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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるか

　　どうか

ロータリー :
変化をもたらす

No.2924 2018 年 5 月 14 日

★ 点　　鐘

磯崎久喜雄会長　

　ロータリーソング「奉仕の理想」

司会　川﨑通夫副ＳＡＡ　

★ビジター紹介

磯﨑久喜雄会長　

 ひたちなか市教育委員会教育長　野沢　恵子氏

★ 会 長 挨 拶

磯崎久喜雄会長　

　　人間は生まれるときなぜ泣いて生まれ出て

くるのか？ということを考えたことはあります

か？一つの説として、母親の胎内が最も安らか

な理想的な環境で、そこを離れてしまうので異

変を感じてしまう。だから泣いて生まれてくる

のだということです。

　生まれて１歳になるまでの間、この世界は信

頼できるかどうかを乳児は探っているのだと思

います。２歳ぐらいになると自律心が芽生えて

くる、逆に保育の方では自律心を養うような保

育を心がけるべきだと聞いております。そして３

歳ぐらいになれば、自分の行動を主体的に考え

行動するようになる、それを育む、それが３歳

頃といわれております。４歳になればいろいろ

な環境も分かってきて家庭という狭い中から出

て社会性を身につけてくる、その様な育み方が

必要になってくると思います。５歳ぐらいにな

ると「どうすれば自分は良いのかな」というこ

とをちょっとは考え考え始める、そういう年齢

のよう気がします。そして２歳の時に自分で自

分を律するといいましたが、６歳になれば自分

で自律心でも「たつ」方の自立心を育む、そう

いうことが必要となるのです。そして７歳以上

は講師の野沢恵子先生にお任せしたいと思いま

す。やがて立派な成人となり、ロータリーの目

的の一つと思いますが、期待される人間、国家

社会に有意義な人材、そういった者を育むこと

が出来れば幸いだと考えております。

　今日の卓話の講師の野沢先生は、ひたちなか

の中学校では佐野中学校に９年、大島中学校に

７年勤務されました。今年定年退職され４月か

らひたちなかの教育長になられました。教育長

としてはまだ日が浅いですが、それだけに今後

のことも含めて、学校統合の意図するところ、

教育が国家を作る、人間を作る、社会を作る、

その辺のことについて短い時間で恐縮ではあり

ますが、よろしくお願い申し上げます。

湊公園入口辺（画：清水喜輝氏）



★ 幹 事 報 告

黒澤利勝幹事　

　２点ご報告がございます。

　5月27日の地区大会参加者、11名プラス会長・

幹事で合計13名参加です。当日は７時40分に集

合、その後出発ということになっております。

よろしくお願いいたします。

　ロータリー財団から、ベネファクター 1,000

＄、今年度磯﨑会長が今日付でベネファクター

の寄付をされることになりました。以上です。

★ 出 席 報 告

栩木　直行委員長　

会　員　数　２８名　

出　席　者　１５名　

欠　席　者　１３名　

出席免除者　　２名　

メークアップ　　７名　

出　席　率　84.6％　

★ 委 員 会 報 告

　ニコニコボックス委員会

栩木　直行委員長　

磯崎久喜雄……月例ニコニコです。

川﨑　通夫……先日は母の葬儀に御会葬頂き

誠にありがとうございました。

遊座　文郎……結婚記念日の御祝いを頂きあ

りがとうございました。

安達　良司……結婚記念日の御祝いを頂きあ

りがとうございました。

根本　　隆……結婚して早や47年。金婚まで

頑張って生きていきたいと思います。

藤咲　久光……結婚記念日の御祝いを頂きあ

りがとうございました。

　本日までの合計　　　　　368,000円

★ 卓　　話

　ひたちなか市小中一貫校について

ひたちなか市教育員会　教育長　野沢恵子氏　

　皆様こんにちは、この度４月１日付けで教育

長に就任いたしました野沢恵子と申します。ひ

たちなか市の教育のために誠心誠意取り組んで

参りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い

いたします。

　さて本日は統合校のことについてということ

なので、現在についてでのご説明をさせていた

だきます。先ずその前に現在の大きな問題とし

て、皆様ももうご存じの通り少子高齢化という

のがございます。2015年の国勢調査で人口が約

１億２千７百９万５千人になってしまいました。

前回の調査（５年前）より96万３千人、約100万

人減ってしまい、国としては大きな問題として

取り上げました。しかもその次の年、2016年の

出生数が約97万人、ほぼ100万人を割ってしま

いました。2015年の時点で１億２千７百万人の

日本の人口が、そのままの試算で行きますと40

年後には９千万人を下回ってしまうのではない

かという心配があって、いろいろな改革を今、

進めているところではないかと思います。中に

は100年も経たずに人口が５千万人になってし

まうのではないかと危惧する人もいます。こん

なに急激に人口が減少するのは世界にも類がな

い、ということで日本のこれからのあり方が世

界の指針になっていくといわれております。そ

