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研修部の取り組み 

研修部 佐藤 梨奈 

 

１ はじめに 

  今年度は、次の３つの重点目標、「教職員が生徒の進路実現や学校生活を支援するための資質を向

上させる研修を企画・実施する」「各種研修に関わる事務的な手続きを正確かつ迅速に行う」「互見授

業や研究授業など、授業改善と教科指導力向上に向けた取り組みを支援する」を掲げ、研修部として

取り組んできた。 

 

２ 互見授業 

  昨年度までの形式を変え、全教員が公開授業を提示する形で行った。実施時期を７月下旬に設定し

たことで、様々な行事等と重なり、参観する先生方が少なかったことが残念である。４月から教室に

導入された電子黒板や生徒用クロムブックは、まだまだ授業での使用例が少なく、授業での活用例を

参観し合うことは難しかったが、授業に応用するヒントを発見できた。来年度は、互見授業の実施時

期を再考し、多くの先生方が自由に授業を参観できるよう計画し、授業改善に役立てたい。 

  

目  的： 教員同士が、教科の枠を超えてお互いの授業を参観し合い、助言し合うことで授業改

善、授業力の向上を図る。また、今年度導入された電子黒板・生徒用タブレットを使

用した授業を参観し合うことで、教員の ICT 活用能力の向上を図る。 

 実施期間：令和３年７月７日（水）～１６日（金） 

 手  順：  

（１）授業の提示  

①全教員は実施期間中の１時間において、「科目名」「ねらい」「使用 ICT 研修会とそ

の目的」（ICT を使用する場合）において、教科目標等を意識して事前に提示する。 

        ②「互見対象授業一覧」として職員に提示する。 

      （２）互見授業   

①「互見対象授業一覧」を確認、参観予定を立てる。 

        ②期間内にいずれかの授業を参観する。 

        ③参観後、研修部に「互見授業参観シート」を提出する。その後、教科で共有を図る。 

（３）授業改善   

①授業参観をして得た内容や、「互見授業参観シート」の感想をもとに授業改善を図る。 

②２学期以降の授業で互見授業や授業アンケートでの反省を活かし、授業改善を図る。 

      （４）スケジュール 

        ①７月下旬 互見授業 

        ②７月以降 教育情報部による校内 ICT 研修会 

        ③１１月中 第１回授業アンケート 

        ④１月中  第２会授業アンケート 
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３ 校内研修「基本の ICT 研修会」 

  ４月から導入された電子黒板・生徒用クロムブックを授業内外で使用し、学校全体で ICT に慣れて

いくため、校内で基本の ICT 研修会を開催した。希望者のみを対象にした研修にも関わらず、毎回多

くの先生方に参加をいただき、活発な研修会にすることが出来た。 

 

日 時：  第１回  ６月１０日（木）１５：４０～１６：１５ 

      第２回  ６月２１日（月）１５：４０～１６：１５ 

      第３回  ７月 ６日（火）１５：００～１５：４０ 

場 所：  ２年 H 組 

内 容：  第１回 「電子黒板の電源の付け方、切り方、周辺機器の接続の仕方」 

      第２回 「クロムブックの起動方法、ログイン・ログアウトの仕方」 

      第３回 「google classroom の効果的な使用法」 

講 師：  教育情報部  大沼 克彦 先生 

感 想： 【事後アンケートより】 

・色々な先生方の ICT 使用法を紹介して欲しい。 

・情報機器を使用した授業をする際に留意することや実践例などを教えて欲しい。 

・グループ学習での使用法を知りたい。 

・jam board の使用法を知りたい。 

・データベースのような物を知りたい。 

・色々教えていただいて、教室での可能性を感じました。受講して良かったです。まず

使うこと、慣れることからやってみます。 

・堅苦しくなく、軽い気持ちで参加できるので助かります。 

・進むスピードが速く、ついて行くのが大変です。 

・実技を中心にした研修を希望します。 

・他の学校での使用状況や活用事例を教えて欲しい。 

・授業で使える教材も欲しい。 
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４ 校内研修「ICT に関する職員研修（リモート）」 

職員全員を対象にした校内研修として、「ICT に関する職員研修」を行った。秋田県総合教育セン 

ター主催の「学校支援講座：学校における ICT 活用」を活用して実施した。コロナウィルス感染予防

のため、リモートでの開催となったが、実際に google meet を使用することで、オンライン授業やリ

モート会議に対応するための研修としても、とても有益であった。より多くの先生方が参加しやすい

ように、実施時期に関しては来年度への課題としたい。 

 

日 時：  １０月 ５日（火）１４：００～１６：００（２学期中間考査３日目） 

場 所：  ２年 E 組、２年 H 組 

内 容：  第１部 電子黒板・実物投影機の活用事例について 

          質疑応答 

      第２部 クロムブックの活用事例について 

          質疑応答 

講 師：  秋田県総合教育センター 

      主任指導主事 羽深 康之 先生 

        指導主事 山田 直康 先生 

【研修内容に関する主な意見】 

 ・クロムブックの活用事例については実技を伴っていたので大変参考になった。 

 ・小テスト、アンケートの作成の仕方についてもっと詳しく知りたい。 

 ・クロムブックの利用方法と google classroom の使用方法はタイムリーで良かった。 

 ・ICT 導入後半年が過ぎたので、もう少しハイレベルな内容でも良い。 

【研修の成果】 

 ・google meet の研修を受け、臨時休校中のオンライン学習に活かすことができる。 

 ・スクリーンショットやキャプチャの仕方を知ることができ、教材作りに活用できる。 

 ・ICT を駆使し、生徒への資料提示、解答の共有など、様々な場面で活用できる。 

 ・授業に活かせるまで、勉強したい。 

 ・配布物やアンケートのデジタル化を図っていきたい。 

【今後の課題】 

 ・ICT に関する学びは、導入年で終わりではなく、今後も継続して取り組んで行くべきだ。 

 ・来年度以降は、他校の ICT 実践例も知りたい。 
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５ PTA 研修会 

主  催： 大曲農業高校 PTA、大曲農業高校 

目  的： 本校において、日頃生徒達が行っている実験実習を体験することにより、本校の教育

活動について理解を深める。 

期  日： 令和３年１１月６日（土） ９：００～１２：００ 

場  所： 本校 加工研究実験室、園芸実習室 

研修内容： 食品製造（ジャム作り）、シランの無菌播種 

日  程：  ８：４５～ ８：５５ 受付 

       ９：００～ ９：１０ 開会行事 

       ９：１０～ ９：３０ ジャム作りに関する説明 

       ９：３０～１１：００ ジャム作り、実習教室見学 

      １１：００～１１：１０ シランの無菌播種に関する説明 

１１：１０～１２：００ シランの無菌播種、実習教室見学 

      １２：００～      片付け終了後解散 

参加費： ２００円 

 

  上記の日程で開催した PTA 研修だが、当日は保護者の方と教職員合わせて１３名が参加をした。

参加者は、大農イチゴジャムづくりとシランの無菌播種に挑戦し、食品科学科の生徒達が講師となっ

て参加者に丁寧にジャム作りの手順を説明した。生徒達は最初、保護者の方や先生方とのやり取りに

恥ずかしがる様子も見えたが、生徒達の手際がとても良く、日頃の実習の様子が目に見えるようだっ

た。ジャムの最終殺菌の間、食品製造において普段使用している設備や教室の見学を行った。ジャム

作りの後、園芸実習室に移動をし、シランの無菌播種に挑戦をした。園芸科学科の大坂淳先生より無

菌播種についての説明を受けた後、参加者は一人ずつクリーンルームに入室して作業を行った。始め

にシランの種子の殺菌消毒をし、種子を培地上に植えた。試験管の中でシランの花が咲くということ

で、参加者は皆とても楽しみにしている様子だった。 

  今回の PTA 研修では、生徒が保護者の方々と実際に触れあったこと、生徒が普段実習をしている

教室や設備を見学したことで、学校の教育活動をより身近に感じることが出来た研修となった。参加

された保護者の方からは、「生徒からジャム作りを教えてもらえたことがとても新鮮だった。」「自分

の子供が普段どのような実習をしているのかを知り、体験できて楽しかった。」という感想をいただ

いた。来年度も参加者の皆さんが楽しく学べる PTA 研修を企画したい。協力いただいた食品科学科

と園芸科学科の先生方、生徒の皆さんに感謝を申し上げます。 
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新規採用養護教諭講座を終えて 

養護教諭 髙橋 芽衣 

 

１ はじめに  

４月１日の辞令交付式にて、教職の素晴らしさを感じるとともに自覚を持たなければならないと強

く思い、新たな気持ちで養護教諭の仕事に向かおうと決意した。養護教諭は児童・生徒の実態をふま

えて、保健室経営を行うが、養護教諭によって力を入れる分野があり、保健室や学校保健の在り方が

大きく変化する。この研修を通して、養護教諭の仕事の理解を深めることを目標に励んだ。 

 

２ 校外研修 

年間１０回秋田県庁第二庁舎や総合教育センターで行われた。指導主事の斎藤直美先生や様々な分

野の講師の先生から講話をしていただき、専門的知識を蓄えることができた。また、新規採用養護教

諭２０名で健康課題の解決に向けた保健教育の実践についてや感染症対策の取り組みについて議論し、

具体的な方策について検討を重ねることができた。秋田大学付属病院の研修は、リモートでの受講と

なったが、とても有意義な研修であった。学校現場での緊急的な場面を想定して実際にどのような対

応をするべきかシミュレーションを行い、問診の仕方や対応について学ぶことができた。他の新規採

用者の問診や対応方法からも多くのことを学ぶことができた。今後の保健室経営に取り入れていきた

い。 

 

３ 校内研修 

（所属校教員による研修） 

校長先生、事務長、教頭先生、各分掌主任の先生方に教育目標、進路指導、生徒指導、生徒の実態

等について全２０回ご指導していただいた。研修を通して、高等学校の学校組織や大曲農業高校の特

色などが見えてきた。本校では部活動や学校行事が盛んである。それは各分掌で様々なことに取り組

み、支えているからであると感じた。私も学校保健や養護教諭の視点から支えていきたい。各分掌の

取り組んでいることを理解し、学校全体の流れを意識しながら、できることを精一杯やっていきたい。 

 

（指導者による研修） 

柴田明子先生が講師となり全１２回ご指導していただいた。救急処置や生徒の疾病管理、健康相談

や保健室経営の基本について柴田明子先生の豊かな経験から多くのことを学ぶことができた。事例を

検討し、観察の仕方や受け止め方について多様なご指導をいただいた。生徒を理解し支援するために

は、組織として生徒を支えることが重要であった。保健室は心身を休めるところであり、授業とは異

なる生徒の姿が見られる場所である。生徒理解を深めるためにも担任や部活動顧問等と情報共有を行

い、チームとして対応するよう尽力したい。 

 

４ 研修を終えて 

研修を重ねるごとに養護教諭の仕事の奥深さを知ることができた。私自身、未熟なところが多く、

日々の自己鍛錬が必要であると思い知らされた。来年度は今年度の反省を生かし、様々なことにチャ

レンジして、より充実した保健室経営をしていきたい。これからも研修等に積極的に参加し、養護教

諭としての資質向上に努めたい。最後に菅原校長先生、中村教頭先生、中田教頭先生、金野事務長さ

ん、柴田先生及び校内研修で指導していただいた先生方には心から感謝申し上げます。本当にありが

とうございました。 
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実践的指導力向上研修講座（２年目）を終えて 

農業科 今野 翔太 

 

１ はじめに 

 初任者研修を終えた昨年度から１年が経とうとしている。今年度から１年食品科学科の担任としてク

ラス経営はもちろん、授業改善等に取り組んできた。実践的指導力向上研修講座（２年目）を受講して

昨年よりもさらにスキルアップすることが出来た。その研修の成果と反省について報告する。 

 

２ 実施日時・場所 

 (１）校内研修（大曲農業高校） 

6/28 (月) 学校教育の現状と課題 12/14 (火) 学習指導案事前検討会 

7/1 (木) キャリア教育の進め方Ⅱ（就職） 12/16 (木) 研究授業 

7/14 (水) 通知表の作成 12/21 (火) 授業研究会 

7/15 (木) 探究型授業の実践 1/11 (火) 保護者との面談の進め方 

8/20 (金) 教科指導と ICT機器の活用 1/24 (月) 教材研究の方法と実際 

8/27 (金) 問題行動に関する事例研究 2/4 (金) 年度末のホームルーム事務処理の仕方 

9/9 (木) 学習指導案作成 2/16 (水) キャリア教育の進め方Ⅱ（進学） 

9/10 (金) 
特別な支援を要する生徒の指導に

ついて 

 

 (２）校外研修（秋田県総合教育センター） 

5/20 (金) 

〇保護者対応と連携 

〇学校組織の一員としてー学校教育目標と HR経営ー 

〇「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業構想と実践① 

8/26 (木) 〇「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業構想と実践② 

 

３ 研修報告 

（１）校内研修 

   １）一般研修 

     クラス担任としての業務の中で、生徒指導や保護者面談の仕方など様々なことを他クラスの

先生方から学ぶことが出来た。そのなかでも、生徒の頑張りを行事等だけでなく、普段の学校

生活から記録を取っておくことで、何気ない生徒の頑張りや友達との関係性を保護者面談等に

活かすことが出来ると言うことを学んだ。今後も生徒の頑張りを細かく見つけていき、生徒に

も保護者にも共有し、連携を上手く取っていきたい。 

 

   ２）教科研修 

     研究授業の際に多くの先生方から参観していただき、様々な意見を聞くことが出来た。今回、

指導教員であった入江先生からは「何のためにこの題材を選んだのか、またどんなことを１番

理解させたいのかを明確にしなければ、生徒は混乱する」という反省が挙げられたので、生徒

が混乱しない授業作りに取り組んでいきたい。また、授業の展開や実験の結果など生徒に助け

られる面が多々あった。同じ事を繰り返さないためにも、事前の授業作りを今一度徹底して今

後取り組んでいきたい。 
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（２）校外研修（秋田県総合教育センター研修） 

