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１１月の行事予定 
日 曜 行 事 

１ 月 
地域が育む「かごしまの教育」県民週間（～７日） 

図書館休館日 

２ 火 教育支援委員会 

３ 水 文化の日 

４ 木 
生涯学習フェスティバル実行委員会 

成人式実行委員会 

５ 金  

６ 土  

７ 日  

８ 月 図書館休館日 

９ 火 
市子連理事会 

養護教諭,栄養教諭パワーアップ研修 

10 水 市人権・同和教育研究会（立神中） 

11 木 地区館連絡会 

12 金 教科部会 

13 土 
土曜授業  

アートストリート「青空美術館」作品鑑賞会  

14 日 史跡めぐり 

15 月 図書館休館日 

16 火 
教科部会，枕崎校区地域学校協働活動推進委員会 

南薩地区フレッシュ研修研究授業研修「道徳」 

17 水  

18 木 桜山校区地域学校協働活動推進委員会 

19 金 
市民あいさつ運動，市進路指導主任等研修会 

市特別支援学級担任研修会，学校備品廃棄 

20 土 

青少年育成の日 

わくわく科学教室 in 枕崎，市子ども会大会 

かつおの絵コンクール展（南溟館）～11/28 

21 日 家庭の日 

22 月 
別府校区地域学校協働活動推進委員会 

図書館休館日 

23 火 勤労感謝の日，ふれあい図書館まつり 

24 水 
地区・市指定研究公開（別府小・中） 

成人式実行委員会 

25 木 
市校長研修会，学校備品廃棄（予備日） 

立神校区地域学校協働活動推進委員会 

26 金 
枕崎市学校保健研究協議会 

南薩地区小・中・義務教育学校事務職員研修会 

27 土  

28 日 第 67 回川辺地区駅伝競走大会 

29 月 図書館休館日 

30 火 教科部会，市養護教諭研修会 

※ 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   

 

今年度も上半期が終わった。手帳をめくりながらこの半
年を振り返ると，予定していた行事が，「中止」や「短縮」
を余儀なくされていることを改めて実感する。依然として
新型コロナに振り回されていることは，仕方がないと諦め
てはいるが，失われた２年，残念な２年，という思いは拭え
ない。楽しみにしていた行事が出来なかった児童生徒の心
中を思うと胸が痛む。 

  このような状況においても，市内の各学校では，コロナ
禍ならではの行事を前向きに計画・実施している。その一
部を紹介しよう。 

当然のことではあるが，すべての学校で，いわゆる「三
密」を回避しながら行事を実施しており，例えば，体育館
で一堂に会しての教育講演会をオンラインで実施したり，
体育館で実施していた行事を各教室で分散して行ったり，
参加者を限定した体育大会をＺＯＯＭで外部に発信した
り，終日開催の文化祭を半日ずつの２日間に分けて実施し
たりするなどである。 

次に，感染防止で職場体験学習の受け入れを断られてい
ると，自営業の保護者や個人経営の地域住民が，救いの手
を差し伸べてくれたという学校もある。 

圧巻は修学旅行の計画・実施を見直した学校の存在であ
る。修学旅行はこれまで県外を目的地にしていたが，県内
実施に舵を切るようになった。既に新聞で報道されている
が，修学旅行でＪＲ指宿枕崎線を利用した学校がある。地

元を走る列車を利用しての修学旅行は，きっと忘れられな
い思い出になるだろう。また，屋久島へ修学旅行を予定し
ている学校もある。聞けば，１年生で計画していた集団宿
泊学習が中止になったことから，歩趨（ほすう）で屋久島
の名所を訪ねる計画もあるという。これまでの県外から離
島へと目を向けた発想に感心する。 

新型コロナ感染症の「終息」は不透明であるが，各学校は
感染症対策への免疫ができているのではないだろうか。そ
れは各学校のユニークな取組が，「コロナの所為（せい）」
という嘆き節からではなく，「コロナのお陰」という前向き
な発想から生まれたように感じるからである。              
各学校の逞しさを感じた令和３年度の上半期である。 

