
６月１１日（水）、１２日（木）に、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院

病原細菌制御学教授〔病原分子制御学〕）による出張講演会が開催されまし
た。野田先生による本市内小・中学校での講演会は４年目となります。
また、野田先生には、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・総合研究所派遣においても、千葉大学医学部の皆さ
んと共に本市の中学生の研修を受け入れていただいており、本年度も８月

６日（水）の派遣コースの生徒を受け入れてくだ
さる予定になっています。このように、野田先生には、本市の小・中学
生の医科学への興味・関心の高揚にたいへん御尽力いただいております。
６月１１日（水）の午後は、東大曲小学校から大曲小学校へと、会場

を移動しての講演会となりました。
東大曲小学校では、４～６年生の５７名が参加し、終始明るい雰囲気

で進められました。児童は、初めて知った驚きを「オーすごい！」「ヘ
ー！」などと反応し、野田先生の問いかけに対しても元気に答えていま
した。
質問コーナーでは、「ぼくは花粉症なのですが、細菌による病気とど

こが違うのですか？」と質問する児童がおり、野田先生が「とてもいい
質問だ」と褒め、質問に対して丁寧に答えてくださいました。感想発表
でも、講演の内容について自分が感じたことをしっかり発表ができてい
ました。
大曲小学校では、５年生１３８名が参加しました。最前列で熱心に聞

き入る児童が、「抗生物質は何から作られる？」という野田先生からの
質問に対して、すかさず「アオカビ」と答えたのには野田先生も驚いた
様子でした。また、「Ｏ－１５７が１ｍになったとすれば、１８０㎝の
野田先生は、どれくらいの大きさになるか」という質問に対して、何人

かの児童が答えましたが、１８００㎞と正解を出した児童がいたこと
も先生は大いに驚いていました。
翌１２日（木）は中仙中学校の３年生６１名に対して講演してくだ

さいました。講演の中で、「２０分で１回細胞分裂すると、１個の細胞
が１０時間後には何個になるか」と野田先生が質問したところ、生徒
は一生懸命計算しておりましたが、野田先生から「１０億個以上にな
る」という正解を聞き、非常に驚いて再計算する生徒もおりました。
中には、「感染症を防ぐには７５℃で１分間でＯＫ」ということに感心
し、ぜひ家の人にも教えたいと感想を述べていた生徒もおりました。
中学校でも、生徒の素直な反応に、野田先生は大いに関心しておりま
した。

野田公俊教授（千葉大学大学院）出張講演会

「ミクロの世界からのメッセージ」

【講師のプロフィール】
・八戸市出身。平成２５年３月、日本細菌学会の最高賞「浅川賞」を受賞。３５年にわたり続けてきたトキシン
（毒素）の研究が評価された。

・文部科学大臣表彰「平成20年度科学技術分野の科学技術賞（理解増進部門）」受賞。
・野田先生はこれまでに、全国各地の小・中・高校生等を対象に３００回以上の講演会を実施。

大仙市教育指導課
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平成２６年７月３１日発行

講師:野田公俊教授

野田先生の講演の様子

元気よく質問の手を挙げる東大曲小
学校の児童

野田先生にお礼や感想を述べる大曲
小学校の児童

野田先生にお礼を述べる中仙中学校
代表生徒

ＪＡＬ × コペルニク テック・キャラバン
「途上国のために何ができるか考えよう」

６月５日〈木〉 神岡小学校

この度、日本航空株式会社（以下「ＪＡＬ」）とＮＰＯ法人コペルニクの
共同プロジェクト「ＪＡＬ × コペルニク テック・キャラバン」を、神岡
小学校で開催しました。
ＮＰＯ法人コペルニクは、途上国の社会課題と世界

各国のテクノロジーをインターネット上でマッチング
させ、広く寄付金を募って、現地の適正価格で当該テクノロジーを届ける
ことにより、途上国の生活の質の向上と貧困削減などの課題解決を図る活
動しています。ＪＡＬは航空券等の提供等により、コペルニクの活動を支
援しています。
当日は、「途上国のために何ができるか考えよう」というテーマに沿って

講師のお話をいただき、それを受けて子どもたちがディスカッションなど
を通して考えを深め合う出前授業と、キャリア教育に関わる内容の講話会
を実施しました。
６年生を対象に行われた出前授業では、コペルニク・ジャパン代表理事

の天花寺宏美さんが、コペルニク設立の目的を説明し、途上国で実際に使
われている機器の紹介をしてくださいました。
児童は、水汲みの労力と時間を改善するドーナツ型の水運搬容器「Ｑド

