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〜 さんフェア秋田2017 〜
シンフォニー

産業交響曲 〜轟け！秋田の大地から〜
期日：１０月２１日（土）・２２日（日）

この大会は、全国の農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉・総合学科などの専門
高校や特別支援学校で学ぶ高校生が全国から集い、日頃の学習成果を総合的に発表する晴れの舞
台として、また、全国の専門高校等の魅力的な教育内容について広く理解・関心を集める場とし
て、各都道府県持ち回りで毎年開催されており、本県では初めての開催となります。産業教育を
学ぶ高校生たちの国内最大規模のイベントですので、是非ご来場ください！

［作品展示］

［体験・実演コーナー（農業）］

［ロボット競技大会］

＜秋田市で昨年開催されたプレ大会の様子＞

基本方針
発

〜３つの「発」〜

見

高い志にあふれ、地域活
性化の原動力となる人材
育成を通して、産業教育
の魅力の発見につなげる
フェアにします。

発

展

発

地域の一員としての意識
や社会を支える自覚をも
ち、産業教育の力でふる
さとの発展につなげる
フェアにします。

信

伝統的な技術・技能を継
承し、共生社会の実現に
向けた産業教育の在り方
の発信につなげるフェア
にします。

「秋田大会にかける思い」
生徒実行委員会委員長
秋田商業高等学校３年

安保

夏海（あんぼ

なつみ）
シンフォニー

秋田大会のキャッチフレーズ「産業交響曲 〜轟け！秋田
の大地から〜」には、秋田の素晴らしい産業が、伝統や文化
とともに世界にも広まってほしいという願いが込められてい
ます。この交響曲を響かせるために私たち一人一人が必要な
存在であることを自覚し、大会を盛り上げていきます。現在
はチラシ配りやポスター掲示のほかに、Twitterアカウント
を立ち上げるなど、新たな広報活動を行い、大会が周知され
るよう取り組んでいます。秋田の魅力と高校生のパワーで、
産業交響曲を奏でられるように頑張ります。
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＜大会ポスター＞
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１Ｆ
メインアリーナ
１Ｆ メインアリーナ
ステージ
２Ｆ
サブアリーナ

フラワーアレンジメントコンテスト（農業部）
全国高校生種苗交換会（農業部）
作品展示・学校生産物等展示販売（全国・県内）
体験コーナー（県内）農業、水産

田
市

にぎわい交流館ＡＵ

秋田県
生涯学習センター

30

15

総合閉会式

30

キッズビジネスタウン（商業部）

キッズビジネスタウン（商業部）

２Ｆ展示ホール
文部科学省

秋田駅西口
（アゴラ広場）
（大屋根下）

14

30

高校生カフェ
（特別支援学校部）
参加・交流イベント（学科紹介等）
白熱トーク
フラワーアレンジメントコンテスト（農業部）
（作品展示）
全国高校生種苗交換会（農業部）
作品展示・学校生産物等展示販売（全国・県内）
体験コーナー（県内）農業、水産

参加・交流イベント（学科紹介等）

秋田県立体育館
（大体育場）

にぎわい広場
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作品展示・展示販売（全国・県内）
体験・実演コーナー（県内）
工業、商業、情報、総合学科
特別支援学校、次期開催県
文部科学省
企業・大学・専門学校等展示
小・中学校のキャリア教育実践発表（展示）

作品展示・展示販売（全国・県内）
体験・実演コーナー（県内）
工業、商業、情報、総合学科
特別支援学校、次期開催県
文部科学省
ＡＩプログラミングコンテスト（情報部）
企業・大学・専門学校等展示
小・中学校のキャリア教育実践発表（発表・展示）
高校生カフェ
（特別支援学校部）

１Ｆ
メインアリーナ

秋田県立武道館（大道場）

30

知的財産事業発表会（展示）

知的財産事業発表会（展示）

２Ｆロビー

３Ｆホワイエ
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知的財産事業発表会（発表）

２Ｆ小ホール

３Ｆ多目的ホール

22日（日）

30

時

30

時

15

時

30

時

14

時

30

時

13

時

30

時

21日（土）

時

12

30

開催日程

10月

時

11

時

総合開会式

30

時

10

時

ジョイ
ナス

１Ｆ大ホール

30

時

９時

場
秋田県民会館 ＣＮＡアリーナ★あきた
︵秋田市立体育館︶

会

程

特集

第27回全国産業教育フェア秋田大会
日

事前
説明会

SPH（スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール）事業発表会（発表）
文部科学省
SPH（スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール）事業発表会（展示）
AKISHOP（商業部）
ロボット競技大会（工業部）
ロボット競技大会
（車検・公式練習）
開会式

