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大分県教育委員会 広報紙

［電　話］097-503-8987
［メール］oita-edu-c.soudan@pref.oita.lg.jp（教育センター教育相談部）

いじめ・不登校相談

［電　話］097-534-4366 ［ＦＡＸ］097-506-1799
［メール］no-sekuhara@pref.oita.lg.jp（人権教育・部落差別解消推進課）

スクール・セクハラ相談窓口

［電　話］097-569-0232
［メール］oita-edu-c.tokusien@pref.oita.lg.jp（教育センター特別支援教育部）

特別支援教育相談

困ったことがあったら一人で悩まないで！相談する場所はたくさんあります！

［メール］no-ijime@pref.oita.lg.jp（学校安全・安心支援課）
いじめ相談（メール）

楽しい学校生活をすごしていますか？
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　県教育委員会では、子どもたちの基礎的・基本的な知識及び技能の定着と「思考力」「判断力」「表現力」等の育成を目指

して、学力向上に向けた様々な取組を展開しています。

小・中学校の学力向上に向けた取組

　新型コロナウイルス感染症対策での臨時休校等により学習内容の精選等行われましたが、児童生徒の学びを保障する取組が各学校で行われたことにより、一定

レベルの学力を身に付けることができています。また、児童生徒質問紙調査において、「国語や算数・数学の授業がよく分かる」と回答した児童生徒の割合は、経年

比較をすると全ての教科で増加しています。この結果は、日々授業改善に取り組んでいる先生方と、力を伸ばすために学習に取り組んでいった子どもたちの頑張り

が成果として表れたものだと捉えています。

　県教育委員会では、小・中学校ともに上記のような「新大分スタンダード」による授業改善や、小学校高学年の「教科担任制」を推進しています。引き続き、子どもた

ちの確かな学力の育成を目指し、取組を一層進めていきます。

　小・中学校では、次の４つの視点

に基づいて、授業改善に取組んで

います。

小学校高学年からの「教科担任制」の導入

　教科担任制では、1人の先生が特定

の教科を複数クラス受け持ちます。大

分県では、推進校を指定し、高学年へ

の導入を促進しています。

全国学力・学習状況調査結果（概要）（概要）令和３年度令和３年度

Ｑ. 授業の内容はよく分かりますか（肯定値の推移）

※児童生徒が考えたことや学習過程をふり
　返ることができる板書

板書の構造化

※自分の考えをもち、それを表現したり、
　交流活動で深めたりする授業

問題解決的な展開の授業

全国学力・学習状況調査 検  索ＴＥＬ 097-506-5538義務教育課問

❷ 複数教員による指導体制に伴う児童理解

❸ 中学校への円滑な接続

「新大分スタンダード」による

授業改善

※児童生徒が1時間の目標や見通しを持って
　学習を進め、学んだことをふり返る授業

１時間完結型❶ ❷

※授業でつまずいたり困っている児童生徒
　への支援

習熟の程度に応じた指導❸ ❹

※H31(R1)調査から、「A知識」「B活用」の区分を分けずに一体的に出題。
※R2調査は、新型コロナウイルス感染症対策による一斉臨時休校を考慮し未実施。実施日

令和３年
５月２７日（木）

対象
小学校６年生
中学校３年生

実施教科 国語、算数・数学

❶ 教科の専門性に基づいた教科研究
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（%） H29 H31 R3対象学年 小学校６年生 中学校３年生

国語 算数

大分県（公立）

教科

66 70

65 70

国語 数学

66 57

65 57全　国（公立）

新大分スタンダード 小学校教科担任制
による効果

児
童
生
徒
質
問
紙

小：国語

87.1
80.8

小：算数

85.9
78.5

中：国語

80.6
74.1

中：数学

74.6
64.7

国語は全国平均以上となり、

算数は全国平均並みである。

国語は全国平均以上となり、

数学は全国平均並みである。

小学校第６学年の結果

中学校第３学年の結果

指導する教科数をしぼることで、授業準備が充実し、授業の質が高められます！

複数の先生が多面的に子どもを見ることができ、問題の把握や理解をチームで行えます！

中学校の教科担任制に慣れさせることができ、進学時に児童の不安解消が図られます！
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ＴＥＬ 097-506-5617高校教育課問

