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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 問い合わせ先 備考
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。 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。バサジー大分来校 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 公開保育 幼稚園・小学校・地域の方との交流の様子を公開します。 11月予定 四日市幼稚園 四日市幼稚園 無料 0978-32-0351 開催日時未定
大分県 宇佐市 ② キラキラコンサート 文化庁後援劇団ドリームカンパニーのミュージカル 10月8日 長峰小学校 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公開 11月19日 長峰小学校 長峰小学校 無料 0978-32-0344
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の場 11月9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 ③ なんぶん市 地域の文化祭 11月2日 南院内小学校体育館 南院内さとづくり協議会 無料 0978(42)5034
大分県 宇佐市 ③ ふるさと音楽祭 院内町小中４校が一堂に会し合唱発表 11月15日 院内文化交流ホール 院内教育振興 無料 0978(42)5034
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22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 ① 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 高家小学校・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9日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304
大分県 宇佐市 ① 人権講演会 人権教育を深めるため、講師を招待して、保護者と教職員の学習会 11月29日 高家小学校 高家小学校 無料 0978-32-0304
大分県 宇佐市 ② 学校公開日 日頃の授業の容子を公開 11月9日 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055
大分県 宇佐市 ② 人権集会 学級決議の中間総括・個人意見の交流 11月 宇佐中学校 宇佐中学校 無料 0978-37-0055

大分県 宇佐市 ①② 秋祭り文化祭 地域と小学校の合同文化祭 11月3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 三世代の集い
日頃から様々な形で協力していただいている地域の方に、児童・保護者が感謝の
気持ちを伝える場として設定された。今年で35年目を迎え、地域と学校と保護者を
つなぐ大切ね場になっている。

11月10日 糸口小体育館・教室
糸口小学校
糸口小学校PTA

無料
糸口小学校
0978-32-0274

大分県 宇佐市 ② 学校公開日 子ども祭り 日頃の授業の様子を公開.親が企画した子どもたちにゲームをさせ、親子で楽しむ 11月9日 豊川小学校 豊川小学校　PTA 無料 0977-32-0098
大分県 宇佐市 ② 昔の遊び 地域の高齢者とふれあう（1年生と） 11月15日 豊川小学校 豊川小学校 無料 0977-32-0099
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18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9日 駅館小学校 駅館小学校 無料 0978-32-0404
大分県 宇佐市 ① 副城址祭り 地域のお祭りに参加し、本校児童の合唱発表やPTAのバザー等を実施予定。 10月5日 副地区 院内中部小学校 無料 0978‐42‐5601
大分県 宇佐市 ① ふれあい広場 保護者や地域の方を招いての学習発表会 11月9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 教育の日（学校公開日） 日頃の授業の様子を公開 10月17日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

大分県 宇佐市 ②③
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9日 佐田小学校 佐田小学校 無料 0978-44-0154

大分県 宇佐市 ③
文化キャラバン
人形劇

40～60分程度で人形劇を講演。
地域・保護者にもよびかけ、児童と一緒に観劇します。

11月9日 横山小学校 NPO法人大分県芸振 無料 0972-22-5287

大分県 宇佐市 ②③ 文化行事 合唱と弁論の発表・作品展示 11月23日 院内文化交流ホール 院内中学校 無料 0978-42-5008

大分県 宇佐市 ②③ ふるさと音楽祭 町内の小学校・中学校の合唱発表 11月15日 院内文化交流ホール
院内町
教育振興協議会

無料 0978-42-5008

大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日 授業公開 10月18日 四日市北小 四日市北小 無料 0978-32-0049 3・4校時を公開
大分県 宇佐市 ② 学校公開日 地域や保護者に授業を公開する 10月18日 安心院中学校 安心院中学校 無料 0978‐44‐0004
大分県 宇佐市 ② 学校公開日 地域や保護者に授業を公開する 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 ② 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 ② 後期校内研究会 地球未来科の授業公開 10月～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 よりもフェスティバル 文化的な発表会をしたり、親子ふれあい活動をしたりします。 11月17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 ふれあい文化祭 PTAと共催で文化活動の発表をします。 10月27日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料 0978－48－2305
大分県 宇佐市 ② 巡回公演 劇団風の子九州の公演があります。 11月6日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料 0978－48－2305
大分県 宇佐市 ② 津房探訪ツアー まちづくり協議会の協力で津房を探訪します。 11月10日 宇佐市立津房小学校 宇佐市立津房小学校 無料 0978－48－2305
大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日　授業公開 地域の方に授業を公開　2～3校時 10月19日 安心院小学校 安心院小学校 無料 0978-44-0025
大分県 宇佐市 ② 宇佐市教育の日　授業公開 地域の方に授業を公開　1・2校時 11月9日 安心院小学校 安心院小学校 無料 0978-44-0025
大分県 宇佐市 ① 地域クリーン活動 あじむ町づくり協議会、保護者の方と児童が校区内のごみ拾い、清掃活動を行う 11月20日 安心院小学校周辺 安心院小学校 無料 0978-44-0025
大分県 宇佐市 ③ 教育文化祭 各学年の学習発表、全校合唱 12月3日 安心院小学校体育館 安心院小学校 無料 0978-44-0025
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19日 八幡小学校 八幡小学校 無料 0978ー32ー0279
大分県 宇佐市 ② PTA子育て講演会 性についての講演 10月11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16日 宇佐市立西部中学校 宇佐市立西部中学校 無料 0978-32-0072 日にちは予定
大分県 宇佐市 ② 校内合唱コンクール 合唱発表 11月29日 宇佐市立西部中学校 宇佐市立西部中学校 無料 0978-32-0072 日にちは予定
大分県 宇佐市 ② 土曜授業 日頃の授業の様子を公開 10月 5日 宇佐市立封戸小学校 宇佐市立封戸小学校 無料 http://syou.oita-
大分県 宇佐市 ② 宇佐教育の日 日頃の授業の様子を公開 10月18日 宇佐市立封戸小学校 宇佐市立封戸小学校 無料 http://syou.oita-
大分県 宇佐市 ② 生花教室･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 宇佐市立封戸小学校 宇佐市立封戸小学校 無料 http://syou.oita-

大分県 宇佐市 ② のびっ子祭り 学習発表会の地域公開 12月 1日 宇佐市立封戸小学校
宇佐市立封戸小学校
宇佐市立封戸小学校ＰＴＡ

無料
http://syou.oita-
ed.jp/usa/fube/

大分県 宇佐市 ② 和間っ子学習発表会 地域の方を招き、学年ごとに学習・体験等で学んだことを発表 11月9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(宇佐教育の日) 日頃の授業の様子を公開 11月9日 長洲小学校 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21日 長洲小学校 長洲小学校 無料 0978-38-1234
大分県 宇佐市 ② 大運動会 地域とともにある運動会 9月29日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348
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9日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348
大分県 宇佐市 ② 学校公開日 マラソン大会 12月14日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348
大分県 宇佐市 ② 学校公開日 カルタ・百人一首大会 1月18日 天津小学校 天津小学校 無料 0978-32-0348
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9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 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
に見ていただく。

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 院内ふれあいフェスタ 音楽発表をしたり地域の人と遊んだり食事をします。 11月24日 院内北部小体育館 院内北部小 無料 0978-42-5201

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。
11月8日
14:05~15:55

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

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～8日

宇佐高校 宇佐高校 無料 http://kou.oita-ed.jp/usa/ 0978-37-0118

大分県 宇佐市 ①③
令和元年度特別展「来豊者－彼ら
が見たおおいた－」

大分県を訪れた文人等に関する資料を展示します。 9月27日～11月10日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館
http://pref.oita.jp/site/rekishiha
kubutsukan/

大分県 宇佐市 ①③ 記念講演会「耶馬溪図巻を「よむ」」 特別展「来豊者」の記念講演会です。 10月13日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館 無料
http://pref.oita.jp/site/rekishiha
kubutsukan/

講師：花本哲志氏
（頼山陽史跡資料

第61回「教育・文化週間」関連行事



大分県 宇佐市 ①③ 企画展「日本刀の美」 所蔵品を中心とする大分の名刀を紹介します。 11月22日～1月13日 大分県立歴史博物館 大分県立歴史博物館
http://pref.oita.jp/site/rekishiha
kubutsukan/

大分県 宇佐市 ② 体験入学 普通科、看護学科の紹介および各種体験 10/11、12 柳ヶ浦高等学校 柳ヶ浦高等学校 無料 0978‐38‐0033

大分県 宇佐市 ②③④
第4４回大分県高等学校総合文化
祭県北・久大大会

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13～15日 宇佐文化会館（ウサノピア） 大分県高等学校文化連盟 無料 http://kou.oita-ed.jp/oitakobun/

大分県 宇佐市 ①② こどもひろば 地域に開かれた園として、地域との交流を通して子育て支援を行います。 11月30日 豊川こども園
社会福祉法人愛育福祉会
幼保連携型認定こども園
豊川こども園

無料
豊川こども園
0978-32-0863

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17日 臼杵市立下ノ江小学校 臼杵市立下ノ江小学校 無料 0972-67-2209
大分県 臼杵市 ② 下北っ子ふれあい行事 児童と保護者、地域の方と協力した活動を行います。 11月9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17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 ① 家族参観日 親子で防災学習を行う 10月27日 市浜小学校 市浜小学校PTA 無料 0972-62-2369

大分県 臼杵市 ① 竹宵参観日 竹宵オブジェ制作・設置を親子で一緒に行う。 11月2日
福良ヶ丘小学校
サーラ・デ・うすき

福良ヶ丘小学校 無料 0972-62-2320

大分県 臼杵市 ② うすきふれあい学校 避難訓練（早朝登校時）・防災スタンプラリー 10月26日 臼杵小学校・臼杵公園 臼杵小学校・ＰＴＡ 無料 臼杵小学校
大分県 臼杵市 ② うすきふれあい学校 日頃の授業の様子を公開・うすき竹宵のオブジェを親子で作ります 11月2日 臼杵小学校 臼杵小学校・ＰＴＡ 無料 臼杵小学校

大分県 臼杵市 ①③ 寺子屋まつり
・学習発表　
・美術、書写、手芸等の作品や　太鼓、獅子舞等（芸能）の鑑賞　
・バザー

10月27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

臼杵市野津町大字吉田161
0974-32-3333
臼杵市野津町大字西畑600番地
0974-32-2151

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16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
臼杵市野津町大字西畑600番地
0974-32-2151

大分県 臼杵市 ③ 文化祭（公開）
ステージ発表・作品展示・合唱・英語弁論
国語弁論・特認校説明会・郷土芸能など

11月23日 南中学校 南中学校 無料 0972-65-3223

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。

10月15日～18日 西中学校 西中学校

大分県 臼杵市 ②③ 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

大分県 臼杵市 ② 学校公開日 授業公開（保護者・地域） 10月28日～11月8日 臼杵市立野津中学校 臼杵市立野津中学校 無料 0974-32-2039
大分県 臼杵市 ② 文化祭 学級展示、合唱、地域の方の作品展示 11月23日 臼杵市立野津中学校 臼杵市立野津中学校 無料 0974-32-2039

大分県 臼杵市 ②③ 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16日(土) 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/index.html

0972-63-3678
入場は無料ですが、
販売品は有料となり
ます。

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28日～11月1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 ① 市チャリティーショー 市のチャリティーショーへ年長児・年中児が参加 11月24日 野津中央公民館 臼杵市社会福祉協議会 0974-32-3656

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19日～11月10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 日常の保育の様子を公開します。 11月12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19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 親子運動遊び 親子レクレーションの様子を公開し、未就園児を招待します。 10月12日
南大分幼稚園園庭
（雨天：南大分小学校体育館）

南大分幼稚園 無料 097-543-8615

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。 10月26日 南大分幼稚園 南大分幼稚園 無料 097-543-8615
大分県 大分市 ② オープンスクール 未就園児の会「ちびっこ広場」のお友だちと一緒にリトミックをする様子を公開しま 11月22日 南大分幼稚園 南大分幼稚園 無料 097-543-8615
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5日 豊府幼稚園 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 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1日 豊府幼稚園 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 運動会の様子を公開し未就園児を招待します。 10月12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 オープンスクール 日頃の保育の様子(ごっこ遊び）を公開します。 11月21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。 10月26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14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 園内運動会 園内運動会の様子を公開します。未就園児を対象にした競技に参加していただき 10月5日 桃園小学校体育館 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 未就園児、園児が一緒に運動会ごっこを行います。 10月16日 桃園幼稚園ホール 桃園幼稚園 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12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 子育て支援事業「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14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 オープンスクール 日常の保育の様子を公開します。 10月25日 舞鶴幼稚園 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 未就園児をサファリごっこに招待します。 11月14日 舞鶴幼稚園 舞鶴幼稚園 無料 097-551-8560

大分県 大分市 ②
ファミリーフェスタ
（オープンスクール）

日常の保育の様子を公開します。 11月2日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706

大分県 大分市 ② 子育て支援教室「にこにこ広場」 未就園児をラクテンチごっこに招待します。 11月12日 別保幼稚園 別保幼稚園 無料 097-521-1706
大分県 大分市 ② 園内運動会 未就園児を幼稚園運動会に招待します。 10月11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 未就学児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月6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 日頃の保育の様子を公開します。 11月6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 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26日 高田幼稚園 高田幼稚園 無料 097-521-1902
大分県 大分市 ② 園内運動会 松岡幼稚園の運動会に招待します。 10月12日 松岡小学校　体育館 松岡幼稚園 無料 097-520-0305
大分県 大分市 ② ホリデーＰＴＡ 大分教育の日ホリデーＰＴＡに参加します。 11月2日 松岡小学校 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3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へ招待します。 11月27日 戸次幼稚園 戸次幼稚園 無料 097-597-3420
大分県 大分市 ② ふれあい運動会 ふれあい運動会に未就園児を招待します。 10月13日 判田幼稚園 判田幼稚園 無料 097-597-0195
大分県 大分市 ② 自由参観日 ハーモニーランドごっこに保護者や未就園児、地域の保育園児を招待します。 11月21日　11月22日 判田幼稚園 判田幼稚園 無料 097-597-0195

