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受講できません

令和3年度

学習案内

新たな学び講座

障害のある方のための
防災スキルＢ 

あきた教養講座D 

県民読書おすすめ講座F 
Ａ 

チャレンジゼミC 

東大史料編纂所
協力講座 E 

北条常久特別企画講座G 

令和３年５月１２日(水)から受け付けます。令和３年５月１２日(水)から受け付けます。
申込みは申込みは

★あきたスマートカレッジ講座の申込み方法等について
■申込み方法

秋田県「電子申請・届出サービス」のご利用について

■お願い

・県生涯学習センターに来所のうえ申込書をご提出くださる他、郵送・電話・FAX・E-mailでも申込み可能です。
・秋田県の「電子申請・届出サービス」からも申込みできます。
・パソコンやスマートフォンから、より簡単に手続きできますので、ぜひご利用ください。

①秋田県 市町村 電子申請・届出サービスにアクセスしてください。　
　https://s-kantan.jp/pref-akita-u/offer/offerList_initDisplay.action
②電子申請・届出サービスの秋田県域トップ画面が表示されます。
③手続き一覧ページから、「あきたスマートカレッジ」を検索してください。
④手続きには、連絡がとれるメールアドレスが必要です。

・申込みの際にご登録いただいた個人情報については、本講座運営以外の目的には使用しません。
・講座開催中、記録や広報等を目的として会場の様子を撮影することがあります。
・学習案内に記載された内容については、講師の都合等により変更することがあります。
・無料講座であっても、学習内容に応じた個人に係る経費を自己負担していただく場合があります。その際は、事前に案内します。
・申込みの受付は、先着順で定員になり次第、締め切ります。
・キャンセル待ちの登録を受け付けている場合がありますので、欠席する際には、早めに連絡してください。

ＱＲコードからも▼

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
▶

〒010-0955　秋田市山王中島町1-1
TEL:018-865-1171　FAX:018-824-1799
E-mail:sgcen002@mail2.pref.akita.jp
URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/lifelong

秋田県生涯学習センター

※駐車スペースをめぐるトラブルが多発しています。
近隣商業施設への無断駐車や路上駐車はしないでください。
県機関の共同駐車場をご利用ください。

秋田県生涯学習
センター

専用駐車場
33台駐車可能(徒歩1分)

共同駐車場
８２台駐車可能（徒歩３分）

学長：秋田県知事
主催：秋田県生涯学習推進本部
　　  秋田県教育委員会
主管：秋田県生涯学習センター

※申込みは、令和３年５月１２日(水)から受け付けます。

※有料講座、無料講座どちらも10日前までに

受講できる方

※ 講座当日、現金での納入はできません。

開催10日前までに
申込みを完了した

期限までに受講料を
納入した

受講できません

受講できます！はい

いいえ

はい

いいえ

・10日前までに申込みを完了
・期限までに受講料を納入済み

・10日前までに
  申込みできなかった
・期限までに
  受講料を納入できなかった

■有料講座の受講料は１回４４０円

■申込み締切

■受講料納入方法
・その他に、学習内容に応じた個人に係る経費を自己負担していただく場合があります。その際は、事前に案内します。

・申込み後に郵送される「納入通知書」にて、ゆうちょ銀行を除く、お近くの金融機関から納入してください。
・受講料は、「納入通知書」に記載された期限までに納入してください。当センターにて、現金で納入することはできません。

■児童・生徒・学生は無料
・学校教育法で定める「学校・専修学校・各種学校」に在籍している方の受講料は無料です。
・申込みの際にあらかじめお知らせください。また、講座当日は学生証を受付にてご提示ください。

■欠席した場合
・納入された受講料の返金及び他の有料講座への変更・振替はできません。
・講座資料は、後日来所のうえ、お受け取りください。郵送等では提供できません。

・各開催日の10日前までに申し込んでください。
・郵送の場合は、10日前の消印まで有効です。
・それ以降の申込みは受け付けません。開催当日、会場での申込みも受け付けません。

