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　全国連合小学校長会では、来年度からの研究主題を

「自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る 

日本人の育成を目指す小学校教育の推進」と設定しま

した。これを受けて、令和２年10月15、16日に開催す

る第55回東海・北陸地区連合小学校長会教育研究福井

大会の大会主題にもなっています。

　今の子供たちやこれから誕生する子供たちが成人し

て社会で活躍する頃には我が国は、生産年齢人口の減

少やグローバル化の進展、絶え間ない技術革新等によ

り、社会構造等の環境が大きくまた急速に変化し、予

測が困難な時代となっています。また少子高齢化が進

む中で、持続可能な社会の担い手として、個人と社会

の成長につながる新たな価値を生み出していくことが

期待されます。

　このような 急激な社会の変化の中では、一人一人が

自らの能力や可能性を信じ、学習したことを生活や社

会の中で課題解決に生かすことのできる力が求められ

ます。また、あらゆる他者を価値のある存在として尊

重し、多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗

り越えていく生き抜く力を育成していくことが課題と

なります。

　これからの教育は、学校と社会とが認識を共有化し、

変化が激しく未来の予測が困難な時代に向かって、自

らの力で未来を切り拓き、誰もが幸福と感じられる、

ともに生きる豊かな社会を創り出すことのできる人間

を育成する教育を実現しなくてはなりません。そのた

めには、各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね、

長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学術研究

の蓄積を生かしながら、児童や地域の現状や課題を捉

え、家庭や地域社会と協力して、児童が学ぶことの意

義を実感できる環境を整え、一人一人の資質・能力を

伸ばせるように教職員をはじめとする学校関係者、家

庭や地域の人々と協働していかなくてはなりません。

　予測困難といわれる急激な社会の変化は、学校が変

わる「きっかけ」をもってきます。それを課題として

受け入れ、解決していくことを通して成長があります。

それが「やらされ感」によるものではなく、「自ら未

来を創っている」という意識をもつことで、自分をと

りまく世界観が変わるという喜びを知るのは、人生を

充実させます。パーソナルコンピュータの父といわれ

るアラン・ケイの言葉に「未来を予測する 善の方法

は、それを発明することだ」と言っています。校長と

して、これからの時代に求められる教育を実現してい

くために、常に挑戦する気持ちをもち続け、未来を創

っていきたいものです。

　 後になりましたが、會報 110 号の発行に対しまし

てご指導とご協力いただきました関係各位、並びにご

尽力いただきました編集広報委員会の皆様に心から感

謝申し上げ挨拶といたします。
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校長会に望む

福井県教育委員会

　　教育長　豊　北　欽　一

　 第７１回福井県小学校長教育研究若狭大会　
県　教　育　長　挨　拶

　福井県小学校長会の皆様におかれましては、日頃より

本県の教育力向上のためにご尽力いただいていることに

敬意を表しますと共に感謝申し上げます。全国学力･学

習状況調査では、本年度も全国トップクラスの結果が出

ました。これもひとえに校長先生をはじめ、先生方の熱

心な授業研究の取組、教育に対する強い責任感の賜と思

います。今後も、課題の克服に向けた授業改善や、わか

りやすく、学びを楽しむ授業づくりに努めていただきた

いと思います。

　私は、８月に就任して以来、すべての市町の教育長と

個々にお話をさせていただきました。「さまざまな特質

をもつ子供がいるのが今の学級の実態であるが、探究活

動や体験活動を通してふるさと愛を育む、そういう教育

を大事にしていきたいので県の支援をお願いしたい」と

いうような意見をいただきました。小学校の教育につき

ましては、今後、市町の教育長との会議で十分に協議･

相談しながら進めさせていただきます。

　私から、校長先生方にぜひお願いしたいのが次の４点

です。　

  １点目は、教職員はもちろんのこと、家庭･地域から

信頼され、子供たちが通うのが楽しい学校づくりをして

いただきたいということです。私は、小学校時代に、担

任の先生にコンクールがあるのを教えていただいては絵

ばかり描いていました。６年生の時には学校から歩いて

文殊山に登りました。たいへんつらかったのですが、遠

足といえばこのことを思い出すぐらい心に残っていま

す。子供たちにとって思い出に残るような教育をしてい

ただきたいと思います。

　２点目は、働き方改革や学校内の問題発生に対する校

長の強いリーダーシップと迅速な対応です。いきなり働

き方改革といっても、さまざまな難しい問題があると思

います。先生方の勤務状況をしっかり把握し、状況に応

じて校務分掌の在り方を適時柔軟に見直し、前例にとら

われることなく、先生方が心身共にゆとりをもって子供

と向き合える環境づくりを進めていただきたいと思いま

す。県民も注目しています。教員だけは別だということ

ではありませんし、ブラック職場と思われては、優秀な

教員が入ってきません。できることから着実に業務改善

を進めていただきたいと思います。また、問題が生じた

ら、先生一個人で抱え込まずに情報を共有して、初期段

階から迅速に対応する、事の重大さによっては市町教育

委員会に話を上げ、弁護士の力を借りるなども重要だと

思います。

　３点目に、若手教員のフォロー体制です。近年、若手

教員が心の病になって、教職から離れていくのが見られ

ます。若手教員は、先輩の忙しさに遠慮して相談でき

ず、抱え込んでいるかもしれません。私の息子は商社系

の会社に勤務しており、「この会社に入ってよかった」

と言っております。その理由は、仕事をしながら、常に

周りの人がいろいろな質問をしてくれるし自分の意見も

求められる、声かけによって周りと一体感をもって仕事

ができるからだそうです。教員の職場は忙しいところで

すが、校長の皆さんが教員一人一人に目を配り、再任用

の先生、教科の先輩の力も借りて特に若手教員へのフォ

ロー体制を整え、一人一人をサポートしていただきたい

と思います。

　 後の４点目は、教育長にこれだけは聞いてもらいた

いという意見がございましたら、ぜひ聞かせていただき

たいということです。メールを送ってくだされば必ず目

を通します。杉本知事は、徹底現場主義を提唱していま

す。私もこれまで教育現場の事業や子供たちの活動の姿

などを直に見てきました。これからも見に行きたいと

思っています。現場にいる先生方の意見をぜひお聞きし

たいと思います。

　いじめや虐待などが大きな社会問題となっています。

子供たち一人一人を大切にするという認識のもと、子供

たちが安心して学校生活を送れるよう、通うのが楽しい

学校づくりに取り組んでいただきたいと思います。さら

に、さまざまな感染症や暑い時期の熱中症の予防をはじ

め学校内の施設設備・器具および通学路の安全点検な

ど、事故防止に万全を期すようよろしくお願いします。
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時流潮流

