事業紹介

不登校・いじめ問題等対策事業
本県では、悩みや不安を抱えた児童生徒等に対して適切な支援が
できるよう、地域や学校の実情に応じてスクールカウンセラーや心
の教室相談員、スクールソーシャルワーカー等を配置する「不登校・
いじめ問題等対策事業」を実施しています。各学校等の教育相談体
制を充実させることにより、不登校やいじめ、暴力行為等の問題行
動の未然防止や改善を図ることを目指しています。
本事業は、「スクールカウンセラー配置事業」、「心の教室相談員
配置事業」、
「広域カウンセラー配置事業」、
「スクールソーシャルワー
カー配置事業」、「電話相談事業」の五つの事業からなっています。

スクールカウンセラー配置事業
趣

旨

配置校

スクールカウンセラー（臨床心理士等）を配置し、学校における教育相談体制の
充実を図ります。
80中学校（配置中学校区内の小学校の要請にも対応）
53高等学校

心の教室相談員配置事業
趣

旨

配置校

心の教室相談員（地域人材）を中学校に配置し、生徒が気軽に相談できる環境を
整備することで、悩みや不安、ストレスの解消を図ります。
18中学校

広域カウンセラー配置事業
趣

旨

配置箇所

スクールカウンセラーが配置されていない小・中学校の教育相談等のニーズに対
応するため、教育事務所にカウンセラーを配置し、学校における教育相談体制の
充実を図ります。また、突発的な事案の発生等により、緊急に児童生徒等に対す
る心のケアが必要な場合における緊急支援体制の充実を図ります。
３か所（北教育事務所、中央教育事務所、南教育事務所）

スクールソーシャルワーカー配置事業
趣

旨

配置箇所

児童生徒を取り巻く環境を改善するため、スクールソーシャルワーカーを配置
し、学校と関係機関との連携を促進して問題行動等の解消を図ります。
（社会福祉士等の有資格者と校長経験者のペア配置）
５か所（北教育事務所、中央教育事務所、南教育事務所、総合教育センター、秋
田明徳館高等学校）

◆今年度から、学校を通じての申込みに加え、フリーダイヤルの相談電話、メールでも申し込
むことができるようになりました。詳しくは「美の国あきたネット」に掲載している「ス
クールソーシャルワーカー活用リーフレット」を御覧ください。
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/23504

電話相談事業
趣

旨

配置箇所

フリーダイヤルの相談電話を設置し、児童生徒、保護者等の相談に応じ、悩みや
不安等の解消を図ります。
９か所（北教育事務所、中央教育事務所、南教育事務所、鹿角出張所、山本出張
所、由利出張所、仙北出張所、雄勝出張所、総合教育センター）
教育あきた6月号
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秋田県の主な相談電話一覧

子どもや保護者の方の様々な悩みごとや心配ごとについて相談に応じ、問題の改
善や解決を図るとともに、悩みや心の苦しみを緩和したり、取り除いたりすること
ができるよう、様々な分野の電話相談窓口を設置しています。

誰にも話せない、相談できない、そんなとき電話で相談してみませんか。

県教育委員会
○「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」（全国統一ダイヤル）

☆２４時間いつでも、いじめ問題等に悩む子どもや保護者等の相談に応じます。

・０１２０−０−７８３１０（なやみ言おう）

○「いじめ緊急ホットライン」（「すこやか電話」）
☆いじめ問題等に悩む子どもや保護者等の相談に応じます。

・０１２０−３７７−９１４……北教育事務所
・０１２０−３７７−９０４……中央教育事務所
・０１２０−３７７−９４３……南教育事務所

いじめ

NO!!

※土日、祝祭日、年末・年始、月曜日〜金曜日の午後５：００〜午前８：３０は、留守番電話により、
中央児童相談所「２４時間・３６５日」相談の電話番号（０１８−８６２−７３１１）を案内して
います。

○「すこやか電話」

☆悩みや不安等を抱えている子どもや直接学校に相談できない保護者等の相談に応じます。

・０１２０−３７７−８０４……総合教育センター
・０１２０−３７７−９１５……北教育事務所鹿角出張所
・０１２０−３７７−９１７……北教育事務所山本出張所
・０１２０−３７７−９０８……中央教育事務所由利出張所
・０１２０−３７７−９４５……南教育事務所仙北出張所
・０１２０−３７７−９４９……南教育事務所雄勝出張所

