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１０月の行事予定 
日 曜 行 事 

１ 金 市養護教諭研修会，特別支援学級担任研修会 

２ 土  

３ 日  

４ 月 図書館休館日 

５ 火 市学校司書研修会，公民館運営審議会 

６ 水  

７ 木 就学時健康診断（桜小，別小，立小） 

８ 金 
枕崎市「かつおの絵」コンクール審査会 

枕崎市学校保健研究協議会 実行委員会 

９ 土 土曜授業 

10 日  

11 月 図書館休館日 

12 火 

秋の就学相談会（１日目） 

南薩地区道徳教育研修会（立神中学校） 

南薩地区小・中・高・特ステップアップ研修 

13 水 
小学校体育主任研修会・会場準備 

読書感想文コンクール審査会 

14 木 小学校陸上記録会 

15 金 

市民あいさつ運動，成人式実行委員会 

小学校陸上記録会（予備日） 

南薩地区小・中・義務教育学校教頭研修会 

16 土 
青少年育成の日 

 

17 日 
家庭の日，市民会館休館日 

 

18 月 図書館休館日 

19 火 
秋の就学相談会（２日目） 

読書感想文コンクール審査会（予備日） 

20 水  

21 木 就学時健康診断（枕小） 

22 金 教科部会① 

23 土 第 55 回市総合文化祭展示部門（～11/3） 

24 日  

25 月 中学校「弁当の日」，図書館休館日 

26 火 郷土教材「枕想子」第２回編集委員会 

27 水 
市校長研修会 

南薩地区小・中・義務教育学校年末調整説明会 

28 木 南薩地区道徳教育研修会（立神小学校） 

29 金 教科部会，中生連常任委員会，妙見神社豊年祭り 

30 土  

31 日  

※ 教育委員会の行事のうち，学校関係の主な行事を

掲載しています。変更になる場合もありますので，予

めご了承ください。 

 

枕崎市教育委員会教育長 丸山 屋敏 
９月定例市議会の一般質問では多くの通告があった。日頃，疑問

に思っていること，確認したいことなどについての質問である。教
育委員会にも多岐にわたる質問が寄せられた。その中には幾度も
出される質問もある。給食の無償化に関する質問はその一つであ
る。教育委員会は「学校給食法第１１条」を根拠にして，完全無償
化は難しい旨の答弁を繰り返している。 

  ところで，「学校給食法」は昭和２９年に，児童生徒の栄養摂取
による健康の保持増進を主たる目的にして制定された。当時の文
部省（現・文部科学省）は，その前年に成立した「学校図書館法」
に優先して，給食の充実に取り組んだ。食糧が満たされていなかっ
た当時の日本では，児童生徒の体力向上こそが喫緊の課題だった
からである。それでも，日本全国津々浦々で学校給食が実施される
までには，相当の年月を要した。昭和３０年代の高度経済成長の光
が届いていない僻地の児童生徒には，学校給食は遠い存在だった。
私もその一人だった。昼食時間になると，「脱脂粉乳」という，牛
乳とは似て非なる飲み物が用意され，弁当を食べる前に飲んでい
たことを記憶している。 

 当然のことであるが，当時の弁当は豊かな食材が並んだ物では
なかった。空腹を満たすだけの貧相な弁当であったが，親の愛情が
詰まっていた。そんな時代の弁当にまつわる詩がある。兵庫県の僻
村の小学生の作品である。 

 

             かつお    小６  樫本輝雄 

   学校に来がけに  ちょっとしたことから 

母さんと言いあいをした 

   ぼろくそに母さんを言い負かしてやった 

   母さんは困っていた ぼくはだまって家を出た 

   昼になって 母さんの入れてくれた弁当のふたをあけたら 

   ぼくの好きなかつおぶしが パラパラとふりかけてあった 

   おいしそうにかおっていた 

それを見たら ぼくはけさのことが思い出されて 

こうかいした 

母さんは今ごろさびしい心で 

昼ごはんを食べているだろうかと思うと 

すまない心が ぐいぐいこみ上げてきた 

 

母親を言い負かして登校した輝雄君。弁当で母親の愛情を実感
し，反抗したことを後悔する気持ちがひしひしと伝わってくる詩
である。特にこの日の弁当は親と子の心の手紙になったのだろう。
輝雄君の弁当だけでなく，貧しい昭和の時代の弁当には，学校給食
とは違う美味しさがあった。それは「親の愛」が隠し味になってい
たからだと思う。                     