開催日が６月26日（土） の場合
→締切は６月16日（水）

例

☆ 有料講座の受講について☆
有料講座は、事前に受講料を納入した方だけが受講できます！

受講できない方



日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

日　　　　時 テ　　ー　　マ 講　　　　師

状況に応じて、各講座の定員を調整することがあるため、急遽、受付を締め切ることもあります。
また、場合によっては開催を延期したり、中止とすることもあります。その場合は、その都度、連絡いたします。

秋田の未来を担う
若者のための
ユース講座

秋田の未来を担う若者を対象に、課題解決のための一つの手法であるイノベーション教育による思考法やグラフィッ
ク・レコーディングを学ぶ講座です。県内企業と連携して、未来を担う人材を育成します。

①グラフィック・レコーディング　②イノベーション教育を学ぶ

ー開催期日や申込み方法など、詳細は追って案内しますー

会場は、すべて秋田県生涯学習センターです無料講座

会場は、すべて秋田県生涯学習センターです有料講座（１回 440円）

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

9/18

10/2

11/6

12/11

（土）

（土）

（土）

（土）

10:00～11:30

備蓄の新しい方法
ローリングストックについて
長期間保存できる非常食を知ろう
（保存食・備蓄食品・防災食）

災害時に役立つアウトドアスキルを身に付けよう
（日用品を活用した調理）

災害時に役立つアウトドアスキルを身に付けよう
（アウトドア用品を活用した調理）

日本赤十字秋田短期大学
講師 及　川　真　一 氏

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～
障害のある方が、楽しみながら『防災』を考え、日常生活や災害時に役立つスキルを身に付けることができる４回シリーズの講座です。障害のある方
と一緒にスキルを学びたいという方も大歓迎です。

Ａ１

Ａ2

Ａ3

8/21

8/28

9/4

13:30～15:00

10:00～11:30

うきうき！わくわく！ときめく出会い！
～我が子と駆け抜けた１５年～

バリ舞踊が教えてくれたもの
～バリ舞踊と私～

ダンスを通して育みたい
～人間力を高め明るい秋田へ～

若者の悩み
～ LINE 相談の現場から～

スマカレでリスタート

追分フェスタ・NPO団体はにかむ
代表 佐　藤　　　存 氏

バリ舞踊グループ　ギリ・クンチャナ
バリ舞踊家 阿　部　　　歩 氏

NPO法人あきた自殺対策センター蜘蛛の糸
相談員 鎌　田　悠香子 氏

秋田県ジャズダンス協会
会長 西　根　千　鶴

秋田県生涯学習センター職員

氏

（土）

（土）

（土）

A新たな学び講座
新しい学びをこれから始めたいと考えている方や、学んだことを生かして地域等の活動につなげたいと考えている方を対象に、生涯学習の意義や学び
方について理解を深める講座です。

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ3

Ｃ4

Ｃ5

C6

9/25

10/23

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

【実習】想像力と創造力を育む 3Dペン制作
( 障害のある方にオススメ )

【実習】想像力と創造力を育む Scratch プログラミング
( 全員にオススメ )

【講話・グループワーク】外国人受け入れと社会のかたち
～世界と日本の事例から～

【講話・グループワーク】コロナ禍後の社会はどうなるか
～ビジネスの新しいカタチ～

【講話・グループワーク】You は何しに秋田へ
～ロシアとベトナムの暮らし方や考え方から、コロナ禍での生活改善について話し合おう～

【講話・実習】定住外国人をとりまく日本語支援の現状と課題
～なんのために日本語を学ぶのか～（のしろ日本語教室を体験しよう）

ジーニープログラミングスクール
マネージャー 佐々木　聡　弥 氏

国際教養大学 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程
助教 堀　井　里　子 氏

(株 )AKITA　COLLECTION　OFFICE
代表取締役社長 柿　崎　公　明 氏

のしろ日本語学習会
代表 北　川　裕　子 氏

泉 スベトラーナ 氏
グエン バオ ユイ 氏

（土）

（土）

11/20（土）

Cチャレンジゼミ
地域課題や状況の変化に対し、地域の企業や大学がもつ専門分野や教育資源を活用しながら、共にできることを柔軟に考えて、価値観や視野を広げる
講座です。体験型の内容を取り入れる講座もあります。

