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生涯学習　Ⅱ　令和３年度の歩み

事　　業　　名 実                                 績

心を育てる
セカンドスクール推進事業

○支援員の配置
・４～９月に、各少年自然の家に１名を配置

○“「問い」を発する子ども”の育成等に資する体験活動モデ
　ル構築
・少年自然の家指導者研修
　　４/22（木）～４/23（金）に実施
・少年自然の家等指導者専門研修
　　【第１回】12/21（火）・【第２回】１/14（金）に実施
・全国青少年教育施設研究集会への参加【オンライン】
　　２/17（木）に実施
※体験活動モデルの実地事例収集は、全国青少年教育施設研究
　集会が新型コロナウイルスの影響により、延期・オンライン
　開催に変更されたため、県内指導者同士の連携を深めつつ、
　新たな体験活動モデルを協議する形態に転換した。

○エレメントの管理・修繕
・11/24（水）大館、11/25（木）岩城、11/26（金）保呂羽山
　でそれぞれ実施
※ＰＡ利用の実績：のべ224団体、10,971人

秋田型教育留学推進事業

○教育留学した児童生徒　18名

○教育留学に関する問合せ　18件
（東京都３、茨城県１、神奈川県５、千葉県１、大阪府２、
　京都府２、宮城県１、不明３）

○事業の周知活動
・移住ガイドブックへの情報掲載
　（移住・定住促進課作成）
・オンラインあきた移住・交流＆ＡターンフェアでのＰＲ
・令和元年度に教育留学で来県した児童生徒の保護者への
　情報提供
・県外の方とのオンライン交流会

○部局と連携した取組
・関係人口プロジェクト会議（地域づくり推進課主管）の
　分科会テーマに取り上げられ、部局横断的な取組を実施
　した。

事　　業　　名 実                                 績

教育施設等の
セカンドスクール的利用の推進

○セカンドスクール的利用の実績
・のべ814校、36,963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    　 
・15.8％

１　令和３年度事業の実施概要

（１）豊かな人間性を育む体験活動の充実

①少年自然の家等における集団宿泊体験活動や多様な体験活動の推進

②学校と教育施設が一体となったセカンドスクール的利用の推進及び
　講師派遣
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生涯学習　Ⅱ　令和３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】

（２）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子どもたちが安全にインターネットを活用できる環境をつくり上げる
　気運の醸成

【県の取組】
○学校・家庭・地域連携協議会の開催
＜第１回＞
・６/４（金）
　県生涯学習センターを拠点に各市町村に配信　200名参加
＜第２回＞
・２/８（火）
　県庁第二庁舎を拠点に各市町村に配信　100名参加

○地域学校協働活動推進員、地域連携担当教職員等研修会
＜第１回＞
・６/30（水）
　県生涯学習センターを拠点に各市町村に配信　104名参加
・７/30（金）
　県生涯学習センターを拠点に各市町村に配信　99名参加

○放課後支援者研修会
・県北①５/25（火）②６/８（火）
・中央①12/７（火）
・県南①６/９（水）②６/16（水）  のべ381名参加

○家庭教育支援指導者等研修の実施
・①７/15（木）②９/15（木）③10/10（水）
　④11/25（木）　のべ292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164名参加

○県立学校での地域学校協働活動の実施
・１高等学校、１支援学校

【市町村の取組】※補助事業対象
○協働活動
・24市町村90本部

○家庭教育支援チーム
・10市町15チーム

○放課後子ども教室
・16市町村94教室

○あきたわくわく未来ゼミ
・13市町42教室

○県立学校におけるコミュニティ・スクール導入校
・３高等学校、１特別支援学校
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生涯学習　Ⅱ　令和３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　ネットパトロール事業
（１）ネットパトロールに係る検討会議の開催（年２回）
　①第１回検討会議　４/27（火）
　②第２回運検討会議　２/22（火）
（２）ネットパトロール事業の実施
　①調査対象校　361校
　（小学校182、中学校110、義務教育学校1、高等学校52、
　　特別支援学校16）
　②投稿検知数（のべ数）
　［学 校 数］191校（小１、中 64、高125、特支１）
　［検知件数］696件（小２、中175、高517、特支２）
（３）ネットパトロールに係るキーワードアンケートを実施
（４）「連絡・相談シート」による学校からの相談への対応

２　健全利用啓発事業
（１）研修の実施
　［職員研修］出前講座担当職員対象の研修を実施
　　　　　　　１回目５/20（木）、２回目11/５（金）
（２）あきた県庁出前講座の実施
　［のべ受講者］ 8,729人　［回数］  64回　［市町村］  
　　・秋田大学教員免許状更新講習　８/28（土）
　　　インターネット配信　15名が受講
　　・秋田県幼稚園・保育所・認定こども園中堅教諭等資質向
　　　上研修　11/９（火）オンライン研修　94名が受講
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生涯学習　Ⅱ　令和３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

あきたスマートカレッジ事業 ※生涯学習センターの項を参照

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:2,541講座、人材バンク登録総数:4,221人

○講座・人材情報アクセス件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・講師・指導者情報:1,997件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・団体グループ情報:64件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ボランティア個人情報:506件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ボランティアグループ情報:1,478件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・講座・講演会・教室情報:211,802件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・トップページアクセス数:29,606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：199講座
・講座実施回数：478回
・受講者数：25,960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

○あきたスマートカレッジにおける地域人材活用講座の開催
　全22回

○生涯学習センターで自主企画講座等を行う団体への支援
  13団体　

○生涯学習センター展示スペースでの学んだ成果の紹介 
　７展示

（３）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３年度の歩み

<その他>

事　　業　　名 実                                 績

障害者の生涯学習支援モデル事業

○パイロット事業先の講座数と受講者数
・能代市中央公民館　11講座、55名
・潟上天王つくし苑　８講座、64名
・ＮＰＯ法人逢い　６講座、70名
・複合施設ぱあとなあ　７講座、94名

○秋田大学の講座数と受講者数
・生涯学習講座　10講座、52名

○地域連携コンソーシアム
・第１回　６/18（金）県生涯学習センター
・第２回　11/30（火）県生涯学習センター
・第３回　２/16（水）オンライン

○「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」秋田大会
・８／26（木）オンライン

生涯学習推進本部
○「障害者のための生涯学習支援連絡協議会」の開催
　１/13（木）秋田県庁第二庁舎　５階　52会議室

生涯学習審議会 単独での開催実績はなし

社会教育委員の会議

○第１回　６/16（水）秋田地方総合庁舎　601会議室
　　　　　令和３年度・４年度提言書について協議

○第２回　８/25（水）書面開催
　　　　　令和３年度・４年度の提言書（調査・研究テーマ）
　　　　　について意見聴衆

○第３回　３/９（水）秋田県庁（本庁舎）　73会議室
　　　　　令和３年度・４年度の調査・研究テーマ（案）、
　　　　　協議の柱（案）について協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

