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平成30年11月29日
本県の代表的な行事「男鹿のナマハ
ゲ」を含む我が国の10の伝統行事
で構成される「来訪神：仮面・仮装の
神々」がユネスコ無形文化遺産に登
録が決定しました。

HOT VOICE
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教育委員就任にあたって
よし

秋田県教育委員
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皆さんは「三方良し」という言葉をご存知でしょう

田で学びあおう」〜未来を拓く子供たちのために〜

か？今の若者世代では使うこともない言葉かもしれ

を大会主題に、現在の子どもたちを取り巻く環境に

ません。この言葉は近江商人が商売をするうえで大

ついて大いに語り、大いに学ぶことが出来たと思っ

切にすべき教えとして伝えられてきました。私の両

ております。

親は、滋賀県の出身で、商売をさせて頂いていること

子どもたちを取り巻く環境は皆さんも感じている

からも父親には子どものころからよく聞かされてお

ように日々目まぐるしく変化しております。
昔からな

りました。

くならない
「いじめ」
については、
暴力や暴言などの直

「三方良し」とは「売り手良し」
「買い手良し」
「世間

接的なものからＳＮＳなどの情報技術の進展から見

良し」というものですが、
「売り手」は物を売る側（企

えづらく分かりづらいものとなり、
早期発見が難しく

業）、
「買い手」は物を買う側（消費者）と何となく子ど

なってきております。
我が県が直面している
「少子高

もながらにも理解はできましたが、
「世間」とは一体

齢化」
の
「少子化」
からは子ども同士の切磋琢磨の機会

なんだろうとよく思っておりました。売り手と買い

が減少することや一定規模を前提とした教育活動な

手がお互いに納得して商売が出来ればそれで良いの

どが困難になることなどの問題が、
「高齢化」
からは見

ではないか？と普通であれば皆さん思うことだと思

守り隊の存続や地域とのつながりの脆弱化などの問

います。実際多くの企業は消費者の情報を入手して

題が挙げられ、
これらは家庭や地域コミュニティーに

如何に満足させるかに力を注いでいると思われます。 大きな変化をもたらしております。
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ではなぜ近江商人は「世間」を取り入れたのでしょ

