地元の豊かな暮らし vol. ２
ママたちのカメラ講座を開催

12月11日、観音ヶ池市民の森で「地元の豊かな
暮らし」をテーマに、ママたちのカメラ講座を開催
しました。
参加者達は、写真家のやまぐちめぐみさん指導
のもと、子どもたちの撮影を楽しみ、豊かな時間
を過ごしました。
今後も四季を通じ、様々なカルチャーに触れな
がら、観音ヶ池市民の森の魅力を提案していきま
す。

まぐろ普及出前授業

今年度、鹿児島まぐろ同友会では串木野小学校、
照島小学校、生福小学校、市来小学校の４校で５
年生を対象に「まぐろ普及出前授業」を行いました。
参加した児童は、操業中の遠洋まぐろ漁船の
DVD 鑑賞や、TUNA 引き体験等を通して、遠洋
まぐろ漁業について学びました。

照島小学校から別府米作り協力会へありがとうの会
12月17日、照島小学校で別府米作り協力会へ向
けたありがとうの会が行われました。これは、１
年を通しての５年生の米作り体験へのご指導・ご
支援に対して感謝を伝えるために開催され、合唱
や活動の報告、感謝状の贈呈が行われました。
別府米作り協力会の中別府会長は「色々な催しを
してくれてありがとうございます。皆さんが一生
懸命米作りに取り組んだことが大変よくわかりま
した」と語っていました。

照島小学校クリスマスおはなし会
12月23日、照島小学校で、てるてるくらぶによ
るクリスマスおはなし会が開催されました。
今回のおはなし会では、いちき串木野市在住の
美月さん作の「うんまかせんにん」紙芝居 ver. と創
作劇「サンタロウ」とハンドベルの発表がありまし
た。
子どもたちは、毎回このおはなし会をとても楽
しみにしており、今回のおはなし会ではプレゼン
トもあり、大興奮の様子でした。
また、
「うんまかせんにん」を描いた美月さんは、
「このキャラクターで、食のまちの本市の PR になっ
て、盛り上がったら嬉しい」
と話してくれました。
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県国民健康保険団体連合会主催「健康増進」作文コンクール

県知事賞

県内の小・中・高校生対象の「体験に基づいた健康に関すること」をテーマにした作文コンクールにおいて、
羽島中学校１年生の山口藍杏さんが、中学生の部の最高賞にあたる県知事賞を受賞し、11月８日マリンパレ
スかごしまで行われた表彰式に参加しました。
山口さんは「祖父が教えてくれた幸せと後悔」と題し、病気になった祖父と見
守る家族の日々を温かく描きながら、健康の大切さを表現しました。山口さん
は受賞後「今回、この受賞を一番に報告したのは祖父母です。驚きながらもとて
も喜んでくれました。家族そろって過ごせている日々を大切にしたいと思いま
す」と話していました。
なお、山口さんのお祖父様は12月２日にお亡くなりになりましたが、山口さ
んは、最後にいい報告ができてよかったと語ってくれました。
そのほか、羽島中学校からは２年生の橋野太志さんが入選に選ばれました。
○受賞者 県知事賞 山口 藍杏さん
入
選 橋野 太志さん

１００歳おめでとうございます。

原園スキさん（寺迫）

崎野トミさん（崎野）

濵田富佐江さん（戸崎）

11月20日に原園スキさん（寺迫）、11月26日に崎野トミさん（崎野）、12月10日に濵田富佐江さん
（戸崎）、
12月12日に竹中タヱさん（新生町）が、100歳の誕生日を迎えられました。
４名の方には、市からお祝いの花や記念品などを贈呈しました。現在、本市の100歳以上の方は43名（12月
１日時点）です。
いつまでもお元気で長生きしてください。