    今年度は、２日の秋田県総合教育センターでの研修を予定されていたが、新型コロナウイルス

感染拡大に伴い１日の研修となった。 

    「保護者対応」の研修では、保護者への対応も重要になってくるが、生徒との信頼関係を築い

ていくことが保護者との良好な関係を築いていくための手立てであると感じた。その際、生徒の

何気ない頑張りを逐次、記録していくことで生徒にも保護者にも共有することができ、良好な関

係性を築いていくには、必要になると感じた。「ホームルーム経営」の研修では、クラスの弱みと

強みを明確にし、考えて行動していきたいと感じた。「授業構想と実践」の研修では、生徒の見

方・考え方を働かせられるような授業構想であることや、前時の既習事項とのつながりを意識し

た授業の実施ということを特に意識し、実践していきたい。また、既習事項を活かすための工夫

や展開の仕方についても今後、考えていきたいと思う。 

 

４ 最後に 

 昨年の初任者研修よりスキルアップできた研修となった。来年度も実践的指導力向上研修講座（３年

目）が予定されているので、今までの研修の総まとめとなるよう、研修と日々の業務に取り組んでいき

たい。最後に、今年度実践的指導力向上研修講座（２年目）の担当であった研修部主任佐藤梨奈先生を

始め、教科指導担当であった入江先生など多くの先生方の助けにより、本研修を終えられたことに感謝

し、来年度に活かしていきたい。 
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実践的指導力習得研修講座（２年目）を終えて 

家庭科 山田 麗美 

 

１ はじめに 

 採用２年目になり、教科の専門性のみならず、学級担任としても実践力が求められる一年となった。

秋田県で活用されている「あきたキャリアアップシート」から、今年度の重点目標として「学級経営

の基本的な理解と運営」を選択し、日々の実践を繰り返しながら生徒との接し方や先を見通した運営

について考えを深めることができたと感じている。その研修の内容と成果を以下に記していきたい。 

２ 概要 

① 研修名   実践的指導力習得研修講座（高等学校） 

② 研修の目標 学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高め、学習指導やホームルーム経営、 

      生徒指導等についての実践的指導力を身に付ける。 

３ 実施日時・場所 

 （１）校内研修（大曲農業高校） 

6/3 (木) 保護者との面談の進め方 9/10 (金) 特別な支援を要する生徒の指導について 

6/28 (月) 学校教育の現状と課題 11/17 (水) 学習指導案作成 

7/1 (木) キャリア教育の進め方Ⅱ（就職） 11/24 (水) 学習指導案事前検討会 

7/13 (火) 探究型授業の実践 11/29 (月) 研究授業 

7/15 (木) 通知表の作成 11/29 (月) 授業研究会 

8/6 (金) 教材研究の方法と実際 2/16 (水) キャリア教育の進め方Ⅱ（進学） 

8/20 (金) 教科指導と ICT機器の活用 2/22 (火) 年度末のホームルーム事務処理の仕方 

8/27 (金) 問題行動に関する事例研究 

 （２）校外研修（秋田県総合教育センター） 

5/20 (金) 

保護者対応と連携 

学校組織の一員として―学校教育目標と HR経営― 

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業構想と実践① 

8/26 (木) 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業構想と実践②（報告書提出） 

４ 研修報告 

（１）秋田県総合教育センター研修 

 学級担任としてすぐに活用できる講義内容が多く、昨年度に比べ同期教員と意見交換をして

より考えを広げることができた。夏の保護者面談の実施の前に、保護者との信頼関係の築き方

や話し方について知ることができたことも大変有意義であった。 

（２）校内研修 

ア）一般研修 

学級担任の立場から学校の各業務を考えることができた。どの研修内容でも、学級運営が

各分掌によって支えられていることがわかった。担任あってこそのクラスではなく、学校と

してのチームがあるからこそだと感じた。貢献できるよう更に精進していきたい。 

イ）教科研修 

昨年度に引き続き、ＩＣＴの活用に重点を置いて研究授業を行った。今年度は一人一台タ

ブレットが配置されたため、タブレットを有効活用して消費生活におけるトラブルについて

の授業を展開した。使い慣れていない生徒もおり、指導の継続の必要性を感じたが、授業の

ねらいに評価をいただいたことは自信に繋がった。今後は更に、疑似体験できるような教材

開発に挑戦し、消費生活の分野でも実習に近い授業を展開できるようにしていきたい。 
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中堅教諭等資質向上研修を終えて  

 

保健体育科  荻田 圭  

 

１ はじめに  

 本県の教員として採用になり、１１年が経過した。新型コロナウイルス感染症が猛威を

ふるう中、今年度、教員として最後の法定研修である中堅教諭等資質向上研修に参加する

ことができた。この１年間は、初心に返り新鮮な気持ちで研修を受けることができた。採

用同期の仲間と再会し、それぞれが１０年間の経験の中で成長した部分を互いに確かめ合

うこともできた。今年度の研修内容をしっかりと振り返り、今後の指針にしていきたい。  

 

２ 校外研修  

（１）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅰ期  

 ○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略  

 ○学校の危機管理  

 ○学校組織の一員として①  －リーダーシップ－  

 ＜研修の成果＞  

 開講式では、中堅教諭としての自覚を持ち、初心にかえり自分の理想の教師像を見つめ

直しながら頑張ってほしいと樫尾センター長よりご教示いただいた。今回の研修では探究

型授業の重要性を学ぶことができた。教材研究力、目標設定力、授業構築力を今以上に身

につける必要があると感じた。教材研究を更に深め、目標設定が抽象的にならないように

設定し、活動だけで学びのない授業にならないように努めていきたい。  

（２）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅱ期  

 ○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進  

 ＜研修の成果＞  

 本研修では、事前に準備していた自校での授業映像を視聴しながら互いに協議し、アド

バイスをいただきながら自身の授業を振り返ることができた。  

 中堅教諭として、自身の授業力・指導力を高めることは大切ではあるが、同僚や後輩教

員に対しても適切にアドバイスをしていくことが中堅教諭として重要であることを改めて

認識することができた。萩原指導主事からは、中堅教諭として資質・能力を活用し発揮さ

せるための授業をすることが求められていること、そのためにはねらいを達成した生徒の

姿を明確にした評価をすることが大切であることをご指導いただいた。また、授業案の作

成など改めてご指導いただき、学ぶことが多い研修となった。  

（３）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅲ期  

 ○気になる生徒の事例を通した具体的対応の理解  

 ＜研修の成果＞  

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、本研修は中止となった。事前課題として「気

になる児童・生徒の事例を通した具体的対応の理解」の講座で活用するレポートを作成し

た。普段気になる児童生徒の言動をどのように理解して解釈するのかは、適切な対応を考

える上で重要である。レポートにまとめることは、適切な実態把握や解釈、見立ての研修

9



となる。そのような主旨を十分理解しレポートを作成した。  

（４）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅳ期  

 ○いじめの理解と対応  

 ○人間としての在り方、生き方を考える道徳教育  

 ○学校全体で取り組む情報教育  

 ○教育活動全体を通じたキャリア教育  

 ＜研修の成果＞  

 本研修では４つのテーマについて講義していただき、充実した研修となった。その中で、

いじめの理解と対応についての講義は普段の学校内で起きる問題と照らし合わせながら考

えることができた。学校内で生徒の人間関係トラブルからいじめ事案が発生したときには、

当然ながら迅速な初期対応が必要であるが、その事案に対して教職員全員が共通理解を持

ち、組織的に対応していく必要があることを改めて講義の中で感じ取ることができた。日

頃から生徒一人一人を観察しながら、我々教員は生徒が出す「ＳＯＳ」をしっかりと見落

とすことなくキャッチしなければならない。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、

表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要であることを

再認識することができた。  

（５）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅴ期  

 ○教育公務員の服務  

 ○学校組織の一員として②  －キャリアデザイン－  

 ＜研修の成果＞  

 大山管理主事の講義では、教育公務員の服務について詳細にご教示いただいた。秋田県

で採用になった教員として、家族を持つ身として、今一度真剣に業務と向き合い、努めて

いかなければいけないと強く感じた。人は時間が経過すると何事に対しても忘れてしまい、

意識しなくなってしまうことがある。今後このような服務を扱う研修はないと思うが、学

校内などで工夫して研修を開催し、仲間から不祥事を発生させないことが重要だと考える。

自分自身も強い責任と覚悟を持ち、謙虚な気持ちを忘れることなく、教師としての使命を

全うしていきたい。改めて強い覚悟を持つことができた研修となった。  

 

３ 選択研修  

保健体育教員として、農業という全く異なる分野で活躍されている方々が普段どのよう

な考えで仕事をしているのかに興味があり、秋田県農業科学館に本研修を依頼した。研修

では植物栽培の管理方法、来場者が楽しく、有意義な時間を過ごせるための展示方法や来

場者に対して農業の魅力を明確に伝える技法などを身につけたい。学校でも生徒が興味関

心を持つようなアプローチ方法が必要だと感じている。また、来場者等に対しての接客方

法やマナーなど普段学校では経験できないような部分も積極的に学んでいきたい。以上の

ことを目的として、研修のプログラムを企画した。実施内容は以下のとおりである。  

 ７月２７日（火） 植栽（ベゴニアの花摘み）、炭焼き窯修繕作業、科学館敷地内見学  

 ７月２８日（水） 館内展示施設・貯蔵物等見学、プレゼンテーション構想  

 ７月２９日（木） 植栽（温室内の除草作業）、プレゼンテーション資料作成、プレゼ

ンテーション、館長講話 
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 台風８号の接近に伴い、夏休み期間ではあったが来場される人がほとんどいない状況で

あった。そのため接客方法やマナーを直接学ぶことができなかった。研修初日にベゴニア

の花びらを摘む作業を行った。せっかく綺麗に咲いている花を何故摘むのか疑問に思った

が、葉や幹を大きくしてから秋に花を咲かせるための大切な作業であることを学んだ。私

自身、植物栽培に対しての興味関心が強く、栽培の管理から方法まで色々なことを教えて

いただき学ぶことができた。また、本校生徒も活用している炭焼き窯の修繕作業を体験す

ることができた。炭焼きをすると窯に亀裂が入って破損してしまうため、年に一度は修繕

作業をしているとのこと。粘土質の土を水と合わせて混ぜながら粘り気のある土を作り、

亀裂部分に塗っていく作業を行った。実際にやってみると意外に難しく、時間をかけなが

ら丁寧に仕上げることができた。  

施設内および収蔵物の見学では、米の作り方や歴史などを学ぶことができた。収蔵物の

中には機械化が進む前に使用されていた「せんばこき」「足踏み脱穀機」などを見ること

ができた。ものすごい労力と時間を要して米が作られていたことを改めて認識することが

できた。  

 この研修では「農業の大切さと秋田の良さ」を学び、そのことを次世代に伝えていく必

要があることを実感することができた。そのためには我々教員が、広い視野で多角的に物

事を捉えながら、違う分野にも関心を持ち、学び続けていくことが重要だと改めて感じた。

学校内でも中堅教諭として自覚と責任を持ちながら、新しいことに勇気を持って挑戦し、

教員としての資質を高め、生徒のために一生懸命頑張れる教員を目指して日々研鑽を重ね

ていきたい。  

 

４ 授業研修  

 秋田県立秋田西高等学校での授業研修を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に向けて県内高等学校で臨時休業などの措置がとられたことを鑑み、中止と

なった。実施予定であった授業内容の指導案については、別頁に記載する。  

 

５ 特定課題研究  

 私は女子ハンドボール部の顧問として２年目を迎えた。部員は１０名で内７名が高校か

ら競技をスタートさせている。毎日の練習では基本を重視し、練習を飽きさせないよう内

容を工夫し取り組んでいるが、思うように個々のスキル向上に結びつかないのが現状であ

る。常に自分の指導内容を見直し、伝え方を変化させ、選手とコミュニケーションを図り

ながら日々の練習活動を行っている。  

 新型コロナウイルス感染症の拡大で、思うように練習ができないことや、大会の中止、

対外試合の自粛等でハンドボールの楽しさを体験させてあげることができずにいる。その

ため、選手はどの程度ハンドボールが上達できているのかを把握できずにいる。  

 チームの目標を「全国大会に出場し、ベスト８以上を目指す」と掲げているが、その目

標を達成するために一人一人何をする必要があるのか明確になっていない部分が多くある

と感じている。そこで、アメリカで大活躍している大谷翔平選手が高校時代に取り組んで

いた目標達成シートを活用してみることにした。大きな目標を持っていても「じゃあ、今

あなたは何をするべきなの？」と聞かれても困る生徒が多いと思う。この目標達成シート
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を作成することで、やるべきことが具体化されて、選手のモチベーションの向上、そして