○令和３年度は、４名を派遣
・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）
・五城目町（五城目町教育委員会）
・仙北市（仙北市教育委員会）

社会教育関係団体助成 実績なし
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生涯学習　Ⅱ　令和３年度の歩み

事　　業　　名 実                                 績

学校図書訪問

○小・中学校、高等学校の学校図書館訪問
　15校訪問（小学校６校、中学校４校、高等学校５校)
　配架、展示、選書、廃棄、読書活動等について助言

○研修
　５/21、７/２、８/27、９/7、９/24、10/８、11/４
　　　　　　　　　　　御所野学院中学校、高等学校　17名
　７/30　湯沢市学校図書館連絡協議会　湯沢市役所　25名
　８/19  由利本荘市学校図書館教育研修会　
　　　　由利本荘市職業訓練センター　24名
　10/28 大曲仙北教育研究会学校図書館研究会秋季大会　47名　

県立図書館による学校図書館支援

○高等学校・特別支援学校図書館への貸出冊数   22,964冊 

○高等学校・特別支援学校図書館への訪問回数   延べ７校

○学校図書館職員等研修会（オンライン）　７/29（木）　58人

事　　業　　名 実                                 績

○ＰＯＰ作り研修講座（オンライン）　　２回／９人
　１/６（木）午前　秋田県立図書館　　５人
　１/６（木）午後　秋田県立図書館　　４人

○中学生・高校生ビブリオバトル地区大会
　　　　　出場者数合計　80人（中学生49人、高校生31人）
　　　　※実行委員は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
　　　　　ため募集中止
　北鹿大会：10/30（土）大館市北地区コミュニティセンター
　　　　　　　出場：中学生８人・高校生４人
　能代大会：11/３（水・祝）能代市立能代図書館
　　　　　　　出場：中学生６人・高校生６人　　　　　　
　秋田大会：10/16（土）ふれあーるＡＫＩＴＡ
　　　　　　　出場：中学生５人・高校生９人　　　　　　　
　由利本荘大会：10/17（日）由利本荘市文化交流館カダーレ
　　　　　　　出場：中学生２人・高校生４人　　　　　　
　大仙大会：10/23（土）大仙市大曲交流センター
　　　　　　　出場：中学生８人　　　　　　　

　横手大会：10/24（日）横手市交流センターＹ２ぷらざ
　　　　　　　出場：中学生10人・高校生２人
　湯沢大会：10/31（日）湯沢文化会館
　　　　　　　出場：中学生10人・高校生６人

○ビブリオバトル秋田県大会
　11/23（火・祝）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）

（４）幼少期からの読書活動の推進

①魅力ある学校図書館づくりとその活用のための研修や情報提供、資料
　貸出等、読書環境の充実に対する支援

②発達の段階に応じて、読書を楽しんだり読書の喜びを発信したりする
　機会の提供

子どもの読書習慣形成推進事業
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事　　業　　名 実                                 績

県立図書館による
地域の読書活動推進支援

○市町村立図書館・公民館図書室への貸出冊数　　　17,385冊

○市町村立図書館・公民館図書室への訪問回数　　延べ22館室

○図書館関係職員等への研修実施回数　　 ８回　　　

子どもの読書習慣形成推進事業

○読み聞かせボランティア養成講座　　３地区／88人
　県北地区：11/20（土）・12/５（日）
　　　　　　花輪市民センター・十和田市民センター　　19人
　中央地区：８/９（月・休）・８/10（火）
　　　　　　秋田県立図書館　32人
　県南地区：８/３（火）・８/５（木）
　　　　　　横手市交流センターＹ²ぷらざ　　37人

③図書館の整備充実と読書活動を支援する人材の育成及びネットワークの
　構築
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生涯学習　Ⅱ　令和３年度の歩み

①心の豊かさを育む芸術・文化体験機会の提供

事　　業　　名 実                                    績

秋田県青少年劇場
小公演３公演(参加校５校）、演劇公演（新型コロナウイルス感染
症の全国的な拡大の影響により中止）

文化芸術による子供育成総合事業
（巡回公演事業）

ミュージカル、児童劇、バレエ、歌舞伎・能楽、演芸合計８公演
（参加校10校）

文化芸術による子供育成総合事業
（芸術家の派遣事業）

音楽、演劇、美術、茶道合計33公演（参加校25校）

伝統文化親子教室事業
（文化庁事業）

教室実施型15件採択(竿燈、日本舞踊、和楽器合奏、剣道教室等)
統括実施型９件採択(礼法作法教室、生け花教室等)

事　　業　　名 実                                    績

ミュージアム活性化事業

【美　術　館】（４本）
・怖い浮世絵展
・MINIATURE LIFE展 ～田中達也 見立ての世界～
・秋田県誕生150年記念 ルーヴル美術館の銅版画展
・生誕120年 木村伊兵衛回顧展

【近代美術館】（３本）
・秋田県誕生150年記念 ときめく美人画展 培広庵コレクション
・カラクリ展 -動くしくみが丸わかり-
・生誕100年 滝平二郎展 ～ものがたりを描いた画家

【博　物　館】（１本）
・秋田県誕生150年記念 佐竹氏遺宝展
  －守り継がれた大名家資料－

博物館・美術館の展示事業 美術館６本、近代美術館９本、博物館８本、農業科学館33本

博物館・美術館教室等の実施
美術館９件、近代美術館教室等24件、博物館教室22件、
農業科学館教室25件

事　　業　　名 実                                    績

社会教育主事
有資格者養成事業

○事前研修
６/28（月）に実施

○社会教育主事講習
７/13（火）～８/６（金）
【弘前大学を受託機関・主会場として実施】※養成者数10名

○事後研修（オンライン開催）
９/30（木）に実施

（５）豊かな心と感性を育む芸術・文化体験機会の充実

②芸術・文化や地域のにぎわい創出の拠点としての美術館・博物館等の
　活用

（６）社会教育主事有資格者研修の実施
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生涯学習　Ⅱ　令和３年度の歩み

