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「教育委員就任にあたって」

秋田県教育委員会
おお つか

大塚

委員
わ

か

こ

和歌子

この度、秋田県教育委員を仰せつかりました大
塚和歌子と申します。

をいい状態で残し、健康寿命をのばすことにつな
がっていくものと確信しています。

私は娘の幼稚園や小学校、中学校とＰＴＡ役員

お口は命の入り口、心の出口 です。子供た

として教育現場への参加はありましたが、教育に

ちが健やかに成長していくためには、体と心の健

関してはまったくの素人（レイマン）です。委員

康はもちろんですが、お口の健康も大切で、その

を拝命してから、教育関係の研究会に参加した

命の入り口 を守ることも、成長のための環境

り、先生方からお話を伺ったりして勉強させても

整備として大切なことだと思っています。

らっております。委員会では協議される内容の多

また、 心の出口 としては、心意から発する

さと重さに驚き、そして今までとは違ったところ

言葉には大変な力があると思います。口を慎みな

から教育ということを考えるようになりました。

がらも意見は意見として適切な表現を心がけるよ

教育委員になってまだ数か月ですが、その間にこ

うにしていきたいと思います。

の場にいる方々の熱意、そして人間性の素晴らし

秋田の子供たちは、歯の方では全国では中間く

さに感激することが多くありました。新たな分野

らいですが、学力や体力は全国でも特にすぐれて

の勉強をさせてもらう機会を与えていただいたこ

いると評価されています。とても素晴らしいこと

とに感謝しております。

だと思います。この子供たちは秋田の宝物で、家

私の本業は歯科医師です。歯科医師としては
23年になります。

庭や学校、地域において大切にされるものだと思
います。

10年ほど前まで秋田県は子供のむし歯の数

医療と教育では分野は違うのですが、どちらも

（12歳児一人当たりの虫歯本数の比較）が全国

子供たちを守り育てるという点では共通点がある

でも常に最下位グループにありました。しかし

と思います。娘３人の母として、女性として、そ

平成27年の調査では、全国29位まで躍進しまし

して一歯科医師として、多くの視点で取り組んで

た。

いけたらと思っております。

子供の虫歯は急激に減ってきていますが、それ

これから皆様に教えていただきながら、私に与

でもゼロにはならない現状です。私のような歯科

えられた役割を果たし、秋田の子供たちとそれを

医療関係者が技術的にも知識的にもどんどん介入

支えている先生方やこれから出会う人々のため、

して、お口を守るための知識を広げ、予防をして

お役に立てるように努力してまいりたいと思いま

いけば、長い目でみて子供も大人も虫歯はもっと

す。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

減少し、成人の歯周病予防につなげることで、歯
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平成５年３月 岩手医科大学歯学部卒業
平成５年４月 岩手医科大学口腔外科
第一講座副手
平成９年３月 岩手医科大学口腔診断学講座助手
平成15年９月 医療法人ももデンタルクリニック
副院長
平成26年４月 能代市立能代南中学校ＰＴＡ会長
平成26年９月 わかオーラルヘルスケアクリニック
代表
平成27年４月 一般社団法人秋田県歯科医師会
公衆衛生委員
平成27年４月 能代市山本郡ＰＴＡ連合会会長

任期満了により退任した田中直美委員と長岐和行委員の後任として、
平成28年10月31日に大塚和歌子氏、11月1日に伊勢昌弘氏が新たに
教育委員に就任しました。

昭和59年３月 東京大学法学部卒業
平成２年４月 弁護士登録
平成８年３月 秋田弁護士会副会長
平成14年４月 秋田市公平委員会委員長
平成19年４月 秋田弁護士会副会長