文化芸術による子供育成総合事業

フランドン農学校の豚～注文の多いオマケ付き～

このゆびと～まれ！

11月24日から25日にかけて、串木野西中学校と市来小学校で、ＮＰＯ法人劇場創造ネットワークによる公
演が行われ、「フランドン農学校の豚～注文の多いオマケ付き～」が上演されました。
また、12月10日には劇団風の子九州による公演「このゆびと～まれ！」が生福小学校で行われ、生冠中学校
の生徒も一緒に観劇しました。
大がかりな舞台セットや迫力のある演技を間近に鑑賞し、また子どもたちが参加する一幕もあるなど、一流
の芸術に触れる貴重な機会となりました。
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飲酒運転ゼロを願って
『交通安全ストラップの配布』

市女性連では、交通安全協会女性部と交通安全
母の会と協力し、年間を通して交通安全啓発活動
に取り組んでいます。
今回は交通安全母の会の活動として、折り鶴と
メッセージカードを組み合わせてストラップを作
製しました。カードには照島小学校の全児童の想
いを込めた『気をつけて運転してください』などの
メッセージが記されています。
12月10日より照島地区の中馬酒店に、この折
り鶴ストラップを置いていただき、利用者に配布
していただくことになりました。他にも市来庁舎
のロビーに置いたり、啓発活動で配布したりする
など、飲酒運転撲滅運動の一助になればと日々活
動に取り組んでいます。

令和３年度市スポーツ少年団本部旗争奪
ソフトボール大会

12月12日、令和３年度市スポーツ少年団本部旗
争奪ソフトボール大会が開催され、熱戦が繰り広
げられました。
○優 勝
いちきソフトボールスポーツ少年団
○準優勝
汐見ソフトボールスポーツ少年団

10

読み聞かせグループ
「花さき山」が全国表彰

串木野小学校読み聞かせグループ「花さき山」が、
2021年度第54回「全国優良読書グループ表彰」を
受賞し、11月30日に市長から伝達が行われまし
た。
「花さき山」は、平成18年に串木野小学校の保護
者を中心に結成されました。現在、会員34名が、
全ての学級で月２回の読み聞かせを15年間継続し
て行っており、子どもたちは毎回楽しみにしてい
ます。
また、夏休み親子お話会や、近隣市町の幼稚園・
保育園、小中学校、特別支援学校等で精力的に人
形劇やお話会に取り組んでいることなどが認めら
れての受賞となりました。おめでとうございます。

バレーボールチーム串木野はまゆう
九州大会出場市長表敬訪問

11月30日、本市で活動する小学生バレーボール
チーム串木野はまゆうの男子選手が市長表敬訪問
しました。選手は日置市の飯牟礼小学校との合同
チームで６月に行われた県大会を勝ち抜き、12月
25日から28日にかけて沖縄県で開催された九州大
会に出場しました。
４年生の川嵜封亭さんは「優勝目指して頑張りた
い」と意気込みを語っていました。
選手の今後の活躍をお祈りします。

目指せ日本一！神村学園壮行会

12月11日、神村学園高等部から全国大会に出場する５つの部を激励しようと、いちきアクアホールで壮行
会が行われました。
女子駅伝部、男子・女子サッカー部、吹奏楽部、女子ソフトボール部が12月から２月にかけて行われる全
国大会に出場します。各部の代表が、
「全国大会で優勝し、市の PR をしたい」と意気込みを述べました。
選手たちの活躍をお祈りします。

