令和５年度(令和４年実施)

岡山県公立学校教員採用候補者選考試験
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［お問い合わせ］
岡山県教育庁教職員課評価・企画班
〒700-8570

岡山市北区内山下2-4-6

０８６-２２６-７９１５

TEL:
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/145/
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倉敷市
すべての子どもは未来の希望であり，わたしたちのまちのかけがえのない宝です。わたしたちは，
子どもの学びが育つ力を尊重し，正面から向き合って誠実に子どもの声を聞き，信頼関係を築き，
地域とのふれあいを大切にしながら子どもの育ちを支えます。（倉敷市子ども条例より）
また，倉敷市では，「“From Kurashiki”が誇りとなるひとづくり」を基本理念に，「確かな学力の育
成」「時代の進展に対応した教育」「ふるさと倉敷を愛する子どもの育成」に重点を置いた取組を行
うなど，子どもたちの未来を見据えた学校教育を推進しています。
みなさんも，「豊かな自然と紡がれた歴史・文化を次代へ繋ぎ，人と人との絆と慈しみの心で地域
を結ぶまち倉敷」で，夢や希望をもち，思いやりの心と自分らしくたくましく生き抜く力をもった子ど
もたちを育むために，私たちと一緒に働きませんか？

○ I am from Kurashiki.
「“倉敷のひと”であることを誇りに思うひとに」
〇 This is from Kurashiki.
「“倉敷らしさ”を誇りに思うひとに」
○ From Kurashiki to the world
「“倉敷のよさ”を世界へ発信できるひとに」

日本遺産のまち倉敷！
山や海に囲まれた自然に
恵まれ，長い歴史と伝統に
育まれた文化があり，もの
づくりの集積地である倉敷
のまちは，倉敷エリアをはじ
め，水島・児島・玉島・船穂・
真備エリアなど，地域によっ
て異なる魅力・雰囲気を
もっています！

倉敷では，温かく見守ってくださる
先生方や地域の方々，そして毎日た
くさんのパワーをくれる子どもたちが
皆さんを待っています。私たちは一
年間，多くの方々に支えられ，子ども
たちと一緒にたくさん成長することが
できました。大変なこともあります。
でも，その度に同期の先生の励まし
や周りの人たちの優しさ，そして何よ
り子どもたちの成長にふれる喜びが，
幸せを感じさせてくれます。この温か
く活気あふれる倉敷で，皆さんと一
緒に働ける日を楽しみにしています。

［基礎データ］
人口：４７４，２９９人
学校数・児童生徒数：
小学校６３校・ ２６，６２０人
中学校２６校・ １２，９３８人
倉敷市花（ふじ）

倉敷美観地区

（令和３年５月時点）

倉敷 西阿知小学校 教諭

河野凪咲 寅屋萌見
大西咲妃
青山晃輔

［相談窓口］
倉敷市教育委員会学事課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
TEL:０８６-４２６-３８２５
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/gakuji/
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津山市
学力向上のシンボル

教職員として「つやま」で働く！
１

私たちが育てたいひと

（１）自立して、自己の将来を切り拓き、たくましく
生きていけるひと
（２）社会の中で広い視野を持ち、人や地域とつながり、
互いを認め合って生きていけるひと
（３）ふるさとを愛し、津山人としての誇りを持って
生きていけるひと

２

リズムジャンプと器
械運動をミックスした、
リズム体育の研修の
様子です。先生方の
スキルアップ研修も
充実しています！

げんぽくん

私たちが大切にしたいこと

津山市の文化財や観光資
源について学び、観光ガイ
ドに挑戦する「つやま子ど
も観光ガイド育成塾」で、子
どもたちは津山の魅力を再
発見しています！

キャリア教育や、ICTを活用した授業、
様々な経験・体験を大切にして、自らが主
体的に学ぶ意欲の育成を図ります。

対話を大切にした授業や、学びの振り返
りをとおして、確かな学力の定着と自分に
自信がもてる子どもの育成を目指します。
相手のことを理解し、思いやる心を育て
るとともに、地域の方々とふれあい、津山
の歴史や文化などを学び（津山郷土学）、
ふるさと津山を愛する心を育みます。

【令和４年度津山市の具体的な取組例】
読解力の育成
AIドリルの活用とともに、全市的に取り組む指導法の研究を進め、
読解力向上の取組を推進します。
ＩＣＴ活用の推進
一人一台端末を活用した授業改善を進め、情報活用能力やコミュニ
ケーション能力等を育成します。
不登校・長期欠席への対応
新しい居場所（別室）で、個々の生徒に応じた学習支援・生活支援
を行い、不登校・長期欠席の未然防止に努めます。
キャリア教育の充実
キャリア教育に関する教材（キャリア・パスポート）を活用し、
自らをふり返り、夢や目標に向かって学ぶ力を育みます。

［基礎データ］
人口：９８，９１２人
学校数・児童生徒数：
小学校２７校・ ５，１２８人
中学校 ８校・ ２，６３９人
（令和３年５月時点）

津山市の教育には、多くの課題があり
ますが、教職員は強い使命感を持ち、全
力で子どもたちにより寄り添って教育実
践を行っています。そんな先生方をとて
も誇りに思っていますし、これからも応
援していきます。
津山市教育委員会

【令和４年度の目標値】
児童生徒に確かな力を付けるために、以下の目標
値を目指し、取組を進めています。
●全国学力・学習状況調査の偏差値（標準スコ
ア）５０を小中学校ともに超える。

●家庭学習の時間を1日当たり1時間以上と
する。 ※目標：小学校７０％以上、中学校
７５％以上

●スマートフォン等の利用について時間・マ
ナー等の家庭で決めたルールがある。
※目標：小学校６５％以上、中学校６０％以上

［相談窓口］
津山市教育委員会学校教育課
〒708-8501

津山市山北５２０

0868-32-2115

TEL:
https://www.city.tsuyama.lg.jp/

QR
コード
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玉野市
岡山市・倉敷市と隣接している
本市では、就学前の園も含め中学校区一貫教育を推
ため、通勤も短時間!!
進し、コミュニティスクール化による地域とともにある学
校づくりによって、激変する社会を強く生きていく資質
能力を育成するためキャリア教育の充実に取り組んで
います。
地域人材の活用、地元企業との連携で学校の枠に
収まらない生きた教育を実践し、「たくましく！まなんで
のびる たまのっ子」育成を目指して就学前園から中
＜小学生による職業体験＞＜豊かな海を守る取組＞
学校卒業まで、協働教育を推進しています。

本市では、特別支援教育の視点に立った様々な
課題のある子どもたちへの教育支援体制の充実を
重視しています。先生の笑顔ですべての子どもた
ちが元気になる教育現場を目指しています。その
ために、徹底した教職員の働き方改革により業務
負担軽減にも取り組み、先生方の笑顔を守るよう
にしています。
その成果か？岩も笑う笑顔いっぱいの街です。

宇野のチヌ／淀川テクニック

＜学習用端末を使用した授業の様子＞

新任教師として駆け抜けた１年は充実感に溢れていま
した。日々、沢山の学びがあることも嬉しく思いますが、何
より、生徒の成長の瞬間に立ち合える幸せは、なんともい
えません。授業中の「わかった！」という言葉の響き、目
の輝きと出会えた時はいつも嬉しくガッツが湧いてきます。
私の学校では、未来の学校づくりの推進とGIGAスクー
ル構想の実現で、教師のスキルアップを図ることができる
とともに、生徒たちにこれからの時代を生きる力を育んで
玉野市立荘内中学校
います。
教諭
生徒とともに学び続け、教師としての幸福を感じることが
できる自然豊かな玉野で、一緒に働けることを楽しみにし 谷本 知佳
ています。

