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 (2)次代を担う青少年の育成 
心豊かでたくましい青少年の育成に努める。 

ア 青少年の体験活動の充実 

イ 青少年のキャリア形成の支援 

ウ 子どもの読書活動の充実 

生涯学習課 
子どもの読書活動推進事業 
［事業の趣旨］ 

 子どもの読書活動の大切さと、子どもの読書活動推進のための環境整備に家庭や地域で取り組むこと

の必要性を伝えることを目的として、広報活動、研修会、イベント等を実施する事業である。 

［事業内容及び結果］ 

(1) 子どもの読書活動啓発小冊子の活用 

 乳幼児の保護者等に向けた子どもの読書活動啓発のための小冊子「絵本でゆたかな親子の時間」を

市町村が行うブックスタート事業等での活用のために提供したほか、幼稚園・保育所等で開催される

保護者研修会や読み聞かせ研修会等に、テキストとして提供した。また、研修会等の主催者が希望し

た場合、「親子ふれあい読書アドバイザー」を斡旋し、当課の地域コミュニティ再生応援事業により

派遣した。 

 ○ブックスタート事業等への提供：10市町村 延べ2,140冊 

 ○保護者研修会等への提供：12市町村 12か所 延べ682冊 研修会参加人数603名 

  親子ふれあい読書アドバイザー派遣 延べ11名 

(2) 地区別読書活動推進研修・交流会の開催 

青森県読書団体連絡協議会の各地区組織と連携した研修会を開催し、親子ふれあい読書アドバイザ

ーを新たに22名養成、登録した。(累計355名) 

地区 開催日 会場 内  容 
受講

者数 

実参加

人数 

東青 
10/27 

(土) 

蓬田村 

ふるさと総合

センター 

午前 「親子ふれあい読書アドバイザー研修」 26名 

26名 
午後 

実演「おはなし会実演」 

東青地区読み聞かせグループ(４団体) 

講演「もうひと工夫のおはなし会」 

講師:今井千都子（津軽地区読書推進協議会

会長） 

21名 

西北 
10/28 

(日) 

板柳町多目的

ホールあぷる 

午前 「親子ふれあい読書アドバイザー研修」 24名 

37名 
午後 

講演「親と子のコミュニケーションと読書」 

講師：長谷川美保子(元小学校校長) 

事例発表「わが家の家読」 

発表者：永沢郁子(元幼稚園教諭) 

35名 

中南 
10/21 

(日) 

平川市文化セ

ンター 

(平賀公民館) 

午前 「親子ふれあい読書アドバイザー研修」 31名 

35名 
午後 

講話、実演、意見交流 

「読みたい  知りたい？ 伝えたい！」 

～次世代に伝えたい1995年以降の絵本の選

書～ 講師：大友栄子（「アイウエオの木」

代表） 

28名 

上北 
10/12 

(金) 

野辺地町中央

公民館 

午前 「親子ふれあい読書アドバイザー研修」 18名 

32名 
午後 

講話、実演、質疑応答 

「楽しいおはなし会のプログラムと実演」 

講師：高嶋敬子（ＪＰＩＣ読書アドバイザー） 

32名 

下北 
10/20 

(土) 

むつ市立図書

館 

午前 「親子ふれあい読書アドバイザー研修」 17名 

32名 
午後 

ミニおはなし会 

「読み聞かせ活動者交流会」 

助言者：高嶋敬子（ＪＰＩＣ読書アドバイザー） 

30名 
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(3) 子どもの読書活動推進県民大会の開催 

 地域ぐるみで子どもの読書環境を整え、子どもの読書習慣の形成と豊かな心の育成を図る機運を高

めるための県民大会を開催した。 

 ○開催日：9/2(日) 

 ○場 所：県総合社会教育センター 

 ○参加人数：講演会130名、体験コーナー累計234名 

 ○内容等：講演「絵本と紙芝居 そのふしぎとうれしいヒミツ」 

 講師 絵本作家 長野ヒデ子 

       「読む」「聞く」「見る」「ふれる」といった本にかかわる様々な体験コーナーの実施 

〈読み聞かせ〉 

・東北女子大学読み聞かせサークル 

・青森中央学院大学留学生 

・本とあそぼう！全国訪問おはなし隊  

〈科学の本を楽しもう〉 

       ・実験ショー：県立青森南高等学校 教諭 神 孝幸 

       ・工作：日本宇宙少年団みさわ分団 副団長 名久井 正廣 

〈その他〉 

       ・県立図書館の探検(見学) 

      ・点字絵本、しかけ絵本の展示 

      ・キャラバンカーでの読書（本とあそぼう！全国訪問おはなし隊） 

［成果と課題］ 

研修会やブックスタート事業において、子どもの読書活動啓発小冊子をテキストとして活用すること

が定着しつつあり、小冊子提供数は年々増えている。また、さらなる充実と活用の促進をめざし、対象

を小学校低学年まで広げた絵本リスト掲載と内容の検討を行っており、平成 25年 7月発行の予定とな

っている。さらに、地区別読書活動推進研修・交流会、県民大会においても多数の参加者があったこと

から、子どもの読書活動の大切さと、子どもの読書活動推進のための環境整備に家庭や地域で取り組む

ことの必要性を伝える目的は概ね達成できた。 

今後の課題としては、親子ふれあい読書アドバイザーをはじめ、読書活動推進に取り組む多くのボラ

ンティアのニーズに応えるとともに、スキルアップを図る内容の研修会を実施する必要がある。 

 

図書館サービス強化支援事業 
［事業の趣旨］ 

 小学校及び市町村の図書館の必要性と機能の充実について、理解と関心の普及啓発を図るとともに、

取組の核となる人材を養成し、県が市町村に対して効果的な図書館運営手法を伝えることを目的として、

市町村独自の取組を促す事業である。 

［事業内容及び結果］ 

(1) 小学校図書館機能強化支援事業 

 ア 小学校図書館機能強化モデル事業 

 県立図書館職員を講師に、モデル校3校での学校図書館の環境整備等に関する指導・作業を実施

した。 

地区 学校名 実施回数 指導・作業の内容 

西北 五所川原市立三輪小学校 ６回 

データ管理のための入力 

背ラベルの整備(作成、貼り替え) 

