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平成 27年度 第 57回全国公立学校教頭会研究大会静岡大会

シンポジウム

「郷土を愛し 人との関わりを大切にし 夢に羽ばたく」

○村山 ただいま、紹介いただきました、村山です。今日は、短い時間ですけれども、よ

ろしくお願い致します。

それで、まず最初に本日のテーマを受けて、私の方で基調提案ということになっていま

すけれども。そういう堅苦しいものではなくて、私がこのシンポジウムに何を期待してい

るかということを、すでにもう、時間が押していますので、簡単にお話ししたいと思いま

す。

全ての子どもたちが、夢や希望を持って、前向きに、積極的に、生きていくということ

は、どなたも子どもたちに願っていることだと思います。私事になりますけれども、私の

下の子どもが、今、中学校２年生です。中学生となると、もう１日の半分が学校、半分が

家庭という生活ですので、学校で起きたいろんなことが、そのまま子どもの気持ちに、い

ろいろ反映してきています。

楽しいこともありますけど、いろいろつらいこと、嫌なこともあります。そういったと

きに見ていると、子どもは本当に揺れ動くわけですけれども、そういった子どもが、その

なかで踏ん張って生きて行くためには、やはり夢や、将来に対する希望をきちんと持って

いて欲しいなと、いつも自分の子どもを見ながら思っています。そういう意味で、今日は

夢ということを中心に考えていきたいと思っています。

簡単にデータだけお見せしますけれども、これはとある会社が調査した結果です。将来

就きたい職業は、小学校６年生の男子だと、１位がスポーツ選手、２位が研究者、３位が

医師、４位がゲームクリエーターという希望があります。

これに対して女子の場合は、１位が教員、２位が医師、３位がケーキ屋・パン屋、４位

が看護師、漫画家・イラストレーター等々という希望が出ています。

もちろん、これはまとめ方によって、例えば、サッカー選手と野球選手を分けたりとい

うかたちで調査をすれば、また、いろいろと違う結果になるわけですけど、おおまかに、

こんなかたちの結果が出ています。

この調査で面白いのは、その親に、将来就かせたい職業というのを、一緒に聞いている

んです。そうしますと、小学校６年生の男子の親は、１位が公務員、２位がエンジニア、

３位が研究者という順位になっています。

そういう意味で、子どもの希望と親の希望ずれというのを見ますと、例えば、子どもの

方で１位のスポーツ選手や４位のゲームクリエーターのようなものは、保護者の方からは

入っていません。それに対して、逆に、子どもからは全然挙がっていない公務員のような

ものが、保護者の方で１位になっている。
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同じように、小学校６年女子の保護者の場合は、１位看護師、２位公務員、３位教員、

４位薬剤師という、何となく分かる感じの順位になっているわけですが。これもまた、子

どもの希望と比べてみますと、女の子の場合はかなりずれていて、ケーキ屋・パン屋、漫

画家・イラストレーター、デザイナー、芸能人、歌手、モデルと、こういったものは、保

護者の方からまるきり無視されている。公務員、会社員、医療関係、国際関係、外交官と

いう、子どもが思ってもいないものを保護者が願っているという実態があります。

これは、一つの例なのですけど、結局、子どもが夢を見るということを考えたときに、

もちろん、子どもの夢は年齢的に変化していきます。当然、知識も見通しも、成長するに

つれて、どんどん上がっていきますから。取りあえず、お花が好きだからお花屋さんにな

りたいというようなノリには、小学校６年生になると、もうならないわけですけど、やは

り小学生は小学生なりのものの考え方なわけです。

そういう子どもたちが夢を追って行こうとしたときに、さまざまな壁があるわけです。

今、皆さんにお見せしたのは、親の反対というやつです。例えば、子どもが漫画家になり

たいよと言っても、そんな馬鹿なことはやめなさいというかたちで、子どもが夢を追おう

とすると、親の反対がある。

あるいは、だんだん年齢が上がっていくと、実現可能性みたいなことを考えてきますか

ら、自分が本当にスポーツ選手になれるのだろうかとか。自分はこれになりたいけど、こ

れは資格が要るから大学へ行かないといけない。うちは、そんなことができるんだろうか

というかたちで、子どもたちが実際に夢を追って行くと、そこでいろんな壁にぶち当たる

ことになります。

そうすると、やはり、そういう子どもたちに関わる側としては、そういったものに負け

るなと、どうしても声を掛けたくなります。夢をかなえた人の話みたいなことを、子ども

たちにお話ししようとする。スポーツ選手ですとか、芸能人でも、サッカー選手でも、何

でもいいのですが。有名人というか、今それなりの成果を挙げた人が、そうなるまでに、

実はいろいろ苦労をしてきたんだよという話をしながら、だから、あなたも壁にぶち当た

っても負けるなという話を、どうしてもしたくなるわけです。

ところが、それでは少しまずいよね、と私は考えています。これは私が、まだ東京の大

学で助手をやっていたときに出た研究会であった、定時制の高校の先生の話です。恵まれ

ていない子どもたちなので、なかなか前向きに勉強してくれない。そのために、元気が出

るように、自分のこの定時制の学校を出て成功している人たちにインタビューさせてもら

って、うちの学校の卒業生でこんなに頑張っている人がいるよということを、通信で子ど

もたちに配っていたと。

最初に見たときは、ああ、すごいなとみんなは思ってくれたのですけど、２、３回続け

ているうちに、だんだん子どもたちが、それに目を通さなくなった。というのは、この人

たちはすごい人だけど、私はこうじゃないんだよねと、子どもたちが言うようになったと

言うんです。
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それで、その先生はずいぶんいろいろ悩んで、結局、その学校を卒業して、普通に暮ら

しながら頑張っている人たちの話を、今度は生徒たちに配るようにしたとおっしゃってい

ました。そうすると、そういう自分と同じような人が、学校を卒業した後に頑張っている

という話であると、子どもたちは一生懸命聞いてくれたというご報告でした。

そういうかたちで見てみますと、子どもが希望している職業というのは、スポーツ選手

だとか、ゲームクリエーターとか、研究者もそうなのですけど、考えて見ますと、基本、

地元から離れていく職業なのです。そういう意味で、子どもたちが夢を追っていくという

ことを本気で後押しすると、みんな出て行ってしまうような話になってしまうわけです。

そうすると、それが実態には合わない子どもたちも出て来るわけです。これは、厚生労

働省の調査の、平成 27年３月高校卒業者の就職状況なのですけれども、全国の男女計の数

字です。就職希望者数が、県内と県外で、県内希望が 81・９％。実際に就職した人も、県

内が 81・３％です。そういう意味で、高校を卒業した時点で就職するという子どもたちに

とっては、基本、自分の地元で就職するということが基準になっているわけです。

そういう子どもたちに、地元を出て、夢を追い求めて行くという話をするのは、逆に酷

なのではないかという気もしています。そういう意味で、夢を追うという話のなかに、地

域とか郷土とかというのを入れていったときに、そこでは、地元を離れることができない、

あるいは、離れたくないという子どもたちもいて、そういう子どもたちが見られる夢とい

うものを、やはり、語っていかなくてはいけないのではないかと思っていたわけです。そ

ういうことを、今回、このシンポジウムを通して、何か光が見えたらいいなというのが、

私個人の希望です。

今回、３名のシンポジストの方に来ていただいたのですけれども、杉田先生には、私で

は不十分なところを大所高所から、指導的なご発言をいただきたいというのがあります。

それから、平山さんの場合には、アナウンサーをされているということで、ある意味、

先ほどの話で言えば、夢を追って、夢をかなえるの、いわば典型例ですね。そういうモデ

ルのような方がいらっしゃるわけですけど、それは本当に、私たちが思うような夢の追い

方だったのか。

逆に、松永さんの方は、地元で家業を継いで仕事をされている。そうすると、今までの

夢を追ってという話からすると、なかなか、逆に励ましにくいようなかたちになっている

わけですけど。それも、外から見た勝手な意見なわけで、実際に今のかたちで、今のこの

場にいらっしゃるこのお二人が、どのようなことを思って、どういうふうにして生きて来

られたかということを、一度きちんと聞いてみたいなと思っております。

ということで、かなり時間が過ぎてしまいましたけれども。このようなことを、私自身

は知りたいなと思って、今回のシンポジウムに来ております。それぞれの方が、それぞれ

自分のご経歴があって、それぞれの説があると思いますので、あまりこの話に縛られるこ

となく、まずは最初に自由にお話しいただいて、少しずつ、そういった夢を追うとか、郷

土とかという話に収束できたらいいなと思っています。
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そうしましたら、まず始めに、国の教育行政に広く携わっている立場から、このような

話を受けまして、杉田先生にご意見をいただきたいと思っています。よろしくお願い致し

ます。

○杉田 振っていただいた立場でという話にならないので、まず、申し訳ないと思います

が。昨年、秋田大会に参加致しましたので、引き続き参加の方は、またどうぞよろしくお

願い致します。また、今年からという方には、新たにどうぞよろしくお願い致します。

教頭先生は、本当に大変な仕事なのですね、見ていて。とにかく、苦情から何から、全

て教頭から入るわけですよね。校長の間に立って、チームにする。そういう先生方が一堂

に会して、こういう研究活動をやることに、本当に心から敬意を表したいと思います。

ここは、ものすごく横に広い会場なので、先ほど横で聞いていたら、こだまのように音

が聞こえるのですが、言葉を聞き取れていますか。大丈夫ですね。よかった。平山アナウ

ンサーしか、聞こえないのでないかと思いました。

これは、国立中央青少年交流の家ですね。私は 10年・・式をやっているのですけど。富

士山、やはりいいですよね。日本の誇りだと思いますよ。実は、９月にモンゴルに行くの

ですけれども、日本の教育を取り入れたいと、こうおっしゃる。

それは、なぜですかと聞いたら、いろいろな国が、いろいろな援助をしてくれた。道路

もつくってくれた。建物もつくってくれた。いろいろな国、ロシアの人も、韓国の人も、

中国の人も来た。でも、日本から来た人たちが、一番いい仕事をして、一番地元の人と交

流を図った。だから、日本の教育を取り入れるのですと。こう言われたとき、うれしかっ

たですね、日本人として。

まさに、それが郷土愛の中心なのではないでしょうか。国を愛するということは、郷土

を愛するということであり、そもそも隣の子を愛せということだと思います。

さて、そんななかで私も、それなりに日本人としての夢を持って生きたいと思ったわけ

でありますけれども。今日、提言したいことの内容を簡単に言うと、どんな子も、どう生

きるかのこだわりをどう持つか。願うということでしょう。願わないものは、かなわない。

願わないものは、本気で取り組まない。本気で取り組まないところに、成長はないと思う

のです。

もう一つは、自分への自信。自信がなかったら、やっていけない。やり抜けない。目指

し切れない。こういうことは、横に並べて順位をつけるようなやり方では、全ての子ども

に自信を与えることはできない。こういうことも考えます。

われわれ教員は多様な物差しを持って、できるだけその子が、これで生きていけるとい

う、そういういいところをきちんと引き出す。つまり、潜在能力を引き出して、付加価値

を与えて、次の時代に送ってあげる。こういう仕事ではないかと思います。

それから、まさに郷土愛は、人間愛でもあります。人がそこにいるから、愛するわけで。

それはまさに、関係性のうえに成り立って、使命感になっていく。こういうことだと思い

ますから、こういうことをどう抱かせるかということが、すごく重要です。
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さらには、自分の道を生きると言ったときに、人は生かされているように思いますが、

まさに自分の意志で生きるということは、いかに他者決定から、意志決定を自分でしてい

くかという能力ではないかと思うわけです。

しかしそれが、自分の思い通りになるかというと、社会もあるし、経済の状況もあるわ

けです。従って、与えられた範囲のなかでの、目標とか夢というのは、あっていいわけで

す。夢は大きい方がいいけれども、現実的であるということも大事であるわけです。

父は、小学校出の中学校の教員でした。大変貧しかったので、中学校の校庭の隣に木小

屋があって、体育小屋の木小屋に、藁を敷いて家族で住んでいました。テレビがあるわけ

じゃない、ラジオがあるわけじゃない。しかし、貧しいと思ったことは、一度もない。日

本中が貧しかった。だからこそ、誰にでもチャンスがあったと考えたい。

しかし、社会が変わったのです。私はそういうなかで、目標はあまり持てなかった。た

だ、思ったのは、父が苦労しているのを見ていましたから。中学校の卒業式の夜は、中学

生が家の周りを歩いて、ガラスをたたいたりなんかしているのを見ていましたから、まず、

教員だけにはならないという、夢を持ちました。

もう一つは。これは言わない方がいいか。言うのはやめておきましょうか。

結局のところ、大学を出て、私はボランティアに没頭した。あの頃は、大学が閉鎖なんか

されていましたので、やることがなかったから。社会の役に立っているということは、非

常にうれしかった。人はやはり、そういう意味では、自分でした決定でありますけれども、

多くの子どもたちに関わったり。障害のある人、それから非行の少年、不登校の子ども。

教員になるつもりのない私が、そういうこともやり始めました。夜中まで活動していまし

た。

私は、結構女装が得意です。レクリエーションの免許も取りましたし、ケースワーカー

の免許も取りましたし、人と関わるためにどうしてもやらなければいけないことは、やら

なければいけないと思ったし。

それから、二十歳の人の家を回って何とかかき集めて来て、座談会を開いて、毎年『二

十歳の意見』、これに「こえ」とルビを振って、成人式に配っていました。何か、能動的で

ありたいと思った。自分で行きたい道を歩きたいと思った。これが、大事なのではないか

な。

しかし、時代はどうですか、今。こんな感じですよね。崩れた日本語が氾濫し、乱れた

政府が生き返り。刹那主義的なにぎやかな日常の風景と化しているわけです。

だから、楽しげに遊ぶ若者たちほど、ふと寂しげな表情を見せるのはなぜなのか。若者

たちを横目で見ながら、昔はよかったと嘆く大人たちのまなざしの奥に、うずくような情

熱が消えずに残っているのは、なぜなのでしょう。若者たちも、大人たちも、日本人全て

が人生の土台となる熱い何かを探して、時代と戦っているのではないでしょうか。時代は、

変わったのですね。

その昔、小さなパン１個で満たされ、癒やされたことはありませんか。飽食の昨今、ご
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ちそうを食べながら、心の空腹を感じたことはありませんか。富を得て、日本も日本人も、

お金で買えるものを買い過ぎました。衣食足りた後の富は、ときとして人間を豹変させ、

礼節を忘れさせ、国の生命力さえもなえさせます。

お腹を空かせた心に尋ねて見ましょう。探し物は何ですか。それは、この目に見えるも

のですか。狂騒曲は鳴り終わりました。立ち止まって、青空を見上げてみませんか。久し

ぶりに、大地と話してみませんか。日本は今、日本をよみがえらせる、日本人の熱い力を

待っています。まさに、一人一人の生きるということが、こういうことに向かってほしい

と思います。

一方で、これは東北の校長先生。匿名で出しています。これは、匿名でないと出せませ

ん。読んでみましょうか。「雨にも当てず、風にも当てず、雪にも夏の暑さにも当てず、ぶ

よぶよの体にたくさん着込み、意欲もなく、体力もなく、いつもぶつぶつ不満を言ってい

る。毎日、塾に追われ、テレビに吸い付いて遊ばず、朝からあくびをし、集会があれば貧

血を起こし、あらゆることを自分のためだけ考えて省みず、作業はぐずぐず注意散慢し、

すぐに飽き、そしてすぐに忘れ、立派な家の自分の部屋に閉じこもっていて、東に病人が

あれば医者が悪いと言い、西に疲れた母があれば養老院へ行けと言い、南に死にそうな人

があれば寿命だと言い、北にけんかや訴訟があれば眺めてかかわらず、日照りのときは冷

房をつけ、みんなに勉強、勉強と言われ、叱られもせず怖い物知らず、こんな現代っ子に

誰がした」と。

どうなったらいいかな。つまり、我々が生きているうちの、ほとんどは働いているわけ

だ。

有名な話です、このオオヤマさん。障害のあるお子さんたちを７割だったか、雇ってい

ます。それは、人間の幸せは人に愛されること。人に褒められること。役に立つこと。人

に必要とされること。この四つだと言っています。仕事に就くことによって、この四つが

与えられる。こんなふうにも言っています。つまり、学ぶことは働くことなのです。

それから、自分への自信ですが、どうでしょうかね。どんな子もそうですが、自分に自

信がないと思ったら、自分にはいいところの一つもないと思ったら、人間は頑張れません。

しかし、どうか。

私たちは、へたをすると、横に並べて順位をつけます。学校で表彰される子どもは、体

育や音楽や美術や作文です。こつこつ掃除をやっている子が、表彰されていますか。子ど

もは、この学校が何を評価しているか、何を目的に学校を営んでいるか。そんなものが見

えてしまうわけだ。

だとするならば、そんなことを示し続けることも、義務教育として、人間の骨格づくり

をやっている自負を持って、生きていける人間といった自信を持たせることも大事なので

はないかと思います。なかなか、そうはいかないにしても。

さて、反抗期というのは、もう一人の自分との葛藤です。先生や親の言うことや期待を

聞いて、いい子になろうと努力してきた。その自分に疑問を投げ掛け、ブレーキを掛ける
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もう一人の自分に気付き始める。つまり、もう一人の自分は、自立への第一歩であり、い

わゆる反抗期です。

私は、こういうところを大事にしなければ、他者決定でずっといってしまうと思います。

そういう学校の信念。それと、どうも中学校は、進学、就職がうまくいかないと駄目と決

めてしまう。決めるべきではない。第２、第３希望の道を選んで、進んで、幸福になった

人は嫌なほどいます。目標を実現した人も、嫌なほどいます。

無数の条件が重なり合って、そもそも初めて幸せになる。こういう、われわれのものの

見方というものを考えなければ、なんとなく風潮が変わってしまうのではないかと思いま

す。

子どものなかには、生まれた時代や世の恨みを親に反抗し、世の中を批判し、あたかも

青春の純情さと正義感だと思っているような子もいます。生まれ落ちた家や環境を否定し、

不満をぶつけて生きることは、生まれたこと自体を否定しているように見える。

でも、親にはそんなことはできません。親も一緒に、それを背負って、自分の人生を歩

んでいるわけだ。ある意味、親の人生は子どもが決めているとも言えます。親の幸せは、

子どもが決めているとも言える。そういうことも踏まえて、生き方というものを考えても

らいたいと思います。

私は、今の学校は残念ながら、他者決定にあふれている。アクティブラーニング、確か

にそう。自分自身で主体的に学んでいく力。つまり、自分で選択をして。しかし、そうな

りえていない。どうでしょうか。自己決定能力。

大学で、オープンスクールをやって、やっと私も教員になった感じになって、戻ったの

ですが。昔は、行きたい大学に行って、少し探ろうなんてすると、邪魔だと追い払われた

ものだけど、今は全然違いますよ。お客さまは、神さまです。ご丁寧に案内して、講義ま

で聞いてもらって。どうでしたかと、感想を書いてもらって、来てもらおうと、こういう

時代です。

でも、驚いたことに、来て、私の講義を聞いたうちの半分は、お父さん、お母さんです。

大学まで、親が決めるということですか。授業中も、生徒指導も、単元計画も全部、最初

に示さず、玉手箱のように授業をやっているわけです。子どもが選択はできません。ほと

んどは、しつけです。道徳教育も、この道を歩けと狭い道にして。それは、自分の道を選

択して歩く方法ではない。

こういうことを含めて、圧倒的に他者決定が多いのではないかと思っているんです。こ

れを増やしてみませんか。子どもに任せてみませんか。子どもに決めさせませんか。親も、

叱るだけでは駄目でしょう。あなたがどう生きたいのかと聞いてあげなければ。幼稚園だ

って、自立の芽生えと言っているんですよ。

こういうことが、私は、実は自分の意志で生きるということではないかと思っています。

もちろん自分の、個人だけの意志で生きるものだけではありません。集団の決定に基づく

意志決定というのも大事です。尊厳死といって、自分で命を絶っていいんですか。家族も、
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親戚もいるでしょう。

2004年に、イラクに行って捕まった彼らは、自己責任と自己決定の間で動きました。つ

まり、自己決定におけるリスクというものも、きちんと教えていく必要がある。そういう

なかで、「私は」を主語にして、自分の歩く道を、将来を、夢を、希望を、そう求める人間

にしていかないといけないのではないか。そんなふうに思っています。

まさに、そういうことをどう増やすかということです。自信のない子も多いし。だから、

教育も変えなければいけないし、コンピテンシーに基づく教育改革が、世界的潮流です。

将来、夢を持って生きていける人間にするための資質能力を先に決めて、そのことを国語

で何ができるか、算数ができるかと、こういう発想です。

そういう意味では、年寄りがもう４人に一人になるわけです。これからの子どもは、一

人で何人も担っていく。そういうたくましい子どもを育てていかなければいけない。生産

年齢人口が、約半数になる。外国人を 20％から 30％、この国へ入れなければ、この国はも

たなくなる。

でも、日本人を外国人にしていいのか。日本たらしめている、その本質である謙虚さや、

あるいは寛容性、こういうものも併せて育てながら、まさに、今の職業の問題。今は、存

在していない職に就くだろう。仕事が、半分くらいなくなってしまうわけです。お掃除ロ

ボットが掃除をやる時代になって、一体どんな学力を身につけたらいいのかなんていうこ

とも。そういうことも考えながら、将来、職業といったものを自己決定していかなくては

いけないのではないかと思っています。

いくつかの提言を申し上げましたが、ぜひ、また何か参考にしていただければと思いま

す。よろしくお願いします。

○村山 ありがとうございました。続きまして、静岡県に来てフリーアナウンサーをして

活躍されている立場から、平山さん、ご提言をお願いします。

○平山 ありがとうございます。静岡の方は、もしかしたら一度は見たことがあるという

方もいらっしゃるかもしれませんが、今年３月まで、ＮＨＫ静岡放送局で夕方の報道番組

などのキャスターを務めておりました。

先ほど、紹介していただきましたのは少し古くて、もうＮＨＫを辞めて、今年の４月か

らは独立をして、フリーアナウンサーということで活動しております。合わせて 16年にわ

たって、ＮＨＫの静岡放送局で静岡県内のさまざまなニュースや話題、取材等も含めてし

てまいりました。

現在は、そういったことを生かして、企業の研修。いろいろな話し方講座をさせていた

だいたり、それから司会等もさせていただいていますけれども。講演活動、本当の思いの

伝え方はどういうものなのか。私の経験から、お話しをさせていただいたり。あとは、小

中学校に行って、コミュニケーションとはどういうことなのか。やはり、思いの伝え方な

どをご紹介させてもらったりしています。

そのときに、先生から、結構言われますのは、今はメールなどが主流になっていて、ど
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うしても目と目を合わせたコミュニケーションが苦手なので、そのあたりをどうぞ紹介し

てくださいと言われることが多いですけれども、私としては、ずっと「伝えることは、ど

ういことなのか」。本当の思いを、では皆さん、伝えることができていますかとか、本当の

相手の思いを聞き取ることができていますかというと、なかなか難しいと感じられる方が

多いです。

おそらく、今日、いらっしゃるのは先生ですから、私なんかより、ずっとたくさんの人

と交流をして、コミュニケーションを取っていて、私より、話し方、伝え方というのは、

幅広く力を持っていらっしゃると思いますけれども。

私は、アナウンサーとしての経験を基に、数百人の人にインタビューもしてまいりまし

たし、いろいろな場面で、ニュースだけではなくて、自分でリポートをつくって紹介した

りとか、そういうこともやってまいりました。

そういった私なのですが、よく聞かれるのが、アナウンサーという職業を目指したのは、

いつくらいなのですかとか。もともと夢があったのですかということを、よく言われます。

実は、まったくそれを目指していなくて、むしろ、話すことが非常に苦手で。また、今

日も聞いていただくと分かると思いますが、少し声が低めなのです。今でこそ、個性的と

受け止められるのですけれども、子どものころは、非常にこれがコンプレックスでした。

小学校の３、４年生くらいのときの、友達からたまたま、「平山さんは、ちょっと声が人と

違うね、低いね」と何気ない一言を受けて、そこで、何事も人と一緒がいいと思っていた

私は、非常にショックを受けるわけです。

それからというもの、小学校から、中学校、高校にかけて、人と違うような声を、では、

出さない方がいいのかなと考えてしましまして。友達同士、それから、先生との１対１と

いう会話はすごく好きだったのですけれども、大勢の人の前で話すということは、ショッ

クを受けたうえで、もうやらなくなってしまったのです。自信をなくしてしまったという

かたちでした。

では、なぜ、こういう道に入ったのか。高校 2 年生のときの、ある出来事が、大きく変

わったきっかけだったものですから、今日は少しそのあたりも。学校の先生とのつながり

もあった例ですので、少しご紹介をさせていただきたいと思います。

高校生のとき、私は、石川県の金沢市内の学校に通っていたのですが。そのときは、も

ともと野球が強い高校で、私が行っていたときは、毎年のように甲子園には行っていまし

た。学校内では、野球部が花形で、スター的な選手がいて。ですが、サッカー部は。石川

県は、今でこそ高校サッカーは強いですけど、当時は、あまりサッカーは盛んではなくて。

ここ、静岡は、ものすごくサッカーが盛んな地域ですけれども、私の高校は、それほどサ

ッカーは得意ではなかった。

それが、私が高校２年生のときに、県大会で優勝をして、全国大会に出ますよというこ

とになりました。学校中、わあっと大騒ぎになって、サッカー部も少し地味な存在だった

けれども、頑張っていたんだということで、みんなで応援に行きましょうということにな
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りました。

そのときに、私がちょうど習っていた化学の先生がサッカー部の顧問で、その全国大会

の試合の模様をローカル局で放送すると。その前に、学校紹介のビデオをつくらなくては

いけないので、そのリポーター役を「平山、やってくれないか」とお願いされました。当

時、私は部活動もやっていなくて、暇だったのです。それで先生も、周りはみんな部活を

やっているから、平山だったら時間があるだろうということで、お願いをされたと、最初

は思っていました。

それまで、ずっと声を出すことをしないで生きてきた私に、いきなりテレビのリポータ

ーができるわけがないでしょう、と私は思って、毎日、先生とのやり取りです。私は、「で

きません。」先生は、「やりなさい。」というやり取りだったのですけれども、最終的にはも

のすごくお願いされて。

今は、もしかしたら駄目なのかもしれませんが、やってほしいものですから、最終的に

先生が、「平山、やってくれたら、ラーメンをごちそうするから」と。ちょっと、ご褒美を

ちらつかせてもらって、まんまとそれに引っ掛かりました。それだったら、それだけお願

いされて、ご褒美もあるのだったらやろうかなということで、やることになりました。

ですが、やはり、それまでずっと、人前で声を出さないで、後ろに隠れて過ごしてきた

私だったので、そう簡単に変わるものではなくて。もちろん、ＮＧ、ＮＧ。もう、ずっと

出しても、まったくできなかったのですけれども、ディレクターさんがすごくいい方で、「編

集でなんとかするからいいよ」と。

次のシーンに移るから、今度はグラウンドに移動してくださいということになりました。

今度、グラウンドでは、サッカー部員の選手たちが並んでいるのです。ゴールがあって、

一人ずつ私が、初の全国大会出場ですが、どうですか、どんな試合にしたいですかと、聞

いていくわけです。

最終的にサッカー部のキャプテンが、「優勝目指して頑張るぞ」と、一言声を掛けて、そ

れを合図に、みんながばっと一斉に走って行って、サッカーのシュートを決めるという。

もう、なんとも青春映画かというような流れを、当時の金沢の放送局のディレクターさん

が考えていてくださったのです。

そのときに、あれだけ人前で声を出すのがいやで、リポーター役なんか本当にやめたい

と思っていたのですが、すごく気持ちがよかったです。達成感があった。

もちろん、私が主役ではないのですが、私がインタビューをすることで、そのときまで

地味だったサッカー部員たちが輝いて見えたんです。私が主役ではないけれども、取材を

することでスポットを当てることができる何かがあるというのが、すごく素晴らしい仕事

だなと、そのときちらっと考えました。

そのとき思ったのは、私のそのときまでの自分の評価というのが、ものすごく短い物差

ししかなかったんです。自分にできることは、もうこの範囲しかないと思い込んでいたの

ですが、そのときに、先生が私を説得してくれて、最後まで諦めずにやってくれとお願い
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してくださったというのは、本当に感謝しています。いつも大勢の前に出るのを嫌がって

いた私だったのですけれども、友達同士で話していたり、先生と話している姿を、先生は

おそらく見ていてくださったのかなと思います。

ですから、あの子だったら、きっと、こんなふうに短い物差ししかないと思っているか

もしれないけれども、もう少しできるに違いないということを信じて、お願いし続けてく

ださった。そのことで、結局、私のなかで、自分の物差しを決め付けていたけれども、も

っと長い物差しが自分にはあるかもしれない。今は、気付いていないかもしれないけれど

も、もしかしたら自分の可能性は、まだまだ見えない部分でもあるかもしれないなと、そ

のとき何となく感じることができたんです。

ですから、その後、急に変わったわけではありませんけれども、その一件があったから、

何か少しずつ変わることができたのかなと、今となってですけれども、非常に思います。

それから、では、急に変わってアナウンサーを目指したのかというと、そういうわけで

はありません。やはり、根強くずっと人前で話すことを避けていたものですから、そんな

に急に変われるものではなくて。それから、自分の苦手な部分を意識するようになりまし

た。将来、やはり話すことが苦手、苦手と言っていては、私の人生は輝かしいものにはな

らないなと、危機感をも抱くぐらい苦手でした。

ですが、人間はできることは、もう、あまり努力しなくてもできるから、努力しないと

思うのですが、苦手な部分については、やはり、やらなければ。人より倍やっていかなく

ては、克服できないと感じますので、少しずつでもやっていかなければいけないという危

機感を、それをきっかけに感じた。そんなポイントが、高校２年生のときにありました。

ですからそれからは、大きなミッションはいきなりできませんけれども、小さなミッシ

ョンといいますか、自分との約束事を決めて、少しずつ、じゃあ今日よりはもう少し、次

の日は大きい声で話すようにしましょうとか。もう少し、どういう言葉を選んだら伝わる

のかということを少しずつ考えて。今日よりあした。あさっては、もう少しということで、

自分との小さな約束事を決めて、声や言葉、コミュニケーション、苦手な部分をこだわり

にこだわって、ずっと今までの人生を生きてきました。

コミュニケーションというと、非常にシンプルです。発信者がいて、受信者がいるとい

う、そのストレートなラインが交互に行くだけの、非常にシンプルな仕組みなのですけれ

ども、これが、ストレートに結ばれればいいのですが、人間はやはり、いろいろな思いが、

そこに入って来ますので。ジグザグに発信者が言って、受け取る受信者の方が斜めから受

けてしまうと、結局うまく伝わらなかったということにもなりますし、非常に難しい部分

も多いと思います。

ですから、私はどうやったらうまく伝わるのかというのを。大学時代は保育科で保育を

学びましたので、子どもたちにどうやったら伝えやすいのか、読み聞かせはどういう表現

をしたらいいのか。その後は、普通に就職をして、企業の本社の受付で仕事をしたのです

けれども、そのときは、どうやったら、どういう応対をしたらいいのか。
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それから、モデル事務所等に入りまして、テレビの仕事をだんだん増やしていって、ご

縁があってＮＨＫ静岡放送局に入ったものですから、まったく夢と希望を抱いたわけでな

くて、声や言葉にこだわりを続けた。一つのことに対して、思いや志というか、危機感を

持ってそこにこだわり続けたからこそ、いろいろなご縁が生まれて、こういう、いわば夢

というか、やりたいことにつながってきたのかなと思います。

ですから、先ほど杉田先生もおっしゃっていましたけれども、自己存在感という、自分

でもやっていいんだ、できるんだという思いを、やはり何かのタイミングで子どもたちに

与えることができれば、きっと大きな転換というか、変わるきっかけにもなるのかなと思

います。

ですから、今、いろいろなところで、私もお話をさせていただきますけれども、だいた

いアナウンサーを 20年近くやっていますなんて言うと、子どもたちは、ああ、アナウンサ

ーなんて、もともと勉強ができたんでしょうとか、もともと話すのが上手だったんでしょ

うというように、雲の上の存在と思われがちなのですが。

私は珍しいタイプかもしれませんが、私のように、いろいろな道を通して、いろいろな

ご縁のなかで、自分なりに失敗を重ねながらやってきたという部分では、子どもたちへの

メッセージとしては、何か自分でも役に立てることがあるんじゃないかと。今、思いを地

域に返せたらなということで、活動をしております。

○村山 ありがとうございました。続きまして、地元、静岡県で、お客さまに最高の環境、

最高の雰囲気をお届けしたいと言う願いを込めて会社を経営されている立場から、松永さ

んにご意見をいただきたいと思います。よろしくお願い致します。

○松永 皆さん、こんにちは。今日は、全国からお越しということで、浜松で開催されて

いるわけですけど、なぜ焼津で事業をしている松永がここに出て来たのかなと素朴な疑問

があるかと思います。

そんな方の不安を解消するために説明しますと、今回の大会実行委員長の生田目先生と

は、焼津に東益津というところがあるのですが、東益津小学校・中学校の幼なじみだった

ものですから、同級生ということもあり、１年半くらいまえに、軽い気持ちで引き受けて

しまったわけです。時間がたつのが早くて、このような、大変立派な先生方を前にしゃべ

るということで、非常に緊張も致しておりますけれども、その辺はご寛容に願いたいと思

います。

まず、焼津というところですが、ここは浜松ですから、東海道本線で１時間くらい静岡

方面へ向かったところにあり、そこの駅前に当社があります。今、村山先生から、最高の

環境、最高の雰囲気とご紹介いただきました。当社のアンビ・アは、アンビエンス（ambience）
という英語とＡという造語から来ておりまして、平成７年に社名変更致しました。

もともと、「魚の町、焼津」と皆様から言われてきましたが焼津は遠洋漁業で発展した町

で、カツオ、マグロが水揚げされ、それを中心に水産加工、流通業、小売り業が形成され

てきました。この町に昭和 16年に当社の創業社長、祖父が、タクシーで創業しました。そ
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のときに、会社を象徴するマークとしてトビウオのマークをつけ、焼津タクシーという社

名で、事業を行なっていました。

その後、貸切バス事業へ進出し焼津観光バスという名前で、トビウオのマークがついて

おりました。ただ、なかなかトビウオと判別できない方がありました。その後、バス需要

が拡大し県内各地や東京とか、成田空港へ行くバスが増え、魚が強調されたマークは、必

然性があるのか？また「これはサンマのバスですか」と言われたりしたことが、大変ショ

ックになりました。

魚の町ですから、食べ物にとっては非常にいいのですけれども、国際化の時代を迎えて、

国際空港へ行ったり、東京の銀座とかへ行くのに、焼津というのはハンディキャップにな

ることを一部のお客様から言われておりました。

そして、お陰様で会社の内容も、タクシー、観光バスから、旅行業へ進出し、昭和 63年

には、ホテルアンビア松風閣というリゾートホテルを経営するようになりましたので、社

名を変えようという事になりました。業態の異なる事業を展開していますが、最高の環境、

最高の雰囲気という会社の統一した理想像を込めた名前で探した結果、アンビ・アという

名前にしました。

中黒丸があるのは、縁起を担ぎまして、11 画にしただけでありまして、特別な意味はあ

りません。

焼津で、タクシー会社を創業し、それから、観光バス、旅行業と進出し、静岡県の中部

地域の会社ということでしたが、その後、昭和 50年代後半になり、このままでは会社の成

長も限界に達したと危機感を感じていました。また昭和 30年から、今のホテルが建ってい

る場所は、富士山と駿河湾が見えるという好立地だったので、200人収容の観光ホテルを経

営しておりました。これを解体して、さらに土地の整備をして、時代のニーズに適した大

型ホテルを建てるという構想を持ちました。それで、ホテルを建てることで、静岡県中部

地域だけではなく、関東から関西そして全国からお客さまに来ていただけるような都市近

郊型リゾートホテルを考え成長の基盤とすることにしました。

東京オリンピック招致のときに、滝川クリステルさんが「おもてなし」とやりましたけ

ど、うちは昭和 63 年６月に、「富士山と駿河湾一望のおもてなし」というキャッチフレー

ズのもとに開業し、ＰＲに努めたわけですけれども、なかなか焼津という土地で、リゾー

トホテルがそもそもあるのか？ということを、お客様は潜在的に思っておられました。さ

らに、天然温泉を引きましたが、その存在が知られていませんでした。変な話ですけど、「あ

まり、期待して来なかったけど、意外に爽やかさが感じられる良いホテルがある」という

ような評価を来た方から言われているところでもあります。インターネットが発達した時

代ですので、「ホテルアンビア松風閣」と検索していただければ、幸いに存じます。

今日は、夢を語るということですけれども、まず、なぜ、地方の方が都会に出てしまっ

ているかというのを、先ほどふと思ったのですが、やはりこれは、経営者の責任なのです

ね。地方に根付いた会社がしっかりして、生産性があって、給料をたくさん払えて、休み
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を取れるようなものができれば、何も、親や兄弟や、友達がいるところを離れて、都会へ

行かないと思うのです。今、地域経済の低下により地元で事業を継続する事が非常に難し

くなっています。

当社の場合も、タクシーは地元のお客さんに密着しておりますし、観光バスというのは、

地元のお客さんを東京とか名古屋とか、温泉地へ、お連れする仕事ですから。やはり、地

元が元気で、人がいないと、成り立たないわけです。

ホテルというのは、逆に、全国から来てもらうわけですから、そういった事業を展開す

ることによって、地元の業者と取引をして、お金を支払ったり、地元の方が働いて下され

ば、地方から職を求めて都会に行き、人がいなくなるという問題も、多少なりとも解決で

きると思います。けれども、コンスタントにお客様来ていただくことが社会の変化により

団体旅客の減少でなかなか難しくなっているのが昨今の実情です。

一つは、時代の流れが、行政もあまりたくさん働くよりは、ゆとりとか安らぎとか、家

庭を配慮した政策が増えてきていることだと思いますし。それでなくても、静岡というと

ころは、非常に気候温暖で、雪も降らず、東京・名古屋の中心に位置しており、たくさん

の果物や農作物も採れるということがあって、あまり苦労されなくても、何とか食べてい

く経験や文化が根付いているようです。それでなくても、非常に挑戦者精神とか、ハング

リー精神が少ない地域だと言われています。

そういったなかで、ビジョンを描いて、事業を起こして、この地域で経営をする人や賛

同する人を増やさなければなりません。もしくは、既存の経営者が頑張って事業を拡大さ

せ、雇用の場をつくっていかなければ地域の活性化はできないと思います。

ただ、幸いにして、この静岡の焼津というところは、私は焼津から来ましたと言うと、

いろいろな方からすぐに、魚のおいしいところですねと言われますので、かなり焼津とい

うのは魚の町で売れています。これまでも、カツオ、マグロの出荷や水産加工品のかつお

節、黒はんぺん、なると、角煮といっぱいありますけれども、そういった文化を深掘りし

て、付加価値を持った製品を出すことによって、地域を元気にする。そして、それが事業

として成り立てば、非常に理想的であり、地域に住んで仕事をするという夢をかなえるこ

とにもつながるのではと思います。

最近、焼津で、一瓶５千円のふりかけをつくったところ、ものすごく売れたということ

を聞きましたけれども、なかなかこういう発想というのは、長くその事業に携わっている

人は考えにくいと思います。また、ぜひ、ご参加の先生方から、こういったものはどうだ

というご意見を賜れればと思います。

どうしても、長くその家業に携わっていると、固定概念、既成概念が破れないで、次の

進化の過程に行きにくいので新鮮な発想が求められます。繰り返しますけれど、企業が元

気で、生産性を持って、雇用の場を作り地域に住んでいただくという夢を持つ。経営者が

積極的に頑張って、そういった理念を管理職や社員の皆さんに情熱を持って伝える。そう

いったストーリーがないと、地方の創生は難しい。逆に、今日はこういったシンポジスト
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というテーマを与えていただいたことで、自分の日ごろの経営手腕のなさを反省させてい

