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」、
「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」の四つ
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

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。

配

置

80中学校（配置中学校区内の小学校の要請にも対応）
52高等学校

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。
4か所（北教育事務所、中央教育事務所、南教育事務所、義務教育課）

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）

◆スクールソーシャルワーカーは、学校を通じて申し込むことに加え、フリーダイヤルの相談
電話で申し込むことができます。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

設置箇所
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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）

秋田県の主な相談電話一覧

SPOT

子どもや保護者の方のさまざまな悩みごとや心配ごとについて相談することにより、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、
さまざま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」

☆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
※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
・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
教育あきた6月号
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T O P I C S

県立聴覚支援学校生徒製作

「 教 育 委員会記念品」の納品
県立聴覚支援学校高等部産業技術科では、教育委員会からの依頼を受けて、秋田杉を素材とし
た写真立て50個を製作し、3月に納品しました。これは、全国大会や国際大会での活躍、全国表
彰受賞等の報告のために教育庁を訪れる生徒に対する記念品として、教育長から贈呈されるもの
です。
産業技術科は、昨年11月29日〜12月3日、秋田市アトリオンで開催された「第9回秋田工芸展」
はなえ

において、「華笑み」という秋田杉を用いた花瓶を出品し、秋田県知事賞を受賞するなど、技法
や技術が認められています。依頼された写真立ても秋田杉の手触りや香りなどを生かすとともに、
うづく

傷に弱い杉材の強度を高め、木目の美しさを際立たせるため、浮造り仕上げにしました。機械に
頼らず、木材の状況に応じて一つ一つ丁寧に仕上げました。
写真立てを製作した生徒からは、「留め（接合部分）に隙間がないようにするのが大変だっ
た」「秋田杉の美しさを出すためにみんなで話し合って製作を進めた」「自分たちの製品がこの
ように使用され、とてもうれしい」「みんなの力を合わせたので、よい製品ができたと思う」等
の感想が述べられました。
3年生にとっては、卒業前の最後の製作となりました。少しのズレも許さず、使用する方の気
持ちを考えて製作する姿勢は、たとえメンバーが替わっても産業技術科で今後も引き継がれてい
くことと思います。
製作とともに生徒が成長し、製品の質が更に高まっています。今回納品された写真立てもたく
さん試行錯誤を重ね、秋田を感じさせられるとてもぬくもりのある製品となりました。納品当日
は米田教育長からも大変高い評価をいただきました。

塚本校長と産業技術科生の４名

米田教育長と一緒に

秋田杉を使った写真立て表面（左）と裏面（右）
12

あきた文学資料館

SPOT
平成30年度

前期特別展示「創刊100年『赤い鳥』と秋田」
大正7年7月、鈴木三重吉により童話と童謡の児童雑誌『赤い鳥』が創刊
されてから、今年は100年にあたります。
『赤い鳥』には、芥川龍之介「蜘蛛
の糸」、新美南吉「ごん狐」など、今日なお読み継がれている名作が掲載さ
れました。
「浜辺の歌」で知られる北秋田市出身の作曲家成田為三など、本
県ゆかりの人物も発行に深く関わっています。また『赤い鳥』には児童の
綴り方が寄せられ、本県から投稿された数多くの作品が掲載されていま
す。
『赤い鳥』の歴史的意義を探るとともに、三重吉と親交のあった人物の
紹介をはじめ、本県との関わりを中心に前期特別展示「創刊100年『赤い
鳥』と秋田」を開催します。
平成30年6月5日（火）〜 9月2日（日）
『赤い鳥』創刊号
休館日は毎週月曜日及び 8月14日（火）
・15日（水）
（復刻版）表紙
＜場所＞ あきた文学資料館（秋田市中通六丁目6-10 TEL：018-884-7760）
＜開館時間＞ 10：00〜16：00
＜関連文学講座＞
Ⅰ 6月24日（日）13：30〜15：00
講師 藤田のぼる（児童文学研究者）
「童話」の時代〜芥川龍之介と新美南吉を中心に〜
Ⅱ 7月29日（日）13：30〜15：00
講師 佐々木久春（秋田大学名誉教授）
成田為三と『赤い鳥』の詩人たち
Ⅲ 8月26日（日）13：30〜15：00
講師 北条常久（あきた文学資料館名誉館長）
北方教育と高井有一〜真実の学校〜
＜その他＞ 入館・聴講は無料です。
＜期間＞

