
第５１回「教育・文化週間」
関連行事

大分県 332

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

和間小学校
「もっと知ろう和間のこと」学習
発表会

和間小学校体育館 大分県 宇佐市 ② ○ 11月10日

柳ヶ浦小学校 ふれあいおんがくかい 柳ヶ浦小学校 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月20日

柳ヶ浦小学校 宇佐市教育の日 柳ヶ浦小学校 大分県 宇佐市 ① ○ 10月21日

柳ヶ浦高等学校生徒会 翠柳祭　文化の部 柳ヶ浦高校体育館 大分県 宇佐市 ② ○ 11月5日 http://www.yanagigaura.ed.jp/

柳ヶ浦高等学校実行委
員、生徒会役員

翠柳祭　文化の部
柳ヶ浦高校体育館・
校内

大分県 宇佐市 ② ○ 11月6日 http://www.yanagigaura.ed.jp/

北部中学校 生命と看護の授業 北部中学校体育館 大分県 宇佐市 ① ○ 10月29日

北馬城小学校・PTA
ふれあい・ファミリー参観日(宇
佐教育の日)

北馬城小学校 大分県 宇佐市 ② ○ 11月8日 http://usa-kitamaki-e.oita-ed.jp/

豊川小学校 本物の舞台芸術体験事業 豊川小学校体育館 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月21日 http://usa-toyokawa-e.oita-ed.jp/

別府大学文学部史学･文
化財学科

別府大学「歴史のとびら」
別府大学宇佐教育研
究センター

大分県 宇佐市 ① ○ 11月14日 http://www.beppu-u.ac.jp/

文化庁　社団法人日本
芸能実演家団体協議会

本物の舞台芸術体験事業 高家小学校体育館 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月22日

封戸小学校 手話教室 封戸小学校 大分県 宇佐市 ① ○ 11月5日

南院内小学校
さとづくり協議会

南院内小学校　秋祭り（なんぶ
ん市）

南院内小学校 大分県 宇佐市 ③ ○ 11月1日

長洲小学校 つながり集会 長洲小学校体育館 大分県 宇佐市 ① ○ 11月2日

長洲アーバンデザイン会
議

ビーチクリーンアップ　in　長洲
宇佐市長洲魚市場と
東浜の海岸

大分県 宇佐市 ① ○ 10月24日

西部中学校 親子除草作業＆親子レク 西部中学校体育館 大分県 宇佐市 ① ○ 11月7日 http://usa-seibu-j.oita-ed.jp/

生涯学習課（駅川公民
館）

ふるさと再発見バスツアー 宇佐市内一円 大分県 宇佐市 ① ○ 11月7日

子育てネットワーク大分 子育てネットワーク大分集会 ゆふの丘プラザ 大分県 宇佐市 ①
10月24日～
25日

佐田小学校
教育文化祭（スクールミュージ
アム他）

佐田小学校体育館他 大分県 宇佐市 ② ○ 11月8日

県立歴史博物館
平成21年度特別展記念講演
「賀来飛霞が目指した植物学」

県立歴史博物館講堂 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月25日 http://rekisihakubutukan-b.oita-ed.jp/

県立歴史博物館
平成21年度特別展関連講座
「賀来一族のまなざし－地域
に生きた賀来一族－」

県立歴史博物館講堂 大分県 宇佐市 ③ ○ 11月8日 http://rekisihakubutukan-b.oita-ed.jp/

県立図書館・市町村立図
書館

初心者のための読み聞かせ
入門講座　～ようこそ！絵本
の世界へ～

宇佐市民図書館 大分県 宇佐市 ① ○ 11月13日 http://library.pref.oita.jp/

県立芸術会館 スクールミュージアム 佐田小学校 大分県 宇佐市 ③ ○ 11月8日 http://geijutukaikan-b.oita-ed.jp/

駅川中学校PTA研修部 駅川中学校　人権講演会 駅川中学校体育館 大分県 宇佐市 ① ○ 11月10日

駅館小学校 福祉体験学習（5年生） 駅館小学校 大分県 宇佐市 ① ○ 11月5日 http://usa-yakkan-e.oita-ed.jp/

宇佐中学校 人権集会 宇佐中学校体育館 大分県 宇佐市 ① ○ 10月27日

宇佐中学校 若竹学級 宇佐中学校グラウンド 大分県 宇佐市 ① ○ 11月1日

宇佐市教育委員会文化
課

ふれあいおんがくかい
天津小学校体育館又
はマルチスペース

大分県 宇佐市 ③ 11月6日 http://www.city.usa.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AO010000&WIT_oid=icityv2::Section::1188

宇佐市 ふれあいおんがくかい 四日市北小学校 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月19日 http://www.city.usa.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AO010000&WIT_oid=icityv2::Section::1188

宇佐市 ふれあいおんがくかい 深見小学校 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月22日 http://www.city.usa.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AO010000&WIT_oid=icityv2::Section::1188

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

宇佐産業科学高等学校 照陵学園祭 宇佐産業科学高校 大分県 宇佐市 ② ○ 11月6日 http://usasangyoukagaku-h.oita-ed.jp/

宇佐産業科学高等学校 授業公開 宇佐産業科学高校 大分県 宇佐市 ② ○ 11月11日 http://usasangyoukagaku-h.oita-ed.jp/

宇佐高等学校 ハートフル教育談義 in USA
宇佐高校老上ヶ丘会
館

大分県 宇佐市 ① ○
10月27日・
29日

http://usa-h.oita-ed.jp/

宇佐高等学校 宇佐高校ふれあい授業公開 宇佐高校 大分県 宇佐市 ② ○
11月9日～
13日

http://usa-h.oita-ed.jp/

宇佐教育振興協議会院
内ブロック

院内小中ふるさと音楽祭 院内交流ホール 大分県 宇佐市 ③ ○ 11月4日

院内中部小学校
開校30周年記念　ふれあい祭
り

院内中部小学校体育
館

大分県 宇佐市 ② ○ 11月8日

院内中学校生徒会 院内中学校文化行事 院内文化交流ホール 大分県 宇佐市 ② ○ 11月3日

安心院中学校 学校教育文化祭 安心院中学校体育館 大分県 宇佐市 ② ○ 10月31日

安心院高校PTA 教育フォーラム 安心院文化会館 大分県 宇佐市 ① ○ 10月23日 http://ajimu-h.oita-ed.jp/

安心院高校 郷土料理講習会 安心院高校調理室 大分県 宇佐市 ③ ○ 10月29日 http://ajimu-h.oita-ed.jp/

安心院高校 花の苗配布 安心院高校 大分県 宇佐市 ① ○ 11月12日 http://ajimu-h.oita-ed.jp/

安心院高校 安心院高校学校授業公開 安心院高校 大分県 宇佐市 ② ○
10月29日～
11月4日

http://ajimu-h.oita-ed.jp/

野津小学校 オープンスクール 野津小学校 大分県 臼杵市 ② ○ 10月25日

野津高等学校
福祉の未来を私たちの手と心
で
～中学生の体験入学等～

野津高校、野津中央
公民館等

大分県 臼杵市 ② ○ 11月3日 http://notu-h.oita-ed.jp/

北中学校 学校公開 北中学校 大分県 臼杵市 ② ○
11月5日・6
日

http://usu-kita-j.oita-ed.jp/

豊洋中学校 学校公開 豊洋中学校各教室 大分県 臼杵市 ② ○
11月9日～
13日

http://usu-houyou-j.oita-ed.jp/

福良ヶ丘小学校・PTA 竹宵家族参観日 福良ヶ丘小学校 大分県 臼杵市 ② ○ 11月7日 http://usu-fukragaoka-e.oita-ed.jp/

