
１０月１０日（水）、大仙市中学生サミットによる「本

でつながるプロジェクト」が実施されました。

この活動は、市内各中学校生徒会の代表から構成される

中学生サミットが、「自分たちにできること」を自ら考え、

自ら実践する取組の一つで、昨年度から大曲中学校が支援

・交流活動を続けている東日本大震災で被災した岩手県大

船渡市立赤崎中学校に、市内１１中学校で募った図書を贈

呈しようと準備を進めてきました。

各学校で集められた図書３１２冊にメッセージを添え、

神岡小学校の児童が作成してくれた「しおり」も一緒に、

各中学校の代表者が直接赤崎中学校に届けて来ました。早

速箱を開け、図書を手にした赤崎中学校の生徒が、「これ読みたかった」などと言いながらペー

ジをめくる姿が見られるなど、届けた生徒たちも感慨一入のようでした。

また、このプロジェクトでは、「震災当時の状況及び避難所での中学生の働き」という内容の

講話のほか、中学生サミットの活動を紹介するなどの交流活動も行われました。

この取組を契機に学校間あるいは地域間の交流の輪が一層広がることを期待しております。

【９月のあゆみから】
◎９月２５日（火）社団法人大曲青年会議所創立４０周年記念事業「OMOIYARI音楽会 おもいやりはみんなを幸せ

にする魔法♪」開催…大仙市、仙北市、美郷町内の小学校６年生（会場：大曲市民会館大ホール）

（大仙市は全２１校から児童及び教職員約７００名が参加）

内容 第１部 「おもいやりってなんだろう？」というテーマのレクチャー

第２部 藤田恵美さん（元ルクプル）と一緒に歌と音楽で思いやりを学ぶ音楽会

※中仙小の６年生はステージで歌に合わせて手話を披露しました。

◎９月２７日（木）「市民平和の集い」で非核平和レポーター広島研修発表（会場：大曲市民会館大ホール）

発表者：三浦 樹さん（大曲中２年）、田中李沙さん（大曲中１年）、粟津凱斗さん（大曲中１年）

進藤 南さん（西仙北中３年）、田口咲月さん（西仙北中３年）、進藤愛可さん（西仙北中３年）

（参加者）市内各中学校生徒会の代表２名…計２２名
中学生サミット事務局校の担当教諭４名
市教育委員会職員２名

（講話）赤崎地区公民館にて
講師：田代節男 氏（赤崎地区公民館副運営委員長）
内容：震災当時の状況及び避難所での中学生の働き

（図書贈呈）赤崎中学校仮設校舎にて
図書３１２冊及び各中学校からのメッセージの贈呈
中学生サミットの活動紹介等交流活動

大仙市教育指導課

平成２４年度 №５

平成２４年１２月２０日発行

図書の贈呈 感動の瞬間

大仙市中学生サミット 「本でつながるプロジェクト」
大船渡市立赤崎中学校へ（３１２冊＆しおり）届けました

早速箱を開きページをめくる赤崎中生

１０月１５日（月）から１７日（水）までの３日間、糸満市教育委
員会の「学びの体験事業」が実施され、本市教育委員会はその際の交
流活動を「はいさい・めんそーれ 沖縄・大仙子ども交流事業」で支
援させていただきました。

「学びの体験事業」は、糸満市内の小学校１０校から５、６年生２０名
（各校から２名ずつ）と中学校６校から１、２年生１６名（各校から
２～４名）に、小学校教員６名、中学校教員４名、教育委員会職員３
名が、本市の小・中学校で授業を体験するという事業です。

受け入れ校の花館小学校、仙北中学校では、歓迎や送別の集会以外は
通常の教育課程を実施し、２日目の放課後に仙北地域の餅の館で「餅つき

交流会」を行いました。
これまでの県外からの学校視察は、議会議員、

教育委員、教育行政職員及び教員等であり、こ
の度、初めて体験学習という形で児童生徒の交
流が実現しました。児童生徒が直接交流し相互
理解を深める好機であり、開かれた学校づくり、
コミュニケーション能力の育成を重点とする市
教育委員会の施策の象徴的な出来事と捉えてお
ります。

糸満市の児童生徒は、「温かく迎えてくれた」
「すごく楽しい時間を過ごした」「授業は真剣で
休み時間は一生懸命遊び、けじめがある」「手を
挙げて発表する人が多い」「全員合唱７０分立ち
っぱなしで頑張っていた」「挨拶が上手で礼儀正
しい」などの感想を寄せてくれています。花館小
学校の児童、仙北中学校の生徒にとっても沖縄の
皆さんから学ばせていただいたことは多かったよ

