平成２８年度

秋 田 県 の 教 育

平成２８年５月
秋田県教育委員会

この冊子は、県民・県外の方々に秋田県の教育を紹介しご理解をいただくことで、総がかりで本県教育を推進し、「教育立県あきた」を実現するため作成したものです。

● 就学前の教育・保育

■幼稚園数 45、認可保育所数 222、認定こども園数 ６９（H2８）
■待機児童数 37（２３,１６７）人
待機児童率（＊）０.１７（０.９８）％《全国１９位》＊待機児童数/（待機児童数＋保育所利用児童数）×１００
注：データはＨ２７.４.１現在、（

全国に先駆けた幼保一体化の取組
秋田県では、幼稚園は教育委員会、保育所は福祉部局と
いう縦割りを排除し、平成 16 年４月に教育委員会に幼稚
園と保育所の双方を一元的に所管する「幼保推進課」を設
置し、一元的に就学前教育の事務を行っています。
幼保一体化の取組を全国に先駆けて進めてきたことから、
認定こども園（＊）への移行がスムーズに進み、待機児童
の減少にも寄与しています。

）は全国値、順位は少ない方からの順位

認定こども園での砂遊びの様子

＊保護者の就労に関わりなく、教育・保育を一体的に提供する施設。育児相談や親子の交流など地域の子育て支援も行う。

子どもの居場所に関わらない質の高い教育・保育の提供
幼稚園、保育所、認定こども園等の全ての保育者を対象
に研修の機会を提供しています。また、幼保推進課等の職
員が園を訪問し、保育内容の協議や助言を行っています。
これにより、就学前の全ての子どもに質の高い教育・保育
が等しく提供されるようにしています。
認定こども園公開保育研究協議会

子どもの主体性を伸ばす教育・保育
各園では「おもしろそう！」
「楽しい！」
「やってみたい！」
という子どもの主体性を尊重した教育・保育を大切にして
います。保育者が一方的に課題を与えるのではなく、子ど
もにとって興味・関心のある環境を提供し、子どもが夢中
で遊びに取り組み、状況を変えたり、友達と協力したりし
て問題を解決する工夫が生まれるようにしています。そう
した過程で様々な気付きや発見、新たな疑問が生まれ、自
分の力でいろいろな活動に取り組む体験を積み重ねていま
す。

遊びの中で仲間と相談・協力し合って問
題を解決する子どもたち

また、子育てなどに関する相談に応じたり、保育に関する情報提供を行ったりして、
積極的に子育て支援に取り組んでいます。
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豊かな心と健やかな体の育成
各園では、身近な自然や地域での体験を通して、自然の
豊かさや人の優しさなど、ふるさと秋田のすばらしさに触
れさせることで、子どもたちの豊かな心を育んでいます。
また、平成 23 年度から“３Ｓ”（｢三度の食事｣｢外遊び｣
｢健康的な生活習慣｣）を合い言葉に、健康増進・体力づく
りの取組を進めています。秋田県の恵まれた自然環境やぬ
くもりあふれる地域の中で、子どもたちは心身ともに健や
かに成長しています。
小学校との円滑な接続・連携
小学校に入学したときに、授業中座っていられないなど
の“小一プロブレム”が全国的に指摘されています。秋田
県では、遊びを中心とした生活から、小学校での学びへの
流れが一貫したものとなるよう、保育者と小学校教員の合
同研修やお互いの職場での保育・授業体験、子どもたちの
交流など、幼稚園・保育所・認定こども園等と小学校との
連携を進めています。

稲刈り後の田んぼでのわら投げ遊び

小学１年生を幼稚園の学芸会に招待

子育て支援の充実
◆ 仕事と育児・家庭の両立を支援するため、様々な保育を提供しています。
・一時預かり（子どもの面倒を見られない時などに預かります。）
：１９４か所
・延長保育（通常の利用時間（18 時頃）以降も子どもを預かります。）
：１６８か所
・病児保育（病気になった子どもを預かります。）：５５か所

