
西仙北小学校 開校式
「ふくらむ夢 かがやく未来へ」
平成２４年７月１４日（土）午後２時から、本

市において本年度開校した４校のうち最後の開校

式が、西仙北小学校（髙橋勇治校長、

３５３名）で行われました。

本校は、西仙北地域の刈和野小学校、

土川小学校、大沢郷小学校、双葉小学

校の４校が統合し、刈和野小学校の校舎を利用して開校しました。

栗林次美市長が、式辞後、新校旗を髙橋校長に授与し、校長から

児童代表の鈴木遥菜さんと金子雄輝さん（共に６年生）に手渡され

ました。校旗に刺繍された校章は、坂本憲信氏（秋田公立美術工芸

短期大学准教授＝大仙市刈和野出身）が作成してくださいました。

続いて、髙橋校長が「４校の歴史と伝統を受け継ぎ、『こころ つなぎ みち ひらく』の校

訓を胸に、夢に向かってあきらめず道を切り開くたくましさを身に付け、夢をふくらませる学校

にしていこう」と挨拶し、全校児童が保護者や教職員も巻き込んだ呼びかけ形式で「目標に向か

ってチャレンジし、みんなで心をつないで最後までやり抜き、笑顔あふれる日本一の西仙北小学

校を目指します」と誓いました。最後に、児童が来賓、保護者、職員の各方向に向きを変えて「エ

ール」を合唱し、新校歌（児童が応募したフレーズからなる歌詞、天野正道氏（刈和野小学校校

歌作曲者）による作曲）を声高らかに斉唱しました。

平成２４年７月１日付けで、教育委員長に物部長

仁氏、教育委員長職務代理者に後藤眞暎氏が任命さ

れ、併せて、教育委員任期満了の富樫佳典氏が再任

され、新しく教育委員に鈴木直樹氏が任命されまし

た。本市学校教育の一層の充実・発展のため、物部

新教育委員長はじめ、各教育委員の皆様には、引き

続きご指導をよろしくお願いいたします。

なお、同年６月３０日をもって任期満了を迎えご

退任された信田健前教育委員長には、約７年３か月

の長きにわたり本市教育委員会教育委員長をお務め

いただきました。市町村合併前の西仙北町では平成

５年１０月から教育委員を、平成８年１０月から教

育委員長を歴任されており、通算で約１９年間、教

育行政の先頭に立ってその振興と充実に尽力されま

した。これまでのご功績に、心より感謝申し上げま

すとともに、今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしく

お願いいたします。

大仙市教育指導課
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平成２４年８月２８日発行

手渡された校旗を披露する金子雄輝

さん（左）と鈴木遥菜さん（右）

体育館いっぱいに声を響かせて校

歌を歌う児童

大仙市教育委員会教育委員が
次のとおり任命されました
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平成２４年８月２、３日（木、

