
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 PTA出前授業
「想像しよう、未来の君のお仕事」というテー
マで、保護者の有志が自らの仕事について講演
し、生徒のキャリア教育に資するもの。

① 7月14日
② 8月 6日

③・④10月以降

①三光中学校体育館
②三光中学校多目的教室
③・④多目的教室他

PTA研修部有志 無料 0979-43-2729

中津市 ② 体育大会 体育的な3色の競技会（運動会） 10月20日（水） 豊陽中学校グランド 豊陽中学校 無料 0979-22-0331 順延

中津市 ② フリー参観日 日頃の授業の様子を公開します 10月26日（木） 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434
コロナの状況
により変更あ
り

中津市 ①②
クリーンアップ今津ごみゼ
ロ運動

地域の方と協力して校区のごみ拾いを行いま
す。

10月21日（木） 今津中学校校区 今津小学校・中学校 無料
0979-32-0002
0979-32-0029

中津市 ③ 文化キャラバン 大分二期会によるオペラ鑑賞会 10月25日（月） 三光中学校体育館 NPO法人大分県芸振 無料 0979-43-2729

新型コロナウイルス
感染拡大状況に応じ
て中止を含め変更あ
り

中津市 ③
フルートアンサンブル鑑賞
会

フルート演奏鑑賞会を実施します。 10月26日（火） 今津小学校多目的室 今津小学校 無料 0979－32－0002

中津市 ②
公募型ワークショップ
「前ワークショップ」

大分県立美術館スタッフが出向き、身体全体を
使いながら美術の楽しみ方を発見するワーク
ショップ。

10月28日（木）
14：00～15：30

樋田小学校体育館
大分県立美術館
（OPAM）

無料
OPAM地域連携創造事業実行委員
会事務局（大分県立美術館
学芸企画課）097－533-4502

中津市 ② マサカーニバル 学習発表会 11月2日（火） 真坂小学校 真坂小学校 無料 0979-43-2104 午後から開催

中津市 ② ふるさと祭り もちつき・学習発表会です。 11月7日（日） 津民小体育館 津民小学校 無料 0979－54－2034

中津市 ② 三郷小文化祭(仮称） 文化祭 11月19日(金） 三郷小体育館 三郷小学校 無料 0979－62－2005

中津市 ②③ 今津小学習発表会 学習の成果を学年ごとに発表します。 11月12日（金） 今津小学校体育館 今津小学校 無料 0979－32－0002

中津市 ② 上津小文化祭 学習発表会です。 11月12日（金） 上津小体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832
児童・保護者
対象

中津市 ② 深水まつり 日頃の学習成果を発表します。 11月14日（日） 深水小学校体育館 深水小学校 無料 0979－43ー2719
開催日程は予
定です

中津市 ② 城井っ子集会 子どもたちの学習発表会 11月14日（日） 城井小学校体育館 城井小学校 無料 0979－54－2105

「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 秣小まつり 学習発表会です。 11月18日（木） 秣小学校体育館 秣小学校 無料 0979-43-2191

中津市 ② どんぐり発表会 学習発表をします。 11月19日(金） 如水小学校　体育館 如水小学校 無料 0979-32-3465 日程は未確定

中津市 ② 合唱大会 学年ごとの合唱発表会 11月19日（金） 豊陽中学校体育館 豊陽中学校 無料 0979－22－0331

中津市  合唱コンクール 本校の文化祭的行事です。 11月19日（金） 城北中学校 城北中学校 無料 0979－22－0780
観客の入場に
ついては検討
中

中津市 ① 本中祭 合唱や学習の成果を発表します。 11月19日（金） 中津市立本耶馬渓中学校 本耶馬渓中学校 無料 0979-52-2452 保護者のみ

中津市 ② 学習発表会 児童の学習発表の場です 11月20日（土） 下郷小体育館 下郷小学校 無料 0979－56－2304

中津市 ② 校内音楽祭 各クラス合唱と全校合唱の発表 11月23日火曜日 耶馬渓中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168
コロナ対策の
関係で詳細は
検討中です。

中津市 ③ 合唱祭 クラス合唱・学年合唱を披露する。 11月25日（木） 体育館 中津中生徒会 無料 0979－22－0575

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

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26日（金） 今津中学校体育館 今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 東中津中合唱発表会 各学級の合唱発表 11月26日（金） 東中津中 東中津中 無料 0979-32-2493

中津市 ② 生田門まつり学習発表会 日ごろの学習成果を発表する学習発表会です。 11月30日（火） 体育館 南部小学校 無料 0979-22-0301
児童・保護者
のみ

中津市 ② 合唱祭
クラス合唱を中心とした校内の一大文化イベン
ト

11月以降 三光中学校体育館 三光中学校 無料 0979-43-2729

新型コロナウイルス
感染拡大状況に応じ
て中止を含め変更あ
り

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 12月1日（水） 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

中津市 ① なかつ学びんぴっく
小学生は子ども中津検定、中学生はジュニア諭
吉検定を受験します。

11月3日
和田コミュニティーセン
ター

中津市 無料 0979－62－9012

中津市 ① ワンパク！たんけん中津
ふるさとの歴史や文化の再発見を目的に、今年
は三光と本耶馬渓地域を見学します。

11月23日 三光、本耶馬渓地域 中津市 0979－62－9012
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中津市 ①
「やさしい日本語」地域拡
大企画会議

「やさしい日本語」を地域に暮らす方々に広
め、使ってもらうための企画会議です。

10月23日
如水コミュニティーセン
ター

大分県立図書館 無料 097-546-9975

中津市 ①
「やさしい日本語」コミュ
ニケーションワークショッ
プ

日本人と外国人が共に気持ちよく暮らしていく
ために必要なことについて話し合います。

11月6日
和田コミュニティーセン
ター

大分県立図書館 無料 097-546-9975

中津市 ①
西向くサムライ
―鎌倉幕府と豊前国―

鎌倉時代の豊前国にスポットをあて、東国から鎮西（九州）にやって
きた武士たちの動向を、古文書・彫刻・絵画・考古資料などさまざま
な文化財の展示を通して紹介します。

9月18日～
11月7日

中津市歴史博物館 中津市 0979-23-8615

中津市 ① 親子deリズムトレーニング
リズムに合わせてジャンプやステップをして、
親子で楽しく身体を動かします。

10月14日
大幡コミュニティーセン
ター

中津市 無料 0979-62-9012

中津市 ① 親子deリズムトレーニング
リズムに合わせてジャンプやステップをして、
親子で楽しく身体を動かします。

11月19日
小楠コミュニティーセン
ター

中津市 無料 0979-62-9012

中津市 ① 楽々子育て講座
どならない子育て練習法を身に着けて、楽しい
子育てにつなげる講座です。

1月11日
鶴居コミュニティーセン
ター

中津市 無料 0979-62-9012

中津市 ① 第5回中津学 明治・大正・昭和の耶馬渓を振り返ります。 10月20日 リル・ドリーム 中津市 0979-62-9012

中津市 ①② 地域クリーン活動
・全校児童生徒で、学校周辺地域の清掃活動を
行います。

11月10日 大分県立中津支援学校
大分県立中津支援学
校

無料
http://shien.oita-
ed.jp/nakatsu/

中津市 ②③ なのみ祭週間
・児童生徒の学習発表や芸術文化を体験する学
習を行います。

11月16日～19日 大分県立中津支援学校
大分県立中津支援学
校

無料

http://shien.oita-
ed.jp/nakatsu/

中津市 ①②③ スクールサポーター事業
・絵本の読み聞かせ・箏演奏体験など、地域の
方を講師に迎え、芸術文化を体験します。

11月17日 大分県立中津支援学校
大分県立中津支援学
校

無料
http://shien.oita-
ed.jp/nakatsu/

中津市 ①② 障がい者スポーツ体験
・大分県障がい者スポーツ協会の方を講師に迎
え、ボッチャやフライングディスクなどのス
ポーツ体験をします。

11月18日 大分県立中津支援学校
大分県立中津支援学
校

無料
http://shien.oita-
ed.jp/nakatsu/

中津市 ①②③ 地域ふれあい作品展
・地域の公共施設に児童生徒の絵画などの作品
を展示します。

11月中旬から下
旬

中津駅・大分銀行福沢通
支店ほか

大分県立中津支援学
校

無料
http://shien.oita-
ed.jp/nakatsu/

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25日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② キャリア講演会
自己の在り方・生き方について考える講演会で
す。

9月27日・28日 中津北高校 中津北高校 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26日～
10月29日

中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権講演会
部落差別問題の現実を学び、自己の生き方を考
える講演会です。

11月18日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244
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中津市 ② 第55回和敬祭
幼児教育学科の研究展示、研究発表、ステージ
催事等

10月24日 東九州短期大学 東九州短期大学 無料
http://www.higashikyusy
u.ac.jp/

中津市 ② 一日体験入学 学校説明、施設見学、学科別体験学習　等 10月2･3日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416
事前申込みが
必要

中津市 ②
学校説明会・相談会・見学
会

学校紹介、各科説明、個別相談、施設見学 10月16日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416
事前申込みが
必要

