土料理等を調理・会食する中で地域の方々との交流を図
る。

11月18日
大分工業高等学校定時
制給食室

大分工業高等学校定時
制

無料 097-568-7325

552 大分市 志村祭 児童生徒の学習取組の発表 11月19日 大分支援学校 大分支援学校 無料 097-527-2711

553 大分市 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開
10月24日～

10月31日
大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611

10月25日（火）
27日（木）は５限目（13:10～
14:00）に授業案内を実施。

554 大分市 文化祭 本校の文化祭を公開
10月20日～

10月21日
大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611

555 大分市 地域ふれあい作品展 児童生徒の図工・美術等の作品展示
10月24日～11
月4日

大分東部病院、角子原郵便
局、大分みらい信用金庫大在
支店

大分支援学校 無料 097-527-2711

556 大分市 大分マルシェ
本校生徒が、製造・販売を実施します。
3品出品予定です。

10月29日
大分いこいの道
北側芝生広場

大分市農政課
大分マルシェ事務局
097-534-6176

097-544-3551
福徳学院高等学校

557 大分市
高校生なるほどアイデ
アコンテスト2016

　高校生からビジネスや地域づくりに関わる独創的な商品，サービ
ス，企画等のアイデアを募集し，１次・２次の書類審査の通過者に
よる最終プレゼン審査を公開で行う。

11月6日 大分大学経済学部
大分大学
大分県教育委員会
大分合同新聞社

無料
http://www.ec.oita-
u.ac.jp/narukon/2016/outline.html

558 大分市
第５回大分大学蒼稜
祭

文化会，体育会等各団体が，多彩な企画を展開し，各自それぞれ
責任を持って運営することで，大分大学生としての自覚を促し，地
域の方と交流を深める。

11月4日～
11月6日

大分大学旦野原キャンパ
ス

大分大学学園祭運営委
員会

無料
学園祭運営委員会(097-554-7447)
学生支援課(097-554-7443)

559 大分市
オープンスクール（親子
ふれあいデー）

授業参観、親子ふれあい活動 11月5日
大分大学教育学部附属
小学校

大分大学教育学部附属
小学校

無料 097-543-6732
保護者、地域の方、入
学希望者へ開放。申込
不要

560 大分市 附属中学校青垣祭 合唱コンクール 10月29日
iichiko総合文化センター
グランシアタ

大分大学教育学部附属
中学校

無料 097-543-6731

561 大分市 附属中学校青垣祭 合唱コンクール
10月29日

12:00～16:00
iichiko総合文化センター
グランシアタ

大分大学教育学部附属
中学校

無料 097-543-6731

562 大分市 家族参観日
休日に参観日を設定することで、日頃の学習活動を保護者
家族の方にも参観していただく

9月24日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

563 大分市 PTAバザー
PTA会員相互の親睦を図るとともに、保護者や福祉施設が出店す
る模擬店を利用したり、作業製品を販売したりするなかで、金銭実
務に慣れる

11月2日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

564 大分市 学習発表会
ステージでの合唱合奏・演劇の発表、および作業学習生産物
の販売

11月26日
大分大学教育学部附属
特別支援学校

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

565 大分市 ふれあい作品展 学校紹介、児童生徒の作品（図工、美術）や作業製品の展示
10月24日～

11月
豊和銀行本店

大分大学教育学部附属
特別支援学校

無料 097-543-8317

566 大分市 『夢ナビ』文化講演 キャリア教育に係る講演会 10月19日 iichikoグランシアタ 大分西高等学校 無料 097-543-1551

567 大分市 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します 10月11日 大分東高校 大分東高校PTA 無料 097-592-1064

568 大分市 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します 11月10日 大分東高校 大分東高校PTA 無料 097-592-1064

569 大分市 Ｅ－Ｗｅｅｋ（授業公開） 日頃の授業の様子を公開
10月4日～
11月11日

大分豊府高等学校 大分豊府高等学校 無料 097-546-2222

570 大分市 オープンスクール
学校説明や授業・施設の見学及び入学者選抜募集要綱説明
会

10月9日 大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404

571 大分市 授業公開 平素の授業を公開します
10月11日～

10月31日
大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404

572 大分市 花いっぱい運動 PTAと生徒、教職員とで学校に花を植えます。 10月15日 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 無料 097-558-2268 荒天の場合中止
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573 大分市 第2回公開授業週間 日頃の授業の様子を公開します。
11月7日～
11月18日

大分南高等学校 大分南高等学校 無料 http://kou.oita-ed.jp/oitaminami/

574 大分市 凱風祭 ２日間に渡る文化祭（展示部門・ステージ部門等）
9月20日～

9月21日
大分南高等学校 大分南高等学校 無料 http://kou.oita-ed.jp/oitaminami/

575 大分市 南風プロジェクト 同窓生を講師に招き、講演会を実施します。 10月25日 大分南高等学校 大分南高等学校PTA 無料 http://kou.oita-ed.jp/oitaminami/

576 大分市 ハロウィン集会 みんなで一緒にハロウィンを楽しもう 10月30日 未定
ガールスカウト大分県第
12団

公益社団法人ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ大分県連盟
TEL:097-556-6808
FAX:097-556-6849

577 大分市 秋を見つけよう 大分市上野周辺の散策し、秋を見つける 10月16日
上野（大分市美術館）周
辺

ガールスカウト大分県第
6団

公益社団法人ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ大分県連盟
TEL:097-556-6808
FAX:097-556-6849

578 大分市 ハンドベル体験 クリスマス集会に向けてハンドベルの練習 11月27日 コンパルホール
ガールスカウト大分県第
6団

公益社団法人ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ大分県連盟
TEL:097-556-6808
FAX:097-556-6849

579 大分市 第１回入試説明会 来年度入試に向けた説明会。 10月8日 岩田中学校・高等学校 学校法人　岩田学園 無料 http://www.iwata.ed.jp/

580 大分市
第２回入試説明会・公
開授業

通常授業の見学後、来年度入試に向けた説明会。 11月13日 岩田中学校・高等学校 学校法人　岩田学園 無料 http://www.iwata.ed.jp/

581 大分市
外国人による日本語ス
ピーチコンテスト

国内在住5年以内の外国人12名による日本語スピーチコンテ
スト

11月8日 楊志館高等学校
学校法人　後藤学園
楊志館高等学校

無料 097-543-6711

582 大分市 音楽科定期演奏会 音楽科全員による演奏会 10月22日 iichiko文化センター 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

583 大分市 ふれあい演奏会 音楽を通して特別支援学校との交流を図る 11月2日 県立盲学校 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

584 大分市 文化財鑑賞
美術科の生徒が県内文化財について学習し、スケッチに取り
組む。作品は後日、該当地域において作品展示を行う

11月4日 県北地域 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

585 大分市 ＯＰＡＭ展 美術科生徒の美術作品展示
11月22日～

11月27日
県立美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

586 大分市 美術制作展 美術科生徒の美術作品展示
12月20日～

12月25日
大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981

587 大分市 第７回学校給食フェア 学校給食における食育の取り組みに関する紹介等
11月12日

10：00～14：00
公益財団法人大分県学
校給食会

公益財団法人大分県学校給食会
大分県学校栄養士研究会 無料

097-543-5121
総務課 企画普及係

588 大分市 英語劇 英語による劇の鑑賞と外国人との交流 10月7日 向陽中学校 向陽中学校 無料 097－535-0201 非公開

589 大分市 スケッチ大会 自然に触れ、観察眼を養う 10月11日 城址公園 向陽中学校 無料 097－535-0201

590 大分市 オープンキャンパス 小学生向き学校体験 10月25日 向陽中学校 向陽中学校 無料 097－535-0201 公開

591 大分市 能楽鑑賞 古典文化に触れる 11月9日 向陽中学校 向陽中学校 無料 097－535-0201 非公開

592 大分市 オープンスクール 保護者向け授業参観
11月9日～
11月11日

向陽中学校 向陽中学校 無料 097－535-0201 保護者のみ

593 大分市
小学部学校見学説明
会

本校小学部の説明及び授業見学 9月29日 新生支援学校 新生支援学校 無料 097-541-0336

594 大分市
中学部学校見学説明
会

本校中学部の説明及び授業見学 10月3日 新生支援学校 新生支援学校 無料 097-541-0336
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595 大分市 第21回玉沢祭 舞台発表や作品展示で学習の成果を発表します
11月4日～

11月5日
新生支援学校 新生支援学校 無料 097-541-0336

596 大分市
夏季企画展記念講演
会

大分の歴史を熊本・細川家の史料で紹介。 9月10日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

597 大分市 先哲・歴史講座 医学者・田原淳の生涯を紹介。 10月5日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

598 大分市 秋季企画展講演会 秋季企画展に関わり仏教の歴史を紹介。 10月12日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

