T O P I C S

ようこそ秋田へ！県外交流教員
青森県から

鹿角市立花輪小学校

教諭

新松

美代子

秋田に赴任して１年半が経ちます。
最初は不安もありましたが、
「学力の
高い秋田県」で質の高い教育を学べ
ると思うと不安は期待に変わりまし
た。こちらに来て真っ先に目に飛び込んできたのは、
先生方の教育に臨む熱心な姿です。一人一人の意識
の高さに私も刺激を受けました。
また、地域全体で子どもたちを育む熱意が強いこ
とも感じました。子どもたちをとりまく良い環境づ
くりに、大人たちが尽力していることに感銘を受け
ました。その中で、私も一教育者として過ごせている
ことに感謝しています。
あと半年ですが、まだまだ多くのことを吸収し、秋
田の地で学んだことを、地元に戻ってからの教師人
生に生かしていきたいと思います。
岩手県から

羽後町立西馬音内小学校

教諭

橋本

由利江

「ヨーイワナー。」という威勢の良
い掛け声が体育館に響き渡ります。
ちょっぴり疲れた表情を見せていた
１年生も、太鼓のお囃子で指先まで
ピンと伸ばして構えます。教室とはまた違った凛々
しい表情が、頼もしく見えた瞬間でした。西馬音内盆
踊りを地域の方から学ぶ「盆踊り集会」での一コマで
す。
秋田では毎日のように刺激を受け、学ぶことがた
くさんありますが、
「教育と地域文化の結びつき」を
特に強く感じています。秋田の教育の素晴らしさは、
「守り、受け継ぐ」という考えが根本にあるのではな
いかと考えています。
「自分は何を守り、受け継いで
いくのか」自らの生き方にも関わる大きな問いと向
き合いながら過ごす毎日です。
京都府から

能代市立能代第二中学校

教諭

服部

卓磨

秋田の教育を学ぶことができると
いう願ってもないチャンスが舞い降
りてきました。赴任した能代第二中
学校の勤務を通して秋田の教育の魅
力を感じているところです。
他県から秋田の教育を垣間見ると秋田の探究型授
業の魅力ばかりに目がいきますが、その背景にある、
県の教育ビジョンを教育事務所や市教委を通して各
学校に浸透させる一貫した研修体系も見逃すことが
できません。
かつて能代と舞鶴は北前船で結ばれていました。
そのときのように、これからも互いの良さをつない
でいける架け橋でありたいと思います。そして、秋田
の先生方、保護者、地域の方々、子どもたちから多く
のことを学び、幸いに到る生徒を育てるという教師
の使命を全うしたいと思います。
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広島県から

北秋田市立鷹巣小学校

教諭

杉井

友子

「秋田の学力の秘密を探ってきて
ください。」と叱咤激励され、瀬戸内
海に浮かぶ島の学校から赴任しまし
た。校長先生をはじめ、先生方の心遣
いで、秋田での生活を満喫させていただいています。
１学期を終えて特に印象に残っていることは、秋
田の先生方が子どもたちの自主性をとても大切にさ
れていることと、保護者や地域の方々の教育への意
識が高いことです。
１学期は先生方から学ぶことばかりでしたが、２
学期からは、その学びを自身の教育実践に生かして
いきたいと考えています。そして、秋田の教育のよさ
を少しでも多く広島にもち帰りたいと思います。

沖縄県から

横手市立横手北小学校

教諭

伊良部 真樹子

「秋田県で学びたい。」という希望
が叶い、本年度４月より横手北小学
校で勤務することになりました。気
候も文化も違う県での生活や勤務に不安はありまし
たが、先生方の温かい声かけや心遣いがあり、元気
いっぱいの子どもたちに囲まれて充実した毎日を過
ごしています。
赴任して、特に印象的だったことは、先生方の教育
に対する熱い思いです。教材研究の深さ、子どもたち
と向き合う姿等、授業を参観させていただき、そのす
ごさに圧倒される毎日です。
残り半年間、多くのことを吸収し、戻った際には研
修の成果を発信し、広げていきたいと思います。
沖縄県から