都松小学校 感謝祭
都松小学校校舎、体
育館

大分県 臼杵市 ② ○ 11月7日

田野地区公民館・田野小
学校

田野地区ふれあい祭り
田野地区公民館・田
野グラウンド

大分県 臼杵市 ① ○
11月7日～
11月8日

大分県教育委員会 特別支援学校授業研究会 臼杵養護学校 大分県 臼杵市 ② ○ 10月21日 http://edu.oita-ed.jp/

海辺小学校 学校公開
海辺小学校各教室・
体育館

大分県 臼杵市 ② ○ 10月28日 http://usu-amabe-e.oita-ed.jp/

下北小学校 下北小オープンスクール 下北小学校 大分県 臼杵市 ② ○ 11月1日 http://usu-simokita-e.oita-ed.jp/

下南小学校 ふれあい参観日 下南小学校 大分県 臼杵市 ① ○ 11月8日

下ノ江小学校・PTA ふれあい収穫祭
下ノ江小学校各教室・
体育館

大分県 臼杵市 ① ○ 11月8日 http://usu-sitanoe-e.oita-ed.jp/

臼杵養護学校 地域ふれあい事業
サーラ・デ・うすき
市民ギャラリー

大分県 臼杵市 ① ○
10月29日
～11月4日

http://usukiyougo-s.oita-ed.jp/

臼杵小学校 オープンスクール 臼杵小学校各教室 大分県 臼杵市 ② ○ 11月7日

臼杵商業高等学校 「おおいた教育の日」講演会 臼杵商業高校体育館 大分県 臼杵市 ③ ○ 11月5日 http://usukisyougyou-h.oita-ed.jp/

臼杵市教育委員会・「３
つのきょう育」振興会議

「３つのきょう育」推進フォーラ
ム

臼杵市中央公民館
ホール

大分県 臼杵市 ① ○ 11月1日 http://www2.city.usuki.oita.jp/kyouiku/

臼杵高等学校 授業公開 臼杵高校 大分県 臼杵市 ② ○
10月19日～
30日

http://usuki-h.oita-ed.jp/

県立図書館・市町村立図
書館

初心者のための読み聞かせ
入門講座　～ようこそ！絵本
の世界へ～

杵築市立図書館 大分県 杵築市 ① ○ 10月24日 http://library.pref.oita.jp/

杵築高等学校 授業公開週間
杵築高校内（体育館、
グラウンド含む）

大分県 杵築市 ② ○
10月26日～
30日

http://kituki-h.oita-ed.jp/

県教育委員会 みんなの広場inくじゅう
社会教育総合セン
ター
九重青少年の家

大分県 九重町 ① ○
10月18日
(日)

http://edu.oita-ed.jp/

森高等学校 学校開放 森高校 大分県 玖珠町 ② ○
10月13日～
10月23日

http://mori-h.oita-ed.jp/

玖珠農業高等学校 産業文化祭一般公開・即売会 玖珠農業高校校内 大分県 玖珠町 ② ○ 10月31日 http://kusunougyou-h.oita-ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

