
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

竹田市 ② 授業公開 期間を設定しての保護者等への授業公開
10月25日～
11月5日

竹田高等学校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ② 地域ふれあい作品展
絵画等児童生徒の作品及び作業学習で製作した
製品等の紹介をします。

10月16日～
10月22日

株式会社
サンリブ竹田

大分県立
竹田支援学校

無料 0974-63-0722 特になし

竹田市 ② 稲刈り体験学習 九重野地区の方々と稲刈り体験を通した交流会 10月8日
竹田市九重野百木
音無円形分水

九重野担い手推進協
議会

無料 0974-62-2956

竹田市 ① ｢子どもマネー教室｣
「さまざまな職業に関するお金について」の話
を聞き学ぶ

10月13日 久住童心回帰農場
一般社団法人暮らし
振興支援機構（はな
きりん）

無料 0974-76-0019 1～4年生受講

竹田市 ② 親子大船登山 親子で大船山に登る 10月15日 大船山 都野小学校 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 親子人権講演会 親子で命の尊さや人権の大切さについて学ぶ 10月17日 竹田小学校 竹田小学校PTA 無料 0974-63-1062

竹田市 ② 稲刈り 児童と柚長地区の方との稲刈り 10月18日 柚長地区の田 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ② 祖父母学級
祖父母や地域の方に授業参観、児童との交流活
動

10月26日 菅生小学校 菅生小学校及びPTA 無料 0974-65-2221

竹田市 ② 親子人権講演会 人権講演会を行い、親子で人権について学ぶ 10月27日 荻小学校 荻小学校
荻小学校ＰＴＡ無料 0974－68－2006

竹田市 ② 蛍雪祭（文化祭） 演劇・合唱・演奏の発表 10月30日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

竹田市 ② 感謝祭 生徒の演劇・合唱などの発表 10月30日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 0974-68-2012

竹田市 ② 文化祭 演劇、合唱、教科展示 10月30日 直入中学校　体育館 直入中学校 無料 0974-75-2260

竹田市 ② ゴミゼロ大作戦Ⅱ
関係団体や地域の方と一緒にゴミ拾い・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

竹田市 ② ○ 地域奉仕作業 宮処野神社・戦没者墓地公園の清掃と学習 11月5日
宮処野神社
戦没者墓地公園

都野小学校 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 家族オリエンテーリング
白丹地域を家族で歩き、地域の歴史や文化に触
れるながら地域の清掃活動の実施

11月6日 白丹小校区 白丹小ＰＴＡ 無料 0974-76-1151

「おおいた教育の日」普及期間の取組（竹田市）
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竹田市 ② 親子人権教育 親子で人権教育について学ぶ 11月7日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0974-63-1063

竹田市 ①② 騎牟礼城址公園まつり 地域にある騎牟礼城についての歴史を学ぶ 11月7日 豊岡小学校
騎牟礼城址公園保存
会

無料 0974-63-1063

竹田市 ②
なかよしようちえんパート
Ⅱ

市内公立幼稚園３園の園児たちによる交流会 11月11日 竹田市体育センター 竹田市公立幼稚園会 無料 0974-63-1081

竹田市 ① 人権講演会 人権講演会を行い、親子で人権について学ぶ 11月18日 直入小学校体育館
直入小学校
直入小学校ＰＴＡ

無料 0974-75-2250

竹田市 ② 文化祭 演劇・合唱・総合的な学習の時間の学習発表 11月20日 くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049

竹田市 ② 文化祭
校内文化祭で、総合的な学習の時間の取組や人
権劇の発表

11月20日 都野中体育館 都野中学校 無料 0974－77－2004

竹田市 ① 入田地区文化祭 入田地区の文化祭行事へ児童の出演 11月23日 祖峰小学校体育館 入田地区運営委員会 無料 0974-62-2956

竹田市 ① 南部小授業公開
自分たちが住む校区に関係する学習を行い、学
年ごとに授業公開を実施

10月中旬 竹田市立南部小学校 竹田市立南部小学校 無料 0974-63-1064

竹田市 ②,③ バンビの会 保護者や地域の方々による児童への読み聞かせ 11月10日・24日 久住小学校 竹田市 無料 0974-76-0019

竹田市 ②
いもほり交流並びに
努力遠足

上鹿口老人クラブの皆さんといもほり交流と努
力遠足

11月上旬 竹田市上鹿口の畑 竹田幼稚園 無料 0974-63-1081

竹田市 ① ふれあい収穫祭 飛田川塩付自治会の方々と芋ほり交流 11月上旬 飛田川塩付の畑 南部幼稚園 無料 0974－63－1084

竹田市 ①
「自己を見つめ、自分の生
き方・在り方を考える」授
業への参加

キャリア教育に係る授業の公開
２学期：各学年
の計画に沿った
授業日

竹田南部中学校各教室
竹田南部中学校およ
び竹田南部中学校学
校運営協議会

無料
0974-63-1072
a46020@oen.ed.jp

竹田市 ② オープンスクール
希望者に、授業公開や本校教育の説明をしま
す。

11月3日 竹田南高等学校 竹田南高等学校 無料
info@taketaminami.jp
0974－63－3223

事前申し込み
が必要
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