介護技術コンテスト（福祉部）
ファッションショー
（家庭部）

文部科学省
SPH（スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール）事業発表会（展示）
AKISHOP（商業部）
ロボット競技大会（工業部）

AKISHOP（商業部）

AKISHOP（商業部）

アルヴェ

ファッションデザインコンテスト
（家庭部）
（発表）
意見・体験発表

２Ｆ多目的ホール

ホテルメトロポリタン
秋田

ロボット
競技大会
閉会式

作品展示・体験コーナー（家庭・看護・福祉）
ファッションデザインコンテスト（家庭部）
（展示）
ツアープランニング
コンテスト（商業部）

作品展示・体験コーナー
（家庭・看護・福祉）

１Ｆ
きらめき広場

介護技術
閉会式

作品・研究発表
全国産業教
育振興大会

全国産業教育フェアの主な内容
秋田県立体育館
全国高校生種苗交換会
農業・水産物販売

・全国ロボット競技大会

（秋田市立体育館）

販売・展示
秋田のB級グルメ・
ババヘラアイス・全国の名産品・
高校生カフェ・エコカー・
流木アートと組子細工・
３DCAD・泡文字表示装置 他

サバ缶・シクラメン・
増田リンゴ・金農はちみつ・
だまこ鍋・白神ネギ・納豆・
ドレッシング・ソーセージ 他

秋田県立武道館

CNAアリーナ★あきた

体験・展示

体験・実演

餅つき・乳搾り・秋田の花展・
木材工作・牛乳試飲・ミニ水族館・
そば打ち・動物ふれあいコーナー・
秋田の味コーナー・米菓子作り・
トラクタ&水上バイク乗車体験 他
（写真プレゼント）

クレーンキャッチャー・書道・
白熱トーク・宇宙エレベーター・
早押しゲーム・七宝焼き・LEGO・
マイコンカー・コースター実演・
フラワーアレンジメント 他

秋田市にぎわい
交流館ＡＵ

・ファッションショー
・介護技術コンテスト
・AKISHOP
・SPH（スーパー・プロフェッショナル・
ハイスクール）事業発表

秋田拠点センター
アルヴェ

秋田県
生涯学習センター

・キッズビジネスタウン
・作品展示・体験コーナー
（小学生対象）
（家庭・看護・福祉）
・意見・体験発表、作品・研究発表
・ツアープランニングコンテスト
・ファッションデザインコンテスト
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秋田で学ぼう！ 教育留学推進事業
1 事業のねらい
「学力トップクラス！秋田の教育を体験してみませんか」をキャッチフレーズに、県外の児
童生徒が、秋田での学びを目的に来県する『秋田型』の教育留学であり、最終的には家族ぐる
みでの定住につながることも期待されるものです。
平成28年度は北秋田市のみでの実施でしたが、２年目の今年度は、八峰町及び東成瀬村を新
たに加えた３市町村において事業を展開しています。

2 事業の内容
①一人一人に合わせた「オーダーメイド型留学（長期教育留学）」の受入れ（北秋田市）
・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「短期チャレンジ留学」の実施（夏季・冬季）

北秋田市（夏季・冬季）、八峰町（夏季のみ）、東成瀬村（夏季のみ）の独自のプロ
グラムで授業体験、自然体験を実施

③学び・体験を総合的にコーディネートする社会教育主事の配置

学びや体験を総合的にコーディネートする社会教育主事を拠点施設に配置し、留学の
相談や活動を全面的に支援

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

北秋田市、八峰町、東成瀬村の豊かな自然を生かした各種自然体験活動のメニューも
充実
・自然体験 … カジカ捕り、いかだ川下り、魚釣り、カヌー、星空観察会、雪遊び、か
まくら作り 等
・農作業体験 … しいたけ栽培、野菜作り、りんご狩り 等
・民俗文化体験 … きりたんぽ作り、曲げわっぱ作り、そば打ち 等
・その他 … スキー・スノーボード、パークゴルフ、木工作 等

