平成29年度

T O P I C S

教員人事交流に係る秋田県交流者情報交換会
８月10日、他道県に派遣されている教員が一堂に会し、情報交換を行いました。派遣先の地域
の様子や学校の特色ある取組、派遣されてからの実践や感想等について、内容の一部を要約して
ご紹介します。
＜出席者＞
北海道函館市立亀田中
青森県平川市立金田小
青森県平川市立平賀西中
岩手県盛岡市立向中野小

近江祥子（八峰中）
加藤友幸（雄物川小）
小林 仁（男鹿東中）
村田 研（西馬音内小）

岩手県盛岡市立河南中
広島県府中市立府中学園
沖縄県名護市立大宮小
沖縄県宜野湾市立普天間中

近藤 修（能代二中）
青谷千里（四ツ屋小）
保坂 茂（天王小）
見上 司（琴丘中）

【近江】１年生の学級担任を務め、陸上部を担当し
ている。家庭学習は、学校で統一した取組がなく、
学級担任に任せられている。生活ノートも同様に統
一したものはないが、自分の学級では取り組んでい
る。生徒たちの書くことへの意識に変容が見られて
きた。研究テーマも統一したものはないが、個人的
にまとめを重視して取り組んでいる。

【近藤】２年生の学級担任を務め、サッカー部と生
徒会を担当している。夏休み前に三者面談を実施し、
１学期の生徒の状況を説明しながら通知表を保護者
に手渡している。地区懇談会が行われていて、学校
と保護者や地域が近いと感じる。研究会は教科部だ
けで話し合われるので、教科の枠を超えた話合いが
できるように働きかけたい。

【加藤】５年生担任を
務めている。学校全体
で算数において振り返
りをどのように生かす
かという研究をしてい
て、６月に授業提示をした。家庭学習は、担任から
指示された内容に取り組む「スキルアップ」と児童
が主体的に学習内容を決める「自主ノート」の２種
類ある。毎朝、マラソンに取り組んでいるので、児
童には体力がある。

【青谷】府中学園は、今年度から義務教育学校と
なった。６年生の学級担任を務め、ソフトテニス部
を担当している。６年生の時間割は半分以上が教科
担任制になっている。今年度は９年間の区切りを６
年−３年としているが、来年度は４年−３年−２年
に移行する。家庭学習は受け身であると感じるので、
自主的な取組になるように工夫したい。

【小林】２年生副担任を務め、女子テニス部を担当
している。学年３クラスで全校生徒は約350名だが、
不登校生徒が一人もいない。生徒一人一人に手厚く
関わっていて、家庭との連携も充実しているからだ
と思われる。家庭学習については、意欲的・主体的
に取り組めるようにすることが今後の課題だと考え
ている。
【村田】６年生担任を務め、陸上部を担当している。
振り返りを研究していて、地域３校の統一テーマで
ある。この研究はスタートしたばかりでまだ手探り
状態だが、学習課題とめあての整合性を図ることを
重視するべきだと感じている。また、被災地という
こともあり防災教育に力を入れていて、副読本も用
意されている。

【保坂】授業改善アドバイザーを務めている。毎年
２名ずつ初任者が配置され、学校全体に若い力があ
ふれている。日が長く外で遊ぶ時間が多いので、秋
田ほど家庭学習は充実していない。それを学校で克
服するため、時間割に「補習」が明記されている。
「いいあべ」という方言が、沖縄県でも通じて感激
した。
【見上】本県の教育専門監を手本にした授業改善ア
ドバイザーを務めている。地区内の26校を回ってお
り、示範授業の提示や講話を数回行った。本県と沖
縄県の高校入試の問題を比較すると、本県のものは
記述式の問題が多い。小・中学生向け沖縄県ＰＴＡ
連合会のポスターに
「午後９時までには家
に帰りましょう」と記
載されているほど、日
が長い。
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派遣教