中津市 ② 学校見学会 施設見学、授業・部活動見学、学校説明
11月1日－5日
11月3日は休み

東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416
事前申込みが
必要

中津市 ①
「やさしい日本語」地域拡
大機関区会議

「やさしい日本語」の地域への普及拡大や事業
について、地域住民が話し合いをします。（２
回目／全２回）

10月23日
中津市如水コミュニティ
センター

県立図書館、中津市 無料
県立図書館 学校・地域支援
課
097-546-9975

中津市 ①
「やさしい日本語」コミュ
ニケーションワークショッ
プ

「やさしい日本語」を活用した、互いに暮らし
やすい地域づくりについて、地域住民と在住外
国人が話し合いをします。（１回目／全２回）

11月6日
中津市和田コミュニティ
センター

県立図書館、中津市 無料
県立図書館 学校・地域支援
課
097-546-9975
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豊後高田市 ② 秋季大運動会 日頃の学習の成果を発表します。 10月3日 桂陽小グランド 学校 無料 a51140@oen.ed.jp

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年が授業の様子を公開します。 10月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年が授業の様子を公開します。 11月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 戴星祭
地域の高齢者を招待して、生徒が育てた菊を鑑
賞しながら学習発表会を実施します。

11月6日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月6日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月20日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月16日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を紹介 10月15日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を紹介 11月15日 呉崎小学校 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年の授業の様子を公開します。 10月15日 田染小学校 田染小学校 無料 0978-26-2004

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年の授業の様子を公開します。 11月15日 田染小学校 田染小学校 無料 0978-26-2004

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月12日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 11月16日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978‐53‐4024

「おおいた教育の日」普及期間の取組（豊後高田市）
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豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業を公開します。 11月15日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978‐53‐4024

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年が授業公開をします。 10月12日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② ハロウィン集会
ハロウィンに関する集会を実施。児童がハロ
ウィンの仮装をし、英語で会話します。

10月28日
三浦小学校体育館・各教
室

三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 堅来神社清掃 地域にある堅来神社の清掃を全校で行います。 11月4日 堅来神社 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ② 学校公開日 全学年が授業公開をします。 11月18日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

豊後高田市 ①② フロアホッケー体験会 アスリートと子どもたちとのふれあい交流事業 10月19日 香々地小学校体育館 県障がい者スポーツ協会 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 学校公開日 授業公開 10月19日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ②③
子どものためのクラシック
コンサート

クラシックコンサートの巡回講演 11月12日 香々地小学校体育館 一般財団法人教職員互助会 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ② 学校公開日 授業公開 11月16日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

豊後高田市 ③ 文化祭 合唱やクラス発表等 11月13日 高田中学校体育館 高田中学校 無料 a41090@oen.ed.jp

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月15日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 11月15日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

豊後高田市 ② 文化祭 弁論や西叡太鼓等を発表します。 11月20日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504 （日時は予定）

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

豊後高田市 ② 校内文化祭 生徒の学習発表・音読暗唱等を行います。 11月21日 田染中体育館 田染中学校 無料 0978-26-2047



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

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日 真玉中学校 真玉中学校 無料 0978-53-4014

豊後高田市 ① ガザミ料理教室
地元特産のガザミを使い、地域から講師を招い
て料理教室を行います。

10月
日にちは未定

香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日(金) 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ① 認知症サポーター養成講座
認知症の方々への理解を深め、対応を学びま
す。

10月27日(水) 香々地中学校 豊後高田市 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ②③
校内文化祭
学校公開日

合唱、和太鼓の演奏、体験学習発表等をしま
す。

11月14日(日) 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ① 租税教室 税についての仕組みを知り、理解を深めます。 11月17日(木) 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ① 3年消費者教育出前授業
賢い消費者になることを目指し、外部講師を招
いて出前授業を行います。

未定 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

豊後高田市 ②③
豊後高田市中学校弁論大会
和弁の部

市中学校弁論大会和弁の部 11月24日(水) 高田中学校 無料

豊後高田市 ②③
豊後高田市中学校弁論大会
英語暗唱の部

市中学校弁論大会英語暗唱の部 11月24日(水) 真玉中学校 無料

豊後高田市 ② 秋季大運動会 ２日間にわたる学年毎の運動会です。 10月13、14日 夢いろ幼稚園 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

豊後高田市 ② 秋季大運動会
子どもの競技・ダンスを中心に（保護者へ公
開）

10月　9日 真玉小運動場 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ② 芋ほり交流会 老人クラブとの交流 10月27日
真玉庁舎駐車場横　田ん
ぼ

キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ② 未就園児交流会
未就園児（就園していない子ども対象　何歳で
も）

11月10日 キラリいろ幼稚園 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

豊後高田市 ① 健康まつり 健康について参加者で一緒に考える 10月30日 田染公民館
田染地区健康推進協
議会

無料 0978-26-2912

豊後高田市 ① 一輪車大会 日頃の練習の成果を発表する 11月20日 田染公民館グラウンド
田染地区青少年健全
育成協議会

無料 0978-26-2912

豊後高田市 ① 田染公民館祭 土日間にわたる田染地区の総合文化祭 11月20～21日
田染小・中体育館グラウ
ンド・田染公民館

公民館祭実行委員会 無料 0978-26-2912



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

豊後高田市 ①③ 川端誠絵本原画展 川端誠氏「十二支のお雑煮」原画を展示 10/13～11/10 豊後高田市立図書館 豊後高田市教育委員会無料 0978-53-5112

豊後高田市 ① 学びの21世紀塾市民講座 ベトナム語講座 第1・3水曜 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ① 学びの21世紀塾市民講座 英会話講座 第1・3土曜 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ① 学びの21世紀塾市民講座 中国語講座 第2水曜 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ① 学びの21世紀塾市民講座 ミャンマー語講座 第4水曜 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ① 学びの21世紀塾市民講座 漢詩講座 第2・4水曜 豊後高田市立図書館 豊後高田市立図書館 無料 0978-25-5115

豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。
11月1日～2日，

4日～5日
高田高等学校 高田高等学校 無料 0978-22-3145

豊後高田市 ① プラネタリウム一般開放日
県民を対象としたプラネタリウムによる星空解
説

10月17日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ①
ネイチャーファミリーデイ
ズ①

県内家族を対象としたロープワーク体験 10月30日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ①
かかぢトレッキングクラブ
①

県内児童生徒を対象とした国東峯道ロングトレ
イル

10月31日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ① 自然体験生き活きキャンプ 県内児童生徒を対象とした森林キャンプ体験 11月13･14日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ①
ネイチャーファミリーデイ
ズ②

県内家族を対象としたネイチャーゲーム 11月14日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ① プラネタリウム一般開放日
県民を対象としたプラネタリウムによる星空解
説

11月21日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ① 森のフェスティバル 県民を対象とした体験活動ミーティング 11月28日 香々地青少年の家 香々地青少年の家 0978-54-2096

豊後高田市 ①
「大分県少年の船」陸上研
修（少年の船の家2021）

青少年の体験活動やキャリア形成の場を提供す
るため、「大分県少年の船」のスタッフによる
1泊2日の課題解決型研修を行う。

10月9日～10日 香々地青少年の家
大分県青少年団体連
絡協議会、大分県、
大分県教育委員会

大分県生活環境部
私学振興・少年課097-506-
3076

豊後高田市 ②④
青少年のための科学の祭典
大分大会2021

多くの子ども達に科学の楽しさ・不思議さを体
験してもらうイベント

11月21日 香々地青少年の家
科学の祭典大分大会
実行委員会

無料 090-3987-7299

新型コロナウイルス
の感染拡大によって
は中止延期もあり得
る
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宇佐市 ② なかまの集い(仮名) 学級決議の中間総括・個人意見の交流等 11月26日 北部中学校 体育館 北部中学校 無料 0978‐32‐0326

宇佐市 ④
子どものためのクラシック
コンサート

東京アーティスツ合奏団の歌や演奏の鑑賞を行
う。

11月24日 宇佐市立北馬城小学校 大分県教職員互助会 無料 097-556-9292

宇佐市 ② のびっ子発表会
全校児童の日頃の学習成果の発表
地域の方の出し物

11月28日 宇佐市立封戸小学校 宇佐市立封戸小学校 無料 0978-37-0217

宇佐市 ② ふれあい文化祭 PTAと共催で文化活動の発表をします。 10月30日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料 0978－48－2305

宇佐市 ② 津房探訪ツアー まちづくり協議会の協力で津房を探訪します。 11月13日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料 0978－48－2305

宇佐市 ① クリーンアップ宇佐 地域の清掃活動（ボランティア活動） 11月5日 宇佐中学校周辺 宇佐中学校 無料 宇佐中学校

宇佐市 ① 人権講演会 人権に関する講演会 11月19日 宇佐中学校体育館下 宇佐中学校ＰＴＡ 無料 宇佐中学校

宇佐市 ② 深見秋祭り 深見小教育文化祭・地区文化祭 10月31日 旧深見中体育館
深見小学校
深見まちづくり協議
会

無料
0978-44-4031
0978-44-4544

9/10実行委員
会で決定

宇佐市 ③ ○
互助会子どものためのクラ
シックコンサート

クラシックコンサート 11月19日 長洲小学校体育館 互助会 無料 長洲小0978-38-1234
内容は後日打
ち合わせで決
定

宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月19日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978ー32ー0279

