
項目１：校種を超えた体系的な理数教育の推進 

○ 検討の背景 
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○ 具体的方策 

○ 参考情報 

・秋田県は産業構造の転換と安定的な雇用の創出を目指し、成長産業である航空機産業、
自動車産業等の産業の育成・定着に向けた取組を進めている。 

 
・近年、全国的に工学系学部への志願者が減少傾向にある。その中でも、航空機産業な
どの成長産業に関連性が高い「物理離れ」が進んでいる。 

 
・アメリカでは、将来的に科学技術やビジネス分野において国際競争力で優位に立つこ
とを目的とし、科学技術や理数系教育を統合・体系化したＳＴＥＭ※教育を進めてお
り、この取組は世界的に広がってきている。 

 
 
 
 

・秋田県の今後の産業構造を見据えたキャリア教育・理数教育について、小・中・高を
体系的に結び付けていく取組が必要である。 

・幼少期の頃に理科・科学に関心を持つことが重要であることから、小学校３年生か
ら始まる理科に対する興味・関心を醸成するような取組を早い段階（小学校１年
生）から実施する。 

 
・「ものづくり」や「新しい産業」において創造力を発揮するための、複数の理数系
教科に絡んだ発達段階に応じた教育プログラムを検討する。例えば、算数・数学・
理科・技術それぞれで学んだことを活用する学習の場面を「総合的な学習の時間」
に設けたり、現在進めている「理数才能育成プロジェクト」のように、ピンポイン
トの形で実施する。 

 

（本県小学生の理科学習への意識） 
・県学習状況調査（平成27年度）では、理科が好きな小学生の割合が、４～６年生の平均で
約89％、中でも４年生は約93％となっている。 

・全国学力・学習状況調査（平成27年度）では、自然の中で遊んだり自然体験をしたりした
ことのある６年生の割合が約94％となっている。 

・このように、本県の小学生は、理科の学習に対する肯定的な意識が高く、自然環境に直接
関わる経験が多い状況にあると言える。 

・この背景には、小学校における理科教育の充実に加え、小学校１・２年生で学習する生活
科の影響もあるものと考えられる。 

（生活科学習の特徴）  
・生活科の学習では、低学年の児童の特性の一つである自然事象に対する高い関心を基に、
自然の不思議さや面白さを実感する学習活動を取り入れることとしている。 

・今後も、生活科の学習については、小学校３年生以降の理科の学習を視野に入れ、科学的
な見方や考え方の基礎を養う観点から一層の充実が図られるようにすることが大切である。 

（理数関連職業への意識）  
・一方、全国学力・学習状況調査（平成27年度）では、理科や科学技術に関する職業に就き
たいと思っている児童生徒の割合が、小学校６年生で約34％、中学校３年生で約27％と
なっており、全国平均値よりは高いものの、他の質問項目に比べると肯定的な意識は低い。 

・今後、理科と日常生活や社会との関連をこれまで以上に重視しつつ授業改善が図られるよ
うにすることが大切である。 

【小学校における理数教育の取組等（第２回部会資料より）】 

【理数教育関連施策】 
 

 ○義務教育課 
  ・理数才能育成プロジェクト 
    理数レベルアップセミナー及び科学の甲子園ジュニア秋田県大会の開催 
 

 ○高校教育課 
  ・航空機産業人材育成事業 
    県内外の関連企業や大学等の専門人材による特別講義、高度な資格取得のための

集中研修、県内航空機関連企業での長期間の技術研修等 
 

  ・情報関連産業人材育成事業 
    専門人材の授業等への積極的な活用 
 

  ・アドバンストサイエンスプロジェクト 
    生徒の探究心を養い、科学的な思考力・判断力・表現力等を高めるとともに、教

員研修等により理数系教員の指導力を向上させることにより、理数教育の充実を図
る。 

 

  ・ものづくり教育の充実 
    専門高校のものづくりへの支援、産業教育フェアの開催及び支援、高校生商品開

発コンテストの実施 

※ＳＴＥＭ･･･科学技術や理数系教育に関連するScience（科学）、Technology（技術）、Engineering 
      （工学）、Mathematics（数学）の頭文字を取っている。 
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項目２：教育留学の拡大・拡充と秋田の教育力の発信 

