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～「考える」ことから～
所長

岡本

昌浩

益田教育事務所長３年目を迎えました。 管内の教育のために、微力ながら 引き続
き努力してまいりたいと思います。益田教育事務所は、この度の異動で新しく、学
校教育スタッフが 3 名、社会教育スタッフも 3 名、さらに幼児教育アドバイザー（新
規）1 名、総務課 2 名の計 9 名が着任しました。新たな気持ちで市町や学校支援に
取り組みます。どうぞよろしくお願いします。
さて、２月発行の教育情報紙第 35 号に、人権同和教育課の江角課長が「教育」と
「人権」について書かれていました。このなかで、
「学校現場が直面する課題の多く
は、何らかのかたちで『人権』ということにリンクしていきます。教職員の人権感
覚が今少し働いていれば、このト ラブルは防げたのにと思わせる事案が少なくあり
ません。ある意味、
『人権』はリスクマネジメントを担う一要素と言 えるかもしれま
せん。」とありました。この指摘はとても重要です。
各校におかれては、いじめや不登校などの対応において、教職員の人権感覚を働
かせて組織的かつ早期に対応されているものと思います。島根県公立学校教育職員
の人材育成基本方針のなかでも、教諭等に求められる資質能力の第 1 に、「人間理
解・人権意識」があげられているのも当然のことといえます。このように、 教職員
の人権感覚を研ぎ澄まし、子どもの立場に立ち、守りきるという姿勢 が大切である
ことは言うまでもありません。
それでは、どのようにしてこの人権感覚が養われるの でしょうか。平成 27 年 3 月
発行の「人権教育指導資料 第 2 集 しまねがめざす人権教育」には、人権感覚を
「偏見等にとらわれず、様々な見方ができる力・感性」として、子どもたちの人権
感覚を育成するためには、まずは日常のなかにある機会を見逃さないことだと書か
れています。とすれば、教職員同士でも校内外の研修や日常的な会話の中でお互い
の考え方の違いを受け止めつつ、ちょっとした疑問や気づきを出せるような雰囲気
をつくっていくことが大切であると思います。
この「ちょっとした疑問や気づきを出せる」ことを阻むものの一つに、
「正常性 バ
イアス」があります。バイアスとは、
「偏見・先入観・思い込み」のことで、多少の
異常事態が起こってもそれを正常の範囲内としてとらえてしまう 自然な心理的反応
です。自然であるがゆえに、だれもがついその「罠」に陥ってしまうのです。そう
ならないためには、
「気づき」をもとに一歩立ち止まって「考える」という知的作業
が必要なのかもしれません。
私は昨年度の４月の事務所便りで働き方改革を例にあげて、「考え方から見直す」
と書きました。考え方を見直す前に「考える」習慣がなければ、その場の雰囲気に
流されてしまいます。「ちょっと」した違和感を大切にし、「じっくり」と考えるこ
とで、私たちの人権感覚を高めていく とともに、リスクに強い教職員集団に成長し
ていけるように思います。

令和２年度 管内研究指定校・指定事業等一覧
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指定校・指定地域

担当者

文 部 科 学 省 関 係
① スクールカウンセラー活用事業

管内全小中学校

② スクールソーシャルワーカー活用事業

益田市 津和野町 吉賀町

③ 生きる力をはぐくむ歯と口の健康づくり推進事業（～R2） 日原中
益田小 高津小 吉田南小
安田小 豊川小 益田中
④ 児童生徒支援加配事業
高津中 益田東中 東陽中
津和野中
結集！しまねの子育て協働プロジェクト

