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「この度上水流村の前田殿の堀切り工事が目出た

校低学年から英語に親しませ、３〜６年に「英会話

く完成して、立派な開田がなされたと仄聞する。わ

科」、中学校全学年に「英語表現科」を設け、一貫

たしも一目見たく思う。しばらく見物してくるによ

性・系統性のある継続的な指導を行っている。英検

って、その間暇するのでご了承ありたし。吉日

田

の検定料補助や幼保園、小学校、中学校へのＡＬＴ

の神より」
（県情報誌「ＪａＪａ（じゃじゃ）
」vol.3

配置、教職員研修の充実なども取り組んでおり、英

（2007年夏号）より）

検３級以上の取得率も大幅にアップした。

えびの市には「おっとい田の神」と呼ばれる風習

平成２６年度からは市内全小中学校の全学年で、

があり、田の神を持たない村がよその田の神を持っ

１学級３０人以下とした「３０人学級」も実施して

てくるというもの・・・、上文は盗んだ村の者が礼

いる。「学力向上」「生徒指導」「信頼関係の深ま

儀として置いていった書き置きである。３年経つと

り」をねらいとし、きめ細かな指導を行っている。

盗んだ村の者たちはお礼を持って返しにやってきて

市内唯一の県立高等学校である飯野高校について

宴を開いたらしい。何ともユーモラスで、情にあふ

も、さらに魅力的な学校になっていけるよう、市を

れた風習ではないか。

あげてサポートしている。「給付型の奨学金制度」

そのような地域の中で育っている子どもたちは、

や「遠距離通学生への交通費支給」「学力向上・就

おおらかで素直な子どもたちが多い。しかし、現在、 職活動・部活動への支援」を行っており、高校内に
子どもたちを取り巻く環境は物質的な豊かさや便利

公営塾「成銘館」も開設し、進学希望者の学習や補

さの中で生活する一方で、「ゆとり」を失い、慌た

習等を行っている。平成３１年度からは飯野高校に

だしい中で生活しているのが現状である。

全国枠が導入され、全国から学生を募集することに

そのような中、えびのの子どもたちが、自ら未来

なっている。より一層の魅力創りを目指し、高校と

を切り拓き、社会、地域を担う人材として、たくま

連携しながら「起業家育成プログラム」を行う予定

しく生き抜いていけるように、必要な力を身に付け

にしている。様々なジャンルの起業家を講師に招き、

させていきたいと考えている。

３年間を通して起業家として必要なノウハウを学べ

本市では、一貫教育を柱に、
「①ふるさと教育・
キャリア教育への挑戦

るようにしていきたいと考えている。

②学力向上を図る指導への
④体育・健康教育への

長い間、人々に寄り添うように鎮座してきた田の

挑戦

③心の教育への挑戦

挑戦

⑤特色ある学校の創造への挑戦という『えび

ってくれてい

の市学校教育五つの挑戦』」を実践している。それ

ると思う。子

らを通して、２１世紀を担う創造性豊かで意欲のあ

どもたちの未

る人づくり、個性とやすらぎのある地域づくり、さ

来のために、

らには、地域に根ざした特色ある人づくりを進めな

今後もえびの

がら心身ともに調和のとれた児童生徒の育成を目指

市の教育をさ

している。

らに充実させ

一貫性のある継続的な学習指導では、特に、小学

神さあは、きっとえびのの子どもたちのことも見守

ていきたい。
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＜早春＞

国際理解教育
都城市立姫城中学校

９月下旬の３日間、
オーストラリアBSSC（BURPEN
GARY STATE SECONDARY COLLEGE）の１４ 歳
から１６歳の生徒６名を受け入れた。都城市では中