玖珠郡学校教育部会、
玖珠町・九重町教育委員
会

第62回玖珠郡教育文化祭
玖珠中学校を中心に
学校文化施設

大分県 玖珠町 ① ○
11月2日～3
日

武蔵東小学校
教育の日　学校公開　自由参
観日

武蔵東小学校各教室 大分県 国東市 ② ○ 11月2日

武蔵西小学校
学校公開「授業参観」並びに
「心の教育講演会」

武蔵西小学校教室・
体育館

大分県 国東市 ② ○ 11月5日

竹田津幼稚園
自由参観（体をうごかしてみよ
う）

竹田津小学校体育館 大分県 国東市 ② ○ 11月12日

竹田津小学校 竹っ子ふれあい収穫祭
竹田津小学校体育
館・ランチルーム他

大分県 国東市 ① ○ 11月5日

大分県立国東高等学校
双国校

授業公開
国東市国見中　国東
高校双国校

大分県 国東市 ② ○
11月2日～7
日

http://soukoku-h.oita-ed.jp/

大恩小学校
菊祭り・収穫祭・三世代ふれあ
い創作活動

大恩小学校運動場・
体育館

大分県 国東市 ① ○ 10月31日

国東市
ふるさと祭りにおける富永神楽
公演

安岐コミュニティ広場 大分県 国東市 ③ ○ 11月1日

国東高等学校 公開授業 国東高校 大分県 国東市 ② ○
10月26日～
11月2日

http://sinkunisaki-h.oita-ed.jp/

安岐中央小学校・安岐町
商工会の共催

あきんど塾で出店体験 安岐コミュニティ広場 大分県 国東市 ① ○ 11月1日

木立小学校児童会 学校公開・木立小祭り
木立小学校体育館･
各教室

大分県 佐伯市 ② ○ 11月6日

明治小学校 学校公開日 明治小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月8日

名護屋小学校森崎分校 おいもまつり
名護屋小学校森崎分
校

大分県 佐伯市 ① ○ 11月1日

名護屋小学校 名小まつり 名護屋小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 10月25日

本匠中学校 文化祭 本匠中学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月1日

米水津中学校
第1回米水津中ふれあいフェス
タ

米水津中学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月1日

米水津中学校 第10回文化祭 米水津中学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月3日

彦陽中学校 文化祭
彦陽中学校体育館、
校舎

大分県 佐伯市 ② ○ 11月3日

八幡小学校（県教委、文
化庁）

本物の舞台芸術「能楽」 八幡小学校体育館 大分県 佐伯市 ③ ○ 10月20日

八幡小学校（県教委）
文化キャラバン「ピアノ・コン
サート･イン・八幡小」

八幡小学校体育館 大分県 佐伯市 ③ ○ 11月5日

波当津小学校
APU国際交流学習
アフリカンサファリ自然体験学
習

APU、アフリカンサ
ファリ

大分県 佐伯市 ① ○ 10月29日

日本文理大学附属高等
学校

平成21年度文化祭
日本文理大学附属高
等学校

大分県 佐伯市 ② ○
11月7日
（土）

http://www.nbu-h.ed.jp/index.shtml

楠本小学校 楠本小「ふれあい祭り」 楠本小学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月1日

東雲中学校 東雲中学校文化祭 上浦地区公民館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月3日

東雲小学校 学校公開
東雲小学校各教室、
グラウンド等

大分県 佐伯市 ② ○ 11月8日

渡町台小学校 学校公開
渡町台小学校教室・
体育館

大分県 佐伯市 ② ○ 10月31日

渡町台小学校 教育講演会 三余館 大分県 佐伯市 ① ○ 11月10日

鶴谷中学校 文化祭及び学校公開 鶴谷中学校体育館他 大分県 佐伯市 ② ○
10月26日～
11月3日

http://sai-turuya-j.oita-ed.jp/

鶴見中学校 文化祭 鶴見地区公民館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月14日

鶴岡小学校・鶴岡小学校
PTA

P学共催人権同和教育研究会
鶴岡小学校体育館
（昼・夜共）

大分県 佐伯市 ① ○ 10月23日

直川中学校 文化祭 直川中学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月15日

直川小学校 収穫祭 直川小学校 大分県 佐伯市 ① ○ 11月1日

大入島中学校 文化祭 大入島中学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月1日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

大入島小学校 島っ子祭り
大入島小学校体育
館・1階多目的ホール

大分県 佐伯市 ② ○ 10月27日

大島住民及び大島小中
学校

大島大文化祭 大島小中学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月14日

切畑小学校 子ども祭り
切畑小学校体育館、
各教室など

大分県 佐伯市 ② ○ 11月8日

青山小学校 学校公開 青山小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 10月27日

西浦小学校PTA研修部 西浦ギネス 西浦小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月7日

西浦小学校 やきいも大会 西浦小学校 大分県 佐伯市 ① ○ 11月6日

吹幼稚園・小学校・PTA 食育講演会
吹小学校各教室、図
書館

大分県 佐伯市 ① ○ 10月27日

色宮小学校 学校公開デー 色宮小学校各教室 大分県 佐伯市 ② ○ 11月2日

色宮小学校 学習発表会 色宮小学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月13日

上野小学校 学校公開 上野小学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月2日

上入津小学校 「上小まつり　2009」
上入津小学校体育
館、各教室

大分県 佐伯市 ② ○ 10月24日

上堅田小学校 上小祭 上堅田小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月13日

昭和中学校 授業公開並びに文化祭
昭和中学校各教室及
び体育館

大分県 佐伯市 ② ○
10月30日～
11月1日

小野市小学校 小野市小まつり 小野市小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月13日

重岡小学校 収穫祭 重岡小学校 大分県 佐伯市 ① ○ 11月15日

佐伯養護学校 風の子まつり

佐伯養護学校体育
館、１F校舎、プレイ
ルーム、中庭、ピロ
ティ

大分県 佐伯市 ② ○ 10月24日 http://saikiyougo-s.oita-ed.jp/

佐伯養護学校 ふれあい展示会
トキハインダストリー
佐伯店１F

大分県 佐伯市 ③ ○
10月29日～
11月4日

http://saikiyougo-s.oita-ed.jp/

佐伯豊南高等学校 若鶴祭（文化祭） 佐伯豊南高校 大分県 佐伯市 ② ○
11月5日～
11月6日

http://saikihounan-h.oita-ed.jp/

佐伯鶴城高等学校 鶴城オープンハイスクール 佐伯鶴城高校 大分県 佐伯市 ② ○
10月28日～
30日

http://saikikakujou-h.oita-ed.jp/

佐伯鶴岡高等学校 鶴望祭 佐伯鶴岡高校 大分県 佐伯市 ② ○
11月13日～
14日

http://saikituruoka-h.oita-ed.jp/

佐伯城南中学校 文化祭
佐伯城南中学校体育
館他

大分県 佐伯市 ② ○ 11月1日

佐伯市教育委員会
平成21年度「第4回佐伯市社
会教育振興大会」

弥生文化会館多目的
ホール

大分県 佐伯市 ① ○ 11月15日

向陽小学校 学校公開 向陽小学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月6日

蒲江翔南中学校 文化祭 蒲江翔南中学校 大分県 佐伯市 ② ○ 11月15日

蒲江小学校 蒲小祭り
蒲江小学校体育館、
各教室、グランド

大分県 佐伯市 ② ○ 11月1日

河内小学校児童会・河内
小学校PTA・河内小学校

河内っ子まつり 河内小学校体育館 大分県 佐伯市 ② ○ 11月14日

宇目緑豊中学校
佐伯市立宇目緑豊中学校「文
化祭」

宇目緑豊中学校体育
館

大分県 佐伯市 ② ○ 11月3日 http://ume-ryokuhou-j.oita-ed.jp/

稙田幼稚園 オープンスクール 稙田幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月4日

野津原幼稚園 オープンスクールデー 野津原幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月2日

野津原中央幼稚園 忍者ごっこ 野津原中央幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月2日

野津原西部幼稚園 フリー参観日 野津原西部幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

盲学校 学校公開 盲学校 大分県 大分市 ② ○ 10月23日 http://mou-s.oita-ed.jp/

明治幼稚園 オープンスクール 明治幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

豊府幼稚園 オープンスクール 豊府幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月5日

別保幼稚園 オープンスクール 別保幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 10月30日

別府大学短期大学部
(地域総合科学科)

公開講座　現代社会文化論
「イキイキ人生　この人に聞く」

別府大学短期大学部
大分キャンパス101番
教室

大分県 大分市 ④ ○ 11月10日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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別府大学短期大学部
公開講座現代社会文化論「イ
キイキ人生この人に聞く」

別府大学短期大学部
大分キャンパス

大分県 大分市 ① ○ 11月10日 http://www.beppu-u.ac.jp

別府大学短期大学部
別府大学室内楽の夕べグラン
プリコンサートダリ・ピアノトリ
オ

別府大学短期大学部
大分キャンパス

大分県 大分市 ③ 11月18日 http://www.beppu-u.ac.jp

別府大学 別府大学コスモス祭
別府大学　大分キャ
ンパス

大分県 大分市 ③ ○ 11月14日 http://www.beppu-u.ac.jp/

舞鶴幼稚園 ふれあいフェスタ 舞鶴幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

敷戸幼稚園 オープンスクール 敷戸幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

判田幼稚園
芸能発表（地域の文化祭に参
加）

判田幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月3日

日本文理大学 公開講座及びシンポジウム
日本文理大学菅記念
講堂

大分県 大分市 ④ ○ 11月7日 http://www.nbu.ac.jp/

日本文理大学

特別講演会
テーマ「親が考える子どもの就
職」
講師：小島貴子氏

日本文理大学菅記念
講堂

大分県 大分市 ① ○

10月17日
（土）
13：00～14：
30

http://www.nbu.ac.jp/topics/topics2_d.php?125231697810574

日本文理大学

公開講座及びシンポジウム
テーマ「スポーツに見るリー
ダー論」
講師：島村俊治氏
シンポジウム「地域とスポーツ
を考える」

日本文理大学菅記念
講堂

大分県 大分市 ① ○

11月7日
（土）
講演会13：
00～14：00
シンポジウ
ム14：10～
15：10

http://www.nbu.ac.jp/education/course/index.php

日本宇宙少年団おおい
た分団

宇宙教育指導者セミナー 関崎海星館 大分県 大分市 ③ ○ 11月7日 http://edu.jaxa.jp/education/leader/framework/archive/2009/ooita-ooita/

