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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

（１）生涯学習課

①少年自然の家等における長期宿泊体験活動の推進

事　　業　　名 実                                 績

少年自然の家を拠点とした
交流活動推進事業

○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利用の実績
・のべ338団体、23,884人

長期宿泊体験活動の推進

○３泊以上の宿泊を伴う主催事業の実施
・各少年自然の家で実施
・８回実施、のべ112人参加

○学校の多泊型利用の促進

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1,064校、63,034人

○ＰＡ管理者研修会
・４/17（火）～19（木）
　岩城少年自然の家、保呂羽山少年自然の家　20名

○ＰＡロープスコース点検
・７/27（金）～29（日）　各少年自然の家で実施

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】 　 　【日数】
・小学５年男子(東京都)　  １年間　　北秋田市に住所変更
・中学３年男子(兵庫県)　  １年間　　北秋田市に住所変更
・小学６年女子(北海道)    4/9～6/1、8/27～11/1   121日
・小学４年男子(北海道)  　4/9～6/1、8/27～10/14  103日
・小学４年女子(東京都)　  4/6～7/20、8/27～10/14 149日
・小学５年男子(東京都)    4/9～7/20、8/27～10/14 149日
・小学２年男子(インド)    6/8～6/29、11/8～11/22  37日
・小学４年男子(東京都)　  6/4～7/20　    　　　　 47日
・小学３年女子(ﾏﾚｰｼｱ)　   7/2～7/6　     　　　　  5日
・小学５年男子(東京都)　  8/29～8/30     　　　　  2日
・小学３年女子(東京都)    9/4～9/14　    　　　　 11日
　
○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月24日～29日
　　　参加児童数　59名
　②チャレンジ留学Ⅱ　期間：12月25日～29日
　　　参加児童数　28名

青少年の生き抜く力を育む取組の充実

１　平成３０年度事業の実施概要
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

事　　業　　名 実                                 績

学校・家庭・地域連携
　　　　　　　総合推進事業

　【学校支援活動】

　【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（①５/16、②１/18）、のべ245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（①６/８全県、②県北８/１、中央８/21、県南
７/31）、のべ205名参加
○放課後支援者研修会
・各地区、年２回（県北①５/23 ②６/６、中央①６/22
②11/22、県南①６/12 ②11/13）、のべ529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337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798名参加
○県立学校での学校支援活動の実施
・３高校、３支援学校、7本部
【市町村の取組】※補助事業対象
○学校支援活動
　17市町村57本部
○家庭教育支援チーム
・６市町10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
・10市町40教室
○県立学校におけるコミュニティ・スクール導入
・１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
・９名を養成
　　義務８名
　（県北３名、中央２名、県南３名）
　　特別支援１名
○育成
　地域連携担当教職員等研修会
①全県開催　６/８（金）生涯学習センター
　講演「地域とともにある学校づくり
　　　　～つながりの核となる人材とその役割とは～」
　講師：文部科学省ＣＳ推進員　四柳　千夏子　氏
②地区開催
　トークセッション「学校・家庭・地域
　　　　　　　　　　～私たちの“つなげ方”～」
・県北地区　８/１（水）
　　　　　　北秋田市交流センター、44名参加
・中央地区　８月21日（火）
　　　　　　生涯学習センター、47名参加
・県南地区　７/31（火）
　　　　　　近代美術館、27名参加

次代を担う子どもの未来につながる地域学校協働活動の推進

①従来の活動の充実、統合化・ネットワーク化を図り、「支援」から「連携・協働」を
目指す地域学校協働本部を整備
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

②関係団体等との協働による家庭教育支援の体制づくり（２）

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　５/30（水）
　②第２回運営協議会　２/６（水）
（２）ネットパトロール事業の実施
　①調査対象校　383校
　（小学校198、中学校114、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］472校（小０、中262、高210、特支０）
　［検知件数］1,214件（小０、中513、高701、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（年２回）
（４）あきた県庁出前講座の実施
　［のべ受講者］10,742人　［回数］102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）事業検討委員会の開催（年２回）
　①第１回検討委員会　５/18（金）
　②第２回検討委員会　２/６（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
　　・８/16-22（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６名）
３　人材養成
（１）「地域サポーター養成講座」
　・県北）八峰町役場
　　①７/18 ②８/22 ③９/26 ④10/17
　・中央）五城目町民センター
　　①７/４ ②８/１ ③９/５ ④10/３
　・中央）井川公民館
　　①７/10 ②７/30 ③９/３ ④10/15
（２）「フォローアップ講座」
　・県北）能代山本広域交流センター 11/３　４名
　・中央）秋田県生涯学習センター　 11/４　３名
　・県南）花火伝統文化継承資料館   11/11　８名
（３）「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　12/９（13名を認定）
（４）「指導者等研修会」
　　※平成30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　２/２（参加者13名）
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

①学んだ成果を生かす生涯学習の推進

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６日（火）：生涯学習センター 参加者171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「点訳ボランティアになろう」全８回
○自主企画講座等を行う生涯学習団体への支援 全16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

②関係団体や民間等との協働による学習の機会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:2,351講座、人材バンク登録総数:4,212人
○講座・人材情報アクセス件数
・講師・指導者情報:3,254件
・団体グループ情報:229件
・ボランティア個人情報:592件
・ボランティアグループ情報:1,172件
・講座・講演会・教室情報:55,712件
・トップページアクセス数:34,964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：202講座
○講座実施回数：620回
○受講者数：34,156人

<その他>

事　　業　　名 実                                 績

生涯学習推進本部

○第１回連絡調整委員会の開催
　２月１日（木）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（木）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　５月２２日（火）秋田県庁第２庁舎　５階５２会議室
第２回１１月２９日（木）秋田県庁第２庁舎　５階５２会議室
第３回　１月３０日（水）秋田県庁第２庁舎　５階５２会議室

社会教育アドバイザーの設置 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 ・全国青年大会派遣費補助（秋田県連合青年会）

学んだ成果を生かして活躍できる環境づくり
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生涯学習　Ⅱ　３０年度の歩み

①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

読書が広がるホップ・ステップ・
ジャンプ事業

○超大型絵本のおはなし会・絵本作家のおはなし会
　６月17日（日）大仙市大曲市民会館　　　　　　　　276人
　７月21日（土）男鹿市民ふれあいプラザハートピア　100人
　11月３日（土）美郷町中央ふれあい館　　　　　　　180人
　11月17日（土）八峰町文化交流センター　　　　　　108人
○調べ学習講座
　６月30日（土）能代市立図書館　　　　27人
　７月３日（火）大館市立釈迦内小学校　45人
　７月８日（日）由利本荘市中央図書館　８人
　７月25日（水）秋田市立新屋図書館　　25人
　８月11日（土）西馬音内盆踊り会館　　10人
○ＰＯＰ作り研修講座
　７月７日（土）美郷町学友館　　　　　12人
　７月30日（月）横手市浅舞公民館　　　33人
　８月10日（金）大仙市役所　　　　　　20人
　９月30日（日）西馬音内盆踊り会館　　25人