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

第１回
「悪疫退散！～災いをはらい、福を呼ぶ～｣

４/３（土）～
５/25（火）

特別展示室 5,643 

第２回
「秋田県立図書館所蔵貴重資料展」

６/17（木）～
７/13（火）

特別展示室 2,023 

第３回
「あきた埋文の最前線」

７/17（土）～
８/17（火）

特別展示室 3,520 

第４回
「安藤和風　秋田を愛した新聞人
　～時雨庵文庫の紹介～」

９/30（木）～
10/24（日）

特別展示室 1,674 

第５回
「ファッション・アワード-『装い』の表現-」

12/10（金）～
１/25（火）

特別展示室 2,599 

第６回
「第47回秋田県芸術選奨受賞記念展」

２/11（金）～
２/23（水）

特別展示室 3,394 

第７回
「あきた遺跡発掘最前線！2021」

３/４（月）～
３/15（火）

特別展示室 1,718 

小計 20,571 

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

市町村立図書館・公民館図書室職員等初任者研修会 ７/28（水）
多目的ホール
オンライン

66 

学校図書館職員等研修会 ７/29（木） オンライン 58 

秋田県図書館大会 ９/29（水）
多目的ホール
オンライン

107 

市町村立図書館・公民館図書室職員研修会
10/20（水）
11/17（水）

多目的ホール
オンライン

100 

ライブラリー＋１(one)集合研修

８/18（水）
12/15（水）
１/19（水）
２/16（水）

多目的ホール
オンライン

189 

県民読書の日
「動画で『貴重資料紹介』『書庫見学』」

11/１（月）～
11/30（火）

YouTubeによる
動画配信

458 

おはなしタイム
11/21（日）
12/19（日）
１/16（日）

多目的ホール 31 

小計 1,009 

２　令和３年度　生涯学習・社会教育機関の事業実施概要

（１）秋田県立図書館

特別展示

研修会・イベント等

総視聴回数

- 55 -



生涯学習　Ⅱ　令和３年度の歩み

事　業　名 期日（期間） 場　所 参加者数

（前期）「俳星―新資料の語る120年―」
６/２（水）～
８/31（火）

展示室 290 

小計 290 

新収蔵資料展
４/１（木）～
５/２（日）

125 

新収蔵資料展
３/16（水）～
３/31（木）

33 

小計 158 

（２）秋田県立図書館あきた文学資料館

特別展示

新収蔵資料展

（３）秋田県青少年交流センター

展示室

令和２年10月１日から新型コロナウイルス感染症軽症者等宿泊療養施設となって

いるため実績なし。（令和４年４月１日現在）
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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 ７/13（火）
生涯学習センター
４階　視聴覚室

21 

オンライン熟議 10/３（日）
生涯学習センター
４階　視聴覚室

26 

第２回調査研究委員会 11/16（火）
生涯学習センター
４階　視聴覚室

21 

熟議 12/19（日）
生涯学習センター
４階　視聴覚室

14 

第３回調査研究委員会 １/21（金）
生涯学習センター

　４階　第１研修室
20 

新任職員研修
「必修！はじめに知っておくべき生涯学習・
社会教育行政の役割と可能性」

５/13（木）
生涯学習センター
※YouTube限定公開

（総アクセス数119回）
48 

市町村職員専門研修①
「障害者の生涯学習講座の企画・運営と情報
発信について学ぼう」

６/16（水） 生涯学習センター 43 

公民館等職員専門研修①
「公民館と防災～車中泊等体験～」

７/16（金） 生涯学習センター 18 

熟議ファシリテーター養成研修 ９/８（水） 生涯学習センター 51 

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✕公民館の防災」

10/６（水） 生涯学習センター 38 

秋田県生涯学習・社会教育研究大会
「持続可能な地域づくりに向けて　～共生社
会の実現に向けて、私たちが生み出す「つな
がり」とは～」

11/12（金）

生涯学習センター
県内29か所サテライト

会場
（オンライン配信）

182 

小計 380 

（４）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」に関する調査研究（３年次）
「障害者の生涯学習」の推進とつながりづくり～当事者のニーズを反映させたリーフレット作成～

生涯学習・社会教育関係職員研修

- 57 -



生涯学習課　Ⅱ　令和３年度の歩み

第１回
午前　「“ひきのばされた青年期”
　　　　から考える保護者援助」
午後　「家庭教育調査からみえる
　　　　家庭教育支援チームの役割」

７/15（木）
生涯学習センター

及びYouTube限定公開
97 

第２回
午前　「ベビーテックで保護者や
　　　　保育者に余裕を」
午後①「北秋田市家庭教育支援チームの活動
　　　　　～親子が同じ気持ちで
　　　　　　　　　　同じ方向で～」
午後②「コロナ禍における家庭教育支援の
　　　　工夫と配慮」

９/15（水）
Zoomによる

オンライン開催
61 

第３回
午前　「カウンセリングマインドを
　　　　親子の良好な関係づくりに」
午後　「すべての保護者に届く
　　　　アウトリーチ型支援
　　　　～静岡県掛川市の
　　　　　家庭教育支援について～」

10/20（水）
Zoomによる

オンライン開催
71 

第４回
午前　「一体的に担う支援拠点の整備と
　　　　切れ目のない支援」
午後　「コミュニティ･スクールにおける
　　　　家庭教育支援チームの展望」

11/25（木） 生涯学習センター 63 

小計 292 

秋田県自作視聴覚教材交流発表会 所内審査に変更 生涯学習センター

家庭教育支援指導者等研修

自作視聴覚教材交流発表会
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総合開講式・開講記念講演 次年度以降に延期 生涯学習センター

Ａ　新たな学び講座 ８月・９月 生涯学習センター 40 

Ｂ　障害のある方のための防災スキル
　　～知っておきたい災害時の食の備え～

９月～12月 生涯学習センター 70 

Ｃ　チャレンジゼミ ９月～11月 生涯学習センター 28 

Ｄ　あきた教養講座 ８月～11月 生涯学習センター 114 

Ｅ　東大史料編纂所協力講座
　　～佐竹文書の世界～

９月～12月 生涯学習センター 209 

Ｆ　県民読書おすすめ講座 ９月～11月 生涯学習センター 83 

Ｇ　北条常久特別企画講座
　　～昭和時代Ⅱ　高度成長と混乱の社会を
　　　駆け抜ける文学者達～

６月～12月 生涯学習センター 164 

　　ユース講座 中止 生涯学習センター

小計 708 

支援システム研修会① ６月 生涯学習センター 6 

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
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秋田文学愛好会 通年（３回） 80 