配架・本棚作成研修 

本棚の設置、巡回本の提供 等 

上北 十和田市立南小学校 ７回 データ管理のための入力 

三八 
10/16 

(火) 

八戸ポータル

ミュージアム 

はっち 

午前 「親子ふれあい読書アドバイザー研修」 23名 

36名 
午後 

講演「ブックトークについて」 

講師：妻神昭子(青森県立図書館 司書)  

交流「みんなでブックレビュー」 

36名 

   参 加 者 合 計 
 
198名 
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背ラベルの整備、館内装飾 

本棚の設置、巡回本の提供 

下北 むつ市立第二田名部小学校 ６回 

データ管理のための入力 

背ラベルの整備、館内装飾 

図書館のレイアウト 

巡回本の提供 

 イ 学校図書館支援研修 

 学校図書館の「読書センター」及び「学習・情報センター」としての機能強化を図るための基本

的内容の研修と会場校の課題克服をめざした研修を県内6地区で実施した。 

地

区 
開催日 場所 研修概要 

参加 

者数 

東
青 

11/13 

(火) 
蓬田町立蓬田小学校 

図書館に関する基本的な研修 
ブックコートカバーのかけ方他 

9名 

11/26 

(月) 
今別町立今別小学校 

図書館に関する基本的な研修 
本がよみがえる修理の方法 他 

9名 

西
北 

8/8 

(水) 
五所川原市立嘉瀬小学校 

図書館に関する基本的な研修 
本がよみがえる修理の方法 他 

8名 

8/31 

(金) 
五所川原市立五所川原小学校 

図書館に関する基本的な研修 
ブックコートカバーのかけ方他 

25名 

10/10 

(水) 
五所川原市立三輪小学校 

図書館に関する基本的な研修 
ブックコートカバーのかけ方他 

12名 

9/21 

(金) 
深浦町立修道小学校 

図書館に関する基本的な研修 
ブックコートカバーのかけ方他 

18名 

中
南 

7/27 

(金) 
弘前市立三和小学校 

図書館に関する基本的な研修 
本がよみがえる修理の方法 他 

4名 

8/20 

(月) 
弘前市立小沢小学校 

図書館に関する基本的な研修 
本がよみがえる修理の方法 他 

16名 

上
北 

7/26 

(木) 
横浜町立横浜小学校 

図書館に関する基本的な研修 
子どもが集まるおはなし会のプログラム他 

11名 

9/14 

(金) 
十和田市立南小学校 

図書館に関する基本的な研修 
読書のアニマシオンとは 他 

28名 

下
北 

8/22 

(水) 
むつ市立大畑小学校 

図書館に関する基本的な研修 
ブックコートカバーのかけ方他 

9名 

10/11 

(木) 
むつ市立第二田名部小学校 

図書館に関する基本的な研修 
子どもが集まるおはなし会のコツ 

20名 

三
八 

9/10 

(月) 
八戸市立八戸小学校 

図書館に関する基本的な研修 
館内装飾のアドバイス 

23名 

9/18 

(火) 
八戸市立西園小学校 

図書館に関する基本的な研修 
館内装飾のアドバイス 他 

22名 

 計 214名 

ウ 学校図書館活性化フォーラム 

 「学校図書館」についての理解と関心の普及啓発をはかるとともに、家庭・学校・地域の連携

による学校図書館支援の機運を高めるためのフォーラムを実施した。 

 ○開催日：11/17(土) 

 ○場 所：県総合社会教育センター 

 ○参加人数：午前の部80名、午後の部61名 

   ○内容等：基調講演「子どもが生き生きする学校図書館づくり」 

 講師 児童文学評論家 赤木かん子  

              実践報告 

          青森県立図書館  主幹 渡辺 歩  

         パネルディスカッション 

〈コーディネーター〉五所川原市立三輪小学校 校長 山谷文孝  

〈パネリスト〉平内町立小湊小学校 教諭 藤本裕子  
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八戸市立根城中学校 学校支援コーディネーター 成田千晴 

