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大分県 宇佐市 ② 宇佐っ子発表会 各学年ごとの学習成果の発表会 11月10日 宇佐市立宇佐小学校 宇佐市立宇佐小学校 無料 0978-37-0129

大分県 宇佐市 ①,② 秋祭り文化祭 地域と小学校の合同文化祭 10月28日
旧深見中学校
体育館

深見まちづくり協議会
宇佐市立深見小学校

無料 0978-44-4031

大分県 宇佐市 ② 土曜授業 授業公開（2.3校時） 11月10日 深見小学校 宇佐市立深見小学校 無料 0978-44-4031

大分県 宇佐市 ② 豊川カップ秋 運動会で行った大団体種目を中心とした全校体育です。 10月31日 豊川小運動場 宇佐市立豊川小学校 無料 0978－32－0098

大分県 宇佐市 ② 子ども祭り 学年ごとの発表を中心とした学芸的行事です。 11月10日 豊川小体育館 宇佐市立豊川小学校 無料 0978－32－0098

大分県 宇佐市 ② 和間っ子学習発表会 地域の方を招き、学年毎に学習・体験等で学んだことを発表 11月10日 宇佐市立和間小学校 宇佐市立和間小学校 無料 0978－38－0354

大分県 宇佐市 ② 学校公開日
日頃の授業の様子を見ていただく
ボランティアによる「読み聞かせ」

10月13日 宇佐市立長峰小学校 宇佐市立長峰小学校 無料 0978-32-0344

大分県 宇佐市 ② 学校公開日
日頃の授業の様子を見ていただく
ボランティアによる「読み聞かせ」

11月10日 宇佐市立長峰小学校 宇佐市立長峰小学校 無料 0978-32-0344

大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日 授業公開 10月19日 四日市北小 四日市北小 無料 0978‐32‐0049

大分県 宇佐市 ② H29・30大分県PTA連合会指定研究発表会 公開活動・アトラクション・全体発表 11月18日 四日市北小 大分県PTA連合会 0978‐32‐0049

大分県 宇佐市 ③
文化キャラバン
宇佐市教育の日

県芸術文化振興会議主催の文化キャラバンの一環として県庁吹奏楽団を招き、演奏会を実施。 10月13日 横山小学校
県芸術文化振興会議
宇佐市教育委員会

無料 0978-32-0457

大分県 宇佐市 ② 中部っ子ふれあい広場 各学年の学習発表会です。 11月10日 院内中部小学校 院内中部小学校 無料 0978-42-5601

大分県 宇佐市 ② １０月学校公開日 宇佐市教育の日（公開授業） 10月15日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404

大分県 宇佐市 ② １１月学校公開日 宇佐市教育の日（土曜参観日・せんだんギャラリー・バザー） 11月10日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404

大分県 宇佐市 ② 特認校公開
子どもたちが取り組んできている太鼓や合唱、学習等の発表を宇佐市の多くの方に見ていただき
ます。

11月10日
西馬城小学校
体育館

西馬城小学校 無料
0978-32-2307
a51370@oen.ed.jp

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月13日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

大分県 宇佐市 ② スクールミュージアム 大分県立美術館所蔵作品展示・鑑賞 10月31日 宇佐中学校
アートフル大分プロジェクト実行
委員会

無料 0978-37-0055

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月10日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

大分県 宇佐市 ② 公開保育・ふれあいDAY・バザー 日頃の園の様子を公開。未就園児・小学生・祖父母とのふれあいタイム。バザー 11月予定 四日市幼稚園 四日市幼稚園 無料 0978-32-0351

大分県 宇佐市 ⑫ 学校公開日 地域や保護者に授業を公開します。 10月19日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004

大分県 宇佐市 ⑫ 文部科学省指定研究開発学校研究発表会 小中高一貫教育研究開発学校全国発表会 11月14日 安心院中学校 安心院・院内地域小中高10校 無料 0978‐44‐0004

大分県 宇佐市 ⑫ 学校公開日 地域や保護者に授業を公開します。 11月19日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004

大分県 宇佐市 ④ 教育文化祭 合唱、合奏、弁論、バザー、演劇鑑賞等 11月23日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004

大分県 宇佐市 ④ PTA研修会　講演会 「はなちゃんのみそ汁」原作者　安武信吾さん講演会 10月か11月 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004

大分県 宇佐市 ② 土曜授業 学校公開日 10月13日 宇佐市立駅川中学校 宇佐市立駅川中学校 無料 0978-32-0175

大分県 宇佐市 ② 土曜授業 学校公開日 11月10日 宇佐市立駅川中学校 宇佐市立駅川中学校 無料 0978-32-0175

大分県 宇佐市 ② ふれあい文化祭 ＰＴＡと共催で本校の文化活動の発表 10月28日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/tubusa/

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月10日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/tubusa/

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月19日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978-32-0279

大分県 宇佐市 ② 学習発表会 各学年の教科の学習発表とエコマーケット（バザー） 11月22日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978-32-0279

大分県 宇佐市 ② 全校親子親睦会 親子の親睦を目的として、校内オリエンテーリング（謎解き脱出ゲーム）を実施 9月8日 宇佐市立糸口小学校
糸口小学校
糸口小学校PTA

無料 0978-32-0274

大分県 宇佐市 ② 授業公開 各学年の授業の公開 10月13日 宇佐市立糸口小学校 糸口小学校 無料 0978-32-0274

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

大分県 宇佐市 ①,②,③ 第34回三世代の集い
地域の三世代が協力して、さまざまな催し（学習発表・餅つき・物づくり教室等）を開催する。あわせ
て、PTA主催のバザーも実施します。

11月11日 宇佐市立糸口小学校
糸口小学校
糸口小学校PTA
校区の自治会・老人会・婦人会

無料 0978-32-0274

大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日
日頃の授業の様子を公開します。
三好ヴァイセアドラー来校

10月18日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日 日頃の授業の様子を公開します。 11月19日 柳ヶ浦小学校 柳ヶ浦小学校 無料 0978-38-0206

大分県 宇佐市 ② 学習発表会 各学年毎の学習成果の発表会 11月10日 四日市南小学校 四日市南小学校 無料 0978-33-3403

大分県 宇佐市 ② ふれあい運動会 南院内小児童と地域の方々との運動会です。大学生も参加予定です。 9月30日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

大分県 宇佐市 ②
ふるさと音楽祭
（国民文化祭）

院内地区3小学校と院内中学校の音楽祭
今年は、国民文化祭のイベントの中で実施

10月13日 院内文化交流ホール 院内地区教振事務局 無料 院内中部小

大分県 宇佐市 ② 花苗植えふれあい活動 南院内小児童と地域の方々との花苗植え活動です。授業公開も行います。 10月23日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

大分県 宇佐市 ② なんぶん市 南院内小児童と地域の方々との文化行事です。学習発表等も行います。 11月3日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

大分県 宇佐市 ③ ペルー料理体験学習 宇佐のマチュピチュということでペルー人の方と一緒にペルー料理づくり体験学習 11月10日 南院内小学校 南院内小学校 無料 0978-42-5034

大分県 宇佐市 ① 社会福祉教育 点字教室 10月11日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

大分県 宇佐市 ① 社会福祉教育 手話教室 10月12日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

大分県 宇佐市 ① ビーチクリーンアップ 海岸のごみ拾い(環境保護活動） 10月27日 長洲漁港周辺 長洲アーバンデザイン会議 無料 0978-27-8170

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 授業公開 10月30日 長州小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

大分県 宇佐市 ② 読書集会 読み聞かせ 11月8日 長州小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234

大分県 宇佐市 ② ふるさと音楽祭 合唱発表 10月13日 院内文化交流ホール 院内町教振

大分県 宇佐市 ② 文化行事 弁論・合唱発表 11月4日 院内文化交流ホール 院内中学校 0978-42-5008

大分県 宇佐市 ② ふれあい音楽会 外部の演奏家に来ていただき、演奏を聞いたり、一緒に合唱したりします。 10月19日 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 0978－37－0701

大分県 宇佐市 ② よりもフェスティバル 文化的な発表会をしたり、親子ふれあい活動・バザーをしたりします。 11月11日 北馬城小学校体育館 北馬城小学校 無料 0978－37－0701

大分県 宇佐市 ➀ 交流学習会 宇佐支援学校と本校児童の交流学習 10月中旬 高家小学校・宇佐支援学校 本校・宇佐支援学校 無料 0978-32-0304

大分県 宇佐市 ② 学習発表会 保護者、地域の方々を招待しての学習発表 11月10日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304

大分県 宇佐市 ③ 人権講演会 人権教育を深めるため、本年度は講師を招待して、保護者と教職員の学習会 11月30日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304

大分県 宇佐市 ④
音楽会
　（文化キャラバン）

クラッシックコンサート（グループUNO) 11月20日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304

大分県 宇佐市 ② ふれあいフェスティバル
はじめの会では児童の合唱があり、ふれあいタイムでは昔の遊び等があり、食事（豚汁）やバザー
もあります。

11月25日 院内北部小学校 院内北部小学校 無料 0978－42－5201

大分県 宇佐市 ② 教育の日（学校公開日） 日頃の授業の様子を公開 10月19日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

大分県 宇佐市 ②,③ 教育の日（学校公開日）ふれあい文化祭 劇など子どもたちや地域の方の取組の披露 11月10日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

大分県 宇佐市 ② 土曜授業 日頃の授業の様子を公開 10月13日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日 日頃の授業の様子を公開 10月19日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

大分県 宇佐市 ② 生け花教室(土曜授業） 地域のゲストティーチャーを招いての体験学習を公開 11月10日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

大分県 宇佐市 ② お手紙教室 地域のゲストティーチャーを招いての体験学習を公開 11月9日 封戸小学校 封戸小学校 無料 0978－37－0217

大分県 宇佐市 ② のびっ子発表会 学習発表会の地域公開、PTAとの協力（バザー） 12月2日 封戸小学校体育館
封戸小学校
封戸小学校ＰＴＡ

無料 0978－37－0217

大分県 宇佐市 ② PTA子育て講演会 性についての講演 10月19日 宇佐市立西部中学校 宇佐市立西部中学校 無料 0978-32-0072

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 PTAによるバザー 11月23日 宇佐市立西部中学校 宇佐市立西部中学校 無料 0978-32-0072

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



969

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

大分県 宇佐市 ② 校内合唱コンクール 合唱発表 11月下旬～12月上旬 宇佐市立西部中学校 宇佐市立西部中学校 無料 0978-32-0072

大分県 宇佐市 ② なかまの集い 学級決議の中間総括・個人意見の交流 11月30日
北部中学校
体育館

北部中学校 無料 0978‐32‐0326

大分県 宇佐市 ② 人形劇「きんいろの髪のお姫さま」上演
世界最古の人形劇の歴史をもつチェコ共和国の演出家ゾヤ・ミコトーバさんとチェコで研鑽を積ん
だ舞台美術家の林由未さんをお招きしての大人も楽しめる人形劇。

10月20～
21日

宇佐市民図書館
視聴覚ホール

ふるさと作家・作品展実行委員
会

無料
0978－32－2656
渡辺よね子

大分県 宇佐市 ③ 津﨑恵二氏朗読会 毎年恒例の秋の朗読会。今年は宇佐も舞台になっている阿川弘之『雲の墓標』を取り上げます。 11月3日
宇佐市民図書館
視聴覚ホール

津﨑恵二 無料
090-7475-1032
用松レイ子

大分県 宇佐市 ③
「横光利一俳句大会」表彰式＆夏井いつき句会ライ
ブ

第20回を記念して、国民文化祭行事として実施。大会選者の浅井愼平氏と野中亮介氏による講評
や夏井いつき氏の句会ライブを実施。

11月24日 宇佐文化会館（ウサノピア）大ホール 宇佐市ほか 無料
0978-33-4600
宇佐市民図書館

大分県 宇佐市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開 10月22日～26日 安心院高校 安心院高校 無料 0978-44-0008

大分県 宇佐市 ② 人権講演会
生徒対象の講演会です。保護者・地域住民等
へも公開します。

10月9日 宇佐高校体育館 宇佐高校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/usa/

大分県 宇佐市 ② ふれあい授業公開 保護者・地域住民・中学校関係者等へ授業を公開します。
11月1日～9日

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

大分県 宇佐市 ①
平成３０年度特別展
「福澤諭吉　－独立自尊へといたる道－」

明治改元１５０年にあたり、郷土出身の近代思想の先駆者福澤諭吉の独立自尊思想をテーマとす
る特別企画展示

10月5日～11月11日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館
http://www.pref.oita.jp
/site/rekishihakubutsu
kan/

大分県 宇佐市 ①
「福澤諭吉　－独立自尊へといたる道－」
記念講演会

平成３０年度特別展開催記念に慶應義塾大学教授　小川原正道氏の講演会を行う 11月3日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 無料
http://www.pref.oita.jp
/site/rekishihakubutsu
kan/

大分県 宇佐市 ① 特集展示「おおいたの考古遺産里帰り展」
大分県内で出土し、県外に流出した考古資料のうち、奈良国立博物館に所蔵されている逸品の里
帰り展示

10月10日～　1月3日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館
http://www.pref.oita.jp
/site/rekishihakubutsu
kan/

大分県 宇佐市 ③ 大分県文化財愛護少年団のつどい 各少年団連絡協議会の活動発表 10月20日 大分県立歴史博物館
大分県文化財愛護少年団連絡
協議会

無料 097-506-5498

大分県 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7日～9日※午前中 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/usa

0978-32-1780

大分県 宇佐市 ② うさっこキラキラ祭り（総合文化祭） 演劇発表や作業製品の販売等を行います。 11月3日 宇佐支援学校 宇佐支援学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/usa

0978-32-1780

大分県 臼杵市 ② 土曜ふれあい 地域・親子ふれあいグランドゴルフ大会 11月3日 佐志生小グランド
佐志生小学校・佐志生健全育成
会

無料 0972-68-3920

大分県 臼杵市 ① 秋の収穫祭 地域・保護者と連携して交流会や餅つき大会を実施 11月11日 臼杵市立下ノ江小学校 臼杵市立下ノ江小学校 無料 097-67-2209

大分県 臼杵市 ② 土曜ふれあい学校 児童と保護者、地域の方と協力した活動を行います。 11月10日 下北小学校，校区内 下北小学校 無料 0972-62-3509

大分県 臼杵市 ② 三世代交流ふれあい祭り 餅つき大会　感謝の会（プレゼント渡し、学習発表） 11月18日 上北小学校校庭・体育館 臼杵市立上北小学校 無料 0972-62-2413

大分県 臼杵市 ② 秋季大運動会 子どもたちの日頃の体育活動を公開します。 9月29日 下南小学校 下南小学校 無料 0972-62-2875

大分県 臼杵市 ② 土曜ふれあい学校 親子で講演会を聞く 11月17日 下南小学校 下南小学校 無料 0972-62-2875

大分県 臼杵市 ②,③ 下南小すもう大会 校内すもう大会を開催し、保護者・地区の方々に披露する 10月12日 下南小学校相撲場 下南小学校 無料 0972-62-2875

大分県 臼杵市 ② 学校公開（家族参観日） 講師･ゲストティーチャーを迎えての体験学習等 10月28日 臼杵市立市浜小学校 臼杵市立市浜小学校 無料 0972-62-2369

大分県 臼杵市 ② 竹宵ふれあい参観日 親子で竹宵のオブジェ、竹ぼんぼりを作り、会場に展示します。 11月3日 福良ヶ丘小学校 福良ヶ丘小学校 無料 0972-62-2320

大分県 臼杵市 ② 川登和紙漉き体験教室 地元の伝統産業です。楮から原料を抽出し和紙作りの全ての工程を体験できます。 11月24日 川登小学校 川登小学校 無料 0974-32-3186

大分県 臼杵市 ① 授業参観日 ２～４校時まで、自由に授業を参観 10月16日 野津小学校各教室 臼杵市立野津小学校 無料 0974-32-2004

大分県 臼杵市 ① うすき土曜ふれあい学校 人権授業参観、保護者対象のネットモラル講演会 11月10日 野津小学校各教室及び体育館 臼杵市立野津小学校 無料 0974-32-2004

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

大分県 臼杵市 ① 寺子屋まつり
・学習発表　・作品や太鼓、獅子舞等の鑑賞
・バザー

10月21日 南野津公民館
南野津振興協議会
臼杵市立南野津小学校

無料

0974-32-3333
（南野津公民館）
0974-32-2151
（南野津小学校）

大分県 臼杵市 ② 南野津小校区ふれあい囲碁ボール大会
・囲碁ボール大会（児童と地域の方でチーム
　を編成）

11月17日 南野津小学校体育館
臼杵市立南野津小学校
南野津校区健全育成会

無料 0974-32-2151

大分県 臼杵市 ② 運動会 地域の方々も競技に参加していただく運動会です。 9月23日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

大分県 臼杵市 ② 土曜ふれあい学校 学校公開日：稲かり。子どもたちが育てた稲を刈ります。 10月14日
臼杵南小学校及び
左津留にある田圃

臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

大分県 臼杵市 ② ふれあい南っ子まつり 地域の方々を招いての学習発表会。感謝祭 11月4日 臼杵南小学校 臼杵南小学校 無料 0972-65-3030

大分県 臼杵市 ③ 修学旅行 京都自主研修を含む関西方面の宿泊体験学習 10月22日～24日 奈良・京都・大坂
臼杵市修学旅行団
　（Ａ班）

大分県 臼杵市 ③ 文化祭 ステージ発表・作品展示・合唱など 11月17日 北中学校 北中学校 無料

大分県 臼杵市 ② 市内音楽会 市内の中学校が参加する合唱発表会 11月29日 臼杵市民会館 芸術文化実行委員会 無料

大分県 臼杵市 ② オープンスクール
西中保護者・区長・民生委員・学校評議員・校区の小学校保護者に案内を発送し、学校公開を行
い、授業参観に積極的に参加していただいて、西中学校の授業改善を理解していただく。また、
SNSの危険性などの講話を行い、情報モラルの啓発も行う。

10月15日～19日 西中学校 西中学校 無料 0972-62-3547

大分県 臼杵市 ②,③ 文化祭 生徒が作成した作品や練習した劇・合唱を保護者を中心に地域の方にも参観していただく取組 11月23日 西中学校 西中学校 無料 0972-62-3547

大分県 臼杵市 ② 学校公開日 授業公開（保護者・地域） 10月15～19日 野津中学校 野津中学校 無料 0974-32-2039

大分県 臼杵市 ② 文化祭（公開） 学級展示　合唱 11月23日 野津中学校 野津中学校 無料 0974-32-2039

大分県 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29日～
11月2日

臼杵高校各教室 大分県立臼杵高等学校 無料 0972-62-5145

大分県 臼杵市 ②,③ 海高祭 文化祭。ステージ発表、実習製品販売、模擬店、体験活動等を予定しています。 11月17日 大分県立海洋科学高等学校 大分県立海洋科学高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/kaiyoukagaku/ind
ex.html

0972-63-3678

大分県 臼杵市 ① 地域ふれあい事業
本校児童生徒の学習活動の様子の紹介・写真パネル展示及び絵画、書道、手芸、園芸などの作
品展示

11月5日～30日 大分銀行臼杵支店 大分銀行臼杵支店 無料 0972－62－3930

大分県
臼杵市

② イムラ・スマイル・フェステイバル 本校の学習発表会（ステージ発表及び作業学習製品販売） 10月27日 臼杵支援学校 臼杵支援学校 無料 0972－62－3930

大分県 臼杵市 ②,③,④ 第43回大分県高等学校総合文化祭県南・豊肥大会 高文連所属文化部の優秀団体・個人の演技や作品の発表・展示 11月14日　　　～16日 臼杵市民会館、臼杵市中央公民館 大分県高等学校文化連盟 無料
http://kou.oita-
ed.jp/oitakobun/

大分県 臼杵市 ③
マレガプロジェクト
史料講座

戦前から戦後にかけてマリオ・マレガ神父
が収集した資料（バチカン図書館藏）の調
査成果を広く紹介します。

11月11日 臼杵市中央公民館
臼杵市教育委員会
先哲史料館

無料
0972-62-2882
097-546-9380

大分県 大分市
①，②，
③，④

大分で採れる天然染料をめぐる文化と科学
〜学習教材・観光資源としての「おおいたの色」〜

手染メ屋店主青木正明氏による講座を開催します。大分県内で育つ動植物由来の天然染料で、古
来高貴な色である黄色と紫を染められることについての内容です。

11月22日 J：COMホルトホールおおいた
大学等による「おおいた創生」推
進協議会

無料
教育学部
総務係
097-554-7504

大分県 大分市
①，②，
③

紫の系譜　〜紫根と貝紫〜
染色家 吉岡幸雄氏による講演会を開催します。竹田市志土知では紫根、中津干潟では貝紫のア
カニシが育ちます。紫色の染料について文化的背景を中心した内容です。

11月24日 大分大学教育学部
大学等による「おおいた創生」推
進協議会

無料
教育学部
総務係
097-554-7504

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

大分県 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を公開 10月20日～11月11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）
子どもすこやか部
保育・幼児教育課
（097-537-5789）

大分県 大分市 ② オープンスクール 日頃の保育の様子（ハーモニーランドごっこへの取組）を公開します。 11月3日 金池幼稚園 金池幼稚園 無料 097-532-5506

大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月13日 春日町幼稚園 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育・教育活動の様子を公開します。 11月14日～15日 春日町幼稚園 春日町幼稚園 無料 097-532-0984

