して祖父にとって幸せだったのかとい
う疑問が消えない。
祖父の受けた「延命治療」と祖母の選
んだ「緩和ケア」は、どちらも医療技術
の進歩によってもたらされた人間の最
期の過ごし方だ。医療技術の発達によっ
て、最期の瞬間をどう過ごすかというこ
とに対し、選択肢が与えられた。人間の
生死が人間によって操られるようにな
ってしまったことを、私たちはどのよう
にとらえたらよいのだろうか。
昔は人は自然の一部だった。誰にも手
出しできない領域である生や死を、私た
ちは受 け入 れる こと しかで きな かっ た。
しかし、今は違う。人が人の生死を選べ
るのである。大切な人には少しでも長く
生きてほしいし、自分自身もそうだ。そ
れでも、たくさんの管につながれて生か
され、最期を迎えることが本当に幸せな
のか、人間らしい最期といえるのか。か
といって、延命を断念して苦痛をやわら
げ、穏やかな死を迎えるというのも、精
神的には苦しいと思える。
二人の対照的な死を目の当たりにし
たからこそ、私はすべての人が直面する
死について考える。しかし、その結論は
いまだに出ていない。ただ言えることは、
生きている限りにおいて私たちには心
が存在するということだ。人間らしい生
とは、 心臓 が動 いて いるだ けで はな い。
心と体を切り離し、心を置き去りにした
ままの生に、私たちは自分らしい幸せを
感じることはできないのではないだろ
うか。 喜び や楽 しさ 、悲し みで さえ も、
感じる心を伴った生を、求めるべきでは
ないか。

第１３回 個人部門
最優秀賞
私が介護士になることを
決意した瞬間

私はこの一年の間に祖父と祖母とい
う二人のかけがえのない人を失った。し
かし、二人の死はまったく違った。私は
二人の死を通し、人の生死について深く
考えるようになった。
科学が発達し、私たちの生活はたくさ
んの恩恵を受けている。医療においても、
治療の 方法 がよ り多 くなっ た。 しか し、
選択肢が増えたことで、反対に見えなく
なったことがあるのではないか。私は今
回のことで、そのように感じた。現代の
医療には「延命治療」というものがある。
祖父のケースである。私の家族は祖父の
延命治療に同意し、自力呼吸ができなく
なった祖父はのどに人工呼吸器をつけ
た。命はつないだが、話すことができな
くなった状態で三カ月ほど延命し、たく
さんの管につながれたまま亡 く な っ た 。
祖母は緩和ケアを選び「ホスピス」に
入った。ホスピスは安らかに家族と過ご
すための場所であり、祖母は一時とても
元気になった。病院で入院していたころ
は、食事もとることができず寝たきりだ
ったが、ホスピスでは一緒におやつを食
べたり、散歩したりと、祖父の時にはで
きなかった穏やかな時間を過ごすこと
ができた。そして祖母は体調を崩してか
ら、一週間ほどで静かに息を引き取った。
私は将来「介護士」になりたいと考え
る。職業体験でデイケアサービスに行っ
た時、介護士さんに言われた言葉が今で
も忘れられない。

佐賀県立伊万里高等学校 ２年
野中 南菜さん

誰もが祖母の最期はとても人間らし
いものだったと言う。私も今ではそう思
う。だから、一年以上たった今でも、あ
の時「延命治療」に同意したことが果た

私が中学二年になったばかりのある
日の夜 、家 に一 本の 電話が 鳴り 響い た。
祖父の家からだった。電話をかけてきた
のは祖母で、祖父が苦しんでいると唐突
に言われた。両親はすぐさま祖父の家に
向かった。両親が着いた時には、祖父の
顔はだ んだ んと 青白 く変わ って いっ た。