宇佐市 ② 三世代の集い
地域の方に児童・保護者が感謝の気持ちを伝える場
として設定された。今年で37年目を迎え、地域と保
護者、学校をつなぐ大切な場となっている。

11月6日 糸口小体育館・教室
糸口小学校
糸口小学校PTA

無料 0978-32-0274

宇佐市 ② 秋季大運動会 児童による走・表現の発表です。 10月2日 豊川小学校　グランド 豊川小学校 無料 0978-32-0098

宇佐市 ②
子どものためのクラッシッ
クコンサート

音楽鑑賞 11月30日 豊川小学校　グランド 豊川小学校 無料 0978-32-0099

宇佐市 ③
子どものためのクラッシッ
クコンサート

東京アーティスツ合奏団によるプロのクラシッ
ク演奏　鑑賞

11月 柳ヶ浦小
大一般財団法人　大
分県教職員互助会

無料 097-556-9292

宇佐市 ② キラキラコンサート 文化庁後援劇団　風の子九州　観劇 12月1日 長峰小学校 長峰小学校 無料 0978-32-0344

「おおいた教育の日」普及期間の取組（宇佐市）
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宇佐市 ② ミニコンサート プロの演奏家による太鼓の演奏 11月12日 院内中部小音楽室 院内中部小学校 無料 a51830@oen.ed.jp

宇佐市 ②
子どものためのクラッシッ
クコンサート

プロの演奏家によるクラッシックコンサート
11月26日 院内中部小体育館 院内中部小学校 無料 a51830@oen.ed.jp

南院内小学校
との合同開催

宇佐市 ② 文化行事 部下的活動・学習についての発表会 11月20日 院内中学校 院内中学校 無料 0978-42-5008

宇佐市 ② 運動会
運動会での児童の姿を地域の方に見てもらいま
す。

9月18日 西馬城小学校 西馬城小学校 無料 0978-32-2307

宇佐市 ② 鍛錬遠足
保護者や地域の方と沿線のごみ拾いをしながら
地元の山に登ります

10月29日 西馬城小学校～御許山
西馬城小学校、西馬
城地域づくり協議会

無料 0978-32-2307

宇佐市 ② 特認校学校公開
子どもたちが取り組んでいる太鼓演奏や学習発
表を市内の方に見ていただく取組です。

11月6日 西馬城小学校 西馬城小学校 無料 0978-32-2307

宇佐市 ② 学校公開 授業の様子の公開 １１月（予定） 安心院中学校各教室 安心院中学校 無料 0978-44-0004

宇佐市 ② 教育文化祭 地球未来科の学習成果の発表等 １２月（予定） 安心院中学校体育館 安心院中学校 無料 0978-44-0004

宇佐市 ② 西部中学校合唱コンクール 保護者向けの合唱発表会 11月26日 西部中学校体育館 西部中学校 無料 0978-32-0072

宇佐市 ② よりもフェスティバル 学年ごとに学習発表会や地域の方の読み聞かせ 11月13日 北馬城小学校　体育館 北馬城小学校 無料 0978-37-0701
状況により中
止する場合も
あり

宇佐市 ② マラソン大会 学年別によるマラソン大会を保護者に公開 12月10日
天津小グラウンド、周回
コース

天津小学校 無料 0978-32-0248

宇佐市 ② 百人一首大会
低学年はカルタ、高学年は百人一首　保護者に
公開

1月14日 体育館、マルチ、教室 天津小学校 無料 0978-32-0248

宇佐市 ①②
宇佐市読書感想文感想画コ
ンクール表彰式

市内の小中学生にコンクールを通して読書を楽
しんでもらい、読書活動の推進を図ります。

11月21日
宇佐市民図書館視聴覚
ホール

宇佐市教育委員会 無料 宇佐市民図書館

宇佐市 ①② 体験入学
看護学科、普通科（普通コース・体育進学コー
ス）の体験等

１０/９（土）
柳ヶ浦高等学校

体育館、教室、グランド
柳ヶ浦高等学校 無料

0978-38-0033
http://www.yanagigaura.ed
.jp

申込みは各中
学校から

宇佐市 ② 授業参観週間 日頃の授業の様子を公開します。 11月１０～12日 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料 0978-32-1780

宇佐市 ② 授業公開 保護者対象に授業を公開します。
11月1日～11月9日
土日祝祭日は除く

宇佐高校 宇佐高校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/usa/
0978-37-0117

ただし、コロナウイ
ルスの感染状況によ
り変更もあります。

宇佐市 ② 人権講演会
生徒対象の講演会です。保護者へも公開しま
す。

11月予定 宇佐高校 宇佐高校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/usa/
0978-37-0117

ただし、コロナウイ
ルスの感染状況によ
り変更もあります。
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別府市 ①、③ チャレンジ子育て学級
幼・小・中学生の保護者を対象にした家庭教育
のあり方について学習する機会を提供します

10月12日
野口ふれあい交流セン
ター

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①、③ にこにこ子育て学級
乳幼児の保護者を対象にした家庭教育のあり方
について学習する機会を提供します

10月15日
野口ふれあい交流セン
ター

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①、③
べっぷっ子　子育てﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ

家庭教育支援の活性化を図るため、講演等の学
びの場を通して、家庭や地域の教育力を高める
機会を提供します

11月23日
B-conプラザ
国際会議室

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①
別府市青少年育成市民会議
リーダー研修会

中高生や青少年の健全育成に関わる方々を対象に、
これからの未来を生き抜くためにどのように過ごす
のかについて考え学びます

11月23日
B-conプラザ
国際会議室

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ①
公民館子どもひろば
放課後学習ひろば

地域住民が子どもたちと活動することをとおし、住
民のもつ知識・知恵・技能等を伝承し、子どもたち
にとっては、様々な体験活動を行う機会とします。

10月～11月の
水・土・日曜日

市内各小学校（東山小学校除く）・
別府市中央・中部地区・西部地区・
朝日大平山地区・南部地区・北部地
区公民館

別府市教育部
社会教育課

無料
別府市教育部社会教育課
0977－21－1587

別府市 ②
別府市の教育を語る懇談会
事務局会

新しい時代を生きていく子どもたちのために、学
校・家庭・地域・教育行政、それぞれが果たすべき
役割を考える協議会

11月上旬 教育相談センター 別府市教育懇話会 無料
別府市教育相談センター
0977-26-0803

別府市 ①
古文書をよむ
　～ふるさとの歴史と文化
～

古文書を通して、ふるさとの歴史と文化の魅力
再発見の旅をします。

10月28日 別府市社会福祉会館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

別府市 ①
古文書をよむ
　～ふるさとの歴史と文化
～

古文書を通して、ふるさとの歴史と文化の魅力
再発見の旅をします。

11月25日 別府市社会福祉会館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

別府市 ① 子どもバドミントン教室
ルールや基本動作を学び、挑戦する意欲を養
い、個々の役割と思いやりの精神を身につけ
る。

10月23日
11月27日

北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977-67-8300

別府市 ① 亀川小学校５年生ミシン支援
家庭科実習において、地域ボランティアの寄り
添い支援活動を実施する。

10月12日・19
日・26日

亀川小学校 北部地区公民館 無料 0977－67－8300

別府市 ① 小学生チャレンジ教室
子ども体験活動「スポーツチャンバラ」の実技
を通して礼儀作法を学ぶ。

10月16日
11月20日

北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977－67－8300

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ西
部キャンパス

被災地での救助活動などから。食育の大切さや
繋ぐ命の尊さを学ぶ

10月8日 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ西
部キャンパス

椅子に腰かけて行う指ヨガ＆セルフリンパケア 11月12日 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330

別府市 ① 切り絵教室
物づくりを通して、達成感や喜びを感じてもら
うと共に創造力や教養を養う

10月8日
11月12日

西部地区公民館 西部地区公民館

初回のみ
５００

円・前年
度参加者
は無料

0977-23-7330 主催講座

別府市 ① 筆文字パステルあーと教室
筆やパステルの使い方を学び、自由な発想で創
作を楽しむ

10月8日
11月12日

西部地区公民館 西部地区公民館
５００
円

0977-23-7330 主催講座

「おおいた教育の日」普及期間の取組（別府市）
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別府市 ① 呼吸法とヨガ
ヨガを通し呼吸法を正しながら、健康づくりを
助ける

10月7日
11月18日

西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7330 主催講座

別府市 ① やさしい手ごねパン教室
パン作りの基礎知識を身に付け、保護者同士交
流を深める

10月28日
11月25日

西部地区公民館 西部地区公民館
５００
円

0977-23-7330 主催講座

別府市 ① はじめての子ども茶道教室
おもてなしの心、礼儀、作法、和の心を身に付
ける

10月9日、16
日、11月27日

西部地区公民館 西部地区公民館
２００
円

0977-23-7331 子どもひろば
（スペシャル）

別府市 ① きっず英語教室
ネイティブの発音や、その国の文化や生活等を
学ぶ

11月20日 西部地区公民館 西部地区公民館 無料 0977-23-7332 子どもひろば

別府市 ①
三世代ふれあい教室
ウォーターグローブ体験教
室

ガラス瓶を使った小物づくりをします 10月9日 中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4321