ただく良い機会になりました。そういった面でも、感謝致しております。

○村山 ありがとうございました。それぞれ、１時間の講演をしていただいても当然とい

うような３人の方で、短い時間でお願い致しましたので、語り尽くせなかった部分とか、

いろいろあると思います。ですので、取りあえず、お三方のなかで、それぞれお互いに聞

きたいことがありましたら、そこでお話をいただけると助かります。

どなたから質問をされても結構なのですが。では、取りあえず、杉田先生に口火を切っ

ていただいてよろしいですか。

○杉田 私は、しゃべりが上手にできないというコンプレックスがあります。それから、

人間はだいたい第一印象で、ほぼ決まってしまいますので。姿かたちがいいほうが、ずっ

と特なんです。そういう点で、今日、私にはほとんど光が当たらないんじゃないかと思い

ましたけれども。

ご自分への自信というのは、一体どういうふうに生まれたとお思いになるか。同じよう

に、自信がなければ人間は頑張れないと思いますが。それが、確信になり、相当な困難を

乗り越えたと思いますから、お二人の共通する自信というのは、何か根拠があるのか、ど

うか。それを、お聞きしたいと思います。

○平山 自信ですか。いや、本当にどちらかと言うと、自信がなくてずっと来たのですけ

れども。それを補うために、やはり努力とか、基礎練習の繰り返し。基礎練習というか、

いろいろな意味で、やはり基盤をしっかりとつくることが、結果、自信に結び付くのかな

と思って。細かいことも逃さずにやりたいなと、こういう場に立ったときに困らないよう

に、普段から細かいことでも見落とさずにやりたいなと感じて、普段はやっております。

それが、自信に結びついていると言えば、そうかもしれません。

○杉田 そう頑張れる自分が自信じゃないかと、そう思ったりしますし。女性アナウンサ

ーは、競争率が非常に激しいなか、生き残るというのは、相当気が強くなければやってい

けないんじゃないですか。

そういうものを、私は持っていると思う。それを、何か信じて、頑張れるんじゃないか

と、そう思いますけど違いますかね。

○平山 先ほども申し上げましたけれども、やはり、自分との約束事ですね。週に１本は、

何か取材をしてリポートを出すぞとか、そういうのを約束して。別に、それをやらないか

らといって、誰かから怒られるわけでもないし、罰せられるわけでもないのですけれども、

やはり、自分が一番見ているので。その自分との約束ごとを破ってしまったという、自分

が一番そこを見ていますので。そこをクリアして、クリアして。小さな約束事なのですけ

れども、そこをクリアしていくことが、結局、自信につながっていっているかなと思いま

す。ありがとうございます。

○杉田 たぶん、お金をもうけることの自信じゃないと思うので。働くということは、ま

たちょっと違うと思いますが、どんなあれですか。
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○松永 経営者というのは、営業から、労務から、商品力とか、計数管理、いろいろなこ

とを知らないといけないのです。ということは、たくさんの知識をできるだけ持っている

ことが、いろいろな状況が来たときに、動揺せず的確な対応ができます。

ちょうど今、先生がおっしゃったことは、ある方から、問い掛けられたものですから。

いわゆる、商品知識をできるだけ増やすことをやらないと、経営者は駄目だよと指摘され

ました。今まで、長く、そんなことを考えずに成長した時代が続いたことが自助努力を怠

ってしまったのですが、改めて言いますと、豊富な情報と知識が自信につながるというこ

とだと思います。

○杉田 まったく、これは打ち合わせをしていませんから。素晴らしいと思いますね、お

答えになった方が。感心しました。

こんな感じでいいんですか。

○平山 質問ですね。やはり、今日は夢というテーマですけれども。最近、私の考えとし

ては、すごく情報がたくさんありますよね。今、いろいろなところから情報を得ることで

きますが、だからこそ、なかなか夢というか。本当に大きな夢とか、漠然とした夢を描き

にくくなっているのかなというふうな印象を持つのですけれども。

実際、いろいろな現場に立たれている先生方、松永さんとか、杉田先生から見て、現実

はどうなのかなというところを伺いたいです。

○杉田 あまりよく分かりませんけれども、たぶん親が、夢を語っていないんじゃないか

という気がします。やっと課長になったと言えば、やはり子どもは、将来の夢を課長と書

くわけです。

つまり、そういうことなのかと、少し思う。つまり、家に帰ったらみんな、だいたいく

たびれたお父さんで。私だって、今はこうやって一生懸命頑張っていますが、家に帰った

ら、相当くたびれていますよ、これ。

それを見ている息子、娘たちは、一体夢を持てるかと、仕事や生きることに。そういう

意味では、やはり、われわれ大人が、はつらつと夢を語ったらいいんじゃないかと思いま

すので。確かに、私は夢というのは、職業だとは限らないと思っているのです。将来、こ

の年寄り二人に、何とかして頑張って家を建ててあげたいとか、そんなのだっていいし。

もう少し簡単に言うと、家族を大事にして、将来、世界旅行に行きたいとか、そんなの

でもいいと思う。つまり、向上意欲そのものだと思うんです、生きるということは。  

ただ、一方で、そこに社会的な使命というものがあったら、さらに頑張れるわけで。そ

ういうことを、どう導いてあげるか。まあ、小学生のうちは無理ですね。だいたい、お花

屋さんとか、野球の選手と言いますから。

無理なんですけれども、だんだんそれが現実になるに従って、それを目指せるような資

質。能力も大事ですが、能力だけでなく、資質といったものを、学校がきちんと育ててい

くべきではないかなと思いますから、皆さん、教員も、ぜひ、どんな嫌なことがあっても、

１回校門でえいっと言って、笑顔で入ってくださいね。夢と希望を与えてください。
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○平山 本当に、皆さん、お忙しいなかやっていらっしゃいますから、大変でしょうけれ

どもね。松永さんは、やはり、たくさんの新入社員、若手の方と、直接、接していらっし

ゃるかと思いますけれども。実際見て、みんなに夢はあると感じられますか。それとも、

最近は夢を持たない若者が多いなと感じられるか。

○松永 あまり、生き生きとした。当社のことを言うと、少し気恥ずかしい気もしますけ

れど、あまり、元気のある方は少ないですね。何でだろう。

○平山 寂しい。寂しいですね。

○松永 ですけど、うちの場合、ホテル・旅館業で、ここ３年間で、40 人くらい採用しま

したけど、退職者は二人なんですね。非常に退職者が少ないホテルだと思うのですが。そ

ういう点では、結構和気あいあいと、経営者の知らないところで、何かやっているのかな

と思ったりします。

最近、学校教育でも踊りを取り入れているようですけれども、よさこいソーランを社内

で自主的に練習し、出来ればお客様に披露しようということで、各班でやりましたら、非

常に協調性を持って取り組み、顔の表情が和やかになったり笑顔が出たりしました。社員

は 20 代から 60 代の方まで幅広い世代が社内におりますけれども、社員同士のコミュケー

ションが、よくなってきました。また一つのことを継続的にやるということで、楽しさが

出て来た。夢ということよりも、楽しさや喜びを仕事を通じて求めていると思います。

あとは、仕事柄、春夏秋冬にいろいろなイベントがあるものですから、今は夏の企画で

アロハを着て、夏の雰囲気を出したり。そういったメリハリがあるものですから、そうい

ったなかで、夢と意識しなくても何か仕事を通して、楽しさだとか、やり甲斐を感じてい

るのかなと思います。

○平山 その場その場で、やはり、何かやり甲斐を見つけて、何かそこを一生懸命やって

いったら、将来的にというか、大きな何かが見えて来るというところもあるのでしょうか。

ありがとうございます。

○村山 松永さんの方からも、ぜひ、お二方に質問してください。

よろしいですか。では、少し考えてください。

非常に、私が楽ちんなので、できればそちらの方で、ずっとコーディネートしてもらい

たいのですけど。それだと、ちょっと私の立場もありますので。

私の方で、取りあえず、まず、平山さんと松永さんに伺いたいのは、先ほどの話と関連

しているのですけど、平山さんの場合は、もともと金沢でいらっしゃって、今、静岡に来

られていますけど。そういう意味で、郷土というものを、どのようにお考えなのかなとい

うことを少し。あるいはだから、その金沢のときの知り合いの人たちとかいうものを、ど

ういうふうに考えていらっしゃるのかなということと。

それからあと、松永さんの方には、やはり、自分の人生は、例えば、会社を継ぐなら継

ぐというかたちで、もう、決まっているんだよなというかたちの思いがあったのか、なか

ったのかというようなこととか。その辺りのことを、少し伺えればいいかなと思っていま
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す。お願いします。

○平山 私は、高校生までを石川県の金沢市で育ちましたが、もともと父が静岡の蒲原と

いうところの出身でして、それもあって、子どもの頃から、将来はおそらくそちらの静岡

の方に行くんだろうなという、漠然とした考えが、もうあったものですから、気持ちとし

ては、地元に残りたいと、金沢のときは思っていたのですけれども。もう、家族の決まり

事として、いやいやというか、出たというのが、そのときの本音でありました。

ただ、やはり、金沢という素晴らしいところで育ったという誇りもありますし、いまだ

にふるさと、出身はと言えば、石川県だよと答えることがあるのですが。

ただ、静岡に来た方が、もう長いものですから。それから、静岡のなかで、ものすごく

いろいろな取材をして、いろいろな方々との関わりも持っていますので、ふるさとは金沢

なのですけれども、静岡人ですよという思いで、今を過ごしています。

この、出身が違うということなのですけれども、この目線、外から静岡を見ることがで

きたという目線、視点を持てたというのは、この私の、ジャーナリストと言いますか、取

材活動を進めるうえでは、非常に役立っていて。今も、静岡あさひテレビさんのなかで、

一つ番組を持たせていただいているのが、「静岡の町をもっとよくするにはどうしたらいい

のか」という大きなテーマで、いろいろな県内の。昨日、少し撮影があって、静岡県経営

者協会の会長さんに、静岡の経済について、ロングインタビューということで、いろいろ、

40分くらいずっと、お話を伺うのですけれども。

そういうなかでも、やはり、外から見た静岡という視点を持てているというのは、非常

に今の仕事としては、役に立っているなと感じています。

○松永 家業を継ぐというのは、いろいろな要素があろうかと思いますけれど。私の父は、

55歳で病気で亡くなったのですけど、一人っ子だったものですから、兄弟がいなかったし、

私が長男だったので、一つの流れというか、必然性が強かったということで、この事業を

やることになりました。

最初、創業事業部がタクシーだったものですから、東京の調布市にあるタクシー会社に

修業のために就職しました。タクシー会社というのは、非常に人間関係が、一層問われる

事業だったものですから、世の中にはいろいろな考え方の人がいるということを勉強する

には、非常に良い機会だったと思っております。

○村山 ありがとうございます。そういう意味では、今回のテーマである「夢に羽ばたく」

という言い方自体が、そもそも、何かわくわくするという、生きていくうえで、非常に前

向きなイメージがあるわけですけど。その辺のところが、ある意味、先ほどの杉田先生の

言葉を使えば、家業を継ぐということは、ある意味では自己選択がないという言い方も変

ですけど。

そこら辺を、ものの見方とかで、どういうかたちで、自分の夢みたいことにつなげてい

ったのかなと、その辺りのことをできれば伺いたいなと思ったのですけれども。

○松永 あまり、そういったほかの選択肢は考えなかったですね。同居していたので祖父
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と父の背中を見て育ちました。経営者はこういうものかなというイメージが出来上がりま

した。創業者というのは、やはり、どうしてもワンマンで、一人っ子の父とは大変仲が悪

くて、いつもけんかをしていました。こういう喧嘩早い経営者にはなったらいけないなと

子ども心に思っておりました。

そういう家庭環境だったものですから、極めて必然的に、この会社を継続してやるとい

う気持ちはありました。

○村山 先ほど、杉田先生も、お父さんが先生だとおっしゃっていましたけど、私の父も、

祖父も、やはり教員でしたので、そういう意味で、別に親の職業を継がなくてもいいとい

うか。継ぐという発想自体が、そもそもないなかで、自分が次にどういうふうに生きてい

くかというのを、自然に考えるという立場だったので。

逆に、そういうことが、選択肢のなかにないというのが、どういうものなのかなという

のを、少し知りたかったかなというのが、今、伺った理由です。

あと、地元という意味で言うと。今、ここにいらっしゃる皆さんは、学校の先生をして

いらっしゃいますので、ほとんどの方は、地元で先生をされているのじゃないかと思うの

ですけど。

例えば、静岡大学の教育学部の場合、学生の半分は他県から来ています。だいたい、教

員志望で来た学生は、地元に帰って教員をやります。静岡に残るという学生も、たまにい

ますけれども、それほど多くありません。

そういう意味で、先生という仕事を選ばれた方は、たぶん地元で先生になるということ

が、ある意味当たり前なのかなというのも、私の方では、勝手に思っているところなので

すけど。

そういうかたちで、いろいろ狭い思い込みが、ほかの人の職業とかに対して、いろいろ

われわれは持っているなかで、自分以外の職業は、あまりよく分からないままで、私も自

分の子どもにですけど、夢を語ったりとかいうことをしているということに、少し自己反

省という言い方も変ですけど、もう少し、いろいろな生き方があると。

例えば、アナウンサーなんていう花形の職業になるつもりがないのに、いつの間にかな

っているという生き方とか、いろいろあるんだなということを、今日は勉強させてもらっ

ているかなと思っています。

そういうなかで、杉田先生が、今回、夢の話をしているときに、職業の話になっている

けど、そればかりじゃないよねということを、ちょっとおっしゃったのですけれども。そ

のことについて、３人の方、それぞれご意見を。杉田先生、もう少し補足も含めて、３人

の方からご意見をいただけると助かります。

○杉田 生き方というのは、今、道徳教育が話題になっていますけど、さっき言ったとお

り、道徳の「どう」は道です。でも、この道は、多くは、やっては行けないこと以外は、

やってもいいわけです。しかし今は、同調傾向、同調圧力が、圧倒的に強い。全ての学校

がみんな仲良くという感じですね。
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少し話がそれてしまうかもしれないのですが。本当に、みんなと仲良くと、大人もでき

ますか。 隣にいるだけで嫌な人がいるでしょう。だけど、みんな仲良くなんてきれい事

をやれば、結局、子どもは、真面目な子ほど、僕は誰も嫌いになってはいけないんだとい

うわけです。

つまり、もっと合理的に。つまり、しっかり意志決定をさせる訓練として、機会を与え

ないといけないけど。少し、気に入らない人がいるだろうけど、一つの目標に向かってや

るときには、きちんと力を合わせなさいということを教えた方がいいし。

この間、学生が、１年生の教育実習の授業をやったのです。そうしたら、授業をやって

いる途中で、ある女の子が手を挙げまして、「先生、おしっこ」と言ったんです。それを許

してしまったのですけど、私は駄目だよと。「先生は、おしっこじゃありません」と言いな

さいと。そうすると、子どもは言い直しますよね。「先生、おしっこに行っていいですか」

と。そうしたら、行っていいですかと、聞かなくていいですよ。「おしっこに行きます」と

言いなさい。教員が決めることじゃない。

つまり、そういうことを小さいうちから、自分が決めていいことと、他者と相談してや

ることと。そういうことをやってこないから、意志決定ができない。同調圧力が非常に強

い、この学校経営、学級経営のなかで、学生が主張を持っていない。飛び出すことや、リ

ーダー性や、自分の意志でものを言うことに、非常にこだわる。

そういうことのなかで、本当に 18歳投票がいけるかどうかとか。こういうことを、少し

考えます。自分の生き方ということは、実は一人では生きて行けません、もちろん。他者

と共に生きるし、自分のためだけには頑張れないから、地域や社会や、周りの人のために

頑張るということも、美しいと思いますし。そういうことは、大事にしてほしいし。

同時に、私は、私にチャンスを与えてくれるのは、神さまだと思っていましたが、ずっ

と振り返ってみると、全部人間です。だから、イエスと、はいと、喜んで何でも引き受け

て、誰とでも話し合ってという、そういうことが、きっと自分の意志を固めていったと思

うし、やはり、自分だけでは生きていけないので、そういうことを、きちんと多くの人間

のなかで、人を人の中で育てるということをやるべきと思っています。少し、話が崩れま

したか。大丈夫ですか。

○平山 生き方として、ということですね。私も、今、杉田先生がおっしゃった、多くの

人に支えられてというのは、本当に感じるところで。いろいろな取材をするなかで、中小

企業などの取材もしてきたのですけれども、その経営者の方々に、トップの言葉というこ

とで、そのときもロングインタビューを何十社の経営者の方にさせていただいたときに。

その当時、『オンリーワンをめざせ』が番組のタイトルだったのですけど。国内トップシェ

アを誇る企業だったりするのですが、そのときに、必ず伺っていたのは、あなたがオンリ

ーワンになったのはなぜですかと。伺ったときに、一つのある企業さんのトップの方が、「私

がオンリーワンになったのは、人です」とおっしゃったのです。

やはり、目まぐるしく移り変わる時代のなかで、技術革新というのは容易ではないと。



21

でも、そんななかでも、自分一人の力では限界があるけれども、人によって支えられて、

どんどん最先端の技術を得ることができたと。

企業も、やはりそうなんだな。すべてにおいて、人とのつながりというのは大切なんだ

なと、その言葉を聞いて、あらためてそのとき、私は感じたこともありました。実際、自

分もそういうふうに支えられている部分が多かったですし、そういうことも、いろいろな

学校等でお話させてもらう機会があれば、ご紹介もしております。

それからあと、私が思うのは、私もそうなのですが、言葉や声、コミュニケーションを

変えて、大きく人生が変わりました。先ほどあったように、人は第一印象で決まるとか、

見た目で決まると言われたりしますけれども、その８割が話し方で決まるともいわれてい

ます。

ですから、見た目をいくら綺麗に繕っても、話した瞬間にがらっとイメージが崩れてし

まう。もちろん、その逆もあると思いますし、それだけ話し方というのは、重要で。やは

り、目と目を合わせた会話。この会話力や、コミュニケーション力が、大きく人生を変え

るんじゃないかなと思っています。

だからこそ、少しそこに意識を向けることで、学ぶことで、すごく大きく変わりますし。

何といっても、この声や言葉というのは、誰もが、24 時間とは言いませんけれども、起き

ている間は必ず使う、毎日使うところですので。その部分を変えることで、もちろんアナ

ウンサーを目指さなくてもいいのかもしれませんが、いろいろな分野、いろいろなところ

に進むうえでも、すごく大きく変わる部分なのではないかなと思っています。

ですから、夢とはまた少し違うのかもしれませんが、そういう細かいことを意識したり、

自分なりに勉強するとか、そういうことが、何か大きなものにつながっていく。人生を輝

かしいものに変えていく、一つのきっかけというか、そういうことにもなっていくのかな

と、私自身は感じております。

○松永 当社は、先ほどお話ししましたように、接客業、サービス業でありますので、い

ろいろな業態ではありますけれども、お客さまと共に、お客さまに快適時間を提供すると

いう会社の理念があります。快適時間を提供するということは、誠実さと親切さを高めて、

信用を築いていくということです。やはり、会社の理念と自分の行動が伴っていないと、

それこそ信用はついてきませんので、そういったことに、意識を傾けながら、行動してい

くというのが、一つの生き方だと信じております。

○村山 ありがとうございます。ただ、それを実際に、松永さん自身が全てのお客さんに

接しているわけではないので。やはり、実際にお客さまに接する皆さんに、そういう姿勢

を伝えていかなくてはいけないわけですね。

それは、例えばどんなところで工夫されていますか。

○松永 それは、社内報とか、社員研修で自分が自ら参加して伝えるということです。特

に、ホテル以外は転職して来た人がほとんどなものですから、今まで、いろいろな人生を

歩んできて、かなり固定的な考えを持っている。そういう方を、やはり、うちの村に来た
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ら、うちのルールがあってやってくれと言っても、なかなかこれは浸透しないものですか

ら、忍耐強くやるしかありません。

よいチームワークとか、組織ができていれば、そういう方であっても、だんだん同化し

てくると思います。職場の環境、雰囲気づくりは、根気よく継続してやっていかなければ

ならないと思います。

○村山 ありがとうございました。そうしましたら、ここで、会場の皆さまからのご質問

を受けたいと思います。質問される方は、マイクが届きましたら、都道府県名と所属学校

名、および氏名をお話しいただいてから、質問をしていただけると助かります。

よろしかったら、手を挙げてください。せっかくの機会ですけど、よろしいでしょうか。

そうしましたら、こうなったとき用のプランです。

今回の、このシンポジウムを振り返って、言い足りなかったこと、いろいろ含めて、お

一人 10分ずつ、まとめでお話をいただいてよろしいですか。

○杉田 順番はいいですか。相当、戸惑っています。一つだけ。少し長くなるかもしれま

せんけど、少し時間があるのかな。パワーポイントを使ってもらいたいと思いますが。こ

れは、臨機応変ができるのでしょうか。パワポ、行けますか。時間をつないでいますので、

それまでに考えていただいてよろしいです。これでないやつでいただけたら、ありがたい

のですが。

一つの学校を出して、申し訳ないけど。大変、荒れた中学校だよね。松山にある中学校

ですよ。大変な状況で、学力も低い。確かに、優秀な子は、みんな出て行きます。そうい

うなかで、ある校長さんが、「とにかく愛校心を育てなければいけないし、授業を変えなけ

ればいけないし、そして、ここから羽ばたいて行かなくてはいけない」というわけで、実

は、立て直しに入って４年かかったのですけど、４年前に行ったら、本当にすごかったで

すよ。

髪の毛の黄色い子と、耳に何かがくっついている子と、眉毛のない子が、ぞろぞろいる

わけです。そういうなかで、教育が行われているわけですが。たまたま４月に、軒の下に、

ツバメが巣を作りまして、校長さんとしては何か旗頭が欲しかったのでしょう。先生方、

ツバメが巣をつくったので、この２羽のツバメに名前をつけませんかと。そして、それを

旗頭に、この学校の建て直しをしてみませんかと、こう言ったんです。

そうしたら、先生方は当然ですけど、この荒れている学校でツバメに名前をつけている

場合じゃないでしょうと、誰も協力しなかったわけだ。しかし、それを生徒会に頼んで、

いろいろ募集してもらったら、ある特別支援の女の子が、この学校は私たちを不幸にして

いる。私たちは幸せになりたい。だから、「幸福」と書いて、この２羽のツバメに、「幸ち

ゃん、福ちゃん」という名前をつけたいと言ったのですよ。それを旗頭に頑張った。

４年後、学力も１番になったのですけど、大きな変革をやって。これが映りますか。こ

れがそうですよね。本当に素晴らしいと思いますよ。これが、旗頭ね。

そういう意味で言うと、まさに愛校心だから、校歌プロジェクトです、まずやったのは。
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音楽が出ないことになっていますか。出ていますね。こんなことができるということが、

すごい重要だと思うし。さらに言えば、『ふるさと』の４番をつくっているの、わざわざ。

『ふるさと』は、３番しかないの。だけど、いずれ、この松山を出て行く子もいるでしょ

う。でも、私は松山を愛しているという子にしたいということです。

実は、最初の 11月に、ガラスが 40枚だか、50枚、割れたんです。つまり、それまでや

って来た子が、反発したわけだ。それを、菓子折を持って謝りに来たのを、校長さんは突

き返して、ちゃんとこのお金を弁償しろと。

教育委員会が払うお金で、困るお金でもない。ちゃんと、君たちが働いて返せと、こう

言いました。お母さんには、この子どもたちを、ちゃんと税金を払える子どもにしよう。

それも立派な教育。今、４年たって、働いて税金を払っています。そういうことも大事だ

ということを考えないといけないと思いますけれどもね。

少し、余計な話しをしてしまったのでありますが、いくつか、お話をしたいと思います

けど。私のプライベートな話しをしようと思っています。実は、私は、人生というのは、

一番大事なことは、諦めだと思っている。人生は、諦め。

諦めるというのは、「あきらめ」で、「明らかに見る」ことだそうですよ、皆さん。世の

中に、諦めない粘り強さが立派だという風潮は強いですよね。でも、それはその通りだけ

ど、諦める潔さや努力を、私は軽視してはいけないと思うな。

生きている事実のなかに、生の肯定と同時に、いつかは、生が断たれてしまうことの諦

めが、そこにあるんじゃないかな。死の傍らに、そもそも、生が横たわっているのじゃな

いか。だから、私は、人間はどう生きるべきかと考えるべき存在だと思う。皆さんだって、

未来永劫、教員はできませんよ。だから、どう、教員として生きていくかと考えるべきだ

と思いますよ。そう生き続ける人間であってほしい。

実は、私が諦めなければいけなかったのは、母が早く亡くなってしまった。さっきのお

父さんだって同じです。私は出来が悪い。昭和 32 年の２月の 26 日に生んでくれましたけ

ど、２カ月早産なの。日本の教育制度というのは、２カ月早く生まれて、１年早く入学す

る制度なんです。とにかく、自信がない。

でも、この母は偉かった。「おまえは大丈夫だ」と言い続けましたからね。「おまえは頑

張れる」と。駄目とも言いましたが、「あなたは、どうしたいの」といつも聞いてくれた。

だから、自分は、生きたいように生きられるようになったと思っています。

お遊戯会で、せりふを言えないのは、相当ですよ。真ん中にいて目立たないのは、相当

ですよ。だいたい、この景色が懐かしく見えるのは、相当年配なのでありますけど。

そんな私が、給食の時間に「いただきます」と言えなくて、みんなから、「早く言え、早

く言え」と言われて。その「いただきます」が言えなかった。その一歩が重い子がいると

いうことです。先生がおいでになって、助けてくれるかなと思ったら、「早く言いなさい」

と怒られて。廊下に立たされて、給食を食べさせてもらえなかったことをよく覚えている。

昔の教育は、そういう教育でした。宿題を忘れたら、ここに「宿題を忘れました」と首
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から提げさせられて、学校中を歩かされた。だから、まさに、日本の教育は変わった。だ

から、われわれも変わらなければいけない、そう思います。

そんな私が、学芸会のときに主役に選ばれたのです、すごいでしょう。やりたい子が３

人くらいいて、１番できそうもない私をけん制して推薦するから、やりたくないのに、や

ることになってしまって。２週間後、リハーサルをやったらできないから、また、交代だ、

交代だとなる。

つまり、どんどん自信を失っていく世界なのです。ところが、そのときにいた、担任の

先生は、初任者です。実力なんかありっこない。この国の制度は、ある日学生が、いきな

り教員になってしまうわけですから。

だけど、「杉田君は、必ずできます」と言ってくれた。うれしいよ。出来の悪い子ほど、

期待されたらうれしいの。期待されたら、背伸びしてでも頑張ろうとする。だから、学校

はそういう場所であってほしいね。

震える足を床に押し付けて、床に立ったこと。下がっていた緞帳が、ゆっくり上がった

とき、頑張れという顔で、袖で見ていてくれたこと。スポットライトに向かって、せりふ

をしゃべりなと、自信がなさそうに見えるからと言われたことなど、とてもよく覚えてい

るんです。

この漢字、あの計算、誰に教わりましたか。誰に教わったか忘れたけど、このことはよ

く覚えている。そのときがあって、その機会があって、今、私はここにいるんです。点じ

ゃない。だから、感謝している。そういう学校の機能があるんですね。

いつの間にか、私は教員になりました。生活課総合特活の指導主事を６年もやりました。

ある日、生活課の授業を見に来てと連絡があり、行きまして、驚きましたよ、皆さん。

指導案の指導者のところの名前に、５年生のときに、「杉田君なら頑張れます」と言った

その先生の名前が書いてある。まだ、生きているのかと思いました。名字も変わらなかっ

たから、ご結婚されなかったのかなと、つまらないことを考えながら、指導案検討の部屋

へ少しだけ開けて見たら分かりました。

その先生。すごくイメージが変わってしまった。くたびれていました。60 歳になってい

ました。私は、初任者と退職の年と、２回お会いしたことになる。こうなったら、普通は

お礼を言うでしょう。固まって言えないの。ほかの先生もいるし、気付いていないし。校

長室に戻って来てしまって、人間として駄目だなと思っていたら、校長さんが戻って来て、

「指導者が、面白いことを言っているんだ。あんたと、まったく同じ名前の子を教えたこ

とがあるらしいぞ」と、私は言われた。だったら気付けという話しです。気付かないんだ

もん。

こうなったら、２週間後の本番の授業では、ちゃんとお礼を言おうと覚悟して行きまし

た。そうしたら、校長さんは何を勘違いしたか、ただ、呼んでくださればいいのに、ご丁

寧に事情まで説明してしまって。

私がソファに腰掛けて待っていたら、いきなり戸を開けて走り込んで来て、私の手を握
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って、涙をぽろぽろ流しながら、「杉田君、ありがとう。ありがとう」と、何度も、何度も

言うんだよね。私が、ありがとうと言うのに、ありがとうと言われてしまった。

私は、この国の教員というのは、あまり賢くないと思うんだ。だって、自分の家庭を犠

牲にして、自分のうちの子よりも、よっぽど人の子どもを大事にして。そんな教員の情熱

によって、この国は担保されていると思う。

だから、私はそういうことはきちんと、先輩・後輩に伝えてほしいと思う。そういうな

かで、きっとまた、未来を見つめて頑張れる。そういう子が育っていくと思う。今、勉強

ができないから、一生勉強ができないと決まっていませんよ。今、非行に走っているから、

一生非行に走り続けると決まっていない。

だから、私たちのやることは、期待して要求して、頑張ったことをちゃんと見取って、

価値付けすることじゃないかと思います。どうか、そんな学校であってほしいと思います。

少し、時間が長くなりましたけど、大丈夫ですか。オーケーですか。じゃ、つなぎたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

○平山 私は、すごくいろいろなところを取材することが多いのですけれども、いろいろ

なテレビや報道などを見ていて、やはり、世界から見た日本は、すごく秩序が取れていて。

例えば、サッカーのワールドカップのとき、ブラジルの試合会場で、日本人がごみの掃除

をしていたとか。あと、東日本大震災のとき、あのような状況のなかで、列をなして、し

っかりと待っていたとか。そういうことで、世界ですごく称賛されている国だと思います。

その全てが、やはり、教育の素晴らしさなのじゃないかと思います。日本は、いろいろ

経済がこうとかああとか、いろいろ政策でもやっていますけれども、やはり、一番この国

の誇れる部分というのは、教育だと思いますし。先生方のご苦労のもとに、いろいろな。

勉強ももちろんそうですし、部活もそうですけど、いろいろな方面から、教えていらっし

ゃるという、その部分が、やはり日本の誇れる部分なのではないかなと。いろいろな報道

現場とか、いろいろなものを見て、感じておりますので、ぜひ、ぜひ、これからも夢の持

てるような社会を目指して、この日本の誇れる教育を、ますます盛り上げていっていただ

きたいなと、今日はあらためて感じました。ありがとうございました。

○松永 やはり、地域が元気になるということは、事業が成立して経営者がいて、雇用の

場があるということです。なかには、精密機械だとか、技術で頑張るところもありますけ

ど、やはり自然なのは、その地域ならではの食べ物だと思います。

農作物であり、魚・貝類であろうかと思いますけれども、そういうことに、あまりまだ、

関心が向いていないのかもしれません。むしろ、そういったことに付加価値をつけて、や

はり、経済を回すということを考えなければいけないし。その延長線上に、たくさん売れ

て良い循環が起こる。また、実現したという喜びとか、楽しみを地域住民が見いだせば、

非常に理にかなっていると思います。

ですから先生方も、静岡県でも、下田から浜松まであるわけですので、転勤の機会があ

れば、やはり、そういったことを伝えてご協力願いたいと思います。口コミは、結構ばか
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にならない情報源ですから、伝えるということが必要だと思います。

少し脱線しますけど、久能山東照宮に行ったら、久能山東照宮の宮司さんが、静岡は何

もなくて東照宮に来たという人ばかり来るけど、こんなに素晴らしい観光資源があるのに、

非常につらい気持ちになると言われました。静岡の人が謙虚なのもいいけど、同じように

地域のことを、皆さんも比較的軽んじたり、そんなに価値がないと思っているのかもしれ

ませんけど、価値をつけるのは、私たちであり、経営者であると思いますので、そういっ

た身近な運動をやれば地域の魅力作りと活性化になります。

今日、このお時間の前に、日ごろ先生方が大変長時間、ご苦労されているのを、杉田先

生からお聞きしたのですが。私は、民間の経営者として、少し恥ずかしいのですが、まっ

たくそんな情報は伝わってきませんでした。なかなか、自分がこんな苦労をして仕事をし

ているというのは、日本の文化になじまないのですが、何か間接的にそういったことをや

らないと、せっかく先生方が努力したことが、報われず評価されないと思いますので、そ

ういった機会をつくっていただければと思いました。

○杉田 松永さんは、教員は夏休みがあっていい仕事だと、こう言ったんです。

○村山 ３人のシンポジストの皆さん、どうもありがとうございました。

もともとは、夢というものを、あまり単純に考えないで頑張れという話だけではいかな

いよねというところから、話を広げて行こうという企画だったわけですけれども。それ以

上に、いろいろな話しを伺うことができたかと思います。

いくつか、いろいろお話を伺ったなかで、私自身が少し思い出したのは、基本的に、夢

を追って行くということで、別にナンバー１になる必要はないわけだと。例えば、大工さ

んでナンバー１という人がいたとしても、例えば、私が家を建てるときに、その人が建て

てくれるわけではないので。私にとっては、私の家を建ててくれる人が、立派な人である

かどうかという方が大事なわけです。

そういう意味で、日本で一番という人が、日本のどこかには必ずいるわけですけど、そ

の人は、別に私と関わりがなければ、その人が一番であるということは私にはどうでもい

いことなので。逆に、サービスを提供する側に立てば、自分自身が別にナンバー１でなく

ても、今、自分が関わっている人に満足してもらえる仕事ができるかどうかということを

目標に頑張っていくということは、すごく大事なことなのではないかなと思っています。

そういう意味で、夢というものの捉え方を、いろいろなかたちで広げて行くことによって、

子ども自身も、あるいは先生方自身も、もう少し楽なかたちで生きて行けるんじゃないか

と思っています。

先ほどの杉田先生の話にも出ていましたけれども、先生方も、それぞれの方が自己決定

するということが、必要な一方で、やはり先生自身の生き様とか、生きがいというのは、

やはり周りの人間と一緒にやって、周りの人間から認めてもらえている、支えてもらえて

いるというなかに、やはりあるということで。自分自身が、自分自身でものを決められる

ということと、そのなかで、やはり人との関わりのなかで生きていくということを、うま
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く両立させていくということが、やはりすごく大事なのではないかなと思っています。

私の父も、やはり、教頭を務めていたわけですけれども、父は、夜寝ると、歯ぎしりが

すごく激しくて、最終的には一人で寝かされていたんですけれども。それも、教職を終え

ると、そういうことはかなり少なくなったわけです。そういう意味で、教員は言いたいこ

とがいっぱいあっても、なかなか言えずに、一人で夜寝ているときに歯ぎしりをして、解

消していないわけですけど。ということをしながら、必死に生きているわけです。

でも、それはやはり、周りの人が認めてくれたら、もっと幸せな人生なのになと、もう

亡くなりましたけど、いまでもときどき思うことがあります。

というかたちで、私自身、うまくまとめることができず、というか、最初からまとめな

いというプランでシンポジウムを始めた、打ち合わせをしたのですけれど。それぞれの方

が、それぞれ、自分にぴんとくる話というのを、いくつか持ってもらって、いろいろなか

たちで、自分自身の人生を含めて、子どもの将来のことを考えていただける機会になれば、

非常にありがたいなと思っています。

そうしましたら、これでシンポジウムを閉じさせていただきますので、３人のシンポジ

ストの方に拍手をお願い致します。

（拍手）

では、マイクをお返し致します。

（終了）
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第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

「 適切な教育課程の編成・ 実施と組織的な  
 ななななななな な ななななななな な な な なな  

～ふるさと空知を愛する人を育てる教育課程編成の実践交流を通して～ 
 
 

エゾリス 
撮影地 芦別市 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

北海道空知管内 

札幌 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  
#J14111 

研修部 
・研究活動の推進 
・研究大会の開催 
・研究紀要の発行 

組織部 ・法制研修会の開催 
・実務研修会の開催 

調査部 ・道徳教育の推進 
・教育条件・環境整備の実態調査 

広報部 ・会報「さきがけ」の発行 

会員数１０９名（教頭未配置２）１０市１４町 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

研究の全体像 

継続性 
Continuity 

協働性 
Collaboration 

関与性 
Commitment 

会話 
Conversation 

共有 
Commune 

伝達 
Communication 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

研究の構想 

方向性 １ 
教育目標を具現化する 
教育課程の編成と実施 

方向性 ２ 
異校種間の連携を図る 
教育課程の編成と実施 

Ｈ２６～Ｈ２８ 
ふるさと空知を拓く児童生徒の学びの環境の充実 

継続性 協働性 関与性 研究の視点 

教頭としてのかかわり 
・適切な教育課程の編成・実施 
・教育課程の組織的な評価・改善 

共有 会話 伝達 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

研究のねらい 

 空知の子どもたち一人一人の 「学び」を保障する 
 「豊かな人間性」「創造性」を育成する  
                  学校づくり 

教職員の資質向上 
服務規律の保持 

創意工夫を生かした 
教育課程編成・実施 

教頭の 
かかわり 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

研究の推進計画 

１年次～実態把握と課題把握  

２年次～具体的な研究の推進  

３年次～実践の成果と課題の整理 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  
#J14111 

平成２６年度（１年次） 

市町研究レポート 

個人研究レポート 

アンケート調査の実施 

現状把握 

研究の方向性・方針共有 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

アンケート調査の実施 

Ｑ１ 学力向上 
Ｑ２ 体力向上 
Ｑ３ 豊かな心の育成 
Ｑ４ いじめ防止 
Ｑ５ 学校種間連携 
Ｑ６ 地域の教育力活用 
Ｑ７ 学校評価 
～上記の他、顕著な取組の記述による報告～  

