
特認校制度による児童募集
 教育委員会総務課（☎21-5126）

１．特認校制度の趣旨と目的
　 　山間部や沿岸の恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力つくりや学ぶ
楽しさを体験させ、思いやりの心に満ちた子どもを育てたいと希望する保護者・児童に、一定の条件のも
と、通学区域を越えて入学・転学を認めるものです。また、この制度により学校や地域が活性化すること
も期待されます。 

※正式名称は「小規模校入学特別認可制度」

２．入学・転学の条件
　⑴　期　　間・・・・・・・１年間の通年通学に限ります。
　⑵　対象学年・・・・・・・小学１年生～６年生
　　　　　　　　　　　　　　※制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断します。
　⑶　入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　　ア． 新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することで、現住所地の通学区域の学校において、

対象学年が学級減になる恐れが生じた時には、入学・転学を許可しない場合があります。
　　　イ． 申込の事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められる時は、入学・

転学を取り消すことがあります。
　⑷　保護者の協力
　　　 　児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、ＰＴＡ活動等への

協力、その他学校の指導等に対する保護者の協力が不可欠です。

３．通学について

　特認校へは、自力による通学（保護者による送迎等）を原則とします。串木野西中学校のスクール
バス、スクールタクシーを利用することもできますが、令和２年度からは、負担金を徴収しています。
※スクールバス・タクシーの負担額
　世帯に利用者が一人のとき月額2,000円。二人目以降は月額1,000円となります。
　・１年間の利用で、11か月分を徴収します。
　・世帯の所得状況等に応じた減免措置があります。

（特認校として指定する学校） （特認校へ転学できる学校）

学　校　名 所　在　地 電　話 学　校　名 所　在　地 電　話
旭 小 学 校 金山14067番地 32-1724 串木野小学校 日出町536番地 32-1738

荒 川 小 学 校 荒川2347番地1 32-2010 照 島 小 学 校 照島5453番地3 32-4446
川 上 小 学 校 川上1200番地 36-2044 市 来 小 学 校 大里3731番地 36-2006

４．令和３年度募集要項
　⑴　募集期間
　　　　11月２日（月）～ 30日（月）（土・日・祝日は除く）
　⑵　申込み
　　　 　入学を希望する各学校へ募集期間内に申込書を提出してください。申込用紙は11月２日から配布

します。特認校３校、教育委員会総務課（市来庁舎３階）にあります。なお、新規申込者については
面談を行います。

　⑶　特認校へ入学・転学できる期間
　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。
　　　令和４年４月１日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度、再度申し込みが必要です。
　⑷　入学・転学の決定及び学校指定変更手続き
　　　 　令和３年２月上旬頃、保護者に結果を通知します。入学・転学が決定したら、教育委員会総務課で

学校の指定変更の手続きを行ってください。
　⑸　学校見学等
　　　特認校の見学・参観・体験入学ができます。希望する方は、直接各学校へ連絡してください。
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子育て世代包括支援センター
VOL 4

子育て世代包括支援センター（☎24-8311)

　皆さん、こんにちは。
　あいびれっじが開設されて 4か月が経ちました。少しずつお電話や来所でのご相談もいただい
ています。なかには、相談に行くのに勇気がいるな…という方もいらっしゃるのでは？
　今回は、串木野健康増進センターで行っている母子事業のひとつ「母子健康相談」についてご紹
介します！

　身長・体重測定の記録を、助産師・保健師が母子手帳に記入してお返しします。その際に子どもさんの
成長や発達、子育てで気になることなどありましたら気軽にお話しください。

ささいなことでも何でも大丈夫！お母さん一人で悩まないでくださいね！
　毎週月曜日は公認心理師の岩元先生もいるので、子育てやお母さんの悩み事など相談できますよ！（予約制）

　母子健康相談日に都合が悪く、お越しいただくことが難しい場合は、あいびれっじの相談室でも赤ちゃん
の身長・体重測定ができます。お越しの際は事前に電話連絡をお願いします。
※来所の際には、赤ちゃん・保護者の方の体温測定、保護者の方はマスク着用をお願いします。