○世代別ビブリオバトル大会
〈地区大会〉出場者数合計　88人（中学生50人、高校生38人）
　　　　　　実行委員　41人
　北鹿大会：10月13日（土）大館市立栗盛記念図書館
　　　　　　　出場：中学生５人・高校生８人
　　　　　　　実行委員：５人
　能代大会：９月22日（土）能代市立図書館
　　　　　　　出場：高校生６人　実行委員：８人
　　　　　　９月29日（土）能代市立図書館
　　　　　　　出場：中学生５人　実行委員：８人
　秋田大会：９月30日（土）ふれあーるＡＫＩＴＡ
　　　　　　　出場：中学生５人　高校生１１人
　　　　　　　実行委員：１３人
　由利本荘大会：９月２日（日）由利本荘市中央図書館
　　　　　　　出場：中学生６人　高校生４人
　　　　　　　実行委員：５人
　大仙大会：９月29日（土）大曲交流センター
　　　　　　　出場：中学生１０人　高校生４人
　　　　　　　実行委員：３人
　湯沢・横手大会：10月６日（土）湯沢市役所
　　　　　　　出場：中学生１９人　高校生５人
　　　　　　　実行委員：７人

〈全県大会〉出場者数14人（中学生6人、高校生８人）
　10月20日(土)イオンモール秋田

幼少期からの読書活動の推進
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生涯学習　Ⅱ　３０年度の歩み

②読書ボランティアの養成とネットワークの構築

事　　業　　名 実                                 績

読書が広がるホップ・ステップ・
ジャンプ事業

○世代別読み聞かせボランティア養成講座
〈高校生・パパママコース〉
　県北地区：９月３日（月）・９日（日）
　　　　　　大館桂桜高等学校・大館市立栗盛記念図書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28人
　中央地区：８月７日（火）・８日（水）秋田県立図書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46人
　県南地区：８月２日（水）・３日（木）湯沢市役所　21人

〈シニアコース〉
　７月20日（金）～12月9日（日）の９日間　美郷町公民館ほか
                            　　　　　　　　　　　29人

○全県読み聞かせボランティア交流会
　８月25日（土）ふれあーるＡＫＩＴＡ　　　　　　　60人

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129館室　　貸出冊数22,556冊
○県立学校図書館への支援
　・訪問回数　延べ20校　　貸出冊数16,681冊

学校図書館活性化支援
○小中学校図書館訪問
　12校訪問（小学校５校、中学校７校)
　配架、展示、選書、廃棄、読書活動等について助言
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

①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６公演（参加校10校）

次代を担う子どもの文化芸術体験事
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39公演
（参加校60校）

次代を担う子どもの文化芸術体験事
業（芸術家の派遣事業）

演劇、茶道ほか３公演（参加校３校）

あきたの子ども文化体験促進事業 参加校８校（小学校7校、支援学校1校）、参加児童271人

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９、近代美術館９、博物館８、農業科学館34

博物館・美術館教室等の実施 美術館12、近代美術館教室21、博物館教室28、農業科学館教室41

美術館利用促進事業
・「宝塚歌劇展」の開催　入場者5,242人
・「千住博展」の開催　入場者21,812人

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　平成30年度の歩み

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

第１回
 「後藤宙外－『文壇との交流』と『生涯』－｣

４月１日（日）から
５月28日（月）

特別展示室 3,471

第２回
「米代川流域の古代社会～集落・生業・墓と
祭祀～」

７月７日（土）から
８月15日（水）

特別展示室 3,845

第３回
「紺野五郎」

９月29日（土）から
10月25日（木）

特別展示室 2,135

第４回
「第44回秋田県芸術選奨受賞記念展」

２月５日（火）から
２月27日（水）

特別展示室 2,052

合　計 11,503

 「後藤宙外－『文壇との交流』と『生涯』－｣ ５月13日（日） 特別展示室 12

「米代川流域の古代社会～集落・生業・墓と
祭祀～」

７月21日（土） 特別展示室 31

「紺野五郎」 10月６日（土） 特別展示室 22

合　計 65

「世界遺産・平泉の景観を創出した源泉を求
めて」

７月21日（土） 多目的ホール 38

音楽セミナー「旅もしくは回帰」 12月９日（日） 生涯学習センター 82

第１回　自然災害と火災保険 ２月２日（土） 多目的ホール 28

第２回　生命保険の役割と選択方法 ２月16日（土） 多目的ホール 36

合　計 64

「がん」についてもっと知ろう！ ２月21日（木） 多目的ホール 51

（２）秋田県立図書館

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Ⅹ

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「まさか!?に備える ～あなたの保険はこのままでいい？～」

ふるさとセミナー

特別展示

特別展示ギャラリートーク

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
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

学校図書館職員等研修会 ８月２日（木） 図書館 42

ビジネスセミナー
９月６日（木）
11月13日（火）

多目的ホール 59

SPONSORS'ビジネスカフェ
９月６日（木）
11月13日（火）

多目的ホール 22

県民読書の日「貴重資料紹介」「書庫見学」 11月１日（木） 図書館 53

おはなしタイム 月２回 えほんのへや 676

市町村図書館･公民館図書室職員初任者研修会
４月18日（水）
５月16日（水）
７月18日（水）

多目的ホール 94

秋田県図書館長会議 ５月25日（金） 多目的ホール 39

北日本図書館大会・秋田県図書館大会
６月14日（木）
　～15日（金）

秋田市文化会館 201

市町村図書館･公民館図書室職員研修会
10月17日（水）
11月21日（水）

多目的ホール 74
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

（前期）「『赤い鳥』と秋田」
６月５日（火）から
９月２日（日）

476

（後期）「秋田を訪れた文人たち」
10月２日（火）から
12月27日（木）

779

合　計 1,255

「新収蔵資料展」①
４月１日（日）から
５月４日（金）

139

ギャラリートーク「島田五空の筆跡」 ４月15日（日） 7

ギャラリートーク「松田解子の世界」 ４月22日（日） 25

「新収蔵資料展」②
３月14日（木）から
３月31日（日）

97

合　計 268

特別講座「ことばと生きる～はじめの詩学」 ５月19日（土） 52

私の文学史講座①
「日本の文化、秋田の文化、各ベスト10は？」

５月27日（日） 16

私の文学史講座②
「忘れられた、虚空文学（神話、芸能、文芸）
とは？」

７月21日（土） 13

私の文学史講座②
「私の文学解析法」

９月23日（日） 10

前期特別展示関連文学講座①
「『童話』の時代～芥川龍之介と新美南吉を中
心に～」

６月24日（日） 62

前期特別展示関連文学講座②
「成田為三と『赤い鳥』の詩人たち」

７月29日（日） 27

前期特別展示関連文学講座③
「北方教育と高井有一～真実の学校～」

８月26日（日） 46

後期特別展示関連文学講座①
「龍星閣に集う文化人と秋田」

11月４日（日） 20

後期特別展示関連文学講座②
「坂口安吾―矢田津世子との出会いから『秋田
犬訪問記』まで」

12月２日（日） 45

合　計 291

新収蔵資料展・ギャラリートーク

展示室

講座室

（３）秋田県立図書館分館あきた文学資料館

文学講座

特別展示

展示室
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生涯学習　Ⅱ　平成３０年度の歩み

事　　　業　　　名 参加者数

イングリッシュキッズ
プロジェクト

43

高校生徒会
ネットワーク会議

47

高校生リーダー養成
「ニューリーダー
            セミナー」

42

高校生のための
主権者セミナー

46

13

4

6

1

ヤングフェスティバル 500

ユースパル夜学塾
「こみっとサミット」

10

青少年団体間交流会 5

－

15

なまはげきゃんぷ 2

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。

韓国平澤市

２月14日（木）～18日（月）
※韓国寧越郡高校生受入 青少年交流センター　他

１月11日（金）～13日（日） 青少年交流センター　他

５月18日（金）～19日（土） 青少年交流センター

２月15日（金）～16日（土） 青少年交流センター

２月15日（金） 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８日（水）～10日（土） 青少年交流センター