○ 検討の背景 

○ 具体的方策 

○ 参考情報 

・「全国学力・学習状況調査」において、平成１９年度の調査開始以来、秋田県は全
国トップレベルの成績を継続しており、秋田県教育レベルの高さは全国的に知られ
るようになった。 

 
・今後は、教員、児童生徒、地域がどのような取組をして学力を向上させてきたのか、
具体的な内容を発信していくべきである。 

 
・秋田の教育環境のすばらしさを発信し、秋田のファンを作り、秋田で学ぼうとする
若者が増えて県内への定住にもつながるような仕組みづくりを推進していく必要が
ある。 

・今年度からスタートした「秋田で学ぼう！教育留学推進事業」の取組を積極的に情
報発信するとともに、開催数を増やしたり受け入れ人数を増やすなど内容の拡充を
図る。 

 
・留学希望者は全て受け入れられるように、学校や宿泊の受入体制を整備するととも
に、長期留学や県内移住希望者には速やかに対応できるようにする。 

 
・教育留学に参加する児童生徒が県内の高等教育機関を進学先として選んでもらえる
よう、当事業の実施に当たり県内高等教育機関との連携を図る。 

 
・秋田の教育環境のすばらしさを知ってもらうために他部局と連携して情報発信する。 
 
・教員や児童生徒、地域における教育レベル向上の具体的な取組について情報発信す
る。 

【秋田の教育力発信事業（義務教育課）】 
 

 児童生徒の学習・生活の状況、学校の教育活動、県及び市町村等の教育施策などについ
て多面的に分析し、成果や課題を県内外に発信する。 
 ○学力向上フォーラムの開催 
  ・全国学力・学習状況調査が開始された翌年の平成20年から年１回開催。 
  ・県外参加者の割合は年々増加し、平成27年度には４割を超えた。 
  ・会場校の授業参観、教育専門監の実践紹介、パネルディスカッション等を実施。 
 ○検証改善委員会 
  ・全国学力・学習状況調査の結果等を活用・分析し、教育委員会や学校における効果  
   的な取組や課題を明らかにし、学校改善に活用できる資料を作成するための協議を  
   行う。 
 ○新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクト 
 ○その他（県外からの視察） 
  ・県教育委員会及び市町村教育委員会に対する県外からの視察者も年々増加しており、  
   平成27年度には830件、3,600名を超える方々を受け入れた。 
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【秋田で学ぼう！教育留学推進事業 （生涯学習課）】 
 

 本県の強みである「豊かな教育資産」を生かして、都会の児童生徒が秋田での学びを体験
する「秋田型」教育留学の取組を推進することで、秋田の魅力を発信し、交流人口の増加や
家族ぐるみでの定住促進につなげる。 
 ○特徴 ①子ども一人一人に会わせた「オーダーメイド」の受け入れ 
      ・利用者の要望に応じ、通年で、随時の受け入れ 
      ・拠点施設での宿泊と、地域での民泊を自由に組み合わせ 
      ・重視する内容（生活改善・体験、学習・交流）に柔軟に対応 
      ・体験型から定住型の利用へ、段階を踏んでステップアップ 
     ②実際に学校で児童生徒受け入れ（見学だけでなく授業参加） 
     ③学び・体験・交流を総合的にコーディネートする教職員の配置 
     ④学習だけでなく、秋田の地域性を生かした体験活動も重視 
 ○実施日  利用者の要望に応じて設定するほか、８月２５日～３０日に短期留学を実施 
 ○実施場所 北秋田市  

【あきたの教育体験学校／東京校（人口問題対策課）】 

  本県の充実した教育・子育て環境をテーマとした移住促進のためのセミナーを都内で開

催し、「秋田の教育」を発信するとともに、地方移住に関心のある子育て世帯等に直接的
にアプローチした。 

  ○開催日 平成28年７月24日（日） 
  ○会 場 銀座FARMERS LaBo（東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館６F） 
  ○内 容 ①秋田の教育パネルトーク（東成瀬村教育委員会） 
       ②学力向上のための取組（義務教育課）  
       ③秋田の教育メソッド授業体験（東成瀬小学校） 
       ④教育留学推進事業紹介（生涯学習課） 
       ⑤秋田の学校給食試食体験（五城目第一中学校） 
       ⑥セミナー参加者との交流会（五城目町地域おこし協力隊、NPO法人ほか） 
  ○参加者 20組／43名 