599 大分市 先哲・歴史講座 「オセッタイ」に代表される弘法大師信仰を紹介。 11月2日
豊の国情報ライブラリー
視聴覚ホール

大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

600 大分市
秋季企画展・空海への
思いと山の聖

江戸時代の豊後国と高野山のつながりを紹介。
10月1日～
11月13日

先哲史料館展示室 大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

601 大分市
冬季企画展・廣瀬淡窓
と咸宜園

廣瀬淡窓の生涯と遺した記録を紹介。
11月19日～
平成29年1月

先哲史料館展示室 大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

602 大分市
夏季企画展・ペトロ岐部
とキリシタン禁制

ペトロ岐部の生涯とキリスト教禁教の様子を紹介。
8月20日～

9月25日
先哲史料館展示室 大分県立先哲史料館 無料 097-546-9380

603 大分市 授業公開週間 授業参観希望者に対し、授業を公開します。
11月1日～

11月7日
爽風館高校 爽風館高校 無料 097-547-7700 要予約

604 大分市 豊の国YOSAKOI祭
ソーランを通して県民の皆さんと触れ合い、元気を発信しま
す。

11月3日 大分市街地
豊の国よさこい連絡協議
会

無料 097-548-6503

605 大分市 一木祭 学園祭
10月15日～

10月16日
日本文理大学 日本文理大学 無料 097-524-2706

606 大分市 コスモス祭 大学祭 11月26日
別府大学短期大学部大
分校舎

別府大学短期大学部 無料
http://www.beppu-u.ac.jp/
0977-66-9677

607 大分市 体育大会 紅白に分かれて競い、保護者も競技に参加します。 9月29日 南大分スポーツパーク 楊志館高等学校 無料 097-543-6711

608 大分市 楊高祭 生徒作品、文化部の発表、生徒会イベン等トを行います。
10月27日～

10月28日
楊志館高等学校 楊志館高等学校 無料 097-543-6711

609 大分市
大分大学大学開放イ
ベント2016

地域との連携・交流をテーマにイベントを開催します。 11月6日
大分大学旦野原キャンパ
ス

国立大学法人大分大学 無料
研究･社会連携部
研究･社会連携課 社会連携係
097-554-7430

610 大分市
子育て支援「すくすく広
場」

附属幼稚園の教育について広く知ってもらえるように，保育を公開します。
また，未就園児と保護者，未就園と園児がふれ合えるような遊びの場を提
供します。

11月16日
大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附属
幼稚園

無料
http://kitchom.ed.oita-
u.ac.jp/fuyoch/

事前申込みは不要ですが，保
険の関係で受付にて名前，住
所を記入していただきます。

611 大分市
読み聞かせ「お話リボ
ンの会」

講師を招いて３歳児と保護者対象に行っている「絵本の読み聞かせやわら
べうたの会」に参加する場を提供します。

９月～毎週水曜日13:20～
13:50　行事などの関係でな
い場合も有ります

大分大学教育学部附属
幼稚園

大分大学教育学部附属
幼稚園

無料
http://kitchom.ed.oita-
u.ac.jp/fuyoch/

事前申込みは不要ですが，保
険の関係で受付にて名前，住
所を記入していただきます。

612 大分市
大分大学ホームカミン
グデー2016

大分大学の現状について同窓生に報告するとともに，学部を越えた同窓会
相互の交流推進を目的として同窓生との交流会を開催します。 11月6日

大分大学旦野原キャンパ
ス

大分大学同窓会連合会 無料
研究･社会連携部
研究･社会連携課 社会連携係
097-554-7513

613 大分市 APU講座 APUの地域貢献活動の一環 10月20日 宗麟館
立命館アジア太平洋大
学

無料 0977-78-1106

614 大分市 APU講座 APUの地域貢献活動の一環 11月5日 宗麟館
立命館アジア太平洋大
学

無料 0977-78-1106

615 大分市 面白ふれあい教室 ゆでもち作り 10月12日 明治北小学校
大分市地域婦人団体連合会
明治公民館 097-527-5528

500円（年間）
事前申込み必要

616 大分市 面白ふれあい教室 ふるさと料理（ゆでもちづくり） 10月26日 明治小学校
大分市地域婦人団体連
合会

097-527-5528
500円（年間）
事前申込み必要
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617 大分市 昔の遊び体験 まりつき、あやとり 10月29日 鶴崎公民館
大分市地域婦人団体連
合会

無料 097-521-6660 １０：００～

618 大分市
大分県「小さな親切」運
動作文コンクール表彰式

「小さな親切」作文発表 10月29日 コンパルホール
「小さな親切」運動大分
県本部

無料 097-536-3600 ９：００～１２：００

619 大分市
スクスクわさだっ子フェ
スタ

子どもたちが科学の楽しさ、おもしろさを体験する実験教室 11月12日 稙田公民館 稙田地区教育懇話会 無料 097-541-0017
9：00～15：00
事前申込み不要

620 大分市 講演会
講演「サル社会の子育て」（松井　猛氏）
シンポジウム「現在の教育問題」

10月22日 鶴崎地区公民館集会室
鶴崎地区教育懇話会
大分大学同窓会「豊友会」鶴
崎支部

無料 097-556-7263 9：30～17：00

621 大分市 文化祭 クラスパビリオン展示・文化発表・バザー等
10月25日～

10月26日
25日　大分東明高等学校
26日　グランシアタ

無料 097-535-0201 保護者限定

622 大分市 保育園児と植樹 環境保全活動として桜の植樹 11月中旬 市内上野丘予定
大分県生活学校運動推
進協議会

無料

623 大分市
アカデミアの会連絡協
議会「会員研修会」

講演会及び活動発表 10月5日 大分市コンパルホール
アカデミアの会連絡協議
会

無料

624 大分市
おおいた　キリシタン　南
蛮ウォーキング

JRウォーキングと連携した遺跡ウォーキングです。
11月12日

 8:30～
中判田駅スタートゴール

JR九州（キリシタン・南蛮文化
交流協定協議会共催） 無料 http://www.jrwalking.com/

大友氏遺跡フェ
スタ

625 大分市
おおいた　キリシタン　南
蛮ウォーキング

JRウォーキングと連携した遺跡ウォーキングです。
9月17日
 8:30～

大分駅スタート
西大分駅ゴール

JR九州（キリシタン・南蛮文化
交流協定協議会共催） 無料 http://www.jrwalking.com/

大友氏遺跡フェ
スタ

626 大分市
秋のファミリーパーク～紅葉
の森へ出かけよう～

野外調理、天体観察、キャンドルのつどい、県民の森紅葉ウ
オーキングに参加

11月12日
～11月13日

のつはる
少年自然の家

のつはる
少年自然の家

097-589-2212

627 大分市
音＆星（オットセイ）～音楽
と星空を楽しもう！～

楽器づくり、音楽鑑賞、天体観察、音に関するネイチャーゲー
ム

9月17日
～9月18日

のつはる
少年自然の家

のつはる
少年自然の家

097-589-2212

628 大分市 ミュシャ展 ミュシャ芸術の魅力を紹介します。
10月3日～

12月4日
大分市美術館 ミュシャ展実行委員会 大分市美術館097-554-5799

629 大分市
全市一斉オープン・ス
クールデー

各学校（園）の設定した日に学校を公開
10月22日～

11月7日
各学校（園）

市内の各幼稚園、小中
学校

無料
大分市教育委員会
学校教育課  (097-537-5648)
教育企画課  (097-537-5789)

630 大分市 宗麟公まつり 宗麟公を顕彰したお祭りです。
10月15日～

10月16日
大分駅府内中央口 大分市（観光課） 無料 097-537-5717

631 大分市 鶴賀城に登ろう！ ガイドの案内を聞きながら戦国時代の山城に登ります。 10月29日 鶴賀城（大分市戸次） 大分市教育委員会 無料 097-537-5639
大友氏遺跡フェ
スタ

632 大分市 都市間連携歴史講座 キリシタン・南蛮文化についての講座です。
11月19日
 14:00～

ホルトホール大分　大会
議室

大分市教育委員会 無料 097-537-5639
大友氏遺跡フェ
スタ

633 大分市
芸術・文化講座 ワイヤー
クラフト「曲線美の世界」

芸術に親しんでもらうため、市民を対象にした講座を開催しま
す。

10月22日 大分市美術館 大分市美術館 097-554-5800

634 大分市
子ども講座
秋の美術教室「ステンド
アート」

美術館に親しんでもらうため、子どもを対象にした講座を開催
します。

11月19日 大分市美術館 大分市美術館 097-554-5800

635 大分市 美術館で音楽会 美術館をより身近に感じてもらうため、音楽会を開催します。
10月15日
10月29日

大分市美術館 大分市美術館 097-554-5800

636 大分市
第１月曜日は美術館で
楽しもう！(ワークショッ
プ)

ボランティアによる自主企画ワークショップを開催します。
10月3日
11月7日

大分市美術館 大分市美術館 097-554-5800

637 大分市 まちなかアート遊園地
中心市街地を含むエリアで、「アートと遊び」をキーワードとし
たイベントを開催します。

9月30日～
10月2日

中心市街地～
大分市美術館

大分市美術館 097-554-5800

638 大分市 コレクション展第Ⅲ期 佐藤敬等の展示を行います。 期間中常時 大分市美術館 大分市美術館 097-554-5800
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639 大分市
秋の読書週間事業
楽しい読み聞かせ

読み聞かせボランティアによる小学生低学年からの児童に向
けて読み聞かせを行う。

10月29日
大分市民図書館おはなし
のへや

大分市民図書館 無料 097-576-8241

640 大分市
秋の読書週間事業
楽しい読み聞かせ

読み聞かせボランティアによる未就学児童に向けて参加型の
おはなし会を行う。

11月5日
コンパルホール分館階段
式読書コーナー

大分市民図書館 無料 097-576-8241

641 大分市
秋の読書週間事業
文化講演会

言語学者　金田一秀穂 氏の文化講演会 11月6日
コンパルホール　文化
ホール

大分市民図書館 無料 097-576-8241

642 大分市
ふれあい歴史体験講
座「土の鈴作り」

粘土を使ってオリジナルの土鈴を作ります。 9月3日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

643 大分市
ふれあい歴史体験講座
「藤芯かご編み」

藤芯材を使ってかごを編みます。 9月17日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

644 大分市
ふれあい歴史体験講
座「土偶作り」

粘土を使ってオリジナルの土偶を作ります。 10月22日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

645 大分市
特別展　展示解説講座
「ほとけの王国」

特別展の展示解説講座です。 10月30日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 無料 097-549-0880

646 大分市
特別展　記念講演会
「ほとけの王国」

「せんとくん」の生みの親である藪内佐斗司氏を招いて仏像
についての講演会を行います。

11月6日 ホルトホール大分 大分市歴史資料館 無料 097-549-0880

647 大分市 勾玉作り教室 滑石を削り古代のアクセサリーの勾玉を作ります。 11月19日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

648 大分市
ふれあい歴史体験講座
「粘土はにわ作り」

粘土を使って、高さ１６センチメートル程の人物はにわを作り
ます。

11月26日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

649 大分市
特別展「ほとけの王国
大分の仏像」

長い年月の中で人々の祈りや願いを反映したさまざまな仏さ
まの姿を郷土大分に伝わる仏像を中心に紹介します。

10月21日～
11月27日

大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

650 大分市
ふるさとの歴史再発見講
座「民族・文化史のコー
ス」

テーマに沿った内容で講義します。
11月5日11月
12日

大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

651 大分市
テーマ展示Ⅱ「いにしえ
の美　館蔵古美術」

古美術品と呼ばれる陶磁器や絵画、工芸品などについて、その資料のも
つ美的造形や価値、歴史的背景などについて紹介します。

7月23日～
9月25日

大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

652 大分市
ふるさとの歴史再発見講
座「歴史のコース」

テーマに沿った内容で講義します。 9月10日、24日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 097-549-0880

653 大分市 高専祭
各種模擬店や作品等の展示･実演・子どもソフトボール大会
など

10月29日 大分工業高等専門学校
独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料 097-552-6365 約3,000名

654 大分市 音楽祭
軽音楽部や吹奏楽部による演奏、その他会場内で作品展示
など

11月3日 ホルトホール大分
独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料 097-552-6365 約500名

655 大分市
Excel VBA
基礎講座
～VBA で遊ぼう～

マクロやVBAの基礎を学びます。
9月3日～

9月4日
大分工業高等専門学校

独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
http://www.oita-
ct.ac.jp/other/koza/koza_index.ht
ml

656 大分市
大人のための
ものづくり講座

デジタル時計を作成します。
9月5日～

9月7日
ホルトホール
サテライトキャンパス

独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
http://www2.oita-
press.co.jp/oitapp2016/

657 大分市 オープンスクール
金池ランド遊びの取り組み・絵本の読み聞かせなど日頃の保
育を公開します。

11月2日 金池幼稚園 金池幼稚園 無料 097-532-5506

658 大分市 オープンスクール 未就園児や保護者と一緒に金池ランド遊びをします。 11月18日 金池幼稚園 金池幼稚園 無料 097-532-5506

659 大分市 オープンスクール ゲーム遊びをします。 11月7日 春日町幼稚園 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

660 大分市 フリー参観日 日頃の保育の様子を公開します。 10月22日 南大分幼稚園 南大分幼稚園 無料 097-543-8615
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661 大分市 ちびっこ広場
未就園児を「ハーモニーランドごっこ」に
招待します。

11月24日 南大分幼稚園 南大分幼稚園 無料 097-543-8615

662 大分市 ふれあいＰＴＡ 通常の保育を公開し、親子でリトミックをします。 11月3日 城南が丘幼稚園 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