青少年国際交流事業

ユースボランティア
認定事業

３月２４日（日） 青少年交流センター

５月18日（金）～19日（土）
高校生徒会ネットワーク会議 青少年交流センター

12月２日（日） 青少年交流センター

７月６日（金） 秋田市千秋公園　松下

８月８日（水）～10日（金）
イングリッシュキッズプロジェクト

12月２日（日）
ヤングフェスティバル

２月14日（木）～18日（月）
青少年国際交流（受入）

青少年交流センター

青少年交流センター

青少年交流センター 他
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生涯学習課　Ⅱ　平成30年度の歩み

事　　　業　　　名 期　日（期間） 場　　　所 参加者数

第１回調査研究委員会 ６月22日（金）
生涯学習センター
第３研修室

16

アンケート及びヒアリング調査
７月11日（水）
～11月７日（水）

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 12月５日（水）
生涯学習センター
視聴覚室

21

第３回調査研究委員会 ２月８日（金）
生涯学習センター
視聴覚室

15

新任職員研修 ５月25日（金） 生涯学習センター 40

市町村職員専門研修①
地域の教育資源の再発見と評価を考える

６月15日（金） 生涯学習センター 28

公民館等職員専門研修①
災害時の公民館の役割を考える～平成29
年豪雨災害から１年～

７月20日（金） 生涯学習センター 42

地域活性化研修①
「行動人」に学ぶ人づくり・地域づくり
の最前線（県北編）

８月２日（木）
北秋田市前山森林交流
センター

45

地域活性化研修②
「行動人」に学ぶ人づくり・地域づくり
の最前線（中央編）

９月28日（金） 五町町立五城目小学校 50

地域活性化研修③
「行動人」に学ぶ人づくり・地域づくり
の最前線（県南編）

10月５日（金）
湯沢雄勝広域交流セン
ター

34

公民館等職員専門研修②
家庭教育支援の拠点づくりに向けて～社
会教育施設における支援のあり方～

11月30日（金） 生涯学習センター 62

秋田県生涯学習・社会教育研究大会
（兼）行動人交流集会

11月６日（火） 生涯学習センター 171

市町村職員専門研修②
※障害者の生涯学習支援フォーラム（参
加者200名）に代替

12月２日（日） 秋田市文化会館

小計 472

（５）秋田県生涯学習センター

調査研究事業（連携・協働による地域活性化事例に関する調査研究）

生涯学習・社会教育関係者研修
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生涯学習課　Ⅱ　平成30年度の歩み

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
①テーマ「家庭教育支援の優れた活動事
例を知ろう」

７月６日（金） 生涯学習センター 52

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座①テーマ「子どもや親と向き合い、上
手に話を聞く方法を学ぼう」

７月13日（金） 生涯学習センター 57

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
②テーマ「学校と子どもの現状を理解し
よう」

８月23日（木） 生涯学習センター 48

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座②テーマ「地域の状況に応じた支援の
かたちを考えよう」（県北会場）

８月30日（木）
北秋田市民ふれあいプ
ラザ「コムコム」

24

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座②テーマ「地域の状況に応じた支援の
かたちを考えよう」（中央会場）

９月６日（木） 生涯学習センター 24

家庭教育支援チーム・サポーター養成講
座②テーマ「地域の状況に応じた支援の
かたちを考えよう」（県南会場）

９月13日（木） 近代美術館 21

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
③テーマ「地域ぐるみで取り組む家庭教
育支援のために」
※サポーター養成講座③と合同開催

10月19日（金） 生涯学習センター 49

家庭教育支援チーム・リーダー養成講座
④テーマ「家庭教育支援の拠点づくりに
向けて～社会教育施設における支援のあ
り方～」

11月30日（金） 生涯学習センター 62

小計 337

秋田県自作視聴覚教材交流発表会 ２月21日（木） 生涯学習センター 52

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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生涯学習課　Ⅱ　平成30年度の歩み