注：Ｈ２７年度末現在

就学前の教育・保育に係る経済的支援
◆ 保育所については、兄弟姉妹が同時に入所する場合、２人目の保育料が半額、３人目以
降は無償となっています。私立幼稚園については、保護者の所得の状況に応じて市町村が
補助を行っています（子どものための教育・保育給付費負担金、幼稚園就園奨励事業）。
◆ 年収約 360 万円未満の世帯については、保育所、幼稚園とも兄弟姉妹の入所状況にか
かわらず、第２子が半額、第３子以降は無償です。年収約 360 万円未満のひとり親世帯
については、保育所、幼稚園とも第１子の保育料が半額、第２子以降は無償です（子ども
のための教育・保育給付費負担金、幼稚園就園奨励事業）
。
◆ また、秋田県では、一定の所得制限の下、第１子から幼稚園や保育所等への保育料助成
を行っており、低所得世帯については保護者負担の 1/２、その他の世帯については
１/４を助成しているほか、新たに第３子以降が生まれた場合は、第２子以降を全額助成
しています（すこやか子育て支援事業）
。
◆ 各市町村では、低所得世帯を対象に、保育所や幼稚園が徴収する日用品や文房具、行事
参加費等の実費徴収に補助を行っています（実費徴収に係る補足給付事業）
。
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● 小・中学校

■ 小学校数 ２０２（うち国立１）
、中学校数

１１６（うち国立１、県立３）（H2８）

■ 全国学力・学習状況調査でＨ２７まで８回連続してトップレベルの学力
■ 不登校の人数（小・中）
暴力行為の件数（小・中・高）

８.９（１２.１）人/千人《全国

１位》

０.６（

１位》

４.０）件/千人《 〃

いじめの認知件数（小・中・高・特別支援） １１.０（１３.７）件/千人《 〃 ２９位》
注：データはＨ２６値、
（

）は全国平均、順位は少ない方からの順位

全国トップレベルの学力
秋田県においては、「４月の全国学力・学習状況調査→１２月の県独自の学習状況
調査→３月の高校入試」を一体として捉えた検証改善サイクルが確立されています。
各学校では、調査結果を踏まえて課題を把握し、授業の改善状況をチェックするとい
う過程を繰り返し、学校全体でより良い授業づくりに取り組んでいます。
【平成 27 年度全国学力・学習状況調査結果】
教

科

国語Ａ
国語Ｂ
算数・数学Ａ
算数・数学Ｂ
理科

小６
秋田県平均正答率
76.0
76.4
81.2
51.5
66.7

（％）

中３
秋田県平均正答率
80.8
70.7
68.4
46.9
59.6

全国平均比
＋ ６.0
＋１１.０
＋ ６.０
＋ ６.５
＋ ５.９

全国平均比
＋ 5.０
＋ ４.９
＋ 4.０
＋ ５.３
＋ ６.６

（参考）全国平均と最上位県及び最下位県との差
小６

最上位県

国語Ａ

最下位県

国語Ｂ

算数

算数

理科

中３

最上位県

国語Ａ

国語Ｂ

数学Ａ

数学Ｂ

理科

最下位県

“「問い」を発する子ども”の育成
これからの社会を生き抜いていける力を児童生徒が身に
付けられるよう、
“「問い」を発する子ども”の育成に取り組
んでいます。授業の時間だけでなく、様々な場面で児童生徒
が自ら考え、解決していくことを意識させ、意見の発表や質
問にとどまらず、課題を見つけ、他人と関わり合いながら主
体的に解決しようとする力を育んでいます。
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自分の考えを積極的に発言

全国から注目される「秋田の探究型授業」
“「問い」を発する子ども”を育む取組の一つとして、本
県では探究型の授業が広く行われています。探究型の授業
とは、児童生徒が自分たちで課題をつくり、考え、学び合
いながら解決を図る授業です。この授業によって育まれた
思考力や表現力が、全国学力・学習状況調査において活用
力を問う B 問題の良好な結果につながっています。
児童生徒が主体的に課題を発見し、その解決に向け協働 思考力等を育む探究型の授業
的に学び合いながら思考を広げ、深めていくような授業づくりが全国的に求められて
おり、「秋田の探究型授業」は、その点からも注目されています。
「心の居場所・絆づくりの場」づくり
各学校では、一人一人の児童生徒が生き生きと学校
生活を送ることができるようにするため、「自分は人
に必要とされている。」「人の役に立ててうれしい。」
と感じることができる場を意図的に設けることや、好
ましい人間関係づくりを支えることに取り組んでい 社会性を育てる上級生・下級生一緒の清掃
ます。これが児童生徒の安定した学校生活につながり、活動
全国と比べて不登校児童生徒の割合など問題行動の発生件数は極めて低い状況となっ
ています。
手厚い支援による小・中のスムーズな接続
中学生になったとたん、学習や生活の変化になじめず不
登校になったりする「中一ギャップ」が全国的に指摘され
ています。秋田県では、子ども一人一人の様子について小・
中学校の教員が情報交換を行ったり、学校行事等に子ども
たちの交流活動を取り入れたりすることで、小学校から中
学校への円滑な接続が図られるようにしています。小・中
学校教員が相互に「乗り入れ授業」を行い、児童生徒の学
習意欲の低下を抑えるなど大きな成果を上げている学校も
あります。

