
　全国高等学校総合文化祭は，「文化部のインターハイ」とも呼ばれ，国内外から約2万人の高校生が参加し，約10万人の観覧者が訪れる
高校生による国内最大規模の芸術文化活動の祭典です。全国一巡目の最後を飾る記念すべき第47回大会が，令和5年夏，ここ鹿児島で開
催されます。 

夢や希望を実現し未来を担う鹿児島の人づくり 鹿児島県教育委員会

広報紙「かごしまの
教育」について，皆さ
んの御意見・御感想
をお聞かせください。
アンケートへのアクセスはこちらから
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　　　〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1
　　　☎099-286-5190

令和 5年　鹿児島で開催

　総文祭は高校生が主体となって創り上げる大会であ
り，生徒実行委員会が大会のPR活動や関連プロジェク
ト等の企画・運営を行っています。 
　7月末には開催1年前イベントを実施し，カウントダウ
ンボードの除幕式や大会のPR活動を行うとともに,「と
うきょう総文2022」の総合開会式とパレードに参加
し，鹿児島大会を全国に向けて発信しました。

　かごしま総文では，海外から3
か国[本県が2か国，後催県（岐
阜県）が1か国]の高校生をお招
きし，総合開会式への出演やパレ
ードへの参加，日本の高
校生との交流を通して，
大会を盛り上げていただ
く予定です。 

かごごしまま総文総文で文ででは，海外海外か外から3
か国[本[本本県県が2が2か国，後催後催催県（岐（岐
阜阜県）県）が1か国]の高校高校生校生をおお招
きし，総合総合合開会開会式会式へ式へへのの出演出演や演やパやパレ
ードへドへへのの参加参加，日本の本の高の高
校生校生との交の交流交流を流を通を通して，
大会大会を会をを盛り上げてげていただ
く予定予定で定ですですす。

　かごしま総文では，海外から3
か国[本県が2か国，後催県（岐
阜県）が1か国]の高校生をお招
きし，総合開会式への出演やパレ
ードへの参加，日本の高
校生との交流を通して，
大会を盛り上げていただ
く予定です。 

【本県招へい国】 
　　ニュージーランド，ベトナム
【後催県（岐阜県）招へい国】 
　　韓国



　鹿児島水産高等学校は，新しく建造された実習船｢第５代薩摩青雲丸｣や操船シミュレータなど最先端の施設・設
備を導入し，水産・海洋・通信等に関する知識や技術を有する人材育成に取り組んでいます。
【海　洋　科】海洋技術コース：将来の船長，航海士を養成します。航海実習やレーダーARPA操船シミュレータ

実習等を通して，船舶を安全に航行させる知識や技術を学びます。
機　　関コース：船舶の機関長，機関士及び陸上技術者を養成します。航海実習や機関シミュレー

タ実習等を通して，船舶で使用される内燃機関や電気機器等について学びます。
栽培工学コース：資源増殖や海洋資源・環境に関する技術者を養成します。ダイビング実習やヒラ

メ種苗生産，チョウザメ飼育等，海洋生物や海洋環境について学びます。
【情報通信科】情報通信システムの高度化に対応できる人材を養成します。｢トン｣と｢ツー｣の二つの信号だけでつ

くるアルファベットやカタカナ，数字で情報を伝達するモールス通信やラジオ製作等を学びます。
【食品工学科】食品製造技術の高度化に対応できる人材を養成します。実習では魚を原料にした缶・瓶詰（まぐろ

油漬け等）製造を通して，食品の製造加工や流通，衛生等を学びます。

魅力あるかごしまの高校魅力あるかごしまの高校
最先端の教育施設・設備で，夢に向かって舵をとろう！最先端の教育施設・設備で，夢に向かって舵をとろう！

～ 子どもの「やりたい！」を引き出し，見守り，支えます～

まぐろ資源調査及び海洋観測
　令和４年３月に，実習船｢第５代薩摩青雲丸｣が竣工しました。最新の航海機器等を装備した
実習船で，航海実習を年に３回実施しています。ハワイ近海のまぐろ資源調査及び海洋観測を
行い，調査結果を国立研究開発法人国際水産資源研究所に報告し，ハワイ海域の温暖化の影響
やマグロ類資源の状況調査に大きく貢献しています。

【事業の概要】
本事業は，不登校及び不登校傾向にある児童生徒を対象に，自然豊

かで開放的な環境を最大限に生かし，気分転換や体を動かす場を提供
しながら，体験活動や人との関わりを通して，自己を見つめる機会と
しています。
【期待される効果】
⑴ 　不登校及び不登校傾向にある児童生徒に家から出て活動する機会
を提供し，自分で考えた活動に取り組ませることで気力・体力の充
実を図るとともに，自己肯定感を持たせることができます。