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

平成30年7月14日（土）〜 9月17日（月）

は
夏休み
立
秋田県 ！
へ
美術館

世界中から世代を越えて愛され続けているピーターラビット。
その貴重な初版本の絵本や作者生誕150周年を記念したグッズ、
愛らしいぬいぐるみやジオラマがこの夏みなさんをお待ちしています。
ピーターラビットの絵本シリーズは、作者ビア
トリクス・ポター（1866〜1943）が知人の息子に
送った「絵手紙」から誕生した物語です。1902年に
『ピーターラビットのおはなし』が出版されて以
降、全部で24作の絵本が発行されました。
この展覧会では、ポターが生涯愛し、ピーター
ラビットたちが活躍した湖水地方の魅力を背景
に、彼女とピーターラビットにまつわるさまざま
なエピソードを、貴重な資料などを交えて紹介し
ます。
【観覧料】一般800円（640円）
・学生500円（400円）
シニア720円（70歳〜）
・高校生以下無料
（ ）内は20名以上の団体料金
【開館時間】10：00 〜 18：00（最終入館17：30）
【お問合せ】秋田県立美術館 TEL：018-853-8686
教育あきた6月号
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SPOT

県 立 博 物 館 特 別 展

特別展

あきた大鉄道展
HE-30系
秋田県立博物館
Akita Prefectural Museum

第１会場：秋田県立博物館
会期：7月14日（土）〜 8月26日（日）
第２会場：秋田県立美術館県民ギャラリー
会期：8月3日（金）〜 8月26日（日）
主催：あきた大鉄道展
ＨＥ−30系実行委員会
（県立博物館・ＪＲ東日本秋田支社）

■秋田県立博物館とＪＲ東日本秋田支社の共同開催による空前の規模
県立博物館とＪＲ東日本秋田支社が総力を結集し、しかも県立博物館と県立美術館県民
ギャラリーの2会場での展示。空前の規模を誇る展示があなたをお待ちしています。
■観覧者の心に響く鉄路の響き
平成30年度に開催する大鉄道展。だから「HE−30系」。明治時代の鉄道開業から今日に
至るまでの近現代鉄道史、とりわけ昭和36年（1961）以降のダイヤ改正に着目します。秋田
にどのような列車が登場し、消えていったのか？数々の展示品は「鉄道と観覧者の人生の共
鳴と感動」を呼び起こします。
■2会場に入ることができ、しかもお財布に優しいお手頃価格
大人 800円 ／ 高校生・大学生 500円 ／ 小学生・中学生 200円 ／ 幼児・就学前児童 無料
＊2会場への入館は、同一日でなくても構いません。皆様の御来館をお待ちしております。

秋 田 県 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー 企 画 展

ザ・ミニコラム

− 埋文職員おすすめ 秋田の宝 −

埋蔵文化財センターでは、平成19年度から埋蔵文化財センターウェブサイトにミニコラム
を掲載しています。これは、職員の調査・研究・資料活用事業などを多くの人に伝える場となっ
ています。掲載を始めてから10年が経過し、これまで約130のミニコラムを積み上げてきまし
た。コラムのテーマは様々ですが、遺跡や発掘調査で見つかった出土品を取り上げたものがほ
とんどです。この中には「秋田の宝」とも言える価値ある資料についての話が散りばめられて
います。今回はそのうちの約30話を紹介し、県内最古の土器や謎の三脚石器、古代の特注硯な
どの実物を含む関連資料を展示します。
この機会に、土の中から出てきた秋田の宝をぜひ御覧
いただき、それらから浮かび上がる大昔の人々の生活や
社会、文化の一端に触れていただければと思います。
会 期：4月28日（土）〜平成31年2月24日（日）
会 場：秋田県埋蔵文化財センター 特別展示室
時 間：9：00 〜 16：00
観覧料：無料
休館日：年末年始、成人の日、建国記念の日、春分の日
連絡先：TEL 0187−69−3331
三脚石器（三種町柏木岱Ⅱ遺跡出土）
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information