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ
中部キャンパス

生活課題や地域課題について学習します
10月18日
11月29日

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4322

別府市 ①
子どもひろば
書のあそび

小学生を対象とし、文字のなりたちから毛筆を
学びます

10月9日
11月13日

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4323

別府市 ①
子どもひろば
APU「ASOVIVA」

外国にルーツを持つ小学生を対象に、母国語を
つかってコミュニケーションを図ります

１０月２４日
１１月２７日予

定
中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4324

別府市 ①
子どもスペシャル
子どものアトリエ

幼・小学生を対象とし、工作や絵を描いたりし
ます

10月16日
11月20日

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4325

別府市 ① 公民館でべっぷ子育てLabo
中学校区の保護者が集い子育てに関する地域課
題を共有します

10月・11月
下旬予定

中部地区公民館 中部地区公民館 無料 0977-25-4326

別府市 ①
子どもひろばスペシャル
「チャレンジ教室」

子ども達がスポーツや地域行事にチャレンジし
ます。

10月9日
11月6日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ① 歌の音わか教室
音楽の持つ特性を用いた音楽療法をもとに、み
んなで一緒に楽しく歌う活動を行います。

10月1日、29日
11月5日、19日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
湯の街学びのカレッジ南部
キャンパス

成人教育全般、参加者同士の交流をすることに
より、活力ある地域づくりを目指します。

11月24日 南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ① らくらく指ヨガ健康教室
手の平や指を押したり、伸ばしたりすることに
より、体の不調の改善や健康増進を目指しま
す。

10月10日
11月12日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
はじめての「てごねパン」
教室

パン生地を手ごねから始め発酵させて、調理パ
ン、食パン、菓子パンなどを作る教室です。

10月26日
11月30日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ① 気功操体法気功太極拳
中国伝統の健康法の実技を取り入れ、中高年か
らの体力・体型作りを行います。

10月6日
11月10日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

https://www.city.beppu.o
ita.jp/sisetu/kouminkan/
05kouminkan_05-
05nanbu.html
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別府市 ①
子どもひろば
「やさしい書写教室」

小学生を対象に硬筆・毛筆を基礎から学びま
す。

10月23日
11月27日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
子どもひろば
「キッズ卓球教室」

小学生を対象に卓球を基礎から学びます。
10月23日
11月27日

南部地区公民館 南部地区公民館 無料

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ朝
日大平山キャンパス「あん
さんぶるコスモ」

日本の伝統楽器「箏」「篠笛」やフルートによ
るアンサンブル演奏会で、心身ともに癒されま
す。

10月5日 朝日大平山地区公民館
朝日大平山地区公民
館

無料 0977-66-1150

別府市 ①
湯のまち学びのカレッジ朝
日大平山キャンパス「落
語」

県南落語組合の方による落語を聴き、笑いで健
康増進を図ります。

11月2日 朝日大平山地区公民館
朝日大平山地区公民
館

無料 0977-66-1150

別府市 ①
世代間交流さわやか学級
「鉄輪温泉まち歩きと地獄
蒸し体験」

地域探検をしながら、ふるさとの良さを再発見
します。

11月13日 鉄輪温泉一帯
朝日大平山地区公民
館

0977-66-1150

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします。 10月9日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（ベビー） 乳幼児を対象に読み聞かせをします。 10月21日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
大人が楽しめる夜のおはな
しの会

大人が聞いてしっとりと楽しめるおはなし会を
します。

10月31日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします。 11月6日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ① おはなしの会（ベビー） 乳幼児を対象に読み聞かせをします。 11月18日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

別府市 ①
タイルクラフトでコース
ターづくり！

いろんな色のタイルで、自分だけのコースター
を作ります。

11月20日 別府市立図書館 別府市立図書館 0977-23-2453 材料費1000円

別府市 ①
ベストセラーと名作から見
た日本庶民史

幅広いジャンルの作品を通して、その時々の日
本人の生きざまや文化のありようを学びます。

10月16日
11月20日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 『十八史略』を読む
中国史の入門書「十八史略」を読み解き、当時
の人々の生き方や人生の知恵を学びます。

10月9日，23日
11月27日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 大分歴史探訪 最新研究による日本史の新常識を学びます。
10月15日
11月19日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ おもしろ人生学
多彩な講師陣の個性豊かな生き方から、今を生
きるヒントを学びます。10月のテーマは「日本
の古典と王朝の美を探る」

10月22日
別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 万葉をひもとく
日本最古の和歌集「万葉集」をひもとき、和歌
にまつわる歴史の背景や古代日本人の心情、人
物像にも迫ります。

10月 2日
11月 6日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ○ 宇治拾遺物語
197編の説話集「宇治拾遺物語」に描かれた当
時の人々の生活を、楽しみながら読み味わいま
す。

10月21日
11月18日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

https://www.city.beppu.o
ita.jp/sisetu/kouminkan/
05kouminkan_05-
05nanbu.html
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別府市 ① ○ 古典入門
王朝の人間模様が生き生きとつづられた「伊勢
物語」の世界観を読み味わいます。

10月26日
11月30日

別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ① ふるさとガイド
大分の歴史・文化・地形・自然等について学び
ます。10月のテーマは「大分県の植物と自然保
護」

10月19日
別府市ふれあい広場
サザンクロス

別府市ふれあい広場
サザンクロス

無料 0977-25-3396

別府市 ② 大分県学校体育研究大会
体育の授業を公開し、体育の現状について教職
員相互の理解を深めます。

11月4日 上人小学校
大分県学校体育研究
会
大分県教育委員会

無料 0977－67-2278

別府市 ② 九重青少年の家宿泊訓練 5年生の宿泊訓練です。 11月8.9日 九重青少年の家 上人小学校 0977－67-2278

別府市 ② 文化祭 本校文化祭を公開します。 11月23日 東山小中学校 東山小中学校 無料 0977-27-5010

別府市 ② ふれあい作品展 児童生徒の作品展示を行います。 11/8～11/12 大分銀行別府支店 別府支援学校 無料 0977-24-0108

別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で作成した作品を展示する 10月4～15日 大分銀行　鶴見支店 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で作成した作品を展示する 10月18日～29日
大分みらい信用金庫
扇山出張所

別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で作成した作品を展示する 11月8日～19日 別府発達医療センター 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府①

県民を対象とした健康教室 10月6日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府②

県民を対象とした健康教室 10月20日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府③

県民を対象とした健康教室 11月3日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①
ノルディックウォーク健康
教室in別府④

県民を対象とした健康教室 11月17日 別府公園 香々地青少年の家 0978-54-2096

別府市 ①.②
「多様化する食品の選択－食
品の表示から見えるもの－」

別府大学生や一般消費者を対象に、食品表示につ
いて学びます。

11月2日
別府大学32号館400番教
室

別府大学 無料
別府大学大学事務局教務課
（0977-66-9621）

※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

別府市 ①
「やさしい日本語」地域拡
大機関区会議

「やさしい日本語」の地域への普及拡大や事業につ
いて、地域住民が話し合いをします。（２回目／全
２回）

10月16日
別府市野口ふれあい交流
センター

県立図書館、別府市 無料
県立図書館 学校・地域支援
課
097-546-9975

別府市 ①
「やさしい日本語」コミュ
ニケーションワークショッ
プ

「やさしい日本語」を活用した、互いに暮らしやす
い地域づくりについて、地域住民と在住外国人が話
し合いをします。（１回目／全２回）

11月13日
別府市野口ふれあい交流
センター

県立図書館、別府市 無料
県立図書館 学校・地域支援
課
097-546-9975
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別府市 ② 校内授業研究会 公開授業研究会 11月1日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

別府市 ② 明豊中学校　入学説明会 学校の説明、体験授業、部活動の相談等 10月30日 明豊中学・高等学校 明豊中学校 無料 0977-27-3311 当日参加可

別府市 ② 別府市の教育を語る懇談会
学校・家庭・地域・教育行政が一体となって行
動する契機とする

10月下旬～11月上旬 別府市役所
退職校長会、現職校
長会、教育委員会、
市PTA連合会

無料
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杵築市 ② 杵築小体育発表会 体育を中心にした学校公開日 10月16日 杵築小学校 杵築小学校 無料 0978-62-2059

杵築市 ④ ロケット工作教室・宇宙講話
ペットボトルロケット体験とロケット技術を学
ぶキャリア教育

10月20日 杵築小学校 杵築小学校 無料 0978-62-2059

杵築市 ③ 校内文化祭 県「文化キャラバン」を活用した音楽鑑賞 11月5日 杵築小学校 杵築小学校 無料 0978-62-2059

杵築市 ② 第３回学校運営協議会 学校運営協議会委員による授業参観 11月29日 杵築小学校 杵築小学校 無料 0978-62-2059

杵築市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月5日 大内小学校 大内小学校 無料 0978-62-2218
中止の可能性
有り

杵築市 ② 出前ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 体感ワークショップ 11月18日 杵築市立東小学校 大分県立美術館 無料 097-533-4502

