
今年度最初の第１１回中学生サミットが、市内中学校の生徒会代表３５名、小学生１５名、仙
北市立西明寺中学校生徒会代表３名、大仙市ＰＴＡ連合会会員３名、ほか引率及び教育委員会関
係者合わせて約８０名の出席により開催されました。

はじめに、副事務局長の俵谷玲央さん（平和中学校）が、今年度の事務局校（西仙北中学校、
平和中学校、南外中学校、協和中学校）を紹介し、「積極的に今日の活動に取り組むことを期待
します」と開会宣言し、事務局長の三浦拓実さん（西仙北中学校）が「今年度は、これまでのＲ
ＥＶＯプロジェクトを土台として、未来を考えるプロジェクトを進めていきたいと考え、『未来
の大仙市を考えていこう』というテーマのもとに活動をしていくことを提案したい」と方針を述
べました。また、今回は仙北市子どもサミットの代表として、西明寺中学校の生徒会長及び役員
の３名が視察のために参加していることも、三浦事務局長が紹介しました。

第Ⅰ部は、昨年の「いじめ撲滅宣言」を受けて、各校で取り組んでいる
いじめ撲滅活動を紹介し合った後、西仙北中学校の藤林奏羽さんが「いじ
め撲滅宣言」を提案し、満場一致で採択されました。

続いて、南外中学校の佐渡敬斗さん、武藤みのりさん、大槻悠也さんが、
東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町での支援・交流活動を報告し
ました。実際に現地の人々の話を聞いて感じたことを「物資の援助も大切
だが、人とのかかわりの中で本当の笑顔になってもらうことがもっと大切
なことだ」と語ってくれました。
次に、今年度の活動の一つ「地域防災訓練への

参加」について、平和中学校の嵯峨明歩さんが説明をしました。同校で
は、被災地である岩手県大槌町との交流活動をはじめとする防災教育の
一貫として、大地震に対応した避難及び避難所開設・運営訓練を９月
１７日に予定しており、運営に際して全校生徒が総務班、施設・安全班、
広報班、物資班、給食（炊き出し）班、救護班、衛生班に役割が分担さ
れることから、サミットメンバーにも各班に入って一緒に活動してもら
うよう協力を依頼しました。今回の避難所開設・運営訓練はモデル的に

初めて実施するものであり、サミットのメンバー
が参加することで、市内各校の意識の啓発を図るとともに、取組の参考に
していただくことをねらいとしています。

第Ⅱ部は、「大仙市の未来を考える」というテーマでワークショップを
行いました。

はじめに、７月４日のシンポジウム「環境にやさしいまちづくり」で参
加者に配布された「雑紙リサイクル袋」をもっと市内のみなさんに広めた
いと、市の環境交通安全課職員竹村千織さんが製作方法を指導してくださ
り、サミットメンバーは製作に挑戦しました。
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［ 主な内容 ］

◆第Ⅰ部
①いじめ撲滅活動
②いじめ撲滅宣言
③被災地支援・交流活動
④地域防災訓練の参加

◆第Ⅱ部「大仙市の未来を考える」
①「雑紙リサイクル袋」製作講習会
②「未来の大仙市を設計しよう！」

◆ＰＴＡ連合会会長あいさつ

＝平成２５年度いじめ撲滅宣言（一部抜粋）＝
「…、その行動がいじめにつながるかもしれないとい

う意識をもつことが大切です。自分がされていやな
ことは決してしない。もし見かけたら止める勇気を
もてるような取組を生徒会が先頭になって取り組ん
でいきたいと考えています。ここに集まった各校代
表のみなさんが中心となって『いじめ０ゼロ』の学
校をつくっていきましょう。」
事務局提案 藤林 奏羽さん（西仙北中学校生徒会執行部）

南三陸町での支援・交流活動を
報告する南外中学校生徒会役員

避難所開設・運営訓練の説明を
する平和中学校の嵯峨さん

環境交通安全課竹村さんの指導
の下「雑紙リサイクル袋」を製
作中

続いて、松塚智宏先生（一級建築士）を講師に迎え、「未来の大仙市を
設計しよう！」というワークショップを行いました。

松塚先生は、これまでの街づくりの問題点として、郊外の開発、車社会、
電気などの消費エネルギーの増大などを挙げ、「ス
ーパーエコシティをテーマとした未来の大仙市を
デザインしてみよう」と課題を提起しました。

