
こころのプロジェクト 小学生「夢の教室」 開催
～ 画家小山内愛美氏による図工教室 ～

７月３日（水） ７月１０日（水）
中仙小学校 豊岡小学校 四ツ屋小学校 花館小学校

9:30 ～ 11:20 13:40 ～ 15:30 9:25 ～ 11:20 13:15 ～ 14:40
５年生 ３９名 ５、６年生 ２９名 ５年生 ２７名 ５年生 ６９名

男鹿市在住の画家小山内愛美氏による「夢の教室」図工バージョンが開催されました。前半は
トークの時間、後半は工作活動の時間として実施しました。トークの時間には、小山内先生が「①
生い立ち、②画家になるまで、③画家の仕事について」の三つの視点からお話をしてくださいま
した。

ご自身が幼少の頃に描いた作品から現在の作品まで、数多くの作品を子どもたちに見せながら
のお話には、「うわぁ～！」という歓声や「お～」というどよめき、「ほぉ～」という感嘆の声が
あちらこちらからあがりました。また、秋田にやって来た頃の先生のお話には、子どもたちも真
剣な眼差しで聴き入っていました。最後に子どもたちからの様々な質問にも丁寧に答えていただ
き、講師の先生と子どもたちとの距離もぐっと縮まりました。

後半の工作活動は、学校ごとに次の内容で行いました。進めていくうちに構想が変わっていく
子どもや、作業の仕方に工夫が出てくる子どもなど、一人一人の潜在能力の高さを感じました。
どの作品も世界にたった一つのオリジナル作品に仕上がりました。

■中仙小学校

「夏の夜も楽しめる！ランプシェード作り」

粘土に適度な水分を含ませながらこね上

げ、中にろうそくを置けるくらいのスペー

スを確保して形にしていきます。

板状にして組み立てたり、
ひも状にして重ねたり、色
々なやり方でチャレンジ。

小山内講師の説明に熱心に聴き入って、
やり方を学んでいます。

■豊岡小学校

「世界に一つだけのオリジナルエコバッグ作り★」

無地のバッグにポスターカラーで絵を描き、

オリジナルのエコバッグに仕上げます。直接布

に絵を描くのではなく、厚紙をくり抜いて上か

ら色を塗り絵に仕上げるやり方に挑戦です。
「どう切り抜いたらいいのかなぁ…」悩め
る児童に小山内講師がアドバイス僕は直接法に挑戦！！

■四ツ屋小学校

「風鈴絵付け体験！」

無地のガラス風鈴にポスターカラーで絵を描

き、オリジナル風鈴に仕上げます。ポスターカラ

ーに含ませる水の微妙な加減で、同じ色でも異な

る雰囲気に。
直接指で色を塗る方法も…

花火とスイカのデザインが目立ちます。でも
出来上がりは全く別物です。

大仙市教育指導課

平成２５年度 №２

平成２５年８月８日発行

任期満了に伴い、後藤眞暎教育委員長職務代理

者、佐々木フミ子委員がご退任となり、平成２５

年７月１日付けで、伊藤良氏、竹原まゆみ氏が新

たに教育委員に任命されました。また、同日、教

育委員長に引き続き物部長仁氏、教育委員長職務

代理者に鈴木直樹氏が選任されました。物部教育

委員長はじめ各委員の皆様には、本市学校教育の

一層の充実・発展のため、あらためてご指導をよ

ろしくお願いいたします。

なお、６月３０日をもって任期満了によりご退

任された後藤眞暎様並びに佐々木フミ子様には、

それぞれ２期８年間の長きにわたり本市教育委員

会教育委員をお務めいただきました。

お二人には、大仙市が誕生した草創期から教育

行政の土台づくりと充実にご尽力いただきまし

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、よろしくお願い申し上げます。
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【講師のプロフィール】
小山内 愛美（おさない めぐみ）：秋田県生まれ兵庫県育ち。現在男鹿

市在住。秋田市、大仙市にて絵画教室うさぎの芽を開講。2004年 ～
2005年「WE LOVE トンボ絵画コンクール」にて環境大臣賞２年連続受
賞。2007年秋田県美術展日本画部門奨励賞・入選、以後2010年まで毎
年入選。2009年03月秋田公立美術工芸短期大学修了制作学長賞。2011
年11月第55回秋田美術作家協会展彩画堂賞。

■花館小学校

「これで暑い夏を乗り切ろう！団扇作りに挑戦」

ＰＴＡの授業として、親子で協力してのオリ

ジナル団扇作りです。

墨で下絵を描くので、とても日本的な情緒あ

ふれる団扇が期待できます。
お母さんもできるだけ見守ります。“近くにいると、つい
口が…”と、遠くで見ているお母さん方が多いようです。墨だと一層気持ちが引き締まるようです。下