「最期の瞬間まで楽しく。だからどんな
れ、苦しそうな息遣いでうろうろと部屋
時でも私たちは笑顔で。」
を動き廻っていた。しばらくすると、母
介護士という仕事は、多くの人の死に
牛の尻 から 黒い 小さ な足が 見え 始め た。
近い職業であるだろう。話を聞いたとき
母がそ の小 さな 足に ロープ を結 びつ け、
は、なんて辛い仕事なんだろうと思った。 み ん な で 力 を 合 わ せ て ロ ー プ を 引 っ 張
でも二人の死を通してその言葉の本当
った。長い時間を経て、当時の私の身長
の意味がやっと分かった気がした。それ
とさほど変わらない大きさの子牛が、母
と同時に、介護施設での祖父が楽しそう
胎から生まれ出た。その光景を目の当た
に職員の人たちと話したり、遊んだりし
りにした私は、牛という存在に魅かれる
ていたことを思い出した。その瞬間、私
ようになり、祖父の牛舎に足を運ぶよう
は介護士になりたいと思った。おいしい
になった。
ものを食べて幸せそうな顔をしていた
私が小学六年の時、父が「今やってい
祖父。きれいな花を見て笑顔になった祖
る車の整備工場を辞め、牛飼いをする。」
母。そんな心を動かす幸せを、たくさん
と言いだした。私は牛が好きなので、も
の人に 、最 期の 瞬間 まで感 じて ほし い。 ちろん賛成だ。母や私の兄弟も「自分の
「自分らしい」生を最期まで送る手助け
やりたい事をやればいい。」と賛成した。
ができる、そんな介護士に、私はなりた
しかし、牛を飼うにも牛舎がない。そこ
い。
でまず牛舎を建てることにした。家族総
出で大工の助けもなく、約二年間かけて
立派な牛舎を建てることができた。
初めて導入した牛は、祖父が丹精込め
個人部門
て育てた母牛だった。最初は一頭だった
優秀賞
牛も子 を生 み、 その 子牛が 母牛 とな り、
就農への決意
その数は次第に増えていった。私はその
牛舎に行って、牛と遊ぶのが一番の楽し
鹿児島県立市来農芸高等学校 ３年
みだっ た。 いつ しか 、「将来 の夢 は？」
砂坂 志高さん
と聞か れる と「 牛飼 いにな ることだ 。」
と答えるようになっていた。
私は牛飼いになる。私が牛飼いを志し
だが、月日が流れるにつれ、次第に自
たのは、小学五年生の蒸し暑い夜のある
分のやりたいことがわからなくなって
できごとがきっかけだった。
いった。そして毎日のように行っていた
牛舎にも足を運ばなくなり、休日は友だ
ちと遊んでばかりいた。

蒸し暑い真夏の夜、私がそろそろ寝よ
うかという時刻に、一本の電話がかかっ
てきた。電話は祖父からで「もうすぐ子
牛が生まれるから手伝いに来てくれ」と
いう内容だった。
私は好奇心のままに両親と共に車に
乗り込み、祖父の牛舎へ向かった。牛舎
に着くと一部屋だけ明かりが灯されて
いた。そこには黒く大きな牛が縄に繋が

すぐに 救急 車を 呼び 、病院 に向 かっ た。
私は家で留守番をしていたが、不安で仕
方がなかった。その夜遅く、父だけが戻
個人部門
ってきた。祖父の容態を聞くと「肺梗塞」 審査委員特別賞
という病気で、一命は取り留めたという
小さなことから大きな夢へ
ことだった。その時、緊張の糸が一気に
切れた。
昭和薬科大学付属高等学校 １年
祖父が入院している間、祖父の牛の世
大平 紗里さん
話は父がすることになった。私は何かで
きることはないかと考え、祖父の牛の世
私の夢は、薬剤師になって国境なき医
話を手伝うことにした。
師団の よう な活 動を するこ とだ 。よ く、
久々の牛舎。牛は荒い息遣いで餌はま
なぜ医師でなく薬剤師なのかと聞かれ
だかと言わんばかりにモーモーと吠え
るが、正直、どちらでもよかったのかも
ていた。この懐かしい光景に、自分自身
しれない。小さい頃から体が弱く、喘息
が子どもの頃に描いていた夢を思い出
を患っていた私は、週に一度の割合で病
した。すると、それまでもやもやしてい
院に通っていた。健康な人よりも医師や
た気持 ちが 晴れ たよ うな気 がし た。 昔、 薬剤師とふれあう機会が多く、もともと
描いた夢。それは、かわいい牛に囲まれ
医療関係の仕事に就きたいと思ってい
て生きていくことだった。それからは再
た。そんなとき、祖母に勧められた職業
び牛舎に足を運ぶようになった。そして、 が薬剤師だった。おばあちゃん子の私は、
牛の世話をしながら気づいたことがあ
祖母の期待に応えたくて、薬剤師になる
る。それは、牛についてあまり知識がな
ことを決めた。
そしてもうひとつの国境なき医師団
いことだ。
私は牛に関する知識を学ぶために、農
のよう な活 動を する という 夢、 これ は、
業専門 の高 校に 入学 するこ とを 決意 し、 小学生の時に、海外でボランティアをし
将来立 派な 牛飼 いに なるこ とを 志し た。 て い る 人 が 講 演 を し て く れ た こ と が き
今、農業高校の三年生になり、人工授精
っかけで志すようになった。現在の日本
の練習 や分 娩介 助な ども教 わっ てい る。 ではほとんど感じられないが、世界では
そして牛が生まれる瞬間や牛が弱って
いまだにハンセン病患者に対する差別
死んでいく光景を目の当たりにし、かけ
が残っている地域が多く存在する。既に、
がえのないものを学べた。この経験は今
治療法も予防法も見つかり、感染力も弱
後、私の強い武器になると思 っ て い る 。 いことがわかっている。しかし、発展途
上国などでは、医療環境が整っていない
私は高校卒業後、農業大学校に進学す
せいで、根拠なく患者を隔離するなどの
ることを強く希望している。そこで人工
差別がなくならない。そこで患者たちを
授精などの高度な技術と資格を取得し
救ったのが国境なき医師団というわけ
たい。そして将来は、故郷の種子島の黒
だ。この講演会で私はとても感動し、同
毛和牛を引っ張っていける人材になり
時に世 界の 現実 に愕 然とし た。 そし て、
たい。
いつか国境なき医師団の一員として活
動し、医療格差の是正などに取り組みた