関係機関
○「やまびこ電話」（２４時間対応）…県警察本部

☆子どもからの相談、家族や地域住民等からの少年の非行等に関する相談に応じます。

・０１８−８２４−１２１２
○「チャイルド・セーフティ・センター」…県警察本部

☆問題行動、いじめ、児童虐待、不登校、自殺等の子どもに関する悩みに関する相談に応じます。

・０１８−８３１−３４２１
○「子ども・家庭１１０番」…中央児童相談所

☆１８歳未満の子どもに関する様々な相談に応じます。

・０１２０−４２−４１５２（フリーダイヤル）
・０１８−８２４−４１５２
○「秋田いのちの電話」…いのちの電話事務局

☆こころの危機を抱えいろいろな悩みをもっている人の相談に応じます。

・０１８−８６５−４３４３
○児童相談所電話相談

☆育児や子育てなどの悩みをもっている人の相談に応じます。

・０１８６−５２−３９５６…北児童相談所
・０１８−８６２−７３１１…中央児童相談所
・０１８２−３２−０５００…南児童相談所
○「子どもの人権１１０番」…秋田地方法務局

☆いじめ、虐待など子どもをめぐる人権問題に関する相談に応じます。

・０１２０−００７−１１０
○「こころの電話相談」…県精神保健福祉センター

☆子どもの問題（しつけ、養育、発達、不登校など）に関する相談に応じます。

・０１８−８３１−３９３９
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あきたスマートカレッジ 総合開講式・記念講演
4月29日（土・祝）に平成29年度のあきたスマー
トカレッジ総合開講式が生涯学習センター講堂
で開催され、189名の方が参加されました。
はじめに、カレッジの学長を務める佐竹敬久
こうどう
知事から、今年度の特色として、第一に「行動
びと
人」として地域社会を元気にする講座、第二に
日中の仕事がある方に「新しい学びと発見」を
提供する講座を設けたことを紹介し、「皆様の
日頃の学習活動が心豊かな生活につながること
を祈念いたします」と挨拶がありました。
佐竹学長と固い握手を交わす熊木さん
あきたスマートカレッジでは、生涯学習への
取組時間を単位に換算し、一定の単位数に達した方には奨励証を贈り表彰しています。今
年度は、にかほ市で生涯学習奨励員として切り絵や版画、陶芸の指導に取り組んでこられ
た熊木昭夫さんが100単位を取得され「ブロンズ・マナビスト」の称号を授与されました。
総合開講式に続いて行われた記念講演では、元秋田県副知事で前消費者庁長官の板東久
美子氏が、
「内から見た秋田・外から見た秋田」
と題して講演を行いました。
まず、板東氏は、副知事時代から参加してい
る「北緯40度秋田内陸リゾートカップ100キロ
チャレンジマラソン大会」の思い出から、走っ
たコースで見た山々や田んぼの心和む美しさ
と、ランナーを温かく励ます秋田の「人」の魅
力について話されました。
少子高齢化や過疎化の進む「課題先進国 日
本」の中にあって、秋田は「課題先進県」とも
記念講演を行う板東久美子氏
言われていますが、それを補って余りある様々
な「強み・宝」をもっていると板東氏は続け、その第一が「人の能力の高さ、人間性の良さ」
であり、秋田は「人」、すなわちソフト面の資源が非常に豊富であると強調しています。
一方で、それらを更に生かす工夫の必要性も
指摘し、秋田の未来を切り拓くために、県外
との連携や交流人口をいかに増していくかが
重要であると話されました。また、生涯学習
こうどうびと
は地域活性化の鍵であり、「行動人」はこれ
を体現して、一歩前に踏み出す（＝できるこ
とを行動に移す）大切さを表していると、講
演を締めくくりました。講演内容は、生涯学
習センターのウェブサイトに掲載する予定で
す。
開講式会場の様子
教育あきた6月号
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全県民の学びの場

平成29年度の

「あきたスマートカレッジ」
目玉講座を大紹介！
「あきたスマートカレッジ」は、秋田県が展開している総合的な生涯学習講座です。県
が主催するこのような講座は生涯学習センターが開所した昭和55年、
「秋田県コミュニティ
カ レ ッ ジ」の 名 前 で 始 ま り ま し た。米 国 の コ ミ ュ ニ テ ィ・カ レ ッ ジ（Community
College）を導入したもので、県内外から多様な分野にわたる講師を招くなど広域的な生
涯学習の機会を県民に提供してきました。今年度も講座を準備するに当たり、内容の充実
に向けたチャレンジを続けています。それでは、講座の目玉をいくつか紹介します。

