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秋田県教育庁生涯学習課

秋田県生涯学習審議会をご存じですか？
秋田県生涯学習審議会は、県民の生涯学習に資するための施策の
総合的な推進に関する重要事項の調査審議を行います 。
■委員は？
人数は２０名以内、任期は２年間です。
教育委員会が知事の意見を聴いて任命します。

■審議の結果はどのように？
第Ⅷ期審議会では、平成２０年から２２年までの６回の審議の内容をまとめ、今年７月
に「生涯学習推進に向けた組織等の在り方について」の提言を教育長に提出しました。

提言のあらまし
提言では、生涯学習を推進するために 、“学習する機会”に加えて“学習成
果を生かす機会”の充実と、継続するための仕組みづくりを求めています。そ
のための組織について、次の３点から提言しています。
１
２
３

地域ぐるみで子どもの育ちを支援するために
住民のやる気とパワーを生かして地域課題を解決するために
公民館の人づくり機能を向上させるために

提言書は教育庁生涯学習課のホームページからもダウンロードできます。
(http://www.pref.akita.lg.jp/syogaku/)

■提言はどう生かされるの？
中安会長から提言書を受け取った根岸教育長は 、
「秋田県の子どもたちの学力も、家庭や地域に支
えられている部分が大きい。生涯学習を推進し、
地域の教育力を活性化するために提言書を有効に
使わせてもらいたい。」と話しました。
提言書は、教育庁、知事部局、県警本部の各課
と、市町村生涯学習推進本部及び県内の各団体に
も届けられました。提言を踏まえ、互いに連携し
ながら生涯学習を推進していくことを目指します 。

提言書を受け取る根岸教育長

■現在の審議会は？
今年９月、第Ⅸ期審議会の委員１５名が新たに任命され、県教育委員会から「今後の生
涯学習施設の在り方について」の諮問を受けました。具体的には次の２点について審議し
ます。
１
２

県生涯学習センター本館の在り方について
市町村生涯学習施設の在り方及び県からの支援について

結果は随時今後の生涯学習施策に反映させていきます。

県生涯学習課関連施設
図 書 館

018-866-8400

テーマ展示 （２階閲覧室）
「 歴史を旅する 」
（ 仮）
2 日(土)～ 31 日(日)
秋田をまなぶ講座シリーズ
※入場無料
第 3 回「しょっつるで地域を元気に」
（放送大学秋田学習センター・県立図書館共催）
講師：諸井 秀樹氏（諸井醸造所代表）
定員：５０名
13 日(土)13:30 ～ 15:00

あきた文学資料館

018-884-7760

特別展示
「秋田の文学と風土Ⅱ 山・里・海辺に生きる
～秋田の産業とともに～」
12/26(日)まで
文学講座
第 8 回「ふるさとに結んだ交流
作家 松田解子さんとの出会いから」
講師：佐藤 征子氏
（ 荒川鉱山と松田解子文学を伝える会幹事 ）
6 日(土)13:30 ～ 15:00

青少年交流センター

018-880-2301

高校生リーダー養成「ニューリーダーセミナー」
（１泊２日）
対象：県内高校１・２年生の生徒会や部活動及び同好会等の代表者 定員：８０人
21 日(日) ～ 22 日(水)

農業科 学館
〈特別展示〉
南利夫写真展

0187-68-2300
5 日(金)～ 21 日(日)

〈企画展示〉
11/9(火)～ 12/19(日)
秋の洋ラン展
19 日(金)～ 21 日(日)
〈おやこ自然教室〉
リンゴを収穫しよう
対象：幼児、小・中学生（必ず保護者等同伴） 定員：子ども６０名
6 日(土)
「豆腐を作ろう」
対象：幼児、小・中学生（ 原則保護者同伴） 定員：５家族
20 日(土)
秋田・むかしの生活用具・民俗展

あきた白神体験センター

0185-77-4455

秋の白神山地と日本海の豊かな自然をお楽しみく
ださい。
※宿泊等まだ余裕のある日がありますので、気軽にお尋ね
ください。

大館少年自然の家

0186-43-3174

※冬季閉鎖中（２月まで）
出前講座申込み受付中
プロジェクトアドベンチャー 、レクリエーション指導他 、
気軽にお問い合わせください。

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

※冬季閉鎖中（２月まで）
出前講座申込み受付中
プロジェクトアドベンチャー 、レクリエーション指導他 、
気軽にお問い合わせください。

１１月の主な行事予定
018-865-1171

生涯学習センター

美の国カレッジ
あきた学専門講座
〔あきた文化学Ⅱ〕
27 日(土)
〔あきた自然学Ⅱ〕
13 日(土)、28 日(日)
〔あきた現代学〕
13 日(土)
あきた学地域講座
能代キャンパス －のしろ周辺散歩－
6 日(土)、27 日(土)
美の国れんけいカレッジ ※受講料は無料
元気ＵＰ！健康ゼミ
2 日(火)、 9 日(火)
発掘！考古ゼミ
5 日(金)、12 日(金)、19 日(金)、26 日(金)

0182-33-8855

近代美術館

〈企画展〉
こころ揺さぶるモノづくり
14 日(日)まで
・ 7 日(日)ギャラリートーク
・ 7 日(日)ワークショップ
講師：菅原 香織氏（ 産業デザイン学科助教 ）
・ 14 日(日)講演会「地域とデザイン」
講師：渡邉 有一氏（ 産業デザイン学科教授 ）
ほか
高橋萬年展
11/20(土)～ 1/30(日)

018-873-4121

博 物 館
〈企画展〉
「秋田の近代に輝く美術家たち」
〈名誉館長館話〉
菅江真澄からの連想
対象：一般
定員：８０名
〈博物館教室〉 ※事前の申込みが必要
秋田の美術講座
対象：一般
定員：１５名
「真澄に学ぶ教室」講読会
対象：高校生～一般
定員：４０名

7 日(日)まで

5 日(金)、 19 日(金)

7 日(日)
20 日(土)

018-834-3050

美 術 館

＜企画展＞
岡本太郎「芸術風土記 秋田」
～仮面がいざなう旅～ 10/7(木)～
＜美術ホール 展示会＞
エキシビタン
1 日(月)～
秋田一先会かな書展
5 日(金)～
第 54 回秋田美術作家協会展 11 日(木)～
第 8 回秋田県特別支援学校
文化祭わくわく美術展
18 日(木)～
秋田県高等学校総合美術展
25 日(木)～

11/23(火)
4 日(木)
8 日(月)
16 日(火)
22 日(月)
29 日(月)

〈県立美術館移転新築記念事業〉
レオナール・フジタがやってきた（能代展）
会場：能代市文化会館
6 日(土)～ 14 日(日)

岩城少年自然の家

0184-74-2011

親子ｄｅキャンプⅥ （１泊２日）
家族でお菓子作りなどの体験活動を楽しみましょう！

対象：小学生を含む親子・家族

定員：２０組

27 日(土)～ 28 日(日)

各施設のホームページも併せてご覧ください。