大分県 大分市 ② 親子レクレーション 未就園児を親子レクレーションに招待します。 10月11日
東稙田幼稚園
（雨天時は東稙田小学校体育館）

東稙田幼稚園 無料 097-541-2964

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 東稙田幼稚園 東稙田幼稚園 無料 097-541-2964
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2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13日 稙田幼稚園 稙田幼稚園 無料 097-541-3347
大分県 大分市 ② 園内レクレーション 未就園児、地域の方を園内レクレーションに招待します。 10月11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 未就園児をハーモニーランドごっこに招待します。 11月7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。（参加可の競技有） 10月19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 未就園児や地域の方、保護者などをハーモニーランドごっこに招待します。 11月7日 敷戸幼稚園 敷戸幼稚園 無料 097-568-3939



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。 10月18日 宗方幼稚園 宗方幼稚園 無料 097-541-4949
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26日 宗方小学校・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で遊びます。 11月6日 大在幼稚園 大在幼稚園 無料 097-592-0217
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で遊びます。 11月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します。 11月2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19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 園内運動会 幼稚園の運動会に招待します。（競技を見たり、参加したりします。） 10月12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（オープンスクー 子どもたちの作ったハーモニーランドに招待します。（手作りの乗り物で遊びます。） 11月14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26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 日常の保育を公開します。 11月12日 野津原幼稚園 野津原幼稚園 無料 097-588-0667

大分県 大分市 ③ 大友氏遺跡フェスタ ステージイベント、茶会、ひき馬　等 10月13日（日） 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　537-5682

大分県 大分市 ① 大友氏館跡現地説明会 大友氏館跡の発掘調査情報を、現地で担当職員やボランティアガイドが解説 10月13日（日） 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　537-5711

大分県 大分市 ① 府内城宗門櫓修復工事見学会 江戸時代の建物である宗門櫓の修復途中の状況を公開する見学会を実施する。 10月19日（土） 城址公園内　宗門櫓 大分市教育委員会 無料
大分市教育委員会
文化財課　578-7546

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5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「土の鈴作り」 粘土を使ってオリジナルの土の鈴を作ります。 11月16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2日 大分市歴史資料館 大分市歴史資料館
大分市歴史資料館
097－549－0880

大分県 大分市 ①③ 特別展「大分の禅」
禅寺の名品や大友宗麟ゆかりの品などを集め、大分の地に花開いた禅の文化を
紹介します。

～11月4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 ①③ 特別展　展示解説講座「大分の禅」 特別展の展示解説講座です。 10月6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 ①③ 特別展　記念講演会 特別展の記念講演です。 10月13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 ①②③ 磯崎新　第3の空間展
世界的建築家でありながら思想、美術、デザインなど多岐にわたる分野で活躍す
る、磯崎新が手掛けた数々のプロジェクトを紹介します。

～11月24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 ①②③ 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 ①②③
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7日，11月4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 ①②③ 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。 11月2,9,16,23,30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 ①②③
子ども講座
秋の美術教室「岩絵の具って、な～
に？日本画に挑戦！」

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12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
秋の読書週間事業
文化講演会

獣医師　神田岳委 氏による文化講演会 11月4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からの児童に向けて読み聞かせを行い
ます。

11月2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
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9～10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 ① 読み聞かせ広場
選んでもらった好きな本をボランティアさんが読み聞かせしてくれます。（幼児対象）
（毎週日曜日）

10月6、13、20、27日
11月3、10、17、24日

県立図書館子ども室
（ﾏｯﾄｺｰﾅｰ)

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分県 大分市 ① おはなし会2･3･4 わらべうたや絵本の読み聞かせの乳幼児～幼児向けのおはなし会です。 10月2日、11月6日
県立図書館子ども室
（おはなしのへや)

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分県 大分市 ① おはなし会
幼児～小学生向けのおはなし会です。
（毎週土曜日、第3土曜日を除く）

10月5、12、26日
11月2、9、23、30日

県立図書館子ども室
（おはなしのへや)

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

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

10月19日、11月16日
県立図書館子ども室
（おはなしのへや)

県立図書館 無料
子ども室
097-546-9972

大分県 大分市 ③ 文化講演会
「人生の糧となる面白い本」
講師に出口治明氏（立命館アジア太平洋大学学長）をお招きします。

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

10月14日.22日.11月23
日

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

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

10月16日.11月15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 ①③④ 大分県立図書館読書週間行事
「読書週間」の趣旨に基づき、10月27日（日）～11月9日（土）の期間に、年間計画に
ある行事に加えて、大人から子どもまで楽しめる読書週間行事を実施します。

10月27日～11月9日 県立図書館 県立図書館 無料
県立図書館学校・地域支援課
097-546-9978

大分県 大分市 ①
佐藤美枝子客員教授声楽公開レッ
スン

チャイコフスキー国際音楽コンクール声楽部門で日本人唯一第１位入賞を果たし
た佐藤美枝子客員教授による公開レッスンを聴講できます。

10月5日、6日
大分県立芸術文化短期大学　音楽
ホール棟音楽ホール

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

大分県 大分市 ③ 第55回定期演奏会
音楽科全学生による合唱とオーケストラのコンサート。ロシアの大地を思わせる雄
大さ、哀愁をオーケストラのサウンドで堪能してください。

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
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 ① フリー・アカデミー
全国の美術系大学に先駆け、地域の皆さまと本学美術科美術専攻の学生とが共
に学び合い、油彩画や日本画などの絵画制作をとおして絵画表現を探求するため
の講座を開講します。

１０月～１月の金曜日
３限・４限（13:00～
16:10）
 全１５回

大分県立芸術文化短期大学
美術棟等の教室及び周辺屋外

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

大分県 大分市 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。

10月25日、26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
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 ③
『ベルカントへの誘い』～行天祥晃、
芸短大での15年を振り返り～

イタリアオペラを中心に演奏及び研究活動を行ってきた行天准教授のもとから羽ば
たいた声楽の卒業生達が芸短大に帰り、在学生と共にオペラアリアや重唱、そして
合唱を演奏します。

11月3日
大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟音楽ホール

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

要整理券（音楽科副
手室への事前申し
込み）



大分県 大分市 ③
学長プロジェクト「舞台芸術体験『と
りてんたろう物語』」

小学生を対象に、日本昔話の桃太郎をベースとした創作劇「とりてんたろう物語」を
上演します。演技をする演者、舞台背景や衣装を作る美術、歌や効果音を担当す
る音響に分かれ、最後はみんなでひとつの物語を作ります。

11月9日、10日
大分県立芸術文化短期大学
体育館

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

大分県 大分市 ① 「超」仕事力実践特講
大学生と若手社会人を対象として、現代社会で「はたらく」ための「あり方」と「やり
方」を理解し、将来に拡がる多様な進路や仕事を自らの手で選択する力を養う＜
「超」仕事力実践特講＞を開催します。

11月9日、23日
大分県立芸術文化短期大学
人文棟102講義室

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

大分県 大分市 ③
音楽科コンサートシリーズNo.104
「ピアノコース演奏会～ピアノ音楽
への誘い～」

本学　音楽科・専攻科音楽専攻ピアノコースの学生による演奏会。ピアノ独奏曲、
２台ピアノアンサンブルなど、ピアノの魅力を披露します。

11月13日
iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール

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

大分県 大分市 ③

第10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　海外選手とTALK 

「第39回大分国際車いすマラソン大会に出場する海外選手たちを招き、車いすマラ
ソンやパラスポーツについて楽しく語ってもらいます。 コーディネーターは、同大会
に出場するプロ車いすランナー(OBSラジオやTOSテレビでも活躍中)の廣道純選
手。

11月13日
大分県立芸術文化短期大学
人文棟大講義室

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

大分県 大分市 ①
学長プロジェクト「ダンボールこども
遊園地」

「ダンボール」という身近な素材で遊べる2日間かぎりの「こども遊園地」をつくりま
す。目玉は、巨大迷路やスタンプラリーです。また、遊園地の住人であるだんぴょ
んのお家や空気砲で遊べるコーナーも用意しています。

11月16日,17日
大分県立芸術文化短期大学
体育館

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

大分県 大分市 ③
波多野睦美・宮本修　ジョイントリサ
イタル　二つの『冬の旅』（シューベ
ルト）

『冬の旅』に魅せられた二人のジョイントリサイタル。ベートーヴェン没の1827年2月
完成の第一部12曲を宮本が、シューベルト没の1828年1月完成の第二部12曲を波
多野が歌う。感性の違う二人の『冬の旅』が楽しめ、聴ける。

11月17日
大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟音楽ホール

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

要整理券（音楽科副
手室への事前申し
込み）

大分県 大分市 ③ 青島広志　トークイベント
「クラシックって難しい、敷居が高い！」と思われがちですが、クラシック界のエン
ターテイナーこと青島広志氏がそんなイメージを吹き飛ばします。青島トークで作曲
家達の豊かな人間性、知られざるエピソードを面白おかしく解説してくれます。

11月17日
大分県立芸術文化短期大学
人文棟大講義室

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

大分県 大分市 ③
芸文短大ピアノ教員による演奏会
～新たな響きとともに～

本学の新しい音楽ホールと新しいピアノを記念して本学ピアノコース教員によるピ
アノソロ、ピアノアンサンブルのコンサート。ピアノコース教員全員が総力を挙げて
ピアノ音楽の魅力をお伝えします。

11月30日
大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟音楽ホール

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

要整理券（音楽科副
手室への事前申し
込み）

大分県 大分市 ① 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。

未定（10月～12月）
大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟音楽ホール

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

大分県 大分市 ①
学長プロジェクト「アート＆スポーツ
プロジェクト（仮称）」

地元スポーツクラブと芸短が協同してスポーツとアートのイベントを開催します。小
学生を対象としてスポーツ教室やスポーツをテーマとしたアートワークショップなど
を行います。

10月～12月に開催予
定

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

大分県 大分市 ② 授業公開 地域の小中学校等の教職員に向けての授業公開です。 10月25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図工･美術等の作品展示です。 10月28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
大分支援学校の児童生徒による学習成果発表会です。作品展示、作業製品の販
売などをおこないます。

11月16日 大分支援学校 大分支援学校 無料 097-527-2711

大分県 大分市 ②③
大分県立盲学校　幼児児童生徒作
品展示

視覚障がいのある幼児児童生徒の絵画等の作品を展示し、地域の方々に本校の
学習活動を成果を鑑賞していただきます。

11月5日～11月15日 大分県信用組合金池支店 大分県立盲学校 無料 097-532-2638
開催日程は予定で
す。10月上旬までに
確定します。

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
を行います。

10月25日 大分県立盲学校 大分県立盲学校 無料 097-532-2638

大分県 大分市 ② オープンスクール 学校説明や授業・施設見学および入学者募集要項説明 10月6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。 10/8～31 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 大分マルシェ 現在、詳細について検討中です。 10月5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 ② おおいた夢色音楽祭 現在、詳細について検討中です。 10月19、20日 若草公園 おおいた夢色音楽祭実行委員会
097-544-3551
福徳学院高等学校

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15日～11月15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 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10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7日 大分東高校 大分東高校 無料 097-592-1064
大分県 大分市 ② 埋蔵文化センターコンサート 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 9月21日 文化財センター能楽堂 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 9月
大分県 大分市 ② 第15回定期演奏会 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 10月19日 音の泉ホール 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981
大分県 大分市 ② 美術制作展 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 12/17-12-22 大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 12月
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21日 大分市美術館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 12月

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26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

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

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

約500名

大分県 大分市 ①
大分高専公開セミナー　はやぶさ2 
とリュウグウ

現在 はやぶさ2 がリュウグウで探査を行っています。これから、その報告が新聞テ
レビで連日報道されるでしょう。その意味を理解できるようにはや
ぶさ２の基礎を把握しておこう。

11月9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

無料
http://www.oita-
ct.ac.jp/other/koza/koza_index.
html

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

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28日～11月1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 文化祭
日ごろの文化的学習活動の成果を発表し、クラス、学部、全体の連帯感を深め、感
動する心や責任・協力などの社会的態度を育成する。

2019/11/16
(土)9：00～

大分県立聾学校 大分県立聾学校 無料 097－543－2047

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1日～8日 大分県立爽風館高等学校 大分県立爽風館高等学校 無料 097-547-7700 電話にて要予約

大分県 由布市 ②③ 大分大学医学部第17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。

10月12～13日
大分大学
挾間キャンパス

国立大学法人大分大学
医学部祭
実行委員会

無料
大分大学
学務課総務・入試グループ
（097-586-5511）

大分県 大分市 ② 青垣祭 合唱コンクールを中心とした文化祭です。 10月22日 iitikoグランシアタ
国立大学法人大分大学教育学部附
属中学校

無料
【大分大学教育学部附属中学
校HP】http://www.jhs.oita-

大分大学教育学部
附属中学校097-543-6731

大分県 大分市 ③ 蒼稜祭（学園祭）
体育会、文化会、各学部自治会生協学生委員会の『大分大学八団体』の連携のも
とに実施されます。参加する学生たち準備を積み重ね、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。

11月2日～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HP】
https://www.oita-u.ac.jp/

大分大学学生支援課
097-554-7443



大分県 大分市
①②
③④

高校生なるほどアイデアコンテスト
2019

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。

11月4日 大分大学経済学部
大分大学、大分県教育委員会、
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2019】
http://www.ec.oita-
u.ac.jp/narukon/2019/

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

大分県 大分市 ①②④
第9回低温度差スターリングエンジ
ン競技会・発表会（前日にワーク
ショップ開催）

お湯で動く機械「低温度差スターリングエンジン」を題材に、児童・生徒・大学生・院
生・大学教員・民間企業に所属するエンジニア等が交流をします。自分で製作した
「お湯で動く機械」を披露すると共に、情報交換を行います。

11月8日～9日
大分大学旦野原キャンパス理工9
号館1階

一般社団法人日本機械学会

【低温度差スターリングエンジン
競技会・発表会　参加の手引
き】
https://www.jsme.or.jp/tsd/Stirl
ing/LTDSECP191109_tebiki.pdf