サミットメンバーは、まず、「大仙市のエコでは
ないこと」を探し、「エコに向けての解決方法」を
グループごとに考え合いました。解決方法では、「将

来はハイテク社会になっているだろう」という発想で、「全家庭で太陽光
発電、風力発電を使用」、「雪を貯めて夏の冷房に」、「排気ガスを酸素に変
換」、「地下都市」などが出され、盛り上がっていました。これを基に、未
来のエコシティのイメージを各グループで絵にまとめ、その概要を紹介し
合いました。

各グループでは、「地震の揺れを利用して発電する」、「道路をソーラー
パネルにして発電する」など柔軟な発想が次から次へと出され、時間不足
が残念でした。

松塚先生は、それぞれの発想のすばらしさを価値付けて讃えるとともに、
実現の可能性についても解説してくださるなど、サミットメンバーは大い
に自信をもったことでしょう。

９月１７日（火）午後から翌１８日（水）の朝にかけて、本年度新規の
標記事業の中核をなす避難訓練及び避難所開設に関わる初期対応の訓練
が、モデル校である平和中学校を会場に、中学生サミットのメンバーや市
内教職員及び地域住民、消防や警察、市総合防災課、支所、公民館等の関
係機関合わせて約３００名の参加により実施されました。

訓練は、同日午後２時３０分に震度６の直下型地
震が発生し、家屋の倒壊した地域住民が学校に避難
し、生徒も安全確保から学校にとどまることとなり、
避難所の開設・運営の協力をすることとなったという想定でした。

地震発生の非常ベルに対応し、整然と校庭に避難し、生徒・職員全員の
安全を確認した後、今井校長が、「状況から判断し、皆さんを学校に引き
留める判断をしました。皆さんの命は学校が守ります。地域の方が学校に
避難してきますので、避難所の開設に取り掛かって

ください。ふるさと神岡を守ることを期待します。」と呼びかけました。
訓練を一旦中断し、栗林市長からも激励の言葉をいただきました。

全校生徒は総務班、施設・安全班、広報班、物資班、給食（炊き出し）
班、救護班、衛生班の７班に分かれて避難所開設・運営に向けて活動に取
り掛かりました。中学生サミットのメンバーも各班に入って一緒に活動を
しました。

総務班は、体育館ステージに陣取り、避難者の受付、名簿作成、ルール
づくり、連絡調整を進めました。施設・安全班は、体育館を避難所として
寝泊まりする環境を整えるために、畳やマットを敷き、段ボールで間仕切
りを作り、物資班は支所や総合防災課から届けられたタオルケットや飲料
水を運搬しました。救護班は、避難してきた地域住民の健康状態を把握し
ようと、「体調は大丈夫ですか」「毎日の薬はもってきましたか」などと聞
き取りをしていました。広報班は、被害状況や避難所の案内、日程などを

書いて壁に掲示し、衛生班はトイレの管理のために
消毒液やウエットティッシュ等を準備し、給食班は屋外で炊き出しを行い
ました。停電を想定した訓練であり、炊き出しはガスやまきを燃料にし、
非常用発電機を活用した限られた照明の中、生徒が作ったカレーライスが
運び込まれると、体育館内はほっとした和やかな雰囲気になりました。

夜間はストーブで体育館を暖め、授業で作成したＬＥＤライトで廊下を
照らし、朝には救護班が再び健康チェックを行うなど、生徒が主体的に考
え実践した非常時の「おもてなし」は、地域の方たちとの絆を一層深めた
ことでしょう。心温まる場面が随所に輝いていました。