〇母子相談の風景〇

母子健康相談
ママが頑張っているからこそ、
子育てに悩む日もありますよね。
センター内には、管理栄養士さんや
歯科衛生士さんもいるので、

相談できる人がたくさんいます！
みんなで子育てを

サポートしていきます♪

パパも参加OK！

体重を測ります！

のびのびしようね♪
大きくなってるね！

離乳食のことやお母さんの
食事のことなど個別でお話できます

離乳食楽しみ♪

管理栄養士さん

〇よくある質問〇
・体重がちゃんと増えているか気になる…
・病院に行くほどではないけれど、助産師さんにおっぱいを見てほしい
・この時期の赤ちゃんにはどんな服を着せたらいいの？
・赤ちゃんのスキンケアはどうするの？
・赤ちゃんが便秘でなかなかうんちが出ない…
・離乳食はどんな物をあげたらいいの？おやつってあげてもいいの？
・脱水が心配だから、おっぱいのあとに赤ちゃん用の飲料水をあげたほうがいいの？
・歯が生えてきたけれど、歯磨きってどうすればいいの？　　　　　などなど…

・対象　乳幼児とその母親
・時間　第２・第 4月曜日（祝日の場合は火曜）
　　　　9：00～ 12：00
・場所　串木野健康増進センター 2階（和室）
・持ってくるもの　母子健康手帳、おむつ、着替え等
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vol.07
今月のコラムニスト
樫村 美代子

ickkskn2016

地域おこ
し協力隊からの

いちき串木野電力 おトク
だけじゃない。
皆さまの暮らしをもっともっと

安心・快適・身近に!

●電話：33-6000　●所在地：昭和通111（串木野庁舎前）
●土曜日も営業しています（9:00～17:00）※日・祝休み

　こんにちは！協力隊のカッシーです☆彡
　だんだんと秋らしくなってきました。美味しい食べ物がたくさん実り始める季節です。最近
まで夏野菜が多かった季楽館ですが、みかんがたくさん入荷してきたり、秋野菜も豊富になっ
てきたり。本当に『食欲の秋』を感じる今日この頃です。
　そして鹿児島にはたくさんの郷土料理がありますが、どれも美味しいものばかりです。そこ
で今回は、『大里農産加工センター』で地元の食材を使ってふくれ菓子やあくまきなどを製造
販売している市来大里加工グループをご紹介したいと思います。
　市来大里加工グループの皆さんが作っているふくれ菓子や手造りみそ、めんつゆなどは市内のさまざまなお店で
見かけることが多いと思いますが、季楽館にもたくさんの商品が並んでいます。そんな『大里農産加工センター』に
時々お邪魔させていただくのですが、いつも明るい笑い声が響き渡り、楽しそうに作業をしています。
　年齢を重ねてもこんな幸せな笑顔の皆さんが作った商品には、幸せもたくさん入っているんだろうなと思ってし
まいます。皆さんもぜひ食べてみてくださいね♪

　９月30日をもって、地域おこし協力隊の花田直樹さんが任期満了となりました。
　在任中は、ボッチャや体幹トレーニング教室など市民の健康の維持・増進に向け
た活動、介護予防・生活習慣病予防に主眼をおいた健康づくりなど地域健康プラン
ナーとして3年間従事しました。おつかれさまでした。

地域おこし協力隊　花田さん卒隊!!
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【 問合せ 】 いちき串木野地区防犯協会 ( いちき串木野警察署内 )☎32-9710

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

みんなでつくろう　安
全・安心の街

地域安全ニュース ～毎月11日は「地域安全推進の日」～
令和 2年 10月号　 まちづくり防災課 ☎3 3 - 5 6 3 1

　9月 17日、地域の防犯活動に役立てて欲しいと、鹿児島県遊技
業協同組合いちき串木野支部からいちき串木野地区防犯協会への
ぼり旗が寄贈され、その贈呈式が行われました。
　地域ぐるみの子どもの見守り活動の啓発や自転車盗難防止など
の内容で、当地区防犯協会長である市長は、「未来の宝である子ども
たちを犯罪から守る活動に役立てたい」と感謝の意を表しました。

　全国地域安全運動が 10月 11日から 20日まで展開され、本市でもコロ
ナウイルス感染予防に注意しながら、地域安全モニター、警察少年ボラン
ティア、青パト隊などの皆さんと警察署、行政が一体となって運動を展開し

ました。
　運動期間中の 10 月 12 日には、ＪＲ各駅で
自転車の施錠や防犯登録の確認、のぼり旗の設
置を行い、10月 15日には、年金支給日に合わ
せて、金融機関や大型店舗で「振り込め詐欺」などへの注意を促すキャンペーン
を実施しました。

