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大分市 ② 保育研究協議会 研究報告・協議・講演会をオンラインで実施 11月13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 097-544-4449
事前申込が必
要

大分市 ② オープンキャンパス 本校の教育活動の説明と授業体験 10月16日
向陽中学校及び
平松学園新館

向陽中学校 無料 097-535-0201
小学６年生とその保
護者1名が対象（１０
／１４までに申込）

大分市 ②
大分東明高校オープンキャ
ンパス

体験入学 10月16日 大分東明高校各校舎 大分東明高校 無料 097-535-0201
事前申込が必
要

大分市 ① わくわく科学フェスタ 化学実験等の体験学習 11月6日 稙田公民館 稙田地区教育懇話会 無料 097-541-0017

大分市 ②
佐賀関小中文化発表会
神崎小中文化発表会

小中合同の発表会に各地域に住む会員への参加
を呼びかける

10月下旬～11月中
佐賀関中学校
神崎中学校

佐賀関中学校

神崎中学校
無料 097-575-1788

大分市 ① 大分県高Ｐ連振興大会 各地区代表による実践発表等 12月3日 トキハ会館
大分県高等学校ＰＴ
Ａ連合会

無料 https://k-pta.site

大分市 ③
秋季企画展「古文書と歴史
の守り人

大分の歴史や、文化財保護に努めた先人を紹介
します

9月4日～
110１０日

先哲史料館展示室 先哲史料館 無料
https://www.pref.oita.jp/
site/sentetsusiryokan/

大分市 ③
おおいたの宝「子ども学芸
員」企画展

子どもたちが学芸員となり、展示を行います
10月20日～
12月12日

先哲史料館展示室 先哲史料館 無料
https://www.pref.oita.jp/
site/sentetsusiryokan/

10月10日は
13:３０開幕

大分市 ② 運動会 自園の教育・保育の様子を公開する 11月13日 富士見が丘幼稚園 富士見が丘幼稚園 無料 097-541-6101

大分市 ③ 第５７回定期演奏会

音楽科全学生による合唱とオーケストラのコンサート。
オーディションで選ばれたピアノコースの学生ソリストとオーケストラ
によるグリーグのピアノ協奏曲やガーシュウインの「ラプソディ・イ
ン・ブルー」の他、管弦楽曲「パリのアメリカ人」、合唱曲「土の歌」
などクラシックの名曲をお届けします。

10月10日
iichiko総合文化セン
ター　iichikoグランシ
アタ

大分県立芸術文化短
期大学

大分県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ③
A.ベヴェラリ氏公開マス
タークラス

チャイコフスキー国際コンクール管楽器部門クラリネット最上位を受賞
のほか、数々の国際的なコンクルールで上位入賞を果たしているA.べ
ヴェラリ氏による公開マスタークラス。現在は、東京フィルハーモニー
交響楽団首席奏者。日本をはじめ、国内外の第一線で活躍しているべ
ヴェラリ氏が本学の学生のためにマスタークラスを実施します。

10月16日
大分県立芸術文化短期
大学　音楽ホール

大分県立芸術文化短
期大学

大分県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ③
大分発世界へ～東アジアを
見据えたイベントとマー
ケット～

サントリーホール、札幌キタラホール、マリンスキーコンサートホール
など音響設計家として世界で大活躍する豊田泰久氏を迎えクラシック音
楽をはじめ東アジア発のイベントやマーケットについて対談形式で議論
する。大学創立60周年という記念すべき年にアフターコロナを見据えた
壮大な構想を本学から世界に向け発信します。

11月3日
大分県立芸術文化短期
大学　人文棟

大分県立芸術文化短
期大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ③ 作曲作品展2021

本コンサートは作曲する我々が日頃の研究に基づいて、その成果や今後
目指す音楽の方向性を確認し地域社会に還元し、本学音楽ホールを大分
県の芸術文化創造の一翼として、かつ新時代における音楽創作の発信の
中心地として位置づけるために、作曲および演奏の教員、学生、卒業生
が合同して行う作品展です。

11月6日
大分県立芸術文化短期
大学　音楽ホール

大分県立芸術文化短
期大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

　

