平成２６年７月行事予定表（日付順）
日 曜

開催中

行
事
芸術会館特設ギャラリーⅠ期
青少年の家出前サポート事業（活動相談のみ）
森林（もり）の環境学習サポート隊
県庁別館ミニ企画展「石で作られた道具たちⅠ 旧石器時代の石器」
社会教育総合センターミニ企画展「石で造られた道具たちⅡ 縄文時代の石器」

県立図書館ミニ企画展「用途によって使い分けられた弥生土器」

平常展「豊の国・おおいたの歴史と文化 再発見」

時間
8：30～17：15
随時
随時
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
9:00～17:00

場所
県庁舎本館・県立病院・県立図書館

九重青少年の家
九重青少年の家
大分県庁別館１階

大分県教育委員会
所管
備考
芸術会館
6日まで
九重青少年の家
九重青少年の家
埋蔵文化財センター 7月31日（木）まで

社会教育総合センターロビー

埋蔵文化財センター 7月31日（木）まで

大分県立図書館

埋蔵文化財センター 8月31日（日）まで

歴史博物館常設展示室 歴史博物館

＊特集展示 「ヤマト王権と東九州」 「飛霞とカッパ」

新任校長研修
1 火 歴史文化講座 第７回［歴史学１］
県立学校臨時講師研修Ⅱ
2 水

第１回「先哲・歴史講座｣ちょっと素敵な伊勢参宮ー江戸の旅日記を読むー

初任者研修「学級経営２」（特・特級）
3 木

初任者研修「特別活動・道徳教育・人権教育」（小中）

職場体験（明野中2年生）
大分市立大分西中学校発掘体験
職場体験（明野中2年生）

9：30～16：10
13:30～15:00

県教育センター
歴史博物館講堂

県教育センター
歴史博物館

10：00～16：05 県教育センター
県教育センター
10:30～12:00 県立図書館視聴覚ﾎｰﾙ 先哲史料館
9：30～16：05
9：30～16：05
9:00～15:00

県教育センター
県教育センター
図書館内

全7回（1月まで）

県教育センター
県教育センター
県立図書館

午前中（雨天中止） 旧万寿寺跡8次9次調査区 埋蔵文化財センター

9:00～15:00

図書館内

県立図書館

子ども室
視聴覚ホール

県立図書館
県立図書館

4 金
おはなし会
放送大学講演会②「コラーゲンの本当の話」
「ふるさと学講座」大分の歴史 別府コース第1回講座

5 土 心のふれあいキャンプ推進事業（プレキャンプ）
企画展 見つけよう！子どもたちへのメッセージーおおいたの先哲ー

6 日

ミニ企画展 「本になった先哲たち」
博物館からの贈り物 －七夕コンサート－
たなばたおはなし会（幼児）
たなばたおはなし会（幼児・小学生）
「ふるさと学講座」大分の文化 別府コース第1回講座

心のふれあいキャンプ推進事業（プレキャンプ）
公立小･中学校特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ専門研修

7 月 スクールサービスデイ（平松学園 向陽中学校）

11:00～12:00
13:30～15:00
9:30～11:30
12:30～受付
9:00～17:00
9:00～17:00
17:00～19:00
11：00～12：00
14：00～15：00
9:30～11:30
～12:30解散
9：30～16：05
9:00～15:00

教育委員会
学校ミドルリーダー研修
8 火 芸術会館特設ギャラリーⅡ期
職場体験（稙田南中2年生）
歴史文化講座 第７回［歴史学２］
大分県立大分豊府中学校職業体験（1日目）
9 水

午後
9：30～16：05
8：30～17：15
9:00～15:00
13:30～15:00
9:00～15:00

初任者研修「教科指導２」（高）
10 木 職場体験（ろう学校中2年生）
大分県立大分豊府中学校職業体験（2日目）
大分県公民館長・主事研修会
11 金 職場体験（ろう学校中2年生）
大分県立大分豊府中学校職業体験（3日目）
おはなし会
12 土 「ふるさと学講座」大分の自然 別府コース第1回講座
「地域づくりサポート」杵築コース第2回講座
生涯設計個別相談会（大分県総合雇用推進協会）
読み聞かせひろば
13 日

9：30～16：05
未定
9:00～15:00
10:00～15:30
未定
9:00～15:00
11:00～12:00
9:30～11:30
13:30～17:30
9:30～12:30
11:00～12:00
13:30～16:30
9:00～11:30