南大分幼稚園 オープンスクールデー 南大分幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 10月31日

独立行政法人日本学術
振興会及び大分大学

ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

大分市大字旦野原
700番地　大分大学

大分県 大分市 ④ ○ 11月1日 http://www.oita-u.ac.jp/

独立行政法人日本学術
振興会

ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
ＫＡＫENHI

大分大学旦野原キャ
ンパス

大分県 大分市 ④ ○ 11月1日 http://www.oita-u.ac.jp/

東稙田幼稚園 エコマザー　環境紙芝居 東稙田幼稚園 大分県 大分市 ① ○ 11月2日

東大分幼稚園
オープンスクール（外国の人と
遊ぼう）

東大分幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

鶴崎工業高等学校 文化祭
鶴崎工業高校各教
室･実習室

大分県 大分市 ② ○ 11月8日 http://turusakikougyou-h.oita-ed.jp/

津留幼稚園 ふれあいPTA 津留幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

滝尾幼稚園 自由参観日 滝尾幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

大分養護学校 地域ふれあい事業
角子原郵便局、大分
東部病院

大分県 大分市 ① ○
10月23日～
11月6日

http://oitayougo-s.oita-ed.jp/

大分雄城台高等学校 授業公開 大分雄城台高校 大分県 大分市 ② ○
11月2日・4
日～6日

http://oitaoginodai-h.oita-ed.jp/

大分豊府中学校 授業公開 大分豊府中学校 大分県 大分市 ② ○
10月19日～
30日

http://oitahoufu-h.oita-ed.jp/hofu_jr/index_jr.html

大分豊府高等学校 E-week（公開授業） 大分豊府高校各教室 大分県 大分市 ② ○
10月19日～
30日

http://oitahoufu-h.oita-ed.jp/

大分舞鶴高等学校
大分舞鶴高校「体験入学」・
オープンスクール

大分舞鶴高校体育
館・各教室・部活動の
各活動場所

大分県 大分市 ② ○ 10月24日 http://oitamaizuru-h.oita-ed.jp/

大分東高等学校 オープン・スクール 大分東高校 大分県 大分市 ② ○ 11月10日 http://oitahigasi-h.oita-ed.jp/

大分鶴崎高等学校 授業公開 鶴崎高校各教室 大分県 大分市 ② ○
10月26日～
30日

http://oitaturusaki-h.oita-ed.jp/

大分中学校・大分高等学
校

第4回大分中学校・大分高等
学校吹奏楽部定期演奏会

iichikoグランシアタ 大分県 大分市 ③ 10月27日 http://www.oita-h.ed.jp/

大分中学校・大分高等学
校

大分中学・高等学校　芸術鑑
賞会

大分文化会館 大分県 大分市 ③ ○ 11月11日 http://www.oita-h.ed.jp/

大分大学教育福祉科学
部附属幼稚園

すくすく広場
大分大学教育福祉科
学部附属幼稚園

大分県 大分市 ② ○ 11月11日 fuzokuga@ad.oita-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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大分大学教育福祉科学
部附属幼稚園

