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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

（１）生涯学習課

事　　業　　名 実                                 績

心を育てるセカンドスクール推進事
業

○ＰＡ支援員の配置
・４～10月　各少年自然の家に１名(岩城のみ２名)
　を配置
○ＰＡ管理者研修会
・4月15日（月）～17日（水）
　岩城少年自然の家、保呂羽山少年自然の家　21名
○ＰＡエレメントの定期点検及び修繕
・7月17日（水）大館、7月18日（木）岩城、7月19日
　（金）保呂羽山で実施
○ＰＡ利用の実績
・のべ341団体、23,809人

体験活動を通じた道徳教育推進事業

①ＰＡを活用した道徳教育推進に関する調査研究
・ＰＡアドバイザーの配置（大館・保呂羽山各１名）
・道徳の授業に活用できるＰＡプログラムの検証
　（協力校：北秋田市立合川中学校・八郎潟町立八郎潟
　　中学校・仙北市立西明寺中学校における実践および
　　「道徳パワーアップ協議会」での発表）
・教員を対象とした研修会の実施
　　大館：7月31日（水）44名参加
　　岩城：8月16日（金） 8名参加
　　保呂羽山：8月19日（月）16名参加
②自己肯定感向上プロジェクト
・適応指導教室の児童生徒を対象とした「ふれあいキャ
　ンプ」の実施（大館・保呂羽山にて各1回）
　　保呂羽山：9月9日（月）～11日（水）9名参加
　　大館：10月2日（水）4名参加

②学校以外の施設をセカンドスクール的に利用した多様な体験活動の推進

事　　業　　名 実                                 績

あきたセカンドスクール推進事業

○セカンドスクール的利用の実績
・のべ972校、53,677人

○芸術･文化施設をセカンドスクール的に利用した小・中
学生の割合    　 ・18.6（単位：％）

１　令和元年度事業の実施概要

青少年の社会を生き抜く力を育む取組の充実
①道徳科や新学習指導要領に対応した体験的な学習プログラムの開発・提供
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

事　　業　　名 実                                 績

秋田で学ぼう！教育留学推進事業

○教育留学した児童・生徒
　【学年・性別・居住地】  【期間】
・小学５年男子(北海道)　  4/5～8/19　北秋田市に住所変更
・中学３年女子(北海道)　  4/5～3/8　 北秋田市に住所変更
・小学３年男子(東京都)    6/3～6/28
・小学４年男子(宮城県)  　9/2～11/29
・小学６年男子(奈良県)　  7/1～7/12
・小学６年男子(東京都)    9/9～9/27
・小学５年男子(埼玉県)    9/17～9/27
・小学３年女子(埼玉県)　  9/17～9/27
・小学６年女子(東京都)　 11/6～11/30
・中学１年男子(東京都)　 11/5～2/28
・中学１年男子(大阪府)   1/20～2/28
　
○短期チャレンジ留学に参加した児童・生徒
　①チャレンジ留学Ⅰ　期間：8/16～8/19、8/23～28
　　　参加児童数　40名
　②チャレンジ留学Ⅱ　期間：12/25～28
　　　参加児童数　24名

③子どもに達成感を味わわせる長期宿泊体験活動の推進
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

事　　業　　名 実                                 績

学校・家庭・地域連携
　　　　　　　総合推進事業

　【協働活動】

　【家庭教育支援チーム】

　【放課後子ども教室】

　【あきたわくわく未来ゼミ】

　【コミュニティ・スクール
　　　　　　　　　　導入促進】

【県の取組】
○学校・家庭・地域連携協議会の開催
・年２回（①５/27、②２/14）、のべ289名参加
○コーディネーター、地域連携担当教職員等研修会
・年４回（①６/21全県、②県北７/31、中央７/30、県南
７/29）、のべ203名参加
○放課後支援者研修会
・各地区、年２回（県北①５/22 ②６/５、中央①６/６
②11/19、県南①６/11 ②11/12）、のべ619名参加
○家庭教育支援指導者等研修会の実施
・リーダー養成講座、サポーター養成講座
　　計７回開催、のべ317名参加
○あきたわくわく未来ゼミの実施
・高校生を対象とした放課後等の学習支援
　県北（北秋田市）、中央（秋田市）、県南（横手市）を
会場に、のべ720名参加
○県立学校での地域学校協働活動の実施
・３支援学校、４本部
【市町村の取組】※補助事業対象
○協働活動
・21市町村85本部
○家庭教育支援チーム
・８市町12チーム
○放課後子ども教室
・16市町村91教室
○あきたわくわく未来ゼミ
・12市町44教室
○県立学校におけるコミュニティ・スクール導入
・３県立高校、１特別支援学校

社会教育主事有資格者養成事業

○養成
・10名を養成
　　義務７名
　（県北３名、中央２名、県南２名）
　　高校１名
　　特別支援１名
　　生涯学習１名

学校・家庭・地域の連携・協働による子どもを育む環境の整備

①「支援」から「連携・協働」を目指す体制の整備
②「連携・協働」実施の核となる地域人材の育成と支援
③「連携・協働」を推進する市町村の課題解決に向けた人的支援
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

事　　業　　名 実                                 績

大人が支える！
インターネット

セーフティの推進

１　ネットパトロールと健全利用啓発事業
（１）運営協議会の開催（年２回）
　①第１回運営協議会　５/23（木）
　②第２回運営協議会　１/30（木）
（２）ネットパトロール事業の実施
　①調査対象校　379校
　（小学校195、中学校113、義務教育学校1、高等学校54、
　　特別支援学校16）
　②投稿検知数（のべ数）
　［学 校 数］209校（小１、中59、高149、特支０）
　［検知件数］781件（小１、中87、高693、特支０）
（３）研修の実施
　［教員研修］各生徒指導研究推進協議会地区総会で講話(９地区)
　［職員研修］出前講座担当職員対象の研修を実施（12月）
（４）あきた県庁出前講座の実施
　［のべ受講者］11,893人　［回数］118回　［市町村］22
２　青少年教育施設を活用したネット依存対策事業
（１）プログラム検討会議の開催（年２回）
　①第１回検討会議　５/29（水）
　②第２回検討会議　１/22（水）
（２）うまホキャンプの実施
　［メインキャンプ］
　　会場：岩城少年自然の家／６泊７日
　　・８/18-24（参加者５名）
　［フォローキャンプ］
　　会場：岩城少年自然の家／２泊３日
　　・12/26-28（参加者３名）
３　人材養成
（１）「ネット利用の低年齢化」に対応した人材養成事業
　○家庭教育支援チーム対象サポーター養成講座
　　・男鹿市家庭教育支援チーム対象講
　　　①６/24:18名 ②８/26:15名 ③11/23:15名
　　・にかほ市家庭教育支援チーム対象講座
　　　①８/27:13名 ②10/23:11名 ③11/３:12名
　○保育園・幼稚園教諭対象サポーター養成講座
　  ・能代市渟城幼稚園対象講座
　　　①５/28:20名 ②７/22:19名
　　・井川町「ネウボラ」対象講座
　　　①８/27:12名 ②10/３:11名
（２）「ネット利用の低年齢化」に対応した保護者支援事業
　　①８/21:２家族 ②11/29:２家族
（３）「フォローアップ講座」
　○県北）能代山本広域交流センター 11/２　７名
　○中央）秋田県生涯学習センター　 11/10　10名
　○県南）花火伝統文化継承資料館   11/９　11名
（４）「指導者認定講習・試験」
　※地域サポーター養成講座修了者を対象にSIAの認定制度を用い、
　　指導者認定講習および試験を実施
　秋田県生涯学習センター　12/１（11名を認定）
（５）「指導者等研修会」
　※令和元年度SIA認定指導者を対象に、事業企画や講座講師等で
　　活用できる知識・技能について実践的な研修を実施
　秋田県生涯学習センター　２/１（参加者８名）
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

①学習機会の提供と情報発信の充実

事　　業　　名 実                                 績

生涯学習支援システム推進事業
「まなびサポート秋田」

○登録状況
・講座登録総数:2,785講座、人材バンク登録総数:4,213人
○講座・人材情報アクセス件数
・講師・指導者情報:2,769件
・団体グループ情報:148件
・ボランティア個人情報:456件
・ボランティアグループ情報:2,044件
・講座・講演会・教室情報:101,200件
・トップページアクセス数:27,169件

