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開催要項

主　　催　　全国公立学校教頭会

後　　援　　文部科学省　　全国都道府県教育長協議会　　全国連合小学校長会　　全日本中学校長会
　　　　　　全国へき地教育研究連盟　　社団法人日本ＰＴＡ全国協議会　　公益社団法人日本教育会
　　　　　　埼玉県教育委員会　　千葉県教育委員会　　神奈川県教育委員会

大会主題　　「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」　
　　　　　　　（第九期全国統一研究主題）

期　　日　　平成24年７月25日（水）・26日（木）・27日（金）

日　　程　　

会　　場　　【全体会】　ホテルニューオータニ
　　　　　　【分科会】　都市センターホテル　砂防会館　ＪＡ共済ビル
　　　　　　　　　　　ベルサール半蔵門　国立オリンピック記念青少年総合センター

記念講演　　「根本的なモラル」　
　　　　　　講師　大江　健三郎　氏　

全体シンポジウム　「教師の創造性を促す学校のあり方」
　　　　　　　　　コーディネーター　勝野　正章　氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）
　　　　　　　　　シンポジスト　　　葉養　正明　氏（国立教育政策研究所教育政策・評価研究部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　学　氏（学習院大学教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠山　敦子　氏（パナソニック教育財団理事長）
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時刻 

第１日目：７／２５（水）

ホテルニューオータニ 
開会行事 シンポジウム 

第２日目：７／２６（木）

各会場 
分科会 昼食 分科会

第３日目：７／２７（金）

ホテルニューオータニ 
記念講演 閉会

行事

受
付

受
付

受
付
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開会行事

１　開会の言葉　　　　全国公立学校教頭会副会長

２　国 歌 斉 唱

３　挨　　　拶　　　　全国公立学校教頭会会長

４　祝　　　辞　　　　（１）文部科学大臣　

　　　　　　　　　　　（２）全日本中学校長会会長

５　来 賓 紹 介　　　　全国公立学校教頭会副会長

６　閉会の言葉　　　　全国公立学校教頭会副会長

─…来賓退場…─

　≪基 調 提 案≫

日時：平成24年７月25日（水）１時～２時

開会行事
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主催者挨拶

　皆さん、こんにちは。

　この度、第 54 回全国公立学校教頭会研究大会が本部直轄運営により開催できま

すことを、心から感謝申し上げます。

　全国から約 2,000 名の副校長・教頭先生方にお集まりいただき、盛大に開催出来

ることを心より光栄に思います。

　まず始めに、先の東日本大震災およびそれに伴う原子力発電所の事故で被災され

た方々に心よりお見舞い申し上げ一日も早い復興をお祈り申し上げます。現在も、

被災地では、多くの方々が復興への熱い思いを持って生活されています。学校も教

育関係者のご尽力により教育活動が再開されました。その取り組みに対し、全国の

教頭会・副校長会から義援金や物心両面にわたるご支援を賜りましたことを改めて

深く御礼申し上げます。

　また、本研究大会に、公務ご多用の中、文部科学大臣平野博文様、全日本中学校

長会会長三町章様をはじめ、多数のご来賓の皆様にご臨席賜りましたことに、心よ

り感謝申し上げます。

　第 54 回全国公立学校教頭会研究大会は全国の思いを「絆・思いを一つに」とい

う合い言葉にのせて開催いたします。第 54 回という長い歴史の中に脈々と流れる

研究理念や成果を引き継ぎ、今の時代や教育思潮、喫緊の課題などを積極的に取り

入れ、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」という第九期の研究主

題に迫る研究大会にしたいと思います。

全国公立学校教頭会

開会の挨拶

全国公立学校教頭会会長
全国公立学校教頭会研究大会実行委員長

和田　俊彦
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　本日の全体シンポジウムでは、私たち教師が学びあい育ちあう学校づくりについ

てシンポジストの方々が、それぞれの立場で迫ります。

　明日の分科会では、各地域の研究の成果や課題、悩みを話し合い、互いに胸襟を

ひらいて忌憚なく協議をすることによって多くの収穫を得たいと考えております。

お集まりの副校長・教頭先生方の意欲的な研修を願ってやみません。

　最終日は、教育も文学も地球環境も、明日を生きる子どもたちに何を残していく

かという共通の視点でノーベル文学賞作家の大江健三郎先生に「根本的なモラル」

と題しまして記念講演をしていただきます。

　全国からの皆様をお迎えし「全国公立学校教頭会に参加して本当に良かった」「研

究成果を各単位教頭会・副校長会に持ち帰り、さらに充実した研究ができた」と言

っていただけることを願っております。内容の充実した大会となりますことを祈念

いたしまして、挨拶とさせていただきます。
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祝　辞

　全国公立学校教頭会第 54 回研究大会が盛大に開催されますことを、心よりお祝

い申し上げますとともに、全国公立学校教頭会が長年にわたり教育の振興・発展に

格段の御尽力を続けておられますことに対し、心から敬意と感謝の意を表します。

　昨今報道されているように、いじめが背景事情として認められる生徒の自殺事案

が発生していることは大変遺憾です。子どもの生命を守り、このような痛ましい事

案が二度と発生することのないよう、学校・教育委員会・国などの教育関係者が担

うべき責務をいまいちど確認し、関係者が一丸となって取り組んでいきたいと考え

ています。

　甚大な被害をもたらした東日本大震災から、すでに一年以上が経過しました。こ

の間、学校関係者の皆様に、子どもたちのため多大なる御尽力をいただきましたこ

とに、心より感謝いたします。私も大臣に就任後、何度か被災地に赴きましたが、

厳しい状況の中でも元気に学ぶ子どもたちの姿に接し、子どもたちの元気な姿が社

会の元気につながることを改めて確信しました。この大震災からの復興に全力を尽

くすとともに、次代を担う世代の育成に最大限の努力を傾けなくてはならないとの

思いを一層強くしたところです。

　このため、文部科学省としましては、引き続き、被災地における学校の施設設備

の復旧や就学支援の充実、心のケア等に全力で取り組みたいと考えております。あ

わせて、震災の教訓を踏まえつつ、未来に向かうための復興教育を支援してまいり

ます。

　また、東日本大震災を通じて、私たちは、人と人とのつながり、地域の絆の大切

さを改めて痛感することとなりました。中でも、学校と地域との日頃からの緊密な

文部科学省初等中等教育局視学官
（文部科学大臣　代理）

西辻　正副
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連携・協力関係は、子どもたちの学びをより豊かなものとし、一人一人に「地域の

一員」としての意識を芽生えさせ、「生きる力」を育てる上で大きな役割を果たす

とともに、地域全体にも活力を与えるものとなっています。

　こうした学校と地域の連携・協働が広く日本全国で展開されるよう、「地域とと

もにある学校づくり」の一層の支援に取り組んでいきたいと考えています。

　さて、昨年度の小学校に引き続き、いよいよ本年度から、中学校においても、新

学習指導要領が全面実施となりました。皆様御承知のとおり、新学習指導要領は、

全ての子どもたちに、変化の激しいこれからの社会を生きるために必要な知・徳・

体のバランスのとれた「生きる力」を育むことを目指し、改訂されたものです。

　各学校におかれては、すでに新学習指導要領を踏まえた教育の実践に取り組んで

いただいているところと存じますが、今後とも、子どもたちの「生きる力」の育成

に向け、各学校の教育目標を明確にした上で、指導に関するＰＤＣＡのサイクルを

確立し、より効果的な教育活動の実現に学校を挙げて取り組んでいただきますよう、

強く期待申し上げる次第であります。

　文部科学省では、新学習指導要領に基づくより良い教育の実現に向けて、教職員

の資質向上や学校図書館や教材の整備、コミュニティ・スクールや学校支援地域本

部の支援など諸般の条件整備に取り組んでまいりました。今後も引き続き、子ども

たちの「生きる力」の育成に向け、全力で支援を行ってまいります。

　このような動きの中で、校長を補佐し、教員との連絡調整はもとより、子どもた

ちの教育を第一に日々御尽力いただいております教頭及び副校長の皆様の役割はま

すます大きく、かつ重要になって参ります。皆様方の一層の御尽力・御協力をよろ

しくお願いいたします。

　結びに、本大会が、所期の目標を達成し多大な成果が得られますよう御期待申し

上げますとともに、全国公立学校教頭会のますますの御発展と、御参会の皆様方の

御活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

　平成 24 年７月 25 日

文部科学大臣　平野　博文
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祝　辞

　本日は第 54 回全国公立学校教頭会研究大会が、「豊かな人間性と創造性をはぐく

む学校をめざして」の大会主題の下、盛大に開催されますことを心からお慶び申し

上げます。

　また、大会の開催にあたり準備を進めてこられました、本会会長の和田俊彦様を

はじめ役員の皆様、実行委員の皆様、関係者の皆様に心より敬意を表します。

　まず、東日本大震災によって甚大な被害を受けた地域では、安定した教育活動の

実現に向けた校長、副校長・教頭、教職員をはじめ学校関係者の献身的ともいえる、

懸命な努力があって現在に至っていると拝察いたします。私自身、７月９、10 日と、

東北３県に伺い、県の中学校長会長や役員の方、また、甚大な被害を受けた学校の

校長先生から直接お話しをお聞きすることができました。未だに十分な教育環境と

いえない学校、地域があります。行政からの支援だけでは十分な対処ができない状

況も続いています。特に中学校においては、どの県においても部活動に関する移動

手段の確保や諸経費の保護者負担などが大きな課題となっておりました。全日中と

しましては、今後も東日本大震災復興支援計画に基づき、継続して被災地に対して

物心ともに可能な限りの支援を行う所存でございます。

　さて、平成 20 年３月告示の学習指導要領は、小学校に続いて中学校でも今年度

から全面実施となり、１学期が過ぎましたが、それぞれの学校で着実な一歩を踏み

出したものと受け止めています。現在の社会状況は、「競争」と「共存、協力」と

がともに必要とされる、大変、難しい社会です。このことを考えると、これからの

時代を生き抜く子どもたちへ「確かな学力」「豊かな心」「健やかな身体」の育成を

目指して編成した、新しい教育課程の重要性を改めて強く認識し、着実に推進する

全日本中学校長会総務副部長
（全日本中学校長会会長　代理）

中村　一哉
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という責任の重さを感ぜずにはおれません。とりわけ、中学校教育の現状をみると、

尊い命を奪うまでの深刻な事態にもつながるいじめや校内暴力、不登校などの解決・

解消は引き続き大きな課題であり、まさに、これまで全国で研究・実践を積み重ね

てきたことの真価が問われる正念場であると受け止めております。一方で、積極的

な教育活動の基盤となる教育諸条件の整備・充実に関しては、決して十分であると

は言えない状況です。

　本研究大会でも、これらのことについて大いに議論されることでしょう。ここで

の議論が今後の各学校の教育活動や全国公立学校教頭会の活動に活かされるものと

期待しています。

　全日中や全国公立学校教頭会など、教育関係団体は、教育の実践的専門家集団で

す。我々の役割は３つ。教育に関する課題を整理・分析し学校教育に還元すること、

またそうした課題について広く国民に理解を求めること、文部科学省をはじめ政府

関係機関に意見具申や要請することであると考えています。

　教育に関する政策提言のシンクタンクとも言える組織です。子どもたちの輝く未

来のために、今後も緊密な連携・協力を図り、取り組んでいくことを誓い合いたい

と存じます。

　最後になりましたが、本研究大会の成功と全国公立学校教頭会のますますの発展、

そして皆様のご健勝を祈念し、祝辞といたします。

　平成 24 年７月 25 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全日本中学校長会

会長　　三町　章
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基調提案

　｢絆・思いを一つに｣ の合言葉のもと、東京スカイツリーの開業に沸くここ東京において、第
54回全国公立学校教頭会研究大会が、全国公立学校教頭会直轄運営で盛大に開催できますことを、
心より喜びますとともに関係の皆様に感謝申し上げます。全国各地の公立小・中学校教頭会会員
約３万名の代表である皆様をお迎えして、全国各地で実践された研究についてともに語り合える
ことは大きな喜びです。
　さて、本大会は全国統一研究主題として ｢豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして｣
を掲げ、第九期２年次の大会となります。この主題は、第九期の第一歩の大会となった和歌山大
会の成果を踏まえ、新教育基本法の理念に立ち戻った幅広い研究主題であり、本大会はその深化
充実を果たすべき大変重要な大会となります。
　全国公立学校教頭会は、各地区教頭会・副校長会と連携して「副校長・教頭の地位向上」と
「研究活動の推進」を両輪に、半世紀以上の間、職能研修団体として活動してきました。特に
「継続性・協働性・関与性」を焦点に当てた実践的な研究活動が単位教頭会・副校長会を中心に
組織的に展開されています。全国８ブロックにおいても推進され、これらがこの第54回研究大会
の提言・研究協議にもつながっています。
　今回私たちは、本部が直接運営にあたる本研究大会を開催するにあたり、「絆・思いを一つ
に」を合言葉に三つの絆と二つの課題をイメージしました。三つの絆とは、「学び合いの絆」「組
織の絆」「命・心（思い）の絆」です。「学び合いの絆」は、シンポジウムや分科会で取り上げら
れる子ども達や私達の学び合いの絆です。「組織の絆」は分科会で検証されるそれぞれの学校や
単位教頭会・副校長会、全国公立学校教頭会等の組織としての絆です。「命・心（思い）の絆」は、
分科会や記念講演で触れられる、大震災を始めとする日本に住む全ての方の苦しみ・悲しみや思
い、そして何よりも、それでも立ち上がる希望の絆です。これらを通して、日本が今後目指すべ
き教育の方向性を見出していく、そのような場にしたいと考えています。二つの課題とは、教育
を貫く「不易と流行」に鑑みて、「不易の課題」＝学び＝シンポジウムや分科会と捉え、「喫緊の
課題」＝東日本大震災後の防災・安全安心・危機管理＝特別分科会や記念講演と捉えました。こ
のイメージを全体の基本構想とし、参加者の皆様が、３日間の流れの中で十分研究を深めていた
だけるよう構成しました。
　第54回研究大会の９つの分科会場では、実践的な提案をもとにそれぞれの課題解決に向けて、
「副校長・教頭として何をすべきか、どうかかわるべきか」を十分に協議し、学び合うことをね
らいにしたいと思います。そして、本大会で学んだこと、得られた成果が各地区教頭会へ広がり、
それぞれの学校において具体的な実践として生かされますことを期待しております。
　結びに、平成23・24年度全国公立学校教頭会研究大会実行委員会が、総力を上げて運営に取り
組めましたかたわらには、全国公立学校教頭会顧問会・関東甲信越ブロック教頭会・中国ブロッ
ク教頭会の皆様の多大なるご協力がありましたことに心から御礼申し上げますとともに、文部科
学省をはじめ、ご支援・ご指導をいただきました関係諸機関の方々に深く感謝申し上げます。

豊かな人間性と創造性をはぐくむ
学校をめざして

全国公立学校教頭会研究部長　神座　達也

基調提案
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1A

1B

2

3

4

5A

5B

6

特

第 １ 課 題

第 ２ 課 題

第 ３ 課 題

第 ４ 課 題

第 ５ 課 題

第 ６ 課 題

特別課題Ⅰ

教育課程に関する課題

第１Ａ分科会

第１Ｂ分科会

子どもの発達に関する課題 第２分科会

教育環境整備に関する課題 第３分科会

組織・運営に関する課題 第４分科会

教職員の専門性に関する課題

第５Ａ分科会

第５Ｂ分科会

副校長・教頭の職務に関する課題 第６分科会

これからの学校教育と防災教育 特別分科会Ⅰ

分科会　課題一覧分科会　課題一覧
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分科会　提言テーマ一覧

会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提　言　者

第
１
Ａ
分
科
会 教

育
課
程
に
関
す
る
課
題

子どもが安心安全に学ぶことができる信頼される学校をめざして
～放射線問題における家庭・地域との連携～

福島県
須賀川市立長沼中学校

齊藤　俊明

学力の向上を図るための特色ある教育活動と教頭のかかわり
島根県
隠岐の島町立西郷中学校

永島　好喜

第
１
Ｂ
分
科
会

…地域の特色を生かした教育課程づくりに向けて
～地域環境や人とのネットワークを生かした活力ある教育活動づくりと

教頭のかかわり～

神奈川県
葉山町立葉山小学校

安達　禎崇

開かれた学校づくりを進めるための教育課程の工夫と教頭のかかわり
～学校支援地域本部事業の取組を通して～

岡山県
新見市立本郷小学校

後藤　秀則

第
２
分
科
会

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
課
題

子どもの発達を支援する学校運営の工夫と改善
～学校課題の明確化に基づくＱ-Ｕアンケートの活用を通して～

愛知県
稲沢市立丸甲小学校

横井　　浩

キャリア教育を支える体制づくり
～学校や地域の特色を生かす体制づくりにおける教頭のかかわり～

山口県
下関市立川棚小学校

中村　隆宣

第
３
分
科
会

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

学校・家庭・地域社会の連携による子どもの育成
～地域社会・家庭との連携・協働における教頭の在り方～

岡山県
岡山市立横井小学校

荻野　克己

地域文化の掘り起こしから協働学習の場へ「学校文化の創造」
～「水」にこだわった地域文化（人）を

学校文化（人）とするためのマネージメント～

大阪府
東大阪市立孔舎衙東小学校

安藤　俊哉

第
４
分
科
会

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

学校評価と組織マネジメントにおける教頭のかかわり
～小学校中学校の連携を活かして～

徳島県
つるぎ町立貞光小学校

杉本　一男

地域で子どもを育てる『池ノ端の教育』の推進
～小中連携を中核に～

鳥取県
鳥取市立湖東中学校

村尾　行也

分科会　提言テーマ 一覧



　 12 　 　 13 　 13

会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提　言　者

会
科
分
Ａ
５
第

題
課
る
す
関
に
性
門
専
の
員
職
教

教職員の資質向上を図り「求められる教師」を育成するための教頭の
かかわり
～教職員の授業力向上を目指した取組を通して～

長崎県
島原市立第二中学校

牟田　　満

教職員の資質向上と教頭のかかわり
～小中一貫教育の取組を通して～

島根県
浜田市立後野小学校

小田川徹哉

会
科
分
Ｂ
５
第

教職員の専門性を高めあう教師集団を求めて
～教師集団を支える教頭の役割～

岡山県
井原市立芳井小学校

岡本　　健

教職員の学校運営参画意識を高める教頭のかかわり
～学校課題を具現化するための組織づくり～

山梨県
身延町立中富中学校

近藤　修一

会
科
分
６
第

題
課
る
す
関
に
務
職
の
頭
教
・
長
校
副

学校活性化につながる教頭の役割
～年齢構成を考えた校内組織への働きかけ(ミドルリーダーの育成)～

北海道
札幌市立中央中学校

鈴木　康裕

「長門みすゞ学園構想」による学校づくりと教頭の役割
～コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の推進～

山口県
長門市立俵山中学校

野村　義徳

Ⅰ
会
科
分
別
特

題
課
別
特 テーマ「これからの学校教育と防災教育」

　講師　藤岡　達也（上越教育大学大学院学校教育研究科教授兼上越教育大学附属中学校校長）
　　　　諏訪　清二（兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長）
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分科会指導助言者・提言者・役員一覧

分
科
会

研究課題 分科会会場
指導助言者 提　言　者

全公教 国立教育政策研究所 全　国 中国ブロ

第
１
Ａ

教育課程に関
する課題

都市センターホ
テルコスモスⅡ

亀井　伸治
高松市立
多肥小学校長

清原　洋一
教育課程研究センター研
究開発部
教育課程調査官

齊藤　俊明
須賀川市立
長沼中学校

永島　好喜
隠岐の島町立
西郷中学校

第
１
Ｂ

都市センターホ
テル　オリオン

有路　清一
山形市立
楯山小学校長

田代　直幸
教育課程研究センター研
究開発部
教育課程調査官

安達　禎崇
葉山町立
葉山小学校

後藤　秀則
新見市立
本郷小学校

第
　
２

子どもの発達
に関する課題

都市センターホ
テルコスモスⅠ

町田　　実
市川市立
真間小学校長

城戸　　茂
生徒指導・進路指導研究
センター
総括研究官

横井　　浩
稲沢市立
丸甲小学校

中村　隆宣
下関市立
川棚小学校

第
　
３

教育環境整備
に関する課題

ＪＡ共済ビル
カンファレンス
ホール

余郷　和敏
中央区立
明石小学校長

西野真由美
教育課程研究センター基
礎研究部
総括研究官

安藤　俊哉
東大阪市立
孔舎衙東小学校

荻野　克己
岡山市立
横井小学校

第
　
４

組織・運営に
関する課題

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター101

野中　秀敏
富士市立富士南
中学校長

山森　光陽
初等中等教育研究部
総括研究官

杉本　一男
つるぎ町立
貞光小学校

村尾　行也
鳥取市立
湖東中学校

第
５
Ａ

教職員の専門
性に関する課
題

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター309

熊谷　美利
柏市立
十余二小学校長

加藤　弘樹
研究企画開発部
総括研究官

牟田　　満
島原市立
第二中学校

小田川徹哉
浜田市立
後野小学校

第
５
Ｂ

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター417

片山　　巌
川口市立
領家小学校長

本多　正人
教育政策・評価研究部
総括研究官

近藤　修一
身延町立
中富中学校

岡本　　健
井原市立
芳井小学校
佐藤尊保
井原市立
木之子小学校

第
　
６

副校長・教頭
の職務に関す
る課題

砂防会館別館
シェーンバッ
ハ・サボー

宇賀神　貴
宇都宮市立
清原南小学校長

藤原　文雄
初等中等教育研究部
総括研究官

鈴木　康裕
札幌市立
中央中学校

野村　義徳
長門市立
俵山中学校

特
別
Ⅰ

特別課題
ベルサール半蔵
門

テーマ：「これからの学校教育と防災教育」
講　師：藤岡　達也（上越教育大学大学院学校教育研究科教授
　　　　　　　　　　兼上越教育大学附属中学校校長）
　　　　諏訪　清二（兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長）

分科会指導助言者・提言者・役員一覧
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分科会指導助言者・提言者・役員一覧

分
科
会

研究課題 分科会会場
指導助言者 提　言　者

全公教 国立教育政策研究所 全　国 中国ブロ

第
１
Ａ

教育課程に関
する課題

都市センターホ
テルコスモスⅡ

亀井　伸治
高松市立
多肥小学校長

清原　洋一
教育課程研究センター研
究開発部
教育課程調査官

齊藤　俊明
須賀川市立
長沼中学校

永島　好喜
隠岐の島町立
西郷中学校

第
１
Ｂ

都市センターホ
テル　オリオン

有路　清一
山形市立
楯山小学校長

田代　直幸
教育課程研究センター研
究開発部
教育課程調査官

安達　禎崇
葉山町立
葉山小学校

後藤　秀則
新見市立
本郷小学校

第
　
２

子どもの発達
に関する課題

都市センターホ
テルコスモスⅠ

町田　　実
市川市立
真間小学校長

城戸　　茂
生徒指導・進路指導研究
センター
総括研究官

横井　　浩
稲沢市立
丸甲小学校

中村　隆宣
下関市立
川棚小学校

第
　
３

教育環境整備
に関する課題

ＪＡ共済ビル
カンファレンス
ホール

余郷　和敏
中央区立
明石小学校長

西野真由美
教育課程研究センター基
礎研究部
総括研究官

安藤　俊哉
東大阪市立
孔舎衙東小学校

荻野　克己
岡山市立
横井小学校

第
　
４

組織・運営に
関する課題

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター101

野中　秀敏
富士市立富士南
中学校長

山森　光陽
初等中等教育研究部
総括研究官

杉本　一男
つるぎ町立
貞光小学校

村尾　行也
鳥取市立
湖東中学校

第
５
Ａ

教職員の専門
性に関する課
題

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター309

熊谷　美利
柏市立
十余二小学校長

加藤　弘樹
研究企画開発部
総括研究官

牟田　　満
島原市立
第二中学校

小田川徹哉
浜田市立
後野小学校

第
５
Ｂ

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター417

片山　　巌
川口市立
領家小学校長

本多　正人
教育政策・評価研究部
総括研究官

近藤　修一
身延町立
中富中学校

岡本　　健
井原市立
芳井小学校
佐藤尊保
井原市立
木之子小学校

第
　
６

副校長・教頭
の職務に関す
る課題

砂防会館別館
シェーンバッ
ハ・サボー

宇賀神　貴
宇都宮市立
清原南小学校長

藤原　文雄
初等中等教育研究部
総括研究官

鈴木　康裕
札幌市立
中央中学校

野村　義徳
長門市立
俵山中学校

特
別
Ⅰ

特別課題
ベルサール半蔵
門

テーマ：「これからの学校教育と防災教育」
講　師：藤岡　達也（上越教育大学大学院学校教育研究科教授
　　　　　　　　　　兼上越教育大学附属中学校校長）
　　　　諏訪　清二（兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長）

15

分科会 司　会　者 記　録　者 運営責任者 会場責任者

Ａ
１
第 氣田　幸和

実行委員
研究部員

小森　一則
実行委員
総務部員

榎本　桂子
運営委員
東　　京

押村　克彦
運営委員
鳥　　取

佐藤　孝行
実行委員
寺地小学校

小野寺　正
実行委員
副　会　長

Ｂ
１
第 熊倉　　仁

実行委員
研究部員

山下　宗孝
実行委員
総務部員

河合　　保
運営委員
神奈川小

松本　　隆
運営委員
神奈川中

大内　　淳
実行委員
金谷川小

鈴木　一彦
実行委員
副　会　長

第　

２

米澤　　司
実行委員
研究部員

冨山　秀敏
実行委員
総務部員

和田　文宏
運営委員
東 京 中

住吉　　豊
運営委員
東 京 中

田崎　清司
実行委員
坂井東小

梅木　　守
実行委員
副　会　長

第　

３

八杉　昌哉
実行委員
研究部員

橘　　茂明
実行委員
前川東小

加瀬　達也
運営委員
千　　葉

滝　　　悟
運営委員
千　　葉

関根　雅彦
実行委員
志多見小

後藤　充人
実行委員
副　会　長

第　

４

斎藤　　淳
実行委員
研究部員

川上　敬吾
実行委員
一宮中学校

根本　重文
運営委員
茨　　城

薗部　正巳
運営委員
茨　　城

中島　義浩
実行委員
大野小学校

清水　　尚
実行委員
副　会　長

Ａ
５
第 富岡　文裕

実行委員
研究部員

藤田　　晃
実行委員
見川中学校

児島　啓介
運営委員
群　　馬

榊原　俊二
運営委員
山　　梨

菊地　晃男
実行委員
本庄小学校

上田　良夫
実行委員
副　会　長

Ｂ
５
第 田中　秀和

実行委員
研究部員

小松　俊雄
実行委員
本郷中学校

長谷川文充
運営委員
新　　潟

宇ノ井修二
運営委員
新　　潟

新井　　覚
実行委員
秋間小学校

吉村美恵子
実行委員
副　会　長

第　

６

廿浦　　博
実行委員
総務部長

秋葉　　泉
実行委員
総務副部長

福田　順一
運営委員
栃　　木

小林　　武
運営委員
栃　　木　

猿渡　厚史
実行委員
会　　計

有田　　司
実行委員
副　会　長

Ⅰ
別
特 大西　育郎

実行委員
研究副部長

松木　昭二
実行委員
研究部員

芽根　浩一
運営委員
埼　　玉

蔵本　研二
運営委員
埼　　玉

杉山　幹昌
実行委員
長伏小学校

添田　秀和
実行委員
米本南小
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1A

第１Ａ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
福島県岩瀬地区は県の中央部に位置し、須

賀川市・鏡石町・天栄村の１市１町１村から
なっており、商業地・住宅地・農村が融合し
ている。そのため、学校規模も極小規模校か
ら大規模校まで様々である。
また、東日本大震災では震度６強を記録し

た。地区内の学校では、全壊２校、他にも校
舎の損壊、プールの破損等大きな被害を受け
ている学校が数多くある。中学校の女子生徒
１名がダムの決壊のため尊い命を失っている。
また、福島第一原子力発電所からは50㎞～60
㎞の距離にはあるが、事故に伴う空間環境放
射線量が高い地域であり、様々な問題が発生
し、その対応に現在も取り組んでおり、喫緊
の課題となっている。児童生徒や保護者、教
職員の不安をなくし、健やかな児童生徒の育
成を図り、教育目標を達成するためには、保
護者や地域の理解を得ながら、学校・家庭・
地域社会が協働する必要がある。そのために
は、学校は、家庭や地域社会に開かれたもの
でなければならない。
教職員が共通理解のもと、保護者や地域へ

の積極的な情報の提供及び学校に対する評価
や意見把握、関係機関との連携と地域人材の
活用等を行うことが、「信頼される学校づく
り」につながると考え、本主題を設定した。
２　研究のねらい
（1）教育課程の編成・実施・評価に関するこ
と
①　教育課程実施にあたり、地域社会の要
請にどのように配慮すればよいか。
②　特色ある学校づくりを進めるための教
育課程をどう編成するか。

（2）信頼される学校づくりに関すること

①　学校として、積極的な情報提供や説明
責任をどう果たせばよいか。

②　安心安全な学校づくりのために、どの
ように関係機関と連携をしていけばよい
か。

３　研究の経過
（1）１年次（平成23年度）
・研究主題の設定と研究計画の立案
・地区内各学校の震災後の教育活動や放射
線量軽減活動の現状把握

（2）２年次（平成24年度）
・放射線量を考慮した教育活動の実践と評
価

（3）３年次（平成25年度）
・２年次実践を活かした教育課程の編成
・教育課程改善への評価

４　研究の概要
（1）校内委員会（管理職・教務・ブロック代
表）による教育課程及び実施案の検討（教
職員の共通理解）
・放射線量の影響が大きい今年度は、文科
省や市教委からの通知、市内小学校の動
向等、様々な情報をもとに実施の可否判
断を行った。＜一部抜粋＞

運動会……市内学校の動向により、秋に延
期する。（半日）

水泳学習……屋外プールでの水泳は行わな
い。スイミングスクールで各学年２回実
施。

野外活動……栽培活動場所の検討。栽培活
動放射線量の低減化対策をして実施する。

部活動……放射線量を測り、時間を制限し
て実施する。

（2）積極的な情報発信
①　学校だより・学年通信等の発行

子どもが安心安全に学ぶことができる信頼される学校をめざして
～放射線問題における家庭・地域との連携～

提言者　福島県岩瀬地区小中学校教頭会　須賀川市立長沼中学校　齊藤　俊明
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・積極的に放射線量や放射線対策を掲載し
学校の取組を知らせる。
②　学校ホームページによる情報公開
・放射線量や放射線対策、除染活動等を、
関係機関のＨＰ等と関連を図りながら毎
日公開している。

（3）保護者・地域・関係機関との連携
①　ＰＴＡ奉仕作業・除染活動
・校舎、校地内の除染活動
・ＰＴＡの協力を得て実施

②　活動に向けての話し合い
・参加者　区長　消防団　ＰＴＡ役員
　老人会長　校長　教頭
・除染に関わる補助金の申請
・学区内の区長への協力依頼
　（場所・方法・時期の検討）
・消防団への協力依頼（方法の検討）
・市役所への連絡（除染用機器の借用等）

③　除染活動に関わる申請等
・市役所環境課への補助金の申請
・市役所から除染用機器の借用
④　地域の協力による通学路の除染活動
・大型の機械を使っての除染活動

（4）地域の特色を活かした取組
①　地域歳時記「長沼まつり」参加を通し
た取組
・全国へ発信
・テレビ局やラジオ局の取材対応

②　地域行事への参加
・自分の育つ地域を理解し、郷土を愛する
心を育成する。

・震災からの復興への原動力とする。
５　研究の成果
○　学校の情報や取組等情報公開することで、
保護者からの理解を得ることができ、東日
本大震災や原発事故の影響を受けながらも、
子どもの願いや保護者の思い、地域の特性
を生かし教育課程を編成し、教育活動を実
践することができた。

○　生活環境や学習環境が日々変化し、様々
な不安が重なる中で、学校と保護者、地域
や関係団体とが１つの目標に向かって、協
力しながら復興に向けて臨機応変に対応す
ることができた。

○　子どもの安心安全を考えた教育活動を実
施するために、教職員が共通理解に立ち、
学校・家庭・地域が協働体として学校の実
態に応じた教育活動を実施することができ
た。

６　今後の課題
●　震災後の教育活動について、保護者、学
校関係者、地域の方々からなど、様々な評
価方法や評価の活用の仕方を検討していか
なければならない。

●　放射線への対策を継続的に行うとともに、
子どもたちの心や生活の変化等実態を把握
し、育まなければならない資質や能力は何
かを明確にし、次年度からの教育課程編成
や教育活動に取り組んでいく必要がある。
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1A

第１Ａ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
児童生徒の学力低下が、PISA等の報告で

示されるなど喫緊の課題となっている。島根
県もこの状況を受け、全県で小中学校の学力
調査を実施し、学力向上に向けての具体的対
応及び継続した実践を推進している。隠岐郡
内の各小中学校では、昨年度より独自の学力
調査を実施し、分析や情報交換を図りながら
学力向上策に取り組んでいる。
本教頭会においても、県や隠岐郡内の学力

調査等の結果及び分析を踏まえ、学力向上対
策の推進や実践に向けて取り組むこととした。
児童生徒が学校で生き生きと活動し、夢や希
望を持って生活していくためにも、学力向上
対策を充実させることが急務であると考える。
本研究では、各小中学校において学力向上

に結びつくような特色ある教育活動を実践す
る。加えて、その取組を支え、活性化してい
くための教頭のかかわり（役割や配慮等）を
明確にすることをねらいとし、本主題を設定
した。
２　研究のねらい
学力の向上のために、各調査の結果を踏ま

え、効果的であると考えられる取組を実践す
る。また、その取組に教頭としてどのように
かかわればよいのかを明らかにする。
具体的には以下の３点である。

（1）課題の共通理解を図り、各校で学力調査
の結果や現状等の分析を行う。

（2）各校、各校区（地域）単位で、課題に関
する取組の協議や研修を実施する。

（3）具体的な取組を行い、全体研修や情報交
換及び協議をとおして、効果的な取組やか
かわりの在り方、研究の成果等の共有化を
図る。

３　研究の経過
（1）１年次（平成22年度）
①　研究アンケート及び状況調査の実施
②　研究主題の設定と研究計画の立案
③　主題に関わる研修及び実践計画の検討

（2）２年次（平成23年度）
①　研究実践と実践例の収集とまとめ
②　実践の評価及び関係研修の実施

（3）３年次（平成24年度）
①　実践の工夫改善と継続
②　研究のまとめ及び実践発表等

４　研究の概要
（1）全　体
①　教育課程に関する課題の把握と整理
小学校11校、中学校７校からなり、ほと

んどが小規模校である。自校の教育課程に
関する課題を把握し、それを持ち寄って共
通の課題を整理した。共通して学力に関す
る課題が浮かび上がり、共通して取り組む
こととした。
②　学力向上に関する取組の視点の整理
研究の目的と課題、課題解決の取組につ

いての協議を重ね、全体での取組の視点を
以下の３点に集約した。
ア　教育課程の工夫改善
イ　教職員の資質向上
ウ　小中学校の連携、地域での連携

③　各校、各地域での実践及び報告
研究主題は本主題に統一し、サブタイト

ルにおいて各校の特色を生かすこととした。
平成22年度２学期より、小中学校一斉に取
り組み、共通様式により学期毎に報告・評
価及び研修を行った。
④　実践の成果と課題の共有化
各校の実践例をまとめ、一覧にすること

学力の向上を図るための特色ある教育活動と教頭のかかわり

提言者　島根県隠岐郡小中学校教頭会　隠岐の島町立西郷中学校　永島　好喜
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により、実践の継続と充実を図った。
（2）Ｓ中学校の実践＜抜粋＞
①　サブタイトル
－授業改善、集団づくり、自尊感情に焦
点を当てて－
②　目的
確かな学力を身につけるための学習指導
の充実と、温かい人間関係・集団づくりを
推進するために、教頭としての有効なかか
わりを模索する。
③　主な取組
ア　授業改善［教育課程と授業の工夫］
○　脳科学による授業（RAVICK）
　⇒Ｒ：小テスト、リピート学習
　　Ａ：速聴、音読、ゴロ合わせ
　　Ｖ：ＩＣＴ活用、各種カード
　　Ｉ：導入の工夫、体験的学習
　　Ｃ：時間制限、短時間活動
　　Ｋ：実演・実験、書き練習
○　生徒による授業者評価の活用
○　学習規律自己評価の実施
○　パワーアップタイムの充実
○　職員研修の充実（教員同士の模擬授
業、小学校交流、職員室通信等）
イ　人間関係・集団づくり［母体の育
成］
○　学級・集団での人間関係づくり
　⇒共有化：データベースの作成
　　全学級：休業後のＳＧＥ実施
　　その他：班活動重視、ＳＳＴ
○　全学級の集団状況把握検査の活用
○　生徒指導の充実
ウ	自尊感情［土台の醸成］
○　勤労奉仕、ボランティアの重視
○　キャリア教育の充実（職場体験等）
　⇒校長面接の実施（３年生全員）
④　教頭のかかわり（重視した役割や配慮
等）
ア　自己研鑽
○　最先端の情報収集と現状分析
○　生徒指導（危機管理・対応等）の熟
知
○　教頭評価（校長、教職員）の活用
○　組織経営（見立て、判断等）の学習

イ　リーダーシップ
○　モデリング（保護者・生徒対応等）
○　改革力・指導力・説明力の向上
○　発信と受信のバランスの調整
○　自身の強みを生かした積極的指導
ウ　意識改革
○　教頭としての「覚悟」
○　コミットメントの明確な指示
○　継続した働きかけ（職員朝会、通信）
○　報告・連絡・相談の徹底
エ　サポート
○　理解・納得・共感することの重視
○　職員を信じ、生かす姿勢の継続
○　チーム・フット・ネットワーク利用
○　コミュニケーションの場の設定

⑤　成果
・生徒の学力の向上
・人間関係育成能力の向上
・教員の「授業力」「組織力」の強化	
（－ＳＫＩＬＬよりＷＩＬＬ－）

５　研究の成果
（1）「学力向上」に関わる実践等を共有し、
各校に持ち帰り、取り入れたり情報発信し
たりすることで充実した実践となり、全体
の学力の底上げができた。

（2）教頭を窓口とした学校間の連携が密とな
り、教育委員会の協力を得ながら、小中一
貫の授業規律を設定するなどの共通した取
組が実現できた。

（3）教頭のかかわりや役割を協議し共有する
ことで、学力向上に関わる内容の指導や助
言、あらゆる視点からの支援等が可能とな
り、郡内全体の教員の資質や意欲向上のた
めの一助となった。

６　今後の課題
（1）学力に対する教職員の意識を統一し、授
業はもとより、教員の資質や意欲の一層の
向上を図ること。

（2）各校の学力向上に関わる施策を整理する
と共に、自校での優先順位を明確にし実践
を継続すること。

（3）教頭会としての組織を更に活性化し、隠
岐郡全体の学力をより高めること。













第１Ａ分科会 

研 究 協 議 
 

提言１ 子どもが安心安全に学ぶことがで

きる信頼される学校をめざして 

～放射能問題における家庭・地域と

の連携～ 

  須賀川市立長沼中学校 齋藤 俊明

 協議の柱 

保護者、地域、学校が連携して子どもが安

心して学習ができる危機管理対応のあり方 

１ 質疑応答 

○マニュアルの再検討をどのようにされたか。 

 ・いろいろな場面を想定し、頭の中でマニュ

アルの見直しを行うだけでなく、文部科学

省より出されている防災マニュアルを参考

にして、避難所としてのあり方、非常時の

児童・生徒避難の引き渡し等すべての見直

しを図った。内陸部のダムの決壊により児

童の安全を確認する際には、携帯電話が通

じなかったので通信方法として PHS が可能

ということがわかり、手配していただいた。

学校に設置した保護者等の連絡に活用した。 

○学校給食はどのように行われているのか。 

・すべての給食の食材は放射線量を測定し保

護者に知らせている。検出された場合は、

食材の入れ替えを行うことにしているが、

今までに行ったことはない。地場野菜も測

定しながら安全を確認して使用している。 

○保護者の考えを集約し、情報を発信するこ

とを通しての保護者の意識の変容と地域と

の連携についてお聞きしたい。 

・保護者との対話の中でいろいろな意見を聞

く。プール指導を行う際には、プール使用

時の場所及び水の放射線量を調べ、安全を

確認した後保護者に知らせ、水泳指導の承

諾書を取り行った。保護者への情報発信、

保護者の話を聞く姿勢を大事にした。初め

は学校に対して不信感をもっていた人も信

頼してくれるようになった。学校内の除染

は、教職員等で行い、通学路の除染は広範

囲であったので地域の方にお願いした。 

○教育課程の変更は他にもあったのか。 

・ほとんどの教育課程の再検討をした。その

中で１学期の校内陸上大会は、校庭の安全

が確認できないため保護者に伝え中止にし

た。地域の伝統行事への参加は、児童が１

名亡くなったので中止の考えもあったが、

子どもたちのことを考え保護者・地域の方

と相談し、参加させた。 

２ グループ協議 

協議報告① 

 ・保護者・地域との連携は、マニュアルが第

一ではない。 

 ・保護者の協力していく上で保護者の声を聞

く。 

 ・地域の力を借りる。そのためにも日頃より

地域の見守り隊等の連携をもっておく。 

 ・学校の情報収集、情報発信が大事である。 

 ・何事もシンプルがよい。 

協議報告② 

 ・危機管理体制を見直す。 

・避難訓練のあり方を見直し、津波に対して

はすぐに避難できるようにする 

 ・３．１１の事故を風化させない。 

 ・原子力について地域によって危機感に違い

がある。風評被害を起こさせないために線

量計を要望し安心感をもたせる。 

 ・学校ができることとできないことの線引き

を行う。 

協議報告③ 

 ・緊急時の意識を高める。 

 ・自然災害は、学校ですべて決めるのではな

く、保護者にも登校させるか否かを決めさ

せる。 

 ・教職員の意識を高めるため学校にある蓄電

器や発電機を見せる。 

 ・地域を巻き込む避難訓練を行う。 

 ・子どもは全員、保護者へ引き渡しを行う。 

協議報告④ 

・教育課程の変更を考えるにあたり、副校長・



教頭として日頃から非常時に起こる事態を

想定しておくことが大事である。 

・被災地でなくとも、様々な対応が必要とな

った。被災地の児童・生徒の心の問題のケ

アが必要である。 

・校長・副校長・教頭は、どこから正しい情

報を得るのか、その情報を基にリーダーと

して責任をもって適切な判断を示すことが

重要である。 

・避難所となった場合、学校運営と避難所の

運営の二つに取り組むことになる。避難所

の運営は、地域の手に委ねることも大切で

ある。 

協議報告⑤ 

 ・避難所になると毎日決断を迫られる。 

 ・危機管理マニュアルの工夫、校内研修の充

実を行う。 

 ・釜石では、防災訓練を放課後も行い、子ど

もがいない時の対応も考えている。兵庫で

は３年に１回は、地域と避難訓練を行って

いる。横浜では、震度５強で学校に教職員

が集まることになっている。 

３ 提言１における指導助言 

助言① 高松市立多肥小学校長 

 亀井 伸治 氏 

【本実践に学ぶ】 

①積極的に情報提供を行い説明責任を果たし

たことが信頼される学校作りにつながった。 

②安全安心な学校作りを進めるために関係機 

関との連携がとれていた。 

【学校における危機管理】 

①基本理念として、危機は日常生活に起こり

うるので、教職員一人一人が「危機管理は

学校経営のベースである」ことを認識し、

日々の教育活動や業務に取り組んでいく。 

②基本方針として学校では、児童生徒・保護

者・県民の視点を重視し、「知る」「備える

「行動する」を三つをキーワードに、学校

をあげての危機管理に取り組む。 

【危機管理と教頭の役割】 

①学校教育の充実を脅かす危機として、子ど

もの健康・安全、教育課程の未実施、教師

の指導力不足や学級崩壊など、多様に存在

することを自覚する。 

②学校教育における危機的状況を回避するた

めには、日頃の予防を徹底し、万が一の際

には、迅速な対応を組織的に行う。 

③教頭として、「校内巡視の徹底」「安全点検

を組織的に行う」「授業観察を通して子ども

の学習・生活の記録を計画的に行う」「教職

員とのコミュニケーションを深める」「保護

者・地域の方々とのコミュニケーションを

広げる」「報告・連絡・相談及び即座の対処」

を徹底することが大切である。 

助言② 教育課程研究センター研究開発部 

教育課程調査官 清原 洋一 氏 

子ども・保護者の思いを大切にして学校全体

で対応した実践がよい。 

放射線量に対して、安全なのか、不安なのか

を整理する必要がある。水泳指導を行う際、プ 

ール内及びプールの水の放射線量は安全であっ

たが不安感をもっている保護者の意向を尊重し

実施したことが学校の信頼につながった。 

 いろいろな不安（放射能も含む）に対して、

重要なのは、教師が学習していくことである。

社会に巣立つ時の情報を自ら選択、自ら考える

子どもにしていくため、子どもが問題を解決し

ていく姿勢に教師が寄り添うことが重要である。 

緊急時の対応は、地域・保護者との協働のチ

ャンスと考える。非常時の対応は、保護者・地

域との連携が大事である。危機はいつ起こるか

わからない。普段より学校として様々な状況の

シミュレーションをし、マニュアルを作る。そ

して、作ったものを活用し、教職員や地域に徹

底していくことが大事である。 

 教頭として、子どもの気持ちを大切にし、子

どもに力をつけ、子どもの命を守る。また、校

長と力を合わせ教師集団の活性化、子どもの気

持ち・保護者の思いを大切にする。 

 

提言２ 学力の向上を図るための特色ある教育

活動と教頭のかかわり 

   島根県隠岐の島町立西郷中 永島 好喜 



討議の柱 

 学力向上に向けて教頭としてどのように取り

組んできたか。 

１ 質疑応答 

○多くの取り組みがなされているが、学力アッ

プした顕著なもの、特に、核となっていると

ころはどこか。また、その相関関係は。 

・学力アップの相関関係は分からないが、本校

では脳科学による取り組みを行っている。佐

藤学教授提唱のグループ学習を授業時間内に

取り入れている。言えるのは教職員が学力を

上げなければいけないと意識できたこと。 

○離島で学力をつけると島外の高校・大学に進

学することになるため、家庭によっては学力

をつけることに反対の声もある。保護者への

対応はどうしているのか。 

・将来をどうするかより、どこへ行っても通用

する人間作りを目標としている。生活習慣作

りを保護者に求めている。 

○組織の中で教員同士の模擬授業や学校間での

連携、職員室通信は主幹教諭が行うなど、校

長・教頭・主幹教諭とのモチベーションを高

めるためにはどうしたらいいのか。 

・夏期休業中に模擬授業を行っている。また、

主幹教諭、教頭は１週間単位で小中入れ替え

を行っている。職員にかかわる内容は教頭が、

生徒にかかわる内容は主幹教諭が担当する。 

２ グループ協議 

協議報告① 

・自校の学力について共通理解。 

・校内巡視をして実態把握する。学習規則の徹

底を図る。褒め言葉をかける。 

・若手教員を中心に勉強会を行う。 

・授業改善。授業観察（教員と生徒を見る）。 

・小中連携学習の日の設定。 

・校内研修の充実。研究授業を日々の授業に生

かす（年間指導計画の反映）。 

・年間指導計画の工夫。 

・電子黒板(ICT)の活用。WEB 配信(毎月県で)。 

・図書館教育の充実を図る。朝読書を生かした

生徒指導の充実。 

協議報告② 

・小中連携、小学校教員と中学校教員が互いの

授業を見合う。 

・教師の評価結果を保護者に公開する。 

・校内研修だけでなく、授業が上手な先生の授

業を授業に悩んでいる先生が見られるようコ

ーディネートしている。 

・授業の様子を学校ＨＰに公開して教員の授業

への意識を高める。 

・週案を確認して、授業を参観し、授業の内容

や進度についてアドバイスをする。 

・学習について行けない児童、学習規律が身に

ついていない児童に、教頭が、学習規律に役

立つ提示用資料を用意する。 

協議報告③ 

・ＰＤＣＡサイクルの検証作業の徹底（公開）。 

・授業改善では、退職者の中から人選し、講師

として招く。年２回の研究授業を行う。読書

活動と新聞を取り入れる。 

・脳科学の活用で朝読書１５分、朝ドリル１０

分。学校圏（小中３～５校）を作って「学習

の手引き」「家庭学習の手引き」を共通理解し

て活用する。 

・先進校を視察し、校内で伝達講習を行う。 

・職員室だよりを発行する。 

・一時間完結の授業展開「ねらいー課題―まと

め」と家庭学習がスムーズにできる板書計画。 

・小中連携での学習規律の確認。朝読書１５分

の内容を定期テストに１割出題している。 

協議報告④ 

・児童・生徒の学力を把握するため、学力状況

調査を実施する。 

・人事評価による個人面談として、授業参観（学

期ごと）を行い、授業改善に向けられるよう

意識改革を促す。 

・褒めることを主体に「ここをこうしたら」等

具体的にアドバイスをする。小学校では学習

規律や学習習慣を身につけさせる。 

・授業（きめ細かな指導）を充実させるよう少

人数指導。小学校では教科担任制を取る。 

・校内研修を充実させるよう研究主任に働きか

けたり、研修を通じて、授業の改善や教師の

指導力の向上を図ったりする。 



協議報告⑤ 

・校内研修を模擬授業形式にする。ビデオの活

用を行う。 

・同学年で授業研を見合い、新しい教材を取り

入れる。 

・年３回の授業研を教科、道徳で行う。 

・教科内、各学年で事前学習を行い、授業を見

合た後、事後研を行う。 

・学級の実態に応じて特別支援の先生の意見を

聞いて指導案に生かす。 

・教育課程の見直しで夏休みの体験活動を授業

とする。 

・夏休みを短縮し、時間数を確保する。 

・少人数の授業や習熟度別授業を実施する。 

・脳トレモジュールを取り入れる。 

・数学など繰り返しが必要な教科は、１校時を 

２５分単位で、技能系は７５分授業。 

・中学校の教師が小学校の出前授業を行う。 

・毎月１回提出物を点検し、保護者に返す。 

・放課後の補充学習（週１回）は外部のボラン

ティアと教頭で行う。 

３ 提言２における指導助言 

助言① 高松市立多肥小学校長 

 亀井 伸治 氏 

【本実践に学ぶ】 

①教育課程に関する課題の把握と整理とがなさ

れていた。 

②学力向上に関する取組の視点が整理されてい

た。〔脳科学による授業（ＲＡＶＩＣＫ）､生

徒による授業者評価の活用、学習規律・自己

評価の実施、パワーアップタイムの充実、職

員研修の充実。〕 

③自尊感情の醸成【学び合う教師集団（協働体

としての学校）作りと教頭】と学校評価（Ｐ

ＤＣＡ）が組織マネージメントに生かされて

いた。 

・自校の課題は何なのか（分析→共通理解）。 

・具体的な方策を立て、実践する（共通理解

→共通実践）。 

・検証し、成果と課題を明らかにする。 

【教師力を高めるための教頭の役割】 

①教師のやる気を向上させるために、一人一人

の教師の良さを信じ、見出し、認め、広げる。

あらゆる機会を通じ、賞賛し、声かけを行う。 

②ベテラン教師と若手教師の相互作用を生かす。

若手教師に機会を与え、ベテラン教員に相談

するよう指導・助言する。 

③率先垂範してともに歩む。それは自ら真摯に

職に励む姿勢を見せることである。それは信

頼に繋がる。信頼に足る上司に信頼されるこ

とで人は育つ。人が育てば組織が育ち、組織

の力でさらに人が変わる。学校も変わるので

ある。 

助言② 教育課程研究センター研究開発部 

教育課程調査官 清原 洋一 氏 

 隠岐の地域あげての取り組み、各校の特色を

生かすところが素晴らしい。 

○学校間の連携や情報を共有している。 

○大きな方向性は共有しながら各校の特色を生

かし、教師の特性を生かしている。 

○管理職、教諭、児童生徒がそれぞれ刺激し合

い、馴れ合いでなく思いやりをもっている。

厳しくも思いやりのある評価がなされ、教師

も自己研鑽の意識を醸成している。 

○学力調査の結果を学力の一部と捉えている。 

学力は三つの要素―①基礎的・基本的な知識

や技能の習得②思考力・判断力・表現力等の育

成③学習意欲の向上や学習習慣の確立－からと

らえるべきである。ところが、学校によっては

①だけを重視しているのは残念である。理科の

観点から言うと、観察・実験を通して、いかに

疑問を解決するか、行動、思考や表現、知識の

定着などを一体的に考えさせる。これは「生き

る力」に繋がる。 

 子どもは教科・領域等の学習全体から「生き

る力」を身につける。教科・領域等の目標やね

らいを明確にした教育課程を編成し、指導する

とともに、それらの関連を意識した指導を心が

けてほしい。これからの変化の激しい時代に重

要なことは、「学び続けようとする意欲や態度を

育てる」ことである。 

この大会で得られた情報、人的ネットワーク

を大切に、各地域での特色ある教育活動に磨き

をかけていただきたい。 



第１Ａ分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

○保護者，地域，学校が連携して子どもが安

心して学習ができる危機管理対応のあり方。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

○学力向上に向けて教頭としてどのように取

り組んできたか。 

 

【成果】 

＜分科会運営＞ 

○各地区の実践や情報をよく聞くことができ、

参考になった。 

○経験豊富な各教頭先生方の話や他県、他校の

取組が大変参考になった。 

○自校の取組に生かしたい情報がたくさん聞

かれ、視野を広げることができた。 

○各提言に対して深い話し合いがもててよか

った。 

○提言者の発表内容をたたき台として各地域で

の取組の様子が把握できたことがよかった。 

○具体的な内容で、すぐに取り組める手立てを

得ることができた。 

○来年度も協議に柱は提言一つにつき一つでよ

い。話し合いがスムーズになる。 

○各役割分担が明記され、すぐに話し合いに入

れてよかった。 

○今後も本大会の運営方法と内容でよい。 

 

＜協議内容＞ 

○テーマと関連づけた議論を進めることができ

た。 

○都道府県によって危機管理、学力向上等の取

組に違いや温度差のあることがわかり参考に 

なった。 

○大規模校と小規模校の違いや市町村教委との

連携・協力の内容について聞くことができ 

参考になった。 

○福島の震災に対応した教育課程の編成のため

に、子どもたちの状況を考えたり保護者の 

思いを取り入れたりして苦労した様子が、直

接のお話を聞いてよくわかった。学校経営の 

原点を改めて考えることができた。 

○宮城県の先生から震災時の体験談を詳しく聞

くことができて、危機管理の立場から大変に 

 参考になった。 

○有意義な時間を共有することができた。全国

の他地域の様子や方法、考え方、システムに 

 触れられてよかった。 

○今おかれている学校の状況と課題がはっきり

意識できて有意義であった。 

○地域や学校が置かれている状況はそれぞれ異

なるが、学校としての課題や子どもたちへの

対応は共通していることが多い。 

○今後の自校の方向性が見えてきた。 

 

＜その他＞ 

○明るく本音を出し合って、非常によい雰囲気

であった。 

○記録に残せない分野にも話が進み、盛り上が

ってよかった。 

○モチベーションが高まった。 

○休憩時間にもいろいろな話ができた。 

  

【課題】 

＜分科会運営＞ 

○もう少し話し合いの時間が欲しい。協議の柱

以外の交流もしたかった。 

○話し合いがせっかく深まった頃に時間の関係

で終了となったのが惜しまれる。 

○グループ協議の進行表（タイムテーブル）が

ほしかった。 



○せっかく全国から集まっているので、もっと

教頭同士の交流を図りたかった。 

○他のグループの話にも興味があったので、で

きるだけ発表グループを増やしてほしい。 

○協議時間がもう少しほしい。助言の超過時間

を話し合いに回してほしい。 

○提言に関する資料をもっと配付して欲しい。

（発表資料、プレゼン資料、補助資料等） 

○分科会の課題である教育課程と協議の柱と発

表内容がかみ合わない部分もあった。 

○協議の柱をもう少し早く提示してほしい。 

○協議の柱は各分科会１つに絞った方が良いと

思う。 

○テーマがわかりにくかった。 

○要項の時間と実際のタイムテーブルがやや違

っていた。 

○日程の変更について何も説明がなかった。 

○１グループ５人は少ない。８名ほどのグルー

プが望ましい。 

 

＜協議内容＞ 

○詳細なところまで発表を聞きたかった。助言

より発表の時間を重視してほしい。 

○大規模校と小規模校、小学校と中学校、グル

ープ内に種々の条件の学校が集まっていたの 

で、理解はしても手立てとして取り入れられ

ない部分があった。 

○安全・安心の取組みの一つとして、信頼され

る学校、不祥事根絶、モラルアップについて 

 の話し合いがあっても良い。 

 