「大きな成果を上げている」 
「変容改善が見られた」 
「現在取組を進めている」 
「取り組む予定がある」 
  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

アンケート調査の実施 

Ｑ１ 学力向上 
 
 
 
 
Ｑ６ 地域の教育力活用 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

１年次のアンケート結果から 

Ｑ１ 学力向上 

・学力向上に関して道教委が示したオール北海道で   
 取り組む目標をふまえ、各校で数値目標を設定 
・ほっかいどうチャレンジテストの実施 
・道教委作成の生活リズムチェックシートの活用 
・学習規律の確立、家庭学習の手引きの活用 
・校内学力向上委員会を設置し組織的な取組を行っ  
 ている。 
 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

Ｑ６ 地域の教育力活用 

１年次のアンケート結果から 

・北海道・空知管内の特色ある自然を活用した自然  
 体験活動・農業体験などの取組 
・多くの優れた地域人材の協力 
・ふるさと学習・キャリア教育とも連動した学習が 
 教育課程に位置づけられ、系統的に進められてい   
 る。 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  
#J14111 

平成２７年度（２年次） 

市町研究レポート 

個人研究レポート 

アンケート調査の継続実施 

実 践 

自校の課題解決に着実に反映 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

北海道空知管内の実践 

２つの実践例と 
大きな成果を上げている取組 

○ 学校教育目標を変える取組 
 
○ 校舎一体型小中一貫教育の取組 

◎ 校舎分離型「小中一貫教育」の取組 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

  

教育目標の設定 

実践例１ 
岩見沢市立栗沢中学校 
     「学校の教育目標を変える」取組 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

学校の教育目標「つなげる学び」を受け 
 
●「振り返りの時間」「定着の時間」の工夫から 
   ⇒本時の課題と終末を「つなげる」 
●学校全体での家庭学習の共通の取組から 
   ⇒学校の学びと家庭の学びを「つなげる」 
 
 

授業改善を目指した校内研修のテーマ設定 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

・学校教育目標と日常の教育活動の関連を           
 意識させる。 
・地域の現状、地域発展の歴史的な経緯など、            
 的確に把握・分析し、職員にアドバイスを 
 すること。 
・ミドルリーダーを中心に動かすことはもと   
 より、職員集団を巻き込んで意識付けを行    
 うこと。 
 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

小中連携 

実践例２ 
雨竜町小・中併設校 
施設一体型「小中一貫教育」の取組 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

校舎の構造 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

中学校

職　員　出　勤 ８：０５

職員打ち合わせ ８：０５～　８：１５

生　徒　登　校 ８：１５

朝　学　習 ８：１５～　８：２５

短　学　活 ８：２５～　８：３５

第　１　校　時 ８：４０～　９：３０

第　２　校　時 ９：４０～１０：３０

第　３　校　時 １０：４０～１１：３０

第　４　校　時 １１：４０～１２：３０

昼　　　　　食 １２：３５～１３：０５

清　　　　　掃 １３：０５～１３：２０

昼　　休　　み １３：２０～１３：３５

第　５　校　時 １３：３５～１４：２５

第　６　校　時 １４：３５～１５：２５
１４：３０～
１４：１５

短　　学　　活 １５：３０～１５：４０
１５：１５～
１５：２５

生　徒　下　校 １５：４０

第 ６ 校 時 １４：３０～１５：１５ 帰りの会
（10分）

クラブ　　　　（60
分）帰 り の 会 １５：１５～１５：２５

児 童 下 校

第 ５ 校 時 １３：３５～１４：２０ １３：３５～１４：２０

１３：０５～１３：２０

昼 休 み １３：２０～１３：３５ １３：２０～１３：３５

リサイクル活動 １３：００～１３：０５ １３：００～１３：０５

清 掃 １３：０５～１３：２０

給 食 １２：２０～１３：００ １２：２０～１３：００

第 ４ 校 時 １１：３５～１２：２０ １１：３５～１２：２０

第 ３ 校 時 １０：４０～１１：２５ １０：４０～１１：２５

第 ２ 校 時 ９：３５～１０：２０ ９：３５～１０：２０

第 １ 校 時 ８：４０～　９：２５ ８：４０～　９：２５

朝 の 会 ８：３０～　８：４０ ８：３０～　８：４０

学 習 諸 準 備 　８：１５～　８：３０ 　８：１５～　８：３０

児 童 登 校 　８：１５ 　８：１５

職 員 朝 会 　８：０５～　８：１５ 　８：０５～　８：１５

クラブがある日

日　　　　課　　　　表

小学校 通　　常


２６年度日課表

		日　　　　課　　　　表 ヒ カ ヒョウ



		中学校 チュウガッコウ						小学校 ショウガッコウ				通　　常 ツウ ツネ				クラブがある日 ヒ

		職　員　出　勤 ショク イン デ ツトム		８：０５

		職員打ち合わせ ショクイン ウ ア		８：０５～　８：１５				職員朝会 ショク イン アサ カイ				　８：０５～　８：１５				　８：０５～　８：１５

		生　徒　登　校 ショウ ト ノボル コウ		８：１５				児童登校 ジドウ トウコウ				　８：１５				　８：１５

		朝　学　習 アサ ガク シュウ		８：１５～　８：２５				学習諸準備 ガクシュウ ショ ジュンビ				　８：１５～　８：３０				　８：１５～　８：３０

		短　学　活 タン ガク カツ		８：２５～　８：３５				朝の会 アサ カイ				８：３０～　８：４０				８：３０～　８：４０

		第　１　校　時 ダイ コウ ジ		８：４０～　９：３０				第１校時 ダイ コウジ				８：４０～　９：２５				８：４０～　９：２５

		第　２　校　時 ダイ コウ ジ		９：４０～１０：３０				第２校時 ダイ コウジ				９：３５～１０：２０				９：３５～１０：２０

		第　３　校　時 ダイ コウ ジ		１０：４０～１１：３０				第３校時 ダイ コウジ				１０：４０～１１：２５				１０：４０～１１：２５

		第　４　校　時 ダイ コウ ジ		１１：４０～１２：３０				第４校時 ダイ コウジ				１１：３５～１２：２０				１１：３５～１２：２０

		昼　　　　　食 ヒル ショク		１２：３５～１３：０５				給食 キュウショク				１２：２０～１３：００				１２：２０～１３：００

								リサイクル活動 カツドウ				１３：００～１３：０５				１３：００～１３：０５

		清　　　　　掃 キヨシ ハ		１３：０５～１３：２０				清掃 セイソウ				１３：０５～１３：２０				１３：０５～１３：２０

		昼　　休　　み ヒル キュウ		１３：２０～１３：３５				昼休み ヒルヤス				１３：２０～１３：３５				１３：２０～１３：３５

		第　５　校　時 ダイ コウ ジ		１３：３５～１４：２５				第５校時 ダイ コウジ				１３：３５～１４：２０				１３：３５～１４：２０

		第　６　校　時 ダイ コウ ジ		１４：３５～１５：２５				第６校時 ダイ コウジ				１４：３０～１５：１５				１４：３０～　　　１４：１５		帰りの会　　　　（10分）　　　　　クラブ　　　　（60分） カエ カイ フン フン

		短　　学　　活 タン ガク カツ		１５：３０～１５：４０				帰りの会 カエ カイ				１５：１５～１５：２５				１５：１５～　　　１５：２５

		生　徒　下　校 ショウ ト モト コウ		１５：４０				児童下校 ジドウ ゲコウ

























































































&"ＭＳ 明朝,標準"

	






第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

▲課題 
・教室移動時の問題 
・行事等による日課変更 
・合同行事のイニシアチブ 
  

教 

頭 
 

●方策 
・小中教務の連携 
・合同分掌部会 
・合同職員会議 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

学年 4 5 6 中１ 中２ 中３ 

単元名 15変わり方 
11ともなって        
変わる量 12割合 5比例と 

  反比例 6 比 4章比例と 
   反比例 3章1次関数 4章 関数    

 ｙ＝ａｘ２ 

目標 

○伴って変わ
る２つの数量
について，変
化の様子や対
応のきまりを
表や言葉の式
に表したりし
て調べる。 

○比例の意味
や比例する２
つの数量の変
化と対応の関
係について理
解する。    
○比例する２
つの数量の関
係を表やグラ
フに表し，そ
の特徴を調べ
る。 

○割合，百分
率の意味を理
解し，それら
を用いること
ができる。 

○比例や反比
例の意味や比
例する２つの
数量の変化と
対応の関係に
ついて理解す
る。      
○比例や反比
例の関係にあ
る２つの数量
を表やグラフ
に表し，その
特徴を調べる。 

○比の意味や
表し方につい
て理解する。
○比の相等に
ついて理解し，
比の性質を活
用して問題を
解くことがで
きる。 

具体的な事象の
中から二つの数
量を取り出し、
それらの変化や
対応を調べるこ
とを通して、比
例、反比例の関
係についての理
解を深めるとと
もに、関数関係
を見いだし表現
し考察する能力
を培う 

具体的な事象
の中から二つ
の数量を取り
出し、それら
の変化や対応
を調べること
を通して、１
次関数につい
て理解すると
ともに、関数
関係を見いだ
し表現し考察
する能力を養
う 

具体的な事象の
中から二つの数
量を取り出し、
それらの変化や
対応を調べるこ
とを通して、関
数y＝ax2

につい
て理解するとと
もに、関数関係
を見いだし表現
し考察する能力
を伸ばす 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

小中連携 
大きな成果を上げている取組 
 
沼田町立沼田小・中学校 
校舎分離型「沼田町一貫・連携教育」 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

沼田町一貫・連携教育 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

家庭地域部会 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

部会で考案したキャラクター 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

羽 踊 り 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

（
沼
田
小
学
校
） 

受 
 

付 

授 業 公 開
① 
音楽 
小 中 合 同
授業 

移
動
・
休
憩 

授業公開② 
Ⅰ 算数 
(小６年) 
Ⅱ 数学 
(中２年) 
Ⅲ外国語活動 
 (小５年) 
Ⅳ 生活 
(小１年) 
幼稚園と連携 

（
沼
田
中
学
校
へ
移
動
） 

昼
食
・
休
憩 

開会
行事 全体会 

記念 
講演会 
京 都 産 業
大学 
西 川 信 廣
教授 

閉 
 

会 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

・教頭が率先垂範して新たな取組への方向性を示し、   
 励ましや賞賛をもって職員の意欲を引き出すこと。 
・異校種の教頭同士が協力して業務にあたったり、教 
 諭同士が連携を図る仕組みやしかけを作ったりする 
 こと。 
・それぞれの学校文化を受け止め、目指す児童生徒の 
 姿（ゴールイメージ）や異校種連携のメリット等を 
 教頭が積極的に示し、同じ方向に職員を向かせてい 
 くこと。 
・教職員に達成感を味わわせる場面を教頭が意図的に 
 設定していくこと。 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

成果と課題と課
題 ・1年次の研究では、管内の研修会における実践例の紹介を   

 通じて、関与のあり方や方法を学びあえた。 
・向こう３年間の研究の方向性を全会員で共有することがで  
 きた。 
・アンケート調査やレポートから、管内の傾向や各学校の現 
 状を知ることができた。 

・アンケート結果を活用して現状を分析し、教頭が「何に」
「どのように」かかわっていくべきかを明らかにし、会員に 
 具体的に示す。 
・先進的な実践を参考に、自校の実践に着実に結びつけていく。 
・具体的経験、内省的観察を経て、経験と知識を理論に変換し   
 ていく。 
（他の事例に応用可能なものにしていく。） 
 



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

ご清聴、 
 ありがとうございました。 

クマゲラの親子 
撮影地 芦別市  



第１A 
 分科会 教育課程に 

 関する課題 

第５７回 
全公教静岡大会  

分科会グループ協議 

教頭として、他校種や地域と連携し、 
 

共同で育む学校教育にどのようにかかわったらよい
か。 

～ 協 議 の 柱 ～ 
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特色ある学校づくりを進めるための
教育課程の編成 

～地域の教育力の活用を図る取組を通して～ 

石川県鹿島郡小中学校教頭会 



石川県 

北陸新幹線 金沢開業 

「まれ」の舞台 輪島 



石川県鹿島郡中能登町 



中能登町の概要 
・ 能登半島のほぼ中央 

・ 輪島市、金沢市、富山市から 

         それぞれ約50km  

・ 平成１７年３月１日誕生 
 （旧鹿島・鹿西・鳥屋の３町が合併） 

・ 人口 約１８，８２０人 

・２０４０年に消滅する町には 

           入っていない。 



中能登町の小中学校 

鳥屋中学校 

鹿西小学校 鹿島中学校 

鳥屋小学校 

鹿西中学校 

越路小学校 

滝尾小学校 

御祖小学校 

平成24年度 小学校５校 

      中学校３校 



中能登町の小中学校 

鳥屋中学校 

鹿西小学校 鹿島中学校 

平成２５年度 
（統合）中能登中学校 

鳥屋小学校 

鹿西中学校 

越路小学校 

滝尾小学校 

御祖小学校 

平成24年度 小学校５校 

平成２７年度 
（統合）鹿島小学校 

→ 平成25年度 中学校１校 
→ 平成27年度 小学校３校 

      中学校３校 



中能登町の小中学校 

鳥屋中学校 

鹿西小学校 鹿島中学校 

鳥屋小学校 

鹿西中学校 

越路小学校 

滝尾小学校 

御祖小学校 

平成24年度 小学校５校 

      中学校３校 



中能登町の小中学校 

鹿西小学校 

中能登中学校 

鳥屋小学校 

平成24年度 小学校５校 

鹿島小学校 

→ 平成25年度 中学校１校 
→ 平成27年度 小学校３校 

      中学校３校 



研究主題 

「開かれた学校」「特色ある学校」づくり 
信頼される学校づくり 

特色ある学校づくりを進めるための
教育課程の編成 

～地域の教育力の活用を図る取組を通して～ 

（１）児童・生徒の安全・安心な環境づくり 

（２）地域とのふれあい 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 

具体的な 

実践 

中能登町 → 教育熱心な町 



実践内容 

（１）児童・生徒の安全・安心な環境づくり 

① 学校安全ボランティア（全小中学校） 
② あいさつ・声かけ運動 
③ 地域参加型の防災・避難訓練 



実践内容 

（１）児童・生徒の安全・安心な環境づくり 

① 学校安全ボランティア（全小中学校） 
 
 ・ 登下校時の児童の見守り 
   （安全パトロール隊，見守り隊など） 
 



実践内容 

（１）児童・生徒の安全・安心な環境づくり 

② あいさつ・声かけ運動 
 
 ・ ＰＴＡ会員の全員参加による 
            「あいさつ・声かけ運動」 
 ・ 児童会・生徒会が中心になって始まり、 
     地域の方を巻き込む形の運動として広まる 
               ↓ 
 ・ あいさつ運動にとどまらず、地区の児童をリード 
   して、安全マップを作る団体も 



実践内容 

（１）児童・生徒の安全・安心な環境づくり 

③ 地域参加型の防災・避難訓練 
 
  ・ 児童・保護者・学校職員・地域の各種団・町長・ 
      教育委員会・消防など、広く地域の方が参加。 



実践内容 

（２）地域と学校のふれあい 

① 地域の先生 
② 学校行事への地域住民の参加 
③ 地域の行事を共同で実施 
④ 高齢者との交流 



実践内容 

（２）地域と学校のふれあい 

① 地域の先生 
 
 ・ 運動会の「よさこい」を練習で指導 
 ・ スポーツ指導（水泳、器械運動、陸上、 
                スキーなど、専門性の 
                   高い競技を中心に） 



実践内容 

（２）地域と学校のふれあい 

② 学校行事への地域住民の参加 
 
 ・ 運動会に、地域の方が参加する種目を取り入 
  れる 
 ・ もちつき集会（体験農 
  園の収穫を祝う集会）に 
  地域の方を招待 
 

感謝のメダル贈呈 



実践内容 

（２）地域と学校のふれあい 

③ 地域の行事を共同で実施 
 
 ・ 地域と共同で「生き物調査」を実施 
               ・ 地区の環境保全ネット 
                ワーク、ＪＡ、役場など、 
                多くの団体と連携して実
施               施 



実践内容 

（２）地域と学校のふれあい 

④ 高齢者との交流 
 
 ・ 「ふれあい農園」での交流（６月のさつまいも 
   植えと９月の収穫） 
 ・ 年度末に、日頃の見守 
   りに対してのお礼の手紙 
   を書く。 
 



実践内容 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 

① 連絡調整 
② 基盤づくり 
③ 指導・助言 
 
 



実践内容 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 

① 連絡調整 
 
 ・ 活動の実施に向けた協働体制づくり。 
 ・ 地域と地域、地域と学校の連絡調整。 
 ・ 教頭会で情報を共有し、他校の活動を参考に 
  しながら取り組む。 
  
 



実践内容 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 

② 基盤づくり 
 
 ・ 土曜授業の実施にあたって、教頭会で地域の
人材活用のための名簿作りを行った。各校で活
用していた人材について、情報を共有することが
できた。 

 











実践内容 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 

地域の人材を活用した事例 



実践内容 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 
地
域
の
人
材
一
覧 



実践内容 

（３）教頭（教頭会）のかかわり 

③ 指導・助言 
 
 ・ 各校で行った活動の成果と課題・改善点につい 
  て教頭会で話し合い、そこで出された意見を参 
  考に、各校で教員や保護者、地域に対して働き 
  かける。 
 ・ 地域や学校の担当者が計画的に企画・運営で 
  きるよう、適切な指導・助言をする。 
 



成果と課題 

（１）情報の発信 
 ・ 学校便り，ホームページ，地域の回覧など 
 
（２）協働の継続 
 ・ 担当が変わっても継続していくことができる組織 
 
（３）精選と効率化 
 ・ 「やめるものはやめる」 
  「時には思い切って形を変える」 



ご清聴ありがとうございました 



分科会グループ協議 

～協議の柱～ 

 

教頭として、学校・家庭・地域社会

の連携を進めるために、 

どのような働きかけをしたらよいか 



 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 教頭として、他校種や地域と連携し、共同で育

む学校教育にどのようにかかわったらよいか。 
【質疑応答】 
○ 栗沢中学校の変更前の学校教育目標と教育目

標を変更した理由について教えてほしい。 
・ 栗沢中については詳しく把握していないので、

後日何らかの方法で回答させていただきたい。 
○ 施設一体型小中一貫教育の課題と成果、教務

との連携をどのように行ったのか。 
・ 単位時間の違いで授業の開始終了時刻がずれ

るため、中学のテスト実施時に小学生が移動し

たり、１つの体育館をダブルブッキングしたり

したことがあったが、週１の教務打合せ、月１

の小中分掌部会や職員会議等で調整している。 
○ 沼田小中学校一環教育における成果、子ども

の教育的変容をどう把握し、発信したか。 
・ 合同運動会の競技や整列において中学生が小

学校低学年を優しい言葉遣いでリードする姿が

見られた。そのような姿を撮影し、学校だより

で地域に発信した。 
○ 沼田小学校の家庭地域部会における生活リズ

ムモンスター攻略ブックの取組を具体的に教え

てほしい。 
・ 小学校低学年から高学年まで家庭での過ごし

方で同様な課題があり、子どもが興味をもって

取り組めるものを探していたところ、石川県白

山市の取組を見つけ採用させてもらった。子ど

もたちの中でモンスターブックが話題になるな

ど、子どもの興味・関心が高まった。 
○ 学校評価をこの実践にどう生かしたのか？ 
・ 「家庭学習が課題」という教職員の思いと保護

者の思いが一致していたので、家庭学習ノートを 
持たせたり、夏休みの学習計画表を夏休み以外 

 
以外でも取り組ませたりした。 

 
【グループ協議】 
協議報告① 
  水曜をノーメディアデーにしたり、授業を見

合う合同研研修会を年数回行ったり、共通実践

事項を決めて９年間で育てていく取組など全国

各地で小中連携が進んでいる。小中で子どもの

発達課題を共有し、職員の「やらされている感」

を払拭し、連携の必要性を伝えることが大切。 
 
協議報告② 
  小中連携は、特に学力向上や生徒指導に大き

な意義がある。教頭がコーディネーター役とな

って、取組の打合せ時間を確保し、交流の場を

増やし、取組の成果を教職員に伝え、やる気や

充実感につなげていくことが大切である。   
 
協議報告③ 
  生活リズムモンスター攻略ブックの取組のよ

うに、学力向上の前に家庭の生活基盤を整える

ことが大事。学校と地域の実態を知り、地域の

良さを大切にしながら、学校で何ができるかを

考えていく。若い教員が増える中、服務規律ハ

ンドブックを作成し、指導しているという報告

もあった。 
 
協議報告④ 
  小中連携で何をねらうのか、いつ何ができる

のかを明らかにする必要があり、そのリーダー

シップをとるのが教頭である。保護者から PTA
活動を小中一体で取り組むべきだという意見が

出された学校もある。教頭が異動しても、取組

が継承されるように定着させることも大切であ

る。地域の協力を得るために地域の会合に教頭

自らが出て行くことは大事であるが、一方で多

忙化を招き、業務が増えてしまうという課題も

ある。 
 

提言１ 適切な教育課程の編成・実施と組織的な 
評価・改善における教頭としての関わり 

北海道雨竜町立雨竜中学校 坂本 征人  

第（ 1A ）分科会  



協議報告⑤ 
  異校種での授業や様々な活動の体験を通して

教員の理解が深まる。そのコーディネート役が

教頭である。「オラが学校」という意識が強い地

域は学校との連携が重要である。その窓口が教

頭であるが、時間外の業務が多くこれ以上は無

理である。地域の力を放課後の活動に生かすと

いう取組の紹介もあった。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県静東教育事務所 総括管理主事 

秋山 勝美 氏） 
    教育課程編成のためには３つの要素がある。

１つは現行教育課程の法制を踏まえること、２

つめはその時々の社会的要請を踏まえること、

３つめは学校、児童生徒の実態、地域の実態に

基づく課題を踏まえることである。これらを踏

まえ教育課程を編成するが、その際校長には教

育目標具現化に向けた学校の「ビジョン」が求

められる。教頭には校長の「ビジョン」を具体

化するための「リサーチ」と「タクティクス」

と「PDCA」が求められる。リサーチとは単な

る児童生徒の実態調査だけでなく、学校を取り

巻く教育状況を幅広く把握し、教育課題を明確

にし、必要な情報を収集整理し、提供すること

を意味する。そしてどのような内容や特色をも

った教育課程を編成すればビジョンに迫れる

のか、また教育課程が機能するにはどのような

システムを開発し、どう働きかけるかの２つの

側面を相互に関連させながら、教頭は教務主任

と共にカリキュラムコーディネーターとして

リーダーシップを発揮することが期待される。 
    教育目標を変える取組では、教頭として、教

育活動と教育目標のつながりを常に意識させ

たり、従前の実践も大切にしながら新たな課題

解決に取り組んだりすることで、教職員のベク

トルを揃え、組織の活性化を図っていることが

うかがえた。なぜ、何のための小中一貫教育、

小中連携なのか目的を明確にし、子どもの具体

的な姿で職員、保護者、地域が共通理解するた

めに発信しなくてはならない。また、その際ど

のようなキーワードを柱とし、何を連携し、何

を別々で行うのかも明らかにすることも必要

である。そして異動によって教職員が入れ替わ

っても、継続される９年間を見通したプラン作

りが求められる。   
 
助言②（岩手県岩手町立東部中学校長 小原 俊

郎 氏）    
    ２つの視点で話をしたい。まずは教育目標を

具現化する教育課程の編成と実施についてで

ある。地域の実情や社会の要請から学校の方向

性や視点を変えていくことも大切である。教育

界はやらなければならないことが多く、目先の

指導に追われがちであるが、生きる力を培うた

めに生徒、保護者、地域の思いを捉え、必要な

ことを絞り込む教頭の役目も大事である。 
 次に、異校種間の連携を図る教育課程の編成

と実施については、小学校は教育の土台作りの

場、中学校は自分の夢の実現を図る場という事

実がある。両者は方向性やゴールが少々違って

いるが、それらを連動させて異校種間の在り方

を考えることが大切である。小学校１年生は６

年生の背中を目標に行動するように、中学１年

生も３年生の姿を目標としている。両者とも年

上の者が模範となっていることは同じである。

本校では長期休業中に「里帰り学習」と称し中

学生が小学生に読み聞かせをしたり、勉強を教

えたりする活動を行っている。職員は、授業交

流を通してお互いの特性を学び、指導力を向上

させている。 
   グループ協議でも多くの意見が出されたが、

小中連携はやはり校長、教頭が活動をしっかり

見守り、支援、適切な段取り、指示を出さない

といけない。また、組織の協働化を図り、お互

いの良さを知り、異校種の教員の仕事のつらさ

を理解し合うことも大切である。そのためには

小中で職員室を一つにすることでお互いの仕事

の大変さが分かり、労り合える関係になれるの

ではないだろうか。 



 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 教頭として、学校・家庭・地域社会の連携を進

めるために、どのような働きかけをしたらよいか。 
【質疑応答】 
○ 地域の人材を活用した時の謝礼はどのよう

に方法で支払っているか。  
・  例年学校予算の中に年間通常授業の講師４

人分の予算があり、さらに学校規模にもよるが 
 スキーや水泳などの特別な運動の講師の謝礼

として年間のべ６～８人の予算が組まれてい

る。しかし、本年度は土曜授業実施のため、年

間のべ９０人分の謝礼の予算がついた。町から

は超過しても構わないので全額使い切るよう

に言われている。   
 
【グループ協議】 
協議報告① 
  土曜授業について、神戸市では実施しない方

向で進んできた。小中連携については、地域と

つながって良い活動になるにはどうしたらよい

か協議した。担当教師の負担を少しでも軽減で

きるように、できるだけうまく仕事を振り分け

たり、ボランティアの方々の意識の温度差をコ

ントロールし、上手に活用できるような方法を

考えたりするのが教頭の役割ではないか。学校

主導のボランティア活動にし、その地域の実態

に合った活動をコーディネーターの方と共に考

えていくことが大事である。 
 
協議報告② 
  地域と連携し、活動する上で重要なのはお互

い WinWin の関係をつくっていくことである。 
例えば、吹奏楽部が地域で演奏したり、校長、 
教頭が地域の会合に出向くことなどをきちんと

行っていくことが大切なのではないか。ある小

学校では、地域の事務局の中心の役を教頭が引

き受け大変忙しいが、それにより信頼を得てい

るおかげで、地域の方に仕事を依頼できる。教

職員に対しては、地域連携は本当に効果がある

のか、さらに子どもの目線に立って本当に必要

な活動なのかを見直す必要もある。 
     
協議報告③ 
  地域との連携の目的をしっかり認識すること、

子どもたち、保護者、地域にどのようなニーズ

があるのか教頭が情報収集して、教務と協力し

てどのようなプログラムを提案するのか検討し

なければならない。土曜授業については、すば

らしい活動もたくさんあるが、今まで積み上げ

てきた教育課程の流れがあり、実施すると多忙

になる教員も出てくるなど賛否両論ある。本来

の学校の機能は何なのか考えながら、切るべき

ものは切り、残すべきものは残すという考えを

もち教育課程を組まなければならない。子ども

たちに選択する場を設定し、地域の方とともに

やっていくことは大切なことである。たとえば

週 0.5 時間の技術・家庭科は学びたいと思って

いても活動の時間がとれない。地域の方から専

門的な知識や技能を学ぶ時間を確保すること、

継続して取り組むことは重要であり、生徒が学

び、教師が充実し、保護者はうれしさが残るシ

ステムづくりが求められていると思う。 
 
協議報告④ 
  キャリアをもった高齢の方の有効活用につい

ては、学校のニーズと合致しないと募集したり

活用したりできないこと、地域コーディネータ

ーがいるとスムーズに実施できることが確認さ

れた。また、教頭が中心となり、学校の要望を

伝えると同時に地域の要望にも応えるために目

を向けることが大事である。そしてボランティ

アの方に充実感、満足感をもってもらうために

謝礼だけではなく、子どもたちから手紙を送っ

たり、感謝の会を開くことなどが大切である。 

提言２ 特色ある学校づくりを進めるための教 
育課程の編成 ～地域の教育力の活用 
を図る取組を通して～ 

石川県中能都町立鳥屋小学校 赤壁 健司            



【指導助言】 
助言①（静岡県静東教育事務所 総括管理主事 

秋山 勝美 氏） 
    学習指導要領 総則 第１「教育課程編成の

一般方針」の中に、地域や学校の実態に応じ、

家庭、地域社会との連携が書かれており、今後

ますます求められることになる。全国の学校は

画一的な学校づくりを進めるのではなく、地域

とともに特色ある学校づくりに努めるべきで

るし、目的を明確にした地域の教育力を生かし

た活動でなければならない。 
    地域の教育力は、学習支援タイプなのか環境

支援タイプなのか、さらに専門的支援なのか一

般的支援なのかで分類できる。自校の地域の教

育力を類型化し、何を目的として活動するのか

整理すると自校のもつ地域の教育力の傾向や

強み、弱みが見えてくる。 
    その際の教頭の役割として、自校の目指す子

ども像の共有化、質の高い活動にするための協

業性の保障と働きかけ、保護者や地域の方の意

識をそろえ、学校のパートナーという意識を醸

成すること、そしてその仕組みづくり（学校地

域支援本部の立ち上げや地域コーディネータ

ーの依頼など）である。このような役割を一人

で担えるわけではないので、組織を機能させ、

条件整備していくことが大事である。 
 

助言②（岩手県岩手町立東部中学校長 小原 俊

郎 氏）    
    論語の中に心に残る言葉がある。「性相近也 

習相遠也」（人間の先天的な資質能力には差は

ないが、後天的に学習習慣がある者とない者で

は計り知れないほどの大きな隔たりができる

ということ）授業はその一番の要因である。

我々は学習指導要領の下、特色ある学びを進め

ていかねばならない。 
   地域を巻き込んで心を伴うより良い学びを

創っていく手立てを４つにまとめてみた。①情

報と状況の把握（子どもや保護者の夢、地域の

願い、教師の想いを分析し方向性を定める）  

②情報の発信（学校の願いや目指す子どもの姿

をたよりやホームページで）③具体的な手立て

の構築（予算や地域の人材活用）④目標と達成

度を数値にして表すこと（課題の改善に役立て

る）である。上記４つを推進する教務や生徒指

導主事を副校長や教頭が見守り、支援し、声を

かけていくことが望ましい。 
   提言者の地域は小学校５校、中学校３校が各

３校と１校に統合された地域なので、新しい教

育課程を創り上げていく必要がある。地域の方

は学校がなくなるとその地域が廃れると言う

ので、学校との関わりがなくならないように、

更に学校行事を地域を巻き込んで進めていく

必要がある。教頭は学校と地域をつなぐ地域コ

ーディネーターの役割を担う存在であり、教務

的視野と生徒指導的実践力、情報のやりとりな

ど多くの配慮が求められる存在である。土曜授

業についてはまだまだ課題があるが、参考にな

る実践であった。 
 
【総括】 
○教頭は校長のビジョンの一番の理解者であり、

その実現に向けて、教頭自身の言葉で教職員に

働きかける存在でありたい。 
○教頭は手段が目的化していないか常に留意した

い。 
○教頭は教育活動がどのような意義や価値をもち、

どこにつながっているかを常に職員に意識させ

られる存在でありたい。 
○リサーチと発信、PDCA を大切にしてほしい。 
○部分を細かく見る目と全体を俯瞰する目をもち、

常にリーダーとして頼られる存在でありたい。 
○子どもたちに気付かせ、考えさせ、行動させら

れる教職員を育て支援できる教頭 
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岩手県久慈地区小中副校長会（野田・普代研究班）  
   発表者 普代村立普代小学校 菅原俊博 

特色ある学校づくりのために 
  副校長としてどうかかわればよいか 

ー「小中一貫」「小中連携」教育の実践ー  
                   

出典：野田村通信ブログ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これから「特色ある学校づくりのために副校長としてどうかかわればよいか」と題しまして岩手県久慈地区小中学校副校長会　野田・普代研究班　普代村立普代小学校菅原俊博が発表いたします。



 
野田村：岩手県北東部に位置 
    面積 ８０．８４ＫＭ２  

       人口約 ４２５０人 

昭和４８年、小学校が統合、現在小・中それぞれ１校ずつになり昭和４８年
以降、小中連携の重要性が高まり、児童・生徒の学力向上をはじめとする教
育上の諸課題の解決にともに取り組み現在に至っている。 

出典 岩手県野田村 

東日本大震災大津波被害 
 死   者  ３９名 
 行方不明者   ０名 
 全壊住宅  ３１１棟 
      Ｈ２５．３．１１現在 

北緯４０度 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
野田村は岩手県の北東部に位置する自治体であり、東日本大震災大津波では、亡くなった方３９名　全壊住宅３１１棟と甚大な被害を受けております。昭和４８年に小学校２校が統合し、それ以降、教育上の課題を解決することを目的に連携教育に力を入れてきております。



普代村：岩手県北東部（北緯４０度）に位置 
    面積  ６９．６９ＫＭ２  

    人口約 ２９００人 

平成２２年に小学校が統合された。平成２２年度に「小中一貫教育モデ
ル校」としての指定を受け現在に至る。小中一貫校として平成３０年度
開校予定。 

出典 岩手県普代村 

東日本大震災大津波被害 
 死   者   なし 
 行方不明者   １名 
 被災民家    ０棟 
      Ｈ２５．３．１１現在 

北緯４０度 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
普代村は、野田村に隣接する岩手県で一番小さい自治体です。東日本大震災大津波では、高さ１５Ｍの普代水門と防潮堤に守られ、亡くなった方もなく、被災民家もありませんでした。平成２２年に小学校が統合し、それを機に小中一貫教育に取り組みはじめ平成３０年度の開校に向けて準備をしているところであります。今回は、一貫校開校に向けての実践を発表させていただきます。



主題設定理由と目的 
 設定の主旨 ９年間で子どもを育てる 

 ねらい   取り組み方と教職員の役割を探る 

特色を生かした学
校づくりの推進 

具体的な実践 
 

副校長の関わり方 
 

研究の目的 
 
 
 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本研究では、９年間で子どもを育てることが重要であると考え、その取り組み方と教職員の役割を探ることにいたしました。そこで、特色を生かした学校づくりを推進すること、具体的な実践を行うこと、副校長としての関わり方を明らかにすることを研究の目的にしました。今回は、副校長としての関わり方を中心に発表いたします。



研究の計画 
１年次 研究主題・計画の策定 
    実践・共通課題の洗い出し 
２年次 研究推進計画の確認と修正 
    課題への取組内容の確認 
    実践交流と考察・まとめ 
３年次 実践交流・研究のまとめ 
 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究計画につきましては、ご覧のとおりです。



副校長の役割 
 村推進委員会委員として  
  自分の学校の課題を踏まえながら村全体の 
  研究実践の方向性について考え、検討する。 
 自校の副校長として 
  担当者への指示・助言・相談 

小中連携のために 
・合同行事の時期の相談と調整 
・合同行事の内容の相談と調整 
・小・中それぞれのねらいの検討 

小中一貫のために 
・小中一貫教育コーディネーター 
 を中心にしたシステム作り 
・一貫教育でのねらいの検討 
・担当者レベルで決定できないこ
との副校長間協議と校長への具申 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、副校長の役割についてお話しします。副校長は村の研究の方向性について考え検討する立場にあるとともに自校の副校長として、担当者への指示・助言・相談を行う立場でもあります。①連携教育においては、事業について副校長間の相談と調整が大切な役割であり、②一貫教育では、小中一貫教育コーディネーターとの協議・助言等が大切な役割となっています。



連携教育と一貫教育における副校長の役割 
野田小中学校【連携教育】 副校長の役割  普代小中学校【一貫教育】 
野田小中連携教育推進委員会 
・共通課題の設定 

自校の課題を踏まえた村全体の研究
の方向性の検討 

 普代村小中学校一貫教育研究会 
 運営委員会 
 ・一貫教育校開校に向けての 
  方向性の決定 
 ・小中一貫教育コーディネー 
  ターを中心とした事業推進 

小中共通の方向性の決定   方向性の協議 各校での検討と 
助言 

  各校基本方針の検討 

共通取組の決定   実施時期や内 
  容・方法など 
  情報交換 

必要に応じた 
副校長間協議 
と調整 

  コーディネーター間の協議 
  ・ねらいと方向性の検討 
  担当者同士の協議 
  ・具体的な方法の検討 

小・中それぞれの実践    実践に関する相談・助言    ９年間の系統に基づいた 
   小中協同による実践 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは連携教育と一貫教育の違いと副校長の役割と事業実践とのかかわりについてお話しいたします。補助資料６ページをご覧ください。連携教育では、共通課題が設定されます。その後共通の方向性やねらいを副校長間で協議します。最終的に小中それぞれのねらいに基づき実践を行います。この時、連絡調整、情報交換と指導助言が副校長の役割となります。小中一貫教育では、運営委員会で年度計画を決定します。年間の事業は、協同実践になるため小中一貫教育コーディネーター間協議で多くのことが決められます。したがって、協議の前後に学校としての方向性をコーディネーターと協議することが副校長の役割になります。このように連携教育と一貫教育では、副校長の役割が異なってきます。



具体的な実践 

野田小中連携教育 普代小中一貫教育 
１．スクールカウンセラー講演会 
２．家庭学習の取組 
３．小中合同あいさつ運動 
４．心のケア授業の開催 
５．小中家庭学習週間の実施 
６．中学生による「ソーラン指導」 
７．野田村防災マップの検証 
８．小・中情報モラル教育の取組 

１．学習指導系統表の作成と検討 
２．キャリア教育重点一覧表の作成と検討 
３．小中教員の授業相互乗り入れ 
４．学習発表会・文化祭の同日開催と 
  合同合唱発表 
５．運動会・体育祭相互参加 
６．道徳授業プロジェクト研究 
７．小中合同ゴミゼロ運動 
８．合同あいさつ運動 
９．小中合同避難訓練と村避難訓練への 
  参加 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これまでの具体的な実践については、ご覧のとおりです。それでは、これまでの実践の中からいくつかを紹介いたします。



中学生→小学生の手本 
小学生→中学生への憧れ 

野田小中ソーラン指導 
中学生:指導の仕方を事前に考える 
 
小学生:指導する中学生の姿を 
    間近に見る 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず野田中学校生徒によるソーラン指導です。この取り組みを通して、中学生は小学生を指導するために指導方法を考えていました。また、小学生も身近な中学生の指導を受けながら中学生に対してあこがれの気持ちを持ったようです。中学生にとっては、小学生への指導を通して上学年としての自覚を高め、小学生は、身近だった中学生へ憧れるという気持ちも持つようになっていくなど、お互いに心の成長がみられました。