すくすく広場
大分大学教育福祉科
学部附属幼稚園

大分県 大分市 ① ○ 11月11日

大分大学教育福祉科学
部附属幼稚園

子そだて講演会
大分大学教育福祉科
学部附属幼稚園

大分県 大分市 ② ○ 11月12日 fuzokuga@ad.oita-u.ac.jp

大分大学教育福祉科学
部附属幼稚園

子そだて講演会 附属幼稚園ホール 大分県 大分市 ① ○ 11月12日

大分大学教育福祉科学
部附属幼稚園

青垣祭(文化祭）
大分大学教育福祉科
学部附属中学校

大分県 大分市 ② ○
10月31日～
11月1日

fuzokuga@ad.oita-u.ac.jp

大分大学教育福祉科学
部附属幼稚園

附属特別支援児童作品展 大分銀行春日支店 大分県 大分市 ② ○
11月2日～
11月10日

fuzokuga@ad.oita-u.ac.jp

大分大学教育福祉科学
部附属特別支援学校

児童･生徒の絵画･造形作品
の展示

大分銀行春日支店 大分県 大分市 ③ ○
11月2日～
10日

http://www2.ed.oita-u.ac.jp/~fuyo/

大分大学教育福祉科学
部附属中学校

青垣祭（文化祭）
グランシアタ、大分大
学教育福祉科学部附
属中学校体育館

大分県 大分市 ③ ○
10月31日～
11月1日

http://www.jhs.oita-u.ac.jp/

大分大学教育福祉科学
部附属小学校・PTA

親子ふれあいデー 附属小学校内 大分県 大分市 ① ○ 10月25日 http://www2.ed.oita-u.ac.jp/~fusyo/

大分大学教育福祉科学
部附属小学校

親子ふれあいデー
大分大学教育福祉科
学部附属小学校

大分県 大分市 ② ○ 10月25日 fuzokuga@ad.oita-u.ac.jp

大分大学教育福祉科学
部

第3回大分大学教育臨床
フォーラム

大分大学　全日空オ
アシスタワー

大分県 大分市 ① ○ 11月14日 http://www.ed.oita-u.ac.jp/

大分大学学園祭運営委
員会

第6回聡明祭（大分大学学園
祭）

大分大学旦野原キャ
ンパス

大分県 大分市 ③ ○
10月30日～
11月1日

http://www.oita-u.ac.jp/

大分大学 大分大学開放イベント
大分大学旦野原キャ
ンパス

大分県 大分市 ①④ ○ 11月1日 http://www.oita-u.ac.jp/

大分上野丘高等学校 授業公開週間 大分上野丘高校 大分県 大分市 ② ○
10月26日～
30日

http://oitauenogaoka-h.oita-ed.jp/

大分上野丘高等学校
保育交流学習週間
～上野の森で高校生と遊ぼう
～

大分上野丘高校 大分県 大分市 ① ○

10月26日～
30日
11月9日～
12日

http://oitauenogaoka-h.oita-ed.jp/

大分商業高等学校 大翔祭（文化祭）
大分商業高校体育
館・各教室

大分県 大分市 ② ○
11月5日～6
日

http://oitasyougyou-h.oita-ed.jp/

大分商業高等学校 授業公開 大分商業高校各教室 大分県 大分市 ② ○
11月9日～
20日

http://oitasyougyou-h.oita-ed.jp/

大分国際情報高等学校 奉仕活動 通学路 大分県 大分市 ① ○ 11月2日 http://kokujou.ed.jp/

大分高等学校商業科 大分高校デパート
大分高校体育館・周
辺

大分県 大分市 ① ○ 11月3日 http://www.oita-h.ed.jp/

大分工業高等学校定時
制

地域とのふれあい事業 大分工業高校給食室 大分県 大分市 ② ○
11月2日～
13日

http://daikoutei-h.oita-ed.jp/

大分工業高等学校定時
制

地域とのふれあい事業 大分市芳河原台団地 大分県 大分市 ② ○
11月2日～
13日

http://daikoutei-h.oita-ed.jp/

大分工業高等学校 大工祭
大分工業高校各教
室・実習室

大分県 大分市 ② ○
11月13日～
14日

http://oitakougyou-h.oita-ed.jp/

大分工業高等学校
授業見学会（オープンキャンパ
ス）

大分工業高校各教室 大分県 大分市 ② ○
11月4日～
10日

http://oitakougyou-h.oita-ed.jp/

大分県公共図書館等連
絡協議会・県立図書館
（共催）

大分県立図書館文化講演会
県立図書館視聴覚
ホール・第2・3研修室

大分県 大分市 ③ ○ 10月31日

大在幼稚園 オープンスクール 大在幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月8日

大在地区教育懇話会
幟旗掲揚活動とPTAとの夜な
べ談義

公民館 大分県 大分市 ① ○
10月25日～
11月3日

碩信高等学校 情報モラルに関する講演会
碩信高校（上野丘高
校内）体育館

大分県 大分市 ① ○ 10月25日 http://sekisin-h.oita-ed.jp/

情報科学高等学校
大分県立情報科学高等学校
文化祭

情報科学高校 大分県 大分市 ② ○ 11月3日 http://jouhoukagaku-h.oita-ed.jp/

城南が丘幼稚園 昔の遊び 城南が丘幼稚園 大分県 大分市 ① ○ 10月30日

松岡幼稚園
オープンスクールデー（幼・小
合同）

松岡幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

春日町幼稚園 フープのリトミクック遊び 春日町幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月4日

宗方幼稚園 ファミリーPTA 宗方幼稚園 大分県 大分市 ① ○ 10月31日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

三佐幼稚園 親子で遊ぼう！！ 三佐幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月3日

坂ノ市幼稚園
ふれあいPTA（オープンスクー
ル）

坂ノ市幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

財団法人大分県私学協
会

大分県私学ドリーム2009
iichiko総合文化セン
ター4階「音の泉ホー
ル」

大分県 大分市 ② ○ 11月10日

財団法人　大分県学校
給食会

おおいた郷土料理講習会
財団法人大分県学校
給食会調理室

大分県 大分市 ① ○ 11月6日

佐賀関幼稚園 関パークごっこ 佐賀関幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

高田幼稚園 オープンスクール 高田幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月1日

戸次幼稚園 PTA自由参観日 戸次幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月2日

県立埋蔵文化財センター
「遺跡が語るおおいたの旧石
器から近代まで」里帰り展

県立埋蔵文化財セン
ター(研修棟)

大分県 大分市 ③ ○ 11月3日 http://maizoubunka-c.oita-ed.jp/

県立埋蔵文化財センター 第6回考古学講座
県立埋蔵文化財セン
ター(研修棟・収蔵棟)

大分県 大分市 ③ ○ 11月6日 http://maizoubunka-c.oita-ed.jp/

県立図書館・市町村立図
書館

初心者のための読み聞かせ
入門講座　～ようこそ！絵本
の世界へ～

コンパルホール302会
議室

大分県 大分市 ① ○ 11月6日 http://library.pref.oita.jp/

県立図書館　企画・資料
課

公開講座　親子で作る「名前
絵本」講座

県立図書館第2・3研
修室

大分県 大分市 ① ○
11月7日
11月11日

http://library.pref.oita.jp/

県立芸術会館 美術鑑賞講座　日本の仏像 県立芸術会館 大分県 大分市 ③ ○
10月24日
11月7日

http://geijutukaikan-b.oita-ed.jp/

県立芸術会館
芸館創作劇場
高文連演劇部公演

県立芸術会館 大分県 大分市 ③ ○
11月7日～8
日

http://geijutukaikan-b.oita-ed.jp/

県少子化対策課
パパも一緒に子育て推進セミ
ナー

大分市（稙田公民館） 大分県 大分市 ① ○ 11月1日 http://www.pref.oita.jp/12450/shokai/index.html

芸術緑丘高等学校
第5回大分県立芸術緑丘高等
学校定期演奏会

iichiko総合文化セン
ター　音の泉ホール

大分県 大分市 ③ ○ 10月24日 http://midorigaoka-h.oita-ed.jp/

芸術緑丘高等学校 授業公開 芸術緑丘高校 大分県 大分市 ② ○ 11月4日 http://midorigaoka-h.oita-ed.jp/

金池幼稚園 自由参観日 金池幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 10月30日

寒田幼稚園 自由参観日（芋パーティー） 寒田幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 11月2日

賀来幼稚園
「賀来小中文化祭参加」（オー
プンスクール）

賀来幼稚園 大分県 大分市 ② ○ 10月29日

家庭倫理の会大分市 子育てセミナー
稙田市民行政セン
ター

大分県 大分市 ① ○ 10月31日

家庭倫理の会大分市 子育てナイトセミナー コンパルホール302 大分県 大分市 ① ○ 11月2日

こうざき幼稚園 陶芸教室 こうざき幼稚園 大分県 大分市 ③ 11月1日

（社）日本ボーイスカウト
大分県連盟

カブ・ビーバーフェスティバル
大分市美術館周辺広
場

大分県 大分市 ① 11月8日 http://www12.ocn.ne.jp/~scoutota/

（財）新教育者連盟大分
県支部

家庭教育セミナー（3回シリー
ズ）

コンパルホール 大分県 大分市 ①
10月25日
11月8日
11月21日

竹田養護学校 なかよしまつり
竹田養護学校体育
館・校内

大分県 竹田市 ② ○ 10月24日 http://taketayougo-s.oita-ed.jp/

竹田養護学校 地域ふれあい事業
竹田市玉来マルショク
サンリブ2階

大分県 竹田市 ① ○
10月31日～
11月6日

http://taketayougo-s.oita-ed.jp/

竹田市･竹田市教育委員
会

第61回画聖『田能村竹田』先
生を偲ぶ美術祭

①竹田市体育セン
ター
②市民ギャラリー水
琴館

大分県 竹田市 ③ ○

11月1日～4
日
11月17日～
29日

竹田高等学校 第1回川端康成記念講演会 竹田高校体育館 大分県 竹田市 ③ ○ 10月27日 http://taketa-h.oita-ed.jp/

竹田高等学校 授業公開 竹田高校 大分県 竹田市 ② ○
10月26日～
30日

http://taketa-h.oita-ed.jp/

三重総合高校久住校 学園祭（文化祭） 三重総合高校久住校 大分県 竹田市 ② ○ 11月15日 http://mienougyou-h-b.oita-ed.jp/