県立青森高等学校 教諭 工藤知明 

エ 学校図書館マニュアル 

 学校図書館の整備に関する普及・啓発を図るため、図書館に関する専門的な知識や技術等を「学

校図書館活性化マニュアル」にまとめて小・中・県立学校等へ配布した。 

   ○部 数：700部 

   ○配付先：小学校、中学校、県立学校、市町村立図書館、各市町村教育委員会他 

(2) 公民館図書室等機能強化支援事業 

 ア 公民館図書室機能強化モデル事業 

 公民館図書室等の図書館機能の強化を図るため、図書館未設置市町村である黒石市及び南部町の

施設をモデルとして、図書館の環境整備等に関する指導・作業を実施した。 

図書室名 
実施

回数 
指導・支援内容 

スポカルイン黒石図書コーナー ２回 机の配置、本棚の設置、配架、全体的な環境整備 他 

南部町立福地公民館 ２回 図書館開館準備に向けたアドバイス 他 

イ 公民館図書室機能強化支援研修 

 公民館図書室等の図書館機能の強化をめざし、図書担当職員、読み聞かせ活動者、図書館支援ボ

ランティア等を対象とした研修会を実施した。 

開催日 会場 内  容 
参加 

人数 

1/9 

(水) 
県総合社会教育センター 

図書館向け本棚の製作 
17名 

3/5 

(火) 
南部町立福地公民館 

蔵書のデータ化について 

ブックコートカバーのかけ方 

図書の廃棄について 

20名 

3/16 

(土) 
スポカルイン黒石図書コーナー 

図書館を支援するボランティア 

子どもの読書活動の影響、効果について 
24名 

［成果と課題］ 

小学校や公民館図書室を会場とした研修会の実施により、図書館(室)の必要性とその機能についての

基礎的な内容を伝え、さらにそれぞれの図書館(室)が抱える課題やニーズにこたえる研修を実施した。

また、研修を通じて取組の核となる人材を発掘・育成するとともに、研修等の内容をまとめた「学校図

書館活性化マニュアル」の作成配付により、広く啓発を図ることができた。これらにより、図書館活性

化及び機能充実についての理解と関心の普及啓発を図るという目的は概ね達成できた。 

 今後の課題としては、学校図書館及び公民館図書室の機能強化に向けた取組の継続とさらなる充実を

図るため、県立図書館・市町村立図書館、学校、地域(ボランティア等)の連携による取組を促す必要が

ある。 

 
スクラム体験推進事業 
［事業の趣旨］ 

 子どもたちの社会性や生きる力を育む体験活動を創出することを目的として、子どもの体験活動に専

門性を持つＮＰＯ、社会貢献活動を実施している企業、行政が連携して、体験活動に係る環境整備をす

る事業である。 
［事業内容及び結果］ 

(1) あおもり体験活動推進会議の形成 

ア あおもり体験活動推進会議の開催 

  今年度の事業計画や体験活動の創出について協議した。 

  ○回数：3回 

イ 子どもの体験活動を創出・拡大するためのセミナーの開催  

 企業及びＮＰＯ等との連携・協力による子どもの体験活動機会の拡充と創出を図るため、企業及

び団体等と行政及び青少年団体等を対象にセミナーを開催した。 

   ○開催日：11/30(金) 
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   ○場所：県総合社会教育センター 

   ○参加人数：56名(32団体) 

   ○内容：スクラム体験推進事業の紹介 

       企業や団体が応援できる活動プログラムの紹介 

       講演「子どもたちに体験活動を～自然体験活動を中心にして～」 

         講師 青森大学大学院教授(あおもり体験活動推進会議会長)藤田 均 

ウ 報告書による事業成果の周知 

  平成24年度スクラム体験推進事業報告書を200部作成し、市町村教育委員会等に配布した。 

(2) 体験活動プログラム普及事業の実施 

 子どもたちの社会性や生きる力を育む体験活動プログラムの普及を図るため、あおもり体験活

動推進会議会員がモデル的な体験活動を実施した。 

  ○実施数：8回  

  ○参加人数：216名(子ども160名、地域の指導者等56名) 

開催日 実施先 参加人数 内容及び講師を務めた会員 

7/25  

(水) 

むつ市教育委員会 

「脇野沢地域子ども教室」 
18 名 

自然観察とホタルの話、ストロー笛づくり 

ウオッチング青森 

7/27 

(金) 

蓬田村教育委員会 

「子ども会リーダー研修会」 
25 名 

放射線教室   エネルギー出前教室 

日本原燃(株)  東北電力(株)青森支店 

8/3 

(金) 

弘前市立高杉公民館 

「夏休み子どもわくわく教室」 
64 名 

浮沈子づくりとサイエンスショー 

NPO 法人テイクオフみさわ 

8/11 

(土) 

五戸町教育委員会 

「子どもあそびの広場」 
28 名 

カヌー体験及びクッブ、スラッグライン等 

小川原湖自然楽校 

8/18 

(土) 

階上町教育委員会 

「わんぱく王国」 
32 名 

ペットボトルロケットづくり 

原燃テクノロジーセンター 

8/20 

(月) 

佐井村教育委員会 

「放課後子ども教室」 
14 名 

ドラミングきつつき等科学工作 

科学であそび隊 

9/22 

(土) 

中泊町教育委員会 

「通学合宿」 
18 名 

大沢内溜池公園周辺の自然観察 

NPO 法人白神自然学校一ッ森校 

9/29 

(土) 

弘前市立東部公民館 

「東部公民館子ども講座」 
17 名 

りんごの剪定枝を使った創作 

NPO法人北のまほろばＧＴ支援ネットワーク 

［成果と課題］ 

体験活動プログラム普及事業は予定の 6回より多い8回実施することができ、9会員それぞれが持つ

専門性を生かしたプログラムを実施し、子どもたちの体験活動を創出につながった。また、子どもの体

験活動を拡げるためのセミナーには３２のＮＰＯ、企業、団体及び行政が参加した。 

今後は、ＮＰＯ及び企業等の連携を推進するために、市町村、ＮＰＯ及び企業等をコーディネートす

る必要がある。 

 

いじめ根絶キャンペーン推進事業 
［事業の目的及び概要］ 

 すべての学校・家庭・地域社会において、子どもの人権に関わる理解と認識を深めることを目的とし
て、いじめ根絶等に向けた県民レベルの具体的な取組を一層強化するとともに、いじめ根絶等に向けた

県民に対するキャンペーン等を幅広く展開する事業である。 

［事業内容及び結果］ 

(1) いじめ根絶キャンペーンＣＭ原作コンクール 

中学生、高校生からいじめ根絶テレビＣＭの原作を募集した。 

 ○募集期間： 5/7(月)～6/29(金) 

 ○応募数：579点(中学校533点、高等学校46点) 

 ※参考 平成20年からの応募状況 

年度 
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

学校数 作品数 学校数 作品数 学校数 作品数 学校数 作品数 学校数 作品数 

中学校 5 41 18 214 15 230 22 517 24 533 
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高 校 8 46 17 96 5 22 5 22 13 46 

合 計 13 87 35 310 20 252 27 539 37 579 

ウ いじめ根絶キャンペーンCM原作コンクール審査会  

  応募作品の中から優秀作品(中学生４本、高校生４本)を選定し、顕彰した。 

○開催日：7/10(火) 

○受賞作品一覧 

 

 