目玉１

行動人基礎コース・実践
コースを実施します！

今年度のカレッジから、学んだ内容を具体
的な行動に生かすためのコースを設けました。
まず、ホップ段階として基礎コース「生涯
学習のススメ」では生涯学習推進の意義を学
びます。次に、ステップ段階の実践コース
「ビデオで地域紹介をしよう」では地域で「行
動人」として活躍するための技術を学びます。
そして、仕上げのジャンプ段階「地方創生
ファシリテーターになろう」で地域活性化に
役立つ自主企画を組み立てます。
さあ、あなたも行動人への第一歩を踏み出
しませんか！

目玉２ 現地学習を実施します！
「座学だけでなく実際に現地に足を運んでみたい！」という声をいただき、
「地域の魅力発
信〜おらほの地域自慢〜」全６回の中で、にかほ市と三種町を会場に２回ずつ現地集合して
いただき学習する講座を設けます。象潟の芭蕉が歩いた道や琴丘クアの古道コースを歩く移
動学習も実施しますので、地域の魅力を満喫してみませんか。

目玉３ 歴史・文学など人気講座を拡充しました！
カレッジの人気講座と言えば、毎回100名近くの方が受講されている歴史や文学ですが、
年間を通して受講できるように回数を大幅に増やしました。文学リレー講座では、各講師が
３回にわたり一人の文人の生涯をたどります。また、歴史リレー講座では、秋田城跡歴史資
料館を見学する移動学習も実施します。「東大史料編纂所特別講座」は今年も開講しますの
でご期待ください！

学習案内は、生涯学習センターのほか各市町村の公民館・市民センター等の社会教育施
設にも置いています。お申し込みは、電話・ハガキ・FAX・電子メール・受講申込書で
お願いします。

受講のお申し込み・お問い合わせは･･･
〒010-0955 秋田市山王中島町 1-1

秋田県生涯学習センター

TEL:018-865-1171

FAX:018-824-1799

【Webサイト】http://www.pref.akita.lg.jp/lifelong/ 【E-mail】sgcen002@mail2.pref.akita.jp
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秋田県立美術館「県民作品展」出品者募集！

SPOT

〜この秋、あなたの作品を県立美術館に展示してみませんか？〜
「県民作品展」は、「美術館に自分の作品を展示したい」という県民
のみなさんの想いを実現するために開催している展覧会で、今年で３
回目となりました。
昨年は、67作品の出展があり、多くの個性的で見応えのある作品が、
来館者をおおいに楽しませてくれました。
今年の「県民作品展」は、10月７日（土）から10月22日（日）まで秋田
県立美術館で開催します。
絵画や写真、切り絵など技法やジャンルは問いません。「描いたり
作ったりするのは好きだけど、展覧会には出品したことがない」とい
うみなさん、思い切ってチャレンジしてみませんか？みなさんの応募
『沼での収穫』長岐博さん
（H28年度出品作品より）
をお待ちしています。
テ
対

ー

マ
象

募集作品数
作品サイズ
応募方法
募集期間
問い合わせ
・申 し 込 み

秋田の自然や伝統文化、地域行事などをモチーフにしたもの
県内に在住の個人（大型作品の場合は団体による応募も可）
一般部門60作品、大型作品部門５作品
木製パネル（Ｓ40号 100㎝×100㎝）を提供します。
一般部門は一人1枚、大型作品部門は６〜 12枚使用可
申込書に記入して郵送、FAX、メール等でお申し込みください。
先着順に出品者を決定します（新規出品者を優先します。）。
詳しくは秋田県公式サイト「美の国あきたネット」で「県民作品展」
を検索してください。
平成29年５月15日（月）〜６月30日（金）
生涯学習課 生涯学習・学芸振興班（担当：藤原）
TEL 018−860−5183 FAX 018−860−5816

「妖怪博覧会〜秋田にモノノケ大集合！〜」
2017年夏、
秋田に妖怪がやってくる！
妖怪と聞いて、思い浮かべる姿はどんなものでしょうか？ゲゲゲの鬼
太郎かな？妖怪ウォッチかな？
昔から人々は、見えない世界を恐れてきました。そして見えない世界
の住人たちを想像してきたのです。そこから生まれたものが神様と呼ば
れたり、妖怪と呼ばれたりしました。
「妖怪」と一言で言っても、怖いものだったり、ちょっと憎めないもの
だったりさまざまです。全国的に有名な妖怪もいれば、ご当地限定の妖 妖怪 三ツ目入道と一ツ目小僧
怪もいます。展示では、全国各地に伝わる妖怪の図絵やモノなどを紹介します。秋田だけの妖怪も
いますので、どんな姿をしているのか、ぜひ観にいらしてください。
会