杵築市 ② びじゅつかん旅じたく 美術館体験講座 11月18日 杵築市立東小学校 大分県立美術館 無料 097-533-4503

杵築市 ② びじゅつかん旅 美術館体験講座 11月24日 OPAM 大分県立美術館 無料 097-533-4504

杵築市 ②、③ ○ 音楽（演奏会） 雅楽【大人の方（７～８名程度）の演奏会】 11月2日(火) 八坂小体育館
地域代表
(園田さん)

無料
0978-62-2516
(八坂小)

杵築市 ② 持久走大会
全校児童が学年ごとに決められた距離を走りま
す

11月26日 大田小学校周辺の道路 学校 無料 0978-52-2009

杵築市 ② 教育講演会 児童及び保護者対象の講演会 11月26日 大田小学校体育館 学校 無料 0978-52-2009

杵築市 ② 文化祭 本校の文化祭を公開 11/2（予） 杵築中学校 杵築中学校 無料 0978-62-2070

杵築市 ② 学校公開週間 期間中の全ての授業を公開 11/11～11/17 杵築中学校 杵築中学校 無料 0978-62-2070 各学期実施

杵築市 ② オープンスクールウィーク 通常の学校活動（授業や行事）を公開します。 11月1日～12日 杵築市立宗近中学校 杵築市立宗近中学校 無料 0978-62-2647

杵築市 ② 幼稚園開放デー 未就園児開放デー・自由参観日 10/19,11/16 杵築幼稚園 杵築幼稚園 無料 0978-62-2214

「おおいた教育の日」普及期間の取組（杵築市）



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

杵築市 ② 幼稚園開放デー 未就園児開放デー・自由参観日 10/21,11/16 大内幼稚園 大内幼稚園 無料 0978-62-2415

杵築市 ② 幼稚園開放デー 未就園児開放デー・自由参観日 10/26,11/16 東幼稚園 東幼稚園 無料 0978-62-2062

杵築市 ② 幼稚園開放デー 未就園児開放デー・自由参観日 10/19,11/16 八坂幼稚園 八坂幼稚園 無料 0978-62-2411

杵築市 ② 幼稚園開放デー 未就園児開放デー・自由参観日 10/19,11/16 北杵築幼稚園 北杵築幼稚園 無料 0978-62-2559

杵築市 ② 幼稚園開放デー 未就園児開放デー・自由参観日 10/19,11/16 守江幼稚園 守江幼稚園 無料 0978-63-9008

杵築市 ② 幼稚園の紹介、情報提供
公共施設などへのポスター掲示、パンフレット
配布等

１１月 公共施設、各幼稚園等 杵築市立幼稚園 無料
杵築市立東幼稚園
0978-62-2062

杵築市 ② 授業公開週間 日常の授業の様子を公開 10月18日～22日 杵築高等学校 杵築高等学校 無料 0978-62-2037 ＨＰにも掲載



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）



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 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



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 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



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

姫島村 2 キッズサッカー教室
ｻｯｶｰ協会より派遣されたコーチが、ボールやい
ろいろな道具を使って、ゲーム感覚の運動あそ
びを実施してくれる。

11月4日
姫島村立
姫島幼稚園　（園庭）

大分県
ｻｯｶｰ教室

無料 kids@ofa.or.jp

「おおいた教育の日」普及期間の取組（姫島村）



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

日出町 ③ フルールミニコンサート フルートのアンサンブル 11月14日 日出町立図書館 日出町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ① 読書週間講演会 絵本についての講演会 未定 日出町立図書館 日出町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ② 園内運動会 園内運動会を通して育ちの様子をみてもらう。 10月20日 豊岡小学校体育館 日出町立豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 体験入園
来年度入園対象者とその保護者に日頃の保育を
公開し体験してもらう。

11月12日 豊岡幼稚園 日出町立豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 園公開日 日頃の園生活の様子を公開する。 11月19日 豊岡幼稚園 日出町立豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 園内運動会
園内運動会を通して保護者や祖父母と交流した
り園児の活動を見てもらったりします。

10月20日 日出小学校体育館 日出町立日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町 ② 園公開日 日頃の様子を保護者や地域の方に公開します。 11月5日 日出幼稚園 日出町立日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町  体験入園
来年度入園対象児とその保護者に日頃の保育の
様子を公開します。

10月21日 藤原幼稚園 日出町立藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町  園公開日 日頃の園児の様子を保護者に公開します。 10月22日 藤原幼稚園 日出町立藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町  園内運動会 保護者や祖父母と一緒に交流をします。 11月5日 藤原小体育館 日出町立藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母と一緒に交流を図ります。 11月12日 川崎小学校体育館 日出町立川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町  体験入園 未就園児と交流を図ります。 11月16日 川崎幼稚園 日出町立川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ② 園公開日 日頃の園生活・保育の様子を公開します。 10月19日 大神幼稚園 日出町立大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母と交流します。 11月9日 大神幼稚園 日出町立大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 体験入園
来年度入園対象児とその保護者に日頃の保育を
体験してもらいます。

11月18日 大神幼稚園 日出町立大神幼稚園 無料 0977-72-4120

「おおいた教育の日」普及期間の取組（日出町）



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

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します 11月19日 豊岡小学校 日出町立豊岡小学校 無料 0977-72-2333

日出町 ②③ 学校公開日 「グループＵＮＯ」による演奏会を行います。 10月22日 藤原小学校 日出町立藤原小学校 無料 0977-72-2830
公開未定（コ
ロナ関連）

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します 10月22日 藤原小学校 日出町立藤原小学校 無料 0977-72-2830
公開未定（コ
ロナ関連）

日出町 ②
大分県立歴史博物館訪問
講座（５年）

火おこし体験 10月13日 川崎小学校運動場 大分県立歴史博物館 無料 0978-37-2100

日出町 ①.②
スポーツによる地域の元気
づくり事業（３年生）

「バサジー大分」による、スポーツ交流会 10月20日 川崎小学校体育館
大分県企画振興部
芸術文化スポーツ
振興課

無料 097-506-2168

日出町 ②.③
マンドリンオーケストラ
演奏会（６年生）

「大分マンドリンオーケストラ」による演奏会 11月9日 川崎小学校体育館 NPO法人大分芸振 無料 090-8765-2359

日出町 ①.②
障がい者スポーツ体験会
（５年生）

「車いすバスケットボール連盟」による
スポーツ体験会

11月15日 川崎小学校体育館
大分県障がい者
スポーツ協会

無料 097-533-6006

日出町 ①.②
薬物乱用防止啓発授業
（６年生）

薬物乱用防止啓発授業 11月16日 川崎小学校体育館
薬物乱用防止啓発
事業事務局

無料 03-5330-3043

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月19日 大神小学校 日出町立大神小学校 無料 0977-72-2812

日出町 ② 大神中文化発表会
学校公開日を兼ねた文化発表会で作品の展示や
学年合唱を行います

11月5日 大神中学校体育館 日出町立大神中学校 無料 0977-72-2308

日出町 ③
放課後子ども教室お月見の
会

お月見団子を作り、お供えをしてお月見にまつ
わるお話をする

（未定）
9月17日の予定でした
が、台風のため延期と
なりました

豊岡地区公民館 豊岡地区公民館 無料 0977-72-6751（永松）

日出町 ② 暘谷祭（文化祭） 体育館でのステージ発表や生徒作品展示 11月12日(金)
大分県立日出総合高等学
校

大分県立日出総合高
等学校

無料 0977-72-2855

本年度は生徒・職員
のみ
(保護者・一般公開
無)(予定）

日出町 ② 図書館コンサート 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 9月26日 日出町立図書館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 9月

日出町 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 10月20日,21日 日出支援学校 日出支援学校 無料 0977-72-2305
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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）
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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
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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
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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
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臼杵市 ① 第４９回　野津町文化祭 様々な文化活動の発表イベントです。

展示：10/28(木）～
11/4

発表会：11/3（水・
祝）

野津中央公民館
吉四六の里文化推進
協議会

無料 社会教育課0974-32-2270

臼杵市 ① 普賢寺もみじスケッチ大会 秋の普賢寺でスケッチをするイベントです。 11/23(火・祝） 野津町　普賢寺周辺 社会教育課 無料 社会教育課0974-32-2270

臼杵市 ①
令和3年度　うすき図書館ま
つり

読み聞かせ・紙芝居　本の楽しさを教える催し 10/17(日） 野津中央公民館 社会教育課 無料 社会教育課0974-32-2270

臼杵市 ③ うすきまちなかアート
個性豊かな作品たちをまち歩きとともに楽しめ
るイベントです。

9/19(日）～
10/17(日）

八町大路
臼杵市観光交流プラザ2階
サーラ・デ・うすき

臼杵市教育委員会
元気のでるアート！実
行委員会

無料
「元気のでるアート!」実行
委員会
0972-63-5888

臼杵市 ③ 臼杵市所蔵　進来 哲 展
臼杵市が所蔵する進来哲画伯の作品を展示しま
す。

10/16（土）～
10/24（日）

臼杵市観光交流プラザ　２
階ギャラリー

臼杵市教育委員会
文化・文化財課

無料
文化・文化財課
0972-63-1111(内線3121)