経営無料相談会（中小企業診断士協会・日本公庫）

「地域づくりサポート」杵築コース第2回講座

社会教育総合センター 社会教育総合センター

香々地青少年の家

社会教育総合センター 1泊2日

県立図書館１階展示室 先哲史料館
県立図書館１階展示室 先哲史料館
歴史博物館エントランスホール

子ども室
子ども室

～8月17日（日）
～8月17日（日）

歴史博物館
県立図書館
県立図書館

社会教育総合センター 社会教育総合センター

香々地青少年の家
県教育センター
一般資料室

社会教育総合センター

教育委員室
県教育センター

教育改革・企画課
県教育センター
芸術会館
10月5日まで
県立図書館
歴史博物館

県庁舎本館・県立病院・県立図書館

県教育センター
県立図書館

（休館日）

図書館内
歴史博物館講堂
埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター

指導教諭等在籍校
図書館内

県教育センター
県立図書館

旧万寿寺跡8次9次調査区 埋蔵文化財センター

雨天中止時はセンターで活動

社会教育総合センター 社会教育課
図書館内
県立図書館
埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター
子ども室
県立図書館
社会教育総合センター 社会教育総合センター

杵築市大田公民館
第1研修室
子ども室
第2,4,5研修室
杵築市横岳荘

社会教育総合センター 1泊2日

県立図書館
県立図書館
県立図書館
社会教育総合センター

14 月

15 火
高等学校教科指導能力向上研修（フォローアップ研修）

16 水 あかちゃんのためのおはなし会（第1期）
就職セミナー（ジョブカフェおおいた）

10：00～16：05 県教育センター
10:30～11:45 第6研修室
13:00～16:00 第1研修室

県教育センター
県立図書館
県立図書館

17 木
9:00～17:00
9:00～17:00

芸術会館
歴史博物館

OBS大分放送
歴史博物館

小学生おはなし会
19 土 「地域づくりサポート」杵築コース第2回講座

14:00～15:00
9:00～11:30

子ども室
杵築市横岳荘

社会教育総合センター

読み聞かせひろば
20 日 アニメ映画上映会

11:00～12:00
14:00～15:00
9:30～11:30
14:00～15:00

子ども室
視聴覚ホール

県立図書館
県立図書館

2014大恐竜王国展 ～地球の覇者が帰ってくる～

18 金

企画展「“桃源郷” －心をあらわす、文化をつなぐ－」

開始

「ふるさと学講座」大分の文化 玖珠コース第1回講座

アニメ映画上映会

共催展・8月21日まで

県立図書館

くすまちメルサンホール 社会教育総合センター

視聴覚ホール

県立図書館

21 月
10：00～16：05 県教育センター

県教育センター

１０年教職経験者研修「教科研究」（高）
23 水 としょかん名人

9：30～16：05
14:00～15:00

県教育センター
子ども室

県教育センター
県立図書館

公立小・中学校特別支援学級担当教員研修
24 木 就職活動支援セミナー（おおいたサポステ）

9：30～16：05
10:00～11:45

県教育センター
第1研修室

県教育センター
県立図書館

キャリア教育研修
25 金 カウンセリング実践研修 基礎編
企画展「“桃源郷” …」ギャラリートーク
おはなし会
26 土 「ふるさと学講座」大分の自然 臼杵コース第1回講座
みんなおいでよ！くじゅうファミリーキャンプ
読み聞かせひろば
27 日 みんなおいでよ！くじゅうファミリーキャンプ

10：00～16：05
10：00～16：05
13:30～14:30
11:00～12:00
9:30～11:30
13:00～（予定）
11:00～12:00
～14:00（予定）

県教育センター
県教育センター

学年経営研修（小中高）
28 月 カウンセリング実践研修 基礎編

10：00～16：05 県教育センター
9：30～16：05 県教育センター

県教育センター
県教育センター

教育委員会
知的障がい教育研修
29 火
中学校外国語研修（佐伯管内）
調べ学習講座（公開講座）
初任者研修「宿泊研修」（全）１日目
30 水 情報モラルセキュリティ研修

午後
10：00～16：05
13：30～16：30
10:00～16:00
10：00～
10：00～16：05

教育改革・企画課
県教育センター
県教育センター
県立図書館
県教育センター
県教育センター

子ども国際交流キャンプ
31 木 初任者研修「宿泊研修」（全）２日目
県立特別支援学校学部主事研修
※日程等については変更する場合があります。

11:00～
ゆふの丘プラザ
終日
九重青少年の家
10：00～16：05 県教育センター

１０年教職経験者研修「生徒指導」（小中特〈小中〉）

22 火

県教育センター
県教育センター
歴史博物館企画展示室 歴史博物館
子ども室
県立図書館
臼杵市中央公民館 社会教育総合センター
九重青少年の家
九重青少年の家 1泊2日
子ども室
県立図書館
九重青少年の家
九重青少年の家

教育委員室
大分支援学校
佐伯教育事務所
第2,3研修室
九重青少年の家
県教育センター

義務教育課
県教育センター
県教育センター

8月1日まで

