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みやざきっ子よ、大樹のように育て！

宮崎市教育委員会 教育長

西

田

幸一郎

本市では、一昨年から続くコロナ禍の中で、各学
校とも感染症対策や子どもたちの心身の健康、修学
旅行を含む学校行事の対応など、様々な課題の対応
に苦慮する日々が続いた。各学校では、それらの課
題に校長先生がリーダーシップを発揮し、学校全体
で対応に当たっていただき、大きな問題の発生に至
ることなく新年を迎えている。学校の懸命な努力に
心から感謝申し上げたい。
さて、本市では、Society5.0時代をたくましく生
き抜くために「自分や地域の課題に向かって、他者
と協働しながら、主体的・創造的に解決し、自ら未
来を切り拓く子ども」を育成することを目標とし、
右のイメージ図のとおり、子どもたちが大樹のよう
に育つこと願って、各教育施策を進めている。

自分の立てた課題に対して、好奇心を爆発させ、
試行錯誤し、自分なりの解決策を求める教育」の重

まず「根」の養分となるのは、学校と家庭や地域

要性を強調する。

が連携して子どもたちに関わり、よりよき環境を提

このような中、文部科学省は、昨年７月「授業時

供することをイメージしている。そのため、現在コ

数特例校制度」の実施要項を全国に発出した。これ

ミュニティ・スクールの推進や青少年育成団体等と

は、カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の

の協力関係の構築に努めている。

幅を拡大させ、教科横断的な視点に立った資質・能

子どもたちは、「根」から養分を吸い上げ、太い

力の育成をねらいとしている。この要項に文部科学

「幹」を培う。この「幹」は人間としての根幹とな

省が教育課程の弾力化を図り、令和時代の日本型教

る豊かな感性や思いやりの心、生きるための健康や

育へと変えていこうとする意思を感じた。

体力などをイメージしている。学校では、全教育活

我々は、このような教育の動向にどう対処すべき

動を通して、これらの「幹」をより太くすることを

か。我々に教育課程を学校の裁量に任せると言われ

目指すことになる。

て、その対応が本当にできるのだろうか。

そして「葉」は、Society5.0時代を生き抜くため

ア メ リ カ の 大 企 業 の 一 つ で あ る Google で は、

の５つの力を示している。これまでの学校教育は、

「20％ルール」というものがある。仕事に使う時間

いわば「答えのある教育」が中心であった。しかし、 を分割して、少なくとも20％はすぐに見返りはない
実社会に出てから直面する問題は、なかなか答えが

が、将来大きなチャンスをもたらす仕事に挑戦する

見つからなかったり、無数にあったりする。また、

ということである。我々も目の前の喫緊の課題を着

今後その傾向はますます強くなるであろう。そこで、 実にこなしながらも、残り20％は将来を生きる子ど
この５つの力である。本市の教育 CIO の神野元基

もたちのためにどんな教育が必要かを真剣に議論し

氏は、今後の教育の方向性として「教科を横断して、 ていくことが大切であると考える。
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コロナ禍の今、学校に必要なのは？
日向市立富島中学校
ここ２年間、傍若無人のコロナも、ワクチン効果
により、収束の兆しを見せつつある。ただ、専門家
やＡＩが第６波を予測するなど、予断を許さない状
況は続きそうである。また、他人をまず疑いの目で
見るという習慣が身に付いたり、
「自粛警察」という
偏った正義感が幅を利かせたりする事が起こるなど、
社会全体が先の見えない不安に覆われる中、差別や
貧困、虐待、いじめ、自殺、デジタル化の遅れなど、
日本の課題が一挙に露呈してしまっている。
そのような中、学校は今、何をしているか。相も
変わらず、呪い言葉「子供のためだから」の一言で
前述の社会問題にまで関わっているのはいいが、文
科省のＧＩＧＡスクール構想に時間を割かれてしま
い、一つ一つの社会問題を生徒に「自分事として捉
え」させ、
「どういう行動をとるか」をじっくり考え
させる時間が確保できない状況にある。
このような状態が長続きするはずはなく、学校が
疲弊し崩壊してしまう前に、以前から言われてきた、
『
「学校」
「家庭」
「地域」の役割の明確化』は、もう
避けて通れないと考える。だからと言って、これま
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でに学校が良かれと思って請け負ってきた役割を簡
単に返すことは容易ではなく、一つ間違うと関係が
悪化するのは火を見るよりも明らかである。
では、学校はどうすればよいのか。そこは、学校
は教育専門職の集団である。時間はかかるが、地域
に対しては、
「地域の中の学校」としてともに活動し
ながら、ていねいに地域教育の在り方を共有する。
また、家庭に対しては、家庭教育は保護者が第一義
的に責任をもつので、相談や助言などの「支援者」
の立場で、家庭教育の在り方を寄り添いながら共に
考えるなど、日頃からよりよい関係を築いておくこ
とが、それぞれに与えられた役割に立ち返ることが
できる近道であると思う。
そんな理想を語る本校も、
「地域からの信頼」をビ
ジョンに掲げ、コミュニティ・スクールとして３年
目を迎えた。ようやく、学校運営協議会の後押しも
受け、学校発で「
『あいさつ』の飛び交う地域」を目
指して、教員・生徒・ＰＴＡが取組を始めたところ
である。私が生きているうち成果が出ることを願う
ばかりである。