「地域に根ざしたキャリア教育」の推進
次代を担う子どもたちに必要な「生きる力」を育むため、
「地域に根ざしたキャリア教育」を進めています。地域の
人たちの協力を得ながら、職場体験活動や地域活性化活動
などに児童生徒が取り組んでいます。本県の児童生徒の学
力や体力が全国トップレベルにある要因の一つとして、家
庭や地域の教育力の充実が挙げられています。「学校・家
庭・地域」で築き上げているすばらしい教育環境は、秋田
県の財産です。

中学校教員による小学校での乗り
入れ授業

小学生が地域住民と一緒に、原料となる
ひまわりの種から製品づくりまで行った
商品の販売体験

小・中学校教育に係る経済的支援
◆ 各市町村では、経済的な理由により就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対して、
学用品費や給食費、修学旅行費などの費用の一部を補助しています（就学援助制度）
。
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● 高等学校

■ 県立高校数

４８、市立高校数

■ 大学等進学率

２、私立高校数５（H2８）

４４.４（５４.５）％、

国公立大学希望達成率（＊）５２.３％

専修学校進学率

１７.３（１６.７）％

＊は国公立大学進学者数/３年生１１月時点での希望者数

就職率

２９.７（１７.８）％

■ 不登校の人数
中途退学率

１１.４（１５.９）人/千人《全国１４位》
１.０（

１.７）％

《 〃

１位》

■ 授業時間の半分以上を英語を使って指導している教員の割合
コミュニケーション英語Ⅰ（普通科等・公立高校）
※中学校英語

６２.８（４９.６）％《全国１２位》

１年：８８.５（５８.３）％、２年：８８.７（５６.９）％、３年：９２.３（５４.８）％
《いずれも全国１位》

注：進路データはＨ２７.３卒､英語はＨ２７値､その他はＨ２６値､（

）は全国平均､不登校の人数及び中途退学率の順位は少ない方からの順位

多様な進路に対応した特色ある教育
高等学校では、自ら学ぶ意欲を高め、主体的に課題を探
究しようとする態度の育成を目指した授業を行っています。
また、生徒が進路を定め、夢の実現に向かって充実した学
校生活を送れるよう、将来設計を考える機会の設定や２年
次のインターンシップ、地域住民との商品開発・ボランテ
ィア活動、学校の枠を超えた進学対策講座、医療体験研修
などを行っています。

地域医療体験研修

英語力“日本一”に向けた取組の推進
秋田県では、児童生徒が、高校卒業までに英語を使って
情報を正確に理解し、自分の考えを適切に伝えることがで
きるようになることを目指しています。このため、中学３
年生全員が英検を受験（＊）するとともに、ＡＬＴ（外国
語指導助手）や国際教養大学の留学生が参加して、中・高
イングリッシュキャンプでＡＬＴに自
校生が英語漬けの生活を送るイングリッシュキャンプを県 己紹介を行っている高校生
内各地で開催しています。 ＊英検３級以上を取得している中学３年生の割合 Ｈ２７：３９.７（全国１８.９）％
特色にあふれた魅力的な高校づくり
先進的な理数教育を実施するスーパーサイエンスハイス
ほくよう
クールに３校（大館鳳鳴高等学校、秋田北鷹高等学校、秋
田中央高等学校）、国際的に活躍できる人材の育成に取り組
むスーパーグローバルハイスクールに１校（秋田南高等学
校）、専門的職業人の育成に取り組むスーパー・プロフェッ
ショナル・ハイスクールに１校（大曲農業高等学校）が文
部科学省から指定されています。
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秋田北鷹高校の生徒による東北地区
ＳＳＨ(ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ)指定校発表会