大分県 大分市 ② 園内運動会 園内運動会の様子を公開し未就園児を招待します。 10月13日
南大分幼稚園園庭（雨天時：小学校体
育館）

南大分幼稚園 無料 097-543-8615

大分県 大分市 ② 子育て支援「ちびっこ広場」 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月21日 南大分幼稚園園庭 南大分幼稚園 無料 097-543-8615

大分県 大分市 ② 園内運動会 幼稚園の運動会を公開します。 10月13日 城南小学校体育館 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育を公開します。 10月28日 城南が丘幼稚園 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月21日 城南が丘幼稚園 城南が丘幼稚園 無料 097-543-3480

大分県 大分市 ② 園内運動会 園内運動会に未就園児を招待します。 10月6日 豊府小学校体育館 豊府幼稚園 無料 097-544-7496

大分県 大分市 ② オープンスクール ハーモニーランドごっこに未就園児を招待します。 11月1日 豊府幼稚園 豊府幼稚園 無料 097-544-7496

大分県 大分市 ② 幼稚園運動会 運動会の様子を公開し、未就園児を招待します。 10月13日 滝尾小学校体育館 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

大分県 大分市 ② サファリごっこ 保護者や未就園児をサファリごっこに招待します。 11月22日 滝尾幼稚園 滝尾幼稚園 無料 097-569-3581

大分県 大分市 ② オープンスクール 小学校との合同防災引き渡し訓練及び日常の保育を公開します。 11月10日 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609

大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月20日 東大分幼稚園 東大分幼稚園 無料 097-558-2609

大分県 大分市 ② オープンスクール 保護者や地域の方をハーモニーランドごっこに招待します。 11月6日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市 ② オープンスクール ピーチジュニア（地域の子育て支援）の親子をハーモニーランドごっこに招待します。 11月7日 桃園幼稚園 桃園幼稚園 無料 097-551-2723

大分県 大分市 ② オープンスクール 桃園小学校「すくすく祭り（遊び集会）」に５年生と参加している様子を見学できます。 11月22日 桃園幼稚園 桃園小学校 無料 097-551-2723

大分県 大分市 ② 園内運動会 地域の方や未就園児を招待し、運動会を行います。 10月13日 津留小学校体育館 津留幼稚園 無料 097-551-1611

大分県 大分市 ② オープンスクール 日頃の保育の様子を公開します。 10月26日 津留幼稚園保育室 津留幼稚園 無料 097-551-1611

大分県 大分市 ② 子育て支援「キラキラタイム」 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月15日 津留幼稚園ホール 津留幼稚園 無料 097-551-1611

大分県 大分市 ② 10月生まれの誕生会 誕生会の様子を公開します。 10月31日 舞鶴幼稚園ホール 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

大分県 大分市 ② オープンスクール サファリごっこに招待します。 11月5日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

大分県 大分市 ② 園公開日 未就園児や地域の人をハーモニーランドごっこに招待します。 11月14日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 10月20日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月28日 明治幼稚園 明治幼稚園 無料 097-520-0306

大分県 大分市 ② オープンスクール 秋季園内運動会に招待します。 10月13日 高田小学校体育館 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分県 大分市 ② オープンスクール 地域の方や未就園児をハーモニーランドごっこ遊びに招待します。 11月7日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分県 大分市 ② ふれあいＰＴＡ 保護者や祖父母や地域の方をハーモニーランドごっこ遊びに招待します。 11月14日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月1日 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

大分県 大分市 ② オープンスクール ハーモニーランドごっこ遊びを公開します。 11月15日 松岡幼稚園 松岡幼稚園 無料 097-520-0305

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月4日 戸次幼稚園 戸次幼稚園 無料 097-597-3420

大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月21日 戸次幼稚園 戸次幼稚園 無料 097-597-3420

大分県 大分市 ② 自由参観日 ハーモニーランドごっこ遊びに招待します。 11月14日～15日 判田幼稚園 判田幼稚園 無料 097-597-0195

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市 ② すくすくルーム 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月14日 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

大分県 大分市 ② 幼稚園運動会 未就園児を幼稚園運動会に招待します。 10月20日 稙田小学校体育館 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 11月3日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

大分県 大分市 ② オープンスクール ごっこ遊びにお客さんを招待します。 11月16日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347

大分県 大分市 ② 親子レクレーション 親子レクレーションの様子を公開します。 10月12日 賀来小中学校体育館 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

大分県 大分市 ② オープンスクール 日常の保育（ハーモニーランドごっこ）の様子を公開します。 11月8日 賀来幼稚園 賀来幼稚園 無料 097-549-2608

大分県 大分市 ② 園内運動会 園内運動会の様子を公開します。 10月13日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939

大分県 大分市 ② オープンスクール 保護者や未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月8日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939

大分県 大分市 ② ファミリーＰＴＡ 「ふれあい音楽会」に保護者や地域の方を招待します。 10月27日 宗方幼稚園 宗方幼稚園 無料 097-541-4949

大分県 大分市 ② 親子レクレーション 未就園児や地域の方を「親子レクレーション」に招待します。 11月10日 宗方幼稚園 宗方幼稚園 無料 097-541-4949

大分県 大分市 ② オープンスクール 子どもたちが作ったゲーム遊びに招待します。 11月6日～7日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217

大分県 大分市 ② ふれあいＰＴＡ 保育参観及び親子ふれあい遊びを楽しみます。 11月10日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491

大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月20日 坂ノ市幼稚園 坂ノ市幼稚園 無料 097-592-0491

大分県 大分市 ② フリー参観 日頃の保育の様子を公開します。 11月3日 こうざき幼稚園 こうざき幼稚園 無料 097-576-0017

大分県 大分市 ② 園内運動会 競技を見たり、参加したりできます。 10月20日 佐賀関小学校体育館 佐賀関幼稚園 無料 097-575-0444

大分県 大分市 ② 子育て支援事業 園児の作った乗り物で遊ぶことができます。 11月15日 佐賀関幼稚園 佐賀関幼稚園 無料 097-575-0444

大分県 大分市 ② オープンスクール 園内運動会に招待します。 10月13日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

大分県 大分市 ② オープンスクール 「こども園ハーモニーランド」ごっこに招待します。 11月27日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市 ①
秋の読書週間事業
文化講演会

理系作家の㈱空想科学研究所主任研究員 柳田　理科雄 氏による文化講演会 10月28日 コンパルホール多目的ホール 大分市民図書館 無料
大分市民図書館
097-576-8241

大分県 大分市 ①
秋の読書週間事業
おはなしの世界へようこそ

読み聞かせボランティアによる小学生低学年からの児童に向けて読み聞かせを行います。 10月27日 大分市民図書館おはなしのへや 大分市民図書館 無料
大分市民図書館
097-576-8241

大分県 大分市 ①
秋の読書週間事業
おはなしの世界へようこそ

読み聞かせボランティアによる未就学児童に向けて参加型のおはなし会を行います。 11月3日
コンパルホール分館階段式読書コー
ナー

大分市民図書館 無料
大分市民図書館
097-576-8241

大分県 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

大分県 大分市 ①
ふれあい歴史体験
「粘土はにわ作り」

オリジナルのはにわを作ります。 11月10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

大分県 大分市 ① 勾玉作り教室 滑石を削り古代のアクセサリーの勾玉を作ります。 11月17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

大分県 大分市 ①,③ 特別展「日本100名城　大分府内城」 発掘調査や文献資料の研究成果をもとに、府内城の姿に迫ります。 10月5日～11月25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

大分県 大分市 ①,③ 特別展　展示解説講座「大分府内城」 特別展の展示解説講座です。 10月21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

大分県 大分市 ①,③ 特別展　記念講演会「大分府内城」 特別展の記念講演です。 11月4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

大分県 大分市 ③
戦国大名フォーラムin豊後府内
「センゴク大名百花繚乱」

大友宗麟や大友氏遺跡等についての講演やパネルディスカッションを行います。 10月20日 コンパルホール1階　文化ホール 大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会
文化財課　537-5639

大分県 大分市 ③ 大友氏遺跡フェスタ2018 茶会や音楽イベント、歴史体験ブース等を行います。 10月27日
南蛮BVNGO交流館
大友氏館跡

大分市教育委員会
大分市教育委員会
文化財課　537-5639

大分県 大分市 ③
大友氏館跡発掘調査あゆみ展
「ここまでわかった!!　大友氏館跡発掘20年」

発掘調査についてのパネル展示 10月6日～11月25日 南蛮BVNGO交流館別棟会議室 大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会
文化財課　537-5639

大分県 大分市 ③ 大友氏遺跡現地説明会 大友氏遺跡の発掘調査情報を現地で担当職員とボランティアガイドが解説します。 11月3日
南蛮BVNGO交流館
大友氏館跡

大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会
文化財課　537-5639

大分県 大分市 ③ 府内城城下町発掘調査速報展示 発掘調査についてのパネル展示 10月6日～11月25日 旧荷揚町小学校発掘調査現場 大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会
文化財課　537-5639

大分県 大分市 ①,②,③
上野の森アートサファリ
岩合光昭写真展
ネコライオン＆ねこ科

岩合光昭氏が特に注目して取材を続ける猫とライオンを紹介します。（「ネコライオン」） 10月5日～11月25日 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①,②,③ 岩合光昭氏が撮影した「ねこ科動物」の写真パネルを上野の森公園内に設置します。（「ねこ科」） 10月5日～11月25日 大分市美術館周辺の森 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①,②,③ アートフルロードプロジェクト　ＣＩＡＯ！2018 美術館およびまちなかで様々なアートイベントを実施します。 10月5日～11月25日 大分市美術館他 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①,②,③
開館20周年記念
　田能村竹田展

大分市美術館開館20周年を記念し、田能村竹田の作品を公開します。 9月28日～11月11日 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分県 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。 期間中常時 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①,②,③ 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。
10月1日，
11月5日

大分市美術館 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①,②,③ 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27日、11月3日,10
日,17日,24日

大分市美術館 大分市美術館 無料
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①,②,③
子ども講座
秋の美術教室「アイロンビーズ」

美術に親しんでもらうため、子どもを対象にした講座を開催します。 10月13日 大分市美術館 大分市美術館
大分市美術館
097-554-5800

大分県 大分市 ①
秋のファミリーパーク
～彩りの森を旅しよう～

野外調理、星空観察、キャンドルのつどい、県民の森紅葉ウォーキング参加 11月10日～11日 のつはる少年自然の家 のつはる少年自然の家 589-2211

大分県 大分市 ② 第14回定期演奏会 芸術緑丘高校音楽科の発表会です・18:30開演 10月19日 音の泉ホール 県立芸術緑丘高等学校 無料 097-543-2981

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 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月18日～23日 大分市美術館 県立芸術緑丘高等学校 無料 097-543-2981

大分県 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22日 大分市美術館 県立芸術緑丘高等学校 無料 097-543-2981

大分県 大分市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月5日～9日 大分工業高等学校 大分工業高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/oitakougyou/

大分県 大分市 ② 学校祭 体育大会 10月5日 大分工業高等学校 大分工業高等学校 無料
http://kou.oita-
ed.jp/oitakougyou/

大分県 大分市 ① 文化のつどい 郷土料理等の調理や会食を通して地域の方々との交流を図る。 11月16日
大分県立大分工業高等学校定時制給
食室

大分県立大分工業高等学校定
時制

無料
http://kou.oita-
ed.jp/daikoutei/

大分県 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9日～11月9日 大分豊府高等学校 大分豊府高等学校 無料 097-546-2222

大分県 大分市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月29日～11月2日 大分舞鶴高校 大分舞鶴高校 無料 097-558-2268

大分県 大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開します。 10月29日～11月2日 大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611

大分県 大分市 ② 文化祭（大翔祭） 本校の文化祭を公開します。(販売など授業で学んだ成果を発表します） 10月23日～24日 大分商業高等学校 大分商業高等学校 無料 097-558-2611

大分県 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5日～9日 本校 爽風館高校 無料 097-547-7700

大分県 大分市 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開 10月29日～11月2日 大分鶴崎高校 大分鶴崎高校 無料 097-527-2166

大分県 大分市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開予定です。 10月12日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064

大分県 大分市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開予定です。 11月6日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064

大分県 大分市 ② 東輝祭（文化の部） 本校の文化祭、保護者に公開予定です。 11月8日～9日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064

大分県 大分市 ② 第２回大分南高等学校授業公開期間 保護者や中学校関係者、地域住民等に授業を公開する。 11月13日～24日 大分南高等学校 大分南高等学校 無料 　097-597-6001

大分県 大分市 ② 小学部学校見学説明会 本校小学部の説明及び授業見学 9月26日 大分県立新生支援学校 大分県立新生支援学校 無料 097ｰ541-0336

大分県 大分市 ② 中学部学校見学説明会 本校中学部の説明及び授業見学 9月19日 大分県立新生支援学校 大分県立新生支援学校 無料 097ｰ541-0336

大分県 大分市 ② 第23回玉沢祭 舞台発表や作品の展示で学習の成果を発表 11月2日～3日 大分県立新生支援学校 大分県立新生支援学校 無料 097ｰ541-0336

大分県 大分市 ② 新生支援学校ワーキングフェア 作業学習製品の展示，実演 10月2日 トキハわさだタウン 大分県立新生支援学校 無料 097ｰ541-0336

大分県 大分市 ② 学校見学会 関係の福祉施設、事業所等へ向けての見学会です。 10月4日 大分支援学校 大分支援学校 無料 097－527-2711

大分県 大分市 ② 地域ふれあい作品展 大分支援学校児童生徒の作品展示です。 10月22日～11月2日

大分リハビリテーション病院、
大分角子原郵便局、
大分みらい信用金庫大在支店、
大分銀行鶴崎支店

大分支援学校 無料 097－527-2711

大分県 大分市 ② 志村祭 大分支援学校児童生徒による学習の成果発表、作品展示、作業製品の販売をおこないます。 11月17日 大分支援学校 大分支援学校 無料 097－527-2711

大分県 大分市 ① 大分県立盲学校　幼児児童生徒作品展示
学習活動の写真や絵画等の作品を展示し、地域の方々に視覚障がいのある幼児児童生徒や盲
学校のことを知っていただく機会とします。

11月6日～16日 大分県信用組合金池支店 大分県立盲学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/mou/

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市 ② 大分県立盲学校　学校公開 学校概要説明、公開授業、施設見学、視覚障がいセミナー、視覚障がい教育相談 10月26日 大分県立盲学校 大分県立盲学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/mou/

大分県 大分市 ② オープンスクール 学校説明や授業・施設見学及び入学者募集要項説明 10月7日 大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404

大分県 大分市 ② 授業公開 平素の授業を公開します 10月9～31日 大分豊府中学校 大分豊府中学校 無料 097-546-2404

大分県 大分市 ② オープンキャンパス 小学生へ学校見学会 10月20日 向陽中学校 向陽中学校 097-535-0201

大分県 大分市 ③ 向陽祭 中学校文化祭 10月25日～26日 向陽中学校 向陽中学校

大分県 大分市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 11月7日～9日 向陽中学校 向陽中学校

大分県 大分市 ③ 吹奏楽部定期演奏会 大分中学・高校の吹奏楽部による演奏会 10月22日 グランシアタ 学校法人大分高等学校 097-551-1101

大分県 大分市 ③ 文化祭 ２日間に亘る大分高校の文化祭 11月8～9日 大分高校 学校法人大分高等学校 無料 097-551-1101

大分県 大分市 ② 芸術鑑賞会 大分中学・高校生がプロの演劇を鑑賞する会 11月13日 グランシアタ 学校法人大分高等学校 無料 097-551-1101

大分県 大分市 ② 大分マルシェ 本校生徒が「うま塩ラーメン」「しいたけ肉巻きおにぎり」を調理、販売します。 11月17日 大分いこいの道北側広場
大分マルシェ実行委員会・大分
市農政課

097-544-3551
福徳学院高等学校

大分県 大分市 ③ 第54回定期演奏会
演奏曲目：　Ｆ．プーランク「グロリア」、　Ｆ．プーランク「２台のピアノのための協奏曲」、　Ｃ．サン＝
サーンス「ピアノ協奏曲第２番」、　Ｐ．デュカ「交響詩・魔法使いの弟子」、　Ｍ．ラヴェル「ボレロ」

10月14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
URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/

大分県 大分市 ①②
第9回大分国際車いすマラソン大会交流イベント
「多文化理解論」公開講義「大分国際車いすマラソン
大会出場　廣道純選手のTALK SHOW」

「第38回大分国際車いすマラソン大会」に出場する廣道純選手が、日本や世界のパラスポーツや
大分国際車いすマラソン大会について、自分の体験を交えながら楽しく語ってくれます。

10月26日
大分県立芸術文化短期大学　人文棟１
階大講義室

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

大分県 大分市 ①,②,③ 小林道夫客員教授特別レッスン
チェンバロ、ピアノ、室内楽、指揮等多方面にわたって活躍、数多くの国際的名演奏家と共演し、高
い評価を得ている小林道夫客員教授による公開レッスンを聴講できます。

10月～12月
大分県立芸術文化短期大学　音楽棟
小ホール

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

大分県 大分市 ①③ 学長プロジェクト「フリーコンセントＷ」
「おんせん県おおいた　シンフロ」や「湯～園地」などを企画した清川進也氏をお招きして、「エン
ターテインメントコミュニケーション論」をテーマにご講演をしていただきます。

11月1日
大分県立芸術文化短期大学　人文棟１
階大講義室

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

大分県 大分市 ①,②,③ 芸短祭
学友会メンバーが一丸となって企画・運営を行う年に一度の学園祭です。２日間にわたり、サーク
ルライブや模擬店などを開催します。

11月3日～4日 大分県立芸術文化短期大学 大分県立芸術文化短期大学 無料
URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/

大分県 大分市 ③ 宮本修　中田喜直を歌う 本学名誉教授でバリトン歌手の宮本修氏による中田喜直の作品を集めた歌曲演奏会 11月10日
大分県立芸術文化短期大学　音楽棟
小ホール

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

大分県 大分市 ②,③
音楽科コンサートシリーズNo.100「ピアノコース演奏
会～ピアノ音楽への誘い～」

本学ピアノコース学生による演奏会です。 11月14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
URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/

大分県 大分市 ①,③ 芸短デザインスクール「現代美術二等兵」
社会が抱える課題を「見立て」の構想で捉え、新しい視点で捉える「気づき」から見る人誰もが楽し
める脱力系市民派エンターテインメント作品を作り出す「現代美術二等兵」（籠谷シェーンさん、ふじ
わらかつひとさん）によるお話です。

11月17日
大分県立芸術文化短期大学　人文棟１
階大講義室

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

大分県 大分市 ①,③ 学長プロジェクト「シューマンの夕べ」
数多くの名演奏家と共演し、日本及び世界で最も経験豊かな音楽家の一人と称されている本学客
員教授の小林道夫氏をピアノに迎えたシューマンの歌曲の演奏会です。文学と音楽が見事に融合
した美しいシューマンの世界をお楽しみください。

11月29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
URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/

大分県 大分市 ② 高専祭 各種模擬店や作品等の展示･実演などを行います。 10月27日 大分工業高等専門学校
独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
097－552－6365
学生課学生支援係

大分県 大分市 ② 音楽祭 軽音楽部や吹奏楽部による演奏、その他会場内で作品展示などを行います。 11月3日 大分工業高等専門学校第一体育館
独立行政法人
国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校

無料
097－552－6365
学生課学生支援係

大分県 大分市 ①
大分高専公開セミナー
色即是空の物理学
～元素はどのようにできたか～

「色」とは物質、「空」とは物理法則のこと。私たちの世界は物質が「縁」によってたまたま今ある形
になっているだけのこと。今回は元素（色）がどこからやってきたを明らかにします。

11月10日 大分工業高等専門学校
独立行政法人国立高等専門学
校機構　大分工業高等専門学校

無料
http://www.oita-
ct.ac.jp/

総務課企画係
097-552-6450
kikaku@oita-ct.ac.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市 ②,③ 大分大学蒼稜祭（学園祭）

大分大学学園祭運営委員会を中心に，体育会，文化会，各学部自治会（教育学部，経済学部，理
工学部，福祉健康科学部），生協学生委員会の『大分大学八団体』の連携のもとに，11月2日（金）
から4日（日）の間，大分大学旦野原キャンパスで実施されます。
　先述の学生による『八団体』が，企画・運営・そして参加する学生たちがそれぞれしっかりと役割
をこなし準備を積み重ね，子どもからお年寄りまで参加し，楽しめる学園祭を開催します。また，期
間中は「うつくし隊」として，「ごみステーション」での一括分別回収を行う等環境にも配慮したイベン
トです。

11月2日～4日 大分大学旦野原キャンパス 大分大学学園祭運営委員会 無料
http://www.oita-
ct.ac.jp/

学生支援課
学生支援グループ
097-554-7443

大分県 大分市
①,②,③,
④

高校生なるほどアイデアコンテスト2018

高校生からビジネスや地域づくりに関わる独創的な商品，サービス，企画等のアイデアを募集し，
１次・２次の書類審査の通過者による最終プレゼン審査を公開で行います。平成30年度は，応募
期間が8月20日～9月13日，最終審査・表彰式を11月4日に行います。
　高校生のビジネスマインドや郷土意識を醸成するとともに，経済学や経営学への関心を喚起し
て，高校と大学の教育連携の推進に役立てます。あわせて，高校生の職業意識や地域社会意識
を啓発するきっかけとします。