「一日本人として」
諸塚村立諸塚小学校
私は、今年度より諸塚村立諸塚小学校に勤務してい
る。４月初め、諸塚小の正門前を諸塚中の生徒数名が
中学校へ登校する姿を見かけた。彼らは、私に気付く
なり足を止めて、深々とお辞儀をしながら挨拶をして
きた。私が挨拶を返していると、私たちのそばを一台
の車が通りかかった。今度は中学生全員がその車に向
かって、深々とお辞儀をしながら挨拶をしている。さ
らに、中学生たちは車が通る度に同様の挨拶を繰り返
した。もちろん相手が知っている人、知らない人に関
わらずである。私が感心したのは、その一回一回の挨
拶が、とにかく心のこもった深いお辞儀の挨拶である
ことである。
実は私が小・中学生だった頃、東郷小・東郷中（東
臼杵郡）の子どもたちは、これに似た挨拶を行ってい
た。学校の行き帰り人通りが少なかったせいか、遠く
で農作業をしている高齢者が見えれば、その方に聞こ
えるように大きな声で挨拶をしたり、たまに車が通れ
ば車の方に向かって、丁寧に挨拶をしたりしたもの
だった。しかし私の記憶は、今から約45年も昔の田舎
のことで、現在もこのような心洗われる光景が見られ
ることは、諸塚ならではの素晴らしい地域性、力強い
絆による伝統継承からくるものなのだろう。むしろ奇
跡なのではないかとも思ってしまう。
ところで、これまで何度かテレビのニュース等で聞
いて日本人としてうれしかった話が、サッカーのワー
ルドカップ予選で、外国のサッカー場で試合後に、試
合の勝敗に関わらず（自分の国が勝っても負けても）
、
日本から来たサポーターたちがみんなで清掃を行い
「来たときよりも美しく！」して帰っているという
ニュースである。なぜこのことがニュースになったの
か考えると、ほとんどの国のサポーターは、応援の際
に興奮していろいろな物を投げ捨てたり、施設を壊し
たりするようなことはあっても、その後清掃を行って
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「来たときよりも美しく！」して帰るような国はないか
らであろう。だからこそ日本人サポーターたちの行動
は、外国のメディアから見ても驚き（奇異）であり、全
世界的に称賛されるべき事実として報道されたのだと
思う。我々日本人の多くは、このようなニュースを聞
いて彼らの素晴らしい行いを誇らしく思うだけでなく、
自分たちもそのような場面に遭遇した際には、きっと
彼らと同様に「来たときよりも美しく！」の精神で集団
清掃に参加したいと考える。何らかの理由でそれがで
きなくても、少なくとも自分の周辺はきれいにして帰
りたいと思うはずである。私はそこが、日本人的感覚
だと思っている。
いろいろな書物やテレビ番組、あるいは最近では
ユーチューブ等で、大多数の外国人が、日本人は優し
さや思いやりがすばらしいと言ってくれる。日本人は、
他人が困った場面で、自分のことはさておき、困って
いる人のために積極的に動くことができる。また、日
本人は勤勉であるともよく言われる。つまり、日本人
は自分に厳しく、毎日きっちり時間いっぱい働き、怠
けないのである。さらに、人が見ていないところでも
ずるいことをせず、公衆道徳を守ることができる。こ
れらは、あくまで一般的な日本人についての印象では
あるが、幼い頃からの親の躾や義務教育（学校）での
指導、社会での集団生活等で自然に培われた（身に付
いた）日本人的感覚だと思われる。
しかし、最近の日々のニュースでは、このような誇
り高いうれしい出来事よりも、圧倒的に悲しい犯罪や
ありえない事件等の報道の方が多く、日本人的感覚が
薄れてきたのか…。
それでも、私たち大人は、今後成長していく子ども
たちに、より良い日本人的感覚を身に付けさせるべく、
誇りをもてる日本人を育成していきたいものである。
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不登校生徒０を目指して
日之影町立日之影中学校