絵をもとに真剣に描いています。

今後のこころのプロジェクト
「夢の教室」の予定

◎音楽家（羽川真介氏）によ
る芸術鑑賞等
１１月６日（水）、７日（木）

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

高橋紀博先生ライブコンサート＆トーク
～ 情熱の国から熱いメッセージをふるさとへ ～

去る６月６日（木）に、本市南外出身の世界的フラメンコギタリストの高橋
紀博氏によるライブコンサート＆トークが、南外中学校体育館で行われました。

コンサートには全校生徒に加えて、高橋氏の外小友中
学校時代の同級生や地域の方々も詰めかけました。
高橋氏は、中学時代に体育の先生が学校で演奏した「禁

じられた遊び」を聴いてギターに魅力を感じ、大曲高校
時代にフラメンコギターの奏者を志したそうです。日本
大学理工学部建築学科を卒業し、建設会社に就職したものの、ギターをあきらめ
られず、「人は二つの道は歩めない」と、1986年にはスペインに留学してギターを
学んだことなどが語られ、進路や生き方を考える生徒にとっては大変参考となる
お話も聞くことができました。

この度の、高橋氏の特別のお計らいに深く感謝申し上げます。

高橋氏の演奏に聴き入る生徒
や地域の方々

高橋氏と全校生徒の記念
撮影



本年度も、野田公俊教授（日本細菌学会前理事長、千葉大学大学院医学研究
の だ まさとし

院副医学研究院長〔病原分子制御学〕）による出張講演会が開催されました。ご

承知のとおり、野田先生は、一昨年から本市の小・中学校で講演会を開催して

くださっており、本市の「コロンブスの卵わくわくサイエンス事業」の中学生

首都圏大学・総合研究所派遣でも、千葉大学医学部の皆さんとともに本市の中

学生の研修を受け入れてくださっております。本年度は８月１日に７名

の中学生がお世話になっております。

本市での講演会は、７月４日（木）に大曲小学校（５、６年生２７０

名）と清水小学校（５、６年生５２名）、７月５日（金）に南外中学校（全

校生徒６２名）と中仙中学校（３年生６１名）で行われました。

野田先生は、細菌学という小・中学生にとってはかなり難しい内容を、

イラストやクイズを交えて分かりやすく説明してくださいました。野田

先生十八番（おはこ）の、「Ｏ－１５７の細菌を殺すには、Ｏ－１５７を

逆に読んで『７５℃で１分加熱でＯＫ』」という説明には、会場から「オ

ーッ」という歓声と拍手が起こりました。ま

た、「１ミクロンのＯ－１５７を１ｍとすると、

１８０㎝の人間はどれくらいの大きさになる

か」という質問に、ある小学生が「１８００

㎞です」と即座に答える場面があり、これに

は野田先生も驚いておられました。

生徒による司会で講演会が運営された中学校では、質問コーナーで

１０人もの生徒が次々に質問していました。

野田先生はこれまでに、全国各地で３００回以上の講演会を実施し

ておられ、小・中・高校生対象の講演会が多いということです。生徒

からの「全国で講演会を始めたきっかけは何ですか。」との質問に対

して「研究室で高度な研究をしても、その成果等が一般社会、特に子

どもたちにはほとんど理解されていないことにショックを受けた。

このままではいけないと危機感を感じ、講演会を始めた」と答えら

れた野田先生の言葉が印象的でした。

このシンポジウムは、地球温暖化が進む中、動植物たち

と一緒に暮らす私たち人間として自然と共生するための方

策を探り、環境にやさしいまちづくりを推進することをね

らいに開催され、市内の小・中学生３５６名をはじめ、自

然保護、エコ活動団体代表ら計約８００名が参加しました。

栗林市長の挨拶に続いて、循環型社会形成推進キャラク

ター入賞者とＮＯレジ袋推進標語入賞者の表彰を行い、山階鳥類研究所の尾崎清明副所長が「鳥

類の生息と自然環境」と題して基調講演を行いました。

尾崎氏は、冒頭「大仙市大曲は鳥のファーブルと言われた仁部富之助がいた地であり、この大

曲に来て鳥の話が出来ることに感銘している」と述べ、主に日本の野鳥の危機的な生態の状況に

ついて映像を交えながら説明され、「鳥は環境の変化に敏感だ。絶滅の危機を招いているのは人

間であり、 いつまでも鳥と仲良くするために身近なできることから改善しよう」と訴えました。

野 田 公 俊 先生 講演会