3 昨年度の長期留学生について
昨年度、北秋田市で長期留学を行った児童生徒は10名でした。その
中の一人、７か月間の長期留学を行った大阪の男子児童の例を紹介し
ます。
や ぎ こう た
大阪の公立小学校４年生（留学当時）の八木煌太さんは、当初、８
月25日〜30日までの短期チャレンジ留学Ⅰに参加しました。いかだ川
下り体験、お寺での座禅体験、伊勢堂岱遺跡見学等を楽しんだり、合
川小学校での授業を通して、秋田の学びを体験したりして、有意義な
夏を過ごしました。
その後、引き続き秋田に留まることになり、北秋田市の60代夫婦の
家庭にホームステイして、夫婦に見守られながら、３月17日までの７
か月にわたり楽しい留学生活を送りました。
煌太さんのお母さんは、秋田に留学することで自主学習の習慣を身
に付けてほしいと考えていました。また、煌太さんは４人兄弟の末っ
子で、上のお子さんたちも山村留学を経験していたことから、ご家族 秋田の冬を満喫した煌太さん
は煌太さんも親元を離れてたくさんの経験をして強く育ってほしいと考え、今回の留学の後押
しをしたということです。
4
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合川小学校では、秋田の教育の特徴である「あきたの探究型授業」を受けるとともに、グ
ループ学習によって考える力を身に付けることができました。
また、夏は川遊び、冬はスキーと秋田の自然も満喫しました。短期チャレンジ留学でお世話
になった調理員さんや民泊の方のおかげで苦手な野菜も食べられるようになりました。
留学の様子は、今年６月に全国でテレビ放映され、煌太さんの充実した様子を観て、長期留
学をしたいと考えている方からの問合せも寄せられています。
昨年度、北秋田市では煌太さんの他にも、小学校４年生２名（男子１、女子１）、小学
校５年生３名（男子１、女子２）、小学校６年生女子１名、中学校１年生男子１名、中学
校２年生２名（男子１、女子１）の９名の児童生徒が長期留学を行いました。

4 今年度の事業概要
☆「オーダーメイド型留学（長期教育留学）」
８月現在で、５名の児童生徒が長期教育留学。
☆「短期チャレンジ留学Ⅰ」
平成29年８月25日（金）〜 30日（水）北秋田市、八峰町、東成瀬村で実施
北秋田市

八峰町

東成瀬村

８月25日（金）

開講式、いかだ作り

開講式、バードコール作り等 開講式、民泊家族との夕食会

８月26日（土）

川体験、野外炊飯等

シーカヤック体験、留山散策等 トレッキング、バーベキュー等

８月27日（日）

座禅体験、釣り体験等

二ツ森登山、海水浴等

遺跡発掘調査、まるごと野菜つかみ等

８月28日（月）

合川小での授業

八森小での授業

東成瀬小での授業、パークゴルフ

８月29日（火）

合川小での授業

八森小での授業

東成瀬小での授業

８月30日（水）

閉講式

閉講式

閉講式

今年度の３市町村での教育留学の様子です
【北秋田市】

【八峰町】

【東成瀬村】

座禅体験〜静かな時間が流れます〜

日本海の海を楽しんだ教育留学生

体育の授業も一緒に活動

教育留学生全員でいかだづくり

海の生き物を発見し歓声が飛び交う

先生の話に目と心を傾ける教育留学生

☆「短期チャレンジ留学Ⅱ」 １２月２５日（月）〜２９日（金）北秋田市で実施
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あきた埋文 出前授業のご案内
秋田県埋蔵文化財センター（あきた埋文）では、
地域の貴重な文化財である遺跡や出土品などを、
学校教育の場で活用できるようにサポートしてい
ます。近年は、あきた埋文の職員が学校に出向き授
業のお手伝いをする出前授業が急増中です。
前授 業
あきた埋文出
ここがすごい！