本県の「令和２年度学校基本調査−調査結果の概

中
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どの取組も行っていたが、思うような改善が見られ

要−」によると、中学校の生徒数は30,211人であり、 なかった。そこで、担任や学年職員だけに任せるの
県教育委員会の発表によると中学生の不登校生徒数

ではなく、私自身が教頭先生と連携をして家庭訪問

は1,079人である。全国平均は下回っているものの、 を行い、ラポートづくりを行いながらオンライン授
約3.6％の生徒が不登校であることが分かる。

業や対面授業に取り組むことにした。現在、１日１

今年度４月に赴任したとき、「本校は町内唯一の

時間程度であるが、オンライン授業や対面授業に参

中学校であり、生徒は純朴かつ素直で礼儀正しく、

加できる生徒も見られるようになってきた。30年ほ

学校行事や生徒会活動にも一生懸命取り組んでいる。 ど前までは、強引に家から連れ出す指導を行ってい
また、小規模校のため学年を超えて交流があり、生

たが、今はそれができない。１日中家にいるよりは、

徒同士の仲も良い。」と聞いていたので、不登校の

１時間でも登校して授業を受けたり、オンラインで

生徒は皆無だろうと思っていたが、実際は県の平均

授業を受けたりするだけでも、子どもは「不登校」

をやや上回っているという状況であった。

という心の不安や罪悪感から少しでも解放されるの

不登校の生徒と話をして気付いたことは、「自尊

ではないかと考えている。この取組を継続していく

感情が低く人間関係形成力が身に付いていない」こ

ことで、子ども自ら

とと「困難を乗り越えるための心のエネルギーが不

が心のエネルギーを

足している」ということである。もちろん、どの学

蓄えていき、いずれ

校でも行っているように、担任を中心に家庭訪問を

は登校できるように

したり、仲の良い友達に迎えに行ってもらったりな

なると期待している。

＜ 日 向 支 会 ＞
日向市立日知屋小学校

日向支会は、小学校10校、中学校４校、そして
小・中学校３校の計17校で構成されています。

薄

木

修

８月には企業訪問研修として、日向市を中心に延
岡市、宮崎市に９店舗のスーパーマーケットを運営

令和３年度は、４月２日に第１回の会を行い、支

されている株式会社マルイチ代表取締役会長の高木

会校長会の事務分掌及び日向支会関係の各担当、教

亮輔様を講師として企業経営についてのお話をして

科領域担当の決定を行いました。

いただきました。

６月には日向市立平岩小中学校を全会員で訪問し、

スーパーマーケット経営の話は学校経営にも繋が

授業参観及び学校の取組などの説明をしていただく

る部分が多く、私はお話の中で「お客さまは人（従

予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染拡大

業員）についてくる」と人材育成の大切さをこれま

防止を考慮し、訪問は取りやめました。残念でした

での経験をもとに話されたことに、特に心惹かれま

が、平岩小中学校の渡校長先生がわかりやすいプレ

した。

ゼンテーションの資料を準備され、大変有意義な研
修となりました。

日向支会は今
後も視野を広げ

平岩小中学校は、品川区立日野学園とともに全国

る研修の機会を

で最初に小中一貫校として平成18年に開校した小中

設けながら、会

一貫校としては歴史のある学校です。中学部の先生

員同士の連携を

方が積極的に小学部の授業に入っているということ

大切にした運営

で、いかに小中のつながりを大切にしていくかなど大

を進めていきま

変参考になるお話をお聞きすることができました。

す。
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＜東臼杵支会＞
椎葉村立松尾小学校

東京オリンピック2020が行われた令和３年。東臼
杵支会では、３月に諸塚村立七ツ山小学校が閉校し、
４月には美郷町に本県で初めての義務教育学校が誕
生した。現在、門川町４校、美郷町３校（義務教育
学校２校・小中一貫校１校）、諸塚村３校、椎葉村
６校で構成されている。校長数は16名で、小学校籍
11名、中学校籍５名となっている。
支会としては、年間２回の総会・研修会を実施し
ているが、昨年度と同様、１回目は行うことができ
ず、紙面決議となった。そんな中、10月７日（木）
に日本教育会宮崎県支部日向地区及び東臼杵地区と
宮崎県教育研究連合会日向支会合同で研修会を行っ
た。講師は、蕎麦職人や菓子職人としてテレビなど
にも取り上げられ、「九州山蕎麦」
「宮崎バターサン
ド」
「宮崎フルーツバター」など地元の食材を使った
名産品を開発・販売している椎葉屋代表の椎葉昌史
氏。 椎 葉 村 の 教 職 員 は 椎 葉 村 交 流 拠 点 施 設
「katerie（カテリエ）
」に集まり、椎葉村以外の教