秋田市立城東中学校

教諭

新垣

裕己

家族５人で東北の地、秋田県での
生活。気候や文化、何もかもが沖縄県
と異なっており、新鮮な気持ちで幸
せな日々を過ごしております。秋田
県の人はとても温かく、大変親切にしていただき、感
謝の気持ちでいっぱいです。
学校生活において特に印象的なことは、
「当たり前
のことを当たり前に、そして丁寧に教育している先
生方の姿」です。すべての教育活動が一貫して統一さ
れており、全職員が同じ方向性で生徒を指導してい
る姿勢に感銘を受け、私も頑張っていこうと誓うこ
とができました。
東風平中学校HPに「秋田の学校日記」
（７月現在第
５号）が掲載されていますので、読んでいただけると
幸いです。秋田県で学んだことを、沖縄県に還元でき
るよう多くのことを吸収していきたいです。

T O P I C S

海外派遣・県外交流を終えて
釜山日本人
学校へ

大仙市立中仙小学校

教諭

渡部

紘子

広島県へ

大仙市立藤木小学校

教諭

青谷

千里

「日本に一番近い日本人学校」それ
「創造の年」をキーワードに義務教
が釜山日本人学校です。釜山日本人
育学校としてスタートした広島県立
学校は、小学部中学部の児童生徒約
府中学園。６年２組の担任として一
35人ほどの小規模校です。授業は小
年間研修を行ってきましたが、高学
中学部とも教科担任制、小学部全員での宿泊体験学
年担任同士や前期・後期の乗り入れ授業、６年部３人
習、韓国語や英語はネイティブの先生の授業など、 の担任による交換授業など貴重な体験をさせていた
様々な創意工夫の下、教育活動が行われています。
だきました。また、義務教育学校としての小中連携や
日本に一番近いとは言え、異国での奮闘の日々。そ 「学びの充実」を柱としての枠組みの変更等、新しい
んな中で、全国各地から派遣された先生方との情報
教育制度や教育改革に熱心に取り組む広島の先生達
交換、意見交換は自分を振り返るよい機会となりま
には大変感心させられました。
した。どの先生も秋田で行われている教育活動に興
今回の県外交流では、1,000㎞離れた広島から秋田
味があり、秋田の教員であることに誇りをもつこと
を見つめることで、秋田の良さや教育のすばらしさ、
ができた３年間でした。
秋田の子どもたちのかわいらしさや素直さを改めて
釜山での充実した３年間を過ごさせていただいた
体感することができました。故郷秋田で教育に携わ
ことに感謝しつつ、これからは秋田の子どもたちの
ることができることに喜びを感じながら、今後も研
ために日々精進していきたいと思います。
修を積んでいきたいと思います。
イスラマバード 湯沢市立稲庭小学校
日本人学校へ 教諭 柿崎 一

私がお世話になったイスラマバー
ド日本人学校は、全校児童生徒が小
中合わせて７〜13名しか在籍してい
ない小規模校でした。現地には官庁
や企業で働く日本人の方々がある程
度いますが、イスラム教やテロという日本国内にお
けるパキスタンに対するマイナスイメージが強く、
家族を帯同した赴任者が少ないためです。
実際に赴任してみると確かに、自由に外出しにく
いことや安全面での制約が大きいことはありました
が、パキスタン人は親日家で異教徒の我々にも寛容
であり、受け入れて助けてくれました。私のパキスタ
ンに対する見方は大きく変わり、現地の人々と関わ
ることの大切さを痛感しました。
このような貴重な機会を与えていただいたことに
感謝しつつ、パキスタン人や現地の日本人会の方々
から見聞してきたことを、少しでも秋田の子どもた
ちの教育に還元していきたいと強く思っています。
北秋田市立鷹巣中学校
ペルーへ
（青年海外協力隊） 栄養教諭 能登 啓名

日本から飛行機を乗り継いで約24
時間。南米ペルーの北部山岳地帯に
ある町にて約２年間、青年海外協力
隊員として活動してきました。所属
先である職業訓練校を拠点に、食品衛生学や栄養教
育に関する授業の実施や支援、地域住民への食教育
を行いました。
陽気で愛情に溢れた現地の方から得たことは沢山
あります。２年間を終えた今、国際協力とは「支援す
る人→支援を受ける人」という一方向の関係で成り
立っているのではなく、両者がお互いの異なる価値
観から学び合い、共に課題解決のため協働していく
ことだと実感しています。
貴重な経験をさせていただいたことに感謝し、そ
の経験を生かすとともに、栄養教諭として学び続け、
学校給食や教育現場に還元していきたいと思ってい
ます。Muchas gracias.(ありがとうございました)

