事業紹介

秋田の子どもの健やかな成長のために

〜０歳児からの就学前までの教育・保育の充実を〜

わか杉っ子！育ちと学び支援事業
−文 部 科 学 省「幼児 教 育の推 進体 制 構 築 事 業 」委 託−

この事業は、県とモデル市（大館市、男鹿市、横手市）への教育・保育アドバイザーの配置に
よる園の課題解決支援や、大学等の専門機関との連携による地域での研修の充実等を通して、就
学前教育・保育の質的向上を図る体制の構築を目的とし、平成28年度から実施しています。
教育・保育の充実による乳幼児期の多様で豊かな体験は、小学校以降の生活と学びの基礎とな
り、生涯にわたる人間形成の基盤となります。今後も、県とモデル市が連携・協力して推進体制
の整備を進め、０歳児からの就学前教育・保育の充実を図っていきます。

県とモデル市の連携・協力による教育・保育アドバイザーの育成・支援
県の役割の一つに、モデル市の教育・保育ア
ドバイザーの育成・支援があります。その手立
てとして、「教育・保育アドバイザー連絡協議
会」を年６回実施しています。保育者が抱える
課題への対応、参加者の主体性を尊重する研修
方法の理解等により、よりよい指導・助言の在
り方を探り、専門性の向上を図る研修の機会を
提供しています。
さらに、県の教育・保育アドバイザーとモデ
ル市の教育・保育アドバイザーが相談・協議す
る体制を整えています。県とモデル市が連携・
協力しながら、教育・保育アドバイザーの専門
性の向上を図り、保育者一人一人へのきめ細か
な支援をしていきます。

保育者への指導・助言方法を議論する県とモデル市の
教育・保育アドバイザー（秋田県庁第二庁舎）

アドバイザーの声 演習で保育者役になった時には、指導・助言を受ける側の思いについて深く考えさせ
られた。保育者の努力や変容を認めながら意欲を喚起し、共に課題を解決していく姿勢をもち続けていき
たい。保育者が自ら課題に気付き、よりよい保育を目指したいと思うような助言の在り方を身に付けたい。

「わか杉っ子！育ちと学び支援事業フォーラム」による県内外への発信
平成29年度「わか杉っ子！育ちと学び支援事
業フォーラム」が10月に県児童会館で開催され、
県内行政・園関係者193名、県外関係者24名の
計217名が参加しました。大阪総合保育大学学
部長 大方美香氏による基調講演や、県とモデ
ル市の連携・協力による事業内容の発表、パネ
ルディスカッション等を通
して、就学前教育・保育の
質の向上を目指した今後の
自治体の連携・協力による教育・保育の推進体制構築
をテーマに意見交換がされたパネルディスカッション
推進体制構築について考え
（秋田県児童会館）
ました。
県外行政関係者の声 本県で直面している問題解決の糸口や来年度の方向性を数多く見いだすことができ
た。やはり、秋田県のように公立・私立や園の設置形態を越えて、「県の子どもを育てる」意識をもって
取り組みたい。
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大館市 教育・保育アドバイザーと研究推進委員会による保育の質の向上を図る取組
本市では、就学前教育が「人間的基礎力」を育
む重要な時期であることから、０歳から22歳まで
の育ちと学びの連続性を大切にしています。特に、
就学前教育の充実に向けて、指導・研修体制を構
築するために、アドバイザーや基幹保育園の主任
保育士からなる研究推進委員会が、本事業の調
査・研究を担っています。
基幹保育園で企画した研修会や保
育を市内の全施設に公開し、多様な
研修の機会を提供しています。また、
保育者が共通した高い意識で保育に
向かえるよう、市で研修資料を作成
研修資料「保育のすてっぷワン！」を活用し、研究推
し、活用しながら園内研修を進めて 進委員が進める園内研修（大館市立たしろ保育園）
います。
研修資料「保育のすてっぷワン！」http://www.city.odate.akita.jp/dcity/kyokenkyu/11-8326.html

男鹿市 子どもの学びや育ちを支えるために！ 保育者による研修会の充実
本市では、教育・保育アドバイザーによる保育
者への個別面談や、園の中核を担うミドルリー
ダーを対象とした研修会、公開保育研究会を実施
し、保育者の専門性の向上に力を入れています。
ミドルリーダーの研修会では、各園の保育者が
子どもの心身の発達理解や援助の在り方について
協議を通して学び、園の保育をリードする立場で
ある自覚と責任感をより一層高めていました。
10月に船川保育園で開催した公開保育研究会に
は、市内はもとより南秋・潟上地域からも保育者
が多数参加しました。子どもたちが生き生きと遊
ぶ姿を参観しながら、子どもの学びや育ちを支え
遊びの中には学びがいっぱい！ 思い思いの遊びに没
る遊びの充実について活発な意見交換をしました。 頭する子どもたち（男鹿市立船川保育園）