音楽教員の乗り入れ授業と合同合唱発表 
こんな中学生
になりたい！ 

 
どこから聞こ
えてくるの？ 

中学校音楽教員による授業 

年度初めの担任との打ち合わせ 

専門性の高い魅力的な授業 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
普代小中学校では、２６度に中学校音楽教員による4~6年生への授業の乗り入れを通年実施しました。専門的な授業を受けることで小学生の音楽に対する関心と技能が高まりました。小学校教員にとっても、専門的な音楽指導を間近で見ることができ指導に役立てることができるという話も出ております。①そのような中、②学習発表会で全児童生徒による合唱を発表しました。中学生にとっては、小学生に合唱を聞かせる良い機会となり、③➃小学生にとっては中学生のすばらしい姿に直接触れることになりました。６年生の子どもたちは、⑤来年中学校での音楽の授業や合唱を一緒にしたいという気持ちをもったようでした。



小学校教諭による中学校体験授業 
成果：中学校の内容の教
材研究を進めると専門性
が高まる 

反省：小中教員が十分に
協議できるような体制を
学校として整える必要が
ある 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
昨年度、普代小中のような小規模校では、中学校免許を所有する小学校教諭の中学生への授業が必要になる可能性もあると考え、小学校教諭による中学校での授業体験を実施してみました。①授業のための教材研究を進める中で自分の専門性が高まり、中学生相手の授業も楽しいと感じた②反面、③小学校とは教材の扱い方や指導の仕方が異なる部分が多くなり中学校教諭と一緒に教材研究や指導について協議するための学校体制を整えて欲しいという意見がだされました。



小中一貫教育研究授業「道徳」の取り組み 

・資料分析を小中の教員で行うこと
で多角的な資料の読み方ができた。 

・小学校と中学校の授業の違いが発
達段階に応じていることを理解した。 

・小学校のきめ細かい指導が中学
校の授業の基盤になっていること
を理解することができた。 

小中道徳推進教員 
小中研究授業者 
教育委員会指導主事 

授業を見るだけでは、
わからなかった発問
の違いの理由などが
わかってきた。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに道徳の研究授業にむけて道徳推進教諭、授業者、指導主事で構想段階から授業作りを行いました。ここでは、資料分析を小中の教員で行うことで多角的な資料の読み方ができるとともに、小学校・中学校の授業方法の違いが発達段階に応じていること、小学校のきめ細かい指導が中学校の授業の基盤になっていることを理解することが出来ました。①授業を見るだけでは「どうしてそのような方法で」と理解できなかったことが一緒に授業を作り上げるなかで理解することができ、小中の違いも実感できたようです。この実践を通して、小中教員合同による研究授業づくりの可能性が見えてきたように思います。



野田村小中連携  野田村防災マップの検証 
野田小中連携教育推進委員会 
  重点課題：復興教育の系統的な取組 

小・中共通の取組  
 緊急地震速報後自分の判断で身を守る対応行動の習得 
  小学校：避難訓練として実施 
  中学校：保健体育の時間を利用した初期対応行動訓練 

【連携の方向性】 
 初期対応行動の体得 
 野田村防災マップの検証 

【副校長の役割】 
方向性の協議と 
共通ねらいの協議 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、次に実践例を用いて副校長の役割についてお話しいたします。まず、平成２５年度に行われました「野田村防災マップの検証」の取り組みについてです。重点課題として復興教育の系統的な取組をすることを決定した後、副校長間で「初期対応行動を体得させる」「野田村防災マップを検証する」という方向性を決定し、ねらいを「緊急地震速報後自分の判断で身を守る対応行動の習得」としました。小学校では避難訓練、中学校では保健体育の時間を利用した初期対応行動訓練を行いました。



  野田村防災マップの検証 

【小学校の取組】 
 「自分の身近な防災マップを  見直す」 
〇「自分の家の周り、普段よく遊ぶところ、避難
場所までの道」の防災マップの作成と発表 

【副校長の役割】 
 実施時期・方法などの 
   情報交換 

物のないところに逃げ
る。道路の狭さも考え
る。交通ルールも関係
ありそうだ。 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
防災マップの検証では発達段階に応じた内容であることや検証時期が大きくずれないことが大切であると考え内容と実施時期について副校長間で情報交換を行いました。



  ① 自分の地区の危険個所の撮影 
  ② 地区ごとに津波防災マップに写真を貼り、 
             予想される災害・避難場所・避難経路の 
             記入 
  ③ 保護者も一緒に考えるとともに地域住民 
             からの意見を聞く 
  ④ 地区ごとのグループで発表し全員で 
    確認する 
  ⑤ 防災に対する保護者の考えを聞く 
  ⑥ 専門家の意見を聞く 
  

              中学校の取組 「危険個所を選定し起こりうる 
                                                              危険を予想する」 
      
 

村防災マップの活用 

担当者の企画を実現 
 

副校長の役割 
保護者・地域・専門家と 
連絡調整 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中学校では、「危険個所を想定し起こりうる危険を予想する」ことをねらい実践を行いました。この時、「保護者や地域の方々も一緒に村の防災マップ」を見つめなおすことで自分たちにとって本当に必要な生きたものになりました。写真は、保護者、地域の方と一緒に防災マップを検証している様子と検証した防災マップを発表している様子です。①保護者、地域の方々、専門家との連絡調整を行い②③担当者の企画を実現させることも副校長の大きな役割になってきます。



普代村小中一貫教育 小中交流・合同行事の取組 

普代小中学校一貫教育研究会 
        運営委員会 
確認：交流・合同行事について 
      事前指導を行う 

前年度反省 
中学生：小学生に見せたい姿は？ 
小学生：中学生から学ぶことは？ 
    どんな中学生になりたいのか？ 

小中一貫教育コーディネーター・
担当者打ち合わせ 
・小中「ねらい」の確認、方法の
検討、具体的な活動  

副校長：助言・相談・報告 
【副校長の役割】 
 小中一貫教育コーディネー 
 ターでは決定できないこと 
 についての協議 

コーディネーターの連絡・調整による
開催 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に小中交流合同行事の取り組みについてお話しします。運営員会で事前指導を行うという確認がなされ小中一貫コーディネーター間でねらいなどの話し合いが行われました。具体的なことについては担当者間で協議がなされました。予算に関することや子どもたちの移動に関わる手配や費用などについては、副校長間協議で決めるようにしています。



中学校生徒会執行部：原案作成 

児童会執行部・生徒会執行部 
合同会議 
 １ 原案審議 
 ２ 中学生に求める姿と小学生に 
  求める姿 

第1回 小中合同あいさつ運動 

執行部合同あいさつ反省会 

生
徒
会
・
児
童
会
主
催 

 
事
業
実
施
ま
で
の
流
れ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは、小中合同あいさつ運動の取り組みについてお話しいたします。第一回目までの流れについてはご覧のとおりです。小中合同あいさつ運動を行うことが目的なのではなく、生徒会執行部と児童会執行部との連携の在り方を考えることを目的として行ってきています。この実践を通して生徒会と児童会との連携の流れができたのではないかと思っています。



児童会執行部・生徒会執行部合同反省会より 
 １ 「めあてとメンバー表」をグループごとに作成し 
   事前に確認したことでめあてを明確に活動できた。 
 ２ 低学年が緊張していた。  
 小学校対策：高学年と低学年が休み時間を 
       利用し一緒に遊ぶ 
       児童会で取り組む朝のあいさつ運動 

職員の感想 
・あいさつの質に 
 ついては改善の 
 余地がある。 
・中学生のがんば 
 りが見られた。 
・上学年の姿を見 
 て、下学年が育 
 つ。これからの 
 普代の教育に必 
 要不可欠だ。 
・日ごろからの指 
 導が必要 

次回に向けて小・中 
それぞれの取り組み 

副校長の役割：教職員に対して 
一人一人に小中一貫教育に関わらせること。 
責任を持たせること。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　合同反省会でだされた意見と職員の感想をもとに小中それぞれの取組が展開されました。　職員の感想の中に①「上学年の姿を見て下学年が育つ、これからの普代の教育に必要不可欠なことだ」というものがありました。普代小中は一つの学校であるという職員の意識の変化でありうれしいことだと思っております。②あいさつ運動に限らず職員ひとりひとりに小中一貫に関わらせ責任を持たせることで小中一貫教育への抵抗感や意識が変わってきているように思います。



小中一貫教育コーディネーター 

役割：小中学校で行う事業について、小中それぞれの意向をもとに 
   協議し事業の方向性決め、調整を図る。 

現在に至るまでの経緯 
副校長間による調整 

担当者間での方向性の決定と調整   
× 学校全体の意向が反映されにくい 

× 事業増と副校長の負担増 

小中一貫教育コーディネーターを中心とした事業の推進 

副校長の役割 
コーディネーターを中心とした事業推 
 進システムの構築 
         そのために 
  役割の明確化・役割の周知と活用 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここで、小中一貫教育コーディネーターの役割と現在に至るまでの経緯についてお話しします。小中一貫教育コーディネーターは、小中合同事業について、小中の意向をもとに協議し事業の方向性を決定し、調整を図るということを行っています。副校長は、それぞれの意思決定にあたり、校長の考えをもとにコーディネーターとの協議を行います。協議以降は、コーディネーターの裁量に任せることにしています。当初は、副校長間での協議・連絡調整を行っていました。が事業の増加とともに負担が増えることになりました。事業が確定するにつれ担当者間どおしでの協議が増えてきました。簡単に話が進むという利点はあるものの、学校の意向が、反映されにくいということがありました。そこで、小中一貫教育コーディネーターを機能させるようにしました。①そのために、小中一貫教育に携わる職員の役割を明確にし、全職員への周知を行いました。



小中一貫事業と小中一貫教育コーディネーター 

① 事業についての小中一貫教育コーディネー 
  ター間の協議 
  ・ねらいと方向性についての検討 
② 関係する分掌主任・担当者と協議 
  ・日程の検討、方法の検討 

③ ＦＡＸやメールを活用した小中間の協議 

➃ 担当者間の協議日程の調整と協議への参加 

 

副 

校 

長 

相談・協議・助言 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
小中一貫事業実施までの小中一貫教育コーディネーターの動きはご覧のようになります。詳しくは、補助資料９ページから１１ページにございますのでご覧ください。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは、小中乗り入れ実施までの流れを簡単に説明します。補助資料９ページをご覧ください。年度当初に教員配置をもとに、乗り入れ教科・教員を管理職間協議で決定します。その後乗り入れについての基本的な方向性が決定します。この例ですと、中学校数学教員乗り入れを毎日５時間目にするという中学校の要望がだされました。小学校では、毎日５時間目の算数は、学力向上の効果が薄いと判断し、月～水については、担任のみ、木・金の乗り入れを要望しました。この要望を出した後、中学校教員の乗り入れのない時間には副校長がＴ２として入ることを決定しました。一方で小学校コーディネーターには、３時間目に中学校教員が乗り入れできないかを協議するように指示を出し、協議を進めたところ、毎日３時間目の乗り入れができるように時間割の変更等を行っていただきました。このように小中の要望を出し合い、すり合わせていくことが大切だと思います。隣のシートは月初めに取り交わされる確認票になります。みなさんのお手元の資料には、水泳学習までに使用した連絡票がありますので、後でご覧ください。



  乗り入れ授業予定表 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは、毎週取り交わされる乗り入れ授業予定表になります。学校行事などで変更が出ることから、毎週取り交わすようにしています。



小中一貫教育における役割の明確化 

副校長 
外部機関と
の連絡調整 

 
小中一貫教育 

コーディネーター 
一貫事業に関しての小中学校間の 

協議・連絡・調整 
 

地
域
支
援 

 
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

地
域
人
材
活
用
に
お
け
る
連
絡
調
整 

 
教
務
主
任
等 

 

小
中
学
校
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の 

 

立
案
・
実
施
及
び
分
掌
総
括 

 

連携教育においては
すべて副校長の役割 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは、小中一貫教育におけるそれぞれの役割について述べます。この役割の明確化が事業を推進するうえで極めて重要になります。副校長が行ってきたことをそのまま小中一貫教育コーディネーターに任せるということになりますと、その負担が大きくなります。そこで、副校長・小中一貫教育コーディネーター・地域支援コーディネーター・教務主任等の主任、さらには、分掌担当者の役割を明確にして取り組むことで小一貫教育コーディネーターの負担の軽減をはかることができると考えました。コーディネーターは、一貫教育事業に特化して小中間の協議・連絡・調整、地域支援コーディネーターについては、必要な地域人材など地域の方々との連絡調整、外部機関との連絡調整については、副校長が行うということにしました。事業推進の細かい部分については、各主任と分掌担当者間によって立案され実施するようにしています。ここで大事なことは、それぞれの役割を明確にすることでそれぞれの職員に責任を持たせること、全体の進捗状況の把握を一貫コーディネーターに任せることだと考えております。副校長は、コーディネーターからの報告・連絡・相談を受け学校としての考えを伝えたり助言したりしてきました。



・村全体の方向性について広く考え検討すること 
 
・担当者への指導・助言・支援をすること 
 
・小中一貫教育コーディネーターを中心とした事業 
 推進システムを構築すること 
 
・学校間、地域、関係機関との連絡と調整を図ること 
 
 
 

副校長の役割 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
副校長の役割についてまとめますと、この四つのことが挙げられます。その中で連携教育・一貫教育ともに担当者とコミュニケーションを取り、担当者の考えや思いを理解しようとすることが大切であり、職員一人一人のアイディアを大切しながら実現できるよう関係機関と連絡調整をすることも副校長としての大きな役割であると思います。また、一貫教育においては小中一貫教育コーディネーターを中心とした事業推進システムを構築していくことも大切です。



成果 
ア 取組プロセスを明らかにできたこと 
 
イ 副校長の役割を確認できたこと 
 
ウ 連携推進委員会・一貫教育運営委員会で教育課題や 
  必要な取組を明確にできたこと 
 
エ 小中一貫教育コーディネーターを中心とした実践を 
  組織的に行うシステムを構築したこと 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本研究の成果についてですが、資料にありますような成果があったと考えております。その中でも、取組プロセスを明らかにすることができ、副校長の役割を確認することができたこと。年度当初の会議で教育課題や必要な取組を明確にできたこと、小中一貫教育コーディネーターを中心とした実践を組織的に行うシステムを構築したことが大きな成果であったと考えております。



課 題 
ア 小中一貫教育において、時程など検討しなければ 
  ならないことがあること 
 
イ 児童会と生徒会のあり方や関係について検討して 
  いかなければならないこと 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
課題としては、この二点があげられます。



課題解決に向けて 平成２７年度からの取組 

１．小中一貫教育に関する授業研究会、研修会をなくし、年６回の 
  部会と年２回の全体会議を開催する。 
２．小中一貫コミュニティースクール推進研究事業との関連を図る。 
３．現在までの取り組みを受けて小中一貫事業を見直す。 

方向性 

組 織 
 運営委員会 

学校経営部会 教務・研究部会 生徒指導部会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは、普代村の小中一貫教育について話させていただきます。本村では平成２６年度までの取組を受け、今年度から平成３０年度の開校にむけて、教育目標・ＰＴＡ組織・時程・教科担任制・合同行事・生徒会や児童会の在り方などの協議を行っています。今まで推進してきた事業を見直し、小中合同でできること、その効果などについて積み重ねをもとに再度検討し、開校に向けての準備を進めています。



中尊寺金色堂 釜石市橋野鉄山高炉跡 

２０１６年１０月１日～１１日   
    岩手国体 
  おでんせ 岩手 
 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
①来年１０月には岩手国体が開催されます。世界遺産の平泉・釜石橋野鉄山高炉跡の観光もかねて、ぜひ足をお運びくださるようお願いいたします。



本日は、 
ご清聴ありがとうございました。 

岩手県久慈地区（野田・普代研究班） 

 梅野日佐雄（前普代中学校） 坂川 良子（野田小学校） 

 柏舘 秀一（野田中学校）   菅原 俊博（普代小学校） 

 晴山 雅光（普代中学校） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日は、ご清聴ありがとうございました。以上をもちまして発表を終わらせていただきます。



小中連携教育・一貫教育の推進にあたり、
教頭の役割は何か 

分科会グループ協議 
～協議の柱～ 
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平成27年度全国公立学校教頭会研究大会 
静岡大会 

第1Ｂ分科会 教育課程に関する課題 

静岡県小笠地区 
 

テーマ:確かな学力の向上を目指した 
      教育活動への教頭のかかわり 

～学校間、地域との連携を図った取組～ 



１ 主題設定の理由 

小笠地区 



１ 主題設定の理由 

小笠地区 

菊川市 

御前崎市 

掛川市 



１ 主題設定の理由 

小笠地区の課題 
・基本的生活習慣の確立 
・主体性･自立心の育成 
・心の安定とたくましさの育成    
                等  

・学力の向上 



１ 主題設定の理由 

研究主題 
確かな学力の向上を目指した 
 教育活動への教頭のかかわり 

共通認識 

・教師の授業力アップ 
・学習環境の整備 
・子どもたちの自信とやる気 
  を引き出すことの重要性 

研究実践 学校間・地域との連携を図った取組 

小規模校 



２ 研究のねらい 

・連携を深める上での 
 教頭のかかわり方を探る 

・教頭としての資質向上 



２ 研究の経過 

地区別研修 

地区別研修 

第２回 小笠教頭会全体研修(１１月) 
・全体会 代表者の発表 ・分散会 グループ別協議 

第１回 小笠教頭会全体研修(７月) 
・全体会 講演  ・分散会 地区別協議  



平成25･26年度 

     サブテーマ  
～学校間、地域との連携を図った取組～ 
   「連携」を視点に実践報告 

３ 研究の経過 

｢学力向上を目指した取組」の実践発表 
平成24年度 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
① 小小合同授業研修会 

４ 研究の概要 

3小学校は全学年単学級の小規模校 

教員数が少ない 
一人が抱える校務分掌が多い 

授業を振り返る余裕がない 
若手が同学年の授業を見られない 

弱 

み 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
① 小小合同授業研修会 
４月‥各小学校の担当学年を決定 

５月～７月‥授業構想を作成して、 
実施時期を調整 

夏休み‥合同研修で授業案作成 

９月‥合同研修で研究授業と事後研修 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
① 小小合同授業研修会 

４ 研究の概要 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
① 小小合同授業研修会 

・ベテランの先生から意見やアドバイスがもらえ勉強   
  になった。同じ学年を担任しているので相談しやす    
  かった。（授業者・若手） 
・単級だと普段、教材に関してなかなか話ができない。    
  一緒に考えた授業案で自分も授業できるところもい   
  い。(中堅) 
・同じ発達段階の児童を持つ担任同士で、子どもの様    
  子や悩み、学級経営の話ができてよかった。（中堅） 

授業を作る力になった 
日頃の相談がしやすくなった 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
② 中学校教員による出前授業 

図工を専門とする教員がいない 

弱 み 

小学校 

発達段階に応じた教科の学習内容の 
系統性を研修したい 

中学校 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
② 中学校教員による出前授業 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
② 中学校教員による出前授業 
 美術というと、専門的な指導になるのかと思った
のだけれど、子どもにあった言葉を使った指示と指
導で、すごく参考になりました。また、人の顔を塗る
ときは、色を筆でおいていくちょんちょん塗りにする
とよいなど技術的なことも学ぶことができました。 

小
学
校
教
員 

 普段、接することのない発達段階の児童の表
れを作品を通して、事前に把握できたことは、今
後の題材選定に有意義であった。 

中
学
校
教
員 



(1) 教師の授業力アップをねらった｢連携｣ 
② 中学校教員による出前授業 

中学の先生が伝えたい部分を大きく描くと
何をしているところか伝わりやすいと教えて
くれたのでうまくできました。 

児童の意欲を喚起 

小
学
生
の
感
想 

○○さんの絵は人の表情をよく観察してい
ることが伝わってきます。････私たちが3年
生の時、皆さんが入学してくることを楽しみ
に待っています。 

＋ 児童と生徒の交流 
中
学
生
の
返
事 



(2) 子どもたちの自信とやる気を引き出す｢連携｣ 

① 学びっこタイム 

地区在住の教員OBによる学習ボランティア 



(2) 子どもたちの自信とやる気を引き出す｢連携｣ 

① 学びっこタイム 

子どもたちの達成感 
・分からないところはすぐに聞けるし、何回も説 
  明してもらえるので納得できました。 
・学びっこタイムでやった後は、頑張ろうという気 
  持ちになります。 

地区在住の教員OBによる学習ボランティア 
強 み 1対１の対応 丁寧な指導 



(2) 子どもたちの自信とやる気を引き出す｢連携｣ 

② 夏休み学習教室 
外国籍児童が1割 

宿題になかなか取り 
組めない 
学習内容の定着が 
難しい 

弱み 
生徒に自信や積極性を持たせたい 

小学校 

中学校 

素直に頑張る子ども 
が多い 

強み 



(2) 子どもたちの自信とやる気を引き出す｢連携｣ 

② 夏休み学習教室 



(2) 子どもたちの自信とやる気を引き出す｢連携｣ 

② 夏休み学習教室 

中学生の自己肯定感アップ 
＋ 

久しぶりに下級生に会って、楽しく教えられた。 
自分も人に教えながら小学校の復習ができた。 

中学生になったＮ君がすごくわかりやすく教え 
てくれて良かったです。 
Ｎ君は、勉強も野球も頑張っているので、僕も 
そんな中学生になりたいです。 
    

小学生のやる気アップ 



(3) 学習環境を整える｢連携｣ 
① 家庭学習についての全校的取組 



(3) 学習環境を整える｢連携｣ 
① 家庭学習についての全校的取組 

家庭学習の習慣づけを 
        保護者に依頼 

(1) １・２年生‥保護者が丸付け 
    ３・４年生‥保護者の前で子どもが丸付け 
    ５・６年生‥子どもが丸付け、保護者が確認 
(2) 決まった時間に勉強できたか 
(3) 決まった場所で勉強できたか 



(3) 学習環境を整える｢連携｣ 
② ノーメディアデイの設置 

 ● 食事時はテレビを見ない 
 ● テレビやゲームは1日○分 
 ● 全くテレビを見ない・ゲームをしない 
 

・年１回 １週間の実施 

・各家庭で親と子どもが相談して実施 

・３つのコースから選択 



(3) 学習環境を整える｢連携｣ 
② ノーメディアデイの設置 

保幼小中で成果の確認 



「学校全体が見える」立場にある教
頭の働きかけの重要性を再認識 
 

５ 成果と課題 

連携を進めるうえで、教頭として心
がけねばならない３つの大切なこ
とに気付いた 

〈成果〉 



(1)学校と地域の特徴 
    ｢強み｣と｢弱み｣を見極める 

５ 成果と課題 

教頭は分析者 

〈成果〉 



(2)｢弱み｣と｢弱み｣を意図的に 
           連携の材とする 

５ 成果と課題 

教頭は 
  連携の仕掛け人 

〈成果〉 



(3)｢強み｣と｢弱み｣に関する情報を 
  職員・子ども･保護者・地域等に 
  知らせ、共通認識とする 

５ 成果と課題 

教頭は情報の 
    コーディネーター 

〈成果〉 



・学校独自の取組と想いの尊重 

５ 成果と課題 
〈課題〉 

・職員全員が必要感・有用性を 
  感じるようにする  
・職員の多忙感の増長を防ぐ 



ご清聴ありがとうございました 



１B分科会グループ協議 
～協議の柱～ 

 

学校間、家庭、地域との連携を
進める上で、教頭としてのかか

わりはどうあったらよいか 



 

 

 

 

 

 

 

【協議の柱】 

 小中連携教育・一貫教育の推進にあたり、教頭

の役割は何か。 

 

【質疑応答】 

○平成 27 年度に合同授業研究会を取りやめた理

由は何か。 

・前年度までに年６回の小中合同研修会を行って 

いたが、平成 30年度の一貫校開設に向けて、教 

育目標の設定、週時程、体育館の使用割り振り 

等運営上の課題を解決する部会立ち上げが急務 

であると考え、取りやめた。 

○小中学校のビジョンのずれはないのか。 

・校長、副校長が出席する企画会で様々な調整を 

行っている。４．３．２制で、村独自で設定し 

た『15 歳の子どもの姿』に向かって教育活動を 

行うことは既に決定している。その他の課題に 

ついては、今後１年かけて調整していく。 

○乗り入れ授業について、中学生のメリットは何 

か。 

・中一の１学期間、顔見知りの小学校教員が中学 

で授業を行うことにより、生徒それぞれに適し 

た指導法を用いて中一ギャップの解消を図れる 

と考え行っている。 

○小中一貫コーディネーターの育成をどのように 

図っているのか。 

・校長の方針を受けながらも、コーディネーター 

の意見を大いに尊重し、運営に当たらせる 

 

 

ことにより、充実感や責任感を持たせながら参

画意識を図っている。 

 

【グループ協議】 

協議報告① 

  イニシアチブを中学校にとってもらうという

姿勢ではなく、小中学校それぞれの役割分担を

明確にすることが教頭の役割だと考える。また、

一部の職員に任せるのではなく、より多くの職

員を巻き込みながら、充実感や責任感を育むの

も教頭の役割だと考える。 

 

 協議報告② 

  連携の取組を長続きさせるには、いかに効率

化を図っていけるかが重要。小中間で使用する

資料、文書、報告用紙等の形式を揃えるのも一

つの方法である。中一ギャップの解消を意識す

るあまり、子どもに困難を乗り越える力が身に

つかない場合も考えられる。教育活動ごとのね

らいを明確にしたい。 

 

 協議報告③ 

  教職員の意識を高める必要がある。なぜ連携

を行う必要があるのかを十分話し合いをもち、

子どもたちに何が身についたのか、具体的な成

果を少しずつでも積み上げていくことが教職員

の充実感・責任感につながっていくと考える。 

 

 協議報告④ 

  教頭が多くの役割を担うのではなく、コーデ

ィネーターを始め多くの教職員の参画意識を高

めるためのコーディネートをしていくことが必

要。多くの取組を網羅的に行うのではなく、「子

どもの学びに有効か」という視点を最優先にし

た取組を行いたい。 

提言１ 特色ある学校づくりのために副校長と 

してどうかかかわればよいか ～「小中 

一貫」「小中連携」教育の実践～ 

岩手県普代村立普代小学校 菅原 俊博 

第（１Ｂ）分科会 



【指導助言】 

助言①（和歌山県湯浅町立田栖川小学校  

教頭 前 美奈子氏） 

 小中一貫・連携教育の良さは、 

①学習の系統性を知った上で授業を構想すること

ができる。 

②子どもの９年後を意識し、現在の指導を考える

ことができる。 

③小学校教員のきめ細やかさ、中学校教員の専門

性等をお互いの指導の参考にすることができる。 

等があげられる。 

 この提言ではその良さを活用しながら、副校長

に何ができるのか、以下のように述べられている。 

①村の指針を受けてのビジョン検討会への参加、

学校間での役割分担の調整、それを受けての職

員への指導、助言等を行うこと。 

②小中一貫コーディネーターに連絡調整を行わせ、

職員一人一人の分担を明確化にし、組織的に運

営を行うこと。 

③小中合同事業を実施する時の目標を明確にする。

また取組はシンプルに誰でも実践可能なものに

なっているかという視点からで企画者に指導・

助言を行うこと。 

 今後の課題としては、副校長として、９年後の

子どもたちの姿を教職員で共有化し、同じ方向で

組織的に運営していくことが大切である。副校長

が行った方がスムーズに進む場合もあるが、職員

に目的意識、参画意識をもたせながら進んでいく

ことを大切にしていきたい。 

 

助言②（静岡市教育委員会参事兼教科指導係長 

 川島 広己氏） 

 小中一貫教育として以下のことが成果として考

えられる。 

①教職員が当事者意識を持って連携の仕事を進め

ていること。 

自主性をもった子どもを育てるためには、教職 

員が自主性をもたなければならない。人事異動が

あってもこの一貫教育の質を保ち、教育課程を今

後更に充実していける可能があるかという視点で、

校長・副校長・教頭は複数年次の経営観をもたな

くてはならないと考える。 

②教職員、児童生徒も互いの違いを理解し合って

いること。 

一貫教育の利点は子ども理解が深まるというこ 

とが上げられる。それは教師の子どもを見取る感

性が磨かれると、授業、学級経営を通して、子ど

も同士もお互いの良さを理解していくことにつな

がっていく。 

③中学校の専門性、小学校のきめ細やかな対応が

子どもに良い効果を与えていること。 

子ども一人一人の表れを教科の立場からや人を 

思いやる立場から等、様々な観点から価値付けす

ることにより、子どもの自己肯定感が高まる機会

が増えていく。 

山口県の福光先生が発言したように、教頭・副

校長は教職員の参画意識を高めるコーディネート

役を努める必要があると考える。 

今後課題としては、いかに地域との信頼関係を

構築していくかである。一定期間、地域にいるだ

けの教職員という地域の方々の思いから脱却でき

るよう、村を発展させるための具体的な一翼を担

いたい。そのために、誠意をもって、村の子ども

たちを育てるという立場で学校経営方針、教育活

動方針を理解していただき、情報提供や話し合う

機会を設定し、地域の方を巻き込みながらともに

歩んでいくことが必要である。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【協議の柱】 

教頭として、学校間、家庭、地域間の連携を行

う上でのかかわりはどうあったらよいか。 

 

【グループ協議】 

協議報告① 

協力体制が構築できる。そうすることにより

多くの場面での協力してくださる人が増え、お

互いの信頼関係が深まってくと考える。 

 

協議報告② 

「子どもたちの生活習慣に改善の余地がある」

「ボランティアが少ない」等の学校の弱みをま

ずは職員で共通理解し、その実態を地域懇談会

で伝え、協力を図っていくことで弱みと考えら

れていたものが地域との協力で解決できるので

はないか。 

 

協議報告 ③ 

学力向上に向けての教頭の関わりとして、ベ 

テランと若手を同じ研究会に参加させたり、地

域に向けて自校の学力の実態とそれに関わる

生活習慣の実態を説明し対策や助言をしても

らったりすることがあげられるのではないか。

また、学習指導要領のつけたい力が自校の子ど

もたちに付いているのか点検することも役割

の一つであると考える。 

 

協議報告 ④ 

  学力向上のために、担当学年とは異なる学年 

の教科を担当することで、系統性をもった指導 

を行う必要性を教職員に浸透していくのではな 

いか。また、保護者にはホームページを通して 

行事等だけではなく、学力に関した情報も発信 

していくことで、協力が得られると考える。 

 

【指導助言】 

助言①（和歌山県湯浅町立田栖川小学校  

教頭 前 美奈子氏） 

 本実践は、自校の限られた職員の取組に限界を

感じ、それを解決するために学校間や地域との連

携を図った取組について研究しているところに意

味がある。 

 その中で授業力の向上を図った連携として小小

合同授業研修が上げられているが、他校の職員同

士が授業研究を行うことにより、多くの意見が交

換され、より質の高い授業が可能となっている。

今後はこの授業研究会をベースに、定期的な合同

学年会等の組織作りを教頭が連絡調整していくこ

とで更なる連携の可能性がでてくる。また出前授

業等で小中お互いの授業を見合うことにより、系

統性を実際に参観しながら確かめられたり、お互

いの児童の実態を感じることで接続を意識した授

業実践が積み上げられたりすることができる。そ

こで教頭が研修主任等に連携の意義や責任感を感

じさせながら推進いくことが必要になってくる。 

 また、教員ＯＢボランティアや中学生ボランテ

ィア等の外部人材の活用については、学校の教育

活動を教頭が進んで地域に発信することで協力が

得られ、学力向上にもつながっていくと考えられ

る。同様に学習環境を整える取組の一つとして保

幼小中で行われている「学習７箇条」「ノーメディ

アデー」についても教頭が学校間で連絡調整を図

ったり、地域やＰＴＡとの話し合いの場を作った

りすることで、家庭・地域・学校が連携して子ど

もたちを育てるという意識の共有化が図れること

が期待される。 

提言２ 確かな学力向上を目指した教育活動へ 

の教頭の関わり ～学校間、地域との連 

携を図った取組～ 

静岡県掛川市立佐束小学校 鈴木 洋一  



 この提言から教頭として心がけることとして 

①教頭を中心に学校、地域の「強み」と「弱み」

を見極めるための分析を行い、教職員で「強み」

と「弱み」を共通理解し、目標を立てる機会を

設定する。 

②「弱み」に着目し、その弱みについて教頭間で

連絡を取り合い連携によって解決が可能な取組

を設定していく。 

③教頭が「強み」「弱み」をともに家庭・地域に発

信することで理解が図られ、協力体制が構築で

きる可能性がある。 

ということがあげられる。 

 課題としては、教職員に連携の必要性を感じさ

せること、多忙感の増長にならないように活動を

精選すること、成果と課題を具体的に表し、教職

員の充実感につなげていくことが上げられる。 

 

助言②（静岡市教育委員会参事兼教科指導係長  

川島 広己氏） 

「強み」と「弱み」の把握の仕方としては、学

校評価が重要な部分をしめることとなる。教職員

の自律性を高める上で有効なツールである。指標

が具体的であることが望ましい。また、学校関係

者評価の場で、教職員が地域に向けて説明する仕

組みにしておくことでミラー効果が期待でき、教

頭の職員育成の場として有効に働くことが考えら

れる。近年、幼小の接続が重要視されている。幼

児教育では自分でやりたい、もっとこうしたいと

いう能動的な活動を十分行い、自分を発揮する中

で友だちと関わる主体的な芽を伸ばすことが期待

されている。そのために子どもたちの表れをつぶ

さにとらえ、子どもたちが自ら工夫したくなるよ

うな環境を計画的に、押しつけにならないような

タイミングで準備される等の様々な工夫が考えら

れる。この幼児教育を受けて、小中学校で行うこ

とは、自分たちで問題に気づき解決したのだと思

える授業、課題追究時に子どもの良さ・生き方が

鮮明に表れるような授業、自分自身でも学級の仲

間同士からも自分の有用感を感じることのできる

授業が考えられる。このような授業に向けて教頭

は、教職員一人一人の育成課題や良さを把握し、

その働きかけを行うことに期待したい。 

 

【総括】 

 教頭として、絶えず以下の３つの観点から見る

目をもって連携・経営参画に臨みたい。 

①授業の中で子どもが大事にされるとはどういう

ことなのか、子ども一人一人に学びの実感はあ

るのか、そのような授業改善の工夫が行われて

いるか。 

②地域で子どもたちが役に立ち、あてにされる経

験をしたり、大切にされたりする経験があるの

か、それが実践できる教育課程が組まれている

か。 

③虐待、貧困、愛着障害等の負の連鎖から子ども

を守るためにカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカー、児童相談所、要保護対策協議会と

の連携が意識されているか。  

このような目をもつことにより、子どもが自己

有用感を高めることができるのではないだろうか。

教頭として、子どもの自己有用感を高めるという

意識を職員、保護者、地域の方々と共有し、その

ための方策を考え合う場を設定していくことが、

今後更に大事になっていくのではないだろうか。 
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小中一貫教育における 
児童・生徒の社会性の育成へ向けた 

教頭の役割  

    ～小中・小小の交流活動の充実と   
               教職員の参画意識を高める組織づくり～ 

新潟県 
三条市小中学校教頭会 
三条市立井栗小学校 
     木部 正実 

第２分科会 子どもの発達に関する課題 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　新潟県三条市小中学校教頭会　三条市立井栗小学校　木部正実です。　これより発表させていただきます。　発表テーマは「小中一貫教育における児童・生徒の社会性の育成へ向けた教頭の役割」　副題として「小中・小小の交流活動の充実と教職員の参画意識を高める組織づくり」と設定しました。★



新潟県 三条市 
人口：101,123人 
 
主な産業 
 金属製品（刃物） 
 機械 
 鋼鉄 

三条市の紹介 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　はじめに、三条市の紹介をします。★三条市は米と雪、そしてトキで有名な新潟県のほぼ中央に位置しています。★　人口は１０万人余りで新潟県で５番目に多い人口です。主な産業はのこぎりや刃物といった工業製品であり、古くからの物づくりの町として発展してきました。　このような三条市ですが、今から７年前には深刻な問題を抱えていました。★

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Map_of_Japan_with_highlight_on_15_Niigata_prefecture.svg


「中１ギャップ」に象徴される 
教育上の諸課題 

平成２０年度 

不登校児童生徒数    １００名 

中学校に行って心配なこと 
 勉 強７７％ 上級生  ５３％ 
 部活動５０％ 新しい友達４８％ 
 進 路３１％ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　それは、いわゆる「中一ギャップ」に象徴される教育上の諸問題です。★　平成２０年度、★三条市では不登校児童生徒数が１００名となり、中学校入学後の人間関係に不安を感じる６年生が多数いるなど、様々な問題を抱えていました。



三条市の小中一貫教育 

「中１ギャップ」に象徴される教育上の諸課題 

平成20年「三条市小中一貫教育基本方針」の策定 

 ① 全小中学校区での小中一貫教育の実施 
 ② 学習指導要領に基づく９年間連続した教育課程の   
   編成 
 ③ 前期・中期・後期の区分による指導 
 ④ 小中一貫教育カリキュラムの作成 
 ⑤ 小中学校の児童生徒や教職員の交流 
 ⑥ 学校、家庭、地域が一体となった教育環境づくり 

概 

要 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そこで、三条市では★「中一ギャップ」に象徴される教育上の課題を克服し、子どもたちを健やかに育むために、★平成２０年に「三条市小中一貫教育基本方針」を策定し、全９中学校区で小中一貫教育に取り組むことにいたしました。現在、義務教育９年間を見通した教育カリキュラムに基づいて教育活動を展開しています。★



本発表について 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

 教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決へ向けた
取組 

取組の紹介１ 

取組の紹介２ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ここでは、三条市教頭会がこれまで取り組んできたことを、次の２つの柱で発表します。★　１つ目の柱は「社会性を育む小中学生の交流活動」についてです。★　２つめの柱は「教職員の参画意識を高める取組と組織運営における課題と解決へ向けた取組」についてです。★



取組の紹介１ 

小中一貫教育での 
交流活動 

社会性の育成 
自己肯定感・人間関係力 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

「中一ギャップ」の解消 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず、１つめの柱である「社会性を育む小中学生の交流活動」について説明します。★　不登校をはじめとする「中一ギャップ」の解消を図るためには、★児童生徒の自己肯定感や自己有用感、人間関係力といった社会性を育成することが重要です。そのために、★小学生と中学生が交流する交流活動を小中一貫教育の中で充実させることを考えました。★



取組の紹介１ 

① 小・中の交流を深める活動 

② 小・小の交流を深める活動 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

学習 イベント・体験 学校行事 

学習 体験活動 宿泊体験 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　社会性をはぐくむ小中学生の交流活動は大きく分けて２つあります。★　一つ目は、小・中の交流を深める活動。★　二つ目は、小・小の交流を深める活動です。★　まず、一つ目の小中の交流を深める活動を２つ紹介します。★



