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すが，改めましてこんにち
は。私達は，若い武田部長

２００９年度も２分の１が過ぎました。各小中学校では を中心に，しっかり者の坂
運動会，体育大会が終わってほっとひと息・・・そして次 野さん，オバチャンならぬ
は何がある・・・という頃でしょうか？ 小バチャン磯の３名で構成

コ

私は運動会で準備（用具）係をしたのですが，配置図片 されています （２名は兼。
手に用具の準備と，雨のため滑りやすくなった校庭に保護 務）【車えび】

者と一緒に一輪車で砂場の砂運び・整地と走りました。 今年度の取り組みとしては 「学校事務機能の強化を，
競技には参加しませんでしたが， 目指して」のテーマの下，３年目と期限付き２人の小

翌日の筋肉痛に笑ってしまいました。 力・微力ながらも日々必死にもがきながら活動してい
この気持ちと，９月の連休に訪れた ます。
加計呂麻島の瀬相港で，ただ静かに さて，そんな宇検村。今回は本村の魅力を紹介した
海や空を見ていたときの気持ちが， いと思います。
近の心の記憶として私にひと息つ まずは先ほどの車えび・・・。

かせてくれます。 これは宇検村に転入し
みなさんは，この秋にどんな感 てきた教職員の歓迎式で

動に出会われるでしょうか。 出てきます。ピッチピチ
機会があれば，声をお寄せください。 を踊り食いです。ちなみ
龍郷町立龍瀬小学校 宮田までお願いします。 にこのエビちゃんは，焼

内湾の豊かな漁場で育っ
たエビちゃんです。ご入＜ 執行部より＞

大島地区公立小中学校事務職員協会第２回執行部会が， り用の方は『宇検村養殖
【踊り食い】１０月７日に開催予定でしたが，台風１８号の影響により 所』まで。

１６日に延期になりました。 そして，みなさん大好き黒糖焼酎「れんと 。その工」
協議内容は，執行部・専門部の活動経過報告や第四次県 場（株）奄美大島開運酒造もあります。近所にある我

事務改善検討委員会報告，今後の活動計画についてです。 が家まで酒かすの香りが漂ってきて，毎日が酔っぱら
２２日の理事会で協議後，各市町村代表者を通して報告 っている気分です。ちなみに黒糖焼酎「紅さんご ，も」

があると思いますので，御確認ください。 ろみの蒸留後の残り液で造られた「純美酢」もありま
す。純美酢は，ジュースの
ように甘い飲み口です。美＜各地区からのたより＞

今回の原稿は， ① 奄美市東部ブロック ② 宇検村 と健康をお求めの方にお勧
③ 奄美市西部ブロック ④ 和泊町 から届きました。 めです。
ありがとうございました。 観光名所では，海抜６９

４ｍの霊峰「湯湾岳 。その」
展望台からの眺めは絶景で① 奄美市東部ブロック
す。晴れていたらもっと良大川小中学校 泉 一

東部ブロックは旧名瀬市の南部（奄美小学校から南）と かったのですが。【湯湾岳展望台より】

旧住用村からなっています。南部ブロックとなぜしなかっ 次に「新小勝」の滝。ちなみに「アランガチ」と読
たのか，今年度赴任した私には謎なところですが，多分た みます 落差は３０ｍほどです 大ウナギやタナガ 手。 。 （
いした理由はないと思い先任者たちには訊いておりません ながエビ）などがいます。川釣り好きな方はぜひどう。

さて，東部ブロックは会員９名で，月１回の定例会はテ ぞ。
ーマ研修と実務研修を主に各人の疑問点を出し合い，仲良 海水浴場「タエン浜」もお勧めの一つ。眼前には枝
くわきあいあいと楽しく研修を積んでいます。また，これ 手久島も見え，マリンブルーの海と白い砂浜がリゾー
とは別に「共同研究」というものを実施しています。今回 ト気分をより高めてくれます。シャワーなども完備さ
はこの「共同研究」について紹介したいと思います。 れています。目指せ！海人の方は一度訪れてみては？