上　田　農　園
代表社員　上　田　輝　司

（大野市森政領家 4-4）

チャレンジと出会いが支える農業人生

　私は、合同会社上田農園と上庄農産加工株式会社を経

営し、米、大麦、大豆、ジャガイモ、上庄里芋などの農

産物を、90ヘクタールほど栽培しています。

　現在62歳ですが、就農したのは29歳の時です。勤めて

いた会社を辞め、５ヘクタールの家業である農業を始め

ました。一般的な農家が平均1ヘクタールだったので当

時としては大きい方でした。ネクタイを締めて勤めに

行っていたときは、数字に追われる毎日で、性分には合

いません。農業は高校の時から嫌いではなく、大学は農

学部を卒業しました。なんとなく農業をやってみてもい

いかな、という程度の考えでした。

　就農してから10年ほどは５ヘクタールの米作りを続け

つつ、新たに菊の栽培に取り組みました。菊は技術の塊

で、やりがいがあるのかなと飛びついた次第です。そこ

で、市場の方や種苗会社、農薬会社の方などから多くを

学び、面積を増やし、新しい品種ストックやユリ、カー

ネーションも栽培してみました。が、いずれも安定的に

品質の良いものを作り続けるけることはできませんでし

た。雪に負けたり、病害虫が多かったり、市場が遠かっ

たり、夜間に岐阜市場まで何度も運んだりしたこともあ

りました。

　40歳頃、知り合いの農家から田んぼの委託の話があ

り、この年から菊の栽培はすっぱりやめました。菊作り

のプロにはなれなかったということです。

　この時の決断は正しかったのか、その後田んぼの受託

面積が、45歳頃には30ヘクタールぐらいに増えていきま

した。

　朝５時ごろに起きて、圃場を見て回り、草刈りなどの

朝前仕事。午前中は晴れの日も雨の日もなにかしら仕事

がありましたが、午後には時間が空いて喫茶店通いな

ど、ゆとりがありました。将来については漫然としてお

り、私一人の仕事でしたので「仕事ができなくなったら

ほかの農家に作ってもらおうかな」などといいかげんな

ことも考えていたような気がします。

　47歳の時、公務員だった妻が突然役所を辞めてしまい

それが転機となりました。やっと真剣に農業というか、

経営を考えるようになりました。

　まず、受託面積は、増えていくことは間違いないので、

職員を増やしました。ある会議の時に「あんた一人では、

どんなに頑張っても村全部を栽培することはできないの

だから組合を作ろう。」と言われましたが、雇用さえす

れば問題はないだろうと組合には参加するつもりはあり

ませんでした。結局組合も採算が合わないので作ること

にはなりませんでした。

　この頃からです。規模が大きくなって、農機具の改

良、農作業の行程の改善、誰もやらない農業技術の導入

など、いろんなことを試してみることができ、随分とお

もしろくなってきました。

　

荒島岳を背にして、上田農園農舎
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　同業者から紹介された大阪の米屋との取引が始まり、

消費者のニーズを考え、新しい品種を次々と栽培しまし

た。ギャバの多い妊婦用の米を開発するようなこともあ

りました。味にこだわり、有機 JAS米の栽培など、安全

にもこだわるようになりました。

　営業も面白く、東は広島や四国、西は東京、埼玉、千

葉と、車で走り営業しました。するとけっこう売れてい

くもので、４、５年すると全量完売するようになりまし

た。

　平成19年には、社会的信用を高めるため、法人化しま

した。職員を増やし、受託面積もどんどんと増え、乾燥

施設や大型ハウス、大型機械の導入が必要となってきま

した。

　

　さらに、農協が合併するとき、食品加工施設が不要と

なり買い取ることにしました。赤ズイキや里芋の加工施

設です。販売品目が増え、都市部の商談会に出向くこと

もありました。里芋の規格外品で作る冷凍カット里芋

は、よく売れます。もっとも収益はというと、今でもな

かなか大変です。

　それでも、大なり小なりアイデアまかせで色々チャレ

ンジして、楽しい日々を過ごしております。その日の仕

事の段取りや、うまくいかない目先のことから、来年、

数年先の戦略を、いろいろとシュミレートする時間を大

切にしています。

　いけるかなというアイデアは、実際にやってみます。

大体は成功するのですが、とてつもなく失敗することも

あります。稲の肥料で珪酸石灰というのがあって、稲の

茎を強くしてくれるのですが、それなら肥料を多く振っ

ても倒れないだろうというのは、ものの見事に失敗して

倒れてしまい、大変な思いをして稲刈したことがありま

す。大体、成功３に対して失敗１ぐらいです。

　今までで大成功だったのをいくつか挙げると、一つは

一発代掻きです。水田面積が増えてくると田植えのため

の圃場作りが間に合いません。代掻きは普通は、幅の狭

いロータリーで深く丁寧に荒掻きして後日表面を仕上げ

る代掻きをするのですが、わが社では荒掻きする工程を

抜いて、一発代掻きで仕上げます。いろいろテクニック

は必要ですが、格段にスピードが上がりました。このア

イデアは普段から想像していて、技術的には大事なこと

なので何度も試してみて、うまくいきそうなので数年

後、完全に切り替えました。

　もう一つは会社組織にしたことです。会社にすること

で利益を出すという目的がはっきりするのです。目的が

はっきりすることで優先順位が明確になります。判断と

か決断は、早いにこしたことはないです。判断が遅い

と、状況も熱意も変わってしまいます。

　それから、営業を始めたことも大正解でした。普通生

産と営業は必須のものであり、農業では、ＪＡなどに任

せることが多いですが、実際営業に出ると、出会いと情

報量が格段に違います。情報が少ないというのは、暗闇

の中を明かりをつけずに歩くようなものですからおぼつ

かないです。

　まだまだ考えることは尽きません。昔からあきらめの

悪さは天下一品だったように思います。「えっ！社長、

また、何始めるの？！！そんなの無理です。」職員の悲

鳴が聞こえてきそうですが、農業のこの道で、臆するこ

となく自分のアイデアにチャレンジし、自己実現したい

という思いを原動力に頑張っていきたいと思います。

令和元年１０月に改良した里芋掘取機２号

令和元年７月に導入したトップワン
（じゃがいも掘取機）

　　　米の収穫　～娘夫婦と共に～
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退職校長の言葉
　「笑顔があふれる学校」をめざして