古典文学に親しむ会 通年（20回） 272 

結の会 通年（22回） 96 

県生涯学習インストラクターの会 通年（１回） 7 

あきたエコマイスター県央協議会 通年（５回） 52 

生涯学習ボランティアグループ
「ヤッホーの会」

通年（12回） 109 

ボランティアコーディネーター
「のぞみ」

通年（13回） 80 

俳句学習会「美の國句会」 通年（12回） 79 

俳句学習会「須磨句会」 通年（12回） 109 

あきた惠古塾 通年（12回） 35 

初心者のための太極拳の会 通年（32回） 493 

武術太極拳火曜クラス 通年（20回） 262 

特定非営利活動法人ＫＯＵ 通年（18回） 276 

小計 1,950 

展示スペースでの各種展示の実施 通年 生涯学習センター 10,665 

生涯学習団体支援

展示スペースの活用
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事　　　業　　　名 参加者数

22 

22 

中止

22 

夏のアドベンチャー 6 

ワンダースクール 6 

体験の風をおこそう運動推進事業
ふれあいキャンプ

中止

20 

参加者を①・③
に含めて実施

19 

冬のわんパークスクール 中止

小計 117 

オカリナ音楽祭 中止

28 

20 

中止

中止

8 

わんデーファミリーキャンプ 38 

ファミリーキャンプ 19 

スターウォッチング 29 

夏の鳳凰山
※「大文字と花火鑑賞ナイト」の
　内容を変更して実施

26 

中止

中止

冬の自然観察会 中止

小計 168 

（５）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　５/15（土）　　 大館少年自然の家

②　７/17（土） 大館少年自然の家、長木川

③　９/４（土）～５(日) 大館少年自然の家、秋葉山

④　10/２（土） 大館少年自然の家

７/22（木）～23（金） 大館少年自然の家等

８/11（水） 大館少年自然の家等

９/17（金）～18（土） 大館少年自然の家

①　１/５（水）

②　１/７（金）

③　１/11（火）

２/11（金） 大館少年自然の家

家族・一般向け事業

秋　９/23（木） 大館少年自然の家

春　５/１（土） 鳳凰山

秋　10/９（土） 鳳凰山

冬　２/５（土） 鳳凰山

①　６/１（火） 国定公園八幡平

②　10/26（火） 鹿角市湯瀬渓谷等

７/４（日） 大館少年自然の家

７/31（土）～８/１（日） 大館少年自然の家

８/６（金） 大館少年自然の家

８/８（日） 鳳凰山

冬　　　11/23（火） 岩神貯水池周辺他

春早朝　３/12（土） 能代市小友沼

２/19（土）
大湯氷瀑鑑賞、

スノーシュー体験

アウトドアスクール

スキースクール 花輪スキー場

鳳凰山登山

ハイキング倶楽部

野鳥観察会
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わんパーク大館まつり 179 

わんパークＦＥＳ 中止

わんパーク大館秋まつり
※中止になったわんパークＦＥＳ
　に代わり実施

81 

小計 260 

幼保推進課新規採用者研修 中止

北教育事務所初任者研修 63 

教職員向けスキー研修 8 

小計 71 

合計 616 

オープンデー事業

６/13（日） 大館少年自然の家

10/23（土）～24（日） ニプロハチ公ドーム

10/24（日） 大館少年自然の家

研修・その他

５/18（火） 大館少年自然の家

７/28（水） 大館少年自然の家

12/27（月） 秋田八幡平スキー場
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事　　　業　　　名 参加者数

ミニアドベンチャーinほろわ 16 

アウトドア・チャレンジⅠ 16 

アウトドア・チャレンジⅡ 16 

チャレンジキャンプinほろわ 16 

エンジョイキャンプ 中止

体験の風をおこそう運動推進事業
ふれあいキャンプ

中止

小計 64 

エンジョイ！カヌーⅠ・Ⅱ 61 

エンジョイ！カヌーⅢ・Ⅳ 中止

エンジョイ！カヌーⅤ・Ⅵ 中止

小計 61 

みんな森の芸術家Ⅰ
　　　（クリスマス工作）

66 

雪ん子体験Ⅰ
　　　（かんじき体験）

31 

みんな森の芸術家Ⅱ
　　　（ひな人形工作）

中止

雪ん子体験Ⅱ
　　　（エアボード体験）

中止

小計 97 

幼保推進課新規採用者研修会 中止

南教育事務所初任者研修会 48 

保呂羽音楽祭2021 中止

小計 48 

合計 270 

（６）秋田県立保呂羽山少年自然の家

期　日（期間） 場　　　所

小学生・中学生向け事業

５/22（土） 保呂羽山少年自然の家

７/10（土） 保呂羽山少年自然の家

７/17（土） 保呂羽山少年自然の家

７/30（金）～８/１(日) 保呂羽山少年自然の家他

９/25（土）～26（日） 保呂羽山少年自然の家

９/22（水）～23（木） 保呂羽山少年自然の家

家族・グループ向け事業(自然の家エリアで開催)

８/21（土）
Ⅰ：午前　Ⅱ：午後

六沢堤（東由利）

９/４（土）　　
Ⅲ：午前　Ⅳ：午後

六沢堤（東由利）

９/18（土）　　
Ⅴ：午前　Ⅵ：午後

六沢堤（東由利）

家族・グループ向け事業（出前で開催）

12/５（日） 秋田県児童会館

１/８（土） 横手市天下森スキー場

２/13（日） 横手市Ｙ²ぷらざ

３/13（日） 横手市天下森スキー場

研修・その他

５/19（水） 保呂羽山少年自然の家

７/28（水） 保呂羽山少年自然の家

10月上旬 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 ５/８(土)～９(日) 岩城少年自然の家 中止

キッズキャンプ春 ６/13(日) 岩城少年自然の家 中止

キッズキャンプ夏 ７/11(日) 岩城少年自然の家 25 

アドベンチャーキャンプ夏 ８/７(土)～８(日)
岩城少年自然の家

岩城アイランドパーク
8 

キッズキャンプ秋 ９/11(土) 岩城少年自然の家 中止

チャレンジキャンプ秋 10/９（土）～10(日) 岩城少年自然の家 中止

アドベンチャーキャンプ冬 １/８(土)～９(日)
岩城少年自然の家
矢島スキー場他

21 

キッズキャンプ冬① １/23(日) 岩城少年自然の家 中止

キッズキャンプ冬② １/30(日) 岩城少年自然の家 中止

キッズキャンプ冬③ ２/11(金) 岩城少年自然の家 中止

小計 54 

ファミリーキャンプ春 ４/24(土)～25(日) 岩城少年自然の家 24 

ファミリーキャンプ夏 ７/24(土)～25(日) 岩城少年自然の家 13 

ファミリーキャンプ秋 ９/25(土)～26(日) 岩城少年自然の家 中止

ファミリーキャンプ冬 ２/５(土)～６(日) 岩城少年自然の家 中止

小計 37 

おとなの遠足2021春 ５/30(日)
岩城少年自然の家

八塩山
中止

おとなの遠足2021夏 ８/１(日)
岩城少年自然の家

獅子が花湿原・元滝伏流水
9 

おとなの遠足2021秋 10/24(日)
岩城少年自然の家
伏伸の滝・岨谷峡

14 

おとなの遠足2022冬 ２/23(水)
岩城少年自然の家

秋田内陸線・田沢湖
中止

小計 23 

（７）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
８月を除く毎月第３土曜
日（５・６・９・10月は
中止）

岩城少年自然の家 156 

小計 156 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ４/４(日) 木のおもちゃ美術館 46 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ５/２(日) 木のおもちゃ美術館 59 

