
平成２６年１月９日（木）午前、第１２回大仙市中学生サミットを大仙
市役所３階大会議室で開催し、同日午後からは、本市では初めてとなる大
仙市中学生議会が大仙市議会本会議場で開催されました。

中学生サミットでは、平成１９年度からの取組の経過を振り返り、本年
度の活動を総括しました。先輩からの励ましのメッセージが映像を通して
サミットメンバーに伝えられ、サミットの活動をしっかりと引き継ぐ心構
えも醸成されました。その後、来年度取り組んでみたいことについての各

校の提案に対して意見を交わしました。提案や意見交
換では、これまでの活動を継承すること、被災地との
心の交流を進めること、国際交流に関する取組を行う
こと、各学校の特色を紹介することなどが出され、こ
のことを踏まえて来年度の事務局校が活動案を練り上
げることとなりました。

最後に、当日午後から行われる中学生議会に提案す
る決議案について協議を行い、その他
の案件では、中学生サミットの公式シ
ンボルマークについての提案が承認さ
れました。

中学生議会は、大仙市の未来を担う
中学生がまちづくりや教育行政などの
生徒にとって身近なテーマについて、一般質問形式で、市
当局に質問や提案をし、市政や市議会への興味と理解を深
めるとともに、その体験を学校生活や地域行事などで役立
てることにより、総合的な学力を育成することをねらいと
して開催されました。中学生サミットメンバーが議員とな
り、栗林市長をはじめ、両副市長や関係部長が答弁をしま
した。議長は南外中学校の伊藤真央さん、副議長は同中学

校の大槻悠也さんが務め、さわやかで緊張感のある議会が進行されまし
た。傍聴席では、市議会議員や市教育委員、保護者や地域の方々、そし
て報道や学校関係者など多くの視線が、中学生の姿を見守っていました。

それぞれが取り上げたテーマは、質問通告内容一覧のとおりで、いず
れも日常の学習や生活に密接に関係した問題点について、市の取組も調
査した上での提案や質問で切り込んでいました。中には、手作りの資料
を示すなど、それぞれに分かりやすく訴える工夫が見られ、中学生らし
さが十分に発揮されました。

教育委員会には、中仙中学校から市の文化財への関心を高める方法や
活用の仕方について、協和中学校から「夢の教室」やトップアスリート
との交流の機会の拡充についての提案や質問をいただきました。生涯学
習部長と教育指導部長は、提案を十分に踏まえて取り組んでいく旨、答
弁をしました。また、それぞれに再質問があり、いずれも質問テーマに
関わる中学生へのアドバイスを、三浦教育長が答弁しました。

一般質問終了後、決議案第１号「大仙市中学生議会（大仙市中学生サ
ミット）宣言」を副議長の大槻悠也さんが代表して提案し、全員の賛成
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をもって可決されました。
閉会式において、栗林市長から「提言をし

っかり受け止め、できるものは実行していく。」
との言葉をいただきました。

また、議長を務めた伊藤真央さんは、「大仙
市で行われている一つ一つのことに対して、
自分の考えをもち、このまちをよりよくする
ためにはどうすればよいか、いろいろな方の
意見を聞いて話し合っていくことが大切だと、
改めて感じた」と感想を述べて締めくくりま
した。

大仙市の未来を担う中学生の大変頼もしい
姿が見られ、議場で議会を見守っていた多く
の方々から、今後に大いなる期待感をもつこ
とができたとの声をいただいております。

当日は、市内の各小・中学校及び県外（埼玉県東松山市教育委員会指
導主事２名）から約６０名が参加し、公開授業、研究協議、講話などか
ら研修を深めました。

公開授業は、１年梅組（冨岡知美教諭）が説明的な文章、５年梅組（荒
川園子教諭）が文学的な文章を取り上げました。二つの授業は、共に単
元全体に並行読書や読み取ったことを基に紹介する資料を作成する言語
活動を位置付け、本時においてはグループ活動や個、そして全体での学
びの場面を織り交ぜて、子ども一人一人が生かされる展開を目指してお
り、学校全体で共通して取り組んでいることが伝わってきました。