競技力の向上にもつながるのではないかと考えた。ただし、強制的に作成させてもチャレ

ンジすることに億劫では効果が期待できないと考える。まずは、自分のなりたい姿をイメ

ージさせるところから取り組み、簡易的な目標達成シートを作成するところから始めた。  

目標達成シートを作成して感じたことは、「全国大会に出場し、ベスト８以上を目指す」

といった大きな目標があっても、そのために何が必要なのか、どういった要素が必要なの

かを書き出すことができない生徒が多かったことだ。日々様々な練習に取り組んでいるが、

自分を客観的に見て、課題や弱点を言葉で書き出すことができない生徒が多いことに驚い

た。しかし、これは一方的に生徒が悪いわけではなく、指導者側のアプローチの仕方にも

大きな問題があることを認識することができた。  

 目標達成シートを作成するにあたって、はじめに目標を設定する意味を理解し、共有し

合うことを行った。目標に向けたプロセスを明確にすると、進捗状況や不足している項目、

つまり目標解決のための弱みなどを把握できるようにした。また、目標達成シートを作成

する中で、４つのメリットがあることに気がついた。  

 ・目標が明確になる。 

 ・これまで気づかなかった新しいアイデアを生み出せる。  

 ・目標達成までの具体的なプロセスを可視化できる。  

 ・煩雑になりがちな思考を整理できる。（見える化）  

目標達成シートは、強い目標（夢）を真ん中に書き込み、周囲９×９の合計８１マスに

細分化した目標を書き込んだもので、はじめから全てのマスに書き込める生徒はいなかっ

た。しかし、その作成している中で、自分の伸ばしていきたいところ、改善していきたい

ところを考えて、自分自身を見つめ直せる機会となった。  

 また、目標を「見える化」することで、自分の考えを相手にも伝えることができるとい

ったメリットも生じ、チームの中で互いの考えを共有し、練習の中でも尊重し合える機会

が増えていった。  

 目標達成とは、「なりたい自分の将来像を明確にすること」だと考える。本来、目標とは

誰かに強要・命令されて取り組むものではない。あくまでも自分自身が考え、目標を設定

し、達成するために色々なことを考えながら改善し目標達成に近づいていくものだと思う。

シートを活用することで主体性が身につけば、必然的にモチベーションが向上し、同時に

競技力および人間力の向上につながるはずである。目標達成シートの効果を現時点で細か

く評価することは難しいが、少なくとも一人一人が「全国大会に出場し、ベスト８以上」

という目標に対して、どのような自分にならなければいけないかという理想像をはっきり

させ、そのための手立てを明確にすることができた。  

 目標達成シートについては、今後も内容の見直し等を随時行いながら、私も選手ととも

に学び続けていき、「全国大会に出場し、ベスト８以上」という目標を必ず達成できるよう

に取り組んでいきたい。  

 

６ おわりに  

 中堅教諭等資質向上研修を終えるにあたり、学校内外を問わずご指導・ご協力をいただ

いた多くの方々に感謝申し上げます。同時に、私の１０年間は生徒と共に成長してきたこ
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とも忘れてはなりません。新型コロナウイルス感染症という、今まで経験したことのない

日常があり、教育現場も臨機応変に対応していくことが求められています。このような状

況下でも今回の研修で学ばせていただいた教員としての根っこの部分を忘れることなく、

自身の成長のために自主的な研修を重ねると同時に、教育現場の組織の一員として組織全

体の発展に寄与できる人材を目指して精進していきたいと思っております。  
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  保健体育科（保健）学習指導案 

 
                       対 象：秋田県立秋田西高等学校 ２年生 

日 時：令和３年９月２日（木）  

                       指導者：秋田県立大曲農業高等学校 荻 田  圭 

 

１．単 元 名 生涯を通じる健康「医薬品とその活用」（使用教科書：大修館書店 最新高等保健体育） 

２．単元の目標 ・生涯を通じる健康の学習に主体的に取り組み、課題の解決に向けて話し合い、適切な

行動選択ができるようにする。【主体的に学習に取り組む態度】 

        ・生涯を通じる健康に関わる事象や情報から課題を発見し、その解決方法を考え、適切

な方法を選択し、それらを他者に伝えることができるようにする。【思考・判断・表現】 

        ・生涯の各段階においては、健康に関わる様々な課題や特徴があることや、適切な意志

決定や行動選択及び社会づくりが不可欠であることを理解できるようにする【知識】  

４．生徒と単元  

（１）生徒観  保健の授業に対して興味・関心が高く積極的に取り組んでいる。グループ学習などでは

意欲的に発言する生徒もいるが、自分の考えや意見を発言できない生徒も見られる。  

（２）教材観  医薬品に対しては、何よりもまず上手につきあうことが肝心だといえる。そのためには

医薬品の種類や使用法に対する理解が不可欠である。また、医薬品の安全性を確保する

ためのさまざまな対策についても理解できるようにする。  

（３）指導観  医薬品に対しての正しい知識を理解させながら、医薬品は病を治すためのものではなく

人間が本来持っている自然治癒力を高めるためのものであることを認識させたい。また

医薬品の効果を最大限発揮させるためには普段の生活行動がとても重要であることも学

ばせたい。  

３．評価の計画  

主体的に学習に取り組む態度

（Ａ） 

思考・判断・表現 

（Ｂ） 

知識 

（Ｃ） 

 医薬品とその活用について、

課題の解決に向けての話合いや

意見交換などの学習活動に意欲

的に取り組もうとしている。  

 医薬品の制度とその活用につい

て、医薬品には承認制度があり、販

売に規制が設けられていることと

関連づけながら、生活の質の向上の

ために利用の仕方を整理するなど

して、それらを説明している。  

 医薬品は、医療用・要指導・一般

用医薬品の三つに大別され、疾病か

らの回復や悪化の防止には、個々の

医薬品の特性を理解した上で、使用

法に関する注意を守り、正しく使う

ことが必要であることについて理

解したことを発言したり、記述した

りしている。  
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４．本時の計画  

（１）ね ら い 医薬品の有効性を理解し、正しい医薬品の使い方を理解する。（知識） 

（２）展 開  

 学習活動 指導上の留意点  評 価 

導 

入 

5 

分 

・これまでに、どのような薬を使用

したことがあるかを考える。  

・セルフメディケーションの考え方

を理解する。  

・本時の学習内容を理解する。  

・何人かの生徒を指名して答えさせる。  

 

・医療に依存しすぎている現代社会につい

て意識させる。  

 

 

展

開 

35 

分 

・薬が古来より、どのように使われ

てきたのかを知る。 

 

・医薬品の定義を確認し、医薬品は

医療用医薬品と一般用医薬品に分

類されていることを理解する。  

・風邪をひいた際に、どのような薬  

 を選択しているか。また、使用目

的を考える。  

・医薬品には、どのような役割があ

るのかを考える。  

・医薬品が十分に効果をあげるため  

 にどのようなことが大切かを考え  

 る。 

・古来より人類が薬理作用のある身近にあ  

 るものをどのように利用し、薬として使  

 用してきたのかを伝える。 

・普段、使用している薬がどのように定義  

 され、分類されているのかを理解させる。 

 

・風邪の症状を例に挙げて、薬の使用の仕  

 方、目的をグループで考えさせる。  

・グループの意見を発表してもらう。  

・薬は自然治癒力を助ける役目であること  

 を理解させる。  

・医薬品には４つの役割があり、自然治癒

力を高める生活習慣の実践が大切である

ことを理解させる。  

・医薬品を正しく使用し、健康三原則（運 

 動、食事、睡眠）を守らなければ十分に 

 役割は発揮できないことを理解させる。  

 

 

 

 

 

 

・観察（Ｃ） 

整

理 

10 

分 

・本時の学習内容を振り返り、医薬  

 品の使い方について、今後どのよ  

 うにしていきたいかを考え、ワー  

 クシートに記入する。 

・学習内容を振り返らせ、医薬品の使い方

について、今後どのようにしていきたい

かをワークシートに記入させ、発表させ

る。 

・ワークシート、

観察（Ｃ） 
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中堅教諭等資質向上研修を終えて  

 

農業科 髙川健悟  

 

１ はじめに  

 本県の教員として採用になり、最後の法定研修である中堅教諭等資質向上研修に参加す

ることができた。今回の研修を通して、改めて責任感や使命感を持ち職務に向かわなけれ

ばならないという思いを強くした。今年度の研修内容をしっかりと振り返り、今後の指針

にしていきたい。  

 

２ 校外研修  

（１）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅰ期  

 ○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略  

 ○学校の危機管理  

 ○学校組織の一員として①  －リーダーシップ－  

 ＜研修の成果＞  

   言語活動を深めていくことの重要性と楽しさを改めて感じることができた。また危

機管理意識に慣れは危険であると再確認することができた。採用１０年を経過し、生

徒だけでなく若手の教員に対しての指導や助言が必要な場面が多くなった。私も色々

な点に気がつき、適切な対応が必要であると認識した。  

（２）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅱ期  

 ○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進  

 ＜研修の成果＞  

   何を身に付けさせたいのか、明確な目的を持って授業に臨むこと。生徒の考えを引

き出すために教えすぎないこと。など授業改善につながる内容の助言をいただき、自

分の教科指導を見直すよい機会となった。新学習指導要領に関する指導もいただき、

「プロジェクト学習」について、生徒が課題を持ち解決に向けて取り組むプロセスの

重要性を認識することができた。特に新学習指導要領に合った評価基準への検討に農

業科学科職員として積極的に参画していきたいという思いを強くした。  

（３）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅲ期  

 ○気になる生徒の事例を通した具体的対応の理解  

 ＜研修の成果＞  

   新型コロナウイルス感染症の拡大により、本研修は中止となった。事前課題として

「気になる児童・生徒の事例を通した具体的対応の理解」の講座で使用するレポート

を作成した。生徒についてレポートにまとめることで、再度深く考えることができ、

これまでの指導と今後の方針を改めて確認する機会を持つことができた。  

（４）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅳ期  

 ○いじめの理解と対応  

 ○人間としての在り方、生き方を考える道徳教育  

 ○学校全体で取り組む情報教育  
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 ○教育活動全体を通じたキャリア教育  

 ＜研修の成果＞  

   今回の研修を通して特に強く感じたことは、「情報共有」の大切さであった。個人

が抱えることができるものには限りがある。情報共有することにより、多くの教師に

関わっていただくことが生徒にとっても最も効果的であると感じた。また、情報教育

に関して、情報機器やＩＣＴの活用はとても楽しいものであると感じた。まずは私自

身が理解を深め十分に活用できる知識と技能を身に付けていきたい。  

（５）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅴ期  

 ○教育公務員の服務  

 ○学校組織の一員として②  －キャリアデザイン－  

 ＜研修の成果＞  

   ＺＯＯＭを使った研修であった。内容も参考になったが、この研修形態に有用性を

強く感じた。ネットワーク内で、講座に参加している先生方とのグループワークを行

う場面や、コメントを送信する場面など、今後私自身授業でも活用できるのではない

かと感じた。  

 

３ 選択研修  

７月２７日（火）  植栽（ベゴニアの花摘み）、炭焼き窯修繕作業、科学館敷地内見学  

 ７月２８日（水） 館内展示施設・貯蔵物等見学、プレゼンテーション構想  

 ７月２９日（木） 植栽（温室内の除草作業）、プレゼンテーション資料作成、プレゼ

ンテーション、館長講話 

農業科教員として、農業に関わる広い分野の見識を深めたいと考え、本研修を依頼した。

研修では植物栽培の管理方法、来場者が楽しく有意義な時間を過ごしてもらうための工夫、

生涯学習の場としての科学館のあり方などを学ぶことができた。セカンドスクールの場と

しての様々なプログラムや体験活動などは、子供たちが楽しく農業を学ぶことができる工

夫がなされるとともに、疑問の解決につながるよう組み立てられており、今後の教育活動

に生かすことができる場面が多々あると感じた。  

植栽管理では普段の業務の中でなかなか触れることができない草花や熱帯植物の管理作

業を行うことができ、見識を深めることができた。また、米の作り方や歴史などを学ぶこ

とができ、貴重な過去の作業機械などを拝見することができた。農業科学館の事業案作成

では私自身の知識も活かした取り組みとして、かざり炭の作成プログラムを提案した。農

業科学館の職員の方々の協力を得て実験を行い、約１時間程度のプログラムを作成し、提

案することができた。このプログラムについては、学校における活動でも有効に活用する

ことができると考えている。この研修を通して、体験プランの作成やプレゼンテーション

能力を向上させることができた。この取り組みは今後の教員としての業務の中で、授業研

究や行事・事業の計画立案に役立てていきたい。  
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４ 授業研修 

 秋田県立金足農業高等学校での授業研修を予定していたが、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止に向けて県内高等学校で臨時休業などの措置がとられたことにより、中止

となった。 

 〇提出指導案  
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５ 特定課題研究  

１ 研究の概要  

 学習指導要領の農業科目においては、プロジェクト学習などの実践的・体験的な学習を

通して、資質・能力を体系的に育成することを重視しており、講義のみの授業展開ではな

く、実習や演習を取り入れ、生徒が主体的に活動し、課題を解決する力を育成することが

求められていると考えた。本研究では私が担当する科目のうち、教室内での座学に偏りが

ちな「測量」について、実践的・体験的な活動を取り入れて授業を展開することでどのよ

うな効果があるのか、授業展開における課題はどこにあるのかを検証したい。  

〇教科農業・科目【測量】の本校の概要  

・林業科目の１つであるという位置づけ。  

・選択科目であり、農業科学科・食品科学科・園芸科学科・生活科学科の全ての生徒が

選択可能（実際の選択者は農業科学科が中心）  

・単位数は２単位：本校のカリキュラムの中で林業科目は農業科学科の中での位置づけ

となっており、単位数が限定されている。その中で、選択者にできるだけ多くの学び

を提供するために、１つの科目の単位数を絞り、多くの科目を設定している。  

 上記の概要より、比較的興味関心を持った生徒が選択している授業である。しかし、標

準単位数が６～８単位の科目に対して３年間で２単位の履修しかできない現状である。こ

の現状の中で生徒の主体的・実践的な力の育成のため、本研究を実施した。期間は１学期

から２学期末考査終了までとし、ガイダンスと２学期末考査終了後にアンケートを実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 成果と課題  

 全体としては４６時間のうち実習・演習を行うことができたのは２０時間となり「講義：

実習＝２６：２０」であった。計画の段階では、「講義：実習＝２４：２２」としていた

が、実習を行う場合天候にも影響され、設定した実施計画に沿って授業を展開していくだ

けでも難しい場面があった。  

 