取組の紹介１ 

中学生が小学生に教える 
リトルティーチャー 

算数の個別指導 体育投げ方指導 英語一斉指導 

小・中の交流を深める活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これは第二中学校区で行われた、中学生が小学生に学習を教える「リトルティーチャー」の取組です。中学校の総合的な学習の時間に位置付け、地域貢献活動の一つとして取り組んでいます。★中学生が小学生に算数や英語、★体育などの学習を１対１で教えています。★



取組の紹介１ 

中学生が小学生に教える 
リトルティーチャー 

中学生の感想 

私自身が成長できた。人との
かかわりは大切だと思った。 

役に立てたと感じ、
とてもうれしかった。 

自己有用感 

人間関係 
づくり 

小・中の交流を深める活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
活動後の感想です。★小学生を教えた中学生は、ご覧のように人とのかかわりの大切さや自分が人の役に立てたと実感できたことが分かります。このように、リトルティーチャーの交流活動を通して、★人間関係づくりの能力や自己有用感等の社会性を高めることができました。★



取組の紹介１ 

小中合同防災訓練 

自分たちも 
いざという時に 
役に立ちたい。 

 中学生に優しく
教えてもらってう
れしかった。 

自己有用感 

人間関係 
づくり 

小・中の交流を深める活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、第四中学校区で実施した小中合同防災訓練について紹介します。★四中校区では３年前から保護者や地域の方と一緒に、小中合同防災訓練を行っています。★今年度は防災の技能訓練を受けた「四中レスキュー」の中学生が、小学生に技能を教える時間を設定しました。　感想を見ると、★中学生は「災害時でも自分が役に立ちたい」と自己有用感を高めることができ、★小学生も中学生に優しく教えてもらったことから小中学生のよりよい人間関係をつくることができました。★



取組の紹介１ 

小中合同防災訓練 

交流活動の
充実 

小・中の交流を深める活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　このように、「自分の命は自分で守る」ためにはどのような力を身に付けたらよいかを★小中学校の先生方が毎年、知恵を出し合って内容を工夫し、交流活動の充実させています。★



小・小の交流を深める活動 取組の紹介１ 

５年生合同で行う宿泊体験教室 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、小学校同士の交流活動について紹介します。★これは、中学校区の５年生全員で行う「宿泊体験学習」です。同じ中学校に進学する小学校の仲間が集まり、協力して活動します。こうした交流を６年生の活動につないでいきます。★



小・小の交流を深める活動 取組の紹介１ 

６年生合同で行う宿泊体験旅行 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　★これは、中学校区の６年生全員で行う「宿泊体験旅行」です。５年生で、宿泊体験を経験している仲間が再び集まり、佐渡へ体験旅行に出かけます。中学校入学までに人間関係が少しずつ築かれるので、円滑に中学校生活を迎えられます。★



取組の紹介１ 

教頭の役割と教職員へのかかわり 

交流活動 

計画 

準備 反省 

実践 

ねらい 
整合性 

声掛け 賞賛 

指導 
助言 成功 

↓ 
達成感 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これまで、社会性をはぐくむ小中学生の交流活動について紹介してきました。ここで、交流活動が充実していくための「教頭の役割と教職員へのかかわり」について、整理します。　様々な交流活動を推進するのは、★各校のミドルリーダーが中心となります。★それぞれの事業が円滑に進むように、教頭は、ねらいとの整合性を図りながら、指導助言したり、成果を賞賛したりする配慮が重要です。　このように、交流活動が成功するように教頭がかかわることで、★ミドルリーダーが達成感を感じて取り組むことができます。★



取組の紹介１ 

教頭の役割と教職員へのかかわり 

交流活動 

Ａ 小 

Ｂ 小 Ｃ 中 

予 算 

人材派遣 人材派遣 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

意欲 
↓ 

達成感 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　また、交流活動にかかわる予算・施設設備等の条件整備、関係部署等との連絡調整についても、★事業を担当する職員には、できるだけ子どもたちの活動を充実させることに、時間とエネルギーを充ててもらいたいと考えています。そのために、教頭は★各校の教頭のネットワークを使って、予算や施設面、担当職員の交渉、連絡調整をするように配慮しています。　このような支援や配慮をしていくことで、★担当職員は交流活動を充実させることに意欲的に取り組み、よりよい活動をすることで達成感を得ることができます。★



取組の紹介１ 

教頭の役割と教職員へのかかわり 

学 校 

広報紙 発行 
地域会合への参加 

協力・参加 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　さらに、地域、保護者に向けての広報活動も進めていきます。　★広報誌を発行したり、地域の自治会などの会合に参加したりすることで、保護者や地域とのパイプを太くし、★地域や保護者の方から小中一貫教育に対する理解を深めていただくとともに、学校への協力・支援がより大きくなるように努めています。★



取組の紹介１ 

主な教頭の役割と教職員へのかかわり 

① 各担当者への指導助言、意識付け、 
 目配り・気配り 

② 予算や施設設備等の様々な条件整備、 
 関係部署・関係職員との連絡調整 

③ 地域、保護者に向けての広報活動 

交流活動
の充実 

児童生徒の 
社会性育成 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　このように、★教頭は３つの観点から職員を支援・指導したり、地域・保護者の方の理解と協力を深めたりしていくことで、★交流活動を充実させ、児童生徒の社会性を育成していくことができると考えます。★



取組の紹介２ 

小中一貫教育に対する 
教職員の意識のズレや温度差の要因 

○ 交流活動の中心となる教職員と 
      そうでない教職員との意識の差 

○ 小中一貫教育に対する経験の差 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

組織や体制の工夫 研修の充実 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に取組の２つ目の柱である「教職員の参画意識を高める取組と組織運営における課題と解決に向けた取組」について説明します。　★小中一貫教育は、まだ新しい制度であるために、教職員の間にもやや意識のズレや温度差が感じられます。その要因としては、★実際に交流活動にかかわっている職員とそうでない職員との意識の差、異動したばかりの職員の小中一貫教育に対する経験の差が挙げられます。　教頭会では、このような教職員の意識や経験の差を解消するためには、★すべての教職員が交流活動にかかわる組織や体制の工夫と、小中一貫教育についての研修の充実が必要であると考えました。★



取組の紹介２ 

○ 小中合同研修会の充実 

○ 小小交流活動の推進 

○ 提案等をボトムアップで行う 
           体制変換 

○ リーダー配置の工夫 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そのために、★教頭会ではそれぞれの中学校区の実態に応じて、次の４つの取組をしました。★　まず、「小中合同研修会の充実」について説明します。



取組の紹介２ 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

小中合同研修会の充実 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これまでも、各学校で授業公開に基づいた研修会を行ってきました。この小中合同研修会を充実させるために、★小グループに分かれて検討したり、ＫＪ法を用いて検討したりするなど、より多くの教職員から意見が出るような協議会の進め方を工夫しました。★



取組の紹介２ 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

小中合同研修会の充実 

○ 指導案 事前検討 
○ 小中学校各教科の学習カリキュラムの 
  見直し 
○ 学びのかまえ 検討 
◇ 各事業の検討会（知・徳・体）  

研修会の進め方や 
内容の工夫 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　また、授業公開だけでなく、事前の指導案検討に参加したり、小中一緒に各教科の学習カリキュラムを見直したりするなど、様々な研修内容を工夫しました。★このように、研修会の進め方や内容を工夫することで、小中一貫教育に対する共通理解を深めることに努めました。★



高学年 高学年 

取組の紹介２ 

小小交流活動の強化 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

Ａ中学校 
Ｂ小学校 Ｃ小学校 

中学年 中学年 

低学年 低学年 

組織編制の見直し 

小小交流活動の強化 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、「小小交流活動の強化」について説明します。　これまでは★小学校高学年児童と中学生を中心とした交流活動が多く、それ以外に所属する教職員は直接かかわることが少ないために参画意識が低くなっていました。　小中一貫教育の充実を図るうえで、小学校と中学校の縦のつながりだけでなく、★小学校同士の横のつながりが深まる小小交流活動を進めることが重要です。そして、★小小交流活動を強化していくことで、活動にかかわる教職員を増やし、参画意識を高めることができると考えました。そのために、★これまでの小中一貫教育の組織の見直しを図ることにしました。★



本成寺中学校区小中一貫教育推進協議会 

共同授業・ 
共同活動部会 

３校連絡協議会 

評価・広報 
活動部会 

地域連携 
活動部会 

各領域部会 
（知・徳・体） 

小・小連携 
部会 

本成寺中学校区小中一貫教育推進組織 

取組の紹介２ 小小交流活動の強化 

各教科部会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本成寺中学校区を例に挙げて説明します。　★これまでの組織は、全て校長・教頭・教務主任等の一部の職員が所属する部会であり、★他の教職員には「各教科部会」しかありませんでした。　そこで、★各領域部会を設置し、各校の全職員が３領域のいずれかに所属することにしました。★さらに小小連携部会も立ち上げ、小学校の低・中学年の職員も主体的に活躍できる場を設けました。★



１年生 遠足やいも掘りの様子を手紙で交換 

２年生 西鱈田小の節分集会での交流会 

３年生 ビデオレターと手紙で学校紹介交流 

４年生 仲間づくり交流会 

５年生 宿泊体験合宿での交流会（同日設定） 

６年生 陸上大会での交流、絆集会での交流 

特支 小中３校交流会、小小交流会 

小小交流活動の強化 取組の紹介２ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　その結果、ご覧のように、すべての学年で小小交流活動ができるようにしました。これにより、すべての教職員が交流活動にかかわるようになりました。★



取組の紹介２ 提案等をボトムアップで行う体制変換 

３校 
校長会 

大島中学校区 
小中一貫教育推進協議会 

中学校区 
教育懇談会 

教務 
主任会 

・ゴミ拾いウォーク 
・いじめ見逃しゼロスクール運動 
・小学生の中学校体験入学 
・寺子屋授業 などの計画 

トップダウン的 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、提案等をボトムアップで行う体制変換について、大島中学校区を例に説明いたします。　当学校区では校長会や推進協議会等で話し合って決めたことを★教務主任会を通して各担当に伝えていました。実務は教務主任や各担当が務めていましたが、★ややトップダウン的な組織構造になっていました。★



取組の紹介２ 

３校 
校長会 

大島中学校区 
小中一貫教育推進協議会 

中学校区 
教育懇談会 

各種教育部会 
   教務、特別活動、生徒指導、研究、 
   特別支援教育、学校保健、学校事務 

  各教育期の部会 

小1～小４ 
  
  Ⅰ期 
    

小5～中１ 
  
  Ⅱ期 
    

中2・中３ 
  
  Ⅲ期 
    

各教科部会 

提案等をボトムアップで行う体制変換 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そこで、★「各種教育部会」「各教育期部会」「教科等部会」を組織し、中学校区の全職員が３つの部会のいずれかに所属することにしました。そして、各部会のなかでも少人数に分かれ、★それぞれが企画、立案するシステムを導入しました。　このような★トップダウン的な組織から、ボトムアップ型への体制変換により、一人一人の職員が主体的に業務に取り組むようになり、参画意識が高まりました。★



各領域部会 

学力向上部会 
（井栗小） 

豊かな心部会 
（保内小） 

体力向上部会 
（旭小） 

 カリキュラム編成 
 家庭学習の取組 
 小中乗り入れ授業 

 小中連携あいさつ運動 
 いじめ見逃しゼロスクール 

 共通テーマによる体力つくり 
 メディアコントロール 

旭小 

保内小 

井栗小 

教頭が 
アドバイザー 

取組の紹介２ 管理職やリーダー配置の工夫 

保内小 

旭小 

井栗小 

教務 
主任 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に管理職やリーダー配置の工夫について、第四中学校区を例に説明いたします。　★当学校区では知・徳・体の３つの部会があり、★ご覧のような取組をしています。そして、★それぞれの部会に管理職や教務主任が分担して所属することで、話合いを活性化させるようにしました。また、★各部会の情報を各校で共有できることで、連絡や調整がスムーズにできるようにしました。★



取組の紹介２ 管理職やリーダー配置の工夫 

ミドルリーダー・経験ある職員を配置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これは大島中学校区の小中一貫教育推進協議会の組織表です。★大きく統括している部会には、各校の管理職を配置しています。そして、★その下にある実働部会には、各校のミドルリーダーや三条市の経験が３年以上ある職員を配置するように工夫し、業務が円滑に展開するようにしています。★



教頭の役割と教職員へのかかわり 

② リーダーや主任層に対する指導助言、 
 連絡調整、適時適正な評価 

③ 一人一役等、業務バランスを保つため 
 の連絡調整 

④ 転入者、新任者に対する小中一貫教育 
 の指導、周知（市教委との連携推進） 

取組の紹介２ 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

① 組織編制の見直し、組織運営の評価 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　以上、★教職員の参画意識を高めたり、意識や経験の差を縮めたりするために、ご覧のような教頭の役割と教職員へのかかわりがあります。★　　



成果 と 課題 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

 教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決へ向けた
取組 

児童・生徒の社会性の育成 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に、成果と課題について説明いたします。私たちは★児童生徒の社会性を育成するために、小中学生の交流活動の充実と教職員の参画意識を高める組織作りに取り組んできました。はじめに、★社会性を育む小中学生の交流活動を充実したことによる成果について説明します。★



成 果 

 社会性を育む小中学生の交流活動 
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全国発生率を下回る 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これは、三条市の小学校と中学校の不登校発生率を全国と比較したグラフです。　赤い折れ線グラフを見て分かるように、小中一貫教育に取り組んだ平成２１年度から少しずつ不登校発生率が下がってきており、★平成２４年からは小中学校とも全国発生率を下回っています。★



成 果 

 社会性を育む小中学生の交流活動 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　平成２６年度に実施したハイパーＱＵの結果を見ても、★小・中学校とも社会性を育む「他者に配慮する力と「他者と関わる力」のいずれも全国平均より大きく上回っています。　このように、これまで小中学校の交流活動を充実させてきたことで、不登校の発生率が減り、★小中学生の社会性を向上させることができました。★



イベント的な活動 → 教育カリキュラムに 
           基づいた活動へ 

広報の工夫 → 保護者や地域の方の協力 
        連携体制づくり 

 社会性を育む小中学生の交流活動 

バスなどの移動手段の充実・会場・予算など 

課 題 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、課題についてです。児童生徒の社会性育成の基礎となる力や意識を高めるためには、★さらに小小・小中の交流活動を充実させる必要があります。　そのためには、次の３つの観点から改善していく必要があります。　一つ目は、★単発的でイベント的な要素が強い交流活動を、活動のねらいを明確にして単元指導計画の中にきちんと位置付けるなど、教育カリキュラムに基づいた活動にしていく必要があります。　二つ目は、★交流活動の中に保護者や地域の方に入っていただき、交流活動の内容を充実させるためにも、広報の内容や方法を工夫する必要があります。　三つ目は、★三条市は連携型の中学校区が半分以上あります。交流活動が多くなると、移動のためのバスの手配や会場の選定などが必要になります。また、交流活動の関わる予算も発生してきます。この点について、教育委員会と相談しながら、改善を進めていきたいと考えます。★



成 果 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、教職員の参画意識を高める取組と組織運営における課題と解決に向けた取組についての成果を説明します。　これは、児童生徒と教職員に人との良好な人間関係を築く力である人間関係力に関するアンケートをした結果です。★教職員が人間関係力を高めるように交流活動を工夫することに応じて、★いろんな人と協力して活動できたと回答した児童生徒が増加しています。　このように、教職員が参画意識をもって交流活動に取り組むことが、児童生徒の中学校生活への不安を減らすとともに、社会性を高めることにつながり、児童生徒の変容を実感することで、教職員の参画意識がより高まるといった★相乗効果があることが分かりました。★



成 果 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　★これは、学習指導や生徒指導の改善に役立つ小中合同研修会ができたかどうかについて、教職員にアンケートをした結果です。平成２５年度・２６年度とも「効果的な研修会ができた」と肯定的な評価をしている教職員が８０％を越えています。特に、★「はい」と回答した教職員が大幅に増えていることから、★小中合同研修会により、経験が浅い教職員も含めて小中一貫教育に対する理解が深まったといえます。★



  
 
 

・出張しやすい校内環境の調整 

・校内外の業務の調整  
    → 教職員の負担軽減 

教職員の参画意識を高める取組と 
組織運営における課題と解決に向けた取組 

課 題 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　課題は、★大きく２点あります。　一つ目は、★交流活動や研修会が充実することにより、教職員が勤務校を離れての連携業務や研修が増えます。そこで、級外職員が学級に入ったり、学年合同で授業したりするなど、出張しやすい校内環境の調整に努める必要があります。　二つ目は、★校内の校務分掌の他に小中一貫教育に関わる業務が増えるため、会議の日程調整が難しくなったり、中心となる職員の負担が大きくなったりします。そのために、校内外の業務を調整し、教職員の負担を軽減する工夫をしていく必要があります。★



小中一貫教育で期待されること 

＜学習面＞ 
  ○ 学習意欲の向上、学習習慣の定着 
  ○ 学習に悩みを抱える児童生徒の減少 
＜生活面＞ 
  ○ コミュニケーション能力の向上 
  ○ 学習規律・生活規律の定着 
＜教職員＞ 
  ○ 指導力の向上 
  ○ 小中学校における授業感の差の縮小 
  ○ 仕事に対する満足感の高まり 
＜その他＞ 
  ○ 保護者・地域との協働関係の強化 

１０月２２日（木）・２３日（金） 
 

小中一貫教育全国サミットin三条 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　小中一貫教育は文部科学省の中央教育審議会で、平成26年12月に答申が出された、まだ新しい教育制度です。★今回は児童生徒の社会性に焦点を当てて三条市教頭会の取組を紹介しましたが、他にもご覧のように、学習面・生活面・教職員の意識など、いろいろな分野で可能性をもった教育制度であります。★　１０月２２日（木）２３日（金）に三条市において「小中一貫教育全国サミットin三条」が開催されます。これから全国で取り入れられる教育制度です。興味のある方はぜひ三条市においでいただきたいと思います。★



分科会グループ協議 

○ 教頭として、児童生徒の社会性を 
 育成するために学校間連携を機能さ 
 せるためにはどうしたらよいか 
 
○ 教頭として、教職員の参画意識を 
 高める組織づくりのあり方やかかわ 
 り方はどうあったらよいか 

～協議の柱～ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　なお、協議題については、発表にかかわって次の２つを設定させていただきました。　以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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第２分科会 子どもの発達に関する課題 

中１ギャップ克服に向けての 
教頭としてのかかわり 

～「子ども支援ネットワーク構築事業」の取組を通して～ 

       

熊野市立新鹿中学校 長嶋一朗 



全国公立学校教頭会 

三重県公立小中学校教頭会 

紀南公立小中学校教頭会 
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熊野市中学校生徒数の推移（学校基本調査より） 

0

100

200

300

400

500

600

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

生徒数（人） 

H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27

Ｈ１８ 
５４２人 

Ｈ２７ 
４１７人 

Ｈ３６ 
２９４人 



熊野市の中学校の特徴 

人間関係の固定化による 
  学習面・生活指導面の難しさ 

中学校７校（うち極小規模５校） 



主題設定の理由 
・中１ギャップ問題 

２．同級生との関わり 

熊野市の小学生が不安に思うこと・・・ 

１．上級生との関わり 

４．部活動への不安 
３．学習面への不安 



主題設定の理由 
中１ギャップの克服に向けて 

子ども支援ネットワークの取組 



子ども支援ネットワーク 

自尊感情・学習意欲の向上 
 

②小中連携・地域とのつながりの強化 

①教育的に不利な環境のもとにある子どもたち 

  の学びを支援 



主題設定の理由 
中１ギャップの克服に向けて 

子ども支援ネットワークの取組 

教頭はどのような役割を 
           果たすべきか 



２  研究のねらい 
①中学校での取組と、校区の小学校、保護者・ 
 地域との関わりや連携はどうあるべきかの視 
 点を得る。 

②子どもの発達に関する学校の課題を解決する 
 ため、教頭として関わりのあり方を明らかにする。 

 



３ 研究の経過 

（２） ２年次（平成26年度） 
 各中学校区での「中１ギャップ」解消にむけて・・・ 
     →課題・実態・取組内容等の情報交換 
     →工夫・改善を加えながら取組・研究 

（３） ３年次（平成27年度） 
 新たな課題の検討と、課題解決に向けた取組 

（１） １年次（平成25年度） 
 「子ども支援ネットワーク構築事業 」の推進のために・・・ 
     →小中の連携・保護者地域との関わりを強化 



研究の概要 

②人権フォーラム 

①子ども支援ネットワーク 組織図 

③校区あいさつ運動 

④地域ふれあい清掃活動 



子ども支援ネットワーク 構成図 
育友会 
（ＰＴＡ） 

有馬中学校区 
子ども支援ネットワーク委員会 

 
有馬中学校 
有馬小学校 
金山小学校 

熊野市教育委員会 

事務局会 

地区代表 
（区長） 

各学校 
各保育所 

ＳＣ 
（スクールカウンセラー） 

ＮＰＯ 

市教委 

青少年育成
町民会議 



校区人権フォーラムの様子 



校区あいさつ運動 

 地域の子どもや大人が、よりつ
ながることを目的に、生徒会のメ
ンバーを中心に、街頭あいさつ
運動を実施。 



地域ふれあい活動（清掃活動） 



その他の取り組み① 

新入生歓迎ウォークラリー 



その他の取り組み② 
 

 

自然の家 １年生宿泊体験 新入生歓迎バドミントン大会 



ハイパーＱＵの利用 

21 

被
侵
害
得
点 

いごこちのよいクラスにするためのアンケート 

承認得点 

侵害行為 
認知群 

学級生活 
満足群 

学級生活 
不満足群 

非承認群 

要支援群 



教頭の役割 

（１） ①会議の開催・運営および指導・助言 
   ②地域の方や関係機関との連絡調整 
 
（２） ①各担当等（生徒会・生徒指導等）への 
    指導・助言 
   ②教職員の意識の向上 
 



成果と課題 

 ①生徒が不安なく学校生活を送れている。  
 

 ②小中学校との連携および地域とのつながり 
   が強まった。  
 

（１）成果 



中学校入学前・入学後のアンケート結果 

いける 自信はない 

８８．２% １１．８% 
いけている いけていない 

９７．９% ２．１% 

付き合える 自信はない 

６９．３% ３０．７% 
いる いない 

９３．８% ６．２% 

いける 自信はない 

７９．７% ２０．３% 
いけている いけていない 

９６．６% ３．４% 

できる 自信はない 

９０．２% ９．８% 
できている できていない 

９７．２% ２．８% 

１．友だちとの関係 

２．上級生との関係 

３．学習〔勉強〕 

４．部活動 



成果と課題 

①生徒が安心して学べる学校づくりに向けて、 
  教頭としてどのように関わっていくか。  
 
②９年間を通した系統的・継続的な指導をどう 
  するか。 
 

（２）課題 



第２分科会 子どもの発達に関する課題 

熊野市立新鹿中学校 長嶋一朗 

どうもありがとうございました 



中１ギャップの問題を克服し、 
小中の連携を進めるために、 

教頭の役割は何か 

分科会グループ協議 
～協議の柱～ 
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「豊かな心をもち、自ら生き生き活動する子
どもの育成に向けて、子どもの自尊感情を
高める指導や支援ができる教職員の育成」 
 
 

静岡県焼津市小中学校教頭会 
焼津市立和田中学校 教頭 岩田 良祐 



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　焼津・大井川地区は、静岡県のほぼ中央に位置し、駿河湾に面しており、中部管内の志太地区内にあります。この志太地区の校長会は三つの校長会から構成されています。



 水産都市焼津    

  



学校の現状 

 ・特別な支援を要する子どもが増加 

 ・子どもの抱える課題が多様化・複雑化 

１ 主題設定の理由 

 ・外部支援者との連携 
 ・教職員の見方、考え方、 
         かかわり方の向上 
 ・支援体制作り 
 
   
  

焼津市小中学校の現状と課題 



焼 津 市 の 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 学校教育法等の改正を受け、平成 19 年度から特別支援教育が

正式にスタートしました。 

焼津市では特別支援教育を『発達障害のある子どもたちを含

め、支援を必要とする児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握

し、個に応じた教育的支援を行うもの』ととらえています。 
  

 

各校に窓口とな

る特別支援教育

コーディネーター

を指名し、支援

を推進していき

ます。 

巡回相談や専門家

チーム等の体制を整

備し、専門的な立場

から支援について、

学校や保護者に助

言します。 

 子どもたちは、一人一人

が、特別な、かけがえのない

存在です。 

 その子に合った適切な支援

について、保護者の方ととも

に考えていきます。 
 

教育委員会主催

の特別支援連絡

協議会を年 3 回

開催し、学校間の

連絡体制を整え

ます。 

各校に校内委

員 会 を 設 置

し、校内の支

援体制を整え

ます。 

問い合わせ 
焼津市教育委員会 学校教育課 

焼津市宗高９００番地 

ＴＥＬ ６６２－０５８６ 

お子さんの教育

的ニーズに応じ

て、通級指導教

室、特別支援学級

等の学習の場が

あります。 

心の教室相

談員を全小

中学校に配

置していま

す。 

特別支援教育

支援員を全小

中学校に配置

しています。 



・特別支援教育支援員 

・心の教室相談員 

・スクールカウンセラー 
（心の教室相談員・特別支援教育

支援員は全小中学校に配置されて

います。） 
 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎焼津市では、早期対応に努めています 
  早期対応することにより、より適切な支援を行うことができます。気になることがあ

りましたら、お気軽にご相談ください。 
 
 
 

お子様についての相談に応じます 

校内委員会   

専門家チーム会議 
・ 大学教授 
・ 医師 
・ 特別支援学校教諭 
・ 巡回相談員 
・ 教育委員会    
・ 通級指導教室担当教諭 
・ 健康増進課 
・ こども未来部   など 

巡回相談員 
      (２名) 

・ 臨床発達心理士 
・ 特別支援教育士 
 
○巡回相談補助員 

（１名） 

・ 校長 
・ 教頭 
・ 主幹教諭・教務主任 
・ コーディネーター 
・ 学級担任 
・ 養護教諭   など 

うちの子のこ

とで、ちょっ

と相談したい

ことが・・・ 

相談・面談 

支 援 

助 

言 

相 

談 

相 

談 

巡回相談の流れ 
１ 学校へ相談（担任、コーディネーター、特別支援教育支援員、心の教室相談員、スクール  

カウンセラー等へ） 

２ 状況の把握（巡回相談員による授業参観・保護者面談等） 

３ 支援方法（支援目標・内容）の検討（学校・保護者・巡回相談員等） 

４ 今後の支援について共通理解 

  その後、お子様の様子を見ながら支援の継続・見直し・改善を行います。 
※必要に応じて他機関（医療・保健、福祉、各種施設・学校等）との連携を図ります。 



「力量の向上」 
焼津市のもつ「強み」を生かす。 

     強み＝教育的資源 

  ・「つなぐ」「広げる」教頭の 

                調整力 

  ・市内２２校で取り組むこと  

 

「子どもに寄り添う支援体制の充実」 

教頭 





• 子どもに寄り添う支援体制を充実 
   →意識の高揚、視野の拡張等  
             教職員の力量向上 
            
    
     子どもの自尊感情を高める 

研究仮説 



• つなぎ広げて組織全体の意識の高揚を図る。 
 

• キーパーソンの育成。 
 
• 「つなぐ」「広げる」教頭の調整力を高める。 

研究のポイント 



• 焼津市の強みを生かした取り組み 
 

①中の連携 校内支援会議の運用と工夫 
 

②横の連携 関係諸機関と連携した取り組み 
 

③縦の連携 校区の保幼小中と１２年間の 
         スパンで連携する取り組み 

研究の概要 



（１）中の連携 
      校内支援会議の工夫  
 Ａ小学校の実践から 
・派遣を経て、２人の教員が現在、教務主任を担当 
・現在も、２人の教員が家庭児童相談室に勤務 

家庭児童相談室を経験した教務主任を 
校内特別支援会議のキーパーソンとして位置
づける 

焼津市の強み 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて研究の概要について説明します。最初に「中の連携」です。「中の連携」とは、校内支援会議等の充実を図ることで、教職員の資質向上、そして子どもの自尊感情の高揚につなげることです。焼津市では、平成19年度から教員が家庭児童相談室に出向し、現在、２人の教員が現場で教務主任を務めています。そこで、焼津市教頭会では、この強みを生かし家庭児童相談室への出向経験のある教務主任が配置されている学校では、校内特別支援会議のキーパーソンとして位置づけ、中の連携の充実を図りました。



校 長 

教 頭 

出向経験のある教務主任 

養護教諭 通級教室支援員 

特別支援教育支援員 心の教室相談員 

特別支援コーディネーター 

指導・助言 教育課程への反映 

関係機関 
連     携 

生徒指導主任・主事 

中の連携の実践 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
A小学校には、児童相談室に出向経験のある教務主任が配置されています。そこで、この教務主任をキーパーソンとして校内特別支援会議を週１回行うことにしました。これまでも、特別な支援を要する子どもへの対応を協議していましたが、この教務主任が会議に参加することにより、困り感のある子ども・保護者への対応について経験を生かした意見を受けることができました。　また、校内のみの対応では難しい事例には、この教務主任が窓口となることで家庭児童相談室や適応指導教室等との連携がスムーズに進むようにもなりました。　この他にも、教務主任であることを生かして、困り感のある子どもに支援ができるよう時間割をはじめ随時、教育課程に反映できました。



Ａさん（６年）の事例から 

【校内特別支援会議】 
①役割分担の協議・決定 

教室には入れないが、登校時は、
保健室や相談室に入室できた。 

 修学旅行への参加が実現 

②毎週の会議で情報交換・役割の修正 

中の連携の実践 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、Mさんの事例をもとに説明します。６年生の女の子のMさんは、登校を渋り、不登校傾向となりました。そこで、校内特別支援会議では、教務主任が中心となり、家庭児童相談室での経験を生かした協議を行いました。これにより、経験を生かした対応方法や関係機関との連携も可能となり、さらには適応指導教室への通学にもつながりました。対応を進めるにつれ、M子に少しずつ変化が表れ始めました。「やればできかも？」「「これならできるかも？」という思いが芽生え始め、保健室登校も実現しました。写真は、修学旅行での一コマです。毎日の登校は難しいMさんでしたが、保健室や相談室登校を繰り返すことで自信を深め、修学旅行にも参加することができました。このように、出向経験のある教務主任をキーパーソンとして位置づけ、中の連携を深めることにより、M子の確かな成長と自尊感情の高揚につながりました。



他の小学校の実践から 

特別支援コーディネーター育成のために 
家庭児童相談室に出向経験のある主幹教諭を活かした取り組み 

特別支援コーディネーター 

出向経験のある主幹教諭 

養護教諭 

特別支援教育支援員 

心の教室相談員 

スクールカウンセラー 

校長 

教頭 

中の連携の実践 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
B小学校では、家庭児童相談室への出向経験のある職員が主幹教諭を務めている。この小学校でも校内特別支援会を週１回行っている。２６年度、２年目になる特別支援コーディネーターが中心になって進めているが、関係機関との連携など、この主幹教諭がアドバイスをしている。これにより、コーディネーターは、特別な支援が必要な子どもや保護者に対し、自信をもって対応できるようになってきている。もちろん支援会議の場だけでなく、日頃から相談、助言を繰り返すことで、コーディネーターの資質および意欲が向上している。特別支援コーディネーター育成のために、児童相談室への出向経験のある主幹教諭を活用している一つの例である。



○生徒指導主事がコーディネーター 
○週１のケース会議日の設定 
○アセスメントとプランニングを行う 
 

（２）横の連携 
 

ケース会議の定期的開催  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ケース会議を月・週予定に位置付け定期的に行うようにした。アセスメントとプランニングを行うケース会議、プランニングの経過確認をするプチケース会議、生徒指導事案の短期的な対応を協議する対応会議など、形は様々あるが、毎週行うことを目標に取り組んだ。会議の企画、参加者の選定から、会の進行まで、会議のコーディネートを生徒指導主事に任せた。



○学校ができること、できないことの区別 
 
○関係機関への依頼内容の明確化 
 
○ケース会議への参加と役割分担の依頼 
 
 

横の連携の実践 

関係諸機関との連携 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
学校だけでは解決や支援ができない問題について、関係諸機関との連携を心がけた。関係諸機関とは、4月始めに挨拶に行き、担当者同士がつながりを持ち、以降常日頃から連絡を取り合うような関係を築くことに尽力した。関係諸機関には、単に学校の困り感を伝えるのではなく、学校がやること、学校ではできないことで関係機関に依頼したいことをきちんと区別して伝えるように心がけた。また、必要に応じてケース会議にも参加を依頼し、月に1回は関係諸機関関係者も参加したケース会議を行った。



○関係諸機関との連携 
 
○ケース会議の企画、運営 
 
○担任や学年との意思の疎通 

横の連携の実践 

キーパーソンへの支援指導 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ケース会議を中心とした生徒指導体制の確立を試みた。このためのキーパーソンを生徒指導主事と考えた。ケース会議の運営、関係諸機関との連携、各学年との連絡調整を一手に生徒指導主事に任せ、生徒指導主事が前面に立って動いた。その背景では、教頭が、「関係諸機関との連携の仕方やコツ」「ケース会議の運営の手順やポイント」などについて、生徒指導主事を支援指導した。



○ケース会議でのアセスメントとプランニング 
 
○役割分担を踏まえた支援 
    （関係諸機関の役割） 
 

横の連携の実践 

自己有用感を高めたBさん 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在中学３年のＡ子は、１年生の時から非行傾向が目立った生徒であった。背景には家庭環境問題があった。具体的には父親の虐待や生育歴である。Ａ子についてのケース会議はＡ子が１年生の３学期から始まった。「虐待」「発達障害」「非行」など様々な要素が絡むため、なかなかアセスメントが難しかった。そこで、ＳＳＷｒの力を得てアセスメントを試み、そこから見えてきたことを中心に校内でプランニングを行った。父親への支援、Ａ子への支援を具体的に職員が役割分担して実践するようになった。Ａ子が２年生の時にも大きな事件は続いた。３年生になって関係諸機関も交えて、さらに具体的にプランニングを行い、Ａ子の支援を行った。



○自己肯定感の高まりと学校生活の 
  落ち着き 
○集団長への立候補 
  責任をもったリーダーシップ 

横の連携の実践 

Ｂさんの自尊感情の高まり 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Ａ子が３年生の５月頃から、父親の学校への態度が変わり、話ができるようになった。Ａ子も周りに支えられながら、学校生活を落ち着いて送ることができるようになった。そして、Ａ子は体育大会の色団の応援団長に立候補した。周りの生徒の協力も得て、見事に役割を果たすことができた。Ａ子の自尊感情の高まりを感じる大きな出来事であった。



○ケース会議を通した子どもの見方の 
  広がり 
○生徒が抱える諸問題の問題分析力の 
  向上 

横の連携の実践 

教職員の力量の向上 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
子どもの抱える諸問題、子どもの表れをどのように捉え、子どもをどのように支援指導していくのか、研修だけではなかなか力量を高めることは難しい。本校では、ケース会議に参加し、事例の検討を通して職員に「問題の分析力」「子どもの見取り」「指導支援の仕方」等について、力量を高めてもらおうと考えている。そのためにも、ケース会議が意義のある会になるように、生徒指導主事が会の運営を綿密に行う必要がある。そこに教頭の生徒指導主事を関係諸機関や職員とつないだり広げたりする支援や指導が不可欠である。



○実践（ケース会議）を通した力量向上の意義 
   →全職員への機会の差 
 
○コーディネーターの知識技能の向上 
  →サブコーディネーターの育成 

横の連携の実践 

教頭の気付き（成果と課題） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
①ケース会議という実践の場、具体的な事例を通した取組を通して、職員の力量は向上していった。しかし、ケース会議は関係者で行う会議のため、全職員をまんべんなく参加させることは難しい。このため、職員の育成という視点からケース会議を考えると、職員の参加回数の差が出るため、職員の力量向上の差も出てしまう。②キーパーソンである生徒指導主事の知識技能は格段に向上した。しかし、キーパーソンが異動したら、現状を維持することは難しい。キーパーソンを常に補佐するサブコーディネータも位置付け、年間を通して指導、育成するべきであった。



(3) 縦の連携の実践 
校区の保育園・幼稚園、小中学校と連携した支
援会議の運用等、９・１２年間のスパンで子供を
育成する支援体制の構築 

① 組織支援体制の充実 

② 教職員の力量向上 



① 組織支援体制の充実 

保
幼
小
連
絡
会 

小
中
連
絡
会 

子
ど
も
を
育
む
会 

保育園・幼稚園と小学校 小学校と中学校 

子どもを育む会は、 
幼保・小・中の組織のスムーズな連携を促進 

縦の連携の実践 



① 組織支援体制の充実 

「子どもを育む会」（学区の保幼小中職員） 
・子どもについての情報交換 
 →支援方法の見直しなど 
 
・切実感のあるテーマ設定（C小学校の場合） 
 →「ことばプロジェクト」 
 →安全（災害時のガイドラインの調整） 
 →地震防災（幼保小中合同防災訓練実施） 
 →「早寝・早起き・朝ごはん」 
 →虫歯の治療促進 
 
 

「１年生のスタートライン」の設定 

縦の連携の実践 



子供 

保育園
幼稚園 

小学校 中学校 

① 組織支援体制の充実 

子どもを育む会 

合同行事 

幼小中合同防災訓練 

部活体験 

縦の連携の実践 



② 教職員の力量向上 

授業力向上にポイント 
 
・小中兼務（通年） 
 →小学校の教諭が中１の授業 
   中学校の教諭が小学校５，６年の授業 
 
・合同授業研 
 →幼稚園と小学校の合同授業研修 
 →小学校と中学校の合同授業研修 
 →保幼小中職員による合同研修会 
 

縦の連携の実践 



② 教職員の力量向上 

小中合同研修会(夏休み) 幼小中合同授業 

教頭 

保育園
幼稚園 

小学校 中学校 

幼小合同授業 小中合同授業研 

縦の連携の実践 



縦の連携の実践 
校区の保育園・幼稚園、小中学校と連携した支援会
議の運用等、９・１２年間のスパンで子供を育成する支
援体制の構築 

① 組織支援体制の充実 
② 教職員の力量向上 

【教頭のかかわり】 
幼保小中の教職員が交流する機会を意図的に設定し、
常に切実感のあるテーマをもとに各組織をつなぐ。ま
た、キーパーソンへの指導支援を行うことで縦の組織
のスムーズな連携を図る。 

縦の連携の実践 



①焼津市の強み活用した支援会議の充実 
  →特別な支援を必要とする子どもへの適切な支援が 
    実現し、生き生きと学校生活を送る姿が見られた。 
     
②個に応じた指導や支援ができる教職員が増えた 
  →キーパーソンを意識した取り組みが、教職員の 
   育成につながった。 
 
③「つなぐ」「ひろげる」教頭の調整力の重要性 
  →市各種の支援会議の充実には、教頭の「つなぐ」 
   「ひろげる」をキーワードにした調整力が不可欠で   
   あることが明らかになった。 

