
【出発まで】
今年度も、新年早々の１月３日

（土）から１１日（日）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。年々増加してきた
男子の参加者も、今年度は半数に近
い８名となり、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学習を積み
重ね、チームワークも固めて臨みました。
【出発～滞在～帰国】

航空会社の都合で出発が１日遅れ
となり、ファームスティが１泊減と
なってしまいましたが、オージーキ
ッズとの交流や、キュランダ渓谷鉄
道、アボリジニショー、ミコマスケ
イなどの自然や文化体験等を通して、
オーストラリアのすばらしさを味わ
ってくれたようです。また、現地で
仕事をしている日本人の方々からも
たくさんのことを学ぶことができ、
それぞれの研究テーマについて学び
を一層深めることができたようです。
１月１１日（日）の朝７時前、予

定どおり大仙市役所に一行が到着し、
家族や学校関係者の出迎えを受けま
した。代表して佐々木彩乃さん（平和中学校２年）が、
滑らかで力強い英語で体験の成果を述べ、大きな拍手
を受けました。

【解団式、報告会】
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、嵯峨麗夏さん（西仙北中学校
２年）が「環境保護の取組では日本にいると気付かないこと
に気付かされた」、佐々木央理さん（大曲中学校２年）が「将来は海外で働いて
みたいと思い、経験を今後の学習に生かしたい」などとそれぞれ挨拶しました。
仲間との友情が深まったこと、現地で様々なことにチャレンジした自信など、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。
自主研究テーマは、食文化、自然環境、水資源、地産地消、

ゴミ問題、地球温暖化、家の造り、伝統文化等、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、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ました。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。提言の中には、「授業でエコバッグを作ってエ
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１２月２６日の結団式で誓いの言
葉を述べる佐藤泉さん（右：大曲
中）と大釜千佳さん（左：仙北中）

日程の概要

１日 1/3 【出発】大曲駅～成田空港
（土） ※航空会社の都合により成田宿泊

２日 1/4 成田空港からケアンズへ
（日）

３日 1/5 【到着】ケアンズ空港
（月） ～マンガリーフォールズ

４日 1/6 ○ファームステイ
（火）

５日 1/7 ○オージーキッズとの交流
（水）

６日 1/8 ○自然、文化体験研修
（木） キュランダ渓谷鉄道

アボリジニショー 等

７日 1/9 ○自然体験研修
（金） ミコマスケイ

○海外で活躍する日本人から研修

８日 1/10 【出発】ケアンズ空港
（土） …成田空港…大仙市へ

９日 1/11 【到着】大仙市役所
（日）

オージーキッズとの交流の様子
（上）、現地で仕事をしている日
本人の方々からの研修（下）

キュランダ渓谷鉄道で大自然
を満喫

代表の挨拶（上：嵯峨
さん、下：佐々木さん）

グループでの報告の様子

コの意識を高めてはどうか」「秋田の伝統食のレシピを発信してはどうか」とい
ったことが発表されました。
また、それぞれの報告では、ファームスティで日本のそうめんを作って会食

したことや一生懸命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に自分を表現できたこと、グレ
ートバリアリーフやキュランダ渓谷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工夫がみられ、大きな成長を感じ取
ることができました。
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。

文部科学大臣表彰 おめでとうございます
◎太田南小学校 平成２６年度優れた「地域による学校支援活動」推進◎太田南小学校 平成２６年度優れた「地域による学校支援活動」推進◎太田南小学校 平成２６年度優れた「地域による学校支援活動」推進◎太田南小学校 平成２６年度優れた「地域による学校支援活動」推進

［平成２６年１２月８日表彰式］
地域が一体となって子どもたちを育む仕組みづくりを推進したことが評価され、文部科学大臣から

表彰を受けました。学校・家庭・地域が連携し、教科の学習やバリアフリー体験、食育授業などで地
域ぐるみの教育支援活動を実施し、地域の活性化につなげました。

◎協和中学校 平成２６年度キャリア教育優良学校◎協和中学校 平成２６年度キャリア教育優良学校◎協和中学校 平成２６年度キャリア教育優良学校◎協和中学校 平成２６年度キャリア教育優良学校
［平成２７年１月２１日表彰式］
キャリア教育の充実発展に尽力し、顕著な功績が認められる学校を文部科学大臣が表彰するもので、