11月4日 大分大学経済学部

大分大学「高校生なるほどアイデ
アコンテスト2018」実行委員会
（大分大学，大分県教育委員会，
有限会社大分合同新聞社）

無料
http://www.ec.oita-
u.ac.jp/narukon/2018/

経済学部
高大接続教育室
097-554-8527
kodai-s@oita-u.ac.jp

大分県 大分市
①,②,③,
④

大分で採れる天然染料をめぐる文化と科学
〜学習教材・観光資源としての「おおいたの色」〜

手染メ屋店主青木正明氏による講座を開催します。大分県内で育つ動植物由来の天然染料で，古
来高貴な色である黄色と紫を染められることについての内容です。

11月22日 J：COMホルトホールおおいた
大学等による「おおいた創生」推
進協議会

無料
教育学部
総務係
097-554-7504

大分県 大分市 ①,②,③ 紫の系譜　〜紫根と貝紫〜
染色家 吉岡幸雄氏による講演会を開催します。竹田市志土知では紫根，中津干潟では貝紫のア
カニシが育ちます。紫色の染料について文化的背景を中心した内容です。

11月24日 大分大学教育学部
大学等による「おおいた創生」推
進協議会

無料
教育学部
総務係
097-554-7504

大分県 大分市
①，②，
③，④

大分大学　大学開放イベント２０１８ 地域との連携・交流をテーマにイベントを開催します。 11月4日 大分大学旦野原キャンパス 国立大学法人大分大学 無料
http://www.ec.oita-
u.ac.jp/narukon/2018/

研究・社会連携部　研
究・社会連携課　社会連
携係
097-554-7430

大分県 大分市 ③ 大分大学ホームカミングデー２０１８
大分大学の現状について同窓生に報告するとともに，学部を越えた同窓会相互の交流推進を目
的として同窓生との交流会を開催します。

11月4日 大分大学旦野原キャンパス 国立大学法人大分大学 無料
http://www.alumni.oita
-u.ac.jp/

研究・社会連携部　研
究・社会連携課　社会連
携係
097-554-7513

大分県 大分市 ② 一木祭 学園祭 10月13日～14日 日本文理大学 日本文理大学 無料 097-524-2706

大分県 大分市 ② 第９回学校給食フェア 学校給食における食育の取り組みに関する紹介等 11月10日
公益財団法人大分県学校給食会
（大分市大字古国府字内山1334の3）

公益財団法人大分県学校給食
会
大分県学校栄養士研究会

無料
097-543-5121
総務課　企画普及係

大分県 大分市 ① 教育講演会 講演・シンポジウム 10月20日 鶴崎地区公民館
鶴崎地区教育懇話会豊友会鶴
崎支部

097-556-7263

大分県 大分市 ① わくわく科学フェスタ
科学実験のコーナーを30ほど設け、子どもたちに自由に実験を体験してもらうことにより、科学の
面白さを知ってもらう。

11月10日 大分市稙田公民館
稙田地区教育懇話会・稙田公民
館

無料 097-541-0017

大分県 大分市 ③ 先哲・歴史講座
江戸時代後半の文化９年（1812）に起きた
一揆を紹介します。

10月3日 豊の国情報ライブラリー視聴覚ホール 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分県 大分市 ①,③ 企画展「日本の近代と大分の先哲」
福沢諭吉と門下生、咸宜園出身者を中心に、
近代の「くらしと文化」の振興をすすめた
人物を紹介。

10月6日～11月25日 先哲史料館展示室 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分県 大分市 ③ 秋季企画展記念講演会 福沢諭吉と門下生の足跡を紹介します。 10月20日 豊の国情報ライブラリー視聴覚ホール 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分県 大分市 ③ 先哲・歴史講座
近代につながる「新たな学問・文化」の
代表として、帆足万里を紹介します。

11月7日 豊の国情報ライブラリー視聴覚ホール 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分県 大分市 ③ 秋季企画展関連講座
秋季企画展「日本の近代と大分の先哲」開
催に関わり、展示の見所などを解説します。

11月21日 豊の国情報ライブラリー視聴覚ホール 先哲史料館 無料

大分県 大分市 ①,③
古典の日推進講座
「神楽で楽しむ古事記の世界」

矢野大和氏による宇目神楽の実演を交えた連続講座 10月13日,11月10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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市 ④ DANパネ団のわくわくパネルシアター DANパネ団によるパネルシアターの上演です。 10月28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

大分県 大分市 ①,③ 国民文化祭記念講演会
「世界中の子どもたちに親しまれている魔女」キキ（『魔女の宅急便』）の生みの親、角野栄子氏（絵
本・童話作家）による講演会です。
連携先：一般社団法人日本ペンクラブ

11月4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

大分県 大分市 ④ 育ドル娘の「魔女の宅急便」創作レシピ
学生たちによる、食に関わる楽しいステージイベントのほか、『魔女の宅急便』をイメージした創作
料理レシピを紹介します。
連携先：別府大学短期大学部（食物栄養科）

11月4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

大分県 大分市 ① 大茶会in大分県立図書館
中学校・高等学校の茶道部生徒による活動の披露と人々の交流を促す呈茶席でのおもてなし。
連携先：大分県学校茶道連絡協議会

10月21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

大分県 大分市 ①,④
ハロウィーン・キッズデイ
～英語のおはなし会～

ハロウィーンの期間に合わせた、英語での絵本の読み聞かせや工作等。
連携先：在福岡アメリカ領事館

10月27日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
097-546-9972

大分県 大分市 ③ 絵本で知る世界の国々～IFLAからのおくりもの～
約30の国や地域の図書館員が選んだ、その国の代表的な絵本約350冊を展示。
　連携先：国立国会図書館　国際子ども図書館

11月3日～25日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
097-546-9973

大分県 大分市 ③ 世界のバリアフリー児童図書展
障がいのある子どもや若者のために書かれたり、障がいのある子どもや若者のについて描かれて
いる図書からＩBBY（国際児童図書評議会）が選定した優れた良書を50タイトルを展示する。
連携先：ＪBBY（日本国際児童図書評議会)

10月6日～19日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館
097-546-9973

大分県 大分市 ④ 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。

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

大分県 大分市 ① スポーツ大会 みんなでスポーツ！！ 10月21日 大分市稙田公民館 ガールスカウト大分県第12団

公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分県 大分市 ① 体験集会 ふれあい囲碁にチャレンジ 10月28日 大分市内 ガールスカウト大分県第12団

公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分県 大分市 ① おやこでチャレンジ 親子で自然体験をしよう 11月11日 宇佐風土記の丘史跡公園
公益社団法人ガールスカウト大
分県連盟

公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分県 大分市 ①
平成３０年度啓発重点課題「インターネットと人権」講
演会

インターネットを悪用した特定の国籍・地域や人に対して、誹謗中傷や人権侵害が増加しているこ
とから、講演会やＤＶＤ視聴を通じて、差別や偏見をなくすための啓発事業を実施します。

10月2日
大分県消費生活・男女共同参画プラザ
「アイネス」

大分県・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・同和対策課
TEL097-506-3176

大分県 大分市 ① 平成３０年度人権啓発フェスティバル
人権問題に関する多彩なイベント（人権作品表彰式、ステージイベント、人権啓発ブース・パネルの
展示等）を実施し、県民の人権尊重意識の高揚を図ります。隔年で大分市以外での開催。

12月8日 佐伯市保健福祉総合センター　和楽
大分県・佐伯市・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・同和対策課
TEL097-506-3177

大分県 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16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

大分県 大分市 ②，③ 大分大学蒼稜祭（学園祭）

大分大学学園祭運営委員会を中心に、体育会、文化会、各学部自治会（教育学部、経済学部、理
工学部、福祉健康科学部）、生協学生委員会の『大分大学八団体』の連携のもとに、11月2日（金）
から4日（日）の間、大分大学旦野原キャンパスで実施されます。
　先述の学生による『八団体』が、企画・運営・そして参加する学生たちがそれぞれしっかりと役割
をこなし準備を積み重ね、子どもからお年寄りまで参加し、楽しめる学園祭を開催します。また、期
間中は「うつくし隊」として、「ごみステーション」での一括分別回収を行う等環境にも配慮したイベン
トです。

11月2日～4日 大分大学旦野原キャンパス 大分大学学園祭運営委員会 無料
大分大学公式HP
https://www.oita-
u.ac.jp/

学生支援課
学生支援グループ
097-554-7443

大分県 大分市
①，②，
③，④

高校生なるほどアイデアコンテスト2018

高校生からビジネスや地域づくりに関わる独創的な商品、サービス、企画等のアイデアを募集し、
１次・２次の書類審査の通過者による最終プレゼン審査を公開で行います。平成30年度は、応募
期間が8月20日～9月13日、最終審査・表彰式を11月4日に行います。
　高校生のビジネスマインドや郷土意識を醸成するとともに、経済学や経営学への関心を喚起し
て、高校と大学の教育連携の推進に役立てます。あわせて、高校生の職業意識や地域社会意識
を啓発するきっかけとします。

11月4日 大分大学経済学部

大分大学「高校生なるほどアイデ
アコンテスト2018」実行委員会
（大分大学、大分県教育委員会、
有限会社大分合同新聞社）

無料

高校生なるほどアイデ
アコンテスト2018
http://www.ec.oita-
u.ac.jp/narukon/2018/

経済学部
高大接続教育室
097-554-8527
kodai-s@oita-u.ac.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 大分市
①，②，
③，④

大分大学　大学開放イベント２０１８ 地域との連携・交流をテーマにイベントを開催します。 11月4日 大分大学旦野原キャンパス 国立大学法人大分大学 無料
大分大学公式HP
https://www.oita-
u.ac.jp/

研究・社会連携課
社会連携係
097-554-7430

大分県 大分市 ③ 大分大学ホームカミングデー２０１８
大分大学の現状について同窓生に報告するとともに、学部を越えた同窓会相互の交流推進を目
的として同窓生との交流会を開催します。

11月4日 大分大学旦野原キャンパス 国立大学法人大分大学 無料

大分大学同窓会連合
会HP
http://www.alumni.oita
-u.ac.jp/

研究・社会連携課
社会連携係
097-554-7513

大分県 大分市 ① 高専祭 各種模擬店や作品等の展示･実演などを行います。 10月27日 大分工業高等専門学校 大分工業高等専門学校 無料
学生課学生支援係
097－552－6365

約3,000名

大分県 大分市 ② 音楽祭 軽音楽部や吹奏楽部による演奏、その他会場内で作品展示などを行います。 11月3日 大分工業高等専門学校第一体育館 大分工業高等専門学校 無料
学生課学生支援係
097－552－6365

約500名

大分県 大分市 ②
大分高専公開セミナー
色即是空の物理学
～元素はどのようにできたか～

「色」とは物質、「空」とは物理法則のこと。私たちの世界は物質が「縁」によってたまたま今ある形
になっているだけのこと。今回は元素（色）がどこからやってきたを明らかにします。

11月10日 大分工業高等専門学校 大分工業高等専門学校 無料
http://www.oita-
ct.ac.jp/

総務課企画係
097-552-6450

大分県 杵築市 ② 幼稚園フェスティバル
市内５歳児による歌声や全園児の手作り灯籠展示、幼稚園の取組についてのパネル掲示をしま
す。  (掲示のみ11/1～12/21まで)

10月20日、21日
杵築市役所、杵築幼稚園園庭及び石
段

杵築市立幼稚園 無料
杵築市立守江幼稚園
0978-63-9008

大分県 杵築市 ① 防災フェスタ2018 杵築中、地域、関係機関合同避難訓練と防災展示 10月23日
杵築小学校
運動場・体育館

杵築地区
　住民自治協議会

無料
杵築小学校
0978-62-2059

大分県 杵築市 ② 杵築小文化祭
音楽鑑賞会
（ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」）

11月8日 杵築小学校体育館 杵築小学校 無料
杵築小学校
0978-62-2059

大分県 杵築市 ② 三世代交流会 4年生と地域の方(老人会等)で昔の遊び工作・交流 10月12日 八坂小学校体育館 八坂小・住民自治協 無料
八坂小学校
0978-62-2516

大分県 杵築市 ④ オータムコンサート 杵築高校・宗近中吹奏楽部を招いての音楽会 10月20日 八坂小学校体育館 八坂地区住民自治協議会 無料
八坂小学校
0978-62-2516

大分県 杵築市 ② 学校公開 9:35～12:20 自由に授業参観 11月1日 八坂小学校体育館 八坂小学校 無料
八坂小学校
0978-62-2516

大分県 杵築市 ④ 雅楽演奏会 雅楽演奏者をお招きしての6年生への雅楽演奏会 11月13日 八坂小学校音楽室 八坂小学校 無料
八坂小学校
0978-62-2516

大分県 杵築市 ④ 八小祭り 小学校学習発表会と期末参観日＆豚汁の振る舞い 12月2日 八坂小学校体育館 八坂小・住民自治協 無料
八坂小学校
0978-62-2516

大分県 杵築市 ① 秋季大運動会 子ども、保護者、地域とともに汗を流すスポーツの祭典。 9月29日 東小学校運動場 東小学校 無料
東小学校
0978-62-2237

大分県 杵築市 ① 学校公開日 日頃の子どもたちの学習の様子を保護者・地域に公開。 11月9日 東小学校各教室 東小学校 無料
東小学校
0978-62-2237

大分県 杵築市 ①,③ 大内地区文化祭 文化祭の中で、子どもたちが創った俳句の紹介や全校合唱があります。 10月28日 大内小学校 大内地区住民自治協議会 無料
大内地区公民館
0978-63-2119

大分県 杵築市 ② 学校公開日 日常の授業の様子を地域、保護者の方に公開します。 11月8日 大内小学校 大内小学校 無料
大内小学校
0978-62-2218

大分県 杵築市 ② 学習発表会 子どもたちが学習した成果を地域、保護者の方に発表します。 11月30日 大内小学校 大内小学校 無料
大内小学校
0978-62-2218

大分県 杵築市 ① 第10回親子野球大会 運動場にて親子野球大会 10月8日 北杵築小学校グラウンド 北杵築地区住民自治協 無料
北杵築公民館
0978-63-5148

大分県 杵築市 ② なかよし発表会 児童・園児が人権に関する発表会 11月23日 北杵築小学校体育館 北杵築小学校 無料
北杵築小学校
0978-62-2552

大分県 杵築市 ③ 人形劇団プーク公演 「三びきのやぎのがらがらどん」等の人形劇 10月17日 護江小学校体育館 護江小学校 無料
護江小学校
0978-63-9319

大分県 杵築市 ① 学校公開 日常の授業の様子を公開 10月19日 各教室 豊洋小学校 無料
豊洋小学校
0978-63-9557

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 杵築市 ② 夏休み作品展 児童の夏休みの作品の公開 9月4日～6日 山香小学校 図工室 山香小学校 無料
山香小学校
0977-75-0012

大分県 杵築市 ② 英語指導力向上事業 外国語によるコミュニケーション能力育成のための小中高合同研修 10月12日 山香小学校 大分県教育委員会 無料
山香小学校
0977-75-0012

大分県 杵築市 ② 自由参観日 普通授業とロング集会の参観 11月7日 山香小学校 山香小学校 無料
山香小学校
0977-75-0012

大分県 杵築市 ① 夏休みの作品展 夏休みの課題，自由研究，工作などの展示 9月4～6日 立石小学校 立石小学校 無料
立石小学校
0977-76-2309

大分県 杵築市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月15日 立石小学校 立石小学校 無料
立石小学校
0977-76-2309

大分県 杵築市 ② 学校公開日
学校公開して地域の方々に学校の様子を公開しています。今回は劇団あとむを招いて音楽劇を観
覧します。

11月6日 大田小学校体育館 大田小学校 無料
大田小学校
0978-52-2009

大分県 杵築市 ③ 大田地域教育文化祭 大田地域をあげて取り組む学習発表会です。 11月16日 大田中央公民館
大田中央公民館　　　大田小学
校・こども園

無料
大田中央公民館
0978-52-3111

大分県 杵築市 ② 文化祭 本校の文化祭 10月5日 宗近中学校 宗近中学校 無料
宗近中学校
0978-62-2647

大分県 杵築市 ② オープンスクールウイーク 期間中授業を公開
11月13日
　～19日

宗近中学校 宗近中学校 無料
宗近中学校
0978-62-2647

大分県 杵築市 ② 校内文化祭 合唱コンクール・ダンス・劇など 11月23日 勤労者体育館 杵築市立杵築中学校 無料
杵築中学校
0978-62-2070

大分県 杵築市 ② 学校公開ウィーク 日頃の授業の様子を公開
10月1日
　～6日

山香中学校 山香中学校 無料
山香中学校
0977-75-0041

大分県 杵築市 ② 文化祭 本校の文化祭を公開 10月6日 山香中学校 山香中学校 無料
山香中学校
0977-75-0041

大分県 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26日 森中央小学校体育館 玖珠町教育委員会 無料 0973-72-7150

大分県 玖珠町 ②、③ 玖珠郡文化祭 絵画・書写の展覧会、音楽発表会 11月2日 九重町文化センター 郡教育文化祭実行委員会 無料 0973-72-7150

大分県 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14日 森中央小学校会議室他 森中央小学校 無料 0973-72-0035

大分県 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22日 森中央小学校体育館 森中央小学校 無料 0973-72-0035

大分県 玖珠町 ② 日出生っ子駅伝 小中学生全員によるチーム対抗駅伝です。 11月8日 小野原～日出生小・中学校 日出生三校（小分中） 無料 0973-75-2001

大分県 玖珠町 ② 小野原マラソン 小中学生及び地域住民参加のマラソン大会です。 11月17日 小野原公民館周辺 小野原分校 無料 0973-75-2001

大分県 玖珠町 ② ふれあい学級 本校分校合同の学習発表会です。 11月23日 日出生小学校 日出生小学校 無料 0973-75-2001

大分県 玖珠町 ② 校内話し方大会 校内話し方大会の様子を公開 10月5日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

大分県 玖珠町 ② マラソン大会 校内マラソン大会の様子を公開 11月20日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

大分県 玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月19日～22日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232

大分県 玖珠町 ② 学校公開日 毎月１回の学校公開日 10月15日 小田小学校 小田小学校 無料 0973－72－0237

大分県 玖珠町 ② 学校公開日 毎月１回の学校公開日 11月15日 小田小学校 小田小学校 無料 0973－72－0237

大分県 玖珠町 ② 区民祭 地域の文化祭を通した学校公開と地域との交流 11月18日 小田小学校 小田小学校 無料 0973－72－0237

大分県 玖珠町 ② フリー参観日 祖父母学級 11月14日 北山田小学校教室・体育館 北山田小学校 無料 0973-73-7524

大分県 玖珠町 ② 小中合同秋季大運動会 八幡小中学校が合同で行う運動会です。 9月9日 八幡小中学校運動場 八幡小・中学校 無料 0973-72-0414

大分県 玖珠町 ② ふれあい学級 保護者・地域の方々と子どもたちが,おにぎり・豚汁づくり,学習発表等でふれあいます。 10月28日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

大分県 玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開します。
10月26日
～11月1日

八幡小学校 八幡小学校 無料 0973-72-0414

大分県 玖珠町 ② 学校公開日 日常の学校の様子を公開します。 10月15日 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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大分県 玖珠町 ②
祖父母学級
（学校公開日）

児童による学習発表会と祖父母や地域の方々とのふれあい活動 11月7日 古後小学校 古後小学校 無料 0973-74-2207

大分県 玖珠町 ② 校内弁論大会 各学級で行った弁論大会から選出された代表者の弁論を、校内弁論大会で発表しあいます。 10月9日 森中学校体育館 森中学校 無料 0973－72－1001

大分県 玖珠町 ② オープンスクール 日ごろの授業の様子を公開します。 10月15日 森中学校各教室 森中学校 無料 0973－72－1001

大分県 玖珠町 ② 巡回音楽会 音楽団体を招聘して、音楽鑑賞を行います。 10月23日 森中学校体育館 森中学校 無料 0973－72－1001

大分県 玖珠町 ② 合唱コンクール（オープンスクール） それぞれの学級で、計画的に練習してきた自慢の合唱を披露します。 11月16日 玖珠町メルサンホール 森中学校 無料 0973－72－1001

大分県 玖珠町 ③ 国民文化祭 国民文化祭のこどもフェスティバルで太鼓演奏を行う。 10月14日 メルサンホール わらべの館 無料 0973-75-2005

大分県 玖珠町 ② 巡回音楽会 尺八とギターのコンサートを鑑賞する。 10月24日 日出生中体育館 玖珠町教育委員会 無料 0973-75-2005

大分県 玖珠町 ② 教育文化祭リハーサル 教育文化祭に出場予定の児童・生徒のリハーサルを鑑賞する。 10月30日 日出生中体育館 日出生小中学校 無料 0973-75-2005

大分県 玖珠町 ② 玖珠郡教育文化祭音楽会 玖珠郡教育文化祭音楽会に出場し、太鼓演奏を行う。 11月2日 九重文化センター 玖珠郡教育文化祭実行委員会 無料 0973-75-2005

大分県 玖珠町 ② 日出生っ子駅伝 校区内を小中生徒が合同チームを作って走る。 11月8日 校区内 日出生小中学校 無料 0973-75-2005

大分県 玖珠町 ② 人権学習発表会 本年度の人権学習の取組成果ノ一端を発表する。 11月16日 日出生中体育館 日出生中学校 無料 0973-75-2005

大分県 玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月12日～16日 北山田中学校 北山田中学校 無料 0973-73-7517

大分県 玖珠町 ② オープンスクール 日頃の授業を公開します。 10月15日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-4015

