平成２５年11月行事予定表（日付順）
日 曜

行
事
時間
芸術会館特設ギャラリーⅢ期
8:30～17:15
第49回大分県美術展(書道展)
9:00～17:00
森林（もり）の環境学習サポート隊派遣事業
随時
香々地・九重青少年の家出前サポート事業
随時
● ブックツリーを実らせよう（読書週間イベント）
開館時間中
● 県図書キーワードラリー（読書週間イベント）
開館時間中
平常展「豊の国・おおいたの歴史と文化 再発見」
9:00～17:00
開催中
＊特集展示「みほとけのすがた」「天福寺奥院木彫仏」
特別展「いきものと生きる－“いのち”の物語－」
9:00～17:00
大分県美術展巡回展
9:00～17:00

場所
県庁舎本館･県立病院･県立図書館

芸術会館
九重青少年の家
相談により決定

大分県教育委員会
所管
備考
芸術会館
1月19日（日）まで
大分県美術協会 4日まで・共催展
九重青少年の家
香々地・九重青少年の家

2階閲覧室入口付近 県立図書館

2階閲覧室全体
歴史博物館

県立図書館
歴史博物館

10月25日～11月10日
10月25日～11月10日
10月1日～12月15日

歴史博物館
歴史博物館
10月18日～11月24日
歴史博物館 講堂 大分県美術協会宇佐高田支部 11月4日～10日

（11月4日は13:30から）

秋季企画展「蘭学のパイオニアー前野良沢ー」
県庁別館ミニ企画展「石器はどこから」
社会教育総合センターミニ企画展「豊後府内の食生活」

県立図書館ミニ企画展 商人の町「豊後府内」
高等学校教科経営研修

9：00～17：00
開館時間中
開館時間中
開館時間中
10:00～16:05

先哲史料館展示室 先哲史料館
～11月24日（日）
県庁別館1Fロビー 埋蔵文化財センター ～11月29日（金）
社会教育総合センター 埋蔵文化財センター ～11月29日（金）
埋蔵文化財センター ～11月29日（金）
県立図書館
大分県教育センター 大分県教育センター

1 金
出前鑑賞授業
ふるさと学講座（大分の歴史）
おはなし会
2 土
秋の音楽会～音楽と詩を楽しもう～
専門高校生の祭典「大分さんフェア２０１３」
特別展記念講座「骨が語る人と動物」
ふるさと学講座（大分の文化）
3 日 読み聞かせひろば
アニメ映画上映会「赤いろうそくと人魚」他
アニメ上映会「ふしぎの国のアリス」他
4 月
第４回大分県公立図書館等職員研修会

13:00～15:00
9:30～12:30
11：00～12：00
14:00～15:00
10:00～14:20
13:30～15:00
9:30～12:30
11：00～12：00
14:00～14:46
14:00～14:55
13:30～17:00

豊後大野市立中央公民館

芸術会館

社会教育総合センター 社会教育総合センター

子ども室
視聴覚ﾎｰﾙ

県立図書館
県立図書館
ガレリア竹町ドーム広場 高校教育課
歴史博物館 講堂 歴史博物館
社会教育総合センター 社会教育総合センター

子ども室
視聴覚ﾎｰﾙ
視聴覚ﾎｰﾙ

県立図書館
県立図書館
県立図書館

武雄市立図書館

県立図書館

9:00～17:00
11:00～11：20
13:30～15:00
18:00～19:30
10:35～14:50

芸術会館
子ども室
第２・３研修室
視聴覚ﾎｰﾙ
竹田市立荻小学校

芸術会館
県立図書館
県立図書館
県立図書館
芸術会館

10:00～12:00
午後

第４・６研修室
教育委員室

県立図書館
教育改革・企画課

芸術会館
芸術会館
九重青少年の家
子ども室
視聴覚ﾎｰﾙ
第２・３研修室

県立図書館視聴覚ホール

芸術会館
芸術会館
九重青少年の家
県立図書館
県立図書館
県立図書館
歴史博物館
芸術会館
九重青少年の家
先哲史料館

由布市
１階エントランス

県立図書館
県立図書館

8:30～16:30

5 火
芸術会館ラストコレクション展「芸術会館を飾った名作･名品（前期）」

おはなし会2・3・4
6 水
くらしに役立つ連携健康講座（食育・県栄養士会）
秋のナイトシネマ 洋画「そして誰もいなくなった」
出前鑑賞授業
7 木
ストーリーテリング入門講座（第３回）
8 金 教育委員会
ファミリー･アート･クラブ「ふしぎな色さがし」
展示解説（芸術会館ラストコレクション展）
第２回ここのえエコレンジャーキッズ（１日目）
9 土 おはなし会
放送大学講演会④「マヤ文明入門『マヤの予言』とは何だったのか?」