第５９回日本学生科学賞で受賞した秋田中央高校の生徒は、平成 28 年５月にアメ
リカで開催されるインテル国際学生科学技術フェアに日本代表として派遣されます。
秋田と日本の発展を力強く牽引するグローバルリーダーの育成
スーパーグローバルハイスクールに指定されている秋田
南高校は、平成 28 年４月、中学校が併設され、中高一貫
教育校となりました。６年間の一貫教育を通じて、郷土や
日本を支える高い志と国際的な視野を備えたグローバル
リーダーの育成を目指す教育活動を、県内大学等と連携し
秋田南高等学校及び中等部
ながら推進しています。
特区制度で全国に先駆けたスペース・イオの開設
スペース・イオは、不登校の小学生、中学生、中学校卒
業後の子どもたちを対象に、安心して過ごすことができる
「心の居場所」を提供しながら、学習指導員やカウンセ
ラー等が学習を支援する施設です。平成 16 年３月、ＩＣ
Ｔ等を活用した通信学習を出席として扱う「スペース・イ
オ」学習特区の認定を受けスタートしました。１７年７月
スペース・イオでの学習の様子
には取組の有効性が認められ全国に適用されました。学習
の場(教室)として、共有スペースや個人学習ブース、相談室などが設置されており、子
どもの状況に合わせて利用できるようになっていて、県内４か所に設置されています。
進路決定への支援 ～ 将来設計ガイダンス ～
高校卒業後の進路はその後の人生に大きく影響するため、
生徒は大きな決断をすることになります。秋田県では、高
校１年生を対象に、８月に２泊３日の日程で将来設計ガイ
ダンスを開催し、大学の学問内容や大学卒業後の職業等に
ついて理解を深めるとともに、必要となる学習への意欲
を高めています。

大学教員による将来設計ガイダンス

高校教育、進学に係る経済的支援
◆ 秋田県では、
年収約 910 万円未満の世帯を対象に公立高校の授業料を無償としています。
私立高校については、さらに世帯の所得に応じて授業料及び入学料に対して独自の助成を
行っています（高等学校等就学支援金、私立学校就学支援事業）
。
◆ また、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯に対し、授業料以外の教育費の負担を軽
減するための給付金を支給しています（高校生等奨学給付金）。
◆ さらに、日本学生支援機構による奨学金に加え、（公財）秋田県育英会を通じて独自に無
利子奨学金を貸与しているほか、子ども３人以上の多子世帯を対象にした大学・短大生向け
奨学金制度を新たに設けています。
【問い合わせ先】秋田県育英会 018-860-3552
◆ 平成 29 年 4 月以降に県内に就職する学生（公務員等を除く。）に対しては、奨学金返還
額の一部を助成します。
【問い合わせ先】人口問題対策課 018-860-3７５１
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● 特別支援学校

■ 県立学校数

１４、国立学校数

１（Ｈ２８）

■ 特別支援学校教諭の当該障害種の免許状保有率（公立） ９１.２（７１.４）％《全国１位》
■ 特別支援学校高等部卒業者の就職率

４１.３（２８.８）％《 〃 １位》
注：データはＨ２６値、（

）は全国平均

障害に応じたきめ細かな教育
障害の程度に応じ、自立と社会参加を目指した教育を行っ
ています。一人一人の障害の状態等に応じて、指導目標や内
容、方法を盛り込んだ個別の指導計画を作成し、教育内容・
方法を工夫してきめ細かな指導をしています。また、必要に
応じて学校に看護師を配置しているほか、医療、保健、福祉、
労働等の関係機関と連携して、成人期までの継続的な支援体
障害の特性に応じた授業
制づくりを進めています。
開かれた特別支援学校づくり
地域の小・中・高校生との交流や共同学習を進めています。また、地域の行事の準
備や片付け、美化活動を行うなど積極的に地域貢献活動や住民との交流を深めていま
す。地域を学習の場とすることで、児童生徒のふるさとに対する理解や愛着を深める
とともに、地域住民の理解を得、学校教育に多くの協力をいただいています。

地域の小学校との交流活動

地域の防犯教室で活躍する生徒たち「リンゴ
レンジャー」と、鹿角市の観光イメージキャ
ラクター「たんぽ小町ちゃん」

職業教育の充実と高い障害者雇用の実現
農業や地場産業など新たな分野の協力事業
所を開拓して、事業所の作業内容を学校の学
習活動に導入しています。生徒は、専門家の
技術指導を受け農産物や製品をつくり、事業
所の協力を得て加工、販売し、働くことの厳
しさと意義を学んでいます。
また、学習成果を紹介する職業教育フェス
ティバル等を開催し、事業所による生徒の職
7