期

平成29年７月15日（土）〜８月27日（日）
＊毎週月曜（休日の場合は翌日）休館 ただし８月14日は開館

場

所

秋田県立博物館（秋田県秋田市金足鳰崎字後山52

開館時間

午前９時30分〜午後４時30分

入 館 料

大人 500円／高大生 300円／小中学生 100円

TEL：018-873-4121）
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information

お知らせ

●県内の教育施設等で開催される
主なイベント等をご紹介します。
※申し込み方法など、詳しくは各施設に
お問い合わせください。

☆県立図書館☆

☆近代美術館☆

TEL 018-866-8400

TEL 0182-33-8855

2017コレクション展
野五郎」
第１期「没後20年 紺

7日（月・祝）
４月12日（水）〜７月1
観覧料：無料
点、秋田
野五郎の作品・資料43
男鹿市出身の洋画家紺
す。
しま
展示
本画11点を
ゆかりの作家による日

☆総合教育センター☆
TEL 018-873-7203

星の観察教室

８月18日（金）18：00 〜 21：00（受
付17：40 〜）
対象：４歳から中学生までとその
保護者
参加費：無料 ※事前申し込みは
不要
天体 望遠 鏡を活用した星空 の観 察や
星座 早見 盤の 製
作、プラネタリウムによる星の 動き
の学習など、たっぷり
と夏の夜空を楽しんでいただきます
。

洲崎遺跡と脇本城跡

〜中世秋田を大きく変
（県埋蔵文化財センタ

７月６日（木）〜８月1
6日（水
※７月19日（水）、8月２日 ）10：00 〜 17：00
（水）は休館日
観覧料：無料
洲崎遺跡と脇本城跡の
出土資料を通して八郎
潟・男鹿
周辺からみた秋田の中
世の変容について紹介
します。

☆保呂羽山少年自然の家☆
TEL 0182-26-6011

ワン・デー・キャンプ

７月９日（日）
対象：小１〜３年生 定員20名 参加費：1,000円
保呂羽山の大自然の中で「食」
「遊」
「作」をテーマにし
て楽しく活動します。

館☆
☆あきた文学資料
60

☆特別支援教育課☆

TEL 018-884-77

秋田」展
明治150年「夏目漱石と

0日（日）10:00 〜 16:00
５月16日（火）〜９月1
）〜 16日（水）は休館日
※月曜日、８月15日（火
観覧料：無料
て展示し
の人物との交流につい
夏目漱石と秋田ゆかり
ます。

☆生涯学習センター☆
TEL 018-865-1171

（生涯学習講座）
あきたスマートカレッジ
「クオリティ・オブ・ライフ」
〜もっと知りたい！学びたい！〜

は講座記号）
＜講座メニュー＞ （Q１〜 Q４
と文化」
言語
える
て考
通じ
語を
スク
「バ
Q１
ちがい」
との
日本
前
たり
Q２「マナーと当
」
落語
良い
康に
「健
Q３
を考える」
『地域おこし』
Q４「地方創生が叫ばれる時代の
00
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＜受講料＞
・生徒・学生は無料）
各講座420円（定員 各50名 児童
生活や人生の質につ
幅広い知識や教養を身に付けて、
？
か
せん
みま
いて考えるきっかけにして

えた二つの遺跡〜

ーとの連携展示）

TEL 018-860-5135

職業教育フェスティバル

7月12日（水）10:00 〜 15:40
い交流館AU
入場料：無料 会場：秋田市にぎわ
ージ 無料 施術、特
ッサ
作業 学習 製品 の展 示・販売やマ
践発 表など、日頃
の実
学習
作業
よる
別支 援学 校生 徒に
。
ます
培った職業技能や取組を紹介し

特別支援学校学校展

8月5日（土）12:00 〜 17:00
8月6日（日）9:30 〜 15:00
村
入場料：無料 会場：秋田ふるさと
幼児 児童 生徒 の
県内 の各 特別 支援 学校とそこで学ぶ
す。作業 学習
しま
紹介
等で
映像
ルや
学習 の様 子を、パネ
の販売も実施します！

☆農業科学館☆
TEL 0187-68-2300

特別展「バラフェスタ
初夏を彩る 」
当館自慢

の美しく香り高いバラ
、約100種200株の 初
夏の彩りを紹介します。

６月３日（土）〜７月２
日（日）
観覧料：無料
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