　持続可能な地域水産業課題探究活動や地域と連携した商品開発などを通し

て、地域貢献活動に積極的に参加する態度や自ら進んで取り組む姿勢の育成を

目指しています。

　地元宇佐市に学び、課題解決を目指して取り組む探究学習に、デジタルシン

キングによる「6秒動画」制作をはじめとするSTEAM教育を取り入れ、ゼロか

ら新しい価値を生み出すための視点を身につけることで、世界を展望し、自分

の将来、宇佐市の将来への可能性を広げていきます。 

　YouTube、TikTokで主流のショートムービーを、プロのリアルなアドバ

イス付きで授業として学べる宇佐高校は、即戦力を求める現代社会に対し

て、これからの時代を創る高校生に大きなチャンスを与えてくれる学校だ

と思います。ニーズを読み取り共感できるフレーズを6秒でまとめる高校生

の動画に、興味津々です。

　これからも宇佐高校の動きに注目していきたいと期待でいっぱいです。

高田、国東、双国校、日出総合、由布、津久見、佐伯豊南、三重総合、竹田、久住高原農業、玖珠美山、日田三隈、

日田林工、耶馬溪校、中津北、宇佐、宇佐産業科学、海洋科学（新規）

期待の声： TMスタジオ代表 森孝良さん

『地域との協働による高校魅力化推進事業』
地域と高校生が手を携え、地域の活力創出を目指し、課題を見つめ互いに学び合う 

地域の高校の底力を

見せるチャンス！

『新たな視点の獲得へ地域に学び、世界を展望』

～STEAM教育への挑戦～

『臼杵の海の豊かさを知ろう、守ろう』　

プロジェクト宇佐

　高校生の協力で放流アワビの種苗

等に標識付けをしています。一見地味

な作業ですが、水産生物の生態を知

るためには重要な作業です。真面目

に作業へ取り組む姿勢にいつも感銘

を受けています。今後も高校生と連携

する機会を作ってほしいと考えます。

海洋
科学

協力機関の声：

大分県中部振興局 水産班

横山純一さん

外部講師によるオンライン講義 熱心にメモをとる生徒

プロジェクト参加
１8校

アワビの標識付け

「大分県教育庁チャンネル（Ｙｏｕｔｕｂｅ動画）」では、地域とともにある大分県の高校

の魅力を紹介する番組を配信中！「ほっとはーとOITA」もチェックしてみてください。

参加児童生徒の学力保障により、自己肯定感を高め

社会的自立につなげます

不登校児童・生徒への教育支援

「学びのステップアップアドバイザー」への相談を受け付けています

不登校児童生徒のための補充学習教室
（スタディサポートクラブ）のご案内

参加する児童生徒の学校以外の学習機会を保障
するとともに居場所づくりを行います

地区

会場名

住所

曜日

時間

こまどぷらす
日出町

中央公民館

中津市
中殿563-1

エルグランビル
2F(203)