施設ボランティア研修会（兼）教育
実地研究Ⅱ

５/22（土）～23（日） 岩城少年自然の家 中止

幼保推進課新規採用者研修 ５/24（月）・31（月） 岩城少年自然の家 中止

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ６/６(日) 木のおもちゃ美術館 中止

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ７/４(日) 木のおもちゃ美術館 62 

高校教育課・特別支援教育課初任者
研修

７/26（月） 岩城少年自然の家 中止

中央教育事務所初任者研修 ７/27（火） 岩城少年自然の家 64 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ８/１(日) 木のおもちゃ美術館 57 

体験の風をおこそう運動推進事業
うまホキャンプ

８/21（土）～22（日） 岩城少年自然の家 中止

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ９/５(日) 木のおもちゃ美術館 15 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 10/３(日) 木のおもちゃ美術館 14 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 10/10(日) 木のおもちゃ美術館 116 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 11/７(日) 木のおもちゃ美術館 49 

由利支援学校防災講座 12/２(木) 由利支援学校 36 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 12/５(日) 木のおもちゃ美術館 37 

防災キャンプ 12/11(土) 岩城少年自然の家 13 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 １/９(日) 木のおもちゃ美術館 26 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ２/６(日) 木のおもちゃ美術館 27 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ２/12(土)
ＡＫＴ秋田テレビ

木のおもちゃ美術館
39 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ２/13(日)
ＡＫＴ秋田テレビ

木のおもちゃ美術館
39 

木のおもちゃ美術館移動創作教室 ３/６(日) 木のおもちゃ美術館 13 

小計 712 

合計 982 

施設開放事業

連携推進事業
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期　日（期　間） 場所 参加者数

５/15（土）～７/４（日）
２Ｆ大壁画ギャ
ラリー、
３Ｆギャラリー

2,113 

７/10（土）～９/５（日） ３Ｆギャラリー 14,006 

7/16（金）～８/29（日）
１Ｆ県民ギャラ
リー

21,472 

９/11（土）～11/７（日） ３Ｆギャラリー 5,885 

11/13（土）～１/23（日）
１Ｆ県民ギャラ
リー、
３Ｆギャラリー

9,586 

１/29（土）～４/10（日） ３Ｆギャラリー 1,695 

小計 54,757 

５/15（土）
６/19（土）

３Ｆギャラリー 19 

７/10（土）
７/17（土）
※８/21（土）は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止

１Ｆレクチャー
ルーム

14 

９/11（土）
10/16（土）

１Ｆレクチャー
ルーム

15 

11/20（土）
12/12（日）
１/8（土）

１Ｆ県民ギャラ
リー

60 

２/12（土）
３/12（土）

３Ｆギャラリー 6 

10/９（土）
２Ｆ大壁画ギャ
ラリー

8 

毎月第一土曜日、竿燈期間
（計11回）
※竿燈期間、２/５（土）は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中
止。

２Ｆ大壁画ギャ
ラリー

147 

小計 269 

（８）秋田県立美術館

事　　　業　　　名

展　覧　会

企画展
「藤田嗣治　秋田で見た建築と風景」

特別展
「怖い浮世絵展」

特別展
「MINIATURELIFE展
　～田中達也 見立ての世界～」

特別展
「秋田県誕生150年記念

　ルーヴル美術館の銅版画展」

特別展
「生誕120年 木村伊兵衛回顧展」

企画展
「平野政吉コレクション　旅と絵画」

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
「藤田嗣治　秋田で見た建築と風景」

特別展
「怖い浮世絵展」

特別展
「秋田県誕生150年記念
　ルーヴル美術館の銅版画展」

特別展
「生誕120年 木村伊兵衛回顧展」

企画展
「平野政吉コレクション　旅と絵画」

手話ギャラリートーク

定例ギャラリートーク
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11/13（土）
にぎわい交流館
ＡＵ（３階多目
的ホール）

93 

10/３（日）
10/10（日）
10/17（日）

１Ｆレクチャー
ルーム

2 

１/16（日）
１Ｆレクチャー
ルーム

9 

10/23（土）
１Ｆレクチャー
ルーム

9 

12/18（土）
１Ｆレクチャー
ルーム

7 

２/19（土）
１Ｆレクチャー
ルーム

4 

小計 31 

10/16(土)～24(日)
１Ｆ県民ギャラ
リー

1,208 

７/11（日）
午前の部、午後の部（計２回）

１Ｆ県民ギャラ
リー

94 

３月６日（日）
１Ｆレクチャー
ルーム、２Ｆ大
壁画ギャラリー

24 

エリアなかいち冬イベント
「わらしっこの雪まつり」連動
※イベント中止のため実施せず

にぎわい交流館
ＡＵ（１階交流
スペース）

中止 

小計 1,326 

講演会等

リモート講演会「木村伊兵衛を語る」
　講師：田沼武能氏（木村展監修者・写真家）

美術館教室・ワークショップ

美術館教室
「水彩画講座
　～新県立美術館から旧県立美術館を描く～」
　講師：渋谷重弘（県立美術館長）

専門的美術講座
「子どもの絵について
　－幼児のための美術教育－」
　講師：渋谷重弘（県立美術館長）

ワークショップ
「パスタマシンを使って版画をつくろう！」
　講師：伊藤由美子氏（版画家）

ワークショップ
「鶏卵紙プリント講座
　－古典写真技法の体験－」
　講師：草彅裕氏
　　　（写真家・秋田公立美術大学大学院助手）

ワークショップ
「メキシコのくす玉・ピニャータをつくろ
う！」
　講師：学芸員

イベント

第３回　個展のつどいシェアギャラリー

「怪談落語」
　出演：きり亭たん方氏

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」
　講師：進藤義声氏

なかいち関連イベント
「《秋田の行事》なぞなぞ」
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（９）秋田県立近代美術館

事　　　業　　　名 参加者数

企画展　響きあう個性 －

特別展　秋田県誕生150年記念　ときめく美人画展 2,756 

特別展　カラクリ展 16,468 

特別展　生誕100年　滝平二郎展 9,269 

特別展　没後50年　勝平得之 1,483 

企画展　近美彫刻セレクション －

29,976 

コレクション展　第３期　Cｏｌｏｒｓ－豊四郎の色 －

コレクション展　第１期　アートにみるイキモノたち －

コレクション展　第２期　美のしくみ －

コレクション展　第３期　エスキースesquisse －

コレクション展　第４期　春を迎える日本画 －

特別展　カラクリ展
ＡＢＳアナウンサーと当館学芸員によるトークセッション

46 

コレクション展　美のしくみ
学芸員によるギャラリートーク

4 

コレクション展　エスキース
担当学芸員によるギャラリートーク

24 

特別展　生誕100年　滝平二郎展
ギャラリーツアー

24 

特別展　没後50年　勝平得之
担当学芸員によるギャラリートーク

33 

131 

期　日（期　間） 場所

特　別　展　　・　　企　画　展

３/13(土)～４/18(日) ５階展示室

４/24(土)～６/20(日) ５階展示室

６/26(土)～９/５(日) ５階展示室

９/11(土)～11/14(日) ５階展示室

11/20(土)～２/６(日) ５階展示室

２/12(土)～４/17(日) ５階展示室

小計

コレクション展

２/10(水)～４/11(日) ６階展示室

４/14(水)～７/11(日) ６階展示室

７/14(水)～10/11(月) ６階展示室

10/14(木)～１/11(火) ６階展示室

１/22(土)～４/10(日) ６階展示室

ギャラリートーク

７/３(土) ６階研修室

７/17(土) ６階展示室

10/23（土）・11/28（日） ６階展示室

11/７(日) ５階展示室

11/21(日)・12/19（日） ５階展示室

小計
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特別展　ときめく美人画展
ギャラリートーク「コレクター培広庵のよもやまばなし」