［基礎データ］
人口：５６，１３８人
学校数・児童生徒数：
小学校１４校・ ２，３１３人
中学校 ７校・ １，２１５人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
玉野市教育委員会学校教育課
〒706-8510

玉野市宇野1-27-1

0863-32-5575

QR
コード

TEL:
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/33/
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笠岡市
笠岡は岡山県南西部瀬戸内海沿岸の歴史ある港町
です。日本遺産にも認定された笠岡諸島、笠岡湾干拓
地、天然記念物カブトガニ繁殖地が特に有名です。
笠岡市の教育理念は「学ぶ楽しさ 輝く個性 生き抜く
力」です。幼児期から中学校卒業までの「学び」「育ち」
をなめらかに接続するための「小中一貫教育」を推進し、
知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を身に付け、
夢に向かって粘り強く学ぶ子どもの育成を目指します。

笠岡市は、小・中学校の教職員がワンチームとなり
９年間を見通して子どもたちを育てます！
現在、令和５年度の完全実施に向け、各ブロックで取
り組みを進めています。小中交流、地域学等、子どもた
ちが友達と切磋琢磨し、高め合いながら主体的に学習
に取り組んでいます。

風光明媚な
笠岡諸島
のどかな田園地

笠岡の地域と人と食が
あなたの心をあたためます。

笠岡市キャラクター

カブニ

笠岡市は山や海に囲まれた自然豊かな地域で
す。そのような環境で育った子どもたちは、素直
でとても明るく元気があります。また、学校と地域
が連携し、みんなで子どもたちを支える環境が
整っており、地域全体で教育を行っています。
初任者として不安もありましたが、同僚の先生
方がとても温かく親身になって相談にのってくだ
さって、担任として子どもたちと一緒に成長する
ことができました。
学校現場は、子どもたちの成長に携わることが
できる素敵な職場です。
ぜひ、この温かい笠岡市で、子どもたちと一緒
にのびのびとがんばりましょう！

［基礎データ］
人口：４５，８１６人
学校数・児童生徒数：
小学校１６校・ ２，０１７人
中学校 ９校・ １，０１３人
（令和３年５月時点）

吉田小学校
教諭

山本 成美

［相談窓口］
笠岡市教育委員会学校教育課
〒714-0081

笠岡市笠岡1866-1

０８６５-６９-２１５２

TEL:
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/
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井原市
井原市では、平成３０年度から「井原市第７次総合計
画・前期基本計画」に掲げる基本理念「輝くひと 未来
創造都市 いばら」の実現に向け、教育関係の基本目
標を「伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する人が育
まれるまちづくり」と定め、重点目標を「郷土愛の醸成」
と設定し諸施策を展開しています。
学校教育の分野では、「社会に開かれ、地域とともにあ
る学校」の実現をめざしています。

井原市では、「ひとづくり」を学校任せにするのではな
く、地域と学校の連携・協働により、ふるさと井原を愛し、
ふるさと井原のために実行できる人財『井原“志”民』の
育成をめざす取組やネットワークづくりを進めています。

☆ 豊かな自然
美しい星空
☆ 多様な製造業
☆ 特産品は
デニムやぶどう

井原市の教育の良さは、地域と学校が連携・協働し
て子どもたちを育てていく環境が整っていることです。
井原デニムを取り上げた総合的な学習の時間では、市
役所や高校、様々な企業に協力をしていただいて学習
を進めることが出来ました。地域の方々のあたたかさに
触れることができた一年でした。
私の一番のパワーの源は子どもたちの楽しそうな笑
顔です。そして、教員という仕事は子どもたちの成長を
一番身近に感じられるところが何よりの魅力だと思いま
す。時に自分の力不足さに悩むこともありますが、周り
の先生方のサポートのおかげでやりがいのある教員生
活を送っています。
若いパワーをもった皆さんと一緒に働けることを楽し
みにしています！！

［基礎データ］
人口：３８，１２０人
学校数・児童生徒数：
小学校１３校・ １，６４６人
中学校 ５校・
８７７人
（令和３年５月時点）

井原市立西江原小学校
教諭 高見幸奈

［相談窓口］
井原市教育委員会学校教育課
〒７１５-８６０１ 井原市井原町３１１-１
TEL:０８６６-６２-９５３２
https://www.edu.city.ibara.okayama.jp/soshiki/school/
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総社市
総社市には、一校当たり約３０人の小規模校から約８
５０人の大規模校まで、様々な規模の１５校の小学校と
４校の中学校があります。市全体で、生徒指導や教育
相談を基盤とした研修に取り組み、学級経営や学習指
導、特別支援教育等の工夫・改善、保こ幼小中連携や
家庭・地域連携の強化等により、だれもが行きたくなる
学校の実現を目指しています。

市内全小・中学校で、特別な準備やスキルを必要とせ
ず、若手からベテランまで全ての教師が日常の授業で
ICTをより活用しやすい電子黒板を導入しています。画
面を直接触って拡大したり、強調したいところをペン機
能で囲んだり等、直感的な操作で授業が進められます。

礼心総
儀優社
正しを
しい愛
い子す
子供子
供 供
マ「
ス子
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ッて
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の国
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ュ
ッう
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総社市は美しい自然と豊かな吉備文化にはぐく
まれているまちです。そして、ここで育った子ども
たちは、素直で心優しく、何事にも一生懸命です。
私が、日々の仕事で疲れを覚えた時にも、子ども
たちの元気なあいさつが、「よし！今日も頑張ろ
う！」と思わせてくれます。また、同僚の先生方
の温かいサポートのおかげで、授業でタブレット
端末を積極的に使うなどチャレンジができ、参観、
アドバイスをしていただき達成感を味わいながら
総社市立総社中学校
仕事ができています。
教諭（教員2年目）
みなさんと「子育て王国そうじゃ」で一緒に働け
藤原 秀将
る日を楽しみにしています。
［基礎データ］
人口：６８，６３５人
学校数・児童生徒数：
小学校１５校・ ４，０４８人
中学校 ４校・ １，９７１人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
総社市教育委員会学校教育課
〒719-1192

総社市中央1-１-１

TEL:０８６６-９２-８３５８
http://www.city.soja.okayama.jp/
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高梁市
高梁市では、就学前から高等教育までの学校教育、
家庭教育や社会教育を充実させ、教育環境を整備する
ことにより、人づくりとまちづくりを一体的に進め、「教育
のまち高梁」の実現を目指しています。少子高齢化・過
疎化という厳しい環境下にありますが、高梁の豊かな
自然やすばらしい伝統文化を活かした教育を進め、ふ
るさとを愛する子どもを育てていきます。

標高４３０ｍ。天守が現存する日本唯一の山城が備中
松山城です。秋から冬にかけては雲海に浮かぶ姿が
「天空の山城」としても有名です。（右上写真）
銅山とベンガラで繁栄した町で、赤褐色の石州瓦と赤
土壁の町並みで知られています。映画のロケ地にも
なった豪商の邸宅などは観光客の人気も高いです。日
本遺産にも認定されています。（右写真）