総合開講式・開講記念講演 ４月28日（土） 生涯学習センター 202

行動人講座【基礎コース】
生涯学習のススメ（３回）

５月 生涯学習センター 88

行動人講座【実践コース】
点訳ボランティアになろう（８回）
※トワイライト講座（19:00開始）

８月～10月
生涯学習センター
点字図書館
視覚支援学校

103

あきたふるさと講座
【地域の魅力発信
　～おらほの地域自慢～】（８回）

６月～10月
美郷町、横手市、秋田
市、大潟村

276

あきたふるさと講座
【あきた温故知新
　～風土・民俗・文化～】（８回）

５月～12月 生涯学習センター 628

あきたふるさと講座
【秋田の地域史】（８回）
※東大史料編纂所講座（２回）を含む

５月～12月 生涯学習センター 830

あきたふるさと講座
【県民読書おすすめ講座
　～女流作家作品を読む～】（８回）

５月～12月 生涯学習センター 540

北条常久特別企画
【恋と芸術の女流文学】（３回）

10月～12月 生涯学習センター 233

官・民・学連携講座
【あきたチャレンジゼミ】（11回）

６月～３月

生涯学習センター
国際教養大学
秋田大学
秋田農業試験場
岩城少年自然の家

522

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

125

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

228

特別講座
①「障がいのある方々を取り巻く現状を想
う」
②「世界から見た秋田のシェールオイル」

２月
生涯学習センター
由利本荘総合防災公園
「ナイスアリーナ」

106

小　　計 3,881

支援システム研修会①～③ ５月～９月 26

スギの子e-mail相談 通年 0

あきたスマートカレッジ事業

生涯学習支援システム推進事業

生涯学習センター
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生涯学習課　Ⅱ　平成30年度の歩み

秋田の自然を学ぶ会 通年（20回） 333

秋田文学愛好会 通年（４回） 126

古典文学に親しむ会 通年（22回） 422

グレアカ・健康・レクＯＢ 通年（４回） 20

洋の会 通年（30回） 626

県生涯学習インストラクターの会 通年（５回） 103

あきたエコマイスター県央協議会 通年（６回） 53

生涯学習ボランティアグループ
「ヤッホーの会」

通年（10回） 108

ボランティアコーディネーター
「のぞみ」

通年（13回） 106

俳句学習会「美の國句会」 通年（12回） 99

俳句学習会「須磨句会」 通年（12回） 122

三曲連盟 通年（32回） 809

あきた惠古塾 通年（12回） 39

千秋太極拳 通年（43回） 587

スポーツＣ火曜クラス太極拳 通年（24回） 511

みらいあ育児サロン 通年（20回） 801

小計 4,865

展示ホールでの各種展示の実施 通年 生涯学習センター 29,030

展示ホールの活用

生涯学習センター

自主企画グループ等講座支援
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

事　　　業　　　名 参加者数

120

126

42

39

39

31

わんパーク大館祭り 132

わんパークフェス 944

15

12

スターウォッチング 49

ファミリーキャンプ 29

夏のアドベンチャー 7

大文字と花火鑑賞ナイト 36

10

15

里山ハイク 36

冬の野鳥観察会 16

教職員向けスキー研修 9

23

25

25

25

冬のわんパークスクール 27

冬の自然観察会
ｉｎ森吉山

11

12月27日（木） 安比高原スキー場

大鰐温泉スキー場１月10日（木）

２月16日（土） 森吉山阿仁スキー場

１月19日（土） 大館少年自然の家

10月６日（土） 大館少年自然の家

スキースクール

１月７日（月） 大鰐温泉スキー場

宿泊通学学級

９月９日（日）
～14日（金）

大館少年自然の家

９月23日（日）
～28日（金）

大館少年自然の家

１月８日（火） 大鰐温泉スキー場

１月11日（金） 大鰐温泉スキー場

11月24日（土） 八郎潟

５月19日（土） 大館少年自然の家

７月７日（土） 大館少年自然の家

９月１日（土）
～２日（日）

秋葉山
大館少年自然の家

（６）秋田県立大館少年自然の家

期　日（期間） 場　　　所

８月３日（金） 大館少年自然の家

10月27日（土）
10月28日（日）

ニプロハチ公ドーム
（大館樹海ドーム）

６月３日（日） 大館少年自然の家

オカリナ音楽祭
４月21日（土） 大館少年自然の家

９月22日（土） 大館少年自然の家

アウトドアスクール

10月13日（土） 鳳凰山

ハイキング倶楽部
６月11日（月） 二ツ井町　きみまち阪

10月９日（火） 北秋田市　桃洞の滝

大館少年自然の家他
８月５日（日）
～８日（水）

７月28日（土）
～29日（日）

大館少年自然の家

８月11日（土） 大館少年自然の家
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生涯学習　Ⅱ　平成３０年度の歩み

事　　　業　　　名 参加者数

ほろわレシピの「食」と[遊」 13

シリーズ発見！
     保呂羽山登山（春）

11

アウトドア指導者講習会Ⅰ 6

スプリング・ミニキャンプ 13

エンジョイ！カヌーⅠ・Ⅱ 77

シリーズ発見！
     保呂羽山登山（夏）

7

ワン・ディ・キャンプⅠ 41

アドベンチャー・スピリット 8

ワン・ディ・キャンプⅡ 29

ほろわＤＥキャンプ 13

アウトドア指導者講習会Ⅱ 6

チャレンジ！
         オータムキャンプ

29

秋を楽しもう 22

保呂羽音楽祭2018 180

シリーズ発見！
         保呂羽山登山（秋）

12

ほろっと号で
          わんぱくツアー！

20

みんな森の芸術家Ⅰ
     （クリスマス工作）

140

雪ん子体験Ⅰ（かんじき） 46

シリーズ発見！
        保呂羽山登山（冬）

7

みんな森の芸術家Ⅱ
      （ひな人形工作）

59

残雪・雪ん子キャンプ 15

雪ん子体験Ⅱ（エアボード） 50

７月30日（月）～
８月４日（土）

保呂羽山少年自然の家他

５月12日（土） 保呂羽山少年自然の家

５月19日（土） 保呂羽山少年自然の家

７月15日（日） 保呂羽山少年自然の家

７月７日（土） 保呂羽山少年自然の家

５月19日（土）
～20日（日）

保呂羽山少年自然の家

Ⅰ：６月23日（土）
Ⅱ：６月24日（日）

六沢堤（東由利）

（７）秋田県立保呂羽山少年自然の家

期　日（期間） 場　　　所

５月３日（木） 保呂羽山少年自然の家

９月８日（土）
～９日（日）

保呂羽山少年自然の家

８月11日（土） 保呂羽山少年自然の家

９月22日（土）
～23日（日）

保呂羽山少年自然の家

10月５日（金）
～６日（土）

保呂羽山少年自然の家

保呂羽山少年自然の家
９月22日（土）
～23日（日）

10月13日（土） 保呂羽山少年自然の家

９月30日（日） 保呂羽山少年自然の家

３月10日（日） 横手市天下森スキー場

３月２日（土）
～３日（日）

保呂羽山少年自然の家

11月３日（土）
～４日（日）

岩城少年自然の家　他

１月12日（土） 横手市天下森スキー場

２月23日（土）
鳥海山木のおもちゃ美術
館

12月２日（日） 横手市わいわいプラザ

２月２日（土） 保呂羽山少年自然の家
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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28日(土)
～30日(月)

岩城山少年自然の家
男鹿市

24

ワンデイキャンプ春 ５月12日(土) 岩城山少年自然の家 16

ワンデイキャンプ夏 ７月14日(土)
由利本荘市
西滝沢水辺プラザ

9

アドベンチャーキャンプ夏
８月７日(火)
～11日(土)

岩城山少年自然の家
鳥海山・八塩山

10

チャレンジキャンプ秋
10月６日(土)
～８日(月)

岩城山少年自然の家
八塩山

19

ワンデイキャンプ秋 10月28日(日) 岩城山少年自然の家 5

アドベンチャーキャンプ冬
１月10日(木)
～13日(日)

岩城山少年自然の家
巾山スキー場・法体の滝

13

ワンデイキャンプ冬 ２月２日(土) 巾山スキー場 15

ファミリースプリングキャンプ
５月26日(土)
～27日(日)

岩城山少年自然の家 27

ファミリーサマーキャンプ①
８月18日(土)
～19日(日)

岩城山少年自然の家
亀田不動の滝

29

ファミリーサマーキャンプ②
９月１日(土)
～２日(日)

岩城山少年自然の家
亀田不動の滝

28

ファミリーオータムキャンプ
10月13(土)
～14(日)

岩城山少年自然の家 46

ファミリーウィンターキャンプ
２月９日(土)
～10(日)

岩城山少年自然の家
巾山スキー場

12

男鹿のお山かけ ５月19日(土) 真山 豪雨で中止

雄大な自然を眺望する乳頭山ト
レッキング

７月28日(土) 乳頭山 23

紅葉の栗駒山トレッキング 10月４日(木) 栗駒山 22

美菜に集い、樹氷の森吉山を歩
く

２月23日(土)
～24日(日)