いと思うようになった。
戦争や差別は人間が生み出すもので
ある。そしてそれをなくすのも人間であ
る。他人との違いを認め、受け入れられ
る心遣いができる人こそ、医師団に必要
な存在であると考える。今はまだ大きな
ことはできないが、小さな親切、例えば
落ちているゴミを拾うなど、人目の有無
に関係なく、当たり前のことを当たり前
にできるように心がけている。彼らの活
動もきっとそうだ。発展途上国や戦場な
ど、劣悪な環境の中で活動せざるをえず、
時には難しい選択を迫られることもあ
るという。緊急で来院した赤ちゃんに酸
素マスクを取りつけるとき、もしその赤
ちゃんに助かる見込みがないと判断す
れば、マスクを外してしまうそうだ。現
地では医療器具が十分でないため、より
多くの命が助かる方を選択するのだ。そ
れも一種の「優しさ」なのだろう。だが、
小さな親切の積み重ねが大きな活動へ
と広がっていき、人に感動を与えられる
ようなそんな活動となるのだ。難しいこ
とだが、意識次第で誰でもできる。
私も、新聞に国境なき医師団の記事が
あれば切り抜いて集めたり、今年からは
大学の資料集めを始めたりと、身近なこ
とから将来につなげるように し て い る 。
そして、大学を卒業して国家試験に受
かれば、病院に就職したい。調剤薬局で
は学べ ない チー ム医 療を学 べる から だ。
一時期は新薬の開発にも興味があった
が、人とふれあうことが好きで、なによ
り小さい頃から医師や看護師、そして薬
剤師に笑顔で安心させてもらい、そのあ
りがたみを知っているからこそ、病院で
働きたいと思うようになった。
自分の将来を人に話すのは少し恥ず
かしい。小学校の卒業式で、自分の将来
の夢を発表する場面があった。私はもち

ろん薬剤師になって国境なき医師団の
一員として活躍する、と発表したのだが、
それがテレビのニュースで放送された
のだ。本当に短い時間であったが私は素
直に嬉しかった。自分の夢が他人に認め
てもらえた気がした。
このことがあって、私は自分自身の夢
に自信 を持 てる よう になっ た。 そし て、
今までよりも積極的に勉強に取り組む
ようになった。いつか、私が調合して渡
した薬で誰かが元気になって、笑顔にな
ってくれることを願って、今はまず、大
学受験に向けて頑張っていきたい。