秋田県教育委員会
い

せ

伊勢

平成21年４月 秋田弁護士会会長

委員

平成21年４月 日本弁護士連合会理事

まさ ひろ

昌弘

平成25年４月 秋田県立秋田高等学校ＰＴＡ会長

私の両親、妻、妻の両親はいずれも元教師で、

なことを聞いています。思えば、刑事事件という

この度教育委員を仰せつかったことについては、

のは普通の人の日常生活の中でおこる出来事です

運命的なものを感じます。

から、素人が判断できるのが当然だということで

教育委員会の制度は、教育行政に広く地域住民

す。裁判員裁判が始まる前は、裁判は専門家であ

の意向を反映させるために、教育の素人（レイマ

る法曹が行うもので、素人が参加すべきではない

ン）である教育委員の合議による意思決定を行

との意見もありましたが、それは専門家である弁

い、教育行政の基本方針を決定するというもので

護士や裁判官等の驕りだった、と痛感していま

す。

す。

私は秋田市内で弁護士をしていますが、素人の

秋田県の教育が素晴らしいということは全国に

意見を反映させることが重要だということを感じ

鳴り響いていますが、それでも、専門家だけの視

ています。平成21年から日本でも始まった裁判

点では気が付かないこと等について、教育の素人

員裁判は、それまで裁判官、検察官、弁護士だけ

である我々教育委員が意見を述べていくことは重

で行ってきた刑事裁判に、法律の素人である裁判

要です。特に、新しい教育委員会制度のもとで

員を参加させ、原則３名のプロの裁判官と６名の

は、大きな権限を持つ新教育長に対するチェック

裁判員が、有罪か無罪か、有罪として量刑をどの

機能の強化等、教育委員の一層の役割が期待され

ようにすべきかを判断しています。

ており、これに応えなければなりません。

この制度が始まる前は、法律の素人である裁判

昨年の11月から教育委員会の会議に出席して

員には、きちんとした判断は出来ないのではない

いますが、これまでは事務局の報告を受け、提案

かとの危惧もありましたが、それは杞憂でした。

された議事を審議することで手一杯です。しか

私自身は、これまで２回、裁判員裁判で弁護を担

し、それだけでは教育委員としての責務を果たし

当しましたが、法廷での裁判員の方の質問は的確

ているとは言えず、自分から積極的に提案を行っ

でした。また、裁判官と裁判員が判決の内容につ

ていくようでなければならないと思っています。

いて協議する場を評議といい、これには弁護士は

そのためにも、学校等に出来る限り出向いて、現

立ち会うことは出来ませんが、担当した裁判官か

場の意見に耳を傾ける所存です。

ら聞いた話しでは、事実認定に関する裁判員の能

ご指導、ご助言のほどをお願い申し上げます。

力は、専門家である裁判官とそれほど違わないの
ではないかということでした。これは私が担当し
た事件についてだけでなく、全国的にも同じよう
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特 集
平成28年12月１日、エチオピアで開催されたユネスコの政府間委員会で、「角館祭りのやま行事
ひき

（仙北市）
」、「土崎神明社祭の曳山行事（秋田市）
」、「花輪祭の屋台行事（鹿角市）
」を含む日本
ほこ

の「山・鉾・屋台行事」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。本県関係では、平成21年
の「大日堂舞楽（鹿角市）
」に続いての登録です。
角館神明社と成就院薬師堂の祭が合わさっ
た行事で、江戸時代半ばから記録が残ってい
ひ

ます。大型の人形を飾った曳 きやまが出さ
れ、手踊りが舞われます。道路ですれ違う際
に通行優先権について交渉が行われ、決裂す
ると曳きやまのぶつけあい「やまぶっつけ」
が行われます。
「角館祭りのやま行事」

土崎神明社の例大祭として行われ、江戸時代
半ばから記録が残っています。20台前後の曳
山が町中を「港ばやし」にのって練り歩きま
す。正面に夫婦岩が作られ、その前に武者人形
が飾り付けられます。裏には、囃子方が乗り、
社会を大胆な切り口で風刺した「見返し」が掲
げられます。
「土崎神明社祭の曳山行事」
さきわい

幸 稲荷神社と花輪神明社の合同の例大祭

で、神輿の巡行にあわせて各町から10台の
屋台が出て地区内を巡行します。屋台は、腰
抜けと呼ばれている前部の床のない形式で、
太鼓の叩き手は歩きながらリズムをとって囃
子を演奏します。
「花輪祭の屋台行事」

ユネスコ無形文化遺産とは？
建築物など有形文化遺産を対象とした世界遺産に対して、伝統文化や民間伝承など無形文化遺
産を対象としたものです。日本では歌舞伎、能楽、和食など21件、世界全体ではキムチ作り、
タンゴ、フラメンコなど366件が登録されています。
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事業紹介

民俗文化財公開交流事業
事業の趣旨
民俗芸能を小学校等で公開するとともに、その果たす役割や地域にとっての意義などについて
解説することによって、民俗芸能を伝承しようという意識を高め、後継者を育成しようというも
のです。

主な事業内容
○保存団体による民俗芸能の公開
○文化財保護室職員による民俗芸能の役割、見どころ等についての解説

公開事業の紹介
○五城目町立五城目小学校
参 加 者：全校児童、保護者
さん ない ばん がく

民俗芸能：山内番楽

歴史の長い番楽を伝えるために努力してきました。現
在は、小学生への継承に力を入れていますので、頑張っ
て文化財を残してもらいたいと思います。
（山内番楽保存会 会長：小林
進）
《児童の感想》
○番楽を習っているので、400年続いた伝統を守りたい
という思いを胸に、舞い続けたいです。
○番楽がいつまでも続いてほしいと思いました。そのた
めに、僕たちのような世代がみんなで番楽を盛り上げ
ていければいいと思いました。

