
教育委員会各課のお知らせやお願い 

 
令和元年 11月 第８号                    ★今年も残り一ヶ月，やり残したことはないですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12月の行事予定 
日 曜 行 事 
１ 日 ふるさと美化活動 

２ 月 図書館休館日，南溟館休館日 

６ 金 市共闘研修会 

７ 土 南薩地区秀作展（～12/22）及び作品鑑賞トーク，

県 PTA 活動研究委嘱公開【南薩区域】 

８ 日 ジュニアロードレース大会 

９ 月 図書館休館日，南溟館休館日 

11 水 市養護教諭研修会，南薩地区コアティーチャーネ

ットワーク会議 

12 木 教科部会，県学校ダンス発表会 

13 金 教科部会，体育施設利用抽選会 

14 土 土曜授業 

15 日 市民会館休館日 

17 火 教科部会 

18 金 教科部会 

19 木 特別支援学級合同学習会 

20 金 市民あいさつ運動 

21 土 青少年育成の日 

22 日 家庭の日 

23 月 2 学期給食終了，市校長研修会，図書館休館日，

南溟館休館日 
24 火 小・中学校終業式，成人式ボランティア打合せ 

27 金 仕事納め，成人式リハーサル，総合体育館休館(～

1/4) 

28 土 南溟館年末年始休館(～1/4) 

29 日 市民会館休館日，図書館年末年始休館(～1/3) 

※ 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。 

 

「読書週間は読書習慣」 

枕崎市教育委員会教育長 丸山 屋敏 

  １０月２７日から１１月９日までの２週間は読書週間であっ

た。例年，私が楽しみにしている読書週間の今年の入選標語は，

「おかえり栞の場所で待ってるよ」だった。作者の水口真優子

さんは，受賞に際して，「日々の時間と環境は，時に私を置い

ていってしまうほど早く過ぎ去ってしまうときもあるけれど，

ほっと開いた本の世界は，私の帰りを待ってから進んでくれる。

一人暮らしを始めて，昔以上に本が好きになりました」と，標

語に託した思いを語っている。 

  読書週間の期間中は，学校図書館，公立図書館を問わず，関

係者が読書の活性化を図る催し物を開催していた。関係者の涙

ぐましいまでの努力に頭が下がる。そうした努力にも関わらず，

近年は読書離れに歯止めがかからない。全国学校図書館協議会

と毎日新聞は共同で，全国の小学生，中学生，高校生の読書状

況調査を毎年行っている。今年の５月１か月間の平均読書冊数

は，小学生１１．３冊，中学生４．７冊，高校生１．４冊であ

った。一方で，不読者（１か月に１冊も本を読まなかった児童

生徒）の割合は，小学生６．８％，中学生１２．５％，高校生

５５．３％であった。このことから，学年が上がるごとに読書

量は少なくなり，逆に，不読者の割合は増えていることが分か

る。つまり，読書離れは学年が上がるにつれて進行しているの

である。 

  その原因は，ＳＮＳなどの情報通信機器の日常生活への浸透

であると指摘されている。ＳＮＳによって簡単にコミュニケー

ションが可能になるが，体系的な知識や判断力は，情報通信機

器では育てられない。それは，論理を養い，知識を豊かにし，

感情のヒダを読み解く読書によって培われるのである。ネット

時代の今だからこそ，児童生徒を豊穣な活字の海に浸らせるこ

とである。そのためには，家庭での「情報断食」が必要だと思

う。           

毎年２週間にわたって，さまざまな行事を通して 

読書を推奨する読書週間。その読書週間が児童生徒 

の読書習慣の契機になって欲しい。「読書週間は読 

書習慣」。そう思いながら，そう願いながら，今年 

の読書週間を見送った。 

市学校音楽祭開催 
    ～児童生徒の美しい歌声が響く～  

11月13日（水）に枕崎市市民会館大ホールで，
市学校音楽祭が開催しました。小学生169名，中学
生170名が参加し，合唱や合奏，リコーダー奏など
の発表が行われました。どの学校の児童生徒も，
学校の代表としてふさわしい発表態度，鑑賞態度
でした。放送係を枕崎中学校３年生の岩村幸音さ
んと小道心優さんが務め，音楽祭を滞りなく進め
てくれました。 
また，枕崎市民歌の全体合唱では，桜山中学校

３年生の万田柊歩さんが指揮を，今門芽唯さんが
伴奏を行いました。児童生徒，教職員，来賓，保
護者，地域の方，会場にいる全員のふるさと枕崎
を想う気持ちが歌声となって，大ホールに響き渡
りました。感動あふれるすばらしい音楽祭となり
ました。 

 
 