663 大分市
子育て支援「わんぱく
広場」

未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月18日 城南が丘幼稚園 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

664 大分市 オープンスクール 日常の保育参観および未就園児との交流をします。 11月1日 豊府幼稚園 豊府幼稚園 無料 097-544-7496

665 大分市 オープンスクール ごっこ遊びに未就園児を招待します。 11月下旬予定 豊府幼稚園 豊府幼稚園 無料 097-544-7496

666 大分市 オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこ遊びに招待します。 11月22日 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

667 大分市 オープンスクール 未就園児をサファリごっこに招待します。 11月4日 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609

668 大分市 オープンスクール
小学校との合同防災引き渡し訓練及び日常の保育を公開し
ます。

11月5日 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609

669 大分市 オープンスクール
保護者や地域の方をハーモニーランドごっこ遊びに招待しま
す。

11月8日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

670 大分市 オープンスクール
地域の子育て支援「ピーチジュニア」をハーモニーランドごっ
こ遊びに招待します。

11月9日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

671 大分市 オープンスクール 「つるようちえん　うんどうかい」を公開します。 10月22日 津留小学校体育館 津留幼稚園 無料 097-551-1611

672 大分市 オープンスクール 未就園児とのふれあい「運動会ごっこ」を行います。 10月27日 津留幼稚園 津留幼稚園 無料 097-551-1611

673 大分市 オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月1日 津留幼稚園 津留幼稚園 無料 097-551-1611

674 大分市 オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月1日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

675 大分市 オープンスクール 伝承遊びをしたり、スマイルフェスタに参加したりします。 11月3日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

676 大分市 オープンスクール ラクテンチごっこの製作の様子を公開します。 11月2日 明野幼稚園 明野幼稚園 無料 097-551-4366

677 大分市 ラクテンチごっこ
未就園児の親子と、園児の保護者をラクテンチごっこに招待
します。

11月14日 明野幼稚園 明野幼稚園 無料 097-551-4366

678 大分市 親子ふれあいﾀｲﾑ
親子が運動を通して触れ合う遊びの時間を一緒に楽しみま
す。

10月21日 別保小学校体育館 別保幼稚園 無料 097-521-1706

679 大分市 オープンスクール 別保サファリごっこ遊びに招待します。 11月11日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706

680 大分市 オープンスクール 日頃の保育を公開します。 11月3日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

681 大分市 オープンスクール ハーモニーランドごっこに保育園児未就園児を招待すます。 11月22日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

682 大分市 オープンスクール
地域の方・未就園児をハーモニーランドごっこ遊びに招待しま
す。

11月2日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902
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683 大分市 ふれあいPTA
保護者・祖父母の方をハーモニーランドごっこ遊びに招待しま
す。

11月10日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

684 大分市 オープンスクール サファリごっこの様子を公開します。 11月5日 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

685 大分市 オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月11日 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

686 大分市
オープンスクール　ホ
リデー参観日

親子造形遊びの様子を公開します。 11月6日 戸次幼稚園
戸次幼稚園　　　　戸次
小学校

無料 097-597-3420

687 大分市 オープンスクール
ハーモニーランドごっこ遊びに招待します。　　　（自由参観
日）

11月16日～
11月17日

判田幼稚園 判田幼稚園 無料 097-597-0195

688 大分市 園内運動会 地域の方や未就園児を園内運動会に招待します。 10月8日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

689 大分市 オープンスクール
ハーモニーランドごっこ遊びを公開し、未就園児を招待しま
す。

11月15日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

690 大分市 オープンスクール 日常の保育を様子を見てもらいます。 11月5日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

691 大分市 にこにこタイム 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月11日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

692 大分市 体験入園 未就園児を体験入園に招待します。 9月27日 賀来幼稚園 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

693 大分市 園内運動会 園内運動会の様子を公開します。 10月15日 賀来幼稚園 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

694 大分市 オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月4日 賀来幼稚園 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

695 大分市 オープンスクール
日常の保育の様子（保育所のらいおん組をハーモニーランド
ごっこに招待する）を公開します。

11月9日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939

696 大分市 ふれあいひろば 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月10日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939

697 大分市 ファミリーＰＴＡ 家族や地域の方を招待し小学校と共に音楽発表会をします。
10月28日～

10月29日
宗方小学校体育館

宗方幼稚園        宗方小
学校

無料 097-541-4949

698 大分市
子育てサロン
「そうだキッズ」

未就園児が在園児や地域の方と交流します。
10月28日

11月11日,25日
寒田幼稚園 寒田幼稚園 無料 097-568-7910

699 大分市 ふれあいPTA 親子お茶会の様子を公開します。 11月1日 寒田幼稚園 寒田幼稚園 無料 097-568-7910

700 大分市 オープンスクール ハーモニーランドごっこに招待します。 11月24日 寒田幼稚園 寒田幼稚園 無料 097-568-7910

701 大分市 芸能文化祭 リズム表現をし、参加します。 11月6日 大在公民館 大在芸能文化協会 無料 097-592-0217

702 大分市 オープンスクール ハーモニーランドごっこ遊びに招待します。 11月10日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217

703 大分市 ふれあいＰＴＡ 保育参観及び手品・腹話術を親子で観ます。 11月5日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491

704 大分市 オープンスクール ハーモニーランドごっこ遊びに招待します。 11月21日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491
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705 大分市 ふれあいPTA 地域の方と、親子で木工遊びをします。 10月22日 佐賀関幼稚園 佐賀関幼稚園 無料 095-575-0444

706 大分市 オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月17日 佐賀関幼稚園 佐賀関幼稚園 無料 095-575-0444

707 大分市 オープンスクール 園内運動会に招待します。 10月15日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

708 大分市 オープンスクール 「こども園ハーモニーランド」ごっこに招待します。 11月22日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

709 臼杵市 授業公開 臼杵高校の日頃の授業の様子を公開します
10月24日～

11月4日
臼杵高校各教室 臼杵高等学校 無料 0972-62-5145

710 臼杵市 運動会 地域の方々も競技に参加していただく。運動会 9月25日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

711 臼杵市 土曜ふれあい学校 学校公開日と親子ネットモラル講座 10月1日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

712 臼杵市 人権講演会
臼杵南小学校・南中学校・保護者・地域の方々を対象にした
人権講演会

10月3日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

713 臼杵市
ふれあい南っ子まつ
り・特認校見学会

新要流棒術の発表 11月6日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030
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714 臼杵市 ふれあい南っ子まつり 地域の方々を招いての学習発表会・感謝祭 11月6日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

715 臼杵市 土曜ふれあい学校 公開授業とＰＴＡ研修部主催の講演会 10月15日 海辺小学校 海辺小学校 無料 0972-62-3604

716 臼杵市 学校祭 一般公開･実演･実習製品等販売を行う文化祭 11月12日 海洋科学校 海洋科学校 無料 0972-63-3678

717 臼杵市 ふれあい祭り 餅つき大会、感謝の日（感謝の言葉、学習発表） 11月13日
上北小学校、体育館・校
庭

上北小学校 無料 0972-62-2413

718 臼杵市 学校公開
全学年アクティブラーニングをベースにした授業を公開しま
す。

10月11日 川登小学校 川登小学校 無料 0974-32-3186

719 臼杵市 土曜ふれあい綱引き
今年度の体力づくりは、綱引きをメインに取り組んでいます。
その成果発表の一つとして実践します

10月15日 川登小学校 川登小学校 無料 0974-32-3186

720 臼杵市 川登和紙づくり教室
長い歴史をもつ、川登和紙について地域の指導者から製法
を学びながら世界に1枚の紙を漉きあげます。

11月26日 川登小学校 川登小学校 無料 0974-32-3186

721 臼杵市 持久走大会
地域や保護者から声援を受け、初冬の川登校区を力走する
児童のがんばりに注目です。

12月3日 川登小学校 川登小学校 無料 0974-32-3186

722 臼杵市 土曜ふれあい学校 グランドゴルフ大会 11月5日 佐志生小学校 佐志生小学校 無料 0972-68-3920

723 臼杵市
ふれあい収穫祭(学校
公開日)

公開授業の後、もち米の収穫を祝って餅つきを行う。あわせ
て、もち米の販売もＰＴＡが行います。

11月9日 下ノ江小学校
下ノ江小学校
下ノ江小ＰＴＡ

無料 0972-67-2209

724 臼杵市 下南小学校相撲大会 学校敷地内の土俵にて、相撲大会を実施 10月14日 下南小学校 下南小学校 無料 0972-62-2875

725 臼杵市 ふれあい参観日 親子スポーツ大会を実施 11月5日 下南小学校 下南小学校ＰＴＡ 無料 0972-62-2875

726 臼杵市
下北っ子ふれあい行
事

地域・保護者が連携して囲碁ボールなどをする 11月12日 下北小学校 下北小ＰＴＡ 無料 0972-62-3509

727 臼杵市 秋季大運動会 子供たちの日頃の体育活動を公開 9月24日 下北小学校 下北小学校 無料 0972-62-3509

728 臼杵市 秋季大運動会 子どもたちの日頃の体育活動を公開 9月24日 下北小学校運動場 下北小学校 無料 0972-62-3509

729 臼杵市 土曜ふれあい学校 日頃の授業の様子を公開 11月5日 下北小学校 下北小学校 無料 0972-62-3509

730 臼杵市 土曜ふれあい学校 日頃の授業の様子を公開 11月5日 下北小学校 下北小学校 無料 0972-62-3509

731 臼杵市
下北っ子ふれあい行
事

地域の保護者が連携して囲碁ボールなどを行う 11月12日 下北小学校 下北小学校 無料 0972-62-3509

732 臼杵市 文化祭 ステージ発表、合唱、作品展示などをします。 11月20日 野津中学校体育館 野津中学校 無料 0974-32-2039

733 臼杵市 交通安全教室 自転車の正しい乗り方と交通安全について 9月3日 東中 東中 無料 0972-62-9195

734 臼杵市 秋季大運動会 運動会の競技の中に敬老競技や親子競技がある 9月17日 東中 東中 無料 0972-62-9195

735 臼杵市 文化祭 文化祭でステージ発表や合唱コンクールがある 11月20日 東中 東中 無料 0972-62-9195
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736 臼杵市 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 日頃の授業の様子を公開 11月5日 豊洋中学校 豊洋中学校 無料 0972-67-2003

737 臼杵市 文化祭
生徒の舞台発表・合唱・制作展示、保護者や地域の舞台発
表や制作展示等の予定

11月19日 豊洋中学校 豊洋中学校 無料 0972-67-2003

738 臼杵市 文化祭 南中学校の文化祭 11月19日 南中学校 南中学校 無料 0972-65-3223

739 臼杵市 原木伐採
炭焼き活動に使用する原木を生徒・保護者や地域の方を対
象の協力を経て伐採する

11月27日 南中学校 南中学校 無料 0972-65-3223

740 臼杵市
南野津ふれあい囲碁
ボール大会

・児童を地域の方が一緒になって10人1チーム組む
・チームごとに記念撮影と感想発表

11月5日 南野津小学校体育館
南野津小学校・南野津校
区健全育成会

無料 0974-32-2151

741 臼杵市 寺子屋まつり
・全児童による学習発表会　　・ＡＰＵとの交流
・バザー　　　　・作品や神楽等の鑑賞

10月23日 南野津公民館
南野津地域振興協議会
(寺子屋ん会)