岩城少年自然の家
森吉山

8

「自然の家」オープンデー
毎月第３土曜日と
翌日曜日

岩城少年自然の家 1,548

天鷺村移動創作教室 ５月３日(木) 天鷺村 47

黄桜まつり移動創作教室 ５月13日(日) 八塩いこいの森 280

連携推進事業

親子ふれあい事業

（８）秋田県立岩城少年自然の家

子どもわんぱく事業

生涯学習推進事業

施設開放事業
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施設ボランティア研修会(兼)
教育実地研究Ⅱ前期

５月26日(土)
～27日(日)

岩城少年自然の家 40

子吉川フェア移動創作教室 ７月１日(日)
由利本荘市ボートプラザ
アクアパル

583

初任者研修等
７月４日(水)
～８月２日(木)

岩城少年自然の家 236

あきたスマートカレッジ ７月28日(土) 岩城少年自然の家 23

木のおもちゃ美術館移動創作教
室全14回

８月４日(土)
～３月３日(日)

由利本荘市
  文化交流館カダーレ

2,633

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(火)
～１月13日(日)

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16日(木)
～22日(水)

岩城少年自然の家 5

自然素材で作る工作教室
全５回

９月30日(日)
～10月26日(金)

県児童会館 406

秋の感謝祭 10月６日(土) 農業科学館 69

昭和・飯田川地区文化祭
             移動創作教室

10月13日(土)
～14日(日)

昭和地区体育館 512

秋の木育おもちゃまつり移動創
作教室

10月20日(土)
～21日(日)

木のおもちゃ美術館 755

岩城地域文化祭移動創作教室 10月27日(土) 岩城地区体育館 223

石沢地区文化祭移動創作教室 11月４日(日) 石沢小学校 178

岩谷小学校通学キャンプ
11月14日(水)
～17日(土)

岩城少年自然の家 34

防災キャンプ
11月10日(土)
～11日(日)

岩城少年自然の家 7

岩城小学校通学キャンプ
11月28日(水)
～12月１日(土)

岩城少年自然の家 15

科学フェスティバル
              移動創作教室

12月１日(土) 由利本荘市総合体育館 474

カダーレ移動創作教室
全９回

12月17日(月)
～３月23日(土)

由利本荘市
  文化交流館カダーレ

777

うまホキャンプフォローキャン
プ

12月26日(水)
～28日(金)

岩城少年自然の家 6

金浦公民館移動創作教室
２月25日(月)
～27日(水)

金浦公民館 43

自然科学学習館移動創作教室 ３月10日(日) アルヴェ 34
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期　日（期　間） 場所 参加者数

４月７日（土）～
７月８日（日）

ギャラリー
１・２

４月７日（土）～
７月８日（日）

大壁画ギャ
ラリー

７月14日（土）～
９月17日（月・祝）

ギャラリー
１・２

７月14日（土）～
９月17日（月・祝）

大壁画ギャ
ラリー

９月22日（土）～
11月４日（日）

県民ギャラ
リー、ギャラ
リー１・２

９月22日（土）～
11月４日（日）

大壁画ギャ
ラリー

11月10日（土）～
１月７日（月）

ギャラリー
１・２

11月10日（土）～
１月７日（月）

大壁画ギャ
ラリー

１月12日（土）～
３月21日（木・祝）

ギャラリー
１・２

１月12日（土）～
３月21日（木・祝）

大壁画ギャ
ラリー

４月21日（土）
６月16日（土）

ギャラリー
１・２

12

７月21日（土）、８月５日
（日）、８月18日（土）、９
月15日（土）

ギャラリー
１･２

66

９月29日（土）
10月13日（土）

県民ギャラ
リー、ギャラ
リー１･２

159

（９）秋田県立美術館

事　　　業　　　名

展　覧　会

平野政吉コレクション展Ⅱ

16,291

企画展
「夜と美術」

12,070

平野政吉コレクション展Ⅰ

特別展
「ビアトリクス・ポター生誕150周年記念

　ピーターラビットの世界展」

ギャラリートーク（学芸員によるギャラリートーク）

7,590

平野政吉コレクション展Ⅲ

特別展
「高野山金剛峯寺襖絵完成記念　千住博展
　－日本の美を極め、世界の美を拓く－」

平野政吉コレクション展Ⅳ

特別展
「ビアトリクス・ポター生誕150周年記念

　ピーターラビットの世界展」

企画展
「夜と美術」

特別展
「歌川広重　二つの東海道五拾三次
　保永堂版と丸清版」

8,085

21,812

平野政吉コレクション展Ⅲ

特別展
「高野山金剛峯寺襖絵完成記念　千住博展
　－日本の美を極め、世界の美を拓く－」

企画展
「光 resonance 音－共鳴する光と音－」
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期　日（期　間） 場所 参加者数

11月24日（土）
12月22日（土）

ギャラリー
１・２

28

１月19日（土）
２月16日（土）
３月16日（土）

ギャラリー
１・２

97

毎月第一土曜日、竿燈期間
大壁画ギャ
ラリー

157

８月26日（日）
カフェラウ
ンジ

23

９月９日（日）
レクチャー
ルーム

38

９月22日（土）
カレッジプ
ラザ講堂

200

11月10日（土）
ギャラリー
１・２

36

11月18日（日）
カフェラウ
ンジ

27

２月24日（日）
県民ギャラ
リー

71

事　　　業　　　名

企画展
「光 resonance 音－共鳴する光と音－」

講演会等

トークショー「ピーターラビットをめぐ
るティーパーティー」
講師：田丸美穂氏（秋田県子ども読書支
援センター子ども読書アドバイザー）

トークショー「作家によるギャラリー
トーク」
講師：本郷仁氏（富山ガラス造形研究所
主任教授）、小牟禮尊人氏（秋田公立美
術大学教授）

講演会「ピーターラビットの生みの親
ビアトリクス・ポターの魅力」
講師：河野芳英氏（大東文化大学教授）

講演会「千住博氏スペシャルトーク」
講師：千住博氏

定例ギャラリートーク

講演会「東海道の旅と落語」
講師：桂歌助氏（落語家）

トークショー「人は人形(ひとがた)をな
ぜつくる」
講師：荒木博志氏（現代アーティスト）

特別展
「歌川広重　二つの東海道五拾三次
　保永堂版と丸清版」
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期　日（期　間） 場所 参加者数

５月19日（土）
ギャラリー
１・２

15

６月10日（日）
レクチャー
ルーム

10

７月29日（日）
レクチャー
ルーム

20

12月９日（日）
レクチャー
ルーム

27

10月７日（日）
カフェラウ
ンジ

46

２月２日（土）
２月３日（日）

にぎわい交流
館１階交流ス
ペース

128

イベント

ミュージアムコンサート「オカリナコン
サート」
出演：伊藤可奈子氏（オカリナ奏者）

なかいち関連イベント「とび出す絵本を
つくろう」

美術館教室・ワークショップ

事　　　業　　　名

美術館教室「1930年代の国際映画～原節
子と仙北歌踊団～」
講師：原田久美子学芸課長

ワークショップ「フェルトのウサギをつ
くろう」
講師：美術館職員

企画展「夜と美術」関連イベント
「作品所蔵館学芸員によるギャラリー
トーク」
講師：鈴木京氏（秋田県立近代美術館学
芸主事）

ワークショップ「闇夜の音を描く」
講師：浅野壽里氏（美術家）
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(10)秋田県立近代美術館

