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■いの町の強みって何？ 

2015 年 11 月末のことです。当時、国から全国の自治体に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定要請

が下りてきました。いの町でも何を主軸に創生していくかを協議・検討しました。山﨑教育次長は教育委員会

の代表として会議に参加していましたが、教育分野での地方創生事業の発想は難しく、人口 23,000 人弱（当

時）の小さな町には、近年「仁淀ブルー」の名称で知られるようになった仁淀川などの豊かな自然や伝統の紙

産業（土佐和紙発祥の地）があり、それを核にした戦略になるのだろうと考えていました。 

しかし、いの町には 3 年前より新たなつながりが生まれていました。それが菊池省三先生とのつながりでし

た。 

2012 年 7 月。「プロフェッショナル仕事の流儀 未来をつかむ、勝負の教室」が放送さました。当時、町内

には子どもと先生との関係がうまく築けない学級が複数あり、しんどい思いをしている学校がありました。委

員会も色々な手立てを講じましたが、なかなかうまく進みませんでした。そんな中、当時の臨時職員が、菊池

先生に現状を伝えるメールを送信したところ「自分にできることなら何でもします」とのお返事があり、次年

度の町内教員対象の夏季研修会での講師が決まりました。 

翌年夏季研修会で講演を聞いたある小学校の校長先生が、菊池先生の授業を我が校の子どもたちに受けさせ

たいと強く願い、年末の土曜授業開催を実現させました。 

この授業を参観された町内の他校の先生方から、うちの学校に来てほしいとの声が次々と出てきました。こ

うして、2015 年まで年数回の授業や講演をしていただきました。時には教育委員も共に参観し、菊池先生の教

育観、授業観、指導観への理解を深め、よい授業で学力を上げるだけではなく、将来社会を生き抜くための自

尊感情やコミュニケーション能力も合せてバランスよく育てたいと共通認識していきました。 

そして、冒頭の 11 月末につながり、山﨑教育次長が閃きました。菊池先生に継続して来訪していただき、い

の町の独自の教育改革により「こころを育てる」ことが地方創生に繋がるのではないかと。早速 12 月上旬に菊

池先生が松山に来られることを聞きつけ、教育次長、次長補佐、研修指導員の 3 人で突撃訪問しました。する

と、菊池先生は大変興味を示され、貴重なアドバイスをいただきました。私たちはそのアイデアをどのように

具現化するのかを検討し、藤岡教育長に相談。常日頃より慎重な教育長も「もう絶対にこれは必要なことだ」

と理解を示しました。 

その後、企画書を作成のうえ、町長に相談。即座に許可を得ることができ、総務課の総合戦略担当に相談し、

国に計画書を提出・採択されました。こうして、全国初「教育で町おこし」という地方創生総合戦略がスター

トしました。 

 

■ほめ言葉のシャワーのまち いの町へ 

いの町は高知市に隣接し、公共機関や高速道路もあり生活環境は充実しています。また、幼稚園・保育園が 
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12 園（私立を含む）、小学校・中学校が 12 校あります。他にも県立高等学校が 2 校（普通科分校、商業科）

あります。 

そんな教育環境でも、やはり地方の小さな町であるため、人口減少という大きな課題を抱えています。現状

では、2060 年には人口が 10,000 人を切るという推計が出ていますが、この取り組みを進めることで、14,145

人をめざします。（下図） 

教育面においても自尊感情の低さや不登校者数、学力面

などの課題がありました。 

2015 年 4 月には「いの町子ども子育て支援事業計画」が

策定されました。その基本理念は「ゆたかな自然につつま

れて やっぱりみんなぁ いのがすき！」～親子そろって 

ぷっくりハート のまちづくり～です。「ぷっくりハート」

とは、自尊感情が高まっているこころをさしています。 

2016 年地方創生総合戦略策定。「ひと」に注目した『心

そだてる「みらいの町」推進事業』の主要事業として「菊

池学園」がスタートしました。 

このことも踏まえて、2017 年 2 月には「第 2 次いの町教育振興基本計画」を策定しました。ここには、菊

池学園の取り組みで目指す姿を 3 つ掲げています。 

・自尊感情が高く、他者と共存・協働することができる「生きる力」を育む教育が実践されている。 

・コミュニケーション能力を高め、主体的・能動的に行動できる子どもを育成する教育が実践されている。 

・子どもが自己実現のために必要な知識・技能・能力を習得するための教育が実践されている。 

まずは自尊感情を高め、子ども同士の関係性、大人と子どもの関係性を築き、自分らしさが発揮できる学級

づくりを目指します。その後、これまでのいの町の教育の在り方を菊池先生と共にさらによいものに変えてい

くこと、教師主導型の授業から、子どもを主役とした学びへの転換へとつなげていきます。 

そして、ほめ言葉のシャワーのまちをめざして、子どもをはじめとする一人一人の自尊感情を高める教育を

最重要事項として取り組んでいくことを明記しています。第 2 次いの町教育振興基本計画は町ホームページか

らご覧いただけます。 いの町ホームページ（http://www.town.ino.kochi.jp） 

 