縫わずに作れる！～可愛い布製ブックカバーづくり～

イベント 「別府大学吹奏楽団コンサート」
特別鑑賞講座「大分のアートが、世界のアートに出会うこと」

10 日 第２回ここのえエコレンジャーキッズ（２日目）
秋季企画展記念講演会「『天然の奇士』 前野良沢」

10:00～12:00
13:30～14:30
10:00～
11：00～12：00
13:30～15:00
14:00～15:30
15:30～
14:30～15:30
～13:30
13：30～

歴史博物館 エントランスホール

芸術会館
九重青少年の家

11 月
図書館巡回訪問
12 火 健康無料相談「１日まちの保健室」（大分県看護協会）

13 水

10:00～15:00

12月15日（金）まで

要事前申込
１泊２日

講師：新見県立美術館館長

講師：鳥井裕美子氏

プラネタリウム鑑賞会

16:30～17:15

大分県教育センター 大分県教育センター

ストーリーテリング入門講座（第４回）

10:00～12:00

第４・６研修室

県立図書館

芸術会館

芸術会館

14 木

15 金
鑑賞講座「田能村竹田」
ふるさと学講座（大分の歴史）
16 土 小学生のためのおはなし会
くらしに役立つ連携講座（法テラス、映画・講演会）
石川高専建築学科見学（40名）
第２回香々地スターパーティー
17 日 ふるさと学講座（大分の文化）
読み聞かせひろば

13:30～15:00
9:30～12:30
14:00～15:00
12:00～16:45
16:30～17:10
12:00～16:00
9:30～12:30
11:00～12:00

豊後大野市中央公民館 社会教育総合センター

子ども室
視聴覚ﾎｰﾙ

県立図書館
県立図書館
県立図書館
香々地青少年の家 香々地青少年の家
くすまちメルサンホール 社会教育総合センター

子ども室

県立図書館

10:30～11:45
13:30～16:30

第６研修室
特別閲覧室

県立図書館
県立図書館

13:00～15:30

佐伯市立上入津小学校

芸術会館

18 月

19 火
あかちゃんのためのおはなし会（第1期）
20 水 就職相談会（ジョブカフェおおいた）
出前鑑賞授業
21 木
別府市立少年自然の家「おじか」
青少年教育施設職員研修
11:00～16:00
ポランの広場(第6回)
11:00～14:20
22 金
就職活動支援セミナー（おおいたサポステ）
10:00～11:45
第２・３研修室
県立図書館視聴覚ホール
史料保存セミナー
13：00～
親子美術鑑賞会（芸術会館ラストコレクション展） 10:30～11:30/13:30～14:30 芸術会館
社会教育総合センター
ふるさと学講座（大分の自然）
9:30～12:30
23 土 第３回心のふれあい自然体験キャンプ（１日目）
13:00～
日田市
おはなし会
11:00～12:00
子ども室
アニメ上映会「ピーターパンの冒険」他
14:00～14:55
視聴覚ﾎｰﾙ
第３回心のふれあい自然体験キャンプ（2日目）
～13:00
日田市
読み聞かせひろば
11:00～12:00
子ども室
24 日
特別展「いきものと生きる－“いのち”の物語－」終了日
9:00～17:00
歴史博物館
秋季企画展「蘭学のパイオニアー前野良沢ー」終了日
9:00～17:00
先哲史料館展示室
資料整備期間（休館）
25 月 移動教育委員会
終日
佐伯市

社会教育総合センター

県立図書館
県立図書館
先哲史料館
芸術会館
社会教育総合センター

香々地青少年の家 1泊2日
県立図書館
県立図書館
香々地青少年の家
県立図書館
歴史博物館
先哲史料館
県立図書館
12月4日（水）まで
教育改革・企画課

26 火

27 水

28 木
県立学校生徒指導主任、特別活動主任、教育相談主任研修

１0:00～16:05

大分県教育センター 大分県教育センター

29 金
ふるさと学講座（大分の自然）
30 土

※日程等については変更する場合があります。

9:30～12:30

津久見市公民館

社会教育総合センター