また、社会問題となっている「虐待」や「貧困」に加

うか？それは近江商人が一番大切にしていたもの〜

え、また「教職員の多忙化」なども日々メディアを賑

信頼〜を得る為です。近江商人の商売十訓には１：無

わしているほか、大阪北部地震でのプールの壁が倒

理に売るな、客の好むものを売るな、客の為になるも

れた事故、新潟市で起きた下校時の痛ましい事件な

のを売れ、１：商売は世の為、人の為の奉仕にして、利

ど通学路の安全確保、さらには最近頻繁に発生する

益はその当然の報酬なり、という訓があります。良い

自然災害に対する防災教育の重要性が増すなど、こ

商売とは、売り手と買い手が共に満足し、さらに社会

れまで以上に環境の変化は多岐に渡っております。

貢献も出来るものであり、そうして蓄積した信頼は

その中で我々大人は、社会は、秋田の未来を担う子

大きな利益を生むことになりました。また、その利益

どもたちのためにどのように考え、行動しなければ

を学校の建設や橋の建設に使うことによって更に信

ならないのでしょうか？

頼を大きくしました。売り手の都合だけでなく、買い

この度、
秋田県教育委員へ就任のお話を頂き
「私み

手のことを第一に考え、商売を通して社会貢献をす

たいなものがお引き受けしても大丈夫なのか？」
と自

ることがこの言葉の持つ意味であります。

問しながらも、
この機会を私自身の成長の場と捉え、

さて私は現在、秋田県ＰＴＡ連合会（小・中学校）の

教育現場や子どもたちの実情を知ることで未来を担

会長を拝命しております。ＰＴＡはよく日本で最大

う子どもたちのために、
また、
その教育現場で頑張っ

の社会教育関係団体と言われることがあります。私

ておられる教職員の皆様のため、
微力ながら良い環境

も２年目となる中、本年９月には２日間に渡り、秋田

づくりに尽力してまいりたいと思っております。

市で第５０回日本ＰＴＡ東北ブロック研究大会秋田

「生徒良し」
「学校良し」
「地域良し」と三方が良くな

大会が開催され、東北各地から多くのＰＴＡ会員の

り、秋田がますます魅力のある県になることを祈念

参加の元、
「つながろう東北

しております。

深めよう絆

美の国秋

特集

平成30年度

全国学力・学習状況調査の結果について
〜学校・家庭・地域で育む、未来を担う秋田の子どもたち〜

今年度で11回目の実施となった全国学力・学習状況調査の本県の結果については、調査開始以
来、各教科の正答率のみならず、質問紙調査においても連続して良好な状況であることが明らか
になりました。これは、学校、家庭、地域等のオール秋田でつくってきた、すばらしい教育環境
の下で成し遂げた成果であると捉えています。
調

査

の

対

【対象】

小学校６年生、中学校３年生

【内容】

◇教科に関する調査

象

・

内

容

［小学校６年生］国語Ａ、国語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂ、理科
［中学校３年生］国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂ、理科
※Ａ：主として知識を問う問題

Ｂ：主として知識・技能の活用に関する問題

◇質問紙調査（生活習慣や学習習慣、学習環境等について）
・児童生徒に対する調査

・学校に対する調査

◇教科に関する調査の結果
○本県の各教科の平均正答率は、
小学校で３ポイント以上、中学
校で４ポイント以上、全国の平
均正答率を上回っています。
○小・中学校とも全ての問題のう
ち、９５％の問題において、本
県の平均正答率は全国の平均正
答率を上回っています。

教科の平均正答率（全国の平均正答率との差）
教

科

国

語Ａ

７７（＋６）

８０（＋４）

国

語Ｂ

６１（＋６）

６６（＋５）

算数・数学Ａ

６７（＋３）

７０（＋４）

算数・数学Ｂ

５７（＋５）

５１（＋４）

６６（＋６）

７０（＋４）

理

科

理科の学習にも自信をもって取り組んでいます
理科については、平成27年度以来、３年ぶり
に調査が行われました。
右の質問紙調査の結果のグラフから、本県の子
どもたちは、教師の指導の工夫等により、理科の
学習に更に自信をもって取り組んでいることがう
かがえます。このことが、教科の正答率にもよい
影響を与えていると考えられます。

小学校6年生（％）中学校3年生（％）

理科の学習内容がよく分かる。
H30 81.6

中学校
３年生

H27 77.0
H30 95.3

小学校
６年生

H27 93.6
（％）

0

20
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100

※「当てはまる」
「どちらかといえば当て
はまる」と回答した割合（％）の合計
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◇質問紙調査の結果
県教育委員会では、全ての教育活動を通して行う最重点の取組として「地域に根ざしたキャリ
ア教育の充実」と「『問い』を発する子ども の育成」を掲げています。今年度の児童生徒質問
紙調査の結果には、子どもたちの実態や地域の特色に応じて県内の各学校が進めている取組の成
果が表れているものと捉えています。

１ 地域に根ざしたキャリア教育の充実について
本県の子どもたちが、将来、ふるさと秋田を支える人材となるため、
一人一人が「生きる力」を身に付け、様々な課題に柔軟に、かつ、たく
ましく対応していくことができるよう、各学校では「地域に根ざした
キャリア教育」に取り組んでいます。