２ 



項目３：次世代型コミュニティ・スクールの体制整備 

○ 検討の背景 

○ 具体的方策 

○ 参考情報 

・学校が抱える課題が複雑化・困難化している状況の中、困難な課題を解決していく
ためには、学校のみならず地域社会における教育の取組が重要であり、地域住民等
の参画・協力が必要である。 

 
・しかしながら、例えば学校安全の取組の現状は、学校と地域が連携した防災訓練等
の実施割合が平成２７年度は４割程度にとどまるなど、地域社会全体で取り組む体
制の整備が十分とは言えない状況にある。 

 
・学校と地域が連携した活動を行う場合、活動内容に応じた協議会などの組織を一か
ら立ち上げることが多く、この手続に手間と時間が掛かることから、なかなか実行
までたどり着きにくい状況にある。 

・取組毎に組織を立ち上げるのではなく、まずは「地域」という大きなまとまりと
「学校」とがつながり、その中に活動内容に応じた組織を作るようにできれば、一
から組織を立ち上げる手間が省かれ、実行に移りやすくなる。 

 
・現在、地域と連携して個別に進めている「学校支援地域本部事業」、「地域未来
塾」、「家庭教育支援チーム推進事業」なども、一体的に進めていくことができれ
ば、より効率的で実効性のあるものになると考えられる。 

 
・学校が地域の中心となって何かを進めていくような形になれば、地域住民も学校に
来やすくなり、地域コミュニティの活性化につながることが期待される。 

 

【関連する国の答申】 
 「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推 
  進方策について」（平成２７年１２月２１日 中央教育審議会） 
 

 ○概要 

 〔これからの学校と地域の目指すべき連携・協働の姿〕 
  ・地域と共にある学校への転換 
  ・子供も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築 
  ・学校を核とした地域づくりの推進 

 〔これからのコミュニティ・スクールの仕組みの在り方〕 

  ・学校運営協議会の目的として、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校づく 
   りを進めていく役割を明確化 
  ・学校運営協議会において、学校支援に関する総合的な企画・立案を行い、学校と地域住 
   民との連携・協力を促進していく仕組み 等 

 〔地域の教育力の充実と地域における学校の協働体制の在り方〕 

  ・地域と学校が連携・協力して、地域全体で子供たちの成長を支える活動を「地域学校 
   協同活動」として積極的に推進 
  ・従来の学校支援地域本部、放課後子供教室等の活動をベースに「連携・協働」、「総合 
   化・ネットワーク化」を目指す新たな体制としての「地域学校協働本部」に発展させる 

 〔コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的・効果的な推進の在り方〕 

  ・コミュニティ・スクールと地域学校協働本部が相互に補完し高め合う存在として、両輪 
   となって相乗効果を発揮していくことが必要 
 
 
【地域と連携した組織や取組例】 
 ・学校関係者評価委員会 
 ・学校評議員制度 
 ・地域学校安全委員会 
 ・学校支援地域本部事業 
 ・地域未来塾 
 ・放課後子供教室 
 ・家庭教育支援チーム推進事業 等 
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項目４：地域で学力を支える体制の整備 

○ 検討の背景 

○ 具体的方策 

○ 参考情報 

・近年、核家族化や地縁的つながりの希薄化等を背景に、家庭での教育が困難な時代
と指摘されているが、教育の支援については、家庭の経済状況にかかわらず全ての
子どもに質の高い教育を提供する必要がある。 

 
・次期学習指導要領改訂の趣旨を教育活動に一層反映させていくためには、学校外で
の活動や家庭学習などの取組を充実させていくことも大切である。 

 
・学習塾に行きたくとも行けない子どもがいる中で、幅広く子どもたちを受け入れ学
ぶ場が必要である。 

 
 