大分県 玖珠町 ②
公開週間
（11日：文化祭含）

日頃の授業・文化祭の取り組み・文化祭当日を公開します。 11月5日～11日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-4015

大分県 玖珠町 ② オープンスクール 日頃の授業を公開します。 11月15日 八幡中学校 八幡中学校 無料 0973-72-4015

大分県 玖珠町 ② ファミリー学級 親子ふれあい 11月24日 古後中学校 古後中学校ＰＴＡ 無料 （0973）74－2306

大分県 玖珠町 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月22日～30日 古後中学校 古後中学校 無料 （0973）74－2306

大分県 玖珠町 ② 美山収穫感謝祭 農産物の展示即売会 11月3日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

大分県 玖珠町 ② 第２回授業研究会 研究授業と授業研究会 11月15日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

大分県 玖珠町 ② 授業互見期間 授業の公開 11月5日～16日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

大分県 玖珠町 ① 人権講演会 デートＤＶ防止セミナー 11月21日 玖珠美山高校 玖珠美山高校 無料 0973-72-1148

大分県 玖珠町 ② ふれあい作品展
開かれた学校づくりの一環として、公共性の高い地域の機関で児童生徒の作品および作業製品を
展示し、本校の教育活動への理解を深める。

11月1日～8日 大分銀行玖珠支店 大分県立日田支援学校 無料 0973-24-2000

大分県 国東市 ② 学校公開日 運動会練習の様子を公開 9月13日 竹田津小学校運動場 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

大分県 国東市 ② 校区運動会 児童・保護者・地域の方々とのふれあい運動会 9月23日 竹田津小学校運動場 竹田津地区公民館 無料
84-0111
(竹田津地区公民館)

大分県 国東市 ① 文化キャラバンUNO公演 音楽公演、児童との交流 10月12日 竹田津小学校体育館 グループUNO 無料 0978-84-0121

大分県 国東市 ② 芋ほり 高齢者との交流（芋ほり） 10月23日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

大分県 国東市 ② 高齢者とふれあい交流会 学習発表会・ふれあい学習 11月2日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

大分県 国東市 ① もりりん教室 森林の働き・防災について学ぶ。 11月12日 竹田津小学校 大分県東部振興局 無料 0978-84-0121

大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 12月5日 竹田津小学校 竹田津小学校 無料 0978-84-0121

大分県 国東市 ② 第25回高齢者とのふれあい交流 学習発表会・ふれあい活動・会食 11月9日 伊美小学校 伊美小学校 無料 0978-82-0004

大分県 国東市 ②,③ 熊毛っ子祭り 保護者・地域の方と料理やゲームを行う。 11月23日 熊毛小学校 熊毛小学校 無料 0978-83-0311

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 国東市 ② 運動会 幼稚園と合同で開催 9月22日 富来小学校運動場 富来小学校 無料 0978-74-0004

大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月予定 富来小学校 富来小学校 無料 0978-74-0004

大分県 国東市 ② 給食試食会 給食試食と給食を食べている様子を見学 10月予定 富来小学校 富来小学校 0978-74-0004

大分県 国東市 ② ＰＴＡ親子ふれあいスポーツ大会 ＰＴＡ家庭教育学級の取組として、親子一緒にドッジボールを行う。 11月7日 国東小学校体育館 国東小学校ＰＴＡ 無料 0978-72-1412

大分県 国東市 ② ＰＴＡ給食試食会
保護者が給食を試食し栄養教諭の講話を聞くことにより、学校給食の現状や工夫等について理解
する。

10月16日 国東小学校家庭科室 国東小学校ＰＴＡ 無料 0978-72-1412

大分県 国東市 ② メロディーブック 児童が1・2学期の学習で学んだことを、保護者や地域の方々に、学年ごとに発表する。 11月30日 国東小学校体育館 国東小学校 無料 0978-72-1412

大分県 国東市 ⓶ 小原小学習発表会 児童による学習発表及び地域芸能の発表や展示を行う。 11月10日 小原小学校 小原小学校 無料 0978-72-0044

大分県 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

大分県 国東市 ② 校内研究発表会 自主公開研究発表会 10月31日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0360

大分県 国東市 ② 自由参観日 日常の授業の様子を公開 11月15日 旭日小学校 旭日小学校 無料 0978-72-0361

大分県 国東市 ①,② 旭日地区文化祭 学校・地域が連携した行事 11月25日 旭日小体育館 旭日小学校・旭日地区公民館 無料 0978-72-0362

大分県 国東市 ② 自主公開研究発表会 算数の授業を全学級で公開する。 10月19日 武蔵東小学校 武蔵東小学校 無料 0978-68-0024

大分県 国東市 ② 学習発表会 各学年による学習発表会 11月23日 武蔵中央公民館セントラルホール 武蔵東小学校 無料 0978-68-0024

大分県 国東市 ② ふれあい集会 地域の社会福祉施設「秀渓園」の方と武渓保育所の園児との交流会 9月12日 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

大分県 国東市 ② 運動会
児童・保護者・地域の社会福祉施設「秀渓園」の方・武渓保育所の園児・地域の方とのふれあい運
動会

9月22日
武蔵西小学校
運動場

武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月中旬 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月中旬 武蔵西小学校 武蔵西小学校 無料 0978-69-0310

大分県 国東市 ② 自由参観日 日頃の授業の様子を公開 10月16日 安岐中央小学校 安岐中央小学校 無料 0978-67-0005

大分県 国東市 ③ 文化芸術による子どもの育成事業 劇団「あとむ」による音楽劇（巡回公演事業） 11月5日 安岐中央小学校 文化庁 無料 0978-67-0005

大分県 国東市 ② 親子ふれあい日 親子ふれあい活動及び講演会 11月18日 安岐中央小学校 安岐中央小学校 無料 0978-67-0005

大分県 国東市 ② 「オズの魔法使い」観劇会 「文化芸術による子どもの育成事業」巡回公演：劇団ポプラによるミュージカルを観賞する。 10月10日 安岐小学校 文化庁 無料 0978-67-0336

大分県 国東市 ① 学校公開日 各クラスの授業を保護者・地域の方に公開する。 10月15日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

大分県 国東市 ① 学校公開日 各クラスの授業を保護者・地域の方に公開する。 11月15日 安岐小学校 安岐小学校 無料 0978-67-0336

大分県 国東市 ② 合唱団「藍」コンサート 「文化キャラバン」事業：女性合唱団のコンサートを観賞する。 11月15日 安岐小学校 大分県，芸術文化振興会議 無料 0978-67-0336

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 国東市 ① ユニバーサルデザイン出前授業 原野彰子氏による授業（絵手紙，ご自身の障碍，車椅子について等）を４年生が受講する。 11月26日 安岐小学校 大分県福祉保健部 無料 0978-67-0336

大分県 国東市 ② 国際交流活動 Chinese International School学生との交流活動 10月10日 国見中学校体育館 国見中学校 無料 0978-82-0034

大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 国見中学校 国見中学校 無料 0978-82-0034

大分県 国東市 ④ 明治150年国東の偉人　講演会 江藤哲（洋画家）氏についての講演会 10月23日 国見中学校体育館 国東市歴史体験学習館 無料 0978-82-0034

大分県 国東市 ② 能楽体験 能楽を体験する。 11月6日 国見中学校体育館 地区教育課程研音楽部会 無料 0978-82-0034

大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 国見中学校 国見中学校 無料 0978-82-0034

大分県 国東市 ② 文化祭 合唱・弁論・創作活動の発表 11月17日 国見中学校体育館 国見中学校 無料 0978-82-0034

大分県 国東市 ②,③ 国東中文化祭 文化祭行事 11月17日 国東中学校体育館 国東中学校 無料 0978-72-1335

大分県 国東市 ② 生徒大会 生徒会後期総会 10月12日 武蔵中学校 武蔵中学校 無料 0978-68-0078

大分県 国東市 ② 武蔵中学校文化祭 文化祭 11月17日 武蔵中央公民館セントラルホール 武蔵中学校 無料 0978-68-0079

大分県 国東市 ② 弥生のムラ体験活動（稲刈りなど）
田植えから稲刈りまでの体験をすることで保護者と一緒に「食」の大切さを学ぶ。また富来幼稚園
と合同ですることで親子での触れ合いも図る。

10月26日 弥生のムラ（国東市歴史体験学習館） 国見中央幼稚園 0978-82-1205

大分県 国東市 ② ひよこ組さんと遊ぼう 入園前の未就園児親子を園に招いて、園児との交流を図る。 未定 富来幼稚園 富来幼稚園 無料 0978-74-1212

大分県 国東市 ② 弥生のムラ親子体験活動 弥生のムラで米作りを親子で行っている。この日は、親子で稲刈り体験を行う。 10月26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

大分県 国東市 ① スクールミュージアム 工作ワークショップ「身近な素材を使って色や形の面白さを感じる活動」 10月3日 安岐幼稚園 大分県立美術館 無料 0978-67-0415

大分県 国東市 ② 祖父母参観(運動会ごっこ） 園児主体の様子を参観したり、一緒に競技に参加したりする。 10月27日 安岐小学校運動場 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

大分県 国東市 ② 幼小交流（いもほり） 一年生とサツマイモを収穫する。 11月 安岐幼稚園隣接畑 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

大分県 国東市 ① ラグビー普及活動　　幼稚園用訪問事業 県ラグビー協会の方が園を訪問し、ボール遊び等を通じてラグビーに親しむ機会を持つ。 11月～12月 安岐幼稚園 安岐幼稚園 無料 0978-67-0415

大分県 国東市 ①,③ ペトロ・カスイ岐部の生涯展（仮称） 国民文化祭関連行事。国東の偉人の一人としてペトロ・カスイの軌跡を展示 10月下旬～11月上旬 アストくにさき 社会教育課 0978-72-2121

大分県 国東市 ①,③ 遥かなる海の讃美歌～ペトロ岐部物語～
国民文化祭関連行事。国東の偉人の一人としてペトロ・カスイの軌跡等について演劇を通じて紹介
する。

10月14日 アストくにさき 社会教育課 0978-72-2121

大分県 国東市 ①,③ 音楽で巡るペトロ・カスイ岐部が生きた時代（仮称）
国民文化祭関連行事。国東の偉人の一人としてペトロ・カスイの軌跡等について音楽を通じて紹介
する。

11月4日 アストくにさき 社会教育課 0978-72-2121

大分県 国東市 ①,③ 国東町文化協会文化祭 国東町にある文化協会が，日ごろの文化活動の成果等を発表する。 11月4日 アストくにさき 社会教育課 0978-72-2121

大分県 国東市 ① グランプリコンサート2018 国民文化祭関連行事。クラシック・サクソフォン四重奏の演奏会 11月23日 アストくにさき 社会教育課 0978-72-2121

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 国東市 ③ 国東市図書館４館めぐり 市内にある４つの図書館をバスで巡り，ワークショップや図書館クイズなどを行う。 10月7日 市内４図書館 くにさき図書館 無料 0978-72-3500

大分県 国東市 ③
祈りの谷「くにさき展」 指定文化財特別展示「祈り念
じ拝す」

八幡信仰，六郷満山文化，禅宗信仰，キリシタン信仰等，宗教史に係る文化財を展示 10月6日～25日 くにさき歴史体験学習館「弥生のムラ」 文化財課 無料 0978-72-2677

大分県 国東市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月29日～11月9日 国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

大分県 国東市 ② 公開人権学習ＨＲＡ 本校で取り組んでいる人権教育の様子を公開します。 11月9日 国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

大分県 国東市 ② 秋の園芸フェア 授業や実習で生産した苗、草花、果物の販売をします。 11月22日 国東高校 国東高校 無料 0978-72-1325

大分県 国東市 ② 公開授業 各授業を公開します。 10月22日～11月2日 国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

大分県 国東市 ② 想刻祭（文化の部） 想刻祭を公開します。 11月3日 国東高校双国校 国東高校双国校 無料 0978-82-1131

大分県 国東市 ② 学びの教室、学び塾 小学生学習指導、中学生学習指導
5月～2月の
水曜日、土曜日

各学校 国東市社会教育課 0978-72-2121

大分県 国東市 ③ 国東市退職校長会美術展 毎年２会場で開催
11月1日～25日
11月28日～12月26日

大分銀行国東支店、国見町みんなん館
国東地区退職校長会美術愛好
会

無料 0978-76-0628

大分県 国東市 ③ 国東梅園川柳会 宿題三課題で各二句を投句、全員で選をする。互選と選者による佳句を選ぶ。 毎月第１水曜日（例会）
奇数月はアストくにさき、偶数月は安岐
中央公民館

国東梅園川柳会 無料 0978-74-0122

大分県 国東市 ① 国東市教育の里づくりの集い 学校・保護者・地域・行政が協働して子育てに取り組む集い 未定 アストくにさき 国東市教育委員会 無料
0978-73-0066
（学校教育課）

大分県 九重町 ② 校内話し方大会 話し方大会 10月10日 九重文化センター 野上小学校 無料 0973-77-6804

大分県 九重町 ② 遠足 鍛錬遠足 10月19日 各所 野上小学校 無料 0973-77-6804

大分県 九重町 ② 野上小学校ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 文化祭 11月11日 野上小学校 野上小学校 無料 0973-77-6804

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 野上小学校 野上小学校 無料 0973-77-6804

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 野上小学校 野上小学校 無料 0973-77-6804

大分県 九重町 ② 学校公開日・祖父母授業参観日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

大分県 九重町 ② 学校文化祭 学習の発表会 11月17日 野矢小学校 野矢小学校・ＰＴＡ 無料 0973-77-6885

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開及び校内話し方大会 10月10日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

大分県 九重町 ② 学校文化祭 学習・文化活動発表会 11月11日 南山田小学校 南山田小学校・ＰＴＡ 無料 0973-78-8803

大分県 九重町 ② 焼き芋大会 全校で育ててきたサツマイモを収穫・焼き芋 11月21日 南山田小学校 南山田小学校 無料 0973-78-8803

大分県 九重町 ② マラソン大会 持久走大会 11月予定 小倉神社周辺 南山田小学校 無料 0973-78-8803

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 淮園小学校 淮園小学校・ＰＴＡ 無料 0973-78-8812

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 淮園小学校 淮園小学校・ＰＴＡ 無料 0973-78-8812

大分県 九重町 ② 三世代ふれあい祭り 祖父母・親・子の三世代でものづくり 11月18日 淮園小学校 淮園小学校・ＰＴＡ 無料 0973-78-8812

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

大分県 九重町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 東飯田小学校 東飯田小学校 無料 0973-76-2304

大分県 九重町 ③ 第21回東飯田芸術文化展 児童の作品展示 11月10日、11日 東飯田地区体育館 実行委員会 無料 0973-76-3116

大分県 九重町 ① 第6回東飯田地区つ～だら・だった祭り 公民館祭り、運動会 11月11日 東飯田中学校グラウンド 実行委員会 無料 0973-76-3116

大分県 九重町 ①、③ 南山田げんき祭り 公民館祭り、各種発表会（習字等） 11月第1日曜日 南山田公民館、体育館等 げんき祭り実行委員会 無料 0973-78-8801

大分県 九重町 ② 玖珠郡教育文化祭 音楽祭、話し方、図画、書写の鑑賞 11月2日 九重文化センター 玖珠郡学校文化祭実行委員会 無料 0973-76-3812

大分県 九重町 ①、③ 国民文化祭 合唱披露 10月7日 九重文化センター
オータムミュージックフェスティバ
ル実行委員会

0973-76-3888

大分県 九重町 ① ここのえオープンデー 九重青少年の家で無料で体験活動ができます。 9月15日 九重青少年の家 大分県教育委員会 0973-79-3114

大分県 九重町 ① 緑の子ども園 ここのえの森で指導者と自然体験活動をします。 9月30日 九重青少年の家 大分県教育委員会 0973-79-3114

大分県 九重町 ① 緑の楽校 ここのえの森で指導者と自然体験活動をします。 10月7日 九重青少年の家 大分県教育委員会 0973-79-3114

大分県 九重町 ① くじゅう登山紅葉編 くじゅうの山々へ指導者と一緒に登山をします。 10月13日～14日 九重青少年の家 大分県教育委員会 0973-79-3114

大分県 九重町 ① 緑の探検隊 ここのえの森で指導者と自然体験活動をします。 10月27日～28日 九重青少年の家 大分県教育委員会 0973-79-3114

大分県 九重町 ① 緑の環境学習指導者養成研修会 ここのえの森の指導者を養成する講座です。 11月24日～25日 九重青少年の家 大分県教育委員会 0973-79-3114

大分県 佐伯市 ② 学習発表会・佐小っ子まつり 保護者や地域の方を招いて、午前中は「学習発表会」午後は「子どもまつり」 11月17日 佐伯小学校 佐伯市立佐伯小学校 無料 (0972-23-0253)

大分県 佐伯市 ② 東っ子まつり 授業公開と保護者・地域の方々とのふれあい活動 11月17日 佐伯東小学校 佐伯東小学校 無料 0972-23-0481

大分県 佐伯市 ② 学校公開日 学習発表・児童会行事(ギネス大会) 10月27日 渡町台小学校 渡町台小学校 無料 0972-23-6318

大分県 佐伯市 ② 鶴小まつり 児童がお店を開き、地域の方々と交流する 12月8日 鶴岡小学校 鶴岡小学校 無料 0972-23-0267

大分県 佐伯市 ② 上小祭り 児童の学習成果の発表 10月27日 上堅田小学校 上堅田小学校 無料 0972-23-4376

大分県 佐伯市 ② 八幡小祭り 学習発表会、児童やボランティア団体によるゲームや工作、読み聞かせなどのコーナー 11月23日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0972-27-8004

大分県 佐伯市 ② 学校公開日（下小教育の日） 学習発表 10月27日 下堅田小学校 下堅田小学校 無料 0972-23-1535

大分県 佐伯市 ② もちつき交流会
地域の方と学校で収穫した米を使って、餅つき体験
児童の学習発表・講演会

11月16日 青山小体育館ほか 青山小学校 無料 0972-26-1013

大分県 佐伯市 ② 中間発表会 生活科・総合的な学習の時間に学習してきたことを保護者や地域の方に発表します。 9月6日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032

大分県 佐伯市 ①② ふれあい集会 地域の高齢者の方と一緒に遊び、交流を深めます。 11月15日 東雲小学校
東雲小学校
上浦地区公民館

無料 0972-32-2032

大分県 佐伯市 ② 明治夢わく祭 伝統芸能や演劇、ダンス等の文化芸術体験学習の成果を発表する。 12月1日 弥生文化会館 明治小学校 無料 0972-46-0010

大分県 佐伯市 ② 学校公開日 上野小祭り（全校合唱、ファミリー班ごとにお店を出し、保護者・地域の方と交流をする。） 10月20日 上野小学校 上野小学校 無料 0972-46-0078

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 佐伯市 ② こども祭り 学習発表会、昔遊び体験、講演会 10月27日 切畑小学校 切畑小学校 無料 0972-46-0032

大分県 佐伯市 ①② 本匠地区文化祭
小学生・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3日 本匠中学校体育館 佐伯市立本匠中学校 無料
本匠中学校
0972-56-5004

大分県 佐伯市 ② 宇目緑豊小学校 児童会が主体的に活動し、異学年交流や保護者・地域とのふれあいを深める。 11月10日 宇目緑豊小学校 宇目緑豊小学校 無料 0972-52-5151

大分県 佐伯市 ② 直川小子どもまつり 児童による手作りの遊びの店を出店し、交流を図る 11月9日 直川小学校 直川小学校 無料 0972-58-2001

大分県 佐伯市 ③ 大阪交響楽団講演 オーケストラ生演奏と子どもとの合同演奏 12月4日 米水津小体育館 文化庁、学校 無料 0972-35-6002

大分県 佐伯市 ② 翔南祭
中学生は各教科の学習発表や作品発表をします。
小学生は各学級の学習発表や作品発表をします。

11月2日,4日
蒲江翔南中学校体育館及び蒲江翔南
小学校各教室

蒲江翔南中学校
蒲江翔南小学校

無料
0972－42－5800
0972－42－0014

大分県 佐伯市 ①② 里帰り授業
全校児童生徒が各地区で保護者や地域の方と触れあいます。（地域について学んだことの発表、
翔南祭での発表内容の紹介、レクリェーション等）

11月30日 各地区
蒲江翔南中学校
蒲江翔南小学校

無料
0972－42－5800
0972－42－0014

大分県 佐伯市 ②③ 鶴谷中学校　文化祭開幕式 文化祭の開幕に関わり、壁画等の公開。 11月1日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ②③ 鶴谷中学校　文化祭展示公開 文化祭に関わり、作品の展示公開。 11月1日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ②③ 鶴谷中学校「お弁当の日」 生徒が作った弁当を持ち寄り、食育を推進する。 11月3日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ②③ 鶴谷中学校　文化祭 合唱発表、ステージ発表等。 11月4日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ② 性教育講演会 思春期の「性」について保護者と共に学ぶ機会とする。 11月8日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ② Ａブロック人権同和教育研究大会 人権同和教育について保護者と共に学ぶ機会とする。 11月14日 鶴谷中学校 佐伯市同和教育研究会 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ② 第１回総合的な学習の時間こ公開研究会 「ふるさと創生」に係る公開授業研究会。 11月19日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ② 第１回小中交流会 校区小学六年生と中学１年生が交流活動を行う。 11月22日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972－23－1526