無料
0972-32-3333(公民館長)
0972-32-2151(南野津小学校)

742 臼杵市 運動会 新要流棒術の発表 9月25日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

743 津久見市 青江小まつり ゲームや出店で学校と地域がふれ合います。 11月5日 青江小学校 青江小学校 0972-82-2054

744 津久見市 スクールミュージアム 大分県所蔵の芸術品を一般公開。 11月21日 第一中学校 大分県教育委員会 無料 0972-82-5161

745 津久見市 家族参観日 授業公開・子育て講演会 9月3日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

746 津久見市 秋季大運動会 学校行事としての運動会 10月1日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

747 津久見市 第2回学校公開日 午前中、日頃の授業や学校生活の様子を公開 11月8日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

748 津久見市 文化祭 合唱コンクール　演劇　美術作品展示 10月29日 第一中学校 第一中学校 無料 0972-82-5161

749 津久見市 おにぎりの日 給食でおにぎりをつくる。食育推進。 11月1日 第一中学校 第一中学校 無料 0972-82-5161

750 津久見市 お弁当の日 自分で弁当をつくる。食育推進。 11月7日 第一中学校 第一中学校 無料 0972-82-5161

751 津久見市 公開授業ウィーク 地域・保護者への公開授業
10月17日～

10月21日
第一中学校 第一中学校 無料 0972-82-5161

752 津久見市 食育講演会 柴田真佑氏の講演会。食育推進。 11月5日 第一中学校 第一中学校PTA研修部 無料 0972-82-5161

753 津久見市 オープンスクール
１週間にわたり、保護者や地域の方に学校を公開し、日常の教育
活動を参観してもらうことにより、地域の学校教育への関心を高め
る機会とする。

11月5日～
11月11日

第二中学校 第二中学校 無料 0972-82-2260

754 津久見市 給食試食会 給食試食及び給食見学 10月24日 千怒小学校 千怒小学校 0972-82-2057 12:15-1300

755 津久見市 学校公開 日頃の授業を見学 11月5日 千怒小学校 千怒小学校 無料 0972-82-2057 8:45-11:30

756 津久見市 第２回体験入学会 中学３年生を対象に学校を紹介　体験講座等の実施 11月5日 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

757 津久見市
津久見高校第１回授
業研究会

研究授業公開（４教科の予定） 11月15日 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126



おおいた教育の日普及期間の取組

番号 市町村 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

758 津久見市 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11/14～18 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

759 津久見市 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 11月5日 津久見小学校 津久見小学校 無料 0972-82-5201

760 津久見市 小・中合同文化祭 小学生・中学生合同で文化祭を開催する。 11月5日 保戸島中学校体育館 保戸島小・中学校 無料 0972-87-2002

761 津久見市 運動会 小・中・地域合同の運動会 10月8日 保戸島小グラウンド 保戸島小・中学校 無料 0972-87-2046

762 津久見市 文化祭 小・中・地域合同の文化祭 11月5日 保戸島中体育館 保戸島小・中学校 無料 0972-87-2046

763 津久見市 合同運動会 小学生・中学生・地域合同で運動会を開催する。 10月8日 保戸島小学校運動場 保戸島小中学校 無料 0972-87-2002

764 津久見市 学校公開日 地域の方に授業を公開 9月5日 保戸島中学校 保戸島中学校 無料 0972-87-2046

765 由布市 ふるさとまつり 学習発表会及び地域の方々のステージ 11月20日 阿蘇野小学校 阿蘇野小学校 無料 097-585-1421

766 由布市 幼稚園公開日 日頃の園の様子を公開 11月2日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757

767 由布市 小運動会 大運動会に向けてのリハーサル 9月13日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

768 由布市 秋季大運動会 秋季大運動会 9月18日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

769 由布市 授業公開 １・２校時の授業を自由に参観 10月31日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

770 由布市 授業公開 １・２校時の授業を自由に参観 11月2日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

771 由布市 ふれあいＰＴＡ 親子ふれあいＰＴＡの活動を自由に参観 11月9日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

772 由布市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開。 11月11日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329

773 由布市 文化発表会 弁論大会（国語・英語）・吹奏楽発表・合唱コンクール 10月29日 東庄内小学校体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014

774 由布市 学校公開 学校公開ウィーク 10月31日 庄内中学校 庄内中学校 無料 097-582-0014

775 由布市 学校公開 学校公開ウィーク 11月2日 庄内中学校 庄内中学校 無料 097-582-0014

776 由布市 小運動会 園公開 9月13日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097‐583‐0161

777 由布市 大運動会 園公開 9月18日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097‐583‐0161

778 由布市 園公開 園公開 10月31日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097‐583‐0161

779 由布市 園公開 園公開 11月2日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097‐583‐0161



おおいた教育の日普及期間の取組
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780 由布市 ふれあいＰＴＡ 園児・保護者・地域の方との交流 11月6日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097‐583‐0161

781 由布市 ふれあいＰＴＡ
授業公開と体験活動（幼稚園をふくむ全校児童と保護
者・教職員）

11月5日 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

782 由布市 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月下旬 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

783 由布市 ふれあいＰＴＡ 日頃の保育の様子を公開 11月5日 谷幼稚園 谷幼稚園 無料 097-583-3966

784 由布市 研究授業 研究授業 10月28日 ３／４年教室 塚原小学校 無料 0977-85-4141

785 由布市 学校公開日 普段の授業 11月2日 各教室 塚原小学校 無料 0977-85-4141

786 由布市 研究授業 研究授業 11月22日 ４／５年教室 塚原小学校 無料 0977-85-4141

787 由布市 学校公開日 日頃の学習の様子を公開・3年生学年PTA実施 11月2日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

788 由布市 園公開日 日頃の保育の様子を公開 11月2日 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

789 由布市 新入園児体験保育 入園対象年齢のお子さんと一緒に遊びます 10月下旬 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

790 由布市 祖父母参観日 祖父母と共に、もちつきをしてお餅を食べる
10月下旬か

11月上旬
西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

791 由布市 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 11月8日 挾間小学校 挾間小学校 無料 097-583-0029

792 由布市 文化祭 学校生活における様々な文化的活動の発表会 11月3日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

793 由布市 授業公開 日頃の授業の様子を公開 11月7日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

794 由布市 授業公開 日頃の授業の様子を公開 11月8日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

795 由布市 なかよし運動会 みんなで楽しむ運動会 10月1日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

796 由布市 園公開 未就園児の体験保育 10月7日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

797 由布市 芋掘り収獲祭 園児・保護者・地域の方とのふれあい交流 11月4日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

798 由布市 ふれあい参観 祖父母を中心とした幼稚園公開日 11月11日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

799 由布市
授業公開
ゆふっ子まつり

授業参観、講師の方の技術にふれ文化を学ぶ。 11月8日 由布院小学校 由布院小学校 無料 0977-84-2031

800 由布市 文化祭
全校生徒による合唱や日頃の学習成果の発表の場を保護
者･地域の方に公開する。

11月3日 湯布院中学校体育館 湯布院中学校 無料 0977-84-2026

801 由布市 なかよし運動会 園児・保護者・地域で運動会 10月8日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038
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802 由布市
餅つき・祖父母参観
日・歌のコンサート

園児祖父母・保護者・地域との交流 11月11日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

803 由布市 芋掘り収穫祭 地域とのふれあい交流 10月下旬 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

804 由布市 未就園児体験保育 園児・保護者・地域との交流 10月予定 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

805 由布市 焼きいもパーティ 地域とのふれあい交流 11月上旬 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

806 由布市
ふれあいＰＴＡ（学
校公開日）

地域・保護者による授業 10月28日 由布川小学校 由布川小ＰＴＡ 無料 097-583-0751

807 由布市
ダンボールハウス
キャンプ

親子でダンボールを使って家や基地づくりをする。希望
で一晩泊まることもできる。

11月5日～
11月6日

由布川小学校 由布川小ＰＴＡ 無料 097-583-0751

808 由布市 なかよし運動会 園行事「親子運動会」を開催 10月16日 由布川幼稚園・園庭 由布川幼稚園 無料 097-583-5375

809 由布市 未就園児体験保育 来年度入園希望者が親子で来園し、在園児と遊ぶ 10月29日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-5375

810 由布市 祖父母参観 在園児の祖父母が来園し一緒に遊ぶ 11月 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-5375

811 由布市
由布高等学校振興大
会

本校学校説明，郷土芸能部演舞，パネルディスカッションなど 10月15日 はさま未来館
由布高等学校振興協議
会

無料
由布市学校教育課
0977-84-3111

812 由布市 かわにし文化収穫祭 育てた菊を飾り、出し物披露。６年生が、出店。 11月6日 川西公民館 川西公民館 無料 0977-84-5022

813 由布市 長宝祭201６ 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月19日 大分県立由布支援学校 大分県立由布支援学校 無料 097-582-0326

814 由布市
2016年度金融教育公
開授業in大分

商業科の公開授業、翻訳家、タレントのダニエル・カール氏の
講演会

11月2日
由布高等学校

金融広報中央委員会
大分県金融広報委員会
大分県立由布高等学校

無料

大分県金融広報委員会 TEL:097-533-
9116
大分県立由布高等学校 TEL:097-582-
0244

先着順100名程
度

815 佐伯市
第２４回大分県産業教育
フェア～大分さんフェア２
０１６～

県内の専門教科を学ぶ高校生が、日頃の学習成果を披露し
ます。

10月29日 佐伯豊南高校
大分県産業教育振興会
大分県教育委員会

無料 0972-22-2361

816 佐伯市
佐伯支援学校
ふれあい展示会

本校の紹介パネル（授業・行事）と児童生徒作品を展示しま
す

11月１日～
 11月７日

トキハインダストリー佐伯
店　1Ｆ　フード広場

大分県立佐伯支援学校 無料 0972-28-3144

817 佐伯市 文化公演会 演劇鑑賞 9月29日 佐伯文化会館 佐伯鶴城高等学校 無料
佐伯鶴城高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
0972-22-3101

818 佐伯市 グローバル講演会
本校の卒業生である爵大山（じゃく　おおやま）氏をお招きし
て海外企業をより身近な者と捉え、国際的視野を広げる。

10月14日 佐伯鶴城高等学校 佐伯鶴城高等学校 無料
佐伯鶴城高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
0972-22-3101

819 佐伯市
鶴城オープンハイス
クール

授業公開・校舎内外の見学
10月19日～

10月21日
佐伯鶴城高等学校 佐伯鶴城高等学校 無料

佐伯鶴城高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
0972-22-3101

820 佐伯市 鶴城際文化の部 文化祭
9月8日～

9月9日
佐伯文化会館
佐伯鶴城高等学校

佐伯鶴城高等学校 無料
佐伯鶴城高等学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
0972-22-3101

821 佐伯市 紫豊祭　体育の部
三つの団に分かれて競い合います。今年からパネルによる
人文字を披露します。

10月14日 佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

822 佐伯市
１年総合学科｢産業社会と
人間｣ジュニアインターン
シップ

佐伯市内の各事業所で、１日の職場体験を実施します。 11月11日 終日各事業所 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