沖縄県へ

潟上市立追分小学校

教諭

保坂

茂

昨年の３月31日。降り立った那覇
空港の気温はすでに26度にもなって
いました。赤やピンクの花が咲き乱
れ、中央分離帯にはヤシの木が立ち
並び、
「沖縄」
「琉球」の文字が街のあ
ちこちに見えます。私は不安でいっぱいでしたが、沖
縄の方々は、優しい笑顔と温かい言葉で迎えてくれ
ました。
秋田型の問題解決学習が展開され、
「私の授業を見
てください。」という若い先生方の力を感じ、秋田で
の自分の実践を見直す機会となりました。同時に、秋
田県の教育施策のすばらしさを再認識することもで
きました。
沖縄を発つ日、学校の玄関先には、
「保坂先生、に
ふぇ〜で〜びる。
（ありがとうございました。）」と書
かれた横断幕を掲げていた先生方の姿がありました。
去り難い場所、別れ難い方々との出会いに、ただただ
感謝しております。
沖縄県へ

能代市立能代第二中学校

教諭

見上

司

沖縄「普天間」……聞き覚えのある地
名であるが、そこの中学校に赴任しよう
とは夢にも思いませんでした。４月、校
庭の花壇に色とりどりの花が咲き、最初
の職員会議でクーラーが稼働しました。生活や文化の違い
に日々驚かされながらも、先生方の熱心さ親切さ、生徒た
ちの人なつこい笑顔に何度も胸を打たれました。58号線を
北上する市街地はどこも明るく活気にあふれ、行き交う外
国人観光客、見慣れない夏景色、聞き慣れない言葉に何度
も混乱しました。いわゆる「多様性」と呼ぶものが、圧倒的
な現実感で日常にあふれています。そんな中で普天間をは
なかがみ
じめ中頭地区の学校は文字通り熱く、太陽みたいなハツラ
ツとした健康美がありました。みんな沖縄を心から愛し、
沖縄で生きる覚悟をもっていました。子どもに向かう気持
ち、人に対するあり方を改めて考えさせられました。沖縄
での一年間は、生涯忘れ得ません。これからの秋田の教育
や生活に還元できるよう努めたいと思います。
教育あきた9月号
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広域職場体験システム
（Ａーキャリア）
を開設しました！
秋田県の小・中・高・特別支援学校等の児童生徒が職場体験を実施する際に、県内企業
等の情報を検索できるシステムが８月から利用できるようになりました。
本システムは、児童生徒が職場体験を通して、働くことの喜びや厳しさなどについて身
をもって感じたり、調べ学習を通して県内企業等への興味・関心を高めたりしながら、今
の自分や社会を見つめ、自ら
未来をたくましく切り拓くこ
とができるよう支援するもの
であります。
今後、掲載する企業等を随
時追加し、内容を充実させて
いきますので、是非活用くだ
さい。
※本システムに掲載を希望
される企業は、下記まで
御連絡ください。
問い合わせ：秋田県教育庁義務教育課

018-860-5148

gikyo@pref.akita.lg.jp

今と未来をつなぐ Ａ−キャリア
〜体験しよう、感じよう、切り拓こう〜
Ａ−キャリアの Ａ は、
オール（ALL）の Ａ と、
秋田（AKITA）の Ａ 。
「県全体でキャリア教育を
進めよう」という思いが込
められているのね。

次の項目から絞り込みができます。

地域
から

期間
から

業種
から

受入校種
人数から

本システムのURL http://common3.pref.akita.lg.jp/syokubataiken/
県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」からも閲覧できます。
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県 立 近 代 美 術 館 特 別 展

鴻池 朋子「ハンターギャザラー」
９月15日（土）から、県立近代美
術館で特別展「鴻池朋子 ハンター
ギャザラー」（主催：鴻池朋子展実
行委員会（ABS秋田放送・秋田県立
近代美術館））を開催します。この
展覧会は、秋田県出身の現代美術
家・鴻池朋子の県内初の大規模展で
す。
鴻池は東京藝術大学を卒業後、玩
具のデザインを経て、絵画・アニ
「Hunter Gatherer」阿仁川上り映像より ©Tomoko Konoike
メーション・オブジェなど様々なメ
映像作品。鴻池自身が熊の皮をまとい阿仁舟を漕ぐ。
ディアを用いた作品を発表していま
す。近年は海外展示も行う等、現代芸術家として国内外で活躍しています。