大分県 佐伯市 ② 文化祭 生徒の発表・作品展示・昼食は「弁当の日」 11月4日 佐伯城南中学校 佐伯城南中学校 無料 0972-23-0708

大分県 佐伯市 ② 文化祭 弁論、合唱、総合芸術、総合的な学習の時間の発表、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

大分県 佐伯市 ②
文化祭
（学校公開週間）

ステージ部門、展示部門にて文化的取組発表 11月4日
佐伯市立
佐伯南中学校

佐伯市立
佐伯南中学校

無料 0972-23-1536

大分県 佐伯市 ② 文化祭 日常の学習活動の発表、舞台・展示発表など 11月4日 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009

大分県 佐伯市 ② 文化祭 弁論・合唱芸能等の発表と作品展示(当日は「弁当の日」） 11月4日 佐伯市立昭和中学校 佐伯市立昭和中学校 無料 0972-46-0080

大分県 佐伯市 ② 緑中祭（文化祭） 総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、演劇等 11月3日 宇目緑豊中学校体育館
佐伯市立
宇目緑豊中学校

無料 0972-52-1016

大分県 佐伯市 ② 直川中学校文化祭 学習成果をステージ発表や展示で紹介します 11月3日 直川中学校体育館 直川中学校 無料 0972-58-2009

大分県 佐伯市 ② 文化祭 総合的な学週の時間の発表、弁論、合唱、劇　等 10月28日 鶴見地区センター 佐伯市立鶴見中学校 無料 0972-33-0100

大分県 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 米水津中学校体育館 佐伯市立米水津中学校 無料 0972-35-3200

大分県 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。 10月31日～11月2日 佐伯鶴城高校 佐伯鶴城高校 無料 0972-22-3101

大分県 佐伯市 ② 紫豊祭 本校文化祭（２日間） 10月10日,11日 佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

大分県 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

大分県 佐伯市 ② 学校公開 本校の教育活動（授業など）の公開 11月5日～16日 佐伯豊南高校 佐伯豊南高校 無料 0972-22-2361

大分県 佐伯市 ②
佐伯支援学校
ふれあい展示会

本校の紹介パネル（授業・行事）と児童生徒の作品展示 10月30日～11月5日
トキハインダストリー佐伯店１階フード
広場

大分県立佐伯支援学校 無料 0972-28-3144

大分県 竹田市 ③ 「田能村竹田」先生をしのぶ美術祭 西日本の小・中・高校生を対象に絵画・書道の作品を募集し、特賞作品の展示表彰を行う
10月29日～11月4日
（表彰式11月3日）

竹田市総合文化ホール
＜グランツたけた＞

竹田市教育委員会 無料
竹田市教育委員会生涯
学習課0974-63-4817

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 竹田市 ③
第72回瀧廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクー
ル

全国の高校生を対象とした声楽のコンクール。予選を経て１０人程度が本選に進み、第１位と第２
位にはウィーン留学助成金を贈り、瀧廉太郎の顕彰とともに声楽家の育成を目的として開催。

10月20日開会式、21日
予選、22日本選・表彰式

竹田市総合文化ホール
＜グランツたけた＞

竹田市、竹田市教育委員会、大
分県教育委員会、瀧廉太郎記念
音楽祭実行委員会（共催）

無料

瀧廉太郎記念音楽祭実
行委員会事務局（竹田
市文化政策課内）0974-
63-4837

大分県 竹田市 ③ 開館記念ピアノ・室内楽コンサート「音楽に出会う日」
子どもやその家族、高齢者も含め新しいホールで音楽に触れる機会を設ける。トークを交え、文
化・芸術を通じた人や地域の育成等についても考察する。

10月14日
竹田市総合文化ホール
＜グランツたけた＞

第33回国民文化祭、
第18回全国障害者芸術文化祭
竹田市実行委員会　他

無料

第33回国民文化祭、第
18回全国障害者芸術文
化祭竹田市実行委員会
（竹田市文化政策課内）
0974-63-4837

大分県 竹田市 ②、③
第10回川端康成記念講演会「幸せはいつも自分で
つかむ」

ノーベル文学賞作家である川端康成が竹田高校で講演を行ったことに由来し、竹田市が築いてき
た文化的土壌の継承と若い世代の人材育成を目的として、毎年開催。感受性豊かな高校生が活
躍されている人の話を聞く機会を提供するもの。

11月6日
竹田市総合文化ホール
＜グランツたけた＞

竹田市 無料
竹田市文化政策課
0974-63-4837

大分県 竹田市 ② 中学生体験入学 中学校３年生の生徒及び保護者への学校紹介 9月22日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

大分県 竹田市 ② 公開授業 日頃の授業及び研究授業(6限)を公開
10月5日
10月12日

竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

大分県 竹田市 ② 強歩大会 本校の強歩大会(1～3年生対象)を実施 11月22日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

大分県 竹田市 ② 黒岳清掃登山 登山道の清掃をしながら黒岳登山を実施 10月26日 黒岳 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

大分県 竹田市 ② 70周年記念講演会 式典終了後、記念講演会実施 11月10日 三重総合高校久住校体育館 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

大分県 竹田市 ② 久住校学園祭 生徒の実習生作品（農産物他）の展示即売等 11月18日 三重総合高校久住校農場他 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

大分県 竹田市 ② なかよしまつり 地域交流を兼ねた学習発表会 10月13日
大分県立竹田支援学校体育館及び教
室

大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

大分県 竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介 11月2日～5日 久住高原パルクラブ 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

大分県 竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介 11月16日～26日 竹田市内商店街 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

大分県 竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介 11月27日～30日 竹田医師会病院 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

大分県 竹田市 ③ 親子ウォークラリー 親子で竹田の街の名所・旧跡を巡ります。 10月21日 竹田小学校 竹田小PTA 無料 63-1062

大分県 竹田市 ② 学校公開日 授業の様子を保護者・地域の方に公開します。 11月15日 竹田小学校 竹田小学校 無料 63-106２

大分県 竹田市 ② ＰＴＡふれあい集会 家族のふれあい活動（軽スポーツ） 10月20日 豊岡小学校 豊岡小学校PTA 無料 63-1063

大分県 竹田市 ② ふれあいフェスタ 地域の方と児童との地域学習を通した交流とふれあいバザーの実施 10月14日 南部小学校 南部小学校 無料 0974－63－1064

大分県 竹田市 ② 友情の蛍答礼訪問 別府重度障害者センターの方との交流 11月8日 南部小学校 南部小学校 無料 0974－63－1064

大分県 竹田市 ① 入田地区合同文化祭 地域の文化祭に児童が参加し，学習発表を行う。 11月23日 祖峰小学校体育館 入田地区社会福祉協議会 無料
入田分館
0974-62-2955

大分県 竹田市 ② 人権講演会 講演会　講師：河野　れい子 10月4日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

大分県 竹田市 ② 文化キャラバン アンサンブル「みどりのそよ風」コンサート 10月18日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

大分県 竹田市 ② 祖父母学級 授業公開、祖父母の方々とのふれあい活動等 10月23日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

大分県 竹田市 ② ゴミ０大作戦 地域のゴミ拾い、清掃活動 11月9日
菅生小学校運動場
菅生地区

菅生小学校 無料 0974-65-2221

大分県 竹田市 ② 学校公開（敬老福祉・食彩まつり） 授業公開、地域の方や保護者とのもちつき、地域行事への参加 10月28日
宮城台小学校
教室、体育館

宮城台小学校 無料 0974-66-2053

大分県 竹田市 ② 公開研究発表 小規模学力向上推進校公開研究発表会（3年次） 11月9日 城原小学校 城原小学校 無料 66－2013

大分県 竹田市 ② 城原っ子フェスティバル 栽培した米・芋の収穫祭及び学校応援地域ボランティアに感謝する会 11月17日 城原小学校体育館・教室 城原小学校 無料 66-2013

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 竹田市 ② 授業公開・人権講演会 授業公開及び人権講演会を行い、親子で人権について学びます。 11月10日 荻小学校各教室・体育館 荻小学校・荻小学校PTA 無料 68-2006

大分県 竹田市 ② 音楽発表会 緑ヶ丘中生徒と荻小児童の合同音楽発表会 10月26日 荻小学校体育館
緑ヶ丘中学校生徒会・荻小学校
児童会

無料 68-2006

大分県 竹田市 ① 親子オリエンテーリング 白丹地域を親子で歩き、地域の歴史を知るとともに清掃活動も行う。 11月4日 白丹小学校区 白丹小PTA 無料 ７６－１１５１

大分県 竹田市 ② 稲刈り体験 ５月に植えた稲の収穫を５年生が行います。 10月26日予定 久住小学校作付水田 久住小学校 無料 0974-76-0019

大分県 竹田市 ② 図書館まつり 読書もりもり月間の取り組みで本の良さや読書の楽しさを伝えます。 11月8日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

大分県 竹田市 ② 授業公開日 日頃の授業の様子を見てもらいます。 11月13日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

大分県 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びます。 10月6日 都野小学校 都野小学校ＰＴＡ 無料 ７７－２００３

大分県 竹田市 ② 地域清掃奉仕活動 宮処野神社・戦没者墓地公園の清掃活動を行います 10月9日 宮処野神社・墓地公園 都野小学校 無料 ７７－２００３

大分県 竹田市 ② 人権教育研究発表会 大分県・竹田市の指定を受けて人権教育研究発表会を行います。 10月12日 都野小学校 都野小学校 無料 ７７－２００３

大分県 竹田市 ② 大船っ子集会 都野小児童・都野中生徒による合同音楽発表会を行います 10月29日 都野小学校 都野小学校・都野中学校 無料 ７７－２００３

大分県 竹田市 ② ふれあい学級 授業公開、地域の方々や祖父母tとの交流活動 10月27日 直入小学校 直入小学校及びPTA 無料 0974－75－2250

大分県 竹田市 ② 蛍雪祭（文化祭） 演劇・展示・合唱・演奏などの発表 11月18日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

大分県 竹田市 ② 竹田南部中学校文化祭 各学年による演劇、展示、合唱など 11月17日 竹田南部中学校 竹田南部中学校 無料 ６３－１０７２

大分県 竹田市 ② 協調学習発表会 協調学習の提案授業等 10月26日 竹田南部中学校 竹田南部中学校 無料 ６３－１０７２

大分県 竹田市 ② 校内弁論大会 学級（学年）代表２名による弁論大会 10月19日予定 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校国語科 無料 68-2012

大分県 竹田市 ② 音楽発表会 荻小児童と緑ヶ丘中学校生徒の合同音楽発表会 10月26日 荻小学校体育館
荻小学校児童会・緑ヶ丘中学校
生徒会

無料 68-2012

大分県 竹田市 ② ふるさと祭 合唱ステージ発表 11月3日 荻福祉健康エリア 竹田市 無料

大分県 竹田市 ② 文化祭 生徒の演劇・合唱等の発表 11月18日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 68-2012

大分県 竹田市 ③ 校内日本語弁論大会 各学年代表による日本語弁論大会 10月下旬 久住中学校 久住中学校 無料 0974-76-0049

大分県 竹田市 ② 校内文化祭 生徒の演劇・合唱の発表と教科毎の展示があります。 11月23日 くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049

大分県 竹田市 ① 土曜公開授業 GTを招いて郷土料理作りをします。 10月27日 都野中学校家庭科室 都野中学校 無料 77-2004

大分県 竹田市 ② 県P指定研発表大会 竹田郷土学の公開研究発表会を行います。 11月11日 都野中学校体育館 都野中学校ＰＴＡ 無料 77-2004

大分県 竹田市 ② 文化祭 校内文化祭を保護者・地域の方に公開します。 11月25日 都野中学校体育館 都野中学校 無料 77-2004

大分県 竹田市 ② 直入中学校文化祭 演劇，弁論，合唱，教科展示など 11月18日 直入中学校 直入中学校 無料 75-2260

大分県 竹田市 ② いもほり 園児と上鹿口老人クラブの方々によるさつまいもの収穫 11月上旬 竹田市上鹿口の畑 竹田幼稚園 無料 63-1081

大分県 竹田市 ② ふれ合い収穫祭 君ヶ園老人クラブと芋掘り及び交流会をします。 11月上旬 君ヶ園芋畑、南部幼稚園 南部幼稚園 無料 ６３－１０８４

大分県 竹田市 ② 祖父母参観並びに休日参観 竹馬づくりやふれあいあそびを行う 10月20日 直入幼稚園 直入幼稚園 無料 ７５－２２３０

大分県 竹田市 ② なかよしようちえんパート２ 市内公立幼稚園３園の園児たちによる交流会 11月12日 南部小・南部幼 竹田市公立幼稚園会 無料 63-1084

大分県 竹田市 ② 大運動会 運動会 10月6日 竹田南高校グランド しらゆり幼稚園 無料 63-2223

大分県 竹田市 ② 芋掘り集会 園児と地域の方との交流(サツマイモ掘りと収穫祭） 11月上旬 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 無料 63-2223

大分県 竹田市 ③
第72回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽コンクール

全国の高校生を対象とした声楽のコンクール、予選を経て１０人程度が本選に進み、第１位と第２
いにはウィーン留学助成金を贈り滝廉太郎の顕彰とともに声楽家の育成を目的として開催。

１０月２０日開催式
１０月２１日予選
１０月２２日本選・表彰式

竹田総合文化ホール
グランツ　竹田

竹田市・竹田市教育委員会・大
分県教育委員会・瀧廉太郎記念
音楽祭実行委員会

無料

瀧廉太郎記念音楽祭事
項員会事務局
（竹田文化政策課）
63-4837

大分県 竹田市 ③ 「田能村竹田」先生をしのぶ美術祭 西日本の小・中・高校生を対象に絵画、書道の作品を募集し、特賞作品の展示表彰を行う
10月29日～11月4日
（表彰式１１月３日）

竹田総合文化ホール
グランツ　竹田

竹田市教育委員会 無料
竹田市教育委員会生涯
学習課63-4817

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 竹田市 ③ 開館記念ピアノ・室内楽コンサート「音楽に出会う日」
子どもやその家族、高齢者も含め新しいホールで音楽に触れる機会を設ける。トークを交え、文
化・芸術を通じた人や地域の育成等についても考察する。

10月14日
竹田総合文化ホール
グランツ　竹田

第３３回国民文化祭、第１８回全
国障害者芸術文化祭竹田市実
行委員会他

無料

第３３回国民文化祭、第
１８回全国障害者芸術
文化祭竹田市実行委員
会（他ｋ他紙文化政策課
内　0974-63-4837）

大分県 竹田市 ②③
第１０回川端康成記念講演会「幸せはいつも自分で
つかむ」

ノーベル文学賞作家である川端康成が竹田高校で講演を行ったことに由来し、竹田市が築いてき
た文化的土壌の継承と若い世代の人材育成を目的として、毎年開催。感受性豊かな高校生が活
躍されている人の話を聞く機会を提供するもの。

11月6日
竹田総合文化ホール
グランツ　竹田

竹田市 無料
竹田市文化政策課内
0974-63-4837

大分県 竹田市 ② 瀧廉太郎を偲ぶ音楽祭 市内の幼稚園・小学校・中学校・支援学校による演奏発表会 11月1日 竹田中学校 竹田教育振興協議会 無料 68-2012

大分県 竹田市 ② 竹田市日本語弁論大会 市内中学生による日本語の弁論大会 11月29日 直入中学校 竹田教育振興協議会 無料 68-2012

大分県 津久見市 ② 学校公開日 日常の授業の様子を一般公開 11月16日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

大分県 津久見市 ⑥ おとぎの部屋 ボランティアによる読み聞かせ活動 11月13日、27日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609

大分県 津久見市 ②
オープンスクール
「青江小まつり」

親子・地域の方とゲーム等を企画し触れ合う 11月10日 青江小学校 青江小学校 無料 0972-82-2054

大分県 津久見市 ① 学校公開日 土曜授業日に学校を公開し、保護者・地域の方々に学校の様子を知っていただく。 11月10日 千怒小学校 千怒小学校 無料 0972-82-2057

大分県 津久見市 ② 給食試食会 保護者の方に津久見のおいしい学校給食を試食していただきます。 10月24日 津久見小学校 津久見小学校 0972-82-5201

大分県 津久見市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月1日、11月1日 保戸島小学校 保戸島小学校 無料 0972－87－2002

大分県 津久見市 ② 秋季大運動会 学校の運動会の競技に参加 10月13日 保戸島小学校 保戸島小学校 無料 0972－87－2002

大分県 津久見市 ② 文化祭 作品展示や演劇、合唱、弁論等を発表する文化祭 10月31日 第一中学校体育館 第一中学校 無料 0972-82-5161

大分県 津久見市 ② 授業公開ウィーク 日頃の授業の様子を公開 10月1日～5日(予定) 第一中学校 第一中学校 無料 0972-82-5161

大分県 津久見市 ②
日本芸術院会員
絹谷幸二先生招待授業

絹谷幸二先生による、フレスコ画ワークショップ 11月16日 第一中学校体育館 第一中学校 無料 0972-82-5161

大分県 津久見市 ② 市教研助成研究発表会
「積極的に学び合い、深め合う授業づくり」をめざして
～主体的・協働的に学び合う生徒の育成～

11月28日 第一中学校
第一中学校

無料 0972-82-5161

大分県 津久見市 ② 文化祭 文化祭。合唱や劇等を参観。 10月28日 第二中学校体育館 第二中学校 無料 0972-82-2260

大分県 津久見市 ② 学校公開
保護者や地域の方に学校を公開します。
期間中の行事については、保護者や地域に案内します。

10月28日～11月9日 第二中学校 第二中学校 無料 0972-82-2260

大分県 津久見市 ① １０月学習会 学習会（健康） 10月16日 津久見市公民館 高齢者学級「津愛大学」 無料
津久見市公民館
0972-82-2469

大分県 津久見市 ① 日帰りバス研修旅行 八鹿酒造見学 11月26日 大分県玖珠郡九重町 高齢者学級「津愛大学」 無料
津久見市公民館
0972-82-2469

大分県 津久見市 ③ 市民セミナー 網代島で熊本大学准教授による説明会及び講演会 11月18日 津久見市民会館 他 津久見市教育委員会 無料
生涯学習課
0972-82-9528

大分県 津久見市 ③ 国民文化祭 合唱の祭典 10月21日 津久見市民会館 津久見市教育委員会 無料
生涯学習課
0972-85-0080

大分県 津久見市 ③ 津久見フレスコ画巡回展 日本を代表するフレスコ画の巡回展 10月21日～28日 津久見市民会館 津久見市教育委員会 無料
生涯学習課
0972-85-0080

大分県 津久見市 ③ フレスコ画・アート作品展 「宇宙」をテーマにフレスコ画やアート作品の展示 10月21日～28日 津久見市民会館 津久見市教育委員会 無料
生涯学習課
0972-85-0080

大分県 津久見市 ③ 網代島体験事業 網代島で熊本大学准教授による説明会 10月20日、21日 津久見市民会館 津久見市教育委員会 無料
生涯学習課
0972-85-0080

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 津久見市 ① 地域ふれあい事業
本校児童生徒の学習活動の様子の紹介・写真パネル展示及び絵画、書道、手芸、園芸などの作
品展示

11月5日～30日 大分銀行津久見支店 大分銀行津久見支店 無料 0972－62－3930

大分県 津久見市 ② 津久見高校第２回授業研究会 研究授業公開（６教科） 11月9日 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

大分県 津久見市 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月5日～9日 津久見高等学校 津久見高等学校 無料 0972-82-4126

大分県 中津市 ② 教育講演会 津田剛（つだ つよし）氏による教育講演 10月12日 豊陽中学校　体育館 豊陽中学校ＰＴＡ 無料
豊陽中学校
0979-22-0331

大分県 中津市 ④ 合唱祭 クラス合唱、学年合唱、全校合唱 11月17日 豊陽中学校　体育館 豊陽中学校 無料
豊陽中学校
0979-22-0331

大分県 中津市 ② 講演会 「自他を大切にするための性教育」講師　谷口久枝 10月4日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325

大分県 中津市 ② 人権講演会 「うまれてきてくれてありがとう」講師　mon（高橋亜美）さん 10月18日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校ＰＴＡ 無料 0979-22-2325

大分県 中津市 ② 合唱コンクール 全学年、全クラスが心を一つにして練習してきた成果を披露します。 12月14日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325

大分県 中津市 ② 合唱祭 全校合唱・学年合唱 11月23日 中津中学校 中津中学校 無料
http://tyu.oita-
ed.jp/nakatu/nakatu/

大分県 中津市 ② 人権講演会 神田岳委獣医師の講演 10月21日 城北中学校体育館 城北中学校PTA 無料 0979-22-0780

大分県 中津市 ② 合唱コンク－ル クラス合唱、学年合唱 11月29日 城北中学校体育館 城北中学校 無料 0979-22-0780

大分県 中津市 ② 薬物乱用防止教室 １年生が警察署と保健所の講師による講話 11月8日 東中津中マルチルーム 東中津中 無料 0979-32-2493

大分県 中津市 ② 文化発表会 合唱発表会、ジュニアグローバルリーダー還流発表会 11月22日 東中津中体育館 東中津中 無料 0979-32-2493

大分県 中津市 ② 思春期セミナー 性についての学習 9月13日 今津中学校マルチスペース 今津中学校 無料 0979-32-0029

大分県 中津市 ② クリーンアップゴミ０運動 地域の方と協力して校区のごみ拾いを行う 10月30日 今津中学校校区 今津小・中学校 無料 0979-32-0029

