
教育委員会各課のお知らせやお願い 

 
令和元年９月 第６号               ★読書の秋，芸術の秋，実り多い秋になるように頑張りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 shogaku@city.makurazaki.lg.jp 

10月の行事予定 
日 曜 行 事 
１ 火 学校音楽祭運営委員会，就学時健康診断(枕小) 

２ 水 特別支援学級担任研修会，市養護教諭研修会 

３ 木 県学校給食センター連絡協議会管理運営関係

者研修会（～4 日），南薩地区中学校体育連盟

駅伝大会 

４ 金 レッツダンス講習会 

５ 土  

６ 日 枕崎国際芸術賞展関連事業「県図画作品展巡回

展」（～24日） 

７ 月 図書館休館日 

８ 火 就学時健康診断(桜小・別小・立小)，英語教育

スキルアッププロジェクト 

９ 水 市学校司書研修会，柔道授業の安全に関する指

導者研修会・中学校保健体育担当者研修会 

10 木 新学習指導要領に対応した教育課程県説明会

(中学校) 

11 金 新学習指導要領に対応した教育課程県説明会

(小学校)，レッツダンス講習会 

12 土 土曜授業，アートストリート作品鑑賞会 

13 日  

14 月 【祝日】体育の日，図書館休館日 

15 火 秋の相談会，南薩地区中学校体育連盟新人大会 

16 水 小学校体育主任研修会・会場準備 

17 木 小学校陸上記録会 

18 金 市民あいさつ運動，，レッツダンス講

習会，県音楽教育研究大会，南薩地区

道徳教育研修会，県小学校社会科教育

研究大会 

19 土 青尐年育成の日 

20 日 家庭の日，市民運動会，市民会館休館日 

21 月 図書館休館日 

22 火 【即位礼正殿の儀】 

23 水 中学校「弁当の日」，読書感想文コンクール審

査会，南薩地区ＰＴＡ会員等研修会 

24 木 南薩地区人権・同和教育研究大会 

25 金 南溟館休館日，南薩地区年末調整説明会，南薩

地区教頭研修会，南薩地区栄養教諭等研修会 

26 土 地区ジュニア・リーダー研修会，市総合文化祭

展示部門(11/4)，南薩地区学校給食展 

27 日 「読書週間」(～11/9) 

28 月 図書館休館日，南方神社豊年祭り 

29 火 妙見神社豊年祭り，新規採用養護教諭・栄養教

諭研修会 

30 水 プログラミング教育に関する研修会，中学校生

徒連盟常任委員会，県学校保健・安全・歯科講

習会 

31 木 市校長研修会，九州地区特別支援教育研究連盟

研究大会・九州地区情緒障害教育研究会鹿児島

大会 

※ 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。 

 

「休日の学校の姿」 
枕崎市教育委員会教育長 丸山 屋敏 

  ２学期が始まって，やがて１か月が過ぎようとしている。

中学校では体育祭が無事に終わった。小学校は月末に計画

されている。好天に恵まれ，練習の成果を存分に発揮され

ることを祈りたい。                    

ところで，私は土曜日や日曜日の休日や，夏休みや冬休

みなどの休業日（授業がない日）に，たびたび学校を訪ね

る。特に目的があるわけではない。足の向くまま，気の向

くままに学校へ足を運ぶのである。人気（ひとけ）のない

休日の学校，時には思わぬ光景を目にしたり，心を洗われ

る出来事に出会ったりすることがある。                      

ある日曜日の朝にＡ中学校に行った時のことである。校

門を入ってしばらくすると，静まり返った校舎からモータ

ーの唸る音が聞こえてきた。音の方向へ歩いて行くと，校

長先生が草刈りをしていた。作業着に身を包み休日返上で，

黙々と作業をしている姿に頭が下がった。                  

夏休みのある日にＢ小学校を訪ねた時のことである。平

日だったこともあり，数名の先生が勤務していた。校長先

生と話をしていると子供の声が聞こえてきた。「子供たち

が（学校に）いるのですか」と聞くと，「担任が出勤する

日には，希望する子供たちに勉強を教えているのです」と，

校長先生は答えた。教室に行くと十数名の児童が算数の問

題を一生懸命に解いていた。先生を大好きな子供たちと，

教育愛に燃えた若い教師の姿がそこにあった。         

その後にＣ小学校に行くと，クーラーのない教室で，数

人の子供たちが絵を描いていた。聞けば，コンクールに出

品する作品を描いているという。指導しているのは校長先

生だった。美術教育に秀でた校長先生の指導を受ける子供

たちは幸せだと思った。 

まだまだ多くの感動が心のポケットにあるが，紙幅の都

合で全てを紹介できないのが残念である。このように，学

校は休日や休業日でも，教師の献身的な教育が営まれてい

ることを知って欲しい。そして，応援して欲しい。 

プログラミング教育に関する研修会開催 
令和２年度からの小学校学習指導要領の全面 

実施に伴い，プログラミング教育が始まります。プログ
ラミング教育の正しい理解と推進を図るために，８月
19 日（月）に枕崎小学校で，市教育委員会主催の第１
回プログラミング教育の研修会を開催しました。講師に
県総合教育センター情報教育研修課の木田博研究主事
をお招きし，枕崎市内小学校教職員 17 名が参加しまし
た。  
プログラミング教育の基本的な内容を学ぶとともに，

「スクラッチ」を使用して正多角形を描く演習や「ボー
ル型ロボット」をプログラミングして動かしたり，「メ
ッシュ」というフィジカルプログラミング教材を使った
演習をしたりしました。 
今回の研修で，プログラミング教育の理論的なことか