ラム」（満タンで５０Ｌの水を１回で運ぶことができ、子どもでも楽に転が
して運ぶことができる）を実際に引いててみたり、太陽光ライト、煙が出
ず高効率の薪用コンロなどを紹介されたりして、途上国の厳しい生活実態
を具体的に考えていたようでした。
出前授業の後半は、「途上国のために、自分たちに何ができるか」につい

て、グループディスカッションが行われました。９
グループに分かれ、各グループには、保護者５名、
大曲青年会議所会員２名、公民館職員２名の計９名
がアドバイザーとして入りました。
児童が、「風や水を利用した発電をつくる」、「熱

がすぐに伝わる鍋」、「家庭ゴミを使ったコンロ」、「古い自転車を使ったり、
飛行機のプロペラを使ったりした発電機」などと提案したところ、講師の
天花寺さんから、「だれがつくるの？」、「お金はどうするの？」と実現に
向けた現実的な問いかけがあり、児童は「募金をしてボランティアをお願
いしたい」などと回答していました。
引き続き、４、５、６年生全員を対象に講演会が行われ、コペルニク共

同創設者（ＣＥＯ）の中村 俊裕さんが、自分の夢の実現に向けて挑戦し
ていくことについて、海外での体験を中心にビデオの映像を交えてお話を
してくださいました。
児童からは、「将来、途上国への支援に関わっていきたい」、「自分の夢

の実現に向けて挑戦していきたい」、「中村さんは、みんなを幸せにするこ
とができて、すてきだ。自分もそんなことができたらいいと思った」など
の感想を発表しました。児童にとっては、広く世界に目を向ける貴重な機
会となりました。

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」

今年度は、秋田大学教員、県総合教育センター指導主事、教育専門監が出前研
修の講師となり、市内の小・中学校を会場に年間１２回開催し、教員の理科の授
業力向上を図ります。
秋田大学は、児童を対象とした理科の出前授業を１単位時間公開し、その授業

研修を行うサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト研修（ＳＰＰ研修）を
３回、理数教育コース理科専攻教員による観察・実験等の研修（秋大研修）を４

回担当し、県総合教育センター指導主事は２回、本市の教育専門監は１回担当します。
７月末までに秋大研修が３回（会場：内小友小、高梨小、清水小）、ＳＰＰ研修（会場：協和小）が

１回実施されており、合計５２名の教員が受講しております。今年度も、観察・実験の楽しさを子ども
たちに味わわせようと、眼を輝かせて参加している先生方の姿が印象的です。

コペルニク共同創設者（ＣＥＯ）
中村俊裕さんの講話の様子

「Ｑドラム」を実際に体験す
る児童の様子

グループディスカッションで考
えを出し合う児童

グループごとの発表の様子

講話を聞き、児童が感想を述べる
様子

内小友小学校会場の秋田大学
教員による研修の様子



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、今年度は、神岡小学校、
南外小学校、大曲小学校、清水小学校の４小学校を会場に開催されました。

７月９日（水） ７月１６日（水）
神岡小学校 南外小学校 大曲小学校 清水小学校

9:35 ～ 11:25 13:２0 ～ 1４:５0 9:30 ～ 11:20 13:50 ～ 15:40
５年生 ３４名 ５年生２３名＋祖父母 ５年生 １３８名 ５年生 １６名

各会場には、先生の幼い頃から最近までのたくさんの作品が展示され、
展覧会のような素敵な雰囲気の中で、前半はトークの時間、後半は工作
活動の時間として楽しむことができました。
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。
とりわけ画家という職業にたどり着くまでの挫折の話には、子どもたち
が真剣な眼差しで聞き入っており、夢をかなえるための努力や強い志の
大切さを感じていたようでした。
子どもたちからも「小さい頃は何になりたかったですか？」「この仕事

をしていて一番うれしいのは？」などの質問が出され、とても充実した
時間になりました。また、今回は生後８か月になる息子さんも同伴で、
子どもたちの人気者になっていました。
後半の工作活動の時間は、４小学校でそれぞれ異なる工作活動を実施

し、子どもたちは自分のアイデアやイメージを形にしていくという体験
を楽しみました。

■神岡小学校 「針金と接着剤でつくろう！はりがねオブジェ」
様々な太さの針金を手でひねったり、ペン

チで切ったりして、自分だけのオリジナル立
体オブジェを作りました。接着剤でクモの巣
のように表情をつけたりするのも楽しく、み
るみるうちに子どもたちは活動に入り込んで
いっていました。

■南外小学校 「帽子屋さん?! お似合いの帽子を作ってあげよう！」
祖父母参観で来てくれた家族への帽子の

プレゼント。好みの色の画用紙を組み合わ
せ、お似合いのデザインを構想して仕上げ
ていきました。ちょっと難しいところは手
伝ってもらい、それも思い出になりました。
世界でたった一つだけのオリジナル帽子の
完成です。