第１３回 グループ部門
優秀賞
これからは田舎の出番だ
広島県立加計高校芸北分校 ２・３年
中田 和志
村竹 慎也
沖
誠
淀渕 史織
上奥 美沙子
鷲野 弘征
一．活動の動機
私たちが通う加計高等学校芸北分校
は、山 々に 囲ま れた 自然豊 かな 場所 で、
山から流れる水はとても澄みきってい
る。私たちは生まれてから今まで芸北と
いう地域で育ち、芸北での生活こそが常
識であると思っていた。しかし、都会か
ら来た友だちと話していると、玄関の鍵
をかけずに寝ることや星がきれいに見
えることなど、私たちが当たり前だと思
っていたことが次々に覆され、地方と都
会の違いにとても驚かされた。
私たちが住んでいる芸北は、北広島町
の中にあり、人口約 2,500
人で島根県境
にある。冬になると多くの雪が降り、ス
キー場は観光客で賑わっている。そのた
め、芸北で育った地元の人たちのほとん
どが雪 に慣 れて おり 、スキ ーも でき る。
しかし、都会で育った人は、多くの雪を
見るだけで驚いている。私たちはその姿
を見て、スキーができることが自慢でき
るようになった。
昔から住んでいるこの町は、私たちに
とってかけがえのない存在である。しか
し過疎化が進み、私たちの地域は輝きを
失いかけている。そこで違う地域の特色
や文化を知り、私たちの文化の良さを再
認識していくことで地域を盛り上げる
アイディアが浮かぶのではないかと考
えた。
また、今日の日本は食糧のほとんどを

輸入品に頼っている。しかし、これから
は世界的に食糧難の時代が来ることが
予想され、この問題を解決するためには、
農業にかかわる人たちが先頭に立って
引っ張っていかなければならない。田舎
はその中の大事な地域的要素である。
二．田舎の魅力
はじめに田舎と都会を比べ、田舎の魅
力を再認識しようと考えた。
田舎と都会には、人と人とのつながり
で大きな違いがあることに気づいた。都
会に住んでいたことのある生徒の話で
は、アパートに住んでいる人は周囲の部
屋の人に関して知らないことが多く、中
には隣に住んでいる人のことさえ知ら
ないことがあったと聞いた。また、引っ
越しをする人もいるため、たとえその場
所に馴染んだとしても環境が変わって
しまうため、人とのつながりは少ないと
考えた。
しかし、田舎ではその場所にずっと住
み続けている人たちがいて、そしてこれ
からもその場所に住み続ける人がほと
んどである。さらに、自分と関係のある
親戚などが大勢いる。自分と無関係の人
なら難しいが、そういう関係があればお
互いに助け合ったりすること が で き る 。
また、日本の人口の約 割
2 が高齢者で
超高齢者社会となった。
（ 2007
年度統計）
その高齢者が暮らしやすいのはやはり
田舎の環境である。なぜなら、自然が豊
かで車の交通量も少なく、安心して暮ら
せるためだ。加えて、田舎の人はコミュ
ニケーションをとることや困った時に
は助けあう習慣もあることから、とても
暮らしやすい環境であると考える。
私たちは人口の少ない田舎はその支
え合いがあるからこそ信頼感が生まれ
るのだとわかった。私たちの地域で外出