〇成果 

・お互いが協力し、より効率的な方法を探し工夫する様子が見られ、プロジェクト学習に

なっている。  

・選択者同士のコミュニケーションを深めることができた。  

＜実施計画と実施内容＞  

講義 実技 講義 実技 講義 実技 講義 実技
4月15日 ガイダンス 2 ガイダンス 2 8月26日 平板測量の誤差の処理 2 平板測量の誤差の処理 2
4月22日 測量の概要 2 測量の概要・平板測量の方法 2 9月2日 面積の算定 2 平板測量の誤差の処理 2
5月6日 平板測量実習 2 平板測量実習 2 9月9日 面積の算定 2 面積の算定 2
5月13日 測量に用いる機材 2 測量に用いる機材 2 9月16日 水準測量の器械・器具 2 水準測量の器械・器具 2
5月18日 定期考査（1時間） 1 定期考査 1 9月30日 器械の据付 2 レベルの据付 2
5月27日 平板測量実習 2 平板測量実習 2 10月5日 定期考査（１時間） 1 定期考査 1
6月3日 平板測量実習 2 平板測量実習 2 10月21日 水準測量の方法① 2 水準測量の方法① 2
6月10日 平板測量実習 2 面積の算定（雨天） 2 10月28日 水準測量の方法② 2 水準測量の方法② 2
6月17日 測量技術の有効性と活用 2 平板測量実習 2 11月4日 水準測量の実習 2 水準測量の方法③ 2
6月24日 測量技術の有効性と活用 2 測量技術の有効性と活用 2 11月11日 水準測量の実習 2 水準測量の実習 2
7月1日 定期考査（1時間） 1 定期考査 1 11月25日 水準測量の製図 2 水準測量の計算 2
7月8日 製図実習 2 平板測量実習 2 12月7日 定期考査（１時間） 1 定期考査 1
7月15日 製図実習 2 面積の算定 2 12 10 合計 14 8

12 12 合計 12 12

１
学
期

合計

2
学
期

合計

実施日 実施日 実施計画 実施内容
実施形態 実施形態実施形態 実施形態

実施計画 実施内容
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・アンケート結果より生徒が測量に楽しさを感じてくれた。  

  ⇒実習を行って図面ができてくるのが面白い。  

  ⇒班員と協力して測量を終えることができた。  

  ⇒座学よりも実習が多い方がいい。  など 

・実習を通して測量の楽しさを見いだし、進路希望に測量の仕事を視野に入れたいという

生徒もいた。   

・昨年度より実習が増えたことによる考査得点の大きな減少は見られなかった。  

 

〇課題 

・天候の影響が大きく、予定どおりの実施が難しい。  

 （アンケートにも暑い中での実習はきついなどの意見あり）  

・実習を行うための直前の準備に時間を要するため、授業前に必ず時間の確保が必要。  

・約半分が実習・演習になり、考査の範囲の設定と確保が難しい。  

・講義の内容と実習の内容を結びつける工夫が必要。  

・実習や演習の中で班単位で行動している際の評価方法や基準を明確に設定する必要。  

 今回、実習・演習の割合を高めて授業を展開してみたが、天候の影響や考査範囲との兼

ね合い、講義と実習の結びつけなどの課題が見られた。しかし、実践的・体験的な活動を

取り入れて授業を展開するスタイルは、課題以上に生徒の意欲を高め、お互いが協力して

実習に取り組む姿勢や、課題解決に向けた取り組みを生徒自身が主体的に行い始めるなど

大きな効果があった。また農業クラブの活動への積極的な参加の意思や、進路への影響も

与えることができた。講義の時数が減ることによる考査得点の減少も考えられたが、昨年

度との比較では大きな差は見られなかった。  

 測量１科目での実施であったが、今後は他の科目でも実施し、農業教育を通して、地域

や社会を担う人材の育成を目指していきたい。  

 

６ おわりに  

 中堅教諭等資質向上研修を終えるにあたり、学校内外を問わずご指導・ご協力をいただ

いた多くの方々に感謝申し上げます。この１０年間思い通りにならないことの方が多かっ

たように思います。しかし辛いとき、苦しいときに私の支えになったのは生徒の存在、共

に働く先生方でした。これからも辛いこともあるかと思います。しかし、今後はここまで

育ててもらい、身に付けた力を生徒のためだけならず、志を同じくする後輩のために役立

てていきたいと考えています。  
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中堅教諭等資質向上研修を終えて  

 

数学科 長浜広大  

 

１ はじめに  

 本県の教諭として採用され１１年目の今年度、中堅教諭等資質向上研修を受講した。新

型コロナウイルス感染症の猛威の中ではあったが、この１年間は、初心に戻り新鮮な気持

ちで研修を受けることができた。採用同期の仲間と再会し、それぞれが１０年間の経験の

中で成長した部分を互いに確かめ、今後の教員生活に向けて再スタートを切ることができ

た。今年度の研修内容をしっかりと振り返り、今後の指針にしていきたい。  

 

 

２ 校外研修  

（１）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅰ期  

 ○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略  

 ○学校の危機管理  

 ○学校組織の一員として①  －リーダーシップ－  

 ＜研修の成果＞  

  午前の阿部教授の講義では、授業づくりとして目標設定や言語活動をより充実させら

れるように、教材研究をより充実させていきたいと感じることができた。午後の講義で

は、リーダーシップとは何かを学び、中堅教諭として求められる姿について考察するこ

とで今後の目標を明確にできた。  

 

（２）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅱ期  

 ○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進  

 ＜研修の成果＞  

  中堅教諭として、自身の授業力向上に努めることはもちろんであるが、同僚や後輩教

員に対して適切な指導・助言をしていくことが求められることを認識した。他者に指導・

助言をする際には、責任を持って根拠に基づいた発言をすることの必要性を強く感じた。   

TALIS の結果からは、日本人が謙虚であることもあるが、あまりにも他の先進国に比

べて日本の教員の生徒への指導に関する自己評価が低いことが驚きであった。何を目指

しているのかが見えなくならないよう、国・県・各校・自分の目標が一貫しているかを

意識するべきである。本講座を受講した 1 人として、そのことを自校に還元していきた

い。  

 

（３）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅲ期  

 ○気になる生徒の事例を通した具体的対応の理解  

 ＜研修の成果＞  

  新型コロナウイルス感染症の拡大により本研修は中止となった。事前課題として「気

になる児童・生徒の事例を通した具体的対応の理解」の講座で活用するレポートを作成
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した。問題行動の未然防止指導をどのように行うのかが非常に難しいことを実感させら

れた。  

 

（４）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅳ期  

 ○いじめの理解と対応  

 ○人間としての在り方、生き方を考える道徳教育  

 ○学校全体で取り組む情報教育  

 ○教育活動全体を通じたキャリア教育  

 ＜研修の成果＞  

 高等学校では道徳教育についてはあまり力が入れられていないが、県内でも各行事で

意識するなど力を入れている学校があることを知った。いじめの対応については、教育

センターＨＰに参考資料が充実しているため今後参考にしたい。キャリア教育について

は、各教科指導を通じたキャリア教育の視点が活かされた教育活動を行っていくために

も、全分掌・全教科をまたいでの取り組みが求められることを再認識した。本校のキャ

リア教育計画を他校と比較した際に見つかった良い点・改善点を次年度以降の計画に盛

り込められればと思う。  

 

（５）中堅教諭等資質向上研修講座Ⅴ期  

 ○教育公務員の服務  

 ○学校組織の一員として②  －キャリアデザイン－  

 ＜研修の成果＞  

  日常の業務の大部分が、法律・規定・規則が基になっていることを再認識した。  

  不祥事防止については、何か不祥事があったときに組織的な連帯責任で処分するよう

なことはなかなかできないが、実質は同僚・家族に向けられる目線や評価としての連帯

責任になっているとの自覚を持つべきであると感じた。  

教員は、もともと向上心を持っている人が多いと感じている。しかし、業務に追われ

て自主的に研修と修養に努めることができていないのが現状である。より自主的に自己

を高めることができるようにするためにも、教員の働き方改革や時間外勤務についても

本気になって取り組み、その成果を生徒に還元していきたいという気持ちを改めてもつ

ことができた。  

教員としての自分の使命を再考することは、日々の業務へのモチベーションを回復さ

せることにもなった。多くの先生方は、担任をやっているかどうか、部活指導に専門性

を生かせているかどうかで、仕事への満足感が上下するものの、下がったとしてもまた

人とのつながりなどをきっかけに回復させられているということには安心感を得ること

ができた。仕事の満足度を高められる仲間を作ることを大切にしたい。  

   

３ 選択研修  

掲示物や展示物のより効果的な展示法などについて学び、学校での掲示物作成や分か

りやすい展示法に活かすこと、また、各企画展や講座の運営について学び、学校祭をは

じめとする学校行事について、より効果的な実施方法等を考察する機会としたいという
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思いから、秋田県立農業科学館に本研修を依頼した。実施内容は以下のとおりである。  

 ７月２７日（火） 植栽（ベゴニアの花摘み）、炭焼き窯修繕作業、科学館敷地内見学  

 ７月２８日（水） 館内展示施設・貯蔵物等見学、プレゼンテーション構想  

 ７月２９日（木） 植栽（温室内の除草作業）、プレゼンテーション資料作成、  

プレゼンテーション、館長講話  

様々な展示がされているが、展示資料をただ見学することと、学芸員の説明と共に見

学することとは、大きな差があることを実感できた。学芸員の方は、来館者の年齢や生

活環境に合わせて来館者と展示物をつなげ興味や関心を持ってもらえるよう心掛けてい

るということで、我々教員の教科指導と通ずる部分があった。また、来館者が科学館で

触れた内容について、その後の日常生活で意識できるようまとめられている部分に上手

さがあり、自身の教科指導の場面でも取り入れたい手法だと感じた。   

農業を専門とする本校生徒と農業科学館の連携事業は、双方にとても効果的なもので

あることも分かった。さらに高校生のような若者や、生徒に関わる教員には地域や社会

に活力を与えられる存在としての期待があることを伺い、その役割としての使命感も持

ってこれからの高校教育の発展に貢献していきたい。  

 

 

４ 授業研修  

  秋田県立秋田北高等学校での授業研修を予定していたが、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止に向けて県内高等学校で臨時休業などの措置がとられたことを鑑み、中

止となった。研修教員２人で１時間の授業を実施する予定であり、高校教育課指導主事

の指導のもと指導案を作成した。作成した指導案については、別頁に記載した。 

 

 

５ 特定課題研究  

 数学の学習に苦手意識の強い生徒を対象とした少人数指導  

～数学科少人数指導・支援計画を作成し、個に応じた指導の充実を目指して～  

 

１ 研究の概要  

  本校の数学科では、生徒の習熟度の大きな差に対応するために、昨年度から１年農業

科学科２クラスを３展開して数学Ⅰ（４単位）の指導を行っている。展開された３クラ

スの中の１クラスは、特に苦手意識の強い生徒を対象に希望制でクラスを編成して少人

数指導を行っている。少人数クラスは昨年度１６名、今年度１２名である。１年次の数

学Ⅰでしか少人数指導をしていないため、２年次で通常クラスに戻ってから、授業につ

いていけない生徒が現２年生に見受けられる。２年次以降の学習指導の充実のためにも、

１年次での少人数指導をより充実させ、数学の学習指導を進める上で生徒の到達目標と

教員の支援の在り方を明確にしたいと考えている。  

本研究では、少人数クラスを希望する生徒の数学的に困難さを感じる場面について、

教師の授業やテスト結果からの見取りだけでなく、生徒本人からも苦手意識のある場面

についてアンケート調査を行った。アンケート結果から学習上より力を入れて取り組む
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場面を教師と生徒で共有した上で数学の学習指導を行った。期間は８～１２月の２学期

である。その際、各単元においてつまずきやすい箇所や、通常クラスより時間を割く必

要のある指導事項などをまとめた数学科少人数指導・支援計画を作成し、少人数指導を

充実させられるようにした。生徒へのアンケート調査・支援計画作成にあたっては、高

等学校における LD（読み書き・数学の困難）への気づきのための手引き（ 2014 上野）

を参考に LD 気づき項目の範囲までを視野に入れて行い、細やかな実態把握とより丁寧

な指導が実践できるよう図った。２学期の学習指導を経て、数学の学習に対する生徒の

変容や指導時の教師の有効な支援について考察し、個の指導の充実や次年度以降の少人

数指導および通常クラスへ戻った後の指導に活かすことを目的とする。  

 

２ 成果と課題  

  事前のアンケート調査で、SLD の可能性もある生徒もいることが分かった。それを受

け、全単元を通じて、基本的な整数の四則計算であっても暗算を避けたり、暗算方法を

丁寧に確認したりすることなど、計算過程の指導の必要性が明確になった。授業毎に生

徒にルーブリックで振り返りをさせていたが、序盤に多かった「計算ができた・計算が

難しかった・計算が分かった」という計算について記述する回数が減り、「（内容につ

いて）～が分かった・～の求め方を理解できた」と書く生徒が増えたことは、計算過程

の指導を丁寧に行った結果でもあると考えられる。「どんな計算でも教えるので質問を

するように」と質問を促していたため、初期は計算に関する質問が徐々に増えていき、

やがては内容に関する質問が中心になった。このことは、計算過程の質問をすることを

きっかけに、教師に質問することのハードルが下がったと考えられる。  

  ２学期途中から、タブレットを活用して板書を減らし、生徒に配布したプリントと同

じものに教師が書き込んでいく過程を Google Meet で配信しながら授業を行った。１２

月に生徒を対象に行ったアンケートで「少人数クラスの方が集中できる」という内容の

回答が３名からあった。そのことについて、少人数であることと ICT を活用したことの

どちらが理由なのかを生徒に尋ねたところ、いずれも ICT 活用によるものであるとの回

答であった。 ICT 活用により生徒のノートをとるスピードが上がったり、個人での活動

が積極的になったりするという印象は教師が抱いていたため、大人数の授業であっても、

Google Ｍ eet を活用して手元に板書がある状況を作り出すことは一定の効果があること

が予想される。  

  ２年次に向けては、「授業の早さについていけないかもしれない」と答えた生徒が多

かったが、計算過程を丁寧に扱うことにより大幅に改善される可能性が見出された。ま

た、「集中していること」も学習効果を上げるための重要な要素であるため、その点を

疎かにしないよう注意したい。  

  今回の取組の過程で、各単元の指導方法の再整理や、ワーキングメモリーを意識した

指導の在り方などを知ることができた。今回は力を入れる対象とはしなかったが、計算

能力は高くなくても、推論能力に長けている場合もあることを念頭におき、今後も授業

づくり、指導・支援の在り方を考え続けたい。  
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【参考文献】  