埋蔵文化財センター
マスコット がんたくん

○本物の文化財に直接触れることができる！
○昔の人の暮らしや知恵を実感・体験できる！
○教科書には出てこない地域の歴史を学ぶことができる！

授業の展開例（縄文時代編）
主な学習活動

授業の展開例（平安時代編）
資料等

導入

○地域（学区）の遺跡を知る。

地図・写真
PCプレゼン

展開

○縄文時代の衣食住について、
出土品に触れたり着用したり
しながら考える。
・石器の用途
・縄文土器の特徴
・縄文人の服装の特徴

石器（実物）
土器（実物）
復元キット
住居模型
再現衣装

主な学習活動
○柵木（払田柵跡）などから秋田
県内における古代の役所の存
在について知る。

展開

○平安時代の役所の仕事や人々 漆紙文書・木
の暮らしについて、出土品を 簡・墨書土器
手にしながら考える。
（実物or写真）
は じ き
す え
うるしがみもんじょ
もっかん
須恵
・漆紙文書や木簡などに書か 土師器、
き
れていること
器、曲げ物、
・調理用具や食器の用途など 箸など（実物）

整理

○教科書で学んだ平安時代の日
本の歴史と、秋田や東北地方
におけるできごとを関連させ
て発表する。

たてあな

○縄文人や縄文時代についてわ
かったことや疑問に思ったこ
となどを発表する。

石器（実物）に触れ用途を考える活動

資料等

導入

・竪穴住居の構造など
整理

まずは、お電話ください！
Tel：0187-69-3331
資料管理活用班

柵木・動画
PCプレゼン

地図・写真・年表

平安時代の役所の仕事を考える活動

◆ 先 生 方からの感 想◆
○地元の遺跡について分かりやすく簡潔に説明していただいて、とても良かったです。石器や
土器の実物に触って使い方を知り、縄文人の知恵を感じることができました。その後、歴史
学習への興味関心が高められました。知識・理解よりも興味・関心・体験を軸にしていただ
けるのはとても良いです。（由利本荘市内小学校）
○貴重な土器に直接触れたことが喜びとなり、一段と歴史学習に興味をもった子が増えたよう
に思います。また、内容もここ東北にまつわるもので、社会科の教科書からは学べない良さ
があり、見ごたえがありました。雄勝城の話も子どもたちの心をぐっとつかんだようです。
地元の資料を取り入れながら子どもたちに考えさせる場面もあり、小学校６年生にも分かり
やすい内容でした。また、ぜひお願いいたします。（湯沢市内小学校）
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読 書 の 楽 し さ を 実 感 で き る

ビブリオバトル
１ 「ビブリオバトル」ってなあに？
発表者がおすすめの本の魅力を５分間で紹介し合い、聞いていた人たち全員で
「一番読みたくなった本」（チャンプ本）を投票で決める知的書評ゲーム

ルールは簡単！「読みたい！」と思わせた人が勝ち

発表者は各自本を持って集ま
る（参観者は何もいらない）

５分間紹介の後
２分間質疑応答

発表者・参観者
全員による投票

チャンプ本決定

２ 「ビブリオバトル」の魅力って？
「こんなにおもしろい本がありますよ」と紹介してもらうことで、読みたい
本が見付けられます！
チャンプ本を選ぶ投票に参加することができます！
１位を決めるということで、ドキドキ感を味わうことができます！
みんなが一生懸命に自分の話を聞いてくれたり関心をもって質問し
てくれたりするので、自己肯定感や自己有用感が得られます！
発表者の人柄やものの見方・考え方、経験等が自然と表れるので、
参加者同士が仲よくなれます！
３

今年度のビブリオバトル大会

地区
大館
能代
秋田
由利
本荘
大仙
横手

実施日
9月23日（土） 中学生
10月14日（土） 高校生
中学生
９月24日（日）
高校生
中学生
９月30日（土）
高校生
中学生
10月 １ 日（日）
高校生

。奮ってご参加ください。
今年度から中学生大会も開催します
時

間

午前10時30分〜正午
午後 １ 時30分〜午後３時
午前10時30分〜正午
午後 １ 時30分〜午後３時
午前11時〜午後０時30分
午後 ２ 時〜午後３時30分
午前10時30分〜正午
午後 １ 時30分〜午後３時

会

場

大館市立栗盛記念図書館
能代市立図書館
あきた文化交流発信センター
（ふれあーるＡＫＩＴＡ）
由利本荘市文化交流館カダーレ

９月30日（土） 中・高生 午後 １ 時30分〜午後４時30分 大仙市大曲交流センター
10月14日（土） 中・高生 午後 １ 時30分〜午後４時30分 横手市交流センターＹ2ぷらざ
１１月３日（金）イオン御所野セントラルコートで全県大会開催！（中高生決戦・一般大会）
教育あきた9月号

