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№ 215 令和３年７月１日　

校長会広報215号

「持続可能な社会の担い手の育成」を
目指す綾町の教育

綾町教育長 　日　髙　和　典　

　日本最大級の照葉樹林を有する綾町は、ユネスコ
エコパークに登録されている。そこから湧き出る水
は日本名水百選であり、その湧水を利用して雲海酒
造や陶芸等の産業が発展している。５０年以上有機
農業に取り組む日本を代表する有機農業の町。ガラ
ス工芸の黒木国昭氏をはじめ、３名の日本の名工等
が活躍する工芸の町。花・水・星・ホタル等、人と
自然が共生したすばらしい教育環境があり、歴史や
伝統文化を大切にしている町である。
　綾町は「郷土愛のもと世界へ広く翔く人づくり」
を教育目標に掲げ、ふるさと綾町を誇りに思いなが
ら世界中で活躍する人材育成を目指し、綾ならでは
の教育に取り組んでいる。
　幼・保・小・中連携では、義務教育修了までに身
に付けさせたい力「綾町ならではの幼・保・小・中
の目指す姿」を全家庭に配布している。また、各所
属のニーズに応じた研修会を年２回実施している。
１回目は６年間招聘している特別支援教育の専門家
である平雅夫氏が、３日間にわたって各所属での直
接指導と研修、そして全体研修を行っている。２回
目は「ＬＧＢＴ」「スタートカリキュラム」「アプ
ローチカリキュラム」等の研修を行っている。
　学力向上については、児童生徒が「分かる」「で
きる」ようになる授業や習熟の時間を十分に確保す
る授業を実践するよう、県教育委員会と連携して丁
寧な助言を繰り返し行っている。特に外国語活動は、
幼保から中３まで途切れることなく取り組んでいる。
近年、学力は上昇傾向にあり、一昨年、中３の全国
学力・学習状況調査結果は全国平均以上の全国トッ
プクラスであり、英語は全国トップの福井県の平均
を２ポイント上回った。また、高校入試対策として、
中学生を対象に民間の塾と契約し町独自の学習教室
を実施している。
　働き方改革では、全教職員が輝き、綾町の子ども

達としっかりと向き合えるよう「綾小中学校におけ
る働き方改革パッケージ」を策定し、積極的に取り
組んでいる。具体的には、町雇用の講師を配置し、
小学校は３５人学級、中学校は免許外解消や少人数
指導を行っている。各学校に ICT支援員を常駐さ
せ、教育効果を上げるための好事例の提案、資料作
成や授業準備、プログラミング教育の充実、ICT機
器の設置、アンケート集計やデータ入力等を行って
いる。また、小学校にＳＳＳ、中学校にＳＡ等を配
置し、職員の印刷業務や各種業務の補助等を行うと
ともに、放課後１９時までの電話応対等を外部委託
している。
　綾町のコミュニティ・スクールは、学校や家庭、
地域の方々が知恵を出し合い、学校運営に反映させ
「地域とともにある学校づくり」を推進している。
具体的にはゲストティーチャーや数学の励まし隊等
の学校支援、見守り活動や除草作業等の環境支援を
行っている。
　深く地域に根ざした教育を推進していくため「ふ
るさと・キャリア」教育に取り組んでいる。綾町は
ユネスコエコパーク、有機農業、工芸等、子ども達
の学習に最適な素材が身近に数多く存在する。この
ような強みを生かし、小中９年間の生活科と総合的
な学習の時間に「綾ならでは」「綾でしかできない」
活動を意図的・計画的に取り入れている。
　最後に、地域の方々が、子ども達のキャリア形成
にどれだけ多く関わるかで、郷土愛が育ち、ふるさ
とに対する誇りや感謝の心が育成されると言われて
いる。このような取組を継続・発展させることで、
綾町の教育目標が達成されると考えている。ユネス
コスクールに指定され「持続可能な社会の担い手を
育む教育」をテーマに学校と家庭、そして地域が一
体となって取り組むことで、少しずつではあるが目
標達成に近づいている。
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　本校に赴任して２年目を迎えている。村全体の９
割は山林が占めているが、自然豊かで四季の移り変
わりを五感で楽しめる。地域の方々も協力的で、温
かい人情で受け入れていただける。そのような環境
の中で育ってきた子どもたちは、卒業後は高校進学
のため親元を離れて寮や借家住まいになる。その現
実を最初に聞かされた時は、驚きと何とも言えない
切ない思いが込み上げてきたことを思い出す。それ
は、私も中学生のころ、両親の仕事の都合で、祖母
と二人暮らしをすることがあったり、県外で大学受
験のための予備校生活をさせてもらったりしたこと
があったからだ。その体験から、日常生活では親子
の関係は、言葉に表さなくても、親は子を思い、子
は親を思う絆で結ばれているものだと信じている。
　私は、その日が来るまで学校として何を身に付け
させてあげられるだろうかと思うことがある。それ
には、学校だけでは限界があるので、できるだけ多

