
今年度は、市内全中学校から合計１８名を派遣し、１日目
は全員が「日本科学未来館」で、２日目はＡ千葉大学医学部
コースと、Ｂ筑波宇宙センター及び産業技術総合研究所コー
スに分かれて研修しました。

７月１日（月）の説明会において、科学を志す仲間と出会
い、それぞれが参加するコースに基づく個人研修テーマを検
討し、出発の日を迎えました。

日本科学未来館では、有名なヒュー
マノイドロボットＡＳＩＭＯの新型で
「自律型説明ロボット」の実証実験や
超伝導の実験などを体験し、世界に冠

たる日本の先端科学に触れてきました。生徒は
ＡＳＩＭＯの精巧な動きや反応に目を奪われ、
超伝導の不思議な性質に疑問の声を発し、講師
の問いかけにも元気に反応していました。

Ａコースの千葉大学医学部では、野田公俊教
授のお計らいにより、「世界の感染症の現状」
と題してのセミナーや実験観察などのほか、医
学部研究室の研究見学や付属病院の最新検査設
備なども見学させていただきました。生徒は、
ＤＮＡの電気泳動による解析や蛍光顕微鏡によ
る細胞観察などの貴重な体験と、血液などの検
体が自動的に検査されていく様子に感動してい
ました。

Ｂコースの筑波宇宙センターでは、実物大の
人工衛星や本物のロケットエンジン、国際宇宙
ステーション「きぼう」日本実験棟の実物大モ
デルなど、宇宙開発研究の実際を間近に見学し
ました。今回は、本物の宇宙飛行士訓練施設を
見学することができ、生徒は宇宙服や宇宙食に
興味津々の様子でした。

また、産業技術総合研究所サイエンススクエ
アつくばでは、様々に進化したロボットをはじ
めとする先端科学の実際を見学しました。地質
標本館では地質標本だけでなく地学全般と地球
の歴史・メカニズム、人間との関わりについて
わかりやすく展示されてありましたが、生徒は
「展示物が多く時間が足りない」と残念がって
いました。

参加した生徒は、それぞれの研修テーマに基
づいて研修報告書を作成し、教育委員会で全員
分を冊子にまとめて公表する予定です。より多くの方に研修成果をお
伝えしたいと考えております。楽しみにお待ちください。

参加生徒 （敬称略）
〈Ａコース〉

大曲中 ２年 嵯峨崇史
中仙中 ２年 木元優香
豊成中 ２年 池田さゆか
協和中 ２年 佐々木千尋
南外中 ２年 佐藤豪大
仙北中 ２年 大河絢花
太田中 ２年 倉田健矢

〈Ｂコース〉
大曲中 ２年 深田純一
大曲西中 ２年 小松彩音
大曲南中 ２年 寺田 信
平和中 ２年 安齋拓人
西仙北中 ２年 田口あみ
中仙中 ２年 高橋悠菜
豊成中 ２年 長澤潤平
南外中 １年 鈴木竜也
協和中 ２年 稲田遥子
仙北中 ２年 齋藤研太
太田中 ２年 草彅真久
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 ７月３１日（水）、８月１日（木）

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣

［ 研 修 先 ］
◆１日目

日本科学未来館（江東区）
◆２日目
〈Ａコース〉（千葉市）

千葉大学医学部
〈Ｂコース〉（つくば市）

ＪＡＸＡ宇宙航空研究開発機構
筑波宇宙センター

産業技術総合研究所
サイエンススクエアつくば
地質標本館

日本科学未来館にて：ＡＳＩＭ
Ｏ（上）、マイスナー効果の実
験中（下）

千葉大学医学部にて：野田教授
の 講 義 を 受 け て の 感 想 発 表
（上）、ＤＮＡの電気泳動実験
に取り組んでいる様子（下）

筑波宇宙センター：ＨⅡ－Ｂロケ
ットのエンジン（上）
サイエンススクエア：おしゃべり
妨害装置「スピーチジャマー」を
体験中（下）

ＷＲＯ（ワールド・ロボット・オリンピアード）Japan
２０１３秋田県大会が開催され、小学校の部には市内小
学校から３校（４チーム、１１人）、中学校の部には７
校（１０チーム、２５人、市内は６校９チーム、横手市
から１校１チーム）が参加し、全国大会出場を目指して
熱い闘いが繰り広げられました。