金）に、標記事業を実施しまし

た。

初日は、日本科学未来館の実

験教室で超伝導体を実際に手に

し、「マイスナー効果」や「ピ

ン止め効果」といった、普段の

生活では見ることのできない現

象を体験しました。

２日目は、理化学研究所基

幹研究所で簡易分光器作製実

習や同研究所内の脳科学総合

研究センターで錯覚の実験な

どを行いました。

派遣された科学に興味・関

心の高い生徒たちは、一つ一

つの説明や実験に積極的に臨み、驚きと感動の連続

で、あっという間の２日間となりました。大曲駅での解団式では、将来の夢が大きくふくらんだ

ことや仲間ができた喜びが語られました。一人一人の報告書が後日まとめられることになってお

ります。楽しみにお待ちください。

平成２４年８月１０、１１日（金、

土）、大曲広域交流センターにおい

て、標記大会が開催されました。

本市からは、小学校３校から６チ

ーム（１６名）、中学校５校から１１

チーム（３２名）が出場し、小学生

部門は花館小学校のビクトリーピー

ス（大坂蒼史さん、高橋悠束さん、

湯野澤弦さん＝いずれも６年生）、

中学生部門では中仙中学校チームス

カーレット（小松達輝さん、尾留川

翔平さん、足達海斗さん＝いずれも

３年生）が、９月２３日（日）に東京都で行われる全

国大会出場を決めました。中仙中学校の同チームは、

２年連続の全国大会出場権獲得です。全国大会での健

闘を期待しております。

初日、競技で使用するロボットの組立や調整の作業

には、大曲工業高校の生徒が小・中学生を補助してく

れました。小学生部門は、高さ３㎝の段差を乗り越え、

決められた場所に到達する速さを競い、中学生部門は、

段差のあるコースに引かれた黒い線をセンサーで読み

取ってロボットを走行させ、三色の空き缶を決められ

た場所に運ぶ速さを競いました。

平成２４年度コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

中学生首都圏科学博物館・総合研究所派遣 無事終了

平成２４年度ものづくり教室・競技会

ＷＲＯ Japan 2012 秋田県大会（小学生・中学生大会）

（ワールド・ロボット・オリンピアード）公認予選会 実施される

【大会の概要】
〈主催〉ＷＲＯＪapan2012秋田県実行委員会
〈共催〉大仙市教育委員会、仙北市教育委員会、

美郷町教育委員会、横手市
〈趣旨〉

・元気な秋田づくりに貢献する「未来の科学
者・技術者」を育成するために、小中高校
生に対するものづくり教育を通して「発想
力、創造力、プレゼン力」を養う。

・小中高の枠を越えた教育活動を通して、地
域が活発に交流・連携する土壌を築く。

・子どもたちの個性や可能性を伸ばし、チャ
レンジ精神豊かな人材の育成に資する。

〈その他〉
・１チーム２人から３人
・自立型ロボットのものづくり教室とＷＲＯ

（ワールド・ロボット・オリンピアード）
競技会の公認予選会です。

・チームで制作したロボットに、独自のプロ
グラムを入力して課題をクリアする技術を
競い合うコンテストです。科学技術を身近
に感じることができ、国際交流にもつなが
っていきます。

・全国大会、国際大会の予選大会です。

【事業の概要】
〈趣旨〉

・大仙市の中学生を首都圏の科学博物館や総
合研究所に派遣し、物理学、科学、工学、
生物学、医科学等の観察・実験講座への参
加や関連施設見学・体験等を通して、科学
を身近に感じ、考え、実感するとともに、
研究員等と科学に関する交流を行う。