＜助言関係＞ 

○助言者も指導助言の時間をしっかりと守るべ

き。１５分以上超過は長すぎ。 

○指導助言はポイントを絞った内容とし、時間

を守ってほしかった。 

○助言の時間が長くなりすぎないよう、午前一

人、午後一人と分担する等の工夫を。 

○助言者は１名でもよいのでは。 

○助言者の話が重なっている。一人は教育課程

を重点に、もう一人は実践に基づいた指導等、 

内容を分けて欲しかった。 

○助言者の指導内容が提言内容とあっていなか

った。研究課題にそった助言をお願いしたい。 

 

＜その他＞ 

○会場がやや狭く、グループ協議で周囲の声が

耳に入って聞き取りにくかった。 

○難しいことだと思うが、できるだけ全ての分

科会を近くで実施して欲しい。 

○危機管理マニュアルの見直しと、改訂版を実

施する際の徹底の必要性を実感した。 

○文科省の進めている学力観が、保護者や地域

あるいは企業等に理解され、社会全体が同じ

学力観で教育を考えていく必要がある。 

 

【次年度に向けて】 

１Ａ部会の成果と課題からは、次年度に向け

ては、次の点を申し送りたい。 

○協議時間をできる限り確保する。 

 分科会にかかわっては、多くの成果が上げら

れている。一方、課題に目を向けると、「協議

時間がもっとほしい」という声が多くあげら

れている。この指摘は、参加される教頭先生

方の前向きな気持ちがあってこそのことであ

り、研究大会の質を高める原動力となる。 

全体の時間には限りがあるが、協議や発表

時間の更なる確保のため、助言時間の厳守等

の工夫、休憩時間の有効活用等の工夫を考え

ていきたい。 

○協議の柱を参加者全員に配付する。 

 協議の柱については、分科会当日、会場で掲

示やプレゼンで提示される事が多く、参加者

にとってはわかりにくいものとなっている。

本年度、運営委員、実行委員に配付された「協

議の柱の一覧」を、来年度以降は、要項等と

一緒に袋詰めし、参加者全員に配付にしたい。 

○助言者、提言者、司会者、記録者もグループ

協議に参加する。 

 提言や助言、運営に支障のない範囲で、助言

者、提言者、司会者、記録者も順番に各グル

ープの協議に参加し、グループ協議の内容を

更に充実させていきたい。 
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1B

第１Ｂ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
神奈川県逗子市及び葉山町は、湘南地区の

一角、三浦半島の入口に位置することから
「海の町」というイメージが強い。都心から
約１時間という地理的好条件もあって、海の
レジャーを始めとする観光も盛んである。内
陸に目を向けると、豊かな山里が広がり、葉
山町上山口地区は「にほんの里100選」に選
ばれるなど、まさに海と山との豊かな自然に
恵まれている。また保護者・地域の教育に対
する関心は高く、学校にも協力的であり、連
携して児童・生徒の教育に取り組んでいくこ
とに理解があり、円滑な関係づくりが進んで
いる。平成23年度から完全実施された学習指
導要領（小学校）では、子どもたちの「生き
る力」を育むため、「体験活動の充実」とと
もに「地域教育力の活用」等が示されており、
各学校においては家庭や地域社会と連携し、
地域に根ざした創意工夫ある教育課程の編成
が求められている。逗子・葉山地区（以下、
逗葉地区と表記）には、逗子市５校、葉山町
４校の小学校（中学校は逗子市３校、葉山町
２校）がある。そして、それぞれが立地環境
に応じた特色ある教育活動の推進を目指して
いる。
そこで本教頭会では、これまでの研究を土

台としながら、逗葉地区の地域環境や教育環
境の特色を生かした、魅力ある教育活動がど
のように展開されるべきか、また教頭として
の望ましい組織マネジメントはどうあるべき
かを共通の課題として本主題を設定した。
２　研究のねらい
①　逗葉地区の各学校が地域教育力を連携・
協力のもとに活用し、体験活動の充実など、
それぞれの学校の特色を生かした魅力ある

教育活動をどのように展開していくか。
②　その過程において、教頭としてどのよう
にかかわるべきか。
以上を、実践の交流を通して協議・検討し

明らかにしたい。逗葉地区は自治体の規模か
ら、逗子市、葉山町の小・中学校が自治体の
壁を越え一体となって教頭会を運営しており、
かねてより情報の共有を始め、小中の連携も
十分に図られてきた。そこで、その良さを生
かした研究としたい。

３　研究の経過
（1）平成21年度
各地区の動向及び各校の実態把握、各校の

特色ある教育活動の紹介、情報交換。
（2）平成22年度
各校における実践・検討と教頭会における

交流・協議及び、研修会の充実。
（3）平成23年度
各校の取組のまとめ（成果と課題）と逗葉

地区における共有化。今後に向けての展望。
４　研究の概要
（1）各校の特色ある教育活動に学ぶ
逗葉地区は前述のように教頭会を合同で運

営しているため、学校教育の市町行政による
違いを学び合うことが出来る。双方の市町の
特徴を知り、すぐれた点については自分の市
町や学校においてどのように取り組むことが
出来るかについても交流し学び合っている。

・学校支援地域本部事業
・学校、地域、企業等と連携した活動
・「特色ある学校づくり」予算の活用
・巡回指導員を活用した支援教育
・ＰＴＡとの協働　etc．

本研究では、より明確に各校の取組を比較

地域の特色を生かした教育課程づくりに向けて
～地域環境や人とのネットワークを生かした活力ある教育活動づくりと教頭のかかわり～

提言者　神奈川県逗子葉山地区小中学校教頭会　葉山町立葉山小学校　安達　禎崇
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検討できるよう、小・中の校種別に扱うこと
とした。ここでは小学校の事例について２つ
ほど挙げるが、「地域」の考え方として、中
学校も含まれていることを確認しておく。
①　逗子市立逗子小学校「逗子小サマース
クール」他の取組（学校支援地域本部事
業）
逗子市では各校に学校支援地域コーディ
ネーターを置き、「学校支援地域本部事
業」として各学校が取り組んできており、
年々充実している。４年目を迎えた平成23
年度、逗子小学校においては逗子小サマー
スクール他の取組を行った。
サマースクールは、夏休み期間中に、１
年生を除く各学年で日常の授業ではできな
い学習支援（補充的学習）を行うことを目
的に取り組み始めたものであるが、現在で
はその他に教育課程外で「サマースクール
講座」を多数立ち上げ、学習支援以外にも
きめ細やかな児童の支援を行っている。
児童は日常の学習内容を深め、興味関心
を高めることができ、教師やボランティア
は学校では見られない児童の一面を垣間見
ることができたのが成果である。
②　葉山町立一色小学校「アマモ再生活
動」（学校、地域、企業等と連携した活
動）
子どもたちが、かけがえのない葉山の自
然環境について「より深く理解」し「環境
保全の大切さを学ぶ」ことを目的に、海の
ゆりかご「アマモ」育成活動に取り組んで
いる。
葉山では、数年前より葉山アマモ協議会
が発足し、アマモ場の再生に取り組み始め
た。一色小もこのときから参加し、４年生
がアマモ養殖に一役買っている。
子どもたちに与えられた役割（ポジショ
ン）である、アマモの種を取り出す活動及
び、育苗する過程で、様々なことを発見し、
アマモを増やすことの意義や環境保全の大
切さへと学びを深めている。

（2）学習環境づくりにおける教頭の役割
これらの活動を実践するにあたり、学習環
境を整えるという意味において、教頭のマネ

ジメントが重要となる。
「学校支援地域本部」の活動では、各校に
担当者はいるものの、地域や保護者との連携
の窓口となるのはやはり教頭であり、予算執
行や教育課程の編成、さまざまな渉外業務な
どに関わらざるを得ない。しかしサマースク
ール等の活動では、講師の方々をはじめ講座
の世話人など、保護者を始め、多くのボラン
ティアの方々にご尽力いただき、学校を支え
てくださる人的資源の発掘につながった。ま
た、学習環境整備においてはボランティアの
方々のおかげで、児童が落ち着いて学習に取
り組める環境が整備されつつある。
「アマモ」の活動は、地域や行政の環境保
全の動きとのタイミングが一致したものであ
る。常にアンテナを張って機会を捉え、外部
（本件では神奈川県農政部や建設会社等）と
のパイプを作ってはじめて実現することがで
きる。その上で連絡・調整はもちろん、校内
に向けては活動の周知に始まり、教育課程へ
の位置づけを図る等、教頭はプロデュースす
る必要がある。その結果、体験活動そのもの
はもとより、アマモ観察用大型水槽、海底観
察用の箱メガネ、アマモブック（アマモを知
るための小冊子）他、学校だけの力ではでき
ない「もの」や「こと」を得ることもできた。

５　研究の成果
教頭会での情報交換・協議等をもとに、他

校の取組を自校の児童や保護者・地域の実態
を踏まえ、実情にあった形にアレンジして取
り入れることによって、魅力ある教育活動が
活性化し、地域・保護者との連携の推進に役
立てることができる。
学校マネジメントの立場からは、地域の特

色を教育力として生かせないかという目で見
つめ直し、ハード面でもソフト面でも、常に
地域・保護者・行政等と連携を図り、アンテ
ナを張っておくことが、タイミングを逸せず
取り組んでいく上で大切なことである。

６　今後の課題　
取組に関わる組織を明確にし、人材育成を

含めた仕事の分担と、その継続を図ること、
また、予算の確保などが課題として挙げられ
る。



22

1B

第１Ｂ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
少子化による児童生徒数の減少や家庭・地

域の教育力の低下など教育をめぐる環境が大
きく変化する中で、喫緊に取り組まなければ
ならない課題が山積しており、教師の仕事は
これまで以上に複雑多岐にわたっている。一
人一人の子どもたちと向き合う時間を確保し
て、よりきめ細かな指導や相談をするゆとり
がない現状にもある。このようなことから、
「学校支援地域本部事業」は地域ぐるみで学
校を支援し、子どもたちをはぐくむ活動を推
進するために大いに期待されている事業であ
る。
本市でも、新見市教育委員会のはたらきか

けで、平成21年度に新見市ふれあい地域ボラ
ンティア実行委員会が組織され、主に中学校
区単位でその活動が広められている。学校の
ニーズに応じて支援活動を企画し、実施する
とともに、ボランティアとの調整役はコーデ
ィネーターが一元的に行うこととしている。
そうすることで、学校と地域支援本部が連携
し、教育活動の充実をめざしている。
「地域との連携体制が築かれる。」「教師の
きめ細やかな指導の時間が確保される。」「地
域の学校に対する関心が高まる。」などの有
効性が期待できるが、実際に機能するまでに
は、多くの課題がある。そこで、新見市教頭
会としては、①学校のニーズに応じた支援で
あること。②学校の意識改革を必要とするこ
と。③管理職のリーダーシップを必要とする
こと。④地域ぐるみの取組であること。⑤持
続的かつ自立的な運営をめざすこと。など、
この事業に取り組む上でのポイントを掲げて
研究を進めたい。
２　研究のねらい
学校支援ボランティアの活動をどのように

学校の教育課程に位置付け、さまざまな教育
活動を展開していけばよいか研究を進める。
さらに、内外の評価や意識調査の結果を考察
しながら、教頭としていかにかかわるべきか
を明らかにする。

３　研究の経過
（1）平成21年度
○　新見市ふれあい地域ボランティア実行委
員会を組織

（2）平成22年度
○　教頭会による研究組織の編成及び研究の
方向付け

○　研究テーマの決定と研究構想の立案
（3）平成23年度
○　各種研修会への参加と意見交換
○　各校での取組の実践と交流
○　研究の評価とまとめ

４　研究の概要
（1）地域支援本部事業を推進するための環境
づくり

○　学校教育のさまざまな場面で地域人材を
活用し、その活動を通して、学校支援とい
う新たな仕組みづくりを行う。教職員に、
意識変容に向けた理解を求めるよう情報を
共有する。

○　自分たちが住む地域への帰属意識を高め、
地域連帯感の構築と地域の教育力の向上を
めざす。

○　連携の軸がしっかりしている地の利を生
かし、学校側から地域側からと双方向の連
携が推進しやすい体制づくりを進める。

○　併せて、学校教職員の負担軽減をめざす。
（2）教育課程との関連
○　息の長いものにしていくため、この活動
を維持していくための工夫を行う。県の調
査によると、学校教職員・学校支援ボラン

開かれた学校づくりを進めるための 
教育課程の工夫と教頭のかかわり

～学校支援地域本部事業の取組を通して～

提言者　岡山県新見市小中教頭会　新見市立本郷小学校　後藤　秀則
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ティア・地域コーディネーターのそれぞれ
の立場から学校支援地域本部モデル推進上
の課題があげられている。小学校では、多
くの教員が、「事前の打ち合わせ時間の確
保」を課題としてあげている。学校支援ボ
ランティアも「自らの活動時間の確保が難
しい」を大きな課題としてあげている。他
方、中学校の教職員では、「校内の受け入
れ体制を」を一番の課題として指摘してい
る。それゆえ、学校支援ボランティアも
「学校の情報が少ない」という意見が多い。
そして、地域コーディネーターもこうした
課題を抱えるボランティアの願いと中学校
で行われる活動とのマッチングを大きな課
題としてあげて、苦心している。また、コ
ーディネーターが「学校のニーズ把握」や
「校内の受け入れ体制」を課題として重視
していることも注目される。現在本市は導
入段階の学校が多い。先進地域の実践事例
を参考にしながらも不安を抱えている現状
である。この活動を軌道に乗せるには、実
践に対する意識調査を実施しながら、課題
を明確にする中で教育活動の成果をあげる
ことが重要である。
○　「生きる力」の理念の共有、思考力や表
現力の育成、学ぶ意欲の育成、豊かな心や
健やかな体の育成等、この活動と学習指導
要領との関連を意識しながら研究を進める。
○　学校支援ボランティアの協力を得ること
で個々の学習の深化を図る。さらに、年間
計画への位置づけを明確にし、教育課程上
の課題を探る。
○　新しいことをスタートさせるというより、
「できることを、できることから」をキー
ワードにし、現在ある地域のリソースを有
効に活用していくという意識で進める。

５　研究の成果
○　支援ボランティアやコーディネーターと
連携協力を進める中で、形式にとらわれず、
心と心のつながりの中で情報交換できる雰
囲気をつくることは教頭としての大きな役
割であることがわかった。
○　地域社会の連帯感を向上させるためには、
学校を「地域の核」として地域住民が積極

的に学校を支援することが望ましい。特に
教職員に対し、この考え方を啓発していく
中で一定の成果を得ることができた。

○　学校が今コーディネーターやボランティ
アに対してどのようなことを支援してほし
いのかを練り、年間計画への位置付け表を
提示し、理解を求めたことは有効であった。

○　児童は、学校での活動を認めてもらう機
会が増え、自己有用感や自己肯定感を獲得
することができた。

○　以前は、子どものために学校支援を行っ
ているという考え方に傾斜していたが、事
業に取り組む大人たちからは、学校支援ボ
ランティアを通して、子どもたちから逆に
元気をもらい、活き活きとしてきたとの声
をよく耳にした。若い世代の面倒を見るこ
とが、実は自分の成長にも有意義であると
いうことを心から感じている。

○　各校の取り組みを発信する中で、その活
動が評価され、平成24年度は、学校支援地
域本部事業にさらに７校が申請するなど市
内学校の意欲の高まりが見られる。

６　今後の課題
○　意識調査からは、依然として、学習支援
等、教職員の専門的な領域に地域住民が入
り込むことに対して不安感を抱く教職員が
少なくない。全体として学校を開くことに
は肯定的であるが、教師としての専門性が
侵害されない範囲内でという思いが強いよ
うである。

○　子どものさまざまな問題行動の増加や学
力向上等、早急に取り組まなければならな
い課題が存在している。これらの解決のた
めに、地域が学校の「応援団」として、学
校とともに考え、課題解決に取り組んでい
くことが期待されている。平成24年度から
「地域連携担当」が学校に位置付けられ、
窓口が明確化された。学校内のニーズを一
本化しながら、持続した連携が図られるよ
う努めなければならない。

○　教師と保護者・地域住民が、チームとし
てビジョンを共有しながら、お互いの課題
を克服していけるよう連携を深めることが
大切である。



























第１Ｂ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 地域の特色を生かした教育課

程づくりに向けて～地域環境や人

とのネットワークを生かした活力

ある教育活動づくりと教頭のかか

わり～ 

葉山町立葉山小学校 安達 禎崇 

   

協議の柱 

地域の特色を生かした魅力ある教育活動を

展開していく過程において、教頭はどう関わ

っているか。 

 

１ 質疑応答 

○ 学校支援地域本部の設置状況と金銭的な面

に係る支援状況について 

・ 逗子市では４年前から全校に設置されてお

り、市教委の指導を受けている。コーディ

ネーターについては地域の方から学校が発

掘し、市教委から委嘱状が出ている。各学

校には補助金として２０万円が拠出されて

いる。 

○ コーディネーターはどのような方がなって

いるのか。 

・ 地域の方から選んでいる。当初は PTA 役員

からネットワークを広げていき人材発掘を

した。青少年指導員、子供会役員、PTA 役

員経験者等である。 

○ 地域連携に関して、学校側の対応窓口は誰

がしているのか。 

・ 教務部所属職員の中から担当職員を充てて

いる。教頭はその担当者のサポート。学校

運営組織にどう位置付けていくかが課題で

ある。 

  

２ グループ協議 

協議報告① 

  職場体験や地域人材を活用した授業等、地

域を巻き込んだ活動が行われつつある。地

域連携が深まるにつれ、職員の意識も高ま

り、学校・家庭・地域の一体感が感じられ

るようになってきた。教頭が窓口となって

いる所が多く、負担増につながっているこ

とから、担当職員の開発や校務分掌等への

位置づけ等が課題である。 

 

協議報告② 

  地域との関わりの中で活動が多様化してい

る。また、県によって取組に温度差が見受

けられた。人材配置に伴う市からの予算補

助措置は有難いことではあるが、執行等事

務処理を行う教頭に負担がかかっている。 

 

協議報告③ 

  コーディネーターの配置の有無、コミュニ

ティスクールとの関わり、運営委員会の設

置状況等、様々なレベルの地域連携の状況

が見受けられる。また、地域コーディネー

ターは核となる存在であるが、頼りすぎる

と学校が地域ネットワークをつかむのが難

しくなる。 

 

協議報告④ 

  地域への協力を求めると学校の地域への協

力も増え、担当者の多忙化が課題となる。

教頭以外に校内での役割分担をすることが

大切である。多忙化を解消することが、地

域連携を長続きさせることにつながる。 

 

協議報告⑤ 

  特色ある学校づくりの中でどういう力をつ

けるのかを明確にした上で、地域教育力の

活用を図るべきである。また、地域との連



携について、地域への発信や教員の理解を

どう図るべきなのか、そういう部分を大切

していきたい。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言① 教育課程研究センター研究開発部 

教育課程調査官 田代 直幸 氏 

 ・本事業は家庭・地域の教育力の低下から生

み出されたものである。連携事業に入れら

れないものは無理に入れないことが大切。

負担増を避けることも必要である。 

 ・全国的には、本部設置は増加傾向（小学校

５９００校・中学校２５００校）にある。

この活動は、コーディネーターの発掘にか

かっていると言っても過言ではない。 

 ・教頭は校内コーディネーターである。教育

課程への位置づけをしっかり行う立場にあ

る。 

 ・各校が独自に特色を見出すことは難しい。

他校・他地域との比較が大切である。様々

な取組をカテゴリーを作って捉え直してみ

ることも必要。先進校から学んでほしい。 

 

助言② 山形市立楯山小学校長 

  有路 清一 氏 

 ・教頭にはコーディネートに加えてプロデュ

ースという仕事が求められつつあり、幅が

広まってきている。 

 ・バーチャルな世界にいる子供たちには、リ

アリティのある経験が求められる。その体

験は教育課程内との関係で捉えられなけれ

ばならず、その意味でコーディネーターと

しての教頭が果たす役割は極めて大きい。 

 ・学習支援については、守秘義務の関係から

いくつかの課題が考えられる。 

 

 

 

 

 

協議の柱 

教頭と保護者・地域住民がチームで対話を

通してビジョンを共有しながら、お互いのメ

ンタルモデル(立場の考え方の違い)を克服し

ていくために、教頭はどうかかわっていけば

よいか。 

 

１ 質疑応答 

○ 創造的集団思考ができる組織にするために

は？ 

・  地域連携の各事業の持続性を持たせるため、

校務分掌へ地域連携担当を位置づけること。

メンタルモデルに対応できる組織作りにす

ること。 

○ 地域連携担当における校内での配慮事項は

あるのか。 

・ 校務分掌としての配慮はない。担当者は教

務主任が行い、負担がかからないよう連携

調整を図り，分掌組織として対応している

学年等からの要望の取りまとめは教頭が行

っている。 

  

２ グループ協議 

協議報告① 

  本グループにおいては、どこの学校にもボ

ランティアが入っている。部活動ボランテ

ィアについては、学校の実情と合わない場

合には、断ることも必要であろう。地域と

学校は双方向的に要望に応えていくことが

必要である。 

 

協議報告② 

  教頭と地域コーディネーターの打ち合わせ

は重要である。地域連携に伴う活動につい

ては、ねらいを明確にし教育課程内に位置

付けることが大切であるので、このような

ことを地域コーディネーターに伝えていく

ことが必要である。 

 

 

提言２ 開かれた学校づくりを進めるため

の教育課程の工夫と教頭のかかわり～学校

支援地域本部事業の取組を通して 

新見市立本郷小学校 後藤 秀則 



協議報告③ 

  地域連携活動におけるボランティアの必要

性について教頭がしっかり判断を行う。学

校側のビジョンを明確にコーディネーター

に伝えていくことが必要である。また小中

連携での地域連携活動も必要ではないか。 

 

協議報告④ 

  学校のビジョンの発信なしにビジョンの共

有はない。地域連携担当を校務分掌に位置

付け、担当とコーディネーターをつなぐの

が教頭の役割である。地域に出ていく(地域

連携)良さを、職員に積極的に伝えていくこ

とも、教頭の持つ一つの重要な役割ではな

いか。 

 

協議報告⑤ 

  地域連携事業の見直しに当たっては、教師

の負担軽減と子どもの育ちの二つの視点が

外せない。そのような視点を踏まえて、成

果と課題を明確にしていくのも教頭として

の役割ではないか。また、コーディネータ

ーの人物次第で、その後の連携活動の質・

量が決まると言っても過言ではない。人選

は極めて大切である。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言① 教育課程研究センター研究開発部 

教育課程調査官 田代 直幸 氏 

 ・教頭の役割として、地域連携に係る事業の

教育課程内への位置づけを行うことが挙げ

られる。小・中９年間を見通して適切に位

置付けられるよう調整することも大切であ

る。 

 ・渉外業務が多い中、地域教育力の発掘とと

もに、校内需要(ニーズ)を発掘することも

非常に大切である。 

 ・継続性、後継者作りは重要課題だが、引き

継ぎ上、次の負担にならないよう配慮する。

活動の軽重や優先順位を進言することも必

要である。 

 ・ビジョンを共有し、連携することのよさや

子供の変容を伝えていくことが、職員を動

かす原動力となる。 

 ・究極的にはアウトソースが必要。家庭・地

域に活動を戻すことを目標とする。 

 

助言② 山形市立楯山小学校長 

  有路 清一 氏 

 ・地域との連携による教育活動を、元気が元

気を生むシステムとしてどう取り組んでい

けばよいのかがよくわかる発表であった。 

 ・教師の負担感を３つに分けると、＜時間・

物理・精神＞面となる。行政的な配慮や支

援により、時間・物理面のゆとりは生み出

せつつあるが、精神的なゆとりを教頭とし

て関わりながらどう生み出していくかが課

題である。 

 ・地域連携を推進していく上では、活動の意

義を保護者・地域住民に伝えていくことは

必須の条件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

 (1) 職場体験や地域人材を活用した授業等、

地域を巻き込んだ活動が行われつつある。

地域連携が深まるにつれ、職員の意識も高

まり、学校・家庭・地域の一体感が感じら

れるようになってきた。 

 (2) 地域への協力を求めると学校の地域への

協力も増え、担当者の多忙化が課題となる。

教頭以外に校内での役割分担をすることが

大切である。多忙化を解消することが、地

域連携を長続きさせることにつながる。 

 (3) 特色ある学校づくりの中でどういう力を

つけるのかを明確にした上で、地域教育力

の活用を図るべきである。また、地域との

連携について、地域への発信や教員の理解

をどう図るべきなのか、そういう部分を大

切していきたい。 

２ 提言２における協議の柱について 

 (1) コーディネーターの人物次第で、その後

の連携活動の質・量が決まると言っても過

言ではない。人選は極めて大切である。 

 (2) 教頭と地域コーディネーターの打ち合わ

せは重要である。地域連携に伴う活動につ

いては、ねらいを明確にし教育課程内に位

置付けることが大切であるので、このよう

なことを地域コーディネーターに伝えてい

くことが必要である。 

 (3) 学校のビジョンの発信なしにビジョンの

共有はない。地域連携担当を校務分掌に位

置付け、担当とコーディネーターをつなぐ

のが教頭の役割である。地域に出ていく(地

域連携)良さを、職員に積極的に伝えていく

ことも、教頭の持つ一つの重要な役割では

ないか。 

 

 

 

 

 

【成果】 

○ 教頭の役割として、地域連携に係る事業の

教育課程内への位置づけを行うことが確認

できた。また、小・中９年間を見通して適

切に位置付けられるよう調整することの大

切さを改めて認識した。 

○ 地域連携を推進していく上では、活動の意

義を保護者・地域住民に伝えていくととも

に、連携することのよさや子供の変容を校

内の職員に伝えていくことが大切であるこ

とが確認された。 

○ 本事業は家庭・地域の教育力の低下から生

み出されたものである。地域連携事業に入

れられないものは無理に入れないことが大

切であり、負担増を避けられるよう、活動

の軽重や優先順位を進言することも必要で

あることが確認できた。 

【課題】 

○ 各校が独自に地域連携事業における特色を

見出すことは難しいので、他校や他地域と

の比較をすることが大切である。さまざま

取組をカテゴリーを作って捉え直してみる

ことも必要である。先進校から積極的に学

ぶ姿勢が必要である。 

○ 全国的に、地域との関わりの中で連携活動

が多様化するとともに取組に温度差が見受

けられたため、広い意味での情報交換には

なったものの、話し合いに深まりが見られ

なかったきらいがある。 

○ 教頭が窓口となっている所が多く、負担増

につながっていることから、担当職員の開

発や校務分掌等への位置づけ等が課題であ

る。 

○ 本分科会においても提言選定においては

「不易と喫緊」等のバランスを考慮してい

く必要性を感じる。特に、不易な課題や提

言も大切にしていく姿勢が求められる。 

第１Ｂ分科会

成 果 と 課 題 
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第２分科会　研究課題「子どもの発達に関する課題」

１　主題設定の理由
稲沢市は濃尾平野西部に位置し、植木・苗

木産業で知られた人口約14万人の都市である。
「はだか祭」で有名な国府宮神社など古い歴
史をもつとともに、名古屋市のベッドタウン
としても発展してきた。中心部には市街地が
広がる一方、西部は木曽川に接し豊かな田園
地帯となっている。地域の人々の教育に対す
る関心は高く、児童・生徒一人一人を大切に
したきめ細かな教育が求められている。この
ような地域・校区の特性を背景に、地域に根
ざした特色ある学校づくりを展開していくた
めに、教頭として、「豊かな人間性」を育て
るための学校教育の見直しと組織力の向上を
図る組織マネジメント能力が求められている。
そこで、地域の特性をふまえ、子どもの発

達に関して重点的に取り組むべき課題は何か
を的確にとらえ、各学校の課題解決をめざす
学校運営の工夫と改善について実践し、教頭
としてのかかわりのあり方を追究したいと考
え、本主題を設定した。
２　研究のねらい
教育目標を具現化し、健やかな子どもを育

てるための教頭のかかわりのあり方を明らか
にすべく、次の二点を研究のねらいとした。
（1）市全体及び地域的特性に基づく各学校の
課題を明確にし、学校運営の工夫と改善の
視点を得る。

（2）子どもの発達に関する学校課題を解決す
るための教頭のかかわりのあり方を明らか
にする。

３　研究の経過
（1）１年次（平成22年度）
第８期全国統一研究主題の下、「子どもの

発達にかかわる学校内外の組織マネジメン
ト」をテーマに、研究を進めた。

（2）２年次（平成23年度）
第９期全国統一研究主題の下、本地域の課

題をとらえて学校運営の工夫と改善をめざす
研究を進めた。
（3）３年次（平成24年度）
研究をふまえ、学校課題解決のために若手

教師の力量向上を図る方策を探る。
４　研究の概要
（1）市全体及び各学校における課題の把握
＜アンケート調査の実施＞
市内全小中学校の教頭にアンケート調査し、

子どもの発達に関する課題と取組を探った。
地域の特性をふまえて、各学校において解決
すべき課題は何かを明確に捉えるとともに、
市全体での共通の課題を認識することで広い

子どもの発達を支援する学校運営の工夫と改善
～学校課題の明確化に基づくＱ-Ｕアンケートの活用を通して～

提言者　愛知県稲沢市小中学校教頭会　稲沢市立丸甲小学校　横井　　浩
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視野から自校の問題を見直すことができ、同
じ課題をもつ他校の協力を得て、より効果的
な方策を見出すことができると考えた。
＜調査結果＞
「発達障害」「児童生徒理解」「心の教育」
「道徳教育」など、一人一人の児童生徒の内
面を的確に把握することが求められ、個に応
じた指導・支援が重視されている。「人格形
成」「生徒指導」「問題行動・いじめの問題」
は、小中学校の差なく重視され、発達段階に
よる指導法や取組方は異なるものの、絆づく
り・人間関係づくりが求められているといえ
る。
各校での具体的な取組を項目内容ごとにま
とめた。校区の特性をふまえつつ、各校の教
頭が課題解決のためにどのようなかかわりを
しているかが具体的に分かり、課題を共にす
る複数校での協力体制づくりの足がかりとな
った。
（2）改善策例を検討し共有する機会の設定
＜市内教頭会議と教頭研修会＞
教頭会議や教頭研修会の場で調査から得ら
れた課題を共有して、各校の実践を報告し合
い、情報交換して工夫と改善の視点を探った。
（3）学校運営の工夫と改善
	＜学校課題の明確化に基づくＱ-Ｕアンケー
トの活用＞
学校課題と取組の調査から、「問題行動・
いじめ問題の克服」「心の教育」「児童生徒理
解」を進めることが必要であることが見えて
きた。そこで、Ｑ-Ｕアンケートを活用して
児童生徒の望ましい人間関係づくりを進め、
教育活動全体を通して、一人一人の児童生徒
に自己肯定感や自己有用感をもたせていくこ
とが、学校課題を解決していくための基盤と
なると考え、教頭として学校運営の工夫と改
善に取り組んだ。
【校内研修会での教師力向上】
Ｑ-Ｕアンケート結果の見方について校内
の現職教育で研修会を設定し、正しい分析の
仕方を身に付け、以後の指導・支援に役立て
るようにした。その際、校内のミドルリーダ
ー的教師数名が中心となって結果の見方を解
説し、他の教師からの質問を受けて分析を深
め合えるようにした。

若手教師担当のクラスをモデルとして、作
戦会議のシミュレーションを行い、望ましい
人間関係づくりのための方策を練り合ってい
く仕方を全教師に広めた。その後、部会別検
討会を開き、実際の学級経営において結果を
分析して、対策を話し合った。さらに、これ
らの研修方法を教頭研修会の場で報告して全
校に広め、同様の課題をもつ学校での共通実
践化を図った。
【支援対象児童生徒の状況把握と方向性】
校内の情報収集に努め、担任、養護教諭、

生徒指導担当主事等との連絡・調整をして、
支援を要する児童生徒の状況を把握し、支援
の方向性を考えた。
【他校・外部機関との情報交換】
市内教頭会議で他校との情報交換を行って

有益な対策を他校に広めたり、関係諸機関と
の連携を図ったりした。

５　研究の成果
（1）調査活動を通して、学校運営の工夫と改
善について、教頭としての課題を明確にす
ることができ、解決に向けた視点を得るこ
とができた。

（2）課題に基づき、現職教育の場に教頭が積
極的に関与して、もち方や方向性を示すこ
とで、教師集団の力量が向上し、課題解決
に向けた取組を進めることができた。

６　今後の課題
（1）共通の課題をもつ学校間で有効に情報交
換し合える連携体制づくりを進める。

（2）学校課題解決のために、若手教師の力量
向上を図る取組を進める。
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2

第２分科会　研究課題「子どもの発達に関する課題」

１　主題設定の理由
山口県では、子どもたちが、ふるさとに愛

着と誇りをもちながら、夢や目標をもち、一
人の社会人として自立し、自分にふさわしい
生き方を実現しようとする意欲や態度、能力
を育成していくためキャリア教育の充実を教
育の基軸とすえており、下関市においても学
校間連携を推進し、自己実現を図っていく子
どもの育成と教育課題の解決に取り組んでい
る。
子どもたちの健やかな成長のためには、地

域の特色を生かし、地域に根ざした教育を行
うことが重要であり、15才までの育ちを連続
して支援していくために、長いスパンを見越
した計画と実践、学校間連携や地域連携のた
めの組織や体制づくりが必要である。
その中核となる教頭の果たす役割も大きい

と考え、本主題を設定した。
２　研究のねらい
下関市の15才までの心の教育、学力保障と

いうテーマの達成と進路未決定者が全国でも
多いという現状から、課題解決のためにキャ
リア教育の充実に取り組み、「キャリア教育
を支える体制づくり」という学校が直面する
具体的場面における教頭の役割に視点を当て
て研究を行い、実践力を養う。
（1）下関市小学校のそれぞれの取組の実態を
調査し、共通理解を図るとともに指導の共
有化を図り、キャリア教育の充実による学
校の活性化について研究を行う。

（2）市内の各学校の現状から、それぞれの地
域に合った幼小中の学校間及び地域の連携
教育をどのように推進していくか教頭とし
ての役割を明らかにして指導力の向上を目
指す。

３　研究の経過
（1）平成21年度～23年度　
リーダーシップを発揮する教頭のあり方

・教頭に必要とされる力の解明
（2）平成23年度　
キャリア教育の体制づくりの推進

・研究主題の設定及び研究の進め方
・各学校の取組の整理
（3）平成24年度
キャリア教育の体制づくりの推進

・課題解決の取組
４　研究の概要
23年度より「キャリア教育を支える体制づ

くり」を研究主題として研究に着手した。
広範囲に存在する市内各小学校を、地域ご

との９つのブロックに分けて研究組織をつく
り、キャリア教育について「学校間連携」
「地域との連携」「体験活動」「特別支援教
育」という枠組みを設けて、それぞれの地域
ごとの取組を整理し、全体で意見交換、協議
を行ってきた。教頭としてキャリア教育の充
実にかかわろうという意識が高まり、地域の
実態が明らかになってきたので、さらに「連
携」の充実をどのように図るかということに
ついて視点を絞り、具体的にプランを考察し、
実践の整理をする中で、教頭の役割について
研究を進めている。
（1）学校間連携
下関市は広域であり、学校数も多く（52校）、

学校規模も千人を超える学校から、周辺部で
は、少人数や複式学級の学校が多く存在する
ため、それぞれの学校の実情にあった実践を
行った結果、教頭の役割について方向性を見
出すことができた。

キャリア教育を支える体制づくり
～学校や地域の特色を生かす体制づくりにおける教頭のかかわり～

提言者　山口県下関市小学校教頭会　下関市立川棚小学校　中村　隆宣
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①　小小連携による横の取組
小規模校同士による小学校間の連携を進
めている。少人数校の児童の成長への教育
環境づくりとして成果があった。具体的に
教頭が関わり、学習交流会を企画した。当
初は、教頭が運営し、授業提供も行ってき
たが浸透していくに連れて様々な支援も増
え、内容も充実し、教員の指導力の向上に
も繋がり、市内学校間で広範囲に取り組ま
れるようになってきている。
②　幼小中連携による縦の取組
教頭が、地域や学校に応じた体制づくり
へいかにかかわるかを研究し実践をしてい
る。異校種間でのなめらかな接続を図り、
一貫教育の確立を目指している。
・小中連携推進委員会の設置、実務担当者
会議等の支援
・小中協働によるキャリアアルバムの作成
・幼小中連携担当者への指導助言

（2）地域との連携
地域の方々が様々な形で学校の教育活動に
携わることで、児童が郷土を知り、人生観、
職業観を肌で学び、「大好きふるさと下関」
の具現化に繋げている。
その体制や組織づくりとして、地域に合っ
たネットワークづくりを通して人材の確保や
養成、広報活動、そして授業改善などに教頭
が積極的にかかわり、地域住民と学校の教職
員・児童との橋渡し役をいかに果たすかとい
うことについてを研究してきている。

・学校支援相談会や学校コーディネーター会
議の設置と運営

・学校支援ボランティアを活かした取組
・相互交流を活かした取組
　（ふるさと協育ネット）
・下関版コミュニティ・スクール

５　研究の成果
（1）教頭から教職員全体へとキャリア教育に
対する意識が広がり、具体的な取組の充実
につなげることができた。

（2）下関市の教頭一人ひとりが、１つのテー
マをもとに各学校、地域での実践をまとめ、
組織で一体となった研究を進めることがで
きた。

６　今後の課題
（1）実務の累積と整理
これらの実践に当たっては、学校間はもと

より、地域の協力機関、立ち上げた組織の運
営など時間と協議の場、連携、連絡の手だて
も必要である。そのような課題を教頭として
どのように解決していくか、様々なケースに
対応できるように、教頭の役割に眼目を置い
た取組の整理が必要である。
（2）教職員の意識改革
教職員の意識改革をどう促すか。ともすれ

ば、学校・地域との連携は余計な仕事と考え
たり、校種間の意識の違いも大きかったりす
る。双方向性があり、全員で取り組むために
は、教職員が長いスパンで子どもの発達を考
えようとする広い視野が必要である。



































 
 
 
 
 
 
 
 

協議の柱 

 子どもの発達に関する地域や自校の課題を的

確に把握し、解決していくための教頭の関わり 

１ 質疑応答 

① Q-U は年に何回実施か？ 

 ・市内各校によって異なるが、本校では 4～5

月の当初に１回。２学期の終わりから３学

期の初めに１回実施し、３学期に修正でき

るように生かす。他校では学期に１回、Q-U

テストをしたことの無い学校では試しに

１回実施してみるなど。実施の予算につい

ては、学校によって異なるが、本校では校

内で捻出している。 

②  Q-U の信頼性についてどう考えるか。また、

見取りとのギャップはどうか？ 

 ・信頼性の部分は子ども達とのかかわりによ

って変わってくる。いうことを聞かない中

学生は適当に答えてしまう。 

 ・一つの参考として、手立てを考える上で大

きな指標の一つと考える。 

③ 作戦会議を実施することは全員でコミュニ

ケーションを図る上で大切な事と思うが、モ

デルクラスだけの実施なのか？ 

 ・若手の力量の向上を図る上で、モデルクラ

スとしたのであろうが、若手が周りの教員の

影響を受けて育つことを考えると、他の教員

においても実施することが今後必要であろう。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

・Q-U の活用や、人権教育プログラムでどんな

取組をしているか話し合った。特に要支援の 

 

 

 

集団への丁寧な対応が必要であること。地域

の課題との関わりについて検討した。また、

校内支援体制をいかにつくるか、ミドルリー

ダーをいかに育てるかについても議論した。 

協議報告② 

・Q-U についての話し合いの中で、「学級の状

態がある程度整っていないと実態との整合 

性が取れない。」とか、「教員の知らない生徒

の顔が見える。」「子どもに積極的に関わって

いくための手段となる。」「いじめにも効果

的。」との意見があった。「作戦会議」のよう

に情報の共有をおこない、一人で悩まない体

制づくりが必要である。また、教頭としての

関わりについての話し合いでは、「何か新し

いことを取り入れようとすると反発がある

が、子どものためなら取り入れやすい。」「教

務主任が進める上での下地づくりが教頭の

仕事である。」「評価で校長との間を埋める役

割も担う。」などの意見が出された。 

協議報告③ 

・実態を知る上で、客観的なものが必要である。

ただし「見取り」を通しての部分も合わせて

考えることが必要。全校で見ていく情報を共

有する体制を作ることが教頭の役割であろ

う。研修の機会を通して若者のアンテナ感度

を高め、人材育成を図ることも大切である等

の意見があった。 

協議報告④ 

・Q-U の活用で、見えにくいところが見えてく

る。客観性が増す。また、カウンセラーや外

部機関の活用や連携等の必要に応じた関係づ

くりが教頭の仕事である。生徒理解の為の小

中の連携をより深めることや、状況の把握や

解決のために教員の連携をより深めること，

日常から生徒とのかかわりをより深めること

の大切さが再認識された。 

協議報告⑤ 

研 究 協 議

提言１：子どもの発達を支援する学校運営の工

夫と改善～学校課題の明確化に基づく Q-U アン

ケートの活用を通して～ 

稲沢市立丸甲小学校 横井 浩

第 ２ 分科会 



・発達に関する課題を浮き彫りにするのに Q-U

は活用できる。教頭としては、各担任とよく

話をして課題に対するアドバイスを的確に行

う。また、研究主任と打ち合わせをきちんと

した上で全体に示す。若手とベテランをペア

にし、若手に課題に取り組ませるといったこ

とも効果的と実践している学校もあった。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言① 市川市立真間小学校長 町田 実氏 

・全国大会、分科会の雰囲気の良さを感じた。

全国から人が集まり学んだよいものは財産と

して是非広めて欲しい。また、課題の共有が

あったものは心の支えにもなったのではない

か。提言については、市全体として年次計画

がしっかりと立てられ、子どもを支援すると

いう目的に沿って良く計画されている。校内

研修会においても目的がはっきりとし、初任

者並びにミドルリーダーを育てることにも役

立っていると考える。研究の成果と課題もし

っかりとまとめられており、他校の実践にも

役立つ内容となっている。また、教頭の役割

としては、教員一人一人がどんな関わりをし

ていけばよいか個々に具体的なイメージを持

たせることが必要である。また、どういう組

織でどのような目的を持って取り組むか、職

員一人一人が自信を持って進められるように

指示を学校の状況に応じてしっかりと示すこ

とが大切である。教頭には色々な手立てを持

ち、取り組む担任の状況を把握して、支援し

ていくマネジメントが求められている。 

 

助言② 生徒指導・進路指導研究センター 

総括研究官  城戸 茂 氏 

 

○研究の成果について、工夫改善の視点からは

どうだったのか。教頭として、課題解決に向

けて取り組んだうえでのポイントがもう少し

はっきりしていると良かった。 

○一般的な話をすると、検査をおこなうことは

意義のあることだが、検査自体で安心してし

まってよいわけではない。何のため、どう活

用するか、どう対応するかが大切である。地

域や保護者の声や実態、子どもの状態をよく

把握し、「報・連・相」がしっかりとなされて

いるか。課題の把握は適切であるか。適切な

対応になっているか。一人で対応に困ってい

る教員はいないか。そこを教頭は確認しリー

ドしていくことが求められる。 

○新学習指導要領を進めるにあたり、効果的に

行うために以下の二点について確認してほし

い。 

・一点目は，授業内における生徒指導はより

充実しているか見直しが必要だということ

である。ポイントとしては、自己存在感を

与える。自己実現の充実感を味わわせる。

自己決定の場を与えることである。そして、

そのような活動を通して学ぶ集団づくりが

学力向上にも必要なベースとなるのである。 

・二点目は，体験活動を取り込んで心を育て

ているか、ということである。時数の面か

ら行事の見直しが進んでいるが、質の向上

を図ること。また、行事のねらいを明確に

すること。体験活動の事前、事後の振り返

りをしっかりと行うことが大切である。そ

して、ねらいの達成のためには時数確保も

必要であり、「知・徳・体」のバランスが大

切である。 

 

提言２：キャリア教育を支える体制づくり 

～学校や地域の特色を生かす体制づくりにおけ

る教頭のかかわり～ 

下関市立川棚小学校 中村 隆宣 

 

協議の柱 

キャリア教育における教頭のかかわり方や役

割はどのようなものがあるか。児童が自立し、

自分にふさわしい生き方を実現するための意欲

や能力をキャリア教育でどのように具現化して

いくか。 



１ 質疑応答 

① 地元の中学校のキャリア教育について。ま

たキャリア教育の教育課程での位置付け

は？ 

・小中連携して「あいさつ運動」などいろい

ろ取り組んでいる。「連携委員会」を設置し、

小中の先生方で話し合いを行なっている。時

間の確保については、「キャリア教育はすべ

ての教科の中で行なうものである」との考え

に立ち、普段の授業中にキャリア教育の時間

を確保している。 

② 市独自の読み替えがあるなど、積極的な取

組みは教頭会がリーダーシップをとってい

るのか。また関係諸機関との連携は？ 

・各学校にはそれぞれの課題があるので、そ

の実態に応じて、各校で取り組んでいるとい

うのが現状である。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

・自分たちの県を他県にＰＲする活動、勤労留

学、農業体験などの取組がある。キャリア教

育年間計画をしっかり立てている学校は少な

い。キャリア教育では、「自分たちは地域に愛

されている」と感じられる活動が必要である。 

・教頭として地域とかかわる、とっかかりを作

る、人材を活用することが大切である。 

協議報告② 

・小学校ではキャリア教育を教育課程にしっか

り位置付けている学校は少ないが、様々な活

動をしている。中学校では職場体験を行って

いるが、アルバイトの前倒しにしてはいけな

いという危機感がある。 

・教頭として、学校支援ボランティアを活用す

るなど、コーディネーター役としてアンテナ

を高くしておく必要がある。 

協議報告③ 

・意欲の具現化については、系統立てて活動さ

せることが必要である。ポートフォリオ形式

で生徒に振り返させることが有効である。 

・能力の向上には、単発な活動ではなく、場面

設定をしっかり行ないたい。授業中の活動で

は、意思決定能力やコミュニケーション能力

を高めたり、職場体験では生徒に職場体験先

に連絡させたりすることも活動の一環である。 

・また、小中の連携も大切であり、その橋渡し

は教頭の役目といえる。 

協議報告④ 

・キャリア教育では、「子どもたちは地域に助け

られている。その中で生徒が成長していくの

だ。」ということを再確認したい。 

・課題としては、キャリア教育に対する教員の

意識が低いこと、高校でキャリア教育を実施

しても、実際仕事があまりないこと、などが

挙げられた。 

協議報告⑤ 

・キャリア教育については、まだ消極的な学校

が多い。キャリア教育とは、新しいことや特

別なことをやるのではなく、「人の役に立ちた

い」という思いを不安の授業中で生徒に考え

させることである。また、基本的な生活習慣

を身に付けさせることも大切である。 

・課題としては、教員の意識を高めること、積

極的に意義ある活動をさせることが教頭の役

目である。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言① 市川市立真間小学校長 町田 実 氏 

・キャリア教育を教育目標の具現化のためにし

っかり教育課程に位置付けること。 

・キャリア教育の視点から教育計画を見直すこ

と。教科主任や教務主任には年間指導計画を

立案させること。また、各学年には、今やっ

ている活動内容を吟味してもらうことが必要。 

・推進体制を整備し、個人の実践ではなく、組

織として推進することが大切である。 

・小小連携については、活動を継続すること、

学校にしっかり位置付け、教員に引き継ぐこ

と。 

・幼小中連携には、系統的な取組みが必要であ



るが、まずは管理職のレベルでスタートし、

教員は主任（教務、生活指導）に担当させる。

そして、系統的なキャリア教育の全体計画を

立てることが大切である。 

・地域との連携については、教頭（副校長）が

窓口になるが、地域とのネットワークを作る

などでスムーズに連携できる方策を講じるこ

と。 

・学校側から積極的に情報発信し、学校を知っ

てもらうことが大切である。すると地域から

声が上がってくるようになる。双方向のつな

がりを維持しなければならない。 

 

助言② 生徒指導・進路指導研究センター 

総括研究官  城戸 茂 氏 

・山口県は熱心にキャリア教育を推進している

ようである。教頭会が真正面から取り組んで

いる点がよい。 

・小中の取組については、「連携推進委員会」と

いう体制をつくり、しっかり根付かせること

が大切である。授業体験や出前授業という方

法もある。 

・小小連携については、交流会などにより、中

学校へのステップアップにつなげたい。取り

組む際は、「何のためにやるのか」という狙い

を明確にし、交流や情報交換を通して円滑な

つながりを図ることが大切である。 

・キャリア教育にとって、地域との連携は欠か

せない。人生観や郷土愛を学ばせるために

様々な活動をさせたい。子どもが地域に出か

けていくだけではなく、地域の人に学校に来

てもらい活動に参加してもらうことも必要で

ある。この双方向の連携の基本は、生徒の育

成のためであるという意識である。 

・教頭が率先して取り組むことで、いずれ成果

が見えてくると、積極性も生まれてくる。皆

で取り組むことができるよう、教頭としてリ

ーダーシップを発揮することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 子どもの実態をとらえる客観的な資料とし

て Q-U テストは有効な手段の一つである。 

(2) 要支援集団に対して，スクールカウンセラ

ーや外部機関の活用・連携を図るために，必

要に応じた関係づくりを行うことが教頭の仕

事である。 

(3) 全校で情報を共有する体制を作ったり，校

内研修等の機会を通して、人材育成を図った

りことが大切である。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) キャリア教育を推進する上で，何か新しい

ことや特別なことを行う必要はない。これ

までやってきたことを，意思決定能力やコ

ミュニケーション能力の育成などキャリ

ア教育の視点から見直していくことが大

切である。 

(2) キャリア教育を推進する上で，地域と  

連携したり，幼小中の接続を考慮したりす

ることが必要不可欠である。教頭の も大

切な役割はそうしたネットワークをつくる

ことである。 

(3) 中高に比べ小学校ではまだまだキャリア教

育への教職員の意識が低い傾向にある。系

統的なキャリア教育の全体計画を作成する

など，教頭が率先してキャリア教育推進に

取り組みたい。 

 

【成果】 

○キャリア教育について全国各都道府県の取組

がよく分かり，キャリア教育のとらえ方，自

分の学校での生かし方について考えるきっか

けとなった。また，キャリア教育の推進に当 

 

 

 

 

 

たっては，家庭や地域，外部機関との連携が

大切であることを再確認するとともに，教頭

の役割について考えることができた。 

○異なる地域や校種の情報交換がなされること 

で，学校運営のヒントや新たな視点が得られ 

た。同時に，Q-U など新しい取組だけでなく， 

今までやってきたことにも改めて意義を見出 

すことができた。 

○各地域の仲間と教育課題について思いを共有 

しながら本音で話し合うことができてよい刺 

激になった。その中で，教頭として も大切 

な役割は，人間関係づくりや校内研修をコー 

ディネートすることであることを再確認する 

ことができた。 

  

【課題】 

○教頭として，教職員の育成の仕方を工夫し， 

児童の発達を促す方法を考えていきたい。 

○教職員が一丸となって取り組めるもの（提言 

は Q-U を窓口とした取組であった。）を見付け， 

提案することが難しい。 
○結局，教頭の も重要な役割は，教員の指導 

や体制づくりに行き着いてしまう。 

第 ２ 分科会 

成 果 と 課 題
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第３分科会　研究課題「教育環境整備に関する課題」

１　主題設定の理由
「日下」は大阪府と奈良県の境にある生駒
山を背に古事記や万葉集にも記され、語源は
土地の地勢から名付けらたと言われる。また、
戦後、太宰治「パンドラの匣」のモデルとな
った施設や日下川に沿って歩くと雨月物語の
作者、上田秋成の隠棲地跡、龍の伝説がある
大龍寺があるなど歴史的にも貴重な環境下に
ある中、少子化や地域の高齢化が進み児童数
の減少が進んでいる。「水」をテーマに地域
文化にスポットをあて輝かす試み「清流＝日
下川＝蛍＝原始蓮」へと地域あげての文化の
発信。これらを学校の財産とするために、学
校と保護者・地域住民の密接な関係の構築に
はじまり、地域住民との協働学習の場として
の学校づくり。地域コミュニティの土台整備
を進めることを本研究主題として設定した。
２　研究のねらい
（1）魅力ある地元の文化を発信する
学校からの発信により保護者や地域住民が

地域文化を共有することで学校の教育活動へ
の興味関心度を高める。
（2）地域教材の効果
地域教材の発掘により地域住民との交流が
	定着し、地域文化の継承者としての教育活動
が可能になる。
①　地域文化の継承　
　高齢者から児童へ
　児童から保護者へ
　保護者が次代の担い手として
②　保護者の主体的な参加
　規模の拡大
　大人の力の見せ所

（3）環境教育の場
清流の維持管理を受け継ぐ場としての蛍学

習

○　春　
・原始蓮の株分け（５年生と地域住民）
・ビオトープの手入れ
	 （５、６年生と地域住民）
・隣接する中庭（芝生）の手入れ（保護者、
地域住民の協同作業）

・緑のカーテン植え込み
	 （３、４年生と地域住民）
○　初夏　
・蛍（幼虫）の放流
・原始蓮の花見（５年生の案内で低学年）
○　夏　蛍の夕べ（地域住民と保護者主催）
　　　　蛍の産卵器の作成
	 （５年生と地域住民）
　　　　学校クリーン作戦
　　　　（児童、保護者、地域住民の協同作業）　
○　秋　蛍の産卵状況観察
	 （５年生と地域住民）
　　　　原始蓮種取（３年生と地域住民）
○　冬　川蜷養殖（５年生と地域住民）
　　　　蛍幼虫飼育（５年生と地域住民）
◆ビオトープ拡大計画（続行中）
◆原始蓮の群生を校内に作る計画（続行中）

３　研究の経過
（1）蛍
蛍に関する情報を地域と共有することで、

地域住民や保護者の参画が可能になり日下川
約２km上流までの間を蛍の生息地とする取り
組みには、地域住民や保護者の協力が不可欠。
（2）原始蓮
原始蓮に関する情報を地域と共有するとと

もに隣接する旧家と連携し校内にも蓮の群生
地をつくる。（Ｈ23末より）
地域の理解と文化財でもあるため大阪府の

協力も必要で、学校だけではまかなうことが
できないため地域の協力を要請し児童、教職

地域文化の掘り起こしから協働学習の場へ 
「学校文化の創造」

～「水」にこだわった地域文化（人）を学校文化（人）とするためのマネージメント～

提言者　大阪府東大阪市教頭会　東大阪市立孔舎衙東小学校　安藤　俊哉
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員との協働作業とした。
（3）芝生の維持管理　
児童会が維持管理し地域住民の専門家が常
に管理状況を把握している。

４　研究の概要
（1）学校の椎木を下げる効果
○　地域住民が校内の状況に関心を持ち、学
校からの要請時や手の空いたとき、いつで
も校内での作業ができる環境作り
◆　近隣住民の日常的な協力
◆　近隣住民のゲストティーチャー
（2）地域連携に向けた情報発信
○　細かな情報発信により地域住民の学校教
育への参加へ向けた準備が可能になる　
◆　学校便り
◆　学年通信や学級通信
◆　給食便り（食育ニュース）
◆　PTA実行委員会より情報伝達
◆　フリー参観（オープンスクール）
（3）ほたるの夕べ
○　地域の文化を学校の文化としてイベント
を立ち上げる。このことにより地域学習が
定着し、その成果として他地域からの見学
や３世代の参加等が多く見られるようにな
る。
○　夏の高温時の流水効果
◆　流水路の整備と付近の清掃を近隣住民が
支援
◆　近隣住民の支援で蛍のえさとなる川蜷の
養殖

（4）芝生の広場
○　子どもたちの遊び場
○　高気温時の芝生による効果
◆　専門家の協力
◆　地域教育協議会の協力
◆　保護者の協力
◆　卒業生や在校生の協力
（5）第２ビオトープ計画
○　原始蓮の群生を試みる（今年度が勝負ど
ころ）
○　子どもたちの計画から地域の協力者とと
もに協働
　児童、保護者、地域、学校職員の協働

５　研究の成果
（1）地域連携の強化
○　地域のゲストティーチャーとして文化の
伝道者として気軽に来校される関係となる。

　子どもたちも顔見知りとなり「蛍の先生」
と呼び、なついている。また、蛍の会の
方々すべてが地域住民であり、子どもの見
守り隊でもある。

○　蛍の育成がライフワークになったゲスト
ティチャー

○　「日下川に根付いた蛍」今は地域の宝と
して市もバックアップ（過去、日下川の護
岸を整備する際、蛍が生息しやすいように
整備。また、遊歩道の整備を実施）

○　学校周辺からゴミがなくなる
（2）今年度の酷暑に対して地域の工場より窓
に塗る熱遮断ペイントの提供（地域から応
援されていることを実感）

（3）増改修
現在のビオトープの改修と新たに原始蓮と

蛍のためのビオトープづくりに着手し完成
近隣の方より田土をいただき、子どもたち

と制作に取りかかる。
（4）今年の酷暑を避けるための緑のカーテン
づくり。支援学級と学童教室の日よけを目
的にスタート。
保護者の好意で大型重機で基礎作り畑土や

肥料を近隣の農地よりいただく。その後、子
どもたちによる苗床制作から育成。結果２階
まで届く育ちが見られた。

６　今後の課題
地域教材の整備とすべての学年に取り込む

日下地域の歴史的文化の教材化や隣接地域の
歴史的文化の教材化を含め人権教材の掘り起
こしを進める。地域の語り部、伝道者の発掘
を進め学校文化の充実を図る。
○　地域学習、地域のゲストティーチャーと
教職員の協働をプロデュース