大分大学理工学部機械コース
097-554-6064

国立大学法人大分
大学が，関連する工
作教室を7月・8月に
開催し，また共催承
認申請を7月に受理
しています

大分県 大分市 ②
九州国公立幼稚園・こども園会教
育研究大会大分大会

「“わくわく”“びっくり”“はてな”がいっぱい　しんけん遊ぶ子」を大会主題として、未
来へつながる幼児教育の推進を目的とした研究発表が行われます。

11月8日～9日 別府ビーコンプラザ 九州国公立幼稚園・こども園会
大分大会実行委員会　別府市立石
垣幼稚園　0977-23-6616

大分県 大分市 ②
第10回
学校給食フェア

学校給食における食育に関する取り組みの紹介等
11月16日（土）
10：00～14：00

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 ③ 秋季企画展「大分のキリスト教史」
ふるさと大分の歴史と文化の特徴であるキリスト教の歴史を紹介するとともに、バ
チカン図書館で実施している「マレガ・プロジェクト」の成果もお知らせします。

9月21日～11月4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 先哲・歴史講座 大分の近現代の文化に足跡をのこした人々を紹介します。 10月9日 豊の国情報ライブラリー視聴覚 先哲史料館 無料 097-546-9380

大分県 大分市 ③ 大分・長崎交流講座
16世紀にキリスト教の拠点となった大分、江戸時代以後も海外との窓口になった長
崎。２つの地域間の文化や情報などの交流の様子を紹介します。

10月6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 大分・長崎交流講座
「マレガ・プロジェクト」の成果と大分のキリスト教の歴史を紹介します。九州の地域
間交流の試みとして実施。

10月27日 長崎歴史文化博物館ホール
先哲史料館
長崎学研究所

無料 097-546-9380

大分県 大分市 ③ 国際シンポジウム
「マレガ・プロジェクト」の成果を、バチカン図書館そして国文学研究資料館など共
同調査機関の研究者から報告・紹介します。

10月26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 冬季企画展「おおいたの中世」 豊後国と大友氏の歴史を中心に、戦国時代までの古文書を展示・紹介します。 11月12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 先哲・歴史講座
重光葵の足跡について、外務省で同僚であった上田仙太郎との交流を通して紹介
します。

11月6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 ② 授業公開週間 日頃の授業の様子を公開。 10月21日，23日～25日 大分上野丘高校 大分上野丘高校 無料 097-543-6249

大分県 大分市 ①
令和元年度人権啓発フェスティバ
ル「ヒューマンフェスタ２０１９おおい

人権作品表彰式や人権トークショーなどを行います。 11月30日 ガレリア竹町ドーム広場
大分県、大分県教育委員会、大分
県人権教育・啓発推進協議会

無料
大分県生活環境部人権・同和対策
課

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8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 ①
「大人が変われば子どもも変わる」
県民運動県下一斉あいさつ運動

ガレリア竹町ドーム広場等にて、あいさつ運動を実施 11月15日 ガレリア竹町ドーム広場等 大分県青少年育成県民会議 無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課097-506-3075

大分県 大分市 ② オープンキャンパス 希望者対象の学校説明会・授業体験 10月19日 向陽中が校 向陽中学校 無料 097-535-0201
大分県 大分市 ② 向陽祭 本校の文化祭 10月24日 向陽中が校 向陽中学校 無料 097-535-0201 非公開
大分県 大分市 ② オープンスクール 本校の保護者対象の授業見学週間 11/13～15 向陽中が校 向陽中学校 無料 097-535-0201 非公開

大分県 大分市 ① 秋の体験集会(親子でチャレンジ） 自然物を使った工作やゲーム等 11月17日 高尾山自然公園（予定）
公益社団法人ガールスカウト大分
県連盟

097-556-6808

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8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/ http://kou.oita-ed.jp/daikoutei/

大分県 大分市 ② オープンスクール 日頃の保育活動の様子を公開 11月1日 えのくま幼稚園 えのくま幼稚園 無料 097-549-4780

大分県 大分市 ② 保護者・学校関係者　保育参観 日頃の保育の様子を公開 11月6・7日 ひまわり幼稚園 ひまわり学園 無料 097-532-2506
幼児教育・小学校教
育関係者に限らさせ
ていただきます。

大分県 大分市 ① 山での体験学習 野外の遊び方を学びます。 11月16日 高尾山自然公園 社会福祉法人　日吉会 無料
明野台こども園　　　　　　　　　　　　　
　097-523-6262

大分県 大分市 ② 中堅者対象公開研修会 自園の保育の様子を公開する 10月29日 富士見が丘幼稚園 大分県 無料 5416101
大分県 大分市 ① 大分県「小さな親切」作文コンクー 親切をテーマに自分自身と素直に向き合い「こころ」の大切さを認識する。 10月19日 ホルトホール大分 小さな親切運動大分県本部 無料 097-536-*3600
大分県 大分市 ①② 鶴崎地区教育懇話会講演会 地域保護者学校関係者を対象とした講演会 11月16日 鶴崎地区公民館 鶴崎地区教育懇話会 無料 097-520-2695

大分県 大分市 ② 青垣祭 合唱コンクールを中心とした文化祭です。 10月22日 iitikoグランシアタ
国立大学法人大分大学
教育学部附属中学校

無料
【大分大学教育学部附属中学
校HP】http://www.jhs.oita-
u.ac.jp/

大分大学教育学部
附属中学校
097-543-6731

大分県 大分市 ③ 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（土）から4日（月）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

11月2～4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HP】
https://www.oita-u.ac.jp/

大分大学学生支援課
097-554-7443

大分県 大分市
①②
③④

高校生なるほどアイデアコンテスト
2019

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。令和元年度は、応募期間が8月23日～9月12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

11月4日 大分大学経済学部
大分大学、大分県教育委員会、
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2019】
http://www.ec.oita-
u.ac.jp/narukon/2019/

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

大分県 大分市 ①②④
第9回低温度差スターリングエンジ
ン競技会・発表会（前日にワーク
ショップ開催）

お湯で動く機械「低温度差スターリングエンジン」を題材に、児童・生徒・大学生・院
生・大学教員・民間企業に所属するエンジニア等が交流をします。自分で製作した
「お湯で動く機械」を披露すると共に、情報交換を行います。

11月8～9日
大分大学旦野原キャンパス理工9
号館1階

一般社団法人日本機械学会

【低温度差スターリングエンジン
競技会・発表会　参加の手引
き】
https://www.jsme.or.jp/tsd/Stirl
ing/LTDSECP191109_tebiki.pdf

大分大学理工学部機械コース
097-554-6064

国立大学法人大分
大学が，関連する工
作教室を7月・8月に
開催し，また共催承
認申請を7月に受理
しています

大分県 大分市 ②
九州国公立幼稚園・こども園会教
育研究大会大分大会

「“わくわく”“びっくり”“はてな”がいっぱい　しんけん遊ぶ子」を大会主題として、未
来へつながる幼児教育の推進を目的とした研究発表が行われます。

11月8～9日 別府ビーコンプラザ 九州国公立幼稚園・こども園会
大分大会実行委員会　別府市立石
垣幼稚園　0977-23-6616

大分県 杵築市 ② 文化祭 本校の文化祭 10月5日 杵築中学校 杵築中学校 無料 杵築中学校0978-62-2070
大分県 杵築市 ② 学校公開週間 期間中授業を公開 9月9～13日 杵築中学校 杵築中学校 無料 杵築中学校0978-62-2070
大分県 杵築市 ② 文化祭 2019宗中文化祭 10月4日 宗近中学校体育館 宗近中学校 無料 宗近中学校0978-62-2647
大分県 杵築市 ② 学校公開ウイーク 日頃の授業の様子を公開 9月30日～10月5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5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 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11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19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 12月頃 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1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 教育立市に係るおさかな教室 地域で水揚げされた魚の加工・試食体験会 11月5日 東地区公民館 東小学校運営協議会 無料 東小学校0978-62-2237
大分県 杵築市 ① 教育立市に係る学校公開日 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15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 教育立市に係る人権教育講演会 人権教育（演題未定）について、保護者・地域対象の人権教育講演会 12月3日 東小学校多目的ホール 東小学校 無料 東小学校0978-62-2237
大分県 杵築市 ①③ 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27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11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29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 防災フェア2019 杵築中、地域、関係機関合同避難訓練と防災展示 10月17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（大分マンドリンオーケストラ） 11月7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 ① 第１１回親子野球大会 運動場にて親子野球大会 11月2日 北杵築小学校グランド 北杵築地区住民自治協 無料 北杵築公民館0678-63-5148
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 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月29日 護江小学校 護江小学校 無料 護江小学校0978-63-9319
大分県 杵築市 ① ふるさと大運動会 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22日 豊洋小学校運動場 豊洋小学校 無料 豊洋小学校0978-63-9557
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。 10月17日 豊洋小学校各教室 豊洋小学校 無料 豊洋小学校0978-63-9557

大分県 杵築市 ① 祖父母学級
学校に児童の祖父母を招待し、餅つきやゲームを一緒に行う。交流を通して、高齢
者を敬う心やふるさとを愛する心を育てる。

11月27日 豊洋小学校体育館等 豊洋小学校 無料 豊洋小学校0978-63-9557

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 8月28日～9月2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 自由参観日 普通授業とロング集会の参観 11月6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 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 12月17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 夏休みの作品展 夏休みの課題・自由研究・工作などの展示 8月29日～9月2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 運動会 地区と合同で日頃の体育の学習の成果を発表する 9月22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する 11月6日 各教室 大田小学校 無料 大田小学校0978-52-2009
大分県 杵築市 ③ 文化公演会 管楽器プレイヤーズ大分の演奏会 11月6日 体育館 大田小学校 無料 大田小学校0978-52-2009

大分県 杵築市 ② 幼稚園フェスティバル 杵築市のイベント観月祭において、市内幼稚園児の手作り灯篭を展示します。 10月12日・13日 杵築市立杵築幼稚園 杵築市立幼稚園 無料
杵築市立北杵築幼稚園
0978－62－2559

大分県 杵築市 幼稚園の活動についてのパネル展示を行います。 11月1日～年度末まで 杵築市健康推進館 杵築市立幼稚園 無料
杵築市立北杵築幼稚園
0978－62－2559

大分県 杵築市 ①
令和元年度「第7回杵築市社会教
育振興大会」

社会教育功労者表彰、講演会、実践発表等 11月30日 山香中学校体育館 杵築市教育委員会 無料
社会教育課
0977-75-2413

隔年開催

大分県 杵築市 ② 授業公開週間 日常の授業の様子を公開 10月21日～10月25日 杵築高等学校 杵築高等学校 無料 0978-62-2037
大分県 玖珠町 ②③ 巡回音楽祭会 音楽のプロを招いて演奏を聞かせる 10月25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 ②③ 玖珠郡文化祭 絵画・書写の展覧会、音楽発表会 11月1日 九重町文化センター 郡教育文化祭実行委員会 無料
大分県 玖珠町 ①② 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13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 ②③ 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 小野原マラソン 小学生と地域有志による持久走大会 10月26日 小野原公民館周辺 日出生小学校 無料 0973-75-2001
大分県 玖珠町 ② ふれあい学級 日出生小学校・小野原分校合同の学習発表会 11月16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 学校公開日 日頃の授業の様子を公開・校内話し方大会 10月9日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232
大分県 玖珠町 ① PTA研修部講演会 子育て講演会 10月10日 塚脇小学校 塚脇小学校PTA 無料 0973-72-0232
大分県 玖珠町 ② 校内マラソン大会 マラソン大会の様子を公開 11月26日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232
大分県 玖珠郡 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月13日～20日 塚脇小学校 塚脇小学校 無料 0973-72-0232
大分県 玖珠町 ② 祖父母学級 ものづくりや昔の遊びなどを学習サポーターに支援していただいて体験する 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 美山収穫感謝祭・美山マルシェ 農産物の展示即売会 11月2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 10月24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～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 ふれあい作品展 地域の中の公共性の高い施設で児童生徒の作品や作業製品等を展示する 8月26日～9月20日 大分銀行玖珠支店 日田支援学校 無料
日田支援学校
http://shien.oita-ed.jp/hita/

大分県 玖珠町 ② おおいた教育の日推進大会
「おおいた教育の日」の趣旨を広く県民に周知し、学校、家庭及び地域社会が一体
となった取組の推進をめざして、推進大会を開催する。

11月1日 くすまちメルサンホール
大分県教育委員会
玖珠町教育委員会

無料 097-506-5528

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11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26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 ②③ 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
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 雨天順延
大分県 国東市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月の予定 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 同上 富来小学校 富来小学校 0978-74-0004 給食代実費必要
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 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 ② 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 終日公開
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 公開授業研究会
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 終日公開
大分県 国東市 ①② 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 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

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 ②③ 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 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 ①③ 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 料金は未定

大分県 国東市 ①③
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 料金は未定

大分県 国東市 ①③
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 料金は未定

大分県 国東市 ①③ 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 無料 0978-72-2121 一部有料
大分県 国東市 ① グランプリコンサート2019 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 料金は未定
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 高校生以上対象

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～10月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 公開授業 各授業を公開します。 10月21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 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月28日～11月8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 運動会 運動会を通して園児・小学生・保護者・地域の方々とのふれあいを楽しむ。 10月5日 国東こども園グラウンド 国東こども園 無料 0978-72-0500 雨天順延

大分県 国東市 ②
子育て支援・未就園児親子教室 ひ
よこる〜む

未就園の親子を招いて子育て支援をしたり園児との交流を図る。
10月8、24日
11月5、20日

国東こども園 国東こども園 無料 0978-72-0500

大分県 国東市 ②
大分トリニータキッズサッカー巡回
指導

大分トリニータのコーチが来園しサッカーボールでの遊びを通して体を動かすこと
の楽しさを体験する。

10月17日 国東こども園グラウンド 国東こども園 無料 0978-72-0500 雨天：室内実施

大分県 国東市 ② 国東小学校給食交流会 国東小学校1年生との交流で一緒に給食を食べる。 10月24日 国東小学校 国東小学校 0978-72-1411
大分県 国東市 ② 親子バス遠足 親子で貸切バスに乗って、高田に行き、「昭和の町」を散策する。 10月26日 高田　昭和の町 国東こども園 無料 0978-72-0500 雨天：うみたまご
大分県 国東市 ② 農業体験学習 国東高校の先生・生徒達と一緒に芋掘りを体験する。 未定 国東高校農場 国東高校 無料 0978-72-1325
大分県 国東市 ② インターンシップ受入れ 国東高校の2年生が来園し、インターンシップで保育士の仕事体験する。 10月末　3日間 国東こども園 国東高校 無料 0978-72-1325

