
平成３１年３月号 第１２号 ★今年度の最終号となりました。記事の提供等ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

E-mail hokentaiiku@city.makurazaki.lg.jp 

４月の行事予定 
日 曜 行 事 
１ 月 校長辞令交付式・新任校長研修会 

新規採用教職員辞令交付式（県庁） 

フレッシュ研修基礎研修（県庁） 

第 1 回新規採用養護教諭，栄養教諭研修（県庁） 

４ 木 服務の宣誓式・転入教職員研修会 

５ 金 市特別支援教育支援員辞令交付式・研修会 

８ 月 小中学校始業式・入学式 

９ 火 １学期給食開始 

11 木 第 1 回事務職員研修会 

国体枕崎市実行委員会第 2回常任委員会・総会 

12 金 市管理職研修会 

学校体育施設開放説明会 

心臓検診（別小・立小・別中） 

14 日 国体なぎなた競技役員養成研修会 

15 月 心臓検診（枕小・桜小・枕中・桜中・立中） 

17 水 地区学力向上推進委員会 

地区フレッシュ研修実施校長等連絡会 

18 木 全国学力・学習状況調査 

市就学援助費事務取扱説明会 

地区栄養教諭等研修会 

19 金 市民あいさつ運動 

20 土 青尐年育成の日 

21 日 家庭の日 

アートストリート親子スケッチ＆写真教室 

市議会議員選挙 

23 火 新規採用養護教諭，栄養教諭研修校長・指導教

員等連絡協議会 

枕崎せんじ会小品展～5/6 

アートストリート親子スケッチ＆写真教室作

品展～29日（南溟館） 

25 木 第 1 回南薩地区小・中・義務教育学校長研修会 

29 月 昭和の日 

30 火 退位の日 

※ 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。 

 

「これまでに感謝，これからも協力を」 
枕崎市教育委員会教育長 丸山 屋敏 

 

平成３０年度が幕を下ろそうとしています。４月に始まり，３月に終わ

る『学校年度』は，明治１９（１８８６）年に始まりました。桜の季節に

幕を上げ，桜の季節に幕を下ろす『学校年度』は，桜を愛でる日本人に相

応しい伝統文化のような気がします。 

  本年度もまた，枕崎市内の各小・中学校は，学校長を中心にして，教職

員と児童生徒，保護者，地域の方々が一体となって教育を推進してきまし

た。その結果，学力の向上はもとより，児童生徒の作品コンクールなど国

や県レベルの賞をいただきました。運動面でも多くの大会で優れた成績を

残しました。教職員も地域行事に積極的に参加したり，優れた実践研究を

教育論文に応募したりして高い評価を受けました。                            

子供たちばかりでなく，市民の方々も高齢者学級や公民館講座などに参

加して学んでおられました。その他，総合体育館では『なぎなた競技』の

大会を，南溟館ではユニークな作品展を開催して注目されました。来年度

は国民体育大会のリハーサル大会や枕崎国際芸術賞展が開催されます。こ

れらの行事を盛り上げていかなければなりません。       

本市の教育が一歩，一歩，前進しているのは，教育関係者は勿論のこと，

保護者や地域の方々の支援があればこそと思っております。今年度の御協

力と御支援に心から感謝申し上げます。来年度も，枕崎市の教育振興に御

協力をお願い申し上げます。 

 

歌集「滑走路」 
著：萩原慎一郎 出版：角川書店 

著者は，中学の時にいじめを受けていま

した。精神的な丌調が出てきて，自宅療養

と通院で，時間をかけ大学を卒業し，尐し

ずつアルバイトや契約社員として働けるよ

うになります。その苦しい時期に出会った

のが，短歌だったようです。日本の労働環

境は，いつから時間的な余裕を失ったので

しょうか。現代の青春がいかに多くの困難

を抱えているか。「滑走路」には，その困難

が痛々しいまでに充満しています。 

【紹介者】 教育委員会 保健体育課長 豊留 信一 

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

 

私の紹介したい本 枕崎在住の画家，東慎一郎（ひがししんいちろう）さんが，

「ひとの話を聞くことが平和への近道？～枕崎から世界平

和を～」の演題で講演されました。エジプトなどを訪問した

際に体験した中東の状況が，日本で暮らす自分たちの日常と

あまりに違うことに衝撃を受け，自分には何ができるのかを

考えさせられたという内容でした。平和のありがたさについ

て改めて考えてみるきっかけとなるお話でした。 

保 

第２８回生涯学習フェスティバルの講演会より 生 

実際に体験さ

れた具体的な

事例や写真な

どを紹介しな

がらの興味深

いお話でした。 

東さんは，これから１年かけて世界 10 ヶ国を巡り，平和を祈りなが
ら壁画を描く活動を御夫婦で始められるそうです・・・。 
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さらなる学力の向上をめざして 
～平成 30 年度鹿児島学習定着度調査結果から～ 
鹿児島学習定着度調査が 1 月 16・17 日，小 5，中 1，中