823 佐伯市 紫豊祭　文化の部
クラス展示やビデオ・演劇・ダンス等のステージ発表、各文化
部の成果を発表します

10月12日～
10月13日

佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361
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824 佐伯市
学習発表会・佐小っ子
まつり

保護者や地域の方を招いて、午前中は「学習発表会」午後は
「子どもまつり」を行います。

11月5日
佐伯小学校
学習発表会～体育館
佐小っ子まつり～学校全体

佐伯市立佐伯小学校 無料 電話(0972)23-0253 9:00～12:00学習発表会13:30
～15:30佐小っ子まつり

825 佐伯市 東っ子まつり 授業公開と保護者・地域の方々とのふれあい活動 11月5日 佐伯東小学校 佐伯東小学校 無料 (0972)23-0481

826 佐伯市 島っ子祭り 学習発表、ふれあいゲーム 11月5日 大入島小学校 大入島小学校 無料 0972-23-1598

827 佐伯市 八幡小祭り
学習発表会、児童やボランテイア団体によるゲームや工作、
読み聞かせなどのコーナー

11月23日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0972ｰ27ｰ8004

828 佐伯市
学校公開日(下小教育
の日）

授業参観と学習発表 10月23日 下堅田小学校 下堅田小学校 無料 0972-23-1535

829 佐伯市 明治小まつり 学習発表会 11月5日 明治小学校 無料 0972-46-0010

830 佐伯市 学校公開日
学習発表会（1,2年生）
上野小祭り（全校がたてわり班毎にお店を出し　　地域の
方々と交流します。）

11月9日 上野小学校 上野小学校 無料 0972-46-0078

831 佐伯市 子ども祭り 学習発表会、昔の遊び体験、講演会 11月5日 佐伯市立切畑小学校 佐伯市立切畑小学校 無料 0972-46-0032

832 佐伯市 本匠小中合同文化祭 小中学校の児童生徒の学習の成果を発表します。 10月30日 本匠中体育館
本匠小学校
本匠中学校

無料 0972-56-5009

833 佐伯市 子ども祭り 手作りの出店 11月5日 直川小学校 直川小学校 無料 0972-58-2001

834 佐伯市 能を楽しむ会 能面鑑賞、能の動き体験、能の鑑賞 11月8日 直川小中体育館 直川小学校 無料 0972-58-2001

835 佐伯市 学校公開日 日常の授業公開 10月25日 佐伯市立松浦小学校 佐伯市立松浦小学校 無料 0972-33-0163

836 佐伯市 松小まつり 児童のお店・クラブ活動作品展示・舞台発表 10月30日 佐伯市立松浦小学校 鶴見文化協会 無料 0972-33-0163

837 佐伯市 鶴見ふる里文化祭 鶴見地区文化祭に児童作品展示 11月5日 鶴見地区公民館 鶴見文化協会 無料 0972-33-1111

838 佐伯市 鶴見ふる里文化祭 鶴見地区文化祭に児童作品展示・舞台発表 11月6日 鶴見地区公民館 佐伯市立松浦小学校 無料 0972-33-1111

839 佐伯市 米水津ふるさと文化祭 地区行事と学校行事を重ねて実施。学習発表会 11月13日 米水津公民館 米水津公民館 無料
米水津小学校
0972-36-3880

ステージ発表の一部に
児童の学習発表あり

840 佐伯市 上小まつり 午前中は公民館で餅つき、午後は学校で子どもまつり 11月26日
畑野浦公民館
上入津小学校

畑野浦公民館、上入津
小学校共催

無料 0972-45-0009

841 佐伯市 ふれあい祭り
児童の学習発表の他、保護者の催し物や地域の方とのふれ
あい交流を実施します。

10月30日 楠本小学校 楠本小学校 無料 0972-45-0669

842 佐伯市
閉校記念西浦小ふれ
あい祭り

学習活動の発表・地域の方とのふれあい 11月5日 西浦小学校体育館
西浦小学校
西野浦公民館

無料 0972-43-3292

843 佐伯市 河内っ子祭り ４つの縦割り班による出店 11月5日 河内小学校 河内小学校 無料 0972-43-3214

844 佐伯市 名小まつり 学習の成果を保護者や地域の方に披露する 10月30日
佐伯市立名護屋小学校
体育館

佐伯市立名護屋小学校 無料 0972-44-0004

845 佐伯市 おいもまつり
地域の方々と一緒に、郷土料理の芋もちづくりと学習発表を
おこなう。

11月3日
佐伯市立名護屋小学校森
崎分校　2階ホール

佐伯市立名護屋小学校
森崎分校

無料 0972-44-0071
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846 佐伯市 文化祭 生徒の発表・作品展示・昼食は「弁当の日」 10月29日 佐伯城南中学校 佐伯城南中学校 無料 0972-23-0708

847 佐伯市 文化祭 弁論、合唱、総合芸術、各教科の作品展示等 11月6日 彦陽中学校 彦陽中学校 無料 0972-27-8131

848 佐伯市 文化祭 弁論・合唱・芸能等の発表と作品展示（当日は「弁当の日」） 11月3日 佐伯市立昭和中学校 佐伯市立昭和中学校 無料 0972-46-0080

849 佐伯市 本匠中学校文化祭
学習成果をステージ発表や展示で紹介します。幼・小・中学校の発
表を地域の皆様にも見に来ていただきます。

10月30日 本匠中学校体育館 佐伯市立本匠中学校 無料 0972-56-5004

850 佐伯市 文化祭 総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、劇等 11月3日
宇目緑豊中学校
体育館

佐伯市立
宇目緑豊中学校

無料 0972-52-1016

851 佐伯市 直川中学校文化祭 学習成果をステージ発表や展示で紹介します。 11月5日 直川中学校体育館 直川中学校 無料 0972-58-2009

852 佐伯市 文化祭 文化的活動の発表（ステージ発表と展示発表） 11月6日 米水津中学校体育館 佐伯市立米水津中学校 無料 0972-35-3200

853 佐伯市 文化祭 各教科のステージ発表や作品発表（展示） 11月3日
佐伯市立蒲江翔南中学
校体育館

佐伯市立蒲江翔南中学
校

無料 0972-42-5800

854 佐伯市 緑豊小祭り
もちつき・学年の催し物を通して，地域とのふれあいをふかめ
る。

11月6日 宇目緑豊小学校 宇目緑豊小学校 無料 0972-52-5151

855 佐伯市
蒲小まつり（学校公
開）

児童のお店活動と観劇会で地域の方と交流をはかります。 11月5日 佐伯市立蒲江小学校 佐伯市立蒲江小学校 無料 0972-42-0014

856 佐伯市
鶴谷中学校　文化祭
開幕式

文化祭の開幕に関わり、壁画等の公開 10月31日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

857 佐伯市
鶴谷中学校　文化祭
展示公開

文化祭に関わり、作品の展示公開を行う。
10月31日～

11月2日
鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

858 佐伯市 鶴谷中学校　文化祭 合唱発表、ステージ発表等 11月3日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

859 佐伯市 文化祭 総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、劇等 11月13日 鶴見地区センター 鶴見中学校 無料 0972-33-0100

860 佐伯市 文化祭 日常の学習活動の発表、舞台・展示発表など 10月29日 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009

861 佐伯市 学校公開日 授業公開・児童会行事(ギネス大会) 11月5日 渡町台小学校 渡町台小学校 無料 0972-23-6318

862 佐伯市 鶴小まつり 児童がお店を開き、地域の方々と交流する 11月18日 鶴岡小学校 鶴岡小学校 無料 0972-23-0267

863 佐伯市 上小祭り 児童の学習成果の発表 11月5日 上堅田小学校 上堅田小学校 無料 0972-23-4376

864 佐伯市 ふれあい集会
地域の高齢者の方と一緒に遊び、交流を深めます。
今年度は被災地研修の報告も行います。

11月17日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032

865 佐伯市 文化祭
ステージ部門、展示部門にて文化的取組発表
開校30周年記念にグランドにて人文字作成

11月3日 佐伯南中学校体育館・他 佐伯市立佐伯南中学校 無料 0972-23-1536
雨天時人文字撮
影日程変更

866 佐伯市 開校30周年記念行事 記念式典、記念講演会（嘉風関）、記録写真展示 12月3日 佐伯南中学校体育館・他 佐伯市立佐伯南中学校 無料 0972-23-1536

867 竹田市 授業公開・人権講演会
授業公開及び人権講演会を行い、親子で人権について学び
ます。

11月5日 荻小学校各教室・体育館
荻小学校・荻小学校ＰＴ
Ａ

無料 0974-68-2006
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868 竹田市 公開研究会
協調学習３年次研究発表会を公開して，保護者・地域の方に
参観を呼びかける。

10月20日 久住小学校 久住小学校 0974-76-0019

869 竹田市 授業公開日
日頃の授業の様子を保護者・地域の方に参観してもらいま
す。

11月15日 久住小学校 久住小学校 0974-76-0019

870 竹田市 図書館まつり
読書モリモリ月間の取り組みで本のよさや読書の楽しさを伝
える。

11月17日 久住小学校 久住小学校 0974-76-0019

871 竹田市 稲刈り体験 5年生が5月に植えたもち米を稲刈りをして収穫する。 10月下旬 久住小学校作付水田 久住小学校 0974-76-0019

872 竹田市 校内日本語弁論大会 各学年の代表による日本語弁論 10月22日 久住中学校 久住中学校 無料 0974-76-0049

873 竹田市 校内文化祭 生徒の演劇・合唱の発表と教科展示 11月23日 くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049

874 竹田市
竹田市日本語弁論大
会

市内中学生による日本語弁論 11月29日 久住中学校 久住中学校 無料 0974-76-0049

875 竹田市
着ぐるみ人形劇公演
会

劇団バクの着ぐるみ人形劇を市内の幼児・児童に観賞しても
らう。

11月22日 社会福祉総合センター
市内公立幼稚園ＰＴＡ連
合会

0974-63-1081

876 竹田市 チャレンジ大会 器械運動（跳び箱等）の学習発表を行う。 10月19日 白丹小学校 白丹小学校 無料 0974-76-1151

877 竹田市
家族オリエンテーリン
グ

家族で校区を歩き、地域の自然や文化に親しむ 11月6日 白丹小学校 白丹小学校 無料 0974-76-1151

878 竹田市 大運動会 運動会 10月1日 竹田南高校グランド しらゆり幼稚園 0974-63-2223

879 竹田市 芋掘り集会 園児と地域の方との交流(サツマイモ掘りと収穫祭） 11月上旬 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 0974-63-2223

880 竹田市 祖父母学級 授業公開、祖父母の方々とのふれあい活動等 10月25日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

881 竹田市 ゴミ０大作戦 地域のゴミ拾い、清掃活動 11月5日
菅生小学校運動場
菅生地区

菅生小学校 無料 0974-65-2221

882 竹田市
文化芸術による子ども
の育成事業

汎マイム工房によるパントマイムの児童参加型本公演 10月27日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