福井市旭小学校長
水野　英一郎

　令和元年 10 月 31 日の５時間目、１年担任の先生に

懇願して図工の授業をさせていただきました。学習課

題は「ハロウィンの飾りを折り紙で作ろう」です。ハ

ロウィンのことを説明するために仮装をして教室に入

ると、学校中に響き渡る歓声と弾けんばかりの笑顔で

迎えてくれました。あまりにも大きな声だったので、

視聴覚室に向かって廊下を歩いていた６年児童が、何

かしら違和感を感じた担任に連れられて、１年教室の

様子を見に来ました。そのときの６年児童の呆気にと

られてからのちょっと大人びた笑顔も忘れられませ

ん。笑いをとるために仮装したわけではありませんし、

仮装といっても誰だかはっきりわかる程度のものだっ

たのですが、結果として子供らしい笑顔をいっぱい見

ることができてとても嬉しくなりました。

　私のめざす学校の姿は、「笑顔があふれる学校」です。

そのためには三つの力が必要です。一つ目は家庭の力

です。睡眠や朝食をしっかりとるなどの基本的な生活

習慣が確立されていることや、「ふわふわことば」を

使うことで、子供たちのやる気スイッチがオンになり

ます。そこで私は、保護者に話をするときや学校だよ

りなどで、繰り返し家庭の協力を呼びかけてきました。

二つ目は地域の力です。地域の資源を活用して様々な

体験活動を行うことで子供たちの自己有用感や自己肯

定感が高まります。また、地域の方々が子供たちに挨

拶などの声をかけてくださることで、安心して登下校

ができます。そこで私は、シャイな面がありますが、

公民館や地域の各種団体が主催する会議や行事、お祭

りなどに積極的に出席し、地域のコンセンサスをとる

努力を惜しみませんでした。三つ目はもちろん学校の

力です。授業では、課題解決に向けてみんなとつなが

りながら、考えたり話し合ったりして、「わかる楽し

さやできる喜び」を味わわせることが大切です。また、

自分の考えや意見などを安心して表現するために、お

互いに良さを認め合う学級・学年・学校集団にしなけ

ればいけません。そこで私は、教職員と話し合いをし

て作成したスクールプランや学力向上プランに基づ

き、「学び合いの授業をめざして」という課題解決型

の学習過程モデルを示して、「課題」と、「他者・地域」

と、「新たな学び」とつながる授業づくりを進めてき

ました。また、一人一人が安心して自分を表現し、お

互いに個性を認め合う場をたくさん設けて、個々の自

尊感情が高まる集団づくりに努めてきました。

　解決が難しいと思われる教育の課題が山積していま

すが、三つの力を合わせて丁寧に取り組むことで、み

んなが笑顔で幸せに過ごせることを心から願っていま

す。

　教員生活を振り返って
永平寺町志比南小学校長

川鰭　和実
　新採用で三国町の小学校に赴任して以来 38 年間の

教員生活を今年度をもって退職することになります。

これまで、本当にたくさんの人との出会いがありまし

た。職場の上司、先輩、同僚、後輩をはじめ子どもた

ちや保護者など、数え切れないほどです。そして、そ

れらの人のおかげで、無事職務を終え、退職の日を迎

えることとなりました。

　 初の三国町では、５年間お世話になりました。５・

６年生の担任をしました。当時は、町や郡の水泳記録

会や陸上記録会があり、町内や郡内の先生方との交流

がありました。修学旅行も町内５つの小学校が連合で

行きました。当番校の事務局が当たったときには、と

ても大変でした。しかし、「 初の５年間が残りの教

員生活を支えてくれる」という教頭先生の言葉を胸に

がんばった５年間でした。

　次に、上志比村に異動し、小学校勤務の後、派遣社

会教育主事として教育委員会にも勤務させていただき

ました。大人を対象する社会教育に携わることで、学

校では経験できないことや行政の仕事にも触れること

ができました。

　その後、福井市の小学校に勤務してから松岡町に戻

り、高学年の担任や教務主任をさせていただいきまし

た。地元の永平寺町に戻った頃には、町村合併が行わ

れました。

　教頭になってから、初めて中学校に勤務することに

なり、２年間勤務しました。部活や教科担任制など、

小学校との勤務の違いに戸惑いながらの勤務でした。

　校長としての勤務は、母校での勤務でした。これま

での児童とともに歩む教育実践を続け、学校教育の充

実と発展、教育環境整備に努めました。特に、理科実

験観察の充実を図るため、教材備品等の開発と整備に

努めたり、花壇や学校園、ホタル飼育、サクラマス稚

魚の飼育など、地域の自然に親しむ環境を整えたりす

るなど、理科教育および環境教育の充実に努めてきま

した。また、「礼の心」を学校運営の柱とし、あいさ

つや返事、学習ルールなどの基本的生活習慣の定着を

図るため、一人一人に目を向けた教育に努めてきまし

た。個別に支援が必要な児童の学習支援を充実させる

ため、特別支援学級の設置や通級指導にも力を入れて

きました。校長として母校の学校教育の充実と発展に

どれだけ貢献できたかはわかりませんが、できるだけ

のことはしてきたつもりです。今後の母校のさらなる

充実と発展を願ってやみません。

　38 年間を振り返ると、いろいろな方への感謝の気

持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
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　心に残る言葉
坂井市立三国北小学校長