事　　　業　　　名 参加者数

特別展　北斎の富士　冨嶽三十六景と富嶽百景 19,290 

特別展　チームラボ　踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地 81,045 

特別展　鴻池朋子　ハンターギャザラー 5,885 

特別展　横山津恵展 2,220 

企画展　美術館の眼Ⅷ 3,845 

コレクション展　第１期　うけつがれてゆくもの －

コレクション展　第２期　今こそ、旅しよう －

コレクション展　第３期　もの・かたる・え －

コレクション展　第４期　春を待つ －

特別展　北斎の富士　冨嶽三十六景と富嶽百景
学芸員によるギャラリートーク

139 

特別展　鴻池朋子　ハンターギャザラー
作家によるアーティストトーク
作家とホーメイアーティストによるパフォーマンス＆トーク

アナウンサーと学芸員によるギャラリートーク
学芸員によるギャラリーツアー

424 

特別展　横山津恵展
学芸員によるギャラリートーク

42 

企画展　美術館の眼Ⅷ
学芸員によるギャラリートーク

37 

コレクション展　第１期　うけつがれてゆくもの
学芸員によるギャラリートーク

74 

コレクション展　第２期　今こそ、旅しよう
学芸員によるギャラリートーク

28 

コレクション展　第３期　もの・かたる・え
学芸員によるギャラリートーク

33 

コレクション展　第４期　春を待つ
学芸員によるギャラリートーク

36 

９月16日(日)､10月14日(日) ６階展示室

６階展示室

12月１日(土)～
２月11日(月)

５階展示室

１月30日(水)～
４月７日(日)

６階展示室

６階展示室

９月10日(月)～
11月11日(日)

４月１日(日)～
６月17日(日)

ギャラリートーク

９月15日(土)～
11月25日(日)

５階中央ホール
５階展示室

２月16日(土)～
４月21日(日)

５階展示室

コレクション展

11月14日(水)～
１月27日(日)

６階展示室

６階展示室

特　別　展　　・　　企　画　展

４月22日(日)､５月13日(日) ５階展示室

12月１日(土)､１月６日(日)

９月15日(土)､９月30日(日)
10月28日(日)､11月10日(土)
11月24日(土)

５階展示室

２月16日(土)､３月24日(日)

５階展示室

４月１日(日)､４月28日(土)
５月26日(土)

５階展示室

11月18日(日)､12月15日(土) ６階展示室

２月10日(日)､３月10日(日) ６階展示室

期　日（期　間） 場所

４月21日(土)～
６月17日(日)

５階展示室

６月30日(土)～
９月２日(日)

５階展示室
６階展示室
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特別展　北斎の富士　冨嶽三十六景と富嶽百景
「版画　北斎の富士山に挑戦」

13 

特別展　鴻池朋子　ハンターギャザラー
「精霊のババヌキ」

24 

美術館教室
「スーパーリアリズムに挑戦～極細ペンで猫を描く」

21 

美術館教室
「パステル画教室」

11 

みんなの教室
「Ｇｏ！Ｇｏ！走るぞ！木のクルマⅡ」

27 

きっずあーと
「ローラーで遊ぼう」

72 

きっずあーと
「つちねんどでドロンコアート」

55 

みんなの教室
子どものための日本画教室Ⅱ　「岩絵の具であそぼう」

22 

美術館教室
日本画教室　「植物を描く」

14 

トリオ・ドルチェコンサート 252 

サックス四重奏コンサート 248 

美術館講座
館長講座

265 

特別展　北斎の富士　冨嶽三十六景と富嶽百景
記念講演会

118 

出前美術展
中村征夫写真展「美ら海　きらめく」

3,139 

出前美術館
あきたの色と形

1,027 

ネットワーク事業
紺野五郎　※ギャラリートークも実施

2,135 

あきたスマートカレッジ
あきたふるさと講座「地域の魅力発信～おらほの地域自慢～」

50 

12月２日(日)

９月22日(土) ６階研修室

５月20日(日) ５階中央ホール

講座・講演会等

９月29日(土)～
10月25日(木)

県立図書館

能代エナジアムパーク

５月12日(土)､５月13日(日)

１階実習室

８月５日(土)

６月２日(土)

７月27日(金)～
７月31日(火)

県立美術館

５月19日(土)～
12月８日(土)　　計８回

６階研修室

７月11日(水)～
７月25日(水)

館　外　事　業

10月21日(土)

９月２日(日) １階実習室

５階中央ホール

11月３日(土)､11月４日(日) １階実習室

１階実習室

ミュージアムコンサート

４月21日(土) ６階研修室

展覧会ワークショップ・関連イベント

10月27日(土)

１階実習室

１階実習室

美術館教室（キンビ・創作体験プログラム）

５階中央ホール

５月27日(日) １階実習室

１階実習室

７月29日(日）
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事　　　業　　　名 参加者数

企画展
「あきたびじょんセレクション －秋田をみ
つける９のテーマ－」

9,303

特別展
「あきた大鉄道展　HE-30系」

19,150

企画展
「菅江真澄、記憶のかたち　－没後190年記
念展－」

6,379

アイヌ文化振興・研究推進機構巡回展
「キムンカムイとアイヌ」

7,651

①真澄とアイヌ

②遊覧記刊行の舞台裏

③真澄の歩いた道「すすきの出湯」

民族音楽の研究者　黒沢隆朝 2,117

①「真澄に学ぶ教室」講読会　７回 204

②釣り教室　５回 101

③初めての藍染め　９回 167

④化石と地層の観察会　２回 7

⑤秋田の中世　２回 53

⑥秋田の古代 27

⑦昆虫教室　２回 32

⑧未来の学芸員養成講座　４回 9

⑨土器作り教室　２回 39

⑩夜の昆虫観察会 16

⑪ちびっこ染め教室 35

９月29日(土)から
11月25日(日)

秋田の先覚記念室

秋田の先覚記念室　企画コーナー展

博物館教室

菅江真澄資料センター

３月16日(土)から
５月12日(日)

菅江真澄資料センター　企画コーナー展

７月14日(土)から
８月26日(日)

９月22日(土)から
11月４日(日)

（11）秋田県立博物館

期　日（期間） 場　　　所

４月29日(日)から
６月22日(金)

企画展示室

企画展示室・県立美術館
県民ギャラリー

９月22日(土)から
11月４日(日)

企画展示室

11月24日(土)から
１月23日(水)

企画展示室

７月14日(土)から
８月26日(日)

７月22日(日)
８月19日(日)

７月14日(土) 学習室

７月29日(土)から
８月５日(日)

実験教室、野外

４月28日(土)から
２月23日(土)

学習室

５月13日(日)から
９月23日(日)

館内および野外

６月２日(土)
７月７日(土)

学習室

５月16日(水)から
７月６日(金)

実験教室ほか

５月20日(日)
５月27日(日)

男鹿市安田海岸
実験教室

学習室ほか

７月28日(土)