福原
笹井
上田

放課後子ども教室
⑤

地域学校協働活動

益田市 津和野町 吉賀町

家庭教育支援

澤江

外部人材を活用した教育支援
地域未来塾に係る学習支援
県 教 育 委 員 会 関 係
① 小・中学校少人数学級編制（小学校第１・２年生）

吉田小 吉田南小 安田小

② 小・中学校少人数学級編制（小学校第３学年以上）

高津小 安田小 横田中
西益田小

特別な支援のための非常勤講師配置事業
③
（にこにこサポート事業・通常の学級）

益田小 高津小 吉田小
吉田南小 安田小 西益田小
中西小 津和野小 日原小
七日市小 六日市小

特別な支援のための非常勤講師配置事業
（にこにこサポート事業・特別支援学級）
⑤ 通級担当者養成教員配置校事業
④

⑥

「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善
プロジェクト事業（～R3）

高津小 吉田小
七日市小
高津小 日原中

益田中 高津中 益田東中

⑧ 中 1 ギャップ対応非常勤講師配置事業（ＣＳＴ）

益田中

小学校における不登校等対応体制充実事業
（子どもと親の相談員配置事業）
⑩ 学校図書館活用教育研究事業

高津小 吉田小 益田小

笹井
上田

福原

中西小 益田中

⑪ 学校図書館司書等配置事業

全小中学校

⑫ 金銭・金融教育研究指定校

柿木小

⑬ 幼小連携・接続研究事業

豊川小 豊川保育園

⑭ しまね数リンピック 10/25 益田合庁他
⑮

福島

安田小

自学室等での個別指導の充実に係る非常勤講師配置事業
⑦
（学びいきいきサポート事業）

⑨

豊田

上田
福島
下脇
笹井

科学の甲子園ジュニア全国大会島根県予選大会

豊田

7/4 益田 （2 次予選 8/8）

⑯ メディカルアカデミー 7/29～31 サンレイク

笹井

⑰ ふるさと教育推進事業

益田市 津和野町 吉賀町

⑱ 人権・同和教育地域活性化事業

益田市 津和野町 吉賀町

澤江

「幼児教育アドバイザー」が配置されました。
島根県教育委員会では、平成３０年４月に「幼児教育センター」を開設しております。こ
のセンター設立の目的は、市町村と連携し、認定こども園、幼稚園、保育所の施設の種類や
公立私立の違いを超えて、保育者の力量や園・所の教育力の向上を図り、島根の幼児教育の
質の向上を図ることです。
具体的には、幼児教育施設の実情やニーズに合わせ、園・所を訪問しての研修の支援を中
心とした取組を行います。こうした取組を通して、幼児教育で培われた学びの芽生えを、小
学校以降の自覚的な学びへとつなげていき、幼児教育の充実・振興を通して、生きる力を育
てていきたいと考えています。
昨年度まで松江、浜田の教育事務所において、幼児教育担当指導主事・幼児教育アドバイ
ザー・社会教育主事３名がタッグをくんでこの業務にあたっておりましたが、今年度から益
田教育事務所にも新規に「幼児教育アドバイザー」が配置されることになりました。今後小
学校にも訪問することがあると思います。どうぞよろしくお願いします。

総 務 課 よ り
《学校現場をよりよく支えるために》
総務課の主な業務は、
「県費負担教職員の任免、給与その他の人事に関すること」です。
また、
「学校事務職員人材育成基本方針」に沿って、関係機関と連携し、
「学び続ける学校
事務職員」の育成に関わっています。
これらのことをとおし、各校の教育目標達成のため、学校教育スタッフ、社会教育スタッ
フと情報共有しながら、学校現場をより良く支えたいと考えています。
《今年度の取組》
■ 給与・旅費等の定型業務への支援
各校、事務グループの実態に合わせ、正確・迅速に事務処理ができる（または、
適切に判断・助言ができる）能力向上につながる研修の実施、情報提供
■ 事務グループ活動への支援
事務リーダーと連携し、グループの運営、推進に関すること、グループ員の育成
に関すること等、情報が共有できる場の設定（事務リーダー会）
、他の市町、他
管の情報提供
なお、昨年度まで行ってきた事務グループ会や学校への訪問、研修、事務リーダー会につ
いては、現在、実施方法を検討中です。あらためてお知らせいたします。
今年度もよろしくお願いいたします。

所 長

総務課

課長
猪俣ゆき子
〈事務総括〉
0856-31-9671

学校教育
スタッフ

岡本 昌浩
0856-31-9670

企画員
長本 法恵

主事
村上 成美

〈小学校給与 中学校旅費〉

〈中学校給与 小学校旅費〉

0856-31-9672

指導主事・企画幹
企画幹
上田陽一郎
豊田 邦昭
〈 技 術 、 理 科 、 学 校 経 営 〉 ＜外国語活動・外国語、
人権・同和教育、学校訪問指導＞
0856-31-9675
0856-31-9676

指導主事
笹井 圭子
〈算数/数学、教職員研修〉
0856-31-9673

指導主事
指導主事
福島 淳次
兼生徒指導専任主事
〈特別支援教育、理科〉
福原 奈美
0856-31-9673
＜生徒指導、国語＞
0856-31-9674

指導主事
（特別支援教育支援専任教員）
三上 純子
0856-31-9606

益田市派遣指導主事
増野 裕章
〈生徒指導等〉
0856-31-0445

益田市派遣指導主事
嘉儀 瑞恵
〈学力向上〉
0856-31-0445

津和野町派遣指導主事
菊池 貴宏
〈生徒指導等〉
0856-72-1854

互助会嘱託
雪村 知子
〈退職会員互助医療〉
0856-23-2483

0856-31-9671

会計年度任用職員
坂本 恵子

益田市派遣指導主事
長島 靖和
〈学力向上〉
0856-31-0445

社会教育
スタッフ

幼児教育アドバイザー
下脇 由記子
0856-31-9521

吉賀町派遣指導主事
石橋 功子
〈特別支援教育等〉
0856-77-1285

企画幹
澤江 健
0856-31-9676

益田市派遣
社会教育主事
田原 俊輔
0856-31-0662

益田市派遣
社会教育主事
大峠 直也
0856-31-0662

津和野町派遣
社会教育主事
佐々木将光
0856-72-1854

吉賀町派遣
社会教育主事
中村 浩志
0856-77-1285

人権・同和教育指導員
井上 和巳
0856-31-9673

