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平成26・27年度又は，平成27・28年度に
県や地区の指定を受けた研究協力校の校
長，研修係等の合同研修会を開催しました。
昨年度公開された阿久根小学校の研修担

当教諭に，研究推進のための組織や体制づ
くりについて実践発表をしていただきまし
た。その後，４つのグループに分かれて，
それぞれの学校の研究内容や研究推進上の
課題の解決策等について，意見交換をしま

した。
本年度の本地区の研

究協力校は右表のとお
りです。それぞれの学
校で一丸となってチャ
レンジし，一歩踏み出
す北薩の教育の推進に
期待します。

自校の平均通過率前年比３％アップを全て
● 鹿児島学習定着度調査 の学校100％にする。

※平成26年度鹿児島学習定着度調査結果（通過率：％） 太字は地区≧県

国 語 社 会 算数・数学 理 科 英 語

地区 県 地区 県 地区 県 地区 県 地区 県

小
基礎･基本 70.2 70.3 66.3 65.1 61.7 59.6 69.5 68.5

５
思考･表現 41.2 42.9 52.5 52.2 44.8 43.4 55.8 55.8

全 体 61.5 62.1 61.6 60.7 55.8 54.0 64.5 63.9

中
基礎･基本 57.5 59.4 61.1 61.8 74.0 73.5 66.9 67.3 73.4 73.4

１
思考･表現 53.2 54.8 39.6 35.2 41.3 42.5 41.3 40.8 77.4 76.4

全 体 56.2 58.0 54.2 53.2 64.2 64.2 58.5 58.5 75.2 74.7

中 基礎･基本 61.0 62.8 65.5 65.6 67.0 67.7 54.6 53.7 72.0 72.0

２
思考･表現 54.1 52.4 49.3 45.6 27.1 27.7 35.1 30.5 50.7 53.6

全 体 58.9 59.5 60.7 59.7 55.0 55.7 47.6 45.4 62.9 64.3

自校の通過率が県平均通過率
を上回り，前年比３％アップを
目指した授業の改善や手立てを
工夫しましょう。

北薩教育事務所では，本地区
の教育目標を具現化するために，
「平成27年度『北薩の教育』推
進プラン」を策定しています。（推
進プランは，本所ＨＰを御覧く
ださい。）
各学校においては，実態に合わ

せて目標を定め，一致協力して取
り組まれることを期待します。

Ⅰ 確かな学力

北薩の教育を前進させる平成27年度数値目標

●読書量

小（低） 小（中） 小（高） 中（全）

地区目標冊数 120 100 80 40
地区平均 (小1)178冊 (小3)144冊 (小5)119冊 (中1)46冊

(H27.３月） (小2)148冊 (小4)137冊 (小6)120冊 (中2)35冊

(中3)26冊

目標達成校数 71校(86%) 70校(85%) 69校(84%) 22校(64%)

● いじめ問題…100％の解決

● 不登校…前年度より１割減

● ｢体力アップ！チャレンジかごしま｣の申告率…100％

申告校数 申告率 学校賞受賞校数

H25年度 39校 47.0％ ３校

H26年度 73校 89.0％ １校

Ⅱ 豊かな心とたくましい体

本年度から中
学校でも開始さ
れます。運動の
日常化や体力向
上を目指して，
学校・学級で挑
戦しましょう。

いじめ問題や不登校，問
題行動等については一つで
も多く察知･発見し，早期
対応を図りましょう。

意欲の向上に努め，量と質の
レベルアップを目指しましょう。

● 家庭学習
小 小 小 中

（低）（中）（高）（全）

30分 45分 60分 90分

● 学校や郷土の特色を生かした
体験活動…100％

● 短期研修等の申込み…１割増
● ＨＰの充実…月１回以上更新
● 学校便り…月１回以上発行

Ⅲ 基本的な生活習慣

Ⅳ 特色ある学校づくり

Ⅴ 信頼される学校づくり

国語において，学力の定着に不
十分な傾向が見られます。目的や
意図に応じて適切に読み取ること
や根拠を明確にして，自分の考え
を伝え合うことなど，各学校にお
いて，言語活動の充実や活用する
場を適切に取り入れた授業の充実
に取り組みましょう。