くの人々と触れ合う中で、良好な人間関係づくりの
できるコミュニケーション力や地域の人々への思い、
郷土愛を育てて送り出したいと考えている。これま
で、諸先生方が総合的な学習の時間、学校行事、地
域の行事をとおして、具体的に取り組まれてきてい
る。その実績の積み重ねの上に、何か一つでも工夫
できたらと思っている。
　高校卒業後は、ほとんどの生徒が進学、村外に就
職して帰って来る若者はとても少ない。村のアン
ケートでも、保護者の7割
程度が「村に帰って来てく
れとは言えない」と回答し
ている。それだけに郷土愛
をもち、機会さえあれば帰
村してくれる若者を育てる
礎に、本校の教育がなれば
と願っている。

　「黒潮あらう有明の　白い渚に青い松　海の歌声
聞きながら　通う学び舎　われらが学園／春せんだ
んの青若葉　つぶらに光る実もなりて　はるかに仰
ぐ高畑も　呼べばこたえん　われらが学園／郷土の
めぐみ受けついで　真理をまなび新しき　文化をき
ずくわかき子の　たのしき集い　われらが学園」
　有明小学校の校歌である。郷土が生んだ詩人、神
戸雄一氏が作詞された。ここには、美しい自然に恵
まれた串間に育ち、脈々と受け継がれてきた故郷の
よさを自分たちのものとして、さらに高い志をもっ
て成長しようとする子どもたちの姿が詠われている。
校歌が制定されたのは昭和２６年であるから、当然
学校周辺の景色は様変わりし、人々の価値観や生活
様式も大きく違ってきている。しかし、６０余年歌
い継がれてきた校歌を「今でも歌うことができます
よ」という卒業生の声を聞くと、母校への強い思い
を感じてしまう。
　学校に求められることは時代の移り変わりに左右
されることも多い。しかし、学校が存在する意味は

子どもにある。子どもたちは多くのことを学習し、
次のステージへと進んでいく。その過程においてた
くさんの友達や先生と出会い、様々なことを経験し
ながらこれからの自分について考えることができる
貴重な年月であることは変わらない。
　そこで何を得ることができるのかは大人（教師）
にかかっている。教育目標の実現に向けて、保護者
や地域の方々と連携しながら有効な仕掛けをし、具
現化を図っていかなければならない。子どもを主語
にした“子どもが育つ学校”であるならば、自分の
学び舎を愛おしく思ってくれるであろう。学校生活
をとおして子どもたち一人一人に「われらが学園」
と喜んで歌ってもらえる学
校づくりをしていくことが
自分たちの使命だと思える。
　そういえば、４０年前に
卒業した母校の校歌にも
「我等が学園」があったよ
うな・・・。