佐々木　和美
　もう１年近くも前、前任校の保護者から電話があり

ました。娘さんがコンクールでとてもよい賞に入った

報告でした。「先生にアドバイスされたことをいつも

意識して練習していたようです。先生のおかげです。

ありがとうございました。」私としては、その時気づ

いたことを口にしただけだから、すばらしい賞を受賞

したのは、本人の素質と努力の賜にほかなりません。

ただ、彼女が私の一言を胸に精進してくれていたこと

を知り、とても光栄でした。

　言葉といえば、小学校の卒業式の日、担任の先生か

らいただいた言葉は、「坂に車を押すがごとし。油断

すると後にもどるよ。」でした。もう 50 年近くも前の

ことなのに、今勤務している学校が小高い丘の上にあ

るからか、朝に夕にこの言葉を思い出します。

　中学校の卒業式の時には、担任の先生は教室の黒板

に「邂
かいこう

逅」という言葉を書かれました。「これからの

出会いを大切にしなさい。」初めて聞く言葉、初めて

見るむずかしそうな漢字でしたが、大人扱いをしてく

ださったようでうれしかったのを覚えています。

　 「先生に○○科は？と言われて、あまり興味もなく

入ったけど、すっかりおもしろくなってこの仕事に就

いてよかったと思っている。」と言ってくれた中学校

勤務時の教え子。なんという進路指導をしていたもの

かと恥ずかしくなるばかりです。

　何気なく発した言葉が、相手を勇気づけたり傷つけ

たりするものだ、とは教員になってからよく児童生徒

に話してきたことです。褒めたことは覚えていても、

叱ったことはあまり覚えていないものですが、褒める

言葉よりもそうでない言葉の方を多く発してきたよう

な気がして、反省することしきりです。校長という立

場になると、児童の前で話をする機会は多いです。児

童の心に残る話ができていただろうか、実践につなが

る話をしてきただろうか。ふり返ってみても自信はあ

りません。そんなことだから、若手の先生方を伸ばす

助言なんてとてもとても・・・。

　児童の前で話すことも残り少なくなってきました。

平易な言葉で、できればふとした折にでも思い出して

もらえるような話をしたいものです。そして、これか

ら先も、だれかの心に残るかもしれない日々の言葉を

大切にしていきたいと思っています。

　我が教員生活に悔いなし
鯖江市進徳小学校長

徳橋　輝夫
　私の教員としての第一歩となる初任校は、中学校の

大規模校で、４年間お世話になりました。先輩の先生

方に、教員としての心構えをはじめたくさんのことを

教えていただきました。結構荒れていた学校で、生徒

指導面でいろいろなことを経験させてもらい、苦しい

こともありましたが、若さと気力、体力で乗り切りま

した。この初任校の４年間で、教員として、また担任

としてのスキルにある程度の自信をもつことができま

した。

　その後地元に戻り、初任校を合わせて３中学校、22

年間の中学校教員生活でした。自分なりに専門の理科

の授業に創意工夫を凝らしたり、部活動指導に力を入

れたりして充実した生活を送ることができました。後

半は、学年主任や研究主任、生徒指導主事などの仕事

をするようになって担任を外れ、少し寂しさを感じる

ようになりました。

　４校目で、初めて小学校に異動し、担任に復帰しま

した。22 年間、中学校でほとんど理科の授業しか担

当していなかったので、担任として他教科、特に国語

の授業をしているのが自分自身でとても不思議な感じ

でした。一番初めの６年の国語の教材、重松清さんの

「カレーライス」の授業をしたときのことが今でも強

く心に残っています。

　小学校には４校、計13年間勤務しました。その間に、

担任、生徒指導主事、教務主任、教頭、校長と学校内

での立場が替わりましたが、楽しく充実した教員生活

を送ることができました。教頭、校長という管理職の

立場は、教諭時代と違い、責任の重さに押しつぶされ

そうになることもありましたが、先生方の協力で今日

まで無事過ごしてくることができました。

　このように、現場での長い教員生活を送ってきた私

にとって、 も思い出深いことは、途中にあった「青

年の家」勤務です。青年の家所長を務めた２年間は、

学校現場しか経験のなかった私にとって、大変貴重な

体験となりました。少ない職員で、自然を利用し趣向

を凝らした年 24 回の主催事業の実施、大人を含む県

内外からの宿泊及び日帰り利用者への挨拶や対応、ま

た月に１～３度あった宿直など、学校現場とは異なる

仕事、勤務態様が新鮮でした。また、この青年の家時

代に、牛乳パックなどを利用した様々な「エコおもち

ゃ作り」を身に付けました。現在の 後の勤務校でも、

休み時間などに校長室に児童が作りに来ています。こ

のスキルは、退職後も、ライフワークの一つとして、

生かしていきたいと思っています。
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　多くの出会い、そして新たな生きがい
越前市武生南小学校長