○　人権教育の分野別専門教諭の育成
○　課題に沿った社会見学や聞き取り学習、
体験的学習の取り込み

○　子ども自身が発信者となるプログラミン
グ作り
これらの課題に向けた具体的なプログラム

へ教頭としてマネージメントを進める。
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第３分科会　研究課題「教育環境整備に関する課題」

１　主題設定の理由
平成18年12月、約60年ぶりに教育基本法が

改正され、これからの教育のあるべき姿、目
指すべき理念が明らかにされた。第13条には、
新たに「学校、家庭及び地域住民等の相互の
連携協力」が謳われた。
岡山市でも、平成19年４月１日施行された

「岡山っ子育成条例」で、子どもたちが愛さ
れていると実感できる家庭、学校園、地域社
会を実現し、市民協働による自立する子ども
の育成を推進することを目指している。この
条例には、家庭・学校園・地域社会・事業所
それぞれの行動指針が策定され、地域社会や
家庭との連携が行動計画としてあげられてい
る。
岡山市の教育施策を具現化するために、本

校における地域社会、家庭との連携において、
コーディネーターとして教頭の果たすべき役
割について研究していきたいと思い、本テー
マ及びサブテーマを設定した。
２　研究のねらい
本校は、宅地化が進み、児童数も900名を

超える大規模校であるが、自然が豊かで素直
な児童が多く、学区をあげて子どもたちを見
守り育てていこうとする気運の高い学区にあ
る。従って、学区の種々な団体が子どもの健
全育成に取り組んでいる。
本校においても「岡山っ子育成条例」を受

けて、「地域を愛し、地域に愛される子ども
の育成」を目指し、学校・家庭・地域の三
者・三意の協働による子育てを推進している。
三者とは、学校・家庭・地域、三意とは、創
意・誠意・熱意である。
地域社会・家庭と学校とをつなぐコーディ

ネーターとして教頭は何ができるか、次の視

点から研究していくことにした。
（1）校内の体制づくり
（2）地域社会・家庭との連絡調整
３　研究の経過
（1）１年次（平成21年度）
・研究テーマの設定
・校内の組織づくり
・地域行事の洗い出し
（2）２年次（平成22年度）
・ポイントラリーカードを通した実践
（3）３年次（平成23年度）
・２年次の反省を踏まえた実践の継続とその
評価

４　研究の概要
１年次は、中学校区としてこの研究に取り

組むことを確認し、毎月行っていた中学校区
の教頭会を利用し、研究テーマを設定するな
ど研究に関わる話し合いをもった。また、地
域の年間行事の洗い出しを行い、中学校区全
体の地域行事や活動例の表を作成し、子ども
たちが地域の行事に参加しやすくなるように、
各家庭に配布した。
教頭が主に関わる地域行事は育成協議会、

体協、放課後子ども教室、ＰＴＡの各団体が
主体性をもって主催する行事であった。団体
の中心になっている方と電話・メール等で、
行事の開催日時や実施要項などについて連絡
を取り合い、一月程度前から打合会の準備を
し、会の資料も教頭が作成した。このことに
より、会のスムーズな進行ができていること
もわかった。
なお、米作りなど、学習に関わる地域社会

との連携については、校内に各学年の代表か
らなる組織を設け、各教科・領域における地
域との連携の洗い出しを行った。

学校・家庭・地域社会の連携による子どもの育成
～地域社会・家庭との連携・協働における教頭の在り方～

提言者　岡山県岡山市公立小・中学校教頭会　岡山市立横井小学校　荻野　克己
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２年次は、町内会・子ども会・育成協議
会・商工会等とも共通理解して取り組むこと
を確認し、行事に参加するごとにポイントが
もらえるポイントラリー制度を採用すること
とした。保護者や地域の方々にも知っていた
だけるようにポイントラリー制度の意義につ
いて説明したチラシも作成し、家庭や各町内
会などに配布した。
ポイントラリーカードを子どもたちに配布
し、カードに参加した行事名を記入させ、担
任が確認してシールを貼るようにした。参加
だけなら１ポイント、ボランティア活動や行
事に出演したら２ポイントとした。20ポイン
トたまる毎に賞状を作成し全校の場で表彰す
るようにした。また、児童の目にとまりやす
い場所に年間の行事予定を掲示したり、20ポ
イント貯まった台紙などを掲示するポイント
ラリー掲示板を作成し意欲付けとした。

３年次は、学年便りで行事を紹介したり、
学校だよりやホームページでラリーポイント
の表彰や子どもたちの取組の様子をたびたび
紹介したりした。その結果、この２年間で
300ポイントを超える取組をした児童もでて
きた。
平成23年７月から12月末までの参加割合が
多い行事は以下のようであった。

スポーツ少年団の活動・・・・28％
　　ソフトボール、バレーボール、剣道
放課後子ども教室・・・・・・22％
　　囲碁・将棋道場、サッカー教室など
地域行事・・・・・・・・・・21％
　　絵画教室、津高親子まつりなど
町内会や子ども会行事・・・・16％
　　クリーン作戦、草取り、夏祭りなど

保護者からは、「顔見知りができ親同士の
つながりを作ることができた」「子どもたち
のためにがんばり、地域を元気にしたい」と
いった感想もいただいた。親子のふれ合いが
増えたことはもちろん、保護者同士や地域の
方々との交流も生まれ、新たなコミュニティ
ーづくりにも繋がってきた。
なお、ポイントラリーの対象ではないが、

「農業体験」などは、主に「よこいゆめくら
ぶ」という地域の方々が作った団体にお世話
になっている。本校には、とても大切な地域
との連携である。学校園の学習を支援するこ
とにより、子どもたちの健全育成のため力を
尽くしたいとの強い思いから支援してくださ
っている。
事務的な対応は教頭と学年主任がしている。

田植えなど、子どもたちが活動するときは、
管理職・担任や多くの保護者も参加する。親
子共に、初めて農業に取り組む場合も多く、
収穫時にはたくさんの感動や喜びが生まれて
いる。保護者と地域の方々との結びつきがで
き、活動を楽しみにしている保護者も多い。

５　研究の成果
教頭や副校長が地域行事に参加し、様子を

ホームページや学校だよりに掲載し、多方面
の方々に学校の様子を知っていただくことが
できた。また、参加することにより、地域の
方々の学校への思いを知ることもでき、その
思いを保護者や地域の方に返すこともできた。
本研究を通して、教頭として、学校と家庭

と地域社会が互いに利点が生まれるよう、ま
た、団体に主体性を持って活動していただく
ようコーディネートする必要性もあることが
分かった。そのことによって、何年にも渡り、
お互いが気持ちよく連携し合い、子どもたち
の健全な育成が可能になると感じた。

６　今後の課題
岡山市では、平成23年２月１日現在、岡山

市内92校園が地域協働学校に指定され、学校
運営協議会が設置されている。
今後、その制度の中での連携・協力のあり

方について考えていきたいと思う。

（表彰の様子）



















第３分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 地域文化の掘り起こしから、

協働学習の場へ「学校文化の創造」

 ～「水」にこだわった地域文化（人）

を学校文化（人）とするためのマ

ネージメント～ 

東大阪市立孔舎衙東小学校 安藤俊哉

  

 協議の柱 

地域文化を学校文化に取り入れるための教

頭の関わり方 

１ 質疑応答 

○なぜ、今回のテーマを設定したのか。 

 ・伝統的に地域と連携して活動している学校

であった。さらに、前任校から同じ地域の

中で、地域との連携を模索していた。 

○教頭が地域との関わりに多くの時間を使って

いるが、他の業務はどうしているのか。  

 ・市教委の理解と協力を得る。 

 ・ＩＴ化等の業務の効率化 

２ グループ協議 

協議報告① 

・学校や地域の歴史、文化、校長の方針等総

合的に考え、教頭が地域との窓口となって

地域との連携強化に向け努力しなくてはな

らない。 

・活動の原点として、学校に来てくれた人が

来て良かったと思えるよう心配りをするこ

とが教頭として大切である。 

・校長と教頭の連携、特に、方針の共有化が

活動を進める上で大切である。  

協議報告② 

 ・ゲストティーチャーのあつかいが難しいこ

とがある。有効な活用を図るためには、教

頭が活動の目的に合うよう、コーディネー

トすることが必要である。 

 ・予算化が難しく思うような活動ができない

ことが多い。 

・学校教育支援本部事業の活用も考えたい。 

協議報告③ 

・日常的に多忙で、地域連携のコーディネー

ターとしての業務にまで手が伸ばせない実

情がある。 

・外部人材を有効に活用するための、情報収

集が大切である。 

・子どもたちのどのような力をつけさせたい

かを考え、教職員の共通理解を図ることも

教頭の役割である。 

協議報告④ 

 ・時間を作り出し、まず地域に出かけること

が大切である。 

 ・子どもが地域を知るのはもちろんのこと、

教職員が地域を知るための研修をコーディ

ネートすることもしていきたい。 

 ・教育課程の中にしっかりと位置づけること

が必要となってくる。 

 ・一過性に終わることなく、継続性を持たせ

るための組織作りが大切である。 

・地域の知的財産を積極的に取り入れること

が必要となる。 

協議報告⑤ 

 ・ゲストティーチャーを招く等、地域の特徴

に応じた活動を考えていきたい。 

・地域文化を教育活動に取り入れるとき、人

材発掘をどう行い、その活用法を考えるこ

とが教頭の役割となる。 

・若い教職員と地域との交流を橋渡しするこ

とも教頭の役割として大切になる。 

・小中連携を積極的に行い、地域の中で生き

る学校としての活動を考えていきたい。  

 

 

 



３ 提言１における指導助言 

助言① 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官   西野 真由美 氏 

教頭がそれぞれ自分の個性や特徴を生か

し、地域との関わりを持ってほしい。積極

的に自分なりのアプローチを試みてほしい。 

なぜ、学校が「文化」を教育活動に取り

入れなければならないのか。研究調査から

子どもの学力は「学習意欲」「学習習慣」が

なければ高まらないという結果が出ている。

「学習意欲」「学習習慣」は人や物との関わ

りの中で引き出されていく。小学校３．４

年生では自然との関わり、高学年は仲間、

中学校では社会との関わりである。「文化」

には必ず人や物が関わっており、「文化」を

教育活動に取り入れることは結果として子

どもたちに、人や物に関わらせることにつ

ながるのである。一時期、子どもたちの体

験活動が減らされることがあったが、その

結果、子ども同士の関係、子どもと教師と

の関係が崩れることになってしまった。 

 

助言② 中央区立明石小学校長 

余郷 和敏 氏 

今回の提言をもとに、これだけの実践が

できるんだ、これはできるかもしれない、

これは自分の学校では無理、と取捨選択す

ることが大切。自分の個性を生かしてほし

い。 

提言者はコーディネーターとしての仕事

をしっかりと果たしているが、一方で仕事

の量を２．３倍に増やしている様に見える。

しかし、最終的には自分の手を離れ、担当

者が担うよう、しっかりとした道筋をつけ

ている。学校がまわっていくとはそういう

こと。教頭の補佐役としてのミドルリーダ

ーをたくさん育ててほしい。 

また、校長との報・連・相を学校づくり

の基礎として大切にしてほしい。職場の多

忙感を払拭するために、ある時期は忙しい

が、その後、「こんな良いことがある」と夢

を語るのも教頭の大切な仕事である。 

 

  

 

 

 

 

協議の柱 

地域・家庭との連携・協働における、教頭

としての効果的なコーディネートの在り方 

 

１ 質疑応答 

○子どもの地域行事への参加率はどう推移して

いるのか。現在の２０数％の参加率をどう考

えているのか。 

 ・少し減少傾向にある。少ないと考える。よ

り多くの子に参加してほしいと考えている。 

○参加率を増加させるための取り組みはあるの

か。  

 ・３年間の研究で実証されたことを今後も続

けると同時に、新たな取り組みも考えてい

きたい。 

○スポーツ少年団、放課後子ども教室に管理職

が関わっているが、他の教職員は関わって

いるのか。 

 ・年間計画を示し、参加を呼びかけている。  

 

２ グループ協議 

協議報告① 

・市の条件整備、学校での体制作り等、継続

性、計画性が高くとても参考になった。 

・地域行事の参加率の低さは多くの地域、学

校の抱える課題である。休日出勤、勤務の

割り振りと、難しい問題が多く、どの学校

も苦労している。 

・子どもたちが地域のすばらしさを見直すた

めにも、教頭が校長のリーダーシップのも

と教職員も巻き込んでいくことが大切であ

る。 

提言２ 学校・家庭・地域社会の連携による子

どもの育成 ～地域社会・家庭との連携・協働

における教頭の在り方～ 

    岡山市立横井小学校 荻野 克己 



協議報告② 

 ・子どもの育成のため、地域に学校が出て行

く。地域の行事を教頭が知り、紹介する。

参加した教職員への働きかけ、ねぎらい、

参加のためのアドバイス等々、教頭が頑張

らなければならない。 

 

協議報告③ 

・情報交換の中で地域差が大きいことを確認

した。 

・地域行事に一部の教職員に偏ることなく、

多くの教職員を参加させていく働きかけを

していく。 

・何を持って協働とするのか等、協働の定義

は難しい。                                   

・前年度の反省し、再検討する作業を通して

効果的なコーディネートを模索しているよ

うだが、効果的とは何かがはっきりしてい

ないような気がする。 

・教頭だけが抱え込まず、組織的に対応する

ことが大切である。 

 

協議報告④ 

 ・子どもたちの交流が育成のために大切であ

ることは理解できるが、休日の教職員への

声かけが難しい。 

・要求の多い外部団体や誘いのチラシなどへ

の担任の理解が大切である。 

・公民館活動等との連携を図る等、教頭のコ

ーディネートしだいで、低予算化を図るこ

とができるのではないか。 

・管理職が外部活動を精選し、担任の子ども

への声かけの仕方も指導するとよい効果が

ある。 

・土日の活動もカリキュラムにのせ、職員が

参加できる雰囲気作りをすることが大切で

ある。 

 

 

 

協議報告⑤ 

 ・社会教育と学校教育の区別をしっかりとす

ることが必要となる。 

・年間行事の洗い出しが必要である。 

・教頭として、日程調整、情報発信をするこ

とが大切である。 

・小・中・高の連携も大切、教頭同士が協議

でくる場を作りたい。  

 

３ 提言１における指導助言 

助言① 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官   西野 真由美 氏 

提言内容を要約すると、「繋ぐ」と言うこ

とになるだろう。今、日本の中で「繋ぐ」

ことが少なくなってきている。それを、意

図的に始めてきたこと、学校が地域と繋が

るよう声をかけ始めたことで、「繋がり」が

回復し始めた。その中で見え始めたものも

ある。今後も自信を持って進めてほしい。

ただ、教頭だけの負担にならないように、

システムをよりよくして楽しく、楽にして

ほしい。教頭同士が悩みをぶつけ合って、

アイデアを出して欲しい。どうしたら子ど

もが笑顔でいられる学校を作ることができ

るかを考えることが教頭の仕事であるし、

その過程で力をつけることもできる。 

 

助言② 中央区立明石小学校長 

余郷  和敏 氏 

管理職は一枚岩となり、教職員が働きや

すい環境づくりに努めること。そのために

もミドルリーダーを育てることが大切にな

る。地域の行事一覧を作るなど、全教職員

が地域の様子を知る必要がある。コーディ

ネーターの仕事を教頭だけがやっていては

いけない。つねに、複数でできるよう、マ

ネジメントの意識を持って、次の人材を育

てることが必要である。また、教職員が子

どもの活動を見るために、休日も地域に出

て行ける、行事に参加できる雰囲気づくり、



そのための職場づくりをしていって欲しい。  

提言のように、子どもの学校外での活動に、

担任が目を向けるようにシール等を活用し

たのは有効であった。今後はさらに、地域

文化をカリキュラムの中に位置づけ、活か

していくことを考えたい。学校から離れる

ことなく、活動を見極めていく仕事も必要

となってくる。また、情報発信においては

大切な情報を全てではなく、精選して発信

したい。口コミ、ツイッターなどで伝える

ことも有効である。 

地域も学校もウインウインの関係であっ

てこそ繋がる。どの教育環境、条件が整っ

たらどんな活動ができるかを意識していく

必要がある。そして、進行管理を大切に、

情報は必ず校長に報告することが大切であ

る。 
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4

第４分科会　研究課題「組織・運営に関する課題」

１　主題設定の理由
徳島県美馬郡つるぎ町は、四国第二の霊峰

剣山の麓に位置し、平成17年３月１日旧半田
町・旧貞光町・旧一宇村が合併し、誕生した
一郡一町の自然豊かな町である。中学校１校
が休校となり、現在小学校５校、中学校２校
であるが、地域に根ざし、地域の特色を活か
した教育活動が工夫され、実践されている。
新学習指導要領が小中学校で完全実施にな

ったが、学校評価については、各学校毎に作
成している。小学校から中学校まで、小さな
町の子どもたちの育ちを大事にするためには、
小中学校の連携の在り方を明らかにしていか
なければならない。また、教育活動の見直し
や改善を図り、効果を高めるために教職員の
有機的な取組が不可欠となる。そこで、これ
までの活動の学校評価を見直してみると、次
のような課題があげられる。
○　小規模校であるがゆえに、学校組織の中
に学校評価推進委員会を位置づけにくいこ
ともあり、教職員の学校評価に対する意識
が希薄である。

○　ＰＤＣＡサイクルがうまく機能せず、年
度末の反省や結果の確認に終わっている。

○　学校行事や諸活動終了後に、子ども・保
護者・教職員にアンケートを実施し、意見
を求めているが、単なる集計だけに終わり、
改善策が示されていない。
そこで、教頭として校長のめざす教育目標

実現のために、各学校の教育課題の存在を明
らかにし、「問題」に関わる意志を教職員が
組織として共有し、全体や関連を意識する取
り組みについて、教頭がどのようなかかわり
方や役割を果たすべきかを課題として研究に
取り組むことにした。

２　研究のねらい
（1）学校の活性化をめざす組織マネジメント
を機能させるための教頭の役割について研
究を行う。

（2）つるぎ町がすすめてきた幼小中学校の一
貫教育の目標と学校評価の重点目標との関
連・整理統合を図る。

（3）つるぎ町教育委員会と教頭会との連携の
在り方について研究を行う。

３　研究の経過
（1）１年次（平成22年度）
○　研究主題の設定と研究計画の立案
○　各校の学校評価の推進体制の研修内容の
活用

（2）２年次（平成23年度）
○　学校評価における総括表の検討
○　一貫教育推進のための効率的な組織づく
り

○　評価表の小中学校統一について検討
（3）３年次（平成24年度）
○　学校評価の重点目標の町内小中学校共有
化

４　研究の概要
（1）現状と課題を検証する。
「学校評価指導者養成研修」（文部科学省主
催）に参加した教頭からの報告や各学校にお
ける学校評価の現状と課題を話し合い、各校
にもちかえり、改善を図りながら学校組織の
活性化を次のポイントで推進する。　
・「見える化」を図る
・組織として取り組む。　
（2）学校評価進行スケジュールの検討
各学校毎に学校評価進行スケジュールを作

成し、特に、現状把握（まとめを含む）→現
状分析→問題提起→目標設定→実行→評価と

学校評価と組織マネジメントにおける教頭のかかわり
～小学校中学校の連携を活かして～

提言者　徳島県美馬郡小中学校教頭会　つるぎ町立貞光小学校　杉本　一男
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いう過程を１年間の中で小さなサイクルで見
直す。
（3）組織マネジメントの研修と連携
「組織マネジメントと学校評価について」
元鳴門教育大学准教授から、学校の組織化と
人材育成について学び、各校で学校評価がど
のように行われているか、学校組織の問題状
況や子どもの実態を把握し、分析して、目標
づくりを教職員で行うための学校の組織化。
また、ミドルリーダーの育成や学校での学び
を重視する組織文化の確立について再確認す
る。
さらに、小学校５校・中学校２校の中学校
の連携推進リーダーとしての役割を確認する。
・現状の分析と課題の把握
・問題意識の共有化
・意識における温度差の解消
・全教職員の意識改革へ
（4）幼小中学校一貫教育との連動
①　ミドルリーダーの育成
昭和41年に始まったつるぎ町一貫教育に
おいて、校種の異なる学校に積極的に関わ
ることで学習内容や指導方法、学習中のル
ール等についての共通理解が図られ、幼小
中学校の連携の意義は大きい。各校に一貫
教育推進委員を据え、ミドルリーダーの育
成と計画的に効率よく運営していく。
また、事務職員の部会を設け、組織とし
て機能できる体制を作る。
４つの部会
・学力向上部会
・生徒指導部会
・幼小中学校交流部会
・事務部会
②　学校評価総括表・重点目標の検討
学校評価の計画や結果をまとめる様式を
統一する。

また、各部会で話し合われた課題から、
町内の小中学校で課題を共有できないか検
討し、具体的な重点目標を絞り込み取り入
れる。

（5）町教育委員会との連携
幼小中学校一貫教育には、教育委員会の関

わりが大きかった。学校評価においても小中
学校の連携を明確にしていく中で、校長会の
アドバイスをもとに、統一様式を提案したり、
学校と教育委員会が協働して教育活動に取り
組む態勢づくりを考えたい。

５　研究の成果
小規模校がほとんどの幼稚園・小学校・中

学校であるが子どもの健やかな成長を願って
いる。そこで、年一回だが授業公開を行い、
各部会に分かれて、校種を越えて、課題につ
いて真剣に話し合いを進めている。ひとつの
学校の中で見えたものが、地域ぐるみの取組
として発展を期待する。
・教頭同士の連携により、共通理解が深まり、
取組の内容を各校に伝達できた。

・各校の推進リーダーが活動しやすい支援が
でき、校内の横のつながりを強化できた。

・幼稚園・小学校・中学校の取組や成果の意
見交換が活発にでき、縦のつながりが強化
されてきつつある。

６　今後の課題
幼小中学校の連携として、次のような課題

がある。
・「学校評価」「一貫教育」におけるミドルリ
ーダーの役割を明確にし、意識向上を図る
支援を深める。

・教育委員会と十分協議して、学校評価総括
表や重点目標を確定する推進リーダーの組
織づくりや具体的な取組に対して、どのよ
うに関わるか。
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4

第４分科会　研究課題「組織・運営に関する課題」

１　主題設定の理由
湖東校区には、５つの小学校、２つの中学

校（鳥取大学附属小・中学校を含む）、３つ
の高等学校、２つの特別支援学校、さらに大
学、県教育センターがあり、子ども達を取り
巻く教育資源は県下でも他に例を見ないもの
がある。これらの教育資源を最大限に生かし、
地域をあげて子ども達を育てることをねらっ
た「池ノ端の教育」を平成21年度より立ち上
げた。教育機関と保護者、地域との連携を密
にすることで、地域が本来持っていた教育力
を取り戻し、今後の学校教育の再構築を図ろ
うとするものである。「池ノ端」と銘打った
のは、校区に池としては我が国最大の湖山池
があり、その恩恵に浴してきた歴史があるか
らである。
鳥取市教育委員会は平成23年度、「小中一

貫教育推進プラン」を策定し、校区ごとに
「学力向上」「学校不適応の解消」を二つの
柱とする小中一貫教育を推進しようとしてい
る。目ざす子ども像を「ふるさとを思い志を
もつ子」と設定し、小・中学校が共通の目標
に向けて９年間を見通して連続（とぎれな
い）・一貫（ぶれない）した指導を行うこと
で、教育効果を高めよりよい教育を推進しよ
うというものである。
本校区の取組も、この鳥取市の小中一貫教

育推進プランと合致するものであり、小・中
学校の連携を、「池ノ端の教育」の中核に位
置づけて研究を進めてきている。
そうした取組をより実のあるものにしてい

くための副校長・教頭としての関わり方を考
察してみたい。
２　研究のねらい
研究のねらいとして、次の２つを設定して

いる。
（1）副校長・教頭として、小・中学校の連携
を具体的・実践的に進めていくことで、子
ども達を共に育てていこうとする小中共通
の学校文化を育む。

（2）副校長・教頭として、校区の教育資源を
活用し、「池ノ端の教育」を推進すること
で、地域全体で子どもを育てていこうとい
う土壌を作り上げる。

３　研究の経過
（1）平成21年度
・「池ノ端の教育」構想の立ち上げ
・小中連絡協議会部会の改編
（2）平成22年度
・文部科学省・国立教育政策研究所指定「魅
力ある学校づくり調査研究事業」１年次

・湖東フォーラム2010の開催
（3）平成23年度
・文部科学省・国立教育政策研究所指定「魅
力ある学校づくり調査研究事業」２年次

・小中連絡協議会部会の再編
・湖東フォーラム2011の開催
・学校だより「小中連携コーナー」開設

４　研究の概要
（1）小・中学校の具体的・実践的な連携
ア　小中連絡協議会の組織改編
①　本校区の学校課題の解決に向けた部
会づくり

②　常時活動できる部会づくり

地域で子どもを育てる『池ノ端の教育』の推進
～小中連携を中核に～

提言者　鳥取県鳥取市公立学校教頭会　鳥取市立湖東中学校　村尾　行也
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イ　兼務辞令の発令
・特別支援教育担当
		中学校の教員が各小学校の就学指導委員
会、不適応対策委員会、教育相談活動に
参加

ウ　教員版出前授業
エ　授業研究会の相互参加
オ　生徒版出前授業

（2）「池ノ端の教育」の推進＝地域で子ども
を育てる土壌づくり
ア　地域の教育資源の活用
・多様な教育機関との連携
・「障子を開けてみよ　外は広いぞ」（豊田
佐吉）の精神の拡充
イ　開かれた学校づくり
①　ホームページの公開と日々の更新
②　学校だよりの回覧と「小中連携コー
ナー」の開設
③　「湖東フォーラム」（地域で子どもを
育てる啓発大会）の開催
④　「池ノ端の応援団」（地域の応援団）
結成

５　研究の成果
小中連携の推進役として副校長・教頭が、
校長の方針のもと、進むべき方向性を発信し
続けたことにより、次のような成果が表れて
きている。
（1）教職員の意識向上
小中連絡協議会の部会に代表者会を設置し、
運営にあたらせることで、教職員がお互いの
校種を意識して日々の教育活動に当たるよう
になってきた。小中連携は、小学校６年担任

と中学校１年担任とのものだという感覚が以
前はあったが、小・中学校が連動してみんな
で子どもたちを育てていくのだという意識が
高まってきた。縦のつながりの強化がなされ
てきた。
小中連絡協議会で各部会を持ったあと、

「他の部会ではどのような話し合いがされた
のか教えてほしい」という今までになかった
要望があがってきた。早速、各部会の記録を
全職員に配布した。教員の意識に横の広がり
も見られるようになった。
（2）地域の教育力復活の兆し
ある小学校で次のような報告があった。地

域の方から電話があり、「休みの日に、自転
車の乗り方がとても危なかったので、その場
で叱っておいたで。」という内容であった。
ささやかな出来事であるが、こういう動きこ
そ地域の教育力の復活、その兆しと言ってい
いのではないか。

６　今後の課題
「５校１校構想」の具体化（小中連携のさ
らなる進展）、地域への啓発活動をより一層
進めていくために副校長・教頭としてどうか
かわっていくか。
（1）小中連絡協議会の部会の活動にどうつな
げていくか。

　これまでどちらかと言えば、管理職主導で
進めてきた傾向があるが、今後は各部会の
活動として定着を図っていく必要がある。

（2）代表者会・部会・全体の動きをどう調整
するか。

　代表者会を通じて活動の活性化を図ってい
くが、同時にそれがミドルリーダーの育成
につながっていく。代表者会・部会・全体
の動きをうまく調節しながら人材を育成し
ていく必要がある。

（3）地域の教育力向上に向けて啓発活動をど
のように継続していくか。　

　一過性の活動に終わらせることなく、継続
して家庭・地域への啓発を促していく必要
がある。地域をどのように巻き込んでいく
か、さらに検討を要する。

















第４分科会 

研 究 協 議 

提言１ 学校評価と組織マネジメント

における教頭のかかわり～小学校

中学校の連携を活かして～ 

つるぎ町立貞光小学校 杉本 一男

 協議の柱 

組織マネジメントを活かしてミドルリーダ

ーを育成するために，副校長・教頭としてど

のようにかかわるか。 

１ 質疑応答 

○ 情報発信が大切だと思うが，保護者への「見

える化」はどのように行っているか。また，

評価の内容についての発信はどうしている

か？ 

 ・６月にＰＴＡ役員に説明し，３月に総括し

ている。また，メール配信，ホームページ

で発信している。 

・年３回発行のＰＴＡ広報誌に評価について

は掲載している。評価表の内容については，

今後ＨＰ上で公開する予定である。 

○ 公開授業はどこでどのように行われている

か？ 

 ・各中学校区毎に公開している。小学校で授

業をする時は，中学校の先生方が来る。中

学校で授業公開する時は，小学校の先生方

が来る。 

○ ミドルリーダー育成に教頭としてかかわり，

うまく行った例を紹介してほしい。 

 ・各部会の推進委員，指導教諭等に教頭が指

示をし，方向付けをしていったのが良かっ

た。 

 ・各部会で報告をしあい，現状や成果を確か

めあっている。 

２ グループ協議 

協議報告① 

・学校評価が次年度に繋がっていかないこと 

が課題である。学校経営の戦力として考え

ている。 

・評価の時期についても少しずらして１１月や 

４月に行っているところもある。 

・学校評価の項目数も３０項目くらい，２５項 

目くらいなど。比重をつけているが，内容が 

大切。同じ内容で児童・保護者・教師でリン 

クさせる。早めに対応し，次年度につなげる 

ことが大切。 

・学校が受けとめる力をもつことが大切。 

協議報告② 

・組織マネジメントとミドルリーダーの育成 

が大切。それを実現していくためには， 

 ①任せることの大切さ，難しさがあるが，思 

  いきって任せていくことが大切。任せた後

のフォローも忘れてはならない。 

 ②職場の同僚性を育てることが大切。若手が

先輩の授業などを見に行かせるしかけを作

ることが大切。 

 ③業務の多忙化については，学校単位だけで

はなく，市全体で業務軽減の仕組みを作り，

時間を生み出す必要がある。 

協議報告③ 

・若手教員を育成するために，授業公開などで 

は，若手に指導させる。そして，ベテラン教 

師が模範授業をしたり，感想を述べたりする 

などの取組で成長が見られた。 

・校務分掌上の工夫をしていくことが必要であ 

る。児童指導主事は級外にするなどの工夫が 

必要。 

・教頭の健康が第一である。 

協議報告④ 

・ミドルリーダー，若手教員を育成しようと思 

っても，教員の年齢構成が歪で，ミドルリー 

ダーがいない状態である。学校の活性化につ 

ながっていかないのが課題である。 

 これらの対策として， 

① 若手に仕事を与え，任せる 

② 自主研修など若手の研修をしっかりとや



る仕組みを作る 

③ ミドルリーダーに研修会の企画をさせる

など，一人一企画を考えさせる 

④ 小中一貫，学力向上などで大学の教授を

活用する 

協議報告⑤ 

・ミドルリーダー育成の課題として，年齢構成 

の悪さが影響している。解決策としては， 

① 管理職候補を集めて育成の場を設定する 

② ミドルリーダーを集めて学校評価の企画

などを行う 

③ 目標管理制度を活用し，面談などを丁寧

に行う 

④ 校内育成チームの編成などの場を設定し

たり，校務分掌作成において工夫を加え

たりする 

３ 提言１における指導助言 

助言① 富士市立富士南中学校長    

野中 秀敏 氏 

(1) 教頭職の難しさを改めて感じている。教

頭は，はじめに校長がどんな人かを把握し

なければならない。校長は経営職であれば，

教頭は運営職である。 

(2) 今の２０代の人をどうするか。今の教員

構成は，５０代，２０代が多い。２０代は，

粗製濫造の時代。かなり急ピッチで作って

いかなければならない。５０代のような支

援は受けられない。 

(3) 学校経営の現状から考えると，つるぎ町

は，文科省の学校評価ガイドラインに沿っ

ている。学校評価をコミュニケーションツ

ールとしてどう使うかが課題である。 

 (4) 課題としては，連携をどうしていくかで

ある。連携には，幼小中の連携と，地域と

の連携の２点がある。ミドルリーダーが中

心となって評価をし，校長の目標の具現化

を担うことが大切である。学校だけでなく，

地域まで評価をすると全部が繋がっていく。 

 (5) 子どもの発達段階に応じて学校がある。

小学校時代，中学校時代…など，それぞれ

地域・学校・家庭に応じた体制づくりが必

要である。子どもが自立した社会人になっ

た時，つながりの部分をどうやって成長に

つなげていくかが大切である。 

助言② 初等中等教育研究部総括研究官  

山森 光陽 氏 

(1) 幼小中連携には，併設型，一貫教育，分

離型がある。分離型については，縦のつな

がりと横のつながりがある。このことによ

り，子どもたちの育ちに関わる大人がつな

がる意義がある。 

(2) ＰＤＣＡサイクルの課題がある。ＰＤＣ

Ａサイクルに向かないものまで回している

のもあるのではないか。管理型のサイクル

だけではなく，気づき→解釈→決定→実施

などのマネジメントのサイクルが必要であ

る。 

 (3) 学校評価に関わる問題として，測定（デ

ータの収集），査定（評価情報の集約），評

価（価値付け）をしっかりと区別するべき

である。組織の評価と児童生徒の学習評価

は同じものである。育ちの実感と見通しが

得られて初めて評価が活かされる。 

 (4) 心理的視点から見たミドルリーダーの

育成に関して言うと，ミドルリーダーのあ

るべき姿とは，自ら価値を見いだし，自立

的に学び，働く教師であると言える。 

   教師としての発達の程度に応じた手だて

が必要なことを考えると，学校評価に関し

ても，ミドルリーダー育成に関しても，児

童生徒への学習指導と同じである。 

 

提言２ 地域で子どもを育てる池ノ端

の教育の推進～小中連携を中核に～ 

鳥取市立湖東中学校 村尾 行也 

協議の柱 

 地域の教育資源を生かすために副校長・教  

頭はどのように役割を果たしたらよいか。 

 小中連携における教頭のかかわり方はどうあ 

るべきか。 



１ 質疑応答 

○ 小中連携協議会は年間何回くらい行ってい

るか。また，そのやり方，内容はどのよう

なものか？ 

・年間３回実施。５月は中学校で実施し，夏

はそれ以降のことについて，１２月は４小

学校が持ち回りで授業公開し，夏以降のこ

とについて協議する。それだけでは難しい

ので代表者会をやる。研究主任部会，生徒

指導の部会は回数が多い。問題は，部会で

話し合われたことをどう学校で活用してい

くかである。 

○ 小中連携事業をやっていて，６年生が中１

になってよかったという例があったら教え

てほしい。 

・特別支援在籍児童の場合，スクールカウン

セラーは小中で兼務発令をしており，小学

校から関わっているため，保護者が小学校

と一緒で気が楽である。 

○ プレゼンの中にあった「共に育てる学校文

化」の意味をどのようにとらえているか？ 

・中学校は，生徒の３年後の出口をどのよう

にするかを考えている。小学校は一人一人

の子をていねいに見ている。お互いに交流

することにおいて，９年間を見通した出口

指導の意識をもつことが大切である。 

 

２ グループ協議 

協議報告１ 

・小中連携における教頭のかかわり方は各学

校様々である。必要感をもたせることが大

切。生徒指導から学力，生きる力へと広が

った。 

・小学校ではこうだ，中学校ではこうだでは

なく，義務教育としてどうするかを話すこ

とが大切である。意識のずれなどを解消し

ていくことが大切。 

・小中の職員の交流の場が大切。懇親会など

も大切。具体的な必要感をコーディネート

することが教頭として重要である。 

協議報告②（Ｌグループ） 

・小中連携の形態として何ができるか。幼小

中，小中高などいろいろある。鳥取では，

１８年間の連携もあった。ただし，学区が

きれいに分かれない難しさもある。 

・交流の形としては，授業参観，出前授業な

どいろいろ考えられる。教員免許を小中両

方取らせるという取組もある。兼務発令と

いうのは驚いた。 

・人材としては，地域の人材，地域外の人材

などいろいろ生かすべきである。 

・ 中１ギャップはあってもよいのではない

か。節目があっていい。中学校の先生が優

しくなり過ぎるのもよくない。 

・中学校はまだチョーク１本で授業をする姿

もあり，小中で授業を見合うことは大切。 

協議報告③ 

・小中連携事業は市全体で行っているところ 

もあるし，中学校区で行っているところも

あった。取組内容も，あいさつの連携，魅

力ある学校づくりの取組，マイスタディー

の時間の取組、コミュニティースクールな

どがあった。横浜市では，９年間の連携の

スタイルを市で作っている。 

・へき地では，村の運動会を合同でやるなど

の取組もあった。 

・教頭の役割はもっとゆるやかに考える。お

互い知らないことが多い。人事交流も含め

て１週間行ってくるなど，ゆるやかなつな

がりができたらいい。教頭は，そのパイプ

役をすべきである。教頭同士の連絡が必要。 

協議報告④ 

・小中連絡協議会を実施している。年３回く

らいのところが多い。 

・学校の中だけでなく，人事異動で中学校の

先生が５・６年生を教えて，また中学校へ

戻るという例がある。理科等では，小学校

の授業に中学校の先生が教えるなどもある。 

・小中では，学校文化に違いがある。「小学校 

の方は，こんなにやってるんだ」という違 



いを埋めていくことが教頭の役割。９年間

を視野に入れることが必要。 

協議報告⑤ 

・小中連携のメリットは，顔見知りになるこ

と，本音が話せること，文化の違いが分か

ってくることである。 

・ディメリットは，イベントで終わってしま

う，小は興味を引くように，中は受験を意

識した授業，このように小中の授業パター

ンは違うが，この違いはなかなか埋められ

ない。 

・教頭の役目として，①お互いを繋いだり連

絡調整をしたりすること，管理職同士のつ

ながりをもつこと，②取組を広げたり，学

校便りなどで伝えたりすることなどが必要。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言① 富士市立富士南中学校長  

野中 秀敏 氏 

(1) 小中連携は，制度化されているわけでは

ないが，全国 72％の市町村で行われている。 

(2)  中１ギャップには，学習面と生徒指導面

がある。学習面は教科担任制になること。

生徒指導面は規則中心になること。 

(3)  昔は，子ども世界が地域にあった。今は，

上下関係の関わり合いがない。大人同士の

関わり合いが減ったから，子ども同士の関

わり合いも減った。 

(4)  連携事業には，教師同士の連携，子ども

同士の連携がある。しかし，校種を超えた

理解は難しい。 

(5) 連携を取ることで，不登校児童の理解，

特別な支援の必要な子の理解などができる。 

(6)  子ども同士の連携は，中学生がイニシア

チブをとってやっていく。中学生が小学生

に接している時は，どんな悪ガキでもあた

たかい関係が生じる。心の温かさなどが醸

成される。 

(7) 池ノ端の教育で大きいのは，鳥取市が計

画していること。湖東地区でやったことが

他に自然に広がった。 

助言② 初等中等教育研究部総括研究官  

山森 光陽 氏 

(1) 小中一貫校の悩みは，歌と講話。９年間

もの開きのある子どもたちに同じものは無

理がある。 

(2)  柱の１つ目として，地域作りのきっかけ

としての小中連携事業を行うことで，小の

カバーと中のカバーで取り組む家が増える。 

(3) 柱の２つ目として，子どもの姿でつなが

る小中連携に向けた課題として，児童生徒

の育ちを記述し，討論するための共通に語

れる物差しがないこと。例えば，小６の秋

に江戸時代を学習し，中１の冬にも学習す

る。しかし，思考の深まりが違う。それを

ものさしとして作れる。 

(4) 教頭先生方が多忙すぎ，これ以上取組を

増やしていいのかという気がする。学校支

援コーディネーターを活用する。学校と外

をつないでくれる人がいると，教頭の勤務

もセブンイレブンにはならない。 

(5) なだらかな接続は本当にいいことか。中

１ギャップはあって当たり前ではないか。

大切なことは，子どもに段階を乗り越える

力をつける小学校経営である。段階を乗り

越えるためには，「大人へのあこがれ」が必

要。あこがれの対象となる大人を育てるこ

とが大切。 

(6)  「12 の春」の意味を考える。未来をし

っかり語れるかどうかが大切。堅実な小中

学校経営は，子どもが大人になった時の未

来を語ることである。 

(7) 学校単位で取り組む「研究」も，背景を

踏まえた課題の設定→解決方法の決定，実

施，評価この「→」の部分である「なぜそ

の方法だと解決する見込みがあるのか」を

理論で説明する必要がある。その説明は，

指導主事に頼む。 



第４分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 学校評価の時期，項目数，内容について

いろいろ工夫している姿が見られた。時期

を 11 月や４月にずらす，内容に軽重をつけ

る，同じ内容で児童・保護者・教師でリン

クさせて結果を比べるなど。  

 (2) 教員の年齢構成がアンバランスなところ

が多く，組織マネジメントに苦労している。

任せることの大切さ，難しさがある。ミド

ルリーダーに研修会の企画をさせたり，校

務分掌を工夫したりしながら対応している。 

 (3) 授業研で，若手に指導させる，ベテラン

に模範授業をさせ，それを見に行かせるし

かけを作るなど学校の活性化につながる方

法を実践する。そして，職場の同僚性を育

てていくことが教頭の責務である。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

 (1) 小中の文化を埋めていくことが必要であ

る。小学校では興味を引く授業，中学校で

は最終的には受験対策など，文化の違いが 

  ある。小中がお互い顔見知りになったり，

つないだりすることが教頭の役目である。 

 (2) 連携事業の取組の規模や形もいろいろあ

る。幼小中，小中，小中高，幼小中高など。

規模も，中学校区単位でやっているところ，

市が共通のプランでやっているところもあ

る。学区がうまく線引きできない難しさも

ある。９年間を見通した取組になるよう教

頭が連絡調整を図っていく必要がある。 

 (3) 小中連携では，子どもの９年間の出口を

考えて事業を進めていくことが大切である。

交流の形も出前授業，授業参観，あいさつ

運動，魅力ある学校づくりの取組など。人

事交流をしている県もある。 

【成果】 

○ ミドルリーダーのあるべき姿とは，自ら価 

値を見いだし，自立的に学び，働く教師であ

ると言える。その姿を目ざして行くには，教

頭自らがいろいろな仕掛けを作り，学校の活

性化を図っていくことが大切である。 

○ 学校評価は，測定（データの収集）→査定 

（評価情報の集約）→評価（価値付け）をし

っかりと区別することで実効力のあるものと

なる。育ちの実感と見通しが得られて初めて

評価が活かされることとなる。教頭は，この

サイクルになるよう組織マネジメントしてい

かなければならない。 

○ 小中連携は，連携を取ることで，不登校児 

童や特別な支援の必要な児童の理解が共通に

できるなどの利点がある。さまざまな形態や

内容，実施規模があるが，その地区の子ども

のゴールの姿を描いて取り組んでいくことが

必要である。 

○ 中１ギャップはあってあたり前。なだらか 

な接続が必ずしもいいことではない。大切な

ことは，子どもに段階を乗り越える力をつけ

てやることである。そのためには，あこがれ

の対象となる大人を育てることが大切である。 

 

【課題】 

○ 学校評価の項目の中には，ＰＤＣＡサイク 

ルに向かないものまで回してしまう嫌いがあ

る。管理型のサイクルだけでなく，気づき→

解釈→決定→実施などのマネジメントサイク

ルが必要である。 

○ ミドルリーダーを育成しようにも，20 代と 

50 代が多くて，間が極めて少ないという現象 

が全国で加速してくる。研修の体制づくり， 

同僚性を活かすための組織マネジメントが後 

ますます重要になってくる。 



○ 小中連携事業では，小中の職員の交流の場 

が大切である。どうしても意識のずれ，学校

文化の違いなどがある。教頭は，それを埋め

ていくためのコーディネートをすることが役

目である。 

○ 小中連携事業は，イベントで終わらないよ

うに注意する必要がある。職員に必要感を持

たせるために部会を組織したり，討論するた

めの共通の物差しを作ったりして，子どもの

育ちが見える形にしていくことが必要である。 
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5A

第５Ａ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
平成20年３月に新学習指導要領が告示され、

小学校は平成23年度から中学校は本年度から
本格実施となった。新学習指導要領でも「生
きる力」を育成することが基本理念であり、
その成果は、直接児童生徒にかかわる教職員
の「授業力」によるところが大きい。
また、平成17年10月に出された中央教育審

議会答申「新しい時代の義務教育を創造す
る」の中で今後「求められる教師」の資質・
能力として「教職に対する強い情熱」「教育
の専門家としての確かな力量」「総合的な人
間力」の３点が述べられている。
島原市教頭会では、「教育の専門家として

の力量」を高めるために「授業力」に焦点を
当て、平成22年度から研究に取り組んできた。
教育の成果は教職員の授業力をいかに高める
かにかかっており、授業力を高めることこそ
が資質の向上につながり、引いては「求めら
れる教師」の育成につながるものと考える。
そこで、「授業力」を高めるために教頭が

教職員に対してどのようにかかわっていくの
かが課題であるととらえ、本主題を設定した。
２　研究のねらい
（1）研究仮説
教頭が個々の教職員の授業に関してのよさ

や問題点を把握し、効果的な指導をすること
により、授業力を向上させることができる。
このことにより「求められる教師」を育成す
ることができるであろう。
（2）研究の視点
子どもたちに「生きる力」を身に付けさせ

るために教頭として教職員にどのようなかか
わりを持ち、意識改革を図ればよいのかを考
えていった。また、教職員一人一人の資質を

向上させるには、教頭の力だけでは難しい。
そこで、学校の中核となるミドルリーダーの
育成を図り、学校全体の学校力を高め、協働
して取り組める教職員集団にすることにより、
更に個々の授業力の向上が図れるのではない
かと考え、次のような課題を設定し研究を進
めた。
①　教職員の個性・能力を伸ばし、職務へ
の動機付けを図り、年代や役職に応じた
専門性を発揮させるには、どのようにす
ればよいか。

②　学校力を高めるためのミドルリーダー
の育成を、どのようにして図るか。

③　協働する教職員集団づくりを進めるた
めにどのような支援が必要か。

３　研究の経過
本市教頭会では、これまでの研究を継承し、

より深めていく中で、教職員の資質向上を図
り、「求められる教師」を育成することを確
認した。
・平成22年度…研究主題と研究課題の決定、
アンケートによる実態把握

・平成23年度…研究課題に対する実践とその
結果の分析

・平成24年度…分析に基づく実践とそのまと
め

４　研究の概要
（1）実態把握
平成22年度は、研究主題と研究課題を決定

し、実態を知るために、教職員の資質に関す
るアンケートを島原市内全小中学校で実施し
た。

教職員の資質向上を図り「求められる教師」を育成するための
教頭のかかわり

～教職員の授業力向上を目指した取組を通して～

提言者　長崎県島原市小中学校教頭会　島原市立第二中学校　牟田　満
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＜教職員の資質向上に関するアンケート＞

この結果から、島原市内の教職員が「教材
研究・指導法」に課題を感じ、「授業方法の
改善」に今後取り組みたいと考えていること
がわかる。そこで、次の３点について重点を
置き「求められる教師」の育成を図り、教職
員の専門性を高めたいと考えた。
①　授業観察記録表を活用し指導・助言す
ることで教職員の授業改善意欲を高める。
②　主任等へ働きかけ、ミドルリーダーと
しての意識を高める。
③　授業参観の視点を明確にして校内研究
の活性化を図り、協働して研究を深めよ
うとする意識を高める。

（2）具体的取組
①について
目標管理制度の面談において、面談前に

下に示した授業観察記録表を用いて授業の
参観を行い面談時の指導・助言に活用した。
観察の視点が明確になり、適切な助言が

できた。特に授業者が納得したのは、「生
徒に考えさせる時間を与えたか」「話すス
ピードはどうだったか」という点、子ども
の様子の観察の視点と具体的に生徒への対
応を指摘・指導できた点であった。

②について
各学校で研究主任や学年主任など意識を

高めるよう教頭として働きかけを行った。
その中で研究主任に対して推進委員会のも
ち方や研究の提示方法等について助言し、
研究の見通しをもたせ、やる気を引き出す
ことができた。また、校内組織や分掌組織
を見直し学校の活性化を図ることができた。
③について
各学校の校内研究で、「授業の視点」を

明確にした授業参観の記録方法を工夫し、
授業研究を深めた。その結果、授業研究で
協議の視点も定まり、研究が活性化してき
た。

５　研究の成果
授業観察記録表を用いた授業観察により視

点を絞った授業参観とその後の的確な指導が
でき、たいへん有効であった。また、研究主
任等の意識が高まり、校内研究の活性化を図
ることができた。

６　今後の課題
今年度の活動を反省・分析した上で、今後

も資質向上を図り、協働する教職員集団作り
を目指したい。
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5A

第５Ａ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
浜田市では市の教育課題を踏まえ、浜田市教
育振興計画（はまだっ子プラン）を策定した。
そして、「めざす子ども像」を掲げて、「生きる
力を育む学校教育の充実」に向けた重点項目を
定めている。
その中で、子ども達の発達段階を念頭に、小
中学校が共通の教育課題をもち、互いに連携す
る中で、学校・家庭・地域が一体となった教育
を展開することを求めている。
浜田市教頭会では、市の施策や学びの連続性
を重視し、全中学校区で小中一貫教育の推進に
取り組むこととした。その中で、教職員一人一
人が９年間で子どもを育てるという長期的な視
野をもち、更に専門性を高めていくことをねら
いの一つとした。
そこで、この小中一貫教育の取組を通して、
教職員が自らの課題意識を高め、資質を向上さ
せていくためには、教頭として教職員にどのよ
うにかかわっていけばよいかを明らかにしてい
こうと考え、本主題を設定した。
２　研究のねらい
（1）小中一貫教育推進に向けた具体的な取組
のあり方と、教頭としての効果的なかかわ
り方について明らかにする。

（2）小中一貫教育推進に向けた教職員の課題
意識の醸成と、課題意識に基づいて教職員
の資質を向上させるための、教頭としての
かかわり方を探っていく。

３　研究の経過
「浜田市小中一貫教育基本方針」に基づき、
市内中学校区（９校区）で平成22年度から３ヶ
年計画で小中一貫教育が推進され、それに合わ
せて教頭会として研究を進めている。
（1）平成22年度

・各中学校区の具体的な取組について、教頭
会で報告。

・小中一貫教育講演会への全教職員参加。
	 （８月・２会場で実施）
（2）平成23年度
・教職員の小中一貫教育に対する意識調査の
実施。（全教職員を対象に10月実施）
・教頭へのアンケートにより小中一貫教育の
課題の整理。

（3）平成24年度
・校区の実態に合わせた特色ある取組の推進。
・小中一貫教育の取組と教職員に対する教頭
の効果的なかかわりの検証。

４　研究の概要
（1）小中一貫教育の具体的な取組と教頭とし
ての効果的なかかわり方について
①　教頭会研修会で各中学校区の取組や成
果を紹介し合い理解を深めた。

【教職員にかかわる取組事例】
・教職員の資質向上を目指し、小・中お互
いの授業参観を行った。児童・生徒の実
態やそれぞれの指導法を学ぶよい機会と
なった。

【児童・生徒にかかわる取組事例】
・オープンスクールを実施して、小６が一
日、中学校へ登校し、学校を案内しても
らったり、授業を体験したりした。中学
校生活に対する見通しをもつことができ、
期待感が高まった。また、小６が中学校
の部活動に体験入部する取組もあった。

【保護者にもかかわる取組事例】
・中学校の定期テスト期間中に、ノーメデ
ィアウィークを設定し、小・中で統一し
た取組を実施した。ＰＴＡ懇談会でも話
題になり、意識付けとして効果があった。

教職員の資質向上と教頭のかかわり
～小中一貫教育の取組を通して～

提言者　島根県浜田市教頭会　浜田市立後野小学校　小田川　徹哉
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②　教頭へのアンケートを実施し、小中一
貫教育推進に向けた具体的な取組への効
果的なかかわりについて明らかにしてい
った。

【情報を伝える】
小中一貫教育の方針や具体的な取組内容
を十分に理解していない教職員も多く、説
明を求める声もあった。方針や年間計画を
示し、内容をきちんと伝えることで取組が
スムースに進むようになった。また、他の
校区の取組や先進校の様子を伝えることで、
取組の進展につながった。
【時間を確保する】
小中一貫教育の取組を行うにあたって、
実際の取組にかかる時間の他に、部会での
打ち合わせの時間が必要になる。教頭とし
て学校間の連絡調整をし、時間を確保する
ことが大切であった。

（2）小中一貫教育に対する課題意識の醸成と、
教職員の資質向上へのかかわりについて
①　教職員への意識調査の実施
教職員の小中一貫教育に対する意識を知
り、教頭としてのかかわりの方向性を探る
ため、市内の全教職員を対象に意識調査を
した。
結果からは、小中一貫教育を推進する意
識とその成果への期待が高いことが分かっ
た。普段の教職員の態度には表れにくいが、
潜在的には小中一貫教育の取り組みについ
ては肯定的なことが分かった。
また、小、中の校種間で結果にほとんど
差がなく、小中一貫教育の取組が、共通の
テーマとして捉えられていることが分かっ
た。
②　課題意識の醸成と資質向上に向けた教
頭のかかわり

【メリットを強調する】
小中一貫教育に取り組むことの、デメリ
ット（負担感や多忙感の増加など）を認め
つつ、メリットを強調していく。ここで強
調するメリットは、「児童・生徒の実態が

分かり、成長の連続性が図られること」や
「中一ギャップによる不適応や不登校の防
止に役立つこと」などである。
【適切な評価をする】
教職員が取り組んだ小中一貫教育に対し

て、その過程や結果を適宜評価して認めて
いく。また、教職員評価で、評価シートへ
の記載や評価面接での具体的評価を行う。
【ミドルリーダーを育てる】
全教職員が小中一貫教育に主体的に取り

組むようにすることが大切だが、今の段階
では、小中一貫教育推進のミドルリーダー
を育てることを重視する。各校の主任クラ
スで部会を構成したり、部長として職責を
任せたりして、ミドルリーダーを育成する。

５　研究の成果
小中一貫教育の取組及び教頭としてのかか

わりの結果として
【課題意識の醸成】
９年間で子どもを育てるという長期的な視

野をもったり、小学校と中学校の違いを認識
したり、つながりを意識したりする教職員が
増えた。
【資質の向上】
出前授業やオープンスクールで授業力の向

上が図られた。また、各校の主任同士で部会
を構成したことや部会の運営を任せたことが、
ミドルリーダーの育成につながった。

６　今後の課題
①　各中学校区の教育課題を、全教職員が十
分に共通理解できないまま小中一貫教育の
取組を行ったところがあった。そのため取
組に対する評価が難しく、成就感・達成感
が得られにくかった。今一度、各校区で実
態把握を基にして、課題意識を醸成するこ
とが必要である。

②　教職員の異校種への関心は高く、授業方
法や生徒への指導の違いにも目を向け始め
ている。交流授業の時間確保、職員交流な
ど、さらに小・中学校の職員連携の質的な
向上を図っていく必要がある。





























第５Ａ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 教職員の資質向上を図り「求

められる教師」を育成するための教

頭のかかわり ～教職員の授業力向

上を目指した取り組みを通して～

長崎県島原市立第二中 牟田 満

協議の柱 

教職員の授業力向上を目指した取組

について 

 

１ 質疑応答 

○ 授業観察記録表は全員が対象か。日

常、予告なしで見に行くのか。 

・ 目標管理制度の導入により管理職と

して一人ひとりの教員を見ていく必

要性がある。他の教師もそれを持って

行き意見を言う。これに基づき管理職

が指導助言を行っていく。校内研修で

自作した観察表も活用している。前も

って予告をして見に行く。 

○ 全員の教員の授業観察をするのか。 

 ・ 校長・教頭が半分ずつ見るときもあ

る。年長の教員を校長が見る。日程や

人数の関係による。 

○ 教頭の役割はどんなものがあるか。

周知徹底等もふくめて。 

 ・ 校長会に相談。アンケートの内容な

どの指導助言をもらい、一斉にアンケ

ートをとることを連絡。教務主任・研

修主任にも納得して貰う。職員会議で

も趣旨説明。 

○ 何を持って授業力向上というのか。 

 ・ 定期テストの結果と生徒アンケート

（授業はわかりやすいか）など。 

○ 目標管理シートの具体的活用法は。 

 ・ 学校経営の具現化を数値化しながら

目標をもつことになっている。これを

もとに面談する。  

 