するときに鍵をかけないという、都会で
田舎はインフラの整備において都会
は考えられないことも地域の人たちの
よりも 数倍 不便 かも しれな い。 しか し、
信頼関係があるからである。
その不便があるからこそ田舎には人を
逞しく育てるたくさんの能力が秘めら
三．田舎の環境、芸北と都会の違い
れていると感じた。
さらに私たちは田舎と都会の環境と
では何が違うのかに目を向けた。
四．田舎の農業
まず都会から来た生徒に聞くと、都会
次に食糧難の対策について考えた。私
は田舎のように自然の中で遊べるよう
たちはまず、食糧を生産することではな
な場所が身近にない。そのため家でテレ
く、たくさんの食糧が捨てられていると
ビゲームをして遊んだりすることが多
いう所に注目した。日本では毎日多くの
く、そしてそれは子どもの体力低下の原
食べ物が結婚披露宴や宴会などでテー
因となっている。しかし田舎ならどうだ
ブルを飾り、そして食べられずに捨てら
ろう。私たちの住んでいる芸北は、 89
パ
れている。その量は年間約二千万トンと
ーセントを山が占めている。だから私た
推定され、発展途上国の人たち約一億人
ちは子どもの時、夏には山に入って基地
分の食糧に相当する量である。
一方、発展途上国では八億四千万もの
を作った。暑い日には川に入って遊んだ。
人々が 慢性 的な 栄養 不足に 陥っ てい る。
冬には多くの雪が降り、かまくらを作っ
中でも食糧事情の悪い地域として、イン
たり、ソリやスキーをしたり、クラスの
ドやアフリカなどが挙げられる。これは
レクリエーションで雪合戦をしたこと
世界総人口の約十三パーセントで、十人
もあった。そんな生活の中で、自然の美
しさや 恐ろ しさ を学 び、体 力も つい た。 に 一 人 が 栄 養 不 足 で 苦 し ん で い る と い
うことになる。
都会から来た生徒は、芸北のこの自然に
また、地球環境悪化により、世界の食
とても驚いていた。
また、田舎に比べて、都会では便利さ
糧生産に大きな影響が出るといわれて
を追求 して いる 。た とえば 、「 交通 機関
いる。その例が地球温暖化である。日本
が充実している」や「買い物がしやすい」 の稲は高温に対応するものが少なく、生
などがある。しかしそれは、もともと人
産が困難になるといわれている。このよ
に備わっている能力を奪っているので
うに予想されているにもかかわらず日
はないだろうか。昔の人は、車はもちろ
本では大量の食糧が捨てられているの
ん電車もなかったので歩いて移動して
である。これから深刻な食糧危機が必ず
いた。その結果、足腰は鍛えられ、ちょ
訪れるが、日本はその可能性が最も高い
っとしたことで怪我をすることはまず
国といえる。日本がそうならないために、
なかった。
まず食糧の無駄な消費を減らすことが
大切なのではないだろうか。たくさん買
いすぎない・たくさん作りすぎない・残
さず食べる・食材を使い切るといった基
本的なことを日本の人々みんなが意識
して実行していかないといけない。
しかし、東北と関東地方に想定外の被
害をもたらした東日本大震災で電車が
止まった時、駅から人があふれかえって
いた。これは大げさな例えだが、今の時
代に歩いて遠くまで行こうなんて誰も
考えないだろう。

そして、もう一つ大切なことは日本の
食糧自給率の底上げをするということ
である。それには農業が重要なポイント
になってくる。深刻な食糧危機になると、
今輸入している国から輸入できなくな
る可能性がある。そうすると今のように
豊かな食生活を送ることはできず、日本
は自分たちで食糧を生産していかない
といけない。そこで、もっと日本の農業
を活性化するべきだと思った。国内で生
産することで、輸入するよりもコストを
削減できると考えた。さらに、日本の水
はきれいであることから、美味しくて新
鮮な野菜や米ができ、国内産のため安全
性もあり信頼できる。
以上のことから、今以上に農業に力を
入れていくべきだと考えた。
五．田舎の発展
今回の活動で、ずっと住み続けてきた
地元と都会を比べる中で新しい発見を
し、自分たちの地元について考えること
ができた。いつも何気なく暮らしている
が、田舎にはたくさんの良い所があった。
例えば、都会に比べて水や空気がきれい
なためよい農作物がとれること、近所付
き合いが多くコミュニケーション能力
の向上につながることなどがある。
このことをふまえて、私たちは次のこ
とを提案したい。まず、働く場所を増や
し若い人材を集めることだ。今現在、田
舎の農業のほとんどを高齢者が担って
おり、若い世代は少ない。このままでは
食糧危機が訪れた時に日本は対応する
ことができない。だから、田舎で作って
いる農 作物 をブ ラン ド化す るな どし て、
働き口 を作 って いく 必要が ある 。ま た、
農業を体験するツアーを企画し、若い世
代に農業に親しみをもってもらうなど
の活動をしていかないといけない。