速見郡
日出町
3891-2

18：00～

20：00

17：30～

19：30

18:00～

20:00

昼の部
16：20～18：20

夜の部
19：00～21：00

18：00～

20：00

18：00～

20：00

大分市
上野丘1丁目
11番14号

佐伯市蟹田
7番10号

豊後大野市
三重町市場

1200

日田市
上城内町
2-6

大分県立
爽風館
高等学校

佐伯
東地区公民館

豊後大野
市役所

日田市複合
文化施設
「AOSE
(アオーゼ）」

火 土 金 木 月 木

中津 別府 大分 佐伯 竹田 日田

参加費

無料

地域との協働による高校魅力化推進事業 　 検  索

ＴＥＬ 097-506-5546学校安全・安心支援課問 Mail.a31450@pref.oita.lg.jp

国東市

姫島村

豊後高田市

杵築市宇佐市

別府市

由布市

大分市

臼杵市
津久見市

佐伯市

豊後大野市

竹田市

中津市

玖珠町

九重町

日田市

日出町

■中津地区 「こまどぷらす」

■日田地区

「日田市

複合文化施設

AOSE(アオーゼ）」

■竹田地区

「豊後大野市役所」

■別府地区

「日出町中央公民館」

■大分地区

「爽風館高校」

■佐伯地区

「佐伯東地区

公民館」

自分が学習したいものを持参し、
補充学習支援員が学習をサポート

県内6会場のどこに参加してもO.K．

不登校・不登校傾向で学習の補充を
希望する小・中・高校生

令和3年5月から令和4年3月
※祝日、年末年始は除く。

教職員経験者等

学習内容

会場日程

実施期間

支 援 者

対　 象

Instagramはじめました！Instagramはじめました！

● 生徒の授業風景

● イベントに参加する様子

● 行事など 最新情報は
コチラ！

ヒジキ増殖ブロックの設置

募集

　県教育委員会では、今年度より「学びのステップアップアドバイザー」を配置し、利用者を募集しています。

指導経験豊富な「アドバイザ－」が、「高等学校卒業程度認定試験※１」の合格を目指す方や学び直しをしたい方、学習指導や進路相談を無料で行います！！

　高等学校を中退した方や高卒認定試験の受験に興味がある方を

対象に、「学びのステップアップアドバイザー」が高卒認定試験受

験・合格や学び直しに向けて、学習計画や学習支援、進路相談などの

サポートを行っています。

・「アドバイザー」は、指導経験が豊富な元高校教員です。

・学習支援だけではなく、
  進路（進学や就職など）に関する相談にも対応します。

・相談や学習を行える教室は、大分市内４か所にあります。

・相談や学習の日時・場所については、個別対応が可能です。

「学びのステップアップアドバイザー」とは

※１募集要項は各教育事務所や県立図書館、大分市民図書館、県庁舎別館８階社会教育課等で無料で配布しています。

※２高等学校在学中に習得した単位があれば、その教科の試験は免除されます。また、合格科目は累積されるため、複数回に分けて受験することも可能です。 ＴＥＬ 097-546-5526
社会教育課問

ＴＥＬ 097-543-1711

アドバイザー相談窓口
地域の宝育成センター

問

相談者と一緒に学習計画を立て、

学力に応じて指導していきます。

　毎年2回（8月、11月）に行われ、全国で約2万人が受験して

います。「高卒認定試験(最低6教科8科目の単位が必要※２) 」

に合格すると、「高等学校卒業者と同等以上の学力がある」と

認定されます。

「高等学校卒業程度認定試験（高卒認定試験）」とは

→◎大学・短大・専門学校への進学の道がひらけます。

　◎就職（公務員試験等）や資格試験に活用できます。

文部科学省 検  索
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ＴＥＬ 097-569-0118教育センター問 大分県教育センター 検  索

先生もＩＣＴの研修がんばってます！ ～子どもたちの学びの充実をめざして～

　県内すべての公立学校で、児童生徒に１人１台端末が配備されまし

た。先生たちは、学習活動にICTを効果的に取り入れることで、子ども

たちの学びが一層充実するように、日々授業改善を行っています。

　教育センターでは、「情報

モラルセキュリティの研修」

「ＩＣＴを活用した授業づくり

の研修」「プログラミング教

育の研修」「オンライン授業

の研修」等、多くの研修を通

じて、頑張る先生方を支援

しています。

■ 日　程／令和4年1月30日（日）
■ 対　象／県内の小学生

■ 会　場／コンパルホール 文化ホール

　かがくの会社の善ちゃんによる、笑い

あり！驚きあり！の、科学を全身で楽しん

で学べるサイエンスショーを開催しま

す。ぜひご参加ください！

～あなたの活動をサポート！～

大型絵本・紙芝居
パネルシアター

エプロンシアター

年齢別
読み聞かせ絵本

おはなし会道具

会期 2021.11. 26 ［金］～2022.1. 23 ［日］
（休展日なし）

観
覧
料

会場 大分県立美術館  3階 展示室B

・一般1,200(1,000)円    ・大学・高校生800(600)円

・小学・中学生500(300)円    ・未就学児無料

※（）内は前売りおよび有料入場20名以上の団体料金

https://www.opam.jp
大分市寿町2番1号 Tel:097-533-4500

開館時間 10:00 -19:00 ※金・土曜日は20：00まで

(入場は閉館の30分前まで)