■学級・寺子屋・たまご・学び場で 

菊池学園では主に①「菊池学級」②「教師塾 菊池寺子屋」

③「教師のたまごセミナー」④「大人版 菊池学級」の 4

つの取組（左図）と町内外へ PR するために⑤「いの町教育

特使 菊池省三先生との学び場」を実施しています。それぞ

れにおいて子ども、教職員、保護者、町民の自尊感情やコミ

ュニケーション能力を高め「生きる力」を育むことを目指し

ています。 

①「菊池学級」とは、菊池先生に各校を訪問して授業を観ていただき、指導・助言を受けたり、授業をして

いただき子どもたちが直接指導を受けたりすることです。菊池先生が授業をされると一瞬にして「菊池学級」

に変わります。この取り組みも 3 年目になり、幸運にも複数回菊池先生の授業を受けた子どもたちは、より積

極的な姿勢になったり、「学びのための立ち歩き（学び合い・話し合い）」がスムーズになったりしてきました。 

また、参観日や PTA 講演会で訪問することもあります。学校便りなどで間接的な接点しかない保護者や地域

住民が、菊池先生と直接関われる貴重な機会です。いつもよりたくさん保護者が参加してくださいます。先日 
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もある学校での講演で菊池先生が「価値語日めくりカレンダー」を取り上げたところ、保護者から自宅用に購

入したいとの相談がありました。改めて、直接話を聞くことの影響と効果を感じました。 

②「教師塾 菊池寺子屋」とは、菊池先生の教育観や指導観をじっくりと学ぶ場です。菊池先生には毎月 3・

4 日連続して来町していただいており、宿泊日の夜（当初 19:00～22:00、現在 18:30～21:00）に、年間 30

日程度開催しています。初年度は 625 人、2 年目は 373 人（いずれも述べ数）が参加してくださいました。参

加条件は、町内の教育関係機関に勤務している方、もしくは、町内在住の教育関係機関に勤務している方とし

ています。これは移住者を増やすための条件設定です。公立学校の教員は異動がありますが、いの町に住んで

いれば寺子屋に参加できるという特典を付けました。このことにより、実際に町外から引っ越してきた先生も

複数います。 

テーマは「価値語」「ほめ言葉のシャワー」「成長ノート」などの菊池実践の核となるものや、「気になる子へ

の指導について」「1 学期のまとめ・2 学期のスタート」「個別相談」などのニーズに合わせたもの、また、「実

践交流」「対話的な授業についての授業分析」「学級ディベートについての授業分析」といった菊池先生や町内

の先生方の授業ビデオのストップモーションなどを設定しています。 

参加者は数名の時もあれば、中学校区の保育・幼稚園、小・中学校の教職員を対象（下写真）とした時もあ

りました。さらに、教職員だけではなく保護者や地域住民

も対象として開催したこともありました。 

しかし、この参加条件では町外に勤務している先生方が

寺子屋に参加できず、取り組みの魅力や楽しさを充分に知

ることができないため、一部でも公開してほしいとの意見

があったことを受け、月 1 回程度公開することにしました。

日程は町ホームページに掲載し、視察も随時対応していま

す。これまでに 15 市町村や一般企業からの視察があり、

全国でこの取り組みへの関心が高いことを実感しています。 

③「教師のたまごセミナー」とは、教職を希望する学生

と現職の教員が一緒に学ぶ場です。県内には 3 つの大学と

1 つの短期大学があり、大学生の 8 割近くが県外出身者で

す。この「たまごセミナー」などを通して県外出身の学生

がいの町の教育に、また高知県の教育に興味を持ち、高知

県の教員になっていただきたいといったこともねらいの 1

つです。 

学生と現職の教員とが一緒に学ぶことはともにメリット

があります。学生にとって現職の教員はメンターであり、教員にとっては自分の原点を振り返るきっかけにな

ります。 

特に、昨年度の「たまごセミナー」では、特別講師とし

て隂山英男先生を招へいし、講演及び「これからの教師に

必要な力」をテーマとした対談を行いました。セミナーの

最後には、参加した学生を中心にグループディスカッショ

ンを行い、将来への夢を語り合いました。（対談の詳細は、

「白熱する教室第 12 号」掲載） 
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参加者の感想を紹介します。 