⑵ 　他の参加者や職員との関わりの中で，自分のよさに気付き，
他者とのつながりを感じる機会を通して，自己有用感を高め
ることができます。

　かごしま子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域支援センター）
では，不登校やひきこもりをはじめとする，様々な悩みをお持ちの方やその
ご家族，お知り合い，友人など，どなたからでも相談をお受けしています。
　今の思いやこれまでのことなどを話しながら，次のステップを一緒に考
えましょう。
　ご本人やご家族だけで悩まず，抱え込まないで，まずはご相談ください。
　最適な専門機関や支援団体と一緒に，課題解決や新たな一歩を支援してい
きます。
　相談は無料です。秘密は厳守いたします。

土・日・祝日も相談に応じます。受付時間（月曜休み）10：00～17：00
電話・面談・メールでのご相談に応じます。
電　話：099-257-8230 ☆ かごしま子ども・若者総合相談センター
住　所：890-0064 鹿児島市鴨池新町１-８県青少年会館２階
メール：soudan-center@hello.odn.ne.jp

青少研ほっとスペース青少研ほっとスペース

「おおすみくん家に遊びに来ませんか！！」「おおすみくん家に遊びに来ませんか！！」

ひとりで悩まないでひとりで悩まないで

【活動について】
　〔場　　所〕県立青少年研修センター
　〔対　　象〕小学生及び中学生
　〔実 施 日〕毎週水曜日　午前９時～午後５時　対応時間は要相談（休所日は除く）
　〔活動内容〕自然の中で体を動かす（ボランティア活動，スポーツ他）
　　　　　 　 植物を育てる（苗づくり，花・野菜づくり）
　　　　　　　 読書をする（センター図書もしくは持参の本） 等
【問合せ先】
県立青少年研修センター

〈海の活動例〉
※６月～10月第１回 ６ 月１８日（土）

第２回 ９ 月　３日（土）
第３回１０月１５日（土）
第４回１１月１９日（土）
第５回 １ 月２１日（土）

県教育委員会では，国立大隅青少年自然の家の協力をいただき，不登校支援体験事業「おおすみくん家に遊びに来ませんか！！」を実施しています。

不登校児童生徒体験活動支援事業

令和４年度の計画

自然の中で，のびのびと
体験活動をしています！
（親子での参加も可）

〈山・室内の活動例〉
　 ※11月～１月

まぐろ資源調査 モールス通信

レーダーARPA操船シミュレータによる授業

（子どもと若者のための相談窓口のご案内）

臨床心理士による保護者向け懇談会や
カウンセリングも行っています。
お気軽にどうぞ！

スポーツクライミング・
どんぐりアートなど

住所：鹿児島市宮之浦町 4226-1
電話：099-294-2111 〔センターURL〕 〔センターURL〕

学校に行き
づらい

外に出ら
れない

気持ちを聞いて
もらいたい

◎ 対象は小中学生及びその保護者・教職員等です。
◎ 学校，市町村教育支援センター（適応指導教室），県教育庁高校
　　教育課，国立大隅青少年自然の家にお問い合わせください。

鹿児島水産高校
編

カヌー，釣り，
サンドクラフトなど

検索

※終了｝



　本年２月９日，「霧島神宮本殿・幣殿・拝殿」が国宝に，「鹿児島神宮本殿及び拝殿，勅使殿，摂社四所神社本殿」が国の重要文化財に
指定されました。本県の建造物の国宝指定は初めてです。
　「霧島神宮本殿・幣殿・拝殿」は，急勾配の階段で段差をつけて高低差を表現する躍動感あふれた構成をもっており，規模の大きな本殿
をはじめ，いずれの建物も質がよく，要所を丸彫彫刻や絵画で装飾し，極彩色，漆塗，朱塗で仕上げる豪華な仕様であり，近世に発達した
建築装飾意匠の集大成の一つであると評価され
ました。また，我が国では南九州に伝わる東ア
ジア圏に分布する龍柱の代表的な事例として文
化史的な意義も深いとされました。
　本県の歴史的建造物は，令和４年10月１日現
在で，国指定重要文化財（国宝含む。）12件，
県指定文化財23件，国登録有形文化財122件の
計157件が指定・登録されています。いずれの
文化財も地域に育まれた文化財的価値が認めら
れた建造物であり，それぞれに一見の価値があ
る魅力的な建造物です。

