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「町づくり全体から、学校教育を考える」 

国富町教育委員会 教育長 　荒　木　幸　一　

　長年に渡って国富町教育長を務められた豊田畩光
教育長の後任として、本年４月１日に国富町教育長
に就任した。国富町には、平成６年から１２年まで
の７年間、木脇中学校に勤務しており、そんなご縁
もあっての教育長就任であると思っている。就任
早々、現在は小・中学校の保護者となっている当時
の子どもたちや、保護者の方々が教育長室を訪ねて
くださり、大変心強く、嬉しく感じたところである。
特に、大人になった当時の教え子たちの姿を見ると、
立派な社会人となって、この町を支えてくれている
ことに頼もしさも感じる。国富町は人口１万８千人
余、農業を基幹産業とする町である。町内には４つ
の小学校と３つの中学校があり、１千３５０人余の
児童生徒が在籍している。それぞれの学校で、地域
の特色を生かしながら、創意工夫した教育活動が展
開されているところである。私は、教育長への就任
にあたり、学校に対し、２つのことを述べさせても
らった。
　１つが、「学校の存在」についてである。「地域が
あって、そこに子どもがいるから、学校がある。」
私は、学校の存在を考えるとき、常にこのことが念
頭にある。学校が学校だけで完結するのではなく、
地域に存在する学校として、いかに地域に貢献でき
るかといった視点を持つことが、特に人口減少が顕
著になってきている現在においては重要であると考
えている。この視点に立ち、「未来を担う子どもた
ちに、地域や社会とつながる協働的で、探究的な学
びを学校としていかに提供できるか」が今問われて
いるのではないか。
　２つに、「時代は大きく変わった」ということであ
る。昨年来、新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、生活様式が大きく変わり、それが現在も続いて

いる。この影響もあり、タブレット端末等の整備が
前倒しされ、県内を見渡してもほとんどの整備が完
了した状況にある。教育の在り方も、時代とともに、
またその時の置かれた状況に伴って変わっていく。
「個別最適化された学び」をどう具現化していくの
かを学校とともに追究したい。
　さて、話は変わるが、教育長に就任し、これまで
の自分の見方や考え方に変化が生じてきている。こ
れまでは、学校現場での経験や、学校教育行政での
経験などから、当然と言えば当然であるが、学校の
視点を通して社会や物事を見てきていた節がある。
ところが、教育長に就任し、町長の目指す町づくり
に関わる中で、「町づくり全体を見た上で、子ども
の教育を見る」、あるいは、「町づくり全体を見て、
生涯学習や、町民全体の学びを見る」といった視点
に変わってきていることを感じる。このことは、今
般のコロナ禍における自分の判断にも影響を与えて
いる。本町では、緊急事態宣言が発令されると、町
教育委員会が管轄する社会教育関連施設を閉鎖する。
すると、日頃部活動の練習で施設を使用している中
学校は活動が制約される。夏の中体連前は３年生に
とって最後ということもあり、特例で施設使用を認
めた。ところが、今度は
秋の大会。同じく社会教
育施設を使用して頑張っ
ているスポーツ少年団や、
町民に、中学校への特例
措置を受け入れてもらえ
るだろうか。間もなく判
断する。と同時に、町民
への説明責任を負う。葛
藤の毎日である。　
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　あなたは、最近「ありがとう」と、誰に言いまし
たか。
　先日、本校のPTA役員会において、子どもたち
の「あいさつする力」をさらに高めていくためには
どうすれば良いか意見交換した。
　子どもたちは、決められた場所や集団でいるとき
はしっかりとしたあいさつができる。しかし下校中
など、一人でいるときはまだまだ声が出ないことも
多い。家庭の中でも同じことが言える。家の中であ
いさつが飛び交っている家庭は良いが、黙ったまま
起きてきて学校に行く子ども。小言や、注意する言
葉ばかりが響いている親。など、まだまだ気持ちよ
いあいさつができていると言うにはほど遠い家庭も
多いのでは、という意見が出された。
　「あいさつをがんばりましょう。」という呼びかけ
では具体性に欠ける。「おはようございます。」「おや
すみなさい。」も、もちろん大切な言葉だが・・・。