〈派遣先〉
第１日目 日本科学未来館（東京都江東区）
第２日目 理化学研究所基幹研究所

（埼玉県和光市）
〈派遣対象〉 大仙市立中学校から１２名
〈その他〉

・冬季には、首都圏の大学等へ中学生６名を
派遣する予定。

大曲工業高校の生徒か

ら指導を受ける小学生

日本科学未来館で「超伝導」

の学習をした一行

日本科学未来館で「超伝導」

の実験をしている様子

理化学研究所で自作の分光器や設置された分光器で光を

観察している様子（左）、脳科学総合研究センターで錯

覚の実験をしている様子（右）

表彰を受ける花館小

（上）と中仙中（下）

ロボットの調整に余念

がない小学生
チーム一丸となってロボ

ットの制作（上）調整（下）



平成２４年８月７日（火）、標記研究集会が、

大仙市ＰＴＡ連合会齊藤亘会長並びに大仙市教育

委員会教育委員の御臨席を賜り、参加者約５２０

名により、右の概要のとおり開催されました。

【生徒指導主事研修会】

◇内容：生徒指導上の諸問題への対応について

学校だけでは解決が難し

い生徒指導上の課題への対

応について、関係機関との

連携の在り方等についての

理解を深めることなどをね

らいとして実施しました。研修を深めるために、市健康福祉部児童家庭課

家庭相談員の杉山眞紀子氏を講師に迎え、「みんなちがってみんないい

子供の可能性を信じて」という演題で、実例を基に具体的な講話をいただ

きました。続いて、研修成果が効果的に生かされるよう、講話の内容を参考に、持ち寄った事案

について対応方法を検討する演習を行いました。

また、全国的に大きな課題となっているいじめ問題への対応についても、「どこにでも起こり

うることとの認識に立って、早期発見、即時対応、未然防止等に務める」ことなどを再度確認し

合いました。

【算数・数学科、理科研修会】

◇内容：教科指導における実践課題及び小・中連携の在り方について

算数・数学科は、市内の小・中学校における課題について確認し、その解

決を図るための授業改善の方策を、二人の教育専門監（大阪瑞穂教諭：大曲

中学校、田村尚之教諭：西仙北中学校）の実践発表や演習・協議等によって

研修しました。大阪教諭からは、主に中学校の授業の組み立て方について、

田村教諭からは、主に小学校における学びの質を高める一方策について発表

していただきました。

理科は、理科指導における市の課題の解決のために、児童生徒が観察・

実験を通して実感を伴った理解ができる授業づくりについて研修しまし

た。千田文和先生（コロンブスの卵わくわくサイエンス事業講師）からは、

観察・実験スキルアップ出前講座で作成した実験器具等の紹介と、理科指

導における小・中連携に関する内容の講話をしていただき、教育専門監（谷

口泉子教諭：横堀小学校）からは、単元構成や授業の構成など、授業づ

くりに役立つ実践を発表していただきました。

【特別支援教育支援充実研修会】

◇内容：特別な教育的支援が必要な児童生徒に対する支援の在り方について

市内の各学校に配置されている学校生活支援員及び学級担任等関係者を対

象に、特別な支援を要する子どもに対する支援の在り方について理解を深め

ることをねらいとして実施しました。

はじめに、斎藤孝特任教授（秋田大学）から「子どもに応じた支援の在り

方」という演題で、特別支援教育の基本的な考え方などに関する講話を、続

いて、宮野勝教諭（大曲小学校）から実践発表をしていただきました。どちらも具体的で分かり

やすく、参加した教員一人一人が自分の実践にすぐに生かせる内容で、真剣に聴き入っていまし

た。その後、四つのテーマごとにワークショップ形式で協議を行い、それぞれの抱える疑問等の

【研究集会の概要】
■趣 旨

・市内教職員が一堂に会し、大仙市の学校教育の基本方
針に沿った特色ある取組や実践について研修すること
を通して、幼児児童生徒の夢を育む学校教育の推進に
資する。

■開催日時 平成２４年８月７日（火）
(1)職務別等研修会 ９時３０分～１１時３０分
(2)全体会 １３時３０分～１６時００分

■開催場所等
(1) 職務別等研修会

・生徒指導主事研修会：大曲市民会館（旧中央公民館）
・算数・数学科研修会：大曲交流センター
・理科研修会 ：大曲小学校
・特別支援教育支援充実研修会（生活支援員含む）