研究協議では、研究主任の今野靖子教諭が研究の歩みを説明した後、
協議の視点（「単元を貫く言語活動を意識した主体的な学習活動」「子ど
も同士が関わり合って考えを深める学習」）に基づいてグループ協議が活
発に行われました。

講話では、指導主事 畑 朋幸先生（秋田県
教育庁南教育事務所）から、「学校体制が充実し
ている。授業づくりにおいて学習意欲が喚起され
る魅力的な言語活動が設定されている。効果的な
並行読書が位置付けられている（目的が明確、リストの活用、子どもの
成長が捉えられる）。学習シートは多様性に対応できる」などの成果を確
認していただき、今後に向けて「型にとらわれない単元や本時の展開の
工夫。子どもの言葉で進む授業づくり。」などをご教示いただきました。
また、全国的な課題として、児童の読書習慣の形成や様々な文章を読む
習慣を付ける授業づくりが十分ではないこと、併せて本県の南管内の課

題として、単元を貫く言語活動で付けたい力が明確でないことと評価規準の設定が甘いことに触
れられ、今後の授業改善ポイントや具体的な取り組み方をご指導いただきました。

この共通理解を出発点として、来年度の各学校における国語の授業改善がますます活性化する
ことを期待しております。本年度の公開研究会の締めくくりとして、四ツ屋小学校の皆さんには
大変有意義な研究会をもっていただきました。ありがとうございました。

大仙市教育課程研究指定校事業

四ツ屋小学校 公開研究会 平成２６年１月２３日（木）

◇実践研究課題◇

読解力を身に付けた子どもの育成
～目的に応じて読むことの指導の工夫を通して～

【一般質問者と質問通告内容】

№ 学 校 名 学年 氏 名 質 問 通 告 内 容

１ 大曲中学校
２年 伊藤 徹 防災に関すること

２年 渡邉さくら

２ 大曲西中学校
２年 阿部 駿汰 国際交流に関するこ

２年 田口 愛菜 と

２年 寺田 信 公園等の維持管理に

３ 大曲南中学校 ２年 照井 毬乃 関すること

２年 小場 心愛

４ 平和中学校
２年 谷屋 開陸 大仙市の活性化につ

１年 三浦 優人 いて

５ 西仙北中学校
２年 佐々木 光 大仙市の交通網に関

２年 大塚 美優 すること

６ 中仙中学校
２年 藤田 隼平 文化財の周知に関す

２年 高橋 悠菜 ること

７ 豊成中学校
２年 池田さゆか 地域の福祉や高齢者

１年 相馬 啓人 支援に関わること

８ 協和中学校
２年 小山田有希 スポーツや文化に関

１年 茂木佳奈子 すること

２年 伊藤 真央 ※議長役のため一般

９ 南外中学校 ２年 大槻 悠也 質問を行っていませ

２年 伊藤 栞 ん。

10 仙北中学校
２年 小林 成輝 ごみに関すること

２年 本間 紫苑

11 太田中学校
２年 小林 美結 除雪に関すること

１年 高橋 大翔

【決議案第１号】
「大仙市中学生議会（大仙市中学生サミット）

宣言」に関する決議

私たち大仙市の中学生は、未来をつくる担い
手として、この自然豊かな美しい大仙を守り、
若者とお年寄りが手を取り合って共に生き、笑
顔あふれる明るいまちを創造していくことを誓
います。

１年生（上）と５年生（下）の授
業の様子

畑指導主事の講話に真剣に聴き入
る参加者



国際教養大学が文部科学省から採択された「大学の世界展開力強
化事業」の一環として、小学校外国語活動をテーマとしたＰＢＬ
（Project-Based Learning「課題解決型科目」）の開発研究を進める
にあたり、本市の各小学校に協力依頼がありました。