と、考えが行き詰まりかけた時、「『ありがとう』と
いう感謝の言葉は、何度言われても、誰に言われて
も気持ちが良くなる魔法の言葉ですよね。」という
声が。
 ・ごはんを作ってもらって「ありがとう」
 ・落とした物を拾ってもらって「ありがとう」
 ・優しい声をかけてもらって「ありがとう」
　いろいろな場面で、「ありがとう」は言えるはず。
「ありがとう」は、自分も、言われた人も幸せな気
持ちにする言葉ですよね。の意見に全員納得。
　あなたは、１日１回の「ありがとう」で、誰に幸
せを配ることができるの
か。校長としてはもちろ
んだが、家族に「ありが
とう」と言えれば、私も、
もっと幸せな毎日が送れ
るかも・・・。

　「サッカー選手になりたい」「パティシエになりた
い」これが今の小学生の将来なりたいもので最も多
い回答だそうである。また、最近は「ユーチュー
バーになりたい」という回答も増えてきているとい
う。私は、これまで子どもたちに対して、「夢をも
ちなさい」「夢に向かって努力することは大切なこ
と」と指導をしてきた。それは決して間違った指導
ではないと思うが、それだけが大切な指導ではない
と常々思っている。
　幼小の頃、私は将来レーサーになりたいと思って
いた。当時、父が車を運転する姿を見ているのが好
きだった。当時はほとんどの車がマニュアル車で、
右足、左足の両方でペダルを踏み分け、両手でハン
ドルを操作、左手は車速に合わせてシフトレバー操
作もしていた。父がそのようにして車を操り、信号
の多い街中でも、少しスピードの出る郊外でも、車
を思いどおりに操り走らせるのを見るのが面白くて
たまらなかった。また、たまにテレビでＦ１レース
の中継番組があり、猛スピードでレース場を走るＦ

１の様子を見て、レーサーはどのようにＦ１を操作
しているのかと、食い入るように画面を見つめたも
のだった。しかし、物事が少しわかるようになると、
Ｆ１レーサーは超絶のスピード感覚と操作技能を持
ち、大勢のライバルと技を競い勝ち抜いていく強靱
な精神力と強運の持ち主であることを知り、レー
サーになろうなどとても無理なことだと身の程を知
ることになった。
　幼小時代に将来はレーサーになりたいと夢を膨ら
ませていた私も、３５年間の教職を務め、もう少し
で定年を迎える。人は夢をもちその実現に向かって
努力することが大切だと、多くの子どもたちに説い
てきたが、一方で、現実の自分に向き合い、人のた
めに自分のできることで最
善を尽くすことも正しい道
であると、半分自分に言い
訳をしながら、人生後半の
在り方を模索する今日この
頃である。

「１日１回のありがとう」

 小林市立須木小学校 　今　藤　誠　一　

「夢に向かって努力すること」と「現実の自分に向き合うこと」

三股町立勝岡小学校 　福　山　勝　文　
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＜ 都 城 支 会 ＞

都城市立姫城中学校 　永　山　博　一　

「恩師の大きな右手」

延岡市立南方小学校 　柳　瀬　智　文　

　都城支会は、都城市【小学校３５校、中学校１９
校（内２校が小中一貫校）】三股町【小学校６校、中
学校１校】の６１校で構成されている。本年度は、
採用、転入１８名が新任校長として、管外からは７
名の転入があり、本地区で職務に当たっておられる。
　令和２年度から続くコロナ禍の中、４月の総会で、
予算や各種担当を決めてスタートすることができた。
市・町別の校長会は定期的に実施しているが、令和
２年３月から現在に至るまで送別会・歓迎会・忘年
会等で懇親を深め、人となりを知る機会は全く開催
できていない。特に令和２年度は、小・中間での交
流もなく、マスク越しで顔も覚えず話もしないまま
退職や異動された方もおられ、本当に寂しい１年で
あった。
　令和３年度、総会は実施したが６月に予定してい
た小・中合同研修会は中止となった。その間、小・
中別研修会は、各校を訪問する形式で授業参観や喫
緊の課題を協議する研修が実施できており、校種内
での連携はとれている。また、ネットワークを通じ