2017

№738

7

事業紹介

県立図書館は子どもの読書推進のため学校図書館を支援しています。

学校図書館の活性化支援とその取組

県立図書館では、平成19年度から高等学校や特別支援学校図書館への支援として、図
書のセット貸出しや学校図書館訪問等、様々な事業を行っています。また、小・中学校の
学校図書館に対しては、市町村を経由して本の貸出しや研修会を実施するなど、県全体に
おける学校図書館の活性化を支援しています。今回は、これらの取組についてご紹介します。

１

セット貸出し
高等学校や特別支援学校に対して、テーマ毎に約40冊

の本を１つのコンテナに入れて貸出しをしています。学
校図書館ですぐに展示ができるようテーマ名を記した看
板も入っています。人気のセットは、小説や、進路、料
理、趣味に関する本等です。昨年度は、約9,300冊の貸
出しを行いました。今年度はセットの更新・追加により、
58テーマ228セットの中から選べるようになりました。
セットの内容については、今後も充実を図っていきます。

２

セット貸出しを利用した展示例

特別貸出し
セット貸出し以外の本は、学校からの要望に応じて、

１校につき50冊まで、一か月間の貸出しをしています。
生徒の読みたい本が学校図書館にない場合や、授業や教
材研究等で本をまとめて借りたい場合などに利用されて
います。学校の希望に応じて、県立図書館職員が本を選
ぶための支援を行うこともあります。

３

レファレンス（調査相談）サービス
教職員や生徒の調べものについて、県立図書館の資料

特別貸出しを利用した展示例

を使って解決までの支援を行います。

４

学校図書館訪問
県立図書館職員が高等学校や特別支援学校の図書館を

訪問して、図書館業務に関する相談に応じています。昨
年度は延べ11校を訪問し、本の整理や展示の仕方等につ
いて助言をしました。細やかな支援ができる体制を整え、
今後も学校図書館の要望に応えていきます。
担当教職員と直接話すことで、より
効果的な助言が可能となります。
8
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５

高等学校・特別支援学校の教職員・
生徒向けの研修
学校図書館や図書委員会活動の活性化を目的とした研

修会を、年１回開催しています。これまで「本の展示の
仕方と工夫」「事例から学ぶ学校図書館の課題と改善
策」「図書館報の作り方」「ポスター・チラシの作り方
講座」等、多岐にわたる研修を行ってきました。
今年度は「本の保存と修理の基礎」と題して講義と
ワークショップを実施しました。参加者は、実際の本の
修理を体験しながら、本の保存と修理について基礎的な
知識を身に付けました。また、研修の後半は各校の取組

各校の生徒が、自校の取組をスライ
ドを交えて紹介しました。

について情報交換を行い、他校の取組について理解を深
める機会となりました。

６

小・中学校教職員向けの研修
市町村が開催する担当教職員やボランティア向けの研

修に、県立図書館職員を講師として派遣しています。
今年度は「学校図書館の基礎」「本の展示の仕方」
「本の保存と修理の基礎」等、５回の研修に講師を派遣
し、学校図書館の運営充実や環境の改善、読書活動の推
進等を支援しています。

本の展示の仕方を体験をとおして学
ぶ「館内展示のワークショップ」

これからの学校図書館の活性化支援
県内には多くの学校図書館があり、県立図書館が全ての学校図書館を直接支援することは困難
です。そのため、県立図書館では、県内の市町村立図書館・公民館図書室が近隣の学校図書館を
支援できるよう、本の貸出しや研修会の開催等、様々な取組を行っています。現在、市町村立図
書館・公民館図書室と学校図書館が共同でイベントを行う等の連携事例が多く見られます。今後
も連携を深めながら、子どもの読書推進のため学校図書館の活性化を図っていくことが大切であ
ると考えます。
秋田県では平成22年４月に「秋田県民の読書活動の推進に関する条例」が施行されました。ま
た、平成28年３月には「第２次秋田県読書活動推進基本計画」が策定されました。この計画に基
づき、現在、「家庭」「学校」「職場」「地域」という県民の生活の場に応じて、様々な読書活
動の推進がなされています。今後も県立図書館は、学校図書館の活性化を引き続き支援していき
ます。