横手市 就学前教育から小学校教育への円滑な接続を目指した合同研修会
本市では、保育所等就学前施設での学びから小
学校での学びへの円滑な接続を目指し、幼保小合
同研修会を実施しました。
乳児保育所を除く市内全ての小学校・保育所・
認定こども園から73人が参加し、秋田大学教育文
化学部教授 奥山順子氏による講話を基に、小学
校区ごとのグループで各校・各園の接続期のカリ
キュラムを確認するとともに、子どもの育ちや学
びについての情報交換を行いました。
就学前施設と小学校双方のカリキュラムの共通
点や相違点を確認しながらの研修は、学びのつな
がりの意識を高める機会になりました。

小学校区ごとの保育者・小学校教員によるグループ
協議の様子（横手市平鹿生涯学習センター）
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「地域に根ざしたキャリア教育」の
一層の充実を目指して
平成29年10月30日、秋田県総合教育センターにおいて「平成29年度キャリア教育実践研究協議
会」を開催しました。県内の小・中・高・特別支援学校、市町村教育委員会から関係者約480名
が参加して、熱心な協議が行われました。

各校種の児童生徒による実践発表
小・中・高・特別支援学校の10校が、特色ある
キャリア教育の取組について実践発表を行いまし
た。
今回は、発表者と参加者がお互いに直接交流で
きるように、体育館を会場にポスターセッション
の形式で行いました。参加者は、疑問点を質問す
るなどの交流を通して、発表校の取組から今後の
活動のヒントを得られたようです。各校の実践に
は次のような共通点がありました。
【参加者の質問に答える鹿角市立十和田中学校の生徒たち】
○地元事業所等との連携を図ったり、地域の特産物を扱ったりするなど、地域の人的・物的資
源を有効に活用する活動を行っていること｡
○地域の活性化に貢献することで、児童生徒の自己有用感が高まる活動になっていること｡
10校の実践発表にふれることで、学校と地域社会との関わりを大切にした「地域に根ざした
キャリア教育」を推進することの重要性を再確認する機会となりました。

トークセッション

学校､教育委員会による実践発表

「社会に開かれた教育課程」
の理念を踏まえたキャリア教育
「社会に開かれた教育課程」
の理念を踏まえたキャリア教育

県立由利工業高校、
大仙市教育委員会、
特別支援教育課によ
る「地域の人的・物
的資源を活用したキ
ャリア教育の取組」
についての発表が行
【大仙市教育委員会による発表】
われました。
実践等の内容はそれぞれ異なりますが、地域
社会とのつながりを重視している点で共通して
おり、校種を超えて「地域に根ざしたキャリア
教育」が推進されていることが分かりました。

大学教授と企業経
営者や保護者、県教
育委員会関係者で行
われたトークセッシ
ョンでは、新学習指
導要領で示された今
後のキャリア教育推
進の方向性について 【６名によるトークセッション】
確認することができました。
この内容を受け、各校種の部会や市町村教育
委員会担当者部会では、これまでの成果と今後
の取組について話合いが行われました。

●

●

● 閉会行事における提言から ● ● ●

トークセッションで司会を務めた秋田大学教育文化学部の外池智教授から次のような提言
をいただきました。
○各校で取り組んでいる「地域に根ざしたキャリア教育」を更に充実させていくためには、
児童生徒の実態等を踏まえ、育むべき資質・能力の重点化、具体化を図り、その内容を地
域や家庭と共有しながら実践していくことが重要である。
○新学習指導要領の全面実施に向け、これまで実施してきた地域の人的・物的資源を活用し
た学習活動をより効果的なものとするため、教科等との関連や他学年、他校種との連携等
を視点に、時間割上の位置付けを含めて見直す機会をもつ必要がある。
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田へ！」県外交流教員の紹介
秋
そ
こ
う
「よ
北海道から