あきた県庁出前講座

○実施期間：４月から３月まで
○メニュー掲載講座数：194講座
○講座実施回数：694回
○受講者数：35,149人

②地域の活性化につながる取組への支援

事　　業　　名 実                                 績

学んだ成果を生かす生涯学習の推進

○生涯学習・社会教育研究大会（兼）行動人交流集会
　11月15日（金）：生涯学習センター 参加者164名
○あきたスマートカレッジにおける「行動人講座」の開催
　行動人などを講師とする「生涯学習のススメ」全３回
　地域人材の育成講座
　「地域・家庭応援隊エアンベで活動しよう」全10回
○自主企画講座等を行う生涯学習団体への支援 13団体
○生涯学習センター展示ホールでの学んだ成果の紹介 13展示
○「行動人紹介Webサイト」での活動紹介

<その他>

事　　業　　名 実                                 績

生涯学習推進本部

○連絡調整委員会の開催
　２月３日（月）秋田県庁第二庁舎　５階　52会議室
○障害者のための生涯学習支援連絡協議会の開催
　１月17日（金）秋田県庁第二庁舎　５階　52会議室

生涯学習審議会 開催なし

社会教育委員の会議
第１回　６月28日（金）秋田地方総合庁舎　総604会議室
第２回　８月21日（水）秋田地方総合庁舎　総610会議室
第３回　１月29日（水）秋田県庁第二庁舎　52会議室

社会教育アドバイザーの設置 生涯学習課、各教育事務所、生涯学習センターに各１名を配置

社会教育主事の市町村派遣
八峰町（あきた白神体験センター）
北秋田市（あきたリフレッシュ学園）

社会教育関係団体助成

学びを通じたネットワークづくりの推進
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

①高校生の読書活動を支援するための取組の充実

事　　業　　名 実                                 績
○中学生・高校生ビブリオバトル地区大会
　　　　　出場者数合計　90人（中学生50人、高校生40人）
　　　　　実行委員　　　50人
　北鹿大会：10月12日（土）大館市立栗盛記念図書館
　　　　　　　出場：中学生３人・高校生６人
　　　　　　　実行委員：10人
　能代大会：10月19日（土）能代市立能代図書館
　　　　　　　出場：中学生７人・高校生９人
　　　　　　　実行委員：12人
　秋田大会：10月26日（土）ふれあーるＡＫＩＴＡ
　　　　　　　出場：中学生７人・高校生８人
　　　　　　　実行委員：７人
　由利本荘大会：10月12日（土）由利本荘市文化交流館カダーレ
　　　　　　　出場：中学生４人・高校生４人
　　　　　　　実行委員：６人
　大仙大会：10月19日（土）大仙市大曲交流センター
　　　　　　　出場：中学生９人・高校生４人
　　　　　　　実行委員：３人
　横手大会：10月26日（土）サンサン横手
　　　　　　　出場：中学生11人
　　　　　　　実行委員：２人
　湯沢大会：10月20日（日）湯沢市役所
　　　　　　　出場：中学生９人・高校生９人
　　　　　　　実行委員：10人

○ビブリオバトル全県大会
　12月８日（日）秋田拠点センターアルヴェ
　出場者数13人（中学生７人、高校生６人）

○ビブリオツアー
　１月25（土）～26日（日）出版社見学、作家との懇談
　参加者：中学生２人・高校生４人

○高校生によるおすすめ本の情報発信
　秋田県公式Twitter「あきたブックネット」で紹介（24冊）

幼少期からの読書活動の推進

読書が広がるホップ・ステップ・
ジャンプ事業
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

②民間との協働による読書環境の充実と読書に親しむ機会の提供

事　　業　　名 実                                 績
○超大型絵本のおはなし会・絵本作家のおはなし会
　　４会場／404人
　８月24日（土）湯沢市文化会館　　　　　　　　 152人
　９月28日（土）由利本荘市市民交流学習センター　50人
　10月26日（土）鹿角市文化の杜交流館コモッセ　 182人
　１月18日（土）由利本荘市中央図書館　　　　　  20人

○調べ学習講座　　３会場／102人
　６月20日（木）三種町立琴丘小学校　　33人
　６月21日（金）大仙市立東大曲小学校　29人
　11月６日（水）潟上市図書館　　　　　40人

○県立図書館120周年記念講演会　（※）
　６月22日（土）秋田市にぎわい交流館ＡＵ　　200人

○作家による読書講座　（※）　３回／211人
　７月31日（水）秋田県立図書館　　98人
　８月２日（金）秋田県立図書館　　53人
　１月18日（土）秋田県立図書館　　60人

○ＰＯＰ作り研修講座　（※）　２回／71人
　９月18日（水）秋田県立図書館　　39人
　１月８日（水）秋田県立図書館　　32人

○読み聞かせボランティア養成講座　　３地区／128人
　県北地区：９月７日（土）・18日（水）
　　　　　　能代市立能代図書館・能代松陽高等学校　43人
　中央地区：８月８日（木）・９日（金）
　　　　　　秋田県立図書館　　　　　　　　　　　　60人
　県南地区：８月８日（木）・９日（金）
　　　　　　横手市Ｙ2プラザ　　　　　　　　 　　 25人

○全県読み聞かせボランティア交流会
　８月25日（日）ふれあーるＡＫＩＴＡ　　　　　　　54人

※秋田県立図書館120周年記念事業と連携して実施

③図書館の整備充実と子どもの読書活動を支援する人材の育成

事　　業　　名 実                                 績

県立図書館による
地域の読書活動推進支援

○市町村図書館・公民館図書室への支援
　・訪問回数　延べ104館室　貸出冊数21,319冊
○県立学校図書館への支援
　・訪問回数　延べ25校　　 貸出冊数16,395冊

学校図書館活性化支援
○小中学校図書館訪問
　11校訪問（小学校５校、中学校６校)
　配架、展示、選書、廃棄、読書活動等について助言

読書が広がるホップ・ステップ・
ジャンプ事業
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

①子どもの頃から音楽や演劇など芸術・文化に親しみ体験できる機会の充実

事　　業　　名 実                                    績

秋田県青少年劇場
ミニコンサート５公演(参加校７校）、演劇４公演（参加校
４校）

文化芸術による子供の育成事業
（巡回公演事業）

合唱、オーケストラ、音楽劇、児童劇、能楽、演芸ほか40公
演（参加校59校）

文化芸術による子供の育成事業
（芸術家の派遣事業）

演劇、演奏、茶道ほ33公演（参加校19校）

②博物館・美術館等の展示や教育普及事業の充実

事　　業　　名 実                                    績

博物館・美術館等の展示事業 美術館８、近代美術館９、博物館８、農業科学館43

博物館・美術館教室等の実施
美術館16、近代美術館教室21、博物館教室25、農業科学館教
室31

心の豊かさを育む芸術・文化体験活動の推進
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

第１回
「平成最後のあきたミニ鉄道展
　～県博鉄道コレクション展～｣

４月１日（月）から
５月27日（月）

特別展示室 5,762

第２回
「環状列石を世界へ！秋田の縄文巡回展」

６月17日（月）から
７月23日（火）

特別展示室 3,624

第３回
「美術館の眼Ⅷ
　－スケッチから読む作家の思い－」

12月14日（土）から
１月28日（火）

特別展示室 3,081

第４回
「第45回秋田県芸術選奨受賞記念展」

２月７日（金）から
２月27日（木）

特別展示室 2,505

合　計 14,972

「平成最後のあきたミニ鉄道展
　～県博鉄道コレクション展～｣

５月11日（土） 特別展示室 26

「環状列石を世界へ！秋田の縄文巡回展」 ７月13日（土） 特別展示室 44

「美術館の眼Ⅷ
　－スケッチから読む作家の思い－」

12月15日（日） 特別展示室 14

合　計 84

「環状列石考」 ７月13日（土） 多目的ホール 57

音楽セミナー「秋田の四季」 12月15日（日） 生涯学習センター 73

第１回　何気ない行動が招く家計の損失を防
ぐ！

２月１日（土） 多目的ホール 53

第２回　高まる台風・洪水・地震などの自然
災害に備える

２月15日（土） 多目的ホール 42

合　計 95

（２）秋田県立図書館

特別展示

特別展示ギャラリートーク

ふるさとセミナー

秋田県立図書館・放送大学秋田学習センター連携セミナー
秋田をまなぶ講座シリーズXI

秋田県立図書館・秋田県金融広報委員会連携セミナー
お金と暮らしのセミナー
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事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