○大館市立東館小学校
参 加 者：全校児童、保護者
とっ こ ばや し

なか の だい こ

民俗芸能：独鈷囃子、中野太鼓
おお くぞ きん ざん だい こ

大葛金山太鼓

○大仙市立太田南小学校
参 加 者：全校児童、保護者
よこ さわ

民俗芸能：横沢ささら

《児童の感想》
○独鈷囃子は運動会で踊っていますが、長く続いている
ことが分かったので、もっと心をこめた踊りができる
と思います。
○中野太鼓を習っていますが、500年もの歴史があるこ
とを初めて知りました。伝統を大切にして、将来しっ
かり教えていきたいです。
○初めて大葛金山太鼓を聞きましたが、音が大きくびっ
くりしました。今度は参加したいです。

ささらが400年もの間継承されてきたのは、地域の
人々の思いが強かったからです。その思いを受けて、永
く残すために頑張っていきたいと思います。
（横沢ささら保存会 会長：熊谷 隆雄）
《児童の感想》
○初めて見ましたが、ささらは迫力があってびっくりし
ました。笛や太鼓が心に響きました。
○ささらを見るのは初めてでしたが、太鼓をたたきなが
ら踊っていてすごいと思いました。
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郷土あきたの教育への提案

第31回 秋田県教育研究発表会
平成29年２月９日（木）、10日（金）の２日間にわた
り、第31回秋田県教育研究発表会が、潟上市の県総合教
育センターで開催されました。これは、本県教育の振興を
目的として県教育委員会と総合教育センターが毎年実施し
ているもので、県内の幼稚園・保育所・認定こども園、
小・中・高等学校、特別支援学校、教育機関等から数多く
の教育研究の成果が発表され、県内外に広く情報発信する
場となっています。
今年度は県外からの30名（11都県）を含む799名（延べ
人数）が参加し、「郷土あきたの教育への提案」のコンセ
プトの下、熱心に研究協議が行われました

● センター研究発表

真剣な表情で聞き入る参加者

課題解決のための有効な方策を提案

基本研究課題

「生きる力」を豊かに育む特色ある学校の創造

〔教科・研究班〕

主体的・協働的な学びを通した
課題解決的な授業モデルの提案（２年次）

総合教育センターでは、本県の教育課題の解決
に向けて様々な角度から教育研究に取り組んでい
ます。今回はその中から、情報教育、学習指導、
教育相談の三つの切り口で研究成果を発表しまし
た。

昨年度提案した授業モデルを基に、秋田の優れた
指導の場面と内容に焦点を当て、子ども一人一人の
深い学びの実現を目指し、センター授業改善プラン
「Akitaractive（アキタラクティブ）」を提案しまし
た。

〔研修班〕

〔支援班〕

学校における情報モラル教育の推進
－秋田県の児童生徒及び保護者の実態を
踏まえた「心を育てる」指導－（１年次）

信頼される学校を目指した教育相談の進め方
－児童生徒や保護者と適切に関わる力を高める
教職員研修への提案－（１年次）

県内の児童生徒及び保護者の実態と情報モラル指導
上の課題を把握し、小・中学校の道徳の時間における
情報モラル指導モデルを作成・提供することで、情報
モラル教育の一層の充実に資することを目指しました。

各学校がより効果的な校内研修等を進められるよう
に、教育相談機関として蓄積してきたエッセンスをま
とめて、教育相談の考え方や進め方、仮想事例の相談
シナリオなどの資料を作成して提言しました。

●講

演

「学習指導要領改訂と授業づくり」
講師

横浜国立大学名誉教授

次期学習指導要領を見据え、
専門的な立場から、教育が今後
目指すべき方向を示してくださ
いました。現在の教育を新たな
視点から捉え直す貴重な機会と
なりました。
髙木
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展郎

氏

〜主体的・対話的で
深い学びの実現に向けて〜

髙木

展郎 氏

参加者の声
★これからの「授業づくり」について学ぶこと
ができた。
★「何を教えて、何を考えさせるか」というこ
とが印象深かった。
★学校のグランドデザインを「チーム学校」と
いう意識で協力して作り上げていかなければ
ならないことが分かった。

● 研究発表（口頭発表）

優れた研究成果の発表

研究発表は、全校種の教職員による専門分野の実践報告や研究成
果の発表を通して、より質の高い教育を探究し、切磋琢磨する場と
なっています。
今年度は、授業改善、特別支援教育、キャリア教育、生徒指導、
小・中連携、就学前教育など、幅広い分野にわたって47件の発表が
ありました。発表後は、互いの実践を基にして、意見交流し、考え
を深め合うことができました。
発表後の充実した意見交流