広島県から

能代市立第四小学校

大仙市立四ツ屋小学校

教諭

中

垣

隆

之

赴任して間もなく教えていた
だいた「全ては子どもたちのた
めに」という秋田県のスローガ
ンが、特に心に残っています。子どもたちが様々な
体験ができるよう諸条件が整備されていること、子
どもたちが目指す姿とそれに対する指導の在り方に
ついて、学校全体で共通した方向性があることなど、
今まで過ごしてきた学校との違いをたくさん発見し、
勉強になっています。
11月の授業研究会で行う算数の授業準備に取り組
んだ際、「秋田の探究型授業」と北海道で実践して
きた問題解決型授業との違いをなかなか理解できず、
どうすれば秋田の授業に近付けることができるか悩
みました。しかし、学年の先生方、研究グループの
先生方に助言をいただき、指導案を作成していく中
で、解決の兆しが見えてきたように感じます。
残り１年半の任期ですが、秋田県の教育のよさや
ノウハウを北海道にもち帰って広められるよう、精
一杯研修に努めていきます。

沖縄県から
永

吉

中

國

達

彬

「ふるさとって好き？」と私
が尋ねると、子どもたちはいつ
も「好きです！」と答えます。豊かな自然や文化の
中で、素直にたくましく生きる子どもたちの姿に、
毎日元気をもらいながら充実した日々を過ごしてい
ます。
秋田に赴任して特に印象的だったのは、「子育て
に対する熱心な大人の姿」です。四ツ屋小学校の先
生方は、毎日子どもたち一人一人に寄り添いながら
丁寧な授業づくりを行っています。また、保護者・
地域の方々の意識も高く、学校行事でも子どもたち
以上に活動を盛り上げ、支えてくれています。秋田
の子どもたちの「確かな学力」や「豊かな心・郷土
愛」が育つのは、こうした子育てに熱心な大人たち
の力によるものだと感じています。
秋田の先生方、保護者、地域の方々から多くのこ
とを学び、広島にもち帰りたいと思います。

沖縄県から

潟上市立天王小学校
教諭

教諭

美矢子

能代市立能代南中学校
教諭

伊

波

努

希望がかない、本年度４月よ

ハイサイ〜。沖縄から秋田の

り秋田県の学校に勤務すること

質の高い教育を学ぶために派遣

になりました。他県での生活や勤務に不安はありま

されて来ました。昨年７月、沖縄県うるま市の視察

したが、生活を始めるとすぐにその不安は払拭され
ました。私が困ることのないように、たくさんの心
遣いをいただき、毎日感謝の気持ちでいっぱいです。
学校現場で感じるのは、先生方の意識の高さや熱
心さです。そして、先生方が、いつでも子どもたち
の側にいて、最後まで子どもたちを見取り、指導を
徹底する姿に感銘を受けました。少しでもその姿に
近付けるように奮闘中です。
探究型の授業づくりや研究体制等、まだまだ学び
たいことがたくさんあります。これからも先生方に
ご指導をいただきながら、より多くのことを吸収し
たいと思います。

団として秋田市の小・中学校を訪問する機会を得ま
した。そこで見たのは、キビキビした動き、積極的
に仲間と関わり合う児童生徒たちでした。「秋田の
先生方はどのようにしてこんな素晴らしい児童生徒
たちを育てているのだろう。」そのことを学びたい
一心で今回の交流に応募しました。派遣された能代
南中の生徒は、「あいさつ・掃除・合唱」が自慢の
さわやかで活発な生徒たちで、先生方は、勉強熱心
で、教育に丁寧に向き合っている集団です。これま
での先生方の取組が随所に現れている本校で、共に
教育活動ができることを幸せに思います。ここ秋田
で行われている「教育の当たり前」を沖縄にもち帰
られるよう多くのことを学びたいです。
教育あきた12月号
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SPOT
県 立 博 物 館 企 画 展

植物を編む

会期：平成29年12月２日（土）〜平成30年４月８日（日） 観覧料：無料
へん そ ひん

人は、古くから自然の恵みを利用して、暮らしに必要な道具、編組品を作ってきました。その
歴史は縄文時代にまで遡ることができます。編組品は、竹・樹皮・つる・草などを素材とし、編
んで形作られたもののことです。かつて収集・運搬・調理に用いられた生活用具で、秋田ではコ
ダシ、ザル、カゴ、ドジョウド、カッコベなどと呼ばれています。
現在ではプラスチック製品の普及と共に、私たちの生活ではあまり見られなくなりましたが、
その技術は親から子へ脈々と伝えられてきました。本展示を通じて、自然の恵みを加工し、製品
を作り出す先人の歴史と知恵を見直すと共に、ノスタルジックで美しい世界をお楽しみください。