大分市 ③
コンサートシリーズNo.112
ピアノコース演奏会～ピア
ノ音楽への誘い～

本学　音楽科・専攻科音楽専攻ピアノコースの学生による演奏会。ピア
ノ独奏曲、２台ピアノアンサンブルなど、ピアノの魅力を披露します。
今年度は60周年記念のスペシャル演奏にも期待。

11月10日
iichiko総合文化セン
ター　iichiko音の泉
ホール

大分県立芸術文化短
期大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

大分市 ③
アートマネジメント
プログラム2021

芸術文化事業の企画運営について学ぶ「アートマネジメントプログラ
ム」を受講する学生によるイベント企画です。学生が自ら考え、芸術文
化事業の企画と運営を実践します。

10月～12月
大分県立芸術文化短期大学
キャンパス、大分県立美術
館、大分駅ほか

大分県立芸術文化短
期大学

無料
大分県立芸術文化短期大学
（URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/）

「おおいた教育の日」普及期間の取組（大分市）

https://k-pta.site/
https://www.pref.oita.jp/site/sentetsusiryokan/
https://www.pref.oita.jp/site/sentetsusiryokan/
https://www.pref.oita.jp/site/sentetsusiryokan/
https://www.pref.oita.jp/site/sentetsusiryokan/


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

大分市 ②
つくってみようおおいたの
給食！学校給食レシピコン
クール

児童生徒を対象に県産食材を使った給食メ
ニューを募集します。

8月16日～9月30日（募集
期間）10月15日（1次審
査）11月（2次審査）12

月（結果発表）

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

無料
http://www.oita-
kenkyu.jp/

大分市 ②
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（園）を公開
します。

10月23日～
11月14日

各学校（園）
市内の各幼稚園、
小・中学校及び義務
教育学校

無料

大分市教育委員会
学校教育課
097-537-5648
　

新型コロナウイルス
感染症拡大の状況等
で変更する可能性あ
り。

大分市
①.②.

③
THIS IS JAPAN 東京富士美
術館所蔵 永遠の日本美術

東京富士美術館が所蔵する日本美術の名宝展で
す。

10月8日～
11月14日

大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市
①.②.

③
コレクション展第Ⅲ期 大分市美術館所蔵の作品を展示します。

9月23日～
12月26日

大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ①.③
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。

11月1日 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ①.③ 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30
11月6日,13日
20日,27日

大分市美術館 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分市 ① 文化講演会
秋の読書週間事業にちなんだ講演会です。
講師は　河合 敦 氏です。

11月7日
コンパルホール
文化ホール

大分市民図書館 無料
大分市民図書館
097-576-8241

大分市 ①
ヘルスアップ教室inのつは
る～爽秋登山と青空ヨガで
心身リフレッシュ！～

登山やニュースポーツ、ヨガ等を体験します。 10月16日～17日 のつはる少年自然の家
のつはる少年自然の
家

のつはる少年自然の家
097-589-2211

大分市 ①
秋のファミリーパーク～彩
りの森に出かけよう～

野外調理等を行い、紅葉ウォーキングに参加し
ます。

11月6日～7日 のつはる少年自然の家
のつはる少年自然の
家

のつはる少年自然の家
097-589-2211

大分市 ①
ふれあい歴史体験
「籐芯かご編み」

籐芯材を使ってかごを編みます。 10月2日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①
ふれあい歴史体験
「紙かご編み」

クラフトテープを使ってかごを編みます。 10月23日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①
ふれあい歴史体験
「勾玉作り」

滑石を削り古代のアクセサリーの勾玉を作りま
す。

11月13日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①
ふれあい歴史体験
「土の鈴作り」

粘土を使ってオリジナルの土の鈴を作ります。 11月20日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①、③
特別展「源氏物語と大友吉
統」

資料館所蔵の源氏物語絵を全て展示します。
11月6日～
12月19日

大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①、③
特別展　展示解説講座
「源氏物語と大友吉統」

特別展の解説講座です。 11月14日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館 無料
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分市 ①
第5回ダイバーシティ研究環
境実現イニシアティブ（牽
引型）シンポジウム

テーマ：人財育成と意識改革～ダイバーシティが未来を創る～
ダイバーシティ社会の推進のため視野を広げた人財育成と意識改革につ
いて学びます。

10月19日 オンライン開催
・大分大学
・おおいた連携ダイ
バーシティ推進会議

無料

人事課ダイバーシティ推進
支援係　097-554-7339
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大分市 ② オープンスクール
附属小学校の教育活動を地域の方々や保護者に
公開します。