 令和３年度も，「もっと知ろうよ！まくらざ

き！」をテーマとした「まくらざき市民大学講

座」を 11月から１月にかけて８回開講します。 

 わたしたちが住んでいる「まくらざき」のこと

をもっと知ることができるように，今年度は昼

間に６講座，夜間に２講座の計８講座を開講し

ます。 

 特に，今年度から新しい取組として，仕事の関

係でこれまで昼間の講座を受講することができ

なかった方々のために，夜間講座の開講を始め

ました。 

 詳しい内容は，「お知らせ版 10 月号折込チラ

シ」，市ホームページをご覧ください。 

市教科部会研究授業 
10月６日（水）立神小学校で，上野貴弘教諭が５年生音楽

科の研究授業を行いました。 

 授業はＩＣＴを活用した旋律づくりの学習で，子供たちは

意欲的に活動していました。普段からタブレットを活用して

いることが伝わってきました。授業研究は，ＩＣＴの活用に

ついての質問や意見交換が活発に行われました。今後の各校

の授業実践につながる貴重な時間となりました。 

 また同日，枕崎小学校では，椎葉和馬教諭が５年生道徳科

の研究授業を実施しました。相手の立場や考えを理解し，尊

重することについて資料をもとに考え，意見交換した後，相

手と分かり合うためにはどんな気持ちが大切か，自分の考え

を「ロイロノート」を使ってまとめ， 

交流しました。 

 授業を通した市教科部会が定着して， 

有意義な研修会となりました。 
 

ちょっといい話 
  ～別府小児童が今給黎さんに贈り物～ 

 10月６日別府小学校の６年生が，スクール

ガードリーダーの今給黎誠さんに感謝の手

紙を添えた手作りのバッジや横断旗等を贈

りました。 

今給黎さんは，本市のスクールガードリー

ダーを長年務めてくださっています。 

別府小学校の６年生は，このことに深く感

謝し，総合的な学習の時間を使って，贈り物

の準備をしました。 

今給黎さんは，思いがけ 

ないプレゼントに感激して 

おりました。 

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

鹿児島県では，小中学校の児童生徒が，学級単位で仲間と
協力しながら体力づくりを行い，記録に挑戦していく「体力
アップ！チャレンジかごしま」の取組を推進しています。 
本市では今年度も，小・中学校とも全学級でチャレンジか

ごしまに取り組んでおり，運動に親しませながら，子供の体
力向上を図る取組を推進しています。 
９月下旬，申告記録で争う県の前期ランキングが発表さ

れ，県内の学校の記録がホームページに掲載されました。 
本市の学校からは，ここ３年で最も多い５校 18種目がラ

ンクインしました。 
おめでとうございます。 

 
【前期ランキング入りした学級・種目・順位・記録】 
別府小１年１組  長縄エイトマン  第２位 記録 115回 
別府小３年１組 長縄エイトマン  第４位 記録 270回 
立神小３年い組 のばしてコロコロ 第６位 記録 11.2回 
別府小４年１組 10人でチャレンジ 第１位 記録11.0回 
別府小５年１組 10人でチャレンジ 第３位 記録11.0回 
別府小５年１組  長縄エイトマン  第９位 記録 315回 
立神小５年ろ組 ２人でさっさっ   第９位  記録 19.2回 
立神小５年ろ組 のばしてコロコロ 第５位 記録 13.1回 
立神小５年い組 のばしてコロコロ 第８位 記録 12.3回 
別府小６年１組 長縄エイトマン  第６位 記録 427回 
別府小６年１組 のばしてコロコロ 第４位 記録 20.6回 
枕崎中１年１組 長縄エイトマン  第４位 記録 316回 
立神中２年２組 仲間とチャレンジ 第３位 記録 672回 
立神中２年１組 仲間とチャレンジ 第７位 記録 440回 
別府中２年１組 長縄エイトマン  第３位 記録 348回 
立神中２年２組 長縄エイトマン  第７位 記録 312回 
枕崎中２年２組 長縄エイトマン  第 10位 記録 306回 
立神中２年１組 のばしてコロコロ 第 10位 記録 13.2回 

発行 枕崎市教育委員会 

枕崎市中央町 184 番地 
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 見にきてね ちいきでそだった ぼくわたし   

(立神小学校３年 桑原 あさひ さん) 

 

地域が育む 

｢鹿児島の教育｣ 

県民週間 

11/1～11/7 

 

カツオの絵コンクール 
枕崎市教育委員会では，「故郷を学び，故郷

に学び，故郷に返す」を教育の重点に置き，

教育活動の充実・推進を図っています。その

取組の一環として，本年度から「かつおの絵」

コンクールを実施し，各学校から数多くの作

品の応募がありました。 

この取組には枕崎市内の事業所（枕崎市漁

業協同組合，枕崎水産加工業協同組合，枕崎

市かつお公社，枕崎お魚センター，南薩地域

地場産業振興センター，さつま鰹節協会）に

協賛をいただきました。 

11 月 20 日（土）～11 月 28 日（日）に南溟館

で展示します。 
 

「我が故郷枕崎」を思う気
持ちが詰まっています。 