本大会は、自律型ロボットの「ものづくり教室」とＷ
ＲＯ（ワールド・ロボット・オリンピアード）競技会の公認予選会となって
います。チームで製作したロボットに、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、子どもたちの中に秘められた「発
想力」、「創造力」、「プレゼン力」を養うとともに、科学技術を身近に感じ、
国際交流にもつながっていくものです。
大会運営、中でもロボット製作やプログラミングなどの作業では、県立大

曲工業高等学校電気科
の生徒約１５名が、小

・中学生を補助してくれ、どのチームも安
心して競技に臨むことができました。

結果は、次のとおりで、小学校の部で大
曲小学校チーム「かぶとむし」が、９月８
日（日）東京スポーツ文化館で行われる全
国大会出場権を獲得しました。国際大会は、
１１月１５～１７日（金～日）インドネシ
アのジャカルタで開催されます。

非核平和レポーター広島研修 平成２５年７月２９～３１日（月～水）
本年度の大仙市非核平和レポーター派遣事業（市総合政策課）には、市内の中

学生６名が参加を希望し、７月６日（土）の事前学習（秋田市土崎）を経て、広
島市で研修して来ました。

主な研修先は、大和ミュージアム、原爆ドーム、広島平和記念公園内の慰霊碑
や平和記念資料館及び国立広島原爆死没者追悼平和記念館、袋町小学校平和記念
資料館、宮島、厳島神社などで、平和記念資料館では田川康介さん（８５歳）か
ら被爆体験の講話もいただきました。連日３０℃を超える
猛暑の中でしたが、全員元気で真剣に研修してきました。

本事業では、１０月３０日（水）に「市民平和の集い」（於
：大曲市民会館）の開催を予定しており、派遣された生徒が研修の成果を報告す
るとともに、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けての熱い思いを発表する予定
となっています。派遣された生徒は次のとおりです。（全員大曲中学校）

伊藤 徹さん（２年生）、山崎由樹乃さん（２年生）、阿部有羽さん（２年生）
田口萌菜美さん（１年生）、泉 好香菜さん（１年生）、小松真白さん（１年生）

原爆ドームをバックに派
遣生徒６名で記念撮影

被爆体験の講話に胸がい
っぱいになりました。

競技前に高校生の支援を
受 けて 調整中 の小 学生
（上）と、自力で調整中
の小学生（下）

チームワークで黙々と製作
やプログラミングに励む中
学生（上、下）

［ 結 果 ］
〈小学校の部〉
★１位 かぶとむし（大曲小学校６年 小松愛美さん、

西鳥羽聖也さん、小西祐太朗さん）
２位 ドッカーンズ（花館小学校）
３位 東大曲はつらつ（東大曲小学校）

〈中学校の部〉
１位 ロイヤルミルクティー（横手清陵学院中学校）
２位 ルート平和（平和中学校）
３位 コーンスープ（大曲中学校）

大曲中女子卓球部
第４３回東北中学校卓球大会 団体優勝 !

個人戦（加藤杏奈さん） 準優勝 !
去る８月３～５日に、山形県新庄市体育館及び真室川町民総合体育館で行われた

東北大会において、大曲中学校女子卓球部が、昭和４８年度以来４０年振りの快挙
を成し遂げ、第４４回全国中学校卓球大会（８月１７～２０日、岐阜市）への出場
権を獲得し、全国大会の決勝トーナメント進出を果たすなど大活躍をしてくれまし
た。また、同部は、秋田県と中国天津市との「友好協定締結に向けた協議書」に基
づき、８月７～１２日にかけて、天津市へ派遣され、天津市第二中学校を訪問した
り、同市の中学生と交流試合を行ったりして友好を深めてきております。

なお、大曲南中学校の小田嶋稚花さんも、郡総体の卓球女子個人戦での優勝に引
き続き秋田県大会でも優勝し、東北大会でも十分に実力を発揮しております。

報告に来てくれた卓球部の代
表の皆さんです



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、児童生徒の夢を育む学校教育の推進に資するこ
とをねらいとして、小・中学校の教職員及び教育関係者

約４７５名が参加して行われまし
た。来賓には、ご多用のところ、秋
田県教育庁南教育事務所仙北出張所
長（代理：藤原修悦指導主事）様、
大仙市ＰＴＡ連合会会長（齋藤 靖）
様はじめ、大仙市教育委員会教育委
員の皆様に御臨席を賜りました。
ありがとうございました。