食糧危機が訪れるだろうと危惧され
るこれからの世界。それを乗り越えてい
くためにはやはり田舎が中心となり、引
っ張っていく必要がある。将来私たちの
子孫が幸せに暮らせるために。
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く今の状況を以下の２点から考えてみ
審査委員特別賞
た。
北高・明日へのマーチ
①鹿児島県における高校再編の流れと
鹿児島県立大島北高校 ３年
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高校再編の柱は次の４点である。
ア 適正規模…１学年４学級から８
第一章 テーマ設定の理由
学級を適正規模とする。
現在日本において、少子高齢化が問題
イ 小規模校の取扱い…１学年３学
になって久しい。状況は深刻化し、教育
級以下の小規模校については、再編整備
界では就学児童や生徒数の減少が大き
を実施することにより学校規模の適正
な問題 にな って いる 。その 対策 とし て、 化に努める。
各自治体では学校の整理統合を進めて
ウ 大規模校の取扱い…１学年９学
いるため、特に少子高齢化の進む地方に
級の大規模校については、学校規模の適
おいては、学校数が少なくなってきてい
正化に努める。
エ 学校・学科の適正な配置…再編整
る。
私たちが通学する鹿児島県奄美大島
備を実施することにより、学校学科を適
北部の県立大島北高等学校も、以前に比
正に配置する。
べて生徒数が激減し、十数年前から廃
（参考 鹿児島県教育委員会ＨＰ）
校・統合の噂が絶えない。そんな中、一
昨年には、同じ島内にある二つの高校が
この基準に則り、普通科単科の県立宮
統合され、今年度一つの高校が廃校を迎
之城高校と農業科の専門科を持つ県立
える。身近にある高校が廃校になるとい
宮之城農業高校との統合により県立薩
う現実と向き合ったとき、自分たちの学
摩中央高校が誕生したのを皮切りに、現
校も、このまま存続し続けることができ
在までに十九校が廃校となり、新たに 8
るのか、という大きな不安を抱くように
校が新設された。
なった。自分の母校がなくなってしまう
北高が恐れているのは当然イの条件
ということは、自分たちの足跡がかき消
であるが、ここには廃止基準として、全
されることであり、とても悲しいことだ。 学 年 の 在 籍 者 数 が 定 員 の ３ 分 の ２ 以 下
だからこそ、この高校が廃校にならない
の状態が２年以上続いた場合と挙げて
ために、今在籍している自分たちがこの
ある。これに加えて県教育委員会は２２
問題について真剣に向き合い、さまざま
年十月に、今後の県立高校のあり方につ
な角度から考え、大島北高を受験生が志
いて、隣接する複数校の統合による新設
望したくなる、魅力あふれる高校にして
校設置はせず、小規模校の存続条件を厳
いくことが大切だと考えた。この思いの
格化する方針を明らかにした。新たに盛
もとにテーマを設定した。
り込まれた廃止基準は、これまで以上に
少子化が進む地方、離島の高校にとって
厳しく明確なものとなっている。冒頭で
触れたが、奄美大島における初めての高
第二章 大島北高を取り巻く状況は今
まず、大島北高（以下北高）を取り巻

校再編、奄美高校と大島工業高校との合
併により、北高の存続が確定したかとい
うと、そうではなく、状況は一層厳しい
ものになったと考えるのが妥当ではな
いか
②北高の在籍生徒数の変遷
北高の生徒募集は昭和六十年度まで
普通科２クラス、商業科２クラスであっ
た。その年の各科の募集定員９０名に対
して普通科が５７名、商業科は５９名で
充足率は６４％であった。それから８年
後の平 成５ 年度 には 、普通 科１ クラ ス、
情報処理科（商業科を廃止し、その年新
設）１クラスへと募集定員が変更になり、
現在の形になった。その年の充足率は８
４％となっている。学校存続が危ぶまれ
るようになった平成十年度には、地域挙
げての存続運動が功を奏して、充足率が
百％に 達し 、一 息つ いたか に見 えた が、
その後も定員割れは続き、平成十五年度
は７８％、そして今年も７８％にとどま
っている。
次に地元に愛される学校という視点
から、地元中学出身の生徒占有率を見て
みるが、ここでいう地元とは旧笠利町を
意味する（理由の詳細は第三章の冒頭に
記載）。昭 和六 十年 度 は７４ ％、 平成五
年度には９２％で、充足率百％を達成し
た平成十年度は意外にも７５％であっ
た。そして平成十五年度は７４％、平成
二十三年度に至っては５１％と急激に
低下し、これまでの平均を大きく下回る
結果が出た。
次章では、伸び悩む生徒在籍数をさま
ざまな角度から検証して、問題点を焦点
化していく。
第三章 生徒数激減の背景に何が
ここでは、生徒数減少の背景に何があ