岡本和夫．新数学Ⅰ教授用教科書．  

上野一彦．高等学校における LD（読み書き・数学の困難）への気づきのための手引き．２０１４． 

熊谷恵子．算数障害とはいったい？．２０１５  

拓殖雅義．キーワードでわかるはじめての特別支援教育．２０１５．  

柳原洋一・佐藤曉．発達障害のある子のサポートブック．２０１８．  

鈴木慶太・飯島さなえ．発達障害の悩みにこたえる本．２０１８．  

岩坂英巴・宮崎義博．発達障害のある子どもがいきいきと輝く「かかわり方」と「工夫」．２０２１．   

 

 

６ おわりに  

 新型コロナウイルス感染症により、今まで誰も経験したことのない日常が続き、学校

現場でも、常に初めての状況に応じた判断が求められている。このような状況下でこそ、

困難な社会課題に立ち向かっていく生徒の育成が我々の使命であると再度心得ることが

できた。本研修の成果を、これからの学校現場に還元し、高校教育の充実に寄与できる

ようにしたい。  

最後になりますが、新型コロナウイルス感染症の猛威の中、中堅教諭等資質向上研修

の実施にご協力を頂いた多くの方々に感謝申し上げます。  
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第 1 学年 数学科数学Ⅰ 学習指導案 

 
日   時： 令和３年１０月１９日（火）１校時 

ク ラ ス： １年Ｆ組（３３名） 

教 科 書： 数学Ⅰ（実教出版） 

授 業 者： 長浜広大 

  

１ 単元名  

第３章 図形と計量  １節 三角比 

 

２ 単元の目標 

図形と計量について、数学的活動を通して、その有用性を認識させるとともに、基礎的な知識

の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を育成し，数学的な見方や考え

方のよさを認識できるようにする。 

（単元の評価規準） 

①関心・意欲・態度 ②数学的な見方や考え方 ③数学的な技能 ④知識・理解 

・直角三角形の 3 辺の

比から三角比を定義

し、角の大きさに対応

する三角比という計量

の考えの有用性を認識

しようとしている。 

・三角比を鋭角から鈍

角まで拡張して、三角

比の相互関係について

考察できる。 

 

・三角比の性質や相互

関係を用いて、三角比

を値として処理でき

る。 

 

・三角比の定義や意

味、相互関係を理解し

ている。 

 

 

３ 指導にあたって 

  生徒観 

   男子＠＠名、女子＠名である。 

 

 

数学に対する学習意欲は高く、学力も伴っている。 

 

単元観 

  図形と計量については、中学校第３学年では相似な図形の性質を具体的な場面で活用する力や、

三平方の定理を具体的な場面で活用する力などを養っている。 

ここでは、正弦、余弦及び正接の意味、三角比の相互関係など理解できるようにする。さらに、

図形の構成要素間の関係を三角比を用いて表現し定理や公式を導く力、日常の事象や社会の事象

などを数学的に捉え、三角比を活用して問題を解決したりする力などを培う。 

 なお、角度から三角比の値を求めたり、三角比の値から角度を求めたりする際に、コンピュー

タなどの情報機器や、三角比の表を積極的に活用したい。 

 

 

４ 本時の学習活動 

（１）ねらい（評価規準） 

・様々な直角三角形において、三角比の定義を用いて三角比の値を求めようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

 

（２）指導にあたって 

鋭角について、正弦・余弦及び正接を直角三角形の辺の比と角の大きさとの間の関係として導

入する。その際、日常の事象などとの関連を図り、三角比を新たに導入することのよさを認識で

きるようにする。 

 

 

26



（３）指導過程 

 
学習内容・活動 

指導上の留意点 

☆評価（評価方法） 

導入 

20 分 

 

 

 

「海抜 0ｍ地点から、傾斜 14°の上り坂を 20ｍ登った地

点には海抜 10ｍの標識があった。では、50ｍ登った地

点、90ｍ登った地点には海抜何ｍの標識があると考えら

れるか。」 

 

 

 

・昔の写真から比を用いて当時のおよその身長を求め

る。 

・山と人の写真について同様に求められないのか考え

る。 

・発問「なぜ、１枚目の写真と同様に求めることができ

ないのだろうか。」 

・一人で考えた後、隣同士で自分の意見を伝え合い、数

名が発表する。 

 

・山と人との横からの図を提示し、相似な直角三角形が

あることを確認後、距離を求める。 

 

・相似な直角三角形の辺の比は等しいことを確認する。 

・計算しやすいよう概数を用

いた例を提示する。 

 

 

 

 

・同じ平面にあるが実際に

は、撮影地点からの距離が異

なることを確認する。 

・実際の山の高さや身長など

わかっている長さをもと考え

させる。 

 

展開Ⅰ 

25 分 

◎本時の目標の確認。 

「直角三角形において三角比の値が求められる」 

・三角比を定義する。 

 

主発問 

「三角比はどういった“比”か？」 

・ペアで話し合った後に全体で共有する。 

・ノートに板書をまとめる。 

・練習 1に取り組む。 

「直角三角形において三角比の値をそれぞれ求めよ」 

・生徒 3名が解答を発表して全体で確認する。 

 

発問「よく利用する直角三角形の残りの角は何度？」 

・練習 2に取り組む。「30°、45°、60°の三角比」 

・個別に取り組んだ後、周囲の生徒と解法を確認する。 

・生徒 3名が解答を発表して全体で確認する。 

 

 

・図に対応させて直観的に理

解、定着するよう板書する。 

 

・比を分数として表すことに

ついて理解させる。 

 

☆図を描いて三角比の値を求

めようとしているか。①（机

間指導） 

 

・正方形、正三角形を用いて

考える例を取り上げたい。 

・できた生徒に応用題を与え

る。「15°､75°の三角比を

求めよ」 

振り返り 

5 分 

 

 

・三角比とはどういうものかを全体で振り返る。 

・三角比の意味をペアで説明し合う。 

 

・30°、45°、60°の三角比を答えられることをペアで

確認する。 

・言葉にして確認するために

ペアで振り返りができるよう

にする。 

 

（４）本時の評価 

評価 

項目 

評価の視点［判断基準］ 
努力を要する生徒への支援 

十分満足できる［Ａ］ おおむね満足できる［Ｂ］ 

① 

三平方の定理を用いたり、

30°45°の直角三角形の図

を考えたりして三角比を求

めようとしている。 

三角比の定義を適用して三

角比の値を求めようとして

いる。 

視覚的にわかるよう直角三角

形を描くことを伝える。 
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農業クラブ連盟指導者研修会を終えて 

農業科 三浦亘基 

1. はじめに 

昨年 3 月に大学を卒業し、臨時講師という形で初めて高校に勤めることになった。初めてで分か 

らないことばかりだが、だからこそ多くの研修に参加し、高い知識・技術の習得・吸収に励みたいと

強く思う。 

 

2.実施日時・場所・参加者 

1) 期 日：令和 3 年 12 月 3 日（金） 13:00～16:00 

2) 会 場：秋田県立北鷹高等学校 大講堂 

3) 参加者：照井豊和 三浦亘基 伊藤俊 

 

3.研修内容 

 1)「実験計画とデータ分析、効果的なパワーポイントの使い方」について 

   『課題研究・プロジェクト研究における実験計画～「結果」の図から逆算する』 

 内容要約 

・成果発表の基本的な流れは論文と同様 

   背景 → 仮説・目的 → 方法 → 結果 → 考察 → 引用文献・謝辞 

   大会等発表会ではこの流れができているか評価される。 

・背景：社会的背景（問題・課題）や先行研究の分析 

・仮説・目的：「○○すれば××になるはずだ」 ※表現は可能な限りシンプルに 

○○すれば＝前提となる条件 

××になる＝予想・期待 

・方法、結果→どんな実験をしたら仮説を検証したといえるか → 結果から逆算する。 

・実験において無処理区(Blank)は用意する。 

・最も注意すべきはサンプルサイズが十分かどうか。 

   母集団サイズに対して抽出サンプル数が適切か。 

   信頼区間は 95％、許容誤差は 5％が最も多い。 

・指導の際には、実験の規模感と負担感を実験計画段階から生徒と共有する必要がある。 

・いつまでに、誰がやるのかは生徒に決めさせる。  

 

 2)農業クラブ各種競技会の指導について 

 内容要約 

・意見発表とプロジェクト発表は、まとめから発表まで期間が非常に短いため、より早い段

階での指導が必要となる。全県大会までには仕上げるつもりで指導する。 

・意見発表会で校内大会 1 位になり、県連大会出場の権利を得たが、出場を拒否する生徒も

いた。大会前に事前に出場の意思確認をする必要性もあるのか。 

・各種競技会で素晴らしい成績を残すことができても、部活動によっては大会に出場できな

い生徒もいるため、生徒の選抜が難しい。1 年生の段階で、農業に興味がある生徒をピッ

クアップして個別指導し、全国大会を目指せるようにする指導も考えている。 

○秋田県のレベルを上げるためには 

1.全国大会に出場した高校の生徒・指導者の経験談を聞く。 

2.何が評価されているのか、何がダメだったのか、そのルールを知る。 

3.各種発表の評価の甲乙が知りたい。 この 3 点が上がった。 

特に 3 に関しては、甲乙が分からないと改善のしようが無いという意見が多かった。 

28



4.研修を終えて 

 研修で最も印象に残っているのは、課題研究・プロジェクト研究発表において、論文の流れと同様

にできているか、について評価されると言うことだ。つまり高校の課題研究・プロジェクト研究とい

え、やっていることは大学レベルの内容だと私は感じた。農業高校生は学力の面で悲観的な生徒が多

くいる印象を受けるが、この研修を受けて、自分たちが学んでいることの素晴らしさ・レベルの高さ

をもっと生徒に伝えようと強く思った。またそれが農業高校教員の役目でもあるのではないかと考え

た。農業高校生の誇りを持ってもらうには、このような授業のレベルの高さも教えていく必要がある

と感じた。各種競技会の意見交換では、秋田県のレベルを高めるための意見を交わした。中でも発表

評価の甲乙が知りたいという意見や全国大会出場の経験談を聞きたいという意見が多かった。私はこ

の研修初参加だが、レベルアップにとても意欲的であり、課題研究を持っている身として負けたくな

いと感じた。2 つの内容を通し、自分はこの中でやっていくのだ、という強い気持ちを持つことがで

きた。 

 

5.最後に 

初の高校教員、初の研修だったが、学べることは積極的に取り入れようと意欲がわいた。課題研究

だけでなく普段の授業でも、農業科に限らずいろいろな先生の意見・やり方を参考に、私自身も成長

したい。そして研修で学びをもとに、全国大会出場という目標を叶えたい。 
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令和３年度 「ICT活用推進モデル事業」中間発表会に参加して 

 

研修部 佐藤 梨奈 

 

期 日：令和３年１１月１２日（金） 

会 場：横手清陵学院高等学校 

参加者：加藤美紀（英語科） 土屋深緒（国語科） 長浜広大（数学科） 佐藤梨奈（英語科） 

 

①ICT環境整備と活用について 

・モデル校としてR2年２月から月１回ごとに職員研修を行った。 

・特別教室や体育館などでは、市販のwi-fiルーターを購入し、校内のほぼ全ての教室でのwi-fi利用

ができる。校内の８割をカバーしている。 

・display management plus（newline製)を導入し、電子黒板の遠隔操作が可能。生徒への連絡や呼び

出しも、放送ではなく、電子黒板へメッセージを送信して行っている。 

・タブレット保険は加入必須である。現在までに高校１台、中学校４台の破損があった。年間１２００円

(上限5万円、免責5千円)と、長期休み期間の３００円(免責無し)。 

・教職員は、職員会議にタブレットを持参してペーパーレスで行っている。google カレンダーを使用し

て、行事予定の追加がリアルタイムで可能である。 

・生徒の欠席連絡は、電話ではなく、保護者がgoogle formsに入力する形で受けている。 

spread sheetを自動的にまとめるようにプログラミングし、各学年に常設しているＰＣですぐに結果を見

ることができる。（これは専門家がいないと難しいと思いました） 

・保健室利用に関しても、養護教諭がgoogle formsで職員室に報告する形をとっている。１５分ごとに自

動更新され、各学年に知らせることが出来る。spread sheetから自動的にデータが保健日誌に印刷さ

れる。 

・学校行事でのzoom活用。複数のカメラを使って見せている。 

 

②公開授業・研究協議会に参加して 

【国語】 

・「完全キャッシュレス化を進めるべきか」というテーマ型小論文への取り組みのなかで「Padlet」を活

用。賛成・反対の各シートに生徒が理由を入力し、更に反論や疑問が加えられ、生徒の多様な意見

でシートは埋め尽くされていった。小論文を書く一歩として、多様な意見を即時的に共有できる（しか

も実際に口頭で話さないため無駄話がない）というメリットが活かされていた。 

 

【数学】 

・ＧｅｏＧｅｂｒａを使用した空間図形のシミュレーションは効果的な活用だった。 

・ジャムボードを使用して、付箋機能の使用を試みて、１名の生徒が活用できたが、他の生徒は使用す

ることができなかった。 

・タッチペンを生徒が使用できれば、数学科としてもっとＩＣＴ活用の幅が広がるのだが･･･と協議会で話

題になった。 

 

【英語】 

・ICTはアウトプットをする場を増やすために使用するということを念頭におくこと。 

・Jam boardを各自の考えを整理する場面で多用してほしい。 

・google document を使用し、各自の話す英語を文字化させてみることもできる。 

・翻訳ソフトは、生徒が自作の英文を作成した後、その英語が通じるかの確認の為に英語から日本語

で使用する方法がある。 

・google formsは授業のフィードバックや単語テストでの利用をさせたい。 

30



・電子黒板は、画像や動画の提供、「今日のテーマ」の提示に有効。 

・協議会は付箋を使用してのグループワークだった。この場でもjam boardが使用できたら良いと思っ

た。 

 