学生が夏休みに２０名オーストラリアへ海外交流研
修 に 出 か け る。 今 回 も そ の 企 画 の 一 環 で あ る。
BSSC は６年間の中高一貫校であり、２０１５年創
立の新しい学校である。
初日は歓迎セレモニー、そして、生徒会やホスト
ファミリーの生徒（バディと呼ばれていた）と折り
紙作りや紙相撲、外部講師による書道体験。２日目
は授業に参加してもらい、音楽では筝の体験、技術
では木工、木材を鉋でけずって箸を作成した。最終
日は家庭科で巻き寿司に挑戦し、でき上がった巻き
寿司をみんなで試食。おいしいといって食べていた。
また、家庭科の先生が手作りのアップルパイをプレ
ゼント。その場で遠慮なく食べる姿に屈託のないよ
さを感じた。そして、BSSC の女子生徒が、おばあ
さんが作ってくれるアップルパイの味に似ていて、
とてもおいしいと感激していた。それを聞いた先生
も同じように感激していた。昼休みは、運動場でそ

木 野 田

毅

れぞれバレーボールやサッカーに興じ、言葉の壁は
あるようだったが、中学生はすぐに打ち解け仲良く
なっていた。給食は、苦手なメニューもあったよう
だが、３年ほど日本語の授業を受け、日本文化に慣
れ親しんでいる生徒たちは、箸の使い方が結構上手
だった。
Peter Hoehn 校長に、日本以外にはどのような国
に研修に出かけるのかと聞いてみたら、インドネシ
ア、マレーシア、ホンコン、インド、カナダ、サウ
ジアラビアなどだった。ミ
ッションの一つに、
「めま
ぐるしく変化する世界に対
してクリティカルシンキン
グを促進させる。加えて、
世界の問題への理解と文化
意識を発達させる。
」とあ
り、そのために海外研修を
推進しているとのことだっ
た。本校にすばらしい機会
＜ツバキ＞
をいただき、感謝している。

振り返ってひと言
西都市立都於郡小学校

今年度のスタート、校長室卓上カレンダーの４月
１日に３６５と書いた。２日には３６４、３日には
３６３と・・・。教職生活３８年目に入り、残り１年
となって、１日１日をしっかり記憶に残していきた
いと考えたからだ。
しかし、いつの間にか２００日が過ぎ、振り返れ
ば、その日その日を大切に過ごしてはきたが、記憶
にはあまり残っていない（老化なのか）。そこで、
せっかくこの広報紙の機会を得たので、記憶に残っ
ているこれまでの歩みを少しだけここに書かせてい
ただくことにした。
昭和５６年４月１日、恒久小に新任として採用さ
れ、田代小、西池小、倉岡小の４校を教諭として過
ごした。２０代から４０代の私は、同僚とよく飲み、
また、先輩の先生方からたくさんの指導助言をいた
だいた。その後教頭として、上岩戸小、高崎江平小、
宮崎西小、大宮小、西池小の５校に勤務し、保護者
とよく飲んだ。日々いろいろなことが次々に起き、
学校に対する保護者や地域の思いを強く感じ、管理

佐 々 木

均

職としての責任も同時に感じていた。そして、校長
として榎原小に勤務し、榎原中との連携や榎原神社
を中心とした地域文化に深く関わった。最後が今の
都於郡小と山田分校である。ここでも職員とよく飲
んでいる。職員旅行にも行った。職員が「和」と
「輪」を大切にした学校であり、職員の笑顔や笑い
声が耐えず、そこに育つ子どもたちも明るく元気で
ある。全職員で学校経営ビジョンを策定し、具現化
に向かっている。
３８年間を振り返ると飲
んでばかりの教職生活だっ
たが、１つ言えるのは、職
員が明るく元気であれば、
その学校の子どもたちもの
びのびと育つ、ということ
だ。保護者の協力も不可欠
であるが、まずは、学校で
職員が働きやすい環境にあ
＜なずな＞
ることが一番だと考える。
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教職生活の終盤にきて
木城町立木城中学校