これは，旧住用村の事務職員研修会で行われていたもの
を踏襲したもので，１日の日程で抽出された学校に行き，
仕事内容を見せてもらいながら日頃の仕事に対する考えな
どを伺うというものです。

今年は７月の後半に，住用中学校と名瀬中学校で「共同
研究」を実施しました。住用中学校ではボックスファイル
とフラットファイル を使ってスッキリとファイリングA4S
がされていてとても参考になりました。特に，新品に見え

【アランガチの滝】 【タエン浜】たフラットファイルのほとんどが古いものを裏返して使用
しているところに感心しました。 また，大島郡で一番と称される花火大会が開催され

また，名瀬中学校ではゴム印の多用による事務処理のス る『やけうちどんと祭り』もあります。今年も客席ま
ピード化が進められていて，おもしろいと思いました。両 で届くのではないか？と言わ
校ともとてもよく整理されていて「それぞれの家庭でも整 んばかりの至近距離からの水
理整頓がされているんですか」とある事務職員から質問が 中花火は， 高に見ものでし
出るほどでした。それに対する回答は曇りがちではありま た。また，祭りの運営等も商
したが・・・。 工会を中心に各集落の青壮年
以上 簡単に東部ブロックの活動の一端を紹介しました 団などが出店し，海の幸や山， 。

地区事務職員会の後など計画を立てて大島の学校を訪問研 の幸やらをそれなりのお値段
修するのも良いと思います。各学校とも快く引き受けてく で購入することができます。

【どんと祭りの花火】れると思います。たぶん・・・。 味もイケてますよ。



④和泊町事務職員会このように宇検村は自然や食
国頭小学校 島崎浩一材に恵まれています。そして何

よりも「人と人とのつながり－ 和泊町事務職員会は小学校４校，中学校２校の６名
『結い』の心」を大事にする地 で活動しています。研修は月１回（４月は認定関係で
域です。 ３回実施 ，わきあいあいとした雰囲気の中で，主に日）

私たち，宇検村事務職員部会 々の実務を通しての疑問点の解決，事例研修を行って
もこの理念に基づき，お互い協 います。日々の仕事については，いろんな事例が，毎
力し，研究・実践を深めていき 月のようにでてきて，事務職員の仕事の奥深さを実感

たいと思っているところです。 させられます。日々勉強，日々成長ですね。
，みなさん，宇検村にぜひ いもりんしょれ。 １１月には研修視察も知名町と合同で実施しており

昨年度は，吉田北中学校，霧島中学校，草牟田小学校
の三校を視察してきました。今年度も１１月の下旬に
計画しています。③ 奄美西部ブロック

和泊町は，特にこれについての研修というものはし朝日小学校 坂下 琴美
奄美市西部ブロックでは，ここ数年 「教育支援効果を ていませんが，１人配置である私たちにとって，同じ，

高める学校事務の改善はどうあるべきか」という研修テー 職種の人間が集まり語り合える場は，悩みや愚痴を言
マのもと，研修をおこなっています。これまでは，事例研 える唯一の場であり，毎日の仕事の英気を養い，元気

， ， 。修を中心にそれぞれの力量を深めてきましたが 今年度は をもらえるなくてはならない大切な場になっています
サブテーマを 正確で迅速な認定事務の確立と情報共有化 １つのテーマに向かって研修することも大事だとは思「 」
とし 教職員向けパンフレットの作成をおこなっています いますが，在任期間も短く，入れ替わりも早い離島で， 。
このパンフレットを活用すれば，なにか事例が発生したと は，日々の疑問点の解決中心の研修スタイルもいいな
きは，すぐに必要な書類を準備でき，事務職員自身もすぐ と思っています。
に対応できるのではと期待しているところです。９月まで これからも和泊町事務職員会６名一致団結，協力し
に 「貸付 「転居したときの事務手続き 「子どもが生まれ ながら楽しく研修をやっていきたいと思います。， 」 」
たとき の３つのパンフレットを作成しました 現在は 旅 それでは，まだちょっとスペースがありましたので」 。 ，「
費 「給与明細について」のパンフレットを検討中です。職 沖永良部の観光スポットを紹介します。それは「日本」
員が知りたい情報をいかに見やすくわかりやすく紙面に収 一のガジマル」です。このガジマルの木は国頭小学校
めるか。それぞれが工夫しながら，それぞれのカラーが出 にあります。明治３１年国頭小学校第１回卒業生が植
たパンフレットとなっています。 えたものです。１１１歳になります。高さ７ｍ，直径