栃木県足利市に生まれた相田

みつを（1924-1991）は、戦中戦

後の動乱期に書の世界に身を

投じ、「いのち」の尊さを見つめ

ながら、独自の書体で自らの言

葉を書く作風を確立しました。

1984年の作品集『にんげんだも

の』がベストセラーとなり、広い

世代の共感と感動を呼びおこし

ました。本展は、生きる勇気を与

えてくれる相 田 みつをの 世 界

を、代表作をはじめ初公開作品

など約130点と貴重な資料を通

してご紹介する展覧会です。

相田みつを《いのちいっぱい》1991年

※科学体験プラザは無料
イベントとなりますが、事
前の申込が必要です。QR
コードからホームページ
にアクセスの上、お申込み
ください。

ＴＥＬ 097-506-3272新産業振興室問 科学体験プラザ 検  索

〈子どもの本資料室内〉

　おはなし会での読み聞かせに適した本及び

道具等を貸出します！

読み聞かせ文庫 県図書 検  索

ＴＥＬ 097-546-9981

県立図書館問

大きな会場での読み聞かせに

適した資料

読み聞かせに適した

絵本を年齢別に整備

•紙芝居枠（通常用・大型用）

•エプロンシアターセット

•パネルシアター道具

•ブラックパネルシアター道具
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埋蔵文化財センター
☎097-552-0077

歴史博物館
☎0978 -37-2100

先哲史料館
☎097-546 -9380

香々地青少年の家
☎0978-54-2096

九重青少年の家
☎0973-79-3114

県立図書館
☎097-546-9981

各教育機関の企画展・行事等のお知らせ（11月～2月） ※１０月８日現在

クリスマスおはなし会について
県立図書館では、１２月５日（日）に「クリスマスおはなし会」を行います。

午前の部 11:00～11:40（幼児向け）/午後の部 14:00～14:40（幼児・小学生向け）

埋蔵文化財センター

　開館5周年の節目を迎え、

中津市と連携して記念企画

展「大分のもののふ」を実施

します。この企画展は大分県

下の「もののふ」に関する出土品や伝世品、鎌倉市出土遺物や松浦市鷹島海底遺跡

の海底から引き上げられた遺物などを展示し、大友宗麟以前の大分の武士団の活

躍に焦点をあて紹介します。またこの展示は「子ども学芸員体験事業」と連携し、地

域の歴史・文化を繋いでいく小中学生が、地域の「もののふ」の歴史を学び、展示、発

表を行います。

開館5周年記念企画展「大分のもののふ」

三角縁神獣鏡（宇佐市赤塚古墳）国指定重要文化財
［京都国立博物館所蔵］（写真提供：京都国立博物館）

　今年は、当館の前身「歴史民

俗資料館」が開館して40年、宇

佐風土記の丘にある赤塚古墳

から三角縁神獣鏡が発見され

て100年の節目の年にあたり

ます。それらを記念して、宇佐風

土記の丘の川部・高森古墳群に

焦点をあて、古墳時代の大分県

の人々と九州や瀬戸内海、近畿

地方とのつながりを示す資料を

展示します。

大分ゆかりの卑弥呼の鏡が大集結？！
歴史博物館

TEL 0978-37-2100 大分県立歴史博物館 検  索歴史博物館問

さんかくぶちしんじゅうきょう

■ 開館時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
■ 休 館 日／月曜日（祝日・振替休日の場合は、その直後の平日）
■ 会  　場／大分県立歴史博物館企画展示室
■ 観 覧 料／［個人］一般510円　高・大学生310円
　　　　     ［団体］一般360円　高・大学生200円
　　　　　　　　　※中学生以下および土曜日の高校生の観覧は無料