管内でフレッシュ研修（初任校研修）を実施す
る小中学校の校長，指導教員の方々に集まってい
ただき，研修の進め方等について共通理解を図り
ました。新規採用者が配属された学校においては，
校長，指導教員等を中心とした全校体制で，授業
をはじめとする様々な研修を実施します。
本年度は地区内に，

小・中学校教諭17人，
養護教諭３人，事務
職員３人，高校教諭
７人，特別支援学校
教諭３人の初任者が
配属されました。

鹿児島純心女子大学のホールにて，管内の小・
中学校長研修会を行いました。
研修会では，本年度県教育行政の重点施策及び

本地区の現状や今後の具体的な取組について所長
や各課担当からの説明，県総合教育センター事業
説明，特別支援教育の推進，人権同和教育に対す
る教職員の理解と認識等について説明が行われま
した。
また，さつま町立泊野小学校長の事例発表を基

に，各学校における危機管理の現状や課題，その
対策等についてグループ協議を行い，活発な意見
交換もなされました。

さらに，クライシスマネ
ジメントの在り方について，
本庁教職員課専門員に学校
における危機管理，クライ
シスマネジメントの要諦，
初期対応のポイントの３項
目について演習を交えなが
ら，講演していただきました。

事故や事件が起きな
いように未然に防止す
る行動や，事故や事件
が起きてしまった場合
の迅速・的確な対応に
ついて，深く考えるよい
機会となりました。

管内には，小学校80校，中学校34校（このほか
３校が休校中）の合計114校の学校があります。
本年度は，小学校22校，中学校８校，計30校の

訪問を計画しています。５月は７校を各市町教育
委員会と合同で訪問しました。

11日(月) 伊唐小学校
14日(木) 平川小学校・流水小学校
19日(火) 紫尾小学校・泊野小学校
29日(金) 西目小学校・山下小学校

春の全国交通安全運動が５月11日から20日ま
での10日間実施されました。各市町で，この運
動の趣旨を踏まえ，警察や関係団体，家庭，地
域と連携し，学校や地域の実情に応じた運動が
本地区でも展開されました。
今年度は，北薩教育事務所でも，児童生徒等

の通学路の交通安全確保のため，通学途中の交
差点等で，所員が立哨指導を行いました。
笑顔で挨拶を交わし合い，児童生徒に元気を

もらいました。

■ 児童生徒の安全確保に関して，各学校でも，
再度，次の点について実践してください。

・ 安全点検簿や安全マップ，危機管理マニュ
アル等の見直し

・ 児童生徒の危険予知能力の育成
・ 各種災害に対する避難訓練の工夫
・ 正しい歩行の仕方や自転車の乗り方
・ 警察，スクールガード・リーダー，スクー
ルガード，関係団体等との連携強化

※ 児童生徒の安全確保に対する更なる意識の
向上に努めましょう。

中学校において，国語または数学に関
する指導法の充実のため，拠点校や推進
校を県教育委員会が選びました。
これらの学校においては，義務教育課を中心と

して，教育事務所，市町教育委員会の指導主事等が
継続して訪問し，授業参観や授業ガイダンスを通し
て，授業づくりの支援を行います。
共感と対話と協働による授業づくりの支援により，

授業づくりや指導方法の充実が図られ，学力の向上
が期待されます。
本年度，北薩地区では，

【国語】拠点校３校，推進校13校 計16校
【数学】拠点校２校，推進校９校 計11校
が指定されています。

今回は「むし歯予防」につ
いて研修会を実施しました。
講師に川薩保健所の技術専門
員を招聘して，本地区の現状と課題，ブラッシン
グの基本等について，実技指導を交えながら講演
していただきました。歯と口の健康週間にすぐに
使える内容も多く，充実した研修となりました。

北薩地区内学校関係のトピックスの紹介や北薩教育
事務所便り「北薩の輝き」，行事や研修会の報告，各種
競技会の結果，指導力の向上に向けての情報などを随
時公開する予定です。ぜひ御覧ください。


