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T O P I C S

あきたの教育力発信事業

平成29年度 学力向上フォーラム
秋 田の教育の「強み」を再 確 認 し 、更 な る 充 実 を 目 指 し て

平成20年度に第１回目を開催した「学力向上フォーラム」も、今回で10回目となりました。今
年度も含めてこれまでに、県外からの参加者約2,400人を含む約8,200人の方に参加していただい
ています。県外からの参加者の中には、複数年にわたり継続して自主的に参加している方がいた
り、県や市町村の教育委員会が域内の学校の教員を計画的に参加させていたりする状況も見られ
ています。回を重ねる中で、本県の教育に対する県内外の関心の高さや期待の強さが一層感じら
れるようになってきています。
今年度は11月17日・18日に、37都道府県から参加した316人の県外参加者を含む901人を迎え、
秋田市内の４つの小・中学校での公開授業と、秋田県民会館でのパネルディスカッション等を行
いました。今回は、これからの教育の方向性として文部科学省が示している「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業づくりに関して実践研究を進めている国の機関（独立行政法人教
職員支援機構

次世代型教育推進センター）と共催し、本県の授業改善の在り方について成果と

課題を考える機会としました。

発表、パネルディスカッション（秋田県民会館）
◆発表◆
「新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクト
−新学習指導要領に向けた取組−」
独立行政法人教職員支援機構 次世代型教育推進センター
研修協力員 稲岡
寛 氏
◆パネルディスカッション◆
テーマ 秋田の探究型授業のこれから
〜「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて〜
コーディネーター
秋田大学大学院教育学研究科教授
阿部
昇 氏
パネリスト
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
淵上
孝 氏
次世代型教育推進センター研修協力員
稲岡
寛 氏
秋田県教育庁中央教育事務所由利出張所長
大塚 久隆 氏
潟上市立天王南中学校教育専門監
長崎 涼子 氏
【県外参加者の感想】
○子どもに身に付けさせたい力を明確にした授業づくり等、今後の
授業改善の手掛かりを得ることができました。
○「主体的・対話的で深い学び」について、様々な立場の視点から
具体的な話を聞くことができ、理解を深める貴重な機会になりま
した。
○ 「問い」を発する子ども の育成など、秋田県で重視している
取組の経緯や内容についての説明から、その有効性について実感
できました。
○秋田県でよく取り組まれている学校の教職員による共同研究の重
要性について痛感しました。自校でもぜひ取り入れたいと思いま
す。
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明徳小学校、桜小学校、泉中学校、桜中学校での公開授業
〜授業等の様子と県外参加者から寄せられた感想〜

明

徳

小

学

校

○子どもたちが学習問題を自分のこととしてしっかりと考えている姿が見られました。そのような姿を
引き出すための手立ての工夫について参考になる点が多くありました。
○挙手をしての発言はもちろん、小さなつぶやきも大切にする教師の姿勢が伝わってきました。
○学校全体で系統性を踏まえて取り組んでいることが多く、子どもが安心して学んでいると感じました。
取組の方向性を共通理解して研修を進めていることがよくわかりました。

桜

小

学

校

○教科や学年、学習内容に応じて、子どもが学びやすいと思えるための手立てを工夫し、学ぶことが楽
しいと感じさせる授業づくりをしていることが参考になりました。
○学びに向かう姿勢が低学年から身に付いており、高学年ではその積み重ねが感じられました。
○大規模校でありながら、共通実践が確実に行われていることに驚きました。教員が自らの実践を振り
返り、次に生かしている様子が感じられました。

泉

中

学

校

○生徒が自分の考えを明確にもち、対話の中で考えを深めている姿が印象的でした。
○個やグループの活動を見取り、発問や助言を行う教師の力量に刺激を受けました。これからの自分の
指導に生かしていきたいと思いました。
○教員が生徒の姿を基に教科部会を積み重ねてきたという話が、中学校における校内研修の進め方の参
考になりました。

桜

中

学

校

○生徒の学ぼうとする意欲がすばらしく、主体的に取り組む姿を数多く見ることができました。
○発表の際、生徒が自分の言葉や表現を生かして意見を述べており、普段からの積み重ねが感じられま
した。日常の指導の大切さを改めて考えさせられました。
○授業や教室環境等から、全職員が一丸となり生徒を大切にしていることが伝わってきました。
○教員個々の指導の工夫に加えて、全員による協働した取組が大切であることを学びました。
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T O P I C S
郷土あきたの教育への提案