２ グループ協議 

協議報告① 

授業観察記録表は子どもに還元する

ためのもの。教諭は直接子供に関わるが、

教頭としてどう関わるか。１ システムの構

築者。運用者、コーディネーターとしての

役割。２ 人と人を育て、組織を育てる役。 

３ 心の受け皿、相談役としての役割。 

 

協議報告② 

校種によって悩みがある。中学は専門性

を深められない。小学校は国・算に偏って

しまう。そこで、教頭が研修主任と関わる。

外部とのコーディネートをする。若手の育

成に悩みがある。採用の多い県少ない県、

それぞれの悩みがある。ミドルリーダーの

育成に関わるが、そもそもミドル世代がい

ないので困っている。 

 

協議報告③ 

授業力向上にどのように取り組んでい

くのか。教頭として現状把握が必要である。

「人の授業は見たいが、自分は見せたくな

い」をどのように改善するか。管理職自ら

が授業をする。何かと組み合わせて授業を

見させる。５０代のモチベーションをどの

ように保つか。役職をつけるなどしている。 

 

協議報告④ 

年齢構成がばらばらである。教頭が観察

シートを使い、子どもの目線で観察してい

く。若手教員の指導で外部の力を借りる。

ミドルリーダーの育成として定期的な会を

もち、指導する。グループを作りそのリー

ダーに明確に責任をもたせる。 

 

協議報告⑤ 

年齢層がばらばらである。教頭がそれぞ

れのモチベーションをどのようにあげてい

くか。週案に一言書く。面談を有効に利用

する。１８：３０以降、若手とベテランで

一緒に話を（中学校）する。 

 

 



３ 提言１における指導助言 

助言①（柏市立十余二小学校校長  

熊谷美利氏） 

現場サイドより話しますと、今、保護者

がもっている期待・臨むことは。１ 教育へ

の責任感・使命感。２ 教員の専門知識。だ

から授業力が大切になっている。 

授業観察記録は良い。何をどんな風に見

るかとても良い。授業記録（日付等を書く）

をしていくとさらに活用しやすい。 

人事評価（千葉県）目標申告する。業績

評価を管理職が行うときに基礎資料が必要

になってくる。小学校で１０回以上、中学

で３～５回、一人当たり１０分程度観察実

施。時間を少なくして、回数を多くしてい

る。フィードバックは１～３回が多い。忙

しいので視点を絞って計画的に行う必要が

ある。見取ったことを授業力向上に活かす。

記録の取り方、時間確保が大切。思えば思

われる。 

ミドル層の育成。立場によって責任と自

覚が育つ。適材適所。何を誰と土のように

など教頭が指示を出す。意欲を認め、褒め、

さらに指示を出す。やる気を喚起する。校

内研修。授業力をつけるために、校内研修

が有効。意識を高める。教師用、管理職用

と授業記録を分けた方がよい。付箋を効果

的に使う。自己省察できる教師を育て、学

ぶ教頭になって欲しい。また、教頭として

言うべきことは言う。良い教頭になって欲

しい。 

 

助言②（研究企画開発部総括研究官  

加藤弘樹氏） 

教職員の資質向上と関わる中教審の審

議状況については、教員養成特別部会から

来月に答申がでる。取り巻く環境が変わり、

育てる人材像の変化している。新たな学び

のスタイルに対応するような指動力を身に

つけることが大切。 

学校現場においてより実践的な力をも

った教員の育成（初任者にも）が課題。学

び続ける教員。修士レベルにもっていく。

専門職としての位置づけ。一般免許状～一

般に加え修士課程追究。標準。 基礎免許

状～学士終了レベル。 専門免許状～学校

経営・生徒指導など特定分野別に。 

各学校が連携して教師の資質向上に取

り組んでいく。ＰＩＳＡの指導環境（学習

環境）と国際教員指導環境調査の比較から、

授業力向上が求められる資質能力の根幹で

ある授業観察記録は指標が明示されていて

良い。人事評価にもつながる。指標はみん

なで考えた方が良い。形式的表面的なもの

にならないように子どもの学びの成長で評

価し、自己改善につなげる。 

ミドルリーダーの育成は、笑顔で真剣に

褒める。一点で、一緒になってすすめてあ

げる。授業参観については個々の目標でな

く、組織目標へ到達させていく。 

 

協議の柱 

小中一貫教育を通して教職員の課題意

識を高めていくために教頭としてどう関わ

っていくか。 

 

１ 質疑応答 

○ 教職員の情報伝達が大切である。リ

ーダーシップをとっているのはどこ

だろうか。  

 ・ Ｈ２２浜田市より依頼があり各中学

校区で実施。集中連携だが一貫と呼ぶ。

今は中学校区の一つが代表校になり

実施。 

○ ２市のプラン・目指すものの提示が

あるのか。９年を見通した計画がある

のか。 

・ 施設一体型を目指すものではない。

連携を意識するもの。１ 一体となっ

た生活習慣を身につける。２ 学ぶ意

欲を身につける。３ 学校不適応など

の変化に対応できる。４ 故郷を愛す

る。合同で運動会。市で提示。 ９年

間のカリキュラムなし。ただ養護教諭

が小１から中３まで性教育、また、人

提言２ 教職員の資質向上と教頭のか

かわり～小中一貫教育の取り組みを通

して～ 

島根県浜田市立後野小 小田川 徹哉 



権同和でつくりつつあり。

○ ゴールはどこなのか。一貫より交流

という方が良いのでは。一貫において

の資質の向上とは何か。一貫が必要な

のか。   

 ・ ゴールは１５の春にどんな子が育っ

ているか。小からそこに焦点を合わせ

ている。確かに一貫教育と言うより連

携といった方がよいだろう。資質の向

上は、授業を見合ったりする中で、授

業力の向上に変容が見られる。小から

中へのスムーズな移行についての面

で必要であろう。 

○ 打ち合わせの確保が大切なのでは。

効率よくするにはどうしたらよいか。  

 ・ 校内でさえ打ち合わせをやるのが難

しい。パソコンのネットワークで各校

の情報を見ている。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

英語・音楽など中学校から来て貰ってい

る。小中の授業を見合ったり、部活体験を

行ったり緩やかな連携をしている。小中で

学校評議員会、引き渡し訓練をしたところ

あり。市からの要請で小中連携（学力向上・

生徒指導）をやっているところが多い。教

員間の温度差が課題。子ども同士の前に職

員同士が結び合う。これが一番大切。教頭

はコーディネート役。 

 

協議報告② 

一貫から連携の話し合いをした。一中一

小でさえ、職員の意識が違う。課題意識を

高めることが大切。職員間の交流が必要。

カリキュラムまでいくのは難しい。小中で

やっていることをお互い知ることが重要。

教頭が事務局としてよくやっている、歴史

のあるところもある。 

 

協議報告③ 

中学校区を中心とした連携をしている。

モデル校を中心にすすめている。子ども同

士、教員同士の交流がある。中学校体育の

教師がアドバイスに来る。９年間のカリキ

ュラムは作成の必要あり。でも、担任レベ

ルで求めるのは難しい。目的ははっきりし

ないとやることがぶれてくる。保護者の情

報も必要であろう。うまくいっているとこ

ろはよいが、小中でお互いの批判になって

はよくない。 

 

協議報告④ 

生活関係では良く連携できている。コー

ディネーターが加配（埼玉の中学校）で担

当している。 算数を通して。小中ワンウ

ィーク研修（宮崎の小中）で交流勤務して

いる。 

 

協議報告⑤ 

交流から連携に入っていく。メリットは

中１ギャップがなくなること。生活面、特

別支援教育面でも良い。災害対応もできる。 

デメリットは、中３は進学で大変。職員の

交流が大切。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言① （柏市立十余二小学校校長  

熊谷美利氏） 

小中一貫教育の難しさを発表して貰っ

た。連携接続（交流）型はたいがいどこで

も行っている。施設一体型もあり。なぜ大

切にされているのか。学習指導要領総則の

中にある。小中…の間の連携を図る。教育

誌にこれからの一貫教育掲載されている。

学校運営誌７月号Ｐ３２に京都の例。施設

一体型小中一貫校は１～４年、５～７年、

８～９年の３ステージ型。 

目的を明確にする必要がある。よさ（人

間形成）を伸ばす。学校段階の役割は、部

活動・行事を合同で行うこと。訪問・交流・

連絡会等、相互の授業参観をしている。１

５分程度で回数を増やす。気付いたことを

付箋紙で渡すと良い。職員に、何のために、

だれが、いつ、どのようになど精選して。

時間の確保も。 

 

助言②（研究企画開発部総括研究官  

加藤弘樹氏） 



中教審 初等中等分科会では、幼少・中

高接続さらに推進する方向で、小中連携を

今まとめあげている。小中一貫教育は、９

年間を通じた教育課程を編成しそれに基づ

き教育する。小中連携は、小中が交流し情

報交換をすること。小中連携や一貫教育（平

成２２年１１月時点）はかなりすすんでい

る。小中合同委員会４６．７％。合同で授

業参観３８％。異校種乗り入れ授業３６．

４％。小中一体組織２．７％。何らかの連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携７２．４％。義務教育学校制度９年間で 

議論している。 

地域の実情に応じた、人間関係の固定化、 

再チャレンジ、学びの拠点減るなど賛否両 

論あり。取り組む場合のポイント～メリッ 

トの強調。 

管理職・リーダーが腹をくくって推進。 

疲労感を先行させずに。組織目標に向かっ 

て一丸で。徹底討議もする。デメリットに 

対する答えを持って。ＩＣＴ活用が突破口 

か。組織目標の実現のためにどう貢献した 

か適切な評価を。小→中→高と送りっぱな 

しではいけない。どう責任を持つか。その 

子（情報面で問題もあるが）を追う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５Ａ分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

 (1)1 人１授業公開、授業記録表等で日常の授

業参観、教頭自ら授業、小中合同の授業研

究会、学年主任を動かすなど教頭によるシ

ステムつくりが重要。 

(2)職員の年齢のアンバランスをどうするか

も問題。具体的には、５０代職員の同僚性・

モチベーションの引き上げをする、ミドル

リーダーがいないが、育てていく、若手も

育てる。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1)多くの幼小、小中（中学校区単位で）授業

参観、出前授業（英語・保体）、学習規律、

特別支援教育、生活指導（中１ギャップ解

消）、や避難訓練、部活体験等の行事で連携

している。小中の実態・意識の違いが問題。 

(2)子どもの成長という観点で実施し、生徒指

導・学力の課題を共有することでつながる。

お互いを理解し合い、知ることが大切。教

頭がコーディネート役となる。管理職でな

い教員同士・ミドルリーダーが連携のよさ

を実感しないとうまくいかない。 

 

【成果】 

○ 教頭として、他県の取り組み・様子、課題

把握や現状把握、今日的な課題に対してどの

ように取り組むかの事例が大変参考になった。

視野を広げることができた。今悩んでいる問

題を共有し、解決できた。 

○ ５０代のモチュベーシュンを高める方法等、 

参考になった。 

○ 授業力向上は大切な問題でありそれぞれの

学校で工夫され取り組む必要がある。 

○ 小中連携には教員どうしの交流が大切。  

○ 学校が取り組むべき市・地域のニーズに対

するコーディネート・マネジメントは教頭の

仕事であるとわかった。 

 

【課題】 

○ 小中交流と小中一貫をどうとらえるか。 

○ 各県話し合っても埋められない課題がある 

○ 具体的な関わりは難しいが具体策がないと 

解決しない。「ひと・もの・こと」の大切さ。 

○ 教職員の資質向上のエリアは広く、焦点が

絞りにくかった。 

○ 教職員の多忙感をいかに解決するのか。職

務の忙しさに紛れて職員との交流がとれない。 

○ 教頭の関わりが難しい。教頭の立場で取り

組めることの限界。小中の立場や課題が理解

できた。 

○ 小中連携については学校によって温度差が

大きい。将来のことを考えてどうあるべきな

のか考えさせられた。 

○ 小中一貫教育の目指す姿が見えず難しい。 

○ 最終的には理想の教師像をイメージしてお

きたい。 

○ 教頭のコーディネート力、また、ミドルリ

ーダーの育成も大切であるが、ミドルリーダ

ーが少ない現状では若手と年配の先生をどう

指導し、課題意識をどう高めるかである。 

○ ミドルリーダーの育成は県によって実態が

異なるため一般化しにくい。実践報告になっ

て深まらない。討議の柱がわかりにくく報告

のみに終わった。 
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5B

第５Ｂ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
学校教育目標は、一人ひとりの校務分掌を

意識した活動により具現化され、工夫ある分
掌の実施と分掌間の横の繋がりによって深ま
り、課題解決へと向かう。
また、学校運営に参画するためには、常に

学校の全体像を理解し、他の分掌と連携を保
ちながら、受け持つ分掌の目的を捉え、学校
教育目標の具現化に向けて行動を起こすこと
が大切となる。
そのために教頭は、教職員に目指すべき方

向と全体像を提示し、課題の共有化が図られ
る環境づくりに努めなければならない。
本教頭会は、上記の考えに立ち、教頭とし

て自校の教育活動の全体像を整理し、各分掌
の思いを学校グランドデザイン（学校全体構
想）の中に取り込むことを通して、教職員一
人ひとりの学校運営参画意識を高めることに
取り組んでいる。また、そのための支援方法、
指導助言、手立てなどを通して、教頭の役割
を明らかにしたいと考え主題を設定した。
２　研究のねらい
以下の三点を取り組みの柱として研究を進

めている。
（1）学校運営参画意識をより高めるために有
効かつ効率的な校務分掌組織図の研究

（2）分掌への活動意欲と具体的な取り組み内
容が表現されるグランドデザインの作成

（3）教職員の学校運営参画力を高める支援方
法と教職員評価・学校評価との関連

３　研究の経過
環境づくりとして、教職員が学校課題を共

有し、教育目標の具現化に向きやすい校務分
掌組織の在り方を探ることから始め、校務分
掌組織図の工夫、学校運営参画意識の引き出
し方や育て方へと研究を進めてきた。

（1）第８期課題別研究
○　組織・運営に関する課題

（2）第９期課題別研究（平成23年度～）
○　教職員の専門性に関する課題
第８期の研究成果を基に、学校の全体像

や課題が把握でき、分掌間の繋がりを意識
できるグランドデザインの作成と教職員の
学校運営参画意識を高める手立てを探って
きた。

４　研究の概要
（1）研究計画
①　１年次（平成23年度）
○　学校運営参画意識を高める環境づくり
・校務分掌組織図の改善
・グランドデザインの学習と作成
・参画意識を高める手立ての研究
②　２年次（平成24年度）
○　学校運営参画意識を高める実践
・グランドデザインの活用
・参画意識を高める手立ての実践
・活動を支援する教頭の指導助言
③　３年次（平成25年度）
○　研究の評価、成果と課題
・参画意識の変化に関わる調査

（2）実践内容（～平成23年度）
①　校務分掌組織図の改善
教育課題を意識し、教育活動の全体像が

理解できる分掌組織図の作成を行った。
○　重点課題と分掌の関連づけ

教職員の学校運営参画意識を高める教頭のかかわり
～学校課題を具現化するための組織づくり～

提言者　山梨県峡南支部身延町教頭会　身延町立中富中学校　近藤　修一

平成
20年度

校務分掌組織及び教職員の意識の現
状と課題把握

平成
21年度

学校教育目標の具現化に向かいやす
い校務分掌組織図の作成

平成
22年度

新しい校務分掌組織図の有効性の調
査と改善
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・重点課題と分掌との繋がりを考え、分掌
を課題ごとに色分けする。
・分掌が複数の学校課題に係わるときは、
色を重ねて表す。
○　フォルダの作成
・フォルダを作成し、名称等に統一した約
束を決め、過去のファイルを整理する。
・フォルダ内に、分掌の役割や仕事内容を
明記したファイルを置く。
○　リンクを貼る
・分掌組織図にリンクを貼り、過去・現在
のデータの閲覧、印刷を可能にする。
○　活用の工夫
・校務分掌組織図のショートカットをディ
スクトップ上に作成する。
上記の流れに沿って校務分掌組織図を作
成することにより、文書を共有・閲覧・印
刷でき、分掌と学校課題との関係も理解で
きるようになった。
②　グランドデザインの学習と作成
グランドデザインが、学校の教育課程等
の拠り所となり、自らの教育活動と学校運
営の基となり、保護者・地域住民の学校へ
の連携や協力の基となるためには、作成に
あたって全教職員が関わり、各々の学校運
営への参画の思いが反映されなければなら
ないことを確認し、作成に着手した。
○　グランドデザイン作成の留意点
・全体構想が見てすぐに分かる。
・見やすくする…色刷り、写真掲載。
・文字数は多くしない。
・学校要覧と一緒にし、人員構成や沿革、
年間の流れ、教育課程等が分かる。
・児童・生徒の生き生きとした姿を掲載。
・キャッチフレーズを大切にする。
・学校のベストスポットを写真で掲載。
③　学校参画意識を高める手立ての調査検
討
以下のような各校教頭の実践を交流する
中で、教頭会として取組内容を精選し、共
通理解を図った。【教頭の実践から】
○　校務分掌組織図及びデザインに関して
・教頭原案に付加修正を指示
・分掌内容の明確化
・具現化に向けた取り組みの意識づけ

○　教職員評価との関わり
・各課題に主担当職員を配置
・「学校運営への参画」の具体化
○　教職員評価における面談
・学校経営方針や指導重点の確認
・分掌における課題の確認
・分掌内での取組内容と方向性の確認
・主任としての活動の見通し
・中堅教員に新しい活動の創出を依頼　
○　グランドデザインの工夫
・デザインと一体化した学校要覧の作成
○　学校評価及び課題の共有化
・年度当初に評価項目の設定と提示
・達成目標や評価指標の提示
・ＰＤＣＡサイクルの日常化（参画意識）
・前期評価の分析と後期課題の焦点化
・校務分掌各担当による分掌の評価
・評価項目に主担当の具体的評価事項設定
○　参画意識を高める日常実践
・ＰＴＡや地区行事への対応
・報告、連絡、相談の実行
・取り組みに対する肯定的な声かけ
・一緒に活動する中での実情にあわせた賞
賛・激励と課題の伝達

・分掌担当としての意識と責任感の確認
・相談には簡単に指示を出さず話し合う
・前年を踏襲する提案には助言
上記の実践例に学びながら、学校運営参

画意識の高揚に有効な手立てと教頭の指導
助言の在り方を検討し、各校、実践に踏み
出した。

５　研究の成果
教職員の専門性を高め、学校の活性化に繋

がる有効な環境づくりを求めて取り組んだ結
果、新校務分掌組織図が整備され、学校教育
目標の具現化に向けて、教職員の学校運営参
画意識が結集したグランドデザインを制作す
ることができた。

６　今後の課題
学校運営参画意識を高めるために有効と考

えた手立てと教頭としての指導助言の在り方
を実践を通す中で検証し、教職員の専門性を
高めるために有効な教頭のかかわりについて
明らかにしていきたい。
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5B

第５Ｂ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
岡山県井原市は、近年の交通面や就労構造

の変化から、山間部では過疎化が進み児童・
生徒数も減少してきている。反面、ベッドタ
ウン化している地域では児童数が増加傾向に
あるという２極化が見られる。こうした地域
性を踏まえ、多くの小規模校は、教職員数も
激減し、ミドルリーダーと呼ばれる教師が少
なく、その前後の年齢層が多いという偏った
年齢構成がみられるようになってきた。		
さらに、学校の多忙化の中で、教職員の余

裕もなくなり、職員同士のコミュニケーショ
ンも少なくなってきている。
こうした環境の中で教職員の専門性を高め

るために、ベテランの教師集団のモチベーシ
ョンを維持しつつ、若手の教師集団を育てて
いくために、教頭としてどのような学校運営
をしていくことが必要になるかと考え、本主
題を設定した。
２　研究のねらい
教職員の専門性を高めることを考える時、

教職員が主体的に切磋琢磨しながら、お互い
に高め合う組織にしていくことが大変重要で
ある。そうした組織にしていくためには、組
織を構成している一人一人の意識を高めてい
くことが大切になってくる。そこで、井原市
教頭会として、教職員の「より高い意欲や向
上心をもった専門性のある人材の育成」をど
う進めていくかを柱として、１年次の研究を
進めることとした。
３　研究の経過
第８期の研究成果を基に、第９期課題別研

究を教職員の学校運営に参画する意識の育成
と、研修意欲を高め校内研修を充実させる手
立てについて探っていくこととした。

（1）１年次（平成23年度）
○　市内各学校の現状把握
○　研究主題の設定と研究計画の立案
○　課題の焦点化と実践
○　教育課程改善への影響と評価

（2）２年次（平成24年度）
○　前年度を踏まえた計画･実践の継続
○　本年度のまとめ
○　教育課程改善への影響と評価

（3）３年次（平成25年度）
○　成果と課題を踏まえた実践の継続
○　３年間の成果のまとめ

４　研究の概要
（1）現状把握と課題の設定
市内の全教頭を対象に教師の専門性という

ことに対しての意識と各校の課題についてア
ンケート調査を実施した。

この結果から、井原市教頭会では特に次の
５点を教職員の専門性として重視することで
共通理解した。

この教職員の専門性を高めるために、各学
校の実態等を踏まえつつ、井原市教頭会とし
て取り組むべき方向性を話し合い、次の２つ
のテーマに絞ってそれぞれ実践していくこと
とした。

教職員の専門性を高めあう教師集団を求めて
～教師集団を支える教頭の役割～

提言者　岡山県井原市小中学校教頭会　岡山県井原市立芳井小学校　　岡本　　健 
岡山県井原市立木之子小学校　佐藤　尊保

授業力 16 研修意欲 2
生徒指導力 9 専門的知識・技能 2
学級経営力 8 外部との調整力 2
経営参画意識 7 使命感・責任感	 2
児童生徒理解 6 豊かな人間性	 1

（井原市教頭会アンケートより　複数回答）

・授業力・生徒指導力・学級経営力
・学校経営への参画意識・児童生徒理解
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①　人材を育成する組織の活性化を図る。
②　各校での校内研修の活性化を図る。

（2）実践
①　組織の活性化について
ア　組織の活用による経営参画意識の高揚
・校長やミドルリーダーと連携して、チ
ーム会を組織し、話し合いの場を設定
して共通理解を図れるようにした。
・学年や分掌で若手とベテランに意図的
にペアを組ませ、互いの力が向上でき
るようペアワークに取り組ませた。
・全員の意見を集約し、主任等との協議
を通して企画委員会の活性化を図った。
・学校備品の購入等について学年や教科
担当、教務主任で協議し、予算見積書
を作成する校内予算委員会を設置した。
・OJT手法を活用し学級経営を工夫した。
イ　評価システム活用による協働体制
・自己目標シートへは数値目標の記入を
働きかけ、自己啓発の意識化を図った。
・当初面談、中間面談等では個人面談と
グループ面談を併用して、互いの悩み
や課題、達成状況を確認した。
・学校関係者評価を参考に、自己目標に
生かす助言をし、協働して学校運営の
改善に取り組んだ。
ウ　行事等を活用した実践意欲の向上
・校長と連携して若手を登用し、行事の
中で新しい取組を経験させることによ
り、企画調整力の向上を図った。
・行事の提案には、昨年の反省を踏まえ、
組織として改善点を明確にした提案を
するように助言した。
・研究会を活用し、優れた能力を見付け
自信が持てるよう自己能力を開発し、
組織と人材を育てるようにした。

②　校内研修の活性化について
ア　研修体制の見直し
・校内研究の年間計画を年度当初に行い、
１年間の研修を見通し、必要な研修が
バランスよくできるようにした。　
・研究推進委員会を月の行事予定に位置
付けることで、事前に研究の方向性に
ついて話し合い、共通理解できるよう
にした。

・校内研究にマネジメントサイクルを取
り入れ、話し合いの効率化をめざした。

・研究授業のポイントを絞り、短時間で
も話し合いの焦点化が図れるようにし
た。

イ　情報の共有化の構築
・教頭として校内研修を進める上で外部
人材の情報をもつことが必要である。そ
こで、教頭会で、外部講師のリスト（下
表）を作成し情報の共有化を図った。

ウ　教育環境整備の充実
・ＩＣＴ機器やデジタル教科書など日進
月歩で進化していく機器の選定に、教
頭会や研修会で得た情報を共有化する
ことで現場で活用しやすい環境整備を
した。また、ＩＣＴ支援員による研修
等を取り入れることで個人の技能の向
上を図った。

５　研究の成果
○　チーム会や企画委員会、予算委員会、自
己目標シートによる面談等を通して、教職
員の専門性の向上へ向けた意識改革が少し
ずつ進み、自分の役割を自覚してやってみ
ようという意欲が向上してきた。

○　校長や主任等多くの職員と連携したり、
ペアで取り組んだりすることにより、協働
体制が整ってきた。

○　各校でそれぞれの実践がなされ、環境整
備、研修内容等が充実してきた。

６　今後の課題
○　多忙化、多様化していく学校で、話し合
いを深めるための時間や場をさらに工夫し
て生み出していく必要がある。

○　組織がより活性化していくためには、組
織の中心であるミドルリーダーを生かせる
場をいかに作り、連携を深めていくか。

○　授業力を高めるための研修の効率化をい
かに進めていくか。















第５Ｂ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 教職員の学校運営参画意識を高める教

頭のかかわり 

～学校課題を具現化するための組織づくり～ 

    身延町立中富中学校  近藤 修一 

 協議の柱 

  教職員の学校運営参画意識を高めていくため 

には、教頭としてどのように関わっていけばよ 

いか。 

１ 質疑応答 

  特になし。 

２ グループ協議 

協議報告① 

 ・グランドデザインを管理職が提示し、職員 

がその完成度を高める実践例は参考になる 

ものだった。 

 ・学校評価については、その評価項目数や項 

目内容をより吟味して実践に生かしたい。 

 ・校務分掌で参画意識を高めるためには、必 

ず褒めてアドバイスをする。若年・熟年の 

ギャップを埋めるための人間関係づくりは 

参考になった。 

協議報告② 

 ・アンバランスな年齢構成を考えた時、メン 

タルヘルスに留意したい。 

 ・一人でする分掌内容を、次への引き継ぎを 

考えつつペアでするのは参考になった。 

 ・自己申告で目標管理をする際、校長・教頭 

は職員との良い関係づくりのきっかけとす 

る。また、報告・連絡・相談の意識付けや 

ミドルリーダーを育てるシステム例は活用 

できる。 

協議報告③ 

 ・学校規模によって運営参画意識への課題は 

異なる。教頭はコーディネーター役として、 

校長の意図を大切にしつつ反省を生かして 

計画に入れ込むなど、グランドデザインを 

日常に意識化する。 

協議報告④ 

 ・職員の年齢構成のアンバランスが顕在化す 

る中、リーダーを中心としたチームでの取 

組を大切にしている。特に、ミドルリーダ 

ーを活用し、教頭はサポートとコーディネ 

ーター役となっている。 

協議報告⑤ 

 ・分掌組織図とグランドデザインを常に目に 

することができる工夫、一人一役の提案は 

参考になった。 

 ・熟年層と若年層、それぞれの対話とコミュ 

ニケーションを大切にするよう自覚を促し、 

若年層の日々の実践を評価して励ます取組 

は明日からでも取り入れられる。 

協議報告⑥ 

 ・熟年層を活性化させるため、若年層の育成 

を委ねる取り組みは参考になった。 

協議報告⑦ 

 ・グランドデザインについては、管理職から 

のトップダウンから、職員によるボトムア 

ップがあってよいのではないだろうか。 

 ・管理職として、分掌への指示や指名をどこ 

まですべきか。特に、分掌については組織 

の変革をより具体的に知りたかった。 

 ・力のある教師が退職していく中、若手を登 

用して育てる。ベテラン層が若手を育てる 

雰囲気づくりについて、考えていきたい。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言① 川口市立領家小学校長  

片山  巌 氏 

 自らの学校への思い、そして地域との連携を 

図りつつ取り組むとよい方向に向かうのではな 

いだろうか。その際、学校の課題を共有するこ 

とが重要である。 



 近年よく聞く学校力、すなわち学校教育力と 

は教師力であり、教職員のベクトルを同一方向 

に向かせることは、パワーを得る組織作りには 

欠かせない。校務分掌を意識させながら、グラ 

ンドデザインされたものを実践に繋げるプロが 

学校の教師である。 

 今回の提言の中の自己観察書は、新しい取り 

組みであり参考になった。職員に、あなたは何 

をどうしたいのかという関わりの中から、その 

方向性を認め、時には修正し、また、励ますこ 

とによって参画意識は育っていく。やる気（参 

画意識の向上）を育てることを日々考える教頭 

でありたい。学校評価についても、参画意識の 

向上に資するものとしたい。 

 全員が同じ方向を向いて取り組む分掌組織を 

目指すためには、それを形骸化させることなく、 

毎年毎年どこにどう手を打つかということを考 

え、更新し続ける努力を惜しんではならない。 

学校職員の年齢構成について課題提起される昨 

今ではあるが、ミドルリーダーの効果的活用や 

シニアリーダーの力量アップ、各年齢層の教職 

員に対して互いの関わりをコーディネートする 

ことが教頭としての大切な責務であると考える。 

（教頭の専門性に課題のある現状について、意 

見を出し合い考えていく必要はある。） 

 職員からは、教頭がどのような視点で諸課題 

を見ているのか分からない場合が多いようであ 

る。教頭の視点を職員に繰り返し明確に伝え、 

職員の広い視野を育てることが参画意識を育て 

ることに繋がると考える。 

 

助言② 教育政策・評価研究部総括研究官  

本田  正人 氏 

 校務分掌組織について考える場合、横の繋が 

りをどのように図るか。フェイス・ツー・フェ 

イスが解決されないという課題がある。これに 

対しては、校内Ｌａｎを活用したグランドデザ 

インの適時的修正という方法がよいのではない 

だろうか。今回の提言では、オブリゲーション 

や１人５提案がとても参考になった。 

 学校評価と組織目標との関わりについて考え 

た場合、行政組織は人を育てるために組織が存 

在しているのではない。しかし、学校という組 

織は指示・命令系統が不明瞭であるという点で 

特異であり、同じアナロジーは当て嵌められな 

い。また、全ての権限を校長が持つ鍋蓋型組織 

である学校において、意識形成には参謀的なス 

タッフして重要な役割を有する教頭の明確な権 

限とはどのようなものだろうか。 

 学校の専門性を考えた時、人材育成的な面で 

組織を活かさねばならない学校にとって、合理 

的組織とは樹形図組織ではなくやはりフラット 

組織であろう。 

 最後に、専門性の向上・育成や（若手）人材 

育成のため、本人にとっては本意でない分掌を 

受け持つことになる職員への対応について、教 

頭は組織をどう生かすという視点から考えてい 

きたい。 

 

提言２ 教職員の専門性を高めあう教師集団を

求めて～教師集団を支える教頭の役割～ 

    井原市立芳井小学校  岡本  健 

 協議の柱 

  教職員の専門性を高めるために人材育成す

る組織の活性化と校内研修の活性化 

１ 質疑応答 

 Ｑ．校内予算委員会を開くことで、参画意識 

は高まるのか。 

 Ａ．提案者としては、感覚的に高まってきた 

と考えている。 

 Ｑ．人事異動があった場合には、どのように 

その意識を高めていくのか。 

 Ａ．校長が変わると雰囲気は変わる。人事異 

動で変わるのは確かだが、システムがきち 

んとしたものであればその風土は生き続け 

る。そのような風土づくりこそ大切である。 

２ グループ協議 

協議報告① 

 ・職員へのアンケートによって、目指す方向 

を見定めており、大切なことである予算委 



員会やペアワークの取り組み等が分かりや 

すくまとめられていた。 

 ・生徒指導では児童理解が根本である。多面 

的に子どもをみる場を設定し、ベテランの 

具体的な指導場面によって若手は育つ。 

 ・組織的に進める必要がある。その中でベテ 

ランと若手を組み合わせていく。なお、突 

然の出来事には分掌にない組織を取り上げ 

ている点が参考になった。 

協議報告② 

 ・若手の報告・連絡・相談を、いろいろと工 

夫しつつ何とか引き出していく。 

 ・お弁当と同じように、味付け、認め合い、 

褒め合いが大切であることを確認できた。 

協議報告③ 

 ・組織の活性化 

  課題はたくさんあるが、日時の設定等を工 

夫し、やれることからやっていく。残念な 

のは、多忙感が疲労感を生むことである。 

 ・校内研修は、みんなで作り上げていく参加 

型が大切である。層別研修会は有効だった。

（ジュニア・ミドル・シニア別等） 

協議報告④ 

 ・人材育成に関しては、「任せる」がキーワー 

ドとなる。その中で、チームであったりペ 

アであったりの取り組み方を工夫していく。 

 ・校内研修は、子どものためであるという確 

認が重要である。「飛躍」+１…あと１人（子 

ども、保護者等）外部から入ってもらう。 

  また、「日常化」…やれるところからやって 

  いくという風土づくり。 

 ・全県一斉の研修をしている県があり、その

取組は参考になった。 

協議報告⑤ 

 ・評価システムの活用において、各自のカー 

ドがオープンになっているところがよかっ 

た。 

 ・「専門性を高める」ため、ベテラン教師の退 

職後を何とかするために、若手の研修会を 

教頭会主催でしている。また、教師が元気 

で頑張れる環境づくりは教頭がする。 

 ・教師の一番の仕事は授業である。授業力を 

高める必要ある。その実践例として、「ノー 

ト指導」と「板書」の研究をしている学校 

があった。 

 ・お互いに見合うことが大切であり、教頭も 

そこに入り込んでいく。 

協議報告⑥ 

 ・教師は授業で勝負する。 

  授業の中で学力を高める。生徒指導面も高 

める。これが授業力である。 

 ・幼小連携、小中連携が大切である。宮崎県 

では、幼小中の研究テーマが統一されてい 

る。小中教頭会の中へ高校の教頭に入って 

もらい、連携について研究している地域が 

ある。 

協議報告⑦ 

 ・多くの学校でも、同じようなことをしてい 

ることを確認できた。 

  ①制度として意図的にやっている。 

  ②評価システムの共有化（みんなが見るこ

とができる） 

  ③ワークショップ形式の研修 

 

３ 提言２における指導助言 

助言① 川口市立領家小学校長  

片山  巌 氏 

 自らの学校について改めて見直す機会を持つ 

ことができた。「職員がお互いに切磋琢磨するよ 

うになって欲しい」という目的こそが大切であ 

り、その方向（ペア、チーム）が明確であった。 

 「授業力」を高めるためには、児童理解力や 

生徒指導力が高まっていなければならない。今 

後、特に教員に求められるものとして中教審で 

提言されているものとして、責任感、使命感、 

知識、技能、グローバル化等がある。また、国 

によっては、教員養成は修士課程レベルである 

ため、教職大学院についても制度が整備される 

だろう。 

 なお、今後の大きな課題として若手層の育成 



にも留意が必要である。埼玉県は、５年間で採 

用を約３００人増やす。とすると、育てるのは 

我々でありベテラン教員である。どのように育 

てていくのが有効であり、どうしていけばよい 

かについては今後より一層難しくなってくる。 

というのは、やがて任せることのできるベテラ 

ンが不足する時がやってくるからである。ベテ 

ラン教員が大量に退職し、若手だけの学校も出 

てくる。いかに効率的に若手を育てるかが大切 

である。 

 授業力の向上については、様々なパターンを 

追求していく必要がある。同僚性が育つと、「安 

心感」が身に付く。その安心感を伝えることこ 

そ、今後の教頭の大きな役割である。 

 

助言② 教育政策・評価研究部総括研究官  

本田 正人 氏 

 専門性を高めるには、養成機関を作ることが 

必要である。免許制以外は、教職員は専門性を 

持つとは言いづらいことが多い。専門性をより 

高めるため、教職大学を卒業した場合には就職 

等に際してつぶしがきかないという現実は軽視 

できない。 

 キーワードは、「授業力」である。学校は、予 

備校とは大きく異なるものである。それは、児 

童生徒をトータルにみていく必要があるからこ 

そである。今回の提言において、ここでの「授 

業力」はこうなんだ、という定義づけがあると 

より分かりやすい。予算の説明については、具 

体的でとても分かりやすい実践例である。 



第５Ｂ分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

 (1) 職員の年齢構成のアンバランスが顕在化 

  する中、リーダーを中心としたチームでの 

  取り組みを大切にする。特に、ミドルリー 

ダーを積極的に活用し、教頭はサポート・ 

コーディネーター役を果たす。 

 (2) 自己申告評価で目標管理をする際、校長 

と教頭は職員との良き関係づくりのきっか 

けとしている。また、職員に対しての報告 

・連絡・相談の意識付けやミドルリーダー 

育成のシステムの事例は活用したい。 

 (3) 学校規模等によって運営参画意識への課 

  題は異なる。教頭はコーディネーター役と 

して、校長の意図を大切にしつつ反省を生 

かして計画に入れ込むなど、グランドデザ 

インを日常に意識化する。 

 (4) ベテラン層と若年層、それぞれの対話と 

コミュニケーションを大切にするよう自覚 

を促し、若年層の日々の実践を評価しつつ 

励ます取り組みは明日からでも取り入れた

い。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

 (1) 職員へのアンケートによって、目指す方 

  向を見定め、予算委員会やペアワークの取 

り組み等が分かりやすく参考になった。 

 (2) 校内研修は、全職員で構築するという参 

  加型が大切である。一例として出された層 

別研修会は有効そうであった。（ジュニア・ 

ミドル・シニア別等） 

 (3) 校内研修は、子どものためにあるという 

  確認が重要である。「飛躍」+１…あと１人 

（子ども、保護者等）外部から入ってもらう。 

  また、「日常化」…やれるところからやって 

  いくという風土づくりを行う。 

 (4) 人材育成に関しては、「任せる」がキーワ 

  ードとなる。その中で、チームやペア等の 

取り組み方を工夫する。 

 (5) 「専門性を高める」ため、ベテラン教師 

退職後に備え、若手の研修会を教頭会主催 

でやっている。また、子どもに向かう教師 

が元気に頑張れる環境づくりは、教頭が率 

先する。 

 

【成果】 

○ 教職員の資質や専門性の課題を考える時、 

学校や行政等が中心となってその課題解決に 

向かうのは勿論、受益者である子どもや保護 

者、地域との関わりにも焦点を当てて考える 

べきである。いずれの場合に対しても、副校 

長・教頭がそれをコーディネートしていく意 

識は高まってきている。 

○ 教頭としての悩みの共有や各地域間の校内 

研修等の情報交換、テーマに迫る協議、高い 

課題意識を有する参加者からの啓発など、課 

題を的確に把握しつつその解決に向けて前進 

的な意見を交流させる有意義な場とすること 

ができた。 

○ 各地方や地域、学校の直面する課題は異な 

るものの、教職員の年齢構成に起因する校務 

分掌組織の工夫やその専門性の育成と向上等 

に向け、副校長・教頭が積極的な意識を持っ 

て関わることで良き学校（教職員）変革が進 

められ、子どもたちの成長もよい方向へと向 

かうことを確認できた。 

 

【課題】 

○ 今後の急速な教職員の高齢化進行により、 

校務の伝承システム（ベテランの技やペアを 

組む観点、方法等）を構築していく必要があ 

る。年齢構成に合った組織作りをどのように 



進めるか。また、個々の教員の持つ参画意識 

の差をいかにして埋めていくかも喫緊の課題 

の一つである。組織の活性化については、各 

校の実態を的確に掴み、ねらいを焦点化して 

取り組んでいく必要がある。 

○ どのように教職員の専門性を高めるか、意 

欲を高めるかということ等、副校長・教頭と 

しての関わり方を工夫すべきことを確認でき 

た。全公教の組織化された今までの成果等を、 

より一層各地域において確たるものとするた 

め、近隣都道府県において共通した課題を確 

認し合い、共通理解して解決へと歩みを進め 

る各ブロック別部会組織の活性化が必要では 

ないだろうか。 
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第６分科会　研究課題「副校長・教頭の職務に関する課題」

１　主題設定の理由
下に示した表は、全国公立小・中学校の年

齢別教員数である（2009年）。表を見てわか
るように50代以上の教員が1/3近くおり、45
歳以上を加えると、実に全教員の約半数を占
めていることがわかる。札幌市内の各中学校
もほぼ同様の分布を示している。これは今後
10年ほどで約半数近くの教員が入れ替わると
いう「大量退職・大量採用時代」の到来を意
味している。

しかも、90年代に採用が抑えられた30代の
年齢層は薄い。これは、即ち今後大量採用さ
れる新人教員が、中堅先輩教員から従前のよ
うな指導は得られないままに様々な学校課題
と対峙しなければならないというふうにも考
えられる。
このように教育現場の年齢構成が変容して

いく中で、教頭の役割は一体どんな点での方
向転換が求められるのだろうか。学校活性化
のために職員室の担任として何をどのように
取り組むべきなのかを具体的に究明していき
たいと考えた。
２　研究のねらい
学校は本来、校長を中心に教職員一丸とな

って学校目標を具現化していく組織体のはず
である。しかし、これまでも学校は「鍋蓋型
組織」と揶揄されてきたように、校長・教頭
という二人の管理職と大多数のフラットな教
職員集団で構成され、ミドルリーダーが育ち
にくい環境にあったと言える。
特に近年は中堅教員が少なく、しかも若手

教員がどんどん採用されてくるという学校現
場の現状である。そうした環境変化の中で、
活力溢れる学校をつくるために核となるミド

ルリーダーの存在は不可欠であり、どの場面
でどのようにそれらの育成を図っていくかを
明らかにしていくこととした。

３　研究の経過
（1）１年次（平成22年度）
○　市内各学校の教育実践の現状把握と課
題の共有化

○　研究主題の設定と研究計画の立案
（2）２年次（平成23年度）
○　ミドルリーダー育成に向けた教頭の実
践的研究の交流と効果的手法の焦点化

（3）３年次（平成24年度）
○　焦点化された実践の継続と強化
○　研究成果の確認と課題からの実践修正

４　研究の概要
（1）研究の視点
○　ミドルリーダーの育成（ガイダンス機
能の有効活用と組織的対応力の強化）

（2）　具体的実践
教育活動のあらゆる場面を捉えてミドルリ

ーダーの育成を図っていくわけだが、アンケ
ート結果等を基に、特に以下に示した３点を
共通の育成場面として重点的に捉え、検証を
進めていくこととした。
①　特別支援体制の確立の場面で
・校内支援体制の構築と組織力向上
　スクールカウンセラーと校内教育相談係
との連携強化

・学びのサポーター制度の有効活用
・｢学びの支援ファイル｣ の作成
　それぞれの生徒の障がい等についての理
解や認識、指導の基本的考え方、保護者
への対応等、情報を共有して共通理解を
図る。

②　危機管理能力向上の場面で
・「ほう・れん・そう」の体制づくり
　生徒のけがや病気、学校内外でのトラブ
ル、保護者からのクレームなど、必ず担
任（担当）→（学年）主任→管理職の順
で確実に情報が吸い上げられる組織にす
る。また、管理職側からの積極的なフォ
ローやアドバイスを大切にする。そうし

学校活性化につながる教頭の役割
～年齢構成を考えた校内組織への働きかけ（ミドルリーダーの育成）～

提言者　北海道札幌市公立学校教頭会　札幌市立中央中学校　鈴木　康裕
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た管理職の姿勢は、ミドルリーダー→教
職員→生徒に対する姿勢へと波及してい
くことが期待できる。
・｢危機管理対応マニュアル｣ の作成
　教職員全体に危機意識を喚起して対応の
仕方も周知する。
　情報管理を含め、生徒の安全確保は学校
における最も基本的な要件であり、学校
の信頼に関わる重要課題である。主体で
ある生徒自身の意識の高揚と実践力の向
上と併せ、「危機管理対応マニュアル」
を作成する。
③	校内研修体制充実の場面で
・｢教師力（授業力）｣ の向上
　授業研究の活性化と日常観察での積極的
評価及びミドルリーダーの積極的関わり
の推奨
・予防的教育の実践と道徳的素地の耕し
　消火の教育から防火の教育へとシフトチ
ェンジする。全教師が、主役である生徒
を通して「より心に響く道徳の授業の在
り方」を様々な視点から考え、切磋琢磨
しながら相互の向上を目指す。

５　研究の成果
自分たちが苦手だった場面での効果や自身
のスキルアップを自覚できて意欲が減退する
者はいない。情報が集まり、適宜判断したり、
管理職への報告や評価の回数が増加する中で
必然的にリーダーとしての意識や職能は確実
に向上したものと確信している。以下に３つ
の場面毎の成果を補足する。
①　特別支援体制の確立の場面で
担任や養護教諭、SC別個の動きから教育
相談係を窓口とした校内学びの支援委員会が
機能し、全校体制での協働参画意識が芽生え
てきた。また、SST（ソーシャルスキルトレ
ーニング）的関わりを積み重ねていく中で、
トラブルが起こりにくい環境が整備されてき
ている。
②　危機管理能力向上の場面で
問題が起きないことが一番だと考えず、問
題が起きることが学校での前提で、その対処
をどのようにするかということに重点を置い
た情報の集まりやすい校内体制と雰囲気が育
ちつつある。緊急連絡体制、対応（不審者、
食物アレルギー、恐喝･万引き、いじめ等）
の基本や仕方を適宜補正しつつ更新を重ね、
実践的な対応力を身に付けるように働きかけ
ていきたい。　
③　校内研修体制充実の場面で
定期的に研究授業を行ったり、授業交流を
実施したりするなど授業を中核に据えた学校
では、大きな成果が報告された。研究授業は、

指導者である教師は勿論、参観する同僚教師
の指導力を切磋琢磨し、何より主役である生
徒にとって質の高い確かな学びとなっている。
特に道徳を選択した学校では、近い将来、保
護者や地域の方々の道徳教育への理解を深め、
今まで以上に強力な連携が可能となるだろう。

６　今後の課題
学校間格差が実態として浮かび上がり、

「教育は人」を改めて再認識するに至った。
全く新たな施策などではないのだが、前年度
踏襲型を固持する傾向の強い学校では、拒絶
反応を示し、効果を検証するには至らなかっ
た。こうした差を縮めていくことが急務であ
ろう。以下に３つの場面毎の課題を補足する。
①　特別支援体制の確立の場面で
札幌市内98校中58校には特別支援学級や通

級学級が設置されている。そういった意味で
は、随分特別支援教育に対する理解が広まっ
てきたと言える。しかし、明らかに障がいを
抱えつつも本人や保護者の理解が得られず通
常学級に通う生徒も少なくない。また、教師
の中にも、従前からの考え方を変換できずに
指導に支障をきたした事例の報告も受けてい
る。そうした面での啓発を含めた研修を引き
続き進める一方、より効果的な方法を探って
いく必要性を感じている。
②　危機管理能力向上の場面で
一言で述べると、マニュアルの「活用」で

ある。せっかく獲得したマニュアルも時間と
ともに風化し、錆び付くことが判明した。絵
に描いた餅にすることなく、実際に活用する
場面まで設定することの重要性を確認した。
③　校内研修体制充実の場面で
道徳教育の充実を提案しても、祖国愛とナ

ショナリズムを混同する者、実際に行われる
授業にしても、TV視聴やゲームまがいの体
験活動、あるいは言葉の使い方の基本訓練で
あったり、行いの仕方を教える説教の時間で
あったり、学活に振り替えられたままという
報告もあった。

７　おわりに
James	M.	Kouzes＆Barry	Z.	Posnerの研究
（1993）によれば、｢特別な成果を成し遂げ
るための最も重要なリーダーシップの要件は
“正直さ”である｣ そうだ。とするならば、
様々な施策の企画やその成否に目を向けるこ
とも大切だが、朝の水仕事や解錠施錠などの
通常業務、通信類の添削などを手を抜かぬこ
と、あるいは全ての教職員の日常的な教材研
究や多岐に渡る教育活動を心を込めて見守り、
的確に評価する姿勢こそ重要なことなのかも
しれない。
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6

第６分科会　研究課題「副校長・教頭の職務に関する課題」

１　主題設定の理由
近年、社会や時代の変化に伴い、地域住民

や保護者の学校教育に対するニーズは多種多
様化している。学力の定着・向上を初めとし、
子どもの生活習慣や人間関係づくりなど、保
護者や地域と連携して進めなければならない
課題も多い。
そのため、長門市教育委員会では保護者や

地域住民が一定の権限をもって学校運営に参
画するコミュニティ・スクールを推進し、平
成23年度に市内全小・中学校に学校運営協議
会を設置した。そして、「長門みすゞ学園構
想」と銘打って、各中学校ブロックごとで、
小・中学校間の学習面や生活面の連続性・一
貫性を重視した小中一貫教育を推進している。
そこで、長門市教頭会では教職員の意識改

革を積極的に推し進め、協働体制を確立する
必要性があると考え、本主題を設定した。
２　研究のねらい
地域の特色を生かすコミュニティ・スクー

ルを基盤とした小中一貫教育を推進するため
に、全教職員の意識改革を図り、組織的・協
働的な取組を展開するための教頭の役割につ
いて研究する。
３　研究の経過
平成22年度
　学校運営協議会設置80％達成
　市教委「９年間のカリキュラム」研究開始
平成23年度
　研究のねらい設定
　ねらいに沿った各校の取組と評価
　教職員の意識調査
　（第１回９月、第２回２月）
　学園教頭会の立ち上げ
　学校運営協議会設置１００％達成

平成24年度
　研究の方向性の再確認と課題の整理
　課題解決に向けての取組
　研究の評価および成果・課題のまとめ

４　研究の概要
（1）教職員の意識の実態調査
市内全教職員の意識調査を２回行った。

小中一貫教育とコミュニティ・スクールと
もに、教育効果をあげていると考えている教
職員の割合は全体的に増加しつつある。しか
し、小学校と中学校では教職員の意識に違い
がある。この違いを共通の意識へと変えてい
くことがこの研究のねらいであり、教頭の大
きな役割である。
それぞれの事業に期待する教育効果は次の

ようなものである。　
【小中一貫教育に期待する教育効果】
・中１ギャップの解消（64.5％）・児童・生

「長門みすゞ学園構想」による学校づくりと教頭の役割
～コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の推進～

提言者　山口県長門市小・中学校教頭会　長門市立俵山中学校　野村　義徳
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徒情報の共有（60.2％）・学習規律の一貫
（52.6％）・目指す児童･生徒像の共有（50.7
％）等

【コミュニティ･スクールに期待する教育効果】
・地域の人材の活用（71.6％）・開かれた学
校づくり（56.9％）・ゲスト･ティーチャー
（53.1％）・地域の伝統･文化の活用（48.8
％）・学校ボランティア（48.3％）等

（2）教職員の意識を変革するための手立て
○　小中学校の全教職員に意識調査の実施
○　各学園ごとの研究組織の確立
○　ミドルリーダーの育成とその動きづく
り
○　各学園ごとの特色ある取組の実践
○　地域、保護者や公民館等の関係機関と
の連携　

（3）各みすゞ学園の小中共同研究の充実
①　ＰＤＣＡサイクル実施上の指導・助言
○　各小・中学校の現状と課題を分析し、
目指す児童・生徒像を確認しながら、
共通の研究主題を設定した。
○　研究組織は、学園ごとに研究推進委
員会を設置し、小中一貫教育の方向性
の確認や研究推進計画の立案、行事の
企画等について協議した。
○　教頭間の連携をもとにした各学校間
の連絡・調整と、教務主任や研修主任
と連携した研究推進委員会の運営を行
った。また、その下に分科会を設置し、
それぞれのミドルリーダーへの指導・
助言と全体の動きの調整を行った。

②　学園教頭会（６ブロック）の立ち上げ
とその取組
○　各教科ごとの９年間のつながるカリ
キュラムの作成とそれに基づいた実践
と検証そして改善
○　９年間を見通した地域連携のカリキ
ュラムの作成やキャリア教育を柱とし
た系統的・計画的な実践

（4）コミュニティ・スクールを基盤とした小
中一貫教育の実践
〇　「学力向上分科会」と「心の教育分科
会」での取組
　～通・仙崎みすゞ学園～

〇　小・中教員の異校種での職場体験
　　～深川みすゞ学園～
○　ふらっとＴＴの授業実践
　　～俵山みすゞ学園～
〇　公民館と連携したクラブ活動
　　～三隅みすゞ学園～
○　公民館と連携した体験学習
　　～三隅みすゞ学園～
〇　地域の活性化に貢献する体験学習
　　～俵山みすゞ学園～
○　幼小中と公民館が一体となった地域防
災避難訓練～三隅みすゞ学園～

（5）教頭の役割
○　ＰＤＣＡサイクル実施上の指導・助言
○　教頭間の連携をもとにした各学校間の
連絡・調整（学園教頭会の活用）

○　ミドルリーダーへの指導・助言と全体
の動きの調整

○　保護者や地域の意見や要望、教職員の
ニーズの吸い上げ

○　協議事項をもとにし、学校長の運営方
針にそった学校運営の改善

○　保護者や地域、関係機関との連絡調整
５　研究の成果
○　小中一貫教育の実践に向けて、小・中学
校の教職員の意識を変革することができた。

○　各学園ごとに、小・中学校で課題を共有
し、共通の研究主題を設定し、研究組織を
立ち上げ、地域の特色ある具体的な取組を
始めることができた。

○　地域の教育力を学校運営に活用しようと
する意識が高まり、地域の協力体制ができ
てきた。

６　今後の課題
○　引き続き、小・中学校の教職員の意識の
差や取組自体の差を埋めていくこと。

○　小中一貫教育やコミュニティ・スクール
の成果を評価し検証していくこと。



























第６分科会 

研 究 協 議 

  

 

 

 

                                                         