耶馬溪文化協会
耶馬溪教育センター

第34回耶馬溪文化フェスティ
バル

耶馬溪公民館
（サニーホール）

大分県 中津市 ① ○ 11月1日

福澤諭吉肖像1万円札発
行満25年記念事業実行
委員会・（財）福澤旧邸保
存会

市制80周年記念事業福澤諭
吉肖像1万円札発行満25年記
念イベント

福澤旧居・福澤記念
館等

大分県 中津市 ① ○ 11月1日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

樋田小学校 樋田っ子文化祭 樋田小学校体育館 大分県 中津市 ② ○ 11月8日 http://hoy-hida-e.oita-ed.jp/

東九州龍谷高等学校 文化祭 東九州龍谷高校 大分県 中津市 ② ○
10月28日～
29日

http://www.hk-ryukoku.ed.jp/

東九州龍谷高等学校 学校見学会 東九州龍谷高校 大分県 中津市 ② ○

11月2日～7
日※3日は
実施しませ
ん

http://www.hk-ryukoku.ed.jp/

東九州短期大学
東九州短期大学公開講座「創
る･遊ぶ～キャンドル＆はんこ
作り～」

東九州短期大学
2番･25番教室

大分県 中津市 ① 11月19日 http://www.higashikyusyu.ac.jp/index2.html

中津北高等学校 「北高」オープンキャンパス 中津北高校 大分県 中津市 ② ○ 10月24日 http://nakatukita-h.oita-ed.jp/

中津北高等学校 授業公開
中津北高校教室等授
業実施場所

大分県 中津市 ② ○
10月26日～
28日

http://nakatukita-h.oita-ed.jp/

中津南高等学校 人権講演会 中津南高校体育館 大分県 中津市 ② ○ 10月30日 http://nakatuminami-h.oita-ed.jp/

中津南高等学校
保護者の「元気の出る研修
会」

中津南高校会議室 大分県 中津市 ② ○ 10月30日 http://nakatuminami-h.oita-ed.jp/

中津南高等学校 授業公開 中津南高校教室 大分県 中津市 ② ○
10月26日～
30日

http://nakatuminami-h.oita-ed.jp/

中津南校等学校耶馬溪
校

文化祭（紅葉祭）
耶馬溪校校舎・体育
館など

大分県 中津市 ② ○ 11月3日 http://yabakei-h.oita-ed.jp/

中津東高等学校 文化祭
中津東高校各教室、
実習室、体育館

大分県 中津市 ② ○ 11月14日 http://nakatuhigasi-h.oita-ed.jp/

中津商業高等学校定時
制

文化祭 中津商業高校体育館 大分県 中津市 ② ○ 11月13日 http://nakatusyougyou-h-t.oita-ed.jp/

中津商業高等学校（全日
制）

学校行事の公開 中津商業高校敷地内 大分県 中津市 ② ○ 11月3日 http://nakatusyougyou-h.oita-ed.jp/

中津商業高等学校（全日
制）

授業公開（授業の自由観覧） 中津商業高校校舎 大分県 中津市 ② ○
11月5日～
10日

http://nakatusyougyou-h.oita-ed.jp/

中津市青少年健全育成
会、教育センター、下毛
退職校長会

三光地区の教育を考える集い 三光公民館 大分県 中津市 ① ○ 10月31日

中津市教育文化祭実行
委員会

第60回教育文化祭
中津文化会館
中津体育センター

大分県 中津市 ③ ○
10月31日～
11月 2日

http://www.city-nakatsu.jp/modules/news/index.php?storytopic=10

中津市教育文化祭委員
会(中津退職校長会主催)

中津市教育文化祭(ふれあい
広場)

中津文化会館小ホー
ル

大分県 中津市 ① ○ 11月1日 http://www.city-nakatsu.jp/modules/news/index.php?storytopic=10

中津市教育委員会 中津市女性リーダー研修会
大田中央公民館、横
岳ふるさと茶屋夢の
ぼり

大分県 中津市 ① 11月7日 http://www.city-nakatsu.jp/kyouiku/

中津市教育委員会 ワンパク！たんけん中津 中津市内 大分県 中津市 ①
10月24日～
25日

http://www.city-nakatsu.jp/kyouiku/

中津市へき地教育研究
協議会

中津市へき地教育研究会 深水小学校 大分県 中津市 ① ○ 11月6日

中津工業高等学校 文化祭
中津工業高校各教
室、実習室、体育館

大分県 中津市 ② ○ 11月14日 http://nakatukougyou-h.oita-ed.jp/

中津工業・東高等学校定
時制

「如水祭」（花いっぱい運動で
の瓢箪づくり）

中津工業・東高校 大分県 中津市 ① ○ 11月13日 http://nakatuhigasi-h-t.oita-ed.jp/

大分県高等学校文化連
盟

第59回大分県高等学校中央
弁論大会

中津北高校体育館 大分県 中津市 ③ ○ 10月29日

大分県高等学校文化連
盟

第34回大分県高等学校総合
文化祭　中津大会

中津文化会館、中津
体育センター

大分県 中津市 ③ ○
11月12日～
13日

青少年健全育成市民会
議三光支部・三光教育セ
ンター

三光地区
「教育を考える集い」

三光公民館 大分県 中津市 ① ○ 10月31日

三郷小学校 みさとっ子集会 三郷小学校 大分県 中津市 ② ○ 11月7日 http://yam-misato-e.oita-ed.jp/

宇佐養護学校 宇佐養護学校「学習発表会」
宇佐養護学校本校体
育館

大分県 中津市 ② ○ 10月31日 http://usayougo-s.oita-ed.jp/

保戸島中学校 保戸島中学校文化祭 保戸島中学校体育館 大分県 津久見市 ② ○ 11月12日

津久見小学校 2009つくつく交流会 津久見小学校 大分県 津久見市 ① ○ 11月8日 http://tuk-tukumi-e.oita-ed.jp/

第一中学校 文化祭
第一中学校体育館・
校舎

大分県 津久見市 ② ○ 11月1日

千怒小学校 一日学校公開 千怒小学校各教室 大分県 津久見市 ② ○ 11月12日

越智小学校・四浦東中学
校

オープンスクールデー（文化
祭・特認校体験入学会）

越智小学校・四浦東
中学校音楽室等

大分県 津久見市 ② ○ 11月8日 http://tuk-ochi-e.oita-ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