研究の成果 



①適切な支援を行うためには、教職員が 
さらに力量を高める必要がある。 
 
 

②支援会議の充実と教職員の力量向上 

特別支援体制の充実と各校の実情に合わせた
教職員の育成につなげていく。 
 

「つなぐ」「広げる」調整力を教頭自身が高め
ていく。 

研究の課題 





分科会グループ協議 
～協議の柱～ 

教頭として、子どもに寄り添う教育
をするために、校内の支援体制をど
のようにしたらよいか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 中１ギャップの問題を克服し、小中の連携を進

めるために、教頭の役割は何か。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
・ 中１ギャップ克服の根っこは、小中の情報共有。

新しい環境に子どもが入るにあたり、必要な情

報が、小学校から上がってきているのかどうか

が鍵となる。 
・校内での情報共有も大切。入学後のアンケート

で「友達との関係：自信がない」と答えた２％

の生徒は、誰なのか。生徒指導主任、学年主任

に返していって校内で情報共有してみていくこ

とが必要である。 
・会議が増えてくると時間が取られる。スクラッ

プアンドビルドで、教員の多忙化を解消してい

くことも大切である。 
 
協議報告② 
・学校の統廃合が進む中、連携に対して大規模校

小規模校で多少の温度差が生じている。教員の

温度差を解消することが中一ギャップ克服にと

って大切である。 
・生活･学習面のルール統一では、進んできている。

職員の異動によって、今までできていたことが

できなくなってしまうことがないように、教育

活動が変動しないように指導していくのが教頭

の役割である。 
 
 
 

 
 
【指導助言】 
助言①（大分県大分市立竹中小学校長 溝部 美

和子 氏） 
 中１ギャップの具体は何か。これを明確にして

取り組む必要がある。また、協議報告にもあった

ように、「２％の生徒をどうしていくか」といった

成果の先にあるものを示すのも教頭の役割である。 
 国研生徒指導リーフ 15 によると「中１ギャップ

で不登校が多いと言うが、調査結果からは、小学

校の方が多い」という報告もある。中１ギャップ

という言葉に踊らされてはいないか。小学校から

の積み残し、先送りが中学校での伸び悩みや不登

校につながっている面もある。小中連携と言って

も、地域性や児童生徒の実態により様々である。

「何を狙う」のかを明確にし、焦点化した取組を

進めたい。 
 そこで、まず管理職同士が共有することが大切

である。見通しを持ち、年間計画や課題について

検討する。その後、連携担当者を含めた連絡会で

方向性について確認し合う。組織が大きければ大

きいほど、確かな取組になっていく。学校ごとで

は、教頭が、各部担当者と取組内容を確認し、そ

の後の取り組み方を考えていく。 
 取組の状況をまとめ、その時の姿を振り返らせ

て成果・課題としてまとめ、連携担当者会につな

げていくように助言する。連携担当者を開いて終

わりにしない。今年度できなくても次年度の課題

をつくって終わるようにさせる。０からの出発に

しない。 
 ネットワーク組織の見える化も大切である。例

えば、ネットワークコーナーを設け子どもの目に

触れるようにする。分掌担当も教頭も意識して取

り組むようになる。 
 地域づくりも外せない。地域とどうタイアップ

していくかを考える。ネットワークがあるので、

もっともっと地域の人に足を運んでもらう、地域

に出て行く取組を考えていきたい。 
 本大会のキーワードに「夢」という言葉がある。

提言１ 中１ギャップ克服に向けての教頭とし 
てのかかわり 
～「子ども支援ネットワーク構築事業」 

の取組を通して～ 
三重県熊野市立新鹿中学校 長嶋 一朗            

第（ ２ ）分科会 



入口のギャップばかりを見るのではなく、出口の

所も見る。将来の夢について語れるような学校づ

くりをしていく。夢を語れる子どもたちを育てる

ためには、キャリア教育を柱にしていく。 
 
助言②（浜松市教育委員会副参事 梅林 秀弘 

氏） 
 学校でやっていることについて、外部に知らせ

ていく方法は様々あるが、内容が分かりにくいと

言われることがままある。行われている理由が、

どういう数値実態からなのかを問われることもあ

る。目標指標も数値で示してもらわないと、その

後の成果も検証できないとも言われる。教育の世

界は、数値がなじまないものも多々あるが、受け

手に分かってもらうためには、必要な伝え方とな

ることも知っていたい。その視点から言えば、熊

野市教頭会の実践は、数値をうまく活用している。

アンケート結果で教育活動の成果を示しているが、

教育効果の見える化の効果は大きい。取組をした

結果、どのように変わったかを関係者で共有でき

た。しかし、数値化のデメリットについても管理

職としてふまえていきたい。 
 熊野市教頭会の取組から、教頭としての役割を

考えることができる。 
 まず、「子ども支援ネットワーク構築事業」をベ

ースに地域環境や子どもの実態に合わせた取組を

進めていることが素晴らしい。すべきことが様々

ある中で、互いに関連付けてより効果的に円滑に

教育活動を進めることが、教頭として重要な役割

でもある。「教職員の多忙化」解消が大きな課題と

なっている中、「関連付ける」という視点は、教頭

として常に持っていたい。 
 それら関連付けた様々な取組をつなぐキーワー

ドが「つなぎ」である。キーワードを設定するこ

とで、教職員全員が、それぞれの活動の核となる

ものを明確にすることができ、ひいては、学校組

織を機能的に働かせることになる。教頭として組

織の質を高めるためには、キーワードを設定し、

学校職員に常に意識化させることをやっていきた

い。 また、キーワードをヒントに、さらに新た

な教育活動を創造する契機ともなることがある。

この実践を参考に、ぜひ取り組んでいただきたい。 
 中学校に入学した新入生全員対象の面談につい

て、情報の共有という点から評価したい。面談か

ら得られた情報を全職員で共有していることが素

晴らしい。広範囲からの情報の収集と、収集した

情報の迅速な共有は、教頭の果たすべき最も大切

な役割の一つである。 
 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 教頭として、子どもに寄り添う教育をするため

に、校内の支援体制をどのようにしたらよいか。 
 
【質疑応答】 
○実践発表の中に自尊感情と自己有用感の言葉が

使われていたが、成果の指標としてどのように

使い分けているのか。 
・特に使い分けていない。実践発表の事例生徒の

場合、自分も人から認められているという実感

が、自分もここにいて良いのだという感情に結

びついていったので、その言葉を使った。 
○教頭としての役割としての横の連携で、外部と

のつなぎでの難しさは何か。 
・学校ではできない事柄を外部につないでいくケ

ースでは、それなりの労力を要する。外部諸機

関と情報共有を図る面では、スムーズにいった。 
○縦の連携にあった授業交流の教科の決め方は？

社会科と音楽にした理由は？それ以外の実践は、

あったか。 
・教員の持ち時間などから総合的に決めている。

音楽は小学生にも分かりやすい。過去には、小

学校教員が中学校数学授業に入るという事例も

あった。 
 

提言２ 豊かな心をもち、自ら生き生き活動する 
子どもの育成に向けて  
～子どもの自尊感情を高める指導や支 
援ができる教職員の育成～ 

静岡県焼津市立和田中学校 岩田 良祐            



【グループ協議】 
協議報告① 
・特別支援教育の充実について、県や市によって

支援体制が異なる。スクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカーなど、焼津市の充実

ぶりが参考になった。 
・小中での縦の連携、外部諸機関との横の連携が

校内での職員の児童生徒理解につながっていく。 
 
・キーパーソンを動かすためには、教頭は、特別

支援コーディネーターや特別支援学級担任など、

キーパーソンになる教員が動きやすくなるよう

に動くことが大切である。表に出て働くことも

必要だが、縁の下の力持ちとして職員を支える

ことも大切であると感じた。 
 
協議報告② 
・行政とのネットワークの作り方、関わりの持ち

方等、大変参考になった。自校に持ち帰って生

かしていきたい。 
・学校規模に関わりなく、特別支援教育を必要と

する児童生徒への対応は、大きな課題となって

いる。そこで、特別支援教育を必要とする担任

への支援を、特別支援コーディネーターと教頭

が二人三脚で行っている。一つは、特別支援コ

ーディネーターが、指導・支援の方法について

直接各担任をサポートする方法。二つ目は、保

護者理解を進めるために、教頭が、外部諸機関

との連携で担任をサポートする方法。成果とし

て、通級教室への入級が実現したという事例も

あった。 
 
【指導助言】 
助言①（大分県大分市立竹中小学校長 溝部 美

和子 氏） 
 焼津市の実践の特徴は、教頭会で、縦と横の連

携など、具体的に研究の概要を共有して取り組ん

でいるところ。ここが素晴らしい。「更に深く」が、

今後の課題。また、焼津市の実践の特徴は、心の

相談員の全校配置など、行政がバックアップして

いる強みを活用していること。そして、キーパー

ソンを育てることに焦点化して取り組んでいるこ

と。 
子どもに寄り添うためには、まず、時間の確保

が必要。時間を一番取るのは会議。大分大会の記

念講演で田中和彦先生が「会議は１時間以内にす

ることで効率的に」ということを話してくれた。

会議を増やさない。私が初めて教頭になった時、

会議の精選をした。児童理解会議を月１回設定。

あとは、当時は職員会議、３部会で行い、子ども

に寄り添い向き合う時間をつくるようにした。 
会議を充実させるために、指導方法について共

通理解することに努めた。理解なくして適切な支

援はあり得ない。全職員が理解することが、子ど

もの発達には重要。一人でもずれると子どもの姿

勢が流れて崩れる。校内支援会議を立ち上げる時

に、折に触れ、共同で取り組むことの意味を話し

ていく。できているときにはほめ、ずれている部

分は具体的に詳しく話すようにした。 
会議では、１回１学級について話し合い、具体

的に、誰が、何を、どういう姿までもっていくか

を確認し合って会議を終えた。学年会でも、５分

でよいので子どものあらわれについて話を持って

もらい、これらの情報を校内支援会議へと共有し

ていった。 
 そして、特別支援教育はチームで行うこと。チ

ームとなるためには、担任だけにしない。チーム

でと言うが、管理職が動かないと他も動こうとし

ない。まず管理職が動きを見せる。担任に寄り添

いながら、子どもにも寄り添う。保護者にも寄り

添う。 
 キーパーソンの育成も大切。定例の管理職との

打合せ会で、願う姿を伝えながら少しずつ成長さ

せていく。任せて任さず。任せても見ている。相

手のその存在を認め、肯定する。話す、聴く、見

る、触れる、心の底から知って分かち合う。その

中からキーパーソンを育てる。 
 
助言②（浜松市教育委員会副参事 梅林 秀弘 

氏） 



 現在、学校はスーパーティーチャーに頼る現状

にあるのも事実。特定の個人に頼らない組織づく

りが大切である。これが教頭の役割。数年後の学

校組織を想像して、各教員の数年後の姿を考えて

組織づくりを具申していく。 
 自尊感情について。様々な調査で、日本の子ど

もたちの自尊感情の低さが指摘されている。自尊

感情には、基本的自尊感情と社会的自尊感情があ

る。 
 基本的自尊感情は、身近な人との共有体験の中

で築かれる。「生まれてきてよかった」、「今のまま

でいい」、「自分は自分」と思える感情。 
 社会的自尊感情は、成功体験（うまくいく、ほ

められる）で築かれる。「自分にはよいところがあ

る」、「自分は役に立つ」と思える感情。焼津市の

実践にあった自己有用感は、社会的自尊感情と考

えられる。 
 共有体験と成功体験を教育活動の中に位置づけ

ることが大切である。「何をめざして」、「子どもに

寄り添う」のかを明確にしたい。 
 焼津市教頭会の取組は、研究を「中の連携」、「横

の連携」、「縦の連携」という３つの視点からまと

めていることがユニークである。「どんな視点を定

め、実践をとらえるのか」ということは、実践の

価値付けに大きな影響がある。この３つの視点で

の実践のまとめは、非常に分かりやすいものとな

っている。また、視点を定めることは、職員がめ

ざす方向性を共有できるというよさがある。 
 キーパーソンを定め、効果的に育てるという観

点から、教頭として教育活動を支えることは、教

頭の役割として大切なことである。「自分が何とか

する」では、組織の力量は向上していかない。「い

かに人を動かすか」、「いかに人を育てるか」とい

う視点から、教頭の役割を考えていく必要がある。

特に大規模な世代交代が始まっている今、キーパ

ーソン、ミドルリーダーの育成は、それぞれの個々

の力量アップだけでなく、様々なキーパーソンを

定めて人材育成を図ることで、組織全体の力量ア

ップにつながっていく。教員集団は、意識の高い

集団である。子どもを育てるという目的と方向性

を共有している集団である。上手にかかわれば伸

びる集団である。 
 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 教頭として、児童生徒の社会性を育成するため

に学校間連携を機能させるためにはどうしたらよ

いか。 
 教頭として、教職員の参画意識を高める組織づ

くりのあり方や関わり方はどうあったらよいか。 
 
【質疑応答】 
○小小交流活動の体験教室、体験旅行は教育課程

の中で学校行事扱いなのか。また、イベント的

活動は、カリキュラムに基づいた活動であると

あったが、これは学校行事扱いではないのか。 
・体験旅行などは学校行事として実施している。

小中合同防災訓練などのイベント的活動も、学

校行事で行っているが、準備は教科に組み込む

ことで、時数が増え過ぎない工夫としている。 
○行事は中身を変えることで交流活動にしていく

ことはできるが、交流活動に必要な移動時間等

によって授業時数が取られていくが、カリキュ

ラム上工夫していることは何か。 
・そこが悩みどころであり、課題である。小中で

話し合いをしながら精選をしていく必要がある。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
・「職員集団３・４・３の割合」という言葉がある。

３割の理解者、４割の中立、３割の反対派。い

かにして７割の理解者に高めるかが、管理職と

してのつとめとなる 
・小中の職員の相互理解が大切。そのための連携

の目的、役割の明確化が教頭の役割となる。 

提言３ 小中一貫教育における児童・生徒の社会 
性の育成へ向けた教頭の役割  
～小中・小小の交流活動の充実と教職員 
の参画意識を高める組織づくり～ 

新潟県三条市立井栗小学校 木部 正美            



・連携はやり放しではなく、PDCA を機能させて 
実施していくことが大切である。 

 
協議報告② 
・小中連携は、学校間距離、規模等で実施に困難

さもある。大きな学校は、難しいものがある。 
・職員の参画意識が大切である。管理職が、視点

を持って何をするかを明確にした上で、それを

職員におろし、やりがいを持ってやっていただ

く努力をしていく。 
・時間外の小中の職員の交流も大切にしていきた

い。 
 
【指導助言】 
助言①（大分県大分市立竹中小学校長 溝部 美

和子 氏） 
 三条市教頭会の取り組みは、同僚性のある取り

組みであった。対人関係、集団行動など、社会的

な欲求としての社会性育成に焦点化して取り組ん

できたことは、各活動の中での見取りの視点が明

確になっていた。 
 学校間連携を機能させるためには、職員にも子

どもにも、必要性と活動の見通し・発展性を持た

せることが大切である。連携すれば、子どもは新

しさもあり動きがよい。しかし、社会性が高まっ

たとは言い切れない。連携した後の姿が、どう変

わったのかが大事である。何が目標なのか。めざ

す子どもの姿は何か。具体的な像で学年ごとに描

いているか。そうなるためには、どんな連携をし

たらよいかを考えていく。 
一つ一つの活動で終わるのではなく、その活動

をもとに、「何ができるようになったか」その成果

を明らかにし、次の課題は何かをもとに次の取り

組みを仕組んでいく。教育課程に位置づける。点

から線への実践につなげていく。 
 担当者の意識化も大切である。子どもの姿をも

とに必要性を感じさせて、課題意識を持ち、リー

ダーとして部を引っ張っていく役を意識化させる

ためにも、プランニングはトップダウンではなく、

ボトムアップで行う。指導助言の内容は何か、何

を指導するのか。事務的な部分と内容に関するこ

とが、そこに含まれる。意識すべきは、課題解決

の方法である。参画意識の向上は、目的と方向性

の徹底から。年度末に立てた次年度の各部のプラ

ンニングシート（年間計画）を、年度初めに全職

員で共通理解を徹底してスタートさせる。 
 次に、教職員の自己有用感を高める。ポジショ

ンを与えた後、行った教育活動に対して追跡内容

評価していく。リアクションがないことが、担当

者にとって一番寂しい。月ごとに振り返りシート

「○月振り返り」によかった所、改善点とその方

策を記入してまとめ、次回や次年度の活動に生か

す。教員にとっても自己有用感は、「やってよかっ

た」、「成果が上がっている」という反応である。

管理職だけでなく、仲間から認められていること

を実感させる。 
 最後に、めざす教頭像について。まず、守備範

囲の広い教頭。地域のことは一番知っている。任

せて安心、何でも情報を持っている教頭。次に、

進化する教頭。課題に対して研究していく。本を

読む。研究会に参加する。職員に読んで欲しい本

を並べる。最後に、明るい教頭。大変なことはど

んどん起こるけど、「そう来たか」と腕まくり。へ

こたれない、明るい人の周りには、人が寄ってく

る。 
 
助言②（浜松市教育委員会副参事 梅林 秀弘 

氏） 
 小学校と中学校の接続連携については、大きな

課題となっている。小中一貫教育は、現代の子ど

もをより良く育てるための有効な手段として、大

きな意義がある。浜松市でも９年間の学びと育ち

をつなぐ「小中一貫教育」を推進している。中学

校単位でめざす子ども像を共有しながら、幼稚園、

保育園、小学校、中学校が連携しながら「人づく

り」を進めている。子どもと子ども、子どもと教

員、教員と教員など多様な交流・連携を通して、

中学校区ごとに特色ある取組を進めている。さら

に、施設一体型の小中一貫校として引佐北部小中

学校、庄内学園を設置し、さらに中部学園を 29



年度に開校予定である。 
 三条市教頭会の取組は、子どもに身に付けさせ

たい能力として「社会性」を切り口に小中一貫教

育を考えた提言である。三条市の９中学校区全て

で取り組むことに意義がある。その中で、「不登校

等の諸問題が減少傾向にある」という成果は素晴

らしい。 
 三条市教頭会の取り組みから、教頭としての役

割の姿も提言された。「社会性の育成」を図るため

には、子ども自身が社会と主体的に関わる中で、

子どもを取り巻く社会そのもののよさやおもしろ

さ、有用性を実感することが大切ではないかと思

われる。そうしたことから、「小刀体験活動」の価

値は大きいと思われる。教頭として、地域の様々

な情報を集め、地域の諸組織と連携を図ることで、

こうした地域の教育資源を発掘、活用できるよう

になる。「これはよさそう、これはおもしろそう」

を０ベースで考えることが大切である。 
 さらに三条市教頭会として、小中一貫教育がよ

り充実したものとなるよう活動の充実と参画意識

を高める組織づくりを、三年間の見通しを持って

行ってきたことは価値あるものである。学校管理

職として、様々な教育施策を考える時、三条市の

ように短期、中期、長期に分けたビジョンを持つ

ことをしたい。そうすることで、実践を進めてい

くとともに、計画の修正を行いながら、より実効

性が高く、効果的な教育施策となっていく。 
 「担当学年の違いによる職員の意識の温度差を

解消させる」ために、交流活動を工夫させたり、

リーダー配置を工夫したりしていることも注目し

たい。教頭は「職員室の担任」とも言われるよう

に、職員一人一人の体調、意識等を常に把握する

ことに努めることが大事な役割であるが、この「意

識の温度差」を感受する力が、まさに教頭の力量

である。感じ取った温度差を校長に伝えながら、

それを解消するための具体的な手立てをあげ、校

長の指示を仰ぐ。こうした様々な課題を解決に導

くのが教頭である。 
 最後に、まとめとして教頭の役割を示したい。

①人材育成・組織の質向上。②情報収集・発信。

③調整力。④ビジョンを持つこと。⑤健康の維持。 
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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」 

学校・家庭・地域と連携した 
  ｢特色ある学校づくり」を目指して 

富山県魚津市小中学校教頭会 



＜魚津市の紹介１＞ 



＜魚津市の紹介２＞ 



＜魚津市の紹介３＞ 



主題設定の理由 

ふるさとを活かし、誰もが主役のまちづくり 

基本理念 

学校・家庭・地域が連携した教育の充実
を図る 

政策１ 明日を担う人づくり 

連携の要 ＝ 教頭   



研究のねらい 

地域の特色や教育
資源を活かした教育 
活動 

学校独自の財産 

学校間での共有がない 

教頭の役割 

各学校の活動の成果や課題、継続していくため
の工夫について情報交換を行い、教育的価値を
高める。 
統廃合 → 新しい校区での連携 

・ 

・ 



魚津市小中学校教頭会 

・学力向上部会 
 

・心の教育推進部会 
 

・特色ある学校づくり部会 



研究の経過・計画 

実態把握（学校・家庭・地域と連携した教育活動、
学習支援ボランティア) 

① 

② 家庭や地域と連携した事例研究 －小学校ー 

教頭としてのかかわり方の協議 ③ 

連携を進める際の課題の共有と対策 ④ 

平成２６年度 



研究の経過・計画 

平成27年度 

家庭と地域と連携した事例研究－中学校－ ① 

 ②地域と連携した教育活動実施手引きの作成 

他市町村の統合校における家庭・地域と連携
した事例研究 

③ 



研究の経過・計画 

平成28年度 

統合校における連携の実態 ① 

② 教育資源活用の年間計画の作成 

研究のまとめ ③ 



研 究 の 概 要 

（１）家庭・地域と連携した事例 

（２）教頭としてのかかわり方 



研究の概要（１） 
  家庭・地域と連携した事例 

①安全・環境関係 
 

②学習関係 
 

③集会関係 
 

④その他 



研究の概要（１）  家庭・地域と連携した事例 

本江子ども見守り隊（魚津市立本江小学校） 

＜安全・環境関係＞ 
 



子ども見守り隊活動における 

    教頭としてのかかわり 

○ 連絡会（危険箇所の情報共有） 
   出発式の連絡調整、案内状作成、企画 
○ パトロールグッズの補充 
○ 危険箇所点検への同行 
○ 朝の立ち番の際、言葉がけ 
○ 年間行事、月行事の連絡 
○ 感謝の集いの準備、担当への指示 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

縦割り班校区学習 
（魚津市立大町小学校） 

＜学習関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

しんきろうロードマラソン（魚津市立道下小学校） 

＜学習関係＞ 
 



しんきろうロードマラソン実施における 

      教頭としてのかかわり 

○ 道路使用許可書やスタート場所の借用の 
   申請書の作成 
○ トイレ使用の依頼 
○ 保護者ボランティアを募り、見守り場所と内 
   容の連絡 
○ 当日の受付の準備、下見、折り返し地点の  
   確認（コーンの設置） 
○ 終了後、ボランティアや区長、トイレを借用の 
   方への礼状送付 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

先輩の体験に学ぼう 
（魚津市立吉島小学校） 

＜学習関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

アウトリーチ活動出前水槽（魚津市立上野方小学校） 

＜学習関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

社会に学ぶ「１４歳の挑戦」 
（魚津市立西部中学校） 
（魚津市立東部中学校） 

＜学習関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

フレンド集会 
（魚津市立住吉小学校） 

＜集会関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

三世代交流もちつき会 
（魚津市立片貝小学校） 

＜集会関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

姉妹校との交流 
（魚津市立 
    経田小学校） 

＜集会関係＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

山菜採り集会 
（魚津市立 
   西布施小学校） 

＜集会関係＞ 
 



山菜採り集会実施における 

    教頭としてのかかわり 
○ 山菜摘みの場所の選定の依頼、場所の確認、日程の 
       設定 
○ 山菜摘みと料理集会のボランティア（約10名）の集約 
       の依頼 
○ 集会の担当と内容や準備物の確認 
○ 日程と活動内容について、ボランティアの方への連絡 
○ ボランティアの方への接待（茶菓子） 
○ ボランティアの方への礼状と子どもの感謝の手紙、写 
       真の郵送 
○ 学校行事への招待状配布 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

伝統芸能発表 
（魚津市立松倉小学校） 

＜その他＞ 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

鴨川の清掃 
（魚津市立村木小学校） 

＜その他＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

祭礼後の 
  ボランティア清掃 
（魚津市立西部中学校） 

＜その他＞ 
 



研究の概要（１） 家庭・地域と連携した事例 

世代交流「田植え」 
      「稲刈り」 
（魚津市立 
   上中島小学校） 

＜その他＞ 
 



研究の概要（２） 
 

  教頭としてのかかわり方 



① ボランティアの方とのつながり 

② 教職員への指導 

研究の概要（２）  教頭としてのかかわり方 

ねらいや内容の共通理解 
日時や場所、準備物の調整 
慰労と感謝、次年度への依頼 

意義の理解 
特色ある教育活動の必要性 



③ 保護者・地域への発信 

④ 教頭同士の連携 

学校たより、ホームページ 

共通の人材リストや年間計画の作成 
家庭・地域と連携した教育活動の手引き書の作成 
教頭同士の協力、情報交換等 



研究の成果と今後の課題 



成 果 
 

○ 家庭や地域と連携することの重要性を再認識 
 ・地域との強い結びつき 
 ・地域の思い 
 
○ 各校の実践の深化や解決策を考えるポイントの理解 
 ・家庭や地域との連携や活動の工夫の仕方 
 
○ 地域と連携した教育活動実践の手引き、教育資源活 
 用の年間計画の作成 
 



地域と連携した教育活動実践の手引書 
地域の中で育つ子ども 

学校の教育目標 
     活動計画からの選択  
      教育活動のねらいの共有 

 
実施計画の作成・事前打ち合わせ 

 
      実施にあたって 

安全に・ゆとりをもって 
 

評価・改善・実施後の取組 

各種団体との
信頼関係づくり 情報収集 



教育活動実践の手引き 



教育資源活用の年間計画 ふるさと学習カレンダー 



課 題 
 

● 指導者の確保 
 
● 継続が困難な活動の問題点の解決 
 
● 再編成された校区での家庭や地域との連携の進め方 
 
● 若手教員への指導 



ご静聴ありがとうございました。 

富山県魚津市小中学校教頭会 



分科会グループ協議 

～ 協議の柱 ～ 
 

  教頭として、 家庭・地域とのよりよい 
   連携のあり方はどうあればよいか 
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研究課題「教育環境整備に関する課題」 
 
研究主題  

「学校安全における教頭の職務」 
―教職員及び児童生徒の危険予測・危機回避能力の育成― 

提言 静岡県島田市教頭会 

1 



静岡県島田市 

浜松市 
● 

2 



3 



4 



 

5 



島田市教頭会研究体制 
島田市教頭会 

小中学校 小中学校 小中学校 

教職員 教職員 教職員 

児童生徒 児童生徒 児童生徒 
6 



 研究の概要 
 
（1）教職員の指導力を高める実践 
   実践①：ＤＩＧの授業実践化 

 
（2）教職員の危機管理意識を高める実践    
   実践②：実際の地震災害を想定した 

       図上訓練研修 

 
 

7 



市教頭会 

校内研修 

教職員による授業・実践 

8 



 研究の概要 
 
（1）教職員の指導力を高める実践 
   実践①：ＤＩＧの授業実践化 

 
（2）教職員の危機管理意識を高める実践    
   実践②：実際の地震災害を想定した 

       図上訓練研修 

 
 

9 



想像力    (Ｉmagination) 
 
 

D I G 
災   害   (Ｄisaster) 
 
 

ゲーム    (Ｇame) 

10 



ＤＩＧ 

想定される 
被害状況を 

 書き込む 
  

 病院などの利用できる 
 施設をシールで貼る 

ハザード
マップ 

11 



○○ 

ブロック塀 
住宅密集 

たんぼに 
電柱 

住宅が密集して、 
ブロック塀もあり危険 

山際で、土砂くずれの
危険がある 

12 

広場で安全 

学校が避難所 



各小中学校 ＤＩＧ授業 

中学２年生 小学５年生 

自分の命は、自分で守る 13 

金谷中 相賀小 



市教頭会 県中部危機管理局による演習 

14 



校内研修 教頭による演習 

島田四小 

島田二中 
15 



授業 教職員による実践 

伊久美小 島田五小 

16 



教職員 

今まで、学区の想定被害
状況を知らなかった。 

子供が理解すれば、災害
が起きても、適切に避難
できる。 

17 



児童生徒 

うちは延焼区域だから
周りを見て安全な場所
に避難したい。 

小さい子がいたら、 
声を掛けて避難したい。 

18 



考察 

適切な避難方法の理解 
「自分の命は、自分で守る」 
 

 

正確な知識・理解 
指導力の向上 

教職員 児童生徒 

19 



研究の概要 
 
（1）教職員の指導力を高める実践 
   実践①：ＤＩＧの授業実践化 

 
（2）教職員の危機管理意識を高める実践    
   実践②：実際の地震災害を想定した 

       図上訓練研修 

 
 

20 



実際の地震災害を想定した図上訓練 

「どのような行動を取るべきか」、
図上でシミュレーションを行う 21 



これまでの避難訓練 
教頭 

 
 

企画・運営 

指揮・指示 

教職員による避難誘導 
22 



図上訓練 

瞬時の判断・適切な行動 

共通理解 防災体制・計画の見直し 
23 



市教頭会 

校内研修 

防災訓練の改善 防災体制の見直し 

24 



図上訓練 状況設定例 

教頭出張 水泳指導 

理科室  

地震 

負傷者 火災 
25 



課題提示 
島田三小 島田三小 

26 



課題提示 

情報収集や、 
避難指示は、 
誰が行うのか。 

27 



課題提示 

プールの 
子供の安全を
どのように 
確保するか。 

28 



課題提示 

避難開始時に、
いない子供が
いたら、 
どうするか。 

29 



協 議 
科川根小学校 

島田一中 島田二小 

大津小 伊太小 
30 



協議（課題に対する方策） 

 着替えは、
プールサイドに
置こう 

 様々な状況下での訓
練が必要 

 報告・連絡の指
導体制を整える 

31 

島田五小 



教職員 

判断に迷った。判断力が
ないと、子供の命を落とし
てしまう。 

  避難途中の子供の怪我
に気付けるか。 
     どう動いたらよいのか。 

32 



平成27年度 1学期 
実際の地震災害を想定した避難訓練 

状況設定 
・教頭出張 
・水泳指導中 
・行方不明児童 
・負傷児童            など 

33 

教職員・児童生徒には、非通知 



事務職員による放送 第一次避難指示 

神座小 神座小 

34 



 教頭出張 生徒指導主任による人員確認 

六合小 六合小 

35 



不明児童を捜索し、担架で運ぶ 

伊太小 

36 



プールでの避難  

島田二小 

37 



急な地震 安全な場所に身を隠す児童 

金谷小 

38 



新たに出てきた課題 

放送で指示がなかったので 
初期消火をしなかった 

放送で、何を指示していいか
わからなかった 

39 



考察 

・受け身 
・担当任せ 

・自分事としての捉え 
・主体的な判断・行動 

実の場に生きて 
働く資質・能力 

40 



研究の成果・課題 

41 



成果 

教職員 
  安全に関する知識・理解や、危機管理意識
の向上を、同一歩調で図ることができた。 
 

児童生徒 
    災害に関する正確な知識が身に付き、危険
予測・危機回避能力の育成につながった。 

42 



課題 

• 教職員研修、児童生徒への指導を継続して
行う体制を整える必要がある。 
 
 • 指導体制を、時代の要請に応じた内容等に
まで幅を広げ、活用していく必要がある。 
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教育課程への位置付け 
湯日小 



平成27年度 研究 
教職員研修 「防災タウン・ウォッチング」 

 

45 



分科会グループ協議 
～協議の柱～ 

• 教頭として、教職員の安全に関する指導力を
向上させるためには、どうしたらよいか。 
 

• 児童生徒の危険予測・危機回避能力を育成
するためには、どうしたらよいか。 
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ご清聴ありがとうございました 

静岡県島田市教頭会 
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分科会グループ協議 
～協議の柱～ 

• 教頭として、教職員の安全に関する指導力を
向上させるためには、どうしたらよいか。 
 

• 児童生徒の危険予測・危機回避能力を育成
するためには、どうしたらよいか。 
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【協議の柱】 
 教頭として、地域とよりよい連携をしていくた

めにはどうしたらよいか。 
 
【質疑応答】 
○教職員の意識改革についてはどんな取組をして

きたのか。 
○学校が荒れ始めてから危機意識の共有をどう行

ってきたのか。 
・管理職がリーダーシップを発揮して、職員一人

一人に声を掛け、個別に経験不足の若手教員の

意識の中に、学校を安定して運営していくため

には、地域との連携を十分に図ることが重要だ

ということを落とし込むようにした。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
 地域との連携は、いろいろな地域において進ん

でいる。すでに、学校週５日制がスタートした時

期から始まり、もっと様々な取組が行われている

地域もある。また、これから取り組んで行くとい

う地域もある。 
 ある地域では、コーディネーターは副校長・教

頭の役割で、地域連携については内容を精査し、

教育的効果や教職員のニーズも十分に把握したう

えで、つけたい力を明確にして、連携の内容を決

定している。 
 地域と連携していくうえで、教育活動の一環と

して、教育的価値とそれに費やす業務の内容等も

十分に検討して、実施する活動の内容を決定して

いく必要がある。 
 
協議報告② 
 「学校地域パートナーシップ事業」に予算が付 

 
いているということが、すばらしい。なかなか予

算が付くことはないのではないか。 
連携の内容や質は、コーディネーターに左右さ

れることが多く、コーディネーターは市教委等で

適切な人材を選定していただけると有り難いとも

感じる。 
地域の方が学校にかかわることが長くなってく

ると、人事異動により入れ替わっていく教職員よ

りも発言力が強まるケースもある。 
やはり、地域連携を考えていくうえでは、必要

性や教育的効果を見極め、継続性をもって連携す

ることも念頭に置く必要がある。 
学校も、地域の会合等には極力参加するなど、 

顔の見える関係を築いていく必要がある。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県教育委員会静西教育事務所地域支

援課統括管理主事 太田 友江 氏） 
 「学校の先生は２～３年しかいないに、言いた

いことを言って出て行く。おらぁ、ここで生きて

いくだぁ。だで、おらぁ、学校の先生のことを信

用せんだぁ。」 
 新任教頭時代に校長から聞いた言葉で、校長が

ある山深い地域に赴任したときに言われた言葉と

いうことだ。新任教頭として、この言葉を聞いた

とき、地域とともに学校が進むのは難しいことな

のだと思った。「子どものために」という思いは同

じでも、ボタンの掛け違いから「信用しない」に

なってしまうのだ。地域と連携をしながら学校運

営をしていくことの難しさがうかがえる。 
 提言のなかで紹介された取組「学校地域パート

ナーシップ事業」は学校と地域がまさに、同じ方

向を向いて進む取組である。 
文科省は「子どもの豊かな学びを創造し、地域の

絆をつなぐ～地域とともにある学校づくりの推進

方策～」で「地域とともにある学校」について次

のように言っている。 
○「地域とともにある学校」を実現していくため

には、学校と地域の人々との間で目標の共有や

提言１ 地域との連携による教育活動と教頭の 
役割 ～地域とともにある学校づくり 
への第一歩～ 

天理市立西中学校  木下 善博 

第（ ３ ）分科会 



地域の人々の学校運営への参画が必要となる。

関係者が当事者意識をもって「熟議」を重ね、

「協働」して活動することや、それをうまく進

めることができる校長の「マネジメント」とと

もに、教育委員会と教育長の、明確なビジョン

と行動が求められる。 
○子どもを中心に据えた学校と地域の連携は、子

どもたちの育ちにとどまらず、大人たちの学び

の拠点を創造し、地域の絆を深め、地域作りの

担い手を育てることにつながる。 
○今後、学校は、学校の課題にとどまらない地域

の課題を解決するための「協働の場」となるこ

とで、「地域づくりの核」となることができる。 
 日本の学校は、長年にわたって保護者や地域の 
方々に学校への協力を求めてきました。そして、 
地域や保護者がそれに応じてきたからこそ、日本 
の学校はここまで発展してきたと言える。そして、

これからは、パートナーとして協働することが大

切となる。 
 まず第一歩は学校の実態についての認識を共有

し、何を実現するのか目標を共有することとなる。

本提言でも述べられているように、当事者間で納

得のプロセスを経て、一方的な押しつけとならな

いように留意しなければならない。キーワードは

「熟議」である。「熟議」とは、熟慮と議論。我が

こととして、学校、保護者、地域が「熟議」する

ことが重要となる。 
 次のステップは「協働」。協力して共に働き具体

的な活動、経験を共有することで、地域の方は学

校への理解が深まり、教職員は地域の力を感じる

ことができる。そして、学校と地域が役割分担を

しつつ、協力して活動するなかで、相乗効果が活

気される。今回の提言のなかにあった、地域の特

徴や人材を生かした活動は、まさに「協働」の姿

である。 
 こうした関係をかたちづくるためには、学校か

ら積極的に情報発信をし、学校に興味を持っても

らうことからスタートすることになる。発信の場

はたくさんあるが、直接顔を見交わして伝えるこ

とができるとなおよい。Face to Face、教頭の動

き方が重要となってくる場面である。 
 「地域とともにある学校づくり」は学校、学校

関係者、地域が「三方よし」の関係をうみだす。 
学校にとっては、教職員だけでは担いきれような

活動や体験を子どもに提供できる。学校関係者は

学校への理解が深まり、信頼が高まる。地域につ

いては、学校を核とした地域の活性化やコミュニ

ティづくりという効果が期待できる。 
 今回紹介していただいた取組が、更に地域と学

校の発展に寄与することを期待している。 
 
助言②（香川県高松市立桜町中学校 教頭 土居  

薫 氏 ） 
 これからは、学校と地域の連携は欠かせない。

今回の提言のように、予算化されて、市の事業と

して実施されることも今後増えていく可能性があ

る。そういう意味では、先進的な取り組みが紹介

されたことの意味は大きい。 
 コーディネーターという役割は、今後の社会の

中で、様々な場面で求められる可能性がある。誰

がするのか、どうやって探すのかは重要な課題と

なる。教頭だけが務めるのではなく、コミュニテ

ィセンターなどの組織を活用していくことも選択

肢の一つであろう。どこにねらいをつけるのかも

重要となるであろう。教頭は、そうした中で場面

に応じていろいろな役割を演じなければならなく

なっていく。 
 学校と地域の連携は双方向のものでなければな

らない。どちらかの一方的な要望だけでは望まし

い関係は築けない。地域からの要望により、児童

生徒が地域の行事に参加することで、地域から評

価され、それが価値付けとなり、自尊感情を高め

ることにつながる例もある。 
 今育てている児童生徒は、次世代の地域を担う

人材である。地域と連携をしながら育った人材が、

また地域を担い、そして学校とも連携していく。  
 地域により実態は違うものの、本日の提言やグ

ループ協議のなかで得たものは、持ち帰ってよく

吟味し、今後の取組の中に生かしていくことがで

きると思われる。 



 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 教頭として、家庭・地域とのよりよい連携の在

り方はどうあったらよいか。 
 
【質疑応答】 
○自校では、地域の行事に管理職以外が参加する

ことが少ない。休日や時間外ということもあり、

依頼しにくいが、どんな形で参加しているのか。 
・総合の時間、学校行事などの場合は代休や勤務

時間の振り替えをして対応している。 
  
【グループ協議】 
協議報告① 
 各校での取組を出し合ったところ、地区の夏ま

つりや運動会に児童生徒が参加する、あるいは、

ボランティアスタッフとして運営に参画するケー

スが多かった。また、そうした行事に学校が関わ

り、運営委員の一員として教職員が加わるケース

もあった。その際には、ＰＴＡの役員が学校と地

域の橋渡しとして間に入って活動を支えていると

いう地区もあった。 
 教頭としては、会合や行事は休日や夜に実施す

る場合が多いので、教職員をどのように参加させ

るのか、代休が取れるケースばかりではないので、

配慮が必要となってくる。多忙感を生み出さない

ようにしなければならない。 
 地域の行事の場合恒例化すること、また、要望

が増大することが往々にしてあることから、教職

員や児童生徒の関われる範囲についても、調整役

として、地域の役員と協議をしておくことが大切

になる。 
  
協議報告② 
 魚津市という地域を宝として取り込み、地域性 
をふんだんに盛り込んだ取組が紹介され、大変う

らやましいと感じた。 
 学校の、地域との窓口は教頭であるが、地域の

窓口がはっきりとしておらず、何となくいろいろ

な人に電話をしてはつてをたどるような取組にな

ってしまうという地区もある。 
 教職員を休日に活動させるには、負担と感じる

職員には配慮が必要となる。従って、管理職であ

る、校長、教頭が休日に対応することが多くなる

のが現状という学校も多い。ある程度、対応が可

能かどうかを検討し、線を引くところには引かな

いときりがない。ただ、積極的に地域にうって出

ていき、顔を合わせていくことで、地域の活力を

学校に取り込むことも期待できる。 
 どちらも大切なことであるので、バランスを考

えながら、対応することが大切であろう。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県教育委員会静西教育事務所地域支