矢

野

義

継

小学校の教員であった父の姿を見て育った私は、

な条件がじわじわと効いてきて、最後はそれが主役

小さい頃「大きくなったら○○の先生になる」と言

となってとどめを刺すのだ。数学を生かすのではな

っていたそうだが、はっきりとした記憶はない。た

く、学問としての数学に関わることのできる職業に

だ、父親の様子から、当然大人にも夏休みはあると

就きたいと瞬間的に思った。急遽、教育学部に進路

思っていた私は、小学生になり、友達の家庭のこと

変更し、中学校数学の教員を目指すことになった。

を聞くうちに、世間はどうもそうではないらしいこ

今思えば高校数学でもよかったかと思うこともある

とに気付いた。（夏休みのある先生の仕事はいいな

が、数学の教員になれたことに満足している。

ぁ。）と思ったことを覚えている。

教員にはなったが、

中学生になると逆に教員だけにはなりたくないと

まさか自分が校長にな

思うようになった。教員の子どもであることの、無

るとは思ってもいなか

言の圧力や制約から解放されたいという思いからだ。 った。言われたこと、
そんなこともあり、高３の夏までは、比較的得意な

頼まれたこと、勧めら

理数系を生かしての工学部志望だった。

れたことにノーと言い

高３の担任は数学の先生（元次長の川口先生で

たくなくて、やってい

す）だった。あるとき、１時間かけて１つの定理を

くうちに今の地点にた

証明し、最後に川口先生は言った「数学はドラマや

どり着いた。いろんな

ぞ！」。本当にそう思えるドラマチックな展開の証

経験をさせてもらい、

明だった。「そう来ますか」という意外性もあり、

こちらも後悔はしてい

「正の数 a…」などという、当初どうでもいいよう

ない。

＜パンジー＞

〈 都 城 支 会 〉
都城市立明道小学校

北

村

俊

二

都城支会は、小学校４２校（うち休校１校）、中

である。支会の刊行物としては、要覧、職員録、研

学校２１校（うち小中学校２、県立１）の学校で構

究集録、べぶ通信（随想録）
、講師名簿等があり、

成されている。平成３０年度は、４月３日の支会総

活用が図られている。

会に始まり、６月の小中合同研修会、８月には、退

懇親会も、歓迎会、退職校長との懇親会、忘年会、

職校長会との合同懇話会・懇親会を実施した。その

小中別懇親会、送別会を例年開催している。会の自

他に、年３回ずつ小中学校別の研修会を実施し、県

粛を余儀なくされるような事態にならずに、予定ど

校長研修会や九州、全国の校長研修会における発

おりに開催できることが

表・報告の内容充実を図るための協議等を行ってい

ありがたい。

る。また、各学校における教育的課題について情報

最後に今年度は、２３

交換を行い、会員相互で解決のためのアドバイス等

名が新規の校長採用者で

を得る機会ともなっている。小中学校別の研修会は、 あり、支会校長会の果た
輪番で会場を各学校の持ち回りとし、当該学校の経

すべき役割がこれまで以

営状況等について情報を共有し、自校の学校経営の

上に大きく感じた１年で

参考としている。

あった。今後とも会員の

また、今年度も２月に日本教育会宮崎支部の地区

結束力を一層高めながら、

研修会を予定している。今回は、宮崎県教育研究会

頼れる校長会として、そ

との共催で対象者の拡大を図りながら開催する予定

の充実に努めていきたい。
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＜

杉の実

＞

〈 西 都 支 会 〉
西都市立三財小中学校

本支会は、西都市１５校（小学校９校：分校１、
一貫校３を含む・中学校６校：一貫校３を含む）と
西米良村２校（小学校１校・中学校１校）の計１７校、
校長１３名で構成され、合同研修会を６月と１２月
の年２回、各市村研修会を月ごとに実施している。
６月の研修会では、小中高連携教育の一環として、
西都市の高等学校を訪問し、授業参観や意見交換等
を行った。その結果、中高教員による合同研修会や
高校教員による小中学校への授業協力、高校生によ
る学習支援の取組が展開されている。１２月の研修
会では、会場を西米良村に移し、教育長講話や西米
良の地域性、学校規模をプラスに捉え着実に成果を
あげている学校の取組から、学力向上や学校経営に
ついて研修を深めている。
西都市校長会においては、「西都は一つ」を合い
言葉に、学力向上と働き方改革を重点課題とし取り
組んでいる。具体的な取組として、学校支援訪問を
全校に公開し、教員が指導技術を学び合う機会とし
ている。また、学校支援訪問の授業を教科等研究会

