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国東市 ② 公開授業 各授業を公開します。
10月20日（火）
～31日（土）

国東高等学校双国校 国東高等学校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ② 想刻祭 想刻祭を公開します。 １０月３１日（土） 国東高等学校双国校 国東高等学校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月26日（月）
～11月6日（金）

国東高等学校 国東高等学校 無料 0978-72-1325

国東市 ② 秋の園芸フェア
授業や実習で生産した苗、草花、果物の販売をし
ます。

１１月１３日（金） 国東高等学校 国東高等学校 無料 0978-72-1325

国東市 ② ため池ウォーク 地域の団体と連携した体験学習です。 １０月２２日（木）
旭日地区内ウォーキング
コース等

旭日小学校・GAP 無料 0978-72-0359

国東市 ② 旭日地区文化祭 学校・地域が連携した行事です。 １１月２２日（日） 旭日小学校　体育館
旭日小学校
旭日地区公民館

無料 0978-72-0359

国東市 ③ 文化キャラバン
子どもが、本物の文化芸術に触れ、豊かな感性、
創造性を育む機会とし、心豊かな子どもの育成を
図ります。

１０月２１日（水） 安岐小学校 ＮＰＯ法人大分県芸振 無料 0978-67-0336
保護者のみ
参加可

国東市 ② 文化祭 合唱・創作活動・世界農業遺産学習の発表です。 １１月１４日（土） みんなんかん 国見中学校 無料 0978-82-0034

国東市 ② 稲刈り
秀渓園や地域の方々と触れ合いながらの稲刈り
をします。

未定 手野田んぼ 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 人権講演会
児童・生徒、保護者、地域の方々、教職員対象の
人権講演会です。

未定 志成学園　体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 小原小学校学習発表会
児童による学習発表及び地域芸能の発表や展示
を行います。

１１月７日（土） 小原小学校　体育館 小原小学校 無料 0978-72-0044

国東市 ② 運動会 児童・保護者とのふれあい運動会です。 9月26日（土） 竹田津小学校　運動場 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② 芋掘り 地域の高齢者との交流をかねた芋掘りです。
10月22日（木）

予定
竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② 収穫祭
地域の方との交流をかねた学習発表や収穫祭で
す。

11月6日（金）
予定

竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② 稲刈り 地域の方との交流をかねた稲刈りをします。
10月5日（月）

予定
竹田津干拓 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

「おおいた教育の日」普及期間の取組（国東市）
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国東市 ② 学校公開・給食試食会
日頃の授業の様子を公開し、保護者の希望者が
給食試食をします。

１０月２２日（木）
国東小学校
各教室　家庭科室

国東小及びＰＴＡ 無料 0978-72-1412

国東市 ② メロディーブック
児童がこれまで学んだことを保護者・地域の方々
に学年ごと発表します。

１１月２７日（金） 国東小学校　体育館 国東小学校 無料 0978-72-1412

国東市 ② 祖父母参観日
運動会ごっこを行い、参観したり協議に参加した
りします。

１０月３０日（金） 安岐中央幼稚園 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

国東市 ② 両子山登山 みんなで両子山に登り、達成感を味わいます。 １１月６日（金） 両子山 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

国東市 ② ミニミニ運動会ごっこ 未就園児と運動会ごっこを行います。 １０月２８日（水） 安岐小学校　運動場 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ② 両子山登山 中央幼稚園の友だちと両子山に登ります。 １１月６日（金） 両子山 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ② 幼小交流会 1年生と芋掘りをします。 11月中旬 安岐幼稚園　隣接畑 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ②
高齢者とのふれあい交流会
（小学校に参加）

学習発表会・ふれあい活動等です。 １１月 伊美小学校　体育館　他 国見中央幼稚園 無料 0978-82-1205

国東市 ② 弥生のムラ親子体験活動 親子で植えた餅米の稲刈りを行います。 １０月２３日（金）
国東市弥生のムラ歴史
体験学習館

富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ② 弥生のムラ親子体験活動 収穫した餅米で餅つきをして、味わいます。 １１月１４日（土）
国東市弥生のムラ歴史
体験学習館

富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ② 幼小交流 １年生と植えたサツマイモの収穫をします。 未定 富来幼稚園 富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ④ ISTS地域イベント
宇宙技術及び科学の国際シンポジウム地域イベン
トです。

１１月２１日（土）
アストくにさき
アグリホール

ISTS組織委員会 無料
国東市社会教育課
0978-72-2121

国東市 ③ 弥生アラカルト 稲刈り体験をします。 １０月２７日（火） 国東市歴史体験学習館 国東市歴史体験学習館 無料 0978-72-2677

国東市 ② 梅園祭 三浦梅園の遺徳を偲びたたえる会です。
11月22日（日）
(13時～16時)

国東地区教育会館 国東地区教育会館運営委員会 無料 0978-72-0140

国東市 ② 学びの教室、学び塾 小学生学習指導、中学生学習指導
令和2年5月～令和3年

2月
水・土曜日

各学校 国東市社会教育課 0978-72-2121
退職校長

(学びの教室19名)
(学び塾6名)
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国東市 ③ 国東市退職校長会美術展 毎年２回錠で開催します。

11月1日（日）～25日
（水）
11月28日（土）～12月
26日（土）

大分銀行国東支店
国見町みんなん館

国東地区退職校長会美術愛好会 無料 0978-76-0628

国東市 ③ 国東梅園川柳会
宿題三課題で各二句を投句、全員で選をします。
互選と選者による佳句を選びます。

毎月第一水曜日
9:30～12:00
例会を開催

奇数月はアストくにさき
偶数月は安岐中央公民
館

国東梅園川柳会 無料 0978-74-0122

国東市 ① 国東市教育の里づくりの集い
学校・保護者・地域・行政が協働してして子育てに
取り組む集いです。

日時未定
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