援課統括管理主事 太田 友江 氏） 
「子どもたちは未来からの大切な預かりもの」と

いわれる。未来を担う子どもたちが、豊かに生き

るための学力、体力、心の力を育てるのが今の大

人の責務である。魚津市の「明日を担う人づくり」

は、まさにそのものである。 
 この提言では、市内各校において実践されてい

る、各校が目指す生徒像を実現するための取組で

ある。水族館との連携、山菜摘み、伝統芸能獅子

舞など、魚津という土地を知り、好きになる。そ

して、その地に生まれ育ったことを誇りに思う、

そんな自尊感情を育てる取組をしていることがわ

かる。 
 さらに注目したいのは、これらの特色ある活動

を自校の財産として終わらせるのではなく、教頭

会として取組を共有し、教育的価値をより高める

よう話し合いがなされていることである。学校の

統廃合を進めている魚津においては、こうして市

全体の教育資産として価値付け、磨いていくこと

は大変重要なこととなる。また、こうした統廃合

は、今後、いろいろな地区において進められてい

くことも予想されるだけに、今回の提言には大き

提言２ 学校・家庭・地域と連携した「特色ある 
学校づくり」を目指して 

魚津市立西布施小学校  土井 美雪 



な意義があると考える。 
 教頭は、地域との連携においてはキーマンとな

る。教頭が、単にコーディネートにとどまらず、

積極的にマネジメントしていくことで、地域との

結びつきを深め、地域に根ざした学校としての地

位を確立することできる。共有された情報の中か

ら、新たな連携の糸口を見つけていくという意識

が大切である。 
 今回の提言では、各活動における教頭のかかわ

り方を細かく記録し、まとめている。この中に、

「全教職員の共通理解のもとに実施しなければな

らないということを身にしみて感じた。」とある。

学校の特色とは何か、地域の方と活動する意義と

は何か、学校教育目標や目指す児童生徒像とどう

つながるのか、を十分理解し、職員集団として取

り組むことの必要性を示した言葉だろうと思う。 
 学校と地域の連携は、決して新しいテーマでは

ない。教育改革の中で、関係諸制度が整備され、

また、様々な施策が推進されてきた。そしてこれ

からも研究されているであろうテーマである。 
魚津市教頭会作成の手引きには「地域の中で育

つ子どもたちであることを念頭に置き、地域の教

育力を活用できる体制や人材リストの作成など、

一層の効率化の方策推進が必要である。しかし、

基本的には、Face to Face で言葉を交わし、互

いの顔を知り合うことから連携が始まる。何より

も基本を大切にしよう。」とある。やはり、基本を

大切にしたい。 
 
【指導助言②】（香川県高松市立桜町中学校 教頭 

土居 薫 氏 ） 
 ＰＴＡの加入率低下、自治会への参加率低下、

子供会組織の衰退などの問題を受けて考えると、

家庭と地域、学校の関係が様々な形となってきて

いる。家庭同士のつながりが希薄になったり、地

域の中での家庭という存在が変わってきている。 
 つまり、学校が求められている役割として、地

域の核としての機能や家庭間をつなぐ役割、また、

地域と家庭を結ぶかけはしの役目などがある。こ

れは従来とは大きく変わってきていることである。 

そうした社会情勢も鑑みて、学校と地域の連携は

進められるべきであろうと思う。 
 また、地域との関わりについても、行事など、

ポイントポイントでの点の関わり、イベント的な

関わりだけではなく、日常的な関わりも求められ

ているといえる。その一つして、毎日の通学見守

り隊などがあげられる。 
 地域にとって、学校があるかどうかというのは

大きなことである。瀬戸内海のある学校では、一

度生徒不在から休校となった学校があったが、再

び学校が開いたときには地域の人全員が式典に駆

けつけ、それを祝った。地域にとって、学校とは

大きな存在なのである。 
 また、地域というとらえ方を、中学校区、市内

ととらえてみると、その地域の子どもを９年間で

育てるという視点にも行き当たる。そうしてみれ

ば、小中連携だけでなく、小小連携、中中連携と

いうことの重要性も浮かび上がってはこないか。 
学校間の連携、互いにの職員が互いに見知ってい

ることも大変重要なことのようにも感じる。 
 今回の提言にあるように、地域の財産とも言え

る人材は人財とも言える。そうした財産を大切に

していくことで、地域の教育力が上がり、地域の

活性化にもつながるものであろう。 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
教頭として、教職員の安全に関する指導力を向

上させるにはどうしたららよいか。 
児童生徒の危険予測、危険回避能力を育成する

にはどうしたらよいか、 
  
【グループ協議】 
協議報告① 
 今回の提言にあるように、組織的に市をあげて

取り組むことの重要性を感じた。静岡では地震に

提言３ 学校安全における教頭の職務～教職員 
及び児童生徒の危機回避能力の育成～ 

島田市立神座小学校  村田 一史 



対する備えが重視されるように、地域によって、

竜巻であったり、不審者対応であったりする。各

地域で研究を進め、共有の財産として行く必要が

ある。 
ある地区では、文科省の指定を受け、気象の専

門家に指導を受けて取組を始めているとのことだ

った。そのなかでは、大人が子どもを守るのでは

なく、自分の身を守る。教え込むのではなく考え

させる。といった視点が示されているとのことで

あった。 
また、予告のない抜き打ちの訓練を行って問題

点を洗い出す。訓練に切実感を出すために、緊急

地震速報の音声を流す、竜巻の轟音を流す、映像

を流す等の演出を行っている等の事例も出てきた。 
ある学校では、数十万円の費用を使ってスタント

マンを依頼し、交通事故の瞬間を見せたという取

組も出てきた。そうやって、いかに、真剣に我が

こととして訓練に参加させるかも重視している実

態がわかった。 
 私たち教頭の役目として、いかにして訓練の効

果を上げるかということがあり、様々な工夫をし

ている様子を知ることができた。 
 
協議報告② 
いろいろな地区のいろいろな取組が聞けた。原

子力災害、火山の噴火、など多種多様であった。 
その中は、島田市の方から HUG（避難所運営ゲー

ム）の事例が出された。災害発生後、学校にはい

ろんな人が避難してきて、その対応に職員も携わ

ることになる。その際に慌てないように、職員だ

けでも実施しておいた方がいいのかもしれないと

感じた。 
 子どもたちは私たち以上にイメージが具体的で

ないし、経験も少ない。学校体制として DIG、 
HUG の研修を職員が行い、子どもたちのイメージ

をふくらませるような訓練を行うことの意義は大

きいと感じた。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県教育委員会静西教育事務所地域支

援課統括管理主事 太田 友江 氏） 
 「元気に来た子どもを、元気に帰す」これは当

たり前のことであり、日常の中ではあまり意識さ

れることはなかったと思う。しかし、東日本大震

災などの災害では、想定されていた以上の事態が

起き、多くの尊い命が奪われた。当たり前のこと

が当たり前ではなくなってきているかもしれない。 
平成 24 年に閣議決定された「学校安全の推進に関

する計画」では、発達段階に応じた安全教育につ

いて、次のような能力を育むことが重要とされて

いる。 
①日常生活における事件・事故、自然災害等の現

状、原因及び防止方法について理解を深め、現

在や将来に直面する安全の課題に対して、的確

な思考・判断に基づく適切な意思決定や行動選

択ができるようにしていくこと 
②日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他

の安全に配慮して安全な行動をとるとともに、

自ら危険な環境を改善できるようにすること 
③自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくり

の重要性を認識して、学校、家庭および地域社

会の安全活動に進んで参加し、貢献できるよう

にすること 
本日の島田市教頭会の提言は、正にこの計画の

ねらいに沿って、学校安全の推進に、丁寧に取り

組んでいる。 
 まず押さえたいのは、教頭会として、継続して

取り組んでいるという点である。島田市では平成

１７年度から「学校の危機管理」についての研究

に取り組み、現在まで継続深化させている。そし

て、市内の小中学校において同一歩調で安全教育

を実施していけるように、「今日的課題研究委員会」

において、教頭自身の学校安全についての知識理

解を深め、「テーマ研究推進委員会」で教頭自身が

学んだことをいかして各校の教職員育成の方策を

練る、という実践につながる生きた研修が行われ

ている。また、各月の市教頭会で行う研修を通し

て、ＰＤＣＡサイクルが機能した安全教育共同体

として、市内各校が動いている。 
 次に押さえたいのは「想像力」である。日常生



活に潜む危険を予測するには、自分の置かれた状

況を把握し、危険や危機を想像する力が必要であ

る。本提言では、「危険予測・危険回避能力」と言

っているが言い換えれば「危険想像力」と言える。

「想像力」がキーワードとなる。 
 「想像力」を高める取組として、市内小学５年、

中学２年で共通して実施している DIG があげら

れる。年間のカリキュラムに位置付けて、９年間

で２回実施することとなる。発達段階により、見

方、考え方も変わってくることから、１回目と２

回目では子どもたちの視点も、教師のかかわり方

も変わってくることだろう。島田市の、ある学校

の教職員は DIG 研修後にこんな感想を述べてい

る。 
・自分の命は自分で守る、と子どもたちに言って

きたが、振り返ると何もしていなかった。被ゲ

ルことすら具体的に考えていなかったことに気

づいた。 
・「どうにかなるだろう」という気持ちは捨てた。 
こうした研修を通して、教職員にも「想像力」

が育まれる。「想像力」があれば、避難経路となっ

ている「非常口」の前に重たい教師の机を置くよ

うなことも絶対に起きないのではないかと思う。 
今後、ますます学校における安全教育の充実が

求められるようになる。平成 26 年 11 月、中央教

育審議会 スポーツ・青少年分科会 学校安全部

が「学校における安全教育の充実について」審議

のまとめをした。そのなかで今後の方向生として、

地域との連携や評価についてもふれられている。

島田市教頭会においては、指導体制が構築されて

おり、この体制を用いて、今後他の内容について

も取組が期待される。「事件・事故、災害はいつで

も、どこでも、だれにでも…起こりうる」という

日常忘れがちなことを、教頭は常に認識し、想像

力を働かせて、学校安全の推進役となることが必

要である。 
 

助言②（香川県高松市立桜町中学校 教頭 土居  

薫 氏 ） 
 学校安全における教頭の職務として、本提言は

具体的かつ組織的な取組を示しており、大変参考

となる内容である。 
 危機管理上、想定は具体的であること、多様で

あることが必要である。子どもたちは、ごっこあ

そびなどの経験が少ないことから、想像力がやや

欠如していないか。集団遊びの重要性も研究され

ている。最近の事件、事故から考えると、想像も

しなかったことが起きている。想像力が肝要とな

ってくる。 
 もし、災害が起こったら、学校は避難所となる。

職員の研修も大切なことである。さらに、学区内

の小中学校で連携はとれているか。児童生徒も自

分の身を守るだけではない。子どもたちも地域の

労働力として、働くことを期待されている。ここ

でも、やはり地域との連携は必要になってくる。

教頭としては、普段の付き合いの中で、地域と顔

の見える関係を構築していくことは災害時でも大

切となる。 どんなことに取り組むにも、学校の

中で、職員のベクトルがそろっているかによって。

成否や成果は変わる。ベクトルをまとめ、一つに

なって取り組めるようにするのも教頭の職務。学

校、地域、市内を見て取り組めるよう心がけたい。 
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 教員の授業力向上により学校組織を 
   活性化させるための教頭の役割 

 

 

山口県熊毛郡平生町立平生小学校 

      教頭  江藤 明夫 





・下関 

・萩 

・秋吉台 
・山口 

・岩国 

瀬戸内海 

響灘 

日本海 



 

○ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 

○ 質の高い教育環境づくりの推進 

○ 生涯にわたる県民総参加の教育の推進 



□ 基礎・基本の徹底を図り、子どもたちに確かな 
  学力を身につけさせる 

□ 教職員の資質能力を向上させる 

□ 熊毛郡内の学校の教育力・組織力を向上させる 

個々の教員のキャリアステージに応じた資質能力を伸長し
ながら、授業力の向上により、学校組織を活性化させるこ
とで、子どもに確かな学力を身につけさせることができる
のではないか 

 



しながら、 
 
 に、 
 
 していくことが 
 
 効果的であるかを探っていく 



H23山口県教育庁義務教育課作成「やまぐちっ子学力向上だより第28号」より抜粋 

学力向上推進リーダー・教員の活動イメージ 



(1)１年次（平成２６年度） 

①研究計画の立案 

②研究体制の構築と研究実践 

・推進リーダーとの連携、教職員評価への具体的な取組 

・合同自主研修会「未来塾」、郡教育研究会授業研究会 

③ 研究発表 

・山口県公立学校教頭会にて 

・全国公立学校教頭会研究大会静岡大会提言者説明会にて 

④ 研究体制の見直しと調査・研究実践 

(2)２年次（平成２７年度） 

① 研究体制の確認と研究実践・調査 

② 研究実践のまとめ（成果と課題） 

③ 実践報告 

・全国公立学校教頭会研究大会静岡大会にて 

・中国地区公立学校教頭会研究大会にて 
④ 次年度課題研究計画の立案 





平生町：人口約12,６00人 
（小学校２校、中学校1校） 

上関町：人口約3,300人 
（小学校２校、中学校1校） 

田布施町：人口約15,８00人 
（小学校４校、中学校1校） 

中規模校７校 （小学校５校・中学校２校） 
小規模校３校 （小学校２校・中学校１校） 
極小規模校１校（小学校１校） 

【平成27年5月1日現在】 



熊毛郡内の教員構成 

２０．１ ３０．６ ４９．３ 

１３．１ １６ ２９．９ ４１ 



各教員の役割と期待される能力の向上を意識し、 
 
 
授業力の向上を図る。 



兼務校は「授業計画事前連絡票」を推進リーダーに送付 



学力向上推進リーダーの授業支援の様子 

児童への接し方 学習規律の指導 教室経営 授業改善 



授業や学習規律のポイントを示した「授業振り返りシート」を毎時間作成 



放課後の「ミニ研修会」の様子 

個別研修 全体研修 学年・ブロック研修 

学校や教員一人ひとりの実情、諸々の要請に応じて、
様々な形でミニ研修を行う。 



教員の現状について、推進リーダーと意見交換 
 
及び情報共有を行い、各教員への適切な指導・ 
 
助言を行う。 



Ｄ Ｂ Ａ 

Ｅ Ｃ Ｂ 
Ｆ Ｅ Ｄ 

求められる資質・能力 

授 

業 

力 

「ナインブロック」の活用による意見交換の様子 



向上 

Ｘ 

Ｙ 

求められる資質・能力 

授 

業 

力 

低 高 

高 

スキルアップとは・・・ 



求められる資質・能力 （X軸） 

■第１ステージ 若手【自立・向上期】 

活力を与える役割 
実践的指導力 

○役割と求められる資質・能力 

児童生徒に積極的に関わる力、基礎的な知識や技能を
基板とした実践的指導力、教育に対する使命感や情熱、
保護者・地域とのコミュニケーション力 

■第２ステージ 中堅【充実期】 

ミドルリーダー 
高い専門性 

○役割と求められる資質・能力 

学校運営への積極的な参画、若手教員の育成、得意な
教科や領域の専門性を高めていく力 

■第３ステージ ベテラン【発展期】 

校務等の責任者 
企画力・調整力 

○役割と求められる資質・能力 

校務の責任者、若手・中堅教員の積極的な人材育成、
経営方針の理解と学校運営への積極的な参画、企画
力・調整力、他の教員への指導 

H24山口県教育委員会作成「教職員人材育成基本方針」を参考 



授  業  力 （Ｙ軸） 

① 児童生徒の学習状況を理解し、把握する力 

② 教材を研究し、必要な教材を作成する力 

③ 授業を組み立て、実践する力 

H25山口県教育委員会作成「授業づくりと評価の手引き 基礎編 小・中学校版  
 ～よりよい授業づくりをめざして～」より 



Ｄ Ｂ Ａ 

Ｅ Ｃ Ｂ 

Ｆ Ｅ Ｄ 

Ａ…次のステージにステップアップする 

Ｂ…いずれの項目も優秀 
  スキルアップへの課題が明確 

Ｃ…期待通りの成果 
  ステージの大半を占める 

Ｄ…一方の項目については優秀 
  他項目では課題をもっている 

Ｅ…ステージの屋台骨となる 
  課題をもっている 

Ｆ…そのステージに上がったばかり 

求められる資質・能力 

授 

業 

力 

改
善
が
必
要 

期
待
通
り
の 

成
果 

改
善
が
必
要 

期
待
通
り
の 

成
果 

期
待
を
上
回
る 

成
果 

期
待
を
上
回
る 

成
果 

「ナインブロック」の活用による評価・分析 ～意見交換時の指標として～ 

安渕聖司 著『GE世界規準の仕事術』を参考 



キャリアステージに応じて、 
 
個々の教員のよさや課題を明確にし、 
 
必要・適切な指導・助言・支援を行う。 

指導・助言・支援 



授業改善に関すること 学力向上に関すること 

授業実践の紹介 その他 

・言語活動の活性化 
・授業づくりのポイント 
・「めあて」「ふりかえり」の 
 関連 

等々 
 

・授業モデルの提示 
・授業のバリエーション 
・授業づくりのアイデア 

等々 

・学力差の大きなクラスへの効果  
 的な指導 
・支援を要する児童への手立て 

等々 

・教科の専門的な指導 
・キャリアプランニング 

等々 

Ｑ：学力向上推進リーダー・教員からどのような情報提供や  
  助言を希望するか。 



生徒指導上の問題に
関すること 校務に関すること 

キャリアップに関すること その他 

・児童生徒への対応の仕方や助言 
・保護者への対応の仕方 
・不登校の児童生徒や支援の必要 
 な児童生徒への対応の仕方 

等々 
 

・学級経営・授業改善の助言 
・キャリアステージに即した課題 
・職場でのマナーや人間関係 

等々 

・各種文書の作成の仕方  
・学校全体を見据えた助言 
・服務や職務に関する助言 

等々 

 
・教師の先輩としての助言 
・人生の先輩としての助言 

等々 

Ｑ：教頭からどのような情報提供や助言を希望するか。 



授業実践に関するよさや改善点
の確認 

子どもの姿に基づいた 
具体的な指導 

授業づくりに関する具体的な
指導 その他 

・授業の構成や展開のアイデア 
・めあてのつくり方や示し方、ま 
 とめや振り返りへの助言 
・単元構成のアイデア 

等々 

・子どもの発言の取り上げ方や学 
 び合いを促す授業展開の指導 
・困り感のある子どもに対する発 
 問や切り返しの仕方 

等々 

・他校の授業や児童生徒の様子 
・指導案のつくり方、ＩＣＴの活 
 用 

等々 

・自身の授業実践のよさの伝達 
・自身の授業実践の課題の指摘 

等々 

Ｑ：学力向上推進リーダー・教員からの情報提供や助言で 
  効果的だったことは何か。 



限られた時間を活かして情報共有～昼食時などにも～ 



 
 □「未来塾」とは・・・ 
 
 ・郡内の教員を対象として行う 
  自主研修会。平日の夕方、2ヶ  
  月に1回程度実施してる。 
 ・郡内各町教委の指導主事と学 
  力向上推進リーダー・教員が 
  指導助言者となり、講座を行 
  う。「授業のあり方」「学級 
  経営のあり方」「具体的な生 
  徒指導」等の内容を計画的に 
  実施している。 
 ・各校の教頭は、若手教員を中 
  心に本会への参加を呼びかけ 
  ている。 
 
 



授業の基盤となる「めあてづく
り」について多くのことを学ぶ
ことができた。みんなでめあて
を考える時間はとても充実して
いて楽しかった。 

 

授業の中での「質問」と「発
問」の違いについて、あまり意
識していなかった。発問づくり
の３つのステップは、とても参
考になった。 

 

家庭学習は、ただやみくもに多
くの課題を出すのではなく、
「１回ずつ丁寧に」が大切だと
感じた。是非実践してみたい。 

「子どもに好かれるより、子ど
もを好きになる」という言葉に
納得した。明日からの学級経営
に生かしていきたい。 





熊毛郡教育研究会の様子 

教科・領域部会 授業研究会（体育部） 



山口県教育庁教職員課作成「平成27年度教職員評価校内研修会資料」より抜粋 





□ 日常の評価資料の蓄積と選択 

□ 評価 
   対象者による「目標管理」の取組状況を 
   踏まえた５段階評価 

□ 評価項目 
   意欲：職務に向かう姿勢や取組 
   能力：職務を遂行する中で発揮された能力 
   実績：職務遂行の状況やその結果 

□ 評価者 
   第１次評価者：教頭 
   第２次評価者：校長 
 



○ 個々の教員のキャリアステージに応じた授業力の向上 

○ 学校の教育力の向上や学校組織の活性化 

● ナインブロックの効果的な活用方法、効果的な指導・ 
  助言・支援のあり方の研究 

● 学力向上推進リーダーと各校教頭との連携のあり方 





 教頭として、キャリアステージに応
じた教員の授業力向上及び学校組織を
活性化するためにはどうしたらよいか。 
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  第４課題 組織・運営に関する課題 
 
   学校活性化を目指す 
    教師力向上に向けた取組 
 －「学ぶ教師集団」になるための教頭の役割－ 

Ｈ２７．７．３０（木） 
 愛知県小中学校教頭会 
江南市立宮田中学校 教頭 長岡孝行 



愛知県 
名古屋市 

人口 ７４０万人 

公立小中 １３６２校 



１ 主題設定の理由 

学校活性化のためには・・・。 

共に学び続ける仲間や環境が重要 

「学ぶ教師集団」づくり 



１ 主題設定の理由 

精神論や義務感の押しつけ 

「学ぶ教師集団」づくりのためには・・・。 

一部のＳ先生やＳ学校だけ 

その年度や一定期間だけ 

具体的 

小中の 

ｼｽﾃﾑの 



２ 研究のねらい 

 先進校である岐阜市立東長良中学校・
長良東小学校の取り組みから学び、小・
中学校が協働して研究実践に取り組むこ
とで、継続性ある「学ぶ教師集団」づくりが
できるのではないか。 

「モデル地区」 
江南市立宮田中学校区 

   〃   宮田小学校 
   〃   藤里小学校 



３ 研究の経過 

１年次（平成２４年度） 
① 目指す児童・生徒像を明確にする。 
② 目指す児童・生徒像を共有する。 
③ 教師集団の親睦を深める。 
④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 



２年次（平成２５年度） 
⑤ 学びスタイルを教師間で共有する。 
⑥ 学びスタイルを生徒間で共有する。 
⑦ 教師集団の親睦を深める。 

３年次（平成２６年度） 
⑧ 学びスタイルを教師間で確認する。 
⑨ 教師集団の親睦を一層深める。 
⑩ 研究実践を校区外に発信する。 
⑪ 検証し他校区への還流計画を立てる。 



４ 研究の概要 
① 目指す児童・生徒像を明確にする。 

江南市教頭会において先進校授業分析 



② 目指す児童・生徒像を共有する。 

４月の宮田中・宮田小・藤里小現職教育 



③ 教師集団の親睦を深める。 

三校合同ボーリング大会・懇親会 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

互いを思いやり高め合おうとする心 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

互いを認め合う中で生まれる絆 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

目と耳と心を使って聴きます。 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

主体的に学び合う授業を可能にする形 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

主体的に学び合う授業を可能にする形 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

『宮田中学校区三校共通学びスタイル』 
・プリントなどの渡し方 
・授業の始めと終わりの挨拶の仕方 
・挙手 
・返事 
・人の話を聞く時の姿勢や聴き方 
・話す時の立ち位置や話し方 
・ハンドサインやつぶやき 
・机の移動 



④ 校区共通の学びスタイルをつくる。 

生徒の学びを「見える化」→全員参加授業 



⑤ 学びスタイルを教師間で共有する。 

４月の宮田中・宮田小・藤里小現職教育 



⑥ 学びスタイルを児童・生徒と共有する。 

宮田中学校の「学び集会」 



⑥ 学びスタイルを児童・生徒と共有する。 

宮田小学校・藤里小学校での「学び集会」 



⑥ 学びスタイルを児童・生徒と共有する。 



⑦ 教師集団の連携を深める。 

宮田中学校区三校合同現職教育 



⑦ 教師集団の連携を深める。 

『三校相互学校訪問』（宮田小公開日） 
 
平成２６年６月２３日（月）６限目 
 
・宮田中学校→期末テスト１日目 
 
・藤里小学校→全学年５時限日程 



⑧ 学びスタイルを教師間で確認する。 

４月の宮田中・宮田小・藤里小現職教育 



⑨ 学びスタイルを児童・生徒と共有する。 

宮田中学校の「学び集会」 



⑩ 教師集団の連携を一層深める。 

宮田中学校区三校合同現職教育 



⑩ 教師集団の連携を一層深める。 

東長良中学校・長良東小学校訪問 



⑪ 研究実践を校区外に発信する。 

宮田中学校研究発表会 



⑫ 検証し他校区への還流計画を立てる。 

江南市教頭会での検証と還流計画立案 



⑫ 検証し他校区への還流計画を立てる。 



４ 研究の成果と課題 
① 教頭が東長良中学校、長良東小学校
という研究の対象を明確にし、関与性を深
めたことで、継続的に連携していくシステ
ムを構築することができ、「学ぶ教師集団
づくり」の礎をつくることができた。 
 
② 教頭が窓口となって小中連携を進め
たことで、義務教育９年間に渡って協働し、
共に育てていこうとする意識が、小中学校
の教師集団に生まれた。 



４ 研究の成果と課題 
① 継続的に連携していくシステムはでき 
 たが、形骸化することのないよう、教師 
 集団の意識も継続させていくにはどのよ 
 うにしたらよいか。 
 
② 各中学校区の状況に合った学びスタ 
 イルづくりが必要である。 



ご清聴 
 ありがとうございました 
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学校運営と教頭のかかわり 
 

―校務用パソコンの有効活用を通して― 

提言者 
静岡県富士市教頭会 
富士市立鷹岡中学校 

齋藤 文徳 



静岡県富士市教頭会 



市域の位置 ：東京まで146km 大阪まで410km 
       東に沼津市   西は静岡市  
広がり 東西：23.2km      南北：27.1km   
面          積   244.95平方キロメートル   
海 抜  最 高  3,421メートル（富士山のほぼ9合目）標高差日本一 
最           低 0.7メートル（浮島沼）  
海    岸    線   10km（松林あり）  

静岡県富士市教頭会 
富士市のホームペジhttp://www.city.fuji.shizuoka.jp/index1.html より 

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/index1.html
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【小中学校の数】 
・小学校2７校 
・中学校1６校 

＜富士市の教育＞ 

【児童・生徒数】 

・小学校14,049人 
・中学校  7,451人 

【教職員の数】 

・小学校   763人 
・中学校   510人 

静岡県富士市教頭会 

平成27年5月1日調 



教
育
の
情
報
化
 

・情報教育 

・教科指導でのＩＣＴ活用 

・校務の情報化 



PC:一人一台 シンクライアント方式 

 子どもと向き合う時間の創出 

 個人情報の流出防止をはじめとする情報
管理（セキュリティー）の向上 

子どもと向き合う時間がない 
個人情報をしっ
かり管理しなけ
れば… 

平成23年 8月校務用ＰＣ導入 



・ＩＤとＰＷで，個人を 
 認識 
 
・パソコンは，ただの箱 
     ↓ 
 万が一紛失しても， 
 データ（個人情報）の 
 漏洩はない 

PC:一人一台 シンクライアント方式 

静岡県富士市教頭会 



富士市役所 市内小中学校 
校
内
は
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
 

ど
こ
の
学
校
も
同
じ
シ
ス
テ
ム
 

異
動
し
て
も
同
じ
よ
う
に
使
え
る
 

 

自
宅
か
ら
も
接
続
 静岡県富士市教頭会 



どうやって使
えばいいの？ 

みんな使わなければ 
    いけないの？ 

  教頭会として 
    何とかしたい！ 



＜発表内容＞ 

１ 研究のねらい 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

３ 研究の経過と概要 

４ 研究の結果 

５ 研究の成果 

６ 今後の課題 

 
静岡県富士市教頭会 



１ 研究のねらい 

【研究テーマ】 

校務用パソコンと学校運営 

教頭として，いかに有効活用するか 

学校力の向上  

組織力強化 教師の力量形成 学力向上 

 静岡県富士市教頭会 



・ 校内掲示板の確認 

・ 出席を入力 

・ 子どもの表れの入力 

・ 付せんを使った連絡 

・ メールのチェック 

・ 授業の準備・校務分掌資料作成 

・ 市教委への文書提出  等々 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

教師の 
活用紹介 

静岡県富士市教頭会 



・ 校内掲示板の確認 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

教師の 
活用紹介 

校内用 養護教諭部会 栄養士会 
市内教科等掲示板 



・ 出席の入力 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

教師の 
活用紹介 

静岡県富士市教頭会 



・ 子どもの表れの入力 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 



・ 付せんを使った連絡 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 



・ 授業の準備・校務分掌資料作成 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

静岡県富士市教頭会 



・ 市教委への文書提出 等々 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

静岡県富士市教頭会 



２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

・出席簿の作成 
・成績管理 
・保健管理 
・指導要録 
・名簿管理 

・ファイル管理 
・データの共有 

・メール 
・ふせん 

静岡県富士市教頭会 

情報管理 

コミュニケーション 

校務処理
の効率化 



３ 研究の経過と概要 

23年度 
24年度 

25年度 

①校務用ＰＣ導入 

②校務用ＰＣ導入による「教育の  
 情報化」 

26年度 
③校務用ＰＣの有効活用を通した  
 学校運営 

27年度 ④校務用ＰＣの活用による「学校 
 力」の育成 

＜教頭とのかかわり＞ 

静岡県富士市教頭会 



導入期 

静岡県富士市教頭会 

＜教頭とのかかわり＞ 

◆教頭が中心となってシステムを運 
 用・検証する。 

○先生方の期待感や不安感の把握 
○校務用ＰＣの活用場面を知らせ， 
 習慣化させるためのコーディネート 
 
 ・職員会議のペーパーレス化 
 ・時間確保のための掲示板の活用 等 

23年度 
24年度 

①校務用ＰＣ導入 



静岡県富士市教頭会 

安定期 

＜教頭とのかかわり＞ 

◆外部と連携し、教育の情報化推進に 
 向けての手立てを探る。 

○多忙感解消へ向けて各校の取組例  
 を整理し，市全体に広める。 
○市教委及び市情報政策課等に働き  
 掛けを行う。 

25年度 
②校務用ＰＣ導入による 
 「教育の情報化」 



26年度 ③校務用ＰＣの有効活用を通した学校運営 

④校務用ＰＣの活用による「学校力」の育成 27年度 

静岡県富士市教頭会 

発展期 

＜教頭とのかかわり＞ 

◆有効活用を通した学校運営を行うために 
  「情報管理面での強化」 
  「校務の効率化」 
  「コミュニケーションの活性化」 
 を検証する。 
 
◆学校力を高めるための活用の 
 仕方を検証する。 



＜発表内容＞ 

１ 研究のねらい 

２ 校務用ＰＣ活用の紹介 

３ 研究の経過と概要 

４ 研究の結果 

５ 研究の成果 

６ 今後の課題 

 
静岡県富士市教頭会 



会議用資料の作成 

保護者へのおたより作成 

学習プリントの作成 

市教委提出書類の作成 

写真管理 

インターネットによる検索 

週案簿の作成 

時数管理 

成績処理 

児童・生徒の日常記録 

テストの作成 

会計処理 

0% 20% 40% 60% 80%

校務用ＰＣで行っている仕事（複数回答可） 

平成27年度6月 平成24年度6月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

校務ＰＣで行っている仕事（複数回答可） 
平成27年度６月 平成24年度６月 

学習プリントの
作成 

市教委提出文書 

写真整理 

週案簿の作成 

成績処理 

テストの作成 



校務用ＰＣに関するアンケート調査 

静岡県富士市教頭会 



校務用ＰＣに関するアンケート調査 

静岡県富士市教頭会 

・質問項目４０  

・自由記述１ 

・５段階評価 
   ５かなり思う  
   ４思う  
   ３どちらともいえない 
   ２あまり思わない    
   １まったく思わない 



校務用ＰＣに関するアンケート調査 

静岡県富士市教頭会 

＜質問例＞ 
Ｑ 導入された校務用ＰＣを頻 
  繁に活用している。 
 
Ｑ 校務用ＰＣの導入は，情報  
  管理に効果を上げている。 
 
Ｑ 付せんの活用が，他の職員 
    とのコミュニ ケー 
    ションの活性化に 
    効果を上げている。 



Q：情報セキュリティの重要性について理 
  解が深まった 

26% 

54% 

17% 

2% 1% 有効回答数938人 

かなり思う 

思う 

どちらとも 
言えない 

あまり思わない 

まったく 
思わない 

静岡県富士市教頭会 



Ｑ：児童・生徒の成績管理への取り扱  
  いへの意識が高まった 

 
 

有効回答数938人 

静岡県富士市教頭会 

32% 

48% 

16% 

3% 1% 

かなり思う 

思う 

どちらとも 
言えない 

あまり思わない 

まったく 
思わない 

個
人
情
報
管
理
意
識
の
高
ま
り 



Ｑ：メールや掲示板等の活用は、これまでの情 
  報が残り、閲覧できるので有益である。 

 
 

有効回答数938人 

静岡県富士市教頭会 

かなり思う 

思う 

どちらとも 
言えない 

あまり思わない 

まったく 
思わない 

12% 

49% 

30% 

7% 
1% 



Ｑ：付せんの利用が、他の職員とのコミュニ 
  ケーションの活性化に効果をあげている。 

 
 

有効回答数938人 

静岡県富士市教頭会 

かなり思う 

思う 

どちらとも 
言えない 

あまり思わない 

まったく 
思わない 

13% 

37% 32% 

15% 

3% 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

活
性
化
に
効
果
あ
り 



Ｑ：校務用ＰＣの導入は、情報モラルの向上に 
  効果をあげている。 

 
 

有効回答数938人 

静岡県富士市教頭会 

かなり思う 

思う 

どちらとも 
言えない 

あまり思わない 

まったく 
思わない 

17% 

47% 

30% 

5% 
1% 



Ｑ：情報モラルに関する対応力や技術力 
  が向上した。 

 
 

有効回答数938人 

静岡県富士市教頭会 

かなり思う 

思う 

どちらとも 
言えない 

あまり思わない 

まったく 
思わない 

8% 

47% 
38% 

6% 
1%  

情
報
モ
ラ
ル
の
向
上 



校務用ＰＣに関するアンケート調査 

静岡県富士市教頭会 

因
子
分
析 

 

を
依
頼 

 項目間の相関関係を数量
的に分析処理する 



校務用ＰＣに関するアンケート調査 

静岡県富士市教頭会 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
「情報モラルへの意識」平均=3.85、SD=.64、α=.85

3　児童・生徒の成績管理への取り扱いへの意識が高まっ
た。 .810 -.114 -.048

4　出席簿、名簿作成など学籍管理についての意識が高まっ
た。 .796 -.020 -.066

1　児童・生徒に関する個人情報保護への意識が高まった。
.709 -.083 .032

5　情報セキュリティの重要性について理解が深まった。
.696 .061 .027

6　校務パソコンの導入により、教職員一人一人の危機管理
意識が高まった。 .654 .111 .073

2　学級通信、学年便りをはじめとする文書管理への意識が
高まった。 .591 .096 -.011

「コミュニケーションの活性化」平均=3.28、SD=.65、
α=.81
17　回覧板の利用が、他の職員とのコミュニケーションの
活性化に効果をあげている。 -.003 .918 -.203

16　掲示板の利用が、他の職員とのコミュニケーションの
活性化に効果をあげている。 -.049 .903 -.069

18　メールや掲示板等の活用は、市全体の情報の共有の活
性化を推進している。 .010 .414 .340

20　学年間の教職員を超えて、コミュニケーションの活性
化に効果をあげている。 .074 .414 .215

11　掲示板機能は、様々な情報を共有するのに効果的であ
る。 -.027 .381 .344

　「情報交換」　平均=3.65、SD=.62、α=.72

8　市内の教職員と様々な情報交換ができることは有益であ
る。 -.002 -.252 .858

9　市内の教職員と掲示板で議論や検討ができることは有益
である。 -.110 .171 .646

19　メールや掲示板等の活用は、これまでの情報が残り、
閲覧できるので有益である。 .058 .258 .405

12　教材作成に関する情報交換ができることは授業作りに
効果をあげている。 .137 .168 .401

　　　　　　　　　　　　　　　因子間相関　　　　　Ⅰ 　　－ .372 .521

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ 　　－ .632

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ 　　－

因子

因
子
分
析 

情報モラルへの 
意識の高まり 

コミュニケーショ
ンの活性化 

情報交換 
(共有・活用) 