第１回　「がん」についてもっと知ろう！ 10月30日（水）
横手市交流センター
Y2(わいわい）ぷらざ 33

第２回　子育て中の親ががんになったら、ど
うしたらいい？－CLIMBプログラムの紹介－

２月17日（月） 多目的ホール 26

合　計 59

記念講演会「我が相撲人生」
（元関脇豪風　押尾川親方講演会）

６月22日（土）
秋田市にぎわい

交流館
200

貴重資料展①（特別展示）
「明治から令和へ」

７月27日（土）から
８月20日（火）

特別展示室 1,986

作家による読書講座（髙橋大輔氏講演会）
（一般県民向け①）

７月31日（水） 多目的ホール 98

作家による読書講座（髙橋大輔氏講演会）
（第１回学校図書館等職員研修会）

８月２日（金） 多目的ホール 53

夏休み特別企画　県立図書館探検隊 ８月16日（金） 図書館 80

ＰＯＰ作り講座①
（第1回市町村図書館・公民館図書室職員研修会）

９月18日（水） 多目的ホール 39

貴重資料展②（特別展示）
あきた文学資料館所蔵貴重資料展

９月28日（土）から
11月５日（火）

特別展示室 1,985

ＰＯＰ作り講座②
（第２回学校図書館等職員研修会）

１月８日（水） 多目的ホール 32

作家による読書講座（いしかわこうじ講演会）
（一般県民向け②）

１月18日（土） 多目的ホール 60

合　計 4,533

SPONSORS'ビジネスカフェ ６月４日（火） 多目的ホール 13

高校生向け英語講座 ９月30日（月） 多目的ホール 14

県民読書の日「貴重資料紹介」「書庫見学」 11月１日（金） 図書館 25

ビジネスセミナー ２月27日（木） 多目的ホール 30

おはなしタイム 月２回 えほんのへや 663

市町村図書館･公民館図書室職員等初任者研修会
４月17日（水）
６月19日（水）
７月17日（水）

多目的ホール 106

秋田県図書館長会議 ５月24日（金） 多目的ホール 37

第２回市町村図書館･公民館図書室職員研修会
（第１回は120周年記念事業として開催）

10月16日（水） 多目的ホール 44

秋田県図書館大会 11月６日（水） 秋田市文化会館 160

秋田大学医学部附属病院・秋田県立図書館連携セミナー
がん情報セミナー

県立図書館創立120周年記念事業
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事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

（前期）「戦後秋田の文芸誌・詩誌」
６月５日（水）から
９月１日（日）

531

（後期）「回顧　平成秋田の文学」
10月９日（水）から
12月27日（金）

320

合　計 851

「新収蔵資料展」
４月２日（火）から
５月３日（金）

223

ギャラリートーク
「伊藤永之介の文学を中心に」

５月２日（木） 13

合　計 236

文学講座Ⅰ
「秋田の同人雑誌の系譜」

６月23日（日） 24

文学講座Ⅱ
「秋田の現代詩―その流れと特色―」

７月28日（日） 25

文学講座Ⅲ
「平成に結実した秋田の文学研究」

10月13日（日） 20

座談会
「回顧　平成秋田の文学」

12月８日（日） 27

合　計 96

（３）秋田県立図書館分館あきた文学資料館

特別展示

新収蔵資料展・ギャラリートーク

文学講座

展示室

展示室

講座室
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事　　　業　　　名 参加者数

イングリッシュキッズ
プロジェクト

37

高校生徒会
ネットワーク会議

49

高校生リーダー養成
「ニューリーダーセミナー」

43

6

8

ヤングフェスティバル 500

青少年団体間交流会 5

青少年国際交流事業 －

なまはげきゃんぷ 1

ユースボランティア
認定事業

朝鮮半島情勢の不安定によ
る不安が大きく、相互交流
中止。

１月10日（金）～12日（日） 青少年交流センター　他

12月15日（日）
ヤングフェスティバル 青少年交流センター

12月15日（日） 青少年交流センター

12月６日（金） 青少年交流センター

５月17日（金）～18日（土） 青少年交流センター

２月14日（金）～15日（土） 青少年交流センター

８月16日（金）～18日（日）
イングリッシュキッズプロジェクト

青少年交流センター

（４）秋田県青少年交流センター　

期　日（期　間） 場　　　所

８月16日（金）～18日（日） 青少年交流センター
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事　　　業　　　名 期　日（期間） 場　　　所 参加者数

第１回調査研究委員会 ８月１日（木）
生涯学習センター
第１研修室

18

アンケート及びヒアリング調査（関連する取
組－生涯学習講座及び生涯学習・社会教育関
係者研修の実施）、概要版の発行

７月３日（水）
～３月３日（火）

６市町教育委員会及び
関係企業・団体

第２回調査研究委員会 11月21日（木）
生涯学習センター
視聴覚室

12

第３回調査研究委員会 ３月３日（火）
コロナウイルス対策の
ためメール、電話等に
より意見を把握

18

新任職員研修
「はじめに知っておきたい生涯学習・社
会教育行政の役割と可能性」

５月16日（木） 生涯学習センター 46

地域活性化研修①
「コミュニティ・スクール実体験！～現
場で『熟議』を体験しよう」

６月14日（金） 大館市立城西小学校 42

地域活性化研修②
「コミュニティ・スクール実体験！～現
場で『熟議』を体験しよう」

７月５日（金）
男鹿市立
脇本第一小学校

31

公民館等職員専門研修①
「防災キャンプのすすめ～楽しみながら
『防災』を考える～」

７月12日（金） 生涯学習センター 30

市町村職員専門研修①
「障害者の生涯学習支援　はじめの一歩
～『障害者スポーツ』を切り口に～」

８月２日（金） 生涯学習センター 22

市町村職員専門研修②
（兼）公民館等職員専門研修②
「『障害者の生涯学習』の講座づくり」

８月23日（金） 生涯学習センター 16

市町村職員専門研修③
（兼）公民館等職員専門研修③
「『障害者の生涯学習』の講座づくり」

９月６日（金） 生涯学習センター 16

地域活性化研修③
「コミュニティ・スクール実体験！～現
場で『熟議』を体験しよう」

９月27日（金） ゆり支援学校 35

市町村職員専門研修④
（兼）公民館等職員専門研修④
「『障害者の生涯学習』の講座づくり」

10月12日（土） 生涯学習センター 21

秋田県生涯学習・社会教育研究大会
（兼）行動人交流集会
「30年後の社会教育を見据えて」

11月13日（水） 生涯学習センター 164

小計 423

（５）秋田県生涯学習センター

調査研究事業（「障害者の生涯学習」に関するニーズ調査
～特別支援学校生徒の保護者アンケート結果による一考察～）

生涯学習・社会教育関係者研修
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家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
①「家庭教育支援の優れた活動事例を知
ろう」

５月29日（水） 生涯学習センター 37

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座①「家庭教育支援チームの基礎を理解
し、地域で活動するチームから学ぼう」

【県北】
６月20日（木）

能代市役所 25

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座①「家庭教育支援チームの基礎を理解
し、地域で活動するチームから学ぼう」

【中央】
７月４日（木）

潟上市役所 28

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座①「家庭教育支援チームの基礎を理解
し、地域で活動するチームから学ぼう」

【県南】
７月18日（木）

横手市朝倉公民館 29

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
②「子どもを取り巻く現代的課題や現状
について理解しよう」

８月20日（火） 生涯学習センター 47

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座②「子どもや親と向き合い、上手に話
を聞くスキルを身につけよう」

９月13日（金） 生涯学習センター 52

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
③「家庭教育支援における男性の関わり
方について語り合おう」

10月23日（水） 生涯学習センター 55

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
④（兼）サポーター養成講座③「持続可
能な家庭教育支援チームのあり方につい
て考えよう」

11月21日（木） 生涯学習センター 44

小計 317

秋田県自作視聴覚教材交流発表会 ２月21日（金） 生涯学習センター 37

自作視聴覚教材交流発表会

家庭教育支援指導者等研修
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総合開講式・開講記念講演 ５月25日（土） 生涯学習センター 276

行動人講座【基礎コース】
生涯学習のススメ（３回）

６月 生涯学習センター 117

行動人講座【実践コース】
地域・家庭応援隊エアンベで活動しよう
（９回）
※トワイライト講座（18:30開始）

８月～10月 生涯学習センター 149

行動人講座【ユースコース】
思考力向上キャンプ（２回）

５月
秋田県青少年交流セン
ター

98

あきたふるさと講座
【あきた温故知新】（１１回）

５月～12月
生涯学習センター
土崎みなと歴史伝承館

539

あきたふるさと講座
【地域の魅力発信】（８回）

６月～９月

鳥海山木のおもちゃ美術館
石油資源開発由利原鉱場
田沢湖クニマス未来館
秋田駒ヶ岳
アルビオン白神研究所
白神山地世界遺産センター
秋田市農山村地域活性化セ
ンター