・子どもたちの学習習慣を定着させたり、学力を向上させたりするために、家庭だけ
でなく、幅広い地域の協力を得ながら、定期的な学習の場を提供していく。 

 
・具体的には、学生ボランティアや地域住民等（退職教員）の協力による学校と連携
した原則無料の学習支援を、放課後・休日・長期休業中に実施する。 

 
・学習支援の対象は、学習習慣を確実に定着させて学力を向上させていくために、小
学生から高校生まで幅広く受け入れるべきである。 

 
・この取組は貧困の連鎖の問題や秋田の学力日本一を下支えすることにもつながるこ
とから、子どもにとっても家庭にとっても県の学力向上にも非常に有効な手立てと
なる。 

 
 

【学校・家庭・地域連携総合推進事業 （生涯学習課）】  
 
 ○地域未来塾事業 
  ・中学生を対象にした原則無料の学習塾 
  ・主に放課後、公民館等で大学生や民間教育事業者等が、ＩＣＴ等を活用した学習支援 
   を実施 
  ・実施市町村：湯沢市、八峰町、東成瀬村 
 
 ○地域未来塾に係る学習支援を促進するために必要なＩＣＴ機器等の整備 
  ・地域未来塾を実施する市町村（湯沢市、八峰町、東成瀬村）にＩＣＴ機器（タブレッ 
   ト端末）を整備 
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項目５：読書活動の更なる推進 

○ 検討の背景 

○ 具体的方策 

○ 参考情報 

・あらゆる教科の学習において文章を理解し読み解く力は必要不可欠であり、その力
を育むのは読書活動である。 

 
・教育現場におけるアクティブ・ラーニングや創造力、表現力、課題解決力、生涯学
び続ける力等と読書活動は密接に関係があることから、読書活動を体系的に展開し
ていくことが必要である。 

 
 

 
【第２次秋田県読書活動推進基本計画（平成２８年度～３２年度）（総合政策課）】 
 ・「秋田県民の読書活動の推進に関する条例」（第4条第1項）に基づく基本計画 
 ・「家庭」「学校」「職場」「地域」という県民の生活の場に応じて、県民の共感を高めな 
  がら施策を展開するとともに、市町村、企業、民間、団体等と連携・協力し、県民総ぐる 
  みの読書活動に取り組む。 
 ・特徴的な施策としては、女性、子育て・働き盛り世代の読書時間の確保のため、職場にお 
  いて気軽に本に親しめる環境づくりに向けて企業内文庫の設置を促進するほか、市町村長 
  が「秋田県ブックリーダー」として地域読書を牽引するなど、市町村との協働による読 
  書活動の推進体制を強化することにしている。 
 
【「打って出る図書館」による地域の読書活動の推進（生涯学習課）】 
  専門的知識や技能を有する県立図書館の職員が、市町村立図書館や公民館図書室、県立学
校等の学校図書館に対して、図書館の運営や読書活動充実のための支援を行う。 

 
【幼少期からの読書推進フロンティア事業（生涯学習課）】 
  県内図書館や読書ボランティア団体等と連携し、県民それぞれの年代に応じた読書イベン
トを開催することにより、読書に親しむ気運の醸成を図る。また、学校における読書活動の
推進に向けて、学校図書館の環境づくりとその活用推進を支援する。 

・「読書絵はがきコンクール」の実施 
・「ビブリオバトル」※の実施 
  ※発表者（バトラー）が推薦する本の魅力を紹介し合い、全員で読みたくなった本

を投票で決める知的書評ゲーム 
・読書イベント「秋田県読書フェスタ」の開催（２５市町村、２団体、７２図書館にて
開催） 

・学校司書等図書館担当職員のスキル向上のための研修実施 
・学校訪問による助言や情報提供 

 
【図書館の管理運営事業（生涯学習課）】 
  県立図書館の図書資料の充実を図り、市町村立図書館等と連携しながら県民の豊かな読書

環境づくりを推進する。 
 
【あきた文学資料館の管理運営事業（生涯学習課）】 
  本県ゆかりの文学に関する資料の収集・保管・展示や文学講座などの普及事業を行い、文
学に関する学習機会を提供する。 