大分県 中津市 ② 災害時の食事体験 災害時の非常炊き出しを体験する 11月20日 今津中調理教室 今津中学校 無料 0979-32-0029

大分県 中津市 ② 校内文化祭 生徒の文化的活動を発表する 12月7日 今津中学校体育館 今津中学校 無料 0979-32-0029

大分県 中津市 ② 文化キャラバン演奏会 洗足学園音楽大学卒業生の方々による演奏会。ピアノ・管弦楽器・声楽のソロやアンサンブル 10月19日 三光中学校体育館 中津市立三光中学校 無料 0979-43-2729

大分県 中津市 ② 文化祭
学級合唱・学年合唱・全校合唱の披露。午後は吹奏楽、空手の演武、英語スピーチ等を披露。また
技術や家庭科の時間に作成した作品を展示

11月23日 三光中学校体育館 中津市立三光中学校 無料 0979-43-2729

大分県 中津市 ①② 本中祭 合唱発表　体験活動や授業での作品・成果の展示 11月17日 本耶馬渓中学校体育館 本耶馬溪中学校 無料 0979-52-2452

大分県 中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開 10月22日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

大分県 中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開 11月20日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

大分県 中津市 ② 校内音楽会 本校の音楽行事 11月23日 耶馬溪中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

大分県 中津市 ④ 音楽フェスティバル 各学年・全校生徒による合唱発表会 12月2日 コアやまくに 中津市立山国中学校 無料 0979-62-2700

大分県 中津市 ② オープンスクール
中学３年生及びその保護者、中学校教員を対象とした体験入学会。

9月29日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

大分県 中津市 ② 神戸大学出前授業
中津市との共催で、大学から講師が来校。本校生徒対象の授業を実施。

10月5日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

大分県 中津市 ② 進路講演会
福岡県立大学より講師を招聘。講演を聴き、生徒の進路決定の一助とする。

10月19日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

大分県 中津市 ② 授業公開
授業の公開（2限～4限）

10月29日～11日1日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

大分県 中津市 ② 人権教育講演会
性的マイノリティ（LGBT)について正しい知識を取得し、他者と自分自身の認識を深める人権教育
を実施する。

11月2日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 中津市 ② 同窓生に学ぶ
北海道日本ハムファイターズ広報部に所属する同窓生より「夢を持った挑戦」と題した講演を実
施。今後の進路選択に繋げる。 11月9日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

大分県 中津市 ② 中学生体験入学会 中学3年および保護者を対象に行う体験入学 10月6日 中津南高校 大分県立中津南高等学校 無料 0979-22-0224

大分県 中津市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日～7日 中津南高校 大分県立中津南高等学校 無料 0979-22-0224

大分県 中津市 ② 体験入学会
教育課程や学校行事の説明、授業体験等が実施されます。中学校を通じて申し込みをしてくださ
い。

10月13日 中津南高等学校耶馬溪校教室
中津南高等学校
耶馬溪校

無料 0979-54-2011

大分県 中津市 ② 文化祭（紅葉祭）
本校の文化祭。クラス展示（発表）や部活動、授業の成果披露、ステージ発表などを行います。
食品バザー、販売実習等を行います。

11月10日
中津南高等学校耶馬溪校 各教室 体
育館

中津南高等学校
耶馬溪校

無料 0979-54-2011

大分県 中津市 ② 授業公開 期間中の授業の様子を公開します。 11月13日～22日 中津南高等学校耶馬溪校　各教室
中津南高等学校
耶馬溪校

無料 0979-54-2011

大分県 中津市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月30日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346

大分県 中津市 ② 地域ふれあい作品展 児童生徒の作品、なのみ祭（学習発表会）ポスター展示 10月29日～11月2日 大分銀行福澤通支店 大分県立中津支援学校 無料
大分県立中津支援学校
0979-22-0550

大分県 中津市 ② 地域ふれあい作品展 児童生徒の作品、なのみ祭（学習発表会）ポスター展示 10月29日～11月2日 JR中津駅 大分県立中津支援学校 無料
大分県立中津支援学校
0979-22-0550

大分県 中津市 ② 学習発表会(なのみ祭) 児童生徒の作品展示、学習成果の発表 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
大分県立中津支援学校
0979-22-0550

大分県 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6日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416

大分県 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20日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416

大分県 中津市 ② 学校見学会 施設見学、授業・部活動見学、学校説明 10月29日～11月2日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416

大分県 中津市 ② ＰＴＡ出前講座 保護者、各方面で活躍している方による出前授業 11月6日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416

大分県 中津市 ② 第52回和敬祭 食物栄養学科・幼児教育学科の研究展示、ステージ発表等 11月18日 東九州短期大学
東九州短期大学
学友会

無料
http://www.higashikyu
syu.ac.jp

大分県 中津市 ① おいもほり みんなで育てたお芋をほろう 10月 中津市内 ガールスカウト大分県第35団

公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分県 日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月26日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333

大分県 日出町 ③ 音楽コンサート 大分オペラカンパニーによる音楽コンサート 10月26日 豊岡小学校体育館 豊岡小学校 無料 0977-72-2333

大分県 日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子・学年リレーを公開 10月30日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011

大分県 日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977 72-2830

大分県 日出町 ④ 音楽鑑賞会 フルート・アンサンブル 11月1日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977 72-2830

大分県 日出町 ② 和楽器体験教室 琴の演奏を聴いたり、琴にふれたりします。 11月中予定 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

大分県 日出町 ② 議員出前教室 議会の仕組み等について学習をします。 10月23日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

大分県 日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月15日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

大分県 日出町 ② 味噌造り 大豆から味噌を造ります。 11月15日 川崎小学校 川崎小学校 0977-72-2428

大分県 日出町 ② キャリア教育 大野タカシさんを招いて、夢等について話をしてもらいます。 11月15日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

大分県 日出町 ② 薬物乱用防止教室 薬物の恐ろしさ等について学習します。 11月15日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

大分県 日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月22日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

大分県 日出町 ③ 文化キャラバン 様々な楽器の生演奏を聴くことで音楽に親しみます。 11月2日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

大分県 日出町 ③ アクティブラーニング美術教室 優れた芸術作品をギャラリートーク形式で主体的に鑑賞します。 11月13日 県立美術館 大神小学校 無料 0977-72-2812

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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大分県 日出町 ① 夢の教室 ある分野で高い成績を修めた方に来ていただいては将来の夢について学習します。 11月9日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

大分県 日出町 ① 平和学習 人間魚雷を収めている回天神社に行き、平和の尊さを学習します。 11月27日 大神小学校・回天神社 大神小学校 無料 0977-72-2812

大分県 日出町 ③ 国際交流 フォークダンスの由来を知り、踊りを体験します。 11月22日 大神小学校体育館 大神小学校 無料 0977-72-2812

大分県 日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

大分県 日出町 ② 文化祭 本校の文化祭 10月31日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

大分県 日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

大分県 日出町 ② 日出支援学校との交流 校区の支援学校との交流(支援学校生徒が来校) 10月19日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

大分県 日出町 ② 文化祭 文化祭の様子を公開 11月3日 大神中学校 大神中学校 無料 0977-72-2308

大分県 日出町 ④ 国民文化祭大分大会 日出町リーディング事業で吹奏楽部演奏 11月18日 日出町中央公民館 大分県・日出町

大分県 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、未就園児とふれあい、交流を図ります。 10月19日 豊岡小学校体育館 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

大分県 日出町 ② 園公開 体験入園も兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 10月26日 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

大分県 日出町 ② 園内運動会・体験入園 保護者や祖父母、体験入園児参加の運動会 10月19日 日出小学校体育館 日出幼稚園 無料 0977-72-4116

大分県 日出町 ② 園公開日 日頃の保育の様子を保護者、地域の方等に公開 10月30日 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977-72-4116

大分県 日出町 ② 園内運動会・体験入園 保護者・5年生・体験入園児参加の運動会です。 10月24日 藤原小学校体育館 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

大分県 日出町 ② 園公開日 体験入園を兼ねて日頃の保育の様子を公開します。 11月1日 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

大分県 日出町 ② 園内運動会・体験入園 体験入園を兼ねて、保護者や祖父母、未就園児等と交流を図ります。 10月19日 川崎小学校体育館 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

大分県 日出町 ② 親子ふれあい活動 親子で手をつないで歩いたり、一緒にゲームをしたりして、コミュニケーションを図ります。 11月 2日 川崎運動公園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

大分県 日出町 ② 園公開日 日頃の保育の様子を保護者や地域の方等に公開します。 11月15日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

大分県 日出町 ② 園内運動会・体験入園 保護者や祖父母、未就園児と交流します。 10月16日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977－72－4120

大分県 日出町 ② 園公開日 体験入園も兼ねて日頃の保育を公開します。 11月15日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977－72－4120

大分県 日出町 ② 秋祭りごっこ 地域の老人クラブや祖父母と交流します。 11月20日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977－72－4120

大分県 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など 11月2日 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

大分県 日出町 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 10月23～24日 大分県立日出支援学校 大分県立日出支援学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/hiji/

大分県立日出支援学校
０９７７－７２－２３０５

大分県 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15日 日出町立図書館 県立芸術緑丘高等学校 無料 097-543-2981

大分県 日田市 ② 平常授業　教育講演会 平常授業　教育講演会 10月12日 咸宜小 咸宜小 無料 0973-23-6292

大分県 日田市 ②
平常授業　人権講演会
相撲大会

平常授業　人権講演会 相撲大会 10月28日 桂林小 桂林小 無料 0973-24-6081

大分県 日田市 ②
平常授業　親子ふれあい活動
金管バンド演奏会

平常授業　親子ふれあい活動
金管バンド演奏会

10月21日 日隈小 日隈小 無料 0973-23-6285

大分県 日田市 ② 平常授業   合唱   親子ふれあい活動 　のみの市 平常授業   合唱   親子ふれあい活動 　のみの市 11月11日 若宮小 若宮小 無料 0973-23-6282

大分県 日田市 ②
平常授業　三芳ふるさと祭り
三芳祭（児童会活動）

平常授業　三芳ふるさと祭り
三芳祭（児童会活動）

11月18日 三芳小 三芳小 無料 0973-23-6234

大分県 日田市 ② 平常授業　相撲大会 平常授業　相撲大会 10月12日 高瀬小 高瀬小 無料 0973-23-6241

大分県 日田市 ②
平常授業　ふれあい活動
相撲大会

平常授業　ふれあい活動  相撲大会 10月21日 光岡小 光岡小 無料 0973-23-6258

大分県 日田市 ②
学習発表会　人権講演会
平常授業

学習発表会　人権講演会  平常授業 10月21日 朝日小 朝日小 無料 0973-22-5242

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 日田市 ②
平常授業　特別活動
のみの市

平常授業　特別活動 のみの市 10月21日 三和小 三和小 無料 0973-22-2284

大分県 日田市 ②
平常授業　人形劇鑑賞
平常授業

平常授業　人形劇鑑賞  平常授業 11月14日 有田小 有田小 無料 0973-24-2175

大分県 日田市 ②
平常授業
親子ふれあい活動

平常授業   親子ふれあい活動 11月18日 小野小 小野小 無料 0973-29-2111

大分県 日田市 ② 大明祭（文化祭） 大明祭（文化祭） 10月28日 大明小 大明小 無料 0973-26-8503

大分県 日田市 ②
平常授業　バザー
学習発表会

平常授業　バザー  学習発表会 11月18日 石井小 石井小 無料 0973-22-3442

大分県 日田市 ②
学習発表会
星輝祭（文化祭）

学習発表会  星輝祭（文化祭） 10月28日 前津江小 前津江小 無料 0973-53-2210

大分県 日田市 ② 青雲祭（文化祭） 青雲祭（文化祭） 10月28日 津江小 津江小 無料 0973-54-4020

大分県 日田市 ② 平常授業　文化祭 平常授業　文化祭 11月4日 大山小 大山小 無料 0973-52-2052

大分県 日田市 ② 平常授業   学習発表会 平常授業   学習発表会 11月11日 東渓小 東渓小 無料 0973-57-2524

大分県 日田市 ② 人権授業　人権講演会 平常授業 人権授業　人権講演会  平常授業 11月18日 いつま小 いつま小 無料 0973-57-2750

大分県 日田市 ② 東輝祭（文化祭） 東輝祭（文化祭） 11月4日 東部中 東部中 無料 0973-22-7135

大分県 日田市 ② 文化発表会 文化発表会 11月4日 三隈中 三隈中 無料 0973-23-6237

大分県 日田市 ② 朱雀祭（文化祭） 朱雀祭（文化祭） 11月4日 南部中 南部中 無料 0973-23-6275

大分県 日田市 ② 千輝祭（文化祭） 千輝祭（文化祭） 11月4日 北部中 北部中 無料 0973-23-6272

大分県 日田市 ② 戸山祭（文化祭） 戸山祭（文化祭）
10月28日
（10月28日～11月8日）

戸山中 戸山中 無料 0973-24-9140

大分県 日田市 ② 文化祭 文化祭 11月4日 東有田中 東有田中 無料 0973-24-8179

大分県 日田市 ② 大明祭（文化祭） 大明祭（文化祭） 10月28日 大明中 大明中 無料 0973-28-2224

大分県 日田市 ② 星輝祭（文化祭） 星輝祭（文化祭） 10月28日 前津江中 前津江中 無料 0973-53-2211

大分県 日田市 ② 青雲祭（文化祭） 青雲祭（文化祭） 10月28日 津江中 津江中 無料 0973-54-3116

大分県 日田市 ② 文化祭 文化祭 11月4日 大山中 大山中 無料 0973-52-2051

大分県 日田市 ② 文化祭 文化祭 10月28日 東渓中 東渓中 無料 0973-57-2506

大分県 日田市 ② 文化祭 文化祭 11月18日 五馬中 五馬中 無料 0973-57-2036

大分県 日田市 ③ 平成29年度埋蔵文化財発掘調査速報展
平成29年度に市が行った発掘調査の成果の展示や、市内で出土した勾玉のミニ特集展示を行い
ます。

8月19日～平成31年3月
29日

日田市埋蔵文化財センター展示室 日田市教育委員会 無料
日田市教育庁文化財保
護課埋蔵文化財係
0973-24-7171

大分県 日田市 ① 第37回日田市青少年健全育成大会
「家庭・学校・地域の連携による青少年健全育成」の象徴として開催し、改めて市民意識の一層の
高揚を図ります。

11月17日
日田市民文化会館
パトリア日田

日田市・日田市教育委員会・日
田市青少年問題協議会・日田地
区社会を明るくする運動推進委
員会

無料
日田市教育庁社会教育
課
0973-22-6868

大分県 日田市 ③,④ 第72回日田市文教祭 文化団体や学校が、展覧会や舞台公演、音楽会などを行います。 8月下旬～12月上旬
日田市民文化会館パトリア日田
日田市複合文化施設AOSE(ｱｵｰｾﾞ)

日田市・日田市教育委員会
日田市教育庁社会教育
課
0973-22-6868

大分県 日田市 ② 学校祭 体育大会 10月5日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

大分県 日田市 ② 学校祭 ２日間にわたる文化祭 11月3日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

大分県 日田市 ② 公開授業 日頃の授業の様子を公開 11月6日～16日 日田林工高校 日田林工高校 無料 0973-22-5171

大分県 日田市 ① 第１４回千年あかり 竹灯籠やオブジェの製作・設置 11月9日～11日 豆田町周辺、花月川河川敷 日田市役所 無料 0973-23-3111

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 日田市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月29日～31日
11月1日、2日

日田三隈高校 日田三隈高校 無料 0973-23-3130

大分県 日田市 ② 授業公開と給食体験 日頃の授業の様子を公開。給食体験あります。 11月5日～7日 日田高校定時制 日田高校定時制 0973－22－7612

大分県 日田市 ② 授業参観週間
一定期間、授業の様子を公開し、保護者、関係機関、地域の方々等、いろいろな方に参観してもら
うことで、本校の教育活動や特別支援教育への理解･啓発を図る。

10月3日～5日 日田支援学校 大分県立日田支援学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/hita/

日田支援学校
0973-24-2000

大分県 日田市 ② ふれあい作品展
開かれた学校づくりの一環として、公共性の高い地域の機関で児童生徒の作品および作業製品を
展示し、本校の教育活動への理解を深める。

10月24日～31日 大分銀行日田支店 大分県立日田支援学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/hita/

日田支援学校
0973-24-2000

大分県 日田市 ② 学習発表会 舞台発表や作品展示をすることにより、日々の学習活動の成果を披露する。 11月23日 日田支援学校 大分県立日田支援学校 無料
http://shien.oita-
ed.jp/hita/

日田支援学校
0973-24-2000

大分県 日田市 ⑤ 日田ロータリークラブ創立55周年記念講演会 NPO法人ロシナンテス理事長川原尚行先生による講演 10月6日 昭和学園高等学校体育館
国際ロータリー第2720地区　日
田ロータリークラブ

無料
http://www.hitarotary.
com

大分県 日田市 ② 藤蔭祭 文化祭 10月5日 本校 藤蔭高等学校 無料 http://tohin.ac.jp/

大分県 姫島村 ② 梅園祭記念中学校弁論大会 各中学校の代表が邦語の部、英語の部で技を競う。 11月22日 姫島村立姫島中学校 国東地区教育会館運営委員会 無料 0978-72-0140

大分県 豊後大野市 ①,② 授業公開・親子講演会 授業参観後、親子で人権啓発の講演会を聴く。 10月14日 菅尾小学校 菅尾小学校 無料 0974-22-0374

大分県 豊後大野市 ② 収穫祭 農業体験学習でお世話になった方をお呼びして、児童と一緒に農作物の収穫を祝う。 11月15日 百枝小学校体育館他 百枝小学校 無料 0974-22-0655

大分県 豊後大野市 ② 祖父母学級 児童の祖父母・保護者・地域の方をお呼びして、児童と楽しく交流活動を行う。 11月20日 百枝小学校体育館他 百枝小学校 無料 0974-22-0655

大分県 豊後大野市 ① アジア彫刻展 市内全小中学校招待事業による鑑賞です。（４・５年） 10月4日 朝倉文夫記念館 まちづくり推進課 無料 0974-22-0049

大分県 豊後大野市 ② 授業公開 日常の授業の様子を公開します。 10月15日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

大分県 豊後大野市 ② 人権講演会 児童・保護者を対象の後援会です。 10月19日（予定） 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

大分県 豊後大野市 ①,② 小中学校音楽祭
市内小中学校が参加する音楽祭です。
（３年参加）

10月26日 エイトピアおおの 市教育委員会 無料 0974-22-0049

大分県 豊後大野市 ② 児童集会(授業公開） 児童会縦割り班活動 11月16日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

大分県 豊後大野市 ①,② 防災訓練・防災学習 防災に関する授業と引き渡し訓練を行います。 11月25日 三重第一小学校 三重第一小学校 無料 0974-22-0049

大分県 豊後大野市 ② 祖父母学級 祖父母と児童の交流会 10月12日 三重東小学校 三重東小学校 無料 0974-22-0148

大分県 豊後大野市 ② はいだて学級 育友会（ＰＴＡ）主催の親子交流会 10月28日 三重東小学校 三重東小学校 無料 0974-22-0148

大分県 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・団子汁作りを行います。 10月28日 新田小学校 新田ふれあい広場実行委員会 無料 0974-22-0810

大分県 豊後大野市 ②,③ 学校公開日 学習発表会・人権講演会・ふれあい活動を行います。 11月23日 清川小学校　体育館 清川小学校 無料 0974－35－2312

大分県 豊後大野市 ②,④ 文化芸術による子供の育成事業
優れた舞台芸術を鑑賞する機会を通して、子どもたちの発想力やコミュニケーション能力の育成を
図る。

7月13日 緒方小学校 文化庁 無料 0974-42-3150

大分県 豊後大野市 ② 授業公開 10月15日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

大分県 豊後大野市 ② 大分県防災教育モデル実践事業研究発表会 地域の実情に応じた防災教育についての研究や実践を行い、その成果を地域に普及する。 10月29日 緒方小・中学校 大分県教育委員会 無料 0974-42-3150

大分県 豊後大野市 ② 上緒方ふれあい交流会
芋掘りや会食・学習発表会等を通して、地域の方とふれあいながら収穫を祝い、感謝の気持ちを
高めます。

10月30日～31日 緒方小学校 上緒方地区 無料 0974-42-3150

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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大分県 豊後大野市 ② 祖父母学級ふれあい大会 全学年の学習発表と祖父母とのふれあい活動を行います。 11月18日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

大分県 豊後大野市 ② 感謝の集い 学校教育活動に協力していただいた方々に一同に集まっていただき、感謝の気持ちを伝える。 2月26日 緒方小学校 緒方小学校 無料 0974-42-3150

大分県 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16日 朝地小・中学校 朝地小・中学校 無料 0974-72-0068

大分県 豊後大野市 ②,③ 朝地きずな文化祭 合唱・演劇等を地域住民・保護者に公開します。 11月17日 朝地小・中学校 朝地小・中学校 無料 0974-72-0068

大分県 豊後大野市 ② 運動会 おおのさくら幼稚園との合同運動会を公開します。 9月22日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

大分県 豊後大野市 ② 学校に行こう！週間 日頃の授業の様子を公開します。 10月15日～19日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

大分県 豊後大野市 ② 小中合同稲刈り 地域の方の指導を受けながら小中合同で稲刈りを行います。 10月25日 大野町田代 大野小・大野中学校 無料
0974-34-2017
0974-34-2004

大分県 豊後大野市 ①,② 豊後大野市人権・同和教育研究大野大会 人権・同和教育の取り組みを公開します。 10月30日 大野小学校
豊後大野市人権・同和教育研究
協議会