うで、双方に実り多き３日間となりました。
後日糸満市から届けられたまとめに、「糸満市の子どもたちは秋田の

文化や生活に触れ、秋田のいいところを素直に受け入れ自分のものと
して消化していく姿勢が見られた。沖縄県のこれまで形成されてきた
万国津梁の民として世界に活躍できる素地があることを発見できた。」
という一節がありました。受け入れ両校の普段どおりの学校生活から、
沖縄の皆さんが御自身のよさを再発見していただけたことは何よりで
した。両校の受け入れについて、充実した教育活動が営まれている中
に温かい空気が流れていたとの感想もいただいており、受け入れ両校
にはあらためて感謝申し上げます。〔※万国津梁（ばんこくしんりょう）
＝世界の架け橋〕

なお、仙北中学校の生徒がこの交流から感じたことをしたためた文章
の数編が、「秋田魁新報読者の声」に掲載され、糸満市の皆さんから様々なことを学ぶことがで
きたことの喜びを伝えてくれました。子どもたち一人一人の交流が末永く続いてくれるといいで
すね。

大曲中が３年連続で最優秀賞！（１２月１５日 於：さいたまスーパーアリーナ）

第４０回マーチングバンド・カラーガード全国大会（日本マーチングバンド・バトントワーリング協

会主催）マーチングバンド大編成の部で、大曲中学校が３年連続の金賞・最優秀賞を受賞しました。今

回のテーマは「琉球絵巻」。また、ＨＭＢ花館小学校マーチングバンドは大編成の部で、協和中学校は小

編成の部でそれぞれ銀賞に輝きました。３校のすばらしい活躍に盛大な拍手を！

〔栗林市長と三浦教育長に喜びの報告：石井校長、鈴木教諭、佐藤部長ほか６名の生徒〕

はいさい・めんそーれ 沖縄・大仙子ども交流事業
こんにちは よ う こ そ

糸満市教育委員会「学びの体験事業」の受け入れ

歓迎集会で一人一人から名刺を

もらう糸満市の小学生

（花館小学校）

所属のクラスで自己紹介する糸

満市の中学生（仙北中学校）

糸満市に帰る朝、旧池田氏

庭園を見学。栗拾いに興ず

る小学生（上）と灯籠の説

明を受ける中学生（下）

餅の館で餅つきの体験…どっこ

いしょ

つきたての餅をみんなでいただ

きまーす



今年度も、野田公俊（のだまさとし）教授（千葉大学大学院医学研究院副医

学研究院長、日本細菌学会前理事長）が、本市の子どもたちのために講演をし

てくださいました。

講演会は、１１月６日（火）の午前に南外小学校の

５、６年生（５０名）、午後は協和小学校の６年生（５２

名）、翌１１月７日（水）午前に中仙中学校の３年生

（５０名）を対象に行われ、子どもたちは、自分たちの身近にこんなに

も多くの微生物がいること、微生物は自分たちの生活に欠かせないもの

であること、人体に害を及ぼす微生物の特性や対処法など数多くのこと

を学ぶことができました。

子どもたちの感想文の中には、「これまで細

菌というとマイナスイメージしかなかったけ

ど、私たちの役に立つ細菌もたくさんあって、

これから上手につきあっていきたい」という

内容もありました。短い時間ではありました

が、子どもたちの心にずっと残る貴重な時間に

なりました。

本市では、昨年度から「コロンブスの卵わくわくサイエンス事業」

で、中学生を首都圏の大学や総合研究所等へ派遣しておりますが、野田先生の格別の計らいによ

り千葉大学医学部への派遣が実現しております。今年度も１２月２５、２６日に中学生６名を派

遣する予定です。

小・中連携による環境教育に

取り組んでいる大曲南地区（取

組３年目）と大曲西地区（取組

１年目）の各小・中学校が、午

前中はそれぞれ大曲南中学校、

大曲西中学校を会場に各校の取

組の成果などを発表しました。

また、午後からは大曲市民会

館において両地区合同で講演会

が行われました。

講演会では、生物フォトジャ

ーナリストで環境問題に取り組んでいる秋田県出身の藤原幸一氏を講師

に迎え、「地球の声がきこえる」と題して、衝撃的な映像とともに環境

保全が喫緊の課題であることを教えていただきました。

子どもたちは、南極やガラパゴス諸島など「美しいところ」というイ

メージをもっていた場所が、人間の捨てたゴミであふれ、そこに生息す

る貴重な生物が死に追いやられているという現実に、大きな衝撃を受け

ていました。本地区の児童生徒は、身近な地域の環境学習に積極的に取

り組んでいますが、世界に目を向けた講演を聴き、自分たちの想像でき

大曲南地区・大曲西地区環境教育オープンスクール
南地区…藤木小学校、角間川小学校、大曲南中学校

西地区…内小友小学校、大川西根小学校、大曲西中学校
平成２４年１１月２２日（木）

野 田 公 俊 先生 講演会

「ミクロの世界からのメッセージ」

《各校の環境教育研究課題》
【小学校共通課題】

未来をみつめ地域とともに進める環境教育の研究
【藤木小学校】

発見したふるさとのよさを生かしながら、授業を中心にＥＳＤに迫る
【角間川小学校】