【地歴公民】 

・論述問題について、グループ（３人）で討議・作成をしていた。プロジェクターに接続していた。発表者

を１人決め、他２人は他のグループの発表を聞きに行き、質疑応答をする。論述作成に２０分、発表・

質疑応答に１０分を割いていた。 

 

【芸術】 

・生徒各自がgoogle slideを作成し、各自の作成中の動画を撮影し、作品について発表していた。 

・発表を聞いている生徒が評価や感想などを共有できると良いと思った。 

 

【家庭】 

・導入にgoogleformsを活用したアンケートを実施し、回答を直ぐにグラフ化して可視化することで、本

時の課題が生徒自身にとって身近なものであるという意識付けが効果的にできていた。 

・「消費者トラブル」の事例とその原因・課題解決についてJamboardを活用したグループ活動が行われ

た。はじめ全員で意見を出し合うが、まとめの段階では入力者を１人に限定することで、各班ともスム

ーズにまとめることができでいた。そうした指示を授業者がその都度黒板に提示し、生徒らがタブレッ

トを操作しやすく、話し合いに集中できるような工夫がされていた。 

 

【体育】 

・ウォーミングアップから、電子黒板で音楽とデモンストレーションを流してそれを真似しながら行ってい

た。 

・柔道の技をタブレットで撮影し、スローモーションで振り返ることで技の精度を上げていくという面白い

授業であった。 

・紙は一切使用せず、感想や学んだことについても、タブレットからフォームに入力をしていた。 
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農業科 職員研修 

農業科  入江 香織 

 

 「令和３年度キャリア教育充実事業におけるものづくり教育への支援」を活用して行った職員研修

５件について報告する。 

 

１ ビクトリーファーム見学（大仙市協和小種） 

参加者：入江香織 佐藤晴輝 鈴木文樹 三嶋登忍 

実施日：令和３年９月２９日（水） 

内  容：ビクトリーファームの飼養・施設説明 

      繁殖牛舎・分娩牛舎・離乳牛舎・育成牛舎・堆肥舎・堆肥調整舎 

成果と課題： 

 畜舎の老朽化に伴う改築に向け、どのような設備を導入したら良いかを検討するため、繁殖・

育成牛を多く飼育して最先端の設備・施設を導入しているビクトリーファームの見学を行った。

牛が５００頭いる農場の管理を常時２名で管理出来ているので、施設は省力化を考え施設の機械

化や体調・発情・給餌管理がデータ化され、視覚的に個体を管理し、育成期間に合った自動給餌

がなされ、飼育担当者が代わっても引き継ぎなども容易に行われている。また、環境にも配慮さ

れた管理をしており、牛糞は乾燥調製され匂いがなく、扱いやすい堆肥となって地域住民へ還元

されている。 

 最近建てられた牛舎なので、多頭数管理を省力化して環境に優しい飼育をする目的を持たせた

農場は、本校の目指す畜舎改築に合っているが、初期投資が多くかかるなどの課題があり実現す

るのは難しい。しかし、参考になる部分は沢山あったので、少しでもこの農場に近づけるために

畜舎改築を考えていきたいと思う。 

 
 

２ いぶりがっこ製造見学（大仙市太田 仲村天晴さん宅） 

参加者：入江香織 三嶋登忍 

実施日：令和３年９月２２日（水） 

内  容：いぶりがっこ製造の説明 

        いぶりがっこ製造時の食品衛生とそれに伴う設備の説明 

           燻し小屋から燻煙ダイコンの運搬実践 

       燻煙ダイコンの水洗い・漬け込み準備の実践 

        いぶりがっこ・郷土の加工食品の試食 

成果と課題： 

郷土の加工品として一般的に認知されている「いぶりがっこ」だが、最近では製造してる家庭も
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少なくなり生徒たちも製造方法などを見ることがなくなってきている。見学した生徒は野菜の

加工品を研究しており、今年度はトマトを使用した野菜のジャムを作成したり、栽培したダイ

コンで漬け物作りにもチャレンジしている。そのこともあり仲村さんからの説明を熱心に聞く

姿が見られ、実習でも進んで運搬や洗浄に取り組んでいた。いぶりがっこ製造は長い期間を必

要とするので生徒が体験したことは一部のことだったが、後日、実習で自分たちの栽培したダ

イコンを今回の見学で学んだ燻煙方法と樽への漬け込みで仕込みをすることが出来ている。出

来上がりにはまだ時間がかかるので結果は先のことになるが、いぶりがっこが完成したら見学

先の仲村さんから改めてご指導とご助言をいただきたいと思っている。 

 

 

３ 加工食品の開発に向けた製造体験（佐藤さん宅） 

  参加者：髙階市太郎 三嶋登忍 

  実施日：令和 3 年 10月 28日（木） 

内 容：佐藤典子さんは、製造許可を得られるように自宅を改装し、約６年活動を続けている。

菓子製造はほとんど知識がなく、一つ一つの知識や技能を丁寧に指導していただいた。使用して

いる材料はシンプルだが、完成品を見て分量、時間をレシピ通り実践することの大切さを学ぶこ

とができた。 

成果と課題： 

   本校ではジャム、ぶどう液、味噌などの農産加工品が作られている。製品のブランド力は高く、

生徒や保護者だけでなく地域の方々にも購入してもらっている。来年度、新学習指導要領の改訂

や本校創立１３０周年を迎えるにあたり、新商品開発に挑戦し、学科の特色や魅力を高めていき

たいという狙いがある。今回、地元の販売所で菓子類を出品しているＪＡ秋田おばこ女性部の佐

藤さんに研修を依頼し、菓子製造の知識や技術を習得したいということで実施した。 

   新商品の開発に向け、多くの知識や技能を得ることができた。レシピについても知ることがで

き、本校の設備でも作れることを確認した。課題としては、商品化するにあたり、誰が作っても

同じ商品ができるようシステム化することが必要だと感じた。商品化される際には営業許可、販

売許可についても保健所と確認し、安全な商品づくりを徹底していかなければならない。 
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４ 道の駅しょうわ「ブルーメッセ秋田」温室装飾について（見学・調査） 

参加者：平塚祥広 山代和也 

実施日：令和 3年 12月 20日(月) 

内 容：①ポインセチアタワーの装飾方法について 

      ②温室内花壇の装飾について 

      ③地域の草花需要について 

成果と課題： 

 ポインセチアの公開は２０年を超え、地域に定着している。県から市へ経営は移譲されたが、市の

理解を得て継続できている。 

 毎年、新品種を中心にデザインを考えられており栽培方法など苦労も多いようであるが園芸デザイ

ンの観点からも評価は高く今後デザインや政策において高校生とのコラボレーションなども提案があ

り、課題研究の幅が広がるなど成果が見られた。 

 

５ 岩手県立水沢農業高等学校、花巻農業高等学校 学校視察 

参加者：髙階市太郎 今野翔太 三嶋登忍 

実施日：令和 4年 1 月 24日（月） 

内 容：施設見学・教育課程や製造許可の説明 

成果と課題： 

本校は来年度１３０周年の節目を迎える。食品科学科も創設して５年が経ち、今までの農産加工品

だけでなく、新しい商品開発に着手し、学科の特色をより一層引き出したいと試行錯誤を続けている。

水沢農業高等学校、花巻農業高等学校ではジャムやみその製造・加工だけでなく豆腐やパン、菓子類

の製造にも取り組み、地域住民に販売を行っている。加工品の製造を通じて、地域住民との信頼関係

を築くとともに、生徒への衛生指導を徹底することができている。また、プロジェクト発表でも全国

大会に出場するなど専門性を追求しながら、幅広い活動を続けている。新商品を開発できて目標が達

成されるのではなく、生徒へ安心安全な商品づくりとは何か、専門性をより高めるポイントとは何か

という部分を学びたいと考えた。 

 今回の視察で商品開発の難しさを感じた。訪問した教員の方々は「食品科」としての知識が豊富で、

個々の力量の差を実感したが、知識量を増やし続けることが生徒の成長につながり、本校加工品のブ

ランド力をより高めることを再確認できた。その際、一人だけが力を発揮するのではなく、教員・生

徒が互いにアイディアを出すなど、集団で進めていくことの重要性も学ぶことができた。 
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学年部の取り組み（１年部） 

１学年主任 我妻沢美 

 

１．学年の概況  

 農業科学科 Ａ 農業科学科 Ｂ 食品科学科 Ｆ 園芸科学科 Ｅ 生活科学科 Ｈ 

男 子 生 徒 数 ２５ ２４ １２ ７ ０ 

女 子 生 徒 数 ７ ７ ２２ ２０ ３４ 

ク ラ ス 合 計 ３２ ３１ ３４ ２７ ３４ 

学 科 合 計 ６３ ３４ ２７ ３４ 

 

出 身 

中学校 

大曲 46 大曲西 4 大曲南 5 平和 5 西仙北 4 協和 3 仙北 15 中仙 5 

太田 4 豊成 1 南外 1 美郷 28 角館 7 生保内 1 神代 2 桧木内 1 

西明寺 4 横手北 3 十文字 2 横手明峰 9 稲川１ 羽後 3 大館第一 1 合川 1 

河辺 1 新庄市立明倫 1 

 

２．学習・進路について 

（１）朝学習・補習 

①朝学習 

月：新聞のコラム（北斗星）書き写し 火：国語 水：数学 木：英語 金：農業 

②補習 

進学希望者対象 ：夏・冬休みに実施し、ベネッセ「スタディープログラム」を使用した。 

公務員希望者対象：冬休みに公務員セミナーを実施した。 

（２）キャリア教育指導 

①トップが語る秋田の企業 

 あきた未来創造部・定住促進課が高校生の県内定着促進を目的に行っている「トップが語る秋田の企

業（職場見学・経営者講話・企業ガイダンス）」を利用して、９月６日に企業見学を予定していたが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、実施できなくなり１１月８日に経営者講話を本校第一体育館で

実施した。「ナガイ白衣工業株式会社」と「株式会社ヤマダフーズ」に県内企業の魅力を紹介していただ

いた。 

②就職準備セミナー 

 １月１９日に就職準備セミナーを実施した。講師の津田宏美氏（ファイナンシャルプランナー・キャ

リアコンサルタント）をはじめ、あきた就職支援センターの職員３名、職場定着支援員１名が来校して

会を運営していただいた。職業観や勤労観を醸成するために役立つ内容であった。 

 

３．生活・生徒指導面について 

友人との関係等に悩みを抱える生徒が少なからずいた。少しずつ成長してきているように思うが、問

題を抱えたまま解消できないでいる生徒もいる。保護者やスクールカウンセラー等と連携しながら全体

で支援していきたい。 

 

４．次年度の課題について 

 ２年生では、創立１３０周年事業・インターンシップ・修学旅行と大きな行事が予定されている。一

つ一つの行事を成功させて、成長していけるようにサポートしていきたい。 
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学年部の取り組み（２年部） 

２学年主任 後藤理子 

１．学年の概況  

 農業科学科 Ａ 農業科学科 Ｂ 食品科学科 Ｆ 園芸科学科 Ｅ 生活科学科 Ｈ 

男 子 生 徒 数 ２６ ２６ １３ １６ ０ 

女 子 生 徒 数 ８ ８ ２２ １７ ３３ 

ク ラ ス 合 計 ３４ ３４ ３５ ３３ ３３ 

学 科 合 計 ６８ ３５ ３３ ３３ 

出 身 

中学校 

大曲 37 大曲西 4 大曲南 6 平和 8 西仙北 9 協和 2 仙北 10 中仙 9 

太田 12 豊成 3 南外 4 美郷 23 角館 3 生保内 7 神代 7 桧木内 1 

西明寺 1 横手北 5 横手南 2 十文字 1 横手明峰 12 御野場 1 象潟 1 羽後 1 

 

 

２．学習・進路について 

（１）朝学習・補習・模試 

①朝学習 

月：新聞のコラム（北斗星）書き写し 火：国語 水：数学 木：英語 金：農業 

②補習 

進学希望者対象：夏休みに学研「Ｖステップ」、冬休みに大学入学共通テストの過去問を使用した。 

公務員希望者対象：冬休みに公務員セミナーを実施した。 

③模試 

 全員：６月 進路適性検査 

６月・１１月 作文トレーニング 

 四大進学希望者：２月 ベネッセ大学入学共通テスト模試 

看護医療系学校進学希望者：９月・２月 看護医療全国模試 

公務員希望者：２月 公務員模試 

 

（２）キャリア教育指導 

①インターンシップ 

 例年と同様７月に実施予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大のため調整が難しく、１１月１６

日～１８日の３日間、就職希望者を中心に１１５名で実施した。インターンシップに参加できなかった

生徒に対しては、志望理由書講座、作文トレーニング、手紙の書き方講座、林業職講座等を実施した。 

②キャリア教育講話 

１２月１５日にあきた美郷づくり株式会社取締役観光企画部長の山下達史氏による進路講話を実施

した。山下氏より、働くことについての心構え等についてお話しいただいた。 

コロナ禍での大変な状況にも関わらず、インターンシップや講話をお引き受けくださった皆様に深く

感謝申し上げます。 

 

（３）その他 

 今年度も修学旅行は中止となってしまったが、大農祭や運動会、クラスマッチ等は縮小しながらも開

催することができた。それらの学校行事を通して、少しずつ成長が見られたことは嬉しいかぎりである。 

 

 

３．生活・生徒指導面について 
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日常生活において、挨拶や整容、他者への配慮、時間意識の確立を指導してきた。対人関係の構築や

ＳＮＳの使用方法については依然として未熟な面があるので、今後も様々な機会を活用して指導してい

かなければならない。挨拶や整容も、進路実現に直結していることを自覚させ、最上級生にふさわしい

態度を育成する必要がある。 

 

 