お知らせ
☆総合教育センター☆
TEL 018-873-7203

星の観察教室

8月10日（金）18：00〜2
1：00（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
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
作、プラネタリウムによる
盤の 製
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。

☆生涯学習センター☆
TEL 018-865-1171

あきたスマートカレッジ（生涯学習講座）

「県民読書おすすめ講座」〜女流作家作品を読む〜
＜講座メニュー＞
1．川上 弘美著『どこから行っても遠い町』
2．林 芙美子著『放浪記』
3．山田 順子著「夢と現実（衷心の叫び）」
「雪しろと花紫の秋田」
＜日時＞ ※時間は全て10：00〜11：30
1…7月14日（土）
2…8月4日（土）
3…9月1日（土）
＜受講料＞
各講座420円 児童・生徒・学生は無料
＜講師＞
1…山﨑 義光氏
2…山﨑 義光氏
3…高橋 秀晴氏
平成29年度好評を博した文学講座の講師陣が、今お
薦めしたい女流作家の作品を選んで解説する講座です。
あきたスマートカレッジ（生涯学習講座）

「あきた温故知新」〜風土・民俗・文化〜
＜講座メニュー＞
1．
「菅江真澄が見た男鹿」
2．
「秋田の風土民俗考」
3．
「『聖農を慕いて』石川理紀之助」
＜日時＞ ※時間は全て10：00〜11：30
1…7月21日（土） 2…8月18日（土）
3…9月15日（土）
＜受講料＞
各講座420円 児童・生徒・学生は無料
＜講師＞
1…天野 荘平氏
2…齊藤 壽胤氏
3…石川 紀行氏
秋田の風土や民俗、文化を学ぶことにより、秋田のよさ
を再発見し、今後の秋田を知ることができる講座です。

●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☆
TEL 018-866-8400

会」
「米代川流域の古代社携提示）

ーとの連
（県埋蔵 文化財センタ
（水）10：00〜17：00
7月7日（土）〜8月15日
（水）は休館日
※7月18日（水）、8月1日
観覧料：無料
のそ
ける集落・生業・墓と祭祀 と
古代 の米 代川 流域にお
資料をも
発掘
ーの
ンタ
財セ
文化
れぞれの特徴を、埋蔵
に紹介します。

☆特別支援教育課☆
TEL 018-860-5135

職業教育フェスティバル

7月11日（水）10：00〜1
5：40
入場料：無料
会 場：秋田市にぎわい交
流館AU
秋田県技能競技大会と
併せて開催します。作業
学習製
品の 展示・販売やマッサ
ージ 無料 施術、特別 支援
学校 生
徒による作業学習の実
践発表など、
日頃培った職業技能
や取組を紹介します。

特別支援学校学校展

9月29日（土）12：30〜1
7：00
9月30日（日）9：30〜1
5：00
入場料：無料
会 場：秋田市にぎわい交
流館AU
・にぎわい広場（29日
のみ）
・展示ホール（29・30日）
県内 の各 特別 支援 学校
とそこで学ぶ幼児 児童
生徒 の
学習の様子を、パネルや
映像等で紹介します。
また、作業
学習製品の販売も実施
します！

☆農業科学館☆
TEL 0187-68-2300

ウチョウラン展

（日）9：30〜16：30
6月30日（土）〜7月1日
観覧料：無料
60点を展示します。
ウチョウランやイワチドリ

古希写真三人展

（日）9：30〜16：30
8月28日（火）〜9月9日
観覧料：無料
紹
撮りためた写真を約60点
写真仲間3人が、古希まで
介します。

部展
全日本写真連盟大曲支

（日）9：30〜16：30
9月11日（火）〜9月23日
観覧料：無料
。
写真約45点を展示します
大曲支部会員が撮った
教育あきた6月号

2018
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■「教育あきた」は、県の教育関連施設や市町村の公民館、図書館等に設置しています。
また、県公式Webサイト「美の国あきたネット」からもご覧いただけます。
この印刷物は5,000部作成し、印刷経費は1部当たり25.38円です。

平成30年6月15日「教育あきた」№741
発行・秋田県教育委員会
編集・秋田県教育庁総務課
〒010-8580 秋田市山王三丁目1-1
TEL.018-860-5112 FAX.018-860-5851
Eメール kyouiku@mail2.pref.akita.jp
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/education