第32回

秋田県教育研究発表会

平成30年２月８日（木）、９日（金）の二日間にわた
り、第32回秋田県教育研究発表会が、潟上市の秋田
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す。内容は、セ
ンター研究発表・講演・研究発表（口頭、ポスター）
・
ブース展示等の四つで構成され、県内外に広く情報
を発信する場となっております。
今年度は県内外から728名（延べ人数）が参加し、
「郷
土あきたの教育への提案」の発表会コンセプトの下、
熱心に研究協議が行われました。

センター研究発表

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

総合教育センターでは、本県の教育課題の解決に向けていろいろな角度から研究に取り組んで
います。今年度は情報モラル教育、授業改善、教育相談、教職員研修体系の四つの切り口で発表
しました。
【情報モラル教育】

【授業改善】

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〜（２年次）
小・中学校における情報モラル教育の視点を踏
まえて秋田県の抱える問題に対応し、情報モラル
を身に付けさせるとともに、道徳の時間のねらい
も達成できる授業パッケージを提案しました。

主体的・対話的で深い学びを通した
課題解決的な授業モデルの提案（３年次）
研究３年目は、研究協力校にカリキュラム・マ
ネジメントの実践とそれに基づく授業実践をお願
いしました。それを踏まえて、目指す子ども像の
実現のため、資質・能力を焦点化し育成するのに
有効な手立てとして「Akitaractive（ｱｷﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ）ア
クションプラン」を提案しました。

【教育相談】

【教職員研修体系】

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〜（２年次）
各学校が校内研修等で有効な研修を進められる
ように、教育相談機関として蓄積してきた大切な
要素をまとめて、教育相談の考え方・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案
しました。

教員の資質・能力向上のための研修の在り方
〜秋田県教職員研修体系と連動した
アクティブ・ラーニング型研修の推進〜

講

演

秋田県教員育成指標、教職員研修体系作成と連
動し、受講者が研修の目標を意識し、その達成を
目指したアクティブ・ラーニング型研修となるよ
う、工夫改善の方策を探りました。

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて｣
講師

國學院大學人間開発学部初等教育学科
教授 田村 学 氏（文部科学省視学委員）

新学習指導要領について、専門的な立場から、
これからの教育の方向性や課題について講演して
いただきました。現行の教育内容を新たな視点か
ら捉え直す貴重な機会となりました。
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参加者の声
・具体的な事例が
多く、分かりや
すかった。
・自校の先生にも
伝えたいと思っ
た。

研究発表（口頭発表）

優れた研究成果の発表

センター内の11会場で二日間にわたり、
参加者の声
各学校や県教委、市教委等から計44件の
・先生方の意識が高
研究発表が行われました。国や県の委託
く、参考になった
による研究、教育公務員弘済会教育賞受
（県外）。
賞研究、東北・全国規模の研究協議会に
・もっとたくさんの
おける研究発表、大学院における研究等、
発表を見たかった。
多様な立場から先進的な研究成果が発表
されました。

研究発表（ポスター発表）

活発な意見交換の場

２月９日（金）午前、午後の二回にわ
たり、ポスターセッション形式の研究
発表が行われました。参加者は合計36
件の研究から関心のある発表を聴き、
互いに意見を交換しながら成果を共有
することができました。

参加者の声
・相互のやりとりによっ
て、発表者も参加者も
考えを深めることがで
きたと思う。
・たくさんの実践を学ぶ
ことができた。

ブース展示・生徒による製作品販売・Akitaまごころ郷味膳
あきた花まるっ教育ブース

生徒による製作品販売

センター研究に関する資料、天王みどり学園
の学校紹介や高校生商品開発コンテストに関す
る展示を行いました。

金足農業高校の鉢植えや味噌・卵、天王みど
り学園の作業学習作品の数々を展示・販売しま
した。同学園生徒による喫茶「みどりの風」の
コーヒー販売も好評でした。

Akitaまごころ郷味膳
Akitaまごころ郷味膳は、「平成29年度高校生商
品開発コンテスト」で入賞した高校の中から大館
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。稲庭うどんやとんぶりなど、県内の特
産品や名物がふんだんに使用され、高校生のアイ
ディアが一杯に詰まったランチメニューは、来場
していただいた皆さんに大変好評でした。
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あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業
（H25〜H29）
を振り返って
県教育委員会では、世界に通じる英語コミュニケーション能力を身に付けた
子どもの育成を目指して、平成25年度から「あきた発！英語コミュニケーショ
ン能力育成事業」を推進してきました。
この事業は「小・中・高一貫した授業改善」「教員の授業力向上」「英語を
学ぶ環境整備」を３つの柱としています。ここでは、５年間の取組の中からい
くつかを取り上げ、その成果を振り返ります。
小・中・高一貫した
授業改善