■大曲小学校 「はにわ粘土でつくる！ランプシェード作り」
粘土をよ～くこねて、中にろうそくを置

けるように作りあげていきます。イメージ
どおりに仕上げるのはなかなか難しいです
が、実際に灯を点すととても幻想的で、も
っと工夫したいという意欲が湧いてきます。

こころのプロジェクト「夢の教室」 図工バージョン

～ 画家 小山内愛美 氏による図工教室 ～

金箔が施された日本画。こんな
に間近で見るのは初めてです。

いつも笑顔で子どもたちと接し
てくれる小山内さんです。

初めてのキリやペンチも使える
ようになりました。

工夫のある作品を皆で鑑賞しま
す。力作ぞろいです。

帽子屋さん、まずはサイズ測定から。お孫さん
に測ってもらいうれしそうです。

とても工夫のあるすてきな帽子に仕上が
りました。 笑顔がこぼれます。

こねながら、構想を練ります。友達と話していると、
イメージも膨らみます。

雰囲気が出て、光を通す穴の形や大きさ
にこだわりたくなります。

■清水小学校 「木材でつくる！インテリアチェアー」
キットを組み立ててミニチェアーを作り

ます。釘打ちにやや苦労しましたが、うま
く固定して釘を打ち込むコツも少しずつ掴
んでいきました。ペアで協力し合う姿も沢
山見られました。

去る６月３０日で任期満了を迎えた三浦憲一氏
は、７月１日付けをもって大仙市長から教育委員
に任命され、同日の教育委員会において教育長（任
期４年）に再任されました。また、教育委員長（任
期１年）には、物部長仁氏、教育委員長職務代理
者（任期１年）には、鈴木直樹氏がそれぞれ再任
されました。
三浦教育長は平成１８年４月１日から同職に就

かれ、いわば大仙市の教育の基礎を築いてこられ
ました。これまで同様に、鋭い先見の明と意表を
つくユーモアで、「灯し」「啓く」ご指導をよろし
くお願いいたします。
また、物部委員長をはじめ委員の皆様にも、改

めてよろしくお願いいたします。

教育委員［敬称略］

委員長

物 部 長 仁

委 員

富 樫 佳 典

委 員

伊 藤 良

委 員

竹 原 ま ゆみ

教育長

三 浦 憲 一

委員長職務代理者

鈴 木 直 樹

【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受賞。

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

今後のこころのプロジェクト
「夢の教室」の予定
◎ピアニスト佐藤卓史氏によるトーク
＆コンサート
市内中学１年全員 10月21日

◎チェリスト羽川真介氏によるトーク
＆コンサート
該当６小学校５年生 10月30,31日

2014ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会
記 念 ボ ー ル 贈 呈

７月１５日、日本郵便株
式会社秋田県東部地区連絡
会様が、市内全小学校及び
スポーツ少年団に対して、
記念ボールを贈呈してくだ
さいました。
大会で使われたボールと
同じ（サイズは小学生用）とあって、見るの
も触るのもワクワクドキドキします。子ども
たちの心に強く響くものとなるでしょう。あ
りがとうございました。

おめでとう 全県優勝！！
第６３回秋田県中学校総合体育大会

７月１２日から行われた全県大会において、大曲
中学校サッカー部が３年ぶり２回目の優勝を果たし
ました。東北大会（盛岡市、８月５日から）での健
闘をお祈りいたします。
また、水泳競技では、中原樹人さん（２年）が背

泳ぎ100Ｍ、200Ｍ２種目で第１位となり、全国標準
記録も突破して全国大会出場を決めました。さらに、
佐々木利哉さん（３年）も、平泳ぎ100Ｍ、200Ｍ２
種目で第１位に輝いております。東北大会（青森市、
８月５日から）、全国大会（高知市、８月２１日から）
での更なる活躍をお祈りいたします。

ホットボンドの使い方を確認しま
す。「手が溶けてしまうから注意し
てください」の注意に、真剣です。

「お願い」「はい、いいよ。」
難しいところは、お互いに
協力し合って行います。

「食育に関する図書」の寄贈 《一般社団法人大仙市学校給食協会様より》
この度、一般社団法人大仙市学校給食協会様から、食育に関する図書を市内の全小・中学校に寄贈

していただくこととなりました。各学校がそれぞれの食育推進に係る計画を踏まえて、一定額分（１
校１万円以内）の図書を選定することができるなどのご配慮により、各学校における特色ある食育の
取組の一層の充実が期待されます。心から感謝申し上げます。

教育長へ優勝報告に来られた
皆さん（石井校長、顧問２名、
選手５名）
左：水泳部
右：サッカー部