○学生の感想 

今まで実習等で授業をする中で、授業することで精一杯になり、子どもたちに目を向けることができてい

なかったと反省しました。子どもたちの変化に気付き、その場でほめて伸ばせるような教員になりたいです。 

◇教員の感想 

いろんな子どもが増えている中で、子どもに対して教師の見る目が必要とされていることに同感しました。

いつまでも向上心を大切にしていく事を、改めて感じこれからも実践していきたいと思いました。 

人材育成はどの業種においても、重要課題の 1 つです。教育界では、教育学部のある大学では様々な学びの

場が学内にあります。学生自身も様々な活動に積極的に取り組んでいます。保育士や幼稚園教諭を養成する短

期大学や専門学校も同様です。 

しかし、教育学部のない大学ではそのような機会が少ないようです。昨年このセミナーに参加した学生の一

人が、今年町内の学校に講師として赴任しました。このセミナーでの縁もあり、いの町での勤務を喜んでおり

寺子屋にも参加してくれました。 

④「大人版 菊池学級」とは、菊池先生と町民が直接関

わる機会のことです。教育委員会では町民を対象とした「町

民講座 いの元気塾」を開催しております。毎年菊池先生

に講師をしていただき、今年は「いの町版！笑顔あふれる

魔法のコミュニケーション」をテーマとして※11 月に登壇

していただきます。（※原稿作成は 10 月）菊池学園の取り組みは

地方創生事業の一環であり、学校だけではなく大人を含む

地域への波及も計画しております。子どもをはじめとするいの町の「ひと」一人ひとりの自尊感情が高まって

いくことで、心も体も充実した「ぷっくりハート」の町民を増やしていきます。そのために、菊池実践を大人

にも取り入れ笑顔があふれる町にしていきます。 

⑤「いの町教育特使 菊池省三先生との学び場」は、菊池学園をより広く PR するための取り組みです。内容

も菊池先生の講話や先生方の実践発表だけではありません。町内の小中学生から希望者を集めて特設菊池学級

をつくり、菊池先生や町内の先生方による模擬授業をしたこともあります。今年 9 月末までに 7 回開催し 529

名の方が参加してくださり、うち 193 名が県外からの参加で約 36%を占めていることからも、一定の成果が

出せたと言えます。 

児童生徒参加型の学びも定着し、連続参加する子どもや

全員参加の学級も出てきました。 

（右写真：第 5 回学び場の参加者と授業者） 

 

 

■より深く：いの町が目指す教育の姿 

3 年目を迎え目指す教育の姿は、「白熱する教室 13 号」

でも紹介していただきましたが、その後、一部加筆修正をしました。（次図） 

先日、視察に来られた方（一般企業勤務）にこれについて説明をしたところ、「これは企業にも当てはまりま

すね！」と即答されました。「先生と子どもの関係」は「上司と部下」、「子どもと子どもの関係」は「同僚との

関係」に置き換えられると。企業においても、まずは関係性ができている組織が大切であるともおっしゃって

いました。 
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温かい関係性がある学級、学校に通った子どもたちは、

自分らしさを発揮できるようになります。そこで自尊感情

も意欲も高まり、自分の夢や目的を叶えるために、最大限

に努力します。そのような子どもたち、また、大人がたく

さんいる町にしていきたいと思っています。 

 