：大曲地域職業訓練センター
(2) 全体会：大曲市民会館大ホール

■参加対象 大仙市内幼稚園及び小・中学校全教職員
※法人立幼稚園教職員は希望参加

杉山眞紀子講師の講話に聴

き入る各校の生徒指導主事

第１２回 大仙市教職員研究集会 開催される
大仙市大曲市民会館大ホール 他

実践発表の教育専門監（右

から田村教諭、大阪教諭）

千田文和講師の実験器具紹

介（太陽と月と地球の関係）

斎藤孝講師の講話の様子

解決を図りました。

なお、本研修には秋田大学教育文化学部「まなびの総合エリア」の共

催をいただき、講師の斎藤孝特任教授をはじめ、茂木達彦特任教授、八

柳久夫特任教授、並びに県立特別支援学校の教諭等のご協力を賜り、き

め細かな研修を実施することができました。心より感謝申し上げます。

【全体会 体験発表】 ○生徒発表「被災地への支援、交流活動を通して感じたこと」

発表は、大曲中学校の菅原優太さん、三澤みなみ

さん、関根龍也さん（いずれも３年生）と、太田中

学校の髙橋七海さん、髙貝 聖さん、煤賀美亜さん

（いずれも３年生）から、それぞれの学校で昨年度

から取り組んできた活動と感じたことなどについて

紹介していただきました。

大曲中学校は大船渡市立赤崎中学校、太田中学校は大槌町立大槌中学校や同町へ、それぞれが

地域と一体となって活動を継続してきたこと、被災地を目の当たりにしたときの思い、被災地の

中学生や地域の方々と触れ合って学んだことなどが、生徒の素直な言葉で伝えられ、生徒の皆さ

んの成長を実感することができました。

○被災地派遣教員発表「被災地で教えることを通して学んだこと」

平成２３年度に塩竃市立第一小学校へ派遣された進藤孝宏教諭（神岡小学

校）から、体験発表をしていただきました。学習環境が不十分な中での被災

地の学校経営や子どもたちへの学習指導などが、様々な支援を得ながら着実

に行われていたこと、子どもたちの心のケアに関する対応の難しさ、宮城県

の志教育の取組などについて具体的に紹介していただき、多くの教員が関心

をもっていた被災地の学校の様子がよく分かりました。

【全体会 教育フォーラム】 「災害時における学校の役割」

～災害時、学校、教職員は何ができるか、そして何をすべきか～

①講話…小野永喜氏〔岩手県八幡平市立安代中学校長（前大槌中学校長）〕

小野校長からは、被災直後の地域や学校の状況を動画を交えて紹介して

いただきました。当時、報道で目にしていたとはいえ、目を疑う程の光景

が眼前に再現され、会場に大きな衝撃が走りました。リアス式海岸という

地理的条件ゆえに孤立した避難所生活、困難を極めた安否確認、遠距離通勤の教職員の心身の健

康維持、子どもたちが大人の自覚を促す目覚ましい活動をした様子、津波てんでんこの教えなど、

当たり前の日常を享受している私たち教職員の使命感に強く突き刺さってきました。

②鼎談…小野永喜氏、今井聰氏（平和中学校長）、須田綾子氏（高梨小学校長）

〈鼎談のコーディネートは千田寿彦教育指導課長が務めました〉

今井校長からは、前任校（太田中学校）で大槌中学校や大槌町への

支援・交流活動を学校経営の柱に据えた思いなどを、須田校長からは大

仙市に避難された方との交流や被災地の小学校との支援・交流活動を通

して子どもたちに教えたかったことなどを紹介していただき、小野校長

の講話と共通する内容に焦点化して鼎談が進められました。

主に、「子供の命を守ること、命の尊さを教えること」「たくましく生

き抜く力を育むこと」「学校と地域のつながりが大切であること」「被災

地の子供の心のケアはこれから３年くらいが大変になること」「被災地の人々とは物よりも心で

つながることが大切であること」などが語られました。フロアの皆さんにとっては、「もっと聞

きたい、もっと知りたい」という思いに駆られた、あっという間の鼎談だっ

たのではないでしょうか。

【全体会 教育長あいさつ】 大仙市教員委員会教育長 三浦 憲一

最後は、三浦憲一教育長が、「声をかける、目をかける、手をかける」こと

の大切さを訴えて締めくくられました。

鼎談：左から小野永喜氏、今井

聰氏、須田綾子氏、千田課長

大曲中学校（左）、太田中学校（右）の生徒発表の様子

実
践
発
表
の
宮
野

勝
教
諭

進藤孝宏教諭の発表

講話：小野永喜校長

（由利本荘市出身）

三浦教育長挨拶
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