ⓒ2015 秋田県んだッチ

※以下のグラフは「そう思う」「どちらかといえばそう思う」等、肯定的な回答の割合（％）の合計に基づき作成

授業や課外活動で地域のことを調べたり、
地域の人と関わったりする機会があった。
（％）

地域や社会で起こっている問題や出来事に
関心がある。
（％）

100

100
秋田
88.8

80
60

秋田
88.7

全国
74.4

80
全国
68.7

60

40

40

20

20

0

小学校６年生

0

中学校３年生

地域や社会をよくするために何をすべきか
を考えることがある。

秋田
76.9

全国
63.8

小学校６年生

秋田
74.6

全国
59.3

中学校３年生

地域や社会をよくするために何をすべきか
を考えさせるような指導を行った。
※学校に対する調査の結果

（％）

100
H30 57.5
H27 47.0
H25 37.9

中学校
３年生

80
60

20

40

60

将来の夢や目標を持っている。

60

80

0

小学校

中学校

調査の結果から、子どもたちは、地域の

秋田
92.8

る機会を通して、地域や社会に積極的に貢
全国
85.1

秋田
81.3

全国
72.4

献しようとする気持ちを高め、将来の夢や
希望を膨らませている様子がうかがえます。

40

これは、子ども一人一人の社会的・職業的

20

自立に向けて必要な基盤となる資質・能力

0

4

全国
71.6

ことを調べたり、地域の人から学んだりす

（％）

100
80

秋田
90.5

20
（％）

0

全国
79.1

40

H30 67.4
H27 61.4
H25 52.2

小学校
６年生

秋田
86.3

小学校６年生

中学校３年生

が着実に育まれていると考えております。

特集

２ 『問い』を発する子ども の育成について
『問い』を発する子ども

の具体的な姿は、「問題を発見し、他者との関わ

りを通して、主体的に問題を解決していく児童生徒」です。各学校では、子ど
もたちが自ら問うことによって学ぶ授業等の推進に努めています。

ⓒ2015 秋田県んだッチ

※以下のグラフは「そう思う」「どちらかといえばそう思う」等、肯定的な回答の割合（％）の合計に基づき作成

授業では、課題解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいた。
（％）

授業で自分の考えを発表する機会では、自分の考
えがうまく伝わるよう、工夫して発表していた。
（％）

100

100
秋田
88.1

80
60

全国
76.7

秋田
85.8

80
全国
73.8

60

40

40

20

20

0

小学校６年生

中学校３年生

友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考
えを深めたり、広げたりすることができている。
（％）

0

全国
61.0

小学校６年生

秋田
70.1

全国
53.8

中学校３年生

各教科等で身に付けたことを、様々な課題の解
決に生かすことができるような機会を設けた。
※学校に対する調査の結果

（％）

100

100

80

秋田
86.9

60

全国
77.7

秋田
88.6

80
全国
76.3

40

20

20

小学校６年生

中学校３年生

秋田
95.0

全国
89.7

秋田
95.7

60

40

0

秋田
73.7

0

小学校

全国
83.6

中学校

調査の結果から、子どもたちが毎日の授業の中で、自分の考えを相手に伝えることや、話し合
う活動を通じて、自分の考えを深めたり広げたりすることができていることがうかがえます。

本県の子どもたちは家庭学習も頑張っています！
家庭学習について、子どもたちは自ら計画を立てて主体的に取り組むなど、望ましい学習
習慣が定着しており、確かな学力を支える大きな要因となっています。
家で、学校の授業の予習・復習をしている。
（％）

（％）

100

80
60
40

100
秋田
91.5

80

秋田
84.8
全国
62.6

60
全国
55.2

20
0

家で、自分で計画を立てて勉強している。

秋田
85.3

全国
67.6

秋田
73.2
全国
52.1

40
20

小学校６年生

中学校３年生

0

小学校６年生

中学校３年生

今後も、学校、家庭、地域の連携のもと、本県の未来を担う子どもたちの健やかな成長が実
現されるよう、県教育委員会では、「ふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれる
人づくり」を目指して取り組んでまいります。
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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30年10月30日、秋田県総合教育センターにおいて「平成30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・中学校、義務教育学校、高等学校、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。