協議の柱 

ミドルリーダーを育成するための副校長・教 

頭の関与の在り方について 

１ 質疑応答 

○３つの場面をどのように設定したのか？          

（３つの場面とは①特別支援教育の充実，  

②危機管理意識の高揚と実践力の向上，   

③校研修体制の充実） 

・当時勤務していた学校では，その３つの部分

が弱いと感じ，その学校に特に必要だと考え，

３つの場面を設定して取り組んだ。 

○「学びのコーディネーター」について詳しく 

教えてほしい。 

・札幌市では，「学びのサポーター」が各学校

に配置されている。しかし，学校によってこ

のコーディネーターの役割がよく機能してい

る学校とそうでない学校がある。現任校では，

あまり機能しているとは言えない。そこで，

私のほうで関わりをもち，活性化させようと

した。 

２ グループ協議 

協議報告① 

・教頭のミドルリーダーへの関わりとして，例

えば，職員会議等の議題になっている企画案

に教頭が事前に提案者に指導していくことが

大切。教頭は，学校全体のことに精通してい

なければならないので，勤務校の以前からの

歴史・経緯・課題等を把握しておくことが有

効である。 

・「ミドルリーダー」は，年齢やポジション 

でいろいろな形をとる。学校によってミドル

リーダーだけでは活性化しない。職員一人一

人が，自分の分掌・仕事以外の所でも，少し

でも関わり，広げていこうとする姿勢や意識

の改革が必要である。 

協議報告② 

・一人一人のモチベーションを上げるための考

え方として「適材適所」は大切である。若い

人とベテランとの組み合わせにより，若手を

育てていく。例えば，「副主任」等のポスト

をつくり，若手に仕事を覚えさせながら，成

長させることは有効である。 

・メンタルヘルス面で，教頭のケアが必要な学

校も多くある。配慮が必要である。    

・ミドルリーダーの育成について，２つの視点

から考えた。 

 ◇現在のリーダーの資質向上を図る方策 

◇次世代のリーダーを育てる方策 

・若手に自覚をもたせることが大切。「我が道

を行く」的なリーダーには他人のことを考え

る状況や環境を意図的につくることも教頭の

役割ではないか。   

協議報告③ 

○３０代前半のミドルリーダーを育てるにはど

うしたらよいか。 

・教員評価制度を活用しての意欲付けも有効で

ある。 

・若手の自主的な研修会への教頭の支援や関わ

りが大切である。 

・道徳の授業をティームティーチングで進める

等ペア研修などによって，若手の資質の向上

を図ることも大切。 

３ 提言１における指導助言 

助言① 宇都宮市立清原南小学校長  

宇賀神  貴 氏 

（１）特別支援教育について 

・すでにある組織を有効活用している。個別の

指導計画，支援計画に連続性をもたせること

が大切。 

（２）危機管理について 

・生きた危機管理マニュアルの作成，教師自身

提言１ 学校活性化につながる教頭の果たす

役割～年齢構成を考えた校内組織への

働きかけ～ 

札幌市立中央中学校 鈴木 康裕 



が危険予知能力等を育てていくこが必要。 

（３）校内研修体制について 

・ 同じ価値項目で道徳の授業を行うなどの協働

性を重視した工夫をしている。さらに，授業

参観等による家庭の教育力の掘り起こしも。 

・的確に人を評価する姿勢が教頭職には大切で

ある。 

・勤務時間の長い教頭職にあって苦労も多いが

校長との関わりという視点で考えてほしい。 

助言② 初等中等教育研究部総括研究官  

藤原 文雄 氏 

・自分をマネジメントできる教員，情報をつな

ぐ，人をつなぐミドルリーダーを成立させる

ためには，ミドルリーダーにしっかりと方向

性を示す管理職，つまりトップマネジメント

のできる学校が理想である。 

・完璧な学校は，まずないと言える。ベテラン

が多く，変わりづらい学校の体質ある。そう

いう中で教頭が何ができるか？教頭は職員に

仕事を割り振りがち。進捗状況を実際に見て，

指導するのが教頭職である。 

・若手にミドルリーダーとして，自分の立場を

譲れるか。難しい状況。 

・この実践は，一歩進踏み込んでミドルリーダ

ーを育てていく，指導していくという視点で

考えていくことが大切。 

・ミドルリーダーに「教育をよくしていくんだ。

子どもをよくしていくんだ。」という実感を

もたせるような実践を。 

・主任はこのように考えていると発言・発表さ

せること。“語る”ことによって自分の考え

を確かなものにしていく。そういう場面を仕

組みとして作り出していこうとしているとこ

ろが貴重な実践である。 

・なぜ提言者はこのような実践ができたのか。

トップマネジメントを校長とペアで進めるこ

とができたのか。校長に報告・連絡・相談を

こまめにし，信頼を得ることが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

協議の柱                          

教職員の意識改革を図るとともに協働体制を           

確立するための副校長・教頭の役割について 

１ 質疑応答 

○小学校と中学校の時間のずれ（日課表）をど

う調整しているか？ 

・日時を設定し，各学校で調整している。 

○人事的な交流は行っているか。 

・最初の１週間は中学校から小学校へ訪問。今

は，３～４日に短縮。小学校からは中学校へ

１日訪問し，互いに体験を共にすることで理

解が深まった。生徒指導面の会議等には小中

で参加。 

○部活動について，小中の教師が関わっている

のか？  

・中学校から小学校へ指導に行くことはあるが，

その逆はほとんどない。 

○「カヌー」の写真は，中学校の部活動か？       

・山口国体の公開競技で盛り上がった。その後

の体験活動の写真。カヌーは中学校との対戦。

ヨットは高校以上で盛んである。 

○小中一貫教育に期待するものとして学力の向

上は高いが，コミュニティースクールでは，

期待度は低い。それはなぜか？コミュニティ

ースクールは，地域に流されることが多いの

ではないか？              

・学習規律・生徒指導面の決まり等は一貫させ

ていく。コミュニティースクールでの地域か

らの要望もあるが，検討の上取り入れたりす

る。一線を画すことも必要。    

○「長門みすゞ学園構想」はどのように始まっ

たのか？ 

・「トップダウン」により始まったものだが，

どうせやるなら楽しく進めていこうという考

えで進めてきた。 

提言２「長門みすゞ学園構想」による学校

づくりと教頭の役割～コミュニティース

クールを基礎とした小中一貫教育の推進～

   長門市立俵山中学校 野村 義徳 



○「学校運営協議会」の性格について説明して

ください。                                      

・学校長の学校運営の基本方針を承認する。教

育委員会に学校運営について意見を述べる。

人事・予算面についてまでは及んでいない。

地域教育ネットという事業を始めている。 

２ グループ協議 

協議報告① 

・小中連携の各学校の実態について話し合った。

地域により差がある。教員一人一人が課題を

把握し，「児童・生徒のためにやっていこう。」

という意識が大切。 

・小中一貫教育への取組は地域差が大きい。意

識改革を図ることが必要。指導観の違いを相

互に理解することが大切。 

協議報告② 

・外部との連携は，教頭が窓口となると円滑に

進む。 

・環境（部会・システム等），場づくりは，管

理職どうしで話し合う必要がある。 

・各校の課題，ニーズを取り上げ，解決するた

めに小中の連携を進めることが重要。    

・ミドルリーダーを活用すれば，教育活動がス

ムーズに行える。 

・地域コーディネーターの役割は教頭が担う。 

協議報告③ 

・小中連携は推進したいが，小学校から中学校

へ指導に行くことは時間的に困難。    

・小学校が複数の中学校へ行く場合，どのよう

な連携の方法があるのか課題である。 

・コミュニティースクールについては，勉強会

等で土台づくりをし，何ができるか考え，学

校の特色を生かすことが大切。ＰＴＡ等の既

存の組織を生かすことも大切。    

・小中一貫教育では，学習習慣の一貫性が根本

になる。学力の高い県（秋田県等）では，学習

習慣がしっかり身に付いている。 

３ 提言２における指導助言 

助言① 宇都宮市立清原南小学校長  

宇賀神  貴 氏 

・長門市の教育構想は先進的な取組といえる。

さらに，学園教頭会が明確に位置づけられ，

組織的に取り組んでいることがすばらしい。 

・小中一貫教育への取組については，まず，学

力の向上の面が挙げられる。小学校６年生が

中学校体験授業を受けることは，「中１ギャ

ップ」解消に役立つ。 

・長門市には豊かな教育力があり，それを学校

に取り入れている。域内の小学校どうしの「小

小連携」も大切な視点である。 

・義務教育のスタートは小１，ゴールは中３。

それぞれのイメージする子どもの姿が小中間

の教師で異なる。すりあわせが必要。 

・新規，継続，廃止（スクラップ＆ビルド）も

教頭の仕事。 

・教頭には，マネージャーとリーダーの２つの

側面がある。 

・今後の第６分科会は、教頭の社会的な地位の

向上，研究と要請の性格をもつ分科会とする。 

・学校長と教頭のよきパートナーシップが大切

である。 

助言② 初等中等教育研究部総括研究官 

 藤原 文雄 氏 

・トップダウンの場合，トップの考えを理解し，

的確に職員に説明することが大切。言語化す

ることが必要。小中一貫教育の重要性・必要

性を理解させる。 

・コミュニティースクールの意義 

  関係者の意見を聞いて，よりよい教育をする。

活動によって協力体制が得られる。（地域の

指導者としての重み）。子どもが地域に目を

向けるよい機会となる。 

・教頭が，方向付け，仕組み・人づくりをする。

初期抵抗が大きいのが学校である。     

・教頭職の仕事の幅の広さが強みである。仕事

をデザインしながら人材を育てていく。 

・保護者とのトラブルは，教師の良さを知らせ

ることが解決の糸口となる。 

・人を引きつける機微を身に付けることが教頭

の専門性ではないか。 



第６分科会 

成 果 と 課 題 
 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

○ミドルリーダーを育成するための副校長・

教頭の関与の在り方について。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

○教職員の意識改革を図るとともに協働体制

を確立するための副校長・教頭の役割につ

いて。 

 

【成果】 

○最大参加者数の分科会という中で，参加者一

人一人，各グループが積極的に協議をし，有

意義な話し合いができた。 

○提言発表者と，その方を支援してくださった

単位教頭会より内容の濃い発表をしていた

だき，参加者にとって参考になるとともに，

話し合いを深めることができた。 

○それぞれのグループで情報交換や柱立てに

従った協議が活発に行われた。 

○提言者の内容は特色ある取組であった。提言

１では，特別支援教育・危機管理・校内研修

体制に視点を当て，パワーポイントを使って

大変わかりやすい発表であった。 

 提言２では，コミュニティスクールと小中一

貫教育という先進的な取組で，大変興味深い

内容であった。 

○指導助言者による適切な指導助言は，自校の

取組に生かしたい情報が豊富で，学校経営の

視野を広げることができた。 

○提言者の発表内容を基に，グループ内では各

地域での取組を情報交換し，すぐに取り組め

る手立てを得ることができたり，自校の方向

性が見えたりしてきた。 

 

 

○テーマと関連づけた議論を進めることができ，

今おかれている学校の状況と課題がはっきり

と意識できて有意義であった。 

○地域や学校が置かれている状況はそれぞれ異

なるが，学校としての課題や子どもたちへの

対応は共通していることが多いとわかった。 

○明るく本音を出し合い，雰囲気のよい話し合

いで，今後へのモチベーションが高まった。 

 

【課題】 

○話し合いがせっかく深まった頃に終了となっ

たのが惜しまれる。もう少し話し合いの時間

が欲しい。 

○せっかく全国から集まっているので，もっと

副校長・教頭同士の交流を図りたかった。 

○他のグループの話にも興味があったので，で

きるだけ発表グループを増やしてほしい。 

○詳細なところまで発表を聞きたかった。 

 

【次年度に向けて】 

○「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめ

ざして」も３年目になるので，深まりと広が

りを目指さなくてはならない。９期の最終年

度として成果を収めたい。 

○協議内容に対する柱は，今年と同じように提

言一つにつき一つがよい。 

○第６分科会の役割・意義について再確認し，

分科会の内容が政策提言活動に結びつくよう

にするために，運営及び協議等の方法につい

て検討する。 

○平成２５年度は，継続（提言型），平成２６年

度の秋田大会より政策提言の場としての立場

を明確にしていきたい。 
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特別分科会Ⅰ　「これからの学校教育と防災教育」

特

１　趣旨
先の大震災では多くの尊い命が失われた。

この甚大な被害をもたらした災害から我々は
何を学び、何を模索し未来に生かしていった
ら良いだろうか。猛威をふるう自然災害に対
する防災教育や危機管理体制とはどうあるべ
きかを考えることは、とても重要な教育課題
であり、大切な教育活動の一つである。
子ども達が自らの生命や安全を守るための

危機回避能力は日頃の教育活動で育成される
だけでなく、家庭や地域活動においても培わ
れなければならない。これは、新学習指導要
領でも唱えられている「生きる力」の基礎と
なる力である。
そこで、本分科会では、子ども達の「命を

守る」ための教育活動（防災教育）とはどう
あるべきかという視点から、学校や家庭・地
域の果たす役割を明確にするとともに、教育
課程の中に位置づけた教育活動についての研
修を深めたい。
そして、これらの教育活動を有効に機能さ

せ、その活性化を図るために求められる副校
長、教頭としての資質・能力やリーダーシッ
プのあり方についても考えたい。
このことにより、管理職としての力量の向

上を図り、子ども達の命を守り育てる教育の
実現を図りたい。

２　講師紹介

○藤岡達也氏の主な経歴
公立学校教員、大阪府教育委員会・大阪府

教育センター指導主事等を経て現職。文部科
学省学校安全教育資料作成等協力者会議協力
者、独立行政法人教員研修センター学校安全
指導者養成研修講師等を務め、現在文部科学
省の「東日本大震災を受けた防災教育・防災
管理等に関する有識者会議」の委員。SDR
（国連国際防災戦略会議）において、日本の
防災教育の現状と課題について講演する。専
門は環境教育、科学教育、自然災害・防災教
育等。

【著書】
「持続可能な社会をつくる防災教育」、「環
境教育からみた自然災害・自然景観」、「環境
教育と総合的な学習の時間」（いずれも協同
出版）、「環境教育と地域観光資源」（学文社）、
「保健室は震災救護センター」（少年写真新
聞社）他多数。

○諏訪清二氏の主な経歴
兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長。舞

子高校では、阪神・淡路大震災以降、命の大
切さなど、震災の教訓に学ぶ全国唯一の環境
防災科が開設され、氏は今日まで科長を務め
る。また、海外の地震被災地で防災教育と心
のケアのプロジェクトに参加する。その他、
国内の被災地でも生徒と共にボランティアに
従事。現在、文部科学省「東日本大震災を受
けた防災教育・防災管理等に関する有識者会
議」委員。

【著書】
「高校生、災害と向き合う」（岩波新書）
「夢見る防災教育」（晃洋書房）

３　日程
①　開会、趣旨説明、紹介	 【9:30～9:45】　
②　講　義	 【9:45～12:20】　
③　諸連絡・昼食・休憩	 【12:20～13:20】　
④　演　習	 【13:20～14:50】　
⑤　休　憩	 【14:50～15:10】　
⑥　意見報告会	 【15:10～15:40】　
⑦　全体のまとめ	 【15:40～16:10】　
⑧　個人のまとめ	 【16:10～16:25】　
⑨　閉会・諸連絡	 【16:25～16:30】　

これからの学校教育と防災教育

【講　師】　上越教育大学大学院学校教育研究科教授兼上越教育大附属中学校校長　藤岡　達也氏 
【講　師】　兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長　諏訪　清二氏

【藤岡　達也 氏】
上越教育大学大学院
学校教育研究科教授

【諏訪　清二 氏】
兵庫県立舞子高等学校
環境防災科科長
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特別分科会Ⅰ 

研 究 協 議 

 

１ 基調提案・趣旨説明 

  先の大震災では多くの尊い命が失われた。 

 この甚大な被害をもたらした災害からわれ

われは何を学び，何を模索し，未来に生か

していったらいいのだろうか。猛威をふる

う自然災害に対する防災教育や危機管理体

制とはどうあるべきかを考えることはとて

も重要な教育課題であり，大切な教育活動

のひとつである。そこで，本分科会では，

子どもたちの命を守るための教育活動（防

災教育）はどうあるべきかという視点から

学校や家庭・地域の果たす役割を明確にす

るとともに教育課程の中に位置づけた教育

活動についての研修を深める。 

  

２ 講 義Ⅰ 藤岡 達也 先生 

 ○学校に与えた衝撃 

 震災のような大きな事故の場合学校と

しての判断が問われることが多い。管理

職のリーダーシップ，校長不在のときの

教頭の判断が重要になってくる。 

○今回の教訓 

 学校管理下内での被害割合は少ない。

日頃からの訓練，教員の適切な判断，誘

導により助かった子どもが多い 

○セイフティープロモーション 

人々が平穏に暮らせるようにするため，

自己や暴力，その結果としての外傷や死

亡を部門や職種を超えた共働による科学

的に評価可能な介入により予防しようと

する取り組み。不慮の事故と自殺を学校

教育の段階で減らしていく 

○学校安全を推進していく４項目 

１ 生きる力の育成 

２ 時代の変化に対応する 

３ 自ら考え自ら学び行動する 

４ 徳教育等の充実 

○防災教育の課題 

  防災教育では自然の二面性を取り扱う

べきである。自然のマイナスイメージば

かりを教え込んでも意味がない。自然の

二面性を重視した防災・減災教育が必要。 

   

  教頭はこれからますます多くの教育課

題を学んでいかなければならない。教頭

に求められているのは３つの力「学習

力」「受容力」「自己満足力」 

  

３ 講 義Ⅱ 諏訪 清二 先生 

○日本の防災教育の変化。新たな防災教育 

  かつての防災教育は避難訓練しかなかっ

た。阪神淡路大震災と東日本大震災によっ

て変化してきた。 

自分の命は自分で守る。けれど守れない

場合もある。自助，共助，公助が必要。 

備えが大切。耐震の準備。 

多様化した防災教育。助け合いの心，思

いやりの心を伝える。 

心のケアが必要な子が増える。専門家の

支援も必要。 

自然の二面性を教える 

自分の体験を語り継ぐ教育が必要   

学力の樹＝防災教育にも行かせる 

葉……子どもが学び取る知識技能 

幹……思考力・判断力・表現力 

根……関心意欲態度 

○舞子高校の防災教育 

 「ハザードとは」「街づくり」「ボラン

ティア」「災害と法律」「耐震の大切さ」

などを学習している。 

ゲストティーチャー 

・災害救助犬との交流 
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・消防署の人や自衛隊の人のお話 

・ＮＰＯ関係の人のお話 

本物の地震を体験した人の話を聞いてリ

アリティのある授業にする。 

校外学習 

防災センター見学 

長田の町歩き 

断層見学 

自分たちが体験した地震のことを語り継ぐ。 

地域安全マップづくり 

※危ないところだけでなく楽しいところも調べてくる。 

キャリア教育 ※どんな仕事も災害の役に立つ 

架空の街の防災教育 

国際教育 ネパールのかたとの交流 

  

４ グループ協議・演習 

 ○演習内容 

   各班にわかれ，各校の防災教育の取り

組みを話した後，防災教育に関して大切

なものを７項目あげるとするならば何か

をグループで話し合った 

○ 報告会 

 Ｔ班 

①実態把握  ②研修の充実   

③防災教育コーディネーター  

④指導系統を含めた校内体制の確立 

⑤地域，保護者，行政との連携 

⑥生きる力を身につける。 

⑦防災マニュアル 

何よりも教頭の健康が大切である。 

 Ｏ班 

  ①校内研修  ②教育課程への位置づけ 

  ③実効的な防災マニュアル 

  ④地域の実態把握   

⑤地域・保護者との連携 

⑥児童生徒からの発信  

⑦行政とのかかわり 

Ｋ班 

 ①意識改革   

②生き残るための防災教育  

③地域保護者を応援する組織 

④教育課程全般に位置づける 

⑤体験学習 

⑥不測の事態のリーダー性 

⑦地域協働 生徒の命を守る要 

Ｙ班 

①校内組織（防災主任） 

②校内研修  ③ハザードマップ 

④教育指導計画（防災科） 

⑤地域社会との連携 

⑥体験学習 

⑦子どもを地域に帰す 

お班 

 ①年間計画の作成  ②地域との連携 

  ③校内研修の充実 

  ④地域の実情を踏まえた学習 

  ⑤多様なニーズに応じた避難訓練 

  ⑥関係機関との連絡調整 

  ⑦体験から学ぶ 

  ⑧管理職のリーダーシップ 

 

５ 全体のまとめ 

○諏訪先生 

・防災の担い手をどう育てるか。地域・保

護者・行政・関係機関・ボランティア・

ＮＰＯとの連携が大切である。教員の役

割はつなぎ手になることである。 

 ・ネットワークを広げ，そのネットワーク

から体験学習が可能になる。 

 ・日常の中で防災教育が可能である。算数

の授業でも工夫次第で防災教育は可能で

ある。 

 ・多くの教員が防災の知識をもたなければ

ならない。 

 ・防災教育チャレンジプランWebページに

たくさんの例が載っているので，地域の

実情に合わせて大いに活用してほしい 

○藤岡先生  

   今日の午後のグループ協議の中で話を

出していく中で，自分自身の気づきが多
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くあったのではないだろうか。各班でま

とめた７項目について，全体でダイヤモ

ンドランキング等の手法を使い，全体で

１０項目ぐらいに絞り込むと，自分の学

校で今何が必要かどんな研修が必要かが

見えてくる。 

   ７項目の正解はない。しかも完全なも

のではない。自校にあったマニュアルの

見直しが必要である。自分の学校で今必

要なことは何かを考えるときにＫＪ法や

ダイヤモンドランキングを使うことでマ

ニュアルの見直しが容易にできる。 

   東日本大震災以前においては学校と行

政は別組織であったが，東日本大震災以 

  後，地域の核として学校のあり方が問わ

れるとともに，学校も地域の核としてい

っしょに復校していくことが大切である。 

   学校の管理下においては，防災教育が

よく浸透していることが今回の震災でも

分かった。これからの防災教育の課題は

学校の管理下外に子どもがいるとき，子

どもたちの命をどうやって守らせていけ

るか，学校を一歩出たときにも身を守れ

るようにできるかが課題である。教頭は

日常の課題としてとっさの判断力を身に

つけることが大切である。 

   今回の震災では，自助，共助，公助だ

けでなく，Ｎ助（ＮＰＯ活動）が活躍し

た。学校教育活動の中にＮＰＯを入れる

工夫があってもよいのではないか。地域

の人材を探すことも大切である。 

 

６ 成果と課題 

【成 果】 

 ・防災教育に関して広い考えを知ることが

できた。また，思考を広げることができ

た。そのうえ，効果的な防災教育につい

て理解を深めることができた。  

 ・防災についての知識を得るとともに，防

災教育に関する関心が高まった。また，

防災に対する視野が広がった。 

 ・グループ討議では，参加型の協議とＫＪ

法は有効であった。自己の考えを整理で

き，他者の考えを知ることができた。自

分にない見方，視点を知ることができた。 

 ・他県の学校の状況を知ることができたこ 

とがいちばんの成果である。特に，被災 

地からの参加者もいてなかなか聞けない 

話を知ることができよかった。 

・いろいろな学校の取り組みを聞くことで

勤務する地域はばらばらであったが，そ

れぞれ与えられた境遇の中で最善を尽く

していこうという姿勢が確認できた。  

   

【課 題】 

 ○防災教育に関して 

 ・他県と交流する中で，防災への取り組み

については，県によってかなり温度差が

あることが分かった。そんな実態が違う

中での防災教育をどのように進めていく

かが今後の課題となる 

 ・管理職の意志決定のあり方，校長職員と

の連携のあり方，地域との連携のあり方

など，防災教育に関してはまだまだクリ

アしなければならない課題がある。 

 ・あまりにも大きな課題のため学校ごとの

自主性に任せるのではなく行政単位で予

算を確保していただきたい。 

 ○会の進め方に関して  

 ・いろいろな地域のかたが集まっているの

でもっと情報交換する時間があってもよ

い。グループ協議の時間がもう少しほし

かった。  

 ・研修内容が事前に知らされていないため，

話し合いに入りにくかった。事前に知ら

されていれば，もっと話し合いが深まっ

たはずである。 

 ・時間配分を考えたり，最初にグループで

自己紹介をしたりするなど，進行には考

える余地がある。 
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全体シンポジウム

テ ー マ：
「教師の創造性を促す学校のあり方」　　
基調講演：
「教師たちが学び育ちあう学校づくり」

《シンポジウムの趣旨・構成》

本シンポジウムでは、「教師の創造性を促す学校のあり方」とテーマを設定し、大会の主題である
「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」に迫ります。そのために私たち副校長・教頭は、
どのような子どもたちを育て、どのような学校・教師集団をめざすのかという課題について、各シンポ
ジストの皆様に協議いただきます。大会３日間のはじまりとして、各参加者が多様な視点から検討し、
課題把握を行う場になることを意図しています。
大会主題は、第九期全国統一研究主題でもあり、その基として59年ぶりに改正された教育基本法は、
教育を取り巻く環境の変化として科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化、核家族化、価値観の
多様化、規範意識の低下等を挙げています。このような時代を生き抜くためには、「自ら課題を見出し、
学び、解決する資質や能力」「自らを律しつつ他人と協調し、思いやるなど豊かな人間性」「たくましく
生きるための健康や体力」など、子どもたちに激しい変化に対応するための「生きる力」をはぐくむこ
とが、今まで以上に重要になります。
学習指導要領が全面実施され、「生きる力」育成の継続や豊かな人間性と創造性の育成を考える際、
まず考えるべきことは、教室での子どもたちの学び合いが確立しているかということや、そのために教
師自らが学び合えているかという点です。教師が専門家としての学びを共同的に取り組み、互いに啓発
し合うのでなければ、子どもたちに豊かな人間性や創造性をはぐくむことはできません。教師の業と専
門性を高め、その力量によって子どもたちの学びがどう変わっていくのかを研修で深めていくことが欠
かせません。
本シンポジウムでは、豊かな人間性と創造性をはぐくむ鍵を、子どもや教師の学び合いととらえ

などの視点から、それぞれの立場でアプローチをしていただきます。

①　視点１　国の教育の視点から見た今後の児童･生徒像について
②　視点２　豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校教育のあり方について
③　視点３　教師の創造性を促すための副校長･教頭の役割について

全体シンポジウム
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【 コーディネーター ・ シンポジスト 】

【コーディネーター】　勝野　正章　氏　
 （東京大学大学院教育学研究科准教授）
【シンポジスト①】　葉養　正明　氏
 （文部科学省　国立教育政策研究所　教育政策･評価研究部長）
【シンポジスト②】　佐藤　　学　氏　
 （学習院大学教授）
【シンポジスト③】　遠山　敦子　氏
 （元文部科学大臣　トヨタ財団理事長　パナソニック教育財団理事長）

コーディネーター
勝野　正章　氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）
主な経歴
　平成８年　北星学園大学経済学部専任講師
　平成12年　お茶の水女子大学准教授
　平成16年　東京大学大学院教育学研究科准教授
主な著作
　・「教職員評価の理念と対策―日本とイギリス」（エイデル研究所）
　・「教育行政学｣（共著　明治図書）
　・「教育経営論｣（放送大学教育振興会）等

シンポジスト
葉養　正明　氏　（文部科学省　国立教育政策研究所　教育政策･評価研究部長）
主な経歴 
　昭和56年４月　東京学芸大学教育学部講師
　昭和58年４月　  　　〃　　　助教授
　　　　　　　　（平成10年８月～11年５月　米国、サンディエゴ州立大学客員研究員）
　平成11年４月　  東京学芸大学教育学部教授
　　　　　　　　（平成16年４月～18年３月　放送大学客員教授）
　　　　　　　　（平成17年４月～18年３月　早稲田大学教育学部客員教授）
　平成20年４月　文部科学省　国立教育政策研究所　教育政策･評価研究部長 
主な著作 
　・  「
義」日本教育行政学会紀要　第35集　平成21年10月
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シンポジスト
遠山　敦子　氏
 　（元文部科学大臣　トヨタ財団理事長　パナソニック教育財団理事長）
主な経歴
　昭和37年　東京大学法学部卒業、同年４月に文部省入省
　平成８年　駐トルコ共和国大使
　平成12年　国立西洋美術館館長
　平成13年４月　文部科学大臣
　平成17年４月　財団法人新国立劇場運営財団理事長
　 現在、財団法人松下教育研究財団（現公益財団法人パナソニック教育財団）
　理事長
主な著作
　・『トルコ・世紀のはざまで』（NHK出版～トルコ語および英語版もあり）
　・『こう変わる学校、こう変わる大学』（講談社）

シンポジスト
佐藤　　学　氏（学習院大学教授）
主な経歴
　昭和59年　三重大学助教授
　昭和63年　東京大学教育学部助教授
　平成９年　同大学大学院教育学研究科教授
　東京大学大学院教育学研究科長および同大学教育学部長を歴任
　平成24年　学習院大学文学部教授
主な著作
　・ 『学力を問い直す…学びのカリキュラムへ』 岩波書店〈岩波ブックレット〉
　　（原著2001年10月）
　・『教師たちの挑戦…授業を創る、学びが変わる』 小学館（原著2003年７月）
　・  『習熟度別指導の何が問題か』 月）１年4002著原（〉トッレクッブ波岩〈店書波岩
　・『学校の挑戦…学びの共同体を創る』 小学館（原著2006年５月）
　・『教師花伝書－専門家として成長するために－』 小学館（原著2009年４月）

　・  「大学における教員養成、現職教育プログラムの改善課題―「教員養成期間
の長期化」問題を焦点にした一考察」文教大学教育研究所紀要　第19号　平
成22年12月

　・  「人口減少社会の公立小中学校の設計―東日本大震災からの教育復興の技
術」（単著）協同出版　平成23年８月
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全体シンポジウム「教師の創造性を促す学校のあり方」

【進行】 ただ今から、第 回全国公立学校教頭会研究大会、シンポジウムを開会54

いたします。シンポジウムの司会を紹介いたします。第 回全国公立学校研究大会54

実行委員であります、全国公立学校教頭会研究部長、神座達也と、同じく全国公立学

校教頭会研究副部長、大西育郎です。この後はどうぞよろしくお願いいたします。

【司会（神座 】 では、本日司会を務めさせていただきます、全国公立学校教頭会）

研究部長の神座でございます。どうぞよろしくお願いします （拍手）。

【司会（大西 】 同じく司会をいたします、全国公立学校教頭会研究副部長の大西）

育郎です。よろしくお願いします （拍手）。

それでは初めに、コーディネーターの先生を紹介させていただきます。本日コーデ

ィネーターをしていただきますのは、東京大学大学院教育学研究科准教授、勝野正章

先生です （拍手）勝野先生は、教育行政学、学校経営学をご専門とされ、学校の管。

理運営や教職員に関する政策や制度を、外国との比較を視野に研究なさっています。

最近は、教職員、子ども、保護者、地域住民と一体となった、協同的に行う学校づく

りの理論、実践的可能性についてご造詣の深い先生です。今回、全国公立学校教頭会

のアドバイザーとして、教頭会の調査の分析にもご指導をいただいております。勝野

先生、ご挨拶ならびにシンポジストの紹介をお願いいたします。

【勝野】 ただ今ご紹介いただきました勝野です。本日はどうぞよろしくお願いいた

します （拍手）夏休みに入った学校がほとんどかと思いますが、教頭先生、副校長。

先生におかれましては本当に毎日忙しく、多分夏休みに入ってもまだいろいろなこと

が残っていて、お仕事毎日お忙しくお過ごしなんだろうというふうに拝察をいたしま

す。調査をここ数年間ぐらい、全公教の調査にかかわらせていただいていて、本当に

教頭先生、副校長先生のお仕事の複雑さ、多さ、ものすごい質と量に圧倒される調査

結果を毎年拝見をしています。そういう中で、この研究大会に本当に多くの先生方が

いらっしゃって、このシンポジウムのテーマである「教師の創造性を促す学校のあり

方」ということをお考えになる、これからシンポジウムということを受け止め、そし

て先生方の中でまた学びがここに生じると、生み出していくというふうなことを、本

当に素晴らしい機会だというふうに思っております。私自身も、今回は１人の参加者

というふうな気持ちでまいりました。素晴らしい３名のシンポジストの方を今日はお

招きをしておりますので、これからお３人をご紹介申し上げたいというふうに思いま

す。

まずお一人目は、葉養正明先生です （拍手）葉養先生は、国立教育政策研究所の。

教育政策・評価研究部長でいらっしゃいます。東京学芸大学の講師、助教授、教授と

歴任をされておられまして、そして平成 年から今の現職に就かれていらっしゃい20

ます。葉養先生は、私の専門の研究領域の中の本当に大先輩、大先達でいらっしゃい

まして、教育行政学、教育制度、教育経営といったところの大変な権威の研究者でい

らっしゃいます。特に学校適正配置、学校統廃合の問題については、私たち、後輩た

ちが研究するときには必ず参照する研究をなさってきていらっしゃいます。また、最

近では東日本大震災の被災地に足繁くお通いになり、教育復興ということの研究もな

さっていらっしゃいます。
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続きまして、お二人目のシンポジストの方は、佐藤学先生です （拍手）佐藤先生。

は、現職として学習院大学の教授でいらっしゃいます。この３月まで東京大学大学院

教育学研究科で教鞭を執られ、研究をなさっていらっしゃいました。実は私も研究室

、 、そのものは違ったのですが 佐藤先生に大学院生時代ゼミに参加をさせていただいて

佐藤先生の下で学ばせていただいたという、そういう非常に恵まれた大学院生時代を

送らせていただいたということがあります。佐藤先生は、いろいろなご研究を本当に

、 、 、幅広くなさっているわけですが 一番その中でも骨格としてあるのは やはり各地の

全国、それから世界の先生たちと一緒に学校づくりをしていく、学びの共同体という

学校づくりをなさっているというふうなことで知られている先生であります。先月、

６月でしょうか 『学校見聞録』という新しい本も出版をされました。学びの共同体、

というのが本当に日本だけではなく、世界にも広がっていらっしゃる。それを学校の

先生方と一緒に学びながら、佐藤先生ご自身がつくり上げているその研究の記録が収

められた、大変素晴らしい著書であるというふうに思っております。

続きまして、３番目のシンポジストの先生ですが、遠山敦子先生でいらっしゃいま

す （拍手）遠山敦子先生は、現職といたしましてはパナソニック教育財団理事長、。

トヨタ財団理事長という要職に就かれていらっしゃいます。私にとりましては、遠山

先生は 年からでしょうか、文部科学大臣をお務めになったという、 年以上前2001 10

なんですけれども、そんなに昔のことではないような気も一方でいたします。東京大

学をご卒業になってから、当時の文部省に入省されて、恐らく女性のキャリア官僚と

しては初めてのことだったのではないかと思いますけれども、非常に優秀な官僚とし

てだけではなく、今でこそ東京大学の教育学部や法学部からも女性で文部省、文科省

に、あるいは中央省庁に入省する者が増えていますけれども、そうした後輩に非常に

すてきな道を開いていただいた、そういう大先輩に当たるだろうというふうに思って

おります。数々のご要職、その中には駐トルコ共和国大使といったようなご要職も、

これまで務められていらっしゃいます。 年に『こう変わる学校、こう変わる大2004

学』というご著書を、講談社から出版をされていらっしゃいます。私も数年前に読ん

だ、このときもう１回少し読み返してみましたけれども、本当に教育改革の激動の時

代に文部科学大臣をお務めになった、そういう大変なご経歴、ご経験をお持ちの先生

でいらっしゃいます。今日もまたそうしたご経験から大変貴重なご意見、ご発言をい

ただけるものというふうに思っております。

それでは３人の先生方、今日はどうぞよろしくお願いいたします （拍手）。

【司会（大西 】 ありがとうございました。それではシンポジウムを始める前に、）

趣旨につきまして研究部長の神座が説明いたします。

【司会（神座 】 失礼します。本シンポジウムでは 「教師の創造性を促す学校の） 、

あり方」とテーマを設定し、大会の主題である「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学

校をめざして」に迫ります。そのため私たち副校長・教頭は、どのような子どもを育

て、どのような学校・教師集団をめざすのかという課題について、各シンポジストの

皆さまに協議していただきます。大会３日間の始まりとして、各参加者の先生方が多

、 。様な視点から検討し 課題把握を行っていただく場とできることを意図しております

大会主題は先ほども申しました、第９期全国統一研究主題でもあり、その基として
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年ぶりに改正された新教育基本法は、教育を取り巻く環境の変化として、科学技59

術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化、核家族化、価値観の多様化、規範意識の低

下等を挙げています。このことは皆さん、もうご承知のとおりかと思いますが、この

ような時代を生き抜くためには 「自ら課題を見出し、学び、解決する資質や能力 、、 」

「自らを律しつつ他人と協調し、思いやるなど豊かな人間性 「たくましく生きる」、

ための健康や体力」など、子どもたちが激しい変化に対応するための「生きる力」を

はぐくむことが、今まで以上に重要となっております。

学習指導要領が全面実施され 「生きる力」の育成の継続や豊かな人間性と創造性、

の育成を考える際にまず考えていくことは、教室での子どもたちの学び合いが確立し

ているかということや、そのために教師自らが学び合えているかという点です。教師

が専門家としての学びを共同的に取り組んで、互いに啓発し合うのでなければ、子ど

もたちに豊かな人間性や創造性をはぐくむことはできません。教師の業と専門性を高

め、その力量によって子どもたちの学びがどう変わっていくのかを研修で深めていく

ということが欠かせません。

一方で、大震災や原発事故、学力問題やグローバル化、あるいはいじめ、自殺とい

った喫緊の課題も数多くあります。そのような中、豊かな人間性と創造性をはぐくむ

学校や教師、それを束ねる副校長・教頭がどうあるべきかについて、ご示唆をいただ

きたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

【司会（大西 】 それでは、マイクをコーディネーターの勝野先生にお渡しし、シ）

ンポジウムを始めます。よろしくお願いいたします。

【勝野】 それでは、早速始めたいと思います。まずこれからの進行、内容というこ

とになりますけれども、まず最初に佐藤学先生から、基調講演を 分程度の予定で45

お願いをしたいと思います。その後、その基調講演を踏まえまして、３人のシンポジ

ストの先生方のご意見、ご議論、ご協議というふうなことに移らせていただきたいと

思っております。シンポジウムのテーマを受けまして、佐藤学先生には「教師たちが

学び育ちあう学校づくり」というテーマで、これからお話をしていただきます。それ

では、よろしくお願いいたします。

【佐藤】 こんにちは。非常に感慨深いと思っているんです。教師の創造性を促す学

32校づくりということが このようなテーマになっている 私自身も ご存じのように、 。 、

年間になりますけれども、全国各地の学校を訪問し、学校は内側からしか改革できな

いということを信念にいたしまして、協同で改革していく取り組みを続けてまいりま

。 、 。 、した ざっと数えてみますと これまで 校も回ったことになるんです 小学校2500

15中学校 高校 今も回っていますけども そのうち 振り返ってみますと 最初の、 。 。 、 、

年ぐらいですが、約 校以上はことごとく失敗したわけです。学校を変えるとい1000

うことは、学校改革と簡単に言いますけども、非常に難事業である。ほとんどの人が

考えている以上に、学校を変えるということは困難な仕事である。逆説的なんですけ

ども、学校を変えることの困難を知り尽くした者だけが、学校を変えることができる

のではないかな。恐らくここに集まられている先生方は、教頭・副校長であられ、そ

の最前線に立たれ、また多くのキャリアを積んでいらっしゃる方々だと思います。今

、 、日は僕の経験も含めて どのようにして教師たちが学び合う学校がつくれていくのか
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その経験を踏まえてお話ししたいというふうに思っています。

私が求めている学校というのは、一言で言うと１人残らず子どもたちの学ぶ権利が

保障され、１人残らず教師たちの専門家としての成長が保障されるような学校です。

先ほど 校も失敗したというのは、これがなかなか実現できない。悪戦苦闘が続1000

21 21いたということでございます まず ちょっと大きな話なんですが 世紀 もう。 、 、 。

世紀も 年以上過ぎているわけですけども、学校と教師というのはどのような役割10

を持っているのか、どのような課題があるのかということを、まず最初にかいつまん

でお話します。なぜなら、私たちが求める学校というのは 世紀型の学校ではない19

し、 世紀型の学校でもない。 世紀型の学校であると。では、それはどのような20 21

学校なのか。

そこに挙げましたように、 世紀の社会というのは幾つかの特徴を持っていまし21

て、これらへの対応が学校では求められている。そこに挙げました４つの課題、この

課題は、実は 加盟 カ国のナショナルカリキュラムの共通項をずっと引き出OECD 34

していきますと、ほぼこれになっていくんです。従いまして、日本を含む先進諸国が

現在直面しているような課題というふうに言っていいでしょう。

１つは、知識基盤社会への対応でございます。これはポスト産業主義社会と言って

もいいと思うんですけども。もはや日本の労働市場は、単純労働部門はほとんど海外

に移り、知識が高度化し、情報化している。そういう知識情報化社会への対応。それ

から、対人サービスへの労働市場が広がっているわけです。生涯学習し、学び続けな

がら社会に参入していく。そういう社会になってきているということでございます。

あとは多文化共生の社会。それからこの間の東日本大震災、あるいは福島原発の事

故というように、さまざまなリスクに直面しながら、それを乗り越えていかなければ

2005いけない社会 環境問題もそうでございますけども あるいは格差の問題ですね。 。 。

年の の調査によれば、日本の学齢児童の ％が相対的貧困層に属する。これOECD 15.7

はかつて考えられなかった事態でございます。このようなさまざまな格差、リスク社

会に対して、どのような対応をしていくのか。

それからあとは、成熟した市民社会への対応でございます。グローバリゼーション

というのは、国民、国家という皮膜を取り除いて、市民社会がむき出しになっていく

わけです。そうしますと、個々人の利害関係が衝突します。下手をすると訴訟社会に

なってしまう。あるいは、１人１人の精神的負荷が非常に大きいために、カウンセラ

ーに依存するような、カウンセリング社会になってしまう。あるいは、公共的なモラ

ルが崩壊するという。こういうさまざまな問題に直面しています。その中において、

どのように民主主義の社会を建設し、また維持し、さらに主体的に参加できるような

市民性を育てていくのか。シチズンシップの教育ということだと思いますけども、そ

ういうことが課題になっているわけであります。

おしなべて、現代の教育改革。私は日本学術会議でも教育改革の提言としてまとめ

たんですけども、キーワードで言いますと質と平等の同時追求。 でquality and equality

ございます。質が良くても、平等が破壊されている社会は維持できません。それから

平等がいくら実現していても、質の低い教育というのは現在の社会に対応できないわ

。 、 、 、けであります ご存じのように で成功した国々 例えばフィンランド カナダPISA
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オーストラリア等々を含めて見ますと、これは の調査委員会自体が報告しておPISA

りますけども、教育改革において質と平等の同時追求をした国だけが、新しい時代に

おいて教育改革を成功させているという。これは極めて正しい総括だろうというふう

に思います。

そのように眺めてみますと、 世紀の学校というのは幾つかの特徴を持ってきた21

わけです。１つは、分権改革による学校のオートノミーと、教師の創造性ということ

が問われている。これまでは行政から言われたことをやっていく、そういうシステム

の中に学校は置かれていたと思うんですけども、現在の学校は国際的に見ても、世界

、 、的にも学校が自主性を発揮し スクールベースドでさまざまなカリキュラムを開発し

また教師の専門性の開発も行っていく、あるいは授業の改善も行っていくというふう

な、学校のオートノミーが問われている。そこにおける教師の創造性と、もう１つ協

同性、コラボレーションという問題が問われているというふうに思います。

それから２つ目は、カリキュラムが変わってきました。プログラム型。これは私は

階段型と言っているんですが、目標を設定して、順次上っていくようなカリキュラム

です。それに対してプロジェクト型。私は登山型と言っていますけども、課題探求的

なカリキュラムへと変わってきます。これは一言で言えば、学びの様式が変化したわ

けでありまして、言ってみれば探求とコミュニケーションを中心とする学びの新しい

様式が支配的になってきている。これへの対応が必要でございます。

さらに、これが一番大きな変化だと私は思うんですが、一斉授業がもはや姿を消し

て、協同的な学びへと変化しているわけです。このようないわば授業の様式の変化、

教室の変化というものを踏まえた新しい学校がビジョンとして描かれる必要がござい

。 、 、ます 総じて 今回の中教審の教員養成部会のほうでもこの言葉が使われたんですが

教える専門家から学びの専門家へというふうに教師の役割も変わってきたと、こうい

うふうに言っていいかというふうに思います。

これは、過去 年間ぐらいの間に私が世界各地で撮ってきた教室の写真でござい30

ます。これを見ていただくと、いかに教室や学校が変化してきているかということを

ご理解いただけると思います。左上は、これはパリの郊外の学校です。パリ 区で19

す。貧困のところで有名なんですが。その 区の学校なんですが、何と 人中、フ19 22

ランス人は３人しかいない。 人は外国籍の子どもたちです。フランスは、授業と19

いうのはヨーロッパで最も伝統的な国でありまして、言ってみれば最も古いスタイル

。 、 。を維持している国です そのフランスにおいても もはや一斉授業は消えつつあって

これは今から 年ほど前ですけども、 年ですか、訪問したときは。グループの作15 98

業が中心になっているということでした。唯一古いものを残しているとすれば、黒板

が使われていることです。

右上はカナダです。これは 年ごろ行ったときの写真です。これは小学校１、1990

２年生の複式学級の教室なんですが、トロントの郊外の学校でした。このように小学

校１年生の場合は、これは世界共通で、何と円座を組んでやるんです。それとペア学

習です。面白いのは、ほとんどどの国に行っても、小学校１、２年生は大体円座を組

んで学習する。それからペア学習になると。誰が言い出したわけでもなく、世界全体

がこの 年間の間に大きな教室の変化を起こしているものですから、私は静かな革15
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命と呼んでいるんです。この変化というのは、 年代にカナダでほとんど広がり1980

ました。だからもはや 年代には、カナダにおいて黒板を使って一斉授業をやるよ90

うな教室は、小・中・高、１つもなくなりました。この変化は 年代にアメリカに90

伝わったんです。アメリカはすべて変化したかというとそうではなくて、貧困地域で

は残っていますので、まだ一斉授業は、スラム街なんかは行けばまだ残っています。

、 。 、とはいえ４分の３は 高校も含めて協同的な学びのスタイルに変わった この変化が

あれよあれよという間に 年代にヨーロッパで伝わりました。2000

左下は、これはフィンランドです。フィンランドの小学校で、これは３、４年生の

複式学級の教室なんですけど、このように男女混合で４人グループで学び合う。これ

は小学校３年生以上、中学校、高校、すべてこのスタイルに世界全体がなっていると

いうふうに考えていただければいいです。

それから右下は、ボストンの小学校です。

このような変化は、実はアジアにおいては日本が先導して、やがてアジア全体に広

がってくると私は読んでいました。しかし、事態は逆に進みました。アジア諸国のほ

うが教室や授業改革、カリキュラム改革が先行したわけです。 年から 年の1998 2001

間に、特に東アジア諸国は、すべて国家政策でカリキュラム改革と授業改革を行いま

した。トップダウンです。従いまして、全体的な変化というのは、日本は緩やかに変

化しているんだけども、アジア諸国は極めて急激にトップダウンで変化した。

左上はインドネシアです。インドネシアは学びの共同体の学校を年間に 校も4000

つくって、全部の学校を変えようとしています。

左上がインドネシア、それから右上は韓国の高校です。韓国では、現在６つの教育

庁が学びの共同体の学校改革、このビジョンを取り入れて、これは革新学校というん

、 、 。 、ですが 革新学校を拠点校としてつくって 全体を変える改革を進めています 現在

校の革新学校ができています。この６つの教育庁というのは地域的に言いますと400

学校数の８割を占めますから、ほとんどが大きな改革を進めていると理解していただ

ければいいかと思います。

左下は、これは 年ごろ、今から 年ぐらい前の北京の小学校なんです。北京2001 12

においても、このように協同の学びが推進されている。

それから右下は、これは 年です。これはハルピン市なんですけども、行って2008

本当に驚いたんですが、ハルピンの市内の学校はすべて、もう黒板を使っていないん

です。電子黒板と協同的学びです。この机を見てもらうと分かるように、最初から４

人机なんです。協同の学びが前提になっているという、こういう授業改革を行ってい

ます。中国の場合は、これは都市と農村で非常に格差がありますから一概には言えな

いんですが、このようにハルピンのような都市部、あるいは上海のようなところを見

てみますと、非常に授業の質が高いです。これは小学校５年生ですけども、日本で言

うと中学校３年レベルの数学をやっていました。大体４年から５年ぐらいは上を行っ

ているんです。

じゃあ、落ちこぼれが多いだろうと思いきや、とんでもない話で、上海はこの前の

調査を見ますと、ダントツ数学トップだったというのはご存じだと思うんですPISA

けども。皆さん、あまり気にしていないんだけれども、レベル１以下という。レベル
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１以下というのは一番最低ということです。その層に何パーセントいるかという。日

本は ％ですか。それからフィンランドは落ちこぼれが少ないというので有名なん15

ですが、７％です。じゃあ、上海はどうか。１％です。だからレベルの内容を上げな

がら、なおかつ落ちこぼれがいないというような教育を実現させているわけです。こ

の秘訣は、やっぱり協同的学びの導入です。

そのように、世界の動きと呼応して、私は学びの共同体としての学校というのをご

。 。 、存じのように提案してきました これは 世紀型の学校 先ほど言いましたように21

現代社会の抱える課題に応え、探求型のカリキュラム、それから協同的な学びによる

授業改革、それから教師たちが協同で学び合う同僚性の構築というように定義いたし

まして、そういう改革を進めてきました。再定義です。学校というのは先生が子ども

たちに教えるところというふうな定義ではなくて、学校は子どもたちが学び合う場所

である。それだけではなくて、教師たちもまた専門家として学び合う場所であり、親

や市民もまたそこに参加することによって学び、育ち合う場所。学びというものを中

心にしながら、ラーニング・コミュニティー、それを建設する。その目的は、先ほど

言いましたように１人残らず子どもの学ぶ権利を実現すること、それから１人残らず

教師の専門家としての成長を保障すること。それからもう１つあるんですが、大多数

の保護者や市民に信頼される学校になることです。この３つを実現することが、私は

学校の公共的な使命だと思います。また、責任だと思います。よく、特色ある学校を

つくろうとか、いろいろな動きがあるんですが、あるいは学力向上さえも、僕はそれ

は公立学校の目的とは思いません。公立学校の目的というのは、１人残らず子どもの

学ぶ権利を実現すること、それから大多数の保護者、市民の信頼を形成して、その地

域社会に新しい民主主義社会を準備することだというふうに思っています。

その哲学に基づいて、３つの哲学というんですが、公共性の哲学。学校は公共空間

でなければいけない。１人でも教師が教室を閉ざしていると、その学校は改革できな

いんです。先ほど 校も失敗したと言いましたけども、この問題を気付くのに随1000

分時間がかかりました。一部の教師だけでは、学校を改革することはできません。１

人でも教室を閉ざしている教師がいれば、学校は改革できない。それから、１つの教

科でも教科の壁を閉ざしている限り、学校は改革できません。それでは、どのように

して教師たち同士が教室の壁を越えて、教科の壁を越えて、共に学び合う環境をつく

るのか。これを考えなければいけないということであります。

それから、民主主義の哲学。学校ほど民主主義が重要性が叫ばれながら、学校ほど

民主主義がないところもないのではないかと疑ってみる必要がある。私は、かつて中

学校の 人ぐらいの生徒がいる中学校、その中学校においてボイスレコーダーを準350

備して、職員室で一体何人の子どもの固有名が１年間で語られたかを調べたことがあ

ります。 人です。どれぐらいだと思います？ これは幾つかの学校で差があった350

んですけど、 人から 人です、大体。つまり、１割ぐらいの子どもしか語られて35 50

いないわけです。問題を起こす子ども、極端に成績の悪い子、学力がついていけない

子。逆に、極端に学力がいい子、あとは部活で活躍する子です。そうすると、これは

民主主義の学校とは、僕は思えません。９割の子どもはどこに行ったのか。１人残ら

ず子どもたちが固有名で語られるような、そういう学校であってほしい。
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それから、学校運営においてもそうですよね。声の大きい教師たちだけで学校が運

営されている。しかし、これまで多くの教師に接してきましたけど、声の大きい教師

にいい教師はいません。そうでしょう。これは教師なら分かると思うんです。いい仕

事をしている教師というのは、みんな物静かなんです。そうすると、声の大きい人だ

けで振り回されていく学校改革というのは、必ずいいものをすくい取れないんです。

そうすると、ここから考えなければいけないです。１人残らず教師の声が反映される

、 。 。ような学校運営というのは どうしたら実現できるのか これが民主主義の哲学です

つまり、子どもも教師も保護者も主人公になって、学校に参加できるような学校。

、 。 。 、これを実現するためには 何よりも必要なのは対話です 当然対話です ところが

学校ほど対話の重要性が叫ばれるところがあるにもかかわらず、学校ほど対話のない

ところも珍しいです。校長の言葉はモノローグです。お笑いになるけど、職員会議で

職員会議の記録を取ると、みんな先生方は発言するけど、またあいつはああいうこと

、 。 、 、 、を言っているだから 聴いていないです 教室に行けばはい はい 手が挙がるけど

誰も聴いていないです、子どもも。この関係を組み直さなければいけないんです。

、 、 。だから対話の成立というのは キャッチボールですから まず聴くことが大切です

聴き合う関係が成立しない限り、対話は成立しない。このことに気付くのも随分時間

がかかりました。しかし子どもたち同士が聴き合う関係をつくり、また教師同士が聴

き合う関係をつくり、教師と子どもが聴き合う関係をつくり、教師と校長が聴き合う

関係をつくり、また教師と保護者が聴き合う関係をつくり、そこから対話を始めたと

、 。 。きには 非常に気持ちいい空間が生まれてくるわけです 関係が生まれてくるんです

aそこで民主主義が成立する。ジョン・デューイという人は、民主主義ということを

と定義したんです。これは素晴らしい定義だと思いました。つまway of associated living

り、共に生きる方法です。他者と共に生きる方法。だから手続きでもなければ、多数

決でもありません、そういう民主主義をどのようにして学校の中に、教室の中に実現

していくのか。これを考える必要があります。

それから卓越性の哲学と言っているんですけども、授業も学びも、この子は家庭背

景が大変だからということで、レベルを下げてはいけませんよね。どんな条件にあっ

ても、やはり最高のものを追求する。僕はジャンプする学びと言っているんですけど

も、いつも挑戦する学びを教師も子どもも行わない限り、教育というのは成立しない

んです。

という、絶えずベストを尽くす、あるいは最高のものを追求するという、そういう

この３つの哲学をどうやって実現すればいいのかというふうに考えるに至ったわけで

す。そこで考えたのが１つのシステムでございまして、教室では協同的な学びを実現

する。それから職員室ではすべての教師が授業を開き合い、学び合う同僚性を構築す

る。それから保護者との関係においては、授業参観ではなくて、授業に直接保護者も

参加していただく。学習参加と呼んでいるんですが、学校への参加を導くということ

です。

特に保護者との関係に関しては、現在最も困難を抱えています。学校の改革の最も

ブレーキになっているのは、行政によるコントロールではなくて、保護者との相互不

信です。この問題が解決しないと、学校は身動きが取れないわけです。なぜそうなっ
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たのかということを考えてみると、私はこれは新自由主義政策のイデオロギーの所産

だと思っているんです。新自由主義の政策とイデオロギーは、教育をサービスにして

しまったんです。だから教師は保護者に一方的にサービスする。保護者はサービスの

受け手です。そうすると、一方的なサービスと一方的なサービスの受け手の関係にな

った限り、保護者の側が学校に対して不満を持ってくるのは当然です。想像してみて

ください。毎日毎日お料理が届くと考えてください、一方的に。最初は喜びます。だ

けど、何だ、これは。髪の毛１本入ったってカーッと怒る。こういう関係にしてしま

ったんです。

、 。 。 。しかし 教育はサービスでしょうか 僕は違うと思います 教育は社会の責任です

時代に対する、大人の責任世代に対する。従いまして、教師と保護者が共に責任を共

有しない限り、学校は運営できないです。よく保護者のボランティアという言葉があ

って、僕はこれにもカチンと来るんです。保護者が参加するのはボランティアではな

い、責任です。市民が参加するのはボランティアです。保護者と教師が共に責任を共

有し合って連帯し、学校をつくっていく。これを実現することなしに、今の学校の問

題は解決しないんです。

事実、ご存じのように、授業参観日というのはどの学校もやっていると思います。

１年生のときはみんな来ますよね。東京都なんかは、６年生なんかは来ないです、全

然。僕は娘がもう二十幾つになりましたけども、１年生のときには母親が行くと文句

を言うものですから、必ずお父ちゃん来て （笑）僕はいつも行っていました。１年。

生からずっと行ったんですが、６年生になったときは僕だけしか行っていませんでし

た、クラスで。しかも、学校側から見ると一番来てほしくない人ですよね （笑）だ。

から隠れながら見ていたんですけど。それは冗談ですけども。実際、中学校の授業参

観日なんかはほとんど来ませんし、もっと言うと、現在では東京や大阪で、先生方は

ご存じだと思うんですけど、授業参観日に来ても、教室に入っていないですよね。廊

下でおしゃべりして帰ってきますよね。こういう状態では、教師と保護者の信頼関係

というのはできないです。

ですから私は、教室の中で一緒に授業をつくってもらう。参加してもらう。授業参

観をするのは、どうぞ教室に入って、グループの中に入って、一緒に世話をしてもら

う。こういうやり方をどんどん導入しています。こうすると、驚くことに実に年間で

８割の親が、中学校も含めて参加してきます。しかも、３回目までは自分の子どもの

ところに行くんですけども、３回目以降はほかのグループに行きます。ですからもっ

ともっと私たちは学校を開き、保護者と共に学校をつくっていくということを進める

べきだというふうに考えています。

さて、学びというふうな中心ということを言ったんですが、私は学びというのは勉

強とは違うと思います。お隣にいらっしゃる遠山先生が「学びのすすめ」というのを

提案していただいて、あれは 年でしたね。心強くしたんです。学びのすすめは2002

、 。 。（ ）学の進めではないかというふうに 勝手に理解しまして 笑いが出てこないか 笑

学びが中心に、学校や教育を考えていく時代であると。

その学びとは何か。それは出会いと対話だと思うんです。他者と出会い、それから

新しい物事と出会い、自分自身とまた出会い直していく。これを僕は世界との対話、
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他者との対話、それから自己との対話。つまり世界づくり、仲間づくり、自分づくり

