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事業の紹介や、催し物の情報など、当課からの様々な情報を発信していきます。今年度もよろ
しくお願いいたします。

平成２２年度の新規事業です！
学校・家庭・地域を結ぶ総合推進事業
学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づく
りを進めるため 、「学校支援地域本部事業」と「放課後子ども教室推進事業」を一体的に取り組
みます。
＜事業実施のポイント＞
☆コーディネーター同士の連携・兼務
☆地域の教育資源の効果的活用

☆支援ボランティアの共有

学校を核とした学びのコミュニティを充実させ、これまで以上に子どもの学びの広がりや豊か
な育ち、地域の活性化を目指します。

父親の参画による

子ども読書夢プラン事業

地域 教 育力 活性 化 事業
父親の家庭教育・地域への参画を推進するた
め、ＰＴＡを母体とし父親が主体となった活動
グループの立ち上げと、全県規模でのネットワ
ーク化を支援します。

＜活動例＞
・自然体験
・料理づくり
・ものづくり
・職業体験
・奉仕活動
・スポーツ など

＜ 父親ならではの知恵と経験を
生かして地域も子どもも元気に！＞

昨年度の事業を拡大し、「学校図書館活性
化事業」と「地域の読書活動推進事業」に
取り組みます。
各市町村に配置されたサポーターの活動
を中心に子どもの読書活動支援の仕組みづ
くりを目指します。
＜活動例＞
・学校図書館の環境整備
・公立図書館等の支援による図書の充実
・児童館、放課後子ども教室等の読書支援
・幼児や親子の読書支援
・図書ボランティアとの連携
など

新県立美術館整備事業
国内随一の収集を誇る藤田嗣治作品を積
極的に活用し、県内外への情報発信や創意
工夫を凝らした企画展の開催などをとおし
て、多くの人から親しまれる美術館の創造
を目指します。
－お知らせ－
当課「 調整・企画班 」
「 学芸振興班 」は 、
今年度から「調整企画・学芸振興班」とな
りました。これまで以上に事業の充実を目
指します。

＜新県立美術館
２ 階 常設 展 示室 （秋 田の行 事） ＞ イメー ジ図

県生涯学習課関連施設
018-866-8400

図 書 館

テーマ展示
「たんけんしたいな 本の森」
31 日(日)まで
えほんのへや展示
「 えほんのたまご～うまれたてのおはなしです～ 」
31 日(日)まで
郷土展示
「 とっておきの秋田シリーズ１ あきた美イズム 。」
31 日(日)まで

018-884-7760

あきた文学資料館

特別展示
「秋田の文学と風土Ⅰ 川・湖・潟～水辺の風景～」
5/20(木)～ 8/31(火)
文学講座
「戊辰戦争と言論青年の前夜 明治文学の母胎」
講師：井上隆明氏 定員：７０名
7 日(金)

018-865-1171

美の国ビデオカレッジ
13 日(木)、 20 日(木)、 27 日(木)
10:00~11:00 教養ア・ラ・カルト
11:05~12:05 秋田民俗芸能アーカイブス

近代美術館

0182-33-8855

～生徒会役員の相互交流～
23 日(日)～ 24 日(月)

0187-68-2300

<第１期コレクション展>
7/11(日)まで
「知ってる？秋田のお宝」美術館の眼Ⅴ
－新収蔵及び初公開の作品をご紹介－

農業科 学館

018-880-2301

〈特設展示〉
障がい者の地域活動展「みんなでフェスタ」
2 日(日)
〈企画展示〉
炭焼き実演Ⅰ
風薫る山野草展
コメ・こめ・農展

2 日(日)まで
1 日(土)～ 5 日(水)
5/8(土)～ 8/8(日)

おやこ自然教室「野菜を植えよう」
15 日(土)
園芸教室「ハーブの寄せ植えを楽しむ」 16 日(日)

あきた白神体験センター

0185-77-4455

白神ガイドと里山の新緑と花を楽しむ(日帰り)
対象：一般
２，０００円
５月中旬まで
いつでも受付しています。お気軽にお申込みください。

大館少年自然の家

0186-43-3174

春のスターウォッチング
対象：家族 、成人 定員：３０名 21 日(金)、 22 日(日)
大館長根山春祭り
対象：家族 定員：５０名 29 日(土)～ 30 日(日)

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

春の野山を楽しもう
対象：家族・大人を含むグループ 定員：５０名

岩城少年自然の家

生涯学習センター

美の国カレッジ
総合開講式・開講記念講演（生涯学習センター）
22 日(土)
※開講式・記念講演の受講は無料です。
あきた学専門講座
あきた文化学Ⅰ あきた自然学Ⅰ
29 日(土)

〈企画展〉 ※一般 800 円、大学生以下無料
－こどもの本と歩んだ６０年－
太田大八とえほんの仲間たち展
6/20(日)まで
※ こどもの日は一般も無料!!
（関連事業）
ワークショップ「カラーねんどでつくろう」
1 日(土)、2 日(日)
ギャラリーツアー
16 日(火)
絵本の読み聞かせ
8 日(土)、22 日(土) 、29 日(土)

青少年交流センター
高校生徒会交流会議

５月の主な行事予定

30 日(日)

0184-74-2011

親子 de キャンプⅡ
対象：小学生を含む親子や家族 定員：２０組
29 日(土)～ 30 日(日)

博 物 館

018-873-4121

〈企画展〉
学芸員屋台村
16 日(日)まで
〈特別展〉
第３回北東北三県共同展 境界に生きた人々
－遺物でたどる北東北のあゆみ－
5/28(金)～ 7/11(日)
〈ふるさとまつり広場〉
天神信仰
16 日(日)まで
七夕絵どうろう
5/26(土)～ 7/25(日)
〈博物館教室〉 ※事前の申込みが必要
里山の植物観察会・春編
8 日(土)
旧奈良家住宅解説会
9 日(日)
楽しいしぼり染め ＜研究コース＞ ＜中級コース＞全
16 日(日)
※＜中級コース＞はＡ～Ｄの４コースに分かれます。各コースの開催日時は次のとおりです。
Ａ：２５日（火）、Ｂ：２６日（水）、Ｃ：２７日（木）、Ｄ：２８日（金）
化石採集 (採集)
16 日(日)、 23 日(日)
〃
(クリーニング)
30 日(日)
〈名誉館長館話〉 ※事前の申込みが必要
秋田の先覚とその周辺
14 日(金)、 28 日(金)

美 術 館
〈企画展〉
Mon Atelier 私のアトリエ
＜美術ホール 展示会＞
第 36 回
秋田県絵画美術院作品展
第 15 回麗沢社書展
一東書道界展
沇(エン)の会現代アート展
秋田市美術工芸協会
秋田県デザイン協会合同展
第 30 回秋田県日本画協会

018-834-3050
レオナール・フジタ
7/11(日)まで
5 日(水)～ 9 日(日)
13 日(木)～ 16 日(日)
17 日(月)～ 19 日(水)
20 日(木)～ 24 日(月)
26 日(水)～ 30 日(日)
26 日(水)～ 30 日(日)