■ 会  　期／10月15日（金）～11月28日（日）

埋蔵文化財センター TEL 097-552-0077 埋蔵文化財センター 検  索問

佐知遺跡出土の太刀

■ 会  　期／10月23日（土）～12月12日（日） 9：00～17：00

　　　　　　　　　※10月23日(土)の観覧は14:00からです

■ 休 館 日／月曜日（祝日・振替休日の場合はその直後の平日）

埋文講演会1「躍動するもののふ～子ども学芸員体験発表～」
■ 日　時／11月3日（水） 13:00～16:00
■ 会   場／大分市平和市民公園能楽堂

無料！
『親子でチョコッと鋳造体験』
令和4年2月6日（日）13：00～（対象／小学生・申し込み必要）
※申込み方法等、詳しくは１月上旬にホームページに掲載します

ジュニア
考古学講座

　子どもたちが「学芸員」になって、自分たちが住む身近な地域

の先哲や歴史、文化について展示を行います。自分たちで調べ

たり、撮影したり、展示資料の説明文を書いたり･･･「学芸員」と

してさまざまな体験を積んだ子どもたちによる展示に、どうぞ

ご期待下さい。

おおいたの宝 「子ども学芸員」体験事業展示 「身近な地域の先哲」
先哲史料館

先哲史料館 検  索TEL 097-546-9380 先哲史料館問

・杵築市立大内小学校　：「麻田剛立と重光葵」

・臼杵市立野津小学校　：「野津地域のキリシタン」

・玖珠町立森中央小学校：「久留島武彦と森藩」

参加校と
展示テーマ

■ 期　日／10月20日（水）～12月12日（日）
              9：00～17：00
■ 閉室日／第１・３・５月曜日（月曜日が祝日･振替休日の場合はその直後の平日）
■ 会   場／豊の国情報ライブラリー1階 先哲史料館展示室（大分市王子西町14番1号）

無料！

香々地青少年の家 TEL 0978-54-2096 香々地青少年の家 検  索

九重青少年の家

「みんなおいでよ！くじゅうの白銀世界へ｣
～ワクワク・ドキドキ・初体験！スキーに挑戦してみよう！！～

■ 対   象／県内在住の小学4年生～中学生（スキー未経験者20名） 
　　　　　　 ※過去に参加したことがない児童・生徒を優先

■ 会   場／九重青少年の家　九重森林公園スキー場
　　　　　　 ※参加費、申込期日・方法など内容が決定次第、
　　　　　　　 11月中旬以降にホームページでお知らせします。

■ 日　時／12月25日（土）～26日（日） 1泊2日

「チャレンジキャンプ｣

■ 対   象／「ふれあい広場」登録者
　　　　　　 ※不登校傾向の児童生徒を対象とし、常時登録募集しています。

■ 会   場／九重青少年の家
　　　　　　※参加費、申込期日・方法など内容が決定次第、11月中旬以降にホームページでお知らせします。

■ 日　時／12月18日（土）～19日（日） 1泊2日

ここのえの白銀世界で感動をシェアしよう！

九重青少年の家 TEL 0973-79-3114 問 九重青少年の家 検  索

問

子ども達の挑戦!!国東半島を歩こう!!

①キッズアドベンチャートレイル 10月31日(日)、12月4日(土)、12月18日(土)

秋は「かかぢ・森の学校」を楽しもう!!
香々地青少年の家

秋の季節、香々地で自然体験をしてみませんか？是非、遊びに来てください!!

子ども達だけでテント泊に挑戦!!

②第2回生き活きキャンプ 11月13日(土)～14日(日)

みんなで森を育てよう

③地域育樹活動 11月27日(土)
　参加者にはジビエ料理の試食もあるよ!!

日本文理大学コラボ

⑥ものづくり体験教室 12月5日(日)
　大学生と楽しくものづくり体験!!

今日は1日、外で元気に遊ぼう!!

⑤森のフェスティバル 11月20日(土)
　森を活かした自然体験プログラムがたくさん!!

しいたけの出荷作業に挑戦!!

④農業体験!!しいたけを出荷しよう 11月28日(日)

今年も美しい流星群を発見!!