● 研究発表（ポスター発表）
体育館では、ポスターセッション形
式の発表が行われました。参加者が関
心のある発表をじっくり聴き、発表者
と気軽にやり取りしながら日頃の実践
や研究成果を共有するものです。
今年は38件の優れた実践発表があり
ました。それぞれのブースで活発な意
見交流が行われ、会場は熱気に包まれ
ました。

双方向型の実践交流
参加者の声
★たくさん発表にふれ
られ、自由に討論で
きる形式がよい。
★意見交流もしやすい
し、まさに対話を通
して学び合えるの
で、よい研修の場と
なった。

参加者に熱心に語りかける発表者

● ブース展示・生徒による製品販売・ふるさとAkita味わい膳
あきた花まるっ教育ブース

センター研究に関する資料、センター研
修員が開発した教材・教具、教育資料、天
王みどり学園の学校紹介や児童生徒の作品
などを展示しました。

製品販売

金足農業高校の鉢植えや卵、みそ、天王
みどり学園の作業学習で製作された作品の
数々を展示・販売しました。喫茶「みどり
の風」のコーヒー販売も好評でした。

ふるさとAkita味わい膳
二日間限定のランチとして提供した『ふるさとAkita味わ
い膳』は、「平成28年度高校生商品開発コンテスト」で入賞
した大館鳳鳴高校、大館桂桜高校、能代松陽高校、増田高校
のレシピを基に、センター内の食堂が調理したものです。調
味料には、増田高校農業科学科が研究開発した「米蜜」が使
用されています。秋田の高校生のアイディアと郷土への思い
がいっぱい詰まったランチは、訪れた皆さんに大好評でした。
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小・中学校における病弱・肢体不自由教育の充実を目指して

平成28年度

病弱・肢体不自由教育支援事業
事業の目的
● 小・中学校における病弱教育の充実に向けて、関係機関と連携して支援する体制の機能強
化を図ります。
● 病弱教育及び肢体不自由教育について、児童生徒の病気や障害の状態に応じた学習指導や
配慮等の具体的な支援を実施します。

病弱・身体虚弱の子どもの状況
近年、治療方法や治療への考え方が変化し、短期間の入退院を繰り返したり、退院後も通院や
自宅療養が必要であったりするケースが増えています。一方、長期の入院治療を必要とする疾患
もあります。このような状況から、病気を抱えながら小・中学校
に通う子どもや入院中の子どもに対して、一人一人の病状に合わ
せたきめ細かな配慮と学習指導を行うことが求められています。

肢体不自由の子どもの状況
肢体不自由のある子どもが、特別支援学校だけでなく、小・中学校の特
別支援学級や通常の学級で学ぶことが増えています。受け入れる小・中学
校では、肢体不自由教育の経験がある教員は多くはありません。このよう
な状況から、一人一人の障害の状態に応じた配慮や学習指導を充実させる
ことが求められています。

主な取組①
病弱教育アドバイザーによる訪問支援
秋田きらり支援学校に配置した「病弱教育アドバイ
ザー」（１名）が学校や関係機関を訪問し、事業内容
についての説明や病弱教育に関する情報提供をしてい
ます。また、特別支援学校の教員と共に病弱・身体虚
弱特別支援学級や通常の学級を訪問し、学級担任や保
護者に対する相談支援活動も行っています。

【学級担任に対する相談支援】

「病弱・身体虚弱特別支援学級の児童生徒は、学校の理解と配慮を得て、様々な病気を抱え
ながらも元気に登校し、真剣に学習に向かっていました。病気の子どもにとって、学校や教師
はとても大きな存在であり、毎日の学校生活は健康回復への意欲を育てることにつながってい
ると感じました。特別支援学級の一層の充実とともに、通常の学級で学ぶ病気の子どもへの支
援の充実が重要であると考えています。」（病弱教育アドバイザー）
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主な取組②

特別支援学校教員による小・中学校への訪問支援

秋田きらり支援学校とゆり支援学校道川分教室の教員が、病弱・身体虚弱特別支援学級と肢体不
自由特別支援学級を訪問し、児童生徒への学習指導に関する相談活動を行っています。
病弱・身体虚弱特別支援学級への
主な支援内容
◆ 病気の理解と対応
◆ 保護者や医療機関との連携
◆ 自立活動の指導内容
等

主な取組③

肢体不自由特別支援学級への
主な支援内容
◆ 個別の指導計画の内容検討
◆ 個に応じた補助具の活用
◆ 学習場面での姿勢づくり
等

病弱・肢体不自由教育についての研修会の開催

小・中学校、特別支援学校の教員を対象に実施した研修会では、指導・支援の基本や授業づくり
について改めて学ぶ機会になったという感想が多く寄せられました。
病弱教育担当教員研修会の内容
◆