ということですが。そういう学びである。学びというのは、従って他者の声を聞くと

ころからスタートするんです。リスン・アザーズ・ボイス、イッツ・ア・スターティ

ング・ポイント・オブ・ラーニングといつも言っているんですが。

こういう、子どもたちが学びに参加している写真ですけども、本当にみんな夢中に

なってきます。物と出会い、他者と出会い、また自分自身と出会い直していく、こう

いう学びを活動的で協同的で反省的な学びと呼んでいるんですけども、どんどん取り

。 、 。入れる必要があるんです しかも その学びというのは子どもたちを夢中にさせます

これは互恵的な学びと言っているんですが、ただ物事が分かるだけではなくて、学び

合うこと自体が喜びになる。あるいは、学び合うことが実現できる学校自体が好きに

なる。そういう幾つも幾つものレシプロシティーと言うんですが、互恵が生まれてい

く。相互関係が生まれていくんです。

左上は、写真は２月５日に の 特集で報道された「輝け二十八の瞳」といNHK ETV

う、小学校３年生の１年間の記録なんです。真ん中にいるのはしんちゃんです。ご覧

になった方も多いかと思うんですが。この子は特別支援で、２年生までは１人で、文

字も読めない、計算もできない子でした。これは僕が撮ったんですが、このときいき

なり、３年生で「モチモチの木」を最初から読み始めたんです。みんなびっくり。３

人がみんな周りで見ているわけ。教室中、しーんとなって。全部読み終えました。こ

の後でもっと驚くことに、しんちゃんが分数掛ける分数の証明をやってしまったんで

す。異分母の分数を。つまり３年生というのは、同分母の足し算と引き算しかやって

いないはずなんです。それを自分は異分母の分数の掛け算の証明をしたいなんて言い

出して、くちくち、くちくち友達とやり出して、自分でやってしまった。だから僕は

こういう姿を見るたびに、子どもたちが支え合う学びというのはものすごい可能性を

持っているということをまざまざと知ってきました。

右側の写真は、ちょっと簡単に説明しますが、左下の写真をちょっと小さくしたん

、 、 、「 、 」ですが 左下の写真を見ていただくと 左手前の子どもが ねえ ここどうするの

というふうに、右向こうの男の子に聞いたわけです。これは数学の授業です。中学２

年生。僕が興味深かったのは手前の女の子なんです。ちょっと小さいんですが、もの

すごくみけんに力が入って 「私、分からない」と言っているんです 「うー」とう、 。

なる声が出てくる。その直後です、２、３秒後。これは右の写真 「あ、分かった 」。 。

感心したのは隣の男の子なんです。斜め向こうの男の子に答えながら隣の女の子の気

、 、 。 、配を感じて 分かったと言ったときに 一緒にぱっと喜ぶんです こうなってくると

こういう学びが成立するようになると、どんなに高いレベルでも挑戦します、子ども

は。高ければ高いほど挑戦していきます。そういう学校が実現できるわけです。

現在、学びの共同体の学校というのは、最初にパイロットスクールは 年に浜1998

、 。 。 、之郷小学校 茅ヶ崎市です 富士市の岳陽中学校 これは東海や静岡県で最も荒れた

、 。 。 、最も低学力の学校だったんですが そこで実現しました 年です 年後現在2001 15

全国で 校、小・中・高のパイロットスクールがあります。年間 回以上の公300 1000

開研究会をやっています。約 校の小学校、 の中学校、それから の高校。1500 2000 300

実は高校は、掌握しきれないんです。恐らく 以上やっています。われわれのとこ500



- 11 -

ろに連絡しているのが 校程度なんですが。全国で 以上の自治体が、自治体ご300 50

とに導入しています。自治体ごとに導入するというのは、市全体が導入するんです。

ある市なんですが、これは導入したら 点満点中。学力テストです。 点満点100 100

中の平均点が 点近くアップしてしまった。お分かりになる？ これはちょっと驚20

67 87異だよね。信じられないことが起こるわけです。 点ぐらいの平均点のところが

。 、 。点になってしまうんですから もちろん全国でトップレベルになりました 市全体が

というようなことがやはり起こるわけです。

これらは奇跡的改革だというふうに思います。奇跡的改革というのは、私は何も学

力向上のためにやっているのではないんです。何度も言うように、１人残らず子ども

たちの学ぶ権利を保障すること、それから１人残らず教師たちが成長できる学校をつ

くることなんですけども。例えばいろいろな経験で、面白い経験をさせていただきま

。 。 。 、した １年間に 枚窓ガラスが割れる学校だったんです 中学校 先生方の学校で800

１年間に 枚割れるというのは想像つきます？ 想像つかないよね。ほとんど、真800

冬でもガラスがないような学校なんです。そういう学校が、翌年には１枚も窓ガラス

が割れなくなる。問題行動もゼロになるんです。不登校は９割方解決するというよう

なことが起こるんです。実際起こった例です。なぜそういうことが起こるのか。それ

から高校で言うと、 人入学して、 人が退学していく高校がありました。この300 200

高校が、３年後には 人の退学者が５名まで減りました。200

こういうことがなぜ起こるのか。僕は本当に多くのことを学んできたんです、生徒

たちから。子どもたちから学んできました。一番学んだことは、子どもは学び続ける

限り、決して崩れないということです。逆も学びました。子どもは学びに希望し、学

びから逃走した子どもは簡単に崩れるということです。この両面を見ていく必要があ

る。子どもが学びに希望を持って、学びに支えられて、仲間に支えられ、教師に支え

、 、 。 、られて続ける限り 友達が崩れようと家族が崩れようと 決して崩れないです 逆に

１度学びに絶望した子どもは、本当に簡単に崩れてきます。簡単に暴力的になってい

くし、簡単に投げやりになってしまうんです。その両面を見てきた。従って、結果的

には奇跡的なんですけども、１人残らず学ぶ権利を保障し、また１人残らず学ぶ権利

を保障するような授業をつくれる教師たちの成長を促すことができれば、多くの問題

が解決するのではないかというふうに思います。

ただし。面白いんです。先生方がこういう学校を訪問されて、この中にもたくさん

いらっしゃると思うんですが、何よりも学力が向上したから、問題行動がなくなった

から、こういう改革をやりたいというふうにおっしゃるのではないんです。これがと

ても僕は面白いと思うんです。子どもの学んでいる姿が素晴らしいから、あるいは、

。 。先生方の姿が素晴らしいからというふうにおっしゃいます 本当にそうだと思います

ですから、そういうことが多分先生方の改革の大きなエネルギーになっているんだろ

うというふうに思うわけです。

、 、 、 、 、 、この改革は この 年間ぐらい韓国 中国 台湾 シンガポール インドネシア10

ベトナム、メキシコ、アメリカ、インド。アメリカ、インドはちょっと外しまして、

日本以上に爆発的に普及した面がありまして。同じような今、国際的連帯がつくられ

ています。これはその風景なんですが。左上の小学校は、これはちょっと名前は伏せ
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、 。 。 、ますが 大阪府のある最も困難な学校です 小学校です どれぐらい困難かというと

要保護、準要保護が７割以上です。それから外国籍の子ども、ニューカマーです。日

本語がもともと話せなかった子どもたちが３割います。それから特別支援の子どもが

３割近くいるんです。そう言うとほとんどびっくりするような学校でしょう。この学

校が、この学び合いによって。こっちに驚いてほしいんです。全国平均の学力水準を

達成しているんです。この数々のハンディを超えて。こんなに幸せな顔をして学んで

10いるわけです。この子たちはフィリピン、インドネシア、エチオピア。ほとんど

カ国ぐらいから来ているんです。１つの教室の中に５カ国か６カ国の子どもたちがい

るわけです。

右側の学校は、これは広島市の学校なんですが、かつて最も荒れた学校であり、市

内で下から２番目に低学力の学校でした。これが現在ではトップ３に入っています。

学力水準も。というようなことが起こる。

一番左下は校内暴力発祥の地でございまして、尾鷲中学校。尾鷲中学校はその後も

困難を抱えていまして、尾鷲市というところは林業がもう駄目なんです、全く。想像

。 、 、していただければ分かるんですが ここは林業と漁業なんですが 漁業で言うと漁船

かつて 隻あったのが、今は１隻しか動いていません。経済的にも非常にダメージ17

を受けているんです、紀南地域というのは。ですから、当然学校は荒れます。その学

校においても現在改革が進み、１人残らず子どもたちの学ぶ状況、このように学ぶ状

況が生まれています。

右側は、これはある県の高校です。先ほど言いました、 人入って 人辞めて300 200

いた学校。これは現在では５人になっているんです。しかも大学進学率が、５％から

今は ％まで伸ばすことができました。来年は ％にしようと思っています。30 50

以上のような学校づくりを進める上で、教師の成長が鍵なんです。教師の学び合い

こそが鍵だということです。教師の成長というのは２つの側面があります。１つは、

職人としての成長。これはクラフトマンシップと言っているんです。よく、理屈は言

、 、 。えるし 理論はしっかりしているんだけども 授業は全く駄目という人がいますよね

いっぱい頭に浮かぶでしょう。本当にいるんです。実践記録を書かせたり、本を書か

せたりするとすごく立派なので行ってみると、授業はめちゃくちゃだね （笑）。

これはやっぱり職人でないんです。僕は、教師は半分職人性が必要だと思っていま

す。職人は、いつも最高のものを作りますよね。それから、ある水準を絶対維持しま

すよね。それから自分のスタイルというものを持っていますよね。それから自分の仕

事に対する、職人としての誇りも持っていますよね。そういうクラフトマンというの

が教師に必要なんです。教室に立つだけで、子どもたちがぱーっと聞き合う環境に入

れる教師と、ざわざわしていつまでたっても収まらない教師がいますでしょう。あれ

は立ち位置から声の掛け方から聞き方から、全部見ると分かりますよね。学びの場が

つくれる教師と言うんですけど。そういう職人としての部分というのがあるわけで、

これは伝承と模倣です。いい先輩のものを伝承し、それからそれを模倣していく。ア

プレンティシップだと思うんです。徒弟的な学びだと思います。

しかし、今度はそういう子どもの付き合い方とか授業の関係はいいんだけど、全く

授業に内容がない教師というのもいるんです。分かりますね。これは専門家としての
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知識がないんです。ですから専門家としての成長というのは、理論と実践の統合なん

です。これは医者も弁護士も、ほかの専門家もみんなそうですけども、実践と理論の

統合は事例の研究を積み上げることしかないんです。例えば弁護士の場合だったら、

判例研究です。医者の場合だったら臨床研究です。教師も同じように、これをたくさ

ん積み上げる必要があるんです。これを僕は、デザインと省察と判断。デザイン、リ

フレクション、ジャッジメントの能力を高めなければいけないと、こういうふうに言

うわけですけども。それらの基礎となるのは、市民的教養と教科の教養と、教育学の

教養です。こういうものを総合したような成長のイメージが必要です。

そのように考えていくと、学校運営の中心は校内研修による同僚性の構築に置く必

要があるんです。今日もこの全国公立学校教頭会の調査を見てみますと、今最も時間

。 、が欲しいのは研修であるというのがトップを占めていましたよね ところが実際には

研修の時間はものすごく少ないです、実態は。後回し、後回しになってしまっている

。 、 、んです つまり 多くの教師は学ぶことが今一番大切だと考えているにもかかわらず

実際の学校の運営は学ぶことが一番隅っこに追いやられている。これが今の学校の現

実です。

これを変える必要があります。そのためには、同僚性と言いますが、教師が専門家

として育ち合う関係を学校経営の目的とする。同僚性の構築を。そのためには、そこ

に５つ書きましたけど、すべての教師が最低年１回は授業を公開する。現在でも研究

授業をやられていますけども、年３回程度です、どの学校も。しかも、若い教師にや

らせているんです、いつも。先輩教師がみんなくどくどいろいろ口を挟んで、最後に

研究会って若い教師がやって、けちょんとしているので、それが終わると今度は飲み

屋に連れていって慰めるんです。おれも若いときはそうだったとか。僕はこれをやく

ざの入会式と言っているんですけど （笑）こんなのを何度積み上げても駄目です。。

それから、あるいは指定校研究をやる。指定校研究で３年やる。こんな冊子を作るん

です。誰も読まないです。３年後に続いた例は１例もありません。こういう研究を続

けても、僕は駄目だと思うんです。本当にやったつもりとか、やった形の研究ではな

くて、１人１人の教師にとって本当に実になる研究、実になる研修を考える必要があ

ります。

なぜ年配の先生方は、自分が研究授業をやらないんですか。若いとき、嫌な思いを

したからです。だからやって良かったと言える研修を変える必要があります。それが

以下の事柄です。１つは、すべての教師が行う。最低年１回は行う。それから、校内

研修を学校経営の中核にする。これは後で触れます。３番目、授業研究を、授業の批

。 、 、 。評ではなくて学びの研究に変える お互い あそこは良かった 悪かったと言わない

どこで学びが成立したのか、どこでつまずいたか、どこに可能性があったのかを研究

する。いい方法なんていうのは 通りありますから、そんなものを議論してもしょ100

うがないんです。それよりも何よりも、それぞれの先生が自分の哲学、自分のスタイ

ルに基づいて、次に授業に生かせるような研修をやるべきです。中学校や高校では、

教科単位ではなく、学年単位で授業研究を行う。教科単位でいくらやっても、教育の

専門家になりません。それから、個人研究テーマを設定する。どの学校でも、研究は

学校で研究主題を決めているんです。研究部は早くテーマを決めてくださいと言うん
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です。僕はカーッと来ます、そういう声を聞くと。研究するのはあなたでしょうと。

個人個人がやはり自分のテーマを持つ必要がある。それを研究部が支援するような体

制をつくるんです。個性と多様性を尊重するということです。

これらが教師の学びの共同体の、私たちがやっている研究会の様子です。あるとき

はビデオで行い。左上の写真です。あるときは教室の観察。これがほとんどですが、

このようにみんなで同じ授業を見合って、その後協議会を行います。そのためには、

学校経営を改革する必要があるんです。どうしたら学校経営の中に研修、つまり教師

の学びを中心に置くことができるのか。これを考える必要があります。日本の現在の

教師の労働時間は、平均週 時間でしょう。ぎちぎちで、これ以上忙しくはできな52

いわけです。普通、研究熱心な学校って忙しくなると、みんな教師は考えています。

しかし私たちの進めている学びの共同体の学校は、すべてとは言いませんけども、そ

の多くは年間に何と 回から 回近く授業協議会を持ちながら、すべて勤務時間100 200

内で仕事を終えています。なぜそういうことが可能なのか、それをちょっとお話しし

ます。

１つは、教師の仕事ってジャグリングなんです。ジャグリングというのは、たくさ

んの玉を回しているんです。大道芸でジャグリングってありますよね。教室でジャグ

。 。 、 、リングをやっているでしょう 職員室でもジャグリングだよね そこに あれもやれ

これもやれと外からボールが投げられてくるので、もう駄目です、もう駄目ですと。

だからビジョンのない校長はすべてを回そうとして、教師と子どもをつぶしているわ

けです。ビジョンのない教師はすべて回そうとして、生徒をつぶしています。大切な

。 。 。玉だけ回すんです 脇に置ける これがビジョンを持つことの非常に重要なことです

じゃあ、学校で追求すべき玉は何なのか。それは先ほどから何度も言うように、１人

残らず子どもたちの学ぶ権利を保障することと、その学びの質を高めることと、１人

残らず教師同士が成長し合うことです。この玉は絶対中心で回す。

こういうふうに腹をくくると、いろいろな改革ができます。僕は３つの原理と言っ

ているんですが、 。ともかく仕事を少なくすること。少なくしなければ、Less is more

多くを学べない。それから 。カリキュラムや学校組織や機構は、できるSimple is better

だけ単純にする。それから 。１つ１つの組織や研究会の体を小さくすSmall is sensible

る。それでお互いがこまやかになれる。

例えば先ほど言いました浜之郷小学校という学校が、パイロットスクールで中心な

んですけど、ここには校務分掌はありません。会議は月に１回の職員会議があるだけ

。 。 。 、です ほかには会議は一切ありません それで学校は運営できます なぜかというと

１人１人が分掌の責任を持って、職員会議に直接提案するんです。それから１人１人

、 、 。の責任 １人１人が呼び掛けて 同僚と一緒に協力し合って仕事を解決していきます

、 。 、 、同僚性が育てば 会議は要らないんです 無駄な会議をなくす 無駄な書類をなくす

無駄な雑務をなくすだけで、授業と研修に専念できる学校づくりは不可能ではないん

です。それを１つ実証してみました。

この学校では夕方５時には仕事を終わりますが、 回近い校内研修が行われてい200

ます。現在、浜之郷小学校は若い教師たちが多くて、平均年齢が何と校長、教頭、教

務主任を除けば 歳です。それで多くの訪問者、年間に何千人も訪問者が来ますけ28
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ど、どの先生方も極めて授業の質の高さ、子どもたちの学びの質の高さに驚嘆するだ

けの質を維持できています。若い教師たちだけでも。もちろんベテランが支えている

んですけども。

結論です。学校を教師たちの学びの共同体にする。学校改革において何よりも重要

なのは、ビジョンと哲学です。どういう学校にするのか。ぜひ参考にしてみてくださ

い。１人残らず子どもたちの学びを保障すること。これは教師だけではできません。

、 。 、 、子どもたちの力を借りて 協同の学びを組織する また そういう学びをデザインし

その質を高めていける教師の成長を保障する。そのためには、教師同士の学び合いも

そこに位置付けていくということです。

つらつら思うに、教職の専門性というのは、さまざまな知識や技術もありますけれ

ども、何よりも骨格にあるのは公共的使命だと思うんです。ミッションです。今のよ

うな学校をつくるということを教師同士がミッションとして、使命感として共有し合

うことができたら、職場はうんと前向きになっていけるわけです。それはお説教では

できませんので、それをつくり出すのが先ほど言ったケーススタディー、いわゆる授

業の協議会です。１人１人の学びをちゃんと読み解き、その可能性を探っていく研究

会だろうと思います。

私は子どもの学びの尊厳、それから教材の発展性、教師の哲学、この３つの旗を掲

げ続けた学校というのは素晴らしいというふうに思います。また、そういう教師たち

を信頼します。

さまざまな学校の改革にチャレンジしてきました。いろいろな市の教育委員会とか

市町村の教育委員会。これまで書けなかったことがたくさんあるので、ちょっと申し

上げます。どこと特定しないから言えるんですが、いわゆるＭ教師という先生方がい

。 。 。 。らっしゃいます 授業を持たせられない ご存じですよね どの市にも抱えています

実は学びの共同体の学校は、すべてそれを引き受けてきました。僕は全部教室に戻し

てきました。その方々が最も中心で、献身的に実践をつくってこられました。それは

、 、 。信じられないと思うんですが これは書けないんです プライバシーにかかわるので

でも、ぜひこの場で言っておきたい。教師で、Ｍ教師という呼び方は、僕はひどいと

思います。成長の機会が与えられなかった教師です。成長の場が保障されなかった教

師と考えるべきです。どの教師も、子どもたちの輝く姿が見たいわけです。そこにか

かわっていきたいわけです。そういう仕事をしたいわけです。このことを忘れている

教師は、私はいないと思います。これまで何万人、いや何十万人の教師たちと出会っ

てきましたけども、そういう教師と出会ったことは１度もありません。ですからすべ

ての教師を信頼し、その信頼に足る学校づくりを組織として考えるべきだろうと、こ

ういうふうに考えます。どうもありがとうございました （拍手）。

【勝野】 佐藤先生、ありがとうございました。

【佐藤】 何かアジテーションになった、最後は （笑）失礼。。

【勝野】 いいえ。今の佐藤先生のお話の中にも、最初に 世紀の社会という大き21

、 、なお話から また途中では子どもたちの学びの本当にその美しさというんでしょうか

すてきな顔も見せていただいたわけなんですが。これからシンポジウムに入ってまい

りますけれども、最初の柱といたしまして、こうした 世紀というんでしょうか、21
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これからの社会といったものを考えながら、子どもにどういう力を学校教育の中で付

けさせていくのか、どういうふうに子どもを育てていくのか、どういう子どもの学び

を保障していくのかというふうなことが、１つ目の柱というふうになっております。

「今後の児童・生徒像について」というふうに、お手元の冊子には書かれているかと

いうふうに思いますけれども。まずこの視点１につきまして、葉養先生にご発言をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【葉養】 葉養です。非常に格調の高いお話を伺った後というのは、トップバッター

は非常に話がしづらいんですけども。視点１というのは、国の児童・生徒像について

ということで、私がここにお招きいただいた１つの背景は、国の機関の中に属してい

るからということであるというのはお聞きしたんですが、ただ、研究所というのは行

政部局とは違いまして、ある意味で研究者の集まり。もちろん行政のほうからみえて

いる方もいますけども、私ももともとは大学に 年間もいた人間でありまして、今31

年度５年目ですけども。ということでございますので、ちょっと文科省の代弁をして

くれという趣旨であるとすれば、むしろ教科調査官の先生とか、そういう方のほうが

よかったのかなと思います。

そういう点をお断りしながらお話しさせていただきますけども、時間制限がありま

すので、絞り込んだ話をせざるを得ないので、この柱を視点として突き付けられたと

きに、何をしゃべればいいんだろうというのが率直な感想でした。児童・生徒像とい

うことになれば、これは知・徳・体いろいろな領域にわたって、理念的なものが徳目

として並べられているのが普通であって、全国の学校には校長室に行けば子ども像と

いうのがみんな掲げられていると。だからそれをどうのこうのと言ってもしょうがな

いところがあるので、今、新しい学習指導要領がスタートして、その作成過程でクロ

ーズアップされてきたことを振り返りながら、ちょっと話をしようかなということで

ございます。

先生方ご存じのように、習得と探求に加えて、活用の指導というのがかなりクロー

ズアップされているということでありまして。 の の基礎になっているキOECD PISA

ー・コンピテンシーと 「鍵となる能力」という訳し方がされていますけど、こうい、

うものを背景にして新しい学習指導要領の構造ができているという説明が繰り返しさ

れてきたわけです。キー・コンピテンシーの構成要素を見ますと、３つの柱で説明さ

れることが多くて、１つは社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力

と。これは個人と社会との相互関係。２つ目は、多様な社会グループにおける人間関

係形成能力。自己と他者との相互関係。３つ目は、自律的に行動する能力。個人の自

律性と主体性。この３つの柱に対応するのが活用というか、新しい学習指導要領の中

でかなり重点が置かれているところではないかという説明が、これまでされてきたの

OECD PISA AHELO PIAAC TALISかなと の国際的な調査というのは 以外に とか とか。 、

という、あと４種類ぐらいが進行中でありまして、ゆくゆくは と同じように国PISA

別の順位を付けて公表される。その都度、またかなり脚光を浴びるのではないかと思

うんですけども。

それは別として、グローバル化の進展とか人口減少に差し掛かった日本社会を展望

しますと、基礎、基本となる学力の獲得というのは、当然これは基礎になるんですけ
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ども、異文化に取り巻かれる環境の中で、異なった考え方や発想に出会ったときに、

それを深く受け止める力とか、あるいは同時に自分の考えとの違いを冷静に分析して

自分の感想、考え方を的確に表現できる力とか、あるいは切磋琢磨の中で自分を鍛え

ることができる。たくましさとかあるいは創造性、そういうものが求められていると

いうことは容易に思い付くことであるわけです。そういう点で、キー・コンピテンシ

ーと言わなくても、グローバル社会とか人口減社会。人口減社会というのは、生産年

齢人口が落ちてきますので、高齢者層の増加だけでなくて、むしろこの生産年齢人口

が、 年には下手すると今の規模の半分ぐらいになって、そのほうがむしろ大き2050

な問題なんですけど。

そういう意味で、人間関係的な能力というか、そういうものに力点を置いた教育指

導というのがかなり重要になってきていると。それは佐藤先生のご発表とかなり重な

るところがあるんですけども。この人間関係的な資質に力点を置いた教育指導という

ことを考えていった場合に、じゃあ教師のアプローチというか、教育指導というのは

どういう形になっているかということになりますと、子どもというのは１人１人個性

を持っていて、いわばライフヒストリーがみんな違うわけです。そういう子どもに向

き合って、人間関係的な資質に力点を置いた指導をしなかったら、これは十把ひとか

らげにやっても効果を上げないというのは分かりきっていることで。そういう意味か

ら言えば、個性的なアプローチというか、教師自身が目の前の子どもに対応する場合

に、個性に向き合って教師自身が個性的に対応していくような、そういう力というの

がかなり重要な力になっていって。それはだから何かマニュアルにあるとか、誰か偉

い学者さんがフォーマットとして示してくれるというものではなくて、臨床の知とい

うか、臨床、教育の実践のプロセスの中で、個性的に教師一人一人が培っていく力を

結局伸ばしていくしかないのかなと。

そういうことの中で、児童・生徒像という問題から出発すると、やはり教師の創造

性とか、子どもと向き合う個性的な教師の対応とか教育指導とか、そのための臨床の

知、実践の知とか、あるいはそれを掘り下げるためのリフレクション、省察の深さと

か、何かそういうものがかなり重要な要素になるのかなということを思います。ちょ

っと長くなりました。

【勝野】 ありがとうございました。子どもたちの個性をはぐくむ、あるいは個性に

向き合うために、教師自身が個性的である必要があるという点で、テーマとしては今

回 「教師の創造性を促す学校のあり方」という、創造性という言葉が使われており、

ますけれども、今の葉養先生のお話では個性というところ、その辺で重なってくるの

かなというふうに思います。これにつきましては、また視点２のところでもつながる

お話かと思いますので、またそこで議論する時間があればというふうに考えておりま

す。

、 。続きまして遠山先生 この視点１につきましてご発言をお願いできますでしょうか

【遠山】 遠山でございます。今日はこんなにたくさんの教頭先生の皆さん、副校長

の皆さまとお会いできて、大変うれしいと思いますし、また日ごろのご苦労を思いま

すと、本当に大変な日々をお過ごしだなというふうに思います。その点については、

勝野さんのほうから既にお話がありましたので省略しますけれども。今、日本の学校



- 18 -

が抱えている問題というのは、 世紀を終わって 世紀が新しく、希望に満ちて、20 21

素晴らしい世界になっていくなと思っていましたけれども、なかなか努力を続けない

といけないという段階だなというふうに思っております。

佐藤学先生はさすがにプロフェッショナルでいらっしゃいまして、私も今日は大い

に学ばせていただきまして、うーん、そういう学校ばかりになれば、本当に言うこと

。（ ） 、はないなというふうに思ったわけでございます 笑 皆さんもお聞きになりながら

そうありたいと思って、でも今の現実と理想との形の中で、どんな階梯を上がってい

けばいいのかなというふうに思われた方も多いのではないかなと思います。私も幾つ

か学校を訪問させていただいておりまして、全体が協同的な学びの場ではないんです

けれども、一斉授業をやった上で、ではみんな、グループ学習をやるよと、子どもた

ちが一斉に、ほんの何秒かでぱぱぱっと４人とか５人のグループに分けて、そして何

かにぎやかにやるような状況になってきていて、これは日本の学校も変わりつつある

なというところが増えてまいっております。ただ、最初から４人の机をつくって、最

初からやると、それはじゃあ一体基礎的な学習というのはどうなるのかなというふう

に思いまして、その辺はまた後で教えていただきたいと思いますが。

さはさりながら、非常に大きく変わりつつあると思います。その中には を使っICT

て、互いにこれを一緒に活用しながら、協同的にさらに前に進むというふうなことを

やっているところもあろうかと思います。これからの日本の子どもたちに、どうあっ

てほしいか。ほとんど完ぺきなお答えをお二人の先生がおっしゃっていただいたと思

います。私は教育学者でもございませんし、教育の実践家でもございません。教育行

政をやってきたということは確かでございますけれども、その角度から、いわば市民

といいますか、国民の立場から、先生方にお願いしたいという角度から申し上げたい

と思いますけれども。

今の日本の子どもたち、いい子がたくさんいるわけでございますけれども、問題が

ないわけでもないと。それは既にお話が出ておりましたけれども、基礎・基本的な知

識を持っていてこそ、活用する能力において、やはり国際的に見ると日本の子どもた

ちはどうもそこがつながっていかないという辺りは、これは数字的にも出てまいって

、 。おりますので そこをどうやっていくかというのが非常に大きな問題かなと思います

それからさらには、自分で勉強する。家で勉強する、自分で意欲的にやるというこ

とがなかなか少ない。これは本当に数字的にも出てまいっておりまして。協同的にや

るのもいいんですけれども、やはり自分で考えながら、自分で何か探索していくとい

うふうな辺りがとても弱い状況です。

もう１つ、全く別の角度なんですけれども、これは日本青少年研究所がやってくれ

ている調査なんですが、日本、アメリカ、韓国、中国の、これは高校生の調査ではご

ざいますけれども、それをやりますと、日本の子どもたちといいますか青少年という

のは、あまりにも自分について自信がなさすぎるということなんですね。自分は駄目

な人間だと思うことがあるという割合というのが、まあそう思うという子どもを加え

ると、日本では ％の子どもたちが、何と８割もの子どもたちが、自分は駄目だな84

と思うことがあるというんですね。われわれだって自分は駄目だなと思うこともある

わけですけれども、それがアメリカでしたら ％、中国、韓国は５割以下でありま53
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す。そして、自分は価値があるということに当てはまるという日本人は ％しかい40

ないんですが、アメリカは何と ％おります。それから中国、韓国は ％というこ80 87

とでございまして、自己肯定感が非常に違うということです。

こういうことを考えますと、私は日本の教育というのは非常に質的に高い面がある

と思います。 の調査でも問題はあるにしても、基礎的な学力はあるんですけれPISA

ども、何かそれを活用する能力、表現する能力等々がないということに加えて、あま

りにも自信を欠いているのではないか。これは日本人的な謙遜というよりは、大きな

問題だと思うんです。これは社会人もそうなんですよね。これだけ日本人は潜在力が

あって、素晴らしいものづくりもやって、であるのに、何となくうちひしがれていす

ぎると思います。今の状況はそうなのかもしれませんけども。政治を見ても自然を見

ても、大きな自然災害、政治災害に私どもは遭っておりまして、自信をなくすのもあ

るかもしれませんが。どうもそういうことがあると。

じゃあ、どうするかということなんですね。 世紀がどうなっていくかというこ21

とですけれども、それは佐藤教授のほうから４つのポイントがありました。これはそ

のとおりであります。私は、じゃあそういう大きな、知識基盤社会であるとか文化多

様性であるとか、そういうことは前提としながら、これからの人類が抱える問題はあ

まりにも大きいと思うんです。エネルギー問題であり、食糧問題であり、あるいは感

染症の問題であり。そういう状況というのはもう見えているわけです。そういう中で

生き抜いてもらわなくてはならない子どもたちにどうしたらいいかということなんで

、 、 。 、すが 私は 問題が多いということは解決すべきことがいっぱいある ということは

チャレンジすることがいっぱいあるわけです。今までの方法では成り立たないような

方法で、それにチャレンジしていく。そういう精神を持ってもらいたい。チャレンジ

する勇気を持ってもらいたい。

そしてもう１つは、チャレンジして何か課題を見つけたら、絶対にあきらめないで

ほしい。今夜、なでしこジャパンがやってくれますね。絶対あきらめないで勝ってほ

しいと思うんですが。これで負けられると、ちょっと日本中が元気をなくするんです

けども。ともあれ、彼女たちが示してくれたあきらめない精神というのは、これは日

本人がこれから持ち続ける。いろいろな場面でいろいろな人たちが、とにかくやり始

めたことはあきらめない。これはノーベル賞を受けた人たちも、彼らが楽々と受けた

わけでは全くありません。自分の選んだテーマを本当に身を滅ぼすぐらいに努力をし

て、努力をして、努力をして、そうして到達したところで初めて輝く、世界のために

役立つ研究ができるわけなんです。そういったことも教えながら、やはりあきらめな

い精神というのを持ってもらいたい。

そしてもう１つは、自分だけが輝くのではなくて、他者を思いやる精神というもの

をどうしても持ってもらいたいと思うんです。私はトルコという国で３年２カ月おり

まして、あの宗教の違うイスラームの世界の人たちも、実は自分たちの戒律の中に、

一番最後の戒律の中に、自分が持てるものを他者に与えよということなんです。これ

は富める者が貧しい者に与えるというレベルではなくて、貧しい者もさらに貧しい者

に与えよというような戒律で生きている人たちです。ですからイスラームというのは

ああいう国々で、原理主義で、何か暴力、というのとは全く違う、そういう世界で生
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きている人たちもあります。

精神の問題については、また２番目の観点で申しますけれども、そのようなこれか

らの 世紀を考えたときに希望を持たせて、そしてそれを乗り越える力というもの21

。 、をぜひ学ばせていただきたい そのときに佐藤教授のおっしゃるような協同的な中で

互いに協力し合いながらやっていくということができれば完ぺきでありますが、それ

にはどうしても先生方が頑張っていただかなければならないということでございま

す。

【勝野】 ありがとうございました。佐藤先生、今遠山先生から何点か、協同的な学

びについてもう少しお話をという点もありましたけども、その点についていかがでし

ょうか。

【佐藤】 とても示唆に富むお話だったというふうに思っているんですけども。最初

に、すべて４人グループの協同でどうなのかというお話ですね。これは本当に悩まし

い問題なんです。実は悩ましい問題です。ヨーロッパの学校なんかでは、すべて４人

でやっています。しかし、それはクラスが 人から 人なんです。この条件が全然16 18

違うんです。あと語学とか、例えば芸術教科なんていうのは 人です。そういうと12

ころで最初から４人グループというのは、全部先生が全体を見ているのと同じですよ

ね。だけど日本の場合は。 の調査結果の１つで興味深い結果がありまして。TIMSS

を受けた国々の中学生の ％以上は、 人以下で学んでいるんです。ところTIMSS 90 30

が日本は、 ％以上が 人以上で学んでいるという。この決定的な差ですよね。こ90 30

れをどうやって乗り越えていくかということがあって。私が今解決策で思っているの

は、コの字型で全体の協同の学びと、それから４人グループの協同の学びの組み合わ

せです。これしか多分解決策は今のところないだろうと思っているんです。

いい機会で、ありがとうございます。これももっともっと研究しなければいけない

問題なんです。もちろん学級の定員数を減らしていくということは大前提なんだけど

も、減るまで待てませんので、学び自体はきちんとつくっていかなければいけないの

で、それをどのように克服していけばいいのか、また先生方と一緒に研究したい点で

す。

あと、人間像、子ども像、児童像というのは、あまり考えたことないんです、僕、

実は。現実にある今の子どもの問題からスタートをいつもしてしまうので。よく学校

で、わが校のめざす子ども像とか書いて、明るく何とかととか書いてある。何だかし

らじらしくて、あれ、本気で信じているのかなと思うんですが。教育って、何かそう

いう理想からスタートしないですよね。やっぱり現実の子どもたちの今の状況からス

タートして、それを１つでもというふうに考えるんだけど。

とはいえ今、葉養先生や遠山先生がおっしゃったことは全くそのとおりなんだけど

も、もう少し今のカリキュラムとの関係で考えていくと、これから考えなければいけ

ない問題って、僕は４つ考えていまして。１つは言葉だよね。今の社会がどうもぎく

しゃくしてしまっているのは、言葉が軽くなってしまっているんですよね。特に政治

家の言葉って、めちゃくちゃ今軽いじゃないですか。誰も聞かないよね、あれ。そう

いう時代にあって、あらためて言葉を大切にしなければいけない。また、言葉を大切

にする子どもであってほしいです。ここで言っている言葉というのは、もちろん日本
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語と同時に外国語も含みます。そういう言葉の教育は、多分現在一番大切なところに

あるのではないかというふうに思うんです。それはもちろん文学の言葉から科学の言

葉、それからあとは交渉の言葉。相手と交渉できる言葉。さまざまな言葉において。

あと、けんかの言葉も必要ですよね。そういういろいろなレベルの言葉において豊か

な子どもたちに育てないと、これからの日本は危ないなというのが１点です。

それから先ほどおっしゃった知識の活用能力の部分というのは、探求の能力ですよ

。 、 。ね 日本の子どもたちの 調査の結果は 僕は点数はむしろ気にならないんですPISA

だけど白紙答案が多いのは気になります。こっちのほうが深刻なような気がします。

どこかでぽんと投げてしまっている。問いを問いとして自分で引き受けて、それを追

求するというのか、そういう探求の力をすべての教科で追求しなければいけないと思

うんです。

あとはアートと言っているんですけども、 世紀の社会というのは大量生産、大21

量消費の時代と違いますから、アート広い意味での。文学、詩、芸術、音楽、美術。

生きる技法ですよね、１つの。あるいは暮らしを豊かに、社会を豊かにする、美しく

する方法。これをもっともっと豊かにする必要があると思うんですね。今の子どもた

ちの状況を見ていったときに、日本人のある種の繊細さという感性も含めて、非常に

危ないところまで来ているのではないかなという気がします。繊細さ、細やかさ、そ

れから想像力ね。そういう部分はすべてアートでしょう。言葉を超えた教育なんだよ

。 、 。 、ね もっと言えば身体の技法 体の技法 というような部分を含めたアートの部分を

もっともっと豊かにしなければいけない。

というのは、この間ずっと世界の国々を見て回ったとき、カナダとかフィンランド

とかいろいろ見てきたというんですが、決してね数学や言語の力だけを、教育を中心

にして高い学力を取っているわけではないんですよね。成功している国は、全部芸術

教育をものすごく重視しています。特に初等段階ではそうです。逆に言うと失敗して

いる国、学力が低い国というのは、みんな芸術教育をおろそかにしているんです。日

本にある今の美の伝統とか、あるいは美術の伝統とか、あるいは工芸の伝統とか、そ

ういうものは多分これからグローバルな社会になっていけばとても重要なベースにな

ると思うし、学校の教育の中できちんと育てる必要があるのではないかなというふう

に思っています。

最後は市民性ですね。こういう言葉、探求、アート、市民性。この辺りは、今の教

育の中でどうも抜けているのではないかなという気がしてならないし、これがベース

にならないと、先ほども申し上げたようなこれから人類がぶつかっていくエネルギー

問題とか、さまざまな複雑な問題、それから日本社会がぶつかっているような今の問

題というのは超えられないのかなと。こういうふうに思います。

【勝野】 ありがとうございました。視点の２のほうの少し協議、議論ということに

入ってきているかと思います。今、佐藤先生がお話しになられましたこともそうだろ

うというふうに思うんですが、まずそうしましたら遠山先生、先ほどこれからの子ど

も像ということで３点ほど、物事をあきらめないということ、チャレンジをする、そ

れから他者を思いやるというふうなことをご提言をいただきましたけれども、そうし

た子どもたちをはぐくむために、これからの学校教育のあり方ということで、続けて
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お話しをいただけますでしょうか。

【遠山】 観点２の角度ですね。今のようなことを申し上げましたけれども、本当は

私は子どもたちに豊かな人間性、あるいは創造性というものを身に付けさせるという

のは、これはやっぱり先生の力なんですね。先生自身の生き方、考え方、授業への取

り組み方、そしてそのときの迫力さなどなど、やはり子どもたちにとって学ぶという

ときに、相互の学びはありますけれども、やはりそれをリードしてくださる教師、先

生がどのような生き方をされているか。例えば授業の１つでも、さまざまな工夫があ

り得るんですね。それは私も幾つかの学校を拝見していますと、どのクラスも全部公

開授業になっておりますが、同じようなテーマでやっているときも、先生がきちんと

、 、した形でよく考えて 子どもがそこにのめり込むことができるような映像を使ったり

あるいはその説明をしたりというようなときは、子どもたちは本当に生き生きしてお

ります。ということは、先生自身の創意工夫の精神というものが、こんなに先生が工

夫してやってくれている、その工夫が素晴らしいなんて子どもは考えないと思います

けど、そこでぐいぐい引き込まれていくという状況を見ますと、やはり先生の相互の

学び合いですか、そこのことから生じる先生自身の創造性なり、そういうことを考え

ていく豊かな人間性といいますか、そういうものが大事だなと、第１点ございます。

それから、私は豊かな人間性とかあるいは創造性というときにとても大事なのは、

子どもたちにとってやはり体験をするということだと思います。文字で読む、教科書

を読むというのももちろん大事なんですけれども、できるだけ体験の機会があるとい

いと思います。特に自然体験ですね。自然体験というのはものすごく効果があると思

います。かつて私は履歴の中に、今日の中に書いていなかったんですけれども、中学

校課長というのをやっておりました。 年代に中学校課長というのをやっており1980

まして、そのときに自然教室というのをやりましょうということで。最後にちょっと

校内暴力の対応のことを申しますけれども。自然教育をやりましょうということで始

めたんですけれども、保護者たちは自然教育で子どもたちをキャンプに連れていく、

あるいは野山に連れていくというようなことで、塾へ通わせられないから反対、先生

方も負担が大きいから反対ということで。最初は１週間ぐらい連れていこうと。そこ

で互いに学んで、天体を見、魚を釣り、そして相互に助け合うということで、一気に

豊かな人間性、自然への観察力。これはというように随分一生懸命取り組んだのでし

たが、これはどうもちょっと失敗に終わりまして。１週間考えたのが、結局２泊３日

でもなかなか手を挙げてくれるところがなかったというのが、今から 年前にござ30

いました。

、 、 。でも やっぱり私は 自然体験というのは意図的に学校でぜひやっていただきたい

総合的な学習の時間でもいいです、理科の時間でもいいです、社会の時間でもいいで

すけれども。そういうことをやることによって、子どもたちは本当に自分で考える力

、 。 。も出てきますし 互いに助け合うこともできるわけです 多言を要しないわけですが

日本の子どもたちは、何と夕日を見たことがない、満天の星を見たことがないという

子どもが、世界の子どもたちの中でも最も多いんです。４割以下の人しか、あの夕日

の美しさを見たことがない。学校へ行って、帰ってきたらすぐ塾へ行って、帰ってき

て、おにぎりを食べて、一生懸命勉強して帰ってきて、それで寝てしまって、おしま
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い。あまりにもひどいですね。子どもたちにはやはり。自然の持つ恐ろしさもありま

す。恐ろしさを知ることによって畏敬の念を持って、人間よりもっとすごいものがあ

るということを知るということは、１つの哲学的な習得にもなるわけですが。本当に

自然の体験というのはものすごく大事ですので、ぜひ取り入れてもらいたい。

それから、おっしゃるように芸術、文化的。アートですね。これはいろいろな機会

があるわけですから。外国、例えばロンドンとかパリの美術館へ行きますと、子ども

たちが大人たちの見学している前で、画用紙を広げて模写をしております。どうして

日本の美術館でああいうことができないのかなと思うくらいです。それからパフォー

マンスもさまざま。そういう文化的な体験。

それからもう１つは、職業的な体験です。実際にいろいろな工場とか商店とかで働

いてみる。それからもう１つは、病院とか介護施設とかへ行くと。要するに体験を通

じると、一気に子どもたちは何が本当に大事かと、生きるときに何が大事かというこ

とを学んでくれるかと思います。

ですから教師自体が授業改善をする、あるいは学校目標とかクラス目標をどうやっ

て立てるか、あるいは子どもたちに生活習慣を身に付けるために早寝、早起き、朝ご

飯というのをちゃんとやったかと日々問い掛けるというような、さまざまな工夫はあ

り得ると思いますけれども、体験というのはものすごく大事ではないかなと思ってお

ります。いろいろございますが、取りあえずそれだけ。

【勝野】 ありがとうございました。それでは葉養先生、先ほど人間関係、能力とい

うふうなことでご提言がありましたけれども、そうした子どもたちの力をはぐくむた

めの学校教育のあり方ということについて、いかがでしょうか。

【葉養】 実は話が下手なものですから、いつも原稿を作りながらこういう場に臨ん

でいるんですけど、お二人の先生の話を聞きながら、ちょっと原稿にない話をしたほ

うがいいかなという思いを持ったんですけど。

１つは、体験という面で言うと、歩数を過去 年間、毎日小学校６年生対象に測30

定している先生が松本のほうにおられて、大学の先生です。 年前は２万歩だった30

と。ところが今は 歩に落ちていると言うんです。長野県の松本市です。東京の8000

指導部長にこの前ちょっとある会合でお会いしたら、東京も歩数を調べようと思って

いると。だけど多分、その指導部長の推測だと、東京は１万 歩ぐらいかななん1000

ていう話をされておりました。長野の場合は、だから戸外活動の重要性とか、自然環

境は豊かなんです。豊かだけども、戸外で遊んでいないとか、あるいは自然体験が不

足しているというのが、データ的に出てくるんです。だから、ただ環境があればとい

う話ではないという。私も海沿いの田舎出身ですから、海沿いの山と海に囲まれたと

ころでも、子どもが外で遊んでいる姿を見ることが極めてまれになったと。子どもが

いなくなっているというせいもあるんですけども。

そういう意味で、やっぱり身体活動をどう保障するかというのが非常に重要な問題

で、脳科学との関係で、脳の活性化と身体活動との間に相関があるというデータもち

ょっと出てきたりしているんです。そういう研究がちょっと進み始めているので。で

すから体験という領域は、やはり非常に重視しなければいけないということがあると

思います。
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それからもう１つ、この２番目の視点と絡んで、後で話をしたほうがいいかなとは

、 。思っていたんですけど もしかしたら時間がなくなる可能性があるのでということで

やっぱり条件というのがあると思うんです。教師の創造性が発揮しやすい条件という

のがあって、１つは学校のつくり方の問題があると思います。私は先ほど勝野先生か

、 。 、 。らご紹介されたように 全国各地の小規模校を回っている人間です ここ５ ６年間

大体、自治体数だと ぐらいは回っています。もちろん離島も含めてです。いずれ35

そういう、３人しか子どもがいない学校とか、１桁台の学校というのは、そんなにま

れではないんです。東京都内だって、複式校出現にそのままだとなるケースが 件23

出てきたわけですから。それを加配する形で複式には転落しなかったですけど、ちょ

っと場所を言うとあれかもしれない。上野駅のすぐ近くで、 区の中ですけど。多23

分だからそれが放っておいたら、加配措置しなかったら、複式が 区の中に初めて23

出現したという。だからそういう子どもが消えていくという現象に直面しているとこ

ろがあって、そういうところで、教師の創造性とか創造的な実践というのをどう保障

するかと。

そうすると、条件をやっぱり整えるのはどうしたらいいかという話も考えなければ

いけないところがあって。学校という場のつくり方というか、明治の初期は違いまし

たけど、明治の中期辺りから、学校聖域論で学校という場所がつくられ始める歴史を

持つわけです。もちろん大正義務教育とか、第二次大戦の直後の時期は例外的ですけ

ども。何か学校というのは教育の聖域であって、外部の世界とはちょっと隔絶した場

所ということで、学校という場所がつくられてきた経緯がずっと続いてきたと思いま

す。最近ちょっと変わってきましたけども。

被災地の学校の復興なんかもそうなんですけど、学校というのが、もともと何で教

育というものが学校という場所に閉じ込められなければいけないか、ということまで

考えなければいけないような面があって。江戸時代なんかは、幕末の時期は寺子屋と

か藩校がありましたけど、まだ学校というのがなかったですよね。政府が組織的につ

くるものがなかったと。それまでに教育という機能が働かなかったかというと、働い

ていたわけです。子どもは育っていったわけです。大人になっていったわけです。若

者宿があったりとか、いろいろなものが、インフォーマルな組織があったわけですけ

ど。ですから近代の社会になって、教育という場所を機能として隔絶、取り出してい

って、学校という場所に閉じ込めたことの無理みたいなものが、逆に人口減少社会に

なって。国土交通省の推計なんかだと、 年だと 万ぐらいに中位推計でなる2050 8000

という推計になっていますけど。幕末は 万ぐらいの人口でしたから、そこまで6000

落ちるのかどうかというのは相当先になるでしょうけども。何か近代という社会にお

ける教育の機能を特に取り出して学校という場所をつくったという構造そのものが、

ちょっと見直されなければいけない事態に来ているのかなと。ちょっともう時間が来

ましたのでやめますけど。

もう１つ、教師の創造性という面で言うと、被災地の学校なんていうのは、今まで

の学校のルールとか既成観念というのが全く通用しないんです。だからそういう意味

で、被災地の学校へ幾つも行っていますけども、例えばある校長先生がぽつっと語っ

てくださったのは、うちの先生はいい経験していると思いますよと、このような学校



- 25 -

ではこれまでの学校教育とか学校運営を白紙に戻して考えざるを得ないのですからと

いうことを、ぽつっとおっしゃったんです。それが強烈な印象として残っているんで

すけど。この学校は４月 日に。宮古市のある学校ですけど、学校開校をしたとき25

に、入学式を避難所になっている体育館を使ってやった学校で、布団が敷き詰められ

ているのをそのままにして、新入生を壇上に並ばせて、避難しているお父さん、お母

。 、さんの拍手の中で入学式を挙行したという それがテレビ朝日に映っていましたけど

東京へ戻ってきたら先ほど会った校長先生が大映しになって、あ、校長先生が映って

いると思ったんですけど。

だからそういう学校では、むしろ創造的にならざるを得ないんです。それをだから

普通の学校、ルーティン化した教育活動が綿々と続いている学校の中にどういうふう

に起こすかというのが、恐らく今回のシンポジウムの大きなテーマなのかなと。だか

らそこのヒントが、分科会がまた明日あるようですけど、そういうところで各論とし

て詰められていって具体策が提案されるということが、非常に大事なことではないか

なと思います。ちょっと脇にそれてすみません。

【勝野】 ありがとうございました。学校教育のあり方ということの中で、いずれの

先生方も、やはり教師自身の学び、共に学ぶということですとか、あるいは創造性と

いうふうなことについて触れていただきました。視点の３ということに次は移ってい

きたいと思いますが、そうした教師の創造性、あるいは教師が共に学び合うというこ

と、そういう学校を、今度は運営とか経営というふうな言い方ももしかしたらできる

のかもしれませんが、そうした学校運営や学校経営という観点で、特に教頭先生、副

校長先生のその中で果たす役割、できることといったようなことについて、ご意見、

。 、 、ご提言をいただければというふうに考えております まず佐藤先生 先ほど既に職場

学校づくりの学校経営の中心は、校内研修による同僚性の構築であるというお話を基

調講演の中でいただきましたけれども、もう少し教頭先生、副校長先生ということに

絞ってといいますか、焦点化してご提言がありましたら、ぜひちょうだいしたいんで

すが。

【佐藤】 この質問がとても難しくて。というのは、僕、ずっとかねがね思っている

んだけど、教頭先生の位置って本当に難しいと思うんです。これが校長の役割という

と、ぱっと答えられるんだけど、いくらでも答えがあるんですが。教頭、６年間です

よね、大体。教師の仲間でも、教頭をやっている６年間というのはつらいだろうなと

思って見て。というイメージが強くて。これは率直なところです。よほどこれ、考え

。 、 。る必要があるのではないですかね だからぜひこの場で言いたいのは 教頭・副校長

教頭というよりも、むしろ将来的な副校長として何らかの、学校における、運営にお

けるもっと責任とリーダーシップが取れるような役割を考えるのか、それともどうす

るのかという、何か大問題があるような気がしてしょうがないんですがね。

教頭というのはもともとあるもので、校長を補佐するものというふうになっている

んだけども。という部分と、それから実際に学校を知っていますから、学校へ行けば

行くほど教頭先生の役割の大きさというのは実感しています。その辺の原理的な部分

と実態の部分との乖離があって、ちょっとこれは僕の宿題だね （笑）。

、 。ということをまず置いておいた上で ちょっとお話しさせていただきたいんだけど
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先ほどのように、僕はもうちょっと学校というのはこうあってほしいと最大に思って

いるのは、もっと教師が幸福に生きられる場所であってほしい。あまりにも今の教師

は不幸だよ。そういう感じがしてならないですよね。そこの共有のところからスター

トしたほうがいいのではないかと思うんです。例えば東京都のある区では、コーヒー

さえ飲めないんだから。その状態がずっと続いているわけです。これに対して、誰も

物を言わないわけだよね。分かります。コーヒーは贅沢と言われているんです。コー

、 。ヒーを先生方が買っていっても そういう声があったりすることが起こったわけです

こういうことをいつもいつも直面しているものだから、僕は。やっぱり先生方自身に

とって幸福に職業生活が続けられるのが、これはお互いの知恵でつくっていく必要が

あると思うんだよね。できることはたくさんあると思うんです。

それから例えば校長室にしても職員室も、教室もそうなんだけど、何で白いカーテ

ンでなきゃいけないの？ もう少し色合いがあったっていいんじゃないの？ 机を動

かしたらギーッて、何であれ鳴るの？ やっぱりもう少しいい机のほうがいいんじゃ

ないの？ というような、１つ１つですよ。何か気になってしまって。もっともっと

住みよくて、子どもにとっても教師にとっても校長にとっても、心地よく暮らせて。

時間の流れもそうだよね。何であんなに早くかき込むように昼食して、休みが取れな

いの？ というような。体が悪くても、何で休めないの？ そういう１つ１つをもう

少し、それこそ豊かな人間性と言うなら、まずそこから始めなきゃ。というふうに、

いつも思います。これは率直に思うところ。

だから子どもにとっても教師にとっても。子どもにとっては、これからの学校はセ

カンドホームになる必要があると思っているんです。これはどこかで考えなければし

ょうがない。そうなっているのが、教室の先ほど言ったカーテン１つにしても、それ

から子どもたちの受け止め方にしても、子どもたち同士のかかわりにしても。そうい

うことを考えなければいけない。教師たちにとってみれば、何度も言うように働けば

働くほど教師の仕事に誇りが持て、またミッションを深く自覚し、そこにまた生きが

いを見いだし、また学べるような場所であってほしい。言い尽くしたことですけど。

それをつくれるのはやはり校長であり、教頭であるということなのかな。今、教師だ

けの努力ではできないんです。ご存じのように、８割の教師が頑張っていたってでき

ないですよね。でも、校長と教頭が頑張ればできてしまう。教頭単独でできることは

少ないと思います。でも教頭単独で、またいつも担わされているということも大きい

と思います。絶えず先生方の関係を調整したり、校長との関係を調整したり、全体の

企画や運営の柱になっていらっしゃる。

それはいいんだけど、どうか犠牲的精神でやられないようにね。やっぱり人間。僕

も一時期そうなんです。本音を言うと、犠牲的精神でやった時期もありました。体を

壊したときもあったけど、駄目、それは。偽善だね。やっぱり自分自身が幸福になっ

ていくような、やりがいを持っていくような仕事のつくり方をしないと、長続きしま

せん。そういうふうにやっぱり日常だから、学校経営って。だからそういう日常の日

々幸福感が、楽しくなる、そういう職場であってほしいなというふうに思います。全

然答えになっていないね。ごめんね （笑）さえません、何か。申し訳ない。。

【勝野】 ありがとうございました。
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【佐藤】 ちなみに、なぜそういうことを考えるかというと、どうも学校教育という

のは。ここははっきり仕切れます。学校教育は、教育基本法に人格の完成という目的

になっていますよね。僕はいびつだと思っているんです。憲法の生存権と幸福追求権

に、教育基本法は根ざすべき。そう考えてもらうと、なぜ今のような話をしたかとい

うのが分かっていただけると思うんです。教育の目的は幸福の実現だと思う。それは

人々の幸福の実現。その幸福の実現を担う教師が、やっぱり犠牲的精神で。幸福でな

ければ、幸福感を持って仕事に打ち込めなければ、やっぱり偽物になってしまうんじ

ゃないのという、こういう話です。最後だけ締めました （笑）。

【勝野】 教頭先生、副校長先生ご自身が、まずは幸福でなければいけないというお

。 、 、話だったと思いますが それでは遠山先生 続きましてこの視点・観点につきまして

教頭・副校長の役割ということについて、ご提言をいただけますでしょうか。

【遠山】 現実に日々やっていらっしゃる教頭先生、副校長先生を前にしてかくある

べしなんて言うほど、私は何か持っているわけではございませんで。ただただ期待を

することを申し上げますと、教頭、それから副校長の先生方というのは、校長がどん

な人かによって随分違ってくるご苦労もあるし （笑）。

【佐藤】 それなんだよ。

【遠山】 大変だと思いますけれども、ご自分もやっぱり将来校長になるわけですか

ら、どういう反面教師がいても、それは勉強するぐらいに広く心をお持ちになってや

っていただけたらなと思います。やはり校長と教頭、あるいは副校長がぴったりと一

緒に、この学校を良くしようという形でさまざまに発想したり、教員のいろいろな活

。 、動をサポートする もちろん子どもたちに温かい目を注ぎ続けるということになると

全然変わってくると思うんです。あの校長は駄目だな、本当にどうしようもないなん

て思いながらやっていると、それはどうしても出てしまうんですね。その組み合わせ

はしょうがないと。われわれでも何十年と役所でやってまいりましたが、それは常に

ぴったりとというわけにはいかないけれども、でもその個性を生かしながら、その仕

事自体をちゃんとやるにはどうしたらいいかと。その場合は犠牲ではなくて、向こう

が旧態であれば、その旧態をきちんと支えて、ある形にしていくというのが教頭先生

なんですね。それぐらいの能力がおありになる方々だと思うんです。

大事なことは、私は校長と教頭が一体になって何か押さえ付けるということでは全

くなくて、むしろ各教員の先生方のいろいろな工夫を、その気にさせていくというこ

とではないかなと思います。そういうふうにさせていけば、学校は全く違ってくるん

ですね。これはよく公開授業をやったり研究発表会をやってくださる学校にしかあま

り行かないんですけども、そういう学校では非常に明確にどの先生も、どのクラスの

先生も、それぞれの能力のままに努力はして、学校全体を良くしようとしている。そ

れをきちんとリードしていく。決して強権的ではなくて、先生方をその気にさせてい

る学校というのは、子どもたちの笑顔が違います。そんなふうに思います。

従って、教頭・副校長は校長と共にリーダーシップを持って、学校を１つのきちん

とした組織体として齟齬のないようにやっていただくなんていう、そういうことで言

うのではなくて、やっぱり先生方の意欲をかき立てていく、そういうことを工夫しな

がらやってもらう。そういう存在ではないかなと思います。やはりいろいろな先生方
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の能力は違うわけですが、それぞれがいい工夫をしたときにきちんと評価をする。そ