　子どもたちのスマートフォン利用率が年々増加するにつれて，インターネットやSNSをめぐる様々な問題が起きています。
　特に，ネット上のいじめは第三者から見えづらく，問題の発見が遅れがちです。そこで，日頃から家庭でも，インターネットを利用する
際に自分や相手の人権を守るために大切なことを話し合っておきましょう。

　県教育委員会では，かごしまの歴史的建造物
の魅力をPRする動画を作成しました。県教育委
員会のホームページから御覧いただけます。是
非御覧ください。
（https://www.pref.kagoshima.jp/ba08/rekishitekikenzoubutu.html）

　また，それぞれの建造物について
詳しく知りたい方は，「かごしま文
化財事典（Web版）」で検索をし
てください。

　「鹿児島県の歴史的建造物」について，その魅力をPRするととも
に実際に体感できる“イベント”を霧島神宮を会場として開催しま
す。是非お越しください。

魅力あふれるイベントが盛りだくさん！
建物に秘められた歴史と魅力を再発見し，
歴史ロマンを感じる時空の旅へ！

霧島神宮（提供：霧島神宮） 鹿児島神宮（提供：霧島市教育委員会）

　インターネット上でメッセージをやりとりする時は，些細な言葉遣いや言い回しで
誤解が生じて，ケンカになったり，いじめに発展したりすることがあります。

　他にも「かわいくない。」と「かわいくない？」のように，？を付けたかどうかで
相手の受け取り方は違ってきます。文字のみで情報を伝える際に，相手の誤解を生
まないのか，相手の立場に立って発信することが大切です。

掲載URL（https://k-bunkazai-school.com）

［お問合せ］県教育庁文化財課 099-286-5355

屋久島灯台

・ネットで知り合った人とは，安易に会わない。
・おかしいなと思ったら，すぐに大人に相談する。
・安易に写真や個人情報を載せない。
・下着姿や裸の写真は送らない。
・他人の悪口や差別的な内容は書き込まない。
・出所不明の情報を拡散しない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

インターネットを利用する際に注意すべきこと
～自分と他者の人権を守るために～

11月26日(土)
　9:30 ～ 　　　 開場・受付
10:00 ～ 10:05 開会
10:05 ～ 10:25 高千穂小学校金管バンド演奏
10:35 ～ 10:55 霧島九面太鼓
11:00 ～ 12:00 パネルディスカッション
12:10 ～ 12:40 音楽ライブ（小栗さくらさん )
12:40 ～ 12：50  エンディング

入場無料

明日の誕生日会，
Ａさんも来るの？何で？

えっ，わたしは行ったら
ダメなの？！

「何で」＝ＨＯＷ？
どうやって
　　来るのか？

「何で」＝ＷＨＹ？
なぜ来るのか？

相
ま

出所不明の情報を拡散しない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

かごしまの歴史的建造物はスゴイ！
もっと知り、もっと感じよう！

かごしまの歴史的建造物はスゴイ！
もっと知り、もっと感じよう！

インターネットと人権侵害
～子どもが加害者にも被害者にもならないために～

インターネットと人権侵害
～子どもが加害者にも被害者にもならないために～

キーワードは
　「わたしも大切　あなたも大切」
キーワードは
　「わたしも大切　あなたも大切」

ここがスゴイ！～霧島神宮の国宝指定とかごしまの歴史的建造物～ここがスゴイ！～霧島神宮の国宝指定とかごしまの歴史的建造物～

もっと知ろう！～PR動画とかごしま文化財事典～もっと知ろう！～PR動画とかごしま文化財事典～ もっと感じよう！～「歴史的建造物フェスティバルin霧島神宮」～もっと感じよう！～「歴史的建造物フェスティバルin霧島神宮」～



　上野原縄文の森は，平成14年10月5日に上野原遺跡の保存・活用を目的に開園し，本年度で20周年を迎えました。
　この20年間で，全国の縄文遺跡で調査・研究が進み，縄文時代観は変化してきています。
　さらに昨年，「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録されたことで，縄文文化への関心も高まってきています。
　そこで，今回の企画展では，九州・鹿児島を中心とした南の縄文文化，中でも祈りの精神文化に焦点を当て，北の縄文文化と比較しなが
ら魅力と価値を探るとともに，縄文時代に関する最新の研究成果も紹介します。

　県育英財団では，経済的理由によって修学が困難な生徒に対して奨学金の
貸与を行っております。年度途中に家計が急変した生徒に対する貸与も行っ
ていますので，お問い合わせください。