講演
・「病気の子どもの支援」
秋田大学大学院教育学研究科 准教授 藤井 慶博 氏
・「子どもが主体となる教育計画と実践をめざして」
国立特別支援教育総合研究所研修事業部
総括研究員 齊藤 由美子 氏
【ＩＣＴ機器の活用方法の紹介】
事例発表
・「心身症等の生徒の理解と支援について」青森県立浪岡養護学校
・「病院訪問指導における授業改善の取組」秋田きらり支援学校

◆

◆

相談・情報提供コーナー
肢体不自由教育担当教員研修会の内容
◆

公開授業（小学部、中学部、高等部、訪問教育）

◆

公開授業を基にした協議

◆

講演「自立活動の指導内容の充実を求めて」
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

【自立活動についての協議】

特別支援教育調査官

分藤

賢之 氏

病弱・肢体不自由教育支援事業についてのお問合せ先
教育庁特別支援教育課 ０１８－８６０－５１３５
病弱教育については、「病気の子どもへの支援ガイド」（平成28年３月秋
田県教育委員会）もご活用ください。県公式ウェブサイト「美の国あきたネッ
ト」の特別支援教育課ページからダウンロードできます。
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道徳教育の充実に係る事業紹介

いのちの教育あったかエリア事業
事業の趣旨
生命尊重を中心とした道徳教育を「いのちの教育」として推進し、学校や家庭、地域が連携
して「地域社会全体で命の大切さについての認識を深める」モデルづくりを行っています。

主な活動
いのちの教育地域人材活用
生命尊重等を主題とした授業において、ゲストティー
チャー（医師、助産師、福祉関係者等）を活用します｡

いのちの教育体験活動
推進地域、推進校において、いのちの教育に関する体
験活動（施設訪問、交流活動、講演会等）を行います。

いのちの教育アクション
「あったかメッセージカード」を作成し、家庭や地域
の方々へメッセージを伝えたり、学校行事等に招待した
りします。

＜小・中学校の連携のイメージ＞

いのちの教育の充実を図る
校種間連携
同一中学校区の小・中学校
道徳教育推進教師を中心とした小・中連携
・生命尊重に係る道徳教育の推進
・講演会等の合同開催
・地域人材の情報共有

Ａ中学校
学校・地域の実態、発達
の段階に応じた系統的な
指導

Ｂ小学校

推進地域・推進校の実践の紹介
三種町

等

道徳の時間の
題材、指導案
等の共有

Ｃ小学校

浜口小、湖北小、八竜中学校区

○取組の概要
「あったかい」を意識しながら小・中学校と保護者、地域住民が連携して活動することで、地
域社会全体で「いのちの大切さ」についての認識を深めることに取り組んできました。
○活動名： 「八竜を想う児童生徒の活動を地域へ発信」
○参加者： 小・中学生、保護者、小・中学校教職員、地域住民
○内 容： 小・中学校及び保護者、地域住民と連携したクリーンアッ
プ、長年行っている花壇活動、講演会や地域行事への参加、
あったか標語のぼりの作成等を通じて学んだことをリーフ
レットにして、地域へ２回発信しました。
（成 果） 同じ地域に住む仲間として小・中学校が連携し、様々な機
会に「いのち」について考えることができました。学んだこ
とをリーフレットの形で発信することによって人々に認めら
れ、自己有用感が高まりました。
（課 題） 地域や他者と関わり、認められることで「地域社会全体で
命の大切さについて認識を深めること」に対する想いが強く
なると思います。今後は、構築したネットワークを活用しな
がら今年度のような取組を継続していくことが重要であると
考えます。
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由利本荘市

矢島小、矢島中学校区

○取組の概要
「自他を大切にし、よりよく生きる子どもの育成」を目指して、「生命尊重を中心とした道徳
教育の推進」
「体験活動の充実による自他を尊重する心の醸成」
「地域社会への参画意識の高揚」
を重点として取り組んできました。
○活動名： 「花いっぱい運動」
○参加者： 小・中学生、老人クラブ、小・中学校教職員
○内 容： 小学校低学年児童は、老人クラブの方から植え
方を教わりながらプランターに花苗を植えまし
た。小学校高学年と中学生は、地域を明るくきれ
いで住みよい環境にしようと、縦割りグループで
協力し合いながら花苗を植え、地域の公共施設に
贈りました。また、中学生は独居老人宅にも訪問
し、一人一人にプランターを届けました。

