
市町村 類型 古典の日 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

中津市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を１８時以降に公開します。 １１月２日（月） 中津東高等学校定時制 中津東高等学校定時制 無料 0979-32-2346
事前の申込み
必要

中津市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月29日（木）
～11月6日（金）

中津南高等学校 中津南高等学校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 学校公開日 日頃の授業を公開します。
11月10日（火）

～
13日（金）

中津南高等学校耶馬溪校 中津南高等学校耶馬溪校 無料 0979-54-2011

中津市 ② CM塾完成作品お披露目会
CM界の巨匠に師事し、本校生徒がCMを制作
し、その完成作品を披露します。

10月11日(日) セントラル三光 中津南高等学校耶馬溪校 無料 0979-54-2011

中津市 ②
おじいちゃん・おばあちゃん
と遊ぼう会

祖父母と一緒に伝承遊びを楽しみます。 １１月１１日（水） 三保幼稚園 三保幼稚園 無料 0979－32－1978

新型コロナウイルス
感染症の拡大により
開催しない場合もあ
ります。

中津市 ② 秋季大運動会
保護者・祖父母等が参加の幼少合同大運動会で
す

１０月２日（金） 和田小学校 和田小学校 無料 0979-32-3321

中津市 ② 幼稚園公開日 参観日を兼ねて保育の公開をします。
11月17日（火）

18日（水）
沖代幼稚園 沖代幼稚園 無料 0970－24－0707

中津市 ② ようこそ先輩
本校出身の、各界で活躍中の先輩を講師として
招きます。

１１月６日（金） 北部小学校 北部小学校 無料 0979-22-0302

中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １０月１５日（木） 小楠小学校 小楠小学校 無料 0979－22－0566

中津市 ④ 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しま
す。

１１月２５日（木） 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

中津市 ② 学校公開日 持久走大会です。 １１月２６日（木） 和田小学校 和田小学校 無料 0979－32－2298

中津市 ② 学校文化祭 各学年の出し物です。 11月下旬 今津小体育館 今津小学校 無料 0979-32-0002

中津市 ② 運動会 運動会を実施します。 10月2日（金） 真坂小運動場 真坂小学校 無料 ０９７９－４３－２１０４

中津市 ② マサカーニバル 学習発表会します。 11月10日（火） 真坂小体育館 真坂小学校 無料 ０９７９－４３－２１０４

中津市 ② 学校公開（秋季大運動会） 運動会の様子を公開します。 １０月⑨日（金） 山口小学校 山口小学校 無料 0979-43-2007

「おおいた教育の日」普及期間の取組（中津市）
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中津市 ② 秣っ子まつり 日頃の学習の成果を発表します。 １１月１3日（金） 秣小学校 秣小学校 無料 0979-43-2191

中津市 ② 深水まつり 日頃の学習成果を発表する学習発表会です。 １１月15日（日） 深水小学校 中津市立深水小学校 無料 0979-43-2719

中津市 ②
音楽と美術のコラボ　感性育
成事業（小学校）

子どもたちに対して質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を
確保するとともに、芸術家による表現手段を用いた計画的・継
続的なコンサート、ワークショップ等を実施します。

10月2日（金）
10：45～
11：30

樋田小学校
大分県立美術館
（OPAM)

無料

（公財）大分県芸術文化スポーツ財団
iichiko総合文化センター・大分県立美術館
（OPAM)広報・連携推進課課長代理 橋本 
修℡：097-533-4009　fax：097-
533-4009

中津市 ②
音楽と美術のコラボ　感性育
成事業（小学校）

子どもたちに対して質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を
確保するとともに、芸術家による表現手段を用いた計画的・継
続的なコンサート、ワークショップ等を実施します。

11月16日（月）
10：45～
12：20

樋田小学校
大分県立美術館
（OPAM)

無料

（公財）大分県芸術文化スポーツ財団
iichiko総合文化センター・大分県立美術館
（OPAM)広報・連携推進課課長代理 橋本 
修℡：097-533-4009　fax：097-
533-4009

中津市 ③ 文化キャラバン オペラ（ピアノ・歌）です。 10月6日（火） 上津小体育館 大分二期会 無料 0979-52-2832

中津市 ② 上津小文化祭 学習発表です。 11月13日（金） 上津小体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832

中津市 ② 城井っ子集会 児童の歌・劇等の発表会をします。 11月15日（日） 城井小学校体育館 城井小学校 無料 0979-54-2105

中津市 ② ふるさと祭り もちつき・学習発表です。 11月29日(予定） 津民小体育館 津民小学校 無料 0909-54-2034
まだはっきりと
日程が決まって
いません

中津市 ③ 三郷小文化祭（仮称） 文化祭です。 11月21日（土） 三郷小体育館 三郷小学校 無料 0979-62-2005

中津市 ② 学校公開日・合唱大会 校内合唱大会を公開します。 11月20日（金） 豊陽中学校体育館 豊陽中学校 無料 0979-22-0331

中津市 ② 演奏会 吹奏楽部発表会です。 10月11日(日) 中津文化会館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325
生徒・保護者
対象

中津市 ② 講演会 ネット安全教室です。 10月16日(金) 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325 生徒対象

中津市 ② 講演会
「自他を大切にするための性教育」講師　谷口久
枝先生です。

10月29日(木) 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325 生徒対象

中津市 ② 学校公開日 午前中保護者による参観授業です。
10月29日（木）

30日（金）
中津中学校 中津中学校 無料 0979-22-0575

中津市 ② 公開授業研究会 「３つの提言公開授業」です。 11月5日（木） 中津中学校 中津中学校 無料 0979-22-0575
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中津市 ② 合唱コンク-ル クラス合唱です。 11月27日（金） 城北中　体育館 城北中学校 無料 0979-22-0780
コロナ対策の
関係で詳細の
検討中です。

中津市 ② 薬物乱用防止教室
１年生対象の警察署と保健所の講師による講話
です。

11月17日（火） 東中津中ランチルーム 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ② 文化発表会 合唱発表会です。 11月27日（金） 東中津中体育館 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ①②
クリーンアップ
・今津ゴミ０運動

地域の方と協力して校区のゴミ拾いを行います。 10月27日（火） 今津中学校校区 今津小学校・中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 校内文化祭 生徒の文化的活動を発表します。 11月27日（金） 今津中学校体育館 今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 合唱祭 各クラスの合唱と学年合唱です。 11月20日（金） 三光中学校体育館 三光中学校 無料 0979-43-2729
保護者のみ
（予定）

中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月１９日（月） 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ② 校内音楽会 本校の音楽行事です。 11月21日（土） 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ② キャリア教育講演会 「清掃」から自分の生き方を考える講演会です。 ９月２３日（水） 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② オープンスクール
中学３年生とその保護者を対象とした体験入学
会です。

9月26日（土） 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 授業を公開します。(2限～4限）
10月27日（火）

～30日（金）
中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権教育講演会
実体験に基づいた部落差別の現実を学ぶ講演会
です。

11月18日（水） 中津北高等学校 中津北高等学校 無料 0979-22-0244