受  賞  者 
作 品 名 

学 校 名 団体名・氏名 

中
学
校 

十和田市立三本木中学校 ２年  瀨川 早紀 あなたの一歩で 

青森市立戸山中学校 ２年  蝦名 美織 
いじめで人はつながらない

優しさで人はつながる 

五所川原市立五所川原 

第三中学校 

美術部 B 

（代表 １年 成田 舞妃） 
内履き 

おいらせ町立百石中学校 ３年  金田 香 言葉の雨 

高
等
学
校 

八戸工業大学第一高等学校 
放送部C 

（代表 ２年 長谷部 名菜） 
心の声 

青森県立五戸高等学校 
美術・紫式部愛好会Ａ 

（代表 １年 沢内 舞櫻） 
いじめってなあに？ 

青森県立五戸高等学校 
美術・紫式部愛好会C 

（代表 ２年 佐川 梨子） 

いじめをなくそうとすると最

終的にこうなる 

青森県立三沢商業高等学校 ３年  松橋 あかり なくそう、いじめ。 

(2) 「いじめ根絶キャンペーン」テレビCM制作・放送業務委託企画審査会 

 県内民放３社が各々優秀賞８本から選んだ２本を原案としたいじめ根絶ＣＭの企画を提案し、審査

によりＣＭ原案１点を選定 

○開催日：8/27(月)  

○企画名：心の声（八戸工業大学第一高等学校放送部C） 

○テレビ局：青森放送株式会社 

(3) 「いじめ根絶キャンペーン」テレビCM放送 

ア 放送   

○県放送分：４６回 10/15(月)～28(日)までの２週間集中放送 

○ＲＡＢ独自提案分：２０回  県放送分と同じ期間に放送 

イ ＣＭ放送に併せた独自の取組 

○放送業者ＨＰへのバナー広告(10/15～11/30) 

○自社番組内でのＣＭ等の紹介(1回) 

○天気予報コーナーでのキャンペーンの紹介(６回) 
［成果と課題］ 

 いじめ根絶に向けたテレビＣＭの原作を考えることで、中学生、高校生がいじめについて考える機会

を創出した。また、原作をもとにしたいじめ根絶を訴えるテレビＣＭを放送することで、いじめ根絶に

向けた県民意識の高揚につなげることができた。今後は、中学校・高等学校への周知を図るなど、引き

続きいじめ根絶に向けた啓発を続けるとともに、保護者等のいじめ根絶への意識を一層高めるための取

組を行う必要がある。 
 
障害者青年学級開設 
［事業目的及び概要］ 

 特別支援学校卒業後の障害のある青年たちの自立と社会参加を支援し、社会性の向上をめざすことを

目的として、社会性や生活技術・知識を身に付けたり、仲間づくりを行うための集団学習や趣味の講座

やレクリエーションなどで他の卒業生や在校生、学校のある地域の人たちなどと交流するなど、学習や

交流機会を提供する事業である。 
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［事業内容及び結果］ 

 ○開設場所：県内特別支援学校(15校) 

 ○対  象：障害のある青年 

学級名 時期 場所 回数 
参加 

人数 
内容 

視覚障害

青年学級 

6～ 

10月 

県立盲学校 3回 20名 開級式、運動会参加、東青地区合同研修

会「歩行体験、飲食体験」、県盲祭参加、

閉級式 

5～ 

10月 

八戸盲学校 5回 73名 開級式、芸術教室(合唱、鑑賞)、学習発

表会参観・参加、閉級式 

病虚弱青

年学級 

6～ 

12月 

青森若葉養護学

校 

4回 41名 開級式、運動会参加、親睦旅行、若葉祭

参加、卒業生のつどい、閉級式 

6～ 

1月 

浪岡養護学校 13回 82名 開級式、運動会参加、ＤＶＤ鑑賞会、Ｐ

ＴＡ研修会「障害児の思春期と性」、成人

を祝う会、しらかば学級クラス会、音楽

鑑賞教室、講演、三味線演奏とお話、浪

養祭見学及び作品出品、お菓子作り教室、

閉級式 

肢体不自

由青年学

級 

5～ 

10月 

弘前第二養護学

校 

5回 58名 運動会参加、合同ねぶた運行、同窓会、

ふれあいコンサート、学習発表会鑑賞・

出演、ミニバザー参加 

5～ 

11月 

八戸第一養護学

校 

3回 84名 開級式、レクリエーション、成人を祝う

会・夏を楽しむ会、カラオケ会 

6～ 

11月 

青森第一高等養

護学校 

4回 97名 運動会参加、納涼祭参加、障害者スポー

ツ体験、給食体験、めいせい祭参加、閉

級式 

知的障害

青年学級 

6～ 

1月 

青森第二養護学

校 

5回 198名 開級式、野外活動、学校祭参加、ボウリ

ング教室、会報発行、閉級式 

5～ 

11月 

弘前第一養護学

校 

4回 93名 開講式、運動会参加、総会、親睦会、親

睦旅行、学習発表会鑑賞、閉講式 

6～ 

10月 

八戸第二養護学

校 

2回 334名 卒業生の集い（情報交換、レクリエーシ

ョン、昼食会）、卒業生と在校生との交流

会（成人を祝う会、レクリエーション、

情報交換、高校生ボランティアとの交流、

昼食会） 

7～ 

12月 

森田養護学校 3回 77名 開級式、サッカー体験、バス遠足、森養

祭参加(文化活動見学、作品展示、地域と

の交流)、閉級式 

6～ 

10月 

黒石養護学校 3回 123名 開級式、映画鑑賞、屋内スポーツを楽し

もう（フライングディスク、情報交換）、

親睦旅行（施設の利用の仕方や公共の場

でのマナーを学ぶ）、閉級式 

6～ 

10月 

むつ養護学校 3回 111名 運動会参加、卒業生のつどい（スポーツ

レクリエーション、昼食会）、ふれあいボ

ウリング大会（卒業生・本校職員との交

流） 

6～ 

10月 

七戸養護学校 3回 158名 同窓会総会、成人を祝う会、バス旅行（公

共の場での活動やマナーを学ぶ） 

6～ 

10月 

青森第二高等養

護学校 

4回 240名 レクリエーション（ボウリング）、昼食会、

学校祭参加（情報交換、校内見学、よさ

こい参加）、地域ブロック活動（レクリエ
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ーション、研修会、親睦会、情報交換）、