園
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職員は ZOOM を活用してのハイブリッド式の講演
会となった。
昌史氏は椎葉村出身で、大学を卒業して東京の有
名大手外食店の店長になった後、椎葉村に戻り、家
業の蕎麦屋を手伝って ･･･ という人生曲線をもとに
したキャリア教育に直結した話や菓 te-ri【カテー
リ】. という菓子店を開いて、世界農業遺産となった
高千穂郷・椎葉山地域だけでなく、県内各地の生産
者の方々と協力して製品を開発しているという話を
してくださった。昌史氏の「挑戦・失敗・反省・改
善」
「小さな一歩を踏み出そう」
「一人じゃなくてみ
んなで勝つ」などの言葉は、わたしたちの心に強く
響いて元気をいただいた。この元気をもとに、今後
も東臼杵地区内の教育力向上に努め、小さな一歩を
どんどん踏み出していきたいと考えている。
皆さん、菓 te-ri さんの「宮崎バターサンド」で元
気をチャージしてみませんか？

＜西臼杵支会＞
高千穂町立高千穂中学校

西臼杵支会は、高千穂町７校、日之影町４校、
五ヶ瀬町５校の計16小中学校で構成されています。
今年度４月からは、田原中学校が高千穂中学校に統
合されました。ここ10年を振り返れば日之影町立八
戸小、高千穂町立岩戸中、五ヶ瀬町立三ケ所中や鞍
岡中も統廃合となっています。今後も人口流出が進
み児童生徒数の減少が危惧されるこの西臼杵地区の
教育をどう進めていくのかは大きな課題となってい
ます。
コロナ禍の中で、どうやって伝統芸能などの伝承
文化を児童生徒に継承していくのか、その実施方法
を模索している状況です。そんな中、県民に知れ渡
りつつある GIAHS（世界農業遺産）については、高
千穂高校の GIAHS アカデミーを一つの発信源とし
て、児童生徒が地域を知り、地域を好きになること
に繋がってきています。また、同校の T-LABO（T
ラボ）を ICT の地域発信基地として活用し、地域の
方々も利用できることにより、高千穂高校を核とし
ての地域の盛り上がりにも期待がかかっています。
また、五ヶ瀬町では、町内全学校を一堂に集め、
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教科単元ごと、教科内容ごとに各学校における少人
数授業とＧ授業による大人数授業を効率よく行うな
ど、五ヶ瀬グランドビジョンに取り組んでいます。
そして、日之影町では、ICT の活用の研究発表も実
施しています。このように、三町がそれぞれ独自の
教育施策を展開する中で、共通するのは、「地域の
子どもは地域で育てる」そして、
「少しでも質の高い
教育を」というものです。各町教育委員会の支援を
もらい、本支会がそれを具現化し、地域との協働・
連携により、特色のある教育を進めようとしていま
す。
さらに、教職員のスキルアップを目的に支会全体
での研修会は２回計画されています。この研修や情
報交換は、隣の町の取組を知る上でも貴重な時間と
なっています。
コロナの感染状況が心配ですが、今年度の２回目
の研修は、元五ヶ瀬町長の飯干辰己氏を講師に12月
実施としています。12年間に及ぶ町長時代の貴重な
お話を、本地区ならではの教育活動や、学校経営の
改善に繋げたいと考えています。

編 集 後 記

今年１年の世相を表す「今年の漢字」が発表される時期になりました。本紙が発行される
頃には発表されていると思いますが、私は「翔」を推します。メジャーリーグの大谷翔平選
手の活躍はもちろん、「翔」は空高く飛ぶイメージが想起されます。コロナを初めとする諸課題を校長会の会員みんな
で翼を振るって、乗り越えていきましょう。
さて、ここに校長会広報紙217号をお届けします。宮崎市教育委員会教育長西田幸一郎様には、御多用の中にもかか
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、日向・東臼杵・西臼杵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、新しい年が、校長先生方にとって充実した飛翔の１年となりますようお祈り申し上げます。
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