平成２７年１月行事予定表（日付順）
日 曜

行
事
芸術会館特設ギャラリーⅢ期
青少年の家出前サポート事業
森林（もり）の環境学習サポート隊
埋文企画展 大分の歴史を掘り続けて10年ー埋蔵文化財センターのあゆみー

同時開催 歴史博物館特設ｷﾞｬﾗﾘｰ展
開催中

平成26年度企画展｢掘り続けて10年－埋蔵文化財センターの歩み｣

県庁別館ミニ企画展「古墳時代の副葬品Ⅰ金属器と装飾品」
社会教育総合センターミニ企画展「古墳時代の副葬品Ⅱ 様々なスタイルの須恵器」

県立図書館ミニ企画展「「豊後府内」で用いられた器たち」

平常展「豊の国・おおいたの歴史と文化 再発見」
＊特集展示 「平安の壁画－浄土を描く－」

時間
8:30～17:15
随時
随時

場所
県庁舎本館・県立病院・県立図書館

大分県教育委員会
所管
備考
芸術会館
1月18日まで

香々地・九重青少年の家 香々地・九重青少年の家

九重青少年の家

九重青少年の家
先哲史料館

9:00～17:00

県立図書館１階展示室

9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～17:00

先哲史料館展示室 埋蔵文化財センター
大分県庁別館１階 埋蔵文化財センター

12月1日（月）～1月31日（日）

社会教育総合センターロビー

埋蔵文化財センター

12月1日（月）～1月31日（日）

大分県立図書館

埋蔵文化財センター ～2月28日(土)

歴史博物館常設展示室

歴史博物館
歴史博物館

歴史博物館常設展示室

（休館日）

県立図書館

（休館日）

県立図書館

（休館日）

県立図書館

（休館日）

県立図書館

～2月1日（日）
12月5日（金）～2月１日（日）

1 木

2 金

3 土

4 日
（休館日）
5 月 みんなおいでよ！くじゅうの白銀世界へ

10:00～

九重青少年の家

県立図書館
九重青少年の家

みんなおいでよ！くじゅうの白銀世界へ
6 火 教育委員会

～15:00
午後

九重青少年の家
教育委員室

九重青少年の家
教育改革・企画課

11:00～11:20
11:20～11:30

子ども室
子ども室

県立図書館
県立図書館

企画展「ふるさとのみほとけ」ギャラリートーク

13:30～14:30

歴史博物館企画展示室

歴史博物館

おはなし会

11:00～12:00
10:30～12:00
10:00～12:00
１泊２日
10:00～15:00
9:30～12:30
11:00～12:00
13:30～16:30
14:00～14:50

子ども室

県立図書館

おはなし会2・3・4
7 水 おみやげ わらべうた

8 木

9 金

10 土

11 日

「ふるさと学講座」大分の文化 別府コース第７回講座

第9回かかぢファミリークラブ
ふれあいキャンプ
ここのえネイチャークラブ
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
経営無料相談会（中小企業診断士協会・日本公庫）

アニメ映画上映会

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
香々地青少年の家
九重青少年の家
第1研修室
子ども室
第1・4・5研修室
視聴覚ホール

香々地青少年の家
香々地青少年の家
九重青少年の家
県立図書館
県立図書館
県立図書館
県立図書館

12 月
（休館日）

県立図書館

13 火
先哲・歴史講座「町歩きのススメー見慣れた光景に歴史を感じてー」

14 水

13:30～12:00

県立図書館２階視聴覚ホール

先哲史料館

1泊2日

15 木
ステップアップ研修Ⅱ「教科指導３・テーマ別研究３」(中)

10:00～16:05

大分県教育センター 大分県教育センター

16 金
法テラス 第２回法律セミナー（予定）
小学生のためのおはなし会
17 土 国東半島宇佐地域世界農業遺産中学生サミット
「ふるさと学講座」大分の歴史 豊後大野コース第６回講座
企画展関連講座｢企画展を掘り下げる－10年目の新知見－」

読み聞かせひろば
「ふるさと学講座」大分の文化 玖珠コース第６回講座

18 日 第10回かかぢファミリークラブ
デジタルプラネタリウム上映会
企画展「ふるさとのみほとけ－豊前の念仏－」・・終了

13:30～15:00
14:00～15:00
13:00-16:40
9:30～12:30
13:00～15:00
11:00～12:00
9:30～12:30
10:00～13:30
11:00～、13:30～
9:00～17:00

（休館日）

第2・3研修室
子ども室
アストくにさき

県立図書館
県立図書館
義務教育課

社会教育総合センター 社会教育総合センター
県立図書館視聴覚ホール

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

香々地青少年の家 香々地青少年の家
香々地青少年の家 香々地青少年の家 2回上映
歴史博物館企画展示室 歴史博物館
県立図書館

19 月
就職活動支援セミナー（おおいたサポステ）
芸術会館特設ギャラリーⅣ期
20 火
公立小･中学校教務主任研修
第９回歴史文化講座（歴史学3）発掘された大友宗麟の城下町

あかちゃんのためのおはなし会
21 水 ポランの広場図書館活動
就職相談会（ジョブカフェおおいた）
公立小･中学校教務主任研修
22 木 移動教育委員会
ステップアップ研修Ⅱ「学級経営２・テーマ別研究３」(小)

10:30～12:00
8:30～17:15
13:30～16:30
13:30～15:00
10:30～11:45
10:30～14:30
13:00～16:00
13:30～16:30
午後

第1研修室
県庁舎本館・県立病院・県立図書館

県立図書館
芸術会館

中津教育事務所管内 大分県教育センター

歴史博物館講堂
第6研修室
第4研修室
特別閲覧室

歴史博物館
県立図書館
県立図書館
県立図書館

竹田教育事務所管内 大分県教育センター

別府市

教育改革・企画課

10:00～16:05

大分県教育センター 大分県教育センター

11:00～12:00
13:30～16:00
9:30～12:30
11:00～12:00

子ども室
第2・3研修室

23 金
おはなし会
24 土 古典の日推進講座⑤（百人１首）
「ふるさと学講座」大分の自然 臼杵コース第６回講座

読み聞かせひろば

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

子ども室

県立図書館

25 日
小学校教科指導能力向上研修
26 月 中学校教科指導能力向上研修

大分県教育センター 大分県教育センター
大分県教育センター 大分県教育センター
大分県教育センター 大分県教育センター

第10回歴史文化講座（歴史学4）大分のキリシタン文化

9:30～16:05
9:30～16:05
9:30～16:05
13:30～15:00

歴史博物館講堂

歴史博物館

平成27年度図書館ボランティア募集説明会①

10:00～11:30

第2・3研修室

県立図書館

公立小･中学校教務主任研修
29 木 初任者研修「学習指導４・キャリア教育・研修ビジョン」(小)

13:30～16:30
9:30～16:05

日田教育事務所管内 大分県教育センター

第３回社会教育行政職員研修・社会教育主事等専門研修

10:00～16:00
13:30～16:30

社会教育総合センター 社会教育総合センター

11:00～12:00

子ども室

公立小･中学校特別支援教育コーディネーター専門研修

27 火

28 水

30 金 公立小･中学校司書教諭研修
おはなし会
31 土
※日程等については変更する場合があります。

大分県教育センター 大分県教育センター

中津教育事務所管内 大分県教育センター

県立図書館

～3月31日（火）

