
大曲市民会館大ホールで午後から開催された全体会には、市内の全小・中学校の教職員及び教
育関係者約５２０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須田喬様、大仙市議会教育福祉常任委員会委員長小山緑郎様、大仙市ＰＴＡ
連合会理事佐々木一弘様はじめそれぞれの関係者の皆様や、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。

今年度は、昨年度のキャリア教育の研修を深めるとともに、昨今話題
の多い外国語教育に焦点を絞り、「グローバル化に対応した外国語教育の
充実～小・中・高・大の学びのつながりを通して～」というテーマで研
修を行いました。概要は次のとおりです。

①実践発表
〔横堀小学校 田口 倫 教諭 ５、６年生児童〕

本校は、平成２２・２３年度国立教育政策研究所の研究指定を受け、
外国語活動及び外国語科を軸にした小・中連携の取組を通して、同校の
地域の課題である「コミュニケーション能力の育成」を目指してきまし
た。研修体制や高梨小学校や仙北中学校との交流活動が定着しており、
継続した取組が子どもたちの元気にコミュニケーションする姿に現れて
いました。
〔大曲中学校 吉澤孝幸 教諭（教育専門監） ２年 青山竜也さん〕

本校は、平成２４年度から文部科学省の「拠点校・協力校英語授業改
善プログラム」の拠点校の指定を受け、他に先駆けてオールイングリッ
シュの授業を推進し、小学校外国語活動導入を受けて、中学校での英語
学習のレベルアップを図っています。同校では、今後大切になるであろ
う「即興で表現する力」を育成することに力を入れようと研究に着手し
ており、生徒が質問に英語で即答する姿を実際に示してくれました。
〔大曲高等学校 小原真紀子 教諭（教育専門監）〕

「高等学校における人材育成と英語教育の動向」と題してお話をいた
だきました。高校では英語だけでなく、生徒たちの学ぶ意欲が低いこと
を大きな課題と捉えているようです。英語は、コミュニケーションのツ
ールであり、いろいろなことに関心をもち、いろいろな人と関わり、全ての教科を通して子ども
たちを育てていくことが大事であるとのメッセージをいただきました。

② 講 話
講師：（株）神戸製鋼所人事労政部 望月 亮佑 氏

企業が求めるグローバル人材と学校教育への期待
グローバルに展開している会社の事業説明と企業が求めるグロ

ーバル人材について、海外で活躍する社員の例を踏まえて紹介し
ていただきました。

学校教育においては、自立した人間の育成や、異文化を理解し
多様性を受容できる柔軟さを身に付けさせること、失敗を恐れな
い行動力や挑戦する心を育てることに力を入れてほしいと強調さ
れました。さらに、今後は使える語学力も大事であることを話し
てくださいました。

平成２６年度 第１６回大仙市教職員研究集会
平成２６年８月８日（金） 全 体 会

テーマ 「グローバル化に対応した外国語教育の充実」
～小・中・高・大の学びのつながりを通して～

大仙市教育指導課

平成２６年度 №４

平成２６年９月３０日発行

横堀小学校の発表の様子

大曲中学校の発表の様子

大曲高校小原教諭の発表の様子

神戸製鋼所望月氏の講話の様子

③パネルディスカッション
（パネリスト）横堀小学校 田口 倫 教諭

大曲中学校 吉澤 孝幸 教諭（教育専門監）
大曲高等学校 小原真紀子 教諭（教育専門監）
神戸製鋼所人事労政部 望月 亮佑 氏

（コーディネーター） 国際教養大学 助教 町田 智久 氏

「パネリストそれぞれが考えるグローバル人材とは」という切
り口で展開されたパネルディスカッションでは、今後求められる
人材について、それぞれの立場から意見が出され、参加者が各校
種における目指す子どもの姿を具体的にイメージして共有するこ
とができたのではないでしょうか。

また、そうした人材を育てるためには、児童生徒の学びが各校
種間において円滑につながっていくよう、それぞれが入り口と出
口を確認し合うことが大切だという話になりました。