絆

 西米良村立西米良中学校 　柳　田　益　宏　

「われらが学園」

串間市立有明小学校 　栗　野　慶一郎　



－ 3－

＜ 串 間 支 会 ＞

串間市立北方小学校 　津　曲　文　男　

幸 せ の 共 有

川南町立東小学校 　荻　原　健　弘　

　串間支会は、串間市内の小学校１０校と中学校１
校の計１１校である。県校長会１１支会の中で、最
も少数精鋭ではないかと自負（？）している。中学
校は、串間中１校のみのため、校長は、日南支会の
校長会にも出掛けるなど、２つの支会を股にかけて
の校長会活動である。また、串間支会校長会には市
内唯一の県立高校である福島高校も加わり、小中高
一貫教育を推進している。すなわち、串間市は３つ
の校種ががっちりとスクラムを組んで、「串間の教
育は福島高校で完結する」のスローガンのもと、少
数精鋭の機動力をフルに生かして活動している。
　さて、この４月に「道の駅くしま」がオープンし
た。その立地場所は、ＪＲ串間駅前の交差点周辺の
一角。つまり、串間市のメインストリートに面した
場所である。コロナ禍にあって厳しい状況も予想さ
れたが、オープン当日は感染防止対策に努めながら
多くの人が詰め掛け、その期待の高さが感じられた。
　この「道の駅くしま」は、市街地活性化の大きな
柱であり、計画段階からさまざまな形で市内各学校

の総合的な学習の時間の教材としても取り上げられ
た。市役所の担当課長に複数回、来校いただき、街
づくりや経済効果の面から「道の駅くしま」のもた
らす効果などに関して学習した学校や、「道の駅く
しま」にたくさんの人を呼び込むためのアイディア
を子どもたちなりに考えた学校もあった。中には、
道の駅内の店舗で販売するお菓子を企画し、実際に
販売されることとなった取組をした学校もある。い
ずれも串間市の現状を子どもたちなりに分析し、将
来の串間市をしっかりと展望した学習の賜物であり、
総合的な学習の時間に取り組んでいる「くしま学」、
そしてそこから続く福島
高校の「地域創生学」に
つながるものである。今
後も少数精鋭のメリット
を最大限に発揮し、串間
を担う人材の育成に向け
て進化する串間支会校長
会でありたい。

　５月初旬、県内は早くも梅雨入りした。何かこの
季節に合った話題はないかと考えるが、自身の視野
の狭さに辟易しながらも、頭をよぎるのは支援を要
する児童のことである。
　本校には、校区内にある児童養護施設から通学す
る児童が１割いる。一般家庭からの児童と何ら区別
するところはないが、職員間で話題になることは多
い。５月の連休明けに、当施設への入所が決まり登
校を開始した１年生がいる。保護者から虐待を受け、
見放され、児相を経由し当施設にたどり着いた。入
学式を含め通学経験は一度もない。慣れない学校生
活だが、施設の方が準備した新品のランドセルを背
負い登校している。様々な面で適応に時間はかかる
と思うが、時折見せる笑顔に担任も私も救われてい
る。本来、家庭で注がれるはずの愛情に、我々の愛
情が到底及ぶとは思わないが、本児にとって、学校
が少しでも幸せを感じる場所になるよう、精一杯働
きかけていきたいと思った。
　この１割の児童の経験や思いは、私の想像を遥か

に超えるものである。同じ日本の家庭に生まれ育っ
たにも関わらず、どうしてこのような負の経験を課
されるのか、悲しさとともに腹立たしさを覚えずに
はいられない。今、学校にできることは学校生活を
通して、あらゆる場面で正の経験を積ませることか
と考える。
　以前、校長室に３年生３名を呼び、１か月ほど算
数の勉強をしたことがあった。その中には当施設の
児童もいた。九九を覚えられず、両手で何度も頭を
抱える仕草をしていたが、読んで書いて九九の歌を
歌いながら、どうにか覚えることができた。「言え
たね～、合格！」と言うと、目を細めていたのを思
い出す。私も児童も幸せを感じる瞬間だった。
　ふと気づくと、先生たちを
前に溜め息ばかりの時がある。
全くの悪影響である。児童や
職員と沢山の幸せを共有でき
るようにすることが、一つの
務めであると認識したい。
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編 集 後 記編 集 後 記 　令和３年度も、昨年度に続きコロナ禍の中でのスタートとなりました。各学校では、さま
ざまな感染症対策に取り組みながら、工夫を凝らした教育活動が展開されています。