高梁市図書館はこども
から大人まで幅広く利
用しています！
猫
さ 城
ん 主
じ
ゅ
ー
ろ
ー
許諾番号 教27
©(一社)高梁市観光協会 illust/くまみね

自然が豊かで地域との繋がりが深い高梁市
で４月に初任者としてスタートしました。日々授業
準備などに追われていますが、授業で子どもたち
が楽しそうに学んでいる姿や行事で頑張っている
姿を見ると、教員としての喜びを感じます。
教員になり、大変なことやしんどいこともたくさん
ありますが、周りの先生方に助けていただきなが
ら、子どもたちの成長をすぐそばで見守ることが 高梁市立津川小学校
教諭
できるという所にやりがいを感じています。みなさ
平田 冴香
んと一緒に働ける日を楽しみにしています。

［基礎データ］
人口：２８，６６０人
学校数・児童生徒数：
小学校１５校・ １，０７４人
中学校 ６校・
５６２人

［相談窓口］
高梁市教育委員会学校教育課
〒７１６-８５０１ 高梁市松原通2043
TEL:０８６６-２１-１５０８

（令和３年５月時点） https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/37/
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新見市
小規模校の多い新見市では、少人数の強みを生かし、
地域ぐるみで子ども達の学びを支えています。 中でも、
ふるさとキャリア教育とＩＣＴ教育に力を入れています。
ふるさとの資源（歴史・産業・自然など）を積極的に取り
入れたり、先進的に行っているＩＣＴ活用教育でＧＩＧＡス
クール構想を推進したりと、これから求められる教育の最
先端を目指しています。
何より、素直で素朴な子ども達、優しく熱心な先生達、
教育の原点がここ新見市にあります！

新見市では平成２６年度より市内全中学生にタブレッ
ト端末を貸与したり、人型ロボット（Pepper）を用いたプロ
グラミング教育を行ったりしてきました。それらの知見を
生かし、GIGAスクール構想の実現に向けタブレット端末
や電子黒板を利用した双方向の授業を推進し、各校で
のＩＣＴ活用教育の浸透と充実を図っています。
新見市観光スポット

恋人の聖地 満奇洞
「恋人の泉」

一緒に頑張ろう！

私は県南の玉島で生まれ育ち、大学を卒業して初めて
新見の地にやってきました。
新見市では、早くから「ICT機器を活用した教育」に取り
組んでおり、私が勤務する上市小学校でもタブレット端
末を使った話し合いやプログラミング学習がかなり定着
しています。子どもたちが意欲的に学習している姿がと
ても印象的です。
また、新見市には小規模校が多く、人と人とのつながり
が強いところが魅力です。初めての教員生活で不安でし
たが、同僚の先生方の温かいサポートのおかげで、達
成感を味わいながら仕事をしています。さらに、学校同
士の交流が盛んに行われているため、学校間のつなが
りがとても強く、新見市全体で子どもに寄り添った教育が
できていると感じています。
あなたも県北の地新見市で一緒に働きましょう！

［基礎データ］
人口：２７，３７１人
学校数・児童生徒数：
小学校１７校・ １，１１８人
中学校 ５校・
６５４人
にーみん

顔写真

上市小学校
教諭

中塚 美里

［相談窓口］
新見市教育委員会 学校教育課
〒７１８-８５０１

新見市新見３１０-3

TEL:０８６７－７２－６１４６
https://www.city.niimi.okayama.jp/
（令和３年５月時点）
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備前市
１６７０年 創建
江戸時代に庶民のための学校として開校され，その
学びの精神を今に伝える藩校「旧閑谷学校」のある本
市では，総合計画において「みんなでつくる教育のま
ち」をまちづくりの一つの柱としており、市民一人ひとり
が人づくりを担うまちを目指しています。
小～中規模の小・中学校では、まちの未来を担う子ど
もたちに「学ぶ喜び」と「学ぶ意欲」、「協働する力」を育
むため、市民みんなでつくる教育に取り組んでいます。

備前市では、早期に児童・教員に1人1台のタブレット
や電子黒板を整備しました。充実したICT環境と豊かな
地域資源を、探究的な学びのカリキュラムに取り入れ、
次世代を生きる子どもたちを育成しています。また、市
内全ての小・中学校に教育支援員・図書館司書・ALTを
配置し、先生方のスキルアップと働き方改革推進に最
適な環境を整えています。

備前焼に
日生カキオコ。
古き良き伝統と
新しい文化が交
差する、すてき
なまちです。

ろんご村の
双子の猫ちゃん

日本遺産

旧閑谷学校

備前市

採用から２年が経ちました。子どもたちと過
ごす日々はあっという間です。子どもたちと共
に喜び、悩み、成長できる教師という仕事に
やりがいを感じています。子どもたちがいろい
ろなことに挑戦し、一生懸命に取り組む姿に、
自分ももっと成長していこう！というパワーを
もらえます。みなさんもぜひ、「教育のまち」備
前市で私たちと一緒に働きましょう！

［基礎データ］
人口：３１，８７７人
学校数・児童生徒数：
小学校１０校・ １，２５４人
中学校 ５校・
６６２人
（令和３年５月時点）

日生西小学校
教諭

川西

弘恵

［相談窓口］
備前市教育委員会小中一貫教育課
〒７０５-８６０２ 備前市東片上126番地
TEL:０８６９-６４－１８４０
https://www.city.bizen.okayama.jp/
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瀬戸内市
瀬戸内市では、豊かな心の育成のため、道徳教育や
人権教育の推進を図っています。瀬戸内市内には、長
島愛生園と邑久光明園があり、見学等を通して、ハン
セン病の歴史の正しい理解や人権感覚の醸成を図って
います。また、学ぶ力の育成のため、学力向上プロジェ
クトを立ち上げ、各中学校ブロックで、授業改善や家庭
学習の在り方等の協議・実践を行っています。
瀬戸内市次世代型教育として、「ＩＣＴの効果的な活
用」、「幼小連携」、「不登校長期欠席対策」などの研究
助成を行うことで、各校の取組を支援しています。

瀬戸内市教育委員会では、先生方の「まなびたい」思
いを支援する多くの研修を準備しています。その中でも、
平成２７年から始まった『瀬戸内まなび塾』は若手からベ
テランの先生まで参加していただいています。夏休みの
回には、市外、県外からも参加希望があり、参加者の先
生方が自由な雰囲気で学びを深めていただいています。
大学生の方の参加も大歓迎です！

朝鮮通信使の寄港地『牛窓』、
竹久夢二のふるさと『邑久』、
国宝「山鳥毛」の生まれた地
刀剣の里『長船』には、たくさ
んのみどころがあります。
マップを見なが
ら散策してみて
くださいね。
瀬
戸
内
市セ
キッ
ャト
ラち
クゃ
タん
ー

瀬戸内海に囲まれた温暖な気候の中、心優しい
子どもたちと毎日楽しく勉強しています。時に悩み
ながらも、周りの先生方に助けて頂き、子どもたち
の笑顔や元気に励まされて、充実した日々を過ご
しています。子どもたちの成長を身近で感じられる
この仕事は、とてもやりがいがあり、教師という仕
瀬戸内市立
事を選んで、本当に良かったと思っています。
牛窓東小学校
ぜひ、この瀬戸内市で一緒に働きましょう！
教諭
現場で皆さんと一緒に働けることを楽しみに待っ
金田 優花さん
ています。