第16回市ロードレース大会

12月19日、串木野新港で第16回市ロードレース大会が、２月に行われる県下一周駅伝競走大会の日置地区
選手選考会も兼ねて開催されました。
本市の主な成績は、次のとおりです。
（敬称略）
○小学校１～４年生男子の部（1.5km）
○小学校５～６年生女子の部（1.5km）
２位 元山 源太 羽島陸上４年
５分32秒
２位 濵平 爽寧 生福陸上６年
５分21秒
３位 祐下 達樹 串木野西陸上３年 ５分33秒
３位 大迫 希空 串木野西陸上６年 ５分28秒
○小学校１～４年生女子の部（1.5km）
○中学校男子の部（3.0km）
１位 黑木 悠依 羽島陸上４年
５分41秒
12位 林
蓮斗 生冠中２年
10分49秒
２位 濵平 采慶 生福陸上４年
５分41秒
15位 仮屋 玲
串木野西陸上２年 11分01秒
○小学校５～６年生男子の部（1.5km）
○中学校女子の部（3.0km）
７位 大井孝太郎 羽島陸上６年
５分29秒
８位 勝田 乙葉 串木野西陸上１年 11分51秒
８位 栫 陸斗
羽島陸上５年
５分30秒
14位 神田 凜桜 生冠中２年
12分57秒
○高校・一般男子の部（3.0km）
１位 久保 怜大 串木野養護学校３年 12分29秒

県建設業青年部会串木野支部・日置支部合同ボランティア
12月3日、県建設業青年部串木野支部及び日置
支部から14名の会員がボランティア活動に参加
し、五反田川遊歩道の除草作業を行いました。
この活動は、毎年恒例の両支部合同奉仕活動で、
道路や河川の美化に貢献していただいています。
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荒川小学校もちつき大会

12月23日、荒川小学校で14年ぶりに、地元の清流会とのもちつき大会が行われました。例年、運動会など
を地元との交流イベントとして行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、今年度は行うことが
できなかったため、もちつきを行い、交流を深めました。
参加した児童は、初めての体験の子もいて、重たいきねに苦戦しながらも地元の方とのもちつきを楽しみ、
できたもちを美味しそうに頬張っていました。

イチゴ観光農園オープン

大里の「いちごハウス木場」が、本格的なイチゴの観光農園シーズンを前に、県内でも一足早くオープン。
「イチゴ」にかけて12月15日（イチゴ）
に開園式が行われました。
開園式に参加した市来幼稚園の園児たちが早速、イチゴ狩りを体験しました。園児たちは自分で採ったイチ
ゴを口いっぱいに頬張り、美味しさを味わっていました。
イチゴ狩りは５月上旬まで楽しむことができます。

『よりみち会議2021』発の企画が続々と
昨年７月に始まった『よりみち会議2021』。先日12月
23日に開催された会をもって今年度は最終回でした。
「こ
ういったことをやってみたい」
「冠岳に興味がある」等の想
いで様々な方に足を運んでいただきました。中には、冠
岳に所縁があり、いちき串木野市外から毎回参加してく
ださる方も。
会を重ねるごとに誰かが「やりたい」と思ったことに対
して、仲間が増え、形になりつつあります。先月は冠岳
小学校を舞台にインスタントカメラを使ったゆるい交流
撮影会が開催しました。他の企画も含め、少しずつ展開
できればと思いますので、今年も
「えんたく」の活動を引
き続き温かく見守っていただけたら幸いです。よろしけ
れば公式 LINE 登録をお願いします。
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ワクワク便

き

いち

地域おこし
協力隊からの

野
串木

原島佑果

こんにちは原島です☆すっかりダウンが手放せない季節になりましたね。今回、そん
な冬に子どもも一緒に楽しめるマルシェを開催することになりました！当日は雑貨やア
クセサリー、駄菓子、ワークショップなどを用意してお待ちしています。マルシェの詳
しい情報は“Femstyle”のインスタグラムをチェックしてみてください。皆様にお会い
できることを楽しみにしています！

バレンタイン前に子どもも一緒に楽しめるバザー開催
2022 年２月５日（土）
ワークショップ情報
〜キャンディレイ作り〜
お菓子を繋げて、レイ
（ネックレス）を作ろう！