秋田県立図書館

TEL 018-866-8400

■

お問合せ

※

県立図書館の旬の情報をぜひホームページでご確認ください！

検索

秋田県立図書館
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海外派遣を終えて

T O P I C S

青年海外協力隊派遣教員の声

日本人学校派遣教員の声
にかほ市立仁賀保中学校

教諭

［バンコク日本人学校

須田

みどり

2014.4 〜 2017.3］

海外派遣を希望する先生方へのＰＲ
今回の派遣で、自分の考えや価値観が大きく揺さぶら
れる場面が何度かありました。異文化の中で、自分自身
を見つめ直すことができました。また、全国の先生方と
知り合えたことも、大きな財産になりました。

秋田県の教育に生かしたいこと
バンコク日本人学校では、さまざまな家庭環境の生徒
たちが在籍しています。自分と異なる価値観や文化を知
り、尊重しようとする姿勢は、国際感覚の基盤となるの
ではないかと思います。秋田での教育活動にも生かして
いきたいと考えています。

学校・地域の様子
バンコク日本人学校は、世界で最も長い歴史をもつ日
本人学校です。小学部と中学部が併設されていて、両学
部合わせて在籍児童生徒が3000人近く、世界でも有数の
大規模な日本人学校です。
現地は、１年を通じて気温が30℃近くあります。雨季
には１日に何度もスコールがあり、登下校や学校行事に
影響することもありました。

特色ある教育活動
小学部６年生から中学部３年生まで、月２回程度土曜
登校があります。全校の児童生徒は週１時間、タイ語を
必修科目として学んでいます。ネイティブスピーカーに
よる英会話も週２時間設けられ、言語を学ぶ環境が整っ
ています。また、常夏の気候を生かし、１年を通じて水
泳授業が行われています。
中学部では、JICAの協力の下、日タイ関係を学習し
たり、日本の円借款による事業を見学したりするなど、
国際人の育成を目指した学習を行っています。

10

日本へ帰国する生徒を囲んだクラス写真

秋田市立土崎中学校

教諭

［スリランカ

鎌田

寿晃

2015.4 〜 2017.3］

海外派遣を希望する先生方へのＰＲ
JICAや派遣国の人々は、現職教員の指導技術や経験
を求めています。英語が話せなくても、派遣前訓練を受
けられるので何も心配することはありません。また帰国
後に、活動の成果が認められて皇太子同妃両殿下にご接
見を賜ったことは非常に名誉なことでした。

秋田県の教育に生かしたいこと
限られた語彙数（シンハラ語1500語程度、英語2000語
程度）で指導したことで、発問力や授業の進め方を磨く
ことができました。
また、１人の日本人にも会わず生活する日が多かった
ため、コミュニケーションの取り方や異文化理解に関す
るスキルも身に付きました。これらの経験は、今後国際
理解教育などで還元したいと思います。

学校・地域の様子
スリランカの学校は大まかに、国立学校と私立学校に
大別できます。楽器はある程度揃っていますが、メンテ
ナンスが不十分であり苦労しました。しかし生徒は大変
意欲的で、特に合唱については日本の中学校の合唱コン
クールより上手な団体も多く、驚きました。赤道直下の
ため年間を通して30℃を超えていますが、教室の天井に
大きな扇風機があるため、日本の教室より涼しいです。

現地での活動内容
３点に絞って、２年間活動しました。
１点目は、国立青年オーケストラの指導です。１年に
１度の大きな演奏会に向けて練習を行いました。不足し
た楽譜についてはJICAの支援制度を活用して援助を行
いました。
２点目は、教員研修の開催です。シンハラ語という現
地語と英語の両方を使って、延べ463名に対して音楽指
導方法（リコーダー、ピアノ、合唱、吹奏楽、鑑賞教育
等）を行いました。
３点目は、学校訪問です。多くの学校を訪問して実態
を調査し、西洋音楽教育課長に助言を行ったり、スリラ
ンカ学習指
導要領に記
載する授業
例の作成
（英語）等
を行ったり
しました。

音楽教員対象の研修会の開催（教育省本省にて）

