平成２５年９月行事予定表（日付順）
行
事
企画展 広瀬淡窓と生家
平常展 大分の先哲たち
企画展 おおいたの史談会Ⅳ
芸館企画展 芸術会館所蔵・田能村竹田
芸術会館特設ギャラリーⅡ期
平常展Ⅱ「絵画にみる、子どもたちへのまなざし」

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

大分県教育委員会
所管
備考
県立図書館特設ｷﾞｬﾗﾘｰ 先哲史料館
～10月6日（日）
～10月14日（月）
先哲史料館展示室 先哲史料館
～10月14日（月）
先哲史料館展示室 先哲史料館
～10月14日（月）
先哲史料館展示室 先哲史料館
県庁舎本館・県立病院・県立図書館 芸術会館
～10月6日（日）
芸術会館
芸術会館
～10月6日（日）

開催中 第31回 髙山辰雄賞ジュニア美術展
平常展「豊の国・おおいたの歴史と文化 再発見」
企画展「色 イロ いろ－日本文化の色彩紀行－」

9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00

芸術会館
歴史博物館
歴史博物館

県庁別館ミニ企画展「見上げてごらん！屋根の上を」

8：30～17：15

社会教育総合センターミニ企画展「石材はどこから？」

8：30～17：15
8：30～17：15
11:00～12:00

日 曜

県立図書館ミニ企画展「茶の湯と香道」
読み聞かせひろば

場所

髙山辰雄賞ジュニア美術展実行委員会

共催展・～9月1日（日）

歴史博物館
歴史博物館

～9月23日（月）
大分県庁別館１階 埋蔵文化財センター ～9月28日（土）
社会教育総合センターロビー

埋蔵文化財センター ～9月28日（土）

大分県立図書館

埋蔵文化財センター ～9月1日（日）

子ども室

大分県立図書館

1 日
大分商業高校インターンシップ （～6日まで）

大分県立図書館

新任図書館長研修 （～6日まで）

大分県立図書館

2 月

3 火
おはなし会２・３・４

11：00～11：20

子ども室

大分県立図書館

9：00～15：00
午前
10：00～16：05

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター ～6日（木）

4 水
南大分中学校職場体験
5 木 職業体験（大分市立判田中学校）
教育委員会
特別支援学校教科経営研修
6 金
ふるさと学講座（大分の歴史）
7 土 大人のための森林（もり）の環境学習会
法政大学建築ゼミ見学
ふるさと学講座（大分の文化）
8 日 読み聞かせひろば
経営無料相談会
利用者満足度調査
9 月

大分県立図書館
教育委員室

教育改革・企画課

大分県教育センター 大分県教育センター

9:30～12:30
10:00～15:00

歴史博物館
九重青少年の家

社会教育総合センター

9:30～12:30
11:00～12:00
13:30～16：30

明礬温泉
子ども室
特設会場

社会教育総合センター

大人のためのおはなし会
10 火 王子中学校職場体験
筑波大学インターンシップ
子ども読書ボランティア養成講座（第3回）
11 水

10：00～11：30

ステップアップ研修Ⅰ
12 木 職業体験（大分市立稙田東中学校）

10:00～16:00
9：00～15：00

10：30～15：30

ＬＤ・ＡＤＨＤ教育研修

10：00～16：05

ふるさと学講座（大分の自然）
14 土 親子美術鑑賞会（平常展Ⅱ）
おはなし会

10：30～11：30/13：30～14：30

第6研修室

第２・３・６研修室

九重青少年の家
大分県立図書館
大分県立図書館
大分県立図書館
大分県立図書館

大分県立図書館
大分県立図書館
大分県立図書館
大分県立図書館

11:00～12:00

～15日（日）

～12日（木）
～23日（月）

社会教育総合センター 社会教育総合センター

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター ～13日（金）
大分県教育センター 大分県教育センター 大学生も受講可

13 金
9:30～12:30

～6日（木）

大分市ななせ館
芸術会館
子ども室

社会教育総合センター

芸術会館
大分県立図書館

デジタルプラネタリウム上映会
15 日 読み聞かせひろば
アニメ映画上映会「花さきやま」他

11:00～、13:30～ 香々地青少年の家 香々地青少年の家
11:00～12:00
子ども室
大分県立図書館
14:00～14:50

視聴覚ﾎｰﾙ

大分県立図書館

13:30～16:30
10:30～11:45

特別閲覧室
第6研修室

大分県立図書館
大分県立図書館

9：00～15：00

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター ～20日（金）

16 月

17 火
就職相談会
18 水 あかちゃんのためのおはなし会
職業体験（大分市立滝尾中学校・戸次中学校）
19 木
東稙田小学校見学

大分県立図書館

20 金
ふるさと学講座（大分の歴史）
21 土 親子で体験inかかぢ（22日まで）
小学生のためのおはなし会
ふるさと学講座（大分の文化）
22 日 読み聞かせひろば
アニメ映画上映会「鉢かづき姫」他

9:30～12:30
13:00～
14：00～15：00
9:30～12:30
11:00～12:00
14:00～14:50

豊後大野市中央公民館 社会教育総合センター

香々地青少年の家
子ども室
日田祇園山鉾開館
子ども室

視聴覚ﾎｰﾙ

香々地青少年の家
大分県立図書館
社会教育総合センター

大分県立図書館
大分県立図書館

23 月

24 火
東陽中学校職場体験

大分県立図書館

25 水
社会教育行政職員研修
26 木 教育委員会

10:00～16:00
午後

社会教育総合センター 社会教育総合センター

教育委員室

教育改革・企画課

10:00～12:00

第４・６研修室

大分県立図書館

ふるさと学講座（大分の自然）
こころのふれあい自然体験キャンプ（29日まで）
28 土
平常展Ⅱ展示解説
おはなし会
読み聞かせひろば
29 日

9:30～12:30
13:00～
13：30～14：30
11:00～12:00
11:00～12:00

弥生文化会館 他
香々地青少年の家
芸術会館
子ども室
子ども室

社会教育総合センター

第3回大分県公立図書館等職員研修会

10:00～15:30

ストーリーテリング入門講座（第２回）
27 金

30 月
※日程等については変更の可能性があります。

香々地青少年の家
芸術会館
大分県立図書館
大分県立図書館

大分市民図書館等 大分県立図書館

～26日（木）