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

8/28

10/9
10:00～11:30

ツキノワグマの話をしよう
～秋田のくらしを守るために～

人とのつながり、地域づくり
～秋田に移住し、地域の中心となって～

良い姿勢と動作で現役続行
～健康を保つ姿勢、日常動作～

認知症を前向きにとらえるために
～回想法（認知刺激療法）を通して～

男鹿市琴川の自然、コーヒーと蛍と音楽に魅せられて
～山が生きる仕事～

秋田の郷土料理
～がっことしょっつるときりたんぽ～

秋田県自然保護課／ツキノワグマ被害対策支援センター
主任 近　藤　麻　実 氏

写真家
遠　山　桂太郎 氏

秋田県立大学 総合科学教育研究センター
准教授 内　山　応　信 氏

秋田大学大学院 医学系研究科保健学専攻
准教授 浅　野　朝　秋 氏

珈音合同会社
代表社員 佐　藤　　　毅 氏

有限会社お多福
代表取締役 安　倍　太　郎 氏

（土）

9/11（土）

（土）

10/30（土）

11/13（土）

11/27（土）

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

9/4

10/16
13:30～15:00

台湾文学における「日本」
～台湾人アイデンティティと日本統治時代～

文学と狂気
～ 20世紀のフランスの作家と作品に見る「狂気」の実践について～

韓国・済州島からみた東アジアの戦後
～済州島四・三事件と日本のかかわり～

ドイツ・ロマン主義の光と影
～ゲーテからドイツ統一、ナチズムと東西分断を経て再統一まで～

スポーツからみたイギリス文化
～テニス・ラグビー・サッカーなどを切り口に～

グリム兄弟の仕事
～「グリム童話」の時代と読み方いろいろ～

秋田大学 教育文化学部
准教授 羽　田　朝　子 氏

准教授
秋田大学 教育文化学部

小　倉　拓　也 氏

秋田大学 教育文化学部
准教授 髙　村　竜　平 氏

秋田大学 教育文化学部
講師 中　村　　　寿 氏

秋田大学 教育文化学部
特別教授 佐々木　和　貴 氏

元秋田大学教授
川　東　雅　樹 氏

（土）

10/2（土）

（土）

10/30（土）

11/13（土）

11/27（土）

Dあきた教養講座
様々な分野・観点から秋田を学び、秋田のよさを再発見することを通じて、今後の社会生活を豊かにする講座です。

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｅ４

9/11

11/6
13:30～15:00

佐竹文書にみる豊臣政権と佐竹氏

佐竹文書と南北朝時代

佐竹文書にみる江戸時代前期の武家社会

佐竹文書の修理と紙について

東京大学史料編纂所
准教授 金　子　　　拓 氏

准教授
東京大学大学院 人文社会系研究科

高　橋　典　幸 氏

東京大学史料編纂所
助教 林　　　晃　弘 氏

東京大学史料編纂所
技術専門職員 高　島　晶　彦 氏

（土）

10/9（土）

（土）

12/11（土）

E東大史料編纂所協力講座 ～佐竹文書の世界～
東京大学史料編纂所の共同研究に協力する研究者が、秋田県や佐竹氏に関わる史料に基づく研究成果を直接県民のみなさんにお伝えする講座です。最
先端の歴史学の成果にふれるまたとない機会です。

F県民読書おすすめ講座
世界の文化・社会に関する様々な諸相と現代への関連・影響について、国際的専門分野で活躍する教授陣から学ぶことで、新たな読書の扉を開くこと
につなげる講座です。

Ｇ１

Ｇ２

Ｇ３

Ｇ４

6/26

10/16 
10:00～11:30

石原慎太郎とその時代
～戦後派青年が躍動する～

大江健三郎の世界
～消えぬ戦争の爪痕～

村上春樹の登場
～日本文学の枠を超えて～

浅田次郎の大衆性
～現代の大衆文学から時代を拓く～

秋田県生涯学習センター
シニアコーディネーター　北　条　常　久

（土）

8/21（土）

（土）

12/18（土）

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～
文学博士・北条常久が、高度成長と混乱の社会を駆け抜けた作家４人を取り上げます。作品を読み解き、各作家とその作品を取り巻く社会と時代背景
を追求する講座です。

あきたスマートカレッジは、現代的課題・地域課題を知ることにより、県民の地域理解と社会参加を促進します。