手づくりお菓子とお茶による地域
住民のおもてなし

特別支援学校高等部卒業生の就職状況
(人、％)
就職決定率

就職者数
就職率

＊

＊ハローワークを通さない就職者数を含む学校調べの数値のため、
上の破線で囲んだ箇所の数値と異なる。

業能力の理解促進を図っています。こうした取組の結果、高等部卒業生の就職者数が、
ここ数年飛躍的に伸びています。

専門家による曲げわっぱ作りの授業

漆器の生地づくり

特別支援学校による地域の特別支援教育のサポート
秋田県では、特別支援学校が地域の特別支援教育のセン
ター的機能を果たし、幼稚園・保育所・認定こども園等や
小・中・高校を訪問したり、職員研修会を行ったりしてい
ます。また、秋田市にある視覚支援学校や聴覚支援学校が
県北や県南地区でサテライト教室を開催しています。これ
らの取組を通して、各学校（園）における特別な支援を必
要とする児童生徒の教育をサポートしています。

ビルクリーニングの技能競技会

聴覚支援学校サテライト教室

あきた総合支援エリア「かがやきの丘」
秋田駅の南東約６ｋｍの秋田市上北手地区に、秋田県
の療育・特別支援教育の拠点となるあきた総合支援エリ
ア「かがやきの丘」があります。県立の視覚支援学校、
聴覚支援学校、肢体不自由教育を行う秋田きらり支援学
校の三つの特別支援学校と、県立医療療育センターが隣
接しています。
あきた総合支援エリア「かがやきの丘」
県立医療療育センターには、総合相談・地域療育支援
部と発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」があり、教育と医療等が協力して、
発達に関する相談に応じています。
「かがやきの丘」では、全県域を視野に入れた情報発信や支援活動を行っており、
県内の医療や療育、特別支援教育の中心的役割を果たしています。

特別支援教育に係る経済的支援
◆ 秋田県では、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級で学ぶ児童生徒の保護者の経
済的負担を軽減するため、家庭の経済状況に応じて、通学費、給食費、教科書費、学用
品費、修学旅行費などの費用の一部を補助しています（特別支援教育就学奨励費）。
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● 部活動

■ 部活動の加入率
中学校

：運動部

１７,２６７人（６８.９％）
、文化部

６,０９４人（２４.３％）

高等学校（公立全日制）
：運動部

１２,２２０人（５３.０%）
、文化部

６,４８１人（２８.１%）
注：データはＨ２７値

学校生活と心を豊かにする部活動
秋田県の児童生徒は部活動にも積極的に参加し、同じスポーツや文化活動に興味・
関心をもつ者同士が学級や年齢を離れて活動し、学校生活をより充実したものにして
います。また、活動を通して自主性や協調性、責任感、連帯感等を育んでいます。郷
土芸能など秋田ならではの活動を行っている学校もあります。

マーチングステージ全国大会での演技

郷土芸能部による日本三大盆踊り
に し も ない
「西馬音内盆踊り」の発表

秋田県高等学校強化拠点校制度
全国や世界のひのき舞台で活躍できるスポーツ選手の
育成と強化を目指し、その拠点となる高等学校を「秋田県
高等学校強化拠点校」（＊）に指定しています。拠点校に
対しては、指導力のある部活動指導者を配置するほか、テ
クニカルアドバイザー（優れた競技技術を有する選手等）
の派遣等を行っています。＊Ｈ２７年度末現在 １４校（１５競技）
高校野球強化事業の推進
平成 23 年度から甲子園大会ベスト４を目標に、５年計
画で高校野球の強化を進め、27 年には、春の甲子園大会
に４年振りに出場し９年振りの初戦勝利、夏の甲子園大会
は、２０年振りのベスト８進出を果たしました。この成果
を踏まえ、28 年度から「秋田型高校野球育成・強化プロ
ジェクト」をスタートさせています。
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特別支援学校

