
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

国東市 ② 自由参観日 日常の授業の様子を公開 10月15日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0359
コロナで中止
の可能性大

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（秋の遠足とし
て）

11月5日
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 11月21日 旭日小体育館
旭日小・旭日地区公
民館

無料 0978-72-0359
コロナで中止
の可能性大

国東市 ② 安岐史跡探訪
地域の方と連携し、安岐の史跡めぐりを行い、
郷土を愛する心を育成する。

11月5日
安岐地区史跡（穴観音

他）
安岐小学校 無料 0978-67-0336

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
育成を図る

11月11日 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 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う。 10月22日
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する。 11月13日
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する。 未定 富来幼稚園 富来幼稚園 無料 0978-74-1212

国東市 ②
祖父母参観日・運動会ごっ
こ

未就園児や祖父母と一緒に運動会ごっこをす
る。

10月26日 安岐幼稚園 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

国東市 ② 両子登山 中央幼稚園の友だちと両子山に上る。 11月5日 両子山 安岐幼稚園 無料 0978-67-0416

国東市 ② 幼小交流 １年生と植えたサツマイモの収穫をする。 未定 安岐幼稚園隣接畑 安岐幼稚園 無料 0978-67-0417

国東市 ③ グループ「UNO」公演 クラシックコンサート（器楽・声楽） 10月5日
アストくにさきアスト

ホール
国東小学校 無料 0978-72-1412

国東市 ③
ジャズバンド「まゆたま」
演奏会

ピアノ・ドラム・ボーカルによるコンサート 10月26日 国東小体育館 国東小学校 無料 0978-72-1412

国東市 ① 期末PTA人権講演会 人権に関する講演会 11月26日 国東小体育館 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競技に参加したりする 10月22日 安岐中央幼稚園 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

「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 幼小交流会 １年生とさつま芋の収穫をする。 11月上旬 近隣の畑 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、達成感を味わう。 11月5日 両子山 安岐中央幼稚園 無料 0978-67-0175

国東市 ① おはなし会
国見・くにさき・武蔵・安岐図書館にて同日同
時刻で「読み聞かせと工作」を行います。

10月9日.11月13
日

国見図書館
くにさき図書館

武蔵図書館
安岐図書館

国見図書館
くにさき図書館
武蔵図書館
安岐図書館

無料

0978-82-1585
0978-72-3500
0978-69-0946
0978-67-3551

国東市 ① あかちゃんおはなし会
読み聞かせ、わらべ歌、ベビーマッサージなど
行います。終了後、保護者に交流の場を提供し
ます。

10月14日.11月
11日

おはなしのへや くにさき図書館 無料 0978-72-3500

国東市 ① 第75回読書週間

国見・くにさき・武蔵・安岐図書館にて、合同
イベント・各館イベント・青空おはなし会・今
年の漢字一字募集・ブックリサイクルを実施し
ます。

10月27日～
11月9日

国見図書館
くにさき図書館

武蔵図書館
安岐図書館

国見図書館
くにさき図書館
武蔵図書館
安岐図書館

無料

0978-82-1585
0978-72-3500
0978-69-0946
0978-67-3551

国東市 ② 学習発表会
児童による学習発表会（合奏・劇・歌舞伎な
ど）

11月18日 伊美小学校体育館 伊美小学校 無料 0978－82－0004
保護者のみ参
加可

国東市 ② 文化祭 合唱・創作活動・世界農業遺産についての発表 11月13日 みんなんかん 国見中学校 無料 0978-82-0034 入場制限有り

国東市 ② 文化祭 合唱コンクール、学習発表会 11月13日 国東中学校体育館 国東市立国東中学校 無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ②
夢一文字コンテスト作品展
示

世界夢一文字コンテスト優秀作品展示
10月26日～
11月4日

国東中学校２階渡廊下
国東半島あいルネサ
ンス連盟

無料 a42240@oen.ed.jp

国東市 ② 職場体験学習 市内事業所での職業体験 10月28日～29日 市内各事業所 国東市立国東中学校 a42240@oen.ed.jp

国東町 ②
令和3年度小原小学校学習発
表会

各学年の学習の成果を、保護者・地域の方々を
招いて発表する。

11月6日 小原小学校体育館 国東市立小原小学校 無料 0978-72-0044

国東市 ② 思春期体験学習 講義・妊婦体験 10月15日 安岐中学校体育館
安岐中学校・安岐保
健センター

無料 0978-67-0006

国東市 ② 安岐中学校文化祭 文化祭　弁論・合唱・創作活動の発表 11月14日 安岐中学校体育館 安岐中学校 無料 0978-67-0006

国東市 ② 森林体験教室
妙見山登山を通して地域の自然に触れる体験学
習

11月19日 妙見山
安岐中学校・南安岐
地区活性化協議会

無料 0978-67-0006

国東市 ② 運動会 児童・保護者とのふれあい運動会 9月25日 竹田津小学校運動場 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ② いもほり 地域の高齢者との交流をかねたいもほり 10月21日予定 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121
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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 11月5日予定 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 10月4日予定 竹田津干拓 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

国東市 ③ 文化キャラバン
児童・生徒、保護者、地域の方々、教職員対象
の演奏会

10月7日 志成学園体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 人権コンサート
児童・生徒、保護者、地域の方々、教職員対象
の人権コンサート

12月10日 志成学園体育館 志成学園 無料 0978-68-0079

国東市 ② 音楽劇
演劇集団　遊玄社による音楽劇イソップランドの動
物たち

10月19日 安岐中央小体育館 文化庁 無料 0978－67－0005

国東市 ② いもほり 地域の指導者と芋ほり体験をする 11月12日 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0004

国東市 ② 地区文化祭 来浦地区の文化祭に参加し踊りを発表する 11月21日 来浦地区公民館 来浦地区・富来小 無料 0978-74-0004

国東市 ② 地区文化祭 富来地区の文化祭に参加し踊りを発表する 11月28日 富来地区公民館 富来地区・富来小 無料 0978-74-0004

国東市 ② 子ども丼DEN返し
商工会と協力し丼の販売を通し商売企画立案す
る

9月27日 富来小学校 商工会・富来小 無料 0978-74-0004

国東市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月25日～
11月5日

大分県立
国東高等学校

大分県立
国東高等学校

無料 0978-72-1325

新型コロナウ
イルスの感染
状況により中
止の場合あり

国東市 ② 秋の園芸フェア
授業や実習等で生産した苗・草花・果物の販売
を行います。

11月12日
大分県立

国東高等学校
大分県立
国東高等学校

無料 0978-72-1325

新型コロナウ
イルスの感染
状況により中
止の場合あり

国東市 ② 公開授業 各授業を公開します。 10月20日～29日 国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ②
国見サイクリングコース試
走会

本校生徒が考案したサイクリングコースを試走
します。

10月23日 国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

国東市 ② 想刻祭 想刻祭（文化祭）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

国東市 ①
「大人が変われば子どもも変
わる」県民運動

「おおいた教育の日」推進大会にて、あいさつ運動
を実施

11月1日 アストくにさき
大分県青少年育成県
民会議

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課097-506-
3075

国東市 ② 運動会
心の力・学ぶ力・体の力を保護者に披露しま
す。

10月2日 国東こども園グラウンド 国東こども園 無料 0978-72-0500

国東市 ① 幼年消防防火パレード
地域住民に火の用心を呼びかけパレードをしま
す。

11月4日 国東町田深213号戦 国東消防署 無料 0978-72-1101

国東市 ② 公開保育 日頃の保育の様子を公開します。 10/18 ～10/22 むさしこども園 むさしこども園 無料 0978-68-1452