大分県 国東市 ② 国東幼年消防防火パレード
田深商店街から市役所まで「火の用心」を地域に呼びかけながらパレードをする。
また市役所駐車場にて「火の用心」を三唱する。

11月1日
国東こども園・田深商店街・国東市
役所

国東消防署 無料 0978-72-1101

大分県 国東市 ② 職場体験学習 国東中学校2年生が保育の職場体験をする。 11月初旬　　2日間 国東こども園 国東中学校 無料 0978-72-1335

大分県 国東市 ② 精進料理をいただく
野菜だけで作ったおかずをいただきながら、日頃　肉や魚の命をいただいているこ
とに感謝する。また、食材を作ってくださった人や調理してくださった人などに感謝
する気持ちを持つ。

11月14日 国東こども園 国東こども園 無料 0978-72-0500

大分県 国東市 ② 給食試食会
保護者の方や地域の方を招いて、給食を試食しレシピを公開したり、家庭での食
事の様子を聞く。

11月16日 国東こども園 国東こども園 0978-72-0500

大分県 国東氏 ②
ラグビー普及活動　　幼稚園等訪問
事業

県ラグビー協会の方が園を訪問し、ラグビーボールを使ったボール遊びを体験す
る。

11月21日 国東こども園グラウンド
ラグビーWC 2019大分県推進委員
会

無料 097-506-2087 雨天：室内実施

大分県 国東市 ② やきいも大会
収穫した芋を自分でアルミホイルに包み、焼いたもみ殻の中に入れる。3時のおや
つに外で食べる。

11月28日 国東こども園 国東こども園 無料 0978-72-0500 雨天：順延

大分県 国東市 ② 公開保育 午前中の保育を保護者へ公開 10/24.25.28.29.30 むさしこども園 むさしこども園 無料 oita@musashi-kodomoen.com
大分県 九重町 ② 学校公開日 授業公開及び話し方大会 10月9日 南山田小学校 南山田小学校 0973－78－8803
大分県 九重町 ② 焼き芋大会 全校で育てたサツマイモを収穫・焼き芋 11月予定 南山田小学校 南山田小学校 0973－78－8803
大分県 九重町 ② 学校文化祭 学校文化・発表会 12月1日 南山田小学校 南山田小学校 0973－78－8803
大分県 九重町 ② 持久走大会 持久走大会 12月11日 南山田小学校 南山田小学校 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、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 11月15日 淮園小学校 淮園小、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、ものづくりをしたり
もちつきをしたりします。児童の発表もあります。

11月17日（日） 淮園小学校体育館
淮園小学校
淮園小学校PTA

無料 0973-78-8812

大分県 九重町 ② 演劇ワークショップ 演出家による演劇（物語）のワークショップ 10月4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・祖父母授業参観日 日頃の授業の様子を公開。今回は特に祖父母に参観を呼びかけます。 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・学校文化祭 学習の発表会 11月16日 野矢小学校 野矢小学校 無料 0973-77-6885

大分県
ｋｏｋｏｎｏｅｍａ
ｔｉもしかして
だけど

② 登山遠足 保護者有志と共に地域の山に登る。 10月21日 九重山 飯田小学校

大分県 ② マラソン大会 地域マラソンコースを生かして行事を行う。 11月15日 無田マラソンコース 飯田小学校
大分県 九重町 ② 学校公開 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 ② 野上小学校ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 文化祭 9月29日 本校 本校
大分県 九重町 ② 校内話し方大会 話し方大会 10月9日 本校 本校
大分県 九重町 ② 遠足 鍛錬遠足 10月11日 各所 本校



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

大分県 九重町 ②
学校公開日(12月PTAおよび9月ふ
れあいフェスティバルは含まない）

日頃の授業の様子を公開 各月15日 本校 本校

大分県 九重町 ① マインドクエストキャンプ 脱ネット依存にチャレンジする小中高生のためのキャンプ。 9月28日29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29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6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 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。 10月12日 九重青少年の家 大分県教育委員会 無料 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19日20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26日27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 第4回体験クラブ たき火をかこんでおやつを作ります。 11月2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15日16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、「学習発表会」を行う。 11月16日(土) 佐伯小学校 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 10月26日(土) 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 児童会行事（ギネス大会）・食育講演会 10月26日(土) 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。 11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26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 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 下小まつり(学校公開) 学習発表・児童会行事（下小まつり） 10月26日(土) 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、餅つき体験をする 11月21日(木) 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 収穫祭（学校公開） 地域の方々を招き、学習発表会を行い、その後、収穫したお米を全校で食べます。 11月23日 木立小学校 木立小学校 無料 0972-29-2222

大分県 佐伯市 ② こども祭り 児童がゲームコーナーを開設し、保護者や地域の方とふれあう 11月1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 地域の方と一緒に遊び、交流を深める 11月21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 生活科や総合的な学習の時間の成果等を発表する 11月30日 弥生文化会館 佐伯市立明治小学校 無料 0972-46-0010
大分県 佐伯市 ③ 演劇教室・観劇会 劇団「民話芸術座」による演劇教室、「キジムナーの約束」の鑑賞 10月9日 上野小体育館 上野小学校 0972-46-0078
大分県 佐伯市 ② 上野小スマイルフェスタ(学校公開 学習発表会、お店を出展し、交流を図る。弁当の日 10月19日 上野小学校 上野小学校 無料 0972-46-0078
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 11月2日 切畑小学校 切畑小学校 無料 0972-46ｰ0032

大分県 佐伯市 ①② 本匠地区文化祭
小・中学生の学習成果や地域の方の芸術や文化の学習・練習の成果をステージ
発表や展示で紹介する。

11月2日 本匠中学校体育館 本匠中学校 無料
中0972-56-5004
小0972-56-5009

大分県 佐伯市 ② 緑豊小祭り お店集会と餅つき大会 11月9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 児童がお店を開き地域の方と交流します。 11月15日 直川小学校 直川小学校 無料 0972-58-2001
大分県 佐伯市 ② 松小まつり 児童の学習成果の発表 11月17日(日) 松浦小学校 松浦小学校 無料 0972-33-0163
大分県 佐伯市 ② 子ども祭り(学校公開) 児童の考えたゲームやお店に地域保護者の人を招待する。 11月23日 米水津小学校 米水津小学校 無料 0972-35-6002

大分県 佐伯市 ② 翔南祭 全学級(小・中)が各教科の学習発表や作品発表をおこないます。
11月1日
11月3日

蒲江翔南小学校各教室及び体育
館

蒲江翔南小学校
蒲江翔南中学校

無料
0972-42-0014
0972-42-5800

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人と触れあいます(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29日 各地区
蒲江翔南小学校
蒲江翔南中学校

無料
0972-42-0014
0972-42-5800

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。 10月28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。 10月28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3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21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 校区小学六年生があつまり、中学校見学と交流活動を行う。 11月26日 鶴谷中学校 鶴谷中学校 無料 0972-23-1526 日程は未確定
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16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、総合的な学習の発表、各教科の作品展示等 11月2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) ステージ部門と展示部門において文化的取組を発表 11月3日 佐伯南中学校 佐伯南中学校 無料 0972-23-1536
大分県 佐伯市 ② 文化祭 学習活動の発表、ステージ・展示発表 11月3日 東雲中学校 東雲中学校 無料 0972-32-2009
大分県 佐伯市 ② 文化祭 弁論、合唱などの発表と作品展示 11月3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 総合的な学習の時間の発表、伝統文化発表、演劇等 11月2日 宇目緑豊中学校体育館 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 総合的な学習の時間の発表、弁論、合唱、演劇等 10月27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2日 米水津中学校 佐伯市立米水津中学校 無料 0972-35-3200

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29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 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30日～11月1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・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～15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 文化祭 本校の文化祭 10月25日 日本文理大学附属高等学校 日本文理大学附属高等学校 無料 0972-22-3501
大分県 佐伯市 ② 吹奏楽部定期演奏会 本校吹奏楽部の演奏会 11月3日 佐伯文化会館 日本文理大学附属高等学校 0972-22-3501
大分県 竹田市 ② ＰＴＡ親子ふれあい集会 家族のふれあい活動（軽スポーツ） 10月5日 豊岡小学校 豊岡小学校ＰＴＡ 無料 0974-63-1063
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 0974-77-2003
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 0974-77-2003
大分県 竹田市 ② 人権教育研究発表会 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10日 直入中学校 直入中学校 無料 0974-75-2260
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 0974-77-2003
大分県 竹田市 ② 稲刈り体験学習 九重野地区の方々と稲刈り体験を通した交流会 10月12日 竹田市九重野百木　音無円形分水 宮砥担い手推進協議会 無料 0974-62-2956
大分県 竹田市 ① ふれあいフェスタ 地域の調べ学習の発表を行う　午後バザーを実施する 10月13日 南部小学校 南部小学校　南部小学校PTA 無料 0974-63-1064
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20日 竹田小学校 竹田小PTA 無料 0974-63-1062
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23日予定 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校国語科 無料 0974-68-2012
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25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 ふれあい学級 授業公開、地域の方々や祖父母との交流活動 10月26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 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27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 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 0974-77-2003
大分県 竹田市 ② 祖父母学級 授業公開・祖父母の方々とノふれあい活動等 10月29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 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30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 0974-68-2006



大分県 竹田市 ②
着ぐるみ人形劇並びに就学前教育
講演会

子どもたちは、着ぐるみ人形劇鑑賞。保護者は、講演会による研修を受ける。 10月30日 社会福祉センター
公立幼稚園PTA連合会・生涯学習
課

無料 0974-63-1081

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30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 0974-68-2012

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 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 0974-63-1081
大分県 竹田市 ② ふれあい収穫祭 君ヶ園老人クラブの方々と園児が芋ほりをし、収穫後、園内で交流会を行う。 11月上旬 君ヶ園芋畑・南部幼稚園 南部幼稚園 無料 0974-63-1084
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、地域の歴史や文化に触れるとともに、地域の清掃活動も 11月2日 白丹小学校区 白丹小PTA 無料 0974-76-1151
大分県 竹田市 ① 授業公開 日頃の授業を地域の方・保護者に見ていただく 11月2日 竹田南部中学校 竹田南部中が学校 無料 0974-63-1072
大分県 竹田市 ① 第2回オープンスクール 学校取組の紹介 11月2日 竹田南高等学校 竹田南高等学校 無料 0974-63-3223
大分県 竹田市 ③ 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 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5日 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223
大分県 竹田市 ② 図書館まつり 読書もりもり月間の取組で本のよさや読書の楽しさを伝えます。 11月7日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019
大分県 竹田市 ② ゴミ０大作戦Ⅱ 地域のゴミ拾い・清掃活動 11月8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 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9日 荻小学校各教室・体育館 荻小学校、荻小学校PTA 無料 0974-68-2006
大分県 竹田市 ① 土曜公開授業　卒業生講話 卒業生をＧＴに招いて、高校生活について話を聞きます。 11月9日 都野中学校ランチルーム 都野中学校 無料 0974-77-2004
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12日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019
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14日 竹田小学校 竹田小学校 無料 0974-63-1062
大分県 竹田市 ② ふれあい集会 老人会とのふれあい活動 11月16日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0974-63-1063
大分県 竹田市 ② 文化祭 日頃の文化的教育活動の取組みを発表し、参観していただく 11月16日 竹田南部中学校 竹田南部中が学校 無料 0974-63-1072
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16日 直入中学校 直入中学校 無料 0974-75-2260
大分県 竹田市 ② 文化祭 生徒の演劇・合唱等の発表 11月17日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 0974-68-2012
大分県 竹田市 ② 螢雪祭 演劇・展示・合唱・演奏などの発表 11月17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 校内文化祭 生徒の演劇・合唱の発表と教科等の展示があります。 11月17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 ② なかよしようちえんパートⅡ 市内公立幼稚園３園の園児たちによる交流会 11月19日 南部小・幼 竹田市公立幼稚園会 無料 0974-63-1084
大分県 竹田市 ① 入田地区文化祭 入田地区の文化祭行事へ児童の出演 11月23日 祖峰小学校体育館 入田地区運営委員会 無料 0974-62-2956
大分県 竹田市 ② 文化祭 校内文化祭を保護者･地域の方へ公開します。 11月23日 都野中学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004
大分県 竹田市 ② 文化芸術による子ども育成総合事 巡回公演『話芸の三きょうだい～落語･講談･浪曲の世界～』 11月26日 城原小学校　体育館 城原小学校 無料 0974-66-2013
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21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 11月19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 地域ふれあい作品展 絵画等児童生徒の作品及び作業学習で製作した製品等の紹介をします。 10月7日～10月11日 株式会社サンリブ竹田店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722 特になし
大分県 竹田市 ② 地域ふれあい作品展 絵画等児童生徒の作品及び作業学習で製作した製品等の紹介をします。 10月15日～10月25日 竹田医師会病院 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722 特になし
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です。 11月16日 大分県立竹田支援学校 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722 特になし

大分県 竹田市 ③ 木村雄太コンサート
大分県出身のバリトン歌手で本校の校歌を歌っていただいている木村雄太氏のコ
ンサート

10月16日 くじゅうサンホール 久住高原農業高校 無料 0974-77-2200 近隣中学生を招待

大分県 竹田市 ② 久住高原農業高校収穫祭
本校生徒が授業や実習で栽培・製造した農産物の即売および本校の活動などを
展示紹介

11月17日 久住高原農業高校 久住高原農業高校 無料 0974-77-2201

大分県 竹田市 ② 園開放日 親子で一緒に遊びます。 10月20日 しらゆり幼稚園 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223
大分県 竹田市 ② 瀧祭 竹田市内の幼小中の子どもが歌唱や合奏を行う。 11月1日 グランツ竹田 竹田市 無料
大分県 竹田市 ② 芋ほり 地域の方と一緒に収穫体験をする。 11月5日 竹田市飛田川 しらゆり幼稚園 無料 0974-63-2223
大分県 津久見市 ② 学校公開 日常の授業の様子を一般に公開する 11月15日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609
大分県 津久見市 ② おとぎの部屋 ボランティアによる本の読み聞かせ 11月12,26日 堅徳小学校 堅徳小学校 無料 0972-82-2609
大分県 津久見市 ② 給食試食会 保護者の方に青江小のおいしい学校給食を試食していただきます。 12月5日 青江小学校 青江小学校 0972-82-2054 １人２５０円必要で