能代ウインターカップ

H28 全国高等学校スキー大会クロスカン
トリー女子リレーでの優勝

投球動作に関する講演会でのアドバイ
ザーによる実技指導

● 読書活動及び体験活動

■ 読書が「好き・どちらかといえば好き」な児童生徒の割合
小学６年生

８０.８（７２.８）％《全国 １位》
、 中学３年生 ７８.９（６７.９）％《全国１位》

■ １日当たり全く読書をしない児童生徒の割合
小学６年生

１７.４（１９.９）％《全国１３位》
、 中学３年生 ２５.１（３５.０）％《全国１位》

■ 教育施設のセカンドスクール的利用人数

７１,７１７人

注：データはＨ２７値、（

）は全国平均、読書をしない児童生徒の割合の順位は少ない方からの順位

幼少期からの読書活動の推進
秋田県は、都道府県で唯一読書条例を制定し、１１月１
日を「県民読書の日」と定め、県民を挙げて読書活動を推
進しています。就学前段階では、絵本のプレゼントやお話
し会の開催など、家庭や地域で本に親しむ環境を整えてい
ます。また、全ての小・中学校で、全児童生徒が参加する
形で朝読書などの読書活動に取り組んでいます。高校では、 ビブリオバトル出場の高校生たち
読書好きな生徒が読み聞かせを行ったり、ビブリオバトル（書評合戦）に参加したり
して読書の楽しさを発信しています。こうして育った子どもたちが将来、またその子
どもに読書の喜びを伝え、読書のバトンがつながっていくことを期待しています。
学校外での多様な体験活動
子どもたちにとって、集団宿泊体験や芸術文化体験といった体験活動はとても大切
です。秋田県では、全国に先駆けて平成 11 年度から教育施設での体験活動を授業の
一環として位置付ける「セカンドスクール的利用」を推進しています。自然体験活動
については、県内３か所にある少年自然の家や世界自然遺産・白神山地近くのあきた
白神体験センターを拠点に活動が行われています。芸術文化体験活動については、世
つぐはる
界的画家である藤田嗣治が描いた
大壁画「秋田の行事」が鑑賞でき
る県立美術館をはじめ、秋田蘭画
のコレクションがある県立近代美
術館や、秋田の歴史と自然を総合
的に学べる県立博物館などで学習
活動が行われています。

八峰白神ジオパークでの現地学習

大壁画「秋田の行事」の鑑賞

秋田の優れた教育環境の体験
◆ 秋田県は北秋田市と協力して、秋田の教育環境を実際に体験できる「教育留学」を行っ
ています。数日～１週間程度のお試し的な利用から、学期～年度単位の長期利用まで、利
用者の希望に応じて受け入れています。実際に学校で授業に参加する体験や、秋田ならで
はの豊かな自然を生かした体験活動、創作活動などの体験ができます。
【問い合わせ先】生涯学習課 018-860-5184
10