【花苗を植える小・中学生】

（成 果） 小・中学校が連携して取り組んだ花いっぱい運動で、地域の方との絆や児童生徒の交
流が深まりました。また、地域のクリーンアップや独居老人宅の除雪ボランティアなど
の自主的な活動にも広がりました。これらの活動を通して、地域の方々から感謝の言葉
をいただいたり、自他のよさに気付いたりすることで、自己有用感の高まりが見られま
した。
（課 題） 今後も小・中学校と地域が連携した特色ある取組を継続し、自他を大切にし、よりよ
く生きる子どもを育てていきたいと思います。また、子どもたちの活動の様子や変容に
ついて、より一層家庭・地域に発信するとともに、協働して子どもたちを育てていくこ
とにつなげられるような工夫をしていきたいと考えています。

横手市

浅舞小、吉田小、醍醐小、平鹿中学校区

○取組の概要
小・中学校で連携し、周囲との関わりの中で自他のよさを認め、自分も相手も大事にしていく
子どもの育成を目指し、道徳の時間の充実やいろいろな体験活動等に取り組みました。
○活動名： 「いのちあったか講演会」
○参加者： 小学校５・６年生、中学生、小・中学校教職員
○内 容： 小松守氏（大森山動物園長）の演題は「かかわ
りの中で生きる」でした。動物の子育てや人工保
育に失敗した例等を含めながら、双方向で心が通
い合ってつながること、命はつながりの中にある
ことなどについてお話がありました。
【小・中学生のお礼のスピーチ】

（成 果） 講演会冒頭の「命はどうして大切なのでしょ
う？」という小松園長の問いかけから、児童生徒はお話を聞きながら、じっくりと考え
を深めていくことができました。そして、感想や意見を交換し合うことで、更に考えを
深めたり、広げたりすることができました。長年「命」に関わってきた小松園長のお話
だからこそ、児童生徒の心に強く響いたと思います。
（課 題） この事業を契機にし、来年度以降も小・中学校での連携を継続・強化していくこと、
地域とのつながりを更に深めていくことが課題となります。
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秋田の教育資産を活用した海外交流促進事業
秋田県の強みである「豊かな教育資産」を海外に積極的に発信し、交流人口を拡大させることを
目的に、平成27年度から31年度までの５年間にわたって行われます。これまでも産業面で本県と関
係が深いタイ王国と、新たに教育面の交流を始めました。

事業の主な内容
・秋田の教員によるタイ王国の小・中学校での「秋田
の探究型授業」の提示、タイ王国教員等による県内
小・中学校の視察〔義務教育課〕
・県内高校生によるタイ王国高等学校への訪問、タイ
王国高校生による県内高校の訪問及び交流
〔高校教育課〕

【タイ王国高等学校との連携に関する覚書調印式】

○タイ王国の小学校で、秋田の教員が授業を提示しました！
昨年11月の訪問では、タイ王国の小学校
において国語と算数の授業を提示しました。
授業は、秋田の教員の言葉をタイ語に、子ど
もたちのタイ語を日本語に通訳して行いまし
た。初めての試みでしたが、タイ王国の子ど
もたちの真剣に取り組む姿が見られました。

【２年生国語の授業】

【５年生算数の授業】

○タイ王国の教育関係者が冬の秋田を訪問しました！
平成29年１月25日（水）〜 28日（土）の４日間、バンコク都とノンタブリ県の各教育委員
会、連携大学関係者及び研究協力校の教員、総勢15名が、真冬の秋田を訪れ、美郷町と大仙
市の小・中学校で授業や研究協議会の様子を参観しました。

【美郷中学校生徒による歓迎】

【通訳を介した児童との語らい】

【日本の民話の授業を参観】

○タイ王国の高等学校３校を訪問し、高校生同士が交流しました！
平成29年１月８日（日）〜13日（金）、県内４校の高校生16名がタイ王国の高等学校３校を
訪問しました。そのうち、バンコク・クリスチャン・カレッジでは、英語での課題研究の発表
や協議を通じて、互いに研究内容への理解を深めました。参加した秋田の生徒からは、英訳し
て分かりやすく伝えることで、研究の本質的な理解につながったという感想がありました。
また、ワタナ・ウィッタヤ・アカ
デミーとワチュラウッド王立学校の
２校でも文化交流を行いました。今
回の交流は、参加した生徒にとっ
て、タイ王国のよさはもちろん、ふ
るさと秋田のよさを再認識する機会
【本県生徒による課題研究の発表】 【タイ王国の生徒からの質問】
になったようです。
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農業科学館ナビゲーターの養成