平成１８年度から継続されている５日間の職場体験をはじめとする、小学校や地域と連携した系統的
なキャリア教育の取組、その成果を積極的に発信したことなどが評価されました。

◎星野昌子教諭 平成２６年度優秀教職員◎星野昌子教諭 平成２６年度優秀教職員◎星野昌子教諭 平成２６年度優秀教職員◎星野昌子教諭 平成２６年度優秀教職員
［平成２７年１月１９日表彰式］
学校教育における教育実践等に顕著な成果を上げたとして、特に優れた授業実践やふるさと学習推

進の取組が評価され、文部科学大臣から表彰を受けました。全国の国公私立学校（大学、高等専門学
校を除く。）の現職の教育職員（校長等の管理職を除く。）を対象に、平成１８年度から実施されてい
るもので、平成２６年度の全国の被表彰者数は、８３０名（国立１９名、公立７７７名、私立３４名）
です。

ブータン国王から直筆の感謝状 再び！
昨年度から、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」を献上している四ツ屋小学校と花館
小学校の子どもたちへ、今年度も国王直筆による英文の感謝状
が届けられ、２月２３日（月）に花館小学校で、両校の代表児
童に三浦教育長から感謝状が伝達されました。

感謝状を手にした代表の児童は、「僕たちの思いが伝わって
嬉しい」「先輩たちの思いを引き継いで届けてよかった」など
の感想を述べていました。

快挙！！ 全国大会５連覇！！ 大曲中学校吹奏楽部！！快挙！！ 全国大会５連覇！！ 大曲中学校吹奏楽部！！快挙！！ 全国大会５連覇！！ 大曲中学校吹奏楽部！！快挙！！ 全国大会５連覇！！ 大曲中学校吹奏楽部！！
第４２回 マーチングバンド・カラーガード全国大会

１２月１３、１４日（土、日） さいたまスーパーアリーナ

「忠臣蔵」の「忠誠心」を表現した同校は、中学生大編成の部で８年連続金賞、５年連続最優
秀賞（大会史上初）という快挙を成し遂げました。

また、小学生小編成の部では、ＨＭＢ花館小学校マーチングバンドが２年連続４回目の金賞に、
小学生大編成の部では、大曲小学校マーチングバンド部が銀賞に輝きました。本市からは伝統校
３校が出場し、それぞれ実力を発揮してくれました。心からお祝い申し上げます。

花館小学校（小編成の部）金賞！！ 大曲小学校（大編成の部）銀賞！！花館小学校（小編成の部）金賞！！ 大曲小学校（大編成の部）銀賞！！花館小学校（小編成の部）金賞！！ 大曲小学校（大編成の部）銀賞！！花館小学校（小編成の部）金賞！！ 大曲小学校（大編成の部）銀賞！！
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教育長から子どもたちへ
感謝状（左）と和訳（右）



ＰＴＡ連合会の研修深まる （いずれもＰＴＡ連合会の会報で後ほど詳しく紹介されます）

市内の幼稚園、小・中学校のＰＴＡ役員等約５０名が参
加し、南外小学校を会場に開催されました。はじめに同校
の全学級の授業を参観させていただきました。参加者は、
児童の学び合う様子や教師の指導、そして学校の環境全般
について、自分の学校の状況と重ね合わせるように興味深
く校内を巡っていました。
協議会では、同校の小西肇校長から、学校経営及び支所

や公民館、そして地域と連携した「We Love♥ 南外 おらだ
の学校スペシャル」に係る取組について説明をいただき、
引き続き南外中学校の冨樫武彦校長からも、被災地との交
流活動や「南外の仕事着」に関わる取組の説明をいただき
ました。活発な質疑応答が行われ、学校経営に係る保護者

や地域の協力体制づくり、支所や公民館との連携の在り方等に関心が集まりました。

ＰＴＡ連合会員等関係者をはじめ、一般市民約１８０名
が集い、原田真裕美氏（羽後町立図書館長）から、子ども
の読書活動の充実に向けた心に響くお話を拝聴することが
できました。
講演からは、子どもを中心に据えた「家読（うちどく）」