● 体力及び体格

■ 全国体力・運動能力等調査における体力総合得点（８種目/８０点満点）
＊（

）は全国平均を１００としたときの割合

小５：男子
中２：男子
■ 身長（cm）＊（

５６.００（１０４.１％）
、

女子

５８.２７（１０５.６％）

４４.４２（１０６.０％）
、

女子

５０.７２（１０３.３％）

）は全国平均との差

小６：男子 １４６.７（＋１.５）
《全国２位》
、

女子

１４７.８（＋１.１）
《全国２位》

中３：男子 １６７.０（＋１.９）
《 〃 １位》
、

女子

１５７.５（＋１.０）
《 〃 １位》

高３：男子 １７２.０（＋１.３）
《 〃 １位》
、

女子

１５８.３（＋０.４）
《 〃 ８位》

■ 体重（kg）＊（

）は全国平均との差

小６：男子

３９.８（＋１.６）
《全国５位》
、

女子

４０.１（＋１.３）
《全国７位》

中３：男子

５６.０（＋２.１）
《 〃 ２位》
、

女子

５１.５（＋１.６）
《 〃 １位》

高３：男子

６５.８（＋３.３）
《 〃 １位》
、

女子

５５.０（＋２.０）
《 〃 １位》
注：データはＨ２７値で身長・体重は速報値

楽しい体育の授業等を通じた運動能力の向上
始業前や休み時間を活用したランニングや縄跳びなど
の運動、記録会等の体育的行事などを通して、できるだけ
児童生徒が運動する機会を設け、体力の向上に努めていま
す。
また、雪国の特色を生かし、学校のスキー教室やスノー
ボード、スケートなどのウインタースポーツへの取組を促 雪の中でも元気いっぱい スキー教室
し、運動不足になりがちな冬期間でも楽しんで運動する機会を設けています。
さらに、小・中学校の陸上や鉄棒等の器械運動、水泳の授業に高校の教員や民間の
指導者を派遣して、児童生徒の運動しようとする意欲を高めています。この結果、平
成 27 年の調査において、「運動が好き」と答えた児童生徒の割合（＊）は、全国１位
となっています。＊小５：男子 ７９.４％、女子 ６２.４％、中２：男子 ７３.１％、女子 ５４.７％
歩いて学校へ行こう運動
学校までの徒歩通学を奨励する「てくてくとくとく歩いて学校へ行こう運動」に取
り組んでいます。歩く時間を増やして児童生徒の体力向上と健康づくりを進めていま
す。
秋田の食材を使ったおいしい学校給食
平成２６年度に開催された「第９回全国学校給食甲子園」
において、藤里町学校給食センターが日本一に輝きました。
秋田県では、おいしい秋田の食材を使った学校給食を提供
しながら、食の大切さを伝える食育を推進し、児童生徒の
成長を支えています。
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こぼさないように、こぼさないように
～お楽しみの給食の時間～

● 生活習慣

■ 毎日、朝食を食べている

■ 毎日、同じくらいの時刻に寝ている
中３

小６
秋田県

９７.７%

全

９５.６%

国

どちらかといえばあてはまる

中３

小６
９６.１%

８５.５%

秋田県

８１.１%

９３.５%

７９.５%

全

７５.２%

国

あてはまる

■

■ 毎日、同じくらいの時刻に起きている
小６

家で、学校の授業の復習をしている
中３

小６

中３

９３.７%

秋田県

９４.５%

９０.２%

秋田県

８７.２%

９１.０%

全

９２.１%

５４.５%

全

５２.０%

国

国

注：データはＨ２７値

規則正しい生活習慣（早寝、早起き、朝ごはんと家庭学習）
秋田県の児童生徒は、毎日同じ時間帯に寝て起き、朝ごはんをきちんと食べるなど、
規則正しい生活を送っています。児童生徒は、朝６時～６時 15 分頃に全国の子ども
たちより早く起き、小学校５、６年生では夜 10 時前、中学生で 11 時前、高校生で
11 時 30 分頃に、全国の子どもたちより早く眠る規則正しい生活を送っています。こ
うした規則正しい生活習慣が本県の良好な学力につながっているとの指摘があります。
また、小・中学校では、児童生徒が「家庭学習ノート」を使い、宿題とは別に、学
校の授業の復習などを中心に自分で計画を立てて勉強する学習習慣が以前から確立し
ています。朝、担任の教師が家庭学習ノートを受け取り、その日のうちにコメントを
書き込んで児童生徒に返しています。
こうした生活習慣や学習習慣は、学校・家庭・地域の連携によって育まれた本県な
らではの特長と言えます。
秋田わか杉 七つの「はぐくみ」
秋田県教育委員会では、このよう
な規則正しい生活習慣、家庭学習の
習慣、児童生徒が主役の授業づくり、
家庭や地域の教育力など、本県の財
産と言える優れた教育環境を、「秋
田わか杉 七つの『はぐくみ』」と
してまとめています。秋田県の良好
な学力につながっているこうした
すばらしい教育環境を大切に守り、
オール秋田で子どもたちの教育に
取り組んでいます。

※本県の未来を担う子どもたちを「わか杉」と呼んでいます。
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● 博物館、美術館、農業科学館

秋田県立博物館
秋田市中心部から北へ約 15km の金
足地区にあります。人文、自然、企画
の各展示室をはじめ、秋田の先覚記念
すがえ
ますみ
室、江戸時代の紀行家 菅江真澄（＊）
資料センターなどがあります。
はるか縄文の昔から、脈々と受け継 自然豊かな小泉潟公園内にある秋田県立博物館
がれてきた秋田の文化。それを支え続
ける豊かな自然。ふるさと秋田の魅力を余すことなく感じ取ることができる施設です。
こいずみがた

＊江戸時代の後期、秋田に四半世紀余り滞在し、当時の自然と人びとの営みを記録した。

秋田県立美術館
秋田市の中心市街地にあります。幅 20m 余にも及ぶ大
つぐはる
壁画《秋田の行事》をはじめとする画家 藤田嗣治作品の
展示をメインに、千秋公園を臨む地といった特徴を活かし、
「ここにしかない魅力のある美術館」をコンセプトに平成
25 年に移転オープンしました。設計者は、プリツカー賞、 コンクリート打ちっ放しのモダンな外観
の秋田県立美術館
文化勲章など数多くの賞を受賞し、国内はもとより海外か
らも高い評価を得ている安藤忠雄氏です。
秋田県立近代美術館
秋田県南部の横手市にあります。「解体新書」の扉絵と
しのばずの
お だ の なおたけ
挿絵を描いたことで知られる小田野直武の秋田蘭画《不忍
いけず
池図》
（国指定重要文化財）をはじめ、秋田ゆかりの作家の
作品を中心に収集・所蔵しています。学校の利用も多数受
け入れており、児童生徒が鑑賞や制作などの体験活動を行
う機会を数多く提供しています。また、普段、美術作品を
鑑賞する機会が少ない遠方の学校向けに、美術館から出向
いて展示する「出前美術館」を開催しています。