Joy

Ai

【拠点校・協力校英語授業改善プログラム】

県内の３地区（県北・中央・県南）の小・中・高等学校に、それぞれ「拠点校」を設置し、
その近隣の学校を「協力校」として、児童生徒の言語活動量の増加や、教員の指導力・英語
力の向上などの研究に取り組みました。
【H29拠点校】

県北：大館市立有浦小学校、大館市立東中学校、能代松陽高等学校
中央：にかほ市立平沢小学校、にかほ市立仁賀保中学校、秋田北高等学校
県南：湯沢市立湯沢東小学校、湯沢市立湯沢北中学校、橫手城南高等学校

大館市立有浦小学校

にかほ市立仁賀保中学校

橫手城南高等学校

小：児童の言語活動量と教員の英語発話量を増やすことに取り組みました。身の回りのこと
を話題に、児童が時間いっぱい生き生きと活動していました。
中：自分の考えや気持ちを、その場で考えて話す力の育成に取り組みました。頭をフル回転
させながら、必死に英語で伝えようとする生徒の姿が見られました。
高：立場や根拠を明らかにして、「即興」で話す言語活動を中心に研究を進めました。生徒
たちは社会的な話題に対して、自分の考えを堂々と述べていました。

教員の
授業力向上

【外国語活動・英語担当教員指導力向上研修】

平成27年度から始まった本研修は、※英語教育推進リーダーを講師とし、ディスカッション
や演習を通して、これからの英語教育で求められる指導法を実践的に学ぶ３日間の研修です。
平成30年度までに、中・高英語担当教員全員と、全ての小学校から外国語教育の中心的な
役割を果たす「中核教員」１名が参加します。小学校の中核教員は所属校で校内研修を実施
し、全職員に研修内容を伝達します。
※英語教育推進リーダー：今後の英語教育の中心的な役割を果たす教員。文部科学省が行う中央研修受講後に、指導力
向上研修の講師を務めるほか、研究授業や研究会の指導助言等を行う。
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英語を学ぶ
環境整備

【イングリッシュキャンプ（プレティーン、ティーン、スーパー）】

外国語指導助手（ＡＬＴ）等と交流しながら、英語を使った様々な活動を行います。学年
や英語力に応じてプレティーン、ティーン、スーパーの各コースに分かれており、それぞれ
の発達段階に応じて、英語コミュニケーション能力の向上を図っています。
この５年間で、県内の小学校５年生から高校３年生まで延べ3,767名の児童生徒が参加しま
した。

ティーン：スカイプを使った外国の学校との交流

スーパー：レゴを使った課題解決学習

ＡＬＴの出身国に関する文化を学ぶVarious Cultures（異文化体験活動）や、インター
ネットを使って海外の生徒と交流するMystery Skype（ミステリー・スカイプ）などの活動
を、毎年プログラムを見直しながら実施しています。スーパーイングリッシュキャンプでは、
グローバル社会で活躍している方を講師に招いてのワークショップも実施しています。平成
29年度のアンケートでは、参加者の93.7％が「とても充実していた」、6.3％が「まあまあ充
実していた」と答えています。
このキャンプが世界への扉を開くきっかけとなり、児童生徒がますます熱心に英語の学習
に取り組むことを心から願っています。

【あきたっ子グローバルびじょん】

国際教養大学生との交流:大館市立下川沿
中学校

世界で活躍する人材や留学生等を招き、講話や体験学
習を通して、小・中学生に国際的な視野をもたせ、主体
的に行動する能力を育成する事業です。
平成29年度は、大館市、由利本荘市、にかほ市、横手
市、羽後町の５市町が本事業を活用し、外国の文化を体
験したり、国際社会に対する理解を深めたりしています。