186

あきたふるさと講座
【県民読書おすすめ講座
　～比較文化～】（６回）

５月～11月 生涯学習センター 280

特別企画講座
【『障害者スポーツ』を通じて障害者の
　生涯学習について考えよう」（３回）

７月
生涯学習センター
秋田県勤労身体障害者ス
ポーツセンター

46

特別企画講座
【中世の秋田と佐竹氏をひも解く
　～東大史料編纂所協力～】（４回）

９月～12月 生涯学習センター 555

特別企画講座
【文学をひも解く
　～北条常久特別企画～】（３回）

４月～11月 生涯学習センター 263

官・民・学連携講座
【あきたチャレンジゼミ】（６回）
　※７回目は中止

６月～３月
秋田市立大森山動物園
生涯学習センター

173

県立学校開放講座
【大館鳳鳴高校定時制課程】
　木版画の魅力を探る（18回）

５月～11月
大館鳳鳴高等学校定時制
課程　桜楯館

203

県立学校開放講座
【角館高校定時制課程】
　韓国語・中国語講座実践編（18回）

５月～11月
角館高等学校定時制課程
駒草キャンパス

83

特別講座
①「大人と絵本　～絵本を使った
　　参加型ワークショップ～」
②「明治期における日本の音楽教育と唱歌
　　～歌い継がれる唱歌～」
③「おなかから考える健康づくり」

２月 生涯学習センター 97

小　　計 3,065

あきたスマートカレッジ事業

- 62 -



生涯学習課　Ⅱ　令和元年度の歩み

支援システム研修会①～③ ４月～10月 18

スギの子e-mail相談 通年 1

秋田の自然を学ぶ会 通年（18回） 240

秋田文学愛好会 通年（２回） 73

古典文学に親しむ会 通年（21回） 391

洋の会 通年（36回） 785

県生涯学習インストラクターの会 通年（２回） 96

あきたエコマイスター県央協議会 通年（６回） 80

生涯学習ボランティアグループ
「ヤッホーの会」

通年（11回） 131

ボランティアコーディネーター
「のぞみ」

通年（13回） 67

俳句学習会「美の國句会」 通年（12回） 104

俳句学習会「須磨句会」 通年（10回） 91

あきた惠古塾 通年（12回） 58

初心者のための太極拳教室 通年（42回） 905

武術太極拳火曜クラス 通年（18回） 331

小計 3,352

展示ホールでの各種展示の実施 通年 生涯学習センター 26,259

自主企画グループ等講座支援

展示ホールの活用

生涯学習センター

生涯学習センター

生涯学習支援システム推進事業

-63-



生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

事　　　業　　　名 参加者数

40

38

38

38

夏のアドベンチャー 中止

宿泊通学学級
※１・２合同開催

12

自己肯定感向上プロジェク
ト  ふれあいキャンプ

11

18

23

21

冬のわんパークスクール 中止

小計 239

102

123

春の鳳凰山 26

13

14

ファミリーキャンプ 23

スターウォッチング 71

大文字と花火鑑賞ナイト 60

秋の鳳凰山 中止

冬の野鳥観察会 9

（６）秋田県立大館少年自然の家

期　日（期間） 場　　　所

少年向け事業

①　５月18日（土） 大館少年自然の家

②　７月６日（土） 大館少年自然の家，長木川

③　８月31日（土）
　　～９月１日（日）

大館少年自然の家，秋葉山

④　10月５日（土） 鳳凰山

８月４日（日）
～７日（水）

大館少年自然の家等

９月23日（月）
～27日（金）

大館少年自然の家

10月２日（水） 大館少年自然の家

①　１月７日（火）

②　１月９日（木）

③　１月10日（金）

２月22日（土） 大館少年自然の家

家族・一般向け事業

春　４月27日（土）

秋　10月19日（土）

５月６日（月） 鳳凰山

①　５月27日（月） 八幡平鏡沼 ドラゴンアイ

②　10月23日（水） 白神山地二ツ森

７月27日（土）
～28日（日）

大館少年自然の家

８月２日（金） 大館少年自然の家

８月11日（日） 大館少年自然の家

10月12日（土） 鳳凰山

11月30日（土） 岩神貯水池，引欠川等

アウトドアスクール

スキースクール 大鰐温泉スキー場

オカリナ音楽祭 大館少年自然の家

ハイキング倶楽部
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冬の鳳凰山 11

冬の自然観察会in森吉山 17

早春あけぼの野鳥観察会 中止

小計 469

わんパーク大館まつり 96

わんパーク大館秋まつり 62

小計 158

21

24

16

ボランティア懇談会 4

インターンシップ 4

教職員向けスキー研修 13

小計 82

合計 948

２月１日（土） 鳳凰山

２月15日（土） 森吉山阿仁スキー場

３月７日（土） 能代市小友沼

オープンデー事業

②　５月20日（月）

③　７月２日（火）

４月27日（土） 大館少年自然の家

10月６日（日） 大館少年自然の家

研修・その他

９月３日（火）
～５日（木）

大館少年自然の家

12月26日（木） 安比高原スキー場

指導者スキルアップ講座 大館少年自然の家

家族・一般向け事業

①　４月18日（木）

６月２日（日） 大館少年自然の家
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事　　　業　　　名 参加者数

県南の山々を登ろう
保呂羽山（春）

11

県南の山々を登ろう
姫神山（夏）

13

県南の山々を登ろう
真人山（秋）

4

県南の山々を登ろう
保呂羽山（冬）

中止

小計 28

スプリング・ミニキャンプ 9

ワン・ディ・キャンプⅠ 38

ワン・ディ・キャンプⅡ 40

アドベンチャー・スピリット 9

自己肯定感向上プロジェクト
ふれあいキャンプ

24

チャレンジ！
         オータムキャンプ

29

ほろっと号で
          わんぱくツアー！

18

残雪・雪ん子キャンプ 中止

小計 167

エンジョイ！カヌーⅠ・Ⅱ 80

エンジョイ！カヌーⅢ・Ⅳ 76

ほろわDEキャンプ 9

秋を楽しもう 19

みんな森の芸術家Ⅰ
     （クリスマス工作）

150

９月22日（日） 保呂羽山少年自然の家

12月８日（日） 秋田県児童会館

Ⅰ：６月22日（土）
Ⅱ：６月23日（日）

六沢堤（東由利）

Ⅰ：６月29日（土）
Ⅱ：６月30日（日）

六沢堤（東由利）

８月30日（金）
～９月１日（日）

保呂羽山少年自然の家

保呂羽山少年自然の家

９月28日（土）
～29日（日）

保呂羽山少年自然の家

11月２日（土） 岩城少年自然の家　他

５月11日（土） 保呂羽山少年自然の家

７月20日（土） 姫神山（大仙市）

10月５日（土） 真人山（横手市）

（７）秋田県立保呂羽山少年自然の家

期　日（期間） 場　　　所

一般向け事業

保呂羽山少年自然の家

小学生・中学生向け事業

５月18日（土） 保呂羽山少年自然の家

３月14日（土）

７月13日（土） 保呂羽山少年自然の家

７月14日（日） 保呂羽山少年自然の家

７月30日（火）～
８月３日（土）

保呂羽山少年自然の家他

２月29日（土） 保呂羽山少年自然の家

家族・グループ向け事業

９月９日（月）
～11日（水）
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雪ん子体験Ⅰ（かんじき） 56

雪ん子体験Ⅱ（エアボード） 中止

小計 390

アウトドア指導者講習会Ⅰ 28

アウトドア指導者講習会Ⅱ 27

保呂羽音楽祭2019 101

小計 156

合計 741

３月８日（日） 横手市天下森スキー場

10月11日（金）
～12日（土）

保呂羽山少年自然の家

研修・その他

６月15日（土）～
16日（日）

保呂羽山少年自然の家

９月28日（土）
～29日（日）

保呂羽山少年自然の家

１月11日（土） 横手市天下森スキー場

家族・グループ向け事業
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事　　　業　　　名 期　日（期間） 場　　　所 参加者数

チャレンジキャンプ春
４月27日(土)
～29日(月)