［基礎データ］
人口：３５，５６３人
学校数・児童生徒数：
小学校 ９校・ １，８１８人
中学校 ３校・
８３７人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
瀬戸内市教育委員会総務学務課
〒701-4392

瀬戸内市牛窓町牛窓4911

TEL:０８６９－３４－５６４０
http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/sosh
iki/kyoikuiinkai/somugakumuka/index.html
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赤磐市
子どもたちの笑顔溢れる健やかな育ちを応援します。
学校では、さまざまな個性、価値観、家庭環境に対応
した多様で主体的な学びを保障しながらも、変化の大
きい現代社会を生き抜くための十分な知識と能力を身
につけさせています。また、教職員が授業改革や教材
研究のための時間を確保し、児童生徒に多様な対応
ができるように、働き方改革を実践しています。
赤磐市の未来を切り開き、世界的視野を持ってよりよ
い社会づくりに貢献する人づくりに挑戦しましょう。

教育現場でもICTが豊富に揃う時代になり、バーチャ
ルな素材が簡単に取り扱えるようになってきています。
一方で、バーチャルに勝る教材はリアルです。実際に見
て、触って、体験できる素材が、赤磐には豊富に揃って
います。温暖な気候の中でたわわに実る
甘くてジューシーな果実の数々。自ら収
穫する果実の味は、格別です。赤磐市に
は体験して学べる教材が溢れています。

数多く残る巨大な古墳や宗
教遺跡を巡って歴史や伝説
に触れ、古代ロマンに思い
を馳せてみませんか。

両宮山古墳（国指定史跡）

赤磐市マスコットキャラクター
あかいわモモちゃん

教員になり、気がつけば２年が経過します。新
型コロナウイルスによる全国一斉休校という前例
のない状況で新採用として赴任し、何ができるの
かを模索し続けていました。学校が再開された時
は、子どもたちと一緒に学び、過ごせるということ
が非常に嬉しかったです。
その後は、日々多くのことに気づかされました。
特に教材研究や学級経営の努力が、子どもたち
の笑顔や「できた」という達成感につながったと感 磐梨中学校
教諭
じた時に大きなやりがいを感じています。その笑
顔がもっと多く溢れるように、これからも努力し続 木村 高將
ける教員でありたいと思います。

［基礎データ］
人口：４２，２７０人
学校数・児童生徒数：
小学校１２校・ ２，４１８人
中学校 ５校・ １，１５０人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
赤磐市教育委員会学校教育課
〒709-0816

赤磐市下市337

086-955-0972

TEL:
http://www.city.akaiwa.lg.jp/
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真庭市
〇 真庭市の教育

大きく変化する時代の中で、真庭市は、すべての「ひと」が
安心して安全に暮らせる「まち」、「都会にはないが真庭市
にはある豊かな暮らし」「持続可能なまちづくり」を目指して
挑戦しています。「SDGｓ未来都市」に選ばれ、市内小中
学校は全小中学校が「SDGｓパートナー」として、関係機
関と連携して持続可能な社会の実現に取り組んでいます。
ICT環境も整備し、一人一台端末を積極的に授業に活
用しています。学んだことをAR（拡張現実）を活用して地
域に発信しています！

SDGｓ
「環境学習」
真庭市産業政策課、
郷育魅力化コーディ
ネーターと連携して

SDGｓ
「バイオマスツアー」

〇 みんなで「共育」！

バイオマス集積基地見学

□協育：みんなで育てあう
「ひと」のつながりを培い「ひと」の可能性をそだてます。
□響育：互いを認めあい、よいところを育てあう
互いに認め合い、個性と能力を伸ばしあいます。
□郷育：ふるさとを知り、ふるさとへの思いを育てる
体験を通じてふるさとに対する愛情と誇りを育てます。

授業でのタブレット活用

〇 先輩教員からのメッセージ

春の醍醐桜

冬の蒜山三座

真庭市観光キャラクター
「まにぞう」

私は現在、中学1年生の担任をしています。年
度当初は初任者の自分に務まるのだろうかと不
安でした。しかし自分にできることに真摯に取り組
み、先生方に助言をいただきながら生徒と関わっ
ていくことで関係を築くことができました。教科指
導においても生徒が仲間と協力しながら課題解
決に向かう様子を見るとより良い授業をしたいと
いうやる気が湧いてきました。
真庭の豊かな大自然の中で育った子どもたちは、
とても素直で何事も一生懸命取り組みます。そ
んな子どもたちの成長を一番近くで感じ、喜びも
苦しみも分かち合うことができる教員という仕事は
やりがいに満ち溢れています。ぜひ、一緒に真庭
の教育を盛り上げていきましょう！！

［基礎データ］
人口：４２，０３６人
学校数・児童生徒数：
小学校２０校・ ２，０５１人
中学校 ６校・ １，１０４人
（令和３年５月時点）

令和３年度採用
真庭市立蒜山中学校

教諭 磯田光希

［相談窓口］
真庭市教育委員会学校教育課
〒７１９-３２９２ 真庭市久世2927-2

TEL:０８６７-４２-１０８７
http://www.city.maniwa.lg.jp/
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美作市
美作市では、すべての子どもたちの自立を目指して、
幼稚園・こども園・保育園から中学校卒業までの１５年
間を見据えた中学校区連携教育を推進し、家庭・地域
と連携し子どもたちの豊かな心と確かな学力を育む取
り組みを進めています。また、誰にとってもわかりやす
い授業づくりによるインクルーシブ教育を推進していま
す。

スポーツといで湯の街美作

美作の子どもたちは、地域の行事に参加する割合が
全国平均に比べ高くなっています。（肯定的意見が小学
校・中学校７割以上。全国平均は５割～６割）
地域を愛し、地域を大事にする子どもたちとともに、
頑張ってみませんか。

宮
本
武
蔵
生
誕
の
里

教員１年目は初めてのことの連続です。不
安や上手くいかないこともありました。そんな
中、一生懸命に色々な事に挑戦している子ど
もの姿を見て、毎日の元気をもらいました。
なによりそんな子どもたちが本当に可愛く、
顔写真
日々の中で成長を見つけるたび教員として働
く魅力を感じます。また、職員室の先輩からの
温かいエールや指導によって少しずつ成長し
ていく自分も感じることができます。
美作市は自然豊かな地域で、私が通う大原 美作市立大原小学校
小学校の子どもたちは、仲間を大切にする素 教諭
直でやさしい子がいっぱいです。ぜひ、皆さん
立石 由衣
も私たちと一緒に働きましょう。お待ちしています。

［基礎データ］
人口：２５，４４６人
学校数・児童生徒数：
小学校 ９校・ １，０８６人
中学校 ５校・
６２１人
みまちゃん

むさっち

（令和３年５月時点）

［相談窓口］
美作市教育委員会学校教育課
〒７０９－４２３４
TEL:

美作市江見９４５

０８６８-７２-２９００

http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/kyouiku/index.
html
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浅口市
岡山県で一番小さな本市は、海、里、山と自然に恵ま
れた環境の中に公立小学校７校・中学校３校がありま
す。
教育の面では、英語教育と理科教育に力を入れてい
ます。英語教育では、ＡＬＴと協力して全ての公立園・
小・中学校で活動や授業を行っています。

