
今年度の春の研究集会は、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 様はじめ多くの来賓をお迎えし、市内幼稚園（希望参加）及び小・
中学校の全教職員など総勢約５７０名の参加により開催することができました。

はじめに、物部長仁教育委員長が「東日本大震災から４年目の春を
迎え、本市の中学生が小学生や地域と連携し、被災地の学校や地域の
方々との交流活動を継続していることは誠にすばらしいことだと思
う。今後の活動がますます豊かなものとなり、防災教育の一層の充実
が図られることを願っている。また、本市ではキャリア教育を重視し、
学校同士や関係機関等との交流・連携により教科横断的な教育活動を
推進して『総合的な学力』の育成を目指しているが、各学校が特色あ
る教育活動を展開し、子どもたちの関心・意欲を喚起し、体験的な活
動と教科等の学習が相乗効果を上げるよう取り組まれていることが大
変望ましい」旨、挨拶されました。

三浦憲一教育長の講話では、大仙市の教育、この１０年間の総まと
めの成果が今問われていること、新年度がスタートした学校現場では
これから３か月間が勝負であり、学校力、チーム力を生かして取り組
んでほしいこと、学習指導要領の改訂等、教育改革の中にあって、一
人一人の能力や個性をいかに伸ばしていくかが大事であること、あい
さつといった部活動で培われた力はまさしく総合力の一つであること
等が話されました。
中でも、教育を車の動きにたとえて、カーナビの教え方では力は付
かない、アクティブ・ラーニングの必要性が叫ばれているが、何を教
えるかよりどのように学んでいくか、意欲をエンジンとして自らハン
ドルを切っていく力を付けていかなければならないという話に、教職員一同が意欲をかき立てられまし
た。

続いて、「学校教育の基本方針」について、九嶋正明次長兼
教育指導課長が、今年度の重点及び主な施策、事業等を中心に
説明し、共通理解を促しました。

特色ある取組紹介の口火を切ったのは、大仙市マスコットキ
ャラクター「まるびちゃん」でした。中学生議会での生徒の提
案をきっかけに、市誕生１０周年に合わせて募集が行われ、誕
生したマスコットキャラクターです。大曲中学校３年生の中田
結音（なかたゆうな）さんがデザインしたもので、大仙市に幸
福をもたらす「花火の妖精」です。すでに、各種イベントで大
活躍しています。
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挨拶を述べる物部委員長

講話で熱く語る三浦教育長

中田さんと「まるびちゃん」

続いて、特色ある取組の実践発表が三つ紹介されました。
清水小学校の高橋悟教諭は、環境教育の実践「秋田県ＥＳＤ環境プログ
ラムの実証校としての取組」と題して、今まで取り組んできた「イバラト
ミヨの保全活動」に、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の視点で展
開された活動を加えたことにより、子どもたちの自信と誇りと責任感がさ
らに増し、地球を愛する気持ちがより強くなったとの成果を発表をしてく
れました。

豊成中学校の石川真一教諭、豊川小学校
の浦山ひろみ教諭、豊岡小学校の草彅友子教諭は、「小・中連携実践研
究モデル事業」に取り組んだ一年目の成果として、小・中双方向の乗り
入れ授業の実施や小・中及び小・小における多様な交流活動により、児
童生徒の学習意欲や自己肯定感の確かな高まりが見られたとする実践を
発表してくれました。二年目は三校間の指導体制を見直し、重点教科を
定めるなど工夫して、中学校教員の授業乗り入れを進める予定とのこと
で今後の成果が楽しみです。

西仙北中学校の田中真二朗教諭は、「教育課程研究指定校事業」とし
て、美術の学習指導を通じて、生徒が改めて西仙北という地域を見つめ
直す機会を提供するとともに、表現と鑑賞相互の関連を図った指導によ
り、目的意識や相手意識が明確となった活動が展開された実践を発表し
てくれました。生徒が美術の授業で制作した和菓子の模型が、本物のお
菓子として商品化されるといった喜びも生まれています。

研究集会の最後は大仙市民の歌の合唱でした。指揮は大川西根小学校
の田村忍校長、伴奏は大曲南中学校の荒川公子教諭が務めてくださり、
５７０名が心と声を一つにして歌い上げました。

平成２７年５月１１日（月）に、標記委員会が開催され、次の２９名が委員に委嘱されました。
同委員会は、本市の児童生徒の学習の定着状況の把握・分析及び学力向上施策に関する検討を目的と