ハンターギャザラーとは

展覧会名となっている「ハンターギャザ
ラー」（Hunter Gatherer）とは、民俗学の
用語で「狩猟採集民」を意味します。
現在の私たちの文化は、「ハンターギャザ
ラー」（狩猟採集民）という原型を発展させ
てきたものです。獲物を狩って料理する、木
を伐採し石を積み家にするなど、自然界から
道具を通してハンティングし、人間界に引き
ずり込みそれらを組み合わせる「ものづく
り」。しかし、このハンターギャザラーの応
用やカスタマイズだけでは、いつまでも「人
間界へ引きずり込む」方向にのみ文化が進み
ます。この原型を芸術によっていかに解体し、
《ツキノワ》2018 ©Tomoko Konoike
転換できるかということが、今回の展覧会で
カーヴィング（板彫り絵画）の作品。
の鴻池の試みです。
本展では、この『狩猟採集』を解体し、人間中心の視点を芸術によって揺さぶろうとす
る、作家の刺激的な新作の数々を展示します。今年害獣駆除された動物の毛皮を用いた作
品や奥羽山脈をモチーフとした幅８ｍ×高さ６ｍのカービング（板彫り）絵画のインスタ
レーションを交えて、新たなスケールでエネルギーの問い直しを試みる展覧会となってい
ます。
皆様の御来場をお待ちしております。
【観覧料】一般 1,200円／大学生・高校生 800円／中学生以下 無料
【会 期】９月15日（土）〜11月25日（日） 9:30〜17:00
（10月28日はイベントの為、14:30〜15:00の間第４展示室鑑賞不可）
教育あきた9月号
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県 立 博 物 館 企 画 展

没後190年記念展

菅江真澄、記憶のかたち
平成30年

9月22日（土）〜 11月4日（日）

きちゅう

菅江真澄座像（木彫、制作：西村公泉）

秋田市内にある菅江真澄の墓碑には「文政十二己丑七
しゅっす
月十九日卒」と刻まれています。真澄が亡くなって190年
の今年、わたしたちは、真澄の記録が持つ意味をもう一度
考えてみたいと思います。
現在の長野県・北東北・北海道、とりわけ秋田県には数
多く真澄の著作が残され、それらの記録は、郷土の歴史や
文化、人々の暮らしや習俗、自然について、そのよさを知
る多くの手がかりをわたしたちに与えてくれています。
わたしたちの暮らしの中には、遠い祖先から引き継い
できた「記憶」−伝統があります。真澄の記録は、江戸時代
後期、それを真澄のまなざしで切り取った「記憶のかた
ち」でもあります。その「記憶のかたち」の価値をあらため
てとらえ、その土地独自の伝統とともに、真澄の著作や関
連する事柄を、後世によりよい形で伝えていきたいと考
えます。この記念展を機会に真澄の記録を体系的に理解
していただければ幸いです。
（文政十二年＝1829年）

展示構成
第一章
第二章

旅と日記
信濃の旅から秋田の旅まで
記録の視点〜ところ、ためし、うつわ
土地、習俗、器・モノ
第三章 交流の譜
人との交流を示す遺墨資料
第四章 学びの方法 真澄はどのように学びを深めたか
うた
第五章 名所を謳う 土地のよさを歌や図絵に表現する
第六章 地誌を編む 平鹿郡と仙北郡の詳細な記録
付帯展示 真澄を楽しむ（会場：ふるさとまつり広場）
学び方・読み方それぞれ

見どころ
・重要文化財「菅江真澄遊覧記」、秋田県指定文化財「菅江
真澄著作」、市町村指定文化財、個人蔵自筆資料など合
わせて約200点を公開
・初公開資料６点（真澄筆の棟札、板壁墨絵〈伝真澄筆〉、
若年時に使っていた書物、真澄筆の短冊３点）
・記録の視点を「ところ、ためし、うつわ」から紹介
・カラー図絵満載の展示図録を刊行
・多彩な関連事業
…詳しくはウェブサイト「秋田県立博物館」で検索！
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男鹿・大桟橋をくぐる舟
（『男鹿の島風』、国重要文化財）

県立博物館が開館して今年で43年です。
その間、菅江真澄の没後150年、170年、
180年の記念展を開催しました。そして
今年が190年。10年後の没後200年も見据
えての開催になります。没後百年祭がお
こなわれた昭和３年（1928）は、日本民
俗学の創始者・柳田国男が記念碑的な講
演を秋田でおこなうなどして、その後の
真澄ブームへとつながりました。これか
ら、わたしたちは、同じような現場に立
ち会っていくことになります。

