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秋田県教育庁生涯学習課

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２３年度の重点事業を紹介します！

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」の一体的な取組を
推進し、地域全体の総合的な教育力の向上を図ります。

かかわるみんなにメリットがあります！
～学校にとって～
○専門的な知識・技能の導入
○学校内外の環境整備の充実
○開かれた学校づくりの促進
○ 児童生徒に向き合う時間の拡充
○安全・安心の確保
など

～児童生徒にとって～

～地域にとって～

○本物体験による学びの意欲 、

○ 経験や知識、学びを生かす場

コミュニケーション能力、

○生きがいづくり・自己実現

表現力の向上

○地域の絆の深まりと活性化

○心の居場所の確保

あきたリフレッシュ学園事業

など

子ども読書夢プラン事業

様々なストレス
を抱え、活力が低
下した小中学生を
対象に、秋田の大
自然の中で心と体
のリフレッシュを図る場と機会を提供します。
体験活動内容
・カヌー製作
・草花の栞づくり
・川での体験活動

など

など

４月７日（木 ）、各市町村に派遣される読
書サポーターの辞令交付式と研修会が開催さ
れました。この２年間、学校図書館の環境整
備をは じめ 、幼児 や
親子の 読書 等の推 進
に大き な成 果が得 ら
れまし た。 本年度 は
事業の 最終 年度。 読
書が拓 く子 どもた ち
＜研修会の一コマ＞
の夢を、２４年度以降
は各市町村が独自の取組によって繋いでくれる
ことを期待いたします。

新県立美術館開館準備事業
新県立美術館の開館に向けた魅力づくりを推進し、
県内外へPR活動を展開する
とともに、美術品等の移転
作業を行います。

－お知らせ－
当課は今年度、これまでの「 調
整企画・学芸振興班 」「生涯学習
・読書推進班 」
「社会教育班 」に 、
「新県立美術館開設準備班」を
加えた４班体制となりました。

秋田県生涯学習課関連施設
018-866-8400

図 書 館

テーマ展示
元気１００倍なれるかなっ！
4/18(月)～ 5/31(火)
－ 勇気、元気、やる気が生まれる子どもの本 －
えほんのへや展示
きょうはどこいく？ ～のりものえほん～
5/3(火)～ 5/31(火)
郷土展示
『秋田のメロディ』
4/2(土)～ 5/31(火)

018-884-7760

あきた文学資料館

特別展示
「秋田の作家たち 昭和編」 5/24(火)～ 10/23(日)

５月の主な行事予定
018-865-1171

生涯学習センター

美の国カレッジ総合開講式
21 日(土)
開講記念講演 講師 :元秋田県教育長 小野寺清 氏
あきた学専門講座
【秋田城下物語】
秋田藩２０万石の城下町「秋田」 28 日(土)
【ふるさとの山そして川】
あきたの山・その美しさ ～いつまでも残したい宝～ 28 日(土)

れんけいカレッジ
実践！寄せ植えゼミ（春）

27 日(金)

近代美術館

0182-33-8855

〈特別展〉 ※一般８００円、大学生以下無料
アートで虫むし とびきりコラボ大作戦！ 7/13(水)まで

〈特別展示〉
ふれあい感謝デー

〈コレクション展〉 Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
1 日(日)

〈企画展示〉
山野草展
ﾚｶﾝﾌﾗﾜｰ・ｸﾞﾗｽｱｰﾄ展
ｺｱﾆﾁﾄﾞﾘ・ｲﾜﾁﾄﾞﾘ 展

第１期

7/10(日)まで

日本画セレクション

※小田野直武「不忍池図 」（重要文化財）特別展示は 5/29 まで

3 日(火)～ 6 日(金)
3 日(火)～ 8 日(日)
21 日(土)， 22 日(日)

おやこ自然教室「野菜を植えよう」 14 日(土)
※７／２３に収穫します 。 ※事前申込必要
園芸教室「草花の寄せ植えを楽しむ」 21 日(土)
※事前申込不要

0186-43-3174

大館少年自然の家

山の学校・みんなの学校 「アウトドアスクール」

第１回

※こどもの日は一般も無料！
ワークショップ、ギャラリーツアー開催

0187-68-2300

農業科 学館

「ハイキング」

21 日(土)

対象：園児（年長）～小学１・２年生
参加費：２，５００円（第１，２，４回分）
※全４回
申込締め切り 5/9（月）まで

018-873-4121

博 物 館
〈企画展〉

まちの映画館 ～ポスターでたどる銀幕の名作～

〈博物館教室〉 ※事前の申込みが必要
里山の植物観察会・春編
7 日(土)
旧奈良家住宅解説会
8 日(日)
楽しいしぼり染め
15 日(日)
化石と地層の観察会〈観察日〉 15 日(日) ,22 日(日)
〃
〈学習会〉
29 日(日)
〈名誉館長講話〉 ※事前の申込みが必要
歴史と文化を語る
13 日(金)， 27 日(金)

018-834-3050

美 術 館
保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011
22 日(日)

春の野山を楽しもう
対象：家族・大人を含むグループ等
定員：１０名

0184-74-2011

岩城少年自然の家
ファミリーキャンプ

※１泊２日
① 7 日(土)～ 8 日(日)
② 21 日(土)～ 22 日(日)

6/19(日)まで

＜企画展＞
藤田嗣治の日本画～筆墨礼賛～ 7/18 日(月)まで
＜美術ホール 展示会＞
一陽会秋田展
4/28 日(木)～ 5/2 日(月)
第 33 回書と絵のある九人展 4/28 日(木)～ 5/2 日(月)
草楓流 75 周年記念華展
5/5 日(木)～ 5/7 日(土)
清栄流華道展
5/14 日(土)～ 5/15 日(日)
秋田一東書道会展覧会
5/21 日(土)～ 5/23 日(月)
秋田市美術 工芸協会・ 秋田県デザイン協会合同展
5/25 日(水)～ 5/29 日(日)
第 37 回秋田県絵画美術院作品展
5/25 日(水)～ 5/29 日(日)

対象：小学生を含む親子・家族
費用：活動計画によって異なります
※申込締め切り

それぞれの２週間前の１７時まで

各施設のホームページも併せてご覧ください。

あきた白神体験センター
春のあき た白神
※１泊２日
対象：一般

0185-77-4455

白神 山地二ツ森の山開き登山
21 日(土)午後～ 22 日(日)

定員：１０名

※費用：９，８００円