無料 0974-34-2017

大分県 豊後大野市 ② 学校に行こう！週間 日頃の授業の様子を公開します。 11月5日～9日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

大分県 豊後大野市 ② 祖父母学級 授業参観と祖父母との交流会を行います。 11月9日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017

大分県 豊後大野市 ② 豊後大野市「防災の日」
災害時の救出訓練の様子を見学します。
小学校では緊急時の引き渡し訓練を行います。

11月25日
大野総合運動公園
大野小学校

豊後大野市
大野小学校

無料 0974-34-2017

大分県 豊後大野市 ② 授業公開 授業参観 10月16日 千歳小学校 千歳小学校 無料 0974-37-2747

大分県 豊後大野市 ② 音楽祭壮行会 授業参観 10月26日 千歳公民館 千歳小・中学校 無料 0974-37-2747

大分県 豊後大野市 ① 世代交流会
千歳町の各世代からの文化の交流会
千歳保育園・幼稚園・小学校・中学校・千歳町各種団体から参加

11月8日 千歳公民館 千歳地区社会福祉協議会 無料 0974-37-3110

大分県 豊後大野市 ② オープンスクール 防災教育・授業参観・祖父母ふれあい学級 11月25日 千歳小学校 千歳小学校 無料 0974-37-2747

大分県 豊後大野市 ② オープンスクール 総合的学習の時間の成果発表・防災訓練 11月25日 犬飼小学校 犬飼小学校 無料 犬飼小学校

大分県 豊後大野市 ② 校内文化祭 生徒会を中心に全校生徒でつくる文化祭です。 11月17日 三重中学校 三重中学校 無料 0974-22-0135

大分県 豊後大野市 ② 文化祭 生徒の演劇や合唱、作品展示等を行います。 11月17日 清川中学校 清川中学校 無料 0974-35-2350

大分県 豊後大野市 ② 校内文化祭 学年劇や合唱などの取組を公開します。 11月17日 緒方中学校 緒方中学校 無料 0974-42-3155

大分県 豊後大野市 ② 防災教育公開発表会 防災教育として学んだことを発表します。 10月29日 緒方小中学校 緒方小中学校 無料 0974-42-3155

大分県 豊後大野市 ②
学校公開日
(市人同研大野大会）

普段の授業の様子を公開します。 10月30日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

大分県 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17日 大野中学校 大野中学校 無料 0974-34-2004

大分県 豊後大野市 ② 学校公開日 保護者・地域の方々に本校生徒の学習の様子をみてもらいます。 10月25日
千歳中学校
千歳公民館

千歳中学校 無料 0974-37-2021

大分県 豊後大野市 ② 校内文化祭 地域の方々の協力のもと、伝統芸能・食文化・栽培について発表する場です。 11月17日 千歳公民館 千歳中学校 無料 0974-37-2021

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 豊後大野市 ② 文化祭 学年毎に劇や合唱発表、作品展示を行います。 11月17日 犬飼中学校 犬飼中学校 無料 097-578-0200

大分県 豊後大野市 ① 園芸教室 園芸について技能を学ぶ事業です。 10月13日、11月10日 三重総合高校 豊後大野市教育委員会 無料 0974-22-1001

大分県 豊後大野市 ① 国際キャンプ 異文化を体験することで国際的な視野を広める事業です。 10月13日、14日 中央公民館 豊後大野市教育委員会 無料 0974-22-1001

大分県 豊後大野市 ① 市民講座 彩りのある生活を～フラワーアレンジメント講座～ 10月20日 中央公民館 豊後大野市教育委員会 無料 0974-22-1001

大分県 豊後大野市 ① 次代を担う「豊後大野っ子」を育てる市民のつどい
学校・家庭・地域社会が相互に連携し、活力と実行力のある青少年健全育成を目的とした事業で
す。

11月3日 エイトピアおおの 豊後大野市教育委員会 無料 0974-22-1001

大分県 豊後大野市 ① 子ども文化・郷土芸能事業 市内で郷土芸能の承継に取り組む子どもたちの発表の機会の提供です。 11月18日 大原総合運動公園 豊後大野市教育委員会 無料 0974-22-1001

大分県 豊後大野市 ② 中学校駅伝大会 市内中学校からの選抜選手による駅伝大会です。 10月18日 千歳総合運動公園 市教委、中学校体育連盟 無料 0974-22-0135

大分県 豊後大野市 ③ 小中学校音楽祭 市内全小中学校が参加する音楽祭です。 10月27日 エイトピアおおの 市教育振興協議会 無料 0974-22-0148

大分県 豊後大野市 ② 中学校弁論大会 中学校生徒代表による弁論大会です。 11月28日 緒方中学校 市教育振興協議会 無料 0974-42-3155

大分県 豊後大野市 ② 授業公開 日ごろの授業の様子を公開します。 10月22日～26日 三重総合高校教室・農場等 三重総合高校 無料 0974-22-5500

大分県 豊後大野市 ② 収穫感謝祭 生物環境科生徒の生産物を販売します。 11月23日 三重総合高校農場 三重総合高校 0974-22-5500

大分県 豊後大野市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介 9月29日～10月5日 大分銀行三重支店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

大分県 豊後大野市 ②
大分農大ＧＡＰ
公開講座

学生や一般農業者を対象にGAPについて説明します。 11月29日 大分県立農業大学校視聴覚教室 大分県立農業大学校 無料
http://www.pref.oita.jp
/site/140/

大分県 豊後大野市 ② 農大祭 教育･研究内容の展示・生産物販売・模擬店等 11月10日 大分県立農業大学校グラウンド
大分県立農業大学校及び
大分県立農業大学校学生会

無料
http://www.pref.oita.jp
/site/140/

大分県 豊後大野市 ① 豊後大野市教育懇話会講演会 講師（人権講師　首藤雄三氏）による講演 11月3日 豊後大野市三重町「ホテルますの井」 豊後大野市教育懇話会 無料 0974-37-2455

大分県 豊後高田市 ② 秋季大運動会 日頃の体育授業の成果を地域の方々や保護者等に発表します。 9月30日 高田小学校運動場 高田小学校 無料 0978-22-2071

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 学校の様子を公開します。 10月15日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075

大分県 豊後高田市 ③ 文化キャラバン人形劇 『ふるさとの四季』などのお話を影絵で伝えてくれます。 10月18日 桂陽小学校 人形劇サークル「木馬の会」 無料 0978-22-2075

大分県 豊後高田市 ② 朝来桂一氏による学校訪問コンサート 朝来桂一氏を迎えてヴァイオリン演奏を通して音楽に親しむ。 10月11日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開する。 10月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

大分県 豊後高田市 ② スポーツ交流地域活力創出事業 バサジィ大分を迎えフットサルを通して体を動かすことの楽しさを学ぶ。 10月23日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

大分県 豊後高田市 ② 学校行事 地域なかよし会（老人会等の交流） 10月下旬 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

大分県 豊後高田市 ② ユニバーサルデザイン出前授業 講師を迎えてユニバーサルデザインについて学ぶ。 11月 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開する。 11月15日 河内小学校 河内小学校 無料 0978-24-1670

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日ごろの授業の様子を公開します 10月15日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978－27－3018

大分県 豊後高田市 ② 戴星祭 地域の方々を招き、菊の鑑賞会や学習発表会などを実施します。 11月3日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978－27－3018

大分県 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 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978－27－3018

大分県 豊後高田市 ② 外国語特例校発表 日ごろの外国語活動の成果を発表します。 11月27日 豊後高田市立戴星学園 豊後高田市立戴星学園 無料 0978－27－3018

大分県 豊後高田市 ② 全校読書集会 集会で読書を進めるための発表や読み聞かせをする。 10月17日 草地小学校図書室 草地小学校図書委員会 無料 0978-22-2769

大分県 豊後高田市 ② ふれあい稲刈り
６月に田植えをした田んぼで、地域の方の御協力をえて、子どもたちが保護者と一緒に稲刈りをす
る。

11月予定 草地小学校近くの「ふれあい田んぼ」 草地小学校 無料 0978-22-2769

大分県 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12日 呉崎小学校　各教室 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

大分県 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14日 呉崎小学校　各教室 呉崎小学校 無料 0978-22-2747

大分県 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

大分県 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

大分県 豊後高田市 ② 親子文化財めぐり 児童・保護者が市内の文化財をめぐり、学習及び清掃活動を行います。 11月17日 ※日程と合わせて検討中 田染小学校 無料 0978-26-2004

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月17日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

大分県 豊後高田市 ② 音楽集会 市内音楽会に向けての校内発表会 11月28日 真玉小学校 真玉小学校 無料 0978-53-4015

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 授業公開 10月12日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

大分県 豊後高田市 ② 全校稲刈り活動 全校で栽培したもち米の収穫 10月 臼野小学校横の田 臼野小学校 無料 0978-53-4024

大分県 豊後高田市 ② 登山遠足 猪群山登山 11月2日 臼野小学校から猪群山 臼野小学校 無料 0978-53-4024

大分県 豊後高田市 ② ふれあいフェスタ お世話になった地域の方をお招きしての収穫祭 11月11日 臼野小学校 臼野小学校 無料 0978-53-4024

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月12日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

大分県 豊後高田市 ② ハロウィン集会 ハロウィン集会の様子を公開 10月30日 三浦小学校 三浦小学校 無料 0978-54-2106

大分県 豊後高田市 ② 地域清掃活動 地域にある堅来神社を全校児童で清掃 11月上旬 堅来神社 三浦小学校 無料 0978-54-2106

大分県 豊後高田市 ② 魚料理教室 ５・６年生が魚の調理の仕方を学習 11月中旬 香々地公民館 三浦小学校 無料 0978-54-2106

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 毎月１５日の授業公開日。 10月15日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

大分県 豊後高田市 ② 人権・平和集会 １年生の発表をもとに、全校で「人権」について考える集会を実施。 10月23日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 豊後高田市 ② ハロウィン集会 １～３年生が魔女やお化けに扮してお菓子をもらいながら英会話を楽しみます。 10月25日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

大分県 豊後高田市 ② ピアノ演奏会 グループ「Ｏ’未来」によるピアノ演奏会。 10月31日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 毎月の授業公開日。 11月14日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

大分県 豊後高田市 ② 英語集会 低・高学年別に、英語でコミュニケーションを深める活動を実施。 11月15日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

大分県 豊後高田市 ② 音楽集会
４～６年生が市内小中学校音楽会に向けて練習してきた成果を、低学年に披露。音楽会への壮行
会。

11月29日 香々地小学校 香々地小学校 無料 0978-54-2017

大分県 豊後高田市 ② 人権教室 人権擁護委員による人権学習で「身近な人権」について考えていく内容です。 10月11日 高田中学校体育館 高田中学校 無料 0978-22-3170

大分県 豊後高田市 ② 校内文化祭 合唱コンクールを始め、学級壁新聞、学級、学年の取り組みを発表します。 11月23日 高田中学校体育館 高田中学校 無料 0978-22-3170

大分県 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

大分県 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

大分県 豊後高田市 ② 校内文化祭 弁論や合唱、学年の取り組みを発表します。 11月23日 河内中学校 河内中学校 無料 0978-22-2504

大分県 豊後高田市 ③ 若宮八幡秋季大祭 全校生徒による西叡太鼓の演奏が奉納されます。 11月23日～25日 若宮八幡社 豊後大たいまつ実行委員会 無料 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ② 豊後高田市英語暗唱大会 市内の中学校の代表者による英語暗唱大会です。 11月28日 河内小学校
豊後高田市教育文化祭実行委
員会

無料 0978-22-2504

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を地域の方に公開します 10月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

大分県 豊後高田市 ① コスモスとの花植 障がい者施設コスモスとの方々との花植交流 11月8日 田染中学校前庭 田染中学校 無料 0978-26-2047

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 授業の様子を地域の方に公開します 11月15日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

大分県 豊後高田市 ③ 校内文化祭 音読･弁論･合唱･分科会の取組の発表 11月18日 田染中学校 田染中学校 無料 0978-26-2047

大分県 豊後高田市 ② 真玉中学校文化祭 文化祭（地域の伝統文化真玉歌舞伎の発表等） 10月25日 体育館 真玉中学校 無料 0978-53-4014

大分県 豊後高田市 ① よっちょくれ祭り 豊後高田市のイベント（農林漁業･観光業・合唱等） 11月4日 グランド 豊後高田市 無料 0978-53-4014

大分県 豊後高田市 ② 10月学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

大分県 豊後高田市 ②③ 11月学校公開日、校内文化祭 合唱、班ごとの取り組み発表、みさき太鼓披露、和弁、英語暗唱、作品展示等をします。 11月18日 香々地中学校 香々地中学校 無料 0978-54-2030

大分県 豊後高田市 ② 秋季大運動会
○応援合戦、各学年競技（かけっこ、ダンス、親子競技、鼓笛、和太鼓、組体操等）ＰＴＡ競技、未
就園児競技などがあります。

10月14日
夢いろ幼稚園
（園庭）

夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

大分県 豊後高田市 ① こどもフェスタ ○市内で開催されるイベントに年長児が鼓笛で出演します。 10月21日 中央公園 子育て支援課・保育園 無料 0978-22-0045

大分県 豊後高田市 ② 小学校との交流
○年長児と小学1年生との交流活動です。
（今年度の活動内容はまだ未定です。）

10月下旬頃 桂陽小学校
夢いろ幼稚園
桂陽小学校

無料 0978-22-0045

大分県 豊後高田市 ② お芋堀り
○５月に園庭に芋のつる挿しをしました。
各学年ごとにさつま芋の収穫をします。

11月上旬頃
夢いろ幼稚園
（園庭）

夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 豊後高田市 ② 秋季大運動会
○各学年競技（かけっこ、ダンス、親子競技、和太鼓、組体操等）ＰＴＡ競技、来賓競技、未就園児
競技、小学生競技、交通安全教会（ひょっとこ踊り）などがあります。

10月6日 真玉小学校運動場 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ① 奉納相撲大会 ○各学級ごとに相撲をとります。 10月21日 真玉八幡社相撲場
真玉小学校
キラリいろ幼稚園

無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ① 芋ほり ○老人クラブの方々とペアを作り、６月につるさしを行ったいもを掘ります。 10月下旬 真玉庁舎駐車場横
キラリいろ幼稚園
真玉地区老人クラブ

無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ① 真寿苑訪問 ○施設利用者の方々に園児が出し物を見せ、その後交流活動を行います。 10月下旬 真寿苑
キラリいろ幼稚園
真寿苑

無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ① サングレイス訪問 ○施設利用者の方々に園児が出し物を見せ、その後交流活動を行います。 10月下旬 サングレイス
キラリいろ幼稚園
サングレイス

無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ① 周防苑訪問 ○施設利用者の方々に園児が出し物を見せ、その後交流活動を行います。 10月下旬 周防苑
キラリいろ幼稚園
周防苑

無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ② 小学校との交流
○キラリいろ幼稚園年長児と真玉小学校1年生と真玉保育園年長児の交流活動です。
（１年生の作ったおもちゃで遊びます。）

11月上旬 真玉小学校
キラリいろ幼稚園、真玉小学校、
真玉保育園

無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ① よっちょくれ祭り ○交通安全ひよこ隊としてひょっとこ踊りを踊り、交通安全を呼びかけます。 11月4日 真玉中学校運動場 地域総務一課 無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ② 未就園児との交流 ○未就園児を幼稚園に呼び、園児と一緒に活動します。 11月8日 キラリいろ幼稚園 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ② 中央公園遠足 ○中央公園に遠足に行きます。 11月9日 中央公園 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163

大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月29日～11月2日 高田高等学校 高田高等学校 無料 0978-22-3145

大分県 豊後高田市 ① 『桂川杯』ミニバレーボール親睦大会 OG・OBを中心とした市内の大会を行います。 11月23日（予定）
高田高等学校
体育館

高田高等学校 0978-22-3145

大分県 豊後高田市 ① 桂川杯バレーボール大会 豊後高田市近郊の中学生を対象とした大会を行います。
11月10日
（予定）

高田高等学校
体育館

高田高等学校 無料 0978-22-3145

大分県 豊後高田市 ① 青鷹杯少年少女空手道大会 小中高生を対象とした大会を行います。
11月3日
（予定）

高田高等学校
多目的競技場

高田高等学校 0978-22-3145

大分県 豊後高田市 ① 青雲杯少年少女卓球大会 豊後高田市の小中高生を対象とした大会を行います。
11月3日
（予定）

高田高等学校
体育館

高田高等学校 無料 0978-22-3145

大分県 別府市 ①、③
学校法人別府大学創立110周年記念
佐藤義詮記念館ギャリーホール企画展示
「しんたろう」と大分の愉快な仲間たち

本学客員教授の田代しんたろう氏を中心に、大分のユーモア文化を紹介
します。
出品予定：田代しんたろう「地獄！極楽！別府三十六景」、吉田寛「夕方
なしか」、ジ・アッチィー「大分プロレス」、飯塚恭子「ハイカラ食堂」、たしろ
さなえ「別府著名人似顔絵」

11月3日～11月22日
学校法人別府大学
佐藤義詮記念館
ギャリーホール

学校法人
別府大学

無料
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学広報室
0977－66－6262

大分県 別府市
①、②、
④

学校法人別府大学創立110周年記念
宇宙飛行士山崎直子記念講演会
「宇宙・人・夢をつなぐ」

学校法人別府大学創立110周年記念として、宇宙飛行士山崎直子記念
講演会「宇宙・人・夢をつなぐ」を法人関係者４，０００人、一般参加者
２００名を対象に開催する。

11月15日
別府ビーコンプラザ
コンベンション
ホール

学校法人
別府大学

無料
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学法人事務局
0977－66－9611

大分県 別府市 ②
平成３０年度別府市公立幼稚園、小・中学校「統一
公開月間」

保護者・地域住民への学校公開による授業参観 10月15日～11月10日
各幼稚園
各小中学校

別府市教育庁学校教育課 無料
別府市教育庁学校教育
課　0977-21-1574

大分県 別府市 ②,③,④ 第６６回別府市教育祭「展覧会」
別府市立幼稚園、小中学校、別府市内特別支援学校の園児・児童・生徒・教職員の絵画・書写・科
学作品等の展覧会

10月26日～29日 トキハ別府店４階 別府市教育庁学校教育課 無料
別府市教育庁学校教育
課　0977-21-1574

大分県 別府市 ②,③ 第６６回別府市教育祭「音楽会」
別府市立幼稚園、小中学校、高等学校、別府市内特別支援学校の園児・児童・生徒による合唱・
合奏の音楽会

10月30日
ビーコンプラザ
フィルハーモニアホール

別府市教育庁学校教育課 無料
別府市教育庁学校教育
課　0977-21-1574

大分県 別府市 ②
平成３０年度　おおいた教育の日
別府市の教育を語る懇談会

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懇談会 10月22日
別府市役所5Ｆ
大会議室

別府市教育懇話会 無料
別府市総合教育セン
ター　0977-26-0803

大分県 別府市 ② 学校公開日 保育公開・幼小合同音楽発表会やバザー 11月16日～17日 南立石幼稚園,小学校 南立石幼稚園・小学校 PTA 無料 0977-22-6728

大分県 別府市 ② いしがきっこ運動会 園児、保護者、地域の方、と園での運動会 10月23日 石垣幼稚園 別府市立石垣幼稚園 無料 0977-23-6616

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 別府市 ② 学校（幼稚園）公開週間 日頃の学校（幼稚園）の様子を公開 10月15日～19日 東山幼稚園、小中学校 東山幼稚園、小・中学校 無料 0977-27-5013

大分県 別府市 ② なかよし運動会 地域や小学校（１・５年生）、保育園との運動会 10月24日 上人幼稚園 別府市立上人幼稚園 無料 0977-66-5664

大分県 別府市 ② 鶴見っ子運動会 園児、保護者、地域の方、と園での運動会 10月30日 鶴見幼稚園 別府市立鶴見幼稚園 無料 0977-24-6336

大分県 別府市 ② なかよし運動会 幼稚園児と保育園児によるミニ運動会 10月24日 大平山幼稚園 別府市立大平山幼稚園 無料 0977-25-3776

大分県 別府市 ② 学習発表会 園児、児童による歌や合奏などのステージ発表 11月10日 大平山小学校体育館 別府市立大平山幼稚園 無料 0977-25-3776

大分県 別府市 ② 南っ子運動会 園児、保護者、地域の方と園での運動会 10月26日 別府市立南小学校運動場 別府市立南幼稚園 無料 0977-23-1579

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月30日～31日 境川小学校・幼稚園 境川小学校・幼稚園 無料 0977-21-0074

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月16日 南立石幼・小学校 南立石小学校 無料 0977-21-1481

大分県 別府市 ② 学校公開日･バザー 日頃の授業の様子を公開します。 11月17日 南立石幼・小学校 南立石幼・小学校 無料 0977-21-1481

大分県 別府市 ② 亀川幼小文化祭 幼稚園・小学校の合同文化祭です。 11月23日 亀川小学校体育館 亀川幼稚園・小学校 無料 0977-66-1686

大分県 別府市 ② 学校公開 日常の授業の様子の公開 10月26日 亀川小学校 亀川小学校 無料 0977-67-1064

大分県 別府市 ② 土曜授業 学校公開・授業参観 10月20日 朝日小学校・幼稚園 朝日小学校 無料 0977-67-1353

大分県 別府市 ② 朝日っ子文化祭 学習発表・親子ふれあい講座・バザー 11月10日 朝日小学校・幼稚園 朝日小学校・朝日小学校PTA 無料 0977-67-1353