・特別展示（通年） 
・文学講座（年６回程度） 
・資料閲覧（通年、申し込み制） 
・資料『人物ガイド 秋田の文学を知ろう』の活用に関する助言 

 
【地域読書ボランティア育成事業（総合政策課）】 
  読み聞かせ等の読書ボランティアを対象に子育て支援分野と連携した絵本ワークショップ   
や親子参加の絵本ライブの開催等を通じて、家庭における幼児期からの読書活動の気運を高
めるとともに、読書ボランティアの後継者育成にもつなげる。 
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・これまでも読書活動については様々な取組を行っているが、今後も図書館と連携し
読書活動の取組を更に進めていくべきである。 

５ 



項目６：本県の国際化と教育の結びつきの強化 

○ 検討の背景 

○ 具体的方策 

○ 参考情報 

・本県には、英語による授業やグローバルな教育で全国的に有名となった国際教養大
学など、身近に国際化に触れられる環境が散在している。 

 
・本県の国際化という点では、クルーズ船の秋田港への入港が増えつつあり、県内で
は外国人観光客を呼び込む取組をする企業が出てきている。 

 
・県内にある国際化やグローバル化との接点となり得る環境を教育分野に積極的に活
用し、「グローバル社会で活躍できる人材の育成」を図っていくべきである。 

・本県を訪れた外国人との交流など国際化に触れられる機会を小・中・高・大学の教
育活動に活用する取組を推進する。 

 
・国際教養大学の学生を教育の現場で活用したり、卒業後、秋田の産業振興に携わっ
てもらえるよう秋田への関心を高める取組を推進する。 

 
・英語力については、日本の学生は外国人との交流においてリーダーシップがとれな
かったり自己主張がうまくできない傾向があることから、自分の考えを適切に述べ
て相手と交渉していくことができる人材の育成を目指した英語教育に取り組む。 

 

 
【国際教養大学と学校・地域等との交流（平成２７年度）】 
 ・幼稚園・小・中・高校との交流         １９５回 参加留学生数９７２人 
 ・地域等との交流（自治会・国際交流団体・企業等） ４２回    〃  １７１人 
 
【あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業（高校教育課）】 
  グローバル社会で必要とされる英語コミュニケーション能力を身に付けた人材を育成する
ために、小中高が連携した英語教育を展開し、授業改善、教員の授業力向上、英語を学ぶ環
境整備を推進する。 

 

 ○小中高授業改善推進事業 
  「聞く」「話す」「読む」「書く」の英語の４技能を総合的に身に付けさせるために、

授業改善を推進 
   ・学習到達目標リストの運用改善 
   ・拠点校・協力校英語授業改善プログラム 
   ・外部検定試験の活用 
   ・ＡＬＴによる教育活動の充実 
   ・英語教育強化地域拠点事業 

 ○教員の授業力向上推進事業 
   英語教育の抜本的充実が求められる中、英語教員の指導力を一層向上させるために、大

学教員や英語教育推進リーダーによる研修を実施 
   ・小学校外国語活動教員研修 
   ・外国語活動・英語担当教員指導力向上研修 

 ○英語を学ぶ環境整備事業 
   世界に通用する英語コミュニケーション能力を育成するとともに、グローバルな視野と

国際協調の精神を醸成するため各種プログラムを実施 
   ・イングリッシュキャンプ 
   ・海外派遣研修 
   ・高校生留学支援 
   ・あきたっ子グローバルびじょん（海外勤務や留学の経験者等による講演や交流） 
 
【スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業（高校教育課）】 
  グローバル化が加速する現状を踏まえ、語学力とともに、幅広い教養、問題解決力等の国 

際的素養を身に付け、将来的に政治、経済、学術等の分野において国際的に活躍できるグ
ローバル・リーダーを高校段階から育成 

  ・平成２７年度に文部科学省が秋田南高校をＳＧＨに指定 
 
【高校生が主体的・協働的に学べる国際教育の充実 （高校教育課）】 
  ・スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ)※を中心としたタイ王国高校との課題研究 
   発表会を主とした訪問交流の実施 
   ※文部科学省が科学技術や理科・数学教育を重点的に行う高校を指定する制度 
  ・理数科設置高校とソウル高校等の課題研究への取組を主とした相互交流等の実施 
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６ 