國久　繁雄
　この体、この頭で一体何ができるのだろうか。３月

に定年を迎え、周りからは長い間ご苦労様でしたと労

われるのだろうが、それよりも４月からどんな毎日を

送っているのか想像するが、まったく浮かびません。

先日人事記録カードを見ながら、これまでの教員生活

を振り返ってみるといろんな場面が浮かんできまし

た。

　大学生活が同級生より１年遅れてスタートするなど

試験にはいい思い出はなく、採用されたのもたまたま

だったのでしょう。新採用は坂井郡の小学校でした。

一軒家を借り教員３人で共同生活をしながら、食事当

番とトイレ当番を分担していました。ご飯が炊けてい

なかった時の無言の怒りは、今でも覚えています。い

い仲間でした。健康教育の指定があたり、子供たちに

は一年中半袖半ズボンはだしで生活させようとなり、

私も一年中子どもと同じ姿だったように記憶していま

す。

　３年後に南越地区の中学校に異動となり、国語と部

活動の指導に明け暮れていました。その中でも、放課

後の体育教官室は部活動の指導の仕方や学年の生徒指

導に話が弾み、その勢いで町へ繰り出したことも度々

でした。勢いがあり、実行力があり、強い仲間意識が

あったからやってこられたのかもしれません。

　数年勤めた後、休日や夜の勤務の多い社会教育主事

を命じられました。 初の１年間は先が見えず仕事に

ゆとりがありませんでした。それでも役所の周りの人

たちの優しさと、教育委員会の結束力に救われました。

３年後再び中学校に異動し、部活動指導を見つめ直す

期間となりました。月曜日を休養日にしたり、練習プ

ログラムに従って自主的な練習ができる選手を育てた

り、生徒との会話を増やしたりしました。生徒に恵ま

れ、優勝の経験も味わわせてもらいました。

　40 代半ばで指導主事をおおせつかり、文科省や県

教委からの文書を理解しなければならないし、校長先

生に対して指導助言もする責任の重い仕事でした。し

かしこの５年間で尊敬できる上司と巡り会い、自分の

目指すべき教員像を確立できました。

　その後管理職として教職員の力を束ねる立場になる

と、人との信頼関係を築くためにはこちら側から近づ

いていく努力が必要であり、不用意な一言で関係は一

瞬で崩れてしまうものだと教えられました。周りの人

を愛し、決して悪く思わず、一緒に 高の仕事ができ

るよう残りの時間を丁寧に過ごしていきたいです。人

を大切にする心をもったまま新生活を迎えれば、必ず

新たな生きがいを見つけられると思っています。

　「学校だより」を読み返して
美浜町立美浜中央小学校長

森 本 　哲
　退職校長の言葉というプレッシャーのかかる原稿依

頼をいただきましたが、それほど立派なことが言える

わけでもありません。そこで、毎月発行の学校だより

に「校長室から」という 600 字程度の文章を書いてい

ますので、今回は９月号のものをそのまま紹介して任

を終えます。私の多忙化解消策の一つとしてご了承く

ださい。
・・・・・・

 「柱」

　２学期明けは暑い日が続きました。校門で子どもた

ちを待っていると、日陰も風もなく、朝から汗が流れ

ます。電柱の影がすうっと一本あるのを見つけ、少し

でもと思い、体を横に向けて入りました。しかし、そ

の影を見ると、自分の出っ張ったおなかが見事にはみ

出しています。「頭かくして腹かくさず」と、電柱に

笑われているようで少しはずかしくなりました。

　学校前の県道には、15 本ぐらいの電柱がどっしり

と立っていますが、千葉県では台風の災害でたくさん

の電柱が倒れてしまいました。その復旧にかなりの日

数がかかり、多くの方が電気のない暮らしを続けてお

られます。

　理科の実験のように、乾電池と豆電球を線でつなげ

ば明かりがつくというわけにはいかず、電線を支える

電柱の大切さをあらためて知ることになりました。

　電柱に限らず「柱」というものは、しょっちゅう意

識するわけではないけれど事あるごとに、なくてはな

らないもの、いてくれるだけで心強いということを再

認識します。「大黒柱」「チームの三本柱」「精神的支柱」

など柱で表す言葉がたくさんあります。

　先日の祖父母参観日には、今の親世代を育てられた

経験豊富な皆さんのおだやかな笑顔が体育館にあふれ

ました。それぞれの一家で孫たちの子育てにハラハラ、

ドキドキ、時にはピリピリする〝親の後輩〟に、「そ

れぐらいなら、大丈夫や」と、これからも心の支えに

なってくださることでしょう。学校前の電柱が私に対

して「いつまでも暑さは続かんよ」と長年の経験から

語りかけてくれるように。

・・・・・・

　校長先生方は様々なご経験を積まれて今があると思

います。私も 38 年のうち町や県の教委に 15 年務め、

学校と行政の両方で多くのことを学ばせていただきま

した。

　今の時代、不安やいらだちが募る保護者や教員に対

し、校長こそ「大丈夫や、何とかなる」と言える「柱」

であらねばと思います。そして、校長会は何本もの電

線で支え合っている電柱の群れでしょうか。共倒れは

いけませんけどね。
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　自分史　1982年～2019年
若狭町立みそみ小学校長

田中　和也
１　新採用教員 [県へき地複式教育研究大会 ]
　　1982年～
　 初の赴任地は高浜町立内浦小中学校です。青葉山

の中腹に位置する小中併設校が私の教員生活のスター

トとなり、複式学級の担任となりました。２年目は校

庭の隅にあった宿舎に住み、学校イコール住居のよう

な暮らしをしていました。内浦の自然と素朴な子供た

ちに囲まれた教員生活は教育の原点であったように感

じています。

　高浜町では若手教員として７年間勤務しました。

２　地元教員 [北陸３県社会科研究協議会 ]　
　　1989年～
　平成になってから地元若狭町（旧上中町）に戻り、

母校である三宅小学校勤務となりました。戻ってすぐ

に社会科の研究会があり、郷土の偉人として、旧上中

町の松木庄左エ門を教材化するべくチームを組んで教

材研究をしたことを思い出します。町教研や社会科主

任会で他校の教員との関係性が深まったのもこの頃か

と思います。

　野木小学校へ転勤した当時は、総合的な学習の時間

が新しく開始され、どのようなカリキュラムを作れば

よいのか試行錯誤していました。

３　嶺南教育事務所指導主事　2002年～
　中堅教員となった頃、行政への異動となり、嶺南教

育事務所の指導相談課で指導主事として５年間勤務す

ることになりました。それまで学校現場の経験しかな

かったので、社会人としての常識をはじめ、電話の応

答や文書の作成方法など数多くのことを学び、多面的

な見方ができるようになりました。

　学校とはまた違う緊張感のある職場でしたが、学校

訪問を実施したり各種研究会へ出向いたりして教育界

の新しい流れや考え方を身に付けることができた時期

でもあったと思います。

４　管理職　2011年～
　教頭として若狭町立明倫小学校で４年、同じく熊川

小学校で２年間勤務し、現在の若狭町立みそみ小学校

で校長として３年間過ごさせていただきました。

　特に校長となってからは、教職員を如何に守り、如

何に育てるかという視点が大きくなりました。それぞ

れのキャリアに応じた助言を行ったり、日々の教員の

悩みを共有し、少しでも解決できるようにと支援した

りすることが自分の務めだと感じるようになっていき

ました。

　管理職には様々な役目が求められますが、やはり自

分は教員なので後輩教職員と一緒に、授業のことや校

務分掌のことを考えるのが一番合っていると感じてい

る今日この頃です。

　ひとりはみんなのために
　　　みんなはひとりのために

高浜町立青郷小学校長
木下　義信

　表題の言葉は、私が在職中、座右の銘にしている言

葉です。この言葉は、学生の時に読んだ本の中で、ラ

グビーの精神論を表した言葉として紹介されていまし

た。（由来はラグビーからではなく、小説「三銃士」

に出てくる言葉だそうですが…。また、この言葉の後

半部分は「みんなは一つの目的のために」のほうが良

いという声もあるようです。）いずれにせよ、初めて

この言葉に触れた時、深い感銘を受けたことを今でも

覚えています。そして、教員になり学級を担任した時

に、子供たちを前にして思い浮かんだのがこの言葉で

した。

　子供たちは、学級という集団の中で、仲間と関わり

ながら多くのことを学んで成長していきます。授業中

に困っている友達の力になる、学級で問題が起こった

時には、みんなで話し合って解決する、みんなが避け

たがる役を誰かが引き受けるといったことなどがこの

言葉の具現化であり、今まで幾度となくそのような場

面を見てきました。

　その後、教務主任や管理職になってからは、「みんな」

という対象は、子供たちから教師集団に替わりました。

学校で研究指定を受けた時には、目標達成に向けて教

員一人一人が自分の技量を高め、共働することで成果

を収めることができました。また、支援を要する児童

が在籍する学級を複数の教員で対応したり、校内で起

こった問題に対して教員が知恵を出し合い、共働して

解決したりしたこともありました。

　退職を迎えるこの年、日本でラグビーワールドカッ

プが開催されました。私はラグビーの経験はありませ

んが、ワールドカップの中継や、様々なメディアの情

報などを見たり読んだりする中で、先の言葉を見たり

聞いたりする機会があり、改めてこの言葉のもつ崇高

な精神や気高さについて思いを馳せることができまし

た。

　かつてない速さで世の中が動いていく中で、学校の

役割も時代に対応して変化し、新たな課題も出てくる

と言われています。しかし、どのような時代になろう

とも、先生方が個々の力量を高め、強固なスクラムを

組んで教育改革を推し進めていけば、きっと新しい社

会を担う素晴らしい子供たちを育成できる学校をつく

れると信じています。

　これまで福井県の教職員の一員として、先生方と一

緒に仕事をさせていただけたことを誇りに思うと共に

深く感謝いたします。本当にありがとうございました。
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校　　長　　講　　話