10月29日 附属小学校　各教室等
大分大学教育学部
附属小学校

無料

附属小学校
（http://kitchom.ed.oita-
u.ac.jp/fusyo/index.html
）

事前申込み必要なし
※中止の場合の連絡
は、HPで行います。

大分市 ② 新入学児選考説明会
令和４年度新入学児選考についての説明会を行
います。

10月29日 附属小学校　体育館
大分大学教育学部
附属小学校

無料

附属小学校
（http://kitchom.ed.oita-
u.ac.jp/fusyo/index.html
）

事前申込み必要※１
０上旬にHPに申込み
専用窓口開設予定

大分市 ② 大分マルシェ 食事販売 11月6日（土） 大分駅前ひろば 大分市農政課 537-7025 事前申し込み必要

大分市 ② オープンスクール 学校説明や入学者募集要項の説明 10月3日 大分豊府中学校 大分県立大分豊府中学校 無料 097-546-2404
感染症の状況
によっては中
止

大分市 ② 授業公開 平素の授業を公開します。 10/11～15 大分豊府中学校 大分県立大分豊府中学校 無料 097-546-2404
感染症の状況
によっては中
止

大分市 ② 文化祭
感染症防止の観点から，保護者にのみ公開（予
定）で実施する文化祭です。

2021/11/6
(土)8：45～

大分県立聾学校 大分県立聾学校 無料 097－543－2047

大分市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月4日 大分鶴崎高校 大分鶴崎高校 無料 097-527-2166
コロナ感染拡
大状況によっ
ては中止あり

大分市 ② 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,2日,4日,5日 大分県立爽風館高等学校 大分県立爽風館高等学校 無料 097-547-7700 電話にて要予約

大分市 ② 第16回定期演奏会 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 10月23日 音の泉ホール 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 10月

大分市 ② 美術制作展 芸術緑丘高校美術科の展覧会です 12/21-12/26 大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 12月

大分市 ② ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝｺﾝｻｰﾄ 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 12月25日 大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 12月

大分市 ② 学校説明会
令和4年４月開校予定の学校の概要について説
明します。

10月17日 聾学校　体育館
さくらの杜
高等支援学校

無料 097-543-1700

大分市 ② オープンスクール 授業公開 11月15日 大分東高等学校 大分東高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/oitahigasi/

大分市 ② E-Week（授業公開） 日頃の授業の様子を公開します。
10月18日～
11月12日

大分豊府高等学校 大分豊府高等学校 無料 097-546-2222

大分市 ②，③
大分県立盲学校　幼児児童
生徒作品展示

本校幼児児童生徒の絵画等の作品を展示しま
す。

11月15日～19日
大分県信用組合金池支
店

大分県立盲学校 無料 097-532-2638

大分市 ①
「大人が変われば子どもも
変わる」県民運動県下一斉
あいさつ運動

ガレリア竹町ドーム広場等にて、あいさつ運動
を実施

11月中旬
ガレリア竹町ドーム広
場等

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

実施を検討中

http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
http://kitchom.ed.oita-u.ac.jp/fusyo/index.html
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大分市 ① 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12日 トキハ会館
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