熱心に研修に臨む会場の教

職員の様子

講師に千葉 薫氏（(有)コンピュータ・アシスト・デベロップメ
ント代表取締役）をお迎えし、「こどもとインターネット～スマート
フォンジュニア～」と題して講話をいただき、参加者は講話を基に
「子どもたちに情報モラルを身に付けさせるために学校ができるこ
と」というテーマで協議を行いました。携帯電話、ゲーム機、インターネットと子ども
たちがどのように関わっているのかという現状をしっかりと見据え、保護者を交えてき
め細かく啓発に努めることの重要性を確認し合いました。

生徒指導主事研修会 〔大曲市民会館（旧中央公民館）１階大研修室〕
情報モラル教育の在り方について（ネットトラブルの現状と課題）

千葉氏の講話に聴き入

っています

課題解決に向けて熱心

に協議を行いました

社会科指導における本市の課題に即した授業改善に向けて、児童生
徒に「身に付けさせたい力」を明確にした単元づくりと評価規準の設
定の在り方について研修を深めました。

はじめに、「小・中学校の社会科を“つなぐ”」と題して豊成中学校
の田口雅人教頭から講話をいただき、小・中学校の学習指導の円滑な接続について研修
しました。次に、小・中学校別に「単元を貫く学習問題の設定を主とした単元構想づく
り」の演習に取り組みました。中学校部会は、上田 満指導主事（仙北出張所）に指導
していただきました。本研修を生かし、ねらいと学習活動と評価規準が整合する単元に

より、より一層分かる授業が展開されることを期待しています。

社会科研修会 〔大曲交流センター ２階研修室〕
単元づくりと評価規準の設定について

小・中学校別にグルー

プで演習しました

田口教頭（豊成中）の

講話の様子

ふるさと体験学習推進事業 ８月７、８日（水、木）

西仙北小学校５年生の希望者１９名が参加して、大沢郷地域の「秋田百
笑村」での家畜飼育体験や野山のフィールドワーク、角間川地域の農家民
宿「季節の郷」や大川西根地域の農家での夏野菜収穫や郷土食づくりと宿
泊、おにぎり作りなどの体験、そして、内小友地域の「小松煙火工業」で
の花火のしくみや製造過程の研修などを通してふるさとのよさを再発見し
ました。

「秋田百笑村」では、牛や山羊などにこわごわとえさをやったり、牛の糞に鼻をつまみながら、肥料となって活
用することを実感したりしていました。
「季節の郷」では、１日に２００個も出荷するスイカ畑で汗をかいたり、

紫ジャガイモを引き抜いたりしました。そして、自分たちで収穫した野菜
を中心にして、「夏野菜カレー」
や「きゅうりたたき」「ポテトサ
ラダ」等を作り、釜で炊いたご
飯のお焦げの味に感激していま
した。

今年の「大曲の花火」で内閣総理大臣賞を受賞した「小松煙火工業」
では、社長自らの説明や全て手作りの製造過程に感動し、子どもたちの
花火を見る目が数段向上しました。

「秋田百笑村」で動物や自然とのふれあい

「季節の郷」にて自分で収穫、自分で調理

「小松煙火工業」で花火のしくみを発見

第１４回大仙市教職員研究集会 開催される
８月９日（金） 大仙市大曲市民会館大ホール ほか

教育フォーラム：テーマ「体系的な取組によるキャリア教育の充実のために」

［ 概 要 ］
◆職務別等研修会（9:30～11:30）

①生徒指導主事研修会
②社会科研修会
③特別支援教育支援充実研修会

◆全体会（13:20～16:00）
①実践発表 中仙小、協和中
②教育フォーラム

講話 県立大曲農業高校
教諭 柴田 満美子 氏

秋田清酒株式会社
海外担当マネージャー 佐々木朋子 氏

パネルディスカッション
③教育長挨拶

実践発表では、中仙小学校の菅原清三教諭から「中仙プランに基づくキャリ
ア教育の実践」、協和中学校の清水 靖教諭及び田口拓海さん（３年生）、堀江
知夏さん（３年生）から「キャリア教育の推進と職場体験活動の実践」と題し
て、それぞれ小・中学校における特色あるキャリア教育の実践を紹介していた
だきました。いずれも小・中学校間の綿密な連携による系統的な計画の有効性
が、具体的な子どもの変容の姿をもって紹介され、大変参考になりました。２
人の中学生が、職場体験を通して学んだことなどを自信をもって発表してくれ