ふわふわ言葉は心の栄養
永平寺町志比小学校長

河野　章次
　健康な心には、気持ちのよい言葉がとても素晴らし

い栄養となります。みなさんが使っている言葉には、

ふわふわ言葉やチクチク言葉があります。

　ふわふわ言葉とは、友達から言われて嬉しくなった

り、元気が出たりする言葉のことをいいます。たとえ

ば、「ありがとう、○○君。」「○○さん、とてもがん

ばっているね。」「だいじょうぶ。その調子だよ。」など、

相手を褒めたり、相手のことを思いやったりする言葉

のことです。言われると、うれしい気持ちになります。

言った人も、楽しく、幸せな気持ちになります。

　チクチク言葉とは、友達から言われて嫌な気持ちに

なったり、悲しくなったりする言葉です。「ばか」と

か「うざい」など心がチクチクして傷ついたり、悲し

い気持ちになったりします。相手だけでなく、自分も

まわりの人もとても嫌な気持ちになります。こういう

言葉は、絶対に使ってはいけない言葉です。

  だから、ふわふわ言葉を使っていると自然に元気や

勇気がわいてきて、友だちに優しい気持ちになります。

そして、人の体や心にも栄養となり健康な生活を送れ

ます。みんなが、ふわふわ言葉をたくさん使って温か

い気持ちで生活してほしいと思います。

　ここで「ひとつのことば」という詩を紹介します。

  　     ひとつのことば     　

　　ひとつのことばで けんかして　

　　ひとつのことばで 仲直り       

  　ひとつのことばで 頭が下がり

　　ひとつのことばで 心が痛む     

  　ひとつのことばで 楽しく笑い   

　　ひとつのことばで 泣かされる 

  　ひとつのことばは それぞれに   

　　ひとつの心を持っている

  　きれいなことばは きれいな心

　　やさしいことばは やさしい心  

  　ひとつのことばを 大切に

　　ひとつのことばを 美しく

　一つの言葉は、それぞれに一つの ｢ 心 ｣ をもってい

ます。悲しい心、楽しい心、冷たい心、温かい心、そ

して、きれいな心、優しい心。 みなさんは、今はど

んな言葉を使っていますか。これからは、みなさんに

は、ふわふわ言葉のような温かい心や優しい心をもっ

た言葉をたくさん使ってほしいと思います。

「やり抜く子」を目指して
越前町立宮崎小学校長

渡 辺 　勇
　皆さんのなかで、生まれてすぐ走れた人はいます

か？誰もいませんね。走るどころか歩くことも立つこ

とすらできなかったと思います。そんな皆さんが、す

くすく成長して小学校に入学。そして今日は、公園走

大会です。さて、現代は、科学技術が進んで、スイッ

チ一つで、快適な室内で過ごすことができます。行っ

たことのない所に行き、会ったことのない人と交流す

ることもできます。スポーツもｅスポーツと言って、

画面上で、ゲーム感覚で行うものまで出てきました。

こうした時代だからこそ、自然の木々のなかを体全体

で風を切って走る。汗をいっぱいかいて走る。心臓を

バクバクさせながら走る体験は本当に貴重です。

　これからの時代を生き抜くみんなに必要な力は、こ

うした本物の体験で今の自分自身の力を出し切ること

でついてくるのではないでしょうか。

　すくすく成長しているのは皆さんだけではありませ

ん。自然公園の木々もすくすく成長しています。その

木を切ってみると、たくさんの輪「年輪」を見ること

ができます。また、その地面を掘ってみると、太くて

大きな根っこもあります。その根っこはどこまでも続

いていて、とても全部は掘り出せないぐらいです。そ

の根っこや年輪のおかげで、木は大きく育った体を支

え、丈夫にしているわけです。

　さて、今日の公園走大会は木でいうところの根っこ

や年輪になります。走るには厳しい坂道です。階段も

あります。そのつらい登りに負けない心は体を丈夫に

する年輪です。また、登りの次には下りがあります。

下り坂では、スピードのコントロールが必要です。い

くらでもスピードは上げられるけれど、それでは、前

の方につんのめってしまい、カーブで膨らんだり、曲

がり角で転んでしまいます。下り坂はレースの後半に

あります。レースの後半にスピードをコントロールす

る力は、心と体をコントロールすることにもつながり

ます。それは、この先何かを成し遂げようとするとき

の大事な基礎力、すなわち根っことなります。

　つらさに負けない心とスピードをコントロールする

体力は皆さんの根っこや年輪となって、これからの成

長を支えてくれます。今日はたくさんの応援の方も来

ていただいています。「やり抜く子」の達成に向けて

頑張りましょう。
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言　葉　の　力
小浜市立口名田小学校長