員の声

県外派遣を終えて
北海道へ

青森県へ

由利本荘市立尾崎小学校
教

諭

三

浦

睦

美

教諭

山

内

賢

也

「秋田ではどうやっています

青森市立浜田小学校は市内有

か？」北海道の２年間で一番多

数の大規模校でした。熱心な教

かった質問です。周りには、情熱に溢れた教師がた

師が多く、授業改善や問題を抱えた児童への対応に

くさんいました。

真剣に取り組む職員集団が形成されていました。本

お世話になっていた登別市立幌別小学校は１学年

県は全国学力・学習状況調査でトップクラスを維持

１、２学級でしたが、担任の平均年齢が28才ととて

していますが、青森県もまた全国上位です。市内の

も若く、毎年２名ずつ新規採用教員が配置されてい

授業研究会などに参加すると、本県で推進している

ます。学校力向上実践事業の指定校であり、初任者

問題解決型の学習についてよく尋ねられました。教

研修の代わりに自校研修があります。交流１年目は

師自身、学び続けることの大切さを実感しながら、

初任者指導担当となり、初任者２名と二人三脚の

様々な場面で意見を交換し研修を深め合うことがで

日々でした。２年目は研究主任の立場で、学校全体

きました。

の舵取りに参画させていただきました。秋田型の授

様々なシステムの違いや経験したことのない豪雪

業スタイルを取り入れながら、一緒に授業を創った

などに戸惑ったり驚いたりしましたが、遠く離れた

ことが、一番の宝物です。

地に教え子や同僚ができたことはこの上ない幸せで

北海道も秋田も、教育にかける情熱は同じです。
けんさん

これからも、研鑽を積んでいきたいと思います。

岩手県へ
教諭

す。貴重な経験を本県の教育発展に還元できるよ
う、日々努力していきたいと思います。

沖縄県へ

湯沢市立湯沢南中学校

髙

橋

俊

英

平成27年度から２年間、盛岡
市立厨川中学校に勤務しました。
初年度は３年生の学級担任、昨年度は生徒指導主事
を務め、集会や行事の「評価」では、必ず生徒たち
のがんばりを讃え、生徒たちの自尊感情や自己有用
感の醸成を心がけました。
学校区の教育振興協議会が組織され、地域ぐるみ
で子どもたちの健全育成に取り組んでおり、家庭・
地域との連携の大切さを再認識しました。学期末は
三者面談で保護者に学校通信を手渡すシステムが小
中高と一貫しているのも参考になりました。また、
この２年間で全国中学校ハンドボール大会に出場で
きたこと、希望郷いわて国体の準備や運営に直接関
わることができたこと等、新たな出会いがあり人と
のつながりが増え、たくさんの研修ができたことに
感謝しています。
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能代市立浅内小学校

橫手市立平鹿中学校
教諭

久

村

孝

「いちゃりばちょーでー」こ
れは「一度逢ったら皆兄弟。出
逢いは全て巡り合わせ。ご縁があって出逢う。その
出逢いを大事にすると全て繋がる」という意味の島
くとぅば（沖縄の方言）。私にとって沖縄は未知の
世界。人とうまくやっていけるかが最も不安でした。
はえばる
しかしそれも２、３日で解決。南風原町立南星中学
校の職員や生徒、教育委員会の方々はずっと前から
知り合いだったように接してくれました。まさに
「いちゃりばちょーでー」です。好奇心旺盛な沖縄
の子どもたちは先生方の進める秋田型の授業に興味
津々で、私が私がと手を挙げていました。県は違っ
ても子どもたちの将来を見据え健やかな成長を願う
先生方の思いは同じです。
このような貴重な経験をさせていただいたことに
感謝しつつ、沖縄県に同僚や教え子たちができた喜
び、そして多くの人との出逢いをエネルギーに変え
て今後も精進していきたいと思います。