農業科学館ナビゲーター（案内人）養成の取組は、農業科学館と大曲農業高校による連携事業の
ひとつとして、平成26年度から始まり３年が経過しました。高校生に本県農業への理解を深めて
もらうとともに、農業科学館の施設や展示内容について説明できる力を養うことで生徒のコミュニ
ケーション能力を高めることを目的としています。
１年次にナビゲーター検定試験に向けた講習会１日、検定試験１日（合格者には合格証を発
行）、そして、２年次に演習１日を経た生徒が、土曜日・日曜日・長期休業中などに実習を３日以
上行うことで、農業科学館ナビゲーターとして認定され、実際の案内人としてデビューします。こ
れまでに471人の生徒が検定試験に合格しました。

講習会１（農業科学館の概要）

講習会２（調べ学習）

ナビ演習

ナビゲーターとしての活動が、意欲的で他の模範であると認められた生徒は、年度末に行われる
賞状授与式で「館長賞」が授与され、その功労が称えられます。
３日間のナビゲーター実習に参加した２年生の生徒の一人は「お客様一人一人の興味関心は違う
ので、どのように説明し、興味を持っていただくか、適切に対応することを心がけました。初日
は、気恥ずかしさもあり『ご説明しましょうか？』という最初の一歩をなかなか踏み出すことがで
きませんでした。また、説明の長さや話をつなぐ・区切るなど相手のスピードに合わせることな
ど、実際やってみないと分からないことが多々ありました。この反省点も実習の成果だと思い、こ
れから役立てていきたいと思います。」と感想を述べていました。この取組を通し、生徒一人一人
が、農業の魅力とふるさと秋田の素晴らしさを再発見し、将来、秋田を支える人材になってくれる
ことを期待しています。

秋田県立近代美術館 企画展

「絵画×物語

描かれたストーリー」

会

期

２月11日（土）～４月16日（日） ※会期中無休
９：30 ～ 17：00（最終入館 16：30）

会

場

近代美術館

５階展示室

※観覧無料

古来より、語り継がれる 物語 は 絵画 によって視
覚化され、イメージ化されてきました。この展覧会では、
当館の収蔵品より、中国の故事、日本の説話、絵本・小説
の挿絵など、物語とともに描かれた絵画作品をご紹介しま
す。日本画、版画、水彩画、素描など、バラエティに富ん
だ作品の数々をお楽しみください。
◇出展作家◇
岡田琴湖、小川芋銭、小野崎大凌、勝平得之、
加藤雪窓、吉川霊華、小杉放菴、寺崎廣業、
平福穗庵、平福百穗、福田豊四郎、山村耕花 ほか

福田豊四郎≪絵本「夕鶴」原画≫ 1951年
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企

画 展

足もとの久保田城下
― 掘り出された武家のくらし ―
４月26日（水）～６月25日（日）

私たちの生活する地面の下には、かつ
てそこで暮らした人々の歴史の痕跡が
眠っています。それらを掘り起こすこと
によって、私たちは「失われた過去」を

織部（17世紀前半：
古川堀反町遺跡出土）

知ることができます。
平成14年以降、再開発に伴い秋田市
の中心街区では、江戸時代の武家屋敷や
久保田城の堀が県埋蔵文化財センターに
よって次々と発掘調査されました。久保
田城下の武家はどのようなくらしをして
いたのでしょうか。本企画展では、掘り
出された織部や志野などの茶器、古九谷
や景徳鎮などの高級磁器のほか、刀、灯

絵唐津（東根小屋町遺跡出土）

明皿、サイコロ、羽子板、下駄、かんざ
し、紅皿、井戸など、武家のくらしをリ
アルに現代に伝える出土品や遺構、今に
残る絵図、古写真などから、久保田城下
の武家のくらしとその移り変わりを紹介
します。

黄瀬戸（17 世紀初頭：
古川堀反町遺跡出土）

本展示を観たあとは、いつもの見慣れ
た風景がきっと違って見えるようになる
はず？
この春はご家族で江戸時代の久保田城
下に時間旅行してみませんか？
■観覧料：無料

貝風呂（18世紀：古川堀
反町遺跡出土）

下駄（古川堀反町遺跡出土）

〒010－0124 秋田市金足鳰崎字後山52
開館時間 午前９時30分～午後４時30分
休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合開館、翌平日休）
電
話 018（873）4121 ／ FAX 018（873）4123
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information

☆生涯学習課文化財保護室☆
TEL 018－860－5193

北海道・北東北の縄文遺跡群
世界遺産登録推進秋田フォーラム
３月26日（日） 13：00 ～ 16：30

会 場：秋田市にぎわい交流館ＡＵ
観覧料：無料
北海道・北東北の縄文遺跡群の魅力、価値の紹介と縄文
遺跡をめぐる「縄文旅」の実例の講演です。

☆近代美術館☆
55

88
TEL 0182－33－

ョン展第４期
2016年コレクシ

」
託作品のご紹介－
寄
－
ン
ョ
シ
ク
レ
「Ｍｙコ
) ～４月９日(日)