７月31日(火)

小泉潟公園

実験教室、野外

７月29日(土)
９月２日(日)

実験教室、野外
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事　　　業　　　名 参加者数

⑫生葉染め教室 28

⑬三浦館・旧奈良家住宅見学会 18

⑭くん製教室初級編 12

⑮樹皮で編む編組品　４回 52

⑯菅江真澄没後190年記念シンポジウム 170

⑰初めての古文書解読　６回 67

⑱古文書修復体験教室 14

⑲昆虫同定技術入門 5

⑳森・もりアート 3

㉑秋田の先覚記念室講演会 27

㉒ゼロからはじめるワラ仕事　４回 70

㉓民俗学入門講座　３回 63

1,219

事　　　業　　　名 参加者数

名誉館長館話　５回 186

「軒の山吹」再現 214

盆踊りと世界の踊りと鉄道展 200

ミュージアムコンサート ロビー 88

ミュージアムトーク26回 261

出前授業 4回 416

出張講座　38回 2,246

連携講座　１回 101

県庁出前講座　8回 332

３月17日(日)

７月21日(土) 人文展示室

11月４日(日)

計

５月18日(金)から
11月16日(金)

講堂

２月24日(日)から
３月23日(土)

学習室

講堂

期　日（期間） 場　　　所

４月29日(日)から
５月３日(木)

分館旧奈良家住宅

10月21日(日)

10月13日(土)
10月27日(土)

実験教室

講堂

11月21日(水)から
12月12日(水)

博物館教室

実験教室

９月29日(土)

期　日（期間） 場　　　所

実験教室

８月８日(日) 実験教室、野外

10月14日(日) 実験教室

９月14日(金)
分館旧奈良家住宅
三浦館

９月16日(日) 実験教室、野外

９月22日(土)から
10月18日(木)

秋田県生涯学習センター

10月４日(木)から
11月８日(木)

学習室

５月～３月
秋田市、能代市、
湯沢市

４月～３月 常設展示室

４月～２月

秋田市、大仙市
(勝平小２回､土崎中､
 大曲支援学校)

４月～３月

３月16日(土) 生涯学習センター

能代市、大館市、鹿角市、
小坂町、北秋田市、上小阿
仁村、男鹿市、潟上市、秋
田市、由利本荘市、にかほ
市、大仙市、横手市、湯沢
市、羽後町、東京都台東
区、愛知県岡崎市、北海道
新ひだか町、岩手県平泉町
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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（日）～３月31日（日） 展示通路

特設展示【秋田の先覚】 ４月１日（日）～３月31日（日） 展示通路

バラフェスタ「初夏を彩る」 ６月９日（土）～７月８日（日） バラ園 16,983

バラフェスタ「秋を彩る」 ９月29日（土）～10月28日（日） バラ園 11,533

土器に生ける秋の草花展 10月６日（土）～10月21日（日） ホワイエ 5,796

洋ランフェスタ「春を迎える」 １月５日（土）～２月17日（日） 熱帯温室 2,520

合計 36,832

エビネ・日本桜草展 ４月28日（土）～29日（日） 多目的ホール 963

ギボウシ他山野草展 ５月５日（土）～６日（日） 多目的ホール 842

コアニチドリ・イワチドリ展 ５月26日（土）～27日（日） ホワイエ 662

さつき展 ６月１日（金）～３日（日） 展示通路 747

樹脂粘土の花と書道のコラボレーション　季の花展 ６月１日（金）～３日（日） ホワイエ 747

山野草斑入展 ６月23日（土）～24日（日） 多目的ホール 1,116

ウチョウラン展 ６月30日（土）～７月１日（日） ホワイエ 608

「南外の仕事着」オーラルヒストリー調査報告展 ７月24日（火）～８月26日（日） 展示通路 2,184

大農同期古希記念写真三人展 ８月28日（火）～９月９日（日） 展示通路・ホワイエ 1,166

全日本写真連盟大曲支部展 ９月11日（火）～23日（日） ホワイエ 1,283

おしば美術「色紙額絵」展 ９月26日（水）～30日（日） ホワイエ 773

秋季さつき盆栽展 10月５日（金）～７日（日） 展示通路 1,794

春蘭・葉変わり縞物展 10月13日（土）～14日（日） 多目的ホール 1,721

大仙市菊花同好会第36回菊花展 10月30日（火）～11月６日（火） 展示通路・ホワイエ 1,283

ステンドグラス展 11月９日（金）～11日（日） ホワイエ 568

どうぶつ三人展　三人三色のアニマルアート １月５日（土）～14日（月）祝 ホワイエ 975

ＪＡうご紹介展 １月22日（火）～２月17日（日） ホワイエ 1,904

春蘭・花物展 ３月９日（土）～10日（日） 多目的ホール 814

雪割草展Ⅰ ３月９日（土）～10日（日） 展示通路 813

雪割草展Ⅱ ３月14日（木）～17日（日） 展示通路 409

角館高校紹介展 ２月23日（土）～３月22日（金） ホワイエほか 2,642

合計 24,014

（12）　秋田県立農業科学館　

企　画　展　示

特　別　展

公　募　企　画　展

74,072
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事　　　業　　　名 期　日（期　間） 場　　　所 参加者数

果樹試験場 ４月10日（火）～５月20日（日） 5,879

秋田県立大学 ５月22日（火）～７月８日（日） 16,321

農業試験場 ７月10日（火）～８月26日（日） 3,204

水産振興センター ８月28日（火）～10月14日（日） 9,656

林業研究研修センター 10月16日（火）～12月２日（日） 7,125

総合食品研究センター 12月４日（火）～１月27日（日） 1,709

畜産試験場 １月29日（火）～３月17日（日） 4,266

合計 48,160

園芸コース
「ハーブの寄せ植え」

５月13日（日） エントランスプラザ 21

園芸コース
「季節の寄せ植え１」

６月24日（日） エントランスプラザ 30

園芸コース
「季節の寄せ植え２」

10月21日（日） エントランスプラザ 13

食コース
「そば打ち」　11回

４月～３月 やすらぎホール 81

食コース
「ナスの即席漬けづくり」

８月19日（日） やすらぎホール 8

食コース
「大根のリンゴ漬けづくり」

11月25日（日） やすらぎホール 23

食コース
「海苔巻きづくり」

１月27日（日） やすらぎホール 14

合計 190

押し花でしおりづくり ６月１日（金） やすらぎホール 15

押し花でしおりづくり ６月12日（火） 出前（横手市） 51

押し花でしおりづくり ６月14日（木） やすらぎホール 35

押し花でしおりづくり ６月19日（火） 出前（大仙市） 13

押し花でしおりづくり ７月６日（金） 出前（横手市） 100

押し花でしおりづくり ７月16日（月）祝 会議室 12

押し花でしおりづくり ７月26日（木） 多目的ホール 19

押し花でしおりづくり ７月28日（土） 多目的ホール 32

押し花でしおりづくり ８月21日（火） やすらぎホール 33

草花の鉢植え ６月５日（火） 出前（由利本荘市） 8

草花の鉢植え ６月15日（金） エントランスプラザ 25

草花の鉢植え １月12日（土） 出前（秋田市） 13

米粉でパンケーキづくり ８月18日（土） やすらぎホール 36

食　・　農　体　験

県　内　研　究　機　関　紹　介　展

サン・アグリンゼミナール

第二展示室
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事　　　業　　　名 期　日（期　間） 場　　　所 参加者数