依頼内容は、同大学が大仙市内の小学校の外国語活動を授業参観
すること、子どもたちが同大学を訪問し、学生のティーム・ティー
チングによる外国語活動の模擬授業を受けること、韓国や台湾の小
学校教員を交えて外国語活動や英語教育について教員が意見交流す
る合同研修会へ参加することなどとなっております。市教育委員会
では、国や県の施策の動向や市内の小学校外国語活動及び中学校外
国語科の指導の状況から、是非とも教職員の研修に生かしたいと考
え、協力させていただきました。

パネルディスカッションでは、小学校での
指導に係る課題などが出されました。取組が先行している韓国や台湾では、
経済的な環境の差による子どもの能力差への対応のほか、日本と同様にＡ
ＬＴとの打合せの充実などが課題になっているとのことでした。

グループワークでは、「英語能力を高める方策」「授業力を高める方策」
「行政に望むこと」などについて、それぞれアイディアを出し合いました。
国際教養大学の大学生の積極的な発言に刺激され、教員も奮起して盛り上
がりました。

最後に、米国イリノイ大学教育学部准教授のダニエル・ウォルシュ先生
が、「アイディアは個々の頭の中にあるのではない。それらを互いに出し
合うことから生まれ、形成される。」「教えることは難しい。人から学ぶ姿
勢こそ大切。」と講評されました。

信号機の色も見えないほどの荒天でしたが、市内各校から約４０名が参
加し、大学生や関係者も含め、約６０名による充実した研修となりました。

２月７日（金）には、このプロジェクトを専攻した同大学の１年生６名
が、学んだことの成果を市教育委員会に報告に来てくれました。中でも、
学級担任とＡＬＴの関わり方についての提言は大変参考になるまとめであ
り、今後、各学校での取組に生かしていただきたいと考えています。

ブータン国王から直筆の感謝状
ブータンのジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王に「大曲花火米」

を献上した四ツ屋小学校と花館小学校の子どもたちへ、国王直筆による英文
の感謝状が届けられました。米の献上を仲介した在東京ブータン国の徳田ひ
とみ名誉総領事が、昨年１１月にブータンを訪れた際に国王から預かって来
られ、去る１月１４日（火）に授与式が東京で行われ、花火米研究会などの
関係者が、子どもたちに代わって受け取り、三浦教育長に報告してくれまし
た。

子どもたちには、１月２２日（水）に四ツ屋小学校の校長室で両校の代表
児童に三浦教育長から伝達され、その後、１月２９日（水）に、子どもたち
が市長に喜びを報告しました。

感謝状には「震災に遭われた日本の方々が私たちに示してくださった親愛
の情やご好意にとても感動しました。」「貴い贈り物とすてきなお手紙をくだ

さった子どもたちに、心から
感謝申し上げます。」などの
ほか、花火米栽培の取組への
賞賛や、子どもたちの夢の実現を祈っている旨がした
ためられております。

感謝状を手にした代表の児童は、「僕たちの感謝が
伝わって嬉しい」「被災した日本のことを心配してく
れたし、私たちに直筆の手紙を送ってくれた。とても
優しい人だと思う」などと感想を述べていました。
両校を訪れた際には、是非ともご覧ください。

市長との記念撮影の様子（左）、市長へ感想を述べる様子（右）

国際教養大学協働教育プロジェクト（ＰＢＬ科目小学校英語教育）
－ 日本、韓国、台湾の小学校教員による合同研修会 －

平成２６年１月３１日（金） 会場：大曲小学校

教育長から感謝状が手渡された
様子（上）と記念撮影（下）

前列左から町田助教（国際教養大学）、伊
藤教諭（大曲小）、田口教諭（横堀小）、
リ・インスク教諭（韓国）、シン・ジョア
ナ教諭（韓国）、ペン・アレックス教諭（台
湾）、後列は通訳を務めた同大大学院生

グループワークの様子

講評を述べる米国イリノイ大学
ダニエル・ウォルシュ准教授

今年度も、新年早々の１月３日
（金）から１０日（金）まで、市
内の中学生２０名を、オーストラ
リアへ派遣しました。今年度は、
男子の参加者が増え（６名）、更に
活気づきました。