実践発表
「地域に根ざしたキャリア教育」をテーマに、小・中・高・特別支援学校、市教育委員会の
立場から、実践内容を発表しました。各校種のキャリア教育が、学校や地域の特色を生かし、
ユニークなアイディアを取り入れながら展開されていることを実感することができました。
＜発表の内容＞
・横手市立十文字第一小学校 ……
・大館市教育委員会 ………………
・大館市立第一中学校 ……………
・県立能代高等学校 ………………
・県立横手支援学校 ………………

地域と連携・協働して和菓子を商品化した取組
大館ふるさとキャリア教育の展開
キャリアノートの活用
探究活動とインターンシップの取組
地域社会を学びの場とした学習活動

それぞれの発表を通して、生きて働く力を
児童生徒に身に付けさせるために、地域や企
業等との連携を図ることの大切さや、キャリ
アノート等の活用により児童生徒に自分自身
を振り返る場面を設定していくことの大切さ
について、改めて確認できました。

部会別協議
様々な校種で構成されたグ
ループ別協議では、付箋紙を
用いながら学校におけるキャ
リア教育推進上の課題を出し
合いました。その後、グルー
プで焦点化した課題の解決に
向け、自校の実践事例を紹介
したり新たなアイデアを出し
合ったりして協議を深めまし
た。
また、市町村担当者連絡協
議会では、各市町村における
キャリア教育の課題を整理し、
その解決策について協議を行
いました。

【校種混合の協議】
6

【十文字第一小学校の実践発表】

トークセッション
テーマ「児童生徒一人一人のキャリア形成と自己実現に向け
た取組の在り方」
キャリア教育ワーキンググループ委員と県教育庁の指導主
事によるトークセッションを行いました。
グループ別協議で出された課題から、「学校の取組に協力
してくれる人材をどう確保する
か」「職員で共通理解をもって
キャリア教育に取り組むにはど
うすればよいか」などを取り上
げ、フロアの参加者からも様々
な実践事例や意見を聞きながら、
課題解決の糸口や今後のキャリ
ア教育の方向性について話し合
【トークセッション】
いました。
＜参加者アンケートから＞
・県内各地における特色あるキャリア教育の実践を聞くこと
ができ、非常に参考になった。「その地域ならでは」とい
う点が興味深かった。
・系統的なキャリア教育実践のためには、キャリア教育の系
統表の作成とその可視化が急務であると感じた。
・学校の願いと地域の要望をどうコーディネートするか、ま
たどのように財産として残すかが、参考になった。

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
−文部科学省委託「幼児教育の推進体制構築事業」−

本事業は、県とモデル３市（大館市、男鹿市、横手市）に教育・保育アドバイザーを配置し、
地域や園の課題解決を支援するとともに、身近な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３年間実施してきました。
近年、乳幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人間形成の基盤であり、小学校以降の生活と学
びの基礎として、重要性が一層高まっています。県では、今後もモデル３市をはじ
め、他の市町村とも連携・協力をしながら就学前教育・保育を推進する体制整備を
進め、０歳児から就学前までの教育・保育のより一層の充実を図ります。

園の主体性や保育者の恊働性を発揮し、身近な地域で学び合う体制づくり
モデル３市では、市の教育・保育行政の支援により、
地域の保育者が協働性を発揮しながら公開研修会を実
施するなど、園同士の連携・協力や、園を越えて学び
合う体制づくりが進んでいます。周辺市町村にも研修
会への参加を呼びかけ、多くの保育者に専門性の向上
を図る場を提供しています。
大館市では、基幹保育園の主任保育士からなる研究
推進委員会が、教育・保育アドバイザーと連携を図り、
公開研修会を支援しています。男鹿市では市内全園で
公開研修会を実施し、また、対象が広域で園数も多い
横手市においてもその実施数が伸びてきています。
県では、市町村の要請に応じて指導主事や幼保指導
員を派遣するなど、市町村と連携・協力をしながら地