夏野菜収穫 ８月26日（日） エントランスプラザ 22

クイズラリー ９月８日（土） 全館 38

果樹収穫 ９月30日（日） 果樹園 23

果樹収穫 10月13日（土） 果樹園 9

果樹収穫 10月28日（日） 果樹園 15

合計 499

ダリア栽培講座Ⅰ ５月12日（土） 花壇広場 16

ダリア栽培講座Ⅱ ６月16日（土） やすらぎホール 15

ダリア栽培講座Ⅲ 10月20日（土） やすらぎホール 9

合計 40

ＧＷ　ウォークラリー ５月３日（木）～５日（土） 敷地内 122

ＧＷ　たこづくり ５月５日（土） やすらぎホール 50

ＧＷ　苗プレゼント ５月５日（土） エントランスプラザ 33

夏休み　ウォークラリー ７月24日（火）～８月26日（日） 敷地内 43

夏休み　こけ玉づくり ７月27日（金） エントランスプラザ 24

夏休み　カブトムシ観察会 ８月３日（金） エントランスプラザ 60

夏休み　ハーブ活用法 ８月10日（金） やすらぎホール 2

冬休み　松ぼっくりツリーづくり 12月15日（土） やすらぎホール 11

冬休み　自然素材で干支づくり １月９日（水） やすらぎホール 11

冬休み　自然素材で干支づくり １月10日（木） やすらぎホール 9

冬休み　俵編み機に挑戦 １月11日（金） やすらぎホール 11

合計 376

農業科学館まつり ７月８日（日） 農業科学館 2,511

秋の感謝祭 10月６日（土） 農業科学館 1,477

合計 3,988

２年生
４月18日（水）から
４月25日（木）

農業科学館 174

11月５日（月）から
11月９日（金）

農業科学館 175

１年生 合計 349

大曲農業高校ナビゲーター養成研修講座

農 業 科 学 館 ま つ り

その他　イベント

県立大学連携講座
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事　　　業　　　名 参加者数

親子で体験隊① 10

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」

17

あきた白神わんぱく夏塾 10

親子で体験隊② 11

秋の感謝祭
あきた白神で遊ぼう
　　　　　　　フェスティバル

119

防災キャンプ 5

あきた白神わんぱく冬塾 18

女性の美と健康アップ講座
ホットヨガ講座

15

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」

20

「里山」スノーシューツアー 1

春のスポーツ教室
ニュースポーツに挑戦

     13
     11
     20

白神ガイドと赤花マンサクを見よう
　　　2
　　　0
　　中止

９月２日（日）
あきた白神体験センター
岩館海岸

11月３日（土）
あきた白神体験センター
八森漁港

２月16日（土） 御所の台里山

６月23日（土）
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

①３月３日（日）
②３月10日（日）
③３月17日（日）

あきた白神体験センター
御所の台

７月28日（土）から
29日（日）

あきた白神体験センター
白神山地、岩館海岸

２月２日（土）から
３日（日）

あきた白神体験センター
御所の台里山

①３月２日（土）
②３月９日（土）
③３月16日（土）

あきた白神体験センター

８月９日（木）から
11日（土）

あきた白神体験センター
白神山地
滝ノ間・岩館海岸

１月27日（日） あきた白神体験センター

10月21日（日） あきた白神体験センター

12月26日（水）から
28日（金）

あきた白神体験センター
御所の台、スケート場
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刊　行　物　名 規格 発行月 頁数 発行部数 主　な　配　布　先

１
平成30年度　秋田県の生涯
学習・文化財保護　－施策
の概要－

Ａ４判 ４月 183 50 課室内職員

２
平成30年度「セカンドス
クール的利用の手引き」

Ａ４判 ５月 22 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
読書活動だより「むすぶ」
№59

Ａ４判 ５月 ２ 760
県内市町村、各公所、関
係機関、県内小中高特支
学校他

６

秋田県生涯学習審議会によ
る提言書「行動人を、人づ
くり、地域づくりに生かす
取り組みについて」

Ａ４判 ４月 １０ 250
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

７
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 ３月 1 10,000 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
平成30年度
秋田県立図書館要覧

Ａ４判 6月 48 300
県内教育機関、市町村図
書館等

２ 県立図書館だより Ａ４判
10月
3月

４ 各550
来館者、県内教育機関、
市町村図書館等

３ あきた文学資料館だより Ａ４判
７月
１月

８ 各500
来館者、県内教育機関、
市町村図書館等

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

刊行物名 規格 発行月 頁数 発行部数 主な配布先

１
秋田県生涯学習センター
要覧

Ａ４判 ４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 調査研究報告書 Ａ４判 ３月 48 400
県教育庁各課室、市町村
教育委員会、各公民館

２　平成３０年度生涯学習・社会教育関係刊行物

（１）生涯学習課

（４）秋田県生涯学習センター

（３）秋田県青少年交流センター

（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
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生涯学習　Ⅱ　平成30年度の歩み

３
生涯学習センターだより
（4,6,8,10,12,2月号）

Ａ４判
４月～
２月

２ 7,800
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」
　　（No176～178）

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

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 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 要覧 Ａ４判 ４月 ４ 300
中央管内小・中学校、
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
2017年度
秋田県立近代美術館年報

Ａ４判 ６月 72 150
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」№75

Ａ４判 ６月 4 5,000
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」№76

Ａ４判 10月 4 5,000
全国主要美術館、
県内学校、来館者等

４
近代美術館ニュース
「ＡＲＫ」№77

Ａ４判 ３月 4 5,000
全国主要美術館、
県内学校、来館者等

５
2019年度
展覧会のご案内

Ａ４判 ３月 2 35,000 一般来館者等

６
2019年度
キンビ・創作体験プログラム

Ａ４判 ３月 1 5,000
県内各学校、
教育関係機関、来館者等

７
秋田美術
54・55号

Ａ４判 ３月 50 550
県内主要美術館、
教育関係機関等

（８）秋田県立近代美術館

（７）秋田県立岩城少年自然の家

（６）秋田県立保呂羽山少年自然の家

（５）秋田県立大館少年自然の家
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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
平成30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．167 、168

Ａ４判
10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44号

Ａ４判 ３月 77 600
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．36

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23号 Ａ５判 ３月 108 500 県内図書館

６
特別展「あきた大鉄道展
HE-30系」展示図録

Ａ４判 ７月 150 4,000 来館者

７
企画展「菅江真澄、記憶の
かたち」展示図録

Ａ５判 ９月 176 600 来館者

８

秋田の先覚記念室
企画コーナー展
「民族音楽の研究者　黒沢
隆朝」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 ４月 12 1,300 学校､教育機関､公民館など

（９）秋田県立博物館

（10）秋田県立農業科学館
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