岩城少年自然の家
仁賀保高原・獅子ヶ鼻湿原

6

キッズキャンプ春 ５月11日(土) 岩城少年自然の家 34

アドベンチャーキャンプ夏
８月７日(水)
～11日(日)

岩城少年自然の家
鳥海山・道川海水浴場

9

キッズキャンプ秋
９月21日(土)
～22日(日)

岩城少年自然の家
防災学習館

21

チャレンジキャンプ秋
10月12日(土)
～14日(月)

岩城少年自然の家
男鹿市・大潟村

中止

キッズキャンプ冬① 12月14日(土) 岩城少年自然の家 13

アドベンチャーキャンプ冬
１月８日(水)
～11日(土)

岩城少年自然の家
矢島スキー場・阿仁スキー場 21

キッズキャンプ冬② １月25日(土) 岩城少年自然の家 5

キッズキャンプ冬③ ２月29日(土) 岩城少年自然の家 中止

小計 109

ファミリーキャンピングクラブ
春

５月25日(土)
～26日(日)

岩城少年自然の家
加田喜沼湿原・石沢大滝

21

ファミリーキャンピングクラブ
夏

８月17日(土)
～18日(日)

岩城少年自然の家
亀田不動の滝・鳥海山

23

ファミリーキャンピングクラブ
秋

10月５日(土)
～６日(日)

岩城少年自然の家
奈曽の白滝・元滝伏流水

19

ファミリーキャンピングクラブ
冬

２月１日(土)
～２日(日)

岩城少年自然の家 35

小計 98

男鹿・神秘のお山　真山を知る
５月18日(土)
～19日(日)

岩城少年自然の家
男鹿真山

中止

本荘・岩城　滝巡り！
～夏の涼を求めて～

７月27日(土) 岩城少年自然の家
石沢大滝・赤田の滝・不動の滝

20

大人のなべっこ遠足
in紅葉の法体の滝

10月19日(土)
岩城少年自然の家
法体の滝

6

冬のバードウオッチング～秋田の冬
景色とぬくもりに触れるひととき～

２月22日(土)
岩城少年自然の家
大堤・勢至・栗山池等各公園 5

小計 31

（８）秋田県立岩城少年自然の家

子どもわんぱく事業

親子ふれあい事業

生涯学習推進事業
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「自然の家」オープンデー
毎月第３土曜日と
翌日曜日（３月は中止）

岩城少年自然の家 324

小計 324

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

４月６日(土)
～７日(日)

木のおもちゃ美術館 259

天鷺村移動創作教室 ５月３日(金) 天鷺村 80

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

５月４日(土)
～５日(日)

木のおもちゃ美術館 358

黄桜まつり移動創作教室
５月11日(土)
～12日(日)

東由利野鳥の家 243

施設ボランティア研修会(兼)
教育実地研究Ⅱ前期

５月25日(土)
～26日(日)

岩城少年自然の家 40

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

６月２日(日) 木のおもちゃ美術館 105

にかほ市なかよし交流会
６月27日(木)
～28日(金)

岩城少年自然の家 39

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

７月６日(土) 木のおもちゃ美術館 84

子吉川フェア移動創作教室 ７月７日(日)
由利本荘市ボートプラザ
アクアパル

551

初任者研修等
７月30日(火)
～８月２日(金)

岩城少年自然の家 69

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

８月４日(日) 木のおもちゃ美術館 158

施設ボランティア研修会(兼)
教育実地研究Ⅱ後期

８月７日(水)
～１月11日(土)

岩城少年自然の家 40

うまホキャンプメインキャンプ
８月18日(日)
～24日(土)

岩城少年自然の家 5

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

９月１日(日) 木のおもちゃ美術館 128

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

10月６日(日) 木のおもちゃ美術館 270

潟上市文化祭移動創作教室
10月19日(土)
～20日(日)

飯田川地区体育館 231

岩城地域文化祭移動創作教室 10月26日(土) 岩城地区体育館 111

にかほ市文化祭移動創作教室 11月２日(土) 金浦公民館 40

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

11月３日(日) 木のおもちゃ美術館 276

岩谷小学校通学キャンプ
11月13日(水)
～16日(土)

岩城少年自然の家 17

岩城小学校通学キャンプ
11月20日(水)
～23日(土)

岩城少年自然の家 23

科学フェスティバル移動創作教
室

11月30日(土) 由利本荘市総合体育館 338

連携推進事業

施設開放事業
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木のおもちゃ美術館移動創作教
室

12月１日(日) 木のおもちゃ美術館 99

防災キャンプ
12月７日(土)
～８日(日)

岩城少年自然の家 5

うまホキャンプフォローキャン
プ

12月26日(木)
～28日(土)

岩城少年自然の家 3

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

１月５日(日) 木のおもちゃ美術館 66

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

２月９日(日) 木のおもちゃ美術館 52

公民館移動創作教室
２月13日(木)
～14(金)

象潟公民館 33

木のおもちゃ美術館移動創作教
室

３月１日(日) 木のおもちゃ美術館 中止

小計 3,723

合計 4,285

連携推進事業
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期　日（期　間） 場所 参加者数

４月４日（木）～
５月19日（日）

ギャラリー１・２
大壁画ギャラリー

6,954

５月25日（土）～
７月15日（月・祝）

ギャラリー１・２
大壁画ギャラリー

6,704

７月21日（日）～
９月23日（月・祝）

県民ギャラリー
ギャラリー１・２

24,381

７月21日（日）～
９月23日（月・祝）

大壁画ギャラリー 3,725

９月29日（日）～
11月24日（日）

県民ギャラリー 1,929

9月29日（日）～
11月24日（日）

ギャラリー１・２
大壁画ギャラリー

8,441

11月30日（土）～
1月26日（日）

ギャラリー１・２
大壁画ギャラリー

4,915

２月１日（土）～
４月５日（日）

ギャラリー１・２
大壁画ギャラリー

2,435
（3/31まで）

４月20日（土）
５月18日（土）

ギャラリー１･２ 22

６月15日（土）
７月13日（土）

ギャラリー１･２ 22

10月19日（土）
11月２日（土）
11月16日（土）

ギャラリー１･２ 53

12月21日（土）
１月18日（土）

ギャラリー１･２ 44

2月15日（土） ギャラリー１･２ 7

毎月第一土曜日、竿燈期間
（計11回）

大壁画ギャラ
リー

159

特別展
「師・黒田清輝　妻・鴇田とみ
　藤田嗣治　東京美術学校から渡仏へ」

企画展
「平野政吉コレクションの西洋画」

定例ギャラリートーク

企画展
「平野政吉コレクションの西洋画」

ギャラリートーク（学芸員によるギャラリートーク）

企画展
「画家とコレクターの愛蔵品」

企画展
「デッサンの温度
　－藤田嗣治と秋田の画家たち－」

特別展
「キスリング展
　エコール・ド・パリの巨匠」

特別展
「藤城清治展 －こびとと生きる喜び
－」

常設展
「平野政吉コレクション展Ⅲ」

特別展
「あこがれの秋田写真展」

特別展
「キスリング展
  エコール・ド・パリの巨匠」

特別展
「師・黒田清輝　妻・鴇田とみ
  藤田嗣治　東京美術学校から渡仏へ」

（９）秋田県立美術館

事　　　業　　　名

展　覧　会

企画展
「画家とコレクターの愛蔵品」

企画展
「デッサンの温度
　－藤田嗣治と秋田の画家たち－」
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10月20日（日）
レクチャー
ルーム

23

11月10日（日）
レクチャー
ルーム

35

12月15日（日）
レクチャー
ルーム

55

６月23日（日）
６月30日（日）
７月７日（日）

レクチャー
ルーム

49

12月22日（日）
レクチャー
ルーム

9

３月14日（土）
レクチャー
ルーム

延期

３月８日（日）
カフェラウンジ
大壁画ギャラリー

延期

２月１日（土）
２月２日（日）

にぎわい交流館１
階交流スペース

20

ワークショップ
「僕にも描ける抽象画」
　講師：渋谷重弘館長

ワークショップ
「スチレン版画で自分だけのお家をつくろう」

　講師：伊藤由美子氏（版画家）

イベント

ミュージアムコンサート
「太平山三吉神社梵天奉納祭　三吉節」
　歌い手：進藤義声（三吉節保存会会長）

なかいち関連イベント
「ぬりえを楽しもう」

講演会
「秋田のアートシーンの断面
　学芸員の視座より」
　講師：山本丈志氏（県立博物館主任学芸主事）

講演会
「藤田嗣治と黒田清輝－裸婦と構想画
  という視点から」
　講師：山梨絵美子氏（美術史家）

美術館教室・ワークショップ

「館長によるデッサン講座」
　講師：渋谷重弘館長

講演会等

講演会
「キスリングとエコール・ド・パリ
  ―華麗なるメランコリー」
　講師：村上哲氏（美術史家）
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（10）秋田県立近代美術館