たことは、キャリア教育の成果の証として
頼もしい限りでした。

続いて、講話とパネルディスカッション
からなる教育フォーラムを行いました。

はじめに県立大曲農業高等学校の柴田満美子教諭（進路指
導主事）が「高等学校におけるキャリア教育について」と題
して、義務教育段階のキャリア教育の取組との違いに触れな

がら、大曲農業高校の特色ある取組を紹介してくださいました。お話から、高等学校では、生徒
が自分自身の適正をきちんと見極めることに重点がおかれており、義務教育段階の取組はそのこ
とを理解して進める必要があることを教えていただきました。

次に、秋田清酒株式会社海外担当マネージャー佐々木朋子氏から「秋田から世界へ」と題して、
国際教養大学時代の様々なことにチャレンジしながら勉学に励んだ学生生活や留学の実際、海外
での生活から日本酒に関心をもったことや、秋田から世界へ発信する志をもって就職を決意した
経緯、現在担当している業務内容についてなど、体験に基づく説得力のある明快なご講話をいた
だきました。物静かな口調にも、魅力あるお話にぐいぐいと引き込まれました。

パネルディスカッションは、講話の講師（柴田氏、佐々木氏）
に、実践発表の教諭（菅原氏、清水氏）の４人のパネリストによ
り、須田教育研究所長がコーディネーターを務めて行われました。

前半は、主にキャリア教育における小・中・高の校種間連携や
系統性について議論されました。小・中学校においては学習内容
や体験活動の内容について系統性が図られているが、今後は中・
高の内容の系統性について一層の連携が必要であると共通理解さ
れたようでした。また、中学校における５日間の職場体験の有効
性も詳しく理解することもできたのではないでしょうか。

後半は、主に佐々木氏の講話に関わる内容を深めていきました。
佐々木氏からは、小・中学校の恩師が進路や考え方に影響を与え

てくれたこと、志の高い仲間と切磋琢磨したり、世界一流の人々と出会ったりしたこと、日本人
であることのアイデンティティーをしっかりもつことの大切さ、ローカルに徹しメリットを生か
すことなどを教えていただきました。

フロアーから齋藤ＰＴＡ連合会長が「ふるさと教育を大切にし、地元を愛
する人を育てることが大切」と力説され、大きな拍手が湧き起こりました。

全体会のおしまいは、三浦憲一教育長が「大仙市の各学校はその特色ある
教育実践に自信をもってほしい。キャリア教育は一人の人間を社会につなぐ
高度な学習である。今回の研修は、小・中・高と大学、企業（社会人）につ
なぐことができたことに価値がある。」と締めくくりました。

左から、コーディネーターの須田所長、パネ

リストの佐々木氏、柴田氏、清水氏、菅原氏

実践発表の様子：中仙小

学校（上）協和中学校（下）

三浦憲一教育長の締め

の挨拶

講話の様子：大曲農業高の柴田教諭（左）、

秋田清酒（株）の佐々木氏（右）

学校生活において特別な支援を要する児童生徒が在籍する学級にお
ける支援の在り方、及び市内の通級指導教室について理解を深め、
今後の支援や指導の充実を図ることをねらいとして、学級担任及び
学校生活支援員等関係者を対象に実施しました。

県立横手養護学校の佐々木義範教諭（教育専門監）を講師に迎え、「行動の見方と対
応」と題して講話と演習を行っていただきました。参加者はそれぞれが担当している子
どもの状況を確認しながら、対応の仕方について研修を深めることができました。

また、花館小学校の杉野美恵教諭、宮野勝教諭及び大曲中学校の福原昭信教諭から通
級指導教室の実践を紹介していただき、関係機関との連携について研修しました。

特別支援教育支援充実研修会 〔大曲交流センター 講堂〕
要支援児童生徒が在籍する学級における支援の在り方について

杉野教諭と宮野教諭に

よる実践紹介

佐々木教育専門監によ

る講話と演習の様子

全 体 会 〔大曲市民会館大ホール〕「体系的な取組によるキャリア教育の充実のために」

①実践発表 ②教育フォーラム（講話とパネルディスカッション）