秋田県立近代美術館の周囲にはたくさん
の彫刻作品が並ぶ

秋田県立農業科学館
秋田県南部の大仙市にあります。秋田県農業の過去・現
在・未来について楽しく学べる施設として、二つの常設展
示室のほか、本県農業の先覚者の展示や国の登録有形文化
まがりや
財である曲屋の古民家を備えています。熱帯温室では熱帯
特有の植物が約 200 種類植栽され、１年を通して花や果
実が観察でき、屋外にあるバラ園では初夏と秋の２回、バ
ラフェスタを開催しています。
13

四季折々の植物が楽しめる秋田県立農業
科学館

● 文化財

■ 秋田県の重要無形民俗文化財の指定数

１７件《全国１位》
注：データはＨ２７値

日本一の数を誇る無形民俗文化財
秋田県は、古くから伝えられた民俗芸能や祭り、行事などが多く残っており、国指
定の重要無形民俗文化財の指定数が日本一です。県民の貴重な文化遺産として後世に
引き継いでいくため、無形民俗文化財の伝承者が小学校を訪問し、実際に演技を披露
して子どもたちと交流等を行い、次世代の担い手を育てています。演技を鑑賞し、子
どもたちは、伝統を自分たちの手で守っていこうという気持ちを強くしています。

民俗芸能の楽器体験

小・中学生による番楽の演舞

ふるさとを愛する心を育む史跡等
ふるさとの歴史を学び、臨場感のある歴史体験学習がで
きる場として史跡等の整備と活用を進めています。史跡で
は、児童生徒の歴史体験学習はもちろんのこと、市民の手
による史跡の復元整備活動等を通じた大人の歴史学習もさ
かんに行われています。
本県の史跡等は、ふるさとの再発見の場であるとともに、

保護者への練習成果の発表

子どもたちによる史跡のボランティア
ガイド

協働体験を通して心の絆を深める場ともなっており、子ど
もから大人まで、ふるさとを愛する心を育む舞台として活用されています。
世界遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文遺跡群」
地球規模での環境問題が生じる中、秋田県には、狩猟等を基盤に
しながら自然と共生し、長期にわたる定住を実現した、人類にとっ
て普遍的価値を有する縄文時代の遺跡である大湯環状列石(鹿角市)
い せ ど う た い
と伊勢堂岱遺跡（北秋田市）の二つがあります。ともに今から約
4,000 年前のマツリの場と考えられます。遺跡のある地域では、
中学生がガイドを務めるなどしています。北海道・青森県・岩手県・
秋田県の４道県では、この２遺跡を含む縄文遺跡群の世界遺産登録
を目指しています。

大湯環状列石

伊勢堂岱遺跡
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★ 詳しい内容はこちらへ ★
Ｐ１～２ 就学前の教育・保育

→ 幼保推進課

０１８－８６０－５１２７

Ｐ３～４ 小・中学校

→ 義務教育課

０１８－８６０－５１４１

Ｐ５～６ 高等学校

→ 高校教育課

０１８－８６０－５１６１

Ｐ７～８ 特別支援学校

→ 特別支援教育課 ０１８－８６０－５１３５

Ｐ９

→ 義務教育課、高校教育課、特別支援教育課

部活動

保健体育課

０１８－８６０－５２０１

Ｐ１０

読書活動及び体験活動

→ 生涯学習課

０１８－８６０－５１８１

Ｐ１１

体力及び体格

→ 保健体育課

０１８－８６０－５２０１

Ｐ１２

生活習慣

→ 義務教育課

０１８－８６０－５１４１

Ｐ１３

博物館､美術館､農業科学館

→ 生涯学習課

０１８－８６０－５１８１

Ｐ１４

文化財

→ 文化財保護室

０１８－８６０－５１９３