同窓会（活動報告等、研修及びレク） 

合計 64回 1,789名  

［成果と課題］ 

 「日頃外出の機会が少なくなりがちな学級生が仲間や在校生とともにいろんな行事を楽しんだ」「大

変有意義な時を過ごすことができた」「卒業生や保護者が集まり近況報告や情報交換をしたりと交流を

深めることができた」「卒業生ではない地域の視覚に障害のある方や地域のボランティアの方の参加等

もあり、地域住民との交流の機会となった」という声が聞かれるなど、社会性習得や自立に向けた学習

をしたり、交流を深めることができた。今後も関係機関と連絡を密にし、障害のある青年たちが興味を

持ち意欲的に参加できるような活動を取り入れるなど内容の工夫が必要である。 
 
総合社会教育センター 
高校生スキルアッププログラム推進事業 
［事業目的及び概要］ 

 高校生の知識や経験の幅を広げるとともに、社会の変化に柔軟に対応し逞しく生きるための様々なス

キルの向上を図ることを目的として、学校外における学修への積極的な取組を推進する事業である。 
［事業内容及び結果］ 

(1) 高校生スキルアッププログラムの運営 

(2) 担当教員研修の実施 

 「キャリア教育研修会」の開催(高大連携キャリアサポート推進事業と共催) 

  ○開催日：12/12(水) 

  ○会 場：県総合社会教育センター 

  ○対 象：高校生スキルアッププログラム担当教員 

  ○参加人数：29校31名 

  ○内 容：講  演 「大学卒業後の就職とキャリア教育」 

             弘前大学学生就職支援センター 副センター長 准教授 小磯重隆 

       事例発表 高校生スキルアッププログラム推進事業 

             青森県立六戸高等学校  教諭   柴崎剛吉 

                         実習講師 岩城淳子 

            高大連携キャリアサポート推進事業 

             青森県立八戸西高等学校 教諭   雫石 仁 

       個別相談 

(3) 評価サービス 

平成24年度参加学校・参加生徒数・認定証交付者数  

地区 学校数 参加生徒数 認定証交付者数  

東青 6校 880名 名  

西北 3校 49名 名  

中南 3校 86名 名  

上北 3校 27名 4名  

下北 2校 334名 1名  

三八 8校 1077名 2名  

合計 25校 2,453名 7名  

［成果と課題］ 

 高校生を対象にボランティア講習会を実施したところ、学校外学修として学んだ技術を生かした社会

参加活動に励む生徒が増加した。講習会でスキルを学ぶことは、社会参加活動への参加、円滑なコミュ

ニケーションといった点で大きな効果があった。 

 今後は、より多くの高校生が学校外の学修に参加できるよう学習情報収集・提供を続けるとともに、

講習会において高校生のスキルの向上を図る。 
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高大連携キャリアサポート推進事業 
［事業目的及び概要］ 

 高校生の主体性や意欲を引き出すとともに、チャレンジする心を育むことを目的として、ナナメの関

係である大学生によるワークショップを計画的に実施する事業である。 
［事業内容及び結果］ 

(1) ワークショップ「キャリサポ」の実施 

 ア 実施高等学校数   19校 

 イ 参加高校生数  2,738名 

 ウ 延べ参加大学生数 791名 

№ 月日 実施校 対象高校生 参加大学生 
1  6/ 9(土) 三沢高校 1学年(6クラス240名) 64名 

2  6/16(土) 青森北高校 3学年(3クラス 90名) 32名 

3  6/30(土) 黒石高校 1学年(5クラス200名) 53名 

4  8/28(火) 八戸西高校 1学年(6クラス240名) 61名 

5  8/30(木) 青森中央高校 1学年(6クラス240名) 63名 

6  9/ 1(土) 青森西高校 1学年(6クラス240名) 65名 

7  9/ 4(火) 弘前中央高校 1学年(6クラス240名) 60名 

8  9/ 6(木) 五戸高校 1学年(2クラス70名) 28名 

9  9/ 6(木) 弘前実業高校藤崎校舎 2学年(1クラス39名) 17名 

10  9/ 8(土) 木造高校深浦校舎 1･2学年(2クラス66名) 23名 

11  9/10(月) 田名部高校 1学年(5クラス200名) 54名 

12  9/11(火) 田名部高校大畑校舎 1学年(1クラス40名) 24名 

13  9/13(木) 大湊高校 2学年(5クラス197名) 51名 

14  9/15(土) 黒石商業高校 1学年(4クラス160名) 45名 

15 11/10(土) 中里高校 2学年(2クラス42名) 16名 

16 11/17(土) 三戸高校 2学年(3クラス83名) 26名 

17  1/12(土) 七戸高校 2学年(2クラス80名) 25名 

18  3/ 7(木) むつ工業高校 1学年(5クラス175名) 51名 

19  3/ 8(金) 大間高校 2学年(3クラス96名) 33名 

(2) キャリア形成の支援 

ア 実施校担当者連絡会議(5/23) 

イ 大学生会議(5/13,9/29,3/21) 

ウ 高大関係者意見交換会(11/14) 

エ 実施校担当者等研修会(12/12) 