市町村を
アピールする
写 真 等
横置き２枚も可

浅口市には２つの望遠鏡があります。国内最大級の
188cm反射望遠鏡をもつ国立天文台に加えて、東アジア
最大の大きさと世界一の技術を兼ね備えた3.8メートル
反射望遠鏡「せいめい望遠鏡」をもつ京都大学岡山天文
台があります。
浅口市では、小・中学校の理科教育でこれらの施設を
活用しています。

児童生徒・教員一人一台
端末だけでなく、全ての普
通教室に電子黒板を整備
しています。ロボホンや
MESHなどの教材を使った
プログラミング教育の実践
も可能です。
ICTを活用して楽しい授業
をつくっていきましょう！

広島市から引っ越してきました。浅口市も広島
市と同じ瀬戸内の気候ですが、浅口市は自然豊
かで季節ごとに植物、昆虫が数多く見られること
がとても魅力的です。
また、学校はＩＣＴ機器が充実しており、昨年導
入されたタブレットを活用した授業も実践すること
ができました。子どもたちが新しいことに興味を
もち、日々成長する姿を目の前で見られることに 金光中学校 教諭
やりがいを感じています。
谷口 新吾
皆さんも魅力ある浅口市で、子どもたちの成長
を喜び、一緒に頑張りましょう。
［基礎データ］
人口：３２，６０６人
学校数・児童生徒数：
小学校 ７校・ １，５２３人
中学校 ３校・
７４２人

［相談窓口］
浅口市教育委員会学校教育課
〒７１９-０２４３
浅口市鴨方町鴨方２２４４－２

（令和３年５月時点） TEL:

０８６５-４４-７０１２
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和気町
町内には、幼保一体化施設であるにこにこ園が３園、小学校が３
校、中学校が２校あります。
次代を担う子どもたちの豊かな心や主体的に学ぶ意欲を伸ばし、
未来社会をたくましく、しなやかに生きる力を育むため、個別最適
化された学び、創造性を育む学びが展開できるよう、ＩＣＴを軸とした
学習環境や質の高い教育環境の整備を進めています。
英語教育、人権教育をはじめ、一人１台端末を使った探究的な学
びにも力を入れており、園小中が連携した教育を目指しています。

町内全校にALTが常駐し、英語等の授業
だけでなく、日常的に英語や外国の文化に触
れる機会があります。小５からは、豪州の学
校と遠隔交流授業を行うほか、中学校では、
ＡＬＴと英語のみでコミュニケーションを行う「Ａ
ＬＴ交流会」を行っています。児童生徒の「異
文化への興味・
オーストラリアとの遠隔交流授業
関心が高まり、
英語を使って表
現する力も向上
しています。

-伝統と革新歴史上の偉人・和気清
麻呂公・広虫公の功績
をたたえ、継承しつつ、
ドローン活用等、革新的
な事業にも取り組んで
います！

わけまろくん

フジコちゃん

タンタン

和気町マスコットキャラクター

種類の多さでは日本一を誇る「藤公園」

和気町では「GIGAスクール構想」の推進に向け、タブ
レット端末（Chromebook）を整備しました。児童生徒は、
授業だけでなく、学校生活の多くの場面で端末を効果
的に活用し、他者と協働した学び等を行っています。

共同編集機能を利用して委員会新聞を作成

和気町は、豊かな自然に囲まれており、人権教育に力を入れるなど、
人の温かさに満ち溢れた町です。子どもたちは、日々、多くの学びや気
づきを得ながら過ごしています。また、何事にも興味・関心をもち、その姿
に感心させられる毎日です。
教員として、時にはうまくいかないこともあり
ますが、子どもたちの明るさや温かい先生方
に囲まれているおかげで、充実した毎日を送
れています。教員は、子どもたちに「教える」
だけでなく、子どもたちから「教わる」ことで、共
に成長を実感できる素晴らしい職業です。
和気町で教員をするとATM（Ａ明るくT楽しく
Ｍ前向き）に成長していることに気付くはずです。 和気小学校
教諭 松林 虎一
「気が和む町」和気町で、一緒に働きましょう！

［基礎データ］
人口：１３，３０９人
学校数・児童生徒数：
小学校 ３校・ ５３９人
中学校 ２校・ ２７６人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
和気町教育委員会学校教育課
〒709-0511

和気郡和気町矢田305

0869-88-1115

TEL:
https://www.town.wake.lg.jp/kurashiKosodate/

は や し ま ち ょ う

早島町
「早島町学校教育ビジョン」のもと、「地域とつながり
未来を拓く 早島っ子」の育成に向けて、 「自立・共生・郷
土早島を愛する心」を基盤として、１５歳の春を見据え、
保幼小中の教職員が一体となった取組を進めています。
ESDとキャリア教育の視点を踏まえたカリキュラムなど、
社会に開かれた特色ある教育課程で子どもたち一人一
人の笑顔が輝いています。小中一貫教育を基盤に、 「喜
んで登校・満足して下校、行きたい・行かせたい学校園」
を目指し、協働・協学・協育の町づくりを進めています。

小中学校には、全ての特別支援学級に支援員を配置、
業務アシスタントやＡＬＴ、情報教育支援員も配置。小学
校には専科英語教員、小１グッド支援員、登校支援員、高
学年は教科担任制を一部導入。中学校には心の教室支
援員、全ての部活動に部活動指導員を配置し、教材
研究や児童生徒と触れ合う時間の確保に努めています。

通勤に便利な町
岡山市と倉敷市の間
に位置し、早島イン
ターチェンジがあり、
高知や米子まで車で
２時間、広島まで90
分。広域高速交通網
のクロスポイント。通
勤等の移動が便利!!

中学校起業体験～商品開発・販売～

子ども議会～模擬議会で地域提案～

「先生」になるということ 💛 ♡ ♡
責任・不安・・・その先にある子どもの笑顔！
地域の方に愛されて育った早島の子ども達はとて
も元気です。時代は変わっても，子ども達の可愛さ
は変わりません。そんな子ども達と，毎日楽しく授業
をしたり，遊んだりしています。
子ども達が見せる「できなかったことができるよう
になった時の表情」それは，何物にも代え難いもの
があります。皆さんも私たちと一緒にそんな瞬間に 早島町立早島小学校
立ち会ってみませんか。早島は夢の宝島。皆さんの 教諭
熊野 未佳
若い力と笑顔が子ども達の夢や志をはぐくみます。

［基礎データ］
人口：１２，５５７人
学校数・児童生徒数：
小学校 １校・ ８５０人
中学校 １校・ ３７４人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
早島町教育委員会学校教育課
〒７０１-０３０３

早島町前潟３７０-１

０８６-４８３-２２１１

TEL:
http://www.town.hayashima.lg.jp/kosodatekyoiku
/hayashima_kyouiku/

さとしょうちょう

里庄町
里庄町の学校教育は、「確かな学力」「豊かな心」「健
やかな体」を３本柱に、認めることを大切に、落ち着いた
集団の確立・主体性の育成を行っています。どの学校も
食堂給食を行い、食育にも力を入れています。令和２年
度からは、非認知能力の育成を重点に『里庄３ションプロ
グラム』に取り組み、保幼小中の１１年間を見通した教育
を進めています。

まこもたけ
里庄町では、平成２１年度から遊休農地解消対策とし
て「耕作放棄地解消プロジェクト」チームが「まこもたけ」
の栽培を始めました。
里庄中学校では平成２３年度から技術・家庭科の授業
で栽培体験を取り入れた学習を実施しています。５月株
分け、６月田植え、１０月収穫、出荷作業などの体験をす
ることで、地域とのつながりの大切さや「思いやり」を学ん
でいます。