■いの町教育研究所との連携 

本町では教育研究所を中心に教職員等が一同に会し、研

究推進を図っています。 

今年度の菊池学園との連携を紹介します。 

平成 30 年度いの町教育研究所運営要綱では、「主体的・

対話的で深い学びをめざした授業の改善－少人数による話し合いのある授業－」を共通課題としています。 

4 月 25 日に開催した「いの町教育研究大会」で、菊池先生から、「少人数による話し合いのある授業」の成

立にむけたポイントを 2 つ、①学び合うための「動きのある対話・話し合い」②「挙手→指名→発表」のみか

らの脱却について、町立小中学校で菊池先生が行われた授業 DVD を参考に講演をしていただきました。 

また、8 月 21 日に開催した「いの町夏季教育研修会」では、幼児教育部会・小学校部会・中学校部会を代表

して 2 園 4 校が実践発表を行いました。 

実践発表の一部を紹介します。 

天神保育園と吾北保育園・吾北幼稚園は、0 歳から 5 歳児までの個々の育ちを見通し、「ほめ言葉のシャワー」

を取り入れながら自尊感情を高めています。 

そうして、就学後の「主体的・対話的で深い学び」を達成するための土台となる人間関係づくりに取り組む

と共に豊かな感性を育てています。 

具体的には、子どもたちの「ぷっくりハート」を育むた

めに、安心して自分を出すことができる温かい雰囲気づく

りを大切に、ありのままの姿を受け入れ、丸ごとそのまま

を認め、スキンシップを取りながら笑顔で関わることや、

子どもの仕草から内側をみる目、子どものやる気をおこす

言葉がけを日々行っています。 

また、我が子のほめ方がわからない保護者には、園に掲

示した価値写真や連絡帳などで、子ども一人ひとりのよい

ところを見つける視点を増やす仕掛けづくりを行っています。  （園が掲示した価値写真を見ている様子） 

伊野小学校では 2 年生と 6 年生の取り組みについて発表され、話し合い活動がより深まるための一つの手段

として取り入れた学級ディベートを経験した児童の変容が語られました。 

長沢小学校は小規模・複式教育のよさを最大限に生かして児童が主体的に授業を進める仕掛けや、全校ほめ

言葉のシャワー・集会活動や行事で全員感想など、安心して発言し、聞き合う人間関係づくりについて取り組

みが発表されました。 

伊野中学校と神谷中学校の実践発表では、伊野中学校から「少人数による話し合いのある授業」の成立にむ

けたポイントを 2 つ（①動きのある対話・話し合い②「挙手→指名→発表」のみからの脱却）に関連させた「授

業を見る視点・する視点 10 項目」が報告されました。神谷中学校からは、ほめ言葉のシャワーや成長ノートや

価値語の植林等を取り入れながら、教科リーダーを中心とした授業づくりの取り組みが報告されました。 

いの町 菊池学園だより（第 15号） 
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その後菊池先生からは、各実践発表に対する講評をいただき「少人数による話し合いのある授業の先へ」と

題して講演をしていただきました。 

参加者の感想を紹介します。 

○各校の発表の中に子どもたちの動きが多くなってきているように思う、菊池学園の成果ではないでしょう

か。 

○菊池先生の講話からは毎回、教師の力量や学ぶ姿勢によって子どもたちがいきいきと輝ける学級がうまれ

るのだと感じます。そんな教師に出会えたことは、子ども・保護者にとっても幸せだと思います。この取

り組みが広がり、子どもたちの笑顔が増え、幸せが広がっていけるように今後も菊池先生に学んでいきた

いと思います。 

このように、保幼小中が継続して菊池実践に取り組み、組織的な教職員研修を推進して、目指す教育の姿の

実現に取り組んでいます。 

 

■より広く：子どもから、高齢者まで 

子どもの「ぷっくりハート」を育むためには、保護者への支援が欠かせません。 

いの町地域子育て支援センター「ぐりぐらひろば」では、妊娠期から子育て世代への切れ目のない包括的な

支援が行われています。 

親同士の交流や親子で地域の子育て支援者と関わり、寄り添う支援を通して、保護者の心の栄養は満たされ、

出産や育児への不安が緩和されています。こうして、ぐりぐらひろばに来る一人ひとりの子どもの心に安全基

地がつくられ、心身ともに豊かな子どもが育っています。 

他にも、町内にある介護事業所の職員を対象にした研修の成果として、ほめ言葉のシャワーを知り、職員同

士で取り組むようになった事業所があります。職員が笑顔だと、ご利用者さんともプラスのコミュニケーショ

ンが取れます。介護する側とされる側という関係性を超え、人と人が感謝の気持ちでつながって、高齢者の「ぷ

っくりハート」を育む取り組みが始まっています。 

 

これからも、私たちは教育行政に携わる者として、地域の宝である子どもの幸せを第一に、保護者、教職員、

いの町で暮らし働く人々が、菊池学園の取り組みをきっか

けに「ぷっくりハート」になれるよう、あらゆる視点から

事業を展開していきます。 

その先には、子どもと子ども、子どもと大人、人と人が

温かくつながって、清流仁淀川のように心を潤してくれる、

いの町の未来があります。 

（右：委員会職員が作った「ぷっくりハート」グッズ） 

 

いの町 菊池学園だより（第 15号） 