「米づくり」からふるさとの環境を考えるⅡ
【内小友小学校】

ホタルの里で「食と生き物」からふるさとの環境を考える
【大川西根小学校】

地域人材を生かし「食・水・生物」からふるさとの環境を考える

【中学校共通課題】
自然と子どもの心を未来につなぐ環境教育の地域連携についての研究

【大曲南中学校】
「エネルギー」「国際理解」「食」を土台にした環境教育から迫る「ＥＳＤ」

【大曲西中学校】
農園活動の取組を通して環境を考える

講師：野田公俊 教授

問いを発する子どもたち…南外

小学校での様子

何を聞こうかな…協和小学校で

の様子

先生攻撃にメモを取って生徒防
．． ．．

衛…中仙中学校での様子

大曲南中学校で行われた出前授

業の実験の様子

ない現象が起こっているということを目の当たりに

し、これからは地球規模で環境を考えていかなけれ

ばならないということを実感したことと思います。

子どもたちの感想文の中には、現状を知るだけでは

なく自分たちに何ができるのかを考え、行動を起こ

さなければならないというような頼もしい文章もあ

りました。積極的に質問が出された上に、感想発表

の内容のすばらしさには、講師も驚いていました。

本地区の環境教育の取組は着実に実を結んでおり、

昨年度の大曲南中学校の「環境大臣賞」受賞は、連

携による取組成果の現れとして、各方面から高く評

価していただいております。今後、一層の充実と広

がりが期待されます。

こころのプロジェクト「夢の教室」音楽バージョン「夢の教室」音楽バージョン 開催

～ チェリスト羽川真介さんによる音楽教室 ～
１２月６日（木） １２月７日（金）

中仙小学校 横堀小学校・高梨小学校 南外小学校 神岡小学校
10:40～11:40 14:00～15:00 10:40～11:40 14:00～15:00

５年41名、６年33名 横堀小…５年28名、６年18名 ４年16名、５年32名、 ５年48名
高梨小…５年32名、６年37名 ６年18名

中仙ドンパル 横堀小学校ホール 南外小学校ホール 神岡小学校音楽室

今年で３年目となる、チェリスト羽川真介氏（東京芸
術大学講師）による「夢の教室」が開催され、羽川先生
が小学校５校の子どもたちに、素敵な演奏と将来に向け
て夢が膨らむお話を聴かせてくださいました。

空気を伝わって直接響いてくるチェロとピアノの音色
に、子どもたちはうっとりと聴き入り、夢のような時間
を過ごしました。

チェロの難曲と言われるホッパー作曲の「ハンガリア狂
詞曲」や、ご自身が録音に関わったという映画「おくりび

と」のテーマ曲など本物の素晴らしさを披露する一方で、チェロという
楽器や演奏旅行でのエピソードなどをユーモアたっぷりにお話してくだ
さいました。「秋田は本当に素晴らしいところ。君たちが将来大きくな
ったら、『自分はこんなことができるようになったよ』と故郷にその姿
を見せに来てほしい。是非自分のよさを秋田に還元してほしい。」と熱
いエールをいただきました。

秋田駅から大曲駅に向かう途中の新幹線が風の

影響で１時間ほど遅れたり、東京へお帰りになる

途中の新幹線も震度５強の三陸沖地震で数時間足

止めになるなど、アクシデント続きでしたが、本市の子どもたちのため

に、どうか来年もよろしくお願いいたします。

それぞれのテーマに基づく

発表の様子（上：内小友小

学校、下：大川西根小学校）

講師：藤原幸一氏（上）、講

師に児童代表が感謝の言葉

と花束贈呈（下）

【講師のプロフィール】
羽川 真介（はがわ しんすけ）：秋田県秋田市出身 第７回大仙市大曲新人音楽祭コンクー
ル奨励賞受賞。1994年東京芸術大学入学。1998年東京芸術大学卒業と共に東京芸術大学大学
院入学。練馬新人演奏会にて優秀賞受賞、東京ニューシティー管弦楽団と共演。芸大定期「室
内楽」出演。東京ゾリステンのヨーロッパ公演に出演。2002年4月より芸大フィルハーモニ
アにおいて首席奏者を務める。2001年-2003年国立音楽大学非常勤講師。2001年-2006年東京
芸術大学ピアノ科非常勤講師。これまでに雨田光弘、北本秀樹、河野文昭の各氏に師事。
現在東京芸術大学管弦楽部非常勤講師。東京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、山
形交響楽団などに客演首席奏者として招かれている。2008年10月ふるさと秋田市のアトリオ
ンで「チェロリサイタル」公演、2010年9月アトリオンで「チェロリサイタルver２」公演、
2011年12月アトリオンで「アトリオン・カルテット」公演、好評を博す。

実際にチェロに触れる感動

（中仙小学校）

講師の演奏にうっとり

（横堀小学校、高梨小学校）

講師：羽川真介氏

講師のお話に聴き入る（上：

南外小学校、下：神岡小学校）
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