臼杵市 ③
不滅の豊後刀　大友から臼
杵藩の刀剣

地元臼杵で活躍した刀匠の作品などを展示しま
す。

９/25(土）～
12/20(月）

臼杵市歴史資料館
臼杵市教育委員会、日
本美術刀剣保存協会大
分支部

臼杵市歴史資料館
0972-62-2882

臼杵市 ② 中学校文化祭 各校の文化的な学習発表会です。 11月中 各中学校 各学校 無料
コロナ感染拡大防止
のため、一般の方に
は公開しません

臼杵市 ② 小中音楽会
臼杵市全校が集まって行う音楽会です。（中
止）

11月26日 臼杵市民会館 臼教研音楽部会 無料
コロナ感染拡大防止
のため、本年度は実
施しません

臼杵市 ① ３つの教育推進フォーラム
臼杵市の３つの教育の啓発イベントです。（検
討中）

1月中 未定 臼杵市教育委員会 無料
感染対策を施したう
えでの開催について
検討中です

臼杵市 ② 授業公開
臼杵高校の日頃の授業の様子を公開し
ます。

10月25日～
10月29日 臼杵高校各教室 大分県立臼杵高等学校 無料 0972-62-5145

「おおいた教育の日」普及期間の取組（臼杵市）
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津久見市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月6日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972－82－2609

津久見市 ② 給食試食会
日頃、子どもたちが食べている給食を試食しま
す。

12月3日 青江小学校 青江小学校 0972-82-2054

津久見市 ②
市教研･市人研助成
津久見小学校研究発表会

研究主題「主体的に学ぶ子どもの育むために」
～課題設定と振り返りの工夫を通して～
２・４・５年算数科授業公開

11月5日 津久見小学校 津久見小学校 無料 0972-82-5201

津久見市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月2日 津久見市立千怒小学校 千怒小学校 無料 0972-82-2057

津久見市 ② 文化祭
学年発表・合唱・英語弁論、暗唱・英語劇等
（予定）

10月22日 第一中学校体育館 第一中学校 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 市教研助成研究発表会
主体的に学ぶ子どもを育むための方策について
研究を深める。

11月5日 津久見小学校 市教研研究協議会 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 職業講話 ＪＡＬのCAによる職業講話・マナー講座 11月16日 第一中学校体育館 市教育委員会 無料 0972-82-5161

津久見市 ② 津久見高校第　授業研究会 研究授業公開（5教科） 11月2日 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

コロナウイルス感染
拡大の状況により非
公開になる場合があ
ります

「おおいた教育の日」普及期間の取組（津久見市）
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由布市 ③
第15回後藤楢根記念
「ならねっ子まつり」

俳句及び読書感想文入賞者の表彰式、後藤楢根
展示コーナー、俳句・感想文入賞作品展示

11月27日 はさま未来館
ならねっ子まつり実行
委員会、由布市、由布
市教育委員会

無料 097-583-4488

由布市 ② ふれあいPTA 児童・保護者・地域の方との交流の場です。 10月30日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② 夢授業
地域人材や外部講師等を活用した授業の様子を
公開します。

11月20日 由布川小学校 由布川小学校PTA 無料 097-583-0751

由布市 ② 授業参観 日頃の学習の様子を公開します。 11月20日 由布川小学校 由布川小学校 無料 097-583-0751

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 11月2日 由布市立挾間小学校 由布市立挾間小学校 無料 097-583-0029

由布市 ② 自由参観日
保護者と一緒に体を動かすアクティビティで
す。

11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ② 学年行事 ipadの活用講座をします。 12月3日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ② 自由参観日 保護者と一緒に作品作り（陶芸）をします。 11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ② 自由参観日 米を使用した調理をします。 11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ② 自由参観日 授業の様子を公開します。 11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ③ 亥の子づちづくり 地域の方々と一緒に亥の子づちを作ります。 11月10日 東庄内小体育館 東庄内小PTA 無料 097-582-0241

由布市 ② 秋のお話会
読み聞かせサークル秋桜の会の読み聞かせで
す。

11月上旬 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017
コロナにより
中止

由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017
コロナにより
中止

由布市 ①②③ ○ 由布っ子まつり
地域の方が指導者となり、つながりを深める活
動です。

11月10日
由布院小学校、公民館、
等

由布院小学校
由布院小学校PTA

無料 0977-84-2031 今年度は中止

由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329

「おおいた教育の日」普及期間の取組（由布市）
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由布市 ② かわにし文化収穫祭
児童が育てた菊を飾り、全校で出し物を披露し
ます。

11月3日 川西地区公民館 川西地区公民館 無料 0977-84-5022

由布市 ③ 吹奏楽コンサート
吹奏楽の演奏を児童、学校関係者と鑑賞しま
す。

11月5日 塚原小学校体育館 塚原小学校 無料 0977-85-4141
本年度は学校
関係者のみ

由布市 ② 文化祭
合唱コンクール・日本語弁論・英語弁論などの
発表をします。

10月29日 挾間中学校体育館 挾間中学校 無料 097-583-0017

由布市 ③ 文化発表会
生徒会を中心に、文化活動・合唱の発表をしま
す。

10月29日 庄内中学校 体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014

由布市 ② 文化祭 本校の文化祭です。 10月29日 湯布院中学校 湯布院中学校 無料 0977-84-2026

由布市 ② 体験保育 未就園児との交流会です。 10月29日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② なかよし運動会 家族と地域で楽しむ運動会です。 10月2日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

由布市 ② 体験保育 未就園児との交流会です。 10月23日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

由布市 ② 芋ほり 秋の実り収穫体験をします。 11月17日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

由布市 ② 園公開日 未就園児と園児との交流活動です。 10月18日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 園公開日 未就園児と園児との交流活動です。 11月1日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 園公開日 未就園児と園児との交流活動です。 11月8日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 園公開日 体験入園を兼ねて園生活の様子を公開します。 11月26日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 体験保育 未就園児・保護者を招いての交流会です。 10月22日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757

由布市 ②
腹話術「言葉について学ぼ
う」

地域の人材を講師に招いての活動です。 11月9日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757

由布市 ② お魚教室
県栄養士会・漁業組合・1年生と魚について学
びます。

11月11日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757



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

由布市 ② 園公開日 未就園児を招待します。 10月22日 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

由布市 ② 新入園児体験保育
来年度入園対象児を招いて運動会ごっこをしま
す。

10月8日 由布市立由布院幼稚園 同左 無料 0977-84-2038

由布市 ② オープンスクール 日頃の遊びや生活の姿を公開します。 10月26～28日 由布市立由布院幼稚園 同左 無料 0977-84-2038

由布市 ② 芋掘り大会 山崎地区の方と芋ほりをします。 11月2日 由布市立由布院幼稚園 同左 無料 0977-84-2038

由布市 ②③ 長宝祭2021（学習発表会） 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月13日 大分県立由布支援学校 大分県立由布支援学校 無料 097-582-0326
外部からの参
観は保護者の
み

由布市 ② ふれあい音楽会 芸術緑丘高校による演奏　高等部生徒との交流 11月19日 大分県立由布支援学校 大分県立由布支援学校 無料 097-582-0326

高等部との交流（ウ
イルス感染状況に
よっては中止もあ
り）



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

佐伯市 ② 鶴城オープンハイスクール
日頃の授業の様子を公開します。ただし、新型
コロナウイルスの感染状況により、縮小・中止
の場合があります。

10月28日･29日
11月1日･2日

佐伯鶴城高校 佐伯鶴城高校 無料 0972－22－3101(代表)

佐伯市 ②
佐小っ子まつり（学習発表
会）

保護者や地域の方を招いて「学習発表会」を行
います。

11月20日 佐伯小学校 佐伯小学校 無料 0972-23-0253
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 学校公開日 「東っ子まつり」の様子を公開します。 11月13日 佐伯東小学校 佐伯東小学校 無料 0972－23－0481

新型コロナの感染予
防のため、参加に制
限がある場合があり
ます。

佐伯市 ② 学校公開日 各学年による生活科・総合等の学習の一環 11月13日 渡町台小学校 渡町台小学校 無料 0972－23－6318
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 鶴小まつり 児童がお店を開き、地域の方々と交流します。 鶴岡小学校 鶴岡小学校 無料 0972－23－0267 中止

佐伯市 ② 上小まつり 児童の学習成果の発表 10月23日 上堅田小学校 上堅田小学校 無料 0972－23－4376
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 学習発表会 日頃の学習成果の発表を公開します。 11月27日 八幡小学校体育館 八幡小学校 無料 0972-27-8004
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 下小まつり
児童が考えたお店に地域の方や保護者を招待し
ます。

11月26日 下堅田小学校 下堅田小学校 無料 0972－23－1535
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② もちつき交流会
地域の協力で収穫した米を使って、餅つきを行
います。児童は学習成果発表の場として地域に
披露します。

11月18日 青山小学校体育館ほか 青山小学校 無料 0972－26－1013
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 収穫祭（学校公開） 各学年による学習発表会。収穫した米での会食 11月20日 木立小学校 木立小学校 無料 0972－29－2222
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② こども祭り
児童がゲームコーナーを開設し、保護者や地域
の方とふれあいます。

10月19日 東雲小学校 東雲小学校 無料 0972-32-2032
新型コロナの影響で
変更または中止の場
合があります。

佐伯市 ①② ふれあい集会 地域の方と一緒に遊び、交流を深めます。 10月14日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 明治夢わく祭
生活科や総合的な学習の時間の成果等を発表し
ます。

