
 

 

 

 

 

 

 

新年度のスタートにあたり 

鈴鹿市教育長 中道 公子 

令和 3年度がスタートしました。各学校園では，始業準備に余念

のないことと思います。ウイズコロナの時代，本年度も知恵と工夫

を結集し，共に鈴鹿の教育を進めていきましょう。 

さて，先日私はある雑誌で，コロナ禍の中，今こそ文化・芸術の

役割が重要だと書かれた文章を目にしました。要約すると次のよう

です。『なぜ文化・芸術に触れると人は心を揺さぶられるのか。そ

れは，芸術家たちが作品を生み出すとき，じっくりと物事を見つめ，

深く感じ取り，それを自分の中で咀嚼し，作品や表現に投影するからである。つまり，文化・芸

術とは言語化できないような感情や抽象的な概念などを可視化・具現化したものである。人の心

に響くのは当然と言える。共感により安らぎや生きる糧を得る人間にとって，今こそ芸術の力が

必要なのだ。』 

そして，ページの傍らには芸術家の名言が載っていました。「太陽がいないときに日の光を作

り出すのが芸術の務めだ。ロマンロラン」「芸術は日々の生活でたまったほこりを洗い流してく

れる。パブロピカソ」 

読み終え，私は，芸術は教育であり，芸術家は教員だと思いました。教員は共感的態度や教育

活動により，子どもたちに愛や真理を与え，夢や希望を育みます。また正義や勇気，力といった

エネルギーを子どもたちの中から導き出します。コロナ禍の中，子どもたちに寄り添い，前を向

かせることができるのは先生なのです。コロナ禍の今だからこそ，教育の力で子ども達を導き，

輝かせなければならないと思うのです。 

さて，学校ではいよいよ児童生徒１人１台端末を活用した教育活動が始まります。小学校に続

き中学校でも新学習指導要領が全面実施となり，新しい学力観に基づく授業改善がどんどん進

んでいます。今後ますます教育の質の向上が進むものと期待しています。 

本年度，教育委員会では，児童生徒や学校支援を軸に，大木中学校校舎の建て替え，学校トイ

レの洋式化，学校給食費の公会計化への着手など，児童生徒にとって学びやすく，先生方にとっ

て働きやすい学校教育環境の整備に尽力してまいります。「全ては未来を担う子供たちのため」

この言葉を胸に，様々な教育施策に取り組んでまいりますので，本年度も変わらぬご支援ご協力

を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

新しい学習指導要領に即した授業改善の“課題確認ツール”として活用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 
「全国学力・学習状況調査」と 
「みえスタディ・チェック」が実施されます 

学 力

向 上

学習事項の確実な理解や

課題克服のために，どの

ような授業をしていきま

すか？ 

 

子どもたちの学力の課題は何ですか？ 

 

 学校図書館システムが新しくなります 

令和３年度学校図書館システム「TecSTORK.Books（テック ストーク ブックス）」 

☆ 書誌登録が ISBNコードからだけで出来るようになり，作業が効率化されます。 

※ISBN（国際標準図書番号）…書誌識別用の国際規格コードのこと 

☆ クラウドベースでの運用のため，データーバックアップ作業が不要になります。 

☆ 学校図書館へ足を運ばなくても，Chromebook端末で学校図書館システム

にアクセスできます。 

新たに次のことができるようになります。学校図書館活用に役立てて

ください。 

担任等 

例   ・ 子どもたちの貸出状況を確認 

・ 図書資料の検索           など 

学校図書館担当者 

〇 全国学力・学習状況調査 

対  象： 小学６年生，中学３年生 

実施日： ５月２７日（木） 

教  科： 国語，算数・数学 

〇 みえスタディ・チェック 

対  象： 小学４・５年生，中学１・２年生 

実施期間： 始業式翌日から５月３１日

（月）まで 

教 科： 国語，算数・数学，理科（小学 4

年生を除く） 



 

 

 

 

 教育指導課では，新たな教育観や指導方法，子ども理解など，先生方に役立てていただくため，教

育雑誌や図書を購入しています。興味のある本がありましたら，教育指導課まで御連絡ください。

（059-382－９０５６） 貸出期間は２週間です。 

  

◎令和３年度定期購入予定の教育雑誌 

道徳教育 ・ 英語教育 ・ 初等教育資料 ・ 中等教育資料 ・ 特別支援教育の実践方法 

実践国語研究 ・ 算数授業研究 

 

 

 

 

学校をおもしろくする思考法 

－卓越した企業の失敗と成功に学ぶ－ 

妹尾 昌俊 （著） 

 

 優れた企業や行政，歴

史上の人物等の考え

方・手法から，日本の学

校が学ぶべきこととは

何かを考察し，どこが

勘所で，何に気を付け

るといいのかが解説さ

れています。 

 

教師の心が折れるとき 

－教員のメンタルヘルス 実態と予防・対処法－ 

井上 麻紀 （著） 

 