の大切さやすばらしさ、「子ども司書養成講座」を通して成
長する子どもの姿など、実践に裏付けられた子どもを育てる
読書活動の重要性など、保護者も教育関係者もそれぞれにた
くさんのことを学ぶことができました。
そして、原田氏が実践されている「小さな朗読コンサート」

さながらの絵本の朗読では、作品の世界に引き込まれ、思わ
ず涙腺を押さえた人もいたほどで、深い感動を与えていただ
きました。

今年度最後の研修会は、幼稚園、小・中学校のＰＴＡ役員等が約
７０名参加し、標記の協議テーマについての説明及び事例の紹介の
後にグループ協議を行い、活発な意見交換の機会となりました。
「児童生徒の学力等の状況について」は須田百合子教育研究所長

が、「食物アレルギー対応について」は杉山光行学校給食
総合センター所長がそれぞれ説明しました。
「情報モラルいじめ対策について」は、はじめに市の

事業の実施状況を大阪瑞穂指導主事が、大仙市中学生サ
ミットの取組を島田智指導主事が説明した後、ＳＮＳ利
用に係るルールづくりの先駆け的取組となった「平中ル
ール」について、戸嶋藤典教頭（平和中学校）から紹介
していただきました。グループ協議からは、中学生サミ
ットの動きを市ＰＴＡ連合会が後押しして一体となった

取組にしたらどうかという意見も出されました。

第１７回研修会 講演会第１７回研修会 講演会第１７回研修会 講演会第１７回研修会 講演会
演題演題演題演題：「子どもたちが輝く読書活動」 講師：原田真裕美 氏（羽後町立図書館長）講師：原田真裕美 氏（羽後町立図書館長）講師：原田真裕美 氏（羽後町立図書館長）講師：原田真裕美 氏（羽後町立図書館長）

会場：仙北ふれあい文化センター 期日：平成２７年１月７日（水）１４：００～１５：１５会場：仙北ふれあい文化センター 期日：平成２７年１月７日（水）１４：００～１５：１５会場：仙北ふれあい文化センター 期日：平成２７年１月７日（水）１４：００～１５：１５会場：仙北ふれあい文化センター 期日：平成２７年１月７日（水）１４：００～１５：１５

第１８回研修会第１８回研修会第１８回研修会第１８回研修会
協 議 ： ○児童生徒の学力等の状況について ○食物アレルギー対応について協 議 ： ○児童生徒の学力等の状況について ○食物アレルギー対応について協 議 ： ○児童生徒の学力等の状況について ○食物アレルギー対応について協 議 ： ○児童生徒の学力等の状況について ○食物アレルギー対応について

○情報モラルいじめ対策について○情報モラルいじめ対策について○情報モラルいじめ対策について○情報モラルいじめ対策について

会場：グランドパレス川端 期日：平成２７年２月１３日（金）１６：００～１７：３０会場：グランドパレス川端 期日：平成２７年２月１３日（金）１６：００～１７：３０会場：グランドパレス川端 期日：平成２７年２月１３日（金）１６：００～１７：３０会場：グランドパレス川端 期日：平成２７年２月１３日（金）１６：００～１７：３０

第１６回研修会 研修視察第１６回研修会 研修視察第１６回研修会 研修視察第１６回研修会 研修視察
「We Love♥ 南外 おらだの学校スペシャル」

会場：南外小学校 期日：平成２６年１２月１５日（月）１４：００～１６：２０会場：南外小学校 期日：平成２６年１２月１５日（月）１４：００～１６：２０会場：南外小学校 期日：平成２６年１２月１５日（月）１４：００～１６：２０会場：南外小学校 期日：平成２６年１２月１５日（月）１４：００～１６：２０

授業参観の様子（上、下） 協議会の様子（上、下）

講師の原田氏（上）
お礼の花束贈呈（下）

講演会の様子（上）
質問をする参加者（下）

学力等の説明（上：
須田所長）、平中ル
ールの紹介（下：戸
嶋教頭）

食物アレルギー対応の説明（上：杉
山所長）、グループ協議（下左）、協
議内容の紹介（下右：後藤教頭）

今年度の県
学習状況調査
の結果は、右
のグラフのと
おりです。
小学校は、

全ての学年及
び教科で県平
均を上回って
います。中学
校は、県平均
と同程度ですが、県平均を上回ったのは
１年生の理科、２年生の国語、理科、社
会にとどまりました。
本市では、昨年度までの小学校と中学