事　　　業　　　名 参加者数

特別展写真展　岩合光昭の世界ネコ歩き２ 18,193 

特別展　ビッグコミック５０周年展 3,562 

特別展　若冲と京の美術　－京都　細見コレクショ
ンの精華－

16,858 

特別展　没後130年平福穗庵 2,196 

企画展　山岳の美・水辺の美 5,834 

コレクション展　第１期　眼と手 －

コレクション展　第２期　キャラクターズ －

コレクション展　第３期　能代・山本の画家たち －

コレクション展　第４期　寺崎廣業展 －

特別展写真展　岩合光昭の世界ネコ歩き２
ＡＢＳアナウンサーと担当学芸員のギャラリーツアー

107 

特別展写真展　岩合光昭の世界ネコ歩き２
スペシャルギャラリートーク

136 

特別展　ビッグコミック５０周年展
横手市増田まんが美術館×近代美術館

22 

特別展　ビッグコミック５０周年展
ＡＢＳアナウンサー×近代美術館学芸員

22 

特別展　若冲と京の美術
ＡＢＳアナウンサーと当館学芸員によるギャラリートーク

337 

特別展　没後130年平福穗庵
学芸員によるギャラリートーク

70 

企画展　山岳の美・水辺の美
学芸員によるギャラリートーク

17 

コレクション展　第１期　眼と手
学芸員によるギャラリートーク

27 

コレクション展　第２期　キャラクターズ
学芸員によるギャラリートーク

29 

コレクション展　第３期　能代・山本の画家たち
学芸員によるギャラリートーク

45 

コレクション展　第４期　寺崎廣業展
学芸員によるギャラリートーク

24 

期　日（期　間） 場所

特　別　展　　・　　企　画　展

４月27日(土)～
６月30日(日)

５階展示室

７月６日(土)～
９月８日(日)

５階展示室

９月14日(土)～
11月10日(日)

５階展示室

11月16日(土)～
２月２日(月)

５階展示室

２月６日(木)～
４月13日(月)

５階展示室

コレクション展

４月10日(水)～
７月７日(日)

６階展示室

７月10日(水)～
10月６日(日)

６階展示室

10月９日(水)～
１月13日(月)

６階展示室

１月24日(金)～
４月８日(水)

６階展示室

ギャラリートーク

５月19日(日) ５階展示室

６月８日(土) ５階展示室

７月20日(土) ５階展示室

８月10日(土) ５階展示室

９月22日(日)・10月20日
(日)

５階展示室

11月30日(土)・１月５日
(日)

５階展示室

２月16日(日) ５階展示室

４月14日(日)､５月26日(日) ６階展示室

７月21日(日)､９月８日(日) ６階展示室

10月27日(日)､12月８日(日) ６階展示室

１月26日(日)､２月23日(日) ６階展示室
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特別展写真展　岩合光昭の世界ネコ歩き２
岩合光昭氏アーティストトーク＆サイン会

1,442 

特別展　ビッグコミック５０周年展
高橋のぼる×ビッグコミックスペシャルトークショー

74 

特別展　ビッグコミック５０周年展
なまずくんと記念撮影をしよう！

59 

特別展　若冲と京の美術
ワークショップ「墨で描こう、若冲に挑戦！」

34 

美術館教室
「スーパーリアリズムに挑戦２～極細ペンで猫を描く」

25 

美術館教室
「アクリル絵画教室　スモールピースを作ろう」

10 

みんなの教室
「Ｇｏ！Ｇｏ！走るぞ！木のクルマⅢ」

24 

きっずあーと
「びじゅつかんでローラー遊び」

29 

きっずあーと
「つちねんどでドロンコアート」

30 

美術館教室
日本画教室　「植物を描く２」

14 

みんなの教室
「楽しいな！版画でカレンダー」

20 

トレ　コン　アモーレ　コンサート 144 

美術館講座
館長講座

277 

特別展　若冲と京の美術
講演会

95 

出前美術展
中村征夫写真展「世界一のサンゴ礁　レディエリ
オット島、オーストラリア」

2,793 

出前美術館
Artが北秋田市にやってきた

679 

ネットワーク事業
美術館の眼Ⅷ－スケッチから読む作家の思い
※ギャラリートークも実施

3,081 

展覧会ワークショップ・関連イベント

５月３日(金)
５階展示室・５
階中央ホール

７月６日(土) ６階研修室

７月14日(日) ５階展示室

10月27日(日) １階実習室

美術館教室（キンビ・創作体験プログラム）

５月11日(土)､５月12日(日) １階実習室

６月１日(土)､６月２日(日) １階実習室

７月28日(日） １階実習室

８月４日(日) １階実習室

９月１日(日) １階実習室

11月９日(土),11月10日(日) １階実習室

12月１日(日) １階実習室

ミュージアムコンサート

12月８日(日) ５階中央ホール

講座・講演会等

５月11日(土)～
12月７日(土)　　計８回

６階研修室

10月10日(木)～
10月14日(月)

北秋田市文化会館

12月14日(土)～
１月28日(火)

県立図書館

９月14日(土) ６階研修室

館　外　事　業

７月10日(水)～
７月25日(木)

能代エナジアムパーク
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事　　　業　　　名 参加者数

企画展
「秋田県博の自然史標本」

9,593

特別展
「１９６４　世界の祭典から半世紀」

2,202

企画展
「北前船と秋田」

4,951

企画展
「山と生きる」

7,949

①Letter from 真澄　－真澄からの便り－

②真澄の旅、湯沢・雄勝を記録する

③真澄、八郎潟周辺を歩く

斎藤宇一郎と斎藤憲三 2,430

①初めての古文書解読　６回 95

②初めての藍の絞り染め　10回 123

③「真澄に学ぶ教室」購読会　10回 238

④化石と地層の観察会　２回 36

⑤はじめての真澄学　２回 50

⑥「真澄に学ぶ教室」講演会　２回 161

⑦昆虫教室　２回 46

⑧キッズ編組講座 23

⑨夜の昆虫観察会 20

⑩土器作り教室　２回 16

⑪未来の学芸員養成講座　３回 3

菅江真澄資料センター

８月３日(土)
８月４日(日)

学習室ほか

７月24日(水) 実験教室

７月27日(土) 小泉潟公園

７月28日(日)
９月１日(日)

実験教室、野外

６月16日(日)
12月15日(日)

学習室

７月14日(日)
11月10日(日)

講堂

７月21日(日)
８月18日(日)

実験教室、野外

５月11日(土)～
７月20日(土)

実験教室ほか

５月25日(土)～
２月22日(土)

学習室

５月26日(日)
６月２日(日)

男鹿市安田海岸
実験教室

９月28日(土)～
11月24日(日)

秋田の先覚記念室

博物館教室

５月９日(木)～
６月13日(木)

学習室

菅江真澄資料センター　企画コーナー展

７月６日(土)～
８月25日(日)

10月19日(土)～
12月８日(日)

３月14日(土)～
５月17日(日)

秋田の先覚記念室　企画コーナー展

７月13日(土)～
９月１日(日)

企画展示室

10月５日(土)～
11月17日(日)

企画展示室

12月７日(土)～
４月５日(日)

企画展示室

（11）秋田県立博物館

期　日（期間） 場　　　所

４月27日(土)～
６月23日(日)

企画展示室
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⑫くん製教室初級編 10

⑬三浦館・旧奈良家住宅合同見学会 3

⑭縄文土器の縄を知ろう 10

⑮樹皮を編む　２回 18

⑯古文書修復体験教室　２回 13

⑰昆虫同定技術入門 2

⑱拓本体験教室 6

⑲秋田の先覚記念室講演会 49

⑳ミニコダシを編む 9

㉑ゼロからはじめるわら仕事　３回 29

㉒糸をつむぐ 12

㉓民俗学入門講座　２回 27

㉔秋田の先覚者　２回 16

1,015

事　　　業　　　名 参加者数

名誉館長館話　５回 217

「軒の山吹」再現 192

盆踊りと世界の踊り 170

ミュージアムトーク　48回 362

出前授業 5回 218

出張講座　13回 749

連携講座　２回 210

県庁出前講座　７回 227

５月31日(金)
９月28日(土)