れと同時に、イギリスのリンダ・グラッドソン教

授が2007年に生まれた子どもについて調べてみ

ると、その子ども達は107歳まで生きる可能性が

50％あるといわれております。そのことも含め

て、政府は有識者を集めて将来の超長寿社会の

教育や雇用、社会保障のあり方を議論する「人

生100年時代構想会議」をスタートしました。そ

の中に教育も入っています。

　またそれと同時に児童・生徒の発育も変化し

てきました。よく皆さんがお聞きになっている

と思いますが「中一ギャップ」の問題です。こ

の「中一ギャップ」というのは小学校から中学

校に進学した際に不登校とかいじめなどが増え

るというような現象のことです。学習内容や人

間関係の変化、また心身の発達などいろいろな

原因が作用し合っておこると考えられています。

2008年度の国の調査で、不登校は小学６年生が

7,727人、中学１年生が23,149人と中学になる

と上がっています。いじめも小学６年生は１万

件、中学校は２万件と激増しているので対応を



討が始まったというところです。例えば平磯・

磯﨑・阿字ヶ浦の小学校、平成29年、３つの小

学校合わせると児童数365名ですが、３年後に

なりますと平磯小学校では57名減になる。磯﨑

小学校では10名減になる。単学級だけでなく複

式学級も必要となってくる。また中学校ですと

平成29年度中学校合わせて200名ですが、４年

後の平成33年には180名。いずれも１クラスか

阿字ヶ浦中学校では１クラス13名、男女合わせ

て13名ですから同じ学年で野球やサッカーの試

合が出来ない、なかなか難しい状態になってき

ています。やっぱり小学校においては２つの学

年を合わせた児童数が欲しい、そして中学校に

おいては複数の学級が欲しい、ということで新

しく統合した学校を作っていこうという検討が

ずっと進められて来ました。

　それと平行して平成23年度から小中連携につ

いて様々な研究がされております。教育のシス

テムの大きな違いに馴染めない小学生が増えて

きたということが、ひたちなか市でもそうであ

ろうと研究がされました。そういった中で文部

科学省では平成26年に「子どもの発達や学習者

の意欲能力に応じた柔軟かつ効果的な教育シス

テムの構築」を掲げました。小中一貫の要因と

しては、中一ギャップや児童・生徒の発達の早

期化があり小中一貫の効果としては学力向上や

中一ギャップの緩和、また教職員の意識や指導

力の向上が言われているところです。

　そういうことで平成23年から平磯・磯﨑・阿

字ヶ浦地区の小学校がどうあるべきかを、関係

する方々、保護者や自治体、専門家、行政・学

校関係者等と意見交換を始めました。また保護

者アンケートや市政懇談会等のご意見を参考に

しながら話し合いを重ねている中で、小中連携

の教育の架け橋として一貫教育の統合校の合意

形成が成されていきました。それは先ほど申し

ましたように子ども達が切磋琢磨して多様な人

間関係を育みながら社会性を身に付けられるた

めには毎年クラス替えをさせていきたいという

ことです。単純に２クラスがただクラス替えを

するとなると一通りではなく何通りもの形がと

れます。それと同時に、９年間の義務教育にお

ける系統的また継続的な学びを通して地域と共

に力強く生き抜くための総合力の力を育みたい

ということを考えたところです。

　特に義務教育学校につきましては平成28年に

学校教育法が変わりまして認められてきました

のでそのところで独自の教育をやっていいと義

考えているところです。それに反して全国学力

学習状況調査の結果ですが、「自分には良いと

ころがある」とか「将来の夢や目標がある」とか

前向きに答えた中学生が大体５％～12％ぐらい

減ってしまいました。その中で、引きこもりと

か自殺等の増加が懸念されています。最近の調

査では、39歳以下の引きこもりは70万人を超え

ているだろうと言われております。これも国の

大きな問題になってます。

　その中で６・３制の見直しをしていく必要、要

するに中一ギャップというのは６年生が終わっ

て中学校１年生の次の３年間に行く途中の問題

ですので、この６・３制の再考を提案されてい

るところです。どうして６・３制になったかとい

うと戦前は義務教育は６年間でした。進学しな

い者の多くは２年制の高等小学校で学んでいま

した。義務教育を８年に延ばそうという計画も

あったでですが、戦後アメリカで行われていた

制度６・３制をそのまま導入してきたということ

です。それが70年近く経ってもシステムが変わ

らずやっている、本当にそれでいいのかという

疑問を投げかける人もいます。また、子どもの

発達の伸び、身体的成長や性的な成熟が２年

間早まっていると言われております。かつては

ギャング・エイジと、小学３・４年生ぐらいの年

代で大変問題が多くてグループ作りで人のこと

をいじめたり、ちょっかい出したりということ

が多いと言われていた時です。ところがそのギャ

ング・エイジがどんどん上の学年になってきてい

る。ギャング・エイジではなくて中一ギャップに

取り変わっているという感じになってきていま

す。なので６・３制の区切りが今の子どもには必

ずしも合わなくなってきているのも事実です。

　そこで2000年ぐらいから小中一貫教育に取り