大分市 ①
おおいた食（ごはん）の日
ｓｃｈｏｏｌ

朝食喫食率向上や県産食材の活用推進などに向
けた講座等を開催します。

11月14日
wazawazaビル
4F　To-tA

大分県 097-506-3058

※今後の感染状況に
よっては開催形態が
変更となる可能性あ
り

大分市 ①
令和3年度人権啓発フェス
ティバル「ヒューマンフェ
スタ2021おおいた」

人権作品表彰式や人権トークショーなどを行い
ます。

11月27日
ガレリア竹町ドーム広
場

大分県、大分県教育委
員会、大分県人権教
育・啓発推進協議会

無料
大分県生活環境部人権尊
重・部落差別解消推進課
TEL097-506-3177

大分市 ① おおいたうつくし感謝祭
環境保全の大切さについて、楽しく学び考える
イベント

11月27日
大分駅南口駅前広場、
いこいの道広場A

大分県・おおいたうつくし感謝
祭実行委員会（事務局：うつく
し作戦推進課）

無料
大分県生活環境部
うつくし作戦推進課
097-506-3036

大分市 ③ 企画展「大分のもののふ」
秋の企画展、豊後武士団の活躍がテーマの展示
です

10月23日～
12月12日

大分県立埋蔵文化財セ
ンター

大分県立埋蔵文化財
センター

無料 097-552-0077

大分市 ③
埋文講演会「躍動するもの
のふ」（子ども学芸員事業
発表会）

県下の小中学生が「郷土のもののふ」に関する
発表を行います

11月3日
大分平和市民公園能楽
堂

大分県立埋蔵文化財
センター

無料 097-552-0077

大分市 ③
埋文講演会「もののふの実
像」

「蒙古襲来と大友氏の黎明」をテーマに講演を
行います

11月28日
大分平和市民公園能楽
堂

大分県立埋蔵文化財
センター

無料 097-552-0077

大分市 ③
考古学講座「風土記の丘と
古墳時代」

県立歴史博物館の秋の企画展に関連する講座で
す

10月20日
大分県立埋蔵文化財セ
ンター

大分県立埋蔵文化財
センター

無料 097-552-0077

大分市 ③ ライブラリーシアター
大分県立図書館所有の優良映画作品を、平日の
開館日に上映することにより、県民に文化芸術
に触れる機会を提供します。

10月15日.27日
29日

県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ①.③
大分県立図書館読書週間行
事

「読書週間」の趣旨に基づき、１０月２７日～１１月９日の期間に、年
間計画にある行事に加えて、大人から子どもまで楽しめる読書週間行事
を実施します。

10月27日～
11月9日

県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ アニメ映画上映会
当館を利用する幼児・小学生及びその保護者等
を対象に、ストーリー及び映像などが良質の子
ども向けアニメ映画を上映します。

10月31日
11月7日.23日

県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
学校・地域支援課
097-546-9978

大分市 ③ ○
第３回古典の日推進講座
「能の世界に触れてみよ
う」

日本の古典芸能である能の講演会を実施しま
す。

10月31日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館　学校・地域支
援課
097-546-9978

大分市 ③
「魅力アップ！パーソナル
カラー講座～第２弾～」

パーソナルカラーについて学ぶ講座です。 11月3日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館　学校・地域支
援課
097-546-9978

行事開催未確定（10
月8日までには確定予
定）

大分市 ① ○ 古典の日　企画展示
１１月の古典の日に合わせて、大分県立図書館
の中央カウンター付近で古典の日関連企画展示
を行います。

10月20日～
11月8日

県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
サービス課
097-546-9972

大分市 ① 読み聞かせ広場
選んでもらった好きな本をボランティアさんが
読み聞かせしてくれます。（幼児対象）（毎週
日曜日）

10月3日.10日.17日.24
日.31日

11月7日.14日.21日.28日

県立図書館
子ども室
（ﾏｯﾄｺｰﾅｰ)

県立図書館 無料
県立図書館
サービス課
097-546-9972

大分市 ① おはなし会2･3･4
わらべうたや絵本の読み聞かせの乳幼児～幼児
向けのおはなし会です。

10月6日.11月3
日

県立図書館
第6研修室 県立図書館 無料

県立図書館
サービス課
097-546-9972

https://www.oita-library.jp/
https://www.oita-library.jp/
https://www.oita-library.jp/
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大分市 ① おはなし会
幼児～小学生向けのおはなし会です。
（毎週土曜日、第3土曜日を除く）

10月2日.9日.23日.30日
11月6日.13日.27日

県立図書館
第6研修室 県立図書館 無料

県立図書館
サービス課
097-546-9972

大分市 ① 小学生のためのおはなし会
ストーリーテリングのおはなし会です。
（毎月第3土曜日）

10月16日
11月20日

県立図書館
第6研修室 県立図書館 無料

県立図書館
サービス課
097-546-9972

大分市 ③
県立図書館ライブラリシア
ター
秋のサスペンス映画上映会

大分県立図書館所有の優良映画作品を、休日の
開館日に上映することにより、県民に文化芸術
に触れる機会を提供します。

11月13日.14日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
学校・地域支援課
097-546-9978


