
平成２８年４月号　第１号　　　

総務課・学校教育課関係　文化課関係

保健体育課関係　生涯学習課関係

日 曜

18 水

21 土

24 火

26 木

27 金

30 月

※　敷金等は不要です。
◇　問い合わせ先
　教育委員会総務課(72-0170)

若葉町
106番地

16,500円 ＲＣ造 68.61㎡

田布川町
462番地

20,000円 ＲＣ造 93.29㎡

特別支援学級担任研修会
市民あいさつ運動の日（別小）

※　枕崎市教育委員会の行事で学校関
係を掲載しております。なお，変更もあり
えますので，ご了承ください。

耳鼻科検診（立小②）

市校長研修会

耳鼻科検診（立中②）

青尐年育成の日

耳鼻科検診（立小①）

現在，募集中の物件
所在地

金20

市生徒指導主任研修会
市生活指導研究協議会
市校外生活指導連絡会
交通事故防止連絡会
眼科検診（立小・立中）
子ども読書活動推進研修会

水25

授業サポート（枕中）
理科主任等研修会
眼科検診（枕小，別小，別中）

火31

入居料 構造 面積

弁論大会運営委員会

17

19

木12

教科等部会
相撲教室（～６／１０）
教職員レントゲン検診
子ども安全の日パトロール
耳鼻科検診（枕小①）
市Ｐ連評議員会

金13

心臓検診（別小，別中，立小）
耳鼻科検診（枕小②）

火

市奨学生推薦委員会
第１回学校給食担当者研修会
耳鼻科検診（枕小③）

木

～枕崎市教委関係～

土曜授業
教職員バレーボール大会

教科等部会
検尿二次回収日
眼科検診（枕中）
市体育部会・学体連評議員会

行　　　　事

親子スケッチ教室作品展
（～５／８）お魚センター

火10

検尿二次回収日
耳鼻科検診（立中①）

水11

検尿二次回収日
耳鼻科検診（立中）
市社会教育学級主事会
市青尐年育成地域懇談会連絡会

火3

検尿二次回収日
心臓検診（桜小，桜中，立中）

月9

土14

 

「Ｔｅａｍまくらざき」の発行にあたって 
                                                                   

                            教 育 長   丸 山  屋 敏 
 

 小学校英語の教科化，特別の教科道徳の創設，大学入試の改善，

アクティブ・ラーニングによる指導など，昨今の教育界は，次から次

へと教育改革の波が押し寄せています。国際化，情報化の現代に

あっては，前例を踏襲した現状維持の教育は，もはや時代遅れです。

すべての教職員が，社会の動向に敏感になり，教育改革に精通し，

連携・協力して教育に当たることが求められています。一人の教師

の百歩ではなく，百人の教師の一歩，つまり，「チーム学校」が必要

とされ，求められているのです。 

 このようなことを踏まえ，教育委員会だより「Ｔｅａｍまくらざき」を発

行します。毎月１回，新鮮な教育情報や話題を提供したいと考えて

おります。本紙が愛読され，さらなる学校の活性化の一助になること

を願っています。 

 
 

 ～県小中学校教育実践記録～ 

 平成27年度県小中学校教育活動 

実践記録に出品した立神小学校の 

安庭裕太教諭が，この度，奨励賞を 

受賞しました。４月７日（木），立神小 

学校の校長室で教育長，学校教育課長が見守る中，单薩教育事務

所の勝久指導課長から賞状が授与されました。 

 受賞作品のテーマは「『わかる・できる』喜びを味わえる算数科授

業の創造～全員が参加し，思考力・表現力を高める授業をめざして

～」です。（「研究と成果 第６号」单薩教育事務所発行に掲載）子供

の実態をしっかりと把握した上で，ＵＤ（ユニバーサル・デザイン）の

視点を取り入れた個に応じた指導・支援を適切に行う教育実践や学

び直しの時間を設定した指導計画の導入などの積み重ねにより，そ

の成果が全国学テや鹿児島定着度調査等の結果に如実に表れて

いることが受賞のきっかけです。 

 安庭教諭は，「研究指定を学校が受けたことをきっかけに，全職員

で一丸となって研究に取り組んだ成果が目に見える形で実を結んだ

のです。」と学校全体で研究に取り組んだことを一番の成果とおっ

しゃっていました。 

 今年は，桜山小が国語科，枕崎中が道徳，別府中が保健体育，別

府小・中が小・中一貫教育と研究公開が秋から冬にかけて目白押し

です。他校の教育実践を参考にして，子供たちの学力や体力向上，

豊かな心の育成に役立てていただきたいです。 （学校教育課） 

～枕崎市教育委員会～ 



平成２８年４月号　第１号　　　

1 サッカー選手 食べ物屋さん
2 野球選手
3 警察官 看護師さん
4 お医者さん
5 大工さん

： 4月30日（土）午前9時～正午　※小雨決行
： アートストリート「青空美術館」

　　　　　　　　（国光公園～市役所通り～駅通り～中央通り～出会いの広場）
： 福元　拓郎　先生（鹿児島県美術協会会員）
： 幼児，児童，生徒とその保護者（子ども会
等の引率でも可），一般の方も参加可