４．次年度の課題について 

 全員の進路実現達成のために、学習面及び生活面全般において、個々に対するきめ細かな指導が必要

である。また、次年度は１３０周年記念事業が実施される。生徒一人一人が自分の役割を全うし、人間

的成長につなげられるように指導していきたい。 
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学年部の取り組み（３年部） 

３学年主任 平塚祥広 

 

１ 学年の概況 令和３年４月末日現在 

 農業科学科 Ａ 農業科学科 Ｂ 食品科学科 Ｆ 園芸科学科 Ｅ 生活科学科 Ｈ 

男 子 生 徒 数 ２２ ２２ １６ １３ ０ 

女 子 生 徒 数 １０ ９ １８ ９ ３３ 

ク ラ ス 合 計 ３２ ３１ ３４ ２２ ３３ 

学 科 合 計 ６３ ３４ ２２ ３３ 

出 身 中 学 校 大曲（35） 

大曲西（1） 

大曲南（5） 

平和（6） 

西仙北（9） 

協和（9） 

仙北（9） 

中仙（5） 

太田（8） 

豊成（1） 

南外（3） 

美郷（22） 

角館（5） 

生保内（6） 

神代（9） 

桧木内（1） 

西明寺（2） 

横手北（1） 

横手南（2） 

横手明峰（5） 

御野場（2） 

河辺（1） 

湯沢北（3） 

羽後（2） 

２ 学習・進路について 

（１）朝学習・補習 

ギガスクール事業によってタブレット端末が使用できるようになり、朝学習および補習で調べ学習

が容易となった。これまで問題集や自作プリントなどに頼っていた学習プログラムがデジタル化さ

れ、生徒の自主的な活動をサポートできるようになった。 

朝学習については例年通りＳＰＩを中心に進路別の学習を行ってきた。タブレットと同時に課題に

取り組むことで一人ひとりの集中力が増しているように感じた。 

 

（２）キャリア教育について 

「自己を見つめ直し、進路実現に向けて自ら行動できる生徒の育成」を目標に掲げ、対人コミュニ

ケーションスキルと自己有用感の向上を目指してキャリア教育を展開した。 

７月に劇団わらび座の協力を得てシアターエデュケーションを実施した。自分の内面をさらけ出し、

他の良さを認められる人材になることを目指して計画した本事業であったが生徒一人ひとりが主体

的に行動し、活気のあるものになったと考える。日程などの調整もあるが機会があれば継続していっ

てほしい事業である。 

 

（３）進路達成状況について 

進路希望状況は４年制大学２０名（内国公立５名）短期大学１７名、専門学校５３名となっている。

また、就職状況について県内民間４７名、県外民間６名、公務員６名、自営２名となっている。 

コロナ禍での進路活動であったが、新卒求人数は例年と比べても良好であった。また、一人ひとり

が進路に対して真摯に向き合ってくれたことから多くの生徒が希望進路を達成することができたよ

うに感じている。 

 

３ 生活・生徒指導面について 

部活動の大会をはじめ、多くの対外行事が制限される中で自分と向き合う日々は生徒にとって大変

なものであったように感じる。しかし、何気ない日々がいかに幸せであったかを噛みしめ、友人や家

族に感謝する心を持って生活することができていた。心の成長を感じている。 

 

４ 次年度の課題について 

感染拡大によってＰＴＡや面談など、制限されることも多く保護者との意思疎通に難しさを感じた。 

保護者とのオンライン面談など、コロナ禍の中で効果的な情報共有方法を検討していく必要がある。 
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農業クラブ東北大会を終えて 

教諭  入江香織 ・ 教諭 髙階市太郎 

 

【プロジェクト発表会 Ⅰ類】 

期日：令和３年８月２６日（木） 

場所：宮城県農業・園芸総合研究所 

出場生徒：農業科学科 ３年 髙橋颯汰・嵯峨睦生・北林英地・渋谷大哉 

発表題名：農業の省力化と丈夫な稲の栽培を目指して 

発表要旨：育苗期間の苗の状態に着目し、本校で取り入れている「密苗」栽培のデメリットであ

る徒長苗や老化苗、ムレ苗等の発生にスポットをあて、健苗ローラーを使用し、苗丈

や茎の太さ、根の状態について調査を行った。健苗ローラーの有無で苗の生育の違い

や、ばか苗の発生数に差があったことを発表する。 

結果：優秀賞 

 

【意見発表会 Ⅰ類】 

期日：令和３年８月２６日（木） 

場所：宮城県農業高等学校 

出場生徒：農業科学科 ３年 小田嶋こゆき 

発表題名：それでも私は有機農家を増やしたい 

結果：優秀賞 

 

【意見発表会 Ⅱ類】 

期日：令和３年８月２７日（金） 

場所：宮城県農業・園芸総合研究所 

出場生徒：農業科学科 ２年 片野芹菜 

発表題名 ：「裏の畑に居ります」 

結果：優秀賞 

 

【意見発表会 Ⅲ類】 

期日：令和３年８月２６日（木） 

場所：宮城県農業高等学校 

出場生徒：農業科学科 ３年 進藤瑞華 

発表題名：農業がくれた笑顔と自信 

結果：優秀賞 

 

 プロジェクト発表会では、大会の独特な雰囲気に緊張しながらも、練習の成果を充分に発揮し堂々

と発表することができた。発表後、生徒達が結果発表を楽しみにしている様子を見て、自分達が研究

してきた内容に自信を持っていることがわかり、誇らしい気持ちになった。地味な栽培管理や記録、

記録の整理を行ってきた彼らだからこそ、大会などで評価されることで得られるものが大きいのだと

感じた。 

 意見発表会では、急な日程変更や会場変更などにも柔軟に対応し、平常心を保って発表することが

できた。今回出場した３名とも、単なる意見発表ではなく、豊富な実体験から感じたことや将来の夢

を語っていたため、多くの聴衆の心に届く発表であったと思う。 

 他校のプロジェクト発表や意見発表を見ると、継続的で大規模なものが多く、学校一丸となって行

っている様子が窺えた。今後の指導の参考にしたい。 
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【農業情報処理競技会】 

期日：令和３年８月２６日（木） 

場所：宮城県立亘理高等学校 

参加生徒：園芸科学科 3年 加賀谷みらの 

 今回、東北大会に出場した加賀谷みらのは１年次から情報処理競技会に興味関心を持ち、先輩方と

ともに知識や技能の向上を積み重ねてきた生徒である。入学当初から入力速度は速かったが、表計算

の関数などは苦手としていた。だが、負けず嫌いな性格で普段の練習で間違えた問題は何度も練習す

るなど正確な理解を目指していた。 

 東北大会の問題は「情報知識問題」「表計算処理問題」ともに標準的なレベルであった。知識問題は

教科書の内容にそって出題されており、幅広い知識が問われる問題であった。表計算も入力データは

多いものの、10a あたりの収穫量を求める問題や複合グラフの作成というよく出題される内容だった

ので、今までの力を発揮すれば上位も狙えたところもあった。しかし、ちょっとしたミスや覚え違い

で減点が大きくされてしまう問題でもあった。 

 東北大会優秀賞という目標を掲げこれまで取り組んできた。目標は達成できなかったが、これまで

の努力は素晴らしいものであり、進路先でもさらに伸ばし続けてくれると思っている。私自身も指導

者として、粘り強く取り組むことの大切さを再確認することができた。この経験を今後の指導にも生

かしていきたい。 
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「超人対鳥獣」－硫黄由来資源を活用した鳥除けプロジェクト 

                              

果樹部顧問 佐々木 雄生 

 

標記の調査研究を今年度６月から実施し、その成果について次のとおり評価された。 

大会名：第１０回 イオンエコワングランプリ最終審査会〈普及啓発部門〉 

発表者：果樹部、２Ａ山野大樹 ２Ａ片野芹菜 

実施日時：令和３年１２月４日  

会場：新型コロナ感染拡大防止のため、本校よりオンラインで参加 

「内閣総理大臣賞」「ベストプレゼンテーション賞」受賞 

大会名：第２５回 ボランティア・スピリット・アワード 

発表者：果樹部、２Ａ片野芹菜 

実施日時：令和３年１２月１９日 

会場：新型コロナ感染拡大防止のため、本校よりオンラインで参加 

「Spirit of Community 奨励賞」受賞 

 

今年度、果樹部においては「地域の課題に取り組む調査研究」をコンセプトに活動した。 

 果樹部には７名の生徒が所属しており、生産活動を担当する環境班、商品開発を担当する加工班、販

売やマーケティングを担当する流通班に分かれている。本研究について発表した生徒は環境班を担当す

る生徒たちである。 

 昨年度の課題は、果実の規格外品に着目した未利用資源の商品開発で、果樹の加工品による農家の所

得向上と地域の活性化を目的に活動していた。今年度は、４月の年間計画に記載した課題設定としては、

次年度の継続研究だったが、環境班においては、６月下旬から防鳥ネットの設置を実習で行っていく過

程でカラスによる食害についてのテーマに変更した。その理由は、全国的に果樹の鳥獣被害が多く聞か

れる中で、本校においても同じような状況が見られるようになったからである。その原因の一つは本校

周辺の林野が宅地造成のために伐採され、カラスの滞留地帯がなくなり、果樹園に移動してきたことに

あると判断した。そして、モモやリンゴ、ブドウなどの餌場になってしまった。 

 本校ではカラス対策として、防鳥ネットやテグス糸を設置して被害を最小限に抑えてきたが、生徒の

感想から、現在行われている高所作業は将来的に厳しいと記されていた。「高校生である私たちでさえ、

危険を感じる作業であり、農業の高齢化が進展していけば農作業事故につながる」生徒の体験から、労

働コストや資材の費用を低くし、環境にも配慮した研究活動が行われた。標準試験として、全国的にカ

ラスの忌避材として使用されている「硫黄石」を夏季休業前に設置、その効果は翌日には確認できた。

リンゴやモモに群がっていたカラスは、住宅街の電線に移動した。その後、部員で１７時から１９時ま

でバードウォッチングを実施、８月から９月の平均１８時にはカラスが元のように果樹園に戻ってきて

いた。防鳥ネットは設置していたが、試験区として早生品種「つがる」晩生品種「みしまふじ」の一部

を無ネット区にし、果樹部員が考案した「硫黄石」の代替資材を利用した「湯の花キット」を設置した。

その成果は標記のとおり、評価され、報道で生徒たちの活動を知った全国の農家からも問い合わせがあ

るなど、次年度も生徒の継続した研究活動を支えていきたい。 

 受賞した本発表要旨は次のとおりである。 

研究概要   「超人対鳥獣」－硫黄由来資源を活用した鳥除けプロジェクト－ 

41



１ 背景 

 秋田県南部は、果樹の産地で、本校果樹園もブドウやリンゴが栽培されている。近年、夏から秋に多

くのカラスが飛来し、特にリンゴは 7月から果実が膨らみ、着色すると“1 万羽”とも思えるくらいに

増え、果実を突いては落果させ、食害。食害後の果実は腐敗し、園内に悪臭を放つ。私達果樹部は、こ

の問題が学校だけではなく、地域でも被害があると考えた。私達は、カラス被害のアンケートで回答し

て頂いた果樹農家で 7日間、インターンシップを実施、研修でカラス除けに「硫黄石」を柵に吊してい

るのを発見した。硫黄石は黄色で無臭、硫黄の塊を砕いて粉状にした物で、1kg10,000円と高価である。 

２ 仮説 

 秋田県仙北市玉川温泉は、日本一の強酸性を誇る硫黄泉で、その湧出量は毎分 6400Lで日本一である。

中和された温泉水は手ですくうと「湯ノ花」が溜まり、硫黄石と比較して、硫黄臭はきつく、無色であ

る。この湯ノ花は川に流すことが出来ず、廃棄物になっていることを知った私達は、湯の花が硫黄石の

代替資源になると判断した。 

３ 研究内容 

 7月 12日から防鳥ネットを設置しない早生品種で比較試験を実施し、標準区は何も設置せず、試験

区Ａに湯の花、試験区Ｂに硫黄石を設置した。8月 12日までの 1ヶ月で、リンゴ 1本あたり、標準区

で 100果中、53果、硫黄石区で 100果中 80果、湯ノ花区では 100果中すべてが守られた。この湯ノ

花を多くの方々に届けるためにキットを作製した。 

４ 考察 

 キットの効果は、硫黄石以上の効果を発揮した。その要因はきつい硫黄臭か、薄い黄色にあると考え

る。また、ＳＤＧｓの産業と技術革新基盤づくりによるアップサイクルをテーマにしたことで地産地消

による製品を生み出し、廃棄品を宝物にすることができた。このことから硫黄石のエネルギー資源以外

での生産や輸送コストを抑え、脱炭素社会実現に貢献できる足がかりができた。 

５ 普及啓発 

 キットを市内で糞被害に悩む方々への無償配布を行っている。また、報道機関の取材やＺＯＯＭで全

国に向けてさらなる普及啓発を実践中である。 

６ まとめ 

 循環型鳥害対策資材は、一定の成果をあげることができたが、今後も人間が持つ偉大な能力の可能性

を信じて、鳥獣とのかけひきは続く。また、酸性由来の湯ノ花は使用後、ブルーベリーの土壌資材とし

て、輸入ピートモスの代替になると仮説し、次年度に結果を報告したいと考えている。 
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外部に向けたジャム作り体験および農産物販売について 

 

教諭  菅原 慎太郎 

 

１ はじめに 

  今年度、３年食品科学科サイエンスコースの生徒は体験入学、ＰＴＡ研修、大曲支援学校寄 

 宿舎の生徒に対してジャム作り体験を行った。普段は自分たちが生徒として学んでいることを

 外部の方々に向けて自分たちが先生役として体験研修を行った。これまでの実習で主体的に考

 え行動する力は身に付いているが、それをどのようにしたら相手に伝わりやすいかを考え、研

 修を行うことに苦戦していた。しかし全員で協力して良い体験研修ができたと感じており、有

 意義な経験となった。 

  ビジネスコースの生徒は大農の農産物販売会に参加した。近年、ジャムの販売に苦戦してい

 る中、どのようにしたらお客様の手に取って頂けるかを考え、瓶の装飾やポップ作りなど事前

 準備を行った。また、これまで芝商業高校と連携事業を行っており、今回の販売会では芝商業

 高校考案のどら焼きの販売も行った。こちらについても事前準備を入念に行い、販売当日は完

 売することができた。 

 