大分県 津久見市 ④
ロボットプログラミング～プログラマ
になろう！

ITマスターによる講義
教材：小学生向けロボットプログラミング　6年生2学級で実施

11月28日 津久見小学校 大分県職業能力開発協会 無料 0972-82-5201
若年技能者人材育
成支援等事業（厚生
労働省委託）

大分県 津久見市 ② オープンスクール 学校公開日 11月1日 千怒小学校 千怒小学校 無料 0972－82－2057
大分県 津久見市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10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 ①② 保戸島小・地区合同秋季大運動会 地域と合同で協働しながら運動会を行う。 10月12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25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 9月30日～4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 市内音楽祭 市内中学生全員による合唱 10月29日 津久見市民会館 市教研音楽部会 無料 0972-82-5161

大分県 津久見市 ② 市教研助成研究発表会
だれもがわかる喜びを実感するための指導の工夫
～一貫性のある指導目標・手立て・評価～

11月6日 青江小学校 津久見市教育研究協議会 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25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21日～11月1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　出前歌説法　勝光寺住職　南　慧昭　氏 10月23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 萱島酒造　両子寺等見学 11月13日 国東市 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 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開 11月12日～18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 津久見高校第２回授業研究会 研究授業公開（７教科） 11月18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 生田門まつり 児童による学習発表やクラブ活動の発表、保護者による模擬店があります 11月24日 南部小学校 南部小学校 無料 0979-22-0301
大分県 中津市 ② ようこそ先輩 本校出身の、各界で活躍中の先輩を講師として招きます。 11月1日 北部小学校 北部小学校 無料 0979-22-0302
大分県 中津市 ② 豊田フェスティバル 文化的発表会と保護者主催飲食コーナーを設置します。 11月16日 豊田小学校 豊田小学校PTA 無料 0979-22-0445
大分県 中津市 ② 小楠まつり 保護者と地域協力者団体とで模擬店をします。 11月17日 小楠小運動場・体育館 小楠小学校PTA 無料 0979-22-0566
大分県 中津市 ② ４年親子ふれあい ４年生が親子で活動を一緒にします。（内容未定） 10月30日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434
大分県 中津市 ② 授業公開（フリー参観） 午前中の授業を保護者、地域の方に公開します。 10月30日 鶴居小学校 鶴居小学校 無料 0979-22-1434
大分県 中津市 ① わいわいつるい ＰＴＡがゲーム等の催し物を出店して子どもと触れ合います。 11月4日 鶴居小学校 鶴居小学校ＰＴＡ 無料 0979-22-1434
大分県 中津市 ② 大幡ふれあい広場 保護者・地域の方で模擬店や出し物等をします。 11月9日 大幡小　中庭　体育館 大幡小ＰＴＡ 無料 0979-32-2308
大分県 中津市 ② どんぐり集会 学習の成果を発表します。 11月17日 如水小学校 如水小学校 無料 0979－32－3465
大分県 中津市 ④ 中山画伯絵画教室 日展顧問の中山画伯が６年生にデッサン指導を行います。 11月27日 三保小学校 三保小学校 無料 32-2300
大分県 中津市 ② 学校公開日 授業の様子を全学級公開します。 10月25日 和田小学校 和田小学校 無料 0979-32-2298
大分県 中津市 ① クリーンアップ今津 全校生徒が校区内のゴミ拾いをします。 10月29日 今津小校区内 今津小学校 無料 0979-32-0002
大分県 中津市 ② 稲刈り ５年生児童が学校田の稲刈りをします。 11月7日 今津小学校田 今津小学校 無料 0979-32-0002

大分県 中津市 ② 今津校区ふれあいわいわい祭り
学習発表会・作品展
模擬店
地域のサークル発表（芸能大会）をします。

11月18日 今津小体育館・運動場・多目的室
今津コミュニティセンター・今津校区
自治委員会・今津幼稚園小学校・Ｐ
ＴＡ

無料 0979-32-0002

大分県 中津市 ② 人権参観日 人権授業と講演会をします。 10月24日 沖代小学校 沖代小学校 無料 0979-24-0706
大分県 中津市 ② 沖小まつり 保護者模擬店、各種出し物、社会体育体験をします。 11月9日 沖代小学校 沖代小学校ＰＴＡ 無料 0979-24-0706



大分県 中津市 ② 運動会 児童の頑張りを保護者地域の方々に公開しています。 9月22日 真坂小学校 真坂小学校 無料 0970-43-2104
大分県 中津市 ② 学校へいこうＤＡＹ 授業の様子と保護者地域の方々に公開しています。 10月15日 真坂小学校 真坂小学校 無料 0970-43-2104
大分県 中津市 ② マサカーニバル 文化祭であり学習したのとを児童が発表します。 11月10日 真坂小学校 真坂小学校 無料 0970-43-2104
大分県 中津市 ② 持久走大会 寒稽古練習の成果を保護者地域の方に公開しています。 12月6日 真坂小学校 真坂小学校 無料 0979-43-2104
大分県 中津市 ② 学期末参観日 授業の様子を保護者や地域の方々に公開しています。 12月6日 真坂小学校 真坂小学校 無料 0979-43-2104
大分県 中津市 ② 劇「川村矯一郎」 市保護士会による寸劇をします。 10月8日 豊陽中学校体育館 中津市保護 無料 0979-22-0331
大分県 中津市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 10月8日 豊陽中学校 豊陽中学校 無料 0979-22-0331
大分県 中津市 ② PTA人権後援会 仲島正教さんの講演会を実施します。 10月17日 豊陽中学校体育館 豊陽中学校・PTA 無料 0979-22-0331
大分県 中津市 ② 学校公開日・合唱大会 合唱大会を公開します。 11月16日 豊陽中学校体育館 豊陽中学校 無料 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　谷口久枝先生による講演会を実施しま 10月17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  「優しさという温かい貯金」講師　仲島正教先生による講演会を実施します。 10月18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。 11月22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 ③ 合唱祭 学級・学年・全校合唱を地域，保護者に披露します。 11月23日 中津中学校体育館 中津中学校 無料 0979-22-0575
大分県 中津市 ② 合唱コンク-ル クラス合唱、学年合唱を行います。 11月28日 城北中　体育館 城北中学校 無料 城北中学校
大分県 中津市 ② 薬物乱用防止教室 警察署と保健所の講師による講話を行います。 11月11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 合唱発表会を実施します。 11月26日 東中津中体育館 東中津中 無料 0979-32-2493

大分県 中津市 ③ 文化キャラバン演奏会
洗足学園音楽大学同窓会大分県支部のみなさんによる親しみのある曲の演奏会
を実施します。

10月8日 今津コミュニティセンター 今津中学校 無料 0979-32-0029

大分県 中津市 ② 思春期セミナー 「性」についての学習を実施します。 10月17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 ①② クリーンアップ今津・ゴミ０運動 地域の方と協力して校区のごみ拾いを行います。 10月29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 ①④ 中学生博物館体験 中津市歴史博物館を見学します。 11月13日 中津市歴史博物館 中津市教育委員会 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します。 11月29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 人権講演会 みんなが輝くためのほめ達による講演会を行います。 12月24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 合唱祭 各クラスの合唱と全校合唱を行います。 11月23日 三光中学校体育館 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・成果の展示をします。 11月16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 ①② ｍｏｎさん人権ふれあいコンサート
「うまれてきてくれてありがとう」講師Ｍｏｎさん
保護者、地域の方々等、広く参加を呼びかけます。

10月24日 本耶馬渓中学校体育館
本耶馬渓地区3校合同人権学習研
究会

無料
樋田小学校
0979-52-2010

大分県 中津市 ② 学校公開日 授業の様子を公開します。 10月21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 本校の音楽行事を行います。 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 ② 小中合同文化祭 児童・生徒による文化祭を行います。 11月22日 コアやまくに
中津市立山国中学校
中津市立三郷小学校

無料 0979-62-2700

大分県 中津市 ② オープンスクール 中学３年生とその保護者を対象とした体験入学会。 9月28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 講師を招聘して話を聴くことで、生徒の進路決定の一助とします。 10月18日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244
大分県 中津市 ② 性に関する講演会 徳田靖之先生を招き、薬害エイズやハンセン病について学びます。 10月23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 同窓生に学ぶ 同窓生から生き方を学びます。 11月6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 川口泰司さんを招き、人権問題について学びます。 11月13日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244
大分県 中津市 ② 第53回和敬祭 食物栄養学科、幼児教育学科の研究展示、研究発表、ステージ催事等 10月26日 東九州短期大学 東九州短期大学 無料 http://www.higashikyusyu.ac.jp/

大分県 中津市 ①④
大分県立工科短期大学校学園祭
「昂華祭」

県民参加型のイベント。各機関や団体との連携・協力を得て、モノづくり体験やス
テージイベント、模擬店など多彩な行事でおもてなしをします。

11月2日～3日 大分県立工科短期大学校校内 大分県立工科短期大学校
大分県立工科短期大学校
0979-23-5500

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5日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要
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19日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要
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28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 事前申込みが必要
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12日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要
大分県 中津市 ② 運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会を実施します。 １０月中旬 南部幼稚園 中津市立南部幼稚園 無料
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会を実施します。 10月25日 北部幼稚園 中津市立北部幼稚園 無料 0979-22-1718
大分県 中津市 ② 祖父母とのふれあい会 祖父母と一緒に昔の遊びを楽しみます、 １１月中旬 北部幼稚園 中津市立北部幼稚園 無料 0979-22-1718
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 園内運動会を公開します。 10月17日 豊田幼稚園  園庭 中津市立豊田幼稚園 無料 0979－22－1973
大分県 中津市 ② 園の運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会を実施します。 10月18日 小楠幼稚園 中津市立小楠幼稚園 無料 0979-22-9229
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 園内運動会を公開します。 10月24日 鶴居幼稚園 中津市立鶴居幼稚園 無料 0979-22-9230
大分県 中津市 ② 祖父母とのふれあい会 園児の祖父母を招待して伝承遊びを楽しみます。 11月12日 鶴居幼稚園 中津市立鶴居幼稚園 0979-22-9230
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 子どもたちが主体となって取り組む幼稚園の運動会です。 10月25日 大幡小学校体育館 中津市立大幡幼稚園 無料 0979-32-0752
大分県 中津市 ② おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう 伝書遊びを通して、祖父母と一緒に遊びます。 11月19日 大幡幼稚園 中津市立大幡幼稚園 無料 0979-32-0752
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会です 10月18日 如水幼稚園　園庭 中津市立如水幼稚園 無料 0979-32-1906
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会をします。 10月18日 和田幼稚園 中津市立和田幼稚園 無料 0979-32-3321
大分県 中津市 ① ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ（花育） 季節の花を使った花遊びをします。 11月 和田幼稚園 中津市立和田幼稚園 無料 0979-32-3321
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 園内運動会を公開します。 10月24日 三保幼稚園 園庭 中津市立三保幼稚園 無料 0979-32-1978
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会をします。 今津幼稚園 中津市立今津幼稚園 無料 0979-32-1977
大分県 中津市 ② 幼稚園運動会 保護者・祖父母・未就園児が参加の運動会をします。 10月25日 沖代幼稚園 中津市立沖代幼稚園 無料 0979-24-0707

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月下旬 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月下旬 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16日(土)
9：00～14：20

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 ① 障がい者アート作品展 児童生徒の作品展示
10月16日（水）～23日
（水）

イオンモール三光イオンホール 中津市社会福祉課 無料
中津市役所社会福祉課　0979-22-
1111

大分県 中津市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346 事前の申込み必要
大分県 中津市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開 10月31日～11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 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12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 中学3年生対象

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9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 一般公開

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12日～21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 オープンスクール 中学３年生とその保護者を対象とした体験入学会。 9月28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 講師を招聘して話を聴くことで、生徒の進路決定の一助とします。 10月18日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244
大分県 中津市 ② 性に関する講演会 徳田靖之先生を招き、薬害エイズやハンセン病について学びます。 10月23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 同窓生に学ぶ 同窓生から生き方を学びます。 11月6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 川口泰司さんを招き、人権問題について学びます。 11月13日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244



大分県 中津市 ② 第53回和敬祭 食物栄養学科、幼児教育学科の研究展示、研究発表、ステージ催事等 10月26日 東九州短期大学 東九州短期大学 無料 http://www.higashikyusyu.ac.jp/

大分県 中津市 ①④
大分県立工科短期大学校学園祭
「昂華祭」

県民参加型のイベント。各機関や団体との連携・協力を得て、モノづくり体験やス
テージイベント、模擬店など多彩な行事でおもてなしをします。

11月2日～3日 大分県立工科短期大学校校内 大分県立工科短期大学校
大分県立工科短期大学校
0979-23-5500

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5日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要
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19日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要
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28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 事前申込みが必要
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12日 東九州龍谷高等学校 東九州龍谷高等学校 無料 0979-22-0416 事前申込みが必要

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月下旬 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月下旬 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16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 ① 障がい者アート作品展 児童生徒の作品展示 10月16～23日 イオンモール三光イオンホール 中津市社会福祉課 無料
中津市役所社会福祉課
0979-22-1111

大分県 中津市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月1日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346 事前の申込み必要

大分県 中津市 ①
あかちゃんタイム＆赤ちゃんおはな
し会

小さなお子様連れの方に気兼ねなく図書館を利用してもらうために、読み聞かせの
声や子どもの声が館内に響いてしまっても、利用者に理解してもらうための時間を
設定します。

10月16日
11月20日

小幡記念図書館児童コーナー・視
聴覚室

小幡記念図書館 無料
小幡記念図書館
0979-22-0679

大分県 中津市 ① 秋の読書週間
2019読書週間標語「おかえり、栞の場所で待っているよ」の基、読書活動を推進す
るために図書館で「秋のおたのしみおはなし会」や読書・音楽イベントを開催しま

