
R３年度１年生 国語 社会 数学 理科 英語

鹿児島県平均 73.6 70.3 66.0 69.5 71.5

本校平均 71.9 70.0 65.2 69.9 68.4

県との差 -1.7 -0.3 -0.8 0.4 -3.1

R３年度２年生 国語 社会 数学 理科 英語

鹿児島県平均 77.4 66.8 70.2 68.6 60.5

本校平均 76.8  53.6 69.5 68.7 58.0

県との差 -0.6 -13.2 -0.7  0.1 -2.5
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１月に冬休みが明けるのと、ほぼ時を同じくして、
鹿児島にもいわゆる「第６波」の波が押し寄せてき
ました。１月は５０件以上、２月は８０件以上のコ
ロナ関連の電話を受けました。PCR 検査の連絡や結
果を待つ日が続き、メールでお知らせしたとおり、
陽性者も発生しました。しかし鹿児島県で７００人
を超える感染者が出た２月のピーク時にも、本校で
は学校内での感染の拡がりは、防ぐことができまし
た。これも保護者の方々が登校前の検温や手洗い、
濃厚接触者の自宅待機等、感染対策や対応に協力し
てくださったお陰と感謝しています。
さて、これまで学校から、繰り返し皆さんにメー

ル等でお願いしたことは、主に以下の３点です。

学校に陽性者が発生した場合、私はすぐに「症状
の有無」と「最終登校日」を確認します。濃厚接触
の疑いのある生徒の登校を停止しなければならない
からです。本人に症状がなくても、家族に症状があ
る段階で登校を控えることは、陽性になったときに
周りの生徒への影響を防ぐことができます。これま
で、陽性者が発生しても、その後の学校での感染の
拡がりを抑えることができたのは、保護者の皆様が
このことをよく理解してくださったからだと思いま
す。今後も、残りの３学期を安心安全に過ごし、教
育活動を続けていくために、正しく判断し、感染対
策を行っていきたいと思います。
なお、３月７日に「まん延防止等重点措置」は解

除になりましたが、学校の行動基準は「レベル３」
が継続します。学校では引き続き、マスク、手洗い、
換気、黙食の指導をしていきます。年度末、そして
新年度に向けて、今後も御理解と御協力をよろしく
お願いします。

（教頭 福島三鈴）

１ 手洗い・マスク・換気の徹底

２ 毎日の入念な健康観察

３ 本人や家族に、発熱や風邪症状がある

ときは登校を控えること
※学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル～「学校の新しい生活様式～ Ver.7より

（ただし家族の症状に関しては慎重に判断する）

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」の結果を以下のとおりお知らせい

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，復習等による学びの定着を

図っていこうと思います。

今回、１年生の国語・社会、２年生の国語につ

いては、基礎・基本の通過率を、思考・表現の通

過率が上回る結果が出ていました。これから益々

求められる力は、様々な事象や資料をもとに自分

が考えたことを、表現して相手に分かりやすく伝

えることです。暗記することより、「なぜだろ

う？」と不思議に思ったり、予想したり、友達と

考えを交流したりすることが、その力を育みます。

これからの世の中をたくましく生きていく子供

たちを育てるために、先生たちの授業も日々改善

が求められます。タブレットをうまく活用して、

様々な意見交流の方法も模索しています。

御家庭でもぜひ、ニュース等を見ながら、様々

な考えを語り合ってみてください。子供たちの感

じたことを頭ごなしに否定せず、上手に聞いてあ

げることで、きっと家庭でも考える力、表現する

力は育むことができると思います。



保護者の転勤や引っ越し等で，来年度転出予定がある場合

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、毎年、高校２年生の先輩たちを招いて「高校生に学ぶ授業」を実施して

います。今回は甲南高校、鹿児島南高校、鹿児島情報高校、鹿児島高専から先輩たちが駆け付けてくだ

さいました。例年は体育館で行われますが、今回は感染対策のために、リモートで行われました。

中学校を卒業し、それぞれの道で２年間学んだ先輩たちは、私たちが思う以上に素晴らしく成長して

いました。そして、迷える後輩たちに一生懸命、進路選択で大切なことを伝えてくれました。生徒たち

は、普段の授業以上に熱心にメモを取りながら聞いていました。実感をもって話す先輩方の熱意に触れ、

生徒たちは、少し未来の自分の姿を具体的にイメージできた

のではないかと思います。よい学びになりました。 【２年生のお礼状より】（抜粋）

今回のお話の中で僕が思ったことは、

人間性の大切さです。特に印象に残った

ことは、「進路を決めることは、将来を

決めることだけではなく、自分を見つめ

なおすいい機会である」ということです。

先輩のお話のお陰で、物事に対する考え

方が変わりました。本当にありがとうご

ざいます。

１月に行いました保護者意識調査の結果

を左記のとおりお知らせいたします。

１４の設問についてＡ～Ｄの評価をし

ていただき、Ａ（＋２）Ｂ（＋１）Ｃ（－

１）Ｄ（－２）として各項目ごとに平均

値を出しました。平均が 1.0 に満たなか
った３つの項目については、真摯に振り

返り、一層の努力をしていく所存です。

昨年度同様、保護者の方々とのコミュ

ニケーションも取りづらい 1年間でした
が、今後とも本校教育活動への御理解と

御協力のほどよろしくお願いいたしま

す。
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均

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。

1.26 1.21

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。

1.11 1.09

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。

1.11 1.08

設問４
学校の生徒指導の方針や指導体制に共感でき
る。

0.99 1.02

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。

1.16 1.15

設問６ 学校は、いつでも気軽に相談に応じてくれる。 1.13 1.16

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。

1.09 1.05

設問８ 子どもは、毎日楽しそうに学校生活を送っている。 1.19 1.11

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。

1.18 1.03

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。

0.77 0.75

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。

0.88 0.90

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。

1.08 0.98

設問１３ 教師は、子どもをよく理解し、励ましている。 1.12 1.14

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。

1.16 1.09

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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【３月】
９日（水）ハートリボンデー

10日（木） 3年クラスマッチ
11日（金） 卒業式予行 同窓会入会式
12日（土） 土曜授業
14日（月） 卒業式準備・同窓会入会式

公立高校入試追試

15日（火）第42回卒業式
16日（水） 公立高校合格発表
18日（金） 学校評議員会
25日（金） 修了式・離任式
26日（土） 学年末休業日～ 3/31
31日（木） 新入生物品販売 10:00～
【４月】
６日（水）新任式・始業式

第４３回入学式
１年ＰＴＡ役員決め

８日（金）２，３年ＰＴＡ役員決め
12 日（火）～家庭訪問（計画は配布済み）