通勤に便利
鴨方ICから
１０分、どの
学校も国道
２号線から
すぐです。

里ちゃん

まこりん

里庄町マスコット

こどもの元気な声が響き
みんなの笑顔があふれるまち
里庄町

教師のスタートは里庄町がＧＯＯＤ！ なぜって、それ
は・・・
自然が多く、落ち着いた町の環境の中で、素直で前向き
なと子どもたちと、優しく温かく接してくださる職場の先輩方
に囲まれて、とっても働きやすいです。ぜひ、教職の第一歩
を里庄町で。共に、働きましょう。
○ 里庄の子どもは？
里庄町の子どもは自分の可能性を信じて「挑戦しよう！」
という前向きな気持ちをもっている子どもが多いです。
○ 教育の重点は？
小学校・中学校が連携して「認める」ことを最重点に、落ち
着いた集団づくりと豊かな心・人間性の育成の取組が行わ
れています。
［基礎データ］
人口：１０，９５７人
学校数・児童生徒数：
小学校 ２校・ ６７０人
中学校 １校・ ２９５人
（令和３年５月時点）

里庄東小学校
教諭

藤井

風吹

［相談窓口］
里庄町教育委員会
〒７１９－０３９８ 里庄町里見１１０７－２
TEL:０８６５-６４-７２１２
http://www.town.satosho.okayama.jp/

や か げ ち ょ う

矢掛町
大名行列

岡山県の南西部。小田川の清流と自然豊かな里山。
この恵まれた環境のもとで育つのは、明るく素直な「やか
げっ子」たち。別の小学校の友達とも、笑顔で仲良く学習
できる姿が印象的な合同授業。出前授業ややかげ学で
は、中学校や矢掛高校とのつながりも大切にしています。
また、矢掛町では、全ての学校がコミュニティ・スクー
ルに指定されており、家庭、学校園、地域が連携しなが
ら、子どもたちの豊かな心と体を育むとともに、確かな学
力の向上を図り、「ふる里やかげを愛し ふる里やかげで
活躍する たくましい子どもの育成」を目指しています。
合同授業

江戸期の風情を伝える町並みは、国の「重要伝統的建
造物群保存地区」に選定され、さらに、令和３年３月には
黒を基調とした存在感にあふれる道の駅「山陽道やかげ
宿」が完成しました。また、古民家を再生した宿泊施設を
中心とした日本初の「アルベルゴ・ディフーゾ（分散型ホテ
ル）・タウン」の認定を受けるなど、賑わいのあるまちづくり
を推進中です。矢掛に来て、見て、ふれて、感じてください。

市町村を
アピールする
写 真 等

横置き２枚も可

天璋院篤姫様も・・・
江戸時代、旧山陽道
の宿場町として栄え、本
陣・脇本陣の両方が国
の重要文化財として現
存しているのは何と、日
本で唯一「矢掛」だけ！
しかも、１３代将軍家
定公に輿入れする道中、
本陣に宿泊され、名物
のゆべしを食されたとか。

矢掛へは
井原線で

矢掛町には、７つの小学校があり、地元に愛さ
れ、地元を愛する子どもたちは、素直で明るく、
元気いっぱいです。矢掛町では、合同授業や海
顔写真
事研修、修学旅行などの行事を７校合同で行い、
子ども同士のつながり、教員同士のつながりを大
切にしながら、教育活動に取り組んでいます。ひ
とつひとつの学校規模は小さいですが、「小規模
だからできること」を見つけて取り組む中で、子ど
矢掛町立美川小学校
もたちは、大きなパワーを発揮し、日々成長して 教諭
います。皆さんも、ぜひ、魅力いっぱいの矢掛町
守屋 早友里
で、一緒にがんばりましょう。
皆さんの力が大きなパワーになります！

［基礎データ］
人口：１３，１７５人
学校数・児童生徒数：
小学校 ７校・ ５９５人
中学校 １校・ ２７４人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
矢掛町教育委員会教育課
〒７１４-１２０１

矢掛町矢掛２６７７－１

０８６６-８２-２１００

TEL:
https://www.town.yakage.okayama.jp/

QR
コード

し ん じ ょ う そ ん

新庄村
新庄村ホームページ →

新庄村は岡山県で一番人口が少ない小さな村です。
村民約800人のうち０歳から15歳までの子どもは約90
人です。新庄村の子どもを守るために「新庄っ子『宝』
憲章」と「新庄村子ども条例」を定めています。平成31
年４月には、新庄小学校と新庄中学校を小中一貫教育
校「新庄小中学校」に指定しました。また、令和２年４月
に「新庄村教育振興基本計画」を策定しました。村民が
一丸となって「教育日本一の村」を目指しています。
学習発表会：全校合唱

小中を一貫した教育課程のもと、小学校と中学校の
教員がお互いに協力し合って児童生徒の教育を行いま
す。児童生徒の学力向上を図るだけでなく小中教員相
互の授業力向上にもつながっています。また、学校敷
地内全域のwifi環境や電子黒板・iPadなど最新のICT環
境を早期に導入し、新しい教育を積極的に取り入れて
います。

授業風景：ICT活用

新庄小中学校の魅力は、人と人との距離が
近いことです。子どもたちはとても素直で人な
つっこく、小中学校の垣根を越えた交流ができま
す。また、小中学校の職員室が１つになったこと
で、職員も校種や学年団にとらわれない自由な
やりとりができます。地域の方も行事などを通じ
て、積極的に学校教育に関わってくださいます。
人と人との距離が近い新庄小中学校では、他
ではできない体験ができます。
皆さんも、新庄小中学校の一員として、ぜひ一
緒に働きましょう！

新庄小中学校
サイト

［基礎データ］
人口：７９１人
学校数・児童生徒数：
小学校 １校・ ３８人
中学校 １校・ ２０人
（令和３年５月時点）

新庄中学校
教諭

藤原 琢巳

［相談窓口］
新庄村教育委員会
〒717-0201

岡山県真庭郡新庄村2014－２

0867-56-3178

TEL:
http://www.vill.shinjo.okayama.jp/school/

か が み の ち ょ う

鏡野町
鏡野町には、奥津温泉、恩原高原スキー場、白賀渓
谷、森林公園、岩井滝など、自然を感じることができる
スポットがたくさんあります。学校の周りにも自然があ
ふれ、子どもたちは、里山で遊んだり、米や野菜を育て
たり、スキーをしたりと、様々な活動の中で、自然と触
れ合いながら学んでいます。地域の方とも触れ合う機
会を多く持ち、鏡野の良さ、大切さを感じ、鏡野が大好
きな子どもたちを、地域の方と一緒に育てています。

鏡野町は、学校・福祉・行政が一体となって、鏡野が
大好きな子どもたちを育てています。子どもたちが夢を
持ち、自分に自信が持てるきっかけになるよう、夢づくり
事業や生き活き体験塾を開催しています。また、子ども
たちが安心して学校生活を送れるようにするため、町に
ＳＳＷや臨床心理士を配置して、学校と情報共有をしな
がら子どもたちの支援をしています。