日出暘谷高等学校 学校開放・公開授業 日出暘谷高校 大分県 日出町 ② ○
11月14日～
20日

http://hijiyoukoku-h.oita-ed.jp/

日出養護学校 学校公開 日出養護学校 大分県 日出町 ② ○
11月4日～
11月10日

http://hijiyougo-s.oita-ed.jp/

日出養護学校 ふれあい作品展
トキハインダストリー
「エスパー日出」

大分県 日出町 ③ ○
11月5日～
11月10日

http://hijiyougo-s.oita-ed.jp/

南端地区公民館
南端小・中学校

ふるさと祭り 南端小･中学校 大分県 日出町 ① ○ 11月15日 http://hij-minamihata-e.oita-ed.jp/

南端小・中学校 稲刈り＆収穫祭 南端目刈の田園 大分県 日出町 ① ○ 10月20日

藤原小学校 学校公開・親子ふれあい参観 藤原小学校・幼稚園 大分県 日出町 ② ○ 11月1日 http://hij-fujiwara-e.oita-ed.jp/

大神中学校 魚の調理教室 大神中学校調理室 大分県 日出町 ① ○ 10月27日 http://hij-ooga-e.oita-ed.jp/

大神小学校
大神小学校学校公開日(授業
公開)

大神小学校各教室 大分県 日出町 ② ○
11月9日～
10日

http://hij-ooga-e.oita-ed.jp/

別府大学
日田歴史文化講座「文化的景
観の時代～小鹿田焼の里選
定～」

別府大学日田歴史文
化研究センター

大分県 日田市 ①
１０月３１日
１１月１４日

http://www.beppu-u.ac.jp

日田林工高校 りんこう見学日 日田林工高校 大分県 日田市 ② ○ 11月13日 http://hitarinkou-h.oita-ed.jp/

日田林工高校 月隈祭 日田林工高校 大分県 日田市 ② ○
11月6日～7
日

http://hitarinkou-h.oita-ed.jp/

日田養護学校 ふれあい作品展 パトリア日田 大分県 日田市 ② ○
11月17日～
12月1日

http://hitayougo-s.oita-ed.jp/

日田三隈高等学校
芸術鑑賞会　劇団「鳥獣戯画」
『3人でシェークスピア』

日田市民会館パトリ
ア日田

大分県 日田市 ③ 10月30日 http://hitamikuma-h.oita-ed.jp/

日田三隈高等学校 授業公開 日田三隈高等学校 大分県 日田市 ② ○
11月2日～6
日

http://hitamikuma-h.oita-ed.jp/

日田高等学校定時制 授業公開と給食体験 日田高校定時制 大分県 日田市 ②
11月2日・4
日・5日

http://hita-h-t.oita-ed.jp/

日田高等学校 授業公開週間 日田高校各教室 大分県 日田市 ② ○

10月26日、
27日、30
日、11月2
日、5日、6
日

http://hita-h.oita-ed.jp/

昭和学園高等学校 創立70周年記念学園祭 昭和学園体育館 大分県 日田市 ② ○ 11月1日 http://www.coara.or.jp/~showa/

市内各小中学校 教育を考える週間（秋） 市内各小中学校 大分県 日田市 ② ○
10月16日～
11月29日

ひた千年あかり実行委員
会

ひた千年あかり 花月川河川敷 大分県 日田市 ① ○
11月13日～
15日

姫島村青少年健全育成
村民会議

芸術鑑賞 姫島中学校体育館 大分県 姫島村 ③ ○ 10月28日

姫島小学校 「教育の日」学校公開 姫島小学校 大分県 姫島村 ② ○ 11月4日

立命館アジア太平洋大
学学園祭実行委員会
Baseイベント

第7回天空祭
立命館アジア太平洋
大学

大分県 別府市 ③ ○
10月24日～
25日

http://www.apu.ac.jp/home/index.php?sel_lang=japanese

立命館アジア太平洋大
学

開学10周年記念APU講座『異
文化の理解と誤解～東南アジ
アの迷い方～』

立命館アジア太平洋
大学

大分県 別府市 ① 11月14日 http://www.apu.ac.jp/home/index.php?sel_lang=japanese

別府鶴見丘高等学校 オープンスクール
別府鶴見丘高校各教
室・特別教室・体育
館・グラウンド

大分県 別府市 ② ○ 10月26日 http://bepputurumigaoka-h.oita-ed.jp/

別府鶴見丘高等学校 乳幼児ふれあい学習
別府鶴見丘高校多目
的家庭科教室

大分県 別府市 ① ○
11月9日、11
日、13日

http://bepputurumigaoka-h.oita-ed.jp/

別府大学
国際文化論「新たなる旅立ち
～グローバル社会での共生
～」

別府大学３２号館４０
０番教室

大分県 別府市 ① ○ 11月6日 http://www.beppu-u.ac.jp

別府大学
国際文化論「新たなる旅立ち
～グローバル社会での共生
～」

別府大学32号館400
番教室

大分県 別府市 ① ○ 11月6日 http://www.beppu-u.ac.jp/

別府青山高等学校 食を通しての異文化交流 別府青山高校調理室 大分県 別府市 ③ ○ 11月6日 http://beppuaoyama-h.oita-ed.jp/

別府青山高等学校 学校開放 別府青山高校 大分県 別府市 ② ○
11月4日～6
日

http://beppuaoyama-h.oita-ed.jp/

別府市教育懇話会 別府市教育懇談会 別府市役所 大分県 別府市 ① ○ 11月14日

別府市教育委員会
別府市教育祭「リズムとハーモ
ニーを創る音楽会」

ビーコンプラザ　フィ
ルハーモニアホール

大分県 別府市 ③ ○ 11月5日 http://www.city.beppu.oita.jp/education/index.html

別府市教育委員会
別府市教育祭
「別府らしさを誇る展覧会」

トキハ別府店（１F）セ
ンターモール

大分県 別府市 ① ○
11月7日～
10日

http://www.city.beppu.oita.jp/education/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

