
令和３年度の鹿児島学習定着度調査の
教科 問題別

小学５年生 中学１年生 中学２年生
大島地区の結果は，右の表の通りです。 大島 県平均との比較 大島 県平均との比較 大島 県平均との比較
小学５年の社会，中学１年の社会と数 令和２年度 75.6 ＋0.5 78.2 －0.5 75.2 －1.5

学，中学２年の社会が県平均を上回りま 国語 令和３年度 70.8 －1.5 71.9 －1.7 77.3 0.0
した。また，令和２年度の県平均との差 前年度の県平均比 －2.0 －1.2 ＋1.5
を比較してみると，中学１年の理科，中 令和２年度 77.5 ＋2.0 64.3 －0.1 68.2 ＋0.6
学２年の国語，数学，理科の４教科は， 社会 令和３年度 80.3 ＋0.4 72.9 ＋2.6 67.7 ＋0.9
県平均との差が狭まりました。先生方の 前年度の県平均比 －1.6 ＋2.5 ＋0.3
日々の授業改善や演習問題の活用等の地 算数 令和２年度 69.0 －0.1 72.7 －2.1 62.3 －4.7
道で着実な取組が成果につながったと感 ・ 令和３年度 68.3 －2.3 67.6 ＋1.6 69.3 －0.9
謝しています。 数学 前年度の県平均比 －2.2 ＋3.7 ＋3.8
しかし，依然として課題のある教科も 令和２年度 74.5 －0.4 69.6 －0.7 67.8 －3.0

あり，自校の詳細な結果分析を基に指導 理科 令和３年度 71.1 －2.0 69.1 －0.3 68.2 －0.4
方法の改善や演習問題の活用を再度見直 前年度の県平均比 －1.6 ＋0.4 ＋2.6
し，分かるまで，できるまでを目標に更に 令和２年度 65.1 －2.9 56.9 －0.9
充実させる必要があります。 英語 令和３年度 67.4 －4.1 58.8 －1.6
学年末にあたり，まとめの時期でもあ 前年度の県平均比 －1.2 －0.7

ります。児童生徒一人一人に該当学年で身に付けさせるべき学力を確実に身に付けさせ，次
年度につなげてください。
児童生徒の夢の実現に向けて，一人一人を大切にするとともに，これからの社会を生きて

いくことができる資質・能力を最大限伸ばしていくための教育活動の充実をお願いします。
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☆県へき地・小規模校教育優秀校 宇検村立阿室小中学校
龍郷町立秋名小学校

☆子供の読書活動優秀実践校【文部科学大臣表彰】 龍郷町立秋名小学校

☆県優良少年少女団体表彰 大川地区子ども会（奄美市） 菊地源吾書状
きく ち げん ご しよじよう

和太鼓チーム奏-Kana-（徳之島町） 西郷隆盛が菊池源吾と名乗っ
て龍郷で潜居していたときに書
かれた古文書です。

第55回中学生の「税についての作文」【内閣総理大臣賞】 喜界町立喜界中学校 ３年 喜禎 あさひ 龍郷方の 掟 役である宮登喜宛
おきて やく みや と き

人命救助【感謝状】 天城町立天城中学校 ３年 里山 聡汰 てに書いたもので，文意は「御
「住みよい地球」全国小学生作文コンクール2021【最優秀賞】 知名町立下平川小学校 ５年 竿 はな 用が済んでお暇になったら村に
令和３年度野生生物保護功労者表彰【文部科学大臣賞】 奄美市立住用小学校 帰られてはいかがですか。私は
第69回全日本吹奏楽コンクール【銀賞】 奄美市立朝日中学校吹奏楽部 今井権現に参詣した後に，円の

ごん げん

2021年度「海の日」海事関係功労者【国土交通大臣表彰】 龍郷町立龍北中学校 赤髯山で猪狩りをする予定です。
ひげ

また猪の足跡などの見込みもあ
りますので，その旨ご案内申し
上げます。」というもので，西郷
が宮登喜を猪狩りに誘ったこと
が分かる史料です。
令和３年２月に町の指定文化

財（古文書）となりました。

南の躍動
奄美のよさを生かした活力ある教育の充実
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奄美の文化財等