教員に特化したケアの

経験から，ダウンする教

員の実態と原因，教員へ

のケアの実際，ダウンし

ないために/してしまった

後に本人と周囲の人がで

きることがまとめられて

いる本です。 

納得と発見のある道徳科（小中学校） 

－「深い学び」を創る内容項目のポイント－ 

島 恒生（著） 

 

 これまでの道徳科の

授業の課題を克服し，

「考え，議論する道徳」

を通して，「納得」と

「発見」のある「深い学

び」が得られる授業を

実現するための本で

す。 

 

未来を変えるメッセージ 

－みんなのＳＤＧｓ－ 

 水谷孝次＆ＭＥＲＲＹ ＰＲＯＪＥＣＴ（作） 

 

 環境，教育，医療・・・今

地球では様々な問題が

起こっています。では，

どんなアクションをした

ら，未来のみんなが笑

顔になるのか。分かりや

すく楽しくＳＤＧｓが学

べる内容です。 

お 知

ら せ
info

教育指導課では先生向けに図書の貸出を

しています 

新しく購入した図書を紹介します 



 

 

〔教育委員会事務局〕  

課（場所） 主な業務の分野 連絡先 

教育総務課 

（本館１１階） 

総務グループ  

○教育委員会の庶務 

Tel  

 

Fax  

E-mail ： kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp 

給食グループ 

○幼稚園・学校給食 

学校給食センター 

○幼稚園・小学校給食の共同調理 

Tel  

Fax  

第二学校給食センター 

○中学校給食の共同調理 

Tel  

Fax  

教育政策課 

（本館１１階） 

政策推進グループ 

○学校の適正規模及び適正配置 

○教育情報化の推進 
Tel  

Fax  

E-mail ： kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp 学校施設グループ 

○学校施設の整備 

学校教育課 

（本館１１階） 

学事保健グループ 

○児童生徒の就学 ○学校保健  

○学校経理 

Tel  

Fax  

E-mail ： gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 教職員グループ 

○学校の管理運営 

教育指導課 

（本館１１階） 

指導グループ 

○学校教育の指導 ○教育課程 ○学習指導   

○進路指導 ○部活動 ○幼児教育 

○特別支援教育  

〇「すずっこスクエア」の支援・協力 

Tel  

Fax  

E-mail ： kyoikushido@city.suzuka.lg.jp 

研究グループ 

○教職員研修 ○教育研究 ○学校教育の指導 

教育支援課 

（西館１階） 

学校支援グループ 

○いじめ防止の推進 ○生徒指導 

〇安全教育○通学路の安全確保 

○コミュニティ・スクール 

Tel  

Fax  

E-mail ： kyoikushien@city.suzuka.lg.jp 

人権教育センター 

Tel ： 059-384-7411 

けやき教室 

Tel ： 059-382-7141 

さつき教室 

Tel ： 059-367-1080 

子ども支援グループ 

○不登校対策 ○多文化共生 

〇就学支援教室（コトノハ教室） 

人権教育センター 

○人権教育 

適応指導教室 

〇けやき教室・さつき教室 

〔子ども政策部〕  

課（場所） 主な業務の分野 連絡先 

子ども家庭 

総合支援拠点 

・ 

子ども家庭 

支援課 

（西館１・２階） 

家庭支援グループ 

○要保護児童等・DV対策地域協議会事務局 

○児童虐待に関する相談・対応・支援 

○子育て支援 ○女性相談 ○弁護士相談 

Tel   

Fax  

E-mail ： 

kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

発達支援グループ 

○５歳児健診・健診フォロー・就学後フォロー 

○カウンセリング ○発達・知能検査 

〇「すずっこスクエア」の運営 

Tel  

Fax  

E-mail ： 

kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

教育相談グループ 

○教育相談 ○就学相談 ○就学支援委員会事務

局 ○引継ぎ支援会議  

○「ほ～むベース」 の運営○いじめ SOSダイヤル 

〇「すずっこスクエア」の運営 

○SC派遣業務 〇就学後フォロー 

○生徒指導特別指導員，SSWの派遣業務 

Tel  

Fax  

E-mail ： 

kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

 

鈴鹿市教育委員会事務局各課及び関係課

の紹介 
: 059-382-7617 

: 059-382-1214 

: 059-383-7878 

: 059-382-3273 

: 059-379-2501 

: 059-388-0330 

: 059-388-0332 

: 059-382-9112・059-382-9049 

: 059-383-7878 

: 059-382-7618 

: 059-382-9054 

: 059-382-9028・059-382-9056 

: 059-383-7878 

: 059-382-9055 

: 059-382-9053 

: 059-382-9140（家庭支援グループ） 

: 059-382-9142 

: 059-382-9030（発達支援グループ） 

: 059-382-9142 

: 059-382-9140（教育相談グループ） 

: 059-382-9142 