39 

特別展　カラクリ展
“書き時計”作者・鈴木完吾さんによるスペシャルトーク

63 

特別展　カラクリ展
記念ワークショップ「カラクリボックスをつくってみよう！」

127 

特別展　生誕100年　滝平二郎展
担当学芸員のスライドトーク

32 

261 

みんなの教室
「つくろう！ぶんぼぅアニマルズ！」

23 

きっずあーと
「ローラーであそぼう」

38 

美術館教室
日本画教室「果物を描く」

11 

みんなの教室
「楽しいな！版画でカレンダー」

14 

美術館教室
写真教室「デジタルネガによる鶏卵紙プリント」

2 

88 

山田朗子ピアノコンサート 158 

美術館講座
特任館長講座

188 

出前美術展
峯田敏郎彫刻展

2,771 

出前美術館
Artが大館市にやってきた

1,022 

ネットワーク事業
ファッションアワード

2,599 

6,392 

展覧会ワークショップ・関連イベント

４/24（土） ５階展示室

７/18（日） ６階研修室

７/31（土）・８/９（月） ５階中央ホール

10/９(土) ６階研修室

小計

美術館教室（キンビ・創作体験プログラム）

７/25(日) １階実習室

８/８(日) １階実習室

10/２(土)～３(日) １階実習室

12/５(日) １階実習室

12/11(土)～12(日) １階実習室

小計

ミュージアムコンサート

10月17日(日) ５階中央ホール

講座・講演会等

６/５(土)～12/４(土)　　
計８回

６階研修室

館　外　事　業

７/８(木)～25(日) 能代エナジアムパーク

11/３(水)～７(日) 大館市立扇田小学校

12/10(金)～１/25(火) 県立図書館

小計
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事　　　業　　　名 参加者数

企画展
「美の國の名残」

6,677 

企画展 
「秋田野球ものがたり」

6,726 

特別展 秋田県誕生150年記念　
「佐竹氏遺宝展」

6,329 

企画展
「外来生物展」

8,442 

28,174 

①大館・真崎文庫の真澄関連資料

②真澄の記録に見る雨乞習俗

③真澄がくらしたまち　－秋田市－

近江谷栄次と小牧近江－父子の軌跡

①「真澄に学ぶ教室」講読会　－県外の日記を
　読む－　12回（実施８回、中止４回）

90 

②初めての藍の絞り染め　４回 中止

③糸をつむぐ　４回 32 

④化石と地層の観察会　２回 28 

⑤秋田をまなぶ講座　シリーズ2021　
　「阿仁鉱山と院内銀山の結びつき」

中止

⑥木工芸　木のオブジェづくり 8 

⑦昆虫教室　－採集と標本づくり－　２回 34 

⑧「真澄に学ぶ教室」講演会　第１回 57 

⑨初心者向け藍のたたみ染め　３回 24 

⑩初心者向け
　秋田の歴史教室（戦国・桃山編）　２回

15 

（10）秋田県立博物館

期　日（期間） 場　　　所

４/29(木・祝)～
６/27(日)

企画展示室

７/17(土)～
８/22(日)

企画展示室

９/18(土)～
11/14(日)

企画展示室

12/４(土)～
４/３(日)

企画展示室

小計

菅江真澄資料センター　企画コーナー展

７/10(土)～
９/５(日)

10/16(土)～
12/５(日)

３/19(土)～
５/15(日)

秋田の先覚記念室　企画コーナー展

９/25(土)～
11/28(日)

秋田の先覚記念室

博物館教室

５/22(土)～
11/28(日)

学習室

５/22(土)～
８/４(水)

実験教室ほか

６/５(土)～
12/11(土)

実験教室
県立大学

６/27(日)
７/３(日)

男鹿市安田海岸
実験教室

７/３(土) 講堂

７/４(日) 実験教室

７/11(日)
８/８(日)

小泉潟公園
実験教室

７/11(日) 講堂

７/17(土)～
８/12(木)

実験教室ほか

７/18(日)
８/８(日)

学習室

菅江真澄資料センター
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⑪山野の危険な生物 2 

⑫キッズ限定　樹皮を編んで小物入れを作ろう 7 

⑬博物館の仕事　体験教室　２回 9 

⑭くん製教室　初級編 中止

⑮貝の標本づくり　２回 中止

⑯土器作り教室　２回 中止

⑰三浦館・旧奈良家住宅の見学会 中止

⑱講演会「三吉霊神の謎を解く－この神はいか
　なる神であるか」

40 

⑲地域回想法　２回 6 

⑳「真澄に学ぶ教室」講演会　第２回 34 

㉑旧奈良家住宅で昔語り 16 

㉒秋田の先覚記念室講演会 43 

㉓植物を編む 7 

㉔土製アクセサリー作り　２回 8 

㉕ゼロからはじめるワラ仕事　２回 6 

㉖木工芸　Christmas Ornament 16 

㉗初めての古文書解読　６回 中止

㉘秋田の先覚者 中止

㉙民俗学入門講座　２回 中止

482 

博物館教室

７/25(日)
小泉潟公園
実験教室

７/27(火) 実験教室

８/６(金)
８/７(土)

学習室ほか

９/19(日) 実験教室

９/26(日)
10/３(日)

船越海岸
実験教室

９/26(日)
10/24(日)

実験教室、野外

９/30(木)
分館旧奈良家住宅

三浦館

10/３(日) 講堂

10/９(土)
11/14(日)

学習室

10/10(日) 大会議室

10/16(土) 分館旧奈良家住宅

10/31(日) 講堂

11/５(金) 実験教室

11/６(土)
11/13(土)

実験教室

11/17(水)
11/18(木)

学習室

12/５(日) 実験教室

２/６(日)～
３/13(日)

学習室

２/12(土) 学習室

３/５(土)
３/12(土)