ネマガリダケ細工

六郷ザル（美郷町六郷）

あけびづる細工

手カゴ（横手市）

〒010-0124 秋田市金足鳰崎字後山52
午前9時30分〜午後4時
電 話 018（873）4121／FAX 018（873）4123
休館日 毎週月曜日、年末年始（平成29年12月28日〜平成30
年1月3日）

平成29年度全国中学校体育大会

「第55回全国中学校スキー大会」を開催
大会スローガン

「はばたけ この鹿角の地に
刻め 栄光の軌跡を」
全国中学校スキー大会が平成30年２月８日（木）から11日（日）
まで鹿角市花輪スキー場で開催されます。
本県選手団の活躍が期待されることはもちろん、地元中学生
が学生スタッフとして大会の成功のために頑張ります。
県民の皆さん、本県の中学生の頑張りを応援くださるよう、よ
ろしくお願いします。

大会
日程
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大会ポスター

２月 ８日（木）開会式 15：00〜（鹿角市文化の社交流館コモッセ）
９日（金）男女スラローム、男女クラシカル
10日（土）男子ジャイアントスラローム、男女フリー、共通スペシャルシャンプ
11日（日）女子ジャイアントスラローム、男女リレー、共通コンバインド

information

お知らせ
☆県立図書館☆
TEL 018-866-8400

かれたストーリー」
特別展示「絵画×物語 描

）〜
平成29年12月16日（土
（月）10：00〜17：00
9日
月2
年１
30
平成
〜
（木）
※平成29年12月28日
は休館日
（水）
１月10日
、
）
（水
日
月３
年１
30
平成
観覧料：無料
もに描
話、絵本 など、物語とと
中国 の故 事や日本 の説
します。
かれた絵画作品を展示

☆生涯学習センター☆
TEL 018-865-1171

あきたスマートカレッジ（生涯学習講座）

○文学リレー講座〜戦中・戦後の文学〜
平成30年１月27日（土）
…大江健三郎①「奇妙な仕事」〜学生作家〜
平成30年２月24日（土）
…大江健三郎②「飼育」〜芥川賞作家〜
平成30年３月24日（土）
…大江健三郎③「万延元年のフットボール」
〜ノーベル賞作家への道〜
時 間：10：00〜11：30
受講料：各講座420円
（定員各120名 児童・生徒・学生は無料）

大江健三郎とその作品について、秋田工業高等専門学
校人文科学系 石塚政吾教授がさまざまな角度から解説
します。

秋田県自作視聴覚教材交流発表会

平成30年２月22日（木）
※作品募集期間
平成29年９月１日（金）〜平成30年１月17日（水）
参加費・入場料ともに無料
自作の視聴覚教材を出品してみませんか！
また、多くの作品をみて授業に活かしてみませんか！

●県内の教育施設等で開催される
主なイベント等をご紹介します。
※申し込み方法など、詳しくは各施設に
お問い合わせください。

☆生涯学習課☆
TEL 018-860-5183

発見！探検！ふるさと

児童作品展

平成30年１月11日（木
）〜16日（火）10：00〜1
8：00
会場：アトリオン２階展
示ホール
観覧料：無料

秋田 県立 美術 館で大壁
画《秋 田の 行事》
を鑑 賞した子
どもたちが「ふるさと」
をテーマに描いた絵画
等の作品を
一堂に展示します。

ー☆
☆総合教育センタ
03
TEL 018-873-72

発表会

第32回秋田県教育研究

）、９日（金）
平成30年２月８日（木
授の講
、國學院大學 田村学教
教育研究成果の発表や
ニング
ラー
・
ィブ
クテ
学び―ア
演「主体的・対話的で深い
す。
いま
を行
ント―」
とカリキュラム・マネジメ

☆あきた文学資料館☆
TEL 018-884-7760

明治150年「正岡子規と

秋田」展

平成29年９月29日（金
）〜
平成30年２月28日（水
）10:00 〜 16:00
※月曜日と平成29年12
月28日（木）〜
平成30年１月３日（水
）は休館日
観覧料：無料

今年 生誕150年を迎えた
正岡 子規 の直 筆や事績
にふ
れながら、本県ゆかりの
人物との関係紹介して
いきます。

☆農業科学館☆
TEL 0187-68-2300

タ 春を迎える
特別展 洋ランフェス

）〜２月12日（月）
平成30年１月６日（土
入館料：無料
早
洋ランを紹介します。一足
原種を含めた色とりどりの
い春をお楽しみください。
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