そして、グローバルであるためには、むしろローカルが充実しなければならないと言われるよ
うに、ふるさとを愛する子どもたちを育てることも大事であるというまとめになりました。

昨年に引き続き標記事業の中核をなす避難所開
設訓練が大曲西中学校を会場に開催されました。

今年は、中学生から地域住民へと避難所運営を
引き渡すことに重点を置いた、より実践的な訓練
を実施しました。このような訓練のねらいもあり、
内小友地区と大川西根地区からは、大曲西中学校
の生徒数を上回る８８名もの住民の皆様がご参加
くださり、それぞれの地区の自主防災組織を生か

した、学校と地域による「共に生きる」訓練となりました。
この訓練には、中学生サミットのメンバーと四つの小学校の児童、市

内２６校の小・中学校教職員が参加しました。また、大仙警察署と大曲
消防署などの関係機関の皆様やＰＴＡ連合会、市長や総合防災課などの
市役所関係者などのご協力をいただき、総勢３２０名の大規模な訓練を
実施することができました。

午後２時３０分に、大曲地域を震源とする震度
６の直下型の地震が発生し、大曲西中学校が避難所に指定されたという想
定で実施。中学生サミットのメンバーも大曲西中学校の各学級に別れて、
不慣れな場所で見知らぬ人たちと避難するところから参加しました。いつ
もの大曲西中学校単独の訓練よりは少し時間もかかりましたが、いざとい
うときの初期対応訓練になりました。

その後、市の災害対策本部からの避難所指定指
示を受け、避難所対策本部を設置し、中学生による

避難所開設を進める二次対応に取りかかりました。中学生サミットのメン
バーは、受付や名簿管理を担当する総務班や、ライフラインの点検や居住
スペースの設置を担当する物資班など７班に分かれて大曲西中学校の生徒
と共に活動しました。

地域住民の方々が次々と大曲西中学校に避難し、予想以上に受付が混み
合い、受付場所を移動するなどの対応も見られました。受付で住民の地域
情報や体調などを聞き取り、設置された居住スペースに案内し、広報班は
メガホンを利用して、地域の被害状況などの情報を丁寧に伝達し、救護班

は、一人一人の健康状態をチェックしながら笑顔で
言葉をかけて回るなど本番さながらの活動が展開さ
れました。

４時までの参加である小学生や教職員との「終
わりの会」では、防災教育の教材として使用できる「防災リュック」を配
付しました。学級指導やＰＴＡの研修等において活用を図り、家庭におけ
る防災意識の向上につなげていただきたいと思います。参加した小学生か

だいせん防災教育「生き抜く力育成」事業
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らは「中学生がそれぞれの係の仕事を分担して、てきぱきと行動してい
た」という発表もあり、小学生にとっては、今後自分たちが目指すべき
具体的な姿に実際に触れることができた貴重な経験になりました。

避難してきた人たちの居場所を確保し、災害情報も共有されて避難所
運営も安定してきたところで、給食班が学校農園で栽培したネギを具に
して作ったみそ汁と非常食であるアルファ米が配られました。市長や教

育長も住居スペースで、住民の皆さんと一緒に非
常食の試食体験をしました。

その後、中学生から地域の自主防災組織の皆様へと役割をバトンタッチ
する場面になりました。中学生が、避難所開設からこれまでの仕事の内容
を説明し、用いた資料や情報等を伝達しました。地域の方からは具体的な
避難民の様子などについて質問も出され、役割と責任とがしっかりと引き
継がれていきました。

事後の生徒アンケートでは、「自分の学校で防災訓練をやるときにはどうしたらよいか考える
ことができた」「救護の仕方や避難してきた住民の方への対応はとてもためになった」というよ
うな、今回の訓練を自校の取組に生かしていこうとする中学生の声がありました。また、「西中
生のみなさんは、自分のするべきことをしっかりとやっていた」「西中のように全校の意識を高
めたい」「避難民の皆さん一人一人への心遣いや気遣い、これが特に心に残りました」というよ
うに、大曲西中学校の生徒が、これまでの防災教育等の中で実践し身に付けてきた力や心を確か
め合う機会にもなったようです。

