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　未曾有の東日本大震災から半年が過ぎようとしております。被災者の方々が絶望的な状況の

中で、困難に立ち向かう姿は、海外の人々から驚嘆と賞賛の声を呼び起こしました。

　この不屈の精神は、長い教育によって育まれてきた個人の尊厳と社会的な教養の高さによる

ものであると確信し、改めて教育の持つ力の偉大さを実感しております。

　さて、近年、日本の教育を取りまく状況は大きな変革の時を迎えております。加えて、震災

におけるる学校の防災拠点としての役割、エネルギー問題の発生等、教育に関連した新たな側

面も生まれ、変化しつつあります。

　宮古島市においては、学校における生徒の学力向上、伝統行事を中心にした生きる力を育む

努力、そしてスポーツ、文化の推進を謳って人材育成等に取り組んできました。成果として、

学校で食に関する研究や学校菜園つくりの教育ファーム、英語活動等を展開し高い評価を受け

ています。その上、学校・地域が主体となった花いっぱい運動やイベント行事参加のボランテ

ィア活動が目立ち楽しみも膨らみます。また、吹奏楽で県代表として小・中学校が九州大会に

出場しており、将来に楽しみの分野です。さらに、英語弁論に全国大会出場、県の税に関する

作文で優秀賞、地域安全ポスター・標語でも優秀な成績をおさめています。市民文化祭での文

芸・工作・書道・絵画等に市民から大きな反響が寄せられました。

　一方、社会情勢が変化し、少子高齢化が進展する中で、児童・生徒の減少に対応した学校規

模適正化へ向けての教育環境の整備が大きな課題となっております。また、教育委員会では、

新たな取り組みとして、教育基本計画となる「宮古島市の教育ビジョン」の策定に取り組んで

おります。これにより基本理念や方針が明確にされ、教育行政が一層効果的に推進できるもの

としております。

　そこで、本市の教育へ理解を深めるために主要施策を紹介し、様々な資料をとりまとめて、

「平成２３年度　宮古島市の教育」を発刊しました。これを機会に、多くの皆様から教育行政

への助言・提言を頂き、効果的な教育振興へと繋げることができれば幸いだと考えております。

　今後とも、本市の教育力向上のため、市民各位並びに関係機関のさらなるご支援ご協力をお

願い申し上げ、発刊にあたってのあいさつと致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年７月　吉日

宮古島市教育委員会

教育長 川上 哲也
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