： 单溟館研修室（午前9時）
： 筆記用具，クレヨン，絵の具，飲み物等
（画用紙・画板は準備します）

： お魚センター　２階
※　5月3日（火）～5月8日（日）

： 4月27日（水）午後5時（定員40名）
：

（文化課）

　　　参加者募集中！
　　　　　　　青空美術館～親子スケッチ教室～

　アートストリート「青空美術館」に設置されている立体
作品をスケッチしてみませんか。みなさまの参加をお待
ちしています。

日　時
場　所

講　師
対　象

集合場所

必要なもの

南溟館　72-9998

作品展示

申込期限

申込先

当てはまらない

72.2 74.3 70.5

本市（％） 本県（％） 全国（％）

12.5 14.1 16.0
11.4 6.4

電車・バス・車の運転手

保育園・幼稚園の先生

学校の先生（習い事の先生）

男　　子 女　　子

19.7 16.7 17.5
12.8 10.0 10.6

当てはまる

※　平成27年度全国学力・学習状況調査質問紙調査より

　第一生命保険は「大人になったらなりたいもの」
の調査結果を発表しました。男子は６年連続で
「サッカー選手」（１３．８％），女子は１９年連続で
「食べ物屋さん」（１５．８％）が１位でした。
　昨年行われた全国学力・学習状況調査の質問
紙調査で，「将来の夢や目標をもっていますか」
の問いに対し，本市小学生の約１５％，中学生の
約３２％が夢や目標を見つけられていないという
結果でした。
　新年度の今だからこそ，枕崎の児童生徒に「○
○になりたい」という夢や目標をしっかりともち，
勉強やスポーツに励んでもらいたいものです。

（生涯学習課）

将来の夢や目標をもっていますか

小
学
校

中
学
校

どちらかといえば当てはまる

どちらかといえば当てはまらない

当てはまらない

どちらかといえば当てはまる

どちらかといえば当てはまらない

「大人になったらなりたいもの」ランキング

※　第一生命保険調査より（平成28年1月7日毎日新聞）

5.9
35.6 49.1 46.0
31.4 24.0 25.7

当てはまる

7.5
4.0 5.1

 文化課（单溟館）は，市の中心部,小

高い丘の片平山公園の中にあり，市

民の文化ゾーンとして散策の場として

親しまれています。 

 单溟館では，今年の夏，現代美術

の公募展「第１回枕崎国際芸術賞展」

を開催いたします。 

＜展覧会＞ 平成２８年７月１８日

（月・祝）～９月４日（日） ４９日間 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 その「第１回枕崎国際芸術賞展」開

催準備のため，单溟館は，現在臨時

休館しています。どうぞご了承ください。 

【臨時休館期間】平成２８年４月１日

（金）～７月１７日（日） １０８日間 

                 （文化課） 

 福岡工業大学吹奏楽団枕崎公演実行委員会 

   が野球場用の砂を寄付 

 福岡工業大学吹奏楽団枕崎公演実行委員会（揚野卓郎

会長）から市営野球場に野球場用の砂が寄贈されました。 

 揚野会長は，「福岡工業大学野球部が本市でキャンプす

ることがきっかけで吹奏楽団の公演が始まったので，野球

に関することで貢献できないかと考えていました。役立てて

いただければうれしいです。」と話されました。（保健体育課） 

相撲教室が始まります 

 ５月より市内の小学校で相撲教室が始まります。 

 期間：５月１３日（金）～６月１０日（金）の間で各校２回 

 ※ 第２６回黒潮すもう大会は，下記のとおりです。 

   期日：平成２８年６月１１日（土）１４：００～ 

   場所：枕崎市駒場公園相撲場    （保健体育課） 

   塩浜運動場にトイレが完成 

 老朽化していた塩浜運動場の枕崎 

高校前のトイレが新しくなりました。 

公共施設です。大切に利用しましょう。 
 

             （保健体育課） 

 また，单溟館では７月

２４日（日）に「单溟館

アートマーケット」を開

催します。オリジナルの

作品を発表してみませ

んか。お問い合わせは

单溟館まで。た， 