近隣市町村の保育者も参加した公開保育研究会
（男鹿市立若美幼稚園）

域で学び合う体制を支援しています。

就学前教育・保育と小学校教育との円滑な接続を支える体制づくり
幼稚園教育要領等や、小学校学習指導要領の改訂に
伴い、子どもの発達と学びの連続性を確保するため、
子どもの発達を長期的な視点で捉え、就学前教育・保
育と小学校教育双方の教育内容や指導方法の違い、共
通点について理解を深めることが求められています。
県では、昭和62年から就学前・小学校地区別合同研
修会を開催し、就学前教育・保育施設と小学校との連
携の必要性や、双方の教育内容の理解促進を図ってき
ました。モデル市においても、行政がリーダーシップ
を発揮し、保育者と小学校教員が子どもの育ちや学び

生活科授業（1年生と年長児の交流）参観後、子ども

について意見交換を行う研修会や、小学校教員の保育 の学びについて意見交換をする保育者と小学校教員
（横手市雄物川コミュニティセンター）
参観や保育体験、保育者の授業体験等を行い、小学校
教育への円滑な接続を支えています。
教育あきた12月号
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わか杉っ子 ! 育ちと学び支援事業フォーラムin大館での全国発信
10月、３年間の事業の成果等の発信の場として、文部科学省との共催により、「わか杉っ子！
育ちと学び支援事業フォーラムin大館」を２日間の日程で開催しました。北海道から沖縄県まで
の県外からの61名を含む、行政関係者、教育・保育アドバイザー、小学校・園関係者延べ615名
が参加し、就学前教育・保育の質の向上を目指した推進体制構築について考える機会としました。
フォーラム１日目は、東京大学大学院教育学研究科
秋田喜代美教授による基調講演をはじめ、本県と同様
に就学前教育・保育の推進体制構築事業に取り組む北
海道や宮城県気仙沼市の発表とともに、本県の３年間
の取組の成果等を発信しました。
会場には、昨年度に引き続き参加
した方や、取組内容に対して熱心に
質問する方も多数おり、就学前教
育・保育の推進体制構築に対する関
心や期待の高さが感じられました。
熱心に質問する参加者

県と市の連携を図りながら子どもの育ちをみんな
で支えている取組に深い感銘を受けた。重要な役割
を果たすアドバイザーが、自分たちの地域にもいて
ほしいと思った。（県内園関係者）

本県の取組発表の様子

秋田県の取組から、アドバイザーが保育者に寄り
添いながら教育・保育に取り組むことがキーポイン
トだと思った。県と市が一丸となって進めているこ
とが素晴らしい。（県外教育・保育アドバイザー）

２日目は、大館市内３会場において開催しました。
扇田会場（扇田保育園）と田代会場（たしろ保育園）
では、大学関係者や教育・保育アドバイザーによる公
開保育研究協議会を行いました。研究協議には、大館
市の保育者のみならず、鹿角市、小坂町、北秋田市の
保育者も参加し、園や市町村の垣根を越えて学び合い
ました。
行政関係者を主な対象とした有浦会場（有浦保育園、
有浦小学校）では、保育と授業の参観を行い、就学前
教育・保育から小学校教育へのつながりを考えました。
また、県及び大館市の取組や、文部科学省職員が情報
提供をした今後の施策をもとに、子どもの育ちや学び
を支える行政の役割について意見交換をしました。

保育についての研究協議の参観

先生方の熱心な思いがあふれる協議を拝見し、刺激をい
ただいた。園を越えオール秋田で子どもを育てようとする
率直な意見交換が素晴らしいと思った。（県外園関係者）
学び合いで得た新たな気付きが各園で実践され、子ども
の深い学びに結びついていく、そして先生方も成長してい
く、そんな研修のあるべき姿を再認識させられた。秋田の
「教育」「人」はやわらかく優しい。（県外行政関係者）
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