て、各小・中学校の教育課程推進状況の「見える
化」を図り情報を共有したり、SNSを活用した連絡
体制が構築できている。年度末には、各校長先生の
雑感や随筆、退職の思い等のエピソードが詰まった、
「べぶ通信」（諸県弁で牛）を発行しており、楽しみ
にしている方も多い。
　さらに、本地区では、各中学校区ごとに小中一貫
教育連絡協議会や７年前から学校運営協議会（コ
ミュニティ・スクール）を実施しており、より細か
な連携も図られている。
　最後に、この原稿を書いた７月末から東京オリン
ピックが開催される一方で、急速にコロナ感染第５
波も押し寄せている。願わくはコロナ感染が沈静化
し、支会会員が一同に会し
都城の焼酎とおいしい食べ
物を囲んで教育論議ができ
る日を楽しみに、今できる
ことを支会として精一杯取
り組んでいきたい。　　

　書斎の戸棚の奥に小学校の頃の通知表が眠ってい
る。決して好きでとっていたわけではない。母が納
屋の奥から見つけて、ご丁寧にもってきてくれたの
である。
　小学校当時の担任の先生方が万年筆で書いてくだ
さった所見はというと・・・。
　「授業中に落ち着きがなく、話を聞いていないこ
とがあります。」
　「文字が乱雑です。家庭でも指導をお願いします。」
　我ながらがっかりである。ただ、６年時のＫ先生
の所見は全く違う。
　「身の回りの何気ないことを文章で表現する子ど
もとは思えないセンスがあります。書いたことを発
表することで、話す自信もつけました。得意な国語
を大事にしてほしいです。」　そうであった。私が教
師を志したのは、ものすごく怖いが、なぜだかとて
も温かいＫ先生への憧れであった。今更ながらＫ先
生への感謝の思いが溢れる。
　今でも忘れられないＫ先生との苦い思い出がある。

それは、給食で余ったゼリー争奪じゃんけんをして
いたときのことである。決勝まで残った私は最後の
チョキが後出し気味になってしまった。気まずさを
感じながらもゼリーを取りに行った。ふと、Ｋ先生
の顔を見ると、見たこともない悲しい目をして右手
を胸に当てていたのである。大好きなゼリーは全く
味がしなかったことを今でも覚えている。それから
というもの、何かをごまかそうとする場面になると、
いつもＫ先生のあの悲しい目と大きなごつごつした
右手を思い出す。ずっと無言の教えが心に刺さって
いるのである。
　自分も子どもの生き方に影響を与えられる教師に
なりたいと思いつつ、
気がつけばすでに３０
年以上。「厳しいけど
好き」と思われる教師
を目指してきたが、ま
だ、恩師の足元にも及
ばない自分がいる。
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編 集 後 記編 集 後 記 　昨年度は実施できなかった県校長会研究大会でしたが、本年度は、綾町において盛会のう
ちに終えることができました。校長先生方のすばらしい発表や熱心な協議によって、大いに

刺激を受け、自身を奮い立たせて学校経営に取り組んでいるこの頃です。
　さて、ここに校長会広報紙２１６号をお届けします。国富町教育委員会教育長荒木幸一様には、御就任されて間も
ない時期にもかかわらず、特別に寄稿いただきありがとうございました。また、都城・西諸・延岡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。
　最後に、夏休みが明けて、新型コロナウイルス対策に追われる日々をお過ごしの校長先生方におかれましては、く
れぐれも御自愛のほどお祈り申し上げます。