この事業は、全市を挙げて防災教育を推進する先進的な取組でもありま
す。毎年、テーマを焦点化しながら、「総合的な学力」を身に付けた児童
生徒の育成に“つなげる”こと、モデル校による実践の成果を市内全域に
“広げる”ことを目指していきたいと考えております。これからも、それ
ぞれの小・中学校において、地域の特色を生かした防災意識の向上に寄与
することができるよう、地域と共につくる防災教育を展開していきたいも
のと考えております。

なお、本事業では各学校の被災地交流活動を全面的にバックアップすることも本年度の重点と
なっております。これまで継続的に被災地との絆を強め、交流を深めてきた多くの学校が、市内
の各小・中学校や地域との連携をさらに充実させて心の交流に取り組んでおります。その取組状
況については、次号以降で紹介いたします。

今年４月２２日（火）に実
施された全国学力・学習状況
調査の結果が公表され、市教
育委員会及び各学校において
分析を進め、今後の取組に生
かそうとしております。今年
度の結果の概要をお知らせい
たします。なお、分析の詳細
については、市教育委員会の
ホームページにも掲載してま
いります。

本調査は、教科に関する調
査（国語、算数・数学の主と
して「知識」に関するＡ問題
と主として「活用」に関する
Ｂ問題）及び生活習慣や学習
習慣に関する質問紙調査から
なるもので、本市の全ての小
学校（６年生）、中学校（３年
生）が調査対象として実施さ
れております。

教科に関する調査結果は、
左のグラフのとおり、小・中

学校共に、全ての教科が、全国及び本県の平均正答率を上回り良好な状況にあり、特に、主とし
て「活用」に関するＢ問題において国や県との差が顕著になっております。
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〔教科に関する調査結果〕

また、本市の大
きな特徴の一つと
して、記述式問題
に対する無解答率
が大変低く、児童
生徒が粘り強く問
題に取り組んでい
る姿が浮き彫りに
なっています。さ
らに、その正答率
が良好であること
は、誠に望ましい
ことと捉えており
ます。

これは、各学校
において小・中連
携による９年間を
見通した学習指導
の充実を図り、組
織的な研究体制の
もと、児童生徒主
体の学習が進めら
れてきた成果であ
ると捉えておりま
す。今後とも、個
に応じた指導等に
より基礎学力の定
着を図るととも
に、根拠を基に自
分の考えを述べた
り、学び合い等で
自分の考えを深め
たりなど、活用す
る力を育成するた
めの授業改善を積
極的に進めていき
たいものです。

また、生活習慣
・学習環境に関す
る質問紙調査の結
果も、小・中学校
共にほとんどの質
問項目において全
国及び本県の平均
を上回っており、
本市の児童生徒は、望ましい生活環境の中で基本的生活習慣及び学習習慣を確立し、意欲的に学
習に取り組むなど、良好な状況にあると捉えております。

要因としては、学校生活の中で、達成感や自己有用感をもたせる機会と場の充実を図ることで、
学ぶ意欲を育むとともに、地域人材の活用等、開かれた学校づくりが進められていることや、家
庭や地域が好ましいかかわりをもって児童生徒の成長を支え、学校の方針等に建設的に協力して
くださっていることなどが大きく影響していると考えております。

学校質問紙における回答状況からは、学習指導については、児童生徒の主体性や活用する力を
育成する指導、補充的な指導、小・中連携を通した指導等の実施状況が、小・中学校共に全国及
び本県の平均を上回るなど、児童生徒の回答状況にも整合し概ね良好な状況にあると捉えており
ます。その他、生き方にかかわる指導、読書指導、研修、開かれた学校づくり等についても、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、各学校が説明責任を果たそうと
努力している様子をうかがうことができます。

市教育委員会では、本調査結果を十分に活用し、児童生徒一人一人の課題の改善状況を点検す
るフォローアップシートや指導方法改善に生かす資料等を今後も提示し、基礎知識のさらなる定
着を図るとともに、市当局のご理解のもと、なお一層の教育環境の整備にも努めてまいります。
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〔記述式問題の正答率（左）と無解答率（右）の状況〕
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