作品名：『ときどき人の心を通る』 
作 者：通畠 義信（とおりはた よしのぶ） 

出身：鹿児島県  

所在地:市役所通り 

～作者からのメッセージ～ 
 彫刻はその様式や，内容にかかわらず， 
素材との付き合いは避けて通れない。私 
の場合，それほど多くは無いが，数種類 
の素材を「その時にできることとできな 
いこと」という基準で，使い分けてきた。 
素材のバラツキは，また私にとって新し 
い材料との出会いでもあり，そこから新 
しい展開を見出すこともある。 
 作者の作品に対する思いや，制作の意図を知ることで，作品の見え方
が違ってきます。ぜひ，作家に思いをはせながら鑑賞してみてください。
きっと新たな発見が！！ 

 

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

 

 
  
昨年度に引き続き，今年度も県なぎなた連盟の協力

を得て，市内の全中学校で「なぎなた」の体験授業を
行いました。授業を通して，生徒が「なぎなた」につ
いての理解を深め，魅力を感じ取ってもらうことが目
的です。 
授業では，礼法,構えや足さばき，「面」「すね」の

打突の動きなど，「なぎなた」の基本的な実技を行い
ました。生徒たちは楽しみながらも，みな真剣に取り
組んでいました。 
「楽しかった」「もっとやっ 

てみたい」と感じた生徒が多く， 
来年度枕崎市で開催される国体 
なぎなた種目を楽しみにしてい 
るという意見も多く出されまし 
た。 

学 保

゜ 

中学校武道で 

「なぎなた」の授業を実施 

 

 

 

①150年の歴史をもつ伝統校！ 

 本校は，明治 2年（1869年），鹿篭郷地 

頭職である樺山資紀が長善寺跡に鹿児島藩 

２校と称した変則学校として建てたことに 

始まる歴史ある学校です。 

今年で創立 151周年を迎えました。 

昨年の 150周年事業の寄付金で校旗を新調し，運動 

会でお披露目されました。 

また，150周年記念碑も建てられま 

した。歴史を紡いだ多くの方々の思い 

が詰まっています。いつの時代も，桜 

山の子供たちを見守ってくれることで 

しょう。 

これからも歴史と伝統を受け継ぎ，新たな歴史に向

けてチャレンジする桜山小学校です。 

②小原國芳先生の記念碑 

桜山小学校に通った小原國芳先生は，勉学に励み， 

教育に生涯を捧げ，玉川大学をはじめとする玉川学園

を創設されました。本校の偉大な卒業生である小原先

生の功績を讃え,今から 10 年前の 

平成 21 年に記念碑が建てられま 

した。今も先生を偲び，碑を訪れ 

る方が絶えません。 

「一つでも多くの夢をもってほ 

しい」という願いから，「夢」の字 

に，一画多く刻まれているのが大きな特徴です。 

 

文 

中学校での授業の様子 

「桜山小学校は 
こんないいところ！！」 

 

 

みんなに 

知ってほしい！ 

アートストリート作品紹介 

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 
 稚内で行った体験の 
中でも，一番印象的だ 
ったのが「昆布干し体 
験」です。枕崎と稚内 
はコンカツプロジェク 
トと呼ばれる交流があ 
ることは知っていたのですが，実は昆布
については全く知りませんでした。稚内
では，枕崎に鰹節工場があちこちにある
のと同じように，昆布を干す場所があち
こちに見られました。私は，枕崎との共
通点を見つけたようでうれしかったで
す。昆布を乾かすために網に並べる作業
と乾燥させた昆布の端を切り揃える作業
をさせてもらいました。この作業は大変
で，おいしい昆布を作るまでにたくさん
の手間がかかることを知りました。枕崎
では，私のように稚内の昆布のことを知
らない方もいると思います。だから，今
回の経験を生かして，稚内の昆布のこと 

をたくさんの人に知 
ってもらいたいと思 
います。 
 
立神中 3 年 

中 原 凛 香 

新
し
い
校
旗
を
運
動
会
で
披
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南薩地区子供会安全教育研修会・創作活動大会 
及び枕崎市子ども会大会を開催  

11 月 16 日，枕崎小学校体育館で南薩４市から小・中学生と保護
者，約 200 人が参加して実施しました。 
活動発表では，篭原子ども会と高見町子ども会が活動の様子を

堂々と，分かりやすく発表しました。 
発表の後は，枕崎ジュニア・リーダークラブと桜山中学校のボラ

ンティアの協力で，ニュースポーツと KYT(危険予知トレーニング) 
を，水産高校の協力で創作活動（ボトルアクアリウムづくり）を行
いました。 
集中して作ったり，真剣に考え 

たり，話し合ったり，時には笑い 
や拍手が起こったりと楽しい時間 
を過ごすことができました。 
様々な体験活動を通して，子供 

たちは交流を一層深めていました。 
KYT(危険予知トレーニング)の様子 