11月4日、5日 明治小学校体育館 明治小学校 無料 0972-46-0010
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ②
上野スマイルフェスティバ
ル

3密を回避し、チャレンジランキング等での地
域との交流をします。

10月30日 上野小学校 上野小学校 無料 0972－46－0078
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ① 防災学習・引渡訓練
学校が避難所になった場合の行動の仕方を学ぶ
とともに、引渡訓練を実施します。

12月4日 上野小学校 上野小学校 無料 0972－46－0078
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

「おおいた教育の日」普及期間の取組（佐伯市）



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

佐伯市 ② こども祭り 学習発表会、昔遊び体験 10月30日 切畑小学校 切畑小学校 無料 0972－46－0032
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ②
本匠小中合同学習発表会
本匠芸術文化祭2021

小中学生の学習成果や地域の方の芸術や文化の
学習・練習の成果をステージ発表や展示で紹介
します。

11月6日
本匠中学校体育館
本匠地区公民館

本匠小中学校 無料
中0972-56-5004
小0972-56-5009

新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 緑豊小祭り 学習発表会 11月6日 宇目緑豊小学校・体育館 宇目緑豊小学校 無料 0972－52－5151
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 直川小子どもまつり 児童がお店を開き，地域の方と交流します。 11月19日 直川小学校 直川小学校 無料 0972－58－2001
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 松小祭り 児童の学習成果の発表 11月3日 松浦小学校 松浦小学校 無料 0972－33-0163
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 子ども祭り
児童の考えたゲーム屋さんに保護者や地域の方
を招待します。

11月24日 米水津小学校 米水津小学校 無料 0972-35-6002
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 翔南祭
全学級（小・中）が各教科の学習発表や作品発
表を行います。

11月2日 蒲江翔南学園小・中学校
蒲江翔南学園小・中
学校

無料
小0972－42－0014
中0972－42－5800

実施の可否、入場制
限等を検討中

佐伯市 ② 学年合唱コンクール 全学級が合唱発表を行います。 10月22日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526

該当学年の保護者のみ
参観可。新型コロナの
感染状況で変更または
中止の場合がありま
す。

佐伯市 ② １年小中交流会
校区の小学６年生を対象に中学校見学と交流活
動を行います。

11月19日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 文化祭 生徒の発表、作品展示、「弁当の日」（昼食） 11月3日 佐伯城南中学校 佐伯城南中学校 無料 0972-23-0708
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 文化祭
弁論、合唱、総合芸術、総合的な学習の発表、
各教科の作品展示等

11月3日 彦陽中学校 彦陽中学校 無料 0972－27－8131
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 文化祭（半日開催）
ステージ部門と展示部門で文化的取組を発表し
ます。

11月3日 佐伯南中学校 佐伯南中学校 無料 0972-23-1536
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 文化祭 学習活動の発表、ステージ・展示発表 11月3日 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 昭和ＦＥＳＴＡ 合唱コンクール、全校合唱 11月2日 昭和中学校体育館 昭和中学校 無料 0972－46－0080
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② ○ 緑中祭 総合的な学習の時間成果発表（伝統文化・演劇等） 11月3日 宇目緑豊中学校体育館 宇目緑豊中学校 無料 0972－52－1016
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 文化祭（午前中開催） 学習の成果をステージもしくは展示で発表 11月3日 直川中学校体育館 直川中学校 無料 0972－58－2009

午前中のみ。新型コ
ロナの感染状況で変
更・中止・縮小の場
合があります。



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

佐伯市 ② 文化祭
弁論、合唱、演劇、調査発表(ｽﾃｰｼﾞ、展示発
表)

10月30日 鶴見中学校体育館 鶴見中学校 無料 0972-33-0100

保護者（人数制限あ
り）と一部の地域の方
（ＣＳ役員）のみ参観
可。新型コロナの感染
状況で変更または中止

佐伯市 ② 文化祭 文化的活動の発表（ステージ発表と展示発表） 11月3日 米水津中学校 米水津中学校 無料 0972－35－3200
新型コロナの感染状
況で変更または中止
の場合があります。

佐伯市 ② 豊南アカデミー 本校出前授業 随時 小中学校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

佐伯市 ② 学校公開 本校の教育活動（授業など）の公開 11月1日～5日 佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361



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



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

豊後大野市 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。

9月27日～
10月8日

大分銀行
三重支店

大分県立
竹田支援学校

無料 0974-63-0722 特になし

豊後大野市 ② 学校公開日 保護者、地域の方々に授業公開
10月26日（火）
～28日（木）

菅尾小学校 菅尾小学校 0974-22-0374

豊後大野市 ② 菅尾芸能文化祭→中止
地域の文化的行事に、小学生も参加する形で、
学校公開日とする。

11月14日（日） 菅尾小学校
菅尾小学校
菅尾地域振興協議会

0974-22-0374

豊後大野市 ② 祖父母学級 日頃の授業の様子を公開します。 11月18日 百枝小学校 百枝小学校 無料 0974-22-0655

豊後大野市 ② 稲刈り（５年生）
農業大学校にて指導を受けながら稲刈りを行い
ます。

10月15日 農業大学校圃場 三重東小学校 無料 0974-22-0148
天候・生育状
態等で変更の
可能性あり

豊後大野市 ② 新田ふれあい広場
授業公開の後、保護者や地域の方との遊び道具
作りを行います。※開催、内容等は検討中

11月7日 新田小学校
新田ふれあい広場実
行委員会

無料 0974-22-0810

※開催の有
無、外部参
観、遊び方に
ついて検討中

豊後大野市 ② 学校公開日
授業公開、子ども神楽公演、ネットモラル講演
会

11月20日 清川小学校 清川小学校 無料 0974-35-2312

豊後大野市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

豊後大野市 ② 稲刈り（５年）
地域のＧ．Ｔから有機栽培の稲作についての話
を聞き、有機農法に関心を持ち、稲刈りを行い
ます。

10月下旬 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

豊後大野市 ② 努力遠足（全校）
全校で秋の自然に親しむとともに、集団活動を
通して、健康で安全な生活態度育成します。

11月2日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

豊後大野市 ② 縦割り班集会（全校）
異学年との交流や活動を通して、よりよい人間
関係を育成します。

11月11日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

豊後大野市 ② 学校公開日 授業を地域住民・保護者に公開します。 10月12日 朝地小中学校 朝地小中学校 無料 0974-72-0067・0068

豊後大野市 ② 学校に行こう
日頃の授業の様子を公開します。14日は学級レ
クを行います。

10月13･14日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

豊後大野市 ②
学校に行こう（祖父母学
級）

日頃の授業の様子を公開します。可能であれば
祖父母の方々とふれあい活動をします。

11月11･12日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

豊後大野市 ② 授業公開日 日常の授業の様子を公開します。 10月15日 犬飼小学校 犬飼小学校 無料 097-578-0020 実施の可否を検討中

「おおいた教育の日」普及期間の取組（豊後大野市）



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

豊後大野市 ② 授業公開日 日常の授業の様子を公開します。 11月15日 犬飼小学校 犬飼小学校 無料 097-578-0020

豊後大野市 ② オープンスクール 郷土学の学習発表と親子講演会を実施します。 12月3日 犬飼小学校 犬飼小学校 無料 097-578-0020

豊後大野市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します 10月28日 三重中学校 三重中学校 無料 0974-22-0135

豊後大野市 ② 校内文化祭 合唱・展示等 11月13日 三重中学校体育館他 三重中学校 無料 0974-22-0135 人数制限あり

豊後大野市 ② 文化祭 学年劇の発表など
11/13(土）
午前中

清川中学校体育館 清川中学校 無料 0974-35-2350
感染予防のた
め人数制限あ
り

豊後大野市 ② 文化祭 合唱，劇，展示物等を公開します。 11月13日 緒方中学校 緒方中学校 無料 0974-42-3155

豊後大野市 ②
学校に行こう（小中学校公
開日）

普段の授業の様子を公開します。 10/13・14 大野中学校 大野小・中学校 無料 0974-34-2004

豊後大野市 ②
学校に行こう（小中学校公
開日）

普段の授業の様子を公開します。 11/11・12 大野中学校 大野小・中学校 無料 0974-34-2004

豊後大野市 ② 校内文化祭（学校公開日） 学年劇や合唱などの取り組みを公開します。 11月13日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

豊後大野市 ① 豊肥地区解放文化祭 2年生が人権劇を発表します。 11月27日 緒方中学校 市教育委員会 無料 0974-34-2004

豊後大野市 ② 千歳中学校文化祭 合唱と、全校制作の展示を予定しています。 11月13日 千歳中学校体育館 千歳中学校 無料 0978-37-2021

豊後大野市 ② 文化祭 半日開催の本校の文化祭です。 11月13日 犬飼中学校 犬飼中学校 無料 097-578-0200

豊後大野市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
11月2日(火)～
11月5日(金)