高原町立高原小学校 　横　 田 　　浩　

＜ 延 岡 支 会 ＞

＜西諸県支会＞

延岡市立北浦中学校 　川　原　寛　幸　

　西諸県支会は、小林市（小学校１２校、中学校９
校）、えびの市（小学校４校、中学校３校、小中一
貫校１校）、高原町（小学校４校、中学校２校）の３
市町、計３５校で構成されている。霧島連山を仰ぎ
見る風光明媚な地であると同時に、ほとんどの学校
が新燃岳等の噴火に常に備えていなければならない
一面もある。
　西諸県支会では、毎年２回の支会校長会研修会を
実施し、西諸県地区の教育水準の維持向上と校長相
互の資質向上を図るとともに、学校運営の充実に努
めてきた。また、地区教育研究会を組織し各教科等
部会研修の充実を図ってきた。昨年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、支会校長会研修会の
活動は行えなかったが、それぞれの市町で、県・各
市町教育委員会の指導のもと校長会が行われた。感
染症対応をはじめ、学力向上や生徒指導、各種行事
の打合せやコンプライアンス・働き方改革等、さら

には県立学校校長の講話、キャリア教育等について
研修・協議等が行われている。本年度７月にようや
く支会校長会研修会を実施することができた。感染
症対策もあり、小学校２グループと中学校の３会場
に分散して行った。
　私の在籍する高原町においても、感染症対策のた
めに他の市町村同様ZOOMによる校長会を実施す
ることもあり、緊急性をもつ案件の協議等に役立て
ている。コロナ禍でのこのような変化や進歩も、あ
る意味では今後の学校の在り方の一つのステップと
なるのかもしれない。他校との交流など、授業にも
積極的に取り入れている最中である。
　今後も西諸県支会では各市町・各学校の連携を図
り、地区内の教育力向上に努め、信頼される学校づ
くり、郷土を愛する児童・生徒の育成を目指してい
きたい。

　「水と緑の豊かな自然、城下町としての歴史、そ
の中で育まれた伝統文化、産業…ふるさと延岡に愛
着と誇りをもち、明日に羽ばたく人間性豊かな人づ
くりに取り組みます。」これは、延岡市教育委員会
から示されている『わかあゆ教育プラン』の冒頭に
ある“未来をひらく人づくり都市宣言”の一文であ
る。延岡支会３９名（小学校２３名、中学校１２名、
小中一貫校４名）の校長は、この中にある重点事項
１０項目を推進すべく、連携を図りながら日々の教
育活動を進めている。その重点項目の一つに、教育
コミュニティづくり（学校・家庭・地域の連携）が
挙げられており、
○NPO法人学校支援はげまし隊による授業（受験
時の面接練習）支援
○講師派遣事業（地元企業による出前授業）
○ふるさと教育推進事業「子どもたちに伝えたいこ
と（講話）」　
等々、地域の教育力や教育資源を活用した取組を充

実させている。また、令和５年度までには、延岡市
内の全ての小中学校がコミュニティ・スクールを導
入する計画で、それぞれの学校で準備・実践研究を
行っている。
　一方、今年度は７校（小学校４校、中学校３校）
で、「校長のドリームプランサポート事業（校長の企
画提案型予算）」を受けることが決定し、学力向上
やキャリア教育など、特色ある企画を立案し、コロ
ナ禍の中、創意工夫しながら活動している。
　さらに、島野浦小学校と島野浦中学校においては、
延岡市初となる２０２２年４月の「義務教育学校」
開校に向けて、着々と準備が進められている。その
中で、「延岡市 IoT実装計画」のもと
○AIを駆使した個別最適化学習の導入
○離島・小規模校のハンディを克服するWeb会議シ
ステム等を活用した遠隔教育　
等、確かな学力を身に付ける教育を推進している。