オ 大学生対象研修会の開催 

   基本研修(計12回) 延べ受講者数220名 

   マイスター研修(計2回) 受講者数23名 

［成果と課題］ 

 多くの大学生からの働きかけにより、高校生の意欲を引き出すワークショップ「キャリサポ」を計画

的、組織的かつ持続的に実施するための仕組みを安定的に維持することができた。また、ワークショッ

プ実施後のアンケートにおいては、多くの高校生・教員から好評を得ることができた。 

 今後は、さらにキャリア形成の支援を推進するために、高校におけるワークショップをより効果的に

するための活用策の確立、参加大学生の安定的確保、ワークショッププログラムの充実などに取り組む

必要がある。 

 
未来の青森県を担う若人育成講座 
［事業目的及び概要］ 

 青少年が自らの思いを社会の中で実現させる行動力を身につけることを目的として、学校や地域活動

でリーダー的な役割を担っている中高校生を対象に、自主性やリーダーの資質を高める講座を開催する

事業である。 
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［事業内容及び結果］ 

 ○対象地域：中南・西北地域 交流地域 東青・下北地域 

第1講座 【6/9(土)～10(日)黒石市勤労青少年ホーム】自分や仲間のよさを知る講座  

       講義「魅力ある集団とは」 講師：八戸大学副学長・教授 丹羽浩正 

演習「カプラによる人づくり」 講師：金澤正博 

演習「自分たちのよさを生かして企画を立てよう」 等 

第2講座 【6/30(土)スポカルイン黒石】グループ運営方法を学ぶ講座 

       講義・演習 「コミュニケーション力を知る」 

講師：弘前大学学生就職支援センター 副センター長・准教授 小磯重隆 

第3講座 【7/14(土)～15(日)黒石市勤労青少年ホーム】地域の活動を体験し、企画を立てる講座 

       地域活動体験 ①特別非営利活動法人 くろいし・ふるさと・りんご村(黒石市) 

②特別非営利活動法人 こどもコミュニティぴーぷる(弘前市) 

              ③チバファーム(弘前市) 

              ④ジンレリア・農園＆工房(平川市) 

              ⑤黒石やきそば応援団ブラスト(黒石市) 

講義「地域・人の魅力～まずは一歩踏み出そう」 講師：渋谷拓弥 

演習「自分たちのよさを生かして企画を立てよう」等 

第4講座 【8/4(土)津軽こみせ音蔵こみせん】団体企画事業実施 

       実践『みんなが考えた「こみせを訪れる人が喜ぶ企画」を実践しよう！』 

第5講座 【9/8(土)黒石市産業会館】それぞれが住んでいる地域での実践を企画する講座 

       演習「実践のまとめ，発表の仕方」 

演習「身近な実践」を考えよう 

第6講座 【10/6(土)黒石市勤労青少年ホーム】実践結果発表会 

       演習『自分が考えた「身近な実践」の結果を発表しよう！』 

第7講座 【12/15(土)～16日(日) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ】隣接地域との交流 

       講義・演習「人間関係づくりの体験プログラム」 

       実践発表「今年度受講生による実践活動発表」 

       演習「キンボール」講師 スポルト青い森グループ 管理部長 嶋中大 

       演習「カプラによる人づくり」講師 金澤正博 

 ○対象地域の申込人数：29名(黒石市内中・高校，大鰐町内中学校) 

○交流地域の申込人数：25名(平内町内中学校，むつ市内高校，青森市内中・高校) 

［成果と課題］ 

「人間関係づくりの体験プログラム」（第７講座）等では、受講生にコミュニケーション能力の向上

を実感させることができた。また、講座内容に地域の大人と青少年が関わる機会を設けたことで、地域

の思いや良さにも気づかせることができた。講座での体験活動をもとに自分たちの思いを企画に生かし

実践したことで、受講生たちはやりがいを感じ、自主性が発揮される場面が多く見られた。今年度は会

場に近い地域からの受講生がほとんどだったため、開催場所等を工夫し、より広い地域における中・高

校生の交流を図りたい。 

 
県立図書館 
図書館てくてくツアー 
［事業目的及び概要］ 

 読書活動の推進と図書館の利用促進を図ることを目的として、図書館の機能や利用の仕方を知っても

らうとともに、親子で図書館を身近に感じ、読書の大切さの理解を深めるための事業である。 
［事業内容及び結果］ 

 図書館の利用案内、郷土や図書館に関する解説を聞きながら館内を巡ることにより、図書館の機能や

利用の仕方を知ってもらい、理解を深めてもらう。 

 ○開催日：4/28(土)  

 ○場所：県立図書館・近代文学館 

 ○参加者数：13名 
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［成果と課題］ 

第 54回「こどもの読書週間」行事として、図書館の施設や館内設備の解説、また一般利用者が入る

ことができない図書館の裏側を巡ることによって、図書館をより身近なものと感じてもらうとともに、

近代文学館や郷土作家のことも知ってもらうことができた。 

 
子どもの読書活動推進のための図書セット貸出事業 
［事業目的及び概要］ 

 子どもの読書活動の環境づくりを進めることを目的とし、市町村立図書館等に対して図書セットを貸

出しし、学校等に配本する事業である。 
［事業内容及び結果］ 

図書セットの内容 利用対象 
前期 後期 

配本先 配本冊数 配本先 配本冊数 

１ 小学校 

低学年 57 2,840 57 2,960 

中学年 59 3,080 58 3,200 

高学年 58 2,860 58 2,980 

２ 中学校 中学校 8 640 8 640 

３ 読み聞かせ絵

本、児童書等 
保育所等 56 3,630 56 3,870 

４ 大型絵本 
読み聞かせ 

活動者 
62 755 56 685 

５ テーマ別 

図書セット 

小・中学校 

特別支援学校 

１学期 ２学期 ３学期 

配本先 
配本 

冊数 
配本先 

配本 

冊数 
配本先 

配本 

冊数 

5 322 12 724 5 252 

［成果と課題］ 

 市町村立図書館だけでなく、図書館未設置市町村においても利用され、各学校等において有効に活用

されている。 

 セットの搬送は当館が直接実施しており、効率的な搬送手段について見直しが必要である。 

 
梵珠少年自然の家 
在学少年宿泊指導者研修 
［事業目的及び概要］ 

 少年自然の家での宿泊学習や自然教室等を利用団体が効果的に行うことを目的として、活動プログラ

ムの内容や、施設・設備の利用の仕方等について研修するとともに、利用する際の日課表を作成する事

業である。 
［事業内容及び結果］ 

 ○開催日：4/23(月)～24(火) 