。 、れを互いに教師の方々が認め合うような 足を引っ張るのではなくて認め合うような

そういう雰囲気をつくっていけるのは教頭先生しかないと思うんです。そういうこと

を期待したいと思います。

要するに教師の創造性を促すためのトップ、幹部のあり方というのは、学校自体を

開かれた存在にする。その開かれた存在というのは、外からのいろいろな、保護者だ

の社会だの他の学校の人だの、そういう人たちに常にオープンであってほしい。プラ

スの面、マイナスの面も含めて、オープンでいて平気であるような、そういう姿勢で

臨んでもらいたいというのが１つですし。

学校運営も、できるだけ柔軟にしていく。私は「学びのすすめ」で言いたかったの

、 。 、は 学習指導要領というのは最低基準だと 今度教科書が増えて大変だと思いますが

全部を同じような密度で教えるのではなくて、ポイントをきちんと押さえた上で、余

力のあるものをさらに工夫をしながらやっていく。それは子どもたちの実情、地域の

実情によってプラスするものは別だと思いますけれども、そういう自在性を学校で持

ってほしい。地域の実情、学校の実情に応じてできることをやってくれというのが、

あの「学びのすすめ」のときのメッセージの１つであったわけなんです。ということ

は、決まり切ったことを整然とみんなでやろうよということではなくて、もっといろ

いろな工夫をしてくれ、それを一緒にやろうじゃないかという雰囲気の学校にしてい

ただくというのが、ものすごく大事だと思います。もちろんそれには、本当は学校だ

けの努力では駄目で、もっと教育委員会はしっかりしてもらいたいし、クレームばか

り言ってくるクレーマーたちをきちんと受け止めてくれる教育委員会であってほしい

し、さまざまなことがあると思います。そういうのもきちんと整然と、むしろ教員の

方々のニーズをぶつけるべきところにぶつけていくというのは、教頭さんの役目では

ないかなと思います。自らだけがへこむのではなくて、言うべきことは言いながら全

体を大事にしていただければ。今日ご出席の方はそういう方々ばかりだと思いますの

で、釈迦に説法ではありますが、そんなふうに考えております。

【勝野】 ありがとうございました。それでは葉養先生、先ほど教師が創造性を発揮

できる条件というふうなことをおっしゃっていらっしゃいましたが、その条件という

、 、点で では副校長・教頭というのはどうそこにかかわられるのかというふうなことを

ぜひご意見をいただければと思います。

【葉養】 この問題は比較的専門に近いだけに、簡単には言えないなと。勝野先生も

お答えできるような方なんだろうと思うんですけど。教え子にも中学校の副校長がい

て、女性なんですけど、ここに来ていないから言ってしまうんですけど、彼女と話す

ると 葉養さん 副校長というのはそんな生易しいものではないよと 前に一緒に よ、 、 。 『

みがえれ公立学校』という小さな本を作ったことがあるんです。彼女に一番最後に、

副校長の立場からこの本の論調をどう見るかという、ちょっと自由に書いてもらった

んです。そのときに彼女から言われたことは、副校長というのはとんでもない仕事ば

かりあって、これが学校の実態なんだよと言われて、返す言葉がなくなったというこ

とが経験的にありまして。また、校長と教頭が馬が合えばいいんですけども、馬が合

。 、わないケースだってないわけではなくて だからこれは教育委員会の人事の関係とか
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いろいろなことがやっぱり絡んでこないと、このテーマというのは簡単に結論を導き

出すような言い方ができない領域かなという感じはするんです。国立大学の附属の副

校長みたいなあり方だってあるし。

私は学芸大に 年間いましたので、 校附属がありますけど、 校の附属をよく27 12 12

見ていますけども、校長は週２回行くだけの、教授の充て職になっているんです、学

芸大の場合は。だから実質的には副校長先生。ずっと前から副校長という名称を取っ

ているのは、校長の職務権限を行使するには教頭では駄目で。法律との関係です。副

校長という名称を、学校教育法が改正されるはるか前から学芸大はやっているわけで

す。事実上は、だから副校長先生がある意味でその学校のトップみたいな形で、学芸

大附属なんかは学校運営を行っている。だからうまくいく面もあって。たまに来た教

授にかく乱されたくないというのもありますから。校長になった教授のほうも、それ

を心得ている教授の場合は細かいことは全部副校長さんに任せてと、判を押すのは私

の役目だけども、ということをわきまえてやっている方もいるし。

だから公立学校でも、そういう学校も調べていけばあるのではないかと。聞いたり

することはありますから。そうではないケースもあるし。行政のあり方とか、あるい

は人事異動の関係とか、あるいは地域社会と学校との関係、いろいろなものが絡むの

で、結局何か言えということになるときれい事みたいなことしか言えなくて。それで

事前に用意していたのが、 の第１回世界生涯学習会議というのがイタリアでOECD

年に開かれたときに、学習組織論という新しい組織形態が提案されたことがあ1994

るんです。その学習組織論というのは別に学校だけに向けた組織論ではなくて、一般

企業についても１つの組織形態として導入しているところもないわけではないんです

けど、ただ、経済同友会とかそういう方面の人に聞くと、少なくとも民間企業の世界

だと、そんな悠長な話で組織をつくっていけないのが民間企業だよということで、ほ

とんど衰退しているというのは聞くんです。ただ、勝野先生とか私なんかが加わって

いる専門学会だと、この学習組織論の視点に立って学校組織を再構築できないかとい

う研究が思い出したように進められるというのは、だから学校という場所の特性みた

いなものを踏まえた面もあるのかもしれない。

簡単に言えば、教職員１人１人の内発型の創造性とか発想を最大限生かすような組

織をつくりましょうということなんですけど。探求と対話を促進するとか、協同とチ

ーム学習を奨励するとか、学習に取り組み、共有するシステムを確立するとか、集合

的ビジョンに向けて人々をエンパワーメントするとかですね。そういう内発型の組織

を学習組織というふうに呼ぶわけですけども、それは非常に学校という場所の場合は

活用しやすいというのが教育学者の中にあって、思い出したようにというか、毎年の

ように発表があるんです。大きな大学の教授、准教授の発表なんかもあるんです。

だからそういう組織構造みたいなものをどう再編するか、再構築するかということ

との絡みで、教頭先生とか副校長先生の役割をどう考えるかという論じ方をしなけれ

ばいけないようなところもあって、なかなかここは１つの視点というわけには、私た

ちの多分領域だとなかなか行けない大きなテーマなので、学校組織とか教育委員会の

学校へのかかわり方とか、そういうものを含めて論じていかないと、ここは詰めきれ

ないというところがあって、１人１人の先生方の創意工夫を最大限引き出すように頑
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張ってくださいと言うしかないのかなという。申し訳ありません。

それと、やっぱり先生一人一人の創造性という面から言うと、創造性なのか独り善

がりなのかという、そこの区分けを誰がするのかとか、そこはやっぱり創造的だと思

っていたのが、はたから見ると独り善がりだというふうになることもあるわけです。

だからそこが恐らく教師の協同性という問題だろうと思うんです。コラボレーション

という問題で。一人一人専門家としての自負を持って、力量を持って、力量を高めよ

うとして毎日実践をしていく中で、しかしそれが同僚によってチェックされるという

ことがないと、独り善がりに落ち込む可能性があると。だからそのチェックをするの

は、恐らく私も校内研修というのが、研修の調査なんかをやると一番評価が高いんで

す。先生方対象の調査をやると。だからちょっと悪いですけど、教育委員会の企画す

る行政研修というのは評価が低いですよね、一般的に。だからやっぱり自分の学級と

、 、 、か自分の学年とか自分の学校 自分の教科の中で鍛え 鍛えられるという関係の中で

独り善がりというところに落ち込むことを防いでいくという工夫をどう凝らすかとい

う。だからそういう意味で先生同士の磨き合い、たたき合い。だからちょっと型どお

りの研究授業にしてほしくない。

研究授業の問題って、やっぱりそこにありますよね。何かすごく注意深すぎて、結

局褒め言葉しかないという。そういうのによく出くわすので、もうちょっと緊迫感が

ある研究会をどう組織するかという。これは副校長先生とか教頭先生の大きなリーダ

ーシップの課題ではないかなと思います。

【勝野】 ありがとうございました。それでは時間がもう少なくなってまいりました

ので。遠山先生、先ほどたくさんの課題があると、そして課題があるのだからチャレ

ンジをする意味があるというふうなことをおっしゃっていたかと思います。今日の今

、 、 、回のこのシンポジウムのテーマ 大きなテーマ それ自体大きなテーマですけれども

今の学校教育という点で見たときに、もっと大きな点で見たときに、先生が今お考え

になっている重要なこと、今回のこの３つの柱にあまりこだわらずに、最後にまとめ

のご発言という形でいただければと思います。３人の先生方にそれぞれ、本当に数分

ごとということに、２、３分程度というふうになってしまいますが、一言お願いをで

きればと思います。遠山先生、お願いできますでしょうか。

【遠山】 ありがとうございます。２点申し上げたいと思います。１つは、今、世の

中の関心事は、学校に対してはいじめの問題だと思います。これは決してゆるがせに

できないものであります。しかも、こうやれば全部解決するというような薬がない、

そういう大重病の状況であります。ちょうど私は 年に中学校課長と、まだ若か1983

ったんですけどなりまして、すぐに町田市の忠生中学校で教師が生徒に暴力を振るわ

れるというので、先生が生徒を刺すというような大事件が起きまして、以後。その前

にもかなり大きな校内暴力があったんですが、全日本の中学校が校内暴力で荒れてい

るかのように、メディアも国会でも大変なことになりまして、担当課長としては大変

だったんですが。そのときに、忠生中学校の問題を解決するために直ちに専門家を集

、 、 、めまして それは事件が起こって５日後にもう会議をやって ３回で会議を終わって

２週間後には提言をまとめたという。

危機管理ということの大事さを言いたいのは、危機管理にはとにかく迅速な対応、
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そして明確なメッセージを出す。これはこういうふうにしようと、ここの問題はこう

だからこうしよう。そして３番目には具体的な施策なんですけれども。そのときに、

あれは２月でございましたので、４月１日に新しい校長先生が、長谷川義縁先生とお

、 、 、っしゃる方ですけど この方が 非常にしっかりした人が忠生中学校に来られまして

大変な苦労の末に立ち直ったということでありますが。そのときの提言で最も有効で

あったと思うのに絞りますと、１つはやっぱり学校の教師が一致協力すると、ここに

ありということです。それは校長がしっかりして、それを一気にやると、一気に協力

をし合うということなんですが。子どもたちは大きいとはいえ、先生方がきちんとス

クラムを組めば、子どもたちも信頼をします。子どもたちは先生を信頼して、いざと

いうときに先生たちが守ってくれるというふうに思えば、真実を話します。そうでな

い限り、絶対に言いません。どういうふうに外から強制されてやられたとか、さまざ

まなことが背後にあると思いますが、それを語ってくれないと思います。一番大事な

のは教員の一致協力です。これはぜひそのことを頭に置いてもらいたいと思います。

そのときに、その長谷川先生がおっしゃっていたのは、自分も教頭をやったことが

。 、 。 、あると 教頭先生は朝一番早く来て 夜一番遅く帰る 朝一番早く来て学校を見回り

何か異常がないか。異常があったら、直ちに手を打つと。要するに、いろいろな動き

の初期の段階で手を打つ。問題を早く感知して。例えばガラス１枚割れた。直ちに直

す。何かどこかでちょっとした諍いがあった。直ちに注意をする。あるいは理由を聞

。 。 。く というようなことが一番の要諦であるという話でございました それが１点です

もう１つ、全く別の観点なんですが、日本がどうしてあらゆる国際的な調査におい

て学力は上位なのか。日本にとっては、もっとすごい国があるからもっとやらなくて

はと思っているんですけれども、でも世界から見ると、どうして日本は常にいい成績

なのであろうかということを考えて、それを研究している国があるんです。アメリカ

、 。 。なんですけど 最近出た本なんですけど お読みになった方もあるかもしれませんが

そこで国際的に日本がいかに優れた教育をやっているかということの理由の１つは、

教師がいいからだということが明確に書かれております。それは教師への高い評価で

あって、総体として非常に優秀で、高度のカリキュラムをこなす。そして教員の質を

高めているのは、授業研究が常に行われている。教員としてのキャリアが始まったと

きから終わりまで、校長先生になってからまで、どうあったらいい授業ができるかな

どという教授法をマスターして、しかもシニアな教員がより若い人にちゃんと教えて

いる。そこにおける校長の役割、あるいは教員の役割というのはすごい。そして、同

僚の教師たちが互いに授業を見せ合って、視察ができる、公開授業をする。これはす

。 、 、ごいことだということが言われております もう１点は 学校がクラスの人数が多い

しかも能力別に分かれていない、それなのにきちんとやっていると。生徒たちにやる

気にさせる力がある。そのすごさである。うんぬんが書かれておりました。

今日のこのような会を見ていて、まさに言われているとおりでありまして、われわ

、 、れはそれでもなおかつさらに上を求めて このようなシンポジウムがあるわけでして

すごい国だなというふうに思いました。国際的に見れば、なおかつそのように見られ

ている。でも、われわれの目から見ると、それはちょっと褒めすぎね、もっとやるこ

とができるよねという、その良さというのが私は日本の教員の皆さまの良さであろう
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かと思います。ぜひとも、これからお帰りになって、これからの教員生活、そのよう

に国際的に見られている、そしてやろうと思えばできるというようなことを、両面を

お考えいただいて、ぜひともいい教員、いい教頭、そして将来校長先生になる、なら

ないは別にいたしまして、納得のいく、充実した日々をお送りいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

【勝野】 ありがとうございました。では佐藤先生、よろしくお願いいたします。

【佐藤】 今からでも、もう一度遠山先生に文部大臣をやってほしいです （笑）そ。

うすると、かなりの部分が解決するのではないかと。

もう時間もないので、２つだけです。１つは、なぜ学校の改革にこれほど僕は取り

組んできたかという、あるいは何を追求しているのかという、一番の根っこをずっと

。 、 。このごろ考えるんです そうすると つまり学校にとって何が一番大切なのかという

改革や改善を行うときに。それは本当に今遠山さんがおっしゃった言葉の中にもあっ

たんですが、信頼です。教育は信頼の上にしか成り立たないんです。子ども同士の信

頼、それから子ども同士が友達を信頼できること。信頼しなければ、友達に聞けませ

んから、共に学べませんから。信頼。それから、子どもと教師の信頼。また、教師の

子どもへの信頼。教師同士の、同僚への信頼。どんなに嫌なやつでも信頼する。これ

はやっぱり職場のルールだよね。僕もありました。もう辞めたから言うけど、本当に

顔も見たくない人がいましたよ。だけど信頼する。そうしなければ管理職は務まりま

せんから。というようなことですよね。幾つも幾つも壁を越えて信頼していく。教師

と校長の信頼。今度は教頭と校長の信頼。今度は校長と行政の信頼。そういう幾つも

幾つもの信頼をどうやってつくっていけるのか。この要にやっぱり教頭先生のお仕事

があるし、それから校長の仕事があるんだろうというふうに思います。

この信頼があれば、実は創造性というのが生まれてくるんです。信頼のないところ

は、創造性をやると独善性になってしまう、先ほどお話があったように。それから不

安定になりますから、絶えずトラブルが起きてしまうんです。挑戦がトラブルになっ

てしまう。ですから僕がいつも思うのは、いい教育をするためには、いい授業をする

ためには、いい授業を求めたら駄目でしょう、学校が。窮屈になってしまうんです。

いい授業を求めるとすれば、ドジが許される学校にしなければいけないんですよね。

そうならないと、さっき遠山先生がおっしゃった自在性が出てこないわけです。柔軟

性とか創造性が生まれてこないわけですよね。じゃあ、ドジが許されるような授業の

挑戦が何によって成立するかというと、信頼だと思うんです。お互いの信頼が信頼と

して成立するときは、人間は自由になれる、それから挑戦ができるということだろう

と思うんです。

そんなことを今日ずっと考えながら、参加いたしました。教頭・副校長先生の場合

は、そういう学校を信頼に足る組織にしていく、信頼に足る共同体にしていくという

。 、要の仕事をされていると思います 今後ともぜひ私も協力していきたいと思いますし

よろしくお願いします。終わります。

【 】 。 、 。勝野 ありがとうございました それでは葉養先生 よろしくお願いいたします

【葉養】 ３点だけ、ちょっと述べさせていただきます。１つは教師の質という問題

を、遠山先生はフィンランドとの対比で言っておられましたけど、国研の数学教育の
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ある退職された研究官が、フィンランドの先生と日本の先生の質の対比をやったんだ

そうです。何かインディケーターを作ったんだろうと思うんですけど。そうしたら、

フィンランドの先生よりも日本の教師のほうが質が高かったという結果が出たという

のは聞いたんです。ごく最近ですけど。それが公開されているかどうかというのは知

りませんけども。

だから日本の教師が質がうんぬんということではなくて、私は教師文化みたいな、

何か学校の常識は世間の非常識と先生方もよくおっしゃいますけど、やっぱり実社会

の中で動いている常識を必ずしも学校の中には持ち込めない面もあるし、持ち込んで

いない面もあると。だからそこら辺の文化の問題というのがいろいろな場面で出てき

ていることが、いわゆる教師問題の大きな問題かなという。

もちろんどういう背景があるかは分かりませんけど、これは２つ目ですけども、私

も県の教育委員会の教育委員をやっていたことがあって、残念ながら毎月のように処

分案件が出てくるんです。非公開でこれはやりますけど。そういう処分案件が相次ぐ

ということの、だからそのメカニズム、背後に何があるのかということもきちんと考

えていかないと、行政というのはそれを研究するだけのゆとりがありませんので、何

か事が起これば、どういう量刑にするかということをやるしかないわけです。何かそ

ういうことが毎月のように繰り返されていって、一体何だろうというふうに、教育委

員をやっていて思いました。だからこれは全国どこの県の教育委員会でも、同じよう

な感想を恐らく持っているから、行政職の人にとってやっぱり教師については倫理観

を持ってもらわなければいけないとか、教員評価をどう導入するかを考えなければい

けないという話になってくるのではないかなと。もうちょっと、だからわれわれの責

任もあるのかもしれない。なぜそういう問題が起きるのか、メカニズムをきちんと踏

まえながら、すべての先生を包み込むような職場のつくり方とか、文化の構築の仕方

という辺りに何かポイントがあるのかなと、私は思っているんですけど。そこら辺の

ことも今後先生方と一緒に研究し、考えていければいいと思っています。

もう１つは、学校という場所のつくり方ですね。一体、そもそも学校とは何という

辺りがかなり問われてきていて、地域社会で住む人々、暮らす人々が、生きる中で、

暮らしの中で必要な機能っていっぱいあるわけです。医療もそうだし、福祉もそうだ

し、コミュニティーみたいなものもそうだし、あるいは食料とかそういうものも、冠

婚葬祭とか、いろいろなものがあるわけです。そういう中の１つに、子育てとか教育

、 。 、という仕組みがもともとはあったんだろうと思うんです 近世の社会の中に それを

だから学校という場所をつくって、ある意味で各家庭、地域社会の中に埋もれていた

ものを閉じ込めたような構造で、近代の学校というのがずっと存続してきたと。これ

をもう一度、人々の暮らしにとって学校とは何だろうかとか、そういう原点に戻りな

がら、もう一度学校全体の築き方というかあり方を考える必要に、日本という社会は

直面しているのかな。

、 。人口減少社会研究会というのをうちでやっているんですけど それをテーマとして

だから私は最近、学校ではなくて学習拠点という言葉を使うんですけど、学習拠点と

学校というのはいつもイコールなのか、分離してもいいのか、そういう点も考えなが

ら、やっぱり学校というものをもう一度根本的に見直していくという視線を、副校長
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先生なんかはこれから多分学校の頂点に立つ先生が多いと思いますので、ぜひ今の時

代から考え続けていただいていると、校長先生になられたときに素晴らしい、地域に

信頼を受けられるような管理職に育っていく可能性というのがあると思いますので、

そういう点をぜひ、私もできることをやろうと思いますけども、一緒にやれればと思

っています。失礼しました。

【勝野】 ありがとうございました。遠山先生からは、特に大変なときの教職員が一

致をすることの重要性、佐藤先生からは信頼というふうな言葉、葉養先生からは半ば

辺りのところで、すべての先生たちを包み込むような、そういう学校のあり方という

ふうなご提言もいただいたかと思います。それぞれ表現は違っても、何か共通するも

のがあったのではないかというふうに受け止めております。

、 、 、シンポジウムの時間 実は予定より少しといいますか かなり過ぎてしまいまして

私の不手際で申し訳ありませんでした。ここで進行を司会の先生にお返ししたいと思

います。

【司会（大西 】 コーディネーターの勝野先生、シンポジストの葉養先生、佐藤先）

生、遠山先生、ありがとうございました。本来ならば会場の皆さまから質問をお受け

する予定でしたが、時間の関係で省略させていただきます。ご了承ください。

最後に研究部長の神座よりシンポジウムのまとめと、コーディネーター、シンポジ

ストの皆さまにお礼を申し上げます。

【司会（神座 】 葉養先生、佐藤先生、遠山先生、そして勝野先生、本日は本当に）

どうもありがとうございました。葉養先生からは、個性に向き合って教師自身が個性

的に対応すること、それから被災地に学んで既成概念を見直して、従来主義から抜け

出す努力をすること。そして最後のところでは、学習組織論を学んでみよ、内発性の

発想による組織づくりを勉強してみたらどうか、型どおりの研究授業にしてほしくな

い。そういった言葉をたくさん頂きました。佐藤先生には講演もいただきまして、あ

りがとうございました。同僚性を築くために、積極的な研修を進めていくことの大切

さ、そしてその中で子どもたちが互恵的な学びを築くことができるという、すてきな

言葉も頂きました。そして何よりも、教育の目標は幸福の実現をめざすべきだ。本当

に大きな、そしてすてきな言葉をたくさん頂きましたし、信頼があれば創造性は生ま

れるんだよというお話もいただきました。遠山先生、チャレンジをしたらあきらめな

いで頑張りなさい、体験することは大事だ、本物に触れさせることが大事だ。そして

職場では、広い心と器で校長に寄り添いなさい、子どもや教師に寄り添いなさい。そ

んなお言葉も頂きました。そして、やはり危機管理のような、危ないことには一致団

結していける学校をつくりなさい。そういうお話もいただきました。

本当に短い時間では語り尽くせない、本当にすてきな言葉をたくさん頂きました。

それらの言葉を、今日は本当に初日ということで、課題把握の場ということで位置付

けさせていただきました。あしたからの分科会では、こういったことをそれぞれの教

頭・副校長が胸に置きながら、分科会、協議を進められることかと思います。それら

のお話１つ１つを勝野先生が丁寧に紡いでくださいましたので、本当に大きなテーマ

で、私たちが日々このテーマをどうしようかと現場の中身で言っていることを、大き

な視点から、そして、でも現場のことから離れずにお話しをいただいたことが本当に
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ありがたかったと思います。あらためまして４名の先生方、本当に本日はありがとう

ございました （拍手）。

【進行】 以上をもちまして、第 回全国公立学校教頭会研究大会のシンポジウム54

を終了させていただきます。シンポジスト、それからコーディネーターの皆さまがご

降壇されます。どうぞ拍手でお送りください （拍手）。

それでは、１日目の会、すべて終了となります。皆さま、お気を付けてお帰りくだ

さい。また、明日の分科会ございますので、どうぞよろしくお願いいたします （Ｄ。

ＶＤ②終了）
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記念講演「根本的なモラル」講師 大江 健三郎氏

【司会】 皆さま、おはようございます。ただ今より、第 回全国公立学校教頭会54

研究大会記念講演を開催いたします。記念講演の講師を、全国公立学校教頭会会長な

らびに大会実行委員長、和田俊彦が申し上げます。

【和田】 おはようございます。本日の講師、ノーベル文学賞受賞作家、大江健三郎

先生をご紹介させていただきます。大江先生は 年に愛媛県でお生まれになり、1935

戦後の新制中学、新制高校、新制大学という新しい時代の中で生きてこられました。

中学校時代に詩人中野重治氏の詩集に出合い、その後の生き方に深く影響を受けられ

たと聞いております。感動する言葉を積み重ねていくことが文学であるということと

同じように、感動する体験を積み重ねていくことが教育であると、私たちの仕事と共

通する点があるように思います。

本日のご講演では、先生ご自身の生きてこられた時代や社会が、どのように先生の

生き方をつくってこられたのか伺うことができると、楽しみにしております。特に、

、 、教育に関係している私たちが 教育を通して次の世代の子どもたちを育てていること

それと大江先生が文学や活動を通してされている、次の世代の子どもたちが生きてい

ける世界を残そうという行動には、共通している方向性があります。ぜひ、本日は先

生の信条や哲学を、 歳という節目の年に集大成として、私たちにご教授願えれば77

幸いです。それでは大江先生、よろしくお願いいたします （拍手）。

【大江】 大江健三郎でございます。今日はこんなにたくさんの方に、それこそ満場

を埋めて出席していただきまして、本当にありがたく存じています。大抵、このごろ

大きい集まりの大会に講師として呼んでいただきますと、何人かの講師の方がお出に

なるために、私が出る時は大体３分の１ぐらいの方が残っておられるだけなんです。

（笑）それで、私としては何となくのんびりしてお話しすることができますが、この

ようにずっと満場を埋めていらっしゃる方たちを見まして、非常に緊張し、かつ喜ん

でおります。

このようにたくさんの方が来ていただいているであろうということは、実は少しず

つ分かってきたんです。それは、私は成城学園というところに住んでおりまして、そ

こから小田急線に乗って、丸ノ内線に乗り換えますが、もう丸ノ内線に乗り換えると

ころで、何となく教頭先生らしい方たちがいらっしゃるということに、私は気が付い

ていたんです。そして目礼してくださる方もいらっしゃいまして、非常に喜んでおり

まして。

それから家内に電話をかけましたら、結婚した娘が、ちょっと教師をしておりまし

た。彼女がいろいろ私に、今日のための知恵を与えてくれたんですが、彼女が来てい

て、なぜ私のところに今朝急いで来ていたかというと、パパは赤坂見附というところ

の地下鉄が新しくなってから、降りたことがないと思うと。彼はほとんど外出しない

から、赤坂見附には 年もきっと降りていないと思う。そうすると、もうあのあた20

りは新時代が現れていて、すっかり違うんだと。それで心配してやって来たと、彼女

が家内に申したそうであります。

そこへちょうど電話をかけまして、私は、家内がそういう心配があると言ったもん

ですから、今、丸ノ内線に乗ろうとしているそのプラットホームに先生方が何人かい
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らっしゃる。地方から出てこられてホテルに泊まっていらっしゃるんじゃないかとい

う方が、トランクを持っていらしたりする方も何人か連れ立っていられて、あの人に

ついていけばいいんだと私が言ったんです。

そうしたら、そのことを家内が娘に伝えているのが聞こえてくるんです。家内は非

、 。 。常に感心して やはりパパはしっかりしているねと 頭がいいからねと家内が言った

すると娘が、頭がいいと思っているから危ないんだよと。そういうこともあるかと思

って、注意してこの赤坂見附で降りまして、さて目の前に本当に校長先生あるいは教

頭先生、むしろ校長先生らしい感じの方が５人くらいいられて、非常に深刻な感じの

顔で歩いておられました。

そんなに深刻になられることはないんじゃないかと私は思ったので、ある疑念が湧

いたんですが、その方の後ろについていきました。僕がずっとついてくるもんですか

ら、後ろを見て不審がっていられる方もいられましたが、まあ歩いていった。ところ

が途中で、どうも違うんじゃないかと。近づくにつれ、地下道をどんどん進んでくる

たびに、上着を取ってトランクを持ったりしていられた先生方が、少しずつ去ってい

かれる。そして、あとにその５人の人だけが私の前を通っているわけです。

Ｃというところでその人は降りられましたので、降りて、外に出た。ところが、ホ

。 、 、テルが見当たらない そして その５人の方がタクシーを待っていられる感じなので

そこに行きまして、先生方の研究集会に伺おうと思って、あなた方についてきたんで

すけども、ここはタクシーに乗らなきゃ行けないような遠さでしょうかと私が言いま

したら、その方は大阪の警視庁の者ですと言われたんです （笑）。

それで私は非常に困りまして。警視庁の方だったら、ホテルニューオータニはご存

じでしょうかと言ったら、２人で相談して、Ｄというところから出て歩いていくとい

うのが正しいんじゃないですかと、その人が言ってくださいまして、ありがとうござ

いましたと言ったら、しっかりやってくださいと言っていただきました。そして、こ

こにたどり着いたわけであります。

その娘に、教頭先生方にお会いするんだけども、どういう話がいいと思う？ と言

いましたら、自分がちょっと学校の先生をしておりました。体が弱いために辞めまし

たが、図書館に勤めておりましたが。彼女によると、教頭先生は大抵、用事があって

お伺いすると、本を読んでおられた、部屋でというんです。だから、本を読まれる方

たちであるから、本の話をしたらいいと言われまして。私は自分がこの６年間ずっと

読んできた本を 毎月１冊ずつエッセーに書きまして 朝日新聞 に載りました 定、 、『 』 『

義集』というものを出したところなんです。

ですから 『定義集』に出しているものをお話ししたらどうだろうかと、娘に言っ、

た。そうすると、私は発音が不明確なもんですから、引用をしますと、その引用した

部分が正確に伝わらないときがある。そのときには引用した文献をコピーにしておい

て、それを出口のところに置いておいて、要る方には持っていってもらうようにと言

いましたが、ここに来ましてちょっと見ましたら、とても足りそうにないんです、そ

のコピーが。それで、コピーを差し上げるんじゃなくて、本にある文を引用すれば、

もしそれを見てくださろうという方がいられたら、本で確かめてもらえると考えた。

しかし、そんなにたくさんの方に本を買ってもらうわけにはいかないから、できるだ
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け明確に引用をしたいと考えております。

さて、私は戦争中に小学校に入りまして、５年生の時に戦争が終わりました。敗戦

に終わりました。四国の愛媛県の南予と申しますけども、山の中です。森のへりのよ

うなところです。森と川との間の狭い平地に私どもの集落があります。そこで育ちま

した。そこで、図書館もありませんし、自分のうちの本もほとんどないんですが、た

だ、疎開というのがございましてね。戦争が始まって、昭和 年くらいになります19

と、 年になりますと、大阪、神戸、いろいろなところが空襲で焼けます。それ1944

から、近くにある松山市すらも空襲で焼けたんです。

そうしますと、そこの子どもたちやお母さん方が、私たちの村に移ってきていられ

ます。今も福島でそういうことを子どもたちが、いろんな場所や沖縄で経験していら

れるということを知っておりますが、私たちの時はそれを疎開すると言いました。そ

して、疎開してきた人たちがいられる。それから疎開してきた人たちが村を去っても

う１度大阪や松山に帰っていかれる時に、そのうちで読んだ古い本を分けてくださる

ということがあって。

うちの母が非常に勢い込みまして、例えばお金で売っていただくというわけじゃな

いんです。何か食べ物、お米とか。お米なんかありませんから、麦とか、小麦とか、

芋とか、そういうものをお礼に持っていくと、本を分けてくださる。そういう習慣を

誰かがつくって、いろいろ本を分けていただきました。

その中にいろんな本があって、ですから、戦争が５年生の時に終わって、６年生、

新制中学１年というふうに移っていく時には、かなりたくさんの本を持っている人間

として、私は敗戦を迎えたわけです。敗戦を迎えるまでは、日本の教育制度では、小

学校は国民学校と言われていました。ご存じのように、国民学校という制度は、ナチ

スドイツの学制を模倣したものだと思います。そういうドイツ式の教育制度というも

のが日本の小学校教育にも入ってきた。そして国民学校という名前になっておりまし

た。

それが５年生で敗戦になり、６年生になると新憲法が公布されました。そしてその

翌年、戦後２年目には、その憲法が施行された。施行されると同時に教育基本法とい

うものも公布され、施行されました。そしてそれを、学校に行きますと先生方がパン

フレット、憲法のほうは文部省から来た教科書があって、それは私たちももらったん

です。ところが、教育基本法のほうはそういうものがありませんで、ただ先生が教員

室の、私たちは職員室と言っていましたが、職員室の前の窓ガラスのところに、紙に

書いたものをピンで留めていられたわけなんです。

それを読んでみますと、憲法のほうにはよく分からない言葉がたくさん出てきます

けれども、教育基本法というほうは子どもにも、小学生にも分かる。ちょうど私は新

制中学の１年生になっておりましたが、新制中学１年生にも読めるもの。その時は、

それを文体と言うということは分からなかったですけれども、文章を読んでみると、

私はぶつぶつ口の中でつぶやいて読むという癖があって、それは私の祖母が、もう老

眼になっていたおばあさんが、私が本を読んでいると、どうせ本を読むんだったら無

駄だから、声に出して読めと祖母が言うんです。無駄だからというのは意味が分から

ないでしょうが、横に聞いている人がいれば声に出して読むことは意味があると彼女
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は言って。

、 。 、おばあさんは目が老眼ですから 聞きたいわけです 私のところに本を持ってきて

自分の本も 『婦人倶楽部』なんていうのを持ってきて、連載小説があったのを読ま。

せます。私の読みたい本も読みます。それで声に出して、普通黙読することを先生方

は教えられますけども、私は逆に中学校の時から声に出すということを祖母に強制さ

れて読むようになっていた。

そして、教育基本法を読みますと、その言葉の感じというのが非常に私はいいよう

に思ったんです。大人というものは、こういうふうに静かな感じで、しっかり力を入

れて、文章というものは書くものだと。それが私たちに伝わってくる。書いた時の書

く人の心の様子と同時に、それを書く身体の様子、体の格好まで伝わってくるような

感じ。まっすぐ背を伸ばして書いていられるという印象が僕はあった。こういう文章

が、こういう文章の感じというものがいいんじゃないだろうかと私は思ったんです。

そして、それを先生に作文を書けと言われまして、私はそれを作文に書きました。こ

の教育基本法という内容は先生方が話されたとおり、少し覚えているところもある。

しかし、教育基本法を声に出して読むと、その文章の感じが実にまじめな感じがする

と、私は言ったんです。

先生は笑って、それは文部省の人がこれを書く以上、大体文部省にはまじめな人が

いられるだろうと。かなり懐疑的な人でした。まじめな人がいられるだろうと思うよ

と。その人もまじめに書かれたんだよと言われたんです。僕は、そうかと思った。こ

ういう文章の姿勢というのは僕はいいと思いますと先生に言ったら、それを文体と言

うんだと、その先生が教えてくださったんです。私が文体、スタイル、スティルとい

うことを初めて言葉として習ったのは、その先生が私に教えてくれたんです。それを

文体と言うんだと、彼が言ったんです。ああ、そうかと、僕は納得した。

そして思ったことは、自分の村の人間が話している言葉というものは、どうも文体

が悪いんじゃないかなと。町なんかからお役人のような方が来られますと、私のうち

は紙の、紙幣の原料のミツマタというものをお百姓さんに作っていただいて、それを

お百姓さんの奥さん方に乾かしてもらう。栽培してもらって、枝を切り取って、それ

を蒸しましてね。大きい蒸し釜、酒蔵の酒だるを応用した蒸し釜を作って、それはう

ちにあります。そこで蒸したものを冷やしますと、皮をはいで、それから乾かして、

保存してくださるというのが、お百姓さんのうちでやっていただく仕事なんです。

それを翌年、１年乾かしたものを、すっかり乾いた後でまた水に、川があります。

その川の水に浸しまして、川に浸すことを す[かす]というんだと、さんずいに と滓 宰

書くんじゃなかったかな。水に浙すという言葉を覚えたんですが、浙しておいたもの

をもう１回引き上げて、それを「へぐる」というんです。へぐるという言葉もここに

あることを後で発見しましたが。皮を上と下の鉄の鉄片で圧迫して引くと、裏皮なん

かが取れて、真皮と僕たちは呼んでいました。真っ白い皮になる。それを干して、そ

れから干したものを束にして、内閣印刷局というところに納めるのが私どもの家業で

すが、それを２人の方が検査にやって来られるんです。納品する前に。

夜、ちょっと検査をして、それからお酒を飲んで歌ったり何かして帰っていかれる

んでしたが、その人たちが、いつも等級をおつけになるのに、隣町の人たちはみんな
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Ａという、１級ですね。今でいえばＡ級。１級という印をつけてもらえるのに、私の

。 。 、 。ところはいつもＢ級なんです それが分からない 一生懸命やっているんです 母が

どうしてＢ級なんだろうと。隣の酒屋さんの副業が、その仕事でした。

、 。 、酒屋さんの奥さんに母が聞きにいくと 私どもは全部第１級だと それは奥さんが

私の母ですね。あなたが試験官と話す時に、奴隷のような言葉遣いをするからいけな

いんだと。奴隷のようなということを言われたのを、母が非常に悔しがって帰ってき

ておりました。地方の方言で非常に丁寧な言葉で話すために、向うで見くびって、あ

なた方はＢとする。そして、すべてＢだったら困るから、私のうちは立派な標準語で

話すから、向うは一目置いてＡとするんだと思うと言ったんです。あなた方も威張っ

て標準語で話すと、Ａが混じってきますよと、冗談でしょうが、言われた。

そういうことがあって、全体に私は村の人間が、村役場に来るような方に、あるい

は学校の校長先生なんかと話す時には、みんな標準語に近い言葉を使って、日常で暮

らしているんですよ、その時でも。ところが、みんな完全に方言になって、方言しか

自信がないんです、みんな。それで、方言で話す。話を聞いていて、どうも僕は対等

な会話というものが行われていないと思ったんです。

それでずっと考えていたのを、このように確実に、自分たちの方言というものはも

う横に置いておいて、教科書に書いてあるような標準語でもって話せば、はっきり通

じるんだと。そして、先生方が言われる言葉と、自分たちが使う言葉とは同じなんだ

から、その間に奴隷も王様もない。言葉はちゃんと僕は通じるだろうと思った。こう

いうふうに相手と対等に使えるような言葉で話すということも、やっぱり僕は文体な

んだと思いましてね、僕ら村の人間は文体を変えなきゃいけない。そうでなければ、

、 、都会から来た人に差別されるとか 軽んじられるというふうな作文を僕は書きまして

それを提出しました。中学生の時でした。

そして、それから私は宣言しまして、自分の言葉を全部標準語にすると。みんなは

遊ぶ時、方言でしゃべっていますけど、私はみんなと話す時も、友達が、当時はみん

な「わし」と言っていました、自分のことを。 、 、 というのを 「わし」と言moi je I 、

っていました。それを私は「僕」と言うことにしたんです。みんなが「わし」と言っ

ている。僕は「僕」と言うことにしたんです。

野球なんかしていても、ボールを投げられて、僕はキャッチャーでしたけど、落と

しますね。そうすると怒るんです、ピッチャーが。その時、僕が悪かったと僕が言う

。 、 。 、でしょう そうすると ピッチャーが怒るんです おまえはエラーをしておきながら

僕とは何かと文句を言う。ほかの人たちも、僕が「僕」と言いますから、僕のあだ名

を僕というのにしたんです。ほかはみんな 「わし」と言っているでしょう。僕のこ、

とは、僕ですよ。

ですから、この前も村に帰りましたら、町長さんがこういうふうにちょっと話せと

言われて、 人ぐらいの前で話す時に、町長さんが私を紹介してくださる時に、大20

江さんは幼少のころから自分のことを僕と呼んでいた人です。非常にいい心掛けです

、 。「 」 、と言われたけど みんな誰も笑わないんです わし という言葉はないんですから

今は。そういうことをしていた。そして言葉というものも、そういうことがあるんだ

と考えていた。だから言葉というものにも、その人の在り方が出るものだと考えてい
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た。しかし、教育基本法の文章がなぜこのように自分の心を打つんだろうと思ってい

。 、 、 、た それは ゆっくり考えて 高等学校になったころに気が付いたことですけれども

この書く人たちがまじめなんだということに私は気が付いたわけです。

しかし、どうして、例えばほかの法律を見ても、刑法とかそういうのを書いたのが

『六法全書』に入っているけども、憲法もあります。憲法は前文なんかは非常に風格

のある特別な文章ですが、どうして教育基本法だけ、こういうふうにまじめな印象が

、 、 、 、するんでしょうと 僕は母に言いましたら 母が言ったことは この方たちはみんな

当時満州と言った、そういう外地に行っていられて東京に引き揚げてこられた方もい

られるし、東京で空襲を受けられた方もいられて、それから戦争で自分の家族が亡く

なった方もいられるだろうと思うと。そして人間は、自分の家族の、あるいは自分自

身の死の問題に真っすぐ向き合った時に、本当にまじめになるんだと。

だから、この人たちは、きっと戦争中にご家族の誰か１人でもお亡くなりになった

方がいられて、それで文章を書こうとすると、基本的にまじめな文章になられるんだ

と思うと。だから、僕が言っていたようにまじめな感じで、悲しそうな感じがするく

らいまじめな感じで、この教育基本法というのは書いてあるんだけれどもと母に言っ

。 、 、たことを覚えていて だから あなたが悲しそうだと感じたことは正しいのであって

みんな心の中にある悲しみを持っていられて、そこから立ち直っていこうとする、新

しい国として出発していく。どうなるか分からないけれども、そうすると。食料もな

いけれども。そういう時にも、本当にそういう悲しい気持ちを持った人たちがお書き

になっているので、まじめな感じじゃないだろうかと彼女が言った。

それで、ああ、こういう文体に僕が感じたものは、まじめさと同時に悲しさという

こともあると思った。それはそういうことなんだろう。そういう生き方というものが

文章というものに反映するということが、文体ということなんじゃないだろうかと僕

は思ったんです。

それから５年ほどたちまして、岩波文庫に哲学の本がありまして 『時間と空間』、

って、皆さんお読みになったでしょうか。非常に難しい哲学の本が、また非常に難し

く翻訳されているものがあって。僕はもう大学１年生になろうとしていましたが、そ

れを買って読んだんです。非常にこの文章は分かりにくいと思った。

しかし、最後のほうにいきましたら、人間が本当にまじめになるのはと書いてあっ

たと思うんですが、本当にまじめになるのは、死という問題に直面した時だと。自分

の死について考える。あるいは自分の周りに亡くなった人がいて、その悲しみという

ものをしっかり受け止めた時、人間はまじめになるのだと、その哲学者が言っている

ということに僕は気が付いたわけです。そういう、よく分かることが書いてある部分

は非常に短いものですが、それもほんの最後のところの、最後の章の最後の序文のよ

うなところに書いてあっただけです。

それで家に帰りまして母親に、お母さんが言った、人間は悲しい時、死に面した時

にまじめになると言っている哲学者がいて、この岩波文庫にそう書いてあると僕が言

ったんです。そうしたら母が、その哲学者は見所があると申しまして （笑）堂々た、

る感想を述べてくれました。

そういうことで、文体というものに非常に関心を持つようになったということから
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始まりまして、私は本をよく読むようになりました。ところが自分の書く文章に、ど

うしても自分が読んで影響を受けた言葉をそのまま書き写すようなところが、僕の文

章にあるということに気が付いてはいたんです。その後、小説を書くようになって、

あいつは何だか妙に古めかしい、硬いような言葉を使うやつだと。それで難解になっ

ているのであって、あいつの考え方が本当に深く、複雑だから難解なんじゃないとい

うことを評論家に言われたりしまして。結局、大江の文章は難解だという話は今でも

続いておりますが。

その時に、私は、やはり自分が受け取った言葉、それから外国語を自分で訳して使

っている言葉が確かにあると、文脈でも。そういうことに問題があると気が付いてい

たんです。ところが、それを直接私に言ってくださる方もいられまして。私の家のす

ぐそばに野上弥生子先生という大小説家が住んでいられまして、それから山のうちへ

行って、北軽井沢というところに山小屋を持っておりましたが、そこに行って夏を過

ごす時も、私どもが息子と一緒に魚釣りに行ったりする川のちょうど上のところに、

がけの上に先生の書斎があって、そこから下を見下ろして、また暇な小説家が川遊び

していますと編集者に言われたりするような関係でありましたが、そういう無関係さ

でありましたが。

ところが、その野上先生の 歳のお祝いがあって、そこで来年の 歳の誕生日99 100

はもう１回するけれども、 歳のそれを白寿とかいうと。その記念式があるので、99

先生の業績を 分間でまとめて話せという役割が私に与えられまして、私がそれを10

したんです。そうしましたら、野上先生が私の控え室までわざわざやって来てくださ

いまして、あなたは一生懸命原稿を書いて読んだのは正しいと。態度がいいと言いま

した。

しかし、あなたは私に比べて何歳年下ですかといわれまして、僕が 歳年下でし50

た。 年若いわけですから、先生よりも 年若いんですと私が言ったんです。そう50 50

ですかといったら、そのことであなたは先ほどお客さんに受けようと思って、冗談を

言ったでしょうと言われまして。あれをもう１回、よく分からなかったから、あの冗

談だけもう１回言ってくれと言われまして。

私が１歳の時、先生は 歳で、私の 倍でした。それから先生が 歳の時、私50 50 75

が 歳になって、３分の１になりました。そして、もうすぐ先生の２分の１になろ25

うとする。人間は努力すれば相当なことができるものだと考えておりますと申し上げ

ましたといったら （笑）あなたの算数は幼稚な算数です。その年になったら、もっ、

と高級な数学をやれと。自分は和辻哲郎先生から、高等数学というものを毎日のよう

に北軽井沢では講義を受けていますと言われました。そういうことがあった。

それと同時に、あなたは文章に希求するという言葉を使うと。願い求めるという意

味の希求するという言葉を使うけれども、それは漱石先生だって使っていた。その時

代からの言葉であって、私さえ使わない。それを 歳年下のあなたが、希求すると50

いう言葉を使うのはどうしてですかと。そういう漢語に頼れば、自分の文章に品格と

か学問とかが出来ると、感じが出せると思ったら、あなた間違いよとおっしゃいまし

て。どこから覚えたの？ と言われたんです。それで私は、答える言葉はあったんで

すけども、お祝いの席ですから、よく分かりましたと。今後この言葉は使わないよう
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にしますと僕は言ったんです。

だけど本当は、この希求するという言葉は僕は憲法から持ってきたんです。憲法の

前文に２カ所あったと思いますが。そして自分たちが願い求める、希求するというこ

とを、憲法を作った人間が２カ所も前文に書いている。それから教育基本法の最初に

も、希求するという言葉が出てくる。それは、この希求するという言葉が、きっと憲

法を作る人たち、あるいは教育基本法を作った人たちの頭の中にも非常に重要なもの

としてあったのであって、それは僕が考えている戦後大きい犠牲の後からやり直そう

として、新しい教育というものをつくり直そうと。それによって、世界に向かってい

こうと。

世界に向かって日本人が復活していくために必要なのは教育であって、すべて教育

によるものだと書いてある。そこで希求するという言葉をこの人たちが使ったという

のは、言葉のレベルでの文体として、文章全体のレベルとしての文体がある。それか

ら、文章１行１行の文体というものもある。それから、１つの句としての、節として

の文体もある。しかし、１つの漢語を使う、１つの漢字を使う。その漢語を日本語の

意味に、同じ意味の日本語、大和言葉に置き換えないで漢語を取り入れるという、そ

の漢語の取り入れ方自体に、僕は日本文というものを作ったわれわれの祖先の言葉の

語感、文体観というものが表れているはずだというふうに考えて。

その証拠に、例えば中国人の友人と話していて、どうして日本人は、漱石にしても

そうだけども、こういう漢語を使うんだろうと。これは同じ時代の中国人の作家も、

こういう古い言葉は使わないぜと言う人が何人もいました。そういう点で、僕は漢語

を漢音、漢語の音で、１つの漢字に１つの音という読み方で発音する場合の音として

、 、の文体観と 日本人がそれを日本の言葉に置き換えての音の感じの文体感というのは

僕は違うと思うと。

だから、日本人には日本人の漢語の使い方、漢語の文体というのがあるんだと思う

けれども、しかし君が言っていることは正しいねというようなこと。それで、１つ、

夏目漱石の『明暗』の最初の ページ分だけ漢語を全部抜き出してみて、それをそ100

の友達に送ってやりました。そうすると、確かに彼は、この言葉は使わないという言

葉が幾つもあるということを教えてくれたりもしたんですが。

、 、 。 、さて そうゆう場合 私は自分が難しい言葉を使いすぎるところがある それから

難しい考え方を教わったまま使っているところがあるということを自覚してはいたん

です。そうしましたら、ある時、この『定義集』という本に書いたこととしてお話し

しますが、そこに１つの章がありまして、学び返すと教え返すということを書いてい

ます。学ぶが漢字で、返すは返事の返という漢字です。教え返すという言葉も、学ぶ

と返す、教えと返すと漢字に書いているんですが、これについて、学び返すというこ

とと教え返すという言葉があるんだということを私に教えてくださったのは、鶴見俊

輔さんでした。鶴見俊輔さんのご本を読んで、鶴見さんがお医者さんの方と対談され

た新聞での対談記録を読んで、こういう言葉を鶴見さんが、鶴見さん独自の定義の仕

方で使われている。それが自分にとっては非常に意味があると思うということを、そ

の文章に書いたんです。

その文章は、先生は自分と、先生のことを非常に尊敬していられるお医者さまがい
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られまして。何かの集会で、講演会か何かで先生に質問した学生さんがいて、その方

がお医者さまになられて、付き合いが続いているということだったと思います。そし

て、その時に鶴見先生が例えば 歳だったとすると、その方は 歳ぐらいのお医者70 35

さまでした。私はその中間で、 歳くらいだったと思います。50

この２人の漢語の使い方の中間にある人間として、この先生方、２人が使っている

この言葉が面白いということを書いた文章なんです。それはどういうことかといいま

すと、鶴見さんはもともと、ある英語の単語を挙げて、それを日本語に、自分はこう

訳すというふうに言っていられるんです。それが、私などは考えなかった訳し方なん

です。私だったらそれを、学び返すというふうに私は訳すと思う。それを先生が別の

言葉で訳していられるということが、私は非常に面白いと思ったんですが。

鶴見俊輔さんの本をよくお読みの方は、鶴見さんの日本語というのは非常に特別な

ものだということをお感じになっていると思うんです。それも、もちろん優れた文章

ですよ。そして鶴見さんはずっと東京のおうちの方ですから、お母さんも非常に教育

熱心な方で、東京言葉、それも江戸時代の武家の言葉につながるような、しっかりし

た言葉を持って育った人です。ところが彼は、少年時代に落ちこぼれみたいな感じに

なりまして、学校で。

それで、勉強を続けられない。彼を進学させてくれる中学校がないというわけで、

お父さんとお母さんとが、鶴見祐輔氏とその奥さんですが、鶴見俊輔さんをアメリカ

の友人のところに送られた。そして、マサチューセッツのケンブリッジですか。そこ

の日本語学校に行って、まず日本語を学んで、そしてそれを急速に学んで、大学はハ

ーバード大学です。ハーバード大学に１年級に進学するという、非常に驚くべき早熟

な才能を彼は示したわけですが、それだけの人なんですが。

そして、英語というものが彼の、私は頭の中の基本の言葉というものがずっと、亡

くなられるまで、僕は英語だったと思うんです。私たちは憲法９条の会というところ

で集まって、非常に楽しい議論もしました。加藤周一さんもいられたし、井上ひさし

もいた。小田実もいました。そして話す時に、彼が引用しようとする言葉を、ある言

葉を引用される時、私がもぐもぐとやるように、口の中で何かほかの言葉を彼が思い

出していることが、僕のようにそれをいつもやってきた人間には分かるんです。

鶴見さんが英語のフレーズを思い浮かべて、それが一拍あって、やっと日本語に訳

し終えて、それを僕たちに向かって発言しておられるんだということがよく分かった

んですが、その１つに、徳永進さんと先生が話しながら、英語で という言葉unlearn

があると。 、勉強する。その という言葉に、あるいは という言葉に、learn learn study

あるいは という言葉に、 とすればもっと分かりやすいですが、 、teach teach-learn learn

学ぶという言葉があって、それに対する対語として という言葉がある。 がteach teach

あって があるわけですが。そしてその両方の言葉に、両方とも、 というlearn unteach

、 。言葉があり という言葉があるということを鶴見さんが言っていられるんですunlearn

鶴見さんは という言葉だけを挙げていられました。私は、それは にunlearn unteach

対する言葉だと心の中で思ったんですが。そして、自分たちは教育を受けるんだけれ

ども、実際の教育を受けて、先生から先生の言葉で教育を受けたそのままの言葉で受

け止めている場合、それは実際の役には立たないんだと思う。戦争中に日本の学者が
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非常に多くのことを学んだ。そして敗戦の経験もした。その敗戦の経験の仕方という

もの自体を読んでも、昔の政治家が書いた回顧録なんかを読む。軍人の書いた回顧録

を読む。

その中で、やはりこの人は自分の非常にオーソドックスな、東大とか一高とかいう

ところで学んだ言葉そのものを、先生の言葉そのものを頭の中に取り入れていて、そ

れを実際の経験に即して、もっと現実に即した意味、即した思想、即した生き方とい

うものに置き換えていないから、その人の考え方がぎくしゃくする。本当に役に立つ

ものとなっていないということを自分は感じていたと。ところが最近は戦後に育った

人間も、やっぱり大学で教わった言葉そのものを自分の言葉にしていて、それをちゃ

んと自分のものに使いこなしていない。だから、時々はっきり役に立たないというこ

とが生じた。

ここに、その年代の方がたくさんいらっしゃるでしょうが、大学紛争の時も、先生

方と学生諸君との間の言葉の行き違いが生ずるのは、しばしばですね。先生は昔から

の教育を受けた人、それから外国語を正確な日本語に置き換えたというふうな勉強の

仕方をした人だから、しょうがないけれども、その人から学ぶ学生諸君までが何とな

く古めかしい言葉で話す。そこでうまく、学生自身がうまくその言葉を使いこなして

いないということが分かる。それでもって、うまく通じないということが生じるとい

うのを自分は横から見ていたと言われるんです。

それで本当は、実際はどうしなければいけないかというと、こうなんです。鶴見さ

んの定義で言いますが、大学で学ぶ知識は無論必要だと。しかし、覚えただけでは役

に立たない。それを学びほぐしたものが血となり肉となるというのが、鶴見さんの言

い方なんです。

大学で学ぶ知識はもちろん必要だと。これはもう注釈は要りません。しかし、覚え

ただけでは役に立たない。しかし、大学で学んださまざまな分野の問題、法学の問題

でもあるし、物理学の問題でもある。地震学の問題ですらあるでしょう。そういう学

問的な言葉で説明されたものが、例えば地震が起こった場所とかいうふうなことの地

震学的な定義に即して、学校の先生方が話していらっしゃる。

特に原発に反対する側の人たちが話されている言葉と、それを政治家が私たちに向

けて使う場合と、それから私どもが受け取る場合と、そこにどうも食い違いが生じて

、 、 、いるのは 私は例えば地震の用語ひとつにしても どうも覚えただけでそれを使って

覚えたとおり使えばそれが通じるような社会というものがあって、それをよく何々ス

クールとか、何々部落とか、そういうふうに言う言い方をするのも、原子力村という

ことかな。例えば原子力村というような言葉を使って新聞が批評をすることがありま

すが、それは非常に明らかに、はっきり覚えた、学問のある人が覚えた言葉であるこ

とは確実なんです。

それは実際に震災の原因というようなことを調べる人たちが、実際に実用で用いな

がら使いこなしていく上で、この言葉ではなく通じないと思って使い直した言葉。そ

れが実際にはあって。そういう言葉がわれわれの中にも、先生方がお書きになる大衆

向けの論文とか、それから、報告とか講演なんかで私たちに伝わってきて、実際に役

に立たないと分かると。そこを役に立つものにして、政府が説明する説明に対して、
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それに反論することのできる市民たちが出来てきたというのが今の状態だと思います

が、そういうことを鶴見さんは、これは学ぶ知識は無論必要だが、しかし覚えただけ

では役に立たない。それを学びほぐしたものが血となり肉となると言われているんで

す。

学びほぐすと、先生は言われるわけです。ほぐすというのは、受け取ったものをば

らばらにして、軟らかいもの、やさしいものにして、それをもう１回自分の言葉に組

み立て直して、そして使うようにする。与えられた硬いものを軟らかくするように、

それから糸がもつれて固まっているような考え方を、１本１本糸をほぐして、とらえ

やすいようにすること。軟らかくする、ほぐすということが、先生と生徒の間で、特

に受け取るほうの生徒にとって必要であって。

生徒は先生の言葉を受け取って、それを軟らかくしていって、それをほぐしていっ

て、それを自分のものとする。そして、それを実際に使ってみると、それが役に立つ

ことが分かる。それによって、身に染みて、その言葉の意味が理解できる。その時に

初めて、この言葉はその人間の中で、学んだものが学びほぐされたものとなる。そし

てその人の知恵となるというのが、鶴見さんのお考えなんです。

そして、その学びほぐすというのを というと。自分が教わったものを学びunlearn

ほぐすというのを すると、先生が言われている。それを私は英語の字引を引unlearn

いてみると、 の対語には という言葉があります。例えば 『リーダーズunlearn unteach 、

』 。 、 、英和辞典 なんかにあります すなわちそれは という言葉は使わないですよunteach

アメリカ人も。僕の経験では。アメリカ人と話してみて、 というのは聞いたこunteach

とがないという人が多かったです。ところが があるんですから、 があunlearn unteach

るに決まっています。言葉として。

、 、ところが というのはなかなか よく意味が通じないように感じるけれどもunteach

先生から教わったものを、 されたものを、こちらがほぐしていく。そして分かteach

りやすいものにする。それは学ぶ側がそうするということで、教えるほうからは教え

ることだけれども、学ぶほうは教えられるということは学ぶことであるから、学んだ

ことをほぐしていくということで、学びほぐすという言葉を鶴見さんは使っていられ

る。

それで私は、自分たちの人生の中で本当に自分が学んだものをどうしてもほぐさな

ければならないことがある。学びほぐす、使いほぐす。そして自分のものにする必要

があると。それは私たちは大学で授業を受ける段階において、実際にそれに出合うん

。 、 。だと それを実際の生活の中でほぐしてみることによって 本当に自分の知恵とする

だから教える側も、 する側も、そのことを自覚しなきゃいけないんじゃないteach

かというのが、鶴見さんのお考えなんです。すなわち、私たちは習う者として、習う

者がいわば自衛するように、自分が難解なものによってつぶされないように、自分自

身を守るために自分でほぐすことをして、自衛しているわけです。そして、自分自身

をつくっているわけです。経験によって、あるいはいろんな人と話し合って、それが

相手に理解されないことを通じて、次第に自分自身が学んでいるものを自分の中でほ

ぐしていくことができる。それを先生は、教える側からいえば、 する側に問題teach

があるんだと。 した人間が、実はあなた方が教える教え方は間違っているんだteach
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と。あなたの教え方を基礎付けているあなた方の考え方自体に問題があるということ