小中学生限定！
当日使える
駄菓子クーポン
30 人分配付します

DÉFI
BAZAR

デフィ

バザール

場所：まちなかサロン 時間：10：30 〜 14：30
主催：Fem Style

おれんじコーナー
認知症の当事者（本人）同士が主になって、自らの
体験や希望、必要としていることを語り合い、自分
たちはもちろん、他の認知症の方も暮らしやすい地
域を目指して行う会です。想いや悩みを分かち合え
たり、本人だからこそ気づくことなどを語り合った
り、それらを地域に伝えていくために開催しました。
今回は、第１回目ということで会の名称を決めま
した！みんなの意見を取り入れて『“もっと” かたい
もんそ ～はじめましての会～』に決定。認知症の人
と家族の会主催のかたいもんそ会に参加する時より、
もっと本人が自分の想いや意見を語れるように、ま
た、忘れてしまっても毎回はじめましての気持ちで
大丈夫という思いが込められました。
認知症があっても、出来ることはたくさんある、
いろんな思いがあるということを多くの方へ発信し
ていきます。

アクセサリー
切り絵アート
アフリカ布のお店
フェルト小物
ぬいぐるみ
子ども用雑貨
布小物
バレンタインギフト
駄菓子屋さん
などなど

No.4

こんにちは！認知症地域支援推進員の逆瀬川です。
今回は、11月18日に開催した本人ミーティングについて紹介します。

本人ミーティングとは？

出展情報

認知症の人にも 愛 がいっぱい
いちき串木野市

Ichikikushikinoshi

“もっと” かたいもんそ
～はじめましての会～

参加者にコーヒーを淹れてもらい飲みながら語り
ました。手動のミルでコーヒー豆を挽いて飲むこと
は、心地よい香りの中でゆったりと過ごすことがで
き、脳にいい刺激が与えられるため、認知症状の緩
和にもつながると言われています。

“最近、物忘れが気になる”など、心配や不安があったら
まずは地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。

＊相談窓口＊

地域包括支援センター
（串木野庁舎 ２階）
昭和通133-1
☎33-5644
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子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.19

あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉
（☎24-8311）

あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。

子育て中のママ・パパへ「ストレス」
を感じていませんか？
◆ここ1か月を振り返ってこのようなことはありませんか？
□
□
□
□

ひどく疲れている
だるい
気がはりつめている
わけもなく涙がでる

□
□
□
□

ゆううつな気分になる
何をするにも面倒な気持ちになる
気分が晴れない
そわそわ落ち着かない

➡上記の状態が続いていたり、程度が重い場合は過度なストレス状態に陥っているかもしれません。
子どもと向き合う日々は、思うようにいかないことが多いです。さらに、新型コロナウイルス感染症による
環境の変化で「些細なことで子どもにイライラしてしまう」
「こんなにきついのは自分だけなのかな…」などマ
マ・パパの心や体にも疲れがたまっているかも…
ストレスがたまると、余裕がなくなり子どもに厳しくなったり、感情的に子どもにあたってしまう危険があ
ります。
子どもの心身を健やかに育むためには、まずママ・パパが心身共に健康で心にゆとりがあることが大切です。
ストレスとうまく付き合っていく習慣を日常生活に取り入れてみてください（＾＾）

家事・育児・仕事を
１人で頑張らないで！

「眠れた！」
と思える睡眠を！

自分のための時間を♪

子どものお世話で夜の睡眠が足
りない時は、午後早い時間に30
分以内の短い睡眠を！頭がすっ
きり、リフレッシュしますよ♪

ゆっくりお風呂に入る、マッサー
ジを受けるなど自分が「楽しい」
「落ち着く」と思える時間をもち
ましょう♪

人とのつながりを
大切にしましょう♪

毎朝朝日を浴びて
しっかり朝食を！

からだを動かして深呼吸！

孤立や孤独はストレスや心身の
病気の引き金になります。
テレビ電話やメール、テレビ会
議ツールを使っても◎！顔を見
て話すとよいですね♪
心と体が疲れ切ってしまう前に
誰かに相談しましょう！

朝 日 を 浴 び て 体 内 時 計 を 整 え、
朝食を食べることで脳にエネル
ギーが供給され気持ちも前向き
に！

全部自分がしないと！と抱え込
んでしまうとストレスに…
周りに相談したり協力を求めて
心身の負担を軽くしましょう。
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ストレスを感じると心だけでな
く体にも負担になります。
ストレッチや深呼吸を取り入れ
て体の緊張を緩めてあげましょ
う！