また，現在奄美市では，共同実施の導入について市教委 ２３ｍの大きな木です。写真でもわかると思いますが
から申し入れがあり，奄美市の３ブロック（西部・東部・ その姿は，だ円形の美しい形をしています。１１１年
笠利）の協議が始まりました。奄美市教委としては，１月 もの間には，何度か枯れそうになるピンチもありまし
施行，４月導入を考えているようですが，よりよいものに た。その度に国頭の地
していくために規定等十分な議論が必要です。奄美市だけ 域の方々，ＰＴＡ，学
でなく他市町村の状況や情報を収集しつつ，検討していき 校職員の愛情と努力で
たいと考えています。 復活し，今日に至って

います。沖永良部にお
越しの際は，是非，国
頭小学校へ

＜新規採用者からの声＞
今年度初めて学校事務職員に採用された５名の皆さ

んから新鮮ピチピチの声をいただきましたのでご紹介
します。今回掲載されていない方についても随時掲載
予定です。お楽しみに・・・。

○事務職員として ○

奄美市立住用小学校 積ちはや
事務職員として４月から住用小学校で働くことにな

り，正直「なんで引き受けたんだろう」と事務の仕事
内容や引き継ぎ書を見て思いました。以前の私は保育
士として療養センターで障害児を見る立場であり，今
の仕事とは全く違う日々を送っていたからです。しか
し，小学校の先生方をはじめ，各学校の事務の先生方
に支えられ４月当初感じていた不安も今では感じるこ
となく過ごすことができています。研修会に参加し，

，疑問に思う点なども事務の先生方に詳しく教えて頂き
少しずつですが仕事にも慣れてきました。また，日々
の生活の中で子どもたちと関
わることが私の活力となって
います。事務職員にしか出来
ない仕事，事務職員だからこ
そ出来る仕事と誇りを持って，
毎日過ごしていきたいと思い
ます。
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。 。なるくらいだった こんな調子で４月が過ぎていった
今では，仕事の合間に余裕を見つけることもできる○ 知名町立住吉小学校 池之上勝太 ○

， 。ようになり 先生方とも楽しく会話するようになった
先生 そう呼ばれるようになりもう半年が過ぎました 長い休暇の後などには，仕事内容を忘れそうになるこ「 」 。

着任時ほんの数日前まで学生だった私は 「先生」と呼ばれ ともあるが，４月に比べたら段取りよくできるように，
ることになにか違和感を覚え不思議な気持ちでした。 なったと思う。また，事務職員の仕事だけではなく，

事務職員として４月当初はなにをしていいかわからず， 地域行事，ＰＴＡ活動にも積極的に参加している。
たくさんの書類のおかれた机にただ不安な気持ちで座って まだまだ未熟なところはあるが，少しずつ成長して
いました。引継書を読んでみますが，なにが書かれている いきたいと思っている。
のかわからず，事務室にある書類を呆然と眺めている日々
でした。半年たった現在でも不安はありますが，何かわか

○ 事務職員になって ○らないことがあるとまわりの小・中学校の事務職員の先輩
方に電話をかけて一から聞いたり，直接学校におじゃまし

和泊町立内城小学校 木佐木美幸たりと先輩方に大変お世話になって
います。先輩方もお忙し中どんなに 私が学校事務となってから，早いもので半年が過ぎ
些細なことでも懇切丁寧にご助言く ました。
ださり，感謝の毎日です。 学生時代は，常に実家生であったため，社会人にな