早川　弥生
　普段、私たちは何気なく

言葉を発して話をしてい

ますね。でも、その言葉に

は実は大きな力があるの

です。相手の気持ちを考え

ない「きつい」言葉や「見

下した」言葉は、相手を傷つけ悲しい気持ちにさせて

しまいます。でも、一方で相手を思いやる「温かい」

言葉や「励まし」の言葉は相手を元気にして、前向き

な気持ちにさせる力があります。さて皆さんは、どち

らの言葉を多く使っていますか・・・。そう尋ねられ

ても、「分からないです。」と答える人が多いかもしれ

ませんね。それは、私たちが自分の話している言葉を

「気にしていない」「意識していない」ということの表

れなのです。

　私が大事に心に留めている詩があります。作者はい

ろんな説があって定かではないのですが、有名な映画

評論家の淀川長治さんや映画監督の山田洋次さんも、

感動されて大切にされた詩だそうです。では、詩を紹

介します。

　この詩のように、たった一つの言葉が、人とのつな

がりを良い方にも悪い方にも導いてしまいます。普段、

あまり気にしていない自分が話す言葉には、こんなに

大きな力があるいうことを改めて知って、言葉を大切

にする人、温かい言葉を紡ぐ人になってほしいと思い

ます。

　柔道家で、オリンピックの金メダリストである山下

泰裕さんが『指導者の器』という本で、言葉について

このようなことを述べておられます。「あなたの言葉

を も多く聞いているのは、だれでしょうか？」さて、

皆さんはどう思いますか。家族でしょうか？友達でし

ょうか？

　それは、「自分自身」です。人は、心の中で言う言

葉も含めて、自分自身の言葉を一番たくさん聞いてい

るのです。温かで美しい言葉をたくさん発すると、そ

の言葉が自分を満たし、脳にもその言葉が残って、前

向きなエネルギーがたくさん湧くそうです。つまり、

自分の言葉は、自分の人生をも変える力があるという

ことです。

　さあ、皆さん。美しく温かい言葉をたくさん話して、

周りの人たちも、自分自身も幸せになりましょう。

♪ 『ありがとうの花』の歌を全校で斉唱 ♪

読 書 の す す め
南越前町立南条小学校長

今村　公一
　 「あなたは読書が好きですか？」という質問をされ

たらどう答えるでしょうか？ ひょっとすると「読書

が嫌い」と答える人の中には、「読まず嫌い」の人が

いるのかもしれません。本が分厚いから読むのに時間

がかかる、文字が小さくてたくさんあるから読みにく

い、漫画じゃないから読むのが大変と思って、はじめ

から本を手に取らないような人のことです。本当は楽

しかったり、反対に感動して泣けてしまったりするよ

うな、ちょっとでも読み始めるとやめられなくなって

しまうような本がたくさんあります。

　私が小学校２、３年生ぐらいの時に、『シートン動

物記』のシリーズに夢中になりました。その中でも特

に『オオカミ王ロボ』をドキドキしながら読んだとい

う記憶があります。50 年近く前でしたので、今では

その内容はほとんど覚えていませんが、本の名前だけ

は忘れていません。

　 「読書は、頭と心の栄養」です。私たちは、本を読

むことによって、いろいろな知識を身に付けて物知り

になります。また、頭が良くなる（物知りになる）だ

けでなく、心も成長させてくれます。楽しい本を読ん

だり、うれしい本を読んだりすると、私たちも楽しさ

やうれしさを味わうことができます。逆に、悲しい本

を読むと、悲しみが分かるようになります。そして、

心温まる話を読むと、何だかとても優しく癒やされた

気持ちになります。このように、私たちはいろいろな

本に出会うことによって、いろいろな心や気持ちの体

験をして、喜びや悲しみ、優しさなどが分かる人にな

れるのではないかと思います。

　女優で中学３年生の芦田愛菜さんは、今年７月のイ

ンタビューで、「３、４歳ころから両親からの読み聞か

せも含めて本と触れ合ってきました。小学生の低学年

の時は児童書や絵本も読んでいて、それらも含めると、

今までにトータル 1000 冊以上は読んでいると思いま

す。漫画はあんまり読まなくて、小説を手にする機会

が多いです。それは、自分で自由に想像してその世界

を作っていけるということが、本の魅力であり、好き

だと感じているからです。」さらには、「小さいころか

ら両親が図書館から借りて来て、本は身近な存在でし

た。『なぜ、本を好きになったか』というのを覚えて

いないです。本を読むことは、歯みがきや入浴する（お

風呂に入る）ことと同じくらい当たり前な日常なので

す。」と答えています。

　みなさんも彼女のように、本を読むことが大好きな

人になってほしいと思います。これからも進んでたく

さんの本を読みましょう。

一つの言葉でけんかして　　一つの言葉で仲直り

一つの言葉で頭が下がり　　一つの言葉で心が痛む

一つの言葉で楽しく笑い　　一つの言葉で泣かされる

一つの言葉はそれぞれに　　一つの心をもっている

きれいな言葉はきれいな心

優しい言葉は優しい心

一つの言葉を大切に

一つの言葉を美しく
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　本委員会では、主に２つの活動を行った。１つは「県

教育長と語る会」に向けて、各地区校長会から懸案事

項、県教委への意見・要望等を集約し、懇談会の話題

として取りまとめること。もう１つは、全連小三地区

対策担当者連絡協議会において、各県の代表者と意見

交換をすることであった。

１　県教育長と語る会　8／20（火）
　県小中学校長会より 11 名、県教委より豊北教育長

をはじめ 11 名が出席した。次の２つの柱について、

校長会より話題を提供し、学校の現状や課題等につい

てご理解をいただいた。

（１）生き生きとした児童・生徒を育成するために
  ①英語教育について

　・小学校の英語教育は、来年度からの本格実施に向

けて着実な実践を積み重ねている。より充実した

英語教育となるよう、英語専科指導教員の加配や

県教委教材のアップグレードや利用可能なコンテ

ンツの紹介などを望む。

  ②小学校教科担任制について

　・教科担任制は教員にとっても児童にとってもメリ

ットが大きい。特に英語・英語活動、プログラミ

ング教育、実技教科などは効果があると思われる。

しかし、小規模校においては「専門教科」を生か

しきれていない状況がある。正規教育の増員、専

門性を生かすための支援員等による授業の推進

等々でより充実した「教科担任制」の実施を望む。

（２）活力ある学校、元気な教職員の育成に向けて
  ①業務改善について

　・保護者や地域における「働き方改革」の理解が少

しずつ進んでいる。また、学校運営支援員等の人

的支援は大いに教師の業務改善に役立っている。

今後、教職員の意識改革を学校としてさらに促進

していく必要があるが、教員の持ち時間数の縮減、

県・市町主催の会議、研修会の縮減など、県教委

の強いリーダーシップも望んでいる。

  ②部活動の在り方について

　・「部活動の在り方に関する方針」の策定や部活動

指導員、地域スポーツ指導者の任用は、教職員の

負担軽減に大変助かっている。

　・部活動指導のさらなる負担軽減のためには、協会

や連盟主催の大会・コンクール等の在り方や教職

員の業務について、市町や関係団体に理解を得る

よう働きかける必要がある。

　・小学校のスポーツ少年団活動やクラブ活動の延長

線上に、中学校の部活動を位置づけるのが困難な

状況にある。「部活動から社会体育活動」への移

行を含めたスポーツ活動の位置づけを議論してい

くべきである。

２　全連小三地区対策担当者連絡協議会10／1（火）
　東海北陸・近畿地区（13 府県）の代表者が出席し、「①

学校における働き方改革の進捗状況」「②専科等の教

員の配置状況」について、情報交換や意見交換を行っ

た。　

　　（文責：福井市順化小学校長　高村さとみ）

　調査研究委員会では、『新しい時代に必要な資質・

能力を育成するための教育課程の編成と校長の役割』

をテーマに、今日的な学校教育の課題、学校経営上の

諸問題や社会の変化に即応した学校の取組について、

調査研究を行った。

１　調査対象　全小学校188校 [国立１・市町立187]

２　調査期間  令和元年６月３日～６月 22 日

３　調査項目　全連小調査項目の抜粋と会員からの要望

４　調査内容について（詳細は報告書を参照）

　急激な社会変化や新学習指導要領完全実施を控え、

それに対応する特色ある教育課程の編成に、どの学校

も直面している実情が推察される。教育課程の編成に

向けた重点課題として、特に「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けて創意工夫しながら取組を進めて