 ○対象：平成24年度利用予定団体及び今後利用を考えている団体の引率者 

 ○参加人数：109名 

 ○内容：講義 宿泊体験学習における効果的な自然の家の利用 

     実技体験 創作・野外・室内の各活動プログラム 

     説明 施設利用に当たっての留意点他 

     演習・実践 日課表の作成 

［成果と課題］ 

今年度は講義の中で安全管理により多くの時間を配分するとともに、創作及び野外の実技体験の時間

を増やした。また、参加者があらかじめ日課表を作成してくることにより、演習・実践における話し合

いも円滑に進めることができた。その後利用した団体へのアンケートによれば、この事業に参加したす

べての団体が自然の家の利用が目的達成に役立ったと回答していることからも、事業の目的は達成され
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たと考えている。 

 
梵珠少年自然の家主催事業 
［事業目的及び概要］ 

 参加者相互のふれあいを深めながら、自然について学ぶとともに、自然に親しむ態度や豊かな心を育

てることを目的として、自然の中で多様な体験活動を行う事業である。 
［事業内容及び結果］ 

(1) 親子のつどい 

活動名 開催日 対象 
参加 

人数 
内容 

①春・いーっぱい 5/13(日) 

小・中学校の児童

生徒とその保護者 

52名 
ネイチャーゲーム、自然観察、

山菜料理 

②虫の世界をのぞ

いてみよう 

9/2(日) 
73名 

昆虫の採集と観察 

③秋・みーつけた 9/30(日) 
56名 

ネイチャーゲーム、自然観察、

手打ちうどんづくり 

④梵珠わくわく体

験ランド 

10/21(日) 
40名 

野外活動体験、創作活動体験 

⑤門松をつくろう 12/22(土)・

23(日) 
192名 

本格門松づくり 

⑥冬にとびだそう 2/2(土)～ 

3(日) 
49名 

スノーシュー体験、そり遊び、

雪灯籠づくり、野外炊事 

(2) 子どものつどい 

活動名 開催日 対象 
参加 

人数 
内容 

①アウトドアライ

フ2012inサマー 

8/7(火)～ 

11(土) 
小学校 5年生から

中学校 3年生まで

の児童生徒 

50名 

いかだづくり・いかだ遊び、登

山、野外ゲーム、野外炊事、テ

ント泊、キャンプファイヤー 

②アウトドアライ

フ2013inウィンタ

ー 

1/11(金)～ 

13(日) 29名 

野外基地づくり、そり遊び、ス

ノーシューハイキング、雪中

泊、キャンプファイヤー 

［成果と課題］ 

参加者同士のふれあいを深める活動や、自然体験の各分野に造詣の深い講師を招くなどして多様な体

験活動を企画・実施した。どの事業も参加者の満足度はきわめて高く、昨年度に引き続きリピーターと

して参加する親子、児童生徒も複数いた。参加者同士交流できたことの楽しさや親子のふれあいの深ま

り、自然とのふれあいに感動した様子などを述べた感想が数多く寄せられたことから、充実した体験活

動を実施することができたものと考えている。 

 
自然体験活動支援事業 
［事業目的及び概要］ 

 自然体験活動の促進を図ることを目的として、身近な自然環境を活用して子どもたちが効果的に体験

活動ができるよう、少年自然の家の職員が指導、助言などの支援を行う。また、指導者としての基礎的

な技能の習得を目的とし、青少年向けの自然体験活動を効果的に行うための野外活動プログラムの実技

体験や救急法等について研修する事業である。 
［事業内容及び結果］ 

活動名 開催日 対象 参加人数 内容 

①レッツエンジョ

イ！自然大好きっず 

4～5月、 

10～3月 

小学校、中

学校、特別

支援学校、

ＰＴＡ、青

少年団体等 

24団体 

1,020名 

 

 

棒パンづくり、アイスクリームづく

り、焼いもづくり、草笛、ネイチャ

ーゲーム、イニシアティブゲーム、

イグルーづくり、雪灯籠づくり、火

起こし体験、チャカポコけん玉、フ
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ォトフレーム、森からのプレゼント

など 

②自然体験活動指導

者養成講座 

5/19(土) 

～20(日) 

青少年教

育、自然体

験活動に興

味のある方 

15名 講義：自然体験活動指導の基礎 

実習：ネイチャーゲーム、キャンド

ルサービス、アドベンチャービンゴ、

ネイチャークラフト、心肺蘇生法及

びAEDの取り扱い 

［成果と課題］ 

職員が直接出向いて支援する「レッツエンジョイ！自然大好きっず」では、団体のニーズに応じ、草

笛やネイチャーゲームなどの野外活動、森からのプレゼントなどの自然物を使った創作活動、アイスク

リームづくりなどの雪を使った活動など、多様な自然体験活動の場を提供することができた。 

「自然体験活動指導者養成講座」では、内容に対する参加者の満足度は高いが、事後アンケートによ

ると、何らかの団体に所属している参加者は、学習した内容を生かした活動をしているのに対し、それ

以外の参加者は指導機会を持つことができていないことが分かった。施設ボランティアなど、受講者の

活用について検討する必要がある。 

 
種差少年自然の家 
在学少年宿泊指導者研修 
［事業目的及び概要］ 

 種差少年自然の家を利用する小・中学校の引率教員を対象に、自然体験・生活体験を通して児童・生

徒の「生きる力」をはぐくむために必要な知識・技能の習得を目的として、研修する事業である。 
［事業内容及び結果］ 

 ○開催日：4/23(月)～24(火) 

