
R２年度１年生 国語 社会 数学 理科 英語

鹿児島県平均 78.7 64.4 74.9 70.4 68.1

本校平均 81.2 65.5 73.5 75.2 69.1

県との差 2.5 1.1 -1.4 4.8 1.0

R２年度２年生 国語 社会 数学 理科 英語

鹿児島県平均 76.7 67.7 67.1 70.9 57.8

本校平均 75.4 60.9 66.2 69.5 56.9

県との差 -1.3 -6.8 -0.9 -1.4 -0.9
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【第 80回全国教育美術展】 【鹿児島市平和都市宣言 30周年記念作品募集】
特選 １年 鈴木 星音 標語の部 入選 3年 佐伯 光

２年 大迫 真琳

3年 佐伯 光 【令和２年度土砂災害防止に関する絵画・作文】

入選 １年 小濵 亜海 国土交通事務次官賞 2年 山下 昭人

今年の初め頃，ＮＨＫのある番組でタモリさんが

「今年の抱負を漢字一字で」と聞かれて「ビャンビ

ャン麺の『ビャン』」と答えていた。漢字で書くとな

んと総画数５８画になる。それをすらすらとボード

に書くタモリさんを見て，いたく感心した。私も書

けるようになるだろうか。試しに繰り返し練習して

みた。お手本を見ながら３回。見

ないで書いてみたら間違えたので

また３回書いて，ようやく覚えた。

覚えたら，誰かに自慢したくなっ

たので，息子を呼んで「ね，ビャ

ンビャン麺のビャンって書ける？」

って書いてみせた。覚えるのに苦労したので，忘れ

るのがもったいなくて，毎日１回は誰かに自慢しな

がら書いてみせた。

さて，私がこの字をマスターするまでの道のりを

分析すると次のようになる。

① 人がやっているのを見る。（出会い）

② できるようになりたいと思う。（意欲）

③ 調べる。

④ 練習する（インプット）。

⑤ 見ないでやってみる（アウトプット）。

⑥ 人に披露する（教える）。

⑦ 時々忘れてないか確かめる。

この手順で身についたことは，きっと一生忘れな

い（と思う）。そして①の出会いと②の意欲に導くの

が私たち教師の役目ではないかと私は思う。子ども

たちの意欲的な学びをこれからも支えていきたい。

（教頭 福島 三鈴）

１月に１,２年生を対象に行われた「鹿児島学
習定着度調査」の結果を下の表のようにお知らせ

いたします。本校の教育活動や家庭での学習によ

って学びがどのくらい定着したか，判断する参考

にしてください。この調査をもとに，子どもたち

の苦手な部分を分析し，さらに復習をして，学び

の定着を図っていこうと思います。

来年度からは新学習指導要領が施行されます。

子どもたちの学びは「アクティブラーニング」の

視点から「何を学ぶか」だけでなく「どのように

学ぶか」が重視され授業も改善されます。定着度

調査や各種調査の結果をもとに，課題を見つけ，

複数の教科が連携したり，家庭や地域と連携した

りして，子どもたちの学びを支えていくことにな

ります。御理解と御協力をよろしくお願いします。

こちらの

QR コードを読み取ると
東谷山中学校の HP をご
覧になれます。

合わせてご覧ください。



保護者の転勤や引っ越し等で，来年度転出予定の生徒につ

いては，できるだけ早く学校（担任または教頭）までお知ら

せください。また，未定でも転出の可能性がある方は，その

旨をお知らせください。

（連絡先 ２６８－１２７１）

キャリア教育の一環として，1 年生 2 クラス～ 3 クラスずつ，「介護について学ぶ授業」を実施しまし
た。今回講師としてお招きしたのは，お笑い芸人の仮屋竹洋さん。仮屋さんは吉本興業に所属しながら

認知症サポーター養成講師の資格を生かして，県内各地の学校で，介護についての授業をなさっている

方です。授業は 2 時間構成で，認知症に関する理解を深める学習や実際に介護職についている方とリモ
ートで交流し，介護中の様々な課題について，みんなで解決策を話し合い，提案するという活動をしま

した。仮屋さんは，軽妙なトークで生徒をひきつけながら，老化に

よる「物忘れ」と認知症との違いなどを分かりやすく説明してくだ

さいました。

【1年生の感想より】
介護の学習をとおして 初めて学

んだことがたくさんありました。

特に認知症にはたくさんの種類が

あるということが印象的でした。

認知症になってしまった人に対し

て、どのように接したり，声かけ

をするのかということも学べまし

た。相手が怒らないように丁寧に

ゆっくり話すことが大切なんだな

と思いました。
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設問１
学校は、ＰＴＡ会合や各種「便り」等で、教育方針を
わかりやすく伝えている。

1.36 1.26

設問２
学校では、子どもに主体性や自主性を持たせるた
めに教育活動を工夫している。

1.15 1.11

設問３
学校は、家庭や地域社会の期待や願いに応えよう
と努力している。

1.23 1.11

設問４
学校の生徒指導の方針や指導体制に共感でき
る。

1.06 0.99

設問５
学校は、校内における子どもたちの様子を懇談や
各種「便り」等によってよく知らせている。

1.28 1.16

設問６ 学校は、いつでも気軽に相談に応じてくれる。 1.20 1.13

設問７
学校の環境や雰囲気がよく、子どもたちは伸び伸
びしている。

1.14 1.09

設問８ 子どもは、毎日楽しそうに学校生活を送っている。 1.36 1.19

設問９
子どもは、学校での様々な行事を楽しみにしてい
る。

1.27 1.18

設問１０
学校では、子どもにとって分かりやすい授業が行わ
れている。

0.88 0.77

設問１１
学校は、子どもの将来の進路や職業の選択のしか
た等について適切な指導を行っている。

0.96 0.88

設問１２
教師は、子どもの問題行動についてよく指導してい
る。

1.17 1.08

設問１３ 教師は、子どもをよく理解し、励ましている。 1.17 1.12

設問１４
学校は、いじめや暴力等のない学校づくりに取り組
んでいる。

1.19 1.16

保護者意識調査結果

質　　問　　項　　目

平均については
　　　　　　　　　　　　　　　　　よくあてはまる　　＋２
　　　　　　　　　　　　　　　だいたいあてはまる　＋１
　　　　　　　　　　　　　　すこしあてはまらない　－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　あてはまらない　－２

　　　　　　　　　の平均値でだしてあります。

平均が　　１.2以上  　〇
　　　　　　　1.0以下　△
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２日（火）非行防止教室（2年）
９日（火）ハートリボンデー

高校生に学ぶ（2年）
公立高校入試（～ 10日）

11日（木） 2年修学旅行（～ 13日）
12日（金） 3年クラスマッチ
15日（月） 卒業式予行 同窓会入会式

16日（火）第41回卒業式
17日（水） 公立高校合格発表
18日（木） 学校評議員会
19日（金） 1年 1日遠足
22日（月） 2年クラスマッチ
23日（火） 1年クラスマッチ
25日（木） 修了式
26日（金） 離任式
31日（水） 新入生物品販売 10:00～

１月に行いました保護者意識調査

の結果を左のようにお知らせいた

します。今回は保護者の方々が回

答しやすいように，安心安全メー

ルのアンケート機能を使って配信

しました。お陰様で回答率が前年

度の５０％から６６％へ大きくア

ップしました。保護者の方々の学

校への関心の高さに感謝いたしま

す。なお 1.0 を下回った 3 つの項
目（生徒指導・分かりやすい授業

・進路指導）については，改めて

保護者の方々に御理解いただける

ように努めてまいります。


