
所長 葛西 秀也「四十六年」

「転校生」
私は親の転勤により、小中学校で計３回転校を

経験しました。最初の転校先は、今は統合により

なくなってしまった隠岐の小さな小学校でした。

休みの日は近所のおじいさんが牛の世話をするの

を見に行ったり、おばあさんが鶏を捌くのを見て

ショックを受けたりと、大変貴重な体験をしまし

た。白砂青松の地で、友達と砂浜で綺麗な桜貝を

拾ったり、海でアジや川でアユを釣ったりと、楽

しい思い出がいっぱいです。

一方、学校では、晴れることのない霧が常に心

の中に漂っていました。昨日まで楽しく過ごして

いたのに、ある朝学校に行ってみると、急に誰も

話しかけてくれないこともありました。理由もわ

からず仲直りのしようもなく、孤独を感じながら

我慢をしていると、いつのまにか元に戻って行く

事が多かったのですが、小さな集団の中で、ちょ

っとしたことで仲間はずれになるのではないかと

いう不安を常に抱えていました。

「北風と太陽と」
低学年の時の担任は、宿題を忘れたり仲間はず

れのような事があったりすると、徹底的な指導が

ありました。正座で反省を促し、時には手も出ま

した。北風というとイメージは悪いですが、時に

は厳罰で臨む教育姿勢で学級を守ってくださって

いたと思っています。躾をきちんとしていただき

感謝もしています。ただ、担任が外れた時は、ち

（ ）。ょっと安心したことも事実です ごめんなさい

４年生の担任は新採２年目の先生で、とても笑

顔が素敵な先生でした。その１年間は友人関係を

心配した記憶がなかったと思います。寛容的だけ

れども規律のある学級経営で、子供たちはニコニ

コと生活できていたと思います。陽の字が名前に

つくK先生は、私にとっては字のとおりに太陽で

した。４年生が終わりに近づき、来年も担任をし

てもらえると思っていたら、先生の転勤を聞きま

した。布団の中で涙で枕を濡らす経験を初めてし

ました。

「再会」
この４月にK先生と46年ぶりにお会い出来まし

た。先生の笑顔は、思い出の中の先生と全く変わ

ることなく光り輝いていました。自分が教師にな

ってから、教職員名簿でK先生を探したこと。苗

字が変わっていて見つけられなかったこと。たま

たまK先生の同僚であった先生とお話しする機会

があり、やっとK先生と繋がったこと。自分のこ

れまでの事。先生のあれからの事。沢山お話しし

、 。たような 思ったほどお話しできなかったような

でも長年の念願叶った最高の一日となりました。

K先生は私たちの写真をもってきてくださいま

した。写真を大切にしてくださっていて本当にう

。 、れしかったです 46年ぶりに同級生の写真を見て

あの時の楽しかったことが色々と蘇りました。私

のスナップショットもありました。友人に肩を組

まれた私は笑顔で写っていました。

「居場所」
新学習指導要領が告示され、総則は今年度から

全面実施となりました。各学校は移行措置内容も

含めて、創意工夫を生かした教育課程の編成に取

り組んでおられると思います。また、担任の先生

におかれましては 【 総則）第４ 生徒の発達の、（

支援】の「学習や生活の基盤となる、教師と生徒

との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を

育てるため、日頃から学級経営の充実を図るこ

と （小学校は生徒が児童となる）に留意された。」

学級経営を計画し実施されていると思います。

学校が、学級が、児童・生徒の安心できる居場

所であって初めて、学びの場として成立するとい

、 、うことは 言うまでもなく当たり前のことですが

維持することは大変なことでもあります。学校現

場では数々の問題、課題を抱えながらも、よりよ

い教育を目指して奮闘努力しておられる教職員に

支えられています。教育事務所も期待に応えられ

るよう、最大限の努力をいたしますのでよろしく

お願いいたします。
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§学校教育スタッフ（℡ ０８５２－３２－５７７２） 