10月27日～11月9日
小幡記念図書館
及び各分館

小幡記念図書館 無料
小幡記念図書館
0979-22-0679

大分県 中津市 ①
なかつ学びんぴっく
（子ども中津検定）

小学生が中津に関する検定試験に挑戦します。 10月26日 中津市役所 教育委員会社会教育課 無料 0979-22-4942

大分県 中津市 ①
ワンパク！
たんけん中津

小学生が現地を訪れ、故郷のよさを発見します。 10月26～27日 三光、本耶馬渓地域 教育委員会社会教育課 0979-22-4942

大分県 中津市 ③ なかつ縄文体験学習会 火おこし体験、土器作りなどを行います。 10月5日 道の駅なかつ遺跡公園 教育委員会社会教育課（文化財室） 0979-23-8615
大分県 中津市 ④ 中津市歴史博物館オープン 企画展の開催や神楽の奉納が行なわれます。 11月 中津市歴史博物館 教育委員会社会教育課（文化財室） 0979-23-8615
大分県 中津市 ② 運動会 全園児による運動会 10月19日 ダイハツ九州アリーナ めぐみ幼稚園 無料 0979-32-6189
大分県 中津市 ② 保育参観 普段の保育の様子を公開 11月5日､6日 めぐみ幼稚園 めぐみ幼稚園 無料 0979-32-6189

大分県 中津市 ③ ミュージカル公演
劇団ﾄﾞﾘｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰによるﾐｭｰｼﾞｶﾙ公演。２回公演を行い、第２部を地域の方へ開
放します。

2019.10.16 双葉ヶ丘幼稚園ホール 双葉ヶ丘幼稚園 無料
双葉ヶ丘幼稚園
0979-26-5855

大分県 中津市 ② こども園公開保育 親が子供の園での生活を見ることができます。 11月７～9日 若草こども園舎内
社会福祉法人　浅沼福祉会　若草
こども園

無料 0979-22-0040

大分県 中津市 ② 運動かい 親子の心身の健康増進を図ります。 10月12日 若草こども園庭
社会福祉法人　浅沼福祉会　若草
こども園

無料 0979-22-0040

大分県 中津市 ② 中殿こども園公開保育 園児の普段見れない姿を観察できます。 11月7～11日 中殿こども園舎
社会福祉法人浅沼福祉会　中殿こ
ども園

無料 0979-22-5295

大分県 中津市 ② 大運動会 園児の普段見れない姿を見ることができます。 10月12日 中殿こども園庭
社会福祉法人浅沼福祉会　中殿こ
ども園

無料 0979-22-5295

大分県 中津市 ③ 八面山に登ろう会 親子参加での八面山登山を毎月１回企画しています。 10月27日 八面山
社会福祉法人如水福祉会　如水こ
ども園

無料
http://josui-
hoikuen.net/publics/index/44/

10月は芸術の秋に
ちなみ、登山企画以
外に何か取り組みた
いと考えています。

大分県 中津市 ③ 八面山に登ろう会 親子参加での八面山登山を毎月１回企画しています。 11月24日 八面山
社会福祉法人如水福祉会　如水こ
ども園

無料
http://josui-
hoikuen.net/publics/index/44/

山頂探訪コース
年中以上の児童を
対象とします

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と交流を深めます。 10月25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 園公開日 体験入園も兼ねて日頃の保育を公開したり未就園児と交流を図ったりします。 11月14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25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 キッズサッカー巡回指導を保護者、地域の方々に公開 9月27日 日出幼稚園 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、地域の方々に公開 11月1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18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。 10月25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 保護者や祖父母と一緒に交流を図ります。 10月18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 ①② 家庭教育講座　　　　親子遠足
親子体操をしたり、園児と保護者でゲーム遊びをして、コミュニケーションを図りま
す。

11月1日
川崎小学校体育館
川崎運動公園

川崎地区公民館
川崎幼稚園

無料 0977-72-5029

大分県 日出町 ② 園公開日 日常保育を保護者や地域の方に公開 11月14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17日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977－72－4120
大分県 日出町 ② 家庭教育講座・園公開日 家庭教育講座(親子体操)を公開します。 10月25日 大神幼稚園 大神幼稚園・大神地区公民館 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 ②③ 学校公開日及び演奏会 日頃の授業の様子を公開及び外部団体の演奏会 11月14日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333
大分県 日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月1日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011
大分県 日出町 ② 音楽鑑賞会 文化キャラバンによるオペラ鑑賞 11月8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 授業参観及び講演会「大野タカシ　スクールツアー」 10月25日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977ｰ72ｰ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14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14日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428
大分県 日出町 ② 昔の遊び体験 老人クラブの方に昔の遊びを教えて頂きます。 11月14日 川崎小学校（1年） 川崎小学校 無料 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14日 川崎小学校（4年教室） 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。 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428 未確定
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25日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812
大分県 日出町 ①② 親子講演会 内容は未定 10月25日 大神小学校 大神小学校PTA 無料 0977-72-2812
大分県 日出町 ③ 観劇会 内容は未定 11月7日 大神小学校 大神小学校 0977-72-2812
大分県 日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月16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 本校の文化祭の様子を公開 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 大神中文化祭 学校公開日を兼ねた文化祭で合唱等を発表します。 11月2日 大神中学校体育館他 大神中学校 無料 0977-72-2308

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
学校開放・公開授業
の一環

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
学校開放・公開授業
の一環



大分県 日出町 ① キッズタウン2019 簡単な職業体験、ゲーム働くことの大切さや意義を学習 10月26日 日出町保健福祉センター 児童館 無料 0977-73-1337
児童館との協力事
業としてシャボン玉
コーナー、竹馬遊び

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21日 日出町立図書館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 9月
大分県 日田市 ② 平常授業　人権講演会 平常授業　人権講演会 10月18日 咸宜小 咸宜小 無料 0973-23-6292

大分県 日田市 ②
平常授業　教育講演会
相撲大会

平常授業　教育講演会　相撲大会 11月2日 桂林小 桂林小 無料 0973-24-6081

大分県 日田市 ② 平常授業　児童会活動 平常授業　児童会活動 11月14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　講演会
親子ふれあい活動　のみの市

平常授業　合唱　講演会
親子ふれあい活動　のみの市

11月10日 若宮小 若宮小 無料 0973-23-6282

大分県 日田市 ② 平常授業、三芳祭（児童会活動） 平常授業　三芳祭（児童会活動） 11月15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11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20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27日 朝日小 朝日小 無料 0973-22-5242

大分県 日田市 ② 平常授業　児童会活動　のみの市 平常授業　児童会活動　のみの市 10月6日 三和小 三和小 無料 0973-22-2284
大分県 日田市 ② 平常授業　音楽鑑賞会 平常授業　音楽鑑賞会 11月13日 有田小 有田小 無料 0973-24-2175
大分県 日田市 ② 学習発表会　親子ふれあい活動 学習発表会　親子ふれあい活動 11月17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27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17日 石井小 石井小 無料 0973-22-3442
大分県 日田市 ② 星輝祭（学習発表会） 星輝祭（学習発表会） 11月3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27日 津江小 津江小 無料 0973-54-4020
大分県 日田市 ② 緑鷹祭（文化祭） 緑鷹祭（文化祭） 10月27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
バザー　のみの市

平常授業　学習発表会
バザー　のみの市

11月10日 東渓小 東渓小 無料 0973-57-2524

大分県 日田市 ② 平常授業　人権講演会 平常授業　人権講演会 11月17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3日 東部中 東部中 無料 0973-22-7135
大分県 日田市 ② 友学祭（文化発表会） 友学祭（文化発表会） 11月3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3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3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27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3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27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） 11月3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27日 津江中 津江中 無料 0973-54-3116
大分県 日田市 ② 緑鷹祭（文化祭） 緑鷹祭（文化祭） 10月27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27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3日 五馬中 五馬中 無料 0973-57-2036

大分県 日田市 ①
第38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16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 ③④ 第73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。 9月下旬～11月下旬
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

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

期間中に全15事業
を実施

大分県 日田市 ② 学校祭 体育大会 10月4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 ② 公開授業 日頃の授業の様子を公開 11月5日～ 14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 日田千年あかり 竹灯籠やオブジェの製作・設置 11月8日～ 10日 豆田町周辺、花月川河川敷 日田市役所 無料 0973-23-3111

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28～31日
11月1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 学園祭 科コースや部活動での学習の成果を発表します 11月4日 昭和学園高等学校 昭和学園高等学校 無料 0973-22-7420 9:00～14:00
大分県 日田市 ② オープンスクール 本校の授業の様子を公開します 9月3日～5日 昭和学園高等学校 昭和学園高等学校 無料 0973-22-7420 8:40～15:00
大分県 日田市 ② 藤蔭祭 文化祭 10月4日 藤蔭高等学校 藤蔭高等学校 無料 http://tohin.ac.jp/
大分県 日田市 ② 校内授業研究会 複数教科が研究授業を行い、その後に各授業検討会、全体会を行う。 10月21日 日田高校 日田高校 無料 日田高校0973-23-0166 (予定)
大分県 日田市 ② 公開授業 公開授業 10月28日～11月1日 日田高校 日田高校 無料 日田高校0973-23-0166
大分県 日田市 ② 外務省による「高校講座」 外務省職員による高校生向けの講演会 11月14日 日田高校 外務省、日田高校 無料 日田高校0973-23-0166

大分県 姫島村 ② キッズカッサー教室
サッカー協会から派遣されるコーチと一緒に、サッカーボールを使った運動遊びを
行います。

10月30日 姫島幼稚園　園庭 大分県サッカー協会 無料
kids@ofa.or.jp
097-573-2288

大分県 姫島村 ③ 芸術鑑賞 「室内楽おおいた～grand～」を招いての演奏会 10月18日 姫島中学校 姫島中学校 無料 0978(87)3334
大分県 姫島村 ② 文化祭 「ふるさと科」の学習発表等を行います。 11月16日 姫島中学校 姫島中学校 無料 0978(87)3334
大分県 豊後大野市 ② 授業公開・親子で活動 授業参観後、親子ふれあい活動を実施。 10月26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 11月12日 百枝小学校体育館他 百枝小学校 無料 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22日 百枝小学校体育館他 百枝小学校 無料 22-0655
大分県 豊後大野市 ② 授業公開 授業参観 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 児童秋祭り 児童会縦割り班活動 11月21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 ② 祖父母学級 祖父母と児童の交流会 10月11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 ② はいだて学級 育友会（ＰＴＡ）主催の親子交流会 10月27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 ① 新田ふれあい広場 子ども・保護者・地域の人で工作をしたり、だんご汁を食べたりする。 10月27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 授業参観日 日頃の授業の様子を公開 10月予定 清川小 清川小 無料 0974－35－2312
大分県 豊後大野市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開・神楽舞・親子人権講演会 11月17日 清川小･清川中 清川小・人権 無料 0974－35－2312

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

10月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 祖父母学級ふれあい大会（全校） 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。 10月27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 上緒方ふれあい交流会（２年生）
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31日 緒方小学校 上緒方地区 無料 0974-42-3150

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

11月1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 チャレンジランキング大会（全校）
異学年の交流を通して、よりよい人間関係をつくったり、自己の記録への挑戦を
行ったりします。

11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 ②③ 豊後大野市音楽祭（2,3年） 3,4年生が校内で練習した合唱・合奏を、豊後大野市内で発表します。 11月20日 エイトピアおおの 豊後大野市 無料 0974-42-3150



大分県 豊後大野市 ② 餅つき体験活動（5年） 収穫した餅米を、５年生の保護者とＧ．Ｔともにつき、交流を図ります。 11月30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15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 ②③ 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 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21日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017 雨天順延
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15～18日 大野小学校 大野小学校 無料 0974-34-2017
大分県 豊後大野市 ①② 大野町人権・同和教育研究大会 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 大野町人権・同和教育推進協議会 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24日 大野町田代 大野小・中学校 無料
0974-34-2017
0974-34-2004

雨天順延

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5～8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8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
豊後大野市人権・部落差別解消養
育研究千歳大会

授業参観・講演会 10月29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 ふるさと学習の発表会・親子で講演会 11月24日 犬飼小学校 犬飼小学校 無料 097-578-0020

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7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19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 11月19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 ② 校内文化祭 合唱コンクール、学年企画発表、全校合唱など 11月16日 三重中学校体育館 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16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 学校公開日 日頃の授業を参観してもらう 10月15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 校内文化祭 文化祭を参観してもらう 11月16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 学校公開日 普段の授業の様子を公開します。 10月29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16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 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16日 千歳公民館 千歳中学校 無料 0974-37-2021
大分県 豊後大野市 ③ 文化祭 合唱・展示物・劇・弁論等 11月16日 本校体育館 犬飼中学校 無料 097-578-0200
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16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。 11月20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26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
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20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9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 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月21日～10月25日 三重総合高校教室・農場等 三重総合高校 無料 0974-22-5500 要・予約
大分県 豊後大野市 ② 収穫感謝祭 生物環境科の生徒の生産物を販売します。 11月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 絵画等児童生徒の作品及び作業学習で製作した製品等の紹介をします。 9月24日～9月30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 ① 収穫祭
食育活動の一つ。籾まきから取り組み、合鴨農法で育てたお米を使っての飯ごう炊
きご飯や合鴨汁、焼き芋等　食物・命に感謝して参加する活動。

11月13日
すがおこども園
園庭下の田んぼ

社会福祉法人三重福祉会
すがおこども園

無料 0974-22-6454

大分県 豊後高田市 ② 新しい学びプロジェクトin豊後高田 協調学習の考えに基づいた授業公開を行います。 11月15日 高田小学校 東京大学ＣoＲＥＦ 無料 0978-22-2071
大分県 豊後高田市 ② 秋季大運動会 日頃の体育の授業の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月6日 桂陽小学校 桂陽小学校 無料 0978-22-2075
大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 学校の授業や児童の活動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 ② 学校公開日 学校の授業や児童の活動の様子を公開します 11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 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 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 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
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15日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3018
大分県 豊後高田市 ② 戴星祭 地域の高齢者を招待して、生徒が育てた菊を鑑賞しながら学習発表会を実施しま 11月 2日 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3019
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 戴星学園 戴星学園 無料 0978-27-3020
大分県 豊後高田市 ② おはなしタイム 「若葉の会」の方々による読み聞かせ活動です。 10月8日、11月12日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769
大分県 豊後高田市 ② 豊後高田市学校保健会研究発表 豊後高田市の健康教育の授業研究会。 11月12日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769
大分県 豊後高田市 ② 第６回授業公開日 日頃の授業の様子を紹介 10月15日 草地小学校 草地小学校 無料 0978-22-2769
大分県 豊後高田市 ② 第７回授業公開日 日頃の授業の様子を紹介 11月18日 草地小学校 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15日 呉崎小学校 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13日 呉崎小学校 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 学校公開日 授業の様子を公開します。 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 真玉八幡社奉納相撲 ちびっ子力士が奉納相撲に挑戦します。 10月20日 真玉八幡社 真玉八幡社 無料 0978-53-4015
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19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 市内音楽会にむけて全校児童の前で合奏･合唱を披露します。 11月27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 授業を公開します。 10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 鍛錬遠足 全校児童で行う心身を鍛えるための遠足です。 11月1日 未定 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発表会です。 11月10日 臼野小学校　体育館 臼野小学校 無料 0978-53-4024