県内の教育施設等で開催される
主なイベント等を紹介します。
※詳しくは各施設に問い合わせください。

☆県立博物館☆
TEL 018－873－4121

ふるさとまつり広場展示
「ひな人形・押し絵」
日米ならんですまし顔？ －｢青い目
の人 形｣の90年－
２月25日(土) ～４月４日(火)

観覧料：無料
日本のひなまつりに合わせ、アメリ
カの子どもたちから
秋田の子どもたちへ届けられた「青
い目の人形」を、ひな
人形とともに展示します。

菅江真澄資料センター企画コーナー
展

「《水の面影》探訪」

３月18日(土) ～５月14日(日)

観覧料：無料
古代・秋田城のある高清水は、真澄
が《水の面影》で
しょう よう
逍遙した土地です。書誌と内容を紹
介します。

１月20日(金

家
観覧料：無料
。秋田ゆかりの作
寄託作品をご紹介
近代美術館保管の
。
い
くださ
画39点をお楽しみ
による日本画や洋

☆県立図書館☆
TEL 018－866－8400

｢秋田市電にゆられ展｣

～県立博物館との連携展示～
３月25日(土) ～５月28日(日)

観覧料：無料
昭和40年まで市民の足となった秋田市電の記憶をたど
り、過ぎ去りし昭和のぬくもりをお届けします。

☆県立美術館☆
TEL 018－853－8686

企画展

50年～」
「平野政吉の夢～壁画80年 コレクション公開
４月22日（土）～７月６日(木)

生 210円(170円)
観覧料：一般 310円(250円) 大学
シニア 280円
( )内は20名以上の団体料金
で80年。画家藤田
壁画《秋田の行事》の完成から今年
の夢の軌跡を、作品と
嗣治に壁画制作を依頼した平野政吉
資料でたどります。

☆生涯学習センター☆
TEL 018－865－1171

平成29年度あきたスマートカレッ
ジ
総合開講式・開講記念講演
４月29日(土・祝) 13：00 ～ 15：
00

参加費：無料
板東久美子 元秋田県副知事が「内
から見た秋田・外から
見た秋田」と題して記念講演を行い
ます。総合的な生涯学
習講座「あきたスマートカレッジ」
の総合開講式も行いま
す。カレッジの講座の申込者・受講
者以外の方も大歓迎で
す。記念講演は当日の参加申込もで
きます。

年自然の家☆
少
山
羽
呂
保
☆
6－6011
TEL 0182－2

「食」と「遊」
ほろわレシピの ・祝)
５月３日(水

）
等（40名程度
含むグループ
を
人
大
・
族
対 象：家
0円（予定）
等を予
参加費：1,00
策・創作活動
料理、自然散
り
作
手
の
ピ
ほろわレシ
。
定しています
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秋田県特別支援学校文化祭作品紹介
「第14回わくわく美術展」と「平成28年度みんなの写真展」が秋田市にぎわい交流館ＡＵで開
催されました。子どもたちが自由な発想で伸びやかに表現した作品の中から、最優秀賞を受賞し
た作品をご紹介します。

わくわく美術展

絵画コンクール部門

最優秀賞作品

第23回全国特別支援学校文化祭
造形・美術部門
りそな銀行賞（最高賞）

「大曲の花火」

福山 健太
（大曲支援学校高等部２年）

保坂

わくわく美術展

自由作品部門

「さけぶ」

柊（秋田きらり支援学校小学部６年）

最優秀賞作品

「３つのイメージ」
羽沢
佐藤
宮田
瀧口

朔耶（比内支援学校中学部２年）
智久、嶋森 智子、北林 真奈美、
虎太郎（比内支援学校高等部１年）
燿（比内支援学校高等部３年）

「ぼくとわたしとなかまたち」
吉田
鈴木

咲良（視覚支援学校小学部１年）
悠人（視覚支援学校小学部４年）

みんなの写真展

「おいしいぶどう、とったよー！
！」
髙橋

瑠奈（ゆり支援学校中学部２年）

最優秀賞作品

佐々木

■「教育あきた」は、県の教育関連施設や市町村の公民館、図書館等に設置しています。
また、県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」からもご覧いただけます。
この印刷物は5,000部作成し、印刷経費は1部当たり29.57円です。

「ふたりなかよし」

茉緒（支援学校天王みどり学園中学部２年）

平成29年３月15日「教育あきた」№736
発行・秋田県教育委員会
編集・秋田県教育庁総務課
〒010–8580 秋田市山王三丁目1–1
TEL.018–860–5112 FAX.018-860-5851
Eメール kyouiku@mail2.pref.akita.jp
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/education