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月1日 石垣小学校 石垣小学校 無料 0977-21-1404

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開。ＰＴＡ主催のバザー。 11月10日 石垣小学校 石垣小学校 無料 0977-21-1404

大分県 別府市 ② 学校公開日 文化祭リハーサル・日頃の授業公開 11月9日 上人小学校・幼稚園 上人小学校 無料 0977-67-2278

大分県 別府市 ② 文化祭 学年毎の群読・合奏等の公開 11月10日 上人小学校・幼稚園 上人小学校 無料 0977-67-2278

大分県 別府市 ② 学校公開日 日常の授業・洋舞・児童引き渡し訓練 10月13日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

大分県 別府市 ② 学校公開日 親子ふれあい参観日 11月10日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

大分県 別府市 ② 学校公開日 キッズフェスティバル 11月22日 鶴見小教室・体育館 鶴見小学校 無料 0977-24-7594

大分県 別府市 ② 春木っ子音楽会 園児・児童による音楽発表会　バザー 11月10日 春木川小学校 春木川小学校 無料 0977-67-5010

大分県 別府市 ② 授業公開 ゲストティーチャーを招いての授業公開 11月20日～21日 春木川小学校 春木川小学校 無料 0977-67-5010

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月20日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 0977-25-6380

大分県 別府市 ② 学校公開日 特別活動（スマイルグリーン集会）を公開 11月13日 緑丘小学校 緑丘小学校 無料 0977-25-6380

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月10日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月9日 大平山小学校 大平山小学校 無料 0977-25-3766

大分県 別府市 ② 開校40周年記念式典・学習発表会・ふれあいバザー 開校40周年記念式典・学習発表・PTA主催によるふれあいバザー 11月10日 大平山小学校
大平山小学校・大平山小学校
PTA

無料 0977-25-3766

大分県 別府市 ② きらめきコンサート 園児児童による音楽発表会 11月17日 南小学校 南小学校・南幼稚園 無料 0977-21-0554

大分県 別府市 ② 学校公開日 授業公開・音楽集会 11月14日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

大分県 別府市 ② 学校公開日 特別活動「どんチャレ集会 11月21日 別府中央小学校 別府中央小学校 無料 0977-22-0281

大分県 別府市 ② 学校公開日 平素の授業の様子の公開 11月9日～10日 山の手小学校 山の手小学校 無料 0977-21-0631

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日～11月9日 山の手中学校 山の手中学校 無料 0977-22-5345

大分県 別府市 ② 文化発表会 日頃の学習の成果をステージや展示で発表 10月26日 山の手中学校 山の手中学校 無料 0977-22-5345

大分県 別府市 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月5日～9日 青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

大分県 別府市 ② 文化祭 合唱コンクール、国語・英語弁論、作品展示など 10月26日 青山中学校 青山中学校 無料 0977-22-4276

大分県 別府市 ② 文化発表会 総合的な学習の時間の発表 10月29日,31日 中部中学校 中部中学校 無料 0977-22-4295

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月29日～11月7日 中部中学校 中部中学校 無料 0977-22-4295

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日～19日 北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195

大分県 別府市 ② 文化祭 合唱コンクールや弁論、学年発表など行います。 10月25日 北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195

大分県 別府市 ② 浜中祭 日頃の学習の成果を展示やステージで発表 11月17日 浜脇中学校体育館 浜脇中学校 無料 0977－22－4285

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月15日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

大分県 別府市 ② 文化祭 日頃の学習活動の発表の場 10月26日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月15日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278

大分県 別府市 ② 文化祭 日頃の学習の成果を展示やステージで発表 11月14日 鶴見台中学校 鶴見台中学校 無料 0977-23-7441

大分県 別府市 ①、③ 湯けむり歴史講座 講演「絵はがきから見る温泉町と別府」 10月6日 別府市公会堂 別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ①、③ チャレンジ学級 小学生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する。
10月9日、16日、11月13
日

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

別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 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する。 10月12日 別府市公会堂 別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ①、③ 思春期子育て学級 中学生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する。 10月17日、11月11日 別府市公会堂 別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ① 公民館子ども教室（放課後学習教室）
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する。

10月1日～11月20日
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

別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ①、③ 別府市生涯学習フェスティバル（公民館祭・発表会） 社会教育施設で学習した成果を、広く市民に紹介する。
10月20～21日、
11月3～4日

別府市西部地区・朝日大平山地区・南
部地区・北部地区・中部地区公民館

別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ①、② 高校生と乳幼児期のふれあい体験 高校生が、乳幼児やその保護者と交流し、子育ての体験活動を行う。 10月25日～11月6日 県立別府鶴見丘高校 別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ①、③ はっぴぃライフセミナー 「こころ豊かな人生を、笑顔でスキルアップ」を目標に関心のある事柄について、楽しく学習する。 10月26日、11月28日 野口ふれあい交流センター他 別府市教育庁社会教育課 無料
別府市教育庁
社会教育課
0977-21-1587

大分県 別府市 ①
温泉学一般
「別府温泉とツーリズム」

別府温泉の魅力や特徴、温泉と健康などについて希望者を対象に講義を行う。 10月4日 別府市中央公民館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

大分県 別府市 ①
温泉学一般
「温泉と健康」

別府温泉の魅力や特徴、温泉と健康などについて希望者を対象に講義を行う。 11月1日 別府市中央公民館 別府市中央公民館 無料 0977-22-4118

大分県 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、個々の役割と思いやりの精神を学ぶ。 10月13日,11月10日 北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977-67-8300

大分県 別府市 ① 子ども硬筆教室 硬筆の基礎から学ぶ。 10月21日,11月18日 北部地区公民館 北部地区公民館 無料 0977-67-8300

大分県 別府市 ① 世代間交流あすなろ学級 「家族で料理」をテーマに、みんなで調理実習に取り組みます。 11月18日 西部地区公民館 西部地区公民館 0977-23-7330

大分県 別府市 ① キッズ・チャレンジ 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6日、27日 南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

大分県 別府市 ① キッズ・アート・スクール 子ども達が絵をかいたり、工作等の造形遊びに取り組みます。 10月13日、11月10日 南部地区公民館 南部地区公民館 無料 0977-21-3401

大分県 別府市 ① 世代間交流さわやか学級 お手玉作りをとおして、世代間の交流を行います。 11月24日 朝日大平山公民館
朝日大平山公民館・別府市教育
委員会

無料 0977-66-1151

大分県 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13日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

大分県 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25日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

大分県 別府市 ① オダサク文学講座 テーマ「怖るべき女」 10月27日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 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10日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

大分県 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22日 別府市立図書館 別府市立図書館 無料 0977-23-2453

大分県 別府市 ① 秋を見つける親と子のつどい 芋ほり体験と焼きいも試食をします。どんぐりなどの木の実を使って写真たてを作ります。 10月13～14日 少年自然の家「おじか」 少年自然の家「おじか」 0977-25-4951

大分県 別府市 ① 日本庶民史 ベストセラーから日本人の文化、生き様を学びます。 10月20日,11月17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

大分県 別府市 ① 十八史略 古代史の見せ場（項羽と劉邦の対決など）を学びます。 10月13日,27日,11月24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

大分県 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26日,11月16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

大分県 別府市 ① おもしろ人生学 波乱万丈な人生から、現代を生きるヒントを学びます。 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

大分県 別府市 ① 万葉をひもとく 和歌の歴史背景や古代日本人の心情、人物像に迫ります。 10月6日,11月10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

大分県 別府市 ③ 第６３回蒼土展 別府市在住の会員を中心に、この一年間に描いた油彩・水彩・版画など約５０点を展示します。 10月3日～14日
別府市美術館
企画展示室

別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③
梅本美術研究所
　作品展Vol　９

研究所で学ぶ２歳から小学生・大人の絵画約４００点と造形作品約２００点を展示します。 10月20日～28日
別府市美術館
企画展示室

別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③
「翠窯会」
第１回作品展

毎週水曜日に、美術館の一室を借りて開催している陶芸グループの作品約６０点を展示します。 11月1日～3日
別府市美術館
市民ギャラリー

別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③
べっぷ!! 絞り!!
染め!!

染色研究家安藤宏子氏の別府温泉絞りコレクションを展示します。 11月3日～末日
別府市美術館
企画展示室

別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③
平野久美子
合同絵画教室展

荘園公民館「どんぐりの会」と公会堂「マゼンダの会」の受講生の水彩・パステルなど約６０点を展
示します。

11月7日～13日
別府市美術館
市民ギャラリー

別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③
チャーチル会別府
　第117回秋季絵画展

客員、会員２２名の作品約５０点を展示します。 11月21日～25日
別府市美術館
市民ギャラリー

別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月1日～2日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141

大分県 別府市 ② 地域ふれあい作品展② 幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
10月29日～11月2日
（予定）

大分銀行鶴見支店 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

大分県 別府市 ② 地域ふれあい作品展③ 幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示します。
11月26日～12月7日
（予定）

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

大分県 別府市 ② 第3回 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 本校の教育活動と入学試験の実施について説明します 10月27日 明豊中学・高等学校 明豊中学・高等学校 無料
入試広報部
0977-27-3311

大分県 別府市 ② 第２回体験入学 中学生が、本校の普通科、食物科、看護科の学習に参加して、高校の体験ができる。 10月20日 別府溝部学園高等学校 別府溝部学園高等学校 無料 0977－67－6908

大分県 別府市 ② 第11回文化祭
１日目　ステージ発表　フェッションシュー、文化部やクラスの発表。　２日目　クラス展示、模擬店、
個人ステージ発表

10月26日,27日 別府溝部学園高等学校 別府溝部学園高等学校 無料 0977－67－6908

大分県 別府市 ① 世界報道写真展2018 「世界報道写真コンテスト」の入賞作品を展示する写真展 9月16日～10月3日
立命館アジア太平洋大学（コンベンショ
ンホール）

世界報道写真財団、朝日新聞社
https://www.asahi.com
/event/wpph/

大分県 別府市 ③ 天空祭 ＡＰＵ学園祭（学生によるパフォーマンス、模擬店） 10月27日～28日 立命館アジア太平洋大学（キャンパス） 立命館アジア太平洋大学 無料

立命館アジア太平洋大
学スチューデントオフィ
ス
0977-78-1104

大分県 別府市 ② APUオープンキャンパス
高校生および保護者の方に入試説明会やキャンパスツアーなどに参加いただきながらAPUを体験
いただく。

11月4日 立命館アジア太平洋大学（キャンパス）
立命館アジア太平洋大学
アドミッションズ・オフィス

無料

立命館アジア太平洋大
学
アドミッションズ・オフィス
0977-78-1120

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 別府市 ③ カルチャーワゴンキャンプ 学生による国際的な文化紹介・ステージパフォーマンス・食品や物品の販売 11月4日 大分駅前中央口広場 立命館アジア太平洋大学 無料

立命館アジア太平洋大
学スチューデントオフィ
ス
0977-78-1104

大分県 別府市 ③ Love Pride 性の多様性について考えるイベント（映画上映・シンポジウム等の開催） 10月10日～12日 立命館アジア太平洋大学（キャンパス）
立命館アジア太平洋大学・　APU
Colors

無料

立命館アジア太平洋大
学スチューデントオフィ
ス
0977-78-1104

大分県 別府市 ③ 国際協力ウィーク 様々な角度からボランティア活動について考えるイベントを行います 10月15日～19日 立命館アジア太平洋大学（キャンパス） 立命館アジア太平洋大学 無料

立命館アジア太平洋大
学スチューデントオフィ
ス
0977-78-1104

大分県 別府市 ③ コリアン・ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。 10月29日～11月2日 立命館アジア太平洋大学（キャンパス） 立命館アジア太平洋大学 無料

立命館アジア太平洋大
学スチューデントオフィ
ス
0977-78-1104

大分県 別府市 ③ タイ・ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。 11月5日～9日 立命館アジア太平洋大学（キャンパス） 立命館アジア太平洋大学 無料

立命館アジア太平洋大
学スチューデントオフィ
ス
0977-78-1104

大分県 別府市 ①,③ 別府公園１日油彩スケッチ 秋の紅葉のころ、別府公園で、１日でできる油彩画またはスケッチを制作していただきます。 11月17日 別府公園 大分県立芸術文化短期大学 無料
URL:https://www.oita-
pjc.ac.jp/

大分県 別府市 ① 七島藺に挑戦 七島藺を使った伝統工芸にチャレンジする 10月8日 野口ふれあいセンター ガールスカウト大分県第15団

公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分県 別府市 ① カルタにチャレンジ 手作りカルタで遊ぼう 10月21日 野口ふれあいセンター ガールスカウト大分県第15団 無料

公益社団法人ガールス
カウト大分県連盟
TEL：097-556-6808
FAX：097-556-6849

大分県 別府市 ③
京大ウィークス２０１８
地球熱学研究施設：ライトアップ

国の登録有形文化財に指定されている大正時代のレンガ造りの建物内部とライトアップされた夕
闇に浮かぶ赤レンガの幻想的な風景を楽しめます。

10月26日〜27日
京都大学大学院理学研究科附属地球
熱学研究施設本部 国立大学法人京都大学 無料

京大ウィークス
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/week
s/2018.html
地球熱学研究施設
http://www.vgs.kyoto-
u.ac.jp/JPN/j-
events.html

京都大学大学院理学研
究科附属地球熱学研究
施設事務室
Tel：
 0977-22-0713
Fax：
 0977-22-0965

大分県 別府市 ③
京大ウィークス２０１８
地球熱学研究施設：施設公開・講演会

施設公開では研究の紹介や屋外実験・体験を、講演会では地球科学に関する最近の話題を紹介
します。

10月27日

・施設公開
京都大学大学院理学研究科附属地球
熱学研究施設本部
・講演会
別府市男女共同参画センター　あす・
べっぷ

国立大学法人京都大学 無料

京大ウィークス
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/week
s/2018.html
地球熱学研究施設
http://www.vgs.kyoto-
u.ac.jp/JPN/j-
events.html

京都大学大学院理学研
究科附属地球熱学研究
施設事務室
Tel：
 0977-22-0713
Fax：
 0977-22-0965

大分県 由布市 ② ふれあいＰＴＡ 児童・保護者・地域の方との交流 11月4日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

大分県 由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 10月30日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

大分県 由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 11月1日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

大分県 由布市 ② ふれあいPTA 県P連指定研発表会において地域保護者による授業公開を行います。 11月25日 由布川小学校 由布川小学校PTA 無料 097-583-0751

大分県 由布市 ② 夢授業 地域や保護者の方が先生となって児童に授業を行います。 10月27日 由布川小学校 由布川小学校PTA 無料 097-583-0751

大分県 由布市 ② オープンスクール 学校公開・授業参観で日頃の授業の様子を公開 11月9日 挾間小学校 挾間小学校 無料 a54540@oen.ed.jp

大分県 由布市 ② 秋季大運動会 運動会の様子を公開 9月16日 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

大分県 由布市 ② 学校公開 日頃の学習の様子を公開 10月下旬 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

大分県 由布市 ② ふれあいPTA 授業公開と体験活動 11月3日 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大分県 由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

大分県 由布市 ② ふれあい集会 昔の遊びを通して地域の高齢者の方とのふれあい交流 11月1日 東庄内小学校 東庄内小学校 無料 097-582-0241

大分県 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 11月上旬 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

大分県 由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

大分県 由布市 ② ふるさと祭り 収穫したもち米を使ってのもちつき大会や学習発表会等 11月18日 阿蘇野小学校 阿蘇野小学校 無料 097-585-1421

大分県 由布市 ①,②,③ 由布っ子まつり
地域の方の指導により地域の方とのつながりを深める。子ども、保護者、地域の方、教職員の交
流の場

10月30日
由布院小学校、公民館、
コミュニティセンター等

由布院小学校
由布院小学校PTA

無料 0977-84-2031

大分県 由布市 ①
かわにし
文化収穫祭

育てた菊を飾り、全校での出し物披露。
６年生が出店。

11月11日 川西公民館 川西公民館 無料 0977-84-5022

大分県 由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開。 11月8日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329

大分県 由布市 ②
ふれあい
みなこい祭り

地区と小学校共催の交流活動 10月28日
塚原小学校
体育館

塚原小学校 無料 0977-85-4141

大分県 由布市 ③ 文化芸術教室 湯布院で活躍する源流太鼓演奏者による体験教室 11月9日
塚原小学校
体育館

塚原小学校 無料 0977-85-4141

大分県 由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

大分県 由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月2日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

大分県 由布市 ② 文化祭 学校生活における様々な文化的活動の発表会 11月17日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

大分県 由布市 ② 文化発表会 文化発表会での取組（弁論・合唱・展示）の様子を参観してもらう。 10月27日
庄内中学校
体育館

庄内中学校 無料 097-582-0014

大分県 由布市 ② 学校公開日 日頃の生徒の活動の様子を見てもらう。 11月15日 庄内中学校 庄内中学校 無料 097-582-0014

大分県 由布市 ② 文化祭 学校生活における様々な文化的活動の発表会 11月4日 湯布院中学校 湯布院中学校 無料 0977-84-2026

大分県 由布市 ② 園公開日 日頃の保育の様子を公開 10月30日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

大分県 由布市 ② 園公開日 日頃の保育の様子を公開 11月1日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

大分県 由布市 ② ふれあいＰＴＡ 親子ふれあいＰＴＡの様子を自由に参観 11月4日
石城幼・小
グラウンド

石城幼稚園 無料 097-583-0161

大分県 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13日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

大分県 由布市 ② 体験保育 未就園児との交流会です 10月31日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

大分県 由布市 ② 祖父母参観 祖父母との交流会です 11月7日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

大分県 由布市 ② 芋ほり 秋の実り収穫体験をします 11月8～9日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399

大分県 由布市 ④ 音楽会 挾間町の幼稚園児から中学生までが歌や合奏を発表します 11月19日 挾間みらい館
由布市教育振興会
(石城小学校)

無料 097-582-0772

大分県 由布市 ② サッカ－を楽しもう 指導者が来園しサッカ－の楽しさを学びます 10月3日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

大分県 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 10月18日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

大分県 由布市 ② 祖父母と遊ぼう おじいちゃん、おばあちゃんと触れ合います 10月25日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

大分県 由布市 ② ラグビ－を楽しもう 指導者が来園しラグビ－の楽しさを学びます 11月6日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

大分県 由布市 ② ラグビ－を楽しもう 指導者が来園しラグビ－の楽しさを学びます 11月13日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

大分県 由布市 ② ふれあいＰＴＡ 保育参観とふれあい体験活動 11月3日 谷小学校・幼稚園 谷小学校・幼稚園 無料 097-583-3966

大分県 由布市 ② 園公開日 日頃の園様子を公開 11月1日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757

大分県 由布市 ② 食育活動 お魚教室 １１月 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 197-582-1757

大分県 由布市 ② 祖父母参観 祖父母の皆さんとのふれあい活動 11月中旬 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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大分県 由布市 ② 公開保育 未就園児を招待 11月1日 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

大分県 由布市 ② 大運動会 園児と保護者・祖父母と地域の方で運動会をする 10月6日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

大分県 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する 10月16日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

大分県 由布市 ② 芋掘り大会 山崎地区の方と芋ほりをする 10月31日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

大分県 由布市 ②
祖父母参観・
餅つき大会

祖父母と一緒に餅つきをする 11月9日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

大分県 由布市 ② 湯布院地区音楽会 湯布院町の幼稚園・小学校・中学校が参加して歌や学校を披露する 11月20日 湯布院中学校
由布市教育振興会
(川西小学校)

無料 0977-84-2329

大分県 由布市 ②，③
大龍祭文化の部第１日
大龍祭体育の部

本校教育活動に対する保護者・地域へのアピール
学年，ホームルーム，部，委員会の企画・発表など

9月30日
10月2日

由布高校 由布高校 無料
由布高校
097-582-0244

大分県 由布市 ② 由布高校体験入学会
学校説明，学校施設見学，部活動見学，体験授業
など 由布市外中学３年生および保護者対象

10月20日 由布高校 由布高校 無料
由布高校
097-582-0244

大分県 由布市 ② 長宝祭２０１８ 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月17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

大分県 由布市 ② 作品展示 作品展示 11月 イオン挾間店 大分県立由布支援学校 無料 097-582-0326

大分県 由布市 ②，③ 大分大学医学部第15回医学部祭

文化会，体育会等各団体が，多彩な企画を展開し，各自それぞれ責任を持って運営することで大
分大学生としての自覚を促すとともに，地域の方と交流を深めます。また，医療系の企画において
日頃の学習成果を発表することを通して，地域の方に対し生活習慣病等の予防などの普及・啓発
を図ります。
また，高校生を対象とした「学生によるオープンキャンパス」（10月7日のみ）を開催します。

10月6～7日 大分大学挾間キャンパス 大分大学医学部祭実行委員会 無料
学務課
総務・入試グループ
097-586-5510

大分県 由布市 ②，③ 大分大学医学部第15回医学部祭

文化会、体育会等各団体が、多彩な企画を展開し、各自それぞれ責任を持って運営することで大
分大学生としての自覚を促すとともに、地域の方と交流を深めます。また、医療系の企画において
日頃の学習成果を発表することを通して、地域の方に対し生活習慣病等の予防などの普及・啓発
を図ります。
また、高校生を対象とした「学生によるオープンキャンパス」（10月7日のみ）を開催します。

10月6～7日 大分大学挾間キャンパス 大分大学医学部祭実行委員会 無料
学務課
総務・入試グループ
097-586-5510
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