883 竹田市
瀧廉太郎を偲ぶ音楽
祭

市内の幼稚園・小学校・中学校・支援学校による演奏発表会 11月1日 竹田中学校
竹田教育振興協議会

無料 0974-68-2012

884 竹田市
竹田市日本語弁論大
会

市内中学生による日本語の弁論大会 11月29日 久住中学校
竹田教育振興協議会

無料 0974-68-2012

885 竹田市 中学生体験入学 中学３年生の生徒及び保護者への学校紹介 9月22日 竹田高校 竹田高校 無料 0974-63-3401

886 竹田市 強歩大会 本校の強歩大会（1年～3年生対象）を実施 11月18日 竹田高校 竹田高校 無料 0974-63-3401

887 竹田市 公開授業 日頃の授業及び研究授業（6限）を公開
10月14日
10月21日

竹田高校 竹田高校 無料 0974-63-3401

888 竹田市
第68回画聖「田能村竹田」
先生をしのぶ美術祭 小中高校生の絵画、書道の特賞作品の展示

①10月29～11月3日
②11月15日～11月

20日

①久住公民館
②市民ギャラリー水琴館

竹田市・竹田市教育委員
会

0974-63-4817

889 竹田市
第70回瀧廉太郎記念全日
本高等学校声楽コンクール 全国から高校生が集う声楽コンクール 10月14～16日 くじゅうサンホール

竹田市・竹田市教育委員
会・瀧廉太郎記念音楽祭実
行委員会

0974-63-4817
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890 竹田市 げんきまつり 地域交流を兼ねた体育発表会 9月25日
竹田支援学校
グラウンド

竹田支援学校 無料 0974-63-0722

891 竹田市 なかよしまつり 地域交流を兼ねた学習発表会 10月23日
大分県立竹田支援学校
体育館

竹田支援学校 無料 0974-63-0722

892 竹田市 地域ふれあい作品展 授業の様子や制作した作品、絵画等の紹介
10月28日～

11月4日
サンリブ竹田店 竹田支援学校 無料 0974-63-0722

893 竹田市 地域ふれあい作品展 授業の様子や制作した作品、絵画等の紹介
10月7日～
10月14日

大分銀行竹田支店 竹田支援学校 無料 0974-63-0722

894 竹田市 なかよしようちえん 竹田・南部・直入3園の園児並びに保護者の交流会 11月11日
直入Ｂ＆Ｇ体育館・直入
公民館

竹田市公立幼稚園会 0974-63-1084

895 竹田市
竹田市中学校駅伝競
走大会

市内全中学校参加の駅伝大会 10月25日
久住高原クロスカントリー 日本
一のマラソン練習コース 竹田市中学校体育連盟 無料 0974-63-1070

896 竹田市
大分県中学校駅伝競
走大会

県内各郡市の代表参加の駅伝大会
11月4日（開会

式）
11月5日（競

久住高原クロスカントリー 日本
一のマラソン練習コース 竹田市中学校体育連盟 無料 0974-63-1070

897 竹田市 親子ウォークラリー
郷土の文化や歴史を親子でウォークラリーをしながら学びま
す。

10月16日 竹田小学校～市街地 竹田小学校ＰＴＡ 無料 a56010@oen.ed.jp

898 竹田市 蛍雪祭（文化祭） 演劇・展示・合唱・演奏など文化的活動の発表 11月20日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

899 竹田市 校内文化祭 各学年による演劇、合唱、教科展示等 11月19日 竹田南部中学校体育館 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072

900 竹田市 いもほり
園児と上鹿口老人クラブの方々によるさつまいもの
収穫

１１月上旬 竹田市上鹿口の畑 竹田幼稚園 0974-63-1081

901 竹田市 親子バスえんそく 園外で子ども、親、教師の親睦を深めます 10月4日 うみたまご
竹田幼稚園
南部幼稚園

0974-63-1084

902 竹田市 巡回公演 音楽劇「イソップランドの動物たち」の上演 10月20日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0974-63-1063

903 竹田市
ユニバーサルデザイン
出前授業

ユニバーサルデザインに係る講演会・体験 10月25日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0974-63-1063

904 竹田市 親子人権講演会 人権についての講演会 10月1日 豊岡小学校 豊岡小学校・ＰＴＡ 無料 0974-63-1063

905 竹田市 ＰＴＡふれあいレク 家族のふれあい活動（軽スポーツ） 11月5日 豊岡小学校 豊岡小学校・ＰＴＡ 無料 0974-63-1063

906 竹田市 ふれあい学級 授業公開、地域の方々や祖父母との交流活動 11月2日 直入小学校 直入小学校 無料 0974-75-2250

907 竹田市 なおいりの森植樹活動 親子で植樹活動 11月12日 直入町長湯下野 直入小学校 無料 0974-75-2250

908 竹田市
ふるさと直入プロジェク
ト発表会

総合的な学習の時間「ふるさと直入」について，縦割り班で調
査・研究したことの発表会

10月12日 直入中学校 直入中学校 0974-75-2260

909 竹田市 文化祭 演劇，合唱，弁論，作品展示など 11月20日 直入中学校体育館 直入中学校 0974-75-2260

910 竹田市 親子バスえんそく 園外で子ども、親、教師の親睦を深めます 10月6日 別府ラクテンチ 直入幼稚園 0974-75-2230

911 竹田市 祖父母参観日 昔ながらの伝承あそびを祖父母と楽しむ 10月28日 直入幼稚園 直入幼稚園 0974-75-2230
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912 竹田市
芋掘り・触れあい収穫
祭

君ケ園老人クラブの人たちと芋掘りや交流会で親睦を深め
る。

１１月上旬
南部幼稚園周辺芋畑、南
部幼稚園

直入幼稚園 0974-75-2230

913 竹田市 ふれあいフェスタ ふれあい授業公開・ふれあいバザー 10月16日 南部小学校 南部小学校 無料 0974-63-1064

914 竹田市 友情の蛍答礼訪問 別府重度障害者センターの方と交流会 11月10日 南部小学校 南部小学校 無料 0974-63-1064

915 竹田市
第25回入田地区合同
文化祭

地域の文化祭に児童が参加　児童の学習発表等 11月19日 祖峰小学校体育館
入田地区社会福祉協議
会

入田分館
0974-62-2955

916 竹田市 先哲講座 先哲資料館の研究員の方を招へいし講演会を実施します。 9月26日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

917 竹田市 黒岳清掃登山 九重連山の１つである黒岳に全校生徒で清掃登山します。 10月28日 黒岳 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

918 竹田市 学園祭
農業科に関する展示ならびに本校農場で生徒たちが栽培・加工し
た物品の販売等をおこないます。また、ＰＴＡや同窓会によるバザー
等も実施します。

11月13日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

919 竹田市 学校開放
本校生徒たちの教室や農場での授業や実習を自由に参観で
きます。

11月23日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

920 竹田市 校内弁論大会 各学年代表による弁論大会 11月中旬 緑ヶ丘中体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0974-68-2012

921 竹田市 文化祭 演劇・合唱・弁論等の発表、絵画・教科展示等 11月20日 緑ヶ丘中体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 0974-68-2012

922 竹田市 音楽発表会 緑ヶ丘中生徒と荻小児童の合同音楽発表会 10月28日 荻小学校体育館
緑ヶ丘中学校生徒会・荻
小学校児童会

無料 0974-68-2006

923 竹田市
宮城台小学校30周年記念
行事
敬老福祉・食彩祭

・地域の方や来賓を招いて、30周年記念式典を行い、その後、学習発表会を行います。
・地域の方や保護者と餅つきを行い、食彩祭に参加し、お餅を敬老者に配布します。 10月30日

宮城台小学校
体育館・ランチルーム

宮城台小学校
宮城地区社会福祉協議会
宮城地区自治会

宮城台小学校
0974-66-2053

924 竹田市 親子人権学習会 車イスレーサー（2名）の方の講演と体験交流 10月1日 都野小学校 都野小ＰＴＡ 無料
a56700@oen.ed.jp
TEL0974-77-2003

925 竹田市 大船っ子集会 児童・生徒による合唱・合奏の発表会 10月28日 都野小学校 都野小中学校 無料
a56700@oen.ed.jp
TEL0974-77-2004

926 竹田市
開校７０周年記念行事都野
中学校文化祭

室内四弦楽演奏会
各学年による劇や合唱の発表、教科作品の展示

11月23日 都野中学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

927 竹田市 城原っ子フェステｨバル
栽培した米・イモの収穫祭及び学校応援地域ボランティアに
感謝する会

11月18日 城原小学校体育館・教室 城原小学校 無料 0974-66-2013

928 竹田市 南高祭 文化祭 11月3日 竹田南高等学校 竹田南高等学校 0974-63-3223

929 豊後大野市 大分版ロングテーブル 食育推進のため、共食の機会を提供します。 11月19日予定 未定 大分県
http://www.pref.oita.jp/site/syoku
iku/list20463-21708.html

*詳細は10月中
旬に決定

930 豊後大野市
大分農大ＧＡＰ公開講
座

学生や一般農業者を対象にGAPについて説明 11月21日
大分県立農業大学校視
聴覚教室

大分県立農業大学校 無料
http://www.pref.oita.jp/site/140/
0974-22-7582

931 豊後大野市
創立５０周年記念農大
祭

教育･研究内容の展示・生産物販売・模擬店等 11月12日
大分県立農業大学校グラ
ウンド

大分県立農業大学校及び大
分県立農業大学校学生会 無料

http://www.pref.oita.jp/site/140/
0974-22-7582

932 豊後大野市
森林ふれあい体験事
業

市の農林振興課と森林組合が共催の「森林体験事業」で植
樹を行う。

10月16日 菅尾小学校 菅尾小学校 無料 0974-22-0374

933 豊後大野市
祖父母・ふれあいクラ
ブとの交流会

祖父母や地域の方々に学校を公開し、楽しく交流し合う 11月15日 菅尾小学校 菅尾小学校 無料 0974-22-0374
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934 豊後大野市 地域ふれあい作品展 授業の様子や制作した作品、絵画等の紹介
９月２９日～

１０月５日
大分銀行三重支店 竹田支援学校 無料 0974-63-0722 特になし

935 豊後大野市 いのちの講演会
AIDSを題材に生命の大切さについて考えます。（講師：谷口
久枝氏）

11月1日 三重総合高校体育館 三重総合高校 無料 0974-22-5500

936 豊後大野市 収穫感謝祭 生物環境科生徒の生産物を販売します。 11月23日 三重総合高校 三重総合高校 無料 0974-22-5500

937 豊後大野市 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月17～
10月21日

三重総合高校 三重総合高校 無料 0974-22-5500 要予約

938 豊後大野市 中学校駅伝大会 市内中学校からの選抜選手による駅伝大会です。 10月19日 千歳総合運動公園
市教委、中学校体育連
盟

無料 0974-22-0135

939 豊後大野市 小中学校音楽祭 市内全小中学校が参加する音楽祭です。 10月28日 エイトピアおおの 市教育振興協議会 無料 0974-22-0148

940 豊後大野市
人権同和研究緒方大
会

人権教育・人権啓発の研究大会です。 11月2日 緒方小・中学校
市人権同和教育研究協
議会

無料 0974-42-3155

941 豊後大野市
豊後大野っ子を育てる
市民の集い

ことばの森フェスタ表彰式・講演会 11月5日 エイトピアおおの 市教育委員会 無料 0974-22-1001

942 豊後大野市 中学校弁論大会 中学校生徒代表による弁論大会です。 11月25日 朝地中学校 市教育振興協議会 無料 0974-72-0067

943 豊後大野市 祖父母学級 祖父母と児童の交流会 10月13日 三重東小学校 三重東小学校 無料 0974-22-0148

944 豊後大野市 はいだて学級 育友会（ＰＴＡ）主催の親子交流会 11月6日 三重東小学校 三重東小学校 無料 0974-22-0148

945 豊後大野市 ふるさと祭 おやじの会主催の交流会 11月20日 三重東小学校 三重東小学校 無料 0974-22-0148

946 豊後大野市 文化祭 演劇・合唱・伝統芸能・作品展示等を披露します。 11月19日 清川中学校体育館 清川中学校 無料 0974-35-2350

947 豊後大野市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月13日 犬飼中学校 犬飼中学校 無料 097-578-0200