CIVIC NEWS

市政ニュース
市ではこんなことをしています

市長の主な動き（12月）※市長の過去１か月の主な活動を掲載しています。
日にち

内

容

日にち

内

容

2（木） 交通安全母の会表彰報告（市長室）

21（火） 衛生処理組合辞令交付式（市長室）

3（金） 建設業青年部ボランティア出発式（防災センター）

22（水） 甑島商船（株）株主総会（ホテルアクシアくしきの）

6（月） 医師会との懇談会（防災センター）

23（木）

9（木） 市議会（一般質問）

・市議会（一般質問）
・年末年始特別警戒出発式

・市議会（最終本会議）
・おごじょ塾塾生市長表敬（市長室）

25（土）

国体 PR
Ｂリーグ鹿児島レブナイズ vs さいたまブロンコス

26（日）

国体 PR
Ｂリーグ鹿児島レブナイズ vs さいたまブロンコス

10（金）

・神村学園全国大会出場壮行会（アクアホール）
・全国漁業信用基金協会鹿児島支所運営委員会（鹿児島市）

14（火）

・全国地域安全運動キャンペーン活動視察
・イチゴ狩り開園式

15（水）

27（月） 新任 ALT 就任挨拶（市長室）

・県消防協会日置支部年末打合せ会
・建設業協会日置支部年末意見交換会（ホテルアクシアくしきの）

・衛生処理組合仕事納め式
・仕事納め式
28（火）
・辞令交付式（市長室）
・消防出初め式リハーサル（多目的グラウンド）

・衛生処理組合議会全員協議会

30（木） 深田神社除夜祭

17（金）

20（月）・衛生処理組合議会本会議

・九州電力視察

広報いちき串木野

広告募集
企画政策課（☎33-5672）

市では、来年度の「広報いちき串木野『市民カレン
ダー』」もしくは、紙面内に掲載する広告を募集して
います。自社の PR・求人、イベントの告知等にぜひ
ご活用ください。
○規
格 １枠：縦５㎝×横8.5㎝（カラー刷り）

○料

（毎月20日13,100部発行）
４月20日に発行する広報紙、市民カレ
ンダー（５月）から掲載されます。
金 1枠 5,000円（税込）

○募集枠数

12枠（１か月の最大枠数）×12か月

○申込締切

※１事業者最大４枠
２月25日（金）

※締 切日以降も掲載枠に空きがある場
合、随時受け付けます。
○申込・問合せ 企画政策課 ☎33-5672

市民カレンダー

広報紙
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教育委員会だより

学校教育課（☎21-5127）

～令和３年度全国学力・学習状況調査結果と今後の取組～
令和３年５月に実施された全国学力・学習状況調査について、本市の結果の概要をまとめました。
１

本市の学力の状況
〇令 和元年度と比べ、中学校国語、
数 学 に お い て、 全 国 と の 差 が 縮
まってきています。特に、中学校
数学においては、令和元年度の全
国との差が－6.8点であったのに
対して、令和３年度は－1.2点ま
で縮まり、顕著な向上が見られま
す。
△小 学校国語における「既習事項を
活用して課題を解決する力」に課
題があり、特に、叙述を根拠とし
て自分の考えを述べる力の育成が
求められます。

（点）

（点）

対国比

Ｒ元-0.8
Ｒ３-2.7

対国比
R元年度

（点）

R3年度

（点）

対国比

R元年度

※

R元年度

R3年度

Ｒ元-1.0
Ｒ３-1.2

全国

Ｒ元-5.8
Ｒ３-2.6

R3年度

対国比

R元年度

児童のよさ

今住んでいる地域の行事に参加していますか。
あなたの学校で、ＩＣＴ機器を他の友達と意見を交換したり、調べたりするためにど
の程度使用していますか。
（｢ ほぼ毎日 ｣｢ 週１回以上 ｣ と回答した割合）