【これからの英語教育に向けて】
平成32年度に全面実施となる小学校新学習指導要領では、中学年に「外国語活動」が、高学年
に教科「外国語科」が導入されます。また、それを受けて中・高等学校では、より高度な内容を
指導することになります。
外国語教育が大きく変わろうとしている今、県教育委員会は、様々な事業や研修により、学校
現場をサポートするとともに、グローバル社会で活躍できる人材の育成により一層力を入れて取
り組んでいきます。
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平成29年度

早期からの教育相談・支援体制構築事業
障害のある子ども一人一人の適切な就学先決定や乳幼児期から就学後まで一貫した支援のた
め、「早期からの教育相談・支援体制構築事業」を実施しています。平成28・29年度は、能
代・山本地域、男鹿・潟上・南秋地域を推進地域に指定し、関係機関との連携を図るとともに、
様々な機会に推進地域における取組を全県へ紹介しました。県内では５歳児健診（相談会）や
就学支援シートの活用が周知され、各市町村における早期支援の体制が充実してきています。

推 進 地 域 で の 取 組
幼稚園・保育所・
認定こども園 等

関係機関の連携
各地域に就学支援推進員を配置し、
様々なサポートを行います。また、必要

医療・療育
機関

特別支援学校

保健・福祉
機関

小学校

に応じて関係機関が連携し、小学校（特
別支援学校小学部）移行期における相
談・支援を行います。

保護者の方の声
早く相談して
良かったです。

教育委員会

細かい作業が苦手で鉛筆を使って直線や図形を書くことがうまくできなかったり、
発音が不明瞭なため自信がないと「できない」とつぶやくことがあったりすること
が心配で、「就学や教育に関する相談会」に申し込みました。
相談会では、地域の障害福祉サービス事業所を紹介してもらい、以後、通所して
訓練を受けることができるようになりました。保育園では、制作などの細かい作業
やアスレチックなどの活動に個別の支援をしてもらうようになり、今では友達と関
わりながら一緒に活動することを楽しんでいます。早い時期に相談できたことで、
いろいろな方々と就学に向けた準備ができ、安心しています。
（４歳児の母）

困ってしまうとすぐに泣いてしまい、先生や友達と話をすることも苦手なため、
小学校で友達とうまくやっていけるかが心配でした。５歳児健康相談会の機会に、
かんもく
医師から場面緘黙と診断されたことで、教育委員会に相談をしました。その後、専
門の担当員の方が保育園や関係機関に連絡をとって、面談の機会を設けてもらった
り、就学支援シートの作成についてアドバイスをもらったりしました。入学後の心
配なことや希望などについて就学支援シートに記入することで、入学先へ確実に引
き継がれることを知り安心しました。また、就学支援シートには、保育園での様子
や、これまでの指導や支援についても記入する欄があり、支援方法についても入学
先へ引き継がれることが分かり、さらに安心しました。
現在、保育園では、困ったときには泣かずに言葉で伝えたり、自分から友達に話
しかけたりすることができるように、個別の支援をしてもらいながら過ごしていま
す。
（５歳児の母）
8

入学後の心配な
ことを伝えるこ
とができて安心
しました。

事業紹介

情報の引継ぎと切れ目ない支援
幼稚園 保育所
認定こども園等

小学校
小学部等

中学校
中学部等

高等学校
高等部等

成人期

①就学支援シート
②個別の指導計画
③かがやき手帳

④個別の支援計画

①就学支援シート
保護者の方の同意の下、お子さんの好きなことや得意なこと、苦手なこと、園等での生活の様子な
ど、学校生活をスムーズにスタートさせ、生活を充実したものにするための情報が記載され、入学後
の学校に引き継がれます。
【様式例】

②「個別の指導計画」：一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うため、具体的な指導目標や指導
（園や学校で作成）

内容・方法などを盛り込んだ計画です。

③かがやき手帳
乳幼児期から、継続的な相談・支援を受けられるようにするための資料として活用するも
のです。相談会や医療機関等での相談の際にお持ちいただくことで、相談がスムーズに行わ
れます。市町村教育委員会、教育事務所・出張所、特別支援学校等で入手できます。

④「個別の支援計画」：教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携して支援を行うためのツールで
（園や学校で作成）

す。お子さんを生涯にわたって一貫して支援するために、支援の目標や各機
関での支援内容が記載されます。

お問い合わせは、お住まいの地域の市町村教育委員会、または
秋田県教育庁特別支援教育課 ０１８−８６０−５１３５まで
県教育委員会ホームページから資料等のダウンロードができます。
ぜひ、ご利用ください。http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/tokubetu
教育あきた3月号
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