別府溝部学園高等学校 第2回文化祭
別府溝辺学園高校体
育館・各教室

大分県 別府市 ③ ○
10月29日～
30日

http://www.mizobe-h.ed.jp/

南石垣養護学校 南石垣養護学校文化祭
南石垣養護学校体育
館・高等部棟等

大分県 別府市 ② ○ 11月14日 http://minamiisigakiyougo-s.oita-ed.jp/

南石垣養護学校 第5回きらきら作品展
九州労働金庫別府支
店ロビー

大分県 別府市 ② ○
10月28日～
11月4日

http://minamiisigakiyougo-s.oita-ed.jp/

鶴里会 鶴里会作品展
県立社会教育総合セ
ンター
ニューライフプラザ

大分県 別府市 ① ○
10月27日～
11月1日

鶴見養護学校 学校公開 鶴見養護学校 大分県 別府市 ② ○ 10月27日 http://turumiyougo-s.oita-ed.jp/

鶴見養護学校 地域ふれあい作品展
みらい信用金庫　鶴
見支店

大分県 別府市 ③ ○
11月2日～
13日

http://turumiyougo-s.oita-ed.jp/

石垣原養護学校 文化祭
石垣原養護学校体育
館・展示教室

大分県 別府市 ② ○
10月22日～
23日

http://isigakibaruyougo-s.oita-ed.jp/

石垣原養護学校
石垣原養護学校「ふれあい作
品展」

独立行政法人国立病
院機構　西別府病院
1階ロビー

大分県 別府市 ② ○
10月29日～
11月5日

http://isigakibaruyougo-s.oita-ed.jp/

県立芸術会館 スクールミュージアム 山の手中学校 大分県 別府市 ③ ○ 10月31日

都甲中学校 ふれあい観菊会
都甲中学校体育館・
グラウンド

大分県 豊後高田市 ① ○ 11月8日 http://www.city.bungotakada.oita.jp/kyouiku/togoutyu/togoutyu1.jsp

豊後高田市青少年健全
育成市民会議

“大人が変われば子どもが変
わる”『相手も自分も互いに成
長し合えるコミュニケーション
講座』

豊後高田市中央公民
館

大分県 豊後高田市 ① ○
10月28日
11月11日

豊後高田市教育委員会
人権講座　人とのつながりセミ
ナー

豊後高田市中央公民
館、香々地公民館

大分県 豊後高田市 ① ○ 10月29日 http://www.city.bungotakada.oita.jp/kyouiku/kyouiku.jsp

草地小学校 草地っ子わくわくフェスタ
草地小学校体育館・
運動場

大分県 豊後高田市 ② ○ 11月1日 http://www.city.bungotakada.oita.jp/kyouiku/kusaji/kusaji.jsp

市教育文化祭実行委員
会

児童・生徒作品展 桂陽小学校 大分県 豊後高田市 ③ ○
10月31日～
11月1日

高田高等学校 授業公開 高田高校校舎内 大分県 豊後高田市 ② ○
10月26日～
30日

http://takada-h.oita-ed.jp/

県教育委員会
香々地地域おこし連絡協
議会

かかぢフェスタ in 青年の家
県立社会教育総合セ
ンター香々地青少年
の家

大分県 豊後高田市 ① ○ 11月1日

県教育委員会 科学教室 in 香々地
県立社会教育総合セ
ンター香々地青少年
の家

大分県 豊後高田市 ④
10月24日～
25日

http://edu.oita-ed.jp/

豊後大野市青少年健全
育成市民会議・豊後大野
市教育委員会

次代を担う「豊後大野っ子」を
育てる市民のつどい

エイトピアおおの小
ホール

大分県 豊後大野市 ① ○ 11月7日

県教育委員会、百枝小
学校及び大分大学

小学校理科特別授業 百枝小学校 大分県 豊後大野市 ④ ○ 10月28日

挾間小学校PTA ファミリーPTA 挾間小学校 大分県 由布市 ② ○ 10月31日

挾間小学校PTA オープンスクール 挾間小学校 大分県 由布市 ② ○ 11月5日

由布川幼稚園 オープンスクール 由布川幼稚園 大分県 由布市 ② ○ 11月7日

由布川小学校 オープンスクール 由布川小学校 大分県 由布市 ② ○ 11月7日

由布川小学校 ふれあいPTA 由布川小学校 大分県 由布市 ② ○ 11月7日

由布市教育振興会・石城
小学校

「由布市教育振興会指定公開
研究発表会」

石城小学校体育館･
各教室

大分県 由布市 ② ○ 10月30日

由布高等学校
授業公開「来て！見て！由布
高」

由布高校教室・調理
教室・体育館

大分県 由布市 ② ○
10月19日～
23日

http://yufu-h.oita-ed.jp/

由布高等学校 中学生の体験入学会
由布高校教室・体育
館

大分県 由布市 ② ○
10月24日、
11月14日

http://yufu-h.oita-ed.jp/

由布高等学校 文化祭（大龍祭）
由布高校教室・体育
館・中庭

大分県 由布市 ② ○
11月13日～
14日

http://yufu-h.oita-ed.jp/

朴木小学校・PTA　地域
中山間地事業体

収穫祭（仮称）
朴木小学校並びに朴
木自治区公民館

大分県 由布市 ① ○ 11月8日

朴木小学校 学校公開 朴木小学校 大分県 由布市 ② ○
11月4日～5
日

文化庁文化部芸術文化
課文化活動振興室

本物の舞台芸術体験事業 大津留小学校 大分県 由布市 ③ ○ 10月26日

南庄内小学校主催
PTA共催

南ふれあいまつり 南庄内小学校 大分県 由布市 ① ○ 11月1日

湯布院中学校 公開授業 湯布院中学校各教室 大分県 由布市 ② ○
11月1日～7
日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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東庄内小学校 ふれあい集会 東庄内小学校 大分県 由布市 ② ○ 11月4日

東庄内小学校 学校公開 東庄内小学校全学級 大分県 由布市 ② ○
11月2日～6
日

谷小学校 学校公開 谷小学校 大分県 由布市 ② ○
11月4日～5
日

大津留小学校 授業公開 大津留小学校 大分県 由布市 ② ○
11月4日～6
日

川西小学校 校区ふれあい集会 川西小学校 大分県 由布市 ② ○ 11月13日 http://yuf-kawanisi-e.oita-ed.jp/

石城幼稚園 保育参観 石城幼稚園 大分県 由布市 ② ○ 10月23日

石城小学校 「ファミリーPTA」
石城小学校体育館･
各教室

大分県 由布市 ② ○ 11月8日

西庄内小学校 秋のお話し会 西庄内小学校体育館 大分県 由布市 ① ○ 11月13日

星南小学校 自由参観日 星南小学校 大分県 由布市 ② ○
11月5日～6
日

庄内中学校
学校公開（おおいた教育の日
ふれあい週間）

庄内中学校各教室 大分県 由布市 ② ○
11月2日～6
日

阿南幼稚園
地域（主に祖父母）の方とのふ
れあい交流･幼稚園開放日

阿南幼稚園 大分県 由布市 ② ○ 11月6日

阿南小学校 自由参観日 阿南小学校各教室 大分県 由布市 ② ○ 11月6日 http://syo-anan-e.oita-ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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