　さて、ここに校長会広報紙２１５号をお届けします。綾町教育委員会教育長日髙和典様には、御多用の中、特別に
寄稿いただきありがとうございました。また、串間・西都・児湯支会の執筆者の皆様、集約・校正にあたってくださっ
た各支会の広報委員の皆様にも感謝申し上げます。
　今年一年、会員の情報発信・収集とつながりを深める広報紙作りに取り組んで参ります。今後ともよろしくお願いい
たします。

西都市立三納小中学校 　曽我部　美　佳　

＜ 児 湯 支 会 ＞

＜ 西 都 支 会 ＞

川南町立国光原中学校 　小　野　智　充　

　西都市支会は、西都市の小学校５校、中学校３校、
小中一貫校３校及び西米良村の小・中学校各１校の
計１３校で構成されている。
　支会として行う西都市・西米良村の合同研修会は、
年間２回、夏冬に１回ずつ、会場を交互に代えなが
ら実施している。しかし、昨年度はコロナ禍のため
１回も実施できず、非常に残念だった。今年度は、
ＩＣＴ機器の活用に先進的に取り組んでいる西米良
村で６月に合同研修会が計画されており、非常に楽
しみである。
　西都市校長会においては、県校長会・各種委員会
報告、研修会については年間９回の開催を予定して
いる。主に県校長会研究大会の発表テーマについて
研究を行っているが、会場は各校輪番で持ち回りと
し、会場校の学校経営状況や各学校の抱える課題解
決に向けての協議を行っている。昨年度はコロナ禍
での学校行事等、学校運営の在り方を、今年度は４
月から稼働している統合型校務支援システムや児童

生徒一人に一台ずつ導入されたタブレットの活用状
況等、その時々に必要な情報交換も積極的に行って
いる。また、西都市が掲げる小中高一貫教育推進に
向け、今年度から本研修会に県立妻高等学校の校長
にも参加いただき、連携を深めているところである。
折しも、本年度は郷土学習である「さいと学」の指
導内容の見直しも計画されており、ここでも小中高
一貫教育の視点を取り入れ、児童生徒の「ふるさと
西都」を愛する心を育んでいきたい。
　西都支会の強みは、校長間の連携が図りやすく、
機動性が高いところにある
と感じる。コロナ禍での学
校運営は予断を許さない状
態が続くが、今後も校長間
の連携を図り、西都市、西
米良村の児童生徒の抱える
種々の課題解決に向けて真
摯に取り組んでいきたい。

　児湯支会は、高鍋町、新富町、木城町、川南町、
都農町の５町で構成されており、小学校１２校、中
学校７校、小中一貫教育校２校がある。校長数２１
名で、本年度４月にその半数を超える新たな１１名
にたすきが引き継がれた。１１名は５名が新規採用、
６名が他支会・県教委からの転入であることを含め、
経験豊富なベテラン校長からフレッシュな校長まで
がそろう、バランスのとれた組織であると言えよう。
　４月に総会が行われ、顔合わせとともに予算や役
員の確認があり、新たな支会のスタートを切ること
ができた。本年度も各町を会場として５回の研修会
が、前半全体研修会、後半小中別研修会という内容
で実施予定である。全体研修会では各町の教育長の
お話を伺うことができることも本支会の恩恵といえ
る。また、小中別研修会では各学校の課題や取組に
ついて情報交換することによって、自校の学校運営
に生かすことができている。しかし、５月１９日に
予定されていた第１回研修会は、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響から、小学校は中止、中学校は
時間を短縮して実施となり、今後も余談を許さない
状況である。
　昨年度も新型コロナウイルス感染症については現
状や対策等で情報を交換してきた。各町の対応が微
妙に異なることもあり、支会で統一した見解や取組
を打ち出せるわけではないが、同じ児湯地区でも多
様な立場や考えがあることを学ぶ場ともなっている。
それは感染症対策だけでなく、行政の学校への関わ
り方や人的あるいは物的対応も同様で、学校は自治
体からのさまざまなサポートを受けている実態を知
ることができる。
　感染症対策、学力向上の取組、働き方改革、危機
管理と全ての学校で取り組むべき喫緊の課題に加え、
各学校独自の課題に対して、本支会の研修主題にあ
る「会員相互の連携を密にして望ましい学校経営を
推進」していきたいと考える。