ら具体的な実践方法を学ぶこと 
ができました。今後は，学んだ 
ことをそれぞれの学校の研修や 
授業に生かしていきます。 
なお，10月 30日(水)にも第 

２回プログラミング教育の研修 
会を実施します。 

 
 
９月１６日，「枕崎国際芸術賞展」無事終了いたしました。皆

様のご協力に心から感謝したします。これからも，文化的な行事

を実施していきます。芸術の秋を一緒に楽しみましょう。 
【今後の行事予定】 

○「太鼓芸能集団 鼓童」による 

ワン・アース・ツアー2019「道」枕崎公演 
市制施行 70 周年記念事業としてワン・アース・ツアー2019

「道」を開催します。鼓童正式メンバーとして枕崎出身の平田裕

貴さんも世界を舞台に活躍されています。 
日時：令和元年 10月 18 日（金） 開演：午後６時 30 分 
会場：枕崎市市民会館 

○鹿児島県図画作品展枕崎展 
第 70 回鹿児島県図画作品展の移動展を南溟館で開催します。 
会期：令和元年 10 月６日（日）～24 日（木） 

会場：南溟館  観覧料：無料 
○アートストリート作品鑑賞会 
市役所通りを中心とした立体作品 

の鑑賞会を実施します。 
日時：令和元年 10月 12 日（土） 

午後１時 30 分～  

対象：市内中学生 
○豊年（ほぜ）祭り 
作物が最も実りを結ぶ季節に，収穫の喜びを分かち合い，豊穣

（ほうじょう）に感謝する「豊年祭り」を開催します。 
日時：令和元年 10 月 28 日（月）午後１時～（南方神社境内） 
    令和元年 10月 29 日（火）午後１時～（妙見神社境内） 

○第 53回枕崎市総合文化祭 
【展示部門】 
期 間：10 月 26 日（土）～11 月４日（月・祝） 

会 場：市民会館、南溟館 
展示品：絵画、写真、陶芸、書道、生花、学習成果作品 など 
【芸能部門】 

日 時：11 月３日（日）午前 10 時～ 

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

 

 
 ９月１５日(日)，市内の４中学校において体育祭が
開催されました。当日はさわやかな秋晴れのもと，生
徒たちはこれまでの練習の成果を十分に発揮してい
ました。入場行進や開会式での態度，競技における一
生懸命な姿や大会記録の更新など，日頃の練習の成果
が随所に見られ，心を動かされるものがありました。
また，競技中の応援や運営においての係の動きなど， 
主体的に大会に関わろうとする姿も見られました。 
スポーツの秋です。皆さんも様々なスポーツやイベ

ント等で，さわやかな汗を流してみませんか？ 

学 保

゜ 

枕崎市制７０周年記念事業 「第１回枕崎市・稚内市青少年交流派遣事業報告」 
「２つの街の架け橋に」                                枕崎高校 ３年 塚田奈々美 
 ９月，私たちの枕崎市は市制施行７０周年を迎える。その記念式典に，稚内の工藤市長さんが来られると聞き，私たちは会
いに行った。８月，私は枕崎市・稚内市青尐年交流派遣団の一員として，稚内市を訪問した。覚えてくださっているだろうか，
胸がドキドキした。市長さんの笑顔で，その不安は吹き飛んだ。稚内での思い出や枕崎のことを話をしているうちに，時間は
あっという間に過ぎた。稚内市では，終戦時の「九人の乙女」のことを知った。知覧の特 
攻隊や沖縄のひめゆりの塔は知っていたが，北海道で起こった悲劇は知らなかった。自然 
や産業，歴史の違いを学んだが，同時に人の優しさ，枕崎と稚内の素晴らしさも学んだ交 
流だった。互いをもっと知り合い，人と笑顔と優しさが行き交うこの交流をずっと続けて 
いけるよう，私も架け橋となりたい。市長との再会はその思いをより強くさせてくれた。 

スポーツの秋～中学校体育大会～ 

 

 

「勝男武士」踊った 
別府小６年 福永一汰 

枕崎の港や枕崎駅前で「よさこい祭り」 
が行われ，ぼくたちの学校の５，６年と別 
府中の１年生が参加しました。別府小の先 
輩たちが考えたオリジナルの踊り「勝男武 
士」を踊りました。 
踊る前は「はずかしい」とか「まちがえてしまいそう」と考えて，緊張や不安でい

っぱいでした。上手に踊れる自信はありませんでした。しかし，声だけは出そうと思
いました。 
本番では緊張をカバーするために大きな声を出すことができました。他のみんなも

大きな声を出し，元気に力強く踊っていました。踊り終わった後，見ていた人たちが
大きな拍手をしてくれました。とてもうれしく，大きな達成感を感じました。 
暑い中，中学生と協力して元気に踊ることができ，いつもより何倍も頑張った感じ

がしました。これからも「勝男武士」を元気に力強く踊って，学校や地域を盛り上げ
ていきたいです。         令和元年 8月 2日 南日本新聞「若い目」掲載 

※ いろいろなイベントや施設の慰問等，元気な踊りで人や街を元気

にしています。これからの別府小の子供たちの活躍を楽しみにして

います。 

職員が丁寧に説明します！ 

文 

みんなに知ってほしい！ 
「別府小学校のこと！！」 

 

 

子供たちが 

紹介します！ 

 

芸術の秋は，南溟館へ！  

 10月 27日～11月 9日は『読書週間』！！ 

今年の標語は， 

「おかえり，栞の場所で待ってるよ」 

全力で頑張る姿に胸が熱くなりました！！ 

活発な意見交換が行われました 