るか、学校内外の要因から考 え て み る 。
①外因…減り続ける人口と少子化の波
平成十八年、住民福祉の向上と都市全
体の均衡ある発展を図ろうとする理念
のもと、笠利町、住用村、名瀬市の三市
町村が合併し奄美市が誕生した。
まずは旧笠利町に絞り込み、人口の変
遷をたどった。昭和三十～四十年代、旧
笠利町の人口は一万一千人前後で推移
していたが、昭和五十年には一万人を割
り込みはじめ、人口減が加速した。平成
四十年には７千人を割り、現在は６３６
８人。つまりわずか五十年の間に人口は
約半数にも減少したのである。それはそ
のまま、児童数の減少にもつ な が っ た 。
次に、北高への入学者が多い旧笠利町
内にある赤木名中学校と笠利中学校の
中学３年、二校合わせた中学３３年生の
数は２１２名だった。昭和 四十年度は２
５名、昭和五十年度は２３６名であった。
しかし、昭和 五十四年頃から２００名を
切るようになり、そこから少子化は加速
し続け、平成十八年度には６２名にまで
減少した。奄美市教育委員会の調べによ
ると、平成三十年度の中学３年生は５２
名にまで減少することが予測されてい
る。単純に現在の地元中学生の占有率５
１％を適用すると、北高の平成三十一年
度の地元中学生の入学者数は、実に２８
人にとどまることになる。
このように見てくると、北高の生徒数
の減少は必然であり、避けることができ
ないことであるように感じられる。
②内因…北高の魅力を発信できている
か
次に、私たちは北高自体に何か問題が
ないか探るため、地元年生、中学２、３
年生に協力をしてもらいアンケートを

とった。主な質問の項目は以下の３点で
校生である私たちにはどうすることも
ある。
できない。私たちが今、唯一できること
は、いかにして②の結果を生かして、小、
（実際のアンケート用紙は別紙参照）
中学生に北高の魅力を伝えられるかで
ア あなたが進学したい学校は？
はないだろうか。
イ アでその学校を選んだ理由は？
高校生活に学習や部活動の充実を求
ウ 高校で一番取り組みたいことは？
める小、中学生。確かに、北高には小規
模校の 割に 十二 の部 、同好 会が 存在 し、
アで北高に進学したいと回答した児
それがかえって部員確保を困難にし、思
童生徒は、小学生で２９％、中学生で４
うような成績を残していない部活動も
４％にとどまった。今年度の地元占有率
多い。しかし、学習面の集大成ともいえ
を、想像以上に下回る結果にショックを
る進路においては、毎年就職も進学も決
受けた。アで北高を選択した生徒児童の
定率はほぼ百％を達成しており、情報処
うち、イの回答で最も多かったのが「通
理科の検定等の資格取得率も低くはな
学のしやすさ」であった。ウの回答では、 い。それなのになぜ、十分に学校の魅力
小、中 学生 とも に「 勉強」「部 活」 だけ
を発信できていないのか。答えは在校生
で９割を占めた。
の調査結果にあった。
さらに北高入学後の生徒に、志望した
高校とは、将来の目標実現に近づくた
理由、満足度等の調査をすることで問題
めの場所。しかも、その目標とは高校生
点をさらに明確にできるのではないか
活の中で研磨され自分の可能性に挑戦
と考えた。その質問事項と結果は次の通
するも ので なけ れば ならな い。 しか し、
りである。
今、北高生の多くが感じている満足感と
は、本当になりたい自分があるのに、ど
ア北高に進学した理由は？
ことなく妥協している。または、いまだ
イ実際に入学してみて今現在どうか？
挑戦すらしていない自分を「これでいい
よ」と無理に納得させているだけのもの
アの回答は全学年を通して「楽しそう
ではないのか。そんなお兄ちゃん、お姉
だった から 」「 通学 しやすか った から」
ちゃんの姿に地域の小、中学生が魅力を
で約７割を 占め た一 方、「 将来 の目 標を
感じるわけがない。
達成できそうだから」は２割程度にとど
では、今、私たちに不足していること
まった 。イ につ いて は、「 満足 ・や や満
は何か。それは外の世界に対する知の欲
足」が７～ ８割 を占 め、「 大い に不 満・
求かも知れない。今、世界の中で起こっ
やや不満」は２年生で２８％であったが、 ていることにもっと関心を持ち、全国の
１、３年生では２割未満であった。高校
高校生が何を考え、何に挑戦しているの
生活におおむね満足している生徒の割
か、それらを知ることで自分たちもそれ
合が非常に多かったのは、うれしくもあ
ぞれの可能性に挑戦する必要がある。そ
り、同時に少々意外な結果で も あ っ た 。 ういう時間が北高生には必要である。
北高のキャッチフレーズは「一人ひと
りが主役です」である。生徒一人ひとり
が、自分の人生の主役になろうと、自分
第四章 北高に明日はあるのか
第三章①の少子化の波については、高

を高める姿が学校を活性化し、地域に北
高の魅力を発信することにつながる。北
高に明日はある。