しており、今後、国や県の学習状況調査等の結果を分析し、市内の学校に対して、成果と課題、課題の
改善に係る方策、及び課題改善の状況把握や指導方法改善に資するフォローアップシート等を提供する
こととしております。それぞれの委員の皆様は、各学校の校務をこなしながらの業務となりますが、三
浦教育長から、大仙市の各教科のリーダーとして誇りをもって頑張ってほしいとの励ましの言葉があり
ました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

平成２７年度 第１回大仙市学力向上推進委員会

国語科部会 算数・数学科部会 英語科部会

部会長 相庭 晋司 校長 四ツ屋小 部会長 竹村 尚人 校長 豊岡小 部会長 牛木 豊 教諭※大曲中

部 員 深谷 隆 教諭 高梨小 部 員 松本 博英 教諭 角間川小 部 員 菊地 裕之 教諭 大曲南中

部 員 田村佳久美 教諭 大曲小 部 員 青谷 志保 教諭 西仙北小 部 員 佐々木喜香 教諭 西仙北中

部 員 菅原 清三 教諭 角間川小 部 員 板垣 景子 教諭 花館小

部 員 鈴木 利浩 教諭※太田中 部 員 本道 法順 教諭※大曲中 ※印 教育専門監

部 員 金子 茂子 教諭 協和中 部 員 小田長早苗 教諭※中仙中

部 員 小笠原直子 教諭 大曲西中 部 員 大友 静 教諭 平和中 【フォローアップシートの提供予定】

７月下旬まで

社会科部会 理科部会 ①全国学力・学習状況調査Ａ問題対応

部会長 岩田 稔 校長 横堀小 部会長 鈴木 秀 校長 内小友小 （国語、算数・数学）

部 員 伊藤 幸枝 教諭 大曲小 部 員 三浦 浩幸 教諭※神岡小 ②全国学力・学習状況調査

部 員 栗山 晃子 教諭 中仙小 部 員 加藤 康二 教諭 太田南小 Ａ、Ｂ問題対応（理科）

部 員 杉井 幸 教諭 太田北小 部 員 加藤 雅人 教諭 協和小 ③学習指導要領の実践課題対応

部 員 髙橋 悠葵 教諭 南外中 部 員 栗山 琢也 教諭 大曲中 （社会、英語）

部 員 阿部 光教 教諭 太田中 部 員 藤原 正貴 教諭 平和中

西仙北中学校 田中真二朗教諭

清水小学校 高橋 悟教諭

豊成中学校 石川真一教諭
豊岡小学校 草彅友子教諭
豊川小学校 浦山ひろみ教諭
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【５月１２日（火【５月１２日（火【５月１２日（火【５月１２日（火））））〔夢先生 波戸康広氏 サッカー〔夢先生 波戸康広氏 サッカー〔夢先生 波戸康広氏 サッカー〔夢先生 波戸康広氏 サッカー〕〕〕〕】】】】
午前：四ツ屋小学校（５年梅組） 午後：四ツ屋小学校（5年桜組）午前：四ツ屋小学校（５年梅組） 午後：四ツ屋小学校（5年桜組）午前：四ツ屋小学校（５年梅組） 午後：四ツ屋小学校（5年桜組）午前：四ツ屋小学校（５年梅組） 午後：四ツ屋小学校（5年桜組）
前半はゲームを通して「チームワークの大切さ」について、子どもたちが体得する時間でした。梅組

は波戸先生と「ハイハイじゃんけん」「鬼ごっこ」「手つなぎだるまさんが転んだ」、桜組は「タンタン
ゲーム」「しっぽとりゲーム」「ボール運びゲーム」を楽しみました。うまくいかないときは、皆で作戦
タイム。子どもたちからは問題を解決するために様々なアイディア
が出ます。協力し合い、意見を言い合って、チャレンジして達成し
ていく充実感を味わいました。
後半は、教室で講師の波戸先生が夢を実現するまでのお話です。

サッカーとの出会いから夢の実現まで、決して順風満帆ではなかっ
た数々の出来事を話してくれました。特に、中学時代に先輩からの
いじめでサッカーができない環境になった話に、子どもたちは真剣
に聞き入っていました。「成功」という言葉は嫌い、大事なのは自
分の夢に向かって「成長」していくことだと、子どもたちを勇気付
けてくれました。