SPOT

「鳥海山の自然史」

秋田県立博物館
企画展

会期：9月23日（土）〜 11月12日（日）
秋田県と山形県にまたがる鳥海山は、その出で立ちから出羽富士とも呼ばれ、また、秋田県民
歌に「秀麗無比なる 鳥海山よ」と歌われているように、秋田を代表するものの一つに挙げられ
ます。
しかし、鳥海山は気象庁が常時観測を行う活火山の一つであり、何度も噴火を繰り返し、その
活動により現在の鳥海山とその周辺の地形、自然環境が形成されました。この展示では鳥海山の
特徴的な地質や生物を紹介します。
火山
火山としての鳥海山は、約60万年前に活動を開始し、３つの
活動期を経て、現在のような形になりました。紀元前466年に
は山体が大きく崩壊し、その土砂は岩なだれとなって木々をな
ぎ倒し平野を埋め立て、日本海まで達しました。この際、埋没
した木々は「埋もれ木」と呼ばれ、高速道路の工事の際に大量
に発見されました。展示ではこの時、出土した埋もれ木の一部
と、長さ10ｍ、直径約1.6ｍのケヤキが出土した際の様子を巨
大なパネルで展示します。
鳥海山の生き物
鳥海山には様々な生物が生息していますが、もっとも有名な
のは国の天然記念物に指定されたイヌワシです。国内での生息
数は、600羽程度といわれ、年々少なくなってきています。展
示ではイヌワシの生態や保護活動を行っている施設の紹介をす
るとともに、今回、特別に借用したイヌワシのはく製と鳥海山
に生息する鳥類のはく製を展示します。
また鳥海山には「チョウカイ」の名前を冠したチョウカイア
ザミやチョウカイフスマなどの固有種をはじめとした希少な高
山植物も生息しており、標本やパネルで紹介します。

チョウカイアザミ

チョウカイフスマ

鳥海山であった岩なだれの範囲

イヌワシ（鳥海山・飛島ジオパーク協議会提供）

ニッコウキスゲ

〒010-0124 秋田市金足鳰崎字後山52
午前9時30分〜午後4時30分
電 話 018（873）4121 ／ FAX 018（873）4123
休館日 毎週月曜日（休日と重なったときは、その次の平日）
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県 立 近 代 美 術 館 特 別 展

「Ippin! 逸品 明治工芸の至宝」

清水三年坂美術館（京都市）、京都国立近代美術館、東京国立博物館が所蔵する、極めて高い
技術により制作された明治期の工芸作品を展示します。美しく精緻に制作された明治期の工芸作
品は、その多くが海外へと輸出され、高い評価を得ましたが、残念なことに日本国内では次第に
忘れ去られてしまいました。３館では、こうした工芸作品の収集を続け、その素晴らしさを後世
に伝えています。
しっぽう
しっこう
もくちょう
げちょう
いんろう
ししゅう
本展では、３館が所蔵する七宝、金工、漆工、木彫・牙彫、印籠、刺繍絵画など幅広い分野か
ら選りすぐった100点余りの作品を展示し、明治工芸の素晴らしさに触れていただきます。

会

期

平成29年9月23日（土・祝）〜 11月26日（日）
※会期中の休館日はありません。 ※一部展示替えがあります。

開館時間

9：30 〜 17：00（入館は16：30まで）

観 覧 料

一般 1,000円（800円）、高・大学生500円（400円）
）内は前売り・20名以上の団体料金、障害者半額（介添
中学生以下無料 （者１名まで半額）

りょううんもりゆき ぎんとうがんだいこう ろ

金工 凌雲盛之「銀冬瓜大香炉
清水三年坂美術館蔵

きんこうざん

そうべえ

きんむしぞえ

金虫添」

きくからくさもん

薩摩 錦光山宗兵衞「菊唐草文ティーセット」
京都国立近代美術館蔵

なみかわそうすけ

ふじ ず

か びん

七宝 濤川惣助「藤図花瓶」
京都国立近代美術館蔵

あさひぎょくざん

くず

くも あみで

ぶんこ

彫刻 旭玉山「葛に蛛網手文庫」
清水三年坂美術館蔵

あんどうろくざん

みかん

牙彫 安藤緑山「蜜柑」
京都国立近代美術館蔵

刺繍 作者不詳「獅子図」
京都国立近代美術館蔵

※作品撮影：木村 羊一

関連イベント

※詳しくはウェブサイトをご覧下さい。

で検索！

◆講演会「明治工芸の魅力」

◆ワークショップ「蒔絵に挑戦！」

◆ミュージアムコンサート「箏・尺八のしらべ」

◆担当学芸員によるギャラリートーク

9月23日（土・祝） 13:30 〜 15:00
10月1日（日） 13:30 〜 14:20

連絡先
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秋田県立近代美術館

秋田県立近代美術館

10月14日（土） 9:00 〜 16:00

10月8日（日）
・29日（日）両日とも

14:00 〜

〒013-0064 秋田県横手市赤坂字富ヶ沢62-46（秋田ふるさと村内）
Tel.0182-33-8855 Fax.0182-33-8858

information

お知らせ

●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。

☆埋蔵文化財センター
平成29年度企画展第Ⅱ

期

「米代川流域の古代社

☆県立図書館☆

☆

TEL 0187-69-3331

TEL 018-866-8400

会 〜集落・生業・墓と祭
祀

〜」

平成29年9月23日（土
）〜平成30年2月25日（日
）
観覧料：無料
米代川流域及び周辺地
域の古代遺跡を埋蔵文
ンターの発掘資料を中
化財セ
心に紹介します。