「ミクロの世界からのメッセージ」

講師：野田公俊教授

南外中学校での講演の様子（上）、中
仙中学校での講演の様子（下）

大曲小学校での講演の様子（上）、
清水小学校での講演の様子（下）

「環境にやさしいまちづくりシンポジウム」
７月４日（木） 大曲市民会館

大仙市・財団法人自治総合センター主催（市民部環境交通安全課主管）

山階鳥類研究所の尾崎清明副所長による講演会
の様子

続いて大曲西中学校の生徒１６名が「環境にやさしい農園活動」

と題して、雑草シートを使った野菜づくりや古タイヤを活用した

ゴボウや長イモの栽培などを寸劇で紹介しました。同校は、昨年

度から内小友小学校、大川西根小学校と共に、環境教育に関する

取組を活用した調査研究（文部科学省研究指定）に取り組んでお

り、その一端である学校支援地域本

部事業の協力の下に進めている環境

にやさしい農園活動を紹介しました。

また、「もう一度みつめてみよう、ごみのこと」と題してパネル

ディスカッションも行われ、パネリストである大曲南中学校の渡

部政仁教諭が、同校の「ＥＳＤ（持続発展教育）」に力を入れて取

り組んでいる環境教育の実際と生徒の変容を紹介しました。同校

は平成２２年度から環境教育に取り組んでおり、平成２３年度か

らは藤木小学校、角間川小学校と共に実践を深めてきました。

こうした大曲南中学校区と大曲西中学校区の環境教育への取組が評価され、今年１１月２９日

（金）には、「第４５回全国小中学校環境教育研究大会秋田大会」が大曲南中学校、大曲市民会

館を会場に開催される予定です。

なお、シンポジウムにおいて、「循環型社会形成推進キャラクター」と「ＮＯレジ袋推進標語」

に応募した中から、次のとおり表彰されております。（小・中学生の部を紹介します。）

【循環型社会形成推進キャラクター】▽最優秀賞＝藤山唯さん（花館小５年）「しげんくん」

▽優秀賞＝高川桜羅さん（豊川小６年）、小山田有希さん（協和中２年）

【ＮＯレジ袋推進標語】▽最優秀賞＝高橋凛さん（藤木小３年）「マイバッグ使って広がるえーこ
Ｅ ｃ ｏ

ころ」▽優秀賞＝藤原美希さん（仙北中３年）、佐川莉人さん（仙北中２年）

昨年度から実施している本研修は、今年度１２回の開催を予定しており、

７月末までに４回行われました。実施状況は、次のとおりで、毎日の指導

にすぐに生かせる内容が取り上げられています。

研修の感想には、「小学校で行われる実験

を中心に、発展的な活動も取り扱ってくださ

った。実験の意味や工夫についてもご指導い

ただき、参加者が理科の楽しさを十分味わう

ことができた研修だった。」とか、「『ムラサ

キキャベツを使った液性を調べる実験』、『ペ

ットボトルをへこます実験』では、参加者か

ら歓声があがり、本当にくわしく研修ができ、

あっという間の１時間半だった。」などが寄せられています。

８月以降の計画は、次のとおりとなっています。参加を予定されている方、楽しみにしていて

ください。

平成２５年度コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

観察・実験授業スキルアップ出前研修実施状況

大曲西中学校の生徒による「環境にや
さしい農園活動」紹介の寸劇

大曲南中学校の渡部政仁教諭（右）ら
によるパネルディスカッションの様子

講師：千田文和 先生

①東大曲小学校（６月３日）１９名参加
内容：電磁誘導、発電、電流による発熱、

ものづくり（リニアモーターカー）
②神岡小学校（６月２８日）１９名参加

内容：水溶液の性質とはたらき
③西仙北小学校（７月３日）１７名参加

内容：植物の成長と発芽、太陽と月
④豊川小学校（７月２３日）１７名参加

内容：月・星の観察、もののとけ方

東大曲小学校で行われた出前研修の様子（上、下）

期 日 会 場 内容（予定）
８月 ２日 大曲西中 身近な材料で発電機の作成
８月１２日 仙北中 凸レンズによる像、細胞分裂の観察
９月２５日 南外小 ふりこのきまり

１０月２１日 豊成中 力学的エネルギー、エネルギー保存等
１１月 ６日 南外中 季節による昼と夜の長さの変化
１２月 ６日 横堀小 電気をつくる実験、発電のしくみ

１月１０日 太田東小 物の性質を調べよう「物のあたたまり方」
１月２８日 四ツ屋小 「水のすがたとゆくえ」、水と水蒸気