⑦冬の流星群観察会 12月13日(月)

その他にもイベント多数実施!!
各イベントの詳細や申込み方法
はホームページをご覧ください。

11月 1月12月 2月

開館5周年記念企画展「大分のもののふ」10月23日(土)～12月12日(日)

埋文講演会1 11月3日(水・祝)

埋文講演会2 11月28日(日) 考古学講座 1月19日(水)
ジュニア考古学講座 2月6日(日)

考古学講座 2月16日(水)

企画展「粉砕の考古学」 1月12日(水)～2月27日(日)

特集展2「願成院愛染堂の秘宝Ⅱ」 1月12日(水)～3月27日(日)

企画展 おおいたの宝「子ども学芸員」体験事業展示「身近な地域の先哲」
10月20日(水)～12月12日(日)

冬季企画展「ふるさとの歴史と古文書」 12月18日(土)～3月13日(日)

特別展「赤塚古墳と三角縁神獣鏡

～宇佐風土記の丘からみた古墳時代～」 10月15日（金）～11月28日（日）

『プロジェクションマッピング』毎日上映しています。

歴史文化講座「４コマ漫画に描かれた世相－麻生豊の作品から－」2月1日（火） 歴史文化講座「おおいたの石仏」 2月8日（火）

歴史文化講座「変と乱の違い－教科書の時代区分は正しいのか－」 2月15日（火）
歴史文化講座「疫病退散！－祭礼・祈祷から科学へ－」 2月22日（火）

歴史文化講座「須恵器からみた古墳と律令国家」1月25日（火）

生き活き自然体験キャンプ 11月13日（土）～14日（日）
ネイチャーファミリーデイズ 11月14日（日）

地域育樹祭 11月27日（土）
森のフェスティバル 11月20日(日)

農業体験・しいたけ出荷体験 11月28日(日)

かかぢトレッキングクラブ 12月4日(土)
ものづくり体験教室 12月5日(日)

ふたご座流星群観察会 12月13日（月）
キッズアドベンチャートレイル 12月18日（土）

潮風サイクリング 12月12日(日)

星空観察会in梅園の里 1月15日（土）

ふれあいキャンプ 1月22日(土)～23日(日)
キッズアドベンチャートレイル 1月30日（日） 星のフェスティバル 2月20日(日)

ネイチャーファミリーデイズ 1月16日（日）

第4回星空観望会 11月19日（金）　
ここのえオープンデー 11月14日（日）　

ふれあい活動 11月2日（火）
プラネタリウム一般開放日 11月6日（土）
プラネタリウムグランドオープン 11月13日（土）

チャレンジキャンプ 12月18日（土）～19日(日)
みんなおいでよ！くじゅうの白銀世界へ 12月25日（土）～26日(日)　

第5回星空観望会 12月14日（火）　

プラネタリウム一般開放日 12月4日（土）
ふれあい活動 12月7日（火）
森林環境学習指導者スキルアップセミナー 12月12日（日）

スキーチャレンジ教室 2月23日(水)　
スキーチャレンジ教室 2月26日(土)

雪山登山 2月12日（土）　

ふれあい活動 2月1日（火）
プラネタリウム一般開放日 2月5日（土）
ここのえ緑の子ども園・ここのえ緑の楽校 2月6日（日）

プラネタリウム一般開放日 1月8日（土）

ふれあいキャンプ 1月22日(土)～23日(日)
第3回緑の探検隊 1月29日（土）～30日（日）

ふれあい活動 1月11日（火）

ネイチャーファミリーデイズ 2月5日（土）
キッズアドベンチャートレイル 2月6日（日）

生き活き自然体験キャンプ 2月12日(土)～13日(日)

埋文講演会2「もののふの実像～蒙古襲来と大友氏の黎明～」
■ 日　時／11月28日（日） 13:00～16:00
■ 会   場／大分市平和市民公園能楽堂
※両方とも申込必要。先着150名です。申込方法等、詳しくはホームページをご確認ください。

開館40周年記念特別展「赤塚古墳と三角縁神獣鏡
～宇佐風土記の丘からみた古墳時代～」

第3回緑の環境学習指導者養成研修会 1月29日（土）～30日（日）
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