2 の児童生徒を対象に実施されました。本調査は，基礎的・

基本的な知識・技能や思考力・判断力・表現力等に関する学

力の状況及び児童生徒の学習に関する意識や学び方などの学

習状況を把握し，指導改善に生かすことを目的に実施してい

ます。今年度，本市の小・中学校は，どの学年においても国

語以外のほとんどの教科で県平均を上回る結果でした。各学

校では，結果を分析し，一人一人の児童生徒に応じた学力の

定着が図られるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

市民のがんばりがキラリ ！  
3月１０日（日），枕崎市民会館に於いて第 28回「枕崎

市生涯学習フェスティバル」が開催され，約４００人の市

民が参加しました。まず，青尐年健全育成や社会教育推進

に尽力された団体や個人の表彰が行われたあと，県青尐年

国際協力体験事業に参加した川辺高校の園田玲音（そのだ

れのん）さんと栄村茉里香（さかえむらまりか）さんの体

験発表，大堀子ども会，枕崎高校インターンシップ等の活

動発表が行われました。また，フェスティバルの司会を枕

崎高校の塗木愛菜（ぬるきあいな）さんと有薗樹里（あり

ぞのじゅり）さんが務めるなど，市民による市民のための

活気あるフェスティバルとなりました。 

 

 
 

作品名『風 樹』 

（ふうき） 

作 者 村木 薫 

（むらきかおる） 

所在地 市役所通り 

以下は，制作者である村木 

薫先生の言葉です。 

「コンセプトは『命』『再生』 

『命の循環』。枕崎という土地 

が持つ『記憶』『自然』を融合 

させ，枕崎という土地を空間として体感してほしい。」 
●今年は,いよいよ第２回「枕崎国際芸術賞展」の年にあた

ります。皆様の御理解,御協力をよろしくお願い申し上げま

す。本展に係る詳細は,市ホームページをご覧ください。 

 

 

各学校の積極的な取組に感謝☆ 
～体力アップ ！ チャレンジかごしま年間ランキング～ 
県が展開する「たくましいかごしまっ子育成推進事業」

の一環として，学級単位で仲間と協力しながら体力つくり

に取り組み，記録に挑戦する「体力アップ！チャレンジか

ごしま」に，今年度も小学校は全学級，中学校は全校で取

り組みました。申告記録で争う年間ランキングに昨年度を

上回る１０件がランクインしました。 

 

 
  

教育委員会各課の取組から 

文 

生 

アートストリート作品紹介 

学 保

゜ 

【表彰を受けた団体・個人】 

★青尐年健全育成●立神校区防犯パトロール隊●駒水政則（こまみずま

さのり）さん●白澤広宇（しらさわひろたか）さん●白澤誠（しらさわ

まこと）さん★社会教育推進●田中輝美（たなかてるみ）さん（故人） 

 

 

【年間ランキング入りした学級・種目・順位・記録】 
別府小５年 １０人でチャレンジ第２位 記録１５．７回 

別府小５年 ２人でさっさっ第２位   記録２６．８回 

別府小５年 長縄エイトマン第３位   記録４４３回 

別府中１年 長縄エイトマン第４位   記録３４０回 

桜山小３年 レッツ短縄跳び第４位   記録１９７．０回 

桜山小５年 １０人でチャレンジ第４位 記録１１．９回 

桜山小１年 長縄エイトマン第８位   記録２０６回 

桜山小６年 １０人でチャレンジ第８位 記録１２．２回 

別府小５年 馬跳びぴょん×３第８位  記録２４．８回 

立神小２年い組 長縄エイトマン第９位 記録２６６回 

【南薩地区学校賞】 

小学校の部優秀賞  桜山小学校 

中学校の部最優秀賞 別府中学校  

中学校の部優秀賞  桜山中学校 

★別府中は昨年の県

学校賞に続いての受

賞になります。 

※地区学校賞は，地区内の全小中学校の中から，小・中それ

ぞれ最優秀賞１校，優秀賞２校が選出されます。 

前田市長から表彰を受ける駒水

政則（こまみずまさのり）さん 

国際協力体験事業の報告をする

園田さんと栄村さん 

写真は，４種目で県の年間ランキングに入った別府小５年生。 

年間を通して複数種目に挑戦し，記録を更新してきました。 

【定着度調査結果の県平均と市平均の比較】  県平均以上 

【小学 5 年】 国語 社会 算数 理科  

県 60.1 72.9 72.8 54.6  

枕崎市 58.1 79.4 82.4 57.8  

【中学 1 年】 国語 社会 数学 理科 英語 

県 61.9 62.2 59.7 59.2 73.3 

枕崎市 60.3 64.6 64.7 61.1 70.0 

【中学 2 年】 国語 社会 数学 理科 英語 

県 67.6 51.2 60.8 50.3 51.7 

枕崎市 66.1 57.0 65.8 53.3 52.3 

 

 

立神小学校で「特別の教科 道徳」の研究公開 
3 年生は「公正，公平，社会正義」，5 年生は「規則の尊重」につ

いての授業を公開しました。発達段階に応じた対話活動の手立てや

児童に自己を見つめさせるための工夫を取り入れた授業でした。 

明の 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

★市内外から

72 名の先生

方が参加し，

研究協議も充

実したものに

なりました。 