田

中

幸

一

の研究授業と兼ねるなど教科等研究会の運用や事業
の見直しを行っている。
西米良村校長会においては、村教育委員会ととも
に、ふるさとに誇りと愛着をもち、生きがいと村なら
ではの豊かさを実感できる教育の推進に取り組んで
いる。具体的な取組として、西米良を学び、西米良
を通じて児童・生徒自身の生き方について考える学
習「ふるさと西米良学」やＩＣＴ等のツールを効果
的に活用した確かな学力を身に付ける取組を推進し
ている。
西米良村教育大綱の一節
に、「西米良だからできる、
西米良だからやらなければ
ならない」とある。西米良
を各学校に置き換え、西米
良を西都市に置き換え、支
会校長会が充実した会とな
るよう今後も歩みを進めて
＜落ち葉＞
いきたい。

〈 児 湯 支 会 〉
都農町立都農東小学校

児湯支会は、高鍋町、新富町、木城町、川南町、
都農町の小学校１４校、
中学校９校（小中一貫校２校）
の計２３校、２１名の校長で構成している。
本支会は、県校長会活動方針に則り、本地区住民
の願いと信頼に応えるため、創意と英知をもって鋭
意努力を重ねてきた。こうした歴史を踏まえ、会員
相互の連携を密にして望ましい学校経営を推進し、
教育の充実・振興を図ることを目的に設置されてい
る。名称を「東児湯小・中学校長会研修会」と称し、
各町持ち回りで研修会を実施している。
本年度は、年６回の全体研修会と年２回の小学校
校長会研修会を計画した。全体研修会では、開催町
教育長からのあいさつの後に、県校長会理事会の報
告の他、研修・人事給与・広報の各委員会の報告を
受け、県校長会との情報の共有化を図るとともに、
指導方針や指導内容の周知徹底を図っている。全体
研修会の後は、小・中別研修会をもち、各学校が抱
えている喫緊の課題についての情報交換等を行い、
校長としての資質の向上を図っている。本年度２回
の小学校の研修会は、県校長研究大会等において研
究発表を行うことに伴い、内容をより充実させるた
めのものであった。

常

盤

孝一郎

特に本年度は、働き方改革や自然災害への対応等
情報交換を行った。
働き方改革については、各町・各学校の取組につ
いて話し合い、よりよい仕組み作りに取り組んだ。
話題として上がったのは、出退勤時刻の把握の仕方、
開錠・施錠時刻の設定、開錠・施錠実施者を誰にす
るか、会議や出張の精選等今までの取組をどのよう
に改善していくかが課題となった。また、職員の過
労からくる事故等が起きた場合の対処の仕方や準備
するべき資料についても意見交換した。
自然災害については、夏の台風被害から、臨時休
業する際の留意点や学校給食の対応、台風通過後の
後始末の在り方等、５町
の仕組みの違いや各校の
台風被害の実態から、と
ても参考になった情報交
換であった。
今後も本地区教育の充
実と発展を期するため、
校長会として最新の情報
を集め、組織的研究に努
＜シクラメン＞
めていきたい。

編 集 後 記

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、ここに本年度最後となります広報紙２０８号をお届けいたします。今回は、えびの
市教育委員会 萩原 和範教育長に特別寄稿をいただきました。御多用な中、本当にありがとうございました。また、
会員コーナーや支会だよりを執筆していただいた都城支会・西都支会・児湯支会の皆様にも感謝申し上げます。さら
に、素敵な挿絵は、諸塚町立諸塚小学校日髙和広校長から提供していただきました。
最後に、皆様にとりまして、素晴らしい年になりますことを心から祈念いたします。
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