【５月１３日（水【５月１３日（水【５月１３日（水【５月１３日（水））））〔夢先生 大菅小百合氏 スピードスケート・自転車競技〔夢先生 大菅小百合氏 スピードスケート・自転車競技〔夢先生 大菅小百合氏 スピードスケート・自転車競技〔夢先生 大菅小百合氏 スピードスケート・自転車競技〕〕〕〕】】】】
午前：太田南小学校（５年生） 午後：太田東小学校（5年生）午前：太田南小学校（５年生） 午後：太田東小学校（5年生）午前：太田南小学校（５年生） 午後：太田東小学校（5年生）午前：太田南小学校（５年生） 午後：太田東小学校（5年生）

太田南小では前半の時間、大菅先生と様々な鬼ごっこゲームを楽し
みました。あまりの一生懸命さと元気のよさに、「冷静さがあるとも
っといいね。」という先生からのアドバイスも。

太田東小では前半の時間、「しっぽとりゲーム」「手つなぎだるまさ
んが転んだ」「担任の先生ひっくり返しゲーム」などを楽しみました。
みんな夢中になって取り組んでいました。また、失敗を次のゲームに
生かしていく様子が見えました。

後半は、スピードスケートを始めてから引退するまでの数々の出来
事を話してくれました。ひきこもり状態になってしまった時に自分を
救ってくれたのが、故郷の子どもたちの応援メッセージビデオだった

という話や、チームを離れ孤独と戦いながら頑張った話など、華やかな活躍の陰にある挫折や努力な
どは、子どもたちの心に響いていた様子でした。

【５月１４日（木【５月１４日（木【５月１４日（木【５月１４日（木））））〔夢先生 秋本真吾氏 陸上競技〔夢先生 秋本真吾氏 陸上競技〔夢先生 秋本真吾氏 陸上競技〔夢先生 秋本真吾氏 陸上競技〕〕〕〕】】】】
協和中学校（１年Ａ組、１年Ｂ組）協和中学校（１年Ａ組、１年Ｂ組）協和中学校（１年Ａ組、１年Ｂ組）協和中学校（１年Ａ組、１年Ｂ組）
陸上競技大会間近という時期でもあり、前半の時間のオープニング

には、秋本先生が特別にハードルのデモンストレーションを見せてく
れました。あまりのスピードに、カメラが追えないほどでした。生徒
も迫力に圧倒されていました。
続くゲームはＡ組が「鬼ごっこ」「しっぽとりゲーム」、Ｂ組が「ハ

イハイゲーム」「手つなぎだるまさんが転んだ」で軽く体を動かしな
がら楽しみました。そして両クラスとも「選手とかけっこ競争して男
女５人以上ずつ勝てたらみんなの勝ち」というゲームをしました。相
談し、知恵を出し合いながら、両クラスとも最後にはクリア！どんど
んチームワークがよくなり、夢中になって取り組んでいく様子が分かりました。

後半は陸上競技との出会いから、選手として活躍できるようになるまでのお話。生徒は、特に中学
校時代の陸上競技大会選手選考に落ちた時の話に聞き入っていました。「失敗した自分を見せるのは格
好悪いから本気でやらない」ということがないように、「好きなことを見つける」「チャレンジする」「本
気でやる」を大事にしてほしいというメッセージをくれました。帰り際には、グラウンドで陸上競技
練習をしていた生徒や職員に、激励とアドバイスもくれました。

北海道出身。白樺学園高校
卒業。２００２年ソルトレ
イクシティオリンピックの
スピードスケート女子５０
０ｍ、１０００ｍに出場。
自転車競技トラックレース
で２００３年世界自転車選
手権Ｂ大会５００ｍタイムトライアル優勝。
２００４年同種目でアテネオリンピック出
場。２００６年トリノオリンピックのスピ
ードスケート女子５００ｍ出場。２０１１
年現役引退。

福島県出身。双葉高校時
代に４００ｍでインター
ハイに出場。国際武道大
学時代に初の日本ランキ
ングトップテン入り。同
大学院進学後２００ｍハ
ードルで学生最高記録を
樹立。全日本実業団対抗陸上競技選手権
大会４×４００ｍリレーで優勝。２００
ｍハードルでアジア最高記録を樹立。Ｊ
リーガー等への走り方指導やアスリート
として活躍中。被災地支援団体代表。