         （特別支援教育支援専任教員直通 ０８５２－３２－５７９１） 

         （幼児教育センター直通     ０８５２－３２－５７９２） 
職 氏 名 主な業務

指導主事

兼企画幹
竹崎 葉子

○学校教育スタッフの企画・調整，渉外に関すること。

○学校経営，教育課程の編成・実施に関すること。

○教員の長期研修(中央，内地留学，海外，研修員)に関すること。

○社会科教育，総合的な学習の時間に関すること。

指導主事 川上 洋子

○幼児教育推進，幼児教育センターに関すること。

○幼児教育に関わる各種研修に関すること。

（以上は出雲教育事務所管内，隠岐教育事務所管内を含む）

○一貫・連携教育（幼保小中高連携）に関すること。

○生活科，キャリア教育，ふるさと教育，福祉教育に関すること。

指導主事
兼生徒指導

専任主事

髙橋 恵一

○生徒指導に関すること。

○ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ，ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰに関すること。

○しまねのふるまい推進事業に関すること。

○外国語活動，外国語科教育，教育相談，安全教育，国際理解教育，日本

語教育，情報・ﾒﾃﾞｨｱ教育，著作権に関すること。

指導主事 藤原 陽一

○少人数などきめ細かな指導に関すること。

○特色ある学校づくりを支援する 30 人学級編制及び小中学校少人数学級

編制（小学校第 3 学年以上）に関すること。

○教職経験者研修（6，11 年目）に関すること。

○教科用図書に関すること。

○算数・数学科教育，体育・保健体育科教育，特別活動，へき地・複式教

育，金銭・金融教育，伝統や文化に関する教育等に関すること。

指導主事 原 啓一朗

○学校訪問指導に関すること。

○人権・同和教育，環境教育，持続発展教育に関すること。

○理科教育，生活科教育，音楽科教育に関すること。

指導主事 西村 勝美

○国及び県の学力調査に関すること。

○初任者研修に関すること。

○国語科教育，図工・美術教育，道徳教育，学校図書館活用教育，健康教

育，食育に関すること

○高校入試・奨学金に関すること。

指導主事
(特別支援教育

支援専任教員) 
中島 恭子

○特別支援教育に係る教員の相談に関すること。

○諸情報及びその収集に関すること。

○教育事務所だよりに関すること。

指導主事 門脇 洋子

○特別支援教育に関すること。

○就学に関すること。

○特別支援学校との連携に関すること。

○技術・家庭科教育に関すること。

平成３０年度 松江教育事務所 所掌分掌（学校教育，社会教育関係） 



指導主事
(松江市派遣) 

濵岡 宏行 学力育成
○学校経営や校内体制及び教育課程の

編成・実施・評価に関すること。

○指導の工夫・改善・評価に関すること。

○県教育委員会の指導方針等の周知に

関すること。

○就学及び進路指導に関すること。

○県教育委員会と市教育委員会との連

携に関すること。

○学校における教育上の課題及び実態

把握に関すること。

○学校教育その他教育問題にかかわる

情報提供に関すること。

井谷 恵介 生徒指導

広山奈緒子 特別支援教育

指導主事
(安来市派遣) 

田中  修 学力育成

松尾優美子 特別支援教育

村本 有史 生徒指導

幼児教育ア

ドバイザー
杠  佳子

○幼児教育推進，幼児教育センターに関すること。

○幼児教育に関わる各種研修に関すること。

（以上は出雲教育事務所管内，隠岐教育事務所管内を含む）

§社会教育スタッフ（℡ ０８５２－３２－５７７５） 

職 氏 名 主な業務

社会教育主事

兼 企 画 幹
浜崎 順子

○社会教育スタッフの企画調整に関すること。 

○市教育委員会との連携，指導及び助言に関すること｡ 

○学校・家庭・地域の連携協力に関すること｡ 

○家庭教育支援に関すること。 

○公民館等社会教育施設の事業に関すること｡ 

○青少年教育，成人教育その他社会教育に関すること。 

○社会人権・同和教育に関すること｡ 

○社会教育関係団体に関すること｡ 

○教育の魅力化及び小さな拠点づくりに関すること。 

○幼児教育センターの家庭教育支援に関する助言。

社会教育主事

(松江市派遣) 