児童の課題

携帯電話・スマートフォンやコンピューターの使い方について、家の人と約束したこ
とを守っていますか。
自分にはよいところがありますか。
国語の勉強が好きですか。

《中学生》
生徒のよさ

今住んでいる地域の行事に参加していますか。

２年生のときに受けた授業で、ＩＣＴ機器をどの程度使用しましたか。
（｢ ほぼ毎日 ｣｢ 週１回以上 ｣ と回答した割合）

生徒の課題

自分にはよいところがありますか。
家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。

R3年度

いちき串木野市（令和２年度は実施していません）

２ 本市の児童生徒の生活の様子
《小学生》

数学の勉強は好きですか。

Ｒ元-6.8
Ｒ３-1.2

本市
全国
本市
全国
本市
全国
本市
全国
本市
全国

（％）
74.8
58.1
58.9
39.0
77.2
70.1
66.9
76.9
47.2
58.4

本市
全国
本市
全国
本市
全国
本市
全国
本市
全国

（％）
68.7
43.7
48.6
33.4
65.9
59.1
68.2
76.2
58.9
63.5

※ 数字は，質問に対し ｢ 当てはまる ｣｢ どちらかといえば当てはまる ｣ と答えた割合を表示しています。
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３

令和３年度全国学力・学習状況調査結果の分析から
◎子どもの学力の状況（学力調査から）
成果

全国比較において、中学校では学習集団の下位層の引き上げが図られてきています。

課題

全国比較において、小・中学校ともに上位層の子どもの割合がやや低い傾向が見られます。

定着が十分ではない子どもへのきめ細かい指導とともに、ある程度習熟が図られている子どもを
さらに伸ばす指導を工夫することで、全ての子どもに達成感が得られ、確かな学力が定着する授業
を目指します。
そのために必要なことは
学習目標の質的向上

学習目標の質を、児童生徒が「なぜ？」
「どのように？」
「で
きるようになりたい」という明確な課題意識をもつレベル
にまで高めること

学習活動の質的向上

授業で取り扱う教材や学習活動の質を、
「子どもの主体的
な探求や気付き等を引き出したり、既習の知識・技能を活
用したりする」レベルにまで高めること

◎子どもの学習状況（児童生徒質問紙調査から）
成果１

全国比較において、ＩＣＴ機器の活用率が高くなっています。

成果２

全国比較において、中学校数学の興味・関心が高くなっています。

課題１

全国比較において、自己肯定感がやや低い傾向が見られます。

課題２

全国比較において、家庭学習への積極的な取組の割合がやや低い傾向が見られます。

課題１解決のために 「認める」から「認め合い、励まし合い、磨き合い」へ
子どもがお互いに認め合えると…

教室に安心感が生まれます。

安心感が生まれた教室では…

自己表現がしやすくなります。

自己表現が意図的に行われると…

互いのよさや違いが分かります。

互いのよさや違いを理解すると…

認め合い・励まし合い・磨き合う活動が活発になり、
自己肯定感が高まります。

課題２解決のために
１
２
３

自分で目標を立てて取り組む家庭学習
家庭で毎日決まった時刻・時間の家庭学習
テレビ・ゲーム・携帯等のルールの徹底

◎授業改善のポイント（特に次の視点を大切に授業に取り組んでいます）
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

子どもの課題意識を高める学習目標の設定と興味・関心を高める導入の工夫
子どもの思考のプロセスを重視した学習過程の工夫
子どもが自ら考え活動する時間の確保と活動内容の工夫
子どもの様々な意見や考えを引き出す発問や指導の工夫
子ども相互の考えや意見の交流を図るための働きかけ
習熟の程度に応じて発展的な課題に取り組む時間の確保と指導の工夫
子どもに学習したことを明確に意識させ、確実な定着を図るまとめの工夫
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