ワークショップを進める講師：
松塚智宏先生

「未来のスーパーエコシティ大
仙」を考えるサミットメンバー
（上、下）

だいせん防災教育「生き抜く力育成」事業

平和中学校において「避難所開設訓練」実施

訓練に駆けつけた中学生サミッ
トのメンバーと引率教員

栗林市長から激励の言葉をいた
だきました。

避難者の健康をチェックする救
護班（上）、段ボールで間仕切
りを作る施設・安全班（下）

炊き出しのカレーライスに思わ
ず笑みがこぼれます。



平成２５年度 全国学力・学習状況調査結果
平成２５年４月２４日（水）に

実施された調査結果が、８月２８
日（水）に文部科学省から公表さ
れました。

本年度は、小学校６年生、中学
校３年生の全児童生徒が調査対象
となる悉皆調査に戻り、質問紙調
査は以前よりもきめ細かい調査と
なりました。

本市の全小・中学校は、当日滞
りなく調査を実施し、直後から、
児童生徒の課題の把握や改善に取
り組んできております。

市教育委員会では、本年度も学
力向上推進委員会を組織し、課題
の分析結果と対応策及び課題の改
善状況を確認するフォローアップ
シート等を各学校に提供してまい
りました。

全国及び本県との比較における本市の状況は、教科に関する調査及び生活習慣・学習環境に関
する質問紙調査のいずれの結果も、小・中学校共に良好な状況にあると捉えています。特に、知
識・技能の活用に関わるＢ問題における向上が顕著であり、思考力・判断力・表現力等の育成に
向けた各校の授業改善の成果と捉えております。

これは、本市の児童生徒が望ましい生活の中で学習に取り組んでいる結果であるとともに、家
庭や地域が好ましい関わりをもって児童生徒の成長を支え、併せて学校の方針等に建設的に協力
してくださったおかげであると感謝しています。

このほど、文部科学省から調査結果が正式に公表されたことを受け、より詳細な分析を進め、
各校の取組に資する資料等の提供に努めてまいります。
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ＰＴＡ連合会第１３回研修会「講演会」
講師：長谷川 誠 氏（秋田ノーザンハピネッツテクニカル・ディレクター）

９月９日（月）午後６時から、仙北ふれあい文化センターにおいて開催され
た標記講演会は、ＰＴＡ連合会員をはじめ、中学生も含む一般市民約２００名
が集い、長谷川氏が世界を舞台に活躍された経験から興味深いお話を拝聴する
ことができました。
中でも、同じアジア圏でバスケットボールが盛んな国

や必ずしもスポーツの環境が十分ではないのに実力を付けている国の取
組の見聞から奮起し、自己の向上に励まれたこと、指導者がコーチング
理論をしっかりと研修することの重要性や世界を舞台に活躍するための
心構えなどをはじめ、長谷川氏がいかにバスケットボールを愛し、打ち
込まれてきたかについて熱く語っていただいたことは、保護者も教育関
係者もそれぞれにたくさんのことを学ばせていただくことができました。
市ＰＴＡ連合会会報「語ろう、かだろ」で詳しく報告する予定です。

講師：長谷川 誠 氏

長谷川氏の講演に聴き入る会場
の様子

【 概 要 】
教科に関する結果

○小・中学校共に活用に関わるＢ問題において、全国及び本県の正答率を上回っていることから、各学
校における組織的な研究体制のもと、小・中連携による９年間を見通した指導により、児童生徒の主
体的な学習が進められ、思考力、判断力、表現力等が育成されてきた成果であると捉えている。

○〔小学校６年生〕・国語Ａ、Ｂ、算数Ｂが、全国及び本県の平均正答率を上回り、算数Ａが、本県の平
均正答率と同程度であることから、概ね良好な状況にある。

・各学校において、基礎学力の定着を図るとともに、活用に関わる授業改善を進めて
きた成果と捉えている。

〔中学校３年生〕・国語Ｂ、数学Ｂが、全国及び本県の平均正答率を上回り、国語Ａ、数学Ａが、本県
の平均正答率とほぼ同程度であることから、概ね良好な状況にある。

・各学校において、知識を活用する力などを育成するための授業改善を進めてきた成
果と捉えている。

【生活習慣・学習環境に関する児童生徒質問紙の調査結果から主な項目の状況】

○夢や目標、規範意識や思いや
りなどの道徳性に関わる質問
項目は、小・中学生共に概ね
良好な状況にある。また、地
域や社会への関心も高く、交
流・連携を基盤とした体験活
動を通して、豊かな心が育ま
れている成果と捉えている。