学習室

小計
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事　　　業　　　名 参加者数

名誉館長館話　５回（実施４回、中止１回） 109 

特別展「佐竹氏遺宝展」内覧会 36 

特別展「佐竹氏遺宝展」関連イベント
展示解説会「佐竹氏遺宝展の見どころ紹介」

50 

特別展「佐竹氏遺宝展」関連イベント
講演会「佐竹文書の成立と伝来」

28 

特別展「佐竹氏遺宝展」関連イベント
展示解説会「秋田藩主歴代の事跡」

42 

企画展「外来生物」関連イベント
マツノザイセンチュウの観察　４回

中止

企画展「外来生物」関連イベント
講演会「外来生物を考える」

中止

「軒の山吹」再現 78 

ミュージアムコンサート 中止

ミュージアムトーク　12回 87 

県庁出前講座　８回 464 

出張講座　４回 107 

出前授業 ７回 250 

連携講座　１回 157 

期　日（期間） 場　　　所

５/21(金)～
11/12(金)

講堂

９/17(金) 企画展示室

10/２(土) 講堂

10/16(土) 大会議室

10/23(土) 講堂

２/５(土)～
２/19(土)

実験教室

３/13(日) 講堂

４/21(水)～
４/25(日)

分館旧奈良家住宅

３月下旬 ２Fロビー

４月～１月 企画展示室ほか

５月～３月
大館市、能代市、北秋田
市、男鹿市、秋田市

６月～３月 男鹿市、大仙市、秋田市

10月～11月

三種町(湖北小、浜口小、
琴丘小、金岡小)、潟上市
（天王南中）、五城目町
（五城目高）、秋田市(土
崎中)

４/23(金) 県立大学
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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 ４/１（木）～３/31（木） 展示通路

特設展示【加賀谷政雄写真展】 ４/１（木）～３/31（木） 展示通路

農業科学館の植物 ４/６（火）～４/27（火） ホワイエ 1,557 

秋田県の林業 ６/２（水）～10/29（金） 展示通路 18,216 

発酵、って何だろう
～発酵と秋田の食文化～

１/４（火）～３/31（木） ホワイエ 2,834 

イネの在来品種と秋田県の品種紹介
～令和３年テラス水田の実り～

１/４（火）～３/31（木） ホワイエ 2,834 

バラフェスタ「初夏を彩る」 ６/５（土）～７/４（日） バラ園 21,047 

オータムフラワーフェスタ「秋を彩る」 ９/18（土）～10/31（日） 農業科学館 8,012 

土器に生ける秋の草花展 10/２（土）～10/10（日） ホワイエ 1,694 

洋ランフェスタ「春を迎える」 １/８（土）～２/13（日） 熱帯温室 1,362 

小計 32,115 

博士のおもしろ実験講座 ３/２（火）～４／２（金） ホワイエ 102 

山野草展 ～早春を彩る花々～ ４/10（土）～11（日） 展示通路 358 

博士のわくわく実験紹介 ４/29（木）～５／30（日） ホワイエ 3,109 

エビネ・日本桜草展 ５/１（土）～２（日） - 中止

特選シラネアオイと山野草展 ５/３（月）～４（火） 展示通路 785 

大仙・横手山野草展 ５/８（土）～９（日） 多目的ホール 549 

野生ランの女王あつもりそう展 ５/15（土）～16（日） 展示通路 389 

ベルクレイフラワー展　「四季の花」展 ６/４（金）～６（日） ホワイエ 956 

さつき花期展示会 ６/５（土）～６（日） 多目的ホール 881 

山野草斑入り展 ６/12（土）～13（日） 多目的ホール 1,470 

職業としての農業を考える
～大曲農業高等学校の取組～

６/12（土）～７／４（日） ホワイエ 6,134 

八乙女カメラクラブ写真展 ７/７（水）～25（日） - 中止

やってみよう夏休みの自由研究 ７/７（水）～９/12（日） ホワイエ 3,232 

おしば美術展 ９/18（土）～９/28（火） ホワイエ 1,045 

さつき愛好会秋期展示会 ９/25（土）～26（日） 多目的ホール 467 

OMAGARI神保町ヴンダーカンマー 10/12（火）～24（日） ホワイエ 1,000 

春蘭・葉変わり縞物展 10/16（土）～17（日） 多目的ホール 162 

第39回大仙菊花同好会菊花展 10/27（水）～11/４（木） 展示通路・ホワイエ 1,017 

（11）秋田県立農業科学館　

企　画　展　示

特　別　展

公　募　企　画　展

52,649 
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ちぎり絵サークル展 11/20（土）～12/25（土） ホワイエ 1,773 

春蘭花物展 ３/５（土）～６（日） 多目的ホール 176 

夢花会　雪割草展示会 ３/５（土）～６（日） 展示通路 176 

雪割草展 ３/18（金）～21（月） - 中止

小計 23,781 

総合食品研究センター ４/６（火）～５/23（日） 4,198 

畜産試験場 ５/25（火）～７/11（日） 9,844 

秋田県立大学 ７/13（火）～８/29（日） 2,022 

水産振興センター ８/31（火）～10/17（日） 5,051 

果樹試験場 10/19（火）～12/５（日） 3,776 

農業試験場 12/７（火）～１/30（日） 2,095 

林業研究研修センター ２/１（火）～３/21（月） 1,270 

小計 28,256 

自然コース
「ノルディックウォーキングで自然観察①」

５/１（土） 農業科学館 20 

園芸コース
「ガーデニング①」

５/22（土） エントランスプラザ 33 

園芸コース
「ガーデニング②」

６/19（土） 多目的ホール 28 

園芸コース
「ガーデニング③」

９/25（土） - 中止

自然コース
「ノルディックウォーキングで自然観察②」

10/９（土） 農業科学館 15 

園芸コース
「ガーデニング④」

10/16（土） エントランスプラザ 23 

食コース
「収穫体験」

10/23（土） 農業科学館 32 

自然コース
「かざり炭を作ろう①」

11/27（土） エントランス 6 

自然コース
「かざり炭を作ろう②」

12/４（土） エントランス 7 

自然コース
「クリスマスリース作り」

12/11（土） やすらぎホール 13 

小計 177 

寄せ植え ６/２（水） 羽後町中央公民館 13 

自然素材で工作（しおりづくり） ６/９（水） 十文字コミセン 32 

自然素材で工作（しおりづくり） ６/16（水） 大曲交流センター 30 

寄せ植え ６/24（木） エントランス 13 

公　募　企　画　展

県　内　研　究　機　関　紹　介　展

サン・アグリンゼミナール

食　・　農　体　験

第二展示室
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自然素材で工作（しおりづくり） ７/28（水） 横手市旭ふれあい館 23 