校の学習指導の状況を踏まえ、その円滑な接続を図ることを重点として各学校の取組をお願いし
てまいりましたが、依然として安定した課題の改善には至っていないと捉えております。
今回の結果を踏まえ、学力向上推進委員会を中心とした課題の分析をしっかりと行い、各学校

の課題解決の取組に資するようフォローアップシートを提供し、授業改善と確かな学力の定着に
向けて学校と一体となって取り組んでまいります。

※身長、体重についての国※身長、体重についての国※身長、体重についての国※身長、体重についての国

・県との比較・県との比較・県との比較・県との比較

[Ｔ得点（全国平均値を50と[Ｔ得点（全国平均値を50と[Ｔ得点（全国平均値を50と[Ｔ得点（全国平均値を50と

したときの値）]したときの値）]したときの値）]したときの値）]

体力・運動能力の面では、体力合計点で国及び県を上回っており、全体として良好な状況にあ
ります。また、身長や体重についても国や県よりも上回っておりますが、肥満傾向出現率におい
ては、「標準」の児童生徒が国よりも若干下回っており、肥満傾向の児童生徒が国よりも若干多
い状況にあります。今後、各学校において保護者の協力の下、授業における運動量の確保と意欲
付けを図る取組、食習慣・生活習慣確立のための継続的な取組、運動やスポーツに対する意欲を
高める取組等を推進するよう努めてまいります。本調査結果については市教育委員会のホームペ
ージに掲載しております。
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県 国

体力（点） 58.24 55.01

握力（㎏） 16.54 16.09

上体（回） 19.66 18.26

長座（㎝） 38.71 37.21

反復（点） 42.63 39.36

ｼｬﾄﾙ（回） 48.48 40.29

50m(秒） 9.58 9.64

立幅（㎝） 148.64 144.76

ｿﾌﾄ投（m） 15.14 13.90

平均値
小学校５年女子５年男⼦ ５年⼥⼦
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中学校２年男子

県 国

体力（点） 44.15 41.74

握力（㎏） 30.94 29.00

上体（回） 28.00 27.45

長座（㎝） 45.18 42.92

反復（点） 52.06 51.31

持久（秒） 393.19 392.89

ｼｬﾄﾙ（回） 87.91 85.29

50m（秒） 7.97 8.03

立幅（㎝） 198.60 193.43

ﾊﾝﾄﾞ投（m） 21.71 20.86

平均値
２年男⼦ ２年⼥⼦
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大仙市 秋田県５年男⼦ ２年男⼦ ２年⼥⼦５年⼥⼦

秋田県学習状況調査 （小学校１２月３日、中学校１２月４日実施）（小学校１２月３日、中学校１２月４日実施）（小学校１２月３日、中学校１２月４日実施）（小学校１２月３日、中学校１２月４日実施）

県 国

体力（点） 56.27 53.91

握力（㎏） 17.22 16.55

上体（回） 20.71 19.56

長座（㎝） 34.37 32.87

反復（点） 44.33 41.61

ｼｬﾄﾙ（回） 57.75 51.67

50m(秒） 9.45 9.38

立幅（㎝） 153.21 151.70

ｿﾌﾄ投（m） 24.78 22.90

平均値
小学校５年男子
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中学校２年女子

県 国

体力（点） 50.73 48.42

握力（㎏） 24.51 23.76

上体（回） 23.84 23.03

長座（㎝） 47.01 45.12

反復（点） 46.52 45.27

持久（秒） 291.39 292.71

ｼｬﾄﾙ（回） 57.59 57.20

50m（秒） 8.83 8.88

立幅（㎝） 169.74 166.18

ﾊﾝﾄﾞ投（m） 13.60 12.97

平均値
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中学校２年中学校２年中学校２年中学校２年各学年、各教科の各学年、各教科の各学年、各教科の各学年、各教科の
平均通過率の状況平均通過率の状況平均通過率の状況平均通過率の状況

大仙市 秋田県

平成２６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省）
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体格に関する調査結果体格に関する調査結果体格に関する調査結果体格に関する調査結果
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