初めての離島での生活ですが，目 るのも一人暮らしをするのも初めてでしたが，この生
の前に広がるきれいな海に日々癒さ 活にも徐々に慣れてきました。
れ，子どもたちの陽気な明るさに元 仕事は初めのうちは訳も分からないまま，提出しな
気をもらい，教育熱心な先生方の後 ければならない書類に振り回されていましたが， 近
ろ姿に刺激をうけ日々奮闘していま になって少しずつではありますが，書類の内容等が分
す。学校現場における事務職員とし かるようになってきました。これも先輩事務職員の方
ての自分に何ができるのか。まだま 々の指導のおかげだと思います。

だそんなことを考える余裕はありませんが，この課題を念 生活の方も自炊をしながらなんとか暮らせています
頭に今後の学校生活を送りたいと思います。 し ”島ならでは”と言える体験（三味線，シュノーケ，

リング，ウミガメの産卵観察など）を通してかなり楽
しく過ごしているほうだと思います。

ほんの１年前である学生時代には，まさか自分が今○ 奄美市立東城小中学校 栄りか子 ○
のようにいろんな方々に「先生」と呼ばれる学校事務

窓が大きく明るい校舎，仕事に疲れ，顔を上げれば目に 職員になるとは，本当に思ってもみませんでしたが，
飛び込んでくる緑のコントラスト，元気な生徒たちに仲の 今ではかわいい子どもたちの学校での様子を見るのが
良い先生方，嵐のような４月を過ごしながらも，すぐに学 楽しみになっています。
校に登校することが楽しみになりました。 これからも職場の先生方や先

仕事をこなしていく上で一番ありがたかったのが，近隣 輩事務職員の方々の指導の下，
校の先生方の存在でした。気楽に 一社会人として勉強していきま
わからないことを聞ける環境を作 すので，ご指導ご鞭撻の程，よ
っていただきどれだけ心強かった ろしくお願い致します。
ことか。また月１回のブロック研
修会で他校の事務職員の先生方と

事務職員として採用され半年。初々しい先生方の声話をする中で事務職員の姿勢とい
を聞いていただきました。どうでしたか？新採の頃のうものを学ばせていただきました。
大変だった日々が思い出されます。初めて就く仕事ですがひとつひとつこなしていくたびに

皆さん１年経つまではまだまだ不安だと思います。増えていく知識に喜びを感じる日々，しかも事務の仕事は
でも大丈夫，優しい先輩方がついてます。みんなで一生活にもつながるので今まで何となくしていたことの仕組
緒に成長していきましょう。みがわかるたびに得した気分。この仕事をやってみようと

これからも頼みますよ！先輩！思い切って良かったと思っています。一年後には立派な縁
の下の力持ちになっているよう精進します。

次号は， 月発行予定です。原稿は，①伊仙町②奄12
。○ 初めての学校勤務 ○ 美市笠利ブロック③大和村④龍郷町へお願い致します

各市町村管外研修を予定していたり，実施したとこ
ろもあると思います。その時の感想・写真等もお待ち知名町立田皆小学校 中棚美空

大学を卒業してすぐに期付事務職員として小学校に勤務 していますので，よろしくお願いします。
することになった。周りからは「挨拶をしっかりするよう
に」と言われていたので，どんな仕事をするのだろうと考
えるよりも挨拶のほうに気をとられしまった。仕事に関し
ては 知らないことに悶々と悩むのは得意ではないので 当， 「
たって砕けろ」の構えで仕事を始めた。仕事は想像以上に
複雑で，危うく当たって砕けようとするところだった（本

当に大変だった 。何もわからない状態）
での初日。目の前に置かれている仕事
に対して何をしていいのかわからず，
ただオロオロしていた。午後になって

ベテランの事務の先生が丁寧に教
えてくれた。しかし，あの時は半
分も頭に入っていなかった（後に
なって全部理解できた 。とにかく）
やることがいっぱいで，自分が今
何をしていたのかさえ忘れそうに
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○大事協は次のような意義のもと
設立・活動しています○

○御確認をお願いします○

＜協会設立の基本理念に則り，
更なる発展を目指して活動する。＞

①大島地区小・中学校事務職員全員参加の
「輪（わ 」を目標とする。）

②本会は地区内の緩やかな繋がり,
親睦・融和・資質向上を目指す。

③大島地区内における情報交換の場とする。
④実務研修の充実を図る。