森といで湯と
田園文化の里

市町村を
アピールする
写 真 等
横置き２枚も可

私が教師の道を選んだのは、自分の頑張りが
これからの未来を創っていく子どもたちの力にな
ると思ったからです。
私は「学び続ける」という意識を3年前から持つ
ようになりました。今までは、自分のために学ぶ
という意識が強かったのですが、何事にも一生
懸命頑張る子どもたちの姿を見て、「この子たち
のために自分も頑張ろう。」と思うようになりまし
た。そして、自分が学んだことで、子どもたちが 鏡野町立大野小学校
成長し、喜ぶ姿を見て、教師という職業のやりが 教諭
いを感じ、毎日が楽しくなりました。
安島 壮範
みなさんとともに夢と希望に満ちた子どもたち
の成長を支えていける日を楽しみにしています。

［基礎データ］
人口：１１，８６１人
学校数・児童生徒数：
小学校 ７校・ ６６１人
中学校 １校・ ３１３人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
鏡野町教育委員会学校教育課
〒７０８-０３２４

苫田郡鏡野町竹田６６０

０８６８-５４-２８００

TEL:
http://www.town.kagamino.lg.jp/

しょうおうちょう

勝央町
自立に向かって学び続ける勝央っ子
～自分を愛し、友だちを愛し、勝央を愛する子～
楽しく学び、他人(ひと)を思う心豊かな児童・生徒の
育成をめざしています。平成２８年度から保育園、小学
校、中学校の全教職員で組織された勝央町一貫教育
研究会を立ち上げ、「非認知能力を伸ばす」取り組み等、
子どもの成長を見通しながら、子どもを応援しています。
また、学校園・家庭・地域が互いに連携して教育活動
を行うことをとても大切に考えています。

市町村を
アピールする
写 真 等
横置き２枚も可

勝間田神社には、受験、スポーツなど様々な勝負事
の際に多くの人が訪れます。他にも、油をかけてお祈り
するといかなる難病にもご利益があるといわれる油地
蔵など、数々のパワースポットがあります。この「縁起の
いい勝利の町」を広めるため、地域ブランド「勝ブランド」
を立ち上げ、展開しています。

勉強意識、職業意識を
高める「気づきの場」と
して、「勝央工業団地
ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰ」を開催
しています。

【きんとくん】
勝央町マスコットキャラクター

教員になったばかりの頃は、不安な気持ちが
大きく、失敗もたくさんしました。ですが、同僚の
先輩方のアドバイスや子どもたちの笑顔、
「できた！」「わかった！」という言葉に励まされ、
乗り越えることができました。教員の仕事は、
子どもの成長を一番身近で感じ、一緒に成長
できる職業だと思います。明るく元気いっぱいな
子どもたち、寄り添ってくれる同僚の先生方と
充実した毎日を過ごしましょう。勝央っ子の
「非認知能力の育成」を目指して、共に手を
携えながらがんばりましょう。
来んちゃい勝央！待っとるで！

［基礎データ］
人口：１０，８６４人
学校数・児童生徒数：
小学校 ２校・６２７人
中学校 １校・３２１人
（令和３年５月時点）

勝間田小学校
教諭

本位田 茉莉

［相談窓口］
勝央町教育委員会 教育振興部学事班
〒709-4316 勝田郡勝央町勝間田200-１
TEL:０８６８-３８-１７５２
http://www.town.shoo.lg.jp/
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奈義町
奈義町では、平成３０年度から幼小中一貫教育を進め
ています。幼稚園２園、小学校１校、中学校１校の先生
方がお互いの学校園の授業や保育の様子を参観したり、
様々な教職員研修会を開催したりしながら、保育・授業
づくりの研究を進めています。
また、演劇的手法を取り入れた「コミュニケーション教
育」に取り組んでいます。多様な価値観に触れることに
より他者理解の力を育てたり、自分を表現することによ
り自尊感情を高めたりすることを目指しています。

奈義町に江戸時代から続いている、伝統芸能「横仙歌
舞伎（よこぜんかぶき）」を継承しています。小学校４年
生は１年間授業で勉強しています。右の写真は、生涯
学習教室の「こども歌舞伎教室」の様子で、幼稚園児か
ら中学生の人まで、参加しています。年２回の公演を目
標に練習を頑張っています。

奈義町は「子育て
応援宣言のまち」
「家庭・地域・学校・行政
みんなが手を携え地域
全体で子育てを支える
まち」をめざして！！

子ども歌舞伎教室

初めは知らないことも沢山あり、不安でいっぱいでした。しかし、
周りの先生方のご助言、また子どもたちや保護者の方々の声を
聴きながら、今では楽しく学び続ける毎日を送っています。うまく
いかずに思い悩むこともありますが、日々成長する子どもたちの
姿、「わかった！」「できた！」という喜びに満ちあふれた笑顔を近
くで見られることが、私にとって何よりも楽しみであり、一番のやり
がいだと感じています。また、それを繰り返すことが、自身の成長
にも繋がっています。
同僚の先生方はもちろんのこと、奈義町では家庭や地域、学
奈義町立奈義中学校
校同士の連携もあり、町全体が一体となって教育を行うため、と 教諭
ても頼もしいです。ぜひ私たちと一緒に、奈義町の子どもたちを
吉田 優月
育てていきましょう。

［基礎データ］
人口：５，４６５人
学校数・児童生徒数：
小学校 １校・３１０人
「さと丸くん」
中学校 １校・１２５人
（奈義町特産農産物キャラクター）

幼小中教職員による研修会

（令和３年５月時点）

［相談窓口］
奈義町教育委員会学事課
〒708-1323 勝田郡奈義町豊沢327-1
TEL:

０８６８-３６-４１９５

https://www.town.nagi.okayama.jp

にしあわくらそん

西粟倉村
西粟倉村は、人口は約1,400人の小さな村ですが、百
年の森林構想の取組やSDGｓ未来都市にも選ばれ、こ
こには若く発想力も豊かでエネルギッシュな人たちが集
まり、多様な挑戦が育ち始めています。そして教育でも
ユネスコスクールやESD、ＳＤＧｓなどに取り組んでいま
す。村民のみなさんが『子どもは村の宝だ』と教育活動
にとても協力的で、村の自然や人、モノ、コトを生かしな
がら、自ら挑戦し、しなやかな子どもたちを育てていま
す。

西粟倉村では、幼稚園・小学校・中学校の教職員全体
で研修を行い、学び合い、高め合うチームを目指してい
ます。そして幼稚園からALTを配置し外国語活動を行い、
地域の特色を生かした活動では、教育コーディネーター
を各学校に配置し、先生方と連携して様々な活動を
行っています。またICT支援員も各校に配置し、ICT環境
も充実しています。

天然林や温泉があり、
鉄道や無料の高速道路
もあるので交通の便も
とっても便利。

村全体で地域と学校の連携・協働を進める「西粟
倉村学校運営協議会」

森の博士（地域の人）から学ぶ総合学習

自然豊かな西粟倉村で育つ子どもたちは、心
優しく、元気いっぱいです。
私は、今年で採用２年目です。子どもたちの笑
顔が見られる嬉しさと、授業中、「分かった！」と
ひらめいたときの目の輝きにやりがいを感じなが
ら、充実した毎日を過ごしています。
温かい地域と、優しい子どもたちに囲まれなが
ら、２年目も笑顔で楽しく過ごし、一歩ずつ成長
できるよう頑張っていきます。