いることが分かる。

　教員の長時間勤務を是正するためには、勤務時間を

正確に把握し管理を徹底することに加え、管理職の的

確なマネジメントや、教員自身の働き方に対する意識

改革を行うことが必要である。校長のリーダーシップ

のもと、効果的な校務改善の工夫が具体的に展開され

ることが期待される。

　特別な配慮と支援を必要とする児童が増加している

中で、少人数指導などの加配も含め、人的な措置が

も期待されており、特に特別支援学校教諭免許状を所

有している専門の知識をもった教員の配置が年々強く

望まれている。今後も担任一人で抱え込むことがない

よう「通級による指導」や「計画的な取り出しの指導」

「特別支援学級等での支援」などチームで対応する学

校体制づくりを推進していくことが重要である。

　 「いじめ、不登校、学習不適応等生徒指導上の問題」

に課題意識をもつ校長が増加しており、児童同士のよ

りよい人間関係を構築し、温かい学級をつくることに

重点を置いた取組を行っている学校が増えてきてい

る。問題解決に向けて保護者や他機関とも連携しなが

ら組織的に対応していく必要性はさらに高まると思わ

れる。

　若手教員の増加に加え、中堅教員の層の薄さが相ま

って、円滑な学校運営や指導理念・指導技術を含めた

実践的指導力の継承が大きな課題となっている。人材

育成を学校運営の柱とし、キャリアステージに合わせ

た力量形成を目指し、組織的、計画的、継続的に人材

育成を行う必要がある。

　 後に、アンケートに協力いただいた県下小学校長

をはじめ調査研究委員の皆様に、心より感謝を申し上

げる。

（文責：福井市文殊小学校長　善塔　啓介）

人事行財政対策委員会 調査研究委員会
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　　　　　　　　この度、『會報』第110号を発刊する運びとなりました。『會報』の発刊にあたりまして、大野市上田農園　上田輝司様に
はお忙しい中、玉稿を賜りましたこと、心より厚く御礼申し上げます。また、会員の皆様からは経験に基づいた貴重な原稿をお寄せいただ
き、今号も充実した内容となりました。心より感謝申し上げます。昨年は令和元年、天皇即位礼、そして今年は東京オリンピックの年であ
り、日本全体が活気づいてきます。会員の皆様には、新たな時代を迎える中で、よりいっそう学校運営に力量を発揮されますことをご祈念
いたします。今後も『會報』が校長としての役割を果たすための一助となりましたら幸いです。

編集後記

１　活動の報告
　第 71 回福井県小学校長教育研究若狭大会に向け、

小学校教育の在り方と校長の役割・指導正当について

実践的な研究を推進した。大会では、福井型８分科会

において活発な研究討議を行った。

　また、本大会の提案発表の中の２つの実践内容を、

東海北陸富山大会において発表し、東海北陸各県の校

長による研究協議に生かすことができた。

２　主な活動内容
（１）第１回教育研究専門委員会
　　期日：４月 17 日（水）　会場：ユーアイふくい

　　〇年間活動方針、年間事業計画について

　　〇平成 31 年度各研究大会について

（２）第２回教育研究専門委員会
　　期日：６月７日（金）　　会場：小浜美郷小学校

　　〇第 71 回県小学校長教育研究若狭大会について

　　〇全連小秋田大会及び東海北陸富山大会について

（３）第71回福井県小学校長教育研究若狭大会
　　期日：８月 21 日（水）

　　会場：ＪＡ若狭本店・小浜市立小浜美郷小学校

　　〇教育研究委員が受付係として運営に当たる。

　　〇福井型８分科会に分かれて提案発表・研究協議

　　　を行う。

　　＜各分科会の提案者＞

　　　①学校経営　　　鹿谷小　　山口きみ子　校長

　　　②教育課程Ⅰ　　武生西小　松澤　　紳　校長

　　　③教育課程Ⅱ　　咸新小　　小林　俊則　校長

　　　④現職教育　　　四ヶ浦小　大川　伸介　校長

　　　⑤危機管理　　　本郷小　　新道　正芳　校長

　　　⑥社会形成能力　御陵小　　増田　実典　校長

　　　⑦自立と共生　　本荘小　　志田　智子　校長

　　　⑧連携・接続　　和田小　　平田　克明　校長

（４）第71回全連小秋田大会参加
　　　　　　　（10 月 17 日・18 日）

　　〇福井県より 19 名参加　　提案発表はなし

（５）第54回東陸富山大会参加
　　　　　　　（10 月 10 日・11 日）

　　〇福井県より 42 名参加

　　＜提案発表＞

　　　　第７分科会　　四ヶ浦小　大川　伸介　校長

　　　　第９分科会　　本郷小　　新道　正芳　校長

（６）第３回教育研究専門委員会
　　期日：２月 12 日（水）　　会場：教育センター

　　〇今年度の活動報告と次年度の計画等について

（文責：小浜市立小浜小学校長　森　徳実）

１　活動の基本方針
 　 県小学校長会および各専門委員会の活動内容を

「會報」に掲載し、全会員に知らせるとともに、令

和元年度の県小学校長会の主な歩みを記録する。ま

た、各界の先輩諸氏の提言などを受けて、校長とし

ての指導力の向上や今日的課題の把握に資するとと

もに、会員相互の意見交換の場を提供する情報連絡

誌としての役も果たすよう努める。

２　活動内容
 （１）「會報」の編集・発行（Ａ４版、年２回発刊）

  ①第 109 号の主な内容

  　・巻頭言、校長会に望む

　　　県小学校長会の活動方針、各専門委員会活動

　　　計画、校長講話、新任校長の抱負

  ②第 110 号の主な内容

　　・巻頭言、校長会に望む、時流潮流、退職校長の

　　　言葉、今朝の校長講話、各専門委員会の活動

  ③委員会活動

  　○第１回編集広報委員会（4/17 県教育センター）

　　　正副委員長選出、活動方針確認、年間計画

    ○第１回編集企画会議（8/7 松本小学校）

　　　正副委員長による第 109 号の 終校正

　　○第２回編集広報委員会（8/29 県教育センター）

　　　第 109 号の発刊、配付作業、振り返り

　　◯第２回編集企画会議（1/7 松本小学校）

　　　正副委員長による第 110 号の 終校正

　　○第３回編集広報委員会（1/29 県教育センター）

　　　第 110 号の発刊、発送作業、振り返り

 （２）全連小広報担当者連絡協議会　（７/2 東京）

　　 「小学校時報」「教育研究シリーズ」「特色ある

　　　研究校便覧」などの活動計画・情報交換等

 （３）全連小編集「小学校時報」等の原稿依頼、原稿執筆
　　○「小学校時報」掲載

　　・６月号　越前市神山小　　　松本　幸三　校長

　　・８月号　うみの宿さへい　　南　　清美　　様

　　・９月号　永平寺町志比北小　小鍛治　優　校長

　　・12月号　福井市木田小　　　巣守　俊彦  校長

　　・３月号　敦賀市立敦賀北小　山本　杉子　校長

  　○全連小ホームページ「特色ある学校」

　　　　花筐小、志比小、敦賀北小

 （４）福井県小学校長会ＨＰ　掲載、更新（６月、２月）

　　　會報、研究大会等

 （５）依頼原稿の調整（随時）　　　　　　　　　

 （６）その他必要な広報活動
（文責：福井市松本小学校長　千嶋　京子）

教育研究委員会 編集広報委員会