自然素材で工作（しおりづくり） ８/２（月） 浅舞公民館 20 

大仙市「ふるさと農業体験ＤＡＹ」 ８/３（火） 菜園 44 

自然素材で工作（しおりづくり） ８/６（金）
増田地区多目的
研修センター

20 

寄せ植え ９/28（火） エントランス 12 

寄せ植え ９/29（水）
横手市本町

いきいきサロン
7 

自然素材で工作（木の実工作） １/５（水）
吉田生涯学習

センター
8 

自然素材で工作（木の実工作） １/12（水）
雄物川コミュニ
ティセンター

23 

小計 245 

ダリア育成講座Ⅰ ５/15（土） 花壇広場 35 

ダリア栽培講座Ⅱ 11/６（土） 花壇広場 23 

小計 58 

花植体験 ６/12（土） エントランス 65 

ウォークラリー　夏 ５/29（土）～７/31（土） 農業科学館 229 

ストロー飛行機作り ９/18（土） - 中止

開館30周年記念植樹 10/２（土） 農業科学館 15 

弓矢体験 10/30（土） やすらぎひろば 42 

ウォークラリー　秋 ９/１（水）～10/31（日） 農業科学館 393 

ウォークラリー　冬 11/２（火）～３/27（日） 農業科学館 85 

小計 829 

農業科学館まつり 農業科学館 中止

ナビゲーター養成研修講座２年生 ４/13（火）～16（金） 農業科学館 170 

ナビゲーター養成研修講座１年生 11/４（水）～11（木） 農業科学館 158 

ナビゲーター実習 ５/22（土）～８/21（土） 農業科学館 41 

１年生ナビゲーター検定 11/24(水) 大曲農業高校 158 

３年課題研究林産物利用者炭焼き実習 11/10（水）～11（木） 炭焼き小屋 20 

１年「農業と環境」における豆腐作り講習会 ２/14（月）～21（月） - 中止

小計 547 

食　・　農　体　験

県立大学連携講座

その他　イベント

農 業 科 学 館 ま つ り

大曲農業高校との授業連携
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事　　　業　　　名 参加者数

桜咲く里山を楽しもう 5 

親子で体験隊① 中止

大人の冒険クラブ①
二ッ森登山

中止

親子で体験隊② 18 

あきた白神わんぱく夏塾 18 

日本海とともだち 6 

親子で体験隊③ 中止

大人の冒険クラブ②
白神岳登山

中止

秋の感謝祭
あきた白神で遊ぼう
　　　　　　　フェスティバル

50 

紅葉のあきた白神
健康アップ

中止

あきた白神わんぱく冬塾 10 

冬のあきた白神
健康アップ講座（ヨガ体験）

中止

親子で体験隊④ 中止

冬のあきた白神
冬の里山アニマルトラッキング

中止

春のスポーツ教室 中止

白神ガイドと赤花マンサクを見よう 中止

計 107 

（12）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

４/18（日）
あきた白神体験センター

御所の台周辺

５/23（日）
あきた白神体験センター

岩館海岸

５/30（日） 二ッ森

６/20（日）
あきた白神体験センター

岩館海岸

８/２（月）～３（火）
あきた白神体験センター

白神山地
滝の間・中浜海岸

８/22（日） あきた白神体験センター

９/18（土）～19（日）
あきた白神体験センター

滝の間・岩館海岸

10/３（日）
あきた白神体験センター

白神岳

10/17（日） あきた白神体験センター

11/７（日）
あきた白神体験センター

御所の台里山

12/25（土）～26（日）
あきた白神体験センター

御所の台周辺

１/16（日） あきた白神体験センター

１/30（日）
あきた白神体験センター

御所の台里山

①２/６（日）
②２/13（日）
③２/20（日）

御所の台里山

①３/５（土）
②３/12（土）
③３/19（土）

あきた白神体験センター

①３/６（日）
②３/13（日）

あきた白神体験センター
御所の台里山
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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
令和３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 関係職員・各機関

２
令和３年度版
セカンドスクール的利用の
手引き

Ａ４判 ４月 21 Web版 県内市町村、学校他

３
令和３年度版
「あきた県庁出前講座」
メニュー

Ａ４判 ４月 16 300 県内各市町村、公民館他

４ ビブリオバトルリーフレット Ａ４判 ２月 ４ 2,000 県内市町村、学校他

５
体験の風をおこそう運動推進
事業啓発リーフレット

Ａ４判 12月 １ 10,000
県内各市町村、各学校、
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３年度
秋田県立図書館要覧

Ａ４判 ６月 60 300 
県内教育機関、市町村立図
書館等

２ 秋田県立図書館だより Ａ４判
11月
３月

４ 各600
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

令和３年度は刊行物なし

３　令和３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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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 ６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
令和３年度調査研究「障害者
の生涯学習」理解促進リーフ
レット

Ａ２判 ２月 2 2,000
市町村教育委員会、県教育
庁各課・室、特別支援学
校、生涯福祉関係事務所他

３
生涯学習センターだより
（４､８､12月号）

Ａ４判
４月～
12月

２ 3,900
市町村教育委員会、県教育
庁各課・室、公民館等

４
あきたスマートカレッジ
学習案内

Ａ４判 ３月 ８ 10,000
県教育庁各課室、市町村教
育委員会、公民館等、民間
施設

５

生涯学習・社会教育・家庭教
育通信「虹色」（６月号:№
186､10月号:№187､３月号:№
188）

Ａ４判
６月～
３月

２ 2,100
市町村教育委員会、県教育
庁各課・室、公民館等

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 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
秋田市立千秋美術館合同季刊
誌「artline」

Ａ３判
四つ折り

３月
７月
10月

２ 各10,000 一般来館者、関係機関等

２
2022年度
年間スケジュール

Ａ４判 ３月 ２ 10,000 一般来館者、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
2020年度
秋田県立近代美術館年報

Ａ４判 ８月 70 Web版

２
近代美術館ニュース
「ＡＲＫ」№82

Ａ４判 ９月 ４ Web版

３
近代美術館ニュース
「ＡＲＫ」№83

Ａ３判
三つ折り

３月 ８ Web版

４
2022年度
年間スケジュール

Ａ４判 ３月 ２ 30,000 一般来館者等

（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

（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
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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
令和３年度

Ａ４判 ６月 52 800 
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
№173、174 

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47号

Ａ４判 ３月 66 500 
県内外研究機関、図書館、
博物館、学校、公民館、
教育関係機関

４
広報紙「真澄」
№39

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26号 Ａ５判 ３月 112 500 県内図書館

６

秋田の先覚記念室
企画コーナー展
「近江谷栄次と小牧近江－父
子の軌跡－」解説資料

Ａ４判 ９月 ８ 1,000 来館者

７ 博物館見学のしおり Ｂ５判 ３月 ８ 6,500 来館者

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 ２月 ８ 1,500 
県内市町村、小中･高校･特支･幼
保園、教育機関等

２ 農業科学館だより32号 Ａ３判 ３月 ４ 700 
県内市町村、小中･高校･特支･幼
保園、教育機関等

（10）秋田県立博物館

（11）秋田県立農業科学館
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