２ 概要 

 行事名  ７月３１日（土） 体験入学 

 １０月２３日（土） 農産物販売会 

 １１月 ６日（土） ＰＴＡ研修会 

 １１月１５日（月） 仙北中学校体験入学 

 １２月 ８日（水） 大曲支援学校寄宿舎ジャム作り体験会 

 

３ 研修内容 

 サイエンスコースは２年次に週２時間、３年次に週４時間、食品製造の授業を行っており加工品

の製造について学んできた。３年次になると「本日は○○の製造を行います。」と授業の冒頭で話

しただけで最初の準備から最後の片付けまで全て自分たちで完結させることができるようになって

おり、一つの会社ができあがっているような雰囲気で頼もしく感じていた。また、ＨＡＣＣＰの知

識が定着しており衛生管理の徹底もできている。今年度は外部との体験研修会を計４回行った。説

明から技術指導など全てを生徒に任せることにした。日頃から実習として自分が動くのであれば体

に染みついている経験からスムーズに行動することができているのに、いざそれを言葉にして相手

に説明をし、指導するということに慣れておらず苦戦していたが、全員で協力し、最終的には良い

研修会を行うことができた。また研修会ごとに説明する相手が変わるが、対象生徒に合わせてスラ

イドや説明中の言葉遣いを変えたりして「伝え方」の工夫をしていた。その結果最後の大曲支援学

校寄宿舎とのジャム作り体験会では慣れた様子で取り組んでおり、コミュニケーション能力を養う

ことができたと感じている。 
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 ビジネスコースの生徒は大農の農産物販売会に参加した。販売するジャムについて、どのように

したらお客様の手に取って頂けるかを考え、瓶の装飾などの事前準備を行った。また、昨年度から

連携を行っている芝商業高校のどら焼きを取り寄せ、販売を行った。当日は悪天候で寒い中ではあ

ったが全員が協力してお客様の誘導や販売に当たっていた。販売では商品について説明を求められ

た際、的確に答えることができており、完売することができていた。これまでの授業での知識の定

着が計られていると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 最後に 

 知識・技術は自分が教えることができるようになって初めて身に付いたといえると考えている。

今回の各種行事はその絶好の機会であったと感じている。全員が協力して、３年間の学習の成果を

十分に発揮することができた。この力が卒業後も生徒自身の生きる力になると思う。今後も生徒に

は実践を意識して授業を行っていきたい。  

44



家庭部の取り組み 

                            家庭部顧問：京極 ゆう子 

１．今年の活動について 

今年度は、「秋田伝統野菜」の栽培・普及活動を行った。平成 30年から始

めた本研究は、今年で 4年目となった。秋田伝統野菜とは、「１，昭和３０

年以前から県内で栽培されていたもの」「２，地名、人名がついているな

ど、秋田県に由来しているもの」「３，現在でも種子や苗があり、生産物が

手に入るもの」の３つの条件が揃っているものである。なかでも、「食文

化、発酵文化が育んだもの」「代え難い食味・風味として残されてきたもの」が多い。 

大仙市にも、「石橋ごぼう」「仙北丸なす」「横沢曲がりねぎ」「亀の助ねぎ」のように、地域の食文

化になくてはならない野菜がある。そこで、伝統野菜という地域の文化を未来に伝えるとともに、地

域農業を活性化したいと考え、本研究に取り組んでいる。 

２．主な活動内容 

①石橋ごぼうの栽培 

農業科学館の圃場で石橋ごぼうの栽培を行った。底を切った肥料袋に

土を入れて 2粒播きで 3箇所に播種し、その後間引いた。時期が遅かっ

たため、絡みあってしまい上手く間引けないものがあったことが反省点で

ある。 

これまで、平成 30年に高畝で、令和元年に波板トタンを用いて栽培し

たが、いずれも上手く生育できなかった。しかし、令和２年から始めたこ

の方法では、これまでよりごぼうはまっすぐで、側根も少なく良好な生育であった。 

また、今年度は部員の保護者のご協力で、学校外での栽培も行っていただいた。生育も良好で、

このごぼうを用いて商品開発を行うことができた。 

②食育講座 

 伝統野菜を知ってもらうため、幼児・児童とその保護者を対象とした

食育講座を行った。この講座では、子ども達に伝統野菜と夏野菜・秋野

菜の収穫を体験してもらった。また、スライドによるプレゼンテーショ

ンやクイズを行い、楽しみながら学んでもらうとともに、伝統野菜料理のレ

シピの配付も行った。 

③商品開発・販売 

 石橋ごぼう・亀の助ねぎ・仙北丸なすを用い、フォカッチャや肉まんなど

様々なレシピの開発を行った。その中で、石橋ごぼうチョコカップケーキを

文化祭で販売した。また、本校アグリマーケティングハウスで石橋ごぼうド

ーナッツの販売も行った。 

④HAKKO×KAWAII お菓子コンテスト in YOKOTE 2021」 

 横手の発酵食品を用いた、お土産用のお菓子コンテストの本戦で、いぶりが

っこまんじゅうを発表した。このまんじゅんは、伝統野菜である山内にんじん

の色を活かしかわいらしさを表現し、いぶりがっこ・あんこ・クリームチーズ

を組み合わせたものである。プレゼンテーションの方法も工夫し、その結果、

優良賞をいただくことができた。 
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３．次年度の取り組み 

次年度は、若手農業従事者への石橋ごぼうの栽培暦の配付、保育園児とその保護者への種の配付

を行いたいと考えている。これにより、伝統野菜をより身近に感じていただき、栽培の不安を解消

することで、栽培意欲の向上に繋げていきたい。 
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インターハイを終えて（自転車競技）  

自転車競技部顧問  三浦 薫 

 

インターハイ 「輝け君の汗と涙 北信越総体２０２１」 

 

大会期間   ：令和３年８月１９日（木）～２３日（月） 

トラックレース：福井県福井市 福井競輪場 

ロードレース ：福井県大野市 特設ロードレース・コース 

 

  

今年度の自転車競技部は、顧問全てが入れ替わり新体制でのスタートであった。そのような

ハンデも関係なく、チームは３年生が中心となり個人とチームの成果を掴むことへの激しい執

着がある姿勢を毎日の練習で見せてくれた。全県総体ではロードレースにおいてハイペースレ

ース展開の中、本校３年生４名のみが完走する結果となった。このレースにおいて優勝した小

澤侑陽がいち早くインターハイの切符を手にした。続く東北選手大会では、齊藤脩がスクラッ

チで第２位、髙橋胤世が４ｋｍ速度競走で第３位、小澤侑陽が 1km タイムトライアルで５位、

高橋優がロードレースでインターハイへの出場権を獲得した。３年生全員の活躍により東北選

手権大会で弾みをつけ、インターハイに臨むことができた。  

インターハイでは目に見えないコロナウイルスの圧力を受けながらも、感染防止を徹底に行

い各種目に出場した。福井競輪場は４００ｍの周長であり、普段とは傾斜や直線の感覚が違い

出場した４名の選手全員が苦戦を強いられた。そんな中、スクラッチに出場した齊藤脩が予選

を上位で通過し決勝の舞台で走ることができた。入賞を果たすことはできなかったが、これま

での練習成果を十分に発揮した走りであった。小澤侑陽と髙橋胤世も各個人種目において奮戦

を見せるも、入賞することはできなかった。最終日に行われたロードレースにおいて、髙橋優、

小澤侑陽、齊藤脩の３名が出場した。レース終盤までトップ集団に高橋優と齊藤脩の２名が残

り、２名の入賞や完走が期待されたが、齊藤脩の完走という結果となった。  

今年度を振り返り、最も嬉しく思うのが３年生全員の進路が自転車競技に関わる職種や進学

を選んだことである。３年生全員は高校からスタートした自転車競技である。今後は、これま

での日々の練習やインターハイでの経験を活かし、次のステージでの活躍を期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクラッチ         ４ｋｍ速度競走          ロードレース  

齊藤 脩            髙橋胤世        齊藤脩・高橋優・小澤侑陽  
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全国大会を終えて（柔道部） 

柔道部顧問 我妻沢美 

 

 

  

 令和３年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会・第７０回全国高等学校柔道大会は、長野県長野

市で開催された。本校からは２年生の伊藤一冴が男子個人９０㎏級に出場した。新型コロナウイルスが

猛威を振るい昨年度は中止となったが、今年度は厳重な感染対策をとりながら開催された。運営に向け

て尽力していただいた長野県の競技役員をはじめ関係者に感謝したい。 

 出場選手は１週間前にＰＣＲ検査を実施して、陽性者と判定された選手及び濃厚接触者は出場するこ

とができなかったために、複数のチーム、選手が目標の舞台に立つことができなかった。本校の伊藤は

無事に出場することができたが、チームメートや家族など、伊藤の試合に向けて感染対策を徹底してく

れた。 

 試合は１回戦で福井県の津幡高校の選手と対戦した。津幡高校は北信越ブロック団体優勝の強豪校で

あり、相手の選手も有力な選手であった。試合開始と同時に、伊藤が勢いよく攻め込んだが、ポイント

にはつながらなかった。試合が進むにつれて組手が不利になり、劣勢になった。寝技で下になったとこ

ろを、上手く攻められて腕挫十字固めを極められて、一本負けした。 

 伊藤は非常に有望な選手であるが、自分より強い選手や、自分と同じくらいの実力の選手と練習する

ことがあまりできていない。さらに、左組の選手に対して苦手意識があるが、校内にはほとんど左組の

練習相手がいない。練習相手の不足を補うために遠征を行うことができたら、さらに大会で活躍できる

ようになるのは間違いないと思うが、なかなか思うような強化を実施することができていない。校内で

工夫をして練習することと、感染レベルが落ち着いている時には、感染対策をしっかりとしながら遠征

を実施することで、伊藤の素質を生かすことができるようにしていきたい。 

 伊藤は１２月に行われた全県新人の男子個人無差別で優勝して、３月に日本武道館で行われる全国高

等学校柔道選手権大会に出場することが決まっている。全国の舞台で活躍できるように頑張らせたい。 

 

輝け君の汗と涙 北信越総体２０２１ 

大会期間 ： 令和３年８月８日（日） ～ １２日（木） 

大会会場 ： 長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング） 

出 場 者 ： 男子個人９０㎏級  伊藤一冴（２年） 
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インターハイを終えて（なぎなた部） 

なぎなた部顧問 髙橋菜津美 

 

 

  

石川県で行われたインターハイは、新体制になってから最初で最後の県外への遠征となった。初めて

のことが多く、戸惑っていたが気心の知れた仲間と声を掛け合い、支え合いながら大会に臨んでいた。 

 団体戦は３校のリーグが行われ、広島県の比治山女子高校と熊本県の熊本西高校との試合だった。初

戦は広島県の比治山女子高校。先鋒の佐々木優美（２年）が鮮やかにメンとスネを決めると、続く次鋒

の佐藤加菜（３年）も相手に対し果敢に攻め、チームに流れを運んだ。中堅の佐藤佳子（３年）は得意

とするメンを２本決め、続く副将の本間来瞳は多彩な技を使いスネとメンを決めた。大将の澤田菜緒（３

年）は持ち前の強気な攻めを生かしメンを取り一本勝ちし、結果は４－０で快勝した。２試合目は熊本

県の熊本西高校。全国大会では常に上位成績を収めている伝統校である。初戦での良い雰囲気のまま試

合に臨んだが、相手の攻めに圧倒された。一本取ることができずに試合が進み、副将の佐々木優美（２

年）が隙を突かれ、コテを２本決められてしまい０－１で敗退した。最終結果は、１勝１敗で予選リー

グを通過することはできなかった。 

 個人試合には、全県総体の個人試合で優勝した本間来瞳（３年）と、県民体育大会の少年女子試合競

技で優勝した佐藤佳子（３年）が出場し、予選は本人を含む３名でのリーグ戦が行われた。本間来瞳の

１試合目は大分西高校（大分県）の選手。相手のスピードに必死に食らいついたが、隙を突かれコテと

メンを取られた。続く２試合目は、市立伊丹高校（兵庫県）の選手。相手の動きに対応しつつ自分の技

を十分に使った動きができていたが有効打突が出ず、判定で負け、予選リーグを突破することができな

かった。また、佐藤佳子の１試合目は鵬学園高校（石川県）の選手。緊張し、自分らしい動きができて

いないところにメンを決められた。２試合目は大垣商業高校（岐阜県）の選手。１試合目の反省を生か

し、試合に臨んだが、足が止まってしまったところにスネを決められ、予選リーグ敗退となった。 

 今年度は特に、当たり前になぎなたができる環境があることの大切さに気が付くことができた年であ

ったと感じている。さまざまな苦労や困難があったが、たくさんの方々の支えがあったからこそ全国大

会へ出場できた。なぎなたを通して出

会った人はもちろん、支えてくれてい

る方々への感謝の気持ちを忘れず、今

後も努力を重ねていきたい。 

輝け君の汗と涙 北信越総体２０２１ 

大会期間 ： 令和３年８月９日（月） ～ １２日（木） 

大会会場 ： 松任総合運動公園体育館 

出 場 者 ： 団体  澤田菜緒（３年） 本間来瞳（３年） 佐藤加菜（３年）  

            佐藤佳子（３年） 佐藤聖那（２年） 佐々木優美（２年） 

       個人  本間来瞳（３年） 佐藤佳子（３年） 
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編集後記   

令和３年度の研修集録が完成いたしました。年度末のお忙しい中、先生方に寄稿いただき

ましたことを感謝申し上げます。皆様の今後の教育活動にご活用いただければ幸いです。 

（大曲農業高校 研修部） 