948 豊後大野市 校内文化祭 学年毎の劇や合唱の発表を行います。 11月19日 犬飼中学校 犬飼中学校 無料 097-578-0200

949 豊後大野市 学校公開 授業参観 10月17日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

950 豊後大野市 講演会 親子できく人権講演会 11月10日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

951 豊後大野市 授業参観・秋祭り 児童会たてわり班活動秋祭り 11月25日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

952 豊後大野市 校内文化祭 生徒会を中心に全校生徒でつくる文化祭です。 11月19日 三重中学校 三重中学校 無料 0974-22-0135

953 豊後大野市 秋季大運動会 秋季大運動会で、児童のがんばる姿をみてもらいます。 9月17日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

954 豊後大野市 授業参観 公開授業です。（保護者・地域の方を対象） 10月17日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

955 豊後大野市
祖父母学級ふれあい
大会

全学年の学習発表と祖父母とのふれあい活動を行います。 11月20日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150
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956 豊後大野市 文化祭 演劇・合唱・弁論・ふるさと学習等の発表を行います。 11月26日 緒方中学校 緒方中学校 無料 0974-42-3155

957 豊後大野市
上緒方ふれあい交流
会

芋掘りや会食・ゲームなどを通して、地域の方とふれ合いな
がら収穫を祝い、感謝の心を育てます。

11月9日 上緒方地区館 上緒方地区 無料 0974-42-3150

958 豊後大野市 新田ふれあい広場
学習発表の後、保護者や地域の方との遊び道具作り・団子
汁作りを行います。

10月23日 新田小学校
新田ふれあい広場実行
委員会

無料 0974-22-0810

959 豊後大野市 学校公開日
学習発表会、ふれあい活動、映画「みんなの学校」上映、清
川子ども神楽発表会を行います。

11月5日 清川小学校体育館 清川小学校 無料 0974-35-2312

960 豊後大野市 学校公開日 地域・保護者に本校生徒の学習の様子をみてもらいます。 10月27日 千歳中学校 千歳中学校 無料 0974(37)2021

961 豊後大野市 校内文化祭
地域の方々の協力のもと、伝統芸能・食文化・栽培について
発表する場です。

11月19日 千歳公民館 千歳中学校 無料 0974(37)2021

962 豊後大野市 小中合同稲刈り体験
小中合同で植えた稲を地域の方の指導を受けながら稲刈り
をします。

10月25日 大野町田代 大野小・中学校 無料 0974-34-2004

963 豊後大野市 授業公開 授業参観 10月14日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

964 豊後大野市 祖父母学級 授業公開と祖父母との交流会 11月8日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

965 豊後大野市 縦割り班集会 縦割り班集会の様子を参観できる 11月22日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

966 豊後大野市
小中合同弁当の日
学校公開日

普段の授業の様子や弁当の日の様子を公開 10月14日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

967 豊後大野市
校内文化祭（学校公開
日）

学年劇や合唱などの取り組みを公開 11月19日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

968 豊後大野市 朝地きずな文化祭 合唱・演劇等を地域住民・保護者に公開します。 11月19日 朝地小･中学校 朝地小・中学校 無料 0974-72-0067

969 豊後大野市 秋季大運動会
運動会の公開および競技を通して地域の方々との交流を図
る。

9月24日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0655

970 豊後大野市 収穫祭 収穫した米やサツマイモで料理し地域の方々と祝う。 11月15日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0656

971 豊後大野市 祖父母学級 祖父母を招待し、授業公開や昔の遊び交流会を行う。 11月25日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0655

972 豊後大野市
市人権・同和教育研究
緒方大会

「互いの立場や考えを尊重し、高め合う集団づくり」をテーマ
に発表します。

11月2日 緒方小学校・中学校
豊後大野市人権・同和教
育研究協議会

無料 0974-42-3150

973 豊後大野市 オープンスクール
本校のすすめる特色ある学校づくりに係る中間発表会を保護
者・地域に公開する。

11月5日
豊後大野市立犬飼小学
校

豊後大野市立犬飼小学
校

無料
http://syou.oita-
ed.jp/oono/inukai/

097-578-0020

974 豊後大野市 オープンスクール
ふるさと学習や読み声活動などを取り入れた授業公開を行い
ます。（保護者・地域の方を対象）

11月10日 千歳小学校 千歳小学校 無料 0974-37-2020

975 日田市
ふるさと県民フォーラ
ム

郷土の魅力について考える講演、シンポジウム 10月22日 日田市大山公民館 大分県教育委員会 無料 097-506-5533

976 日田市
第67回大分県公民館
研究大会

県内公民館の事例発表と講師による講演 10月19日
日田市文化会館（パトリア日
田）、日田市総合文化施設（ア
オーゼ）

大分県公民館連合会、日
田地区公民館連合会

無料 097-506-5561

977 日田市 体育祭 体育の発表　応援団の発表 9月30日 日田市陸上競技場 昭和学園 無料 0973-22-7420
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978 日田市 学園祭 各科・コース　文化系部活の発表・展示 11月6日
昭和学園高等学校　新校
舎　体育館

昭和学園 無料 0973-22-7420

979 日田市 ＳＳＨ公開授業
ＳＳＨ（スーパー サイエンス ハイスクール）に関する授業を公
開

10月25日 日田高等学校 日田高等学校 無料 0973-23-0166

980 日田市 第２回ＳＳＨ講演会 科学分野で活躍している研究者による講演会
9月中旬に確
定予定

日田高等学校体育館 日田高等学校 無料 0973-23-0166

981 日田市
日田支援学校
学習発表会

舞台発表や作品展示で日々の学習成果の発表する 11月26日
日田支援学校
体育館

日田支援学校 無料
http://shien.oita-ed.jp/hita/
電話0973-24-2000

982 日田市
日田支援学校
ふれあい作品展

児童生徒が授業授業で制作した絵画、窯業、木工製品等の
展示

10月17日～
10月24日

パトリア日田
1階　ガレリア

日田支援学校 無料
http://shien.oita-ed.jp/hita/
電話:0973-24-2000

983 日田市 第12回千年あかり 竹灯籠やオブジェの製作・設置
11月11日～

11月13日
豆田町周辺、
花月川河川敷

日田市役所 無料 0973-23-3111

984 日田市
日田三隈高校
～学校授業公開～

日頃の授業の様子を公開
10月26日～28日，
10月31日，11月1
日

日田三隈高校 日田三隈高校 無料 0973-23-3130

985 日田市 学校祭 体育大会 10月6日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

986 日田市 学校祭 ２日間にわたる文化祭 11月3日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

987 日田市 公開授業 日頃の授業の様子を公開
11月7日～
11月18日

日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

988 日田市 藤蔭祭 本校文化祭（舞台発表、クラス展示、模擬店） 10月7日 藤蔭高等学校 藤蔭高等学校 無料 0973-24-2737

989 日田市 日田歴史文化講座 聞いて見て体験しよう
10月16日
11月6日・19日

別府大学日田歴史文化ｾ
ﾝﾀ-

別府大学 http://www.beppu-u.ac.jp/ 事前申込が必要

990 日田市 APU講座 APUの地域貢献活動の一環 10月29日 パトリア日田
立命館アジア太平洋大
学

無料 0977-78-1106

991 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子と親子教育講演会 10月14日 咸宜小学校 咸宜小学校 無料 0973-23-6292

992 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子の公開と相撲大会 10月14日 高瀬小学校 高瀬小学校 無料 0973-23-6241

993 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子と親子教育講演会 10月16日 日隈小学校 日隈小学校 無料 0973-23-6285

994 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子と人権講演会 10月16日 朝日小学校 朝日小学校 無料 0973-22-5242

995 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子と親子ふれあい活動 10月23日 光岡小学校 光岡小学校 無料 0973-23-6258

996 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子 10月23日 三和小学校 三和小学校 無料 0973-22-2284

997 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子 10月28日 有田小学校 有田小学校 無料 0973-24-2175

998 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 大明小学校 大明小学校 無料 0973-26-8503

999 日田市 文化祭 小中合同の文化祭 10月30日 前津江小学校 前津江小学校 無料 0973-53-2210
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1000 日田市 学習発表会 学習発表会 10月30日 津江小学校 津江小学校 無料 0973-54ｰ4020

1001 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子の公開、午後は文化祭 10月30日 大山小学校 大山小学校 無料 0973-52-2052

1002 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 東部中学校 東部中学校 無料 0973-22-7135

1003 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 三隈中学校 三隈中学校 無料 0973-23-6237

1004 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 南部中学校 南部中学校 無料 0973-23-6275

1005 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 北部中学校 北部中学校 無料 0973-23-6272

1006 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 東有田中学校 東有田中学校 無料 0973-24-8179

1007 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 大明小学校 大明小学校 無料 0973-26-8503

1008 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 津江中学校 津江中学校 無料 0973-54ｰ3116

1009 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 大山中学校 大山中学校 無料 0973-52-2052

1010 日田市 文化祭 本校の文化祭 10月30日 五馬中学校 五馬中学校 無料 0973-57-2036

1011 日田市 文化祭 本校の文化祭 11月3日 戸山中学校 戸山中学校 無料 0973-24-9140

1012 日田市 文化祭 本校の文化祭 11月3日 東渓中学校 東渓中学校 無料 0973-57-2506

1013 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子の公開と教育講演会、午後は相撲大会 11月6日 桂林小学校 桂林小学校 無料 0973-24-6081

1014 日田市 学校公開日
日頃の授業の様子の公開と教育講演会、午後は親子ふれあ
い活動・蚤の市

11月6日 若宮小学校 若宮小学校 無料 0973-23-6282

1015 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子を公開、防災訓練 11月6日 三芳小学校 三芳小学校 無料 0973-23-6234

1016 日田市 学校公開日 学習発表会とふれあい活動 11月13日 小野小学校 小野小学校 無料 0973-29-2111

1017 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子の公開と学習発表会 11月20日 東渓小学校 東渓小学校 無料 0973-57-2524

1018 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子の公開と親子ふれあい、活動学習発表会 11月20日 いつま小学校 いつま小学校 無料 0973-57-2750

1019 日田市 学校公開日 日頃の授業の様子の公開と親子ふれあい、活動学習発表会 11月27日 石井小学校 石井小学校 無料 0973-22-3442

1020 九重町 合唱祭 学級対抗合唱コンクール 11月19日 九重文化センター ここのえ緑陽中学校 無料 097-73-2661

1021 九重町 夏休み作品展 児童の作品展示・観覧
8月30日～

9月6日
東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304
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1022 九重町 玖珠郡教育文化祭 音楽会、話し方大会、図画・書写の鑑賞 11月2日 玖珠郡内
玖珠郡学校文化祭実行
委員会

