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体験活動は子どもたちの成長に欠かせない！
青少年を取り巻く環境の変化が、現代の青少年の人間関係の希薄化、社会的自
立の遅れ、生活習慣の乱れ、意欲や体力の低下等を引き起こしていると言っても
過言ではありません。
社会の発展とともに失われてしまった「直接体験 」「本物体験」が
青少年には必要なのではないでしょうか。
便利になった世の中だからこそ、デジタル社会の今だからこ
そ、不便な体験が必要だと思います。そこには、不自由さが教
えてくれる人間の本質があるのではないでしょうか。

今年度より試行される小学校新学習指導要領には、１週間程度の宿泊体験活動
実施が明記されています。
そのため県教育委員会では、小学校が実施する１週間程度の自然体験活動にお
いて、教育効果の高い自然体験・生活体験などの機会を提供するために、プログ
ラム計画立案の助言、活動時の全体指導や活動全体の様子を把握し、事業評価の
助言を行う長期自然体験活動の指導者を養成します。

学校長期自然体験活動指導者養成in大館
１期
日 平成２１年８月６日（木）〜９日（日）３泊４日
２会
場 秋田県立大館少年自然の家
３参加対象 青少年教育関係者、学校教育関係者、自然体験活動に興味・関心のある方
４募集人員 ２５名
５講義・実技・演習の主な内容と講師
『学校教育における体験活動の意義』
講師：群馬県立女子大学
教授
佐々木尚毅氏
青少年の現状を踏まえ、なぜ、今「体験活動」なのか、
体験活動の教育的意義や学力との関係について学びます。

『プログラムの企画立案』
講師：秋田県立大学
地域連携・研究推進センター
コーディネーター
小川斗鴻氏
実際に学校を対象に長期自然体験活動を行うことを想
定してプログラムの企画立案を行います。教育課程に即し

『自然体験活動の技術』
講師：日本ネイチャーゲーム協会
インストラクター 近藤千晴氏
ネイチャーゲームを中心に自然観察の方法について学ぶとと
もに、活動中に留意するべき点について学びます。

た体験活動事業プログラムの事例研究を行い、青少年教育
施設との連携、地域の人材の活用など、企画立案時に留意
することを学びます。

楽しくて今すぐ使える内容の
講義や演習が盛りだくさん！

お問い合わせは

秋田県立大館少年自然の家
住 所：〒017-0023 大館市東字岩神沢31 ℡0186-43-3174
e-mail：one-park@pref.akita.lg.jp
担当：千葉 均

Fax：0186-43-3175

県生涯学習課関連施設
図 書 館

018-866-8400

郷土展示
8/31(月)まで「これぞ秋田の宝シリーズ 2 夏まつり」
テーマ展示
8/26(水)まで
「がんばれ!夏休み よもう!つくろう!しらべよう」
8/31(月)まで
「飛鳥・奈良を知る〜日本文化のふるさとを訪ねて」
医療コーナーミニ展示
4 日〜 31 日 「夏の病気」
えほんのへやミニ展示
4 日〜 31 日 「昆虫のえほん」
第１回特別展示
7 日〜 19 日 「奈良の至宝、仏像ポスター展」
県立図書館「こどもの日」
19 日(水) 館内見学、紙芝居、工作教室など
対象：小学校低・中学年、親子可 定員：２０名程度

８月の主な行事予定
生涯学習センター

（八峰キャンパス、男鹿キャンパス）

美の国キッズ＆ユース・カレッジ
5 日(水) 潟上キャンパス
9 日(日) 上小阿仁キャンパス
美の国れんけいカレッジ
7 日(金) まるごと！Ａｒｔゼミ

青少年交流センター
1 日〜 2 日
9 日〜 11 日
29 日〜 30 日

あきた文学資料館
特別展示
8/30 まで

018-884-7760

「秋田の歌人 石田玲水
〜瀧廣明寄贈資料を中心として〜」

文学講座
20 日(木)「上京前の伊藤永之介」
講師 千葉

農業科学館

三郎氏

0187-68-2300

018-865-1171

美の国カレッジ 開講中！！
・あきた学専門講座（文化学Ⅰ、自然学Ⅰ）
・あきた学地域講座

018-880-2301

「なまはげキャンプ」プレキャンプⅡ

「ステップアップキャンプ」
対象：高校１．２年生 定員：４０名
生きがい支援講座「若者塾」
対象：青少年 定員：２０名

近代美術館

0182-33-8855

〈企画展〉
9/6(日)まで

中村征夫写真展「命めぐる海」
※一般 800 円、大学生以下無料
10/12(月)まで 第２期コレクション展
「もうみた！ 秋田の●●」
ピックアップアーティスト −梅津 祐司

〈特設展示〉「石川理紀之助展 」「森川源三郎展」
〈企画展示〉
7 日〜 30 日 秋田のわき水とその利用展
8/18 〜 9/6
農業高校紹介展Ⅰ
〈夏休みの教室〉
1 日(土)
食虫植物のひみつをさぐろう
8 日(土)午前 秋田県の農業の先人を学ぼうⅠ
午後 食と農についてⅠ

あきた白神体験センター

0185-77-4455

真夏の太陽と青い海があなたをお待ちしております 。
※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。

博 物 館
〈特別展〉9/23(水)まで

〈博物館教室〉 ※事前の申込みが必要です
2 日(日) 楽しいしぼり染め 研究コース４
〃
旧奈良家住宅解説会２
6 日(木)・ 7 日(金) 縄文土器を作ろう１・２
8 日(土) 実資料から読み解く先覚２
9 日(日) ザッコ捕りにいこう
16 日(日) 昆虫教室３、アイの生葉で染める
21 日(金) 縄文土器を作ろう３
22 日(土) 真澄に学ぶ教室・講読会２
〃
実資料から読み解く先覚３

美 術 館
大館少年自然の家

0186-43-3174

6 日〜 9 日
「 学校長期自然体験活動指導者養成 in 大館 」
対象：２０歳以上 定員：２５名
16 日〜 17 日「大文字と花火鑑賞ナイト」
対象：小３以上 定員：８０名

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

アドベンチャー・スピリット !
・象潟海水浴場でのキャンプ
・花畑牧場より象潟海岸へ徒歩移動
対象：小学４年生〜中学３年生
定員：２５名
29 日(土) 星降る夜のスターウォッチング
対象：家族・大人を含むグループ 定員：３０名
29 日〜 30 日 チャレンジ !キャンプ
対象：子どもと保護者・家族等
定員：３０名

018-873-4121
昭和浪漫

018-834-3050

美術ホール 展覧会
2 日〜 6 日
第 45 回自由美術秋田展
7 日〜 10 日 第 51 回秋田県児童席書展覧会
15 日〜 19 日 秋田県版画人展
21 日〜 24 日 第 41 回六葉会書展
27 日〜 31 日 第 72 回素心会展
第 18 回秋田水石同人展

2 日(日)まで

岩城少年自然の家
5 日〜 8 日

0184-74-2011

アドベンチャーキャンプ
（鳥海山登山、海水浴）
対象：小学５年生〜中学３年生 定員：５０名
22 日〜 23 日 親子 de キャンプ
対象：小学生を含む親子や家族 定員：２０組