大分県 豊後高田市 ② ハロウィン集会・ふれあい給食
ハロウィンに関する集会を実施後、123年生の保護者と児童が「ふれあい給食」を
行います。

10月31日 三浦小学校体育館・各教室 三浦小学校 無料 0978-54-2106

大分県 豊後高田市 ② 堅来神社清掃 地域にある堅来神社の清掃を全校で行います。 11月5日 堅来神社 三浦小学校 無料 0978-54-2106
大分県 豊後高田市 ② 学校公開日 全学年が授業公開をします。 11月20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 魚料理教室 5,6年生が魚の調理の仕方を学習します 11月26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 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16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 絵手紙教室 4～6年生に、原野彰子さんが絵手紙教室を通して自分らしく生きる大切さを語りま 10月28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 ユニバーサルデザイン講座 4年生に、盲導犬の体験学習等を通して、個に応じた支援の大切さを学びます。 10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 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。 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 観劇会 「劇団九州」による観劇会。 11月5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 コロッケ先生出前授業 全校児童に、コロッケ先生（中村小六）が環境学習を楽しく行ってくれます。 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 学校公開日 毎月の授業公開日。 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 消費者教育出前講座 6年生を対象に、市民課の名村さんが消費者の心得をわかりやすく話してくれま 11月26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27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 日頃の授業を保護者・地域の方に見てもらう。 10月15日 高田中学校 高田中学校 無料 0978-22－3170
大分県 豊後高田市 ②③ 児童･生徒作品展 図工・美術・書写・理科・家庭等の作品を展示。 10月19～21日 桂陽小学校 教育文化祭実行委員会 無料 0978-22－3170



大分県 豊後高田市 ② 学校公開 日頃の授業を保護者・地域の方に見てもらう。 11月15日 高田中学校 高田中学校 無料 0978-22－3170
大分県 豊後高田市 ②③ 文化祭 合唱や各クラスの取り組みを発表します。 11月22日 高田中学校 高田中学校 無料 0978-22－3170
大分県 豊後高田市 ③ 弁論大会 市内の中学生が自分の意見を主張します。 11月26日 高田中学校 教育文化祭実行委員会 無料 0978-22－3170
大分県 豊後高田市 ③ 英語暗唱大会 市内の中学生が英語のスピーチを披露します。 11月26日 香々地中学校 教育文化祭実行委員会 無料 0978-22－3170
大分県 豊後高田市 ②③ 市内音楽会 各学校が合奏や合唱を発表します。 11月28日 中央公民館 教育文化祭実行委員会 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 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8～10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 学校公開日 授業の様子を公開します。 11月14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 弁論や太鼓等を発表します。 11月24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 文化祭 生徒の学習発表、合唱、弁論(和弁)、英語暗唱 11月23日 田染中学校体育館 田染中学校 無料 0978-26-2047
大分県 豊後高田 ② 学校公開日 授業参観を実施します。（10:30～12:20） 10月15日 真玉中学校 豊後高田市立真玉中学校 無料 ０９７８－５３－４０１４
大分県 豊後高田 ② 学校公開日 授業参観を実施します。（10:30～12:20） 11月 真玉中学校 豊後高田市立真玉中学校 無料 ０９７８－５３－４０１４
大分県 豊後高田 ② 校内文化祭 合唱コンクール、真玉歌舞伎、尾鷲太鼓等を披露し毎年多くの方々が来校してくれ 11月24日 真玉中学校 豊後高田市立真玉中学校 無料 ０９７８－５３－４０１４
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15日(火) 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
文部科学省指定　教育課程特例校
(外国語活動)公開研究発表会

香々地地区三小中学校の9年間を見通した教育活動(外国語活動)の研究発表会 10月25日(金) 香々地中学校
豊後高田市教育委員会
香々地中学校
香々地小学校、三浦小学校

無料 0978－54－2030

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(金) 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 校内文化祭 合唱、和太鼓の演奏、体験学習発表等 11月17日(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
豊後高田市中学校弁論大会英語
暗唱の部

市中学校弁論大会英語暗唱の部14:00本校 11月26日(火) 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（園公開日） 園行事「秋季大運動会」を公開します。未就園児の競技もあります。 10月13日 夢いろ幼稚園 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045
大分県 豊後高田市 ① 市主催「こどもフェスタ」 市のイベント「こどもフェスタ」のオープニングに年長児が参加します。 10月27日 中央公園 豊後高田市 無料 0978-22-0045
大分県 豊後高田市 ② 体育教室（園公開日） 外部講師の体育教室を公開します。（年少・年中・年長、全６クラスが実施） 11月7日 夢いろ幼稚園 夢いろ幼稚園 無料 0978-22-0045
大分県 豊後高田市 ② 大運動会 園児・地域の方・保護者が一体となった運動会です。 10月12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 真玉八幡社のお祭りの際に開催します 10月20日 真玉八幡社相撲場 真玉八幡社 無料 0978-53-5163
大分県 豊後高田市 ① よっちょくれまつり 真玉地区のお祭りに参加し、演技を披露したりバザーをしたりします 11月3日 真玉中学校 地域総務課 無料 0978-53-5163
大分県 豊後高田市 ② いもほり 地域の老人クラブの方と一緒に、芋ほりをします 10月25日 真玉庁舎駐車場横 キラリいろ幼稚園 無料 0978-53-5163
大分県 豊後高田市 ① 身近な人権講座 人権８課題を中心に、市民向け講座。 10月24日 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112
大分県 豊後高田市 ① 家庭の日ポスター展 市内の小学４年生から６年生が家庭の日をPRするポスター展 11月26日～12月2日 市立図書館 健全育成市民会議 無料 0978-53-5112
大分県 豊後高田市 ① 身近な人権講座 人権８課題を中心に、市民向け講座。 11月28日 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112
大分県 豊後高田市 ① さわやか挨拶運動推進大会 ポスター・標語の表彰、挨拶推進の公演会 11月16日 中央公民館 教育委員会 無料 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 ① 学びの２１世紀塾わくわく体験講座
幼児・小学生を対象に、放課後や土曜日（第2・4）に日頃体験できない活動を通し
て地域の人との触れ合い、安心・安全な居場所作りを行う。

１０月・１１月（第２・４）
土曜日他

各公民館・高田小学校 教育委員会 無料 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 ③ 真玉観月祭・文化祭 文化協会による、作品発表及び芸能発表会。 10月6日 真玉公民館 真玉公民館 無料 0978-53-5112
大分県 豊後高田市 ① 秋のお話会 本の読み聞かせやパネルシアター 10月13日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
大分県 豊後高田市 ① 「ぬいぐるみおとまりかい」原画展 「ぬいぐるみおとまりかい」原画展を行います。 ～10月20日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
大分県 豊後高田市 ① ぬいぐるみおとまりかい＆よみきか 　ぬいぐるみのお泊り会とあわせて読み聞かせ会を行います。 10月20日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
大分県 豊後高田市 ① 調べる学習コンクール作品展 市内一般・児童・生徒が研究調査した作品の展示 10月27日～11月9日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
大分県 豊後高田市 ① 読書感想画コンクール作品展 市内一般・児童・生徒の感想画、作品の展示 10月27日～11月9日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
大分県 豊後高田市 ① プログラミング講座「こくり」 ロボット「こくり｝を使ってプログラミングワークショップを行います。 11月17日 市立図書館 市立図書館 無料 0978-25-5115
大分県 豊後高田市 ① 豊後高田市民文化祭 文化協会を中心とする、会員が日頃の学習成果の発表の場。 11月3日 中央公民館 豊後高田文化協会 無料 0978-22-2277

大分県 豊後高田市 ④ ジョヴィアルオーケストラコンサート ジョイントコンサート 10月13日 豊後高田市中央公民館
ジョヴィアルリング・ウインドオーケ
ストラ

無料 090-6899-3576

大分県 豊後高田市 ④ ホットハートクラシックコンサート クラシックコンサート 11月9日 豊後高田市中央公民館
ほっとはーとふるクラシックコンサー
ト実行委員会

090-9793-6716

大分県 豊後高田市 ① 方言まるだし弁論大会 方言をつかった弁論大会 10月20日 豊後高田市中央公民館 方言まるだし弁論大会実行委員会 無料 0978-25-6219

大分県 豊後高田市 ② 別府大学健康講座 体操講座
10月1日・15日
11月5日

田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

大分県 豊後高田市 ② 田染荘収穫祭 市内外の方により、荘園の田で稲を刈り収穫祭を行います。 10月13日 田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912
大分県 豊後高田市 ② 健康まつり 田染地区の健康に関する取り組みを行います。 10月20日 田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

大分県 豊後高田市 ② 田染公民館祭 ゲートボール・ウオーキング・芸能発表会
11月16日
11月17日

田染公民館 田染公民館 無料 0978-26-2912

大分県 豊後高田市 ① 豊後高田市版チャレンジデー 市民の皆さんの健康づくりを目的に、１ケ月間の運動の取り組みを行っていく。 １０月中 市内 教育委員会 0978-53-5112

大分県 豊後高田市 ①
第28回豊後高田市少年野球
教育長杯

市内少年野球チームによる大会。新チームによる最初の大会。 １0月12日・13日 市内 教育委員会 0978-53-5112

大分県 別府市 ②
令和元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9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 ②③④ 第６７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

11月8日～12日 別府市美術館 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 ②③ 第６７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

11月5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
令和元年度　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31日
別府市役所1Ｆ
レセプションホール

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 わくわく運動会 園児によるミニ運動会 10月30日 南立石幼稚園 南立石幼稚園 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25日 石垣幼稚園 別府市立石垣幼稚園 無料 0977-23-6616

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30日～11月1日 東山幼稚園、小中学校 東山幼稚園、小・中学校 無料
（幼）0977-27-5013
（小中）0977-27-5010

大分県 別府市 ② なかよし運動会 小学校（１・５年生）,保育園との運動会 10月30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25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 園公開日 日頃の保育の様子を公開 10月24日 南幼稚園 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29,30日 境川小学校 境川小学校 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8,9日 南立石小学校 南立石小学校 無料 0977-21-1481
大分県 別府市 ② 学校公開 日常の授業の様子の公開 10月30日 亀川小学校 亀川小学校 無料 0977-67-1064
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（学習発表）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 土曜授業 学校公開・授業参観※6年生は朝日大平山地区公民館祭参加 10月26日 朝日小学校 朝日小学校 無料 0977-67-1353
大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の保育・授業の様子を公開 10月29日 朝日小学校・幼稚園 朝日小学校・幼稚園 無料 0977-67-1353
大分県 別府市 ② 学校公開日 日頃の保育の様子を公開 10月30日 朝日幼稚園 朝日幼稚園 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16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15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16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12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16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21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16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 10月30,31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19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12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26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 文化キャラバン 人形劇「つくしんぼう」観劇 11月7日 大平山小学校体育館 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15日 南小学校 南小学校 無料 0977-21-0554
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16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6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　班チャレ集会 11月26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15日～16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18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25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 日頃の生徒の姿や授業の様子を公開 11月5日～8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25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30日・31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28日～11月1日
11月5～7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～10月18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24日 北部中学校 北部中学校 無料 0977－67－2195
大分県 別府市 ①② 学校公開日 ものづくり講座並びに日頃の授業の様子を公開 10月25日 浜脇中学校 浜脇中学校 無料 0977－22－4285
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2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 合唱中間発表 合唱コンクールの中間発表会を行います 10月18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25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14日 朝日中学校 朝日中学校 無料 0977-67-1278
大分県 別府市 ② 学校公開週間 日頃の授業の様子を公開　PTAふれあいバザー 10月23日～26日 鶴見台中学校 鶴見台中学校 無料 0977-23-7441
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　合唱コンクール 10月30日 鶴見台中学校 鶴見台中学校 無料 0977-23-7441

大分県 別府市 ①③ 湯けむり歴史講座 「鬼の岩屋古墳群の装飾について」 10月1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 ①③ 湯けむり歴史講座 「久留島武彦とお伽倶楽部」 10月30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 ①③ 湯けむり歴史講座 「大友宗麟の戦国都市」 11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 ①③ チャレンジ子育て学級
幼・小・中学生の保護者を対象にした家庭教育のあり方について学習する機会を
提供します。

10月8日、11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 ①③ にこにこ子育て学級
乳幼児の保護者を対象にした家庭教育のあり方について学習する機会を提供しま
す。

10月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
公民館子どもひろば（放課後学習
ひろば）

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

10月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 ①③
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、広く市民に紹介します。
10月12,13日 19,20日、
26,27日、11月2,3日

別府市中央、北部地区、西部地
区、中部地区、南部地区、朝日大
平山地区公民館

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 ①② 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います。 10月28日～11月11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 温泉学一般「別府温泉とツーリズ 別府温泉の魅力や特徴、温泉と健康などについて科学的視点から学びます。 10月3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②」 別府温泉の魅力や特徴、温泉と健康などについて科学的視点から学びます。 11月7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びます。 10月12日・11月9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 硬筆の基礎から学びます。 10月20日･11月17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10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5日、11月2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12日、11月9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 歌の音わか教室 音楽の持つ特性を用いた音楽療法をもとに、みんなで一緒に楽しく歌う活動を行い 10月4,10,11月1日,15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
湯の街学びのカレッジ南部キャンパ
ス「南部はつらつ大学」

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

10月9日,11月13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 らくらく指ヨガ健康教室
手の平や指を押したり、伸ばしたりすることにより、体の不調の改善や健康増進を
目指します。