【止まる・見る・確かめる】
　児童生徒の飛び出し行為を減らすには，ドライバー視点の「飛び出すな」と
いった抑制ではなく，「止まる」「見る」「確かめる」といった子ども視点の
肯定的な表現で行動を具体的に示すことが効果的です。

　右のグラフは，令和３年度の本県小
・中・高校生の交通事故の状況を表し
ています。小学生では歩行・横断中，
中学生では自転車運転中，高校生では
自転車と原付バイク運転中の事故が多
い傾向にあります。通学の方法が異な
っても，止まる・見る・確かめること
で事故防止につながります。

　令和５年10月，鹿児島県で特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」・特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」が
開催されます。 両大会には選手やスタッフ，ボランティアとして，また，応援グッズの製作などに，多くの児童・生徒・先生方が関わって
います。みなさんの協力で両大会を盛り上げましょう！

　正式競技（37競技）は，都道府県対抗で行われ，天皇杯
（男女総合優勝）と皇后杯（女子総合優勝）を巡り，熱戦
が繰り広げられます。51年ぶりの天皇杯，皇后杯のダブル
優勝を目指します。

　障害者スポーツの全国的な祭典。選手が競技等を通じて
スポーツの楽しさを体験し，多くの人々が障害に対する理
解を深め，障害のある人の社会参加を推進することを目的
に開催されます。

　正式競技37競技，特別競技１競技，公開競技５競技，
デモンストレーションスポーツ36競技が県内全市町村
で実施されます。

　東京パラリンピックで金メダルを獲得したボッチャ
や大迫力の車いすバスケットボールなど，正式競技14
競技とオープン競技３競技が７市で実施されます。

令和５年10月７日（土）～17日（火）
「太陽国体（昭和47年）」以来51年ぶり！ 鹿児島初開催 !

令和５年10月28日（土）～30日（月）

【緊急採用】募集期間：随時募集
　　　　　 対象：高校１～３年生等
【予約募集】募集期間：令和５年７月中旬～９月下旬（予定）
　　　　　 対象：新中学３年生等
【在学募集】募集期間：令和５年３月上旬～５月中旬（予定）
　　　　　 対象：新高校１～３年生等
※学力基準や収入基準等があります。

応募資格：鹿児島県内を生活の本拠としている方の子

【問合せ先】
公益財団法人鹿児島県育英財団
電話：０９９-２８６-５２４４ 育英財団URL

【令和３年度の交通事故の状況】

実施競技や会場，注目の選手を知りたい！
かごしま国体・かごしま大会の情報はこちらをチェック！

高等学校等奨学金の活用を！ 「飛び出すな」から
「止まる」「見る」「確かめる」の声かけへ

開園 20周年記念第 64回企画展「南の縄文文化～縄文人の心を探る～」

○「止 ま る」車両と衝突するまでの時間的・空間的余裕を確保します。
○「見　　る」接近車両を自分の視野に入れます。
○「確かめる」接近車両の存在や車両の動きを認知します。

【
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歩行・横断中
自転車運転中
原付バイク運転中
自動車同乗中
その他
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開催まであと1
年！

開催まであと1
年！ 特別国民体育大会・特別全国障害者スポーツ大会特別国民体育大会・特別全国障害者スポーツ大会

上野原縄文の森開園20周年！！上野原縄文の森開園20周年！！

開園20周年記念秋まつり開園20周年記念秋まつり期　　間：令和４年９月17日(土)～11月23日(水・祝)
場　　所：上野原縄文の森 企画展示室
観覧料金：展示入館料　小・中学生　150円（120円），高・大学生　210円（160円）
　　　　　　　　　　　　　大　　　人　320円（250円）※（　）は 20名以上の団体料金 日時：令和４年 11月５日（土）・６日（日）

　　　午前 10時～午後３時
場所：上野原縄文の森体験広場・祭りの広場
入場無料（体験活動は一部有料）

【問合せ先】上野原縄文の森　0995-48-5701

【企画展】

↑九州国立博物館所蔵土偶
　撮影者：落合 晴彦

↑九州国立博物館所蔵
　伝青森県出土屈折像土偶
　撮影者：落合 晴彦

↑上野原遺跡
　　土偶

　楽しいステージパフォーマンスやクイズ大会，
お楽しみ抽選もある2日間。20周年記念の特別企画として，県
外の博物館施設を招いての“特別体験ブース”の設置や，30店
舗の出店を予定している“マルシェ”など楽しいイベント盛り
だくさん！爽やかな秋の風吹く縄文村に避びに来ませんか。

上野原縄文の森の情報は
こちらをCheck！