 ○対象：平成24年度利用小・中学校及び特別支援学校の引率教員 

 ○内容：活動計画の立案、活動プログラムの実習、プログラムの相談、施設等の利用方法 
［成果と課題］ 

限られた時間の中で参加者は講義や説明・震災等の災害時の安全対策の確認・実習・打合せ等に意欲

的に臨み、自らが活動や生活体験をすることで、宿泊学習の引率者として必要な知識や技能を学ぶこと

ができた。また、今年度夜間の火災を想定した避難訓練を実施した。その結果、避難指示、消防への通

報、施設職員との連携等の確認ができたことで引率時の不安解消につながった。宿泊学習当日の雷、豪

雨等の天候の急変にも職員と引率者との連携で大きな混乱や事故等がなく、この研修が生かされたと感

じる。よって、目的は概ね達成することができた。 
 今後も安全対応の訓練や事前指導を徹底し、緊急対応力の資質向上に努めたい。 
 
自然と遊ぼう 
［事業目的及び概要］ 

 小・中学生が家族や仲間とのふれあいを深めながら、心豊かでたくましい子どもに育てることを目的

として、自然体験活動や創作活動等さまざまな活動を体験する機会を提供する事業である。 

［事業内容及び結果］ 

活動名 開催日 参加 

人数 

内  容 

たねさしワールド 

「春のハイキング」 5/13(日) 107名 
春の自然を楽しもう 

(種差海岸ハイキング、海鳥観察等) 

たねさしワールド 

「エンジョイ！ 

海遊び」 

①7/14(土) 129名 海で思いっきり遊ぼう 

(いかだ、サンドクラフト、磯遊び等) ②7/15(日) 130名 

たねさしワールド 

「親子の絆」 9/22(土)～ 

23(日) 
80名 

親子で泊まって楽しもう 

～館内泊・テント泊から選択～ 

(ツリーイング、親子麺づくり、ナイトハイク) 
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たねさしワールド 

「秋を感じて」 10/21(日) 116名 
秋の自然を楽しもう 

(自然に親しむゲーム、創作活動等) 

たねさしワールド 

「つくって新発見」 12/ 2(日) 130名 
つくって楽しもう 

(ミニ門松、ミニしめ飾りづくり等) 

たねさしワールド 

「エンジョイ！ 

雪遊び」 

① 2/ 2(土) 128名 雪で思いっきり遊ぼう 

(スノーチューブすべり、そり遊び、スノークラ

フト等) ② 2/ 3(日) 132名 

たねさしワールド 

「こども大作戦」 

① 2/23(土)～ 

24(日) 
45名 

こどもだけで泊まって楽しもう 

(仲間づくり、ツリーイング、夜の冒険等) ② 3/ 2(土)～ 

3(日) 
50名 

［成果と課題］ 

 多くの参加者が親子や友達同士のかかわりを深めながら、自然の中での活動を存分に楽しむ様子が見 
られた。また、アンケート結果から参加者の満足度も極めて高い評価を得ることができ、心豊かでたく 
ましい子どもの育成に貢献できたと感じている。 
事業内容が認知され、定員を超える希望者が殺到している。多くの参加者を受け入れることができる

よう、内容や持ち方を工夫しながら事業を充実させていきたい。 

 
こどもの祭典 
［事業目的及び概要］ 

 小・中学生が仲間とのふれあいを深めながら、心豊かでたくましい子どもに育てることを目的として、

野外でのキャンプ活動を体験する機会を提供する事業である。 
［事業内容及び結果］ 

活動名 開催日 参加人数 内  容 

おいでよ！ 

サマーキャンプ 

8/6(月)～9(木) 56名 ・テントでの宿泊体験 

・野外炊事 

・ナイトハイク 

・海での活動(いかだ、磯遊び等) 

わくわくどきどき 

ウィンター 

キャンプ 

12/25(火)～ 

27(木) 

35名 ・冬の野外テントでの宿泊体験 

・野外での遊び(竹スキー、そり遊び) 

・冬の自然体験 

・森での活動 等 

［成果と課題］ 

夏のキャンプは地域の特性を活かした磯遊び、いかだ遊びやキャンプ体験等の自然体験を仲間と交流

しながらたっぷりと楽しんだ。冬のキャンプは、季節の特性を活かした森の探検、アニマルトラッキン

グなど冬の自然をたっぷりと楽しんだ。人の温かさや朝日や星空など自然の美しさに感動する場面も見

られ、心豊かでたくましいこどもを育むという目的を達成することができたと感じる。 
 今後も活動内容を工夫して、さらに魅力あるキャンプ活動の実施を目指したい。 

 
自然体験活動支援事業 
［事業目的及び概要］ 

 学校や身近な野外活動場所で子どもたちに自然体験活動の場を提供することを目的として、種差少年

自然の家職員が現地に出向いて自然体験活動の実地指導を行う事業である。また、自然体験活動の指導

者の資質向上を図ることを目的とし、小中学校及び関係機関等の指導職員を対象に研修を行う事業であ

る。 
［事業内容及び結果］ 

活動名 開催日 利用団体数 
･参加人数 内  容 

自然体験活動 

出前講座 

4･5月及び 

10月～3月 

81団体 

 6,500名 

せんべい焼き、どんぐりアート、動物マグ

ネット、フライパンピザ、凧づくり等 
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自然体験活動 

研修会 
6/16(土)～17(日) 33名 

講義：種差の春の昆虫 
実習：アドベンチャーゲームやキャンピン

グ、野外炊事、創作活動、海辺の活動、

いかだ活動、水難救助訓練 など 
［成果と課題］ 

 自然体験活動出前講座の利用について広く認知され、利用団体が年々増加し、対応できず断ることも

あったが、児童館、仲よしクラブ等の多くの団体に自然体験活動の場を提供できた。自然体験活動研修

会は、教員や大学生、当施設ボランティアの会員と多様な参加者に対し、野外体験活動に関する知識や

技能の幅を広げることができた。特に、海に転落するこどもの救助訓練の実施で、緊急時の引率者、施

設職員との連携のあり方、救命物品の整備、情報伝達方法の確認など安全対策について実践的に学ぶこ

とができた。今後は、広報活動等の改善を図り、自然体験活動研修会の参加者が増えるよう工夫をした

い。 
 
 

 