10月11日,11月8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 書道教室～基礎から創作へ
楷書・行書・草書・仮名など書道を基礎から学び、淡墨作品や大作に挑戦し、文字
を楽しく書く活動をします。

10月11日,11月8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 はじめての「てごねパン」教室
パン生地を手ごねから始め発酵させて、調理パン、食パン、菓子パンなどを作る教
室です。

10月22日,11月26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 気功操体法気功太極拳 中国伝統の健康法の実技を取り入れ、中高年からの体力・体型作りを行います。 10月2日,11月6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
公民館子どもひろば「やさしい書写
教室」

小学生を対象に硬筆・毛筆を基礎から学びます。 10月26日、11月23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
公民館子どもひろば「キッズ卓球教
室」

小学生を対象に卓球を基礎から学びます。 10月26日,11月23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 公民館子どもひろば「将棋教室」 将棋を覚えたい又は強くなりたい小学生を対象に、大局を楽しみます。 10月27日,11月24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
公民館子どもひろば「やさしい中国
語会話」

小学生を対象に中国語会話を基礎から学びます。 10月27日,11月24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 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12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24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 今年で最後の講座になります。 10月26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（キッズ） 児童を対象に読み聞かせをします。 11月9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28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 10月12･13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 アスレチック開放DAY 所内のアスレチック施設を開放します。 10月27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 親子で交際交流 留学生との交流、おじかの自然体験活動等をします。 11月10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19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 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12日･10月26日・
11月30日

別府市ふれあい広場サザンクロス 別府市ふれあい広場サザンクロス 無料 0977-25-3396

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18日･11月15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25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5日･11月9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６４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23日～31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　１０

研究所で学ぶ子どもたちの絵画１４０点　造形（大）1点（中）２～3点(小）１００点 10月10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２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。

10月23日～31日 別府市美術館企画展示室ホワイエ 別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③
松平俊子　旅の詩ーパリ、ヴェネ
ツィアそしてトレドー

パリ、ヴェネツィア、フィレンチェ、トレドの風景画・油彩画１００号９点、水彩画１０点 10月16日～20日 別府市美術館企画展示室ホワイエ
別府市美術館
ホワイエ

無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③ 別府市教育祭 絵画・書・読書感想画・人権啓発作品・科学作品・統計グラフ作品・教職員の作品 11月8日～12日 別府市美術館企画展示室ホワイエ 別府市美術館 無料 0977-75-8710
大分県 別府市 ③ キルトin別府（針のおしゃべり） 1年間で作り上げた作品の初発表会 10月2日～7日日 別府市美術館企画展示室ホワイエ 別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ③ 世界の絵本を楽しもう
ザ・キャビンカンパ二ーの原画展、ワークショップ、おはなし会、親子で楽しむブック
トーク（講演会）

11月29日～12月8日 別府市美術館企画展示室ホワイエ 別府市美術館 無料 0977-75-8710

大分県 別府市 ② 第３回オープンスクール 明豊中学・高等学校の入試説明など 10月26日 明豊中学・高等学校 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② 創立２０周年記念講演 熊本市「赤ちゃんポスト」に携わってこられた方の講演会 11月1日 ビーコンプラザ 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② 剣道部招待試合 招待試合…島原高等学校（長崎県） 11月3日 別府大学剣道場 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② 野球部招待試合 招待試合…報徳学園高等学校（兵庫県） 11月17日 別府市民球場 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② ソフトテニス部招待試合 招待試合…就実高等学校（岡山県） 11月17日 別府市営コート 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② 剣道部招待試合 招待試合…小禄高等学校（沖縄県） 11月17日 明豊中学・高等学校 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② 卓球部招待試合 招待試合…希望が丘高等学校（福岡県）など３校 11月23日 べっぷアリーナ 明豊中学・高等学校 無料 0977-27-3311
大分県 別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示した。 10月1日～10月11日 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 幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示した。 10月15日～10月25日 別府発達医療センター 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349
大分県 別府市 ② 地域ふれあい作品展 幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示した。 11月18日～11月29日 大分みらい信用金庫扇山出張所 別府支援学校鶴見校 無料 0977-21-1349

大分県 別府市 ② 令和元年度第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9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
中学生およびその保
護者

大分県 別府市 ② 第12回文化祭
1日目クラスや文化部によるステージ発表、ライフデザインコースによるファッション
ショー。2日目クラス展示研究発表、模擬店、個人ステージ発表

10月25日～26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
25日保護者のみ、26
日一般公開

大分県 別府市 ② 学園祭 児童生徒のステージ発表・作品展示 11月9日 別府支援学校 別府支援学校 無料 0977-24-0108
大分県 別府市 ② ふれあい作品展 児童生徒の作品展示 10月中旬 未定 別府支援学校 無料 0977-24-0108

大分県 別府市 ② 別府大学公開講座 「新時代の幕開け」をテーマに公開講座を行います
10月1,8,15,29日
11月5,12,19,26日

別府大学 別府大学 無料 https://www.beppu-u.ac.jp/

大分県 別府市 ③ 第74回別府大学石垣祭 別府大学大学祭（文化系ｻｰｸﾙの発表、各学科の取り組み成果公開、模擬店） 11月2日～3日 別府大学 別府大学石垣祭実行委員会 無料 https://www.beppu-u.ac.jp/

大分県 別府市 ②
健康づくりに関する栄養の講義と調
理教室

健康づくりに関する栄養の講義と調理教室を行います。 10月26日 別府大学 別府大学食物栄養科学部
食物栄養科学部事務室　0977-66-
5757

大分県 別府市 ①②
日本生物工学会九州支部2019年
度市民フォーラム

「食と健康を彩る発酵食品」をテーマに市民フォーラムを行います。 10月5日 別府大学
公益社団法人日本生物工学会　実
行委員会

無料
https://www.sbj.or.jp/branch/br
anch_kyushu.html

大分県 別府市 ② 第9回わくわくフェスティバル
別府大学短期大学部初等教育科の学生が企画する、子どもに向けた遊びのフェス
ティバルを行います。

11月13日 別府大学 別府大学短期大学部初等教育科 無料
初等教育科事務室
0977-66-4544

大分県 別府市 ①②③ 2019九州学 「九州を発光させる」をテーマに、様々な側面から九州の新しい魅力を探ります。
10月5日,12日,19日,26
日,11月9日,30日

別府大学 別府大学 無料 https://www.beppu-u.ac.jp/

大分県 別府市 ② 保健講話 薬物乱用防止教育など 10月3日、10月31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 1年次生探究学習 職業人に聞く 10月24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 学校公開日 日頃の授業の様子や生徒大会等を公開 11月1日,11月5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 読書会 HRAの読書会を公開 11月12日,11月19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 人権講演会 人権講演会の様子を公開 11月26日 別府翔青高校 別府翔青高校 無料 0977-22-3141
大分県 別府市 ③ 大分県文化財愛護少年団のつどい 文化財愛護少年団、文化財子どもガイド、民俗芸能団体等の活動発表 11月30日 別府市公会堂 大分県文化財愛護少年団連絡協議 無料 097-506-5498
大分県 別府市 ③ きらきら作品展 児童生徒の美術・家庭科の作品や作業学習の製品等を展示します。 10月15～31日 みらい信用金庫石垣支店 南石垣支援学校 無料 南石垣支援学校0977-23-3454
大分県 別府市 ② 文化祭 全校児童生徒によるステージ発表や作品展示、作業製品の販売等を行います。 11月17日 南石垣支援学校 南石垣支援学校 無料 南石垣支援学校0977-23-3454

大分県 別府市 ① APU・大分合同新聞講座
出口治明学長「5000年史」講座　
2019年4月26日～2020年1月25日まで全11回シリーズで開催されてます。

10月12、26日
11月9、30日

立命館アジア太平洋大学（Ｈ201） 立命館アジア太平洋大学 無料
http://www.apu.ac.jp/home/soc
iety/content6/

大分県 別府市 ① 世界報道写真展2019 「世界報道写真コンテスト」の入賞作品を展示する写真展です。 11月3日～11月15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 ① 社会連携セミナー
エズラ Ｆ. ヴォーゲル氏"China and Japan: Learning from Each Other"と題して講演
します。

11月15日 立命館アジア太平洋大学（Ｈ202） 立命館アジア太平洋大学 無料 0977-78-1106

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26日～27日 立命館アジア太平洋大学 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 ファッション・ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。 10月14日～10月18日 立命館アジア太平洋大学 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

9月に実施確定

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（11/2の
み別府駅周辺で行う予定）

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

9月に実施確定

大分県 別府市 ③ インディア・ウィーク 学生による地域文化紹介週間です。 11月4日～11月8日 立命館アジア太平洋大学 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

9月に実施確定

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3日
立命館アジア太平洋大学（キャン
パス）

アドミッションズ・オフィス 無料 0977-78-1120



大分県 別府市 ④ 第17回アジア太平洋カンファレンス
立命館アジア太平洋大学にて第17回アジア太平洋カンファレンスを開催します。
「アジア太平洋におけるガバナンス：政治、経済、ビジネス、環境」をテーマに掲げ、
様々な領域の学内外の研究発表者が自身の最新の研究成果を発表します。

11月30日、12月1日 立命館アジア太平洋大学 立命館アジア太平洋研究センター 無料 http://www.apu.ac.jp/apconf/

聴講に関しては、無
料ですが、分科会で
の発表及びレセプ
ション参加は有料に
なります。

大分県 別府市 ① からだあそび
地域の高齢者を園にお招きし、子どもたちが普段遊んでいる運動遊びを一緒に行
います。

10月15日，11月12日 ひめやま幼稚園
認定こども園
ひめやま幼稚園

無料

大分県 別府市 ① ＳＵＮＳＵＮフェスタひめやま
幼稚園と保護者主催によるバザーです。地域の方や外部の方にも声をかけ、行っ
ています。

11月3日 ひめやま幼稚園
認定こども園
ひめやま幼稚園

無料

大分県 別府市 ① フリー参観
期間を決め、その間どの日、どの時間帯でも子どもたちの様子を観に来てもらって
います。

11月20日～22日 ひめやま幼稚園
認定こども園
ひめやま幼稚園

無料

大分県 別府市 ③ 造形教育公開保育研修会
2019年の造形教育研修大会の九州大会における公開保育園とし公開保育を行い
ます。

11月29日 ひめやま幼稚園
認定こども園
ひめやま幼稚園

無料

大分県 別府市 ② 運動会 日頃の遊びの様子を披露し、親子で触れ合いをします。 10月6日 別府大学グラウンド 別府大学附属幼稚園 無料 0977-66-3555
大分県 別府市 ② 触れ合いバザー 親子で触れ合いをしながらバザーを楽しみます。 10月27日 別府大学附属幼稚園 別府大学附属幼稚園 無料 0977-66-3555
大分県 別府市 ② 公開研究会 日頃の保育の様子を公開し、研究する。 11月30日 別府大学附属幼稚園 別府大学附属幼稚園 無料 0977-66-3555

大分県 別府市 ③ 星和祭 明星幼稚園・小学校合同バザー 11月3日 明星小学校 明星幼稚園・小学校保護者会
明星小学校0977-23-2566
明星幼稚園0977-24-0867

大分県 別府市 ③
京大ウィークス2019
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25～26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

京都大学 無料

京都大学HP：
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/weeks/2019.ht
ml
京都大学大学院理学研究科附
属地球熱学研究施設HP：
http://www.vgs.kyoto-

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 ①③
京大ウィークス2019
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26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

京都大学 無料 同上

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3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31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 授業参観 日頃の学習の様子を公開 10月26日 由布川小学校 由布川小学校 無料 097-583-0751
大分県 由布市 ② 夢授業 地域人材や外部講師等を活用した授業の様子を公開 10月26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 日頃の授業の様子を公開 11月8日 由布市立挾間小学校 由布市立挾間小学校 無料 097-583-0029
大分県 由布市 ② 秋季大運動会 運動会の様子を公開 9月22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2日 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079
大分県 由布市 ② 自由参観日 学校公開、授業参観 11月6日 阿南小学校 阿南小学校 無料 a54600@oen.ed.jp
大分県 由布市 ② 学校公開日 日頃の授業を保護者や地域の方に公開します。 10月17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 亥の子づちづくり 地域の方々と一緒に亥の子づちを作ります。 11月6日 東庄内小学校体育館 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 ①②③ 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

11月12日 由布院小学校、公民館、等
由布市立由布院小学校
由布院小学校PTA

無料 0977-84-2031

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1日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329
大分県 由布市 ② かわにし文化収穫祭 育てて菊を飾り、全校での出し物披露 11月4日 川西公民館 川西公民館 無料 0977-84-5022
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 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 ③ 文化芸術教室 庄内町で活躍する神楽座による神楽体験教室 6月12日 塚原小学校音楽室 塚原小学校 無料 0977-85-4141
大分県 由布市 ② 文化祭 中学生による合唱コンや国語・英語の弁論等の発表 11月16日 由布市立挾間中学校体育館 挾間中学校 無料 097-583-0017
大分県 由布市 ③ 文化発表会 生徒会を中心に、文化活動、合唱の発表 11月16日 庄内中体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014
大分県 由布市 ③ 文化発表会 生徒会を中心に、文化活動、合唱の発表 11月16日 庄内中体育館 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2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 授業公開 日頃の授業の様子を公開 10月21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 オープンスクール 日頃の授業の様子を公開 10月31日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161
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 石城幼稚園 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12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25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 10月26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14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 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月中旬 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 11月中旬 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 11月中旬 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 授業公開と体験活動 11月2日 谷幼稚園 谷幼稚園 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月中旬 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1757
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
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5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15日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038
大分県 由布市 ②③ 長宝祭2019 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月16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 ふれあい音楽会 芸術緑丘高校による演奏　生徒との交流 11月5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 芸術緑丘高校来校

大分県 由布市 ③ 庄内神楽祭り・庄内町ふるさと祭り
 庄内神楽祭りは庄内神楽を継承する町内神楽座の他、保育園児・高校生の神楽
座、また市内の団体が出演予定。

11月3、4日 神楽殿・庄内町総合運動公園 由布市 庄内地域振興課



大分県 由布市 ②③ 大分大学医学部第17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12日のみ）を開催します。

10月12～13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
大分大学
学務課総務・入試グループ
（097-586-5511）