記念館で過ごす
読書の秋

～防犯啓発用のぼり旗が遊技業協同組合から寄贈～

～「地域安全運動」が展開されました！～

　記念館のライブラリーは、薩摩スチューデント関連の幕末近代史から英国・米国文化、芸術、哲学関係
など約 3,000 冊の書籍を所蔵しています。そこで、今回は私のお薦め本３冊をご紹介します。
　１冊目は「グローバル幕末史（町田明広著）」です。これまでの幕末維新史と違い、世界史の中に位置づけ、
国内の対立や抗争だけでなく外国との対立や交渉史を据えながら、当時の日本人の世界観や幕府、薩長の
世界観、軍需貿易の実態、幕府の海外使節団や密航留学生の動向などが書かれています。
　２冊目は、「百姓たちの幕末維新（渡辺尚志著）」です。武士たちの活躍だけが語られがちの幕末ですが、
当時の日本人の約 8 割は百姓身分。その百姓たちがただ時代の波に翻弄されるだけだったのか、衣食住など
日常生活や土地や農業への想い、戊辰戦争との関わり、激動の時代をどう生き抜いたのかが紹介されています。
　最後にご紹介するのは「欧州航路の文化誌（橋本順光 / 鈴木禎宏
著）」です。欧州航路とは西洋の東洋進出が目的であった東洋航路
を逆転させたもので、多くの日本人に異文化体験を提供したこと
や日本郵船がこの航路を航行するまでの経緯、また日本文学の
舞台になったことなどが紹介されています。
　ライブラリーの書籍は、館内であれば誰でも気軽に利用する
ことができます。今年の秋は潮騒を BGM に記念館で読書を愉し
んでみてはいかがでしょうか。

記念館スタッフ　畠中敬子

ツーロ
ック
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『スキマワラシ』

恩田陸／著・文
集英社

白いワンピースに、麦わら帽子。廃ビルに現
れる都市伝説の“少女”とは？古道具店を営む兄
と、ときおり古い物に秘められた“記憶”が見え
る弟。ある日、ふたりはビルの解体現場で目撃
された少女の噂を耳にする。再開発予定の地方
都市を舞台にした、ファンタジックミステリー。

◆11月のおはなし会
※９月より本館と分館の日程が変更になりました。
　 本　　館
　　１日（日）11:00～（20～30分程）
　　　ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　14日、28日（土）15:00～（30分程）
　 市来分館
　　７日、21日（土）11:00～（30分程）

◆読書週間

『こんにちは！
 わたしのえ』
はたこうしろう／著・文

ほるぷ出版

おもいきってぐっちょん！まっしろの紙に筆をおろす
と、色が生まれる。立ち上がって、筆をふりまわして、
手や足にも絵の具をぬって体ぜんぶで色をぬって。描
くことの喜びに目覚める瞬間をみずみずしく描く。「ず
ういいいいいいい」「ぽたぽた」「ぺったん」など擬音
語も楽しい。絵を描くことの楽しさがつまった絵本。

『おいかけっこで
 わらべうた』
つきおかようた／著・文・イラスト

成美堂出版

ねことたこがわらべうたに合わせて追いかけっ
こ。ストーリーを追いながら「だるまさん」、「て
るてるぼうず」など、子どもに伝えたいわらべ
うたに自然に触れられます。「MOE創作絵本グ
ランプリ」を受賞したつきおかようたさんの明
るくコミカルなイラストを親子で楽しめます。

『テロリストの家』

中山七里／著・文
双葉社

公安部のエリート刑事・幣原は、イスラム国関連
の極秘捜査から突然外された。間もなく、息子の
秀樹がテロリストに志願したとして逮捕された。
妻や娘からは息子を売ったと疑われ、組織や世間
には身内から犯罪者を出したと非難される。公安
刑事は家庭と仕事の危機を乗りきれるのか!?

一般図書
【本館】

児童図書
【本館】

◆ 11月の移動図書館車巡回日程
コース 巡回日 コース 巡回日

１コース ３日（火） ９コース 12 日（木）

２コース ４日（水） 10 コース 17 日（火）

３コース ５日（木） 11 コース 18 日（水）

４コース ６日（金） 12 コース 19 日（木）

５コース 13 日（金） 13 コース 27 日（金）

６コース 10 日（火） 14 コース 24 日（火）

７コース 11 日（水） 15 コース 26 日（木）

８コース 16 日（月）いちき串木野市立図書館
【開館時間】
火曜日～金曜日 9:00～19:00
土・日・第三日曜日の翌月曜日 9:00～17:00
本　館 ☎33-3755 ／ 市来分館 ☎24-8112
※10月から市来分館の番号を変更しました。

詳しいコースにつきましては右のQR
コードのウェブサイト、または広報紙
３月23日号をご覧ください。図書館へ
直接の電話でもご案内できます。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

◆読書感想文・感想画展の延長
　　10月20日（火）～ 11月８日（日）　本館前ロビー
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