橋津 健一
派遣先の市における下記の業務

○学校・家庭・地域が連携協力した子どもの教育に関わる環境づくりの

推進。

○島根の地域の特性を生かしたふるさと教育の推進。

○地域づくりを担う人づくりの推進。

渡辺 真介

小村 玲子

社会教育主事

(安来市派遣) 仲西 貴志

人権・同和教育

指導員
山根 正巳

○同和地区児童生徒をはじめとする様々な支援を必要とする児童生徒

に対する進路保障の取組に関すること。

○教育事務所及び人権同和教育課が行う地域ぐるみの人権・同和教育の

推進に関すること。

○教育事務所管内における人権・同和教育に関わる業務の補助に関する

こと。



事 業 ・ 大 会 等 名 実 施 校 等 

○国人権教育指定校（○県人権・同和教育研究指定校） 津田小（１年次） 

○県人権・同和教育研究指定園研究発表会（10/19） しんじ幼保園 

○県算数授業改善推進校事業 古江小，社日小 

○県学校図書館活用教育研究事業 島根小，十神小，伯太中 

○県学びの深(進)化プロジェクト事業 湖北中 

○県みんなのまちづくりプロジェクト事業 飯梨小，荒島小，赤江小，安来三中（安来三中校区）

島根県算数・数学教育研究大会（6/26） 広瀬小、広瀬中、安来二中、伯太中 

松江市教育研究大会（11/6） 本庄小、美保関小、本庄中、美保関中、八束学園 

安来市教育研究大会（10/18） 安田小、母里小、井尻小、赤屋小、伯太中

第 49 回中国・四国音楽教育研究大会島根大会（11/22）
城西幼保園、城北小、法吉小、松江一中、松江二中、

湖南中、湖北中 

実施校 教 科 等 実施校 教 科 等 

中央小 理科 大谷小 複式学年別指導，算数 

雑賀小 理科 湖北中 総合的な学習の時間 

忌部小 理科，生活科 能義小 道徳 

持田小 キャリア教育 井尻小 国語 

平成３０年度 松江教育事務所管内 継続型訪問指導実施校（８校） 

平成３０年度 松江教育事務所管内 研究指定校等 

※ ○国；国指定 ○県；県指定 

～英語教育推進リーダー等による公開授業について～ 

英語教育推進リーダー等による授業公開が，次のとおり計画されています。新学習指導要領が目指す英
語力を児童生徒に身に付けさせるために必要な指導方法について実際の授業の場で確認し授業改善に生
かすために，ぜひたくさんご参加ください。 

§安来市立十神小学校   越智  裕子教諭 平成 30 年  7 月 3 日（火） 
§松江市立津田小学校  飯島加奈子教諭 平成 30 年 11 月 14 日（水） 
§松江市立玉湯中学校  郷原久美子教諭 平成 30 年 11 月 １日（木） 

～算数授業改善推進校公開授業について～ 

推進校による授業公開が，次のとおり計画されています。松江教育事務所管内の先生方にたくさんお出
かけいただき，「子どもの声でつくる算数授業」について研修を深めていきたいと考えています。詳しく
は、学校に配布する要項をご覧ください。 

§松江市立古江小学校  平成 30 年 6 月 20 日（水） 4 年 平成 30 年 9 月 26 日（水） 6 年 
            平成 30 年 11 月 20 日（火） 3 年
§安来市立社日小学校  平成 30 年 9 月 19 日（水） 6 年 平成 30 年 10 月 10 日（水） 2 年 
            平成 30 年 11 月 22 日（木） 5 年