派遣に当たっては、１０月から
事前学習会を３回実施しており、
自主研究テーマの絞り込みやその
追究方法、英会話レッスン、オー
ストラリアの文化等の研修を積み
重ね、チームワークも固めて臨み
ました。

自主研究テーマは、自然環境、
コミュニケーションの方策、動物
保護と被害、伝統音楽、ゴミ問題、
食文化、農業、観光等、それぞれ

の興味・関心に基づくことがらが取り上げられておりま
した。

報告会は、四つのグループに分かれ、それぞれの自主
研究テーマについて、現地での調査等をまとめたレポー
トを報告し合い、オーストラリアと大仙市の相違点等を
基に「大仙市の未来は私たちがつくる」という視点で今
後の取組への提言をまとめました。中には、「大仙市の活
性化のためには、一人一人がもっと地元のことをよく知る
ことが大切だ」「環境整備が観光を活性化させ、コミュニ
ケーション能力の向上につながる」といった提言も発表さ
れました。

また、それぞれの報告では、ファームステイで会話にチャレンジした
こと、ホストファミリーとの絆が深まった感動、オージーキッズとの交
流で積極的な自分を表現できたこと、グレートバリアリーフなど日本と
は全くスケールの違う素晴らしい自然を体全体で感じてきたことなどが、
自信たっぷりに紹介されました。コンピュータによるプレゼンテーショ
ンや説明の仕方などにも、大きな成長を感じ取ることができました。

解団式には、保護者をはじめ学校関係者など約５０名が参加し、たく
ましくなって帰ってきた派遣生の様子を見守ってくれました。生徒を代
表して、田中李沙さん（大曲中２年）が「大仙市のこれからを国際的な
視点で考えられるようになった」、冨岡茉宝さん（中仙中２年）が「単語
を調べながらの会話が通じ感動した」などとそれぞれ挨拶しました。感
極まった冨岡さんの様子から、仲間との友情、現地でのチャレンジなど、かけがえのない体験の
期間となったことが伝わってきました。

なお、派遣された生徒一人一人の報告書は、本市教育委員会のホームページにも掲載しており
ますので、ご覧になってください。

コミック「啓け！-被災地への命をつなげ-」
が３００冊寄贈されました。

平成２６年２月１４日（金）に、
県仙北建設業協会（佐藤吉博会長）
と同協会の若手会員による建友会
（藤島文人会長）の皆様が、「災害
時の復旧作業や防災活動などで建設
業者が果たしている役割を知っても
らいたい」などの願いを込めて、市

内全小・中学校の子どもたちへ寄贈してください
ました。有効に活用させていただきます。

大仙市立中学校生徒海外派遣事業

オーストラリア〔ケアンズ方面〕滞在～解団式・報告会
平成２６年２月１２日（水）15:00～16:45 仙北ふれあい文化センター

日程の概要

１日 1/3 【出発】大仙市役所
（金） 成田空港…ケアンズへ

２日 1/4 【到着】ケアンズ空港
（土） ～マンガリーフォールズ

○ファームステイ

３日 1/5
（日） ○ファームステイ

４日 1/6
（月）

５日 1/7 ○オージーキッズとの交流
（火）

６日 1/8 グリーン島、グレートバリアリーフ
（水） ○自然体験、マリンスポーツ等

ケアンズ市内研修

７日 1/9 【出発】ケアンズ空港
（木） …成田空港…大仙市へ

８日 1/10 【到着】大仙市役所
（金）

マンガリーフォールズ自然の家
にて記念撮影（上）、オージーキ
ッズとの交流の様子（下）

グループでのレポート発表の様子
（上）、グループでまとめた提言
の発表の様子（下）

第１５回大仙市ＰＴＡ連合会研修会
平成２６年２月２１日（金）、グランドパレ

ス川端において、今年度最後の研修会が開催
されました。市内の幼・保、小・中学校から
約７０名が参加し、子どもたちの学習・体力
の状況や、情報モラル教育について研修を深
めました。子どもたちを取り巻くインターネ
ットの世界の最新情報は、大人の責任の重大
さを認識させられました。詳細は、会報「語
ろう、かだろ」でお伝えいたします。