貧しかった昭和の時代を生きた親子には，様々な「弁当物語」が
あった。モノには恵まれなかったが，心には恵まれた時代であっ
た。 

令和３年５月 27日（木）に実施された全国学力・
学習状況調査の結果が公表されました。 
学力調査では，小学校は国語，算数ともに県及び全

国の平均正答率を上回りましたが，中学校は国語，数
学ともに県，全国の平均を下回る結果となりました。 
この結果から顕著になったのは，学校間格差が大

きいということです。このことは小学校でも，中学校
でも共通の課題です。加えて，小学校と中学校の学力
は，ほぼ連動するということも分かりました。小学校
で高い学力を身につけた子どもであれば，中学校で
もほぼ高い学力を維持しているということです。こ
の逆の例もあります。 
学習状況調査では，「地域の行事に参加する」など

の項目は小・中ともに全国・県の結果を上回る一方，
「自分と違う意見について考えるのは楽しい」「授業
で課題の解決に向けて自分で考え，自分から取り組
む」などの項目は小・中で結果に違いが見られ，今後
の授業改善へのヒントが見えてきました。 
各学校では，小学校と中学校の連携を実のあるも

のとし，併せて，保護者への協力をさらに促して，充
実した教育に取り組みます。 

先輩に学ぶ進路学習 
９月 17日（金）の５・６時間目に桜山中学校で OB・

OG 講話～卒業生に学ぶ～がありました。卒業生であ
る先輩が直接中学校３年生に地元高校の魅力を伝え
ました。 
鹿児島水産高校２年生の猪谷花音さん，篭原陽翔さ

んは，水産高校でしか学べないことや資格取得の大切
さなどについて話し，持参したモールス信号の実演で
楽しませてくれました。 
枕崎高校２年生の草野優人さんは，スライドを使っ

て分かりやすく学校説明をし，「自分は将来のことが
決まっていなかったから，１年間しっかり自分に合っ
たものを探すことができる枕崎高校を選んだ」と，総
合学科の魅力を話しました。「学校生活を漢字一文字
で表すと？」という質問には，「毎日が楽しいので「楽」
です」と充実した学校生活を送っていると答えまし
た。 
講師の教室へのエスコート，司会進行，インタビュ

ー，お礼のあいさつを中学生が担い，授業中は終始真
剣なまなざしで臨む姿が見られました。 

コロナ禍における取組～オンラインによる始業式～ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止

する学校の取組は多岐に渡ります。日常における

基本的な感染症対策に加え，学校行事も工夫して

実施しています。 

９月１日の小中学校の始業式は，オンラインや

校内放送で実施しました。 

立神小学校では，校長室から各教室の児童へ，

代表児童や学校長の言葉などが配信され，テレビ

画面を通した始業式が行われました。 

どのクラスの児童も，姿勢正しく真剣にテレビ

の画面を見ておりました。１年生のクラスでは，

校長先生の呼びかけに返事をする姿も見られま

した。

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

 
１ 「40 60 90 120運動」の取組状況について 

○ 各学年の目標を達成している割合が，小学校低学年を除い

て５０％を下回っている状況である。家庭学習は，時間を確保

することだけが全てではないが，まずは各学年に応じた家庭

学習の時間を確保することに努めていきたい。 

 【達成率】 

（小学校低学年 63％・中学年 46％・高学年 23％） 

（中学校全学年 27％） 

２ 「自主学習」に取り組んでいる割合について 

○ 昨年度と同様に，中学生は自主学習に取り組んでいる割合 

が５０％を超えていた。小学生については，割合が高い学年 

でも３割程度と全体的に低く，教師から与えられた課題のみ 

の家庭学習になっている割合が高い傾向にある。 

 【達成率】 

（小学校低学年 30％・中学年 24％・高学年 29％） 

（中学校全学年 54％） 

３ 

○ 昨年度と同様に，「９時 OFF」に進んで取り組んでいる割合

は，学年が上がるにつれて低くなる傾向にある。保護者の自由

記述意見からは，スマホを使用した「ゲームをする時間」や

「ユーチューブ（動画）を視聴する時間」が長くなっていると

いう意見が多く，「メディアとの上手な接し方」については，

本市の今後の大きな課題にもなっている。 

【達成率】 

（小学校低学年 70％・中学年 59％・高学年 50％） 

（中学校全学年 42％） 

※ １学期末は，上記のような結果となりました。この結果を基

に，２学期以降の家庭での過ごし方について家族で話題にし

てみてください。 

 発行 枕崎市教育委員会 

枕崎市中央町 184 番地 

TEL 0993-72-0170 

FAX 0993-72-0677 

 

 

小学６年 国語 算数

枕崎市 68 74

県 67 71

全国 64.7 70.2

中学３年 国語 数学

枕崎市 61 53

県 64 56

全国 64.6 57.2



 