秋田県立大学
生涯学習センター

５月～２月
能代市、男鹿市
秋田市

５月～２月 企画展示室ほか

９月～２月

秋田市(きらり支援学
校、勝平小、戸島小、高
清水小、泉小)

６月～２月

藤里町、大館市、北秋田
市、男鹿市、潟上市、秋田
市、由利本荘市、湯沢市、
羽後町

５月10日(金)～
10月11日(金)

講堂

４月27日(土)～
５月１日(水)

分館旧奈良家住宅

７月20日(土) 人文展示室

２月８日(土)
２月15日(土)

学習室

計

期　日（期間） 場　　　所

11月20日(水)～
12月４日(水)

学習室

11月21日(木) 実験教室

12月８日(日)
12月22日(日)

学習室

10月24日(木)
実験教室
分館旧奈良家住宅

11月３日(日) 講堂

11月７日(木) 実験教室

10月２日(水)
10月３日(木)

実験教室

10月12日(土)
10月26日(土)

実験教室

10月13日(日) 実験教室

９月22日(日) 実験教室、野外

９月25日(水)
分館旧奈良家住宅
三浦館

９月29日(日) 学習室

博物館教室
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事　　　業　　　名 期　日（期　間） 場　　　所 参加者数

農業科学館　季節の展示 ４月１日（月）～３月31日（火） 展示通路

特設展示【秋田の先覚】 ４月１日（月）～３月31日（火） 展示通路

あきたこまちへの道
～イネの品種改良物語～

12月24日（火）～１月26日（日） ホワイエ 2,487

“石の花”の輝き－鉱物の世界－ １月31日（金）～３月８日（日） ホワイエ 2,378

バラフェスタ「初夏を彩る」 ６月８日（土）～７月７日（日） バラ園 23,289

バラフェスタ「秋を彩る」 ９月28日（土）～10月14日（月） バラ園 7,492

土器に生ける秋の草花展 ９月26日（木）～10月２日（水） ホワイエ 992

洋ランフェスタ「春を迎える」 １月７日（火）～２月16日（日） 熱帯温室 3,439

合計 35,212

山野草展 ４月13日（土）～14日（日） 展示通路 416

エビネ・日本桜草展 ４月27日（土）～29日（月） 多目的ホール 1,265

アニマルアート2019春展 ４月27日（土）～５月６日（月） ホワイエ 3,102

ギボウシ他山野草展 ５月４日（土）～５日（日） 多目的ホール 818

あつもりそう展 ５月18日（土）～19日（日） 展示通路 652

コアニチドリ・イワチドリ展 ５月25日（土）～26日（日） ホワイエ 272

さつき展 ５月31日（金）～６月２日（日） 展示通路 867

樹脂粘土でつくる花～ベルクレイフラワーと書道～ ５月31日（金）～６月２日（日） ホワイエ 867

「爆笑ＢＡＤＬＡＮＤ～漫画で読む恐竜たち」展 ６月５日（水）～23日（日） 展示通路 5,190

山野草斑入展 ６月22日（土）～23日（日） 多目的ホール 968

ウチョウラン展 ７月６日（土）～７日（日） ホワイエ 777

写真衆・続個人展Ⅰ ７月13日（土）～７月26日（金） ホワイエ 2,049

アニマルアート秋田「恐竜と夏の仲間たち」 ７月27日（土）～８月15日（木） ホワイエ 908

写真衆・続個人展Ⅱ ８月17日（金）～30日（金） ホワイエ 897

全日本写真連盟大曲支部展 ９月１日（日）～15日（日） ホワイエ 985

おしば美術展 ９月16日（月）～23日（月） ホワイエ 801

どうぶつまんが展 10月９日（水）～27日（日） ホワイエ 2,431

秋季さつき盆栽展 10月11日（金）～13日（日） 展示通路 372

春蘭・葉変わり縞物展Ⅰ 10月12日（土）～13日（日） 多目的ホール 184

春蘭・葉変わり縞物展Ⅱ 10月19日（土）～20日（日） 多目的ホール 262

（12）秋田県立農業科学館　

企　画　展　示

特　別　展

公　募　企　画　展

78,485
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どうぶつ楽作まつり 10月26日（土）～27日（日） 多目的ホール 170

大仙市菊花同好会第37回菊花展 10月30日（水）～11月６日（水） 展示通路・ホワイエ 1,895

ステンドグラス展 11月９日（土）～10日（日） ホワイエ 286

ヒロマサマミ個展 12月14日（土）～22日（日） ホワイエ 305

春蘭花物展 ３月７日（土）～８日（日） 多目的ホール 616

雪割草展Ⅰ ３月７日（土）～８日（日） 展示通路 616

ウルフドッグ展 ３月12日（木）～29日（日） ホワイエ 2,654

雪割草展Ⅱ ３月19日（木）～22日（日） 展示通路 672

合計 31,297

果樹試験場 ４月９日（火）～５月26日（日） 8,806

水産振興センター ５月28日（火）～７月15日（月） 11,584

総合食品研究センター ７月17日（水）～９月１日（日） 3,189

畜産試験場 ９月３日（火）～10月20日（日） 5,943

秋田県立大学 10月22日（火）～12月８日（日） 3,988

林業研究研修センター 12月10日（火）～２月２日（日） 3,318

農業試験場 ２月４日（火）～３月22日（日） 4,244

合計 41,072

キッズＧＷ
「豆腐づくり」

５月４日（土） やすらぎホール 30

園芸コース
「ハーブの寄せ植え」

５月25日（土） エントランスプラザ 26

園芸コース
「季節の寄せ植え１」

６月22日（土） エントランスプラザ 25

キッズ夏企画
「博士のおもしろ実験・観察」

７月21日（日） 多目的ホール 126

キッズ夏企画
「化石が語ること」

８月２日（金） 多目的ホール 56

キッズ夏企画
「こけ玉作り」

８月９日（金） エントランスプラザ 40

園芸コース
「季節の寄せ植え２」

10月19日（土） エントランスプラザ 13

食コース
「そば打ち」　10回

４月～３月 やすらぎホール 78

食コース
「ナスの即席漬けづくり」

８月18日（日） やすらぎホール 11

食コース
「大根の柿漬けづくり」

12月1日（日） やすらぎホール 14

キッズ冬企画
「縄文レリーフ作り」

12月14日（土） 多目的ホール 45

キッズ冬企画
「俵編み機に挑戦」

１月８日（水） 多目的ホール 9

第二展示室

県　内　研　究　機　関　紹　介　展

サン・アグリンゼミナール

公　募　企　画　展
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キッズ冬企画
「自然の素材で干支作り」

１月９日（木）～10日（金） 多目的ホール 37

食コース
「海苔巻きづくり」

１月26日（日） やすらぎホール 12

合計 492

自然素材工作 ６月13日（木） 多目的ホール 30

草花の寄せ植え ６月13日（木） 出前（由利本荘市） 13

果樹摘果体験 ６月19日（水） 果樹園 3

豆腐づくり ６月29日（土） やすらぎホール 30

草花の寄せ植え ７月10日（水） エントランスプラザ 20

草花の寄せ植え ７月24日（水） 出前（秋田市） 50

押し花でしおりづくり ７月30日（火） 出前（横手市） 14

自然素材工作 ８月７日（水） 出前（横手市） 28

米粉でパンケーキづくり ９月７日（土） やすらぎホール 36

ベゴニアの育て方 ９月７日（土） エントランスプラザ 30

果樹収穫 10月12日（土） 果樹園 9

米粉でパンケーキ作り 11月16日（土） やすらぎホール 30

押し花でしおりづくり 11月23日（土） やすらぎホール 7

豆腐づくり 12月７日（土） 出前（大仙市） 50

自然素材工作 12月26日（木） 出前（横手市） 14

自然素材工作 １月８日（水） 出前（横手市） 16

米粉でパンケーキ作り ２月11日（火） やすらぎホール 8

合計 388

ダリア栽培講座Ⅰ ５月18日（土） 花壇広場 16

ダリア栽培講座Ⅱ ７月６日（土） 花壇広場 23

ダリア栽培講座Ⅲ 11月９日（土） 花壇広場 29

合計 68

食　・　農　体　験

県立大学連携講座

サン・アグリンゼミナール
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ＧＷ　ウォークラリー ４月27日（土）～５月６日（月） 敷地内 133