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。

☆生涯学習センター☆
TEL 018-865-1171
あきたスマートカレッジ

「県民読書おすすめ講

座」

①矢田津世子『弟』
『春の湖』 講師：高橋
秀晴氏
②渡辺喜恵子『馬淵川』
講師：石塚 政吾氏
開催日時：①10月6日（土
）10:00〜11:30
②11月3日（土）10:00
〜11:30
受講料：各回420円（児
童・生徒・学生は無料）
今おすすめしたい女流
作家の作品を選んで解
説する
講座です。

「あきた温故知新」

①『秋田のことば』の編
集に携わって 講師：石井
啓之氏
②秋田の食文化のゆく
え
講師：佐々木信子氏
開催日時：①10月13日
（土）10:00〜11:30
②11月10日（土）10:00
〜11:30
受講料：各回420円（児
童・生徒・学生は無料）
秋田の風土や民俗、文化
を学ぶ講座です。

☆特別支援教育課☆
TEL 018-860-5135

ェア
別支援学校職業教育フ

特

）コモッセ（鹿角市）
県北地区：10月11日（木
）昭和体育館（潟上市）
県央地区：10月13日（土
）
）活性化センター（羽後町
県南地区：11月4日（日
10:00〜15:00
※開催時間はいずれも
入場料：無料
の展示・
製作した作業学習製品
特別支援学校の生徒が
等を開催します。
「技能競技会」
販売や職業技能を競う

学校
第16回秋田県特別支援

文化祭

18 秋田市文化会館
①スマイル・ステージ20
ＡＵ
秋田市にぎわい交流館
②第16回わくわく美術展
ＡＵ
流館
い交
市にぎわ
③みんなの写真展 秋田
）
2月7日（金）〜10日（月
③1
・
／②
）
①10月12日（金
入場料：無料
童生徒
別支援学級等の幼児児
県内特別支援学校と特
す。
の祭典で
たちによる芸術・文化活動

※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。

☆県立図書館☆
TEL 018-866-8400

特別展示「紺野五郎」
）

展示
（近代美術館との連携
〜17:00
:00
日（木）10
9月29日（土）〜10月25
館日
・17日（水）は休
※10月3日（水）
無料
：
料
観覧
チ画・水
ある紺野五郎のスケッ
男鹿市出身の洋画家で
ます。
示し
を展
資料
図書館が所蔵する関連
彩画・油彩画や、

☆秋田県立聴覚支援学

校☆

TEL 018-889-8572

第47回秋田県特別支援
学校「学校

展」
9月29日（土）12:30〜1
7:00
9月30日（日）9:30〜15
:00
場 所：秋田市にぎわい交
流館ＡＵ２階展示ホー
ル他
入場料：無料
県内 の特 別支 援学 校の
紹介 とと もに、作業 製品
を販
売します。

☆生涯学習課☆
TEL 018-860-5183
座
秋田県立美術館特別講

解く」
「高階秀爾、名画を読み

〜15:30
10月28日（日）14:00
階）
堂（秋田市明徳館ビル２
場 所：カレッジプラザ講
）
先着200名
参加費：無料（要申込み、
者であ
問で美術評論の第一人
術顧
秋田県立美術館美
たる
名画
その
げ、
り上
名画 を取
る高 階秀 爾氏 が世 界的
す。
解説しま
ゆえんをわかりやすく

☆県立近代美術館☆
TEL 0182-33-8855
コレクション展 第２

期
「今こそ、旅しよう−所蔵品でた
どるすばらしき秋田−」
9月10日（月）〜1

1月11日（日）
観覧料：無料
秋田めぐりの旅をテ
ー マ に、秋 田 ゆ か り の
作家に
よっ て描 かれ た名 勝地
や、人々 が自 然と 深く
関わ りな
がら 綴っ てき た生 活の
様子 をた どり ます。また
、
『解体
新書』の挿 図を 手掛 けた
こと で知 られ る小 田野
直武 に
よる秋田蘭画も展示し
ます。

☆秋田県教育委員会 吉村昌之委員の就任について☆
平成30年7月13日に吉村昌之氏が新たに教育委員に就任しました。
吉 村 昌 之（よしむら まさし）
秋田スパーク薬品株式会社 代表取締役
任期：平成30年7月13日〜平成31年12月22日
教育あきた9月号

2018
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■「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。
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この印刷物は5,000部作成し、印刷経費は1部当たり25.38円です。

平成30年9月14日「教育あきた」№742
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
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/education