兵庫県出身。滝川第二高
校卒業後横浜フリューゲ
ルスに加入。横浜Ｆ・マ
リノス、柏レイソル、大
宮アルディージャ、そし
て復帰した横浜F・マリノ
スでサイドバックとして
活躍。横浜フリューゲルスでは、天皇杯優
勝、横浜Ｆ・マリノスではJリーグナビス
コカップ優勝、Ｊリーグ優勝などのタイト
ル獲得に貢献。現在は、横浜F・マリノス
のアンバサダーとして活動中。

子どもたちと作戦を練る波戸先生

自分の経験を語る大菅先生

意見発表を聴く秋本先生

平成２７年度大仙市ＰＴＡ連合会総会開催される

５月２５日（月）グランドパレス川端において、本年度の大仙市ＰＴＡ連合会総会が開
催され、本年度役員、事業計画等が承認されました。詳細は、会報「語ろう！かだろ！」
で、後日お知らせいたします。

平成２７年度大仙市ＰＴＡ連合会役員
会 長 山崎 清輝 大曲西中学校ＰＴＡ会長
副会長 本谷 悦郎 太田南小学校ＰＴＡ会長
副会長 佐藤 正 協和小学校ＰＴＡ会長
副会長 青谷 晃吉 大仙市小中学校長会長

中仙中学校校長
母親委員長 佐川千恵子 協和小学校母親委員代表
理 事 戸島 英明 西仙北小学校ＰＴＡ会長
理 事 大釜 裕樹 仙北中小学校ＰＴＡ会長
理 事 鈴木 幸一 南外中学校ＰＴＡ会長
理 事 久米川和行 神岡小学校ＰＴＡ会長
理 事 佐々木喜清 中仙中学校ＰＴＡ会長
監 事 橋本 琢史 協和中学校ＰＴＡ会長
監 事 小松 季晃 太田北小学校ＰＴＡ会長
幹事長 鈴木 直人 大曲西中学校教頭
幹 事 柴田 仁 太田南小学校教頭
幹 事 藤澤 範行 協和小学校教頭
幹 事 山崎 文幸 大仙市教育委員会生涯学習課長
幹 事 九嶋 正明 大仙市教育委員会

次長兼教育指導課長

主な事業計画
５月２５日(月) 総会
６月 あいさつ運動強調月間
６月中旬 ノーメディアデー、

ノーゲームデーの推進
７月下旬 第１回母親委員会
８月 １日(土) 第１９回研修会

「食育に関する講演会」
竹下和男氏 ドンパル

８月１９日(水) 中学生サミット
オブザーバー参加

１１月上旬 「大仙っ子読書の日」
運動展開

１１月 第２０回研修会「研修視察」
１月中旬 第２回母親委員会
１月 「書き損じはがき拠出運動」

展開
２月１９日(金) 第２１回研修会「協議会」
３月下旬 会計監査

役員会

野田公俊教授 出張講演会「ミクロの世界からのメッセージ」
ま さ と し

【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４００回以上の講演会を実施。

６月３日（水）、４日（木）、５日（金）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。
３日午後は、協和小学校で４～６年生１０９名が参加し、細菌の電

子顕微鏡写真に「おもしろい！」「すげー！」といった声があがりまし
た。抗生物質（ペニシリン）が青カビからつくられたと聞き、青カビ
に感謝したいとつぶやく児童もいました。
４日午前は、神岡小学校で５、６年生７３名が参加し、毎年感染症

で東京の人口の２倍の人が亡くなっているとの話に、「うわーっ」とどよめきが起こりました。Ｏ－
１５７を１ｍの大きさにすると、身長が１８０ｃｍの野田先生はどれくらいの大きさになるかとの
質問に対して、日本列島の大きさになるとの正解を聞き、更に大きなどよめきが起こりました。
４日午後は、南外中学校の全校生徒６２名が講演会に参加しました。３年生は３回目、２年生は

２回目であることから、講演は前回の記憶を呼び起こすように進められ、全員がメモをとりながら
聴く姿が見られました。
５日午前は、中仙中学校３年生４５名が講演会に参加しました。Ｏ－１５７について「感染症を

防ぐには７５℃で１分間でＯＫ」ということを先生が話す前に、自分で発見していた生徒がいまし
た。ハイレベルな質問も多数出されました。
野田先生による本市内小・中学校での講演会は今年で５年目となりました。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（木）に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。

南外中学校で講演する野田教授
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