を言うのが、鶴見さんの教え方です。

そしてそれは実際に、例えば教育の現場で働くということをした人、それからお医

者さんが臨床の現場で働くということをした人。そういう人たちが、先生方もお医者

さん方も、自分が言っていることが相手にはっきりよく伝わっていないということを

感じる時に、お医者さんも自分の臨床を通じて、これは自分の教え方が間違っている

ということに気が付く。先生方は授業の現場で自分の教え方が、教師としての受け止

めが間違っているということに気が付くということがあるんだと鶴見さんは言いまし

teach learnて それを先生が時々最近は日本人も先生に対して する側の先生に対して、 、 、

した学生が する場合があると彼は言うんです。unteach

すなわち、学生運動というのはそういうものだと。教室で先生が教えたことをずっ

と自分たちで引き受けて、そのまま受け止めてきた。それを、先生の教え方自体に問

題がある。教える立場としての、あなたの人格のつくり方そのものに問題があると。

それが教室の民主主義というものを壊しているんだということを主張するというの

が、そういう基本的なことが、東大の医学部の学生諸君によって行われたんじゃない

ですか。それが常に行われなければならないと。

そして英語には現に という言葉があって 『リーダーズ英和辞典』を引いてunteach 、

、 。 、 （ ） 。みますと こう書いてあります 人に既得の知識 既に得られた知識 習慣 ですね

人に既得の知識（習慣）を忘れさせると。自分が教える相手、教える相手が持ってい

る、先生自身が持っている既得の知識（習慣）をまず忘れさせるということが教育の

一番最初に必要なんだと、この字引は書いているんです。それを というと言unteach

っているんです。

そして、正しいとされていることを正しくないと教えるというふうに説明してあり

ます。そして、そのことによって 、教えるということには欺瞞性が含まれていteach

る。本当は乗り越えなきゃいけない欺瞞性があると。それをそのままにして とteach

いう言葉があるから、そこで教えられた言葉を する必要が学生に生じて、そunlearn

れから した学生が逆に先生に向かって、あなたの教え方、あなたの教える確unlearn

、 。信というもの 根拠というものが間違っていると先生に言ってやる学生が現れてきた

それが ということなんだと。unteach

unteach先生方は、その学生が言うことに対して腹を立てるんじゃなくて、自分は

されたんだと。自分がもう知っていると思っていたこと、既得の知識（習慣）という

unteachものが間違っているということを理解して 自分自身を教え直すということが、 、

されることの効能なんだということを『リーダーズ英和辞典』は説明として書いてい

ます。

そして先生がお話しになるのは、自分は教育の現場でそういうことをよく感じてき

た。ところが、自分の若い友人の臨床の場所にいられる、ホスピスケアということを

、 、やっていらっしゃる医師の方は 自分は本当にホスピスケアをやる医者になるために

医学によって教えられた、 されたことをすっかり解きほぐして、それこそ自分teach

自身が先生になって教え直すことをして、そして解きほぐし、学び直したことが、初

めてホスピスケアという場所で役に立ったと。しかも、ホスピスケアということをや
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ってくること自体が、自分の確信を強めてきたといって、徳永さんと鶴見さんの対話

は結ばれるんです。

私はこの、長くなりましたが、 すること、 すること。 されるunteach unlearn teach

こと、 すること。それから したものを解きほぐすことが、どんなに重要かlearn learn

というようなことを自分で考えるようになった。私は小説を書きながら、どんどん書

き直していきますけれども、書き直すということはこういうことだったということを

自分が理解していったというふうに考えています。

さて、非常に長くなりましたが、私は 年に生まれたわけなんですが、 年1935 1935

のヨーロッパというのはちょうど、よく皆さんご存じのように、ドイツではナチス政

権が成立していました。そして教育が、ナチズムによるドイツの思想家たちの思想と

いうものが、どんどん入り込んでいたと。ハイデッガーのような人、先ほどの言葉を

書いたハイデッガーですが、彼の考え方自体にナチズム的な要素があったということ

を、お弟子さんのハンナ・アーレントさんが戦後告発するような、正確に述べるとい

うようなことがあって、大きい問題になったこともご存じでしょうが、その 年1935

のころの大学教育は大体自然に、一番最初にそういうナチズムの影響下にあった。そ

れが高等学校に行き、中学校に行き、日本の学制でいえば。そこで、そういう教育と

いうものが、ドイツでは自然に行われ始めていた。

ところがフランスは、ドイツの隣の国のフランスにも、初等教育、中等教育の分野

でナチスが教えているような全体主義的な教育の仕方。非常に効率がいい。先生が言

ったことを、先生が したことを してくれるなんていうことは言わない。teach unteach

したものは、そのままそれを習って、それを持って生きて行くという人間がいlearn

るところの、そういう思想というものが行き渡ってしまったドイツから、それがフラ

ンスにまで染み渡ってきたぞということを警告するということを、彼らが、フランス

の知識人がしたという例の１つをお話ししたいんです。

それは、私が生まれた 年に、まだ若いフランスの哲学者でポール・ヴァレリ1935

ーという方をご存じでしょう。ポール・ヴァレリーという人が、セットというリセが

あります。今の新制中学と新制高校とを大体一緒にしたくらいの年齢層でしょうか。

リセという学校がある。セットという場所があって、海のそばにある町ですが、その

セットという町のリセで 年に彼が講演したわけです。ポール・ヴァレリーが。ヴ35

ァレリーもそこの出身です。

その中で、自分は非常に今ヨーロッパ全体の動きの中で不安なことがあるというふ

うに言われるんです。そこを引用します 「ヨーロッパの幾つかの場所で、国家に仕。

える国民をつくろうとしている 」国家、それはドイツのことです 「ドイツで、ナ。 。

チスドイツという国家に仕える国民をつくろうとしている。計画し、仕込み、１つの

、 」 、方針の教育をして 社会の仕組みや経済にそのままついてくる国民を育てている と

彼は言うんです。そして 「それは精神の自由と繊細な教養が子どもへの押し付けで、

壊される。私はそれを恐れる」と、ヴァレリーは言っているんです。

精神の自由、つまり精神は子どもの時からまず自由でなければいけないということ

は私たちもよく分かります。ところが繊細な教養というと、それはちょっと分かりに

くいんじゃないですか。繊細な教養という言葉を読みほぐす、学びほぐしてみると、
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こういうふうになると思います。ヴァレリーが言う繊細な教養というのは、デリケー

トな教養ということですが、教養というのはキュルチュールということですね、フラ

ンス語でいえば。キュルチュールというのはカルチャーということで、カルチャーと

いうことは、僕たちはむしろ１人の人間の教養というよりは、１つの社会のあるグル

ープの文化として、私たちはカルチャーという言葉を受け止めるでしょう。

あの人には文化があると、フランスの小説にはいくらでも出てきます。しかし、あ

の人には文化があるということって、あんまり言わない。そのとき私たちは、あの人

には教養があるというふうに言います。ですから、社会の文化としてのキュルチュー

ルが個人の中で内在化する。その人のものになって、教養となると考えてもいい。と

にかくキュルチュールというものは教養であり、文化である。

そうすると、繊細な教養というものは家庭教育なんかで特に、それから先生と学生

との個人的な付き合いによって、非常に繊細な教育というものが行われていますよ。

私は、あの先生にこれを習ったということをちゃんと覚えています。これは母親が言

った言葉だということは、今もお話ししたとおりです。そういう繊細な人間関係によ

って育てられたところの教養というものが、私たちにはある。

ところが、それが子どもへの押し付けで壊される。子どもへの押し付け教育という

ものがありますと、先生方が、文部省が計画し、先生方がそれを学び、仕込まれると

いうと失礼ですが、お互いにそれを仕込み合い、そして１つの方針として、自分たち

の教育の方針として与えられる。それは自主的な教育であるけれども、しかしそれは

国家の計画し、仕込み、１つの方針として提示したものである場合もある。

それを、まず先生方が される必要があるけれども、そうしないで、自分自unlearn

身を しないで、そのまま子どもたちに、子どもたちへの押し付けをするとすunteach

ると、繊細な子どもたちの教養が失われる。それを恐れるというのがヴァレリーの言

。 、 、 、葉です あなた方の 自分自身が１人１人持っている繊細な お母さんからもらった

友達からもらった、本を読んでもらった、そういう教養というものを大切にしなきゃ

いけない。それが社会全体でいえば文化なんだと。君たちはその社会の文化を分け持

っているんだと。その繊細な教養、繊細な文化を自分たちが持ち続けていくというこ

、 、 。 。とを そういう時 国家の文化というものは壊れるんだ それを恐れるというんです

そして、ヴァレリーはこういうふうに言うんです。 年のドイツが軍事力とし1935

ても迫ってきている時代に、国境のこちら側のフランスでこう言っているんです。そ

して、こういう「新しい人」が仕えて繁栄した国家は 「新しい人」というのは、僕、

は括弧して訳していますが、とにかく「新しい人」と。その「新しい人」が仕えて、

こういう教育方針を受けて、こういう教育のされ方をした人間が仕えて、繁栄する国

家というものがある。それは歴史の上にたくさんあったけれども 「新しい人」が仕、

、 、 。えて繁栄した国家は いつの時代にも長続きしなかったと ヴァレリーは言うんです

そして、周りの国々を悲惨なことにした上で、滅びたと。これは、ヴァレリーの時代

でいえばナチスドイツだということです。

私たちの国でいえば、私たちが 歳の時に負けた。その時に私たちは自分たちを10

悲惨なことにしたけれども、中国を、あるいは台湾も、フィリピンも、ベトナムも、

そういう日本の近隣の国々も悲惨なことにした。その悲惨なことにした根源は、日本
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人の教育というものが、先ほども言った繊細な文化、繊細な個人の文化というものを

つぶしてしまうものであって、こういう計画され、仕込まれ、１つの方針を与えられ

た教育だけで動くような人間がいっぱいになってきた国というものは、滅びると。

それを、そういうことにならないように憂えるとヴァレリーは言いながら、誰に対

して憂えると言っているかというと、子どもたちに言っているんです。自分の個人の

文化というものを持っているいちいちの人々に、君の持っているその教養というもの

を、繊細な教養を取り落とさないように、忘れないように。それを押しつぶして計画

したもので君たちを仕込み、１つの方針に従わせる教育というものを考えなきゃいけ

ないと。そして先生方に向かって、あなた方もそれをお考えになってくださいという

のが、ヴァレリーの言い方です。

さて、私はそれは本当にそのとおりだと思います。そして、ありがたいことに、ド

イツはそういう絶対主義的な教育はドイツの国境内にとどまって、フランスの教育は

自由なままの教育というものが保たれた。そして、フランスの抵抗があり、フランス

の戦後がある。それがまた少し怪しくなっていると言うこともできなくはありません

が、そういうことがあるということを私たちは知っているわけです。

そして日本人の経験として、私たちは非常に速やかに、明治以後ドイツの文化をま

ず学び、そしてフランスの法律を学び、イギリスの何々を学びということで、非常に

速く近代化というものを行ったわれわれは、江戸時代に、明治維新以前に、例えば民

主主義的なものもありました。繊細な文化というものも豊かにあったわけです。市民

の生活にもあった。

それは例えば江戸時代の文化、江戸時代の芝居、もっとさかのぼる日本の古典の中

に見られる。ところが、明治維新以後の非常に激しい教育の進展によって、あるいは

教育方針の進展によって、やはりわれわれは戦争に向けて１つの方向付けを持って強

制してくる国家から、国家に抵抗できない人間に自分たち教師がなってしまったし、

それから自分たちはその方針で子どもたちを教育した。あるいは、そういう教育され

た自分たちが官僚となって政治をやったし、政治家となって、もっと上の政治家に仕

えて、そしてこういう悲惨な状態を起こして、国の周りの人々にも悲惨を与えてしま

った。

それを、それじゃいけないというヴァレリーの教えは私たちに、例えばこういう教

育を私に、東大の仏文でこの文章を教えてくださった先生は渡辺一夫という人です。

その難しいところを教えてもらったのは清水徹さんという私の先輩なんかですが、そ

ういう人たちの本当に自分たちで解きほぐして後輩に教えようというふうな教育の伝

統が、東大の仏文というところにはあったと私は思っていますが。学者にならなかっ

たけれども、小説家になったけれども、その教えの下に生きているというふうに考え

ているんですが。

さて、そこで、先ほど言いました 「新しい人」という言葉があります。それに対、

して、私がこのことを書きましたら、この文章を書きましたら、すぐ投書が来たんで

す、読者から。こういう「新しい人」によって教育された人々がドイツいっぱいにな

ると、あるいはフランスいっぱいになると、そこの文化や教養が壊れてしまうとヴァ

レリーは言ったと。そしてそのことを 「新しい人」と括弧してあなたは訳している、
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けれども、それでいいのかという質問なんです。

なぜかといいますと、私は同じころに書いた本で 「新しい人」という言葉を使っ、

ているんです。私の意味合いで使っているんです。両方とも「新しい人」として書い

た。両方とも括弧して書いた。それじゃあ、あなたは片方では子どもたちに、君たち

は「新しい人」になってくれと、何度もそれを願うということを言っておきながら、

片方ではヴァレリーの「新しい人」によってつくられた国家は滅びたと言っている。

それは矛盾じゃないかという質問なんです。それは矛盾です。

私は手紙を書きました。そして理解していただいたというふうに思いますが、まず

ヴァレリーが使っている言葉の「新しい人」は、それは複数で書かれているというこ

とが僕は重要だと思うんです。オンモンという言葉の、人々、人間という後に が付s

いています。そして新しいのほうはヌーボーと書いてあって、ヌーボーの新しいヌー

ベル、ヌーボーという動詞の活用は複数形の になっています。ですから、もっと正x

確に訳そうと思えば 「新しい人たち」としたほうが良かったかもしれません。、

そんな方針で、今までそういう方針はなかった。そういうもので仕込まれて、新し

い教育を受けたオムヌーボーという者が増えているんです。そういう新しい人間たち

がどんどんどんどん増えて、ドイツの国を滅ぼしたし、ドイツ周辺の人たちに苦難を

与えたと、ヴァレリーは言っている。与えようとしている。だから、そういうふうに

ならないようにしろと彼は言っているわけです。

さて、私の使った「新しい人」という言葉は、私は誰から引用したんだったか今は

っきり思い出せませんけれども、きっとある神学者の本だった。フラナリー・オコナ

ーというアメリカの小説家から引用したと思いますが、そこではニューマンというふ

うになっていました 「新しい人」というのは。ニューマンというのは、新しい人間、

というのの単数形です。

そしてニューマンというと、クリスチャンの方はすぐ思い出されるように、これは

聖書の中にある言葉です。パウロの手紙の中で、アジアの小さな地方にいる人たちに

向かって、ローマからそこに行って暮らしている人たちに向かって、パウロが言って

いる。今、新しいイエスという人が出てきて、その人の教えが広がってきたんだと。

あなた方も、テレジアだったかな。テレジアの人たちに対する手紙ですね。この人は

「 」 。 「 」 、 。新しい人 なんだと この 新しい人 の教えを 自分たちはローマで広げている

だからあなた方も町で広げて、そしてキリスト教というものの文化を達成しようじゃ

ないかという手紙です。

ですから、日本の新約聖書は「新しい人」と訳されていますし、その英文版で一番

手に入りやすいもの、いわゆるイギリスの、大英帝国で出来上がった欽定訳の聖書に

も、ニューマン、ニューメンというふうに訳してあります。そしてそれは欽定訳の場

合は の次に がくっついていて、発音は分からないですけど、 と訳されnew e newe men

ているんですが 「新しい人 。、 」

この「新しい人」というのは、今までになかった考え方を、自分たちの生活と心の

問題、信仰の中にも取り入れた人たちです。人生の生きる習慣にも、それから自分た

ちの考え方にも取り入れた人たち。それをニューマンと呼んで、そのニューマンにな

ってくださいと聖書は言い、パウロは言い、そしてニューマンという言葉は聖書の中
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で、イエスキリストの教えをしっかり自分の考え方とした人ということになっていま

す。

私はそういう、特にパウロが言っていることは、パウロの手紙を読みますと、この

人は、イエスという人は「新しい人」なんだと。今までなかった考え方を私たちに教

えると同時に、非常に小部族が対立しているイスラエル、ナザレの地方で、自分たち

の部族と違うからといって対立している別々の違った人たちの間に自分の考え方を、

違った人たちに自分の考え方を知ってもらうし、それから違った人たちも自分の考え

をよく説明して、違った人々が新しい考え方によって結ばれる、そうした状態のこと

を「新しい人」たち、ニューマンと言っているわけなんです。そして、新しい世界を

つくろうと。それが私の言ったことで、特に日本人にとっては、自分たちと少し違っ

た人と思われるような人たちの考え方と、自分たちの考え方を一緒にして、共通の人

間観を持って進んでいくというのが「新しい人」ということであって 「新しい人」、

をつくるということであって。

例えば、自分たちと少しはみ出しているからといって、それをいじめる。彼らをい

じめ尽くした上で、殺してさえもしまうというふうな状態というのは、基本的には自

分と違った、あるいは自分たちと違った１人の個人というものを、はっきり理解する

という力。それは、自分とは違った人もいるんだという想像力があるというふうに僕

は考えていますが、そういうことが必要で、自分と違った者がいる。そして一緒に共

同して世界をつくるというのが「新しい人」だったということを、僕は書いたわけな

んです。そして私が言っているのは、ヴァレリーが言っているオムヌーボーの複数で

すね 「新しい人」たちの悪い意味と違って、ニューマンの新しい意味で、それはニ。

ューメンでもいいですが、使いたいというふうに思っていました。

その中に１つだけ、もう時間もありませんが、私が申したいことがありまして。こ

の前、私がこの本を出すころに書かれた人なんですが、とにかく私たちの文学という

ものはどういうふうにやるかということを考えるということを書きました。その中で

言ったことなんですが。大抵こういう時、僕は紙を挟んでいると、何枚も挟みますも

んですから、みんなの前では絶対に見つからないんです （笑）そして、ほかのこと。

を話してしまうんですが。その後で、聞いてくださった方が、あれは違うんじゃない

ですかと教えてくださるんですが。ここかな。

私が言いたいことは、私たちにとっては文学というものは、私たちが文学を読む、

文学をつくるということを私はしているんだと。ずっとやってきた。小説というもの

が現代読まれている。文学者が文学をつくる、小説を書くということには、一番根本

にある根本的な要素というものがあるということを、僕たちもうすうす考えています

よ。それについて、ミラン・クンデラという人で、チェコスロバキアの人です。それ

がチェコの民主化革命があって、チェコが民主化された後、もう１回弾圧された。そ

の時にフランスに亡命して、それから後ずっとフランスにいて、フランス語で小説を

書いている人ですが、私の考えでは今現代で一番優れた世界の小説家は、僕はミラン

・クンデラだと思います。文学論者としても非常に優れた人で、日本に彼の最近の評

論集３冊 『出会い』とか 『 』とか、もう１つ何だったかな。幾つ、 、 UNE RENCONTRE

もの、３冊の評論集が訳されています。
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その中の１つに彼が書いていることは、文学というものには、とにかくモラルとい

うものがあると。モラル、倫理観というものがあるんだというんです。私たちはいろ

、 、 、んなことを考えて １つの作品に仕上げるんだけれども 最後に仕上げたものの中に

どうしても欠くことのできないものがある。それは根本的な、一番人間の根本にある

倫理観というか。

倫理観はたくさんありますよ。お金をあんまりもうけすぎるなとか、乱暴するなと

か、いじめたりするなということも１つ１つの倫理ですが、すべての倫理の中で一番

根本にあるものとして、大切なもの。それを彼はモラルエサンシエルと言っていると

、 、 、思いますが エサンシエルな道徳というものがあって それは自分たちの考えの中に

はっきりあるんだと。１つ、一番大切なものがあるんだと。それを大切にするという

のが、すべての文学の目的であって、自分にとって一番大切なモラルを１つ、花束を

作るように作品の中にしっかり仕上げて、それを読者に提出するということだけをす

るために作者は生きているんだと。文学を学ぶ時、それを受け止めるために私たちは

文学を学ぶんだし、子どもたちにそれを教えるんだし、そして受け取ってもらうんだ

と彼は言うんです。そして、それをモラルエサンシエルという。

それは私が考えますと、今、日本人にとって一番根本的なモラルというのは何かと

いうと、私は次の世代、先生方が教えていられる子どもたちの世代。その子どもたち

の世代が生きていく社会というものを、ちゃんと持つということ。彼らが生きていく

世界というものを、彼らが勝ち取ることを妨げないということ。私たちはそうしてき

たんですから、何万年も。前の人間がつくってきた社会を受け止めて、新しい社会と

してそこに生きることを私たちはしてきた。それが文化の全体ですよ、私たちからい

えば。私たちが受け止めた個人の教養の全体ですよ。

それを、ところが今、例えば福島上空を放射能物質が舞っている。子どもたちが庭

で遊べないというようなことになって、もうちょっと、さらに原子炉が爆発するよう

なことがあると、日本の社会が、人間が文化生活を営むことのできない国になるとす

れば、それは今までのすべての根本にあるモラルを私たちが壊すことですよ。

一番重要な唯一のものとしての、次の世代が生きていくための社会を壊さない、環

境を壊さないということを、私たちはモラルとして持っている。しかし、それが今危

うくなりつつある。それに対して、はっきり意識的に、自分たちの次の世代の社会と

いうものを、はっきりここに持ち続けるんだと言い続けること。それが私たちのエサ

ンシエルな、根本的な、根本につながっているモラルだと私は思う。それを私たちは

守りたいと、私は言ったんです。

この前、ちょうどフランス語を教育される学校に呼んでいただいて、そこの中学生

諸君に話しました。そうしましたら、その中の１人の子どもが、私たちはあれだと。

先生はエサンシエルとフランス語で言うけども、それを自分は英語のクラスで勉強し

た人間で、インポータントと、アンポルタントです、フランス語で言えば。インポー

タントと言えばいいじゃないかと、その生徒が言ったんです。

僕はそうだと。一番重要な、一番インポータントなとしてもいいんだと、心の中で

言いそうになりましてね。そして思ったことは、子どもの時に覚えた言葉がありまし

て、僕は子どもの時、外国の本がまだありませんから、１冊でもあったら、それを全
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部暗記するようにして読んでいました。その中に、サンテグジュペリの『星の王子さ

ま』ってありますでしょう。そこの 番目の章か何かに、利口なキツネいて、知恵21

を与えてくれるんです、王子に。そして、王子に、この知恵はとてもエサンシエルな

ものだから覚えなきゃ駄目よと言って、去っていく場面があったでしょう。

あれを子どもの時に僕は読んだんです。エサンシエルなものがあるんだから、それ

を忘れちゃ駄目よと、キツネが王子に言う。王子は覚えた。そうしたらある時、先生

が、こんなにいい本があって、サンテグジュペリが３種類の原稿を書いていて、その

中の１つでエサンシエルじゃなくてアンポルタントとなっているんだということを、

その人が僕に言ったんです。それで僕は、確かに生徒が言うようにインポータント、

あなたにとって重要なと言ってもいいかもしれないと思った。ところが帰って、僕の

持っているプレイヤードという版を見ますと、サンテグジュペリが３種類のタイプし

た原稿を書いているんです。

その中の１つに、初めインポータント、アンポルタントと書いてあるところを彼は

消して、エサンシエルと書き直しているところがあるんです。それを僕は図版で見つ

けました。そしてあの子どもに手紙を書いたんですが。インポータントでもいい。エ

サンシエルでもいいと思う。しかし、あなたがフランス語で読む時には、僕はエサン

シエルのサンテグジュペリを読んでもらいたいと。

本当に重要なことは、いくらでもありますよ。最も重要だといっても、僕たちはそ

れをよく使っている。しかし、エサンシエルなこと、本質的に重要な、本質的なモラ

ルという場合は、やはりエサンシエルであって、それをサンテグジュペリは自分の原

稿を書き換えて、その言葉に置き換えたくらいなんだから、まずエサンシエルと覚え

ようと。

そして自分たちにとって唯一、決して譲ることのできないものは、エサンシエルな

もの。それを大切にすることが重要だと、星の王子さまにキツネが教えた。あのよう

に、決して譲ることのできないものがあって、それが私が言うところの今の一番根本

的なエサンシエルなモラルなんだと。それを私たちは守ろうじゃないかと。次の子ど

もたちのために守っていこうじゃないかということが私が今考えていることなんで

す。そういうことをお話ししたいと思いました。ありがとうございました （拍手）。

【 】 、 、 。司会 大江健三郎先生 心に響く熱のこもったご講演 ありがとうございました

大江健三郎先生のお話をお聞きしまして、ご質問ありましたら、よろしいですか、お

時間のほうは。

【大江】 ……時間はあります。

【 】 。 、 。司会 よろしいですか ご質問をお受けしたいと思うんですけれども ご質問は

はい。

10【 】 。 。質問者１ 失礼します 私は愛媛県の内子町に勤めております 大瀬中学校に

年前勤めておりました。先生の紹介していただいたあの音楽ドームで、卒業式、入学

式をしております。この集まった先生方の中にも限界集落、大瀬小学校は 、大瀬67

中学校は 名。もう 名を切っております。そういう小さな学校。程内も村前も27 100

。 、 、なくなりました 先生の地元で教えることが だんだんだんだん児童が少なくなって

伊予弁でいう、いよいよええ子が増えております。ただ、根本的なモラルもあるとは
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思うんですが、ひ弱な感じが少しずつ感じてきました。先生が考えておられる根本的

なモラルのある子で、自分で考えて力強く生きるような子どもに育てるには、どんな

言葉掛け、行動が必要かなと、先生のお考えを少しお聞かせいただいて、 名の同14

期生に、各小学校、 校しかありません。そこに伝えていきたいと思いますので、14

先生のお言葉をいただければ、ありがたく思います。

【大江】 僕はこれから解散されるんだと思っていたんですが、いいんですか。

【司会】 はい。

【大江】 何分くらい、いいんですか。

【司会】 分ぐらい。30

【大江】 僕はここに自分のノートにちゃんと書いて、今終わらなければいけないと

いうことで急いでしまいまして。間違っておりました。その 分を超えることはい30

、 。たしませんが 今おっしゃってくださったことにお答えしたい言葉が私はあるんです

それも、この原稿を作った時にちゃんと丸をつけてあるんですけどね。

そこのところに返って申します。それはこういうことなんです。私は生き方の習慣

ということを、この文章で書いているんです。それは今、内子の先生がおっしゃって

くださったこととつながっていくと思うんですが、こういうことを私は考えていまし

た。

私は愛媛県喜多郡内子町大瀬というところの小学校で勉強しました。元は大瀬村と

いう村でした。合併しました。そして私はそこで１つだけ、少し役に立つことをした

かもしれないと思っていることは、村に中学校が新しく出来るということになりまし

て、そこで原広司という私の一番尊敬している友人の１人ですが、原広司という建築

家、京都駅をつくった人です。彼にお願いして、すごくいい、完全に円形をした、し

、 、かも音楽的に つまらない倍音なんかが響いたりしないような完ぺきな設計というか

音楽的な設計もしまして、そういう講堂もある中学校が造られたんです。私は時々町

に帰るたびに、村に帰るたびに、川の向うにその丸い講堂が見える時、本当に喜びを

持つんですが。

ところが、ある人から投書がありまして、今、大瀬の中学校はもう生徒がいないん

だと。今おっしゃったように、非常に少なくなっているんだと。あなたは高いお金を

掛けてああいう、学ぶ子どもたちが少なくなるということを考えなかったのかと。そ

れを反省してもらいたいという、かなり名の知れた人から、評論家の方ですが、手紙

が来た。

私はもう１度行ってみて、中学校にも確かに生徒たちが少なくなっていることは分

かります。しかも、私がそのように中学生が減っていくであろうと思わなかったこと

は、私の完全に批判されるべきことなんです。しかし、私が感じたことは、少数の人

たちがここで学ぶ。いい環境で学ぶ。それからまた、次第に生徒たちが増えることが

僕はなくはないと思うと、希望的な観測を持っています。そして思ったことは、僕が

そこで学んでいた時は、そういう中学校、大きい中学校はありませんでした。大体講

堂がありませんでした。講堂というのはなかった。それでも小学校から中学校に移っ

て、新制中学に入って、僕は勉強した。少数の人々だった、クラスメートだった。今

よりは多いですが。
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そこで私が勉強したことが、私にとっては今も非常に根本的なものになっていると

いうことなんです。本の読み方とか、森なら森というものの中で樹木について観察す

るということなどは、今でも私が一番楽しみとしていることです。それから、例えば

農業をやって生きていく友達、それから私のように都会で生きていかなきゃいけない

ような人間というふうなことも含めて、いろんなことを教わった。

その時、私が教わったことで、こういうことがあるんです。小学校、中学校で勉強

していて、少数の人間でやっていて、少数の中でつくり出したものがいくらかのお金

になる。私たちは、子ども農業協同組合というのを村でつくられまして、子どもでも

やれと言われて。私が子ども農業協同組合長というのになりまして。私が何とか長に

なったことは、生まれて、 歳ですけど、１度しかありませんが、その子ども農業77

協同組合長の長になったことがあるんです。自分で名刺まで作って、紙に書いて、ペ

ンで書いていました。

、 、 、その時に いろんな 鶏の雛を育てて売るなんていうことを考えてやったんですが

そういうことをやっているうちに僕が思ったことは、習慣というのがあると思ったん

。 、 。 。です 人間は 例えば小さい学校で勉強する 先生がこういう勉強があると言われる

それを自分の習慣にする。これは絶対に譲らない習慣にするということは、どうもい

いことのようだと思った。

それから、父や祖母に教わることというものを、特に村の地形とか、村の生活の仕

方に非常に深く関わっているんですが、そういう、ここでつくられている人たちの習

慣というものがあって、そういう習慣から違ったところに出ていって、東京の生活を

しようと考えたりして勉強を始めたんだけども、そういうことはどうも違っているん

じゃないかという気持ちも持っていたんです。

大きくなってから考えていることは、今、私は小説を書いているんですが、小説と

いうものは非常に、いつまで書いていても難しいところにぶつかるものなんです。そ

こを突破するためにどうするかというのが、大体もう になっても毎日考えている77

ことなんですが。ところが、小説以外でもそうだと思いますけど、私たちは自分が学

んだり、教わったり、横から教えてもらえることでもって自分たちの知恵になってい

くんだけれども、何か仕事をしていると、その仕事の中でつくり上げられた習慣とし

か言いようのないものがあって、その習慣が、それは学問でも何でもないですよ。そ

の習慣が僕たちを支えて、僕たちが今まで出合ったことのない困難というものを乗り

越えていく時に、自分たちを押し上げてくれる力になると。それが、私は習慣という

ことの強い意味なんじゃないかと思っているんです。

そのことを文章に書いた人として、フラナリー・オコナーとさっき言いましたが、

。 、 、アメリカの小説家 非常に苦しい病気で 血液に問題のある病気で苦しんだけれども

大きい仕事をして、 歳くらいで死んだ大小説家がいますが、彼女が言っている言39

葉に、自分たちは仕事をしていれば、限られた場所で何かをやっていれば、そこで自

分が獲得していく習慣というものがある。生きていく上での、あるいは考えたりする

上での、仕事をしたりする上での習慣というものがある。その習慣は非常に大切なん

だと。生きていくための習慣というのがあって、それを彼女の言葉でいえば、ザ・ハ

ビット・オブ・ビーイングというんですが、ビーイングですから、生きてあること。
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この世に生きてあることのハビット、習慣というふうに言っていいかもしれません。

実はわれわれは、自分の知っていることでは突破できないような困難な問題という

のも、何とか仕事をしているうちに乗り越えていくものなんだと。それは何かという

と、いつの間にか自分たちが生きていく上でつくった、自分特有の習慣があって、そ

の習慣が自分たちを押し上げてくれるんだと。いったんそれをやると、自分はそれを

意識して、ああ、この習慣が自分を前に押し出してくれたと思うと、それが一番確か

な知恵となって、自分たちを支えるものなんだと。だから、人間は本当に自分が出く

わしたことのない困難でも乗り越えることができるんだというのが、フラナリー・オ

コナーの考え方なんです。

フラナリー・オコナーの先生は、フランス人の哲学者でした。そして、アメリカに

やって来まして、アメリカでクリスチャンの先生をして死んだアンリ・マルタンとい

う人ですが、そのマルタンが言っていることは、信仰という問題で、信仰を持ってい

れば、教わったものでなくても、自分の中にある完全に習慣となったものがあって、

人間の生き方において。それが自分たちを支えるんだとマルタンが言った。それは自

分が小説家として生きる上で、そのとおりだと、オコナーは書いているんです。そし

て、自分が一生の間に書いた手紙、友達への手紙を集めた本には 『ザ・ハビット・、

』 、 、 、オブ・ビーイング というタイトルをつけて それはおそらく後にして そうなった

されたと思いますが、彼は発行しています。その中でも、今言ったようなことを何度

も言っています。

さて、僕が言いますのは、僕たちは子どもの時に小さな村で、森の中で過ごした。

。 、フランス人というものを見たことがなかったんです 高等学校で松山に行きましたが

松山でもフランス人に会ったことはなかったです。大学の仏文に入りまして、最初の

授業の時にフランス人の先生がやって来て僕らに話し掛けた時に、ああ、これがフラ

ンス人か、これがフランス語かと思ったんです。そのことを先生に言ったら、フラン

ス人というのは相当古い歴史を持っているんだから、君たちも知っておいてくれない

かと、その人が憤慨して言われたぐらいですから。

そういう自分が本当に教わったことのないようなことをやっていこうとする勇気を

持ったのは、私も大学に入ってからです。僕たちの戦後の生活が。民主主義なんてい

うものも、本当に新しいものですよ。そして、その中で憲法の教科書をもらって、そ

れからそこに、教育基本法には、君たちが教育されること、君たちが教育を受けるこ

と自体に、この国は資源も何もないというようなことも書いてあったと思います。そ

ういうふうに受け止めるべき言葉が書いてあったと思いますが、そういうところが世

界の中で仕事をしていくためには、復活、復興されるためには何が必要かというと、

教育というものなんだと。そして、それは教育の力による、待つものであると書いて

あって。そしてみんな、子どもたちの教育というのが今一番大切なことなんだと、そ

の人が言っていられる。教育基本法の人たちが言った。僕はその文章に感動したんで

すが。

そして、学校に行こうと思ったけども、高等学校から、ある本を読んで、そのフラ

ンス語の先生に習いたいと思って大学に行くことを決めたんですが、家に帰って母に

高等学校から大学に行きたいんだと言ったんです。そうしたら、あなたを高等学校に
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、 、 、入れるだけでも 松山で下宿させているんで ひと月に 円要るんだと言われて6000

僕はびっくりしたんですがね。今から 年以上前です。 年前ですよ。それで私た50 60

ちの財産を全部使い果たして、今年の３月でもう終わったと思って喜んでいた。とこ

ろが、またあなたが大学に行くとなると、どうしようかと。

うちの母の言葉で、方言でいいますと、彼女は１人でぶつぶつ言っているんです。

「どうしょいぞうの」と言っているんです。どうしようかと意味です 「どうしょい。

」 。 、 、ぞうの と母が眠れないでつぶやいているんです だけど まあとにかく考えまして

、 、 、お母さん 教育基本法というものに 子どもが教育を受けようとしているんだけども

それが不可能な場合があったらと書いてあるんだと僕が言ったんです。

母は、本当にもう目がきらきらするくらい喜んで飛んできまして、どこに書いてあ

ると。僕は読んだんです。家族に、家庭に問題がある、経済的な問題がある場合は地

方自治体に相談すべきだと。地方自治体がそれをやってくれない場合は、国家がそう

いう子どもたちに教育の機会を与えることを考えるべきだと、今の改正された教育基

本法に書いてあるかどうか知りませんが、昔の教育基本法には書いてあったんです。

私はここにあるから、お母さん、地方自治体といえばこの大瀬村で、その時は合併

。 、 。していないから村でした 村だから 村役場に行って言ってみてくれと言ったんです

母が行って、そこで言ったそうです。そうしたら助役さんが、そう言われても、ここ

。（ ） 。 、は地方自治体と言えるほどのものじゃないと 笑 おかしいですが 国というのも

今さら国と言われても、国に交渉に行く費用だけでも健三郎さんの１年の学費を上回

るくらい掛かるんですよ、と言われたそうです。でも母が頑張って、いや、絶対にこ

う書いてあるんですからと言ったんです。

僕はその時、母が引き下がって帰ってきて、駄目だったと言ったんです。僕は、そ

れはお母さん、憲法違反だと言えばいいんだと （笑）この問題は教育基本法に違反。

するということは、憲法にも違反することなんだと中に書いてあったと。だから憲法

違反だと言えと僕が言ったんです。また母は帰っていって、助役さんに憲法違反だと

言った。そうしたら、助役さんはお金を貸してくれたらしいんです。地方自治体の考

え方に、常識に鑑みてかどうか知りませんけど。そのお金を彼女がもらってきて、相

。 、 、当の額ですよ 私に これで４年間東京の下宿で暮らして大学に行くお金があるから

これで行けと。それをもらって、僕はそれを持って東京に行ったんです。そして受験

しましたら、落っこちまして。

１年間食い込んでしまったんです。でも、母親には正直に言いませんで、誰も知り

ませんから。東京大学に行っている人はいませんでした、私のあたりには。いや、お

母さん、あれは僕は受かったんだけど、発表は来年にしてもらったんだと （笑 『愛。 ）

』 、 、媛新聞 に僕の名前が出ていませんでしたから そういううそを言って東京に行って

予備校に入ったんです。そして３年間やって、予備校１年、学校３年で４年間過ぎた

ら、母から、これでもうお金をお送りする義務はなくなったと、大変喜んでいますと

いう手紙が来まして。どうしてかというと、僕は諦めて小説家になった。根本的にい

うと、そうなんです。生活しなきゃいけませんから、東大の４年生の時に、もう僕は

小説家になったんです。

そういうことがありましたけど、なんでこんなばかなことを言ったかというと、そ
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んな小っちゃな村でも教育基本法というようなものを、子どもたちが自分で使えるよ

うな教育環境だった。小さな村でした。そこで僕は勉強して。生徒たちの数が少なく

なるということは、本当に、非常に困難なことであると思うんです。しかし、僕たち

の時だって、大瀬村の中心部のところから行く生徒は６人くらいだったですよ、１つ

のクラスで。ですから、ほかの程内部落とか何とかから来る人たちを入れて、 人20

になるくらいだったと思いますが。

それでも、６人なら６人の子どもの間に協力関係もあるし、対立関係もあるし、１

つの社会もあって、僕はとても教育されたと思う。そこで、とにかく、例えば野球を

、 。 、 、やるけども 君も入れと言われて しかし その時ちょっと勉強したいものがあると

野球はしないと言う。そうすると、殴られたりしますからね。私は野球が徹底的に下

手だということを証明して、もう誘われないようにするとか、そういうことをしたわ

けです。努力しないでもできましたけど （笑）。

、 。そういうことをして 勉強する習慣という小っちゃな習慣をつくっていったんです

それが僕にできる唯一のことなんです。大瀬村で、これから小さい学級で勉強してい

く人たちは、先生と一緒に、先生も少数精鋭主義で教えてくださるわけですから、そ

の先生方と、普通のカリキュラムもいいけれども、それに加えて１つ、自分たち６人

の子ども、５人の子どもがそれに、自分だけの独自な方法、独自な勉強の仕方として

つくるものをつくって、それを一生の習慣にするようにすると、子どもの時に確実に

自分のものにした習慣というものは、いつまでも有効なものなんだと。それは本当に

自分が自分で自分を教えるということの技術でもあり得るというようなことを、僕は

確信しているんです。自分について。自分の本の読み方などはそうです。

そういうことで、非常に困難な状況にいられる先生に、こんなのんびりしたことを

言っちゃいけませんけど、少数の子どもたちがどのように生き生きと自分たちの勉強

のシステムをつくっていくかということを、僕は考えていただきたいと思うんです。

そういうお答えでは、お答えにならないと思われますか （笑）。

【司会】 ありがとうございました。よろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ました。ほかにご質問の方、いらっしゃいますでしょうか。では、ちょうど時間にな

りましたので。ありがとうございました。

【大江】 質問を差し控えてくださった方の想像力というか、思いやりというか、そ

ういうことに、心から感謝します。どうもありがとうございました （拍手）。

【司会】 本大会実行委員会を代表しまして、全国公立学校教頭会事務局の中嶋祐三

子が花束を贈呈いたします （拍手）。

以上をもちまして、第 回全国公立学校教頭会研究大会の記念講演を終了させて54

いただきます。もう１度、講師の先生に、大きな拍手をお願いいたします （拍手）。

講師の大江健三郎先生がご降壇いたします。いま１度、大きな拍手をお願いいたし

ます （拍手 （ＤＶＤ終了）。 ）



　 22 　 　 23 　 51

閉会行事

１　開 会 の 言 葉　　全国公立学校教頭会副会長
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あとがき
　第 54 回全国公立学校教頭会研究大会が、７月 25 日（水）〜７月 27 日（金）の３日間、全国公立学校教頭会本部
直轄運営により初めて開催できました。本大会の開催にあたり、貴重なご挨拶・ご指導 ･ ご助言を賜りました
文部科学省をはじめ、関係諸機関、諸団体の皆様、研究実践をご提言いただきました各教頭会の皆様、大会運
営にご協力いただきました関東甲信越ブロック教頭会・副校長会の皆様、本年度並びに平成 23 年度役員の皆様、
顧問会の皆様等多くの皆様の総力を結集した御尽力のおかげと、この場をお借りして心より感謝申し上げます。
　全国公立学校教頭会第 54 回大会運営事務局は、昨年度当初より大会の方向や内容、研究の領域や運営方法に
ついて提案・協議を繰り返してきました。本年度は、第九期全国統一研究主題 ｢豊かな人間性と創造性をはぐ
くむ学校をめざして｣ の２年次となります。第 54 回研究大会では、運営事務局会議を重ねる中で、「全公教直
轄のため、サブテーマは設けないが何か合言葉を」と知恵を出し合った結果、大震災と原発事故による苦しみ・
悲しみ・不安、教訓・連携・希望といったものに向き合いながら私達副校長・教頭、そして、組織のあり方を
問うようなものにしたいと「絆・思いを一つに」としました。また、１年余りの準備期間で、費用面や運営面
でコンパクトさを心がけ、全国から 2,000 名近くの副校長・教頭先生にお集まりいただきました。
　今後の児童・生徒像や豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校教育のあり方、教師の創造性を促すための副校長、
教頭の役割についてそれぞれの立場から迫っていただいた大会１日目のシンポジウム。私達の根本的なモラル
は「次世代の子ども達が生きていける世界を残すこと」であるというお話をいただいた３日目のノーベル文学
賞作家の大江健三郎氏のご講演、どちらも多くの示唆をいただきました。
　参加型の研究大会として、グループ討議もすっかり定着した２日目の分科会では、各提言に対し、国立教育
政策研究所の研究官・調査官の方々、現場の校長先生方からご指導いただきました。教職員の育成に関する提
言等６課題、さらに喫緊の課題として「学校教育と防災教育」に関わる課題など、どの提言も、副校長・教頭
としての「継続性・関与性・協働性」に迫るものでした。また、どの分科会も熱気あふれる内容の濃い研究協
議がなされました。
　これまで、全国公立学校教頭会は、各地区教頭会・副校長会と連携し、「政策提言能力を備えた職能研修団体」
を掲げ、半世紀以上の歴史を刻み活動してまいりました。「副校長 ･ 教頭の社会的地位の向上」をめざし、「研
究活動の推進」を柱として、教育に関する「副校長 ･ 教頭職の職能の向上、専門的資質の研究 ･ 追求」をする
活動は、まさに全国公立学校教頭会の「命」と言っても過言ではありません。
　本年度は第九期の研究２年次であり、その成果を検証し、実践的研究をさらに深めていかなければなりません。
　全国公立学校教頭会では、特別分科会Ⅰにおいて、本年度「喫緊の課題」である防災・危機管理を取り上げ
た提案は、一昨年の旭川大会、昨年の和歌山大会において教育関連学会の研究者との交流と共同実践による「日
常研究実践の理論化」ということを、今後の研究の一つの方向性として提案してきた一環です。また、第６分
科会では、今後「政策提言能力を備えた職能研修団体」として、政策提言にとどまらず、将来的には教育政策
決定の重要なパートナーとしての役割と機能が、全国公立学校教頭会にも求められるような研究活動を推進し
ていきたいと考えます。
　そのためには、全国研究大会を始めブロック研究大会、都道府県教頭会研究大会の開催を中心とした、日常
の実践的研究活動への会員の意識的 ･ 意欲的な参加とその内容の充実と発展が重要になってきます。
　また、職能研修団体である全国公立学校教頭会が、子どもと教育現場の現状を踏まえた副校長・教頭職の専
門性についての洞察を深めることは、その研究 ･ 研修活動を通して、個々の副校長 ･ 教頭による学校運営の質
を高めることにもつながることであります。
　「副校長 ･ 教頭職」が社会から尊敬され信頼される魅力的でやりがいのある専門職をめざし、継続的 ･ 系統的
な実践的な研究活動への取組を大切にしていきたいものです。
　全国公立学校教頭会の研究活動を充実 ･ 発展させ、「職能研修団体としての教頭会」の社会的信頼を高めるた
めにも、会員の皆様の一人一人のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 54 回全国公立学校教頭会研究大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員会事務局長　　　石　黒　　　茂





















第 54 回　全国公立学校教頭会研究大会　実行委員
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大会役員・実行委員・運営委員名簿

役　　職 氏　名 勤　　務　　校 全公教役職

大
　
会
　
実
　
行
　
委
　
員

大会実行委員長 和田　俊彦 北区立赤羽岩淵中学校 会　長
大会副実行委員長

（実行委員会事務局長） 石黒　　茂 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷小学校 副会長（組織）

大会副実行委員長
（研究・分科会担当部） 稲葉　裕之 荒川区立第三中学校 副会長（研究）

大会副実行委員長
（広報・資料担当部） 岡　　信幸 相模原市立上溝南中学校 副会長（広報）

大会副実行委員長
（全体会・分科会担当部） 峯尾　敏之 北本市立石戸小学校 副会長（調査）

大会副実行委員長
（全体会・分科会場担当部） 須藤田鶴子 東久留米市立第六小学校 副会長（総務）

大会副実行委員長 小野寺　正 札幌市立八軒東中学校 副会長（北海道ブロック長）
大会副実行委員長 鈴木　一彦 仙台市立八幡小学校 副会長（東北ブロック長）
大会副実行委員長 梅木　　守 藤岡市立美九里東小学校 副会長（関東甲信越ブロック長）
大会副実行委員長 後藤　充人 岡崎市立広幡小学校 副会長（東海・北陸ブロック長）
大会副実行委員長 清水　　尚 京都市立二の丸北小学校 副会長（近畿ブロック長）
大会副実行委員長 上田　良夫 防府市立富海中学校 副会長（中国ブロック長）
大会副実行委員長 吉村美恵子 高知市立初月小学校 副会長（四国ブロック長）
大会副実行委員長 有田　　司 熊本市立川口小学校 副会長（九州ブロック長）
研究・分科会担当部 廿浦　　博 さいたま市立柏陽中学校 総務部部長
研究・分科会担当部 秋葉　　泉 水戸市立千波小学校 総務部副部長
研究・分科会担当部 小森　一則 宇都宮市立若松原中学校 総務部員
研究・分科会担当部 山下　宗孝 足立区立弘道小学校 総務部員
研究・分科会担当部 冨山　秀敏 琴浦町立浦安小学校 総務部員
研究・分科会担当部 神座　達也 さいたま市立大砂土小学校 研究部長
研究・分科会担当部 大西　育郎 阿南市立岩脇小学校 研究部副部長
研究・分科会担当部 氣田　幸和 札幌市立三角山小学校 研究部員
研究・分科会担当部 米澤　　司 秋田市立保戸野小学校 研究部員
研究・分科会担当部 熊倉　　仁 宇都宮市立河内中学校 研究部員
研究・分科会担当部 八杉　昌哉 相模原市立若松小学校 研究部員
研究・分科会担当部 齋藤　　淳 新潟市立曽根小学校 研究部員
研究・分科会担当部 富岡　文裕 裾野市立西中学校 研究部員
研究・分科会担当部 田中　秀和 かつらぎ町立三谷小学校 研究部員
研究・分科会担当部 松木　昭二 南国市立香長中学校 研究部員
研究・分科会担当部 松本　直道 長崎市立虹が丘小学校 研究部員
広報・資料担当部 豊田美恵子 東金市立丘山小学校 広報部長
広報・資料担当部 大塚　千春 相模原市立鵜野森中学校 広報部副部長
広報・資料担当部 荻野　雅彦 台東区立石浜小学校 広報部員
広報・資料担当部 後藤　正彦 国分寺市立第五中学校 広報部員
広報・資料担当部 黒田　茂男 長岡市立表町小学校 広報部員

全体会・分科会場担当部 佐藤　俊博 川口市立東中学校 庶　務
全体会・分科会場担当部 近藤　　伸 横浜市立豊岡小学校 庶　務
全体会・分科会場担当部 平野　　茂 千葉市立川戸中学校 会　計
全体会・分科会場担当部 猿渡　厚史 世田谷区立駒繋小学校 会　計
全体会・分科会場担当部 嶋﨑　　修 山梨市立加納岩小学校 調査部長
全体会・分科会場担当部 佐久間庸夫 印西市立船穂小学校 調査部副部長
全体会・分科会場担当部 福田　　進 太田市立尾島小学校 調査部員
全体会・分科会場担当部 畑　　和男 杉並区立西田小学校 調査部員
全体会・分科会場担当部 高石　正伸 中野区立第三中学校 調査部員

大会実行委員（全国公立学校教頭会役員・専門部員）



53

役職名 氏　名 勤務校

大
会
実
行
委
員

全体会･分科会場担当部 添田　秀和 八千代市立米本南小学校
全体会･分科会場担当部 佐藤　孝行 足立区立寺地小学校
全体会･分科会場担当部 大内　　淳 福島市立金谷川小学校
全体会･分科会場担当部 田崎　清司 新潟市立坂井東小学校
全体会･分科会場担当部 菊地　晃男 松江市立本庄小学校
全体会･分科会場担当部 関根　雅彦 加須市立志多見小学校
研究・分科会担当部 橘　　茂明 川口市立前川東小学校
研究・分科会担当部 藤田　　晃 水戸市立見川中学校
研究・分科会担当部 小松　俊雄 上三川町立本郷中学校
研究・分科会担当部 中島　義浩 新潟市立大野小学校
研究・分科会担当部 杉山　幹昌 三島市立長伏小学校
研究・分科会担当部 川上　敬吾 高松市立一宮中学校
広報・資料担当部 川戸　直美 清瀬市立清瀬第三中学校
全体会･分科会場担当部 新井　　覚 安中市立秋間小学校

都道府県 氏　名 勤務校

大

会

運

営

委

員

茨　城

根本　重文 水戸市立第四中学校
薗部　正巳 水戸市立吉沢小学校
沼田　　仁 日立市立櫛形小学校
黒沢　祐士 土浦市立都和中学校
齋藤　成美 八千代町立下結城小学校
大川　俊一 神栖市立土合小学校

栃　木

福田　順一 宇都宮市立瑞穂野中学校
小林　　武 宇都宮市立宝木小学校
中山　俊美 宇都宮市立陽東中学校
中里　昭彦 宇都宮市立雀宮南小学校
山口　弘倫 宇都宮市立雀宮中学校
大沢智恵子 宇都宮市立富士見小学校

群　馬
児島　啓介 伊勢崎市立豊受小学校
綿貫　知明 前橋市立みずき中学校
土屋　　勇 富岡市立東中学校

埼　玉

茅根　浩一 さいたま市立三室中学校
蔵本　研二 川口市立飯仲小学校
岡田　春樹 和光市立第二中学校
木村　　孝 蕨市立中央小学校
小口　雅雄 伊奈町立小針北小学校
関谷　泰史 入間市立宮寺小学校
篠田　房美 東松山市立東中学校
青木　　透 本庄市立本庄南中学校
須賀　稔治 熊谷市立妻沼西中学校

千　葉

加瀬　達也 千葉市立土気小学校
滝　　　悟 我孫子市立我孫子中学校
飯田　　卓 鎌ケ谷市立第二中学校
中野　　誠 船橋市立豊富小学校
佐伯　崇夫 八千代市立村上東中学校
今井　俊幸 佐倉市立井野中学校
小山田稔久 神崎町立神崎中学校
中村　修一 市原市立ちはら台桜小学校
杉本　宏一 袖ケ浦市立昭和小学校

都道府県 氏　名 勤務校

大

会

運

営

委

員

東　京

和田　文宏 狛江市立狛江第四中学校
住吉　　豊 府中市立府中第四中学校
金久保　勝 目黒区立第七中学校
石原　嘉人 調布市立神代中学校
宮下　淳一 町田市立町田第三中学校
石井　千歳 江戸川区立小岩第三中学校
渡部　孝司 板橋区立西台中学校
増田　裕子 板橋区立桜川中学校
井原　武彦 台東区立柏葉中学校
松田　公好 荒川区立第九中学校

神奈川

河合　　保 横浜市立さつきが丘小学校
荒井　理子 横須賀市立久里浜小学校
木村　元彦 中井町立中村小学校
福田　洋一 横浜市立いずみ野小学校
野村　　智 川崎市立浅田小学校
片山　博文 横浜市立都田西小学校
山田　茂広 大磯町立大磯中学校
松本　　隆 鎌倉市立深沢中学校
青田　一彦 横浜市立旭北中学校
成田　吉章 川﨑市立宮内中学校
角田　　理 逗子市立沼間中学校
髙橋　敏彦 開成町立文命中学校
尾立　秋彦 川﨑市立住吉中学校

山　梨

榊原　俊二 山梨市立山梨小学校
嶌本　三夫 笛吹市立石和南小学校
竹川　和彦 富士吉田市立下吉田第一小学校
深澤　　眞 大月市立大月東中学校
丸茂　明彦 甲府市立里垣小学校

新　潟

長谷川文充 新潟市立有明台小学校
宇ノ井修二 新潟市立入舟小学校
小林　圭一 新潟市立松野尾小学校
渡邉　一英 新潟市立中野小屋中学校
入江　清次 新潟市立臼井中学校

推　薦

松井　浩子 推薦運営委員
太田　啓子 推薦運営委員
山角　厚志 推薦運営委員
齋藤　てる 推薦運営委員
中村あゆみ 推薦運営委員
榎本　桂子 推薦運営委員
押村　克彦 推薦運営委員

大会実行委員（平成23年度役員）

大会運営委員

役職名 氏　名 学校名

全
国
公
立
学
校
教
頭
会
関
係
者

顧　問

澤田　哲夫 川口市立元郷小学校
熊谷　美利 柏市立十余二小学校
米満　　裕 習志野市立鷺沼小学校
大嶋　和明 名古屋市立明治小学校
峯岸　宜久 川口市立戸塚中学校
石井　　明 平塚市立旭陵中学校
野口　英世 さいたま市立本太中学校
芝田　眞次 松山市立さくら小学校
余郷　和敏 中央区立明石小学校
田根　　洋 松戸市立殿平賀小学校

事務局

和田　　豊 全国公立学校教頭会事務局
奥田　　誠 全国公立学校教頭会研究大会事務局
御守　薫子 全国公立学校教頭会事務局
中嶋祐三子 全国公立学校教頭会事務局

学校運営研究会 清徳　保雄 学校運営研究会
清徳　晶士 学校運営研究会

全国公立学校教頭会関係者
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