組むような教育や研究が進められてきました。

この見直しはひたちなか市でも行いましたし、

茨城県でもいろいろな市町村で行われました。

中一ギャップの解消や児童・生徒の減少などを

鑑みて小中連携をどうするかを先生方で話し合

いました。その中に、ひたちなか市の平磯・磯﨑・

阿字ヶ浦地域の児童・生徒の減少が課題となり

ました。児童・生徒数が少なくなると複式学級

というのがございます。この複式学級というの

は２つの学年を１クラスにして１人の教師が教え

るという方法です。地域の児童・生徒が減少し

て、社会の育成に欠かすことの出来ない子ども

同士の切磋琢磨するようなそういう場をもっと

確保していきたいという教育的背景があって検



務教育学校として申請すると独自の教育が出来

ます。例えば先程の６・３制が５・４制にしてみた

り、４・３・２制として小学校低学年４年間、中

学年３年間、中学校を含めた２年間というよう

なことも考えられるようになります。水戸にあ

る義務教育学校は４・４・１です。小学校低学年

４年、中学校を含めた４年、中学３年生だけ１

年間という形です。統合校の校長や教頭、また

学年主任で組織した統合校整備推進委員会の

中の学校運営検討委員会でどういうふうに何制

にしていくか、今話し合っている最中です。建

設候補地につきましては皆様の資料にあります、

「平磯・磯﨑・阿字ヶ浦

地区統合校建設予定地

位置図」市道の第７線

沿線磯崎字入道という

ところに６万1,200㎡の

敷地を候補地としまし

た。それぞれの小学校

の地区の保護者と自治

会の皆様に６回の説明

をし、 約300名の方に

お集まり頂きまして候補地としました。なぜそ

の場所かと言いますと各地区からの児童・生徒

の通学においておおむね中心であるということ、

それから交通施設の配置が整っているというこ

と、学校用地として必要な規模や形状が確保で

きているということ、それから農地なのですが、

学校建設については広域上必要な施設というこ

とで転用の許可に支障がないということです。

　また通学方法としましては様々な地域から通

学するということですので、それぞれの学校の

保護者とか警察、ひたちなか海浜鉄道株式会

社にも参加していただきまして何回も話し合い

を持ちました。昨年の８月から９月、約150名以

上の方々と話し合いをしたところです。安全性

や防犯上の観点から学校や警察関係者にも協議

に加わっていただいてその結果、徒歩と鉄道を

使った通学を基本にしようという形にしました。

自転車通学は、道路が整備されていない（道幅

が狭い）危険性が上げられました。自転車の事

故はあっても鉄道の事故はそうはないだろうと

いうことです。それと既存の交通手段の利用も

選定の要因です。ひたちなか市の子ども達の事

故も自転車の事故が多いので、やはり地元の方

達は安全を第一にして欲しいということでした。

　また学校建設のプラン・コンセプトとしまして

は、先ず第１には９年間にわたる児童・生徒が安

全で安心な教育環境の元で楽しく生活できると

いうこと、それから機能的な施設設計をするこ

と、またこれからの子ども達ですので、情報教

育の環境整備としてＩＣＴやWiFi環境の完備、

電子黒板、タブレット等を考えていこうと思い

ます。また「食」についても給食なども身近で

子ども達が自分で考えられるような給食を考え

ていきたいと思っています。また、交流スペー

スを、中学生と小学生が一緒に交流できるよう

なスペースを作っていこうと、何よりも児童・

生徒が使いやすいということで、学校、保護

者、地元の自治会の皆様の意見や要望を取り入

れるために「統合校整備等推進委員会」の中に

施設検討部会を設置しまして今年また話し合っ

ていくところです。先程の土地のところで今年

度、平成30年度は用地を取得するために動いて

いるところです。そして平成31年度から32年度

に校舎の建築や新駅、すぐ近くに駅が出来ま

すが、その整備を実施することになっています。

今年度は学校運営等委員会、学校の代表や保

護者で学校をどうやって、制度を含めて動かし

ていくか。また設備整備等部会ということで施

設整備をどうやって作っていくか。それから通

学等建設部会ということで学校、湊線、警察、

ＰＴＡという形で通学の方法を再度検討してい

く。そして学校名等検討委員会ということで学

校名をどうするのか、校歌はどうするか、細か

いところを検討していく。今年はアンケートを

取りながら皆さんのご意見を聞いて行きたいと

思います。また跡地利用検討委員会ということ

で跡地の利用は登校の設計や整備と同様に大変

重要なものです。その部会の中に、部会を通し

て学校関係者や地元自治会にご意見を伺い、有

効な跡地利用を考えております。

　長くなりましたが、今後も学校や保護者、

やっぱり何回も話し合いやご意見を頂くことが

必要であってひたちなか市では義務教育学校、

始めててありますのでより良いものを作って、

県でも先になるような、そういった学校を作っ

ていきたいと考えておりますのでどうぞも皆様の

ご協力とご意見をどんどん頂きたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

「出席はロータリアンの３大義務の1つです」