ＧＷ　たこづくり ５月５日（日） やすらぎホール 96

伝統野菜収穫（大仙市ふるさと体験ＤＡＹ） ７月26日（金） エントランス他 35

大農家庭部「食育講座」 10月27日（日） やすらぎホール 25

合計 289

農業科学館まつり ６月30日（日） 農業科学館 2,469

秋の感謝祭 10月５日（土） 農業科学館 926

合計 3,395

２年生
４月18日（木）～
４月24日（水）

農業科学館 175

１年生
10月31日（木）～
11月８日（金）

農業科学館 179

ナビゲーター検定 11月20日(水) 175

合計 354

農 業 科 学 館 ま つ り

大曲農業高校ナビゲーター養成研修講座

その他　イベント

-80-



生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

事　　　業　　　名 参加者数

桜咲く里山を楽しもう 24

親子で体験隊① 9

防災キャンプ① 中止

親子で体験隊② 10

大人の冒険クラブ①
二ッ森登山

5

親子で体験隊③ 14

体験の風おこそう運動推進事業
第１回「モニターツアー
　inあきた白神体験センター」

18

あきた白神わんぱく夏塾 25

日本海とともだち 中止

親子で体験隊④ 中止

あきた白神ジュニアキャンプ 中止

大人の冒険クラブ②
白神岳登山

中止

親子でキャンプ 中止

秋の感謝祭
あきた白神で遊ぼう
　　　　　　　フェスティバル

80

防災キャンプ② 中止

白神こだま酵母のパン＆ピザづく
り

中止

体験の風おこそう運動推進事業
第２回「モニターツアー
　inあきた白神体験センター」

19

あきた白神わんぱく冬塾 20

女性の美と健康アップ講座
ホットヨガ講座

5

「里山」スノーシューツアー 中止

大人の冒険クラブ③
留山スノーシュー

中止

春のスポーツ教室
ニュースポーツに挑戦

中止

白神ガイドと赤花マンサクを見よう 中止
①３月８日（日）
②３月15日（日）

あきた白神体験センター
御所の台

①２月１日（土）
②２月８日（土）
③２月15日（土）

御所の台里山

２月16日（日） 留山

①３月７日（土）
②３月14日（土）
③３月21日（土）

あきた白神体験センター

12月21日（土）～
22日（日）

あきた白神体験センター
御所の台里山

12月26日（木）～
27日（金）

あきた白神体験センター
御所の台

１月19日（日） あきた白神体験センター

10月20日（日） あきた白神体験センター

11月２日（土） あきた白神体験センター

11月17日（日）
あきた白神体験センター
あきた白神駅

９月14日（土）～
15日（日）

あきた白神体験センター
岩館海岸

９月28日（土）～
29日（日）

あきた白神体験センター
白神岳

10月５日（土）～
６日（日）

あきた白神体験センター

８月７日（水）～
９日（金）

あきた白神体験センター
白神山地
滝ノ間・岩館海岸

８月18日（日） あきた白神体験センター

９月１日（日）
あきた白神体験センター
岩館海岸

６月30日（日） 二ッ森

７月14日（日）
あきた白神体験センター
岩館海岸

７月27日（土）～
28日（日）

あきた白神体験センター
白神山地、岩館海岸

５月19日（日）
あきた白神体験センター
岩館海岸

５月25日（土） あきた白神体験センター

６月23日（日）
あきた白神体験センター
岩館海岸

（13）秋田県自然体験活動センター（あきた白神体験センター）

期　日（期　間） 場　　　所

４月21日（日）
あきた白神体験センター
御所の台周辺
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１
2019年度　秋田県の生涯学
習・文化財保護　－施策の
概要－

Ａ４判 ４月 184 50 課室内職員

２
2019年度版「セカンドス
クール的利用の手引き」

Ａ４判 ５月 23 Web版 県内市町村、学校他

３
「あきた県庁出前講座」メ
ニュー

Ａ４判 ４月 24 400
県内各市町村、公民館
他

４

秋田県社会教育委員の会議
による提言書「本県におけ
るこれからの社会教育行政
の在り方について」

Ａ４判 ３月 16 250
文部科学省、都道府県、
政令指定都市、県内市町
村、関係機関ほか

５
インターネットセーフティ
に関するリーフレット（未
就学児の保護者用）

Ａ４判 ７月 １ 10,000 県内市町村、関係機関他

６

令和元年度「家庭教育に関
する調査」
グラフでみる秋田の家庭教
育

Ａ４判 ３月 ８ 300 県内市町村、関係機関他

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１
令和元年度
秋田県立図書館要覧

Ａ４判 7月 60 300
県内教育機関、市町村立
図書館等

２ 県立図書館だより Ａ４判 11月 ４ 800
来館者、県内教育機関、
市町村立図書館等

３ あきた文学資料館だより Ａ４判
７月
１月

４ 各500
来館者、県内教育機関、
市町村立図書館等

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１ 要覧 Ａ４判 ４月 12 600
県教育庁、市町村、県内
中学･高校･特支･大学等

２　令和元年度生涯学習・社会教育関係刊行物

（１）生涯学習課

（２）秋田県立図書館・秋田県立図書館分館あきた文学資料館

（３）秋田県青少年交流センター
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１ 要覧 Ａ４判 ５月 ８ 350
国・県外生涯学習関係機
関、県教育庁・知事部局
各課室

２
「障害者の生涯学習」に関
するニーズ調査（概要版）

Ａ４判 ３月 ４ 2,300

県教育庁各課室、市町村
教育委員会、特別支援学
校、モデル事業受託先ほ
か

３
生涯学習センターだより
（4,6,8,10,1月号）

Ａ４判
４月～
１月

２ 6,500
県教育庁各課室、市町村
教育委員会、各公民館

４
あきたスマートカレッジ
学習案内

Ａ４判
巻三ッ
折

３月 ６ 15,000
県教育庁各課室、市町村
教育委員会、各公民館、
民間施設

５
生涯学習・社会教育・家庭
教育通信「虹色」
　　（No179～181）

Ａ４判
６月～
３月

２ 2,100
県教育庁各課室、市町村
教育委員会、各公民館

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先
１ 要覧 Ａ４判 ４月 ４ 100 教育委員会、関係機関等

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先
１ 要覧 Ａ４判 ４月 ４ 100 教育委員会、関係機関等

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先
１ 要覧 Ａ４判 ４月 ４ 100 教育委員会、関係機関等

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先
１ 特別展図録 A4判 11月 80 300 展覧会協力館、関係機関

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１
2018年度
秋田県立近代美術館年報

Ａ４判 ６月 53 150
県内主要美術館、
教育関係機関等

２
近代美術館ニュース
「ＡＲＫ」№78

Ａ４判 ９月 ４ 4,500
全国主要美術館、
県内学校、来館者等

３
近代美術館ニュース
「ＡＲＫ」№79

Ａ４判 ３月 ４ 4,500
全国主要美術館、
県内学校、来館者等

４
2020年度
展覧会のご案内

Ａ４判 ３月 ２ 30,000 一般来館者等

（６）秋田県立保呂羽山少年自然の家

（７）秋田県立岩城少年自然の家

（８）秋田県立美術館

（９）秋田県立近代美術館

（４）秋田県生涯学習センター

（５）秋田県立大館少年自然の家
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生涯学習　Ⅱ　令和元年度の歩み

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１
秋田県立博物館　年報
2019年度

Ａ４判 ６月 46 1,000
県内外研究機関、図書館、
博物館、学校、公民館、
教育関係機関

２
博物館ニュース
Ｎｏ．169 、170

Ａ４判
９月
３月

８ 各2,300
県内外研究機関、図書館、
博物館、学校、公民館、
教育関係機関

３
秋田県立博物館　研究報告
第45号

Ａ４判 ３月 86 600
県内外研究機関、図書館、
博物館、学校、公民館、
教育関係機関

４
広報紙「真澄」
Ｎｏ．37

Ａ４判 ３月 ８ 1,500
県内外研究機関、図書館、
博物館、学校、公民館、
教育関係機関

５ 「真澄研究」第24号 Ａ５判 ３月 90 500 県内図書館

６

秋田の先覚記念室
企画コーナー展
「斎藤宇一郎と斎藤憲三」
解説資料

Ａ４判 ９月 ８ 1,000 来館者

刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１ 農業科学館要覧 Ａ４判 ７月 ８ 1,500 学校､教育機関､公民館など

（10）秋田県立博物館

（11）秋田県立農業科学館
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