三重総合高校
教室・農場等

三重総合高校 無料 0974-22-5500 要・予約

豊後大野市 ② 収穫感謝祭 生物環境科の生徒の生産物を販売します。 11月20日(土)予定
三重総合高校
農場

三重総合高校 0974-22-5500



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

日田市 ① 第75回秋の読書週間 読書週間に展示型イベントを開催します。
10月26日～
11月7日

日田市立淡窓図書館 日田市教育委員会 無料
淡窓図書館
（0973）22-2497

日田市 ③
咸宜園教育研究センター公
開講座

咸宜園の門下生「清浦奎吾」をテーマにした講
座を開催します。

11月11日 パトリア日田 日田市教育委員会 無料
咸宜園教育研究センター
（0973）22-0268

日田市 ③
咸宜園教育研究センター秋
季企画展

咸宜園の門下生をテーマにした企画展を開催し
ます。

10月7日～
1月11日

咸宜園教育研究センター 日田市教育委員会 無料
咸宜園教育研究センター
（0973）22-0268

日田市 ② 体育大会 本校伝統の体育大会です。 10月6日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 月隈祭（文化祭） 文化祭ではクラス展示を実施します。 11月2日～3日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② 授業公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月8日～12日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

日田市 ② ふれあい作品展
地域の中の公共性の高い施設で児童生徒の作品
や作業製品等を展示します。

8月7日～28日 日田バスセンター 日田支援学校 無料
日田支援学校
http://shien.oita-
ed.jp/hita/

玖珠町 ② ふれあい作品展
地域の中の公共性の高い施設で児童生徒の作品
や作業製品等を展示します。

9月6日～24日 大分銀行玖珠支店 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② ふれあい作品展
地域の中の公共性の高い施設で児童生徒の作品
や作業製品等を展示します。

10月18日～
11月5日

大分銀行日田支店 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② 授業参観週間
保護者、関係機関、地域の方々等へ授業の様子
を公開します。

10月18日～22日 日田支援学校 日田支援学校 無料 同上

日田市 ② 学習発表会
ステージ発表や作品展示を通して、平素の学習
活動の成果を披露します。

11月19日～26日
のいずれか

日田支援学校 日田支援学校 無料 同上

日田市  授業公開と給食体験 日頃の授業の様子を公開。給食体験あり。
11月2日～5日
（3日除く）

日田高校定時制 日田高校定時制 0973－22－7612

給食体験は有
料400円(事前
の申し込みが
必要)

日田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。
11月1日～5日
（3日を除く）

日田三隈高校 日田三隈高校 無料 0973－23－3130

日田市 ② 公開授業 授業を公開します。
10月下旬～
11月上旬

日田高校 日田高校 無料
日田高校
0973-23-0166

(予定)

日田市 ①、③ ピアノコンサート 職員によるピアノ演奏会 10月29日
ひかりこども園
わくわくルーム

社会福祉法人
地の塩会

無料
hikarihoiku@gold.ocn.ne.j
p

日田市 ① 親子カフェ
未就園児親子のこども園体験・参加者の親睦を
持つ

11月16日 みそらこども園 みそらこども園 0973-23-0011

日田市 ①
「日田あいさつの日」あい
さつ運動

日田市全域であいさつ運動を行い、青少年健全
育成の一助とする

11月9日
日田市内全小・中・高等
学校・県立支援学校校門
付近

日田市教育懇話会 無料 090-4484-0664

「おおいた教育の日」普及期間の取組（日田市）



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

九重町 ① ふれあいキャンプin九重
不登校傾向にある児童保護者を対象にしたキャ
ンプ

10/16(土)～
17(日)

九重青少年の家 九重青少年の家 0978-54-2096

九重町 ①
みんなおいでよ！
くじゅう登山
「紅葉編」「雪山編」

くじゅうの雄大な自然の中での登山をとおし
て、親子で自然に親しむことにより、感動や成
就感、達成感を味わう。

①紅葉編 10/31(日)
②雪山編  2/12（土）

九重青少年の家及び
くじゅう山系

九重青少年の家 0978-54-2096

九重町 ① ここのえオープンデー
様々な活動を体験する機会を提供することにより、家族やグループのふ
れあいを深めるとともに、保護者等に対して体験活動の重要性について
理解を深め、体験活動推進の気運を高める。

11/14（日） 九重青少年の家 九重青少年の家 0978-54-2096

九重町 ① ここのえ星空観望会
星空観望に興味のある方を対象に、天体望遠鏡や双
眼鏡を用いて惑星・星座等の観望会を実施し、天体
へのさらなる興味・関心を広げる場の提供を図る。

①10/21（木）～22
（金）
②11/19（金）
③12/14（火）

九重青少年の家 九重青少年の家 0978-54-2096

九重町 ① ここのえ緑の探検隊
自然とふれあう活動をとおして、自然と人との
つながりについて考えることにより、環境を大
切にしようとする態度を養う。

①10/23(土)～24(日)
② 1/29(土)～30(日) 九重青少年の家 九重青少年の家 0978-54-2096

九重町 ① チャレンジキャンプin九重
不登校傾向にある児童保護者を対象にしたキャ
ンプ

①11/6(土)～7(日)
①12/18(土)～19(日)
※ふれあい広場年間10回
程度

九重青少年の家 九重青少年の家 0978-54-2096

「おおいた教育の日」普及期間の取組（九重町）



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

玖珠町 ②・③ 巡回音楽祭会 音楽のプロを招いて演奏を聞かせる 10月27日 森中央小学校体育館 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-7150

玖珠町 ①・② 人権集会
低・中・高別にゲストテーチャーを招いて人権
の話

11月10日 森中央小学校会議室他 森中央小学校 無料 0973-72-0035

玖珠町 ②・③ 図書館祭り 本・読書に感謝するとともに学年の物語劇 11月19日 森中央小学校体育館 森中央小学校 無料 0973-72-0035

玖珠町 ②③ 小運動会（学校参観日） 秋季大運動会に向けたリハーサル 10月8日 塚脇小学校グランド 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② 秋季大運動会 競技・リズムなどを披露 10月16日 塚脇小学校グランド 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ②
ＧＩＧＡスクール推進事業
に係る授業公開

ＩＣＴを活用した授業実践（オンライン配信） 10月27日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② 巡回音楽会 音楽のプロを招いて演奏を聴かせる 10月28日 塚脇小学校体育館 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ②
特色ある学校づくりに係る
提案授業

体育専科教員を活用した提案授業 11月10日 塚脇小学校体育館 塚脇小学校 無料 0973-72-0233

玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月15日～26日 塚脇小学校各教室 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

玖珠町 ② 校内マラソン大会 マラソン大会の様子を公開 11月26日 塚脇小学校グランド 塚脇小学校 無料 0973-72-0233

玖珠町 ② 運動会 小田地区と共催の運動会 10月16日 小田小学校 小田小学校 無料 0973-72-0237

玖珠町 ② 記念植樹会
学校環境緑化モデル事業で学校環境を整えるた
めの植樹と、中庭の池の修繕と整備を行う。

11月21日 小田小学校 小田小学校 無料 0973-72-0237

玖珠町 ② 校内話し方大会(予定）
学年代表の話を全校で聞き合い、良いところを
全校で共有し、今後に生かす。

11月10日
北山田小学校教室
体育館

北山田小学校 無料 0973-73-7524

玖珠町 ② 校内文化週間
体育館の壁面を中心に、文化的作品を展示・公
開
学年ごとの文化的発表及び参観

11月8日～12日
北山田小学校教室
体育館

北山田小学校 無料 0973-73-7524

玖珠町 ② きじ車作り
玖珠町の伝統工芸「きじ車」を地域の保存会の
方々の指導のもと、4年生が作成する。

11月下旬 玖珠町大野原公民館 北山田小学校 無料 0973-73-7524

「おおいた教育の日」普及期間の取組（玖珠町）
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玖珠町 ② 校内マラソン大会 マラソン大会の様子を公開 12月2日 北山田小学校 北山田小学校 無料 0973-73-7524

玖珠町 ①・② あすなろ平成塾交流市場
学校と地域の方とで作ったお米を自分たちで販
売する

10月16日 別府公園
公益社団法人大分県
農業農村振興公社

無料 097-535-0400

玖珠町 ② 学習発表会
祖父母・保護者・地域の方を招いて学習の成果
を発表する

12月3日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

玖珠町 ② 学校公開週間 日常の授業を公開 11月29日～12月3日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

玖珠町 ② 令和3年度秋期大運動会 地域の方が応援に来て頑張りを見てくれます。 10月10日 古後小学校グランド 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ③ 巡回音楽会 家族と共に一流の芸術（音楽）に触れます。 10月27日 古後小学校ホール 玖珠町教育委員会 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 祖父母学級 学習発表や活動を家族に公開します。 11月12日 古後小学校ホール 古後小学校 無料 0973-74-2207

玖珠町 ② 学校公開日
学校生活の様子を保護者や地域の方に公開しま
す。

10月15日 くす星翔中学校 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ② 学校公開日
学校生活の様子を保護者や地域の方に公開しま
す。

11月15日 くす星翔中学校 くす星翔中学校 無料 0973-72-7007

玖珠町 ②
美山収穫感謝祭・美山マル
シェ

農産物の展示即売を行います 11月6日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

玖珠町 ② らいおんたかすＤＡＹ 年長組参観日 10月8日 たかすこども園舎 たかすこども園 無料 0973-72-2325