○家庭学習については、「自主
学習」や「復習」の実施状況
が、全国や本県の平均を上回
っており、「一人勉強」の継
続等、学校と家庭が連携して
学習習慣の確立に取り組んで
きた成果と捉えている。

○授業の中で、「自分の考えを
発表する機会が与えられてい
る」「話し合う活動を行って
いる」と回答している状況が
全国や本県の平均を上回って
おり、児童生徒主体の授業改
善の成果と捉えている。

【中学３年生が向上している主な項目（小学６年生の時の結果と比較）】

○中学３年生（平成２２年度小
学６年生）の変容については、
読書、規範意識や思いやりな
どの面で向上が見られる。ま
た、生徒主体の授業や思考力
・判断力・表現力の育成に関
わる授業の取組状況の伸びが
顕著である。

【学校質問紙の調査結果から主な項目の状況】
○学習指導については、活用に

関する指導、補充的な指導、
小・中連携を通した指導等の
実施状況は、小・中学校共に
全国及び本県の平均を上回っ
ている質問項目が多く、概ね
良好な状況にあると捉えてい
る。

○生き方にかかわる指導、読書
指導、研修等についても小・
中学校共に全国及び本県平均
を上回っている質問項目が多
く、学校の積極的な取組姿勢
がうかがえる。また、肯定的
な回答は100％となっている。

○「学力向上の取組を保護者へ
公表」「地域人材の授業への
活用」「ホームページの更新」

に関しては、小・中学校共に全国及び本県平均を上回っており、開かれた学校づくりが進められている
と捉えている。 【詳細は大仙教育委員会のホームページをご覧ください。】
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朝食を毎日食べている

テレビゲームの時間(月～金曜日、１日１時間以内、しない)

家の人と学校の出来事を話す

家の手伝いをする

家で自分で計画を立てて勉強している

家で学校の宿題をしている

家で学校の授業の予習をしている

家で学校の授業の復習をしている

授業で、本やインターネットを使って、グループで調べる活動を行っている

授業で、自分の考えを発表する機会が与えられている

授業で、学級の友達との間で話し合う活動を行っている

学校に行くのは楽しい

ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがある 

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している

自分には、よいところがある

将来の夢や目標を持っている

学校のきまりを守っている（中は規則）

人の気持ちが分かる人間になりたい

いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う

人の役に立つ人間になりたい

家や図書館での読書時間(月～金曜日、１日当たり１時間以上)

授業以外での図書館の利用(月に１～３回以上)

読書は好きだ

地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある

今住んでいる地域の行事に参加している
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自分には、よいところがある

家や図書館での読書時間(月～金曜日、１日当たり１時間以上)

授業で自分の考えを発表する機会が与えられている

授業で生徒の間で話し合う活動をよく行っている

国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように書いている

数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている

家で、学校の授業の復習をしている

学校の規則を守っている

人の気持ちが分かる人間になりたい

人の役に立つ人間になりたい
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児童生徒は、熱意をもって勉強している 小 中

「朝の読書」などの一斉読書の時間を設けた 小 中

放課後を利用した補充的な学習サポートを実施した

長期休業日を利用した補充的な学習サポートを実施した 小 中

児童生徒の考えを引き出し、思考を深める発問や指導 小 中

児童生徒の発言や活動の時間を確保した授業を実施 小

将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導 小 中

本やインターネットなどを使った資料の調べ方の指導 小 中

資料を使って発表ができるよう指導

学力向上の取組を保護者等に働きかけた 小 中

教科の指導内容や指導方法について近隣の小中学校と連携 中

地域の人材を外部講師として招聘した授業を実施

博物館や科学館、図書館を利用した授業の実施

学校のホームページを(月１回以上)更新し情報提供

模擬授業や事例研究など、実践的な研修を実施 小 中

質　問　内　容
（よく行った、どちらかといえば行った）

100％
回答

-10 30-10 30

市－県比較 市－国比較

0 0
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