無料 0973-76-3812

1023 九重町 秋季大運動会 運動会観覧、ＰＴＡ競技参加 9月11日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

1024 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

1025 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

1026 九重町
第19回東飯田芸術文
化展

児童の作品展示 11/12,13 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

1027 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

1028 九重町 宝っ子祭 学習発表会 11月19日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

1029 九重町 学校公開日 毎月15日を基本に、日ごろの授業の様子を公開
9月15日

10月14日
11月15日

野上小学校 野上小学校 無料 0973-77-6804

1030 九重町
地域ふれあいフェス
ティバル

野上地区自慢のカルタ大会、群読等発表 11月13日 九重文化センター 野上小学校 無料 0973-77-6804

1031 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

1032 九重町 野矢っ子探検隊 パプリカ農園の見学等 9月17日 愛彩ファーム 野矢小学校 無料 0973-77-6885

1033 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月14日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

1034 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

1035 九重町 学校文化祭 学習発表等の発表会等 11月20日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

1036 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 飯田小学校 飯田小学校 無料 0973-79-2253

1037 九重町 学校公開日 授業公開、校内話し方大会 10月14日 飯田小学校 飯田小学校 無料 0973-79-2253

1038 九重町 登山遠足 （低学年）鍛錬遠足、（高学年）登山 10月21日 飯田小学校 飯田小学校 無料 0973-79-2253 保護者サポート

1039 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 9月15日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

1040 九重町 学校公開日 日頃の授業の様子を公開、校内話し方大会 10月12日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

1041 九重町 学校文化祭 発表会等 11月12日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

1042 九重町 マラソン大会 持久走大会 11月予定 小倉神社周辺 南山田小学校 無料 0973-78-8803

1043 九重町 三世代ふれあい祭り 祖父母、親、子の三世代で、ものづくりなど 11月20日 淮園小学校 淮園小、ＰＴＡ 無料 0973-78-8812
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1044 九重町 つ～だらだった祭り 公民館祭り、運動会 11月13日 東飯田地区体育館等 実行委員会 無料 0973-76-3116

1045 九重町 野上文化祭 公民館祭り 11/26,27 野上公民館 実行委員会 無料 0973-77-7810

1046 九重町 南山田元気祭り 公民館祭り、発表会 11月6日 南山田公民館 実行委員会 無料 0973-78-8801

1047 玖珠町 大分版ロングテーブル 食育推進のため、共食の機会を提供します。 11/20予定 未定 大分県
http://www.pref.oita.jp/site/syoku
iku/list20463-21708.html

*詳細は10月中
旬に決定

1048 玖珠町 小田区民祭 地区の人たちが、芸能の公演をする 11月20日 小田小学校 小田生き生き健康村 無料 0973-72-0237

1049 玖珠町 収穫祭 学校田でとれたもち米で餅をつく 11月18日 小田小学校　ﾗﾝﾁﾙｰﾑ 小田小学校 無料 0973-72-0237

1050 玖珠町 フリー参観日 祖父母学級 10月27日 北山田小学校体育館 北山田小学校 無料 0973-73-7524

1051 玖珠町 文化祭 本校の文化祭。合唱を中心に劇なども開催します。 11月19日 玖珠中学校 玖珠中学校 無料 0973-72-0217

1052 玖珠町 学校公開 普段の学校の様子等をご覧ください。
毎月15日を公開日に
していますがいつで
も良いです。

玖珠中学校 玖珠中学校 無料 0973-72-0217

1053 玖珠町
第35回玖珠町学童記
録会

児童の基礎的運動能力の実態を把握し、体力の向上を図るととも
に、自己記録の伸長や体育活動への参加を積極的に推進するた
め。

10月15日 玖珠町総合運動公園 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-1164

1054 玖珠町 玖珠町巡回音楽会 音楽団体を招聘して音楽鑑賞 10月28日 森中央小学校体育館 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-0035

1055 玖珠町
第29回玖珠町美術展
覧会

優れた芸術文化の発表公開を促し、広く町民の鑑賞機会を提供す
るとともに、本町芸術文化創造と発展に寄与するため。

11月24日～
11月27日

くすまちメルサンホール
玖珠町美術展覧会実行
委員会

無料 0973-72-7151

1056 玖珠町
高校部活動紹介（仮
称）

中学生に高校の部活動の紹介などをします。 10月22日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

1057 玖珠町 文化教室 三味線奏者による演奏 10月26日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

1058 玖珠町 美山収穫感謝祭 農産物の展示即売会 11月3日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

1059 玖珠町 第２回授業研究会 研究授業と授業研究会 11月11日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

1060 玖珠町 授業互見期間 授業の公開
11月7日～
11月17日

玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

1061 玖珠町 森地区人権講演会 講師を招聘して人権講演会（親対象） 10月14日 森中央小学校体育館 森中央小PTA森中PTA 無料 0973-72-0035

1062 玖珠町 学校公開日・小運動会 小運動会の様子を公開 9月13日 森中央小学校 森中央小学校 無料 0973-72-0035

1063 玖珠町 運動会・即売会 運動会の様子を公開、PTA物販実施 9月18日 森中央小学校運動場 森中央小学校 無料 0973-72-0035

1064 玖珠町
学校公開日・校内話し
方大会

「校内話し方大会」の様子を公開 10月13日 森中央小学校体育館 森中央小学校 無料 0973-72-0035

1065 玖珠町 学校公開日・人権集会 低学年・中学年・高学年別に講師を招聘し人権集会 11月11日 森中央小学校会議室等 森中央小学校 無料 0973-72-0035
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1066 玖珠町
学校公開週間・創立50
年記念式典

森中央小学校創立50年を祝して記念式典や児童の発表を行
う

11月26日 森中央小学校体育館 森中央小学校とPTA 無料 0973-72-0035

1067 玖珠町 体育祭 躍動感あふれる体育活動を公開します 9月4日 森中学校グラウンド 森中学校 無料 0973-72-1001

1068 玖珠町 オープンスクール 日常の学校の様子を公開します 10月14日 森中学校 森中学校 無料 0973-72-1001

1069 玖珠町 合唱コンクール 各学級毎に練習してきた自慢の合唱を披露します 11月22日 くすまちメルサンホール 森中学校 無料 0973-72-1001

1070 玖珠町
小中合同秋季大運動
会

八幡小中学校が合同で行う運動会です。 9月11日 八幡小中学校運動場 八幡小・中学校 無料 0973-72-0414

1071 玖珠町
八幡っ子の日
（学校公開日）

定期的に行っている学校公開日です。日頃の授業の様子を
公開します。

10月13日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

1072 玖珠町 ふれあい学級
保護者・地域の方々と子どもたちがグラウンドゴルフ、おにぎ
り・豚汁づくり等でふれあいます。

10月30日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

1073 玖珠町 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月30日

～11月4日
八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

1074 玖珠町 マラソン大会 校内マラソン大会の様子を公開 11月22日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

1075 玖珠町 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開
11月21日～

11月25日
塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

1076 玖珠町 祖父母学級
児童による学習発表会と祖父母や地域の方とのふれあい活
動

11月11日 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

1077 玖珠町 学校開放日 日頃の授業の公開（校内話し方大会） 10月12日 小野原分校 小野原分校 無料 0973-75-2011

1078 玖珠町 小野原マラソン マラソン等を通し地域と交流します。 11月19日 小野原地区 小野原分校 無料 0973-75-2011

1079 玖珠町 学校開放日 日頃の授業の公開（校内話し方大会） 10月13日 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

1080 玖珠町 ふれあい学級 学習発表会、餅つきを通し地域と交流します。 11月26日 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

1081 玖珠町 合同運動会 小中合同の地域をあげての運動会 9月18日 日出生小中グランド 日出生小中学校 無料 0973-75-2001

1082 玖珠町
郡教育文化祭合同リ
ハーサル

話し方大会、弁論大会、音楽会のリハーサル 10月31日 日出生小中体育館 日出生小中学校 無料 0973-75-2001

1083 玖珠町 日出生っ子駅伝 小中学生がチームに分かれてタスキをつなぎます。 11月8日 小野原～日出生本村 日出生小中学校 無料 0973-75-2001

1084 玖珠町 オープンスクール 学校の授業公開日 9月15日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-0415

1085 玖珠町 オープンスクール 学校の授業公開日 10月17日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-0415

1086 玖珠町 文化祭 学校内文化祭の観覧及び参加 11月13日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-0415

1087 玖珠町 オープンスクール 学校の授業公開日 11月15日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-0415
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1088 玖珠町 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 9月15日 北山田中学校 北山田中学校 無料 0973ｰ73ｰ7517

1089 玖珠町 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日 北山田中学校 北山田中学校 無料 0973ｰ73ｰ7517

1090 玖珠町 巡回音楽会 プロの音楽家の演奏を聴き、芸術心を養います。 10月27日 北山田中学校 北山田中学校 無料 0973ｰ73ｰ7517

1091 玖珠町
おやじの会によるキャ
リア教育

保護者による職業や職業感を語る取組を行います。 10月末 北山田中学校 北山田中学校 無料 0973ｰ73ｰ7517

1092 玖珠町 オープンスクール習慣 日頃の授業の様子を公開します。
11月7日～
11月11日

北山田中学校 北山田中学校 無料 0973ｰ73ｰ7517

1093 県内各地
平成２８年度大分県高
等学校新人大会

高等学校１・２生の大会
9月17日～
11月13日

大分県立総合体育館他
大分県高等学校体育連
盟

097-558-6728

1094 県内各地
大分県中学校新人大
会

県下中学生による運動部活動新人大会
10月1日～

11月3日
県下各会場 大分県中学校体育連盟 無料 oita-ctr.com

1095
大分市を除
く市町村

動物愛護なかよし教室
幼稚園児に対し、紙芝居、なかよし絵本、パネル等を用いて動物の習性な
どについて説明を行うとともに、必要に応じて健康な動物とのふれあいを行
い、動物に対する関心や愛護の心を育てる。

9月～10月 県内幼稚園約10ヶ所 大分県 無料
県下9ヶ所の
保健所(部)

詳細は各保健所
（部）より8月末まで
に報告予定

1096
大分市を除
く市町村

動物ふれあい教室
県内の小学校低学年の児童を対象に、動物の習性、生態、人と動物の関
わりや犬による咬傷事故の防止等を啓発し、動物に対する正しい知識と思
いやりの気持ちを育て、生命尊重の意識を高める。

9月～10月 県内小学校約30ヶ所 大分県 無料
県下9ヶ所の
保健所(部)

詳細は各保健所
（部）より8月末まで
に報告予定

1097
大分市を除
く市町村

命の授業
県内の小学校高学年の児童を対象に、動物の命の尊さを理解してもらい、
生命尊重の意識を高め、友達へ優しく接することができる思いやりの心を
育む。

9月～10月 県内小学校約10ヶ所 大分県 無料
県下9ヶ所の
保健所(部)

詳細は各保健所
（部）より8月末まで
に報告予定