［基礎データ］
人口：１，４２０人
学校数・児童生徒数：
小学校 １校・ ８５人
中学校 １校・ ３３人
（令和３年５月時点）

西粟倉村立
西粟倉小学校
教諭

末宗 美月

［相談窓口］
西粟倉村教育委員会
〒７０７-０５０３ 西粟倉村影石33-1
TEL:０８６８－７９－２２１６
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp

く め な ん ち ょ う

久米南町
久米南町には、小学校が３校、中学校が１校あり、い
ずれも小規模校です。
学校では、確かな学力（知）、豊かな心（徳）、健やか
な体（体）の総合的な育成を重視しています。
また、心を育てる教育に重点をおき、学校ごとの様々
な体験活動を通して、人に対する温かい思いやりの心
を醸成し、自然を愛し、ふるさと久米南町を誇りに思う
子どもたちの育成を目指しています。

学校の特色を生かした教育活動の充実に向けて、子
どもたちを地域全体で育む体制づくりを推進しています。
例えば・・ 体験活動（特産のキュウリ栽培、米作り）
探究活動（地域学習「久米南学」）
言語活動の充実（川柳教室）
地域の活性化に向けたまちづくり参画
登下校の見守り 家庭教育支援
など

川柳が
文化の中心
久米南町
ギネスにも登録！！
「日本一川柳の里」
小学校では川柳学習を
特色ある活動として実施。
家庭や地域も連携し町全
体での活動となっています。

カッピー
久米南町マスコットキャラクター

自然豊かな環境の中で、家族・地域の人たち
に温かく育てられた子どもたちは、素直で優しい
良い子たちです。
久米南町で教員になってすぐの頃は「これでい
いのかな」と悩むことがありました。しかし、子ど
もたちが一生懸命に頑張る姿を毎日見ていく中
で、次第に悩みはなくなりました。「一人で頑張る
んじゃない、子どもたちと一緒に頑張るんだ！」
久米南町立弓削小学校
と、さらに力が湧いてきました。
教 諭
心豊かで温かい子どもたちがいる久米南町。
黒澤 賢臣
皆さんも一緒に頑張りましょう！

［基礎データ］
人口：４，４０８人
学校数・児童生徒数：
小学校 ３校・ １５６人
中学校 １校・ ９２人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
久米南町教育委員会教育課
〒709-3614

久米郡久米南町下弓削440-1

０８６－７２８－２７１１

TEL:
https://www.town.kumenen.lg.jp

（※町全体のHP）

み さ き ち ょ う

美咲町
自ら学び 共につながり みんなの夢を育む 美咲の人づくり
【 重点施策：小中一貫教育の推進 】
① 小中一貫校の指定
～ 全校が小中一貫校 ～
【 義務教育学校の創設 】
・令和５年４月《 旭学園 》開校！
・令和６年４月《 柵原学園 》開校！
② キャリア教育の推進
～ 発達段階に応じた体系的なキャリア教育 ～
③ コミュニティ・スクールの推進
～ 地域と共にある学校づくり ～

美咲から未来に向かって輝く子どもたちを

美咲中央小学校
教諭 久成 百花

子どもの笑顔に支えられて

教 員 の やり が い は 、子ど も が
｢わかった！｣と目を輝かす瞬間
です。そのために、全教員が一
つのチームとなって一緒に取り
組みます。困ったことは先輩の
先生たちが何でも相談に乗って
くださいますよ。未来に向かって
輝く子どもたちを、私たちと一緒
に育てていきましょう。

ふるさとの未来をささえる子どもたち

加美小学校
教諭 大山 望

「食堂かめっち。」
リニューアルオープン！

画像

不安と緊張を抱えスタートした教
員生活。今、私は美咲町の天真
爛漫な子ども達の笑顔に支えら
れ、多くのことを学んでいます。
豊かな自然と多くの歴史がある
美咲町で、皆さんと一緒に子ども
達の美しい笑顔を咲かせられる
日を楽しみにしています！

日々努力 日々成長

旭小学校は、大阪府岬（みさ
き）町の小学校と交流していま
す。交流を通して子どもが郷
土の本当の魅力を発見し、こ
れからの町づくりを考え、自分
たちの力を発揮している姿に
教育の可能性を感じました。
旭小学校
このすばらしい環境で働ける
教諭 山岡 菜保子
のが一番の魅力です！

元祖たまごかけごはん

義務教育学校 「 柵原学園 」 イメージ図

柵原東小学校
教諭 田中 夏歩

美咲町の将来像

地域の方に愛され、大切にされ
て育った美咲町の子どもたちは
とても素直で元気いっぱいです。
子どもたちが見せる笑顔とがん
ばる姿に私も刺激を受け、毎日
パワーをもらっています。ぜひ一
緒に、美咲町の子どもたちの成
長を支えていきましょう！

～ ひと 輝くまち みさき ～

生きる力を育むまちづくり 「 自立・共生・郷土を愛する心 」
［基礎データ］
人口：１２，８２５人
学校数・児童生徒数
小学校５校・５９４人
中学校３校・３３８人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
美咲町教育委員会教育総務課
〒７０９-３７１７ 美咲町原田１７３５
TEL:０８６８-６６-２８７３
https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/kyouiku/

きびちゅうおうちょう

吉備中央町
吉備中央町は平成28年7月1日、「子どもは吉備中央
町の宝物」として「子育て応援宣言」を行いました。子ど
もを安心して育てられる環境の整備と、子どもが健や
かに育つことのできる社会の実現は、吉備中央町のす
べての人の願いです。そのため町は、次代を担う子ど
もたちが豊かな心を育み、確かな学力を身につけられ
るよう、教育活動の充実と、健やかに育つ環境づくりを
推進しています。
また、各教科や総合的な学習の時間を通して、町内
の伝統文化や食文化などを学び、郷土を愛する心を育
てています。

加茂大祭

中学生の学力向上を目的として、公営の「学習塾」を開
塾しています。加賀中学校１～３年生の希望者を対象に、
英語・数学の授業やタブレット学習を通して、一人ひとり
のペースに合わせたきめ細やかな指導を行っています。
また、学習合宿やイングリッシュキャンプなどを行うこと
で、主体的に考え、行動する力を育てていきます。
吉川八幡宮当番祭

自然がいっぱい☆

美味しい
ものが
いっぱい☆

吉備中央町には、元気いっぱいで、
優しく素直な子どもたちがたくさんいます。
子どもたちと一緒に過ごす中で、小さな
一歩が大きな成長へと繋がっていく姿を
見たときは、とてもやりがいを感じます。
時には、上手くいかずに悩むことや不安
になることがありますが、子どもたちの
円城小学校
成長していく姿を見たり、周りの先生方
教諭 頼定 瞳
の助けがあったりして、乗り切ることができました。
教員は、子どもたちの成長に関わることができる、やりがいのある、
とても楽しい仕事です。
ともに働けることを楽しみにしています。

［基礎データ］
人口：１０，４５０人
学校数・児童生徒数：
小学校 ９校・ ４４５人
中学校 １校・ ２１８人
（令和３年５月時点）

［相談窓口］
吉備中央町教育委員会事務局
〒716-1241

吉備中央町吉川4860-6

０８６６－５６－９１９１

TEL:
https://ｗww.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/17.html

岡山県教職員採用・講師募集
トップページ

採用試験情報や岡山県の求める
人材などの情報を掲載しています

教員採用試験・講師募集
LINE公式アカウント

採用試験情報等をLINE公式
アカウントでお届けします！