大島教育事務所 検索
受賞 おめでとうございます

☆いきいき教育活動表彰 教育，文化，スポーツ活動等の分野において，
顕著な成果を収めた個人・団体の表彰

☆奄美教育実践記録【学校賞】 特選作品等は「奄美教育実践記録」第56集に掲載

奄美市立小湊小学校
奄美市立手花部小学校
瀬戸内町立与路小中学校
徳之島町立亀徳小学校

伊仙町立鹿浦小学校
知名町立上城小学校

奄美市立住用小学校
大和村立大棚小学校
龍郷町立龍郷小学校
徳之島町立母間小学校
伊仙町立伊仙小学校
和泊町立和泊小学校
与論町立茶花小学校

奄美市立宇宿小学校
宇検村立阿室小中学校
喜界町立喜界小学校
天城町立岡前小学校
伊仙町立犬田布小学校
和泊町立国頭小学校
与論町立与論中学校

児童生徒の夢の実現に向けて ～令和３年度 鹿児島学習定着度調査から～

天城町立岡前小学校与名間分校

【龍郷町】
菊池源吾書状



指定区分 学校名 研究テーマ
徳 之 島 町 立 ４ 幼 稚 園 心豊かな表現力を育む幼稚園教育の充実[幼稚園教育]

奄美市立手花部小学校 学び合いを通して，運動する喜びを実感できる児童の育成[たくましい“かごしまっ子”]

奄美市立崎原小中学校 小・中が連携した｢共に学び共に心を育む｣児童生徒の育成[小・中の連携]

奄 美 市 立 住 用 小 学 校 社会的な事象の見方・考え方を働かせ，主体的に課題の解決を図る子どもの育成[指導方法改善]

大和村立大和小・大棚小・名音小・今里小学校 大和の名を誇りに思う教育[郷土教育]

徳之島町立神之嶺小学校 考え，議論する道徳科を要とした道徳教育の展開[道徳教育]

天 城 町 立 兼 久 小 学 校 思いや考えを豊かに表現し，学びを深め合う児童の育成[へき地・複式教育]

和 泊 町 立 和 泊 中 学 校 主体的に考え，判断し，行動できる生徒の育成[指導方法改善]

知 名 町 立 住 吉 小 学 校 主体的に学び，自分の考えをもつ子供の育成[指導方法改善]

与 論 町 立 与 論 小 学 校 自分の思いや考えを深め，生き生きと表現する児童の育成[指導方法改善]

１月30日（日），霧島市において，県下12地区 ２月19日（土）～23日（水）の５日間にわ
のふるさとの期待を背負ったランナーが，チー たって，県下12地区のランナーが郷土の誇りを
ムの思いを襷でつなぎ，熱い戦いを繰り広げま 胸に，一本の襷をつなぎゴールを目指しました。
した。 今年度の大島チームは，群島内に在住する社
今大会も，新型コロナウイルス感染症感染拡 会人選手が中心となるメンバー構成でした。

大防止の観点から，沿道や中継所等での応援に 初日は日間９位でゴールし，２日目は８位，
ついて自粛が求められる中での開催となりまし ３日目は７位と順位を着実に上げました。特に
た。 ３日目は，区間賞ではないものの，全員が区間
全員揃っての合同練習の実施も昨年同様に難 一桁の順位での安定した走りで大島の底力を感

しい状況でしたが，各自がそれぞれの場所で， じさせるレース展開でした。４日目は日間10位
大島チームの一員としての自覚と責任をもって と後退しましたが，最終５日目には１区が区間
練習に励んできました。 ２位と好発進し，10区まで日間７位を維持する
今年のチームは，雰囲気も明るく全体的にバ 粘りを見せました。最終的には順位を一つ落とし

ランスのとれた良いチームで，備監督を中心に， ましたが日間８位(総合９位)でゴールしました。
スタッフや選手全員が一致団結して，チームが 目標としていた，「Ｂクラス死守」にはあと
掲げた「Ｃクラス優勝，Ｂクラス復帰」という 一歩届きませんでしたが，来年度につながる素
目標を達成するために，一人一人が粘り強く走 晴らしい走りで５日間駆け抜けました。
り抜きました。残念ながら目標を達成すること 大会の開催も危ぶまれましたが，関係各位の
はできませんでしたが，来年度につながる気迫 御尽力によって大会を無事終了できたことに感
あふれる素晴らしい走りを見せてくれました。 謝いたします。また，応援自粛が求められる中
本年度も，奄美会をはじめとする多くの方々 でしたが，ふるさと奄美からの熱い応援と県内

の激励や声援によって，選手・スタッフともに 各地の奄美会の方々の応援をしっかりと感じる
勇気付けられました。 ことができました。ありがとうございました。

研究成果の還元を

「第35回県地区対抗女子駅伝競走大会」 「第69回県下一周市郡対抗駅伝競走大会」

地区

県

大島教育事務所のホームページに各幼稚園，学校が作成した公開
保育,公開研究会の概要が掲載されていますのでご覧ください。

襷に願いを込めて

～御声援ありがとうございました～