☆文化財保護室☆
TEL 018-860-5193

−縄文文化展−
JOMON AKITA 2017

）
30日（土）、10月１日（日
フォンテ秋田６F ９月
）
（日
日
22
、
）
（土
1日
秋田ふるさと村 10月2
観覧料：無料
として、
すごさを知ってもらう機会 ップ、
縄文文化の面白さや、
ョ
クシ
ワー
示や
た展
品を集め
縄文 遺
県内の縄文遺跡の出土
目指す「北 海道・北東 北の
録を
産登
界遺
に世
さら
。
ます
示を行い
跡群」の写真パネルの展

☆特別支援教育課☆
TEL 018-860-5135

特別支援学校職業教育

フェア

【県北地区】10月 ７ 日
（土）10:00 〜 15:00
【県南地区】11月25日
（土）10:00 〜 15:00
入場料：無料
特別支援学校の生徒が
製作した作業学習製品
の展示・
販売や職業技能を競う
「技能競技会」
を開催します。県北
地区は
「のしろ産業フェア」の中
で、県南地区は大曲支
学校せんぼく校におい
援
て開催します。

第15回秋田県特別支援

⑴スマイル・ステージ20
17
⑵第15回わくわく美術展
⑶みんなの写真展

学校文化祭

開催日程
⑴10月13日（金） 会場
：能代市文化会館
⑵、⑶11月17日（金）〜
20日（月）
会場：秋田市にぎわい交
流館AU
いずれも入場料無料
県内特別支援学校と特
別支援学級等の幼児児
たちによる芸術・文化活動
童生徒
の祭典です！

山 津恵」
特別展示「没後10年 横

00
9日（木）10：00 〜 17：
9月30日（土）〜 10月1
館日
は休
）
（水
8日
月1
※10月4日（水）、10
観覧料：無料
から晩
後10年にあたり、初期
日本 画家・横山 津恵 の没
展示します。
料を
や資
書籍
関連
心に
年にかけての作品を中

☆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
曜日は休館日
観覧料：無料
俳句短歌の革新のため
苦闘した正岡子規。直筆
から本県ゆかりの人物
との関係を掘り起こし紹介 や筆跡
します。

文学講座「『はて知らず

の記』の旅

」
9月30日（土）13:30 〜
15:00
受講料：無料
講師に元『俳 星』主幹、
石田 冲秋 氏を迎え、講座
します。
を開 催

館☆
☆県立近代美術55
TEL 0182-33-88

Femme 女性のすがた

日（月・祝）
7月20日（木）〜 10月9
観覧料：無料
作品を展
性像をモチーフとした
性の
当館所蔵品の中から女
た女
見し
が発
の中。作家
示します。農村、都会、家庭
美を楽しめます。

☆県立美術館☆
TEL 018-853-8686

特別展「レオナール・フ
ジタとモデルたち」
9月9日（土

）〜 11月12日（日）
（10月16日（月）は休
観覧料：一般1,300円、
学生900円、高校生以下無 館）
料
大壁画「秋田の行事」の作
の作品８２点を集めた展覧 者藤田嗣治が描いた国内外
会です。特に、藤田と縁
フランスに所蔵されて
の深い
いる壁画「構図」
「争闘」
は日本で鑑
賞できる最後の機会と
なります。ぜひ、
ご鑑賞ください。

県立美術館・近代美術館の一時休館のお知らせ
秋田県立美術館

TEL 018-853-8686

休館期間（予定）平成30年1月4日（木）〜平成30年3月31日（土）

秋田県立近代美術館

TEL 0182-33-8855

休館期間（予定）平成30年2月1日（木）〜 3月31日（土）

休館期間が変更になることもあります。詳しくは各館ホームページ等でお伝えします。
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