校務用ＰＣに関するアンケート調査 

静岡県富士市教頭会 

因
子
分
析 

  

因子 
  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
  「同僚性」平均=3.16、SD=.76、α=.87 

      
31 同僚と意志疎通が図られ、協働性や同僚性が向上した。 

.877 .096 -.074 

32 同僚と意志疎通が図られ、人間関係力が向上した。 
.842 -.079 .134 

  「情報技術」平均=3.52、SD=.71、α=.80 
   

27 情報モラルに関する対応力や技術力が向上した。 
.051 .820 -.056 

28 情報機器操作やデータ処理の技術力が向上した。 
-.039 .756 .151 

  「授業力量」平均=3.09、SD=.78、α=.80 
   

30 効果的な教材作成を行うなどの授業力が向上した。 
.054 .041 .775 

29 ＩＣＴ等を活用するなどの授業力が向上した。 
.019 .040 .748 

               因子間相関     Ⅰ   
－ 

.569 .692 

                         Ⅱ 
    － .710 

                         Ⅲ 
      － 

同僚性 

情報技術 

授業力量 



＜発表内容＞ 

１ 研究のねらい 

２ 富士市のＰＣ活用の紹介 

３ 研究の経過と概要 

４ 研究の結果 

５ 研究の成果 

６ 今後の課題 
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研究の成果 

情報モラルへの 
意識の高まり 

コミュニケーショ
ンの活性化 

情報交換 
(共有・活用) 

・成績管理 
・個人情報管理 

・メール，付せん，  
 掲示板 
・教師の協働性 

・市内職員間との意  
 見交換 
・教材作成 

教師の力量形成・人間関係力の向上 
ＩＣＴ活用・授業力の向上 

組織力の強化 

学校力の向上 
静岡県富士市教頭会 



今後の課題 

誰もが使える マニュアル化 

共有化を図る データベース化  

校内推進体制の整備、教育センターとの連携 

静岡県富士市教頭会 

学校力の向上 



静岡県富士市教頭会 

ご静聴ありがとうございました。 

学校運営と教頭のかかわり 
 

―校務用パソコンの有効活用を通して― 

多忙感の解消 
会話 



分科会グループ協議 

(1) 教頭として，｢学校力｣を育成するた
めにはどんな手だてがあるか。 

 
(2) ｢教育の情報化」に向けて，教頭はど 
  のようにかかわったらよいか。 

～協議の柱～ 



 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
 教頭として、キャリアステージに応じた教員の

授業力向上及び学校組織を活性化するためにどう

したらよいか。 
 
【質疑応答】 
○ 学力向上推進リーダーのシステムについて 

初任者研修との関わりはどうなっているのか。 
・ 初任者研修とは別のものである。初任者研修

の担当者と学力向上推進リーダーは別の者が担

当している。状況によっては推進リーダーが初

任者の授業を参観、指導することもあるが、原

則として分けて考えている。  
○ 学力向上推進リーダーは「教頭籍」とあるが

教頭は各校に 2 名いるということか。 
・ 教頭は１校につき，２名配置されている。1

名が校務担当で、もう 1 名が学力向上推進リー

ダーである。 
○ 「未来塾」の主催者はどこか。 
・ 事務局は各庁の指導主事が担当している。  
○ 「９ブロック」の活用について Ａ～Ｆの評

価は授業者に伝えているのか。ベテランだから

すべてＡ、若手でも授業が上手な教員もいる。

指導助言についてどのようにしているか。        
・ 推進リーダーと各校教頭との話の中で、資料

として扱う。授業者には提示していない。               
○ 最終的に学力向上の変容はあったのか。 
・ 具体的な数値はない。大体の感覚でとらえて

いる。 
○ 「キャリアステージに応じた」とあるが、若

手、中堅、ベテランそれぞれについて、効果的

であったという事例があれば教えて欲しい。 
・ ある若手教員について、所属校の教頭は「課

題がある」ととらえていた。推進リーダーは「授

業にセンスがある」ととらえていた。見方が変

わるとよさが見えてくる。よさを認めて指導し

ていくことで伸びた例がある。またベテラン教

員について推進リーダーは、授業に課題がある

ととらえていたが、所属校の教頭は生活指導に

力があると評価していた。よさを認め、伸ばし

ていくことでベテランも変わった事例もある。 
○ 推進リーダーはどのくらいの頻度でかかわる

のか。 
・ 学校の実態によっても異なる。週１日、１日

３人が平均的である。１学期の前半で３人、後

半で３人としているところもある。 
○ 教頭職の学力推進リーダーはどのように配置

されているのか。 
・ 県の全 13 市町に 28 人配置されている。推進

教員は同じく 53 人、計 81 人が配置されている。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
 教職員評価の難しさが話題になった。学力向上

推進リーダーの存在は驚くとともに、大変うらや

ましく思った。このような制度を実施している県

も教諭や退職校長であったり、いなかったりする

など地域によって実情は様々である。指導者とい

う形で市内から選ばれてきている市もある。これ

からの小中連携がポイントとなる。 
 
協議報告② 

外部から学力向上推進リーダーが来ることで、

一定のレベルが保てるよさがある。各県の様子に

ついて話し合った。授業研究会の持ち方の工夫が

報告された。授業をビデオに撮ったり、外部指導

者を決めて授業研究会を行ったり、児童・生徒に

マーケティングし、どんな授業をいいと考えてい

るか調査をしたりしている学校もあった。その他

教職員評価の実状について話し合った。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県静東教育事務所総括管理主事 横

提言１ 教職員の授業力向上により学校組織を 
活性化させるための教頭の役割  
～学力向上推進リーダーの取組を 

通して～  
山口県熊毛郡平生町立平生小学校 江藤 明夫 

第（４）分科会 



川 幸次郎 氏） 
 「９ブロック」の活用について、大変素晴らし

いものである。静岡県では６つのステージを設け

て行っている。例えば，40 代の人でも 20 代の時

に学んでいない人もいる。若手でも一人前にでき

る人もいる。指導の難しい部分ではある。どうブ

ロック分けしていくか、Ｅ、Ｆの境目は難しい。

教職員評価制度は指導する側とされる側がよく協

議して課題を見つけていくことが大事である。本

人が自分の課題としてどうとらえるかが大事であ

る。 
推進リーダーのはたらきについて、手応えが次

へのエネルギーとなっていく。教頭がいい手応え

をもって研修をすすめることを期待する。 
 どういう姿をもって活性化とするか。「こういう

時、こういう指導で、こうなった」という具体的

な事例の積み重ねが大事である。「学力向上」のと

らえ方を単にテストに対応する力ととらえていな

いか、ていねいに考えていかなければいけない。 
 ベテランと若手がペアになって年間を通して、

お互いが学び合っているシステムを作っている地

区もある。年度当初、ミニ講習会を開催している

学校もある。自分が指導できる分野を紹介し、ア

ドバイスを受けたい人が受けるシステムで、この

分野なら伝えられるものがあるよ、というものを

リストアップしておくものである。教頭が各先生

のよさを取り上げていくことができるとよい。「未

来塾」のようなサークル活動で、１人の先生の成

長を追っていく研究をしているところもある。 
 改善に向けて、「ベクトルを合わせた」指導助言

は大事である。ベクトルの根幹には「学力向上」

があるのだろうが、その中身をみんなで共通理解

することが大事である。 
教頭はキャリアステージに応じて教員個々のよ

さや課題を明確にし、必要適切な指導助言支援を

行う重要な役割である。実績を積んでいただきた

い。 
 
助言②（千葉県習志野市立谷津小学校長 米満 

裕 氏） 

教頭会としての取組に敬意を表する。キャリア

ステージに応じた授業力向上が大事である。20 代

では vitality、30 代では specialty、40 代では

originality、50代では personalityが大事であり、

50 代にはすべて兼ね備えてほしい。 
 教員が授業研究でお互いが学び合い、支え合い、

高め合う同僚性は日本が世界に誇る部分である。

教師集団として学び合う同僚性こそ大事にしたい。 
 推進リーダーがいることは校長としてもダイナ

ミックに思い切った指導ができる。そういう場が

設定されていることは大事である。 
 「９ブロック」について、評価を可視化する点

がよい。自己評価してもらい、一緒に考える材料

として効果的に使えるのではないか。自己評価を

言葉でなく、具体的に評価して、課題を明確にさ

せることができる。 
 学校という組織で考えると、学校全体のボトム

アップが必要である。教頭と推進リーダーだけで

なく、教務主任や学年主任とどう関わるか、これ

によって学校全体の学力のボトムアップが図られ

る。それぞれの立場で学力向上に視点を当ててい

けばさらに効果的になるのではないか。 
 いろんな取組があるが、どれだけ若手が主体的

になっているかが大事である。クリエイティブに

関わらないと多忙感につながる。若手に授業をつ

くることが楽しく、面白いことであるということ

を教えたい。 
 教職員評価について、推進リーダーの評価が教

頭の視点とは異なる評価として参考になる。第三

者の評価に耳を傾けて、異なる視点からもう一度

教員を見て適切に評価することが大事である。 
 文科省は「チーム学校」を盛んに唱えている。

様々な人材を活用して、いじめ対応など新たな教

育課題について、様々な人の力を借りて学校は進

んでいくという、一つの方向付けである。今後、

教頭や校長がいかに柔軟に対応するかが大事であ

る。何を目的として外部の人を使うか、全職員が

わかっていないとうまくいかない。この提言から

多くのことを勉強させてもらった。 
 



 
 
 
 
 
【協議の柱】 
教頭として、学力向上のための小中連携のあり

方はどうあったらよいか。 
 
【質疑応答】 
○ ９年間の学びスタイルについて、小学生は比

較的教師の指導を受け入れることができるが、

中学生は形から入っていくことに対してどうと

らえていたか。 
・ ３年間かけてスタイルをつくってきた。規律

を重んじる校長の強い思いがあった。子どもは

そのことにメリットが感じられれば納得して学

習を進めていく。 
○ 小中相互に授業参観した後、小中で乗り入れ

授業等を予定しているか。 
・ 体育教員が通常の 1.7 倍いるので小学校の陸

上練習に入ったり、英語（外国語活動）にも入

ったりしている。 
○ 授業がこう変わった、連携することによって

こう変わった、授業改善につながったという事

例があったら教えてほしい。 
・ 確かに学習規律はできてきたが、教師の資質

向上の面では十分ではない。子どもたちは自習

がうまくなってきた。自習体制をとって研究授

業を行う回数を増やしても落ち着いて学習でき

るようになってきている。 
○ 地域の人に対して、学びのスタイルの広報に

ついて、どんな取組をしているか。 
・ ＨＰを充実させている。全保護者に見てもら

い、学校がこう変わってきたということをアピ

ールしている。生徒が落ち着いてきたので、地

域にも協力してもらえるようになった。学習規

律の向上が安定した学校につながっている。  
○ 各学校の研修において小中連携にかける時間

はどのくらいか、そのために他の研修の時間を

どのくらい削っているのか。 
・ 校長の方針で、会議はすべて 20 分以内で終わ

るようにして、時間を確保している。 
○ 「学びスタイル」の上に目指す児童・生徒像

があると思うが、それはどのようなものか。 
・ 外国籍生徒が全体の４分の１を占め、両親が

そろっていない家庭が多いなどの現状がある。

協働の学びが大切であり、互いを認め合い、そ

の中でより高いものを目指し、長所を引き出す

ことを目指している。 
○ 市教委や校長会の動きはどうなっているのか。 
・ 教頭会だけではない。市のいじめ・不登校対

策委員会がありその中に小中連携部会がある。

これは校長会、教頭会、教務主任会、一般教員

からなる組織であり、それぞれの立場で地域環

境の違いなども考慮しながら進めている。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 

教頭会を挙げて取り組んでいることがわかる。 
小中連携についてはグループ内でいろんな報告が

あった。教頭がリーダーシップを発揮するととも

に教務主任に任せるなど、両方の対応が大事だと

思った。市教委がリーダーシップをとり市全体で

推進しているところもある。学力向上のために家

庭学習についても小中連携していく実践例の紹介

があった。教頭として、小中連携のミドルリーダ

ーを育てることが大事であり、取組について地域

に知らせていくことも大事であるという話が出た。 
 
協議報告② 

教頭は各セクションから出てくる課題を調整す

ることが大事である。小中連携が形だけに終わら

ないようにメリットをいろんな場面で先生方と共

有していくことが大事である。教頭があるべき姿

を描き、示していくことが大事であるという意見

が出た。小中の文化が違う実態を踏まえて教頭が

その違いを融合させていくことが大事である。 
 
 

提言２ 学校活性化を目指す教師力向上に向け

た取組 
 ～「学ぶ教師集団」になるための教頭の役割～ 
愛知県江南市立宮田中学校 長岡 孝行            



【指導助言】 
助言①（静岡県静東教育事務所総括管理主事 横

川 幸次郎 氏） 
授業力向上を目指して取り組んでいることが価

値あることである。見方、感じ方に響く授業をす

ることで建て直しをしている学校の事例があった。

家庭学習についても、子どもが「家でも調べてみ

たい」と思うような授業の終末になるように工夫

したい。 
 目指す子どもの姿はどんなものか。変容、成果

は子どもの姿でとらえたい。授業の姿で子どもは

どう変わったか、とらえたい。 
 学校の活性化のために、継続性に発展性を加え

ていきたい。学習ルールから互いの学びを支え合

う協働学習への発展につながるのではないかと思

う。形骸化を防ぐためにも発展性を考えていくこ

とが重要である。 
 共通の学びスタイルについて子どもたちはどう

思っているのか知りたい。子ども自身が自分の学

びを肯定感や次への課題をもって取り組む中に、

前向きに自分自身を振り返るヒントがあると思う。 
 
助言②（千葉県習志野市立谷津小学校長 米満 

裕 氏） 
 学びスタイルについて、ここまでやるか、とい

うくらいに、小中が一緒になって徹底して実践し

ていることに価値がある。教頭として、全校職員

が時間をそろえてやるための連絡調整は大変だっ

たと思う。今後、地域防災なども考えていくと小

中連携はますます大事になっていくだろう。近隣

学校とは管理職が主体となってやっていくことが

大事である。 
学習スキルについてはどこの学校でも実践され

ている。小学校１～６年生、中１～３年生まで幅

があるが、その中で発達段階に応じてどのように

指導をしてきたのか、何らかの心への指導があっ

たと思う。 
学びスタイルについて、徹底させることは授業

が効率的になる利点がある。型がクローズアップ

されるが、実践では「ありがとう」という気持ち

を大事にしている。心の指導をきちんとされてい

るからこそうまくいっているのかなと思った。 
「学習スキルを通して授業への参加」という文

言がある。学習スキルは「できた」「できない」が

はっきりわかる。授業への参加は授業が面白くな

いとできなくなる。つまらない授業では子どもは

先生の言うことを聞かなくなる。形を継続させる

ためには、中身が面白くないといけない。 
「学びスタイル」をやって、何が変わったか、

何がよかったか、授業の向上に何が役立ったか、 

子どもに聞いてみたい。 
教頭としての連携・調整はできている。学びの

内容、学ぶ教師集団の基礎はできている。これを

継続していくために、形から内容へどうシフトし

ていくかが課題になる。形から入ったり、内容か

ら入ったり、いろんな考え方がある。何でもよい

が「みんなでやろうよ」というもの、教頭がリー

ダーシップをとって全職員でやっていくことが子

どもを変えていく、そういった一つの提案であっ

た。 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
教頭として、「学校力」を育成するにはどんな手

だてがあるか。「教育の情報化」に向けて、教頭は

どのようにかかわったらよいか。 
 
【質疑応答】 
○ 掲示板さえ見ない教員がいるのが現状である。

パソコンを開かせる工夫はどうしているか。 
・ 新しいものを取り入れることに対する先生方

の抵抗感はある。パソコンを開いたら掲示板を

見るように呼びかけていくしかない。校内だけ

でなく、市全体で取り組んでいる。 
○ 地域ネットワークで不具合があった時のサポ

ート体制はどうなっているのか。 
・ 不具合については市の情報政策課と対応して

提言３ 学校運営と教頭のかかわり 
～校務用パソコンの有効活用を通して～ 

静岡県富士市立鷹岡中学校 齋藤 文徳 



いる。システム会社とは 24 時間、連絡できる態

勢をとっている。 
○ 自宅でも成績処理が可能ということだが、セ

キュリティ対策はどうなっているのか。 
・ クラウド形式であるのでＩＤとパスワードさ

えあればどこでもアクセス可能であり、データ

の漏洩もない。 
○ 職員会議のペーパーレス化について有効だっ

た取組を教えてほしい。 
・ ＰＤＦ化する方法をとっているが、目の前に

書類として残らないのが難点。結局確認するた

めに必要な部分は印刷しているのが現状である。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
 グループ内で、家でデータを見られる環境にあ

る学校は８校中１校である。入試関係書類等、間

違いのないように打ち出して確認は必要である。

メールで文書のやりとりをするようになって逆に

早い対応を要求されることもあり、一概に便利と

は言えない。出席管理、通知表所見等の作成、緊

急メール配信等有効な部分もある。教頭として何

ができるか、有効性を宣伝していくことが大事。 
 
協議報告② 
 仕事を家に持ち帰れない現状があり、勤務時間

の問題につながっている。1 つの情報を入力する

と他にも連動するものであれば便利である。便利

なものについては情報を集めて、先生方に還元で

きるとよい。教育設備の充実を図るための予算を

付けることも教頭の役割である。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県静東教育事務所総括管理主事 横

川 幸次郎 氏） 
 テーマにある「学校力の育成」について、組織 

力の強化、教師の力量形成、学力向上の 3 つは重

要でありよい視点である。 
学校訪問すると、理科、算数、図工でよく活用

されている。養護教諭や栄養士と、子供の健康面

の情報を共有できることもよい。 
 校務支援システム導入に関する正の価値は明ら

かであるが、負の価値についてしっかりと確認が

必要である。例えば、成績処理上のミスや授業案

を過去のデータ（資料）からそのまま引用した例

があった。 
 ある小学校では特別な支援を要する子どものエ

ピソードなどを共有フォルダーで管理して共有し、

みんなで意見交換をしていた。月に２回、子ども

を語る会を開き、協議していた。子どもを多面的

に見ることができ、指導の経過を大事にし、共有

することで、さらなるコミュニケーションにつな

がっている例もある。 
 アンケートの結果について、24 年度と 27 年度

の結果について専門的に因子分析もしている点は

評価できる。多忙化の解消や児童とふれ合う時間

の確保など、実証的なデータは得られなかったよ

うだが ICT 活用した意義が実感できることが大

事である。意義が理解できれば充実感をもって仕

事ができる。大事なことは主体性をもつこと。や

らされ感だけが残らないようにしたい。事務所と

して文書を出すことがあるが、意義を理解しても

らえるといい。教頭として役割についてそれぞれ

の視点でよくまとめられている。 
 
【統括】 

それぞれの実践についてグループでよく話し合

われていた。それぞれの県、市町、学校でお互い

に「チーム」として教頭会の活動ができることを

期待している。同じ目的に向かって「観」を共有

し、協働する集団であってほしい。方法の違いは

あっても目指すところは同じである。小中連携の

例でも根っことなる授業観を共有することが大事

である。授業の乗り入れや学習ルールの共通化も

よい。子どもが問いを持って授業を進めるなど、

さらなる発展を考えたい。 
教頭としてある時は進言も必要である。校長が

適切に判断するための案を複数もっていたい。ま

た校長のアイディアを具現化することが大事。参

謀が発展させる役を担っている。教頭は激務であ



るが、学校、子どものために努力してほしい。 
 
助言②（千葉県習志野市立谷津小学校長 米満 

裕 氏） 
 パソコン活用について、具体的な提案で説得力

のある内容であった。 
 教頭として組織を使うことが大事。パソコン部

会を立ち上げて、若い先生の活躍の場としたこと

もある。それぞれの先生の得意分野を生かして活

躍する場とすることもできる。 
これまでボールペン原紙やワープロなど、様々

なものが学校に入ってきた。その都度先生方はチ

ャレンジして乗り越えてきた。メリット、デメリ

ットは必ずある。行政と学校が一体となって取り

組むことによって大きな効果が生まれる。反面、

システムは更新しなければいけない。デメリット

のひとつに情報管理がある。また、これまでのよ

うに職員室がみんなで話したり仕事をしたりする

場としての機能が少なくなっていく可能性がある。

コンピュータのようなツールによって、メールの

掲示板でのやりとりもいいが、顔を見て話すこと

が大事であり、その機会を失われていくとしたら

心配である。 
パソコンはひとつのツールであり、最終的には

人（とのかかわり）が大事である。 
因子分析は研究にひとつの客観性をもたせてい

る。さらに深めてほしい。 
情報化が進んでいくと同時に情報モラルが大事

になっていく。教員としてのモラルは教頭が指導

する必要がある。 
「34％解消された」とする意義は大きい。教頭

はどのくらい多忙感の解消につながったか、学校

力育成にどのような効果があったか、教頭として

どのように変わってきたかを実証することが学校

力の育成につながる。 
他の仕事が増えてきている。いかに教頭が負担

だと思っている職務についてパソコンを使って改

善して行くかという視点が必要である。「学校力」

を上げるためには全職員が一定以上のレベル知識、

意識、セキュリティの確認が必要になる。パソコ

ンはツールであるという認識共有していきたい。

意識を変えていかないとなかなか難しい。ペーパ

ーレスを求めるよりも自分たちの仕事を進めてい

くという視点で進めていけばいいのではないか。 
 
【総括】 
３つの提言はどれも大変興味深いものであった。

一方、協議の柱と提案の内容を結びつけるのが難

しく感じるところがあったが、フロアの先生方が

自分で理解しながら考えていてよかった。 
学校力の向上や教頭の勤務実態の改善など、突

き詰めると最終的には学力の向上につながる。 
やはり根本にある大切なことは教頭・副校長が

元気であるということだ。 
職員室では知識や子どもの情報が共有されて、

職員が顔を見合って活発に意見交換がされること

が大事である。昔から日本の教育界が大事にして

きたものに職員室の文化がある。教員同士が共に

学び合い、高め合い協働する姿が学力向上につな

がると確信している。 
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第57回全国公立学校教頭会研究大会静岡大会 

香川県高松地区小中学校教頭会 
［ 提言者 ］ 高松市立古高松南小学校 
             宮竹 弘樹 

「教職員の資質向上にかかる教頭の役割」



高松市 
人口４２万人
小学校４８校 
中学校２３校 

香川県 
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１ 主題設定の理由 

校内研修 
 
OJT 

教頭のはたらきかけ 

指導 

支援 

望ましい
教職員の
人間関係 

 
教職員の
資質向上 



２ 研究のねらい  

教頭 
個々の教職員の特性や 

力量を生かすかかわり 

学校組織の活性化 

教職員の充実感・達成感 

子どもに還元 



３ 研究の経過  

研究テーマの設定 

各校の実践発表 

実践の分析 成果・課題の検証 

四国地区教頭会提案発表 

次年度に向けての方向性の確認 

１年次 平成２６年度 

２年次 平成２７年度 ３年次 平成２８年度 



４ 研究の概要  

（１） 直接的な働きかけ→指導 

（２） 間接的な働きかけ→支援 

①教頭が企画・運営した校内研修 
②連絡プリントの配布 
③日常的な観察・指導 

①学校組織の活性化 
②専門性を高める （外部講師の活用） 
③有効に機能するために 



直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 

教頭が講師となり，企画・
運営を行う 



・ 研修題材の工夫 

 ★ポイント★ 
必要感のある題材を 

直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 



【平成２３年度】学習評価・評定 

【平成２４年度】ハラスメントの防止 

【平成２５年度】体罰について 

【平成２６年度】生徒指導上の対応 

いじめ防止対策推進法の施行 

学校でのいじめ防止基本方針の策定 

ワークショップ形式の 
いじめ発生時の対応研修 



・ 研修方法の工夫 

 ★ポイント★ 
 ① グループの人数 
 ② グループ編成の工夫 
 ③ 役割分担と時間設定 
 ④ 最後にフィードバックを 

直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 



・ 

 ★ポイント①★ 
 グループの人数 ４～６人で 

直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 



 ★ポイント②★ 

 ② グループ編成の工夫 

直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 

・ 



 ★ポイント★ 

 ③ 役割分担と時間設定 

直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 

・ 



 ★ポイント④★ 
 最後にフィードバックを    

直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 

・ 



直接的な働きかけ 指導実践例 

① 校内研修の充実 



②連絡プリントの配布 

タイミングよく指導資料や 
情報を提供 

会議の時間短縮 

直接的な働きかけ 指導実践例 



 配布プリントの内容 
 ① 校長のビジョン 
 ② 教職員のよさや努力 
 ③ よりよい指導方法の助言 
 ④ 教頭としての考えや思い 

②連絡プリントの配布 

直接的な働きかけ 指導実践例 



学期末のこの時期だからこそ「丁寧に整える」 
    ～傘立てから見えるもの～ 
 傘立ての様子から見える子どもの姿 
 
○傘を細くたたんで傘立てに入れる 
 ・ さして来た傘を水をはらい、細くたた 
 んで、ひもをかけて傘立てに入れる。 
  → 「公」的な心の育成。 
立ち止まって落ち着いたふるまい 
（靴を揃えることと同じ）。 
   

②連絡プリントの配布 

直接的な働きかけ 指導実践例 



今の時期に「固めること」～学級（学年）ルールと学級（学年）モラル
～ 
■体育館の入退場・・・担任によって指導の温度差 
 ・「少し喋っていても黙認」と「必ず無言になるよう指導」 
 ・「体育館を出るまで無言」と「教室に入るまで無言」 
 ・教師が「列の先頭を歩き後ろを振り返らない」のと「列の中間や最後尾など位置を
変えて児童を引率する」 
 ○担任以外の先生は必ず入場、退場時に所定の位置に立ち指導 
ルールとモラルの徹底は「教師の指導」だけでなく、様々な場面や仕組
みを通して ～どれだけ細かく手を打てるか～ 
（例）○新体力テスト実施時の待っている児童への指導をきちんと行う 
                          （事前指導） 
    ・きちんと整列して座って待つ。<友達のプレーを見て学ぶ> 
                   <保健の検診時と同じ> 
      

②連絡プリントの配布 

直接的な働きかけ 指導実践例 



③日常的な観察と適切な評価・指導 

メンタリング 

コーチング 

直接的な働きかけ 指導実践例 



スキルや経験
が豊富 
 
教頭 
・助言を与える
・相談に乗る 
 

スキルや経験
が少ない 

 若年教員 

職務遂行能力
充実感 

③日常的な観察と適切な評価・指導 

直接的な働きかけ 指導実践例 



（１）話を相手の立場に立って聞く 
（２）よいところを認めて、伝える 
（３）トラブル対処の援助をする 
（４）よりよい関係を構築する 
（５）スキルアップできる業務を与える 
（６）教職員のモデルとなる 
（７）業務のやり方を教える 
（８）関係者に働きかける 
（９）人を紹介する 
 

メンタリング教頭のかかわり例 



教頭がよき指導者・相談者 

初任者をメンタリングの 
対象とした事例 

③日常的な観察と適切な評価・指導 

直接的な働きかけ 指導実践例 



①学校組織の活性化のために 

間接的な働きかけ 支援実践例 



 ★ポイント★ 
  小規模なチームでの対応 
 
 集まりやすく、動きやすい。 
 コミュニケーションしやすい。 
 物事が決まりやすい。   

①学校組織の活性化のために 

間接的な働きかけ 支援実践例 



家庭学習の手引きの作成 

規範意識の向上 

算数のレベルアップ 

特命担当班 臨機応変型のプロジェクトチーム 

学校課題の意識を高める 
早期の課題対応 

①学校組織の活性化のために 

間接的な働きかけ 支援実践例 



 ★ポイント★ 
  若手教員の積極的な活用 
ボトムアップの意見が出やすい。 
若い教員が相談しやすい。  
若い教員を校務分掌のリーダー役 

①学校組織の活性化のために 

間接的な働きかけ 支援実践例 



若年教員（例 経験年数６年未満） 
のリーダー 

研修をもと
に企画 

職員会で 

提案 

重点課題 

として実践 

子どもの 

変容 

学校課題解決に向けて 

教頭は進行管理と助言 

①学校組織の活性化のために 

間接的な働きかけ 支援実践例 



 ★ポイント★ 
  ベテラン・中堅教員の意欲化 
 
 得意分野を生かして研修講師を 
 より高度な研修の受講を 

①学校組織の活性化のために 

間接的な働きかけ 支援実践例 



初任者研修 

ミドル層が指導者と
なる場の設定 

現職教育 

ベテラン教員が行う
師範授業参観の調整  

学年団会 

主任層の意欲化を図
る場として設定 
 

 

若年研修 

若年教員のリーダー
役の育成 

初 任 者 

初任者支援を核とした人材育成 
- 各校内研修の整備と教頭の支援例 -  

①学校組織の活性化のために 



②専門性を高めるために 
   （外部講師の活用） 

外部講師 教職員 専門性の
高まり 

教頭が 
コーディネート 

間接的な働きかけ 支援実践例 



外部講師の招聘 
 ・市教委 指導主事等の要請訪問 
 ・県教委事務局東部教育事務所  
      指導主事の要請訪問 
 ・県教育センター 
   指導主事の研修サポート事業 等 

②専門性を高めるために 
   （外部講師の活用） 



③教頭からのはたらきかけが 
有効に機能するために 

教職員との信頼関係 

安心できる環境づくり 

身近なよきモデル 

間接的な働きかけ 支援実践例 



 ５ 研究の成果と今後の課題 

・ 教職員の資質向上が，質的な業務 
 改善や量的（時間的）な業務改善に 
 つながっている。 
・ 学校課題に迅速に対応できる組織 
 を作ることで，課題を早期に解決す 
 ることができた。 

課題 負担感より充実感を味わわせる 
   教頭のかかわりとは 



６ 協議の柱 

・ 教頭として，教職員が仕事

成果が実感でき，充実感を味
わうことができるようにする
ためにはどうしたらよいか 

ご清聴ありがとうございました。 



分科会グループ協議 

～ 協議の柱 ～ 

・ 教頭として，教職員が仕事

成果が実感でき，充実感を味
わうことができるようにする
ためにはどうしたらよいか 
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 第５Ａ課題 教職員の専門性に関する課題 
＜研究主題＞ 
   

教職員の指導力向上を図るための指導・助言 
  ～「海津市教育のスタンダード」の構築を目指して～                      
                              

岐阜県海津市教頭会 





揖斐川 
長良川 

木曽川 
養老山地 

輪中地帯 
海津市 

三重県 
愛知県 



人口 約４万人 

面積 約１１０㎢ 



＜南濃町＞ 
小学校 ３校 
中学校 ２校 

＜平田町＞ 
小学校 ２校 
中学校 １校 

＜海津町＞ 
小学校 ５校 
中学校 １校 

《海津市》 
小学校 １０校        28年度 
中学校  ４校   ⇒ ３校に（１町１中に）   

三重県 

愛知県 

１校に 



 海津市教頭会組織 

 
 

研究部 広報部 組織部 
役員会 

海津市教育のスタンダードの構築 



１ 主題設定の理由 

・ 若い教員の増加 
・ 市在住の教員の占有率が極端に低い 
・ 激しく異動 
・ あやうい指導の実態 

児童生徒のために 教員の資質向上が急務 
海津市の特色ある教育の継続 

   

教職員の指導力向上を図るための指導・助言 
  ～「海津市教育のスタンダード」の構築を目指して～                   
                              



１０年後 

海
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別
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現在 

１ 主題設定の理由 
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員
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Graph1

		20代

		30代

		40代

		50代以上



36

28

55

74



結果（全体)

		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤 ヒジョウキン		小学校 ショウガッコウ		3		1		1		2		1		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		85		68		32		19		39

						だいたい		86		99		119		132		93

						あまり		18		22		37		37		53

						ほとんど		4		4		3		1		5





結果（全体)

		



教師は知っているか？



結果（20代)

		



教師は授業で意識しているか？



結果（30代)

		



子どもたちは意識しているか？



結果（40代)

		



子どもたちに身についているか？



結果（50代以上)

		



子どもたちに説明しているか？



結果(小学校）

		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

						よく		9		6		1		0		4

						だいたい		19		21		24		24		16

						あまり		8		9		10		11		15

						ほとんど		0		0		0		0		0





結果(小学校）

		



教師は知っているか？(20)



結果(中学校）

		



子どもたちは意識しているか？(20)



世代別人数

		



子どもたちに身についているか？(20)



		



子どもたちに説明しているか？(20)



		



教師は授業で意識しているか？（20）



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

						よく		8		6		1		0		1

						だいたい		15		15		15		19		11

						あまり		4		6		11		7		14

						ほとんど		1		1		1		1		2





		



教師は知っているか？(30)



		



教師は授業で意識しているか？(30)



		



子どもたちは意識しているか？(30)



		



子どもたちに身についているか？(30)



		



子どもたちに説明しているか？(30)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		非常勤 ヒジョウキン		小学校 ショウガッコウ		3		1		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

						よく		30		26		14		9		15

						だいたい		22		27		37		35		31

						あまり		2		1		3		10		7

						ほとんど		1		1		1		0		1





		



教師は知っているか？(40)



		



教師は授業で意識しているか？(40)



		



子どもたちは意識しているか？(40)



		



子どもたちに身についているか？(40)



		



子どもたちに説明しているか？(40)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		38		30		16		10		19

						だいたい		30		36		43		54		35

						あまり		4		6		13		9		17

						ほとんど		2		2		1		0		2





		



教師は知っているか？(50)



		



教師は授業で意識しているか？(50)



		



子どもたちは意識しているか？(50)



		



子どもたちに身についているか？(50)



		



子どもたちに説明しているか？(50)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		非常勤 ヒジョウキン		小学校 ショウガッコウ		3		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

						よく		56		45		25		16		30

						だいたい		47		56		67		75		56

						あまり		13		15		23		23		27

						ほとんど		0		0		0		0		2

						よく		56		45		25		16		30

						だいたい		47		56		67		75		57

						あまり		13		15		23		23		27

						ほとんど		0		0		0		0		2





		



教師は知っているか？(小学校）



		



教師は授業で意識しているか？(小学校）



		



子どもたちは意識しているか？(小学校）



		



子どもたちに身についているか？(小学校）



		



子どもたちに説明しているか？(小学校）



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		29		23		7		3		9

						だいたい		39		43		52		57		37

						あまり		5		7		14		14		26

						ほとんど		4		4		3		1		3





		



教師は知っているか？(中学校）



		



教師は授業で意識しているか？(中学校）



		



子どもたちは意識しているか？(中学校）



		



子どもたちに身についているか？(中学校）



		



子どもたちに説明しているか？(中学校）



		世代 セダイ		人数 ニンズウ								合計 ゴウケイ

				小学校 ショウガッコウ				中学校 チュウガッコウ

		20代 ダイ		20				15		1		36		74

		30代 ダイ		13		1		13		1		28		36

		40代 ダイ		27		1		26		1		55		28

		50代以上 ダイイジョウ		51		3		16		4		74		55

		小計 ショウケイ		111		5		70		7		193

		合計 ゴウケイ		116				77				193





		



2014年　世代別人数



		



2015年　世代別人数（予想）




Graph1

		20代

		30代

		40代

		50代以上



74

36

28

55



結果（全体)

		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤 ヒジョウキン		小学校 ショウガッコウ		3		1		1		2		1		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		85		68		32		19		39

						だいたい		86		99		119		132		93

						あまり		18		22		37		37		53

						ほとんど		4		4		3		1		5





結果（全体)

		



教師は知っているか？



結果（20代)

		



教師は授業で意識しているか？



結果（30代)

		



子どもたちは意識しているか？



結果（40代)

		



子どもたちに身についているか？



結果（50代以上)

		



子どもたちに説明しているか？



結果(小学校）

		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

						よく		9		6		1		0		4

						だいたい		19		21		24		24		16

						あまり		8		9		10		11		15

						ほとんど		0		0		0		0		0





結果(小学校）

		



教師は知っているか？(20)



結果(中学校）

		



子どもたちは意識しているか？(20)



世代別人数

		



子どもたちに身についているか？(20)



		



子どもたちに説明しているか？(20)



		



教師は授業で意識しているか？（20）



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

						よく		8		6		1		0		1

						だいたい		15		15		15		19		11

						あまり		4		6		11		7		14

						ほとんど		1		1		1		1		2





		



教師は知っているか？(30)



		



教師は授業で意識しているか？(30)



		



子どもたちは意識しているか？(30)



		



子どもたちに身についているか？(30)



		



子どもたちに説明しているか？(30)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		非常勤 ヒジョウキン		小学校 ショウガッコウ		3		1		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

						よく		30		26		14		9		15

						だいたい		22		27		37		35		31

						あまり		2		1		3		10		7

						ほとんど		1		1		1		0		1





		



教師は知っているか？(40)



		



教師は授業で意識しているか？(40)



		



子どもたちは意識しているか？(40)



		



子どもたちに身についているか？(40)



		



子どもたちに説明しているか？(40)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		38		30		16		10		19

						だいたい		30		36		43		54		35

						あまり		4		6		13		9		17

						ほとんど		2		2		1		0		2





		



教師は知っているか？(50)



		



教師は授業で意識しているか？(50)



		



子どもたちは意識しているか？(50)



		



子どもたちに身についているか？(50)



		



子どもたちに説明しているか？(50)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		非常勤 ヒジョウキン		小学校 ショウガッコウ		3		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		非常勤 ヒジョウキン		小学校		2		2		2		2		2		0

						よく		56		45		25		16		30

						だいたい		47		56		67		75		56

						あまり		13		15		23		23		27

						ほとんど		0		0		0		0		2

						よく		56		45		25		16		30

						だいたい		47		56		67		75		57

						あまり		13		15		23		23		27

						ほとんど		0		0		0		0		2





		



教師は知っているか？(小学校）



		



教師は授業で意識しているか？(小学校）



		



子どもたちは意識しているか？(小学校）



		



子どもたちに身についているか？(小学校）



		



子どもたちに説明しているか？(小学校）



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		29		23		7		3		9

						だいたい		39		43		52		57		37

						あまり		5		7		14		14		26

						ほとんど		4		4		3		1		3





		



教師は知っているか？(中学校）



		



教師は授業で意識しているか？(中学校）



		



子どもたちは意識しているか？(中学校）



		



子どもたちに身についているか？(中学校）



		



子どもたちに説明しているか？(中学校）



		世代 セダイ		人数 ニンズウ								合計 ゴウケイ

				小学校 ショウガッコウ				中学校 チュウガッコウ

		20代 ダイ		20				15		1		36		74

		30代 ダイ		13		1		13		1		28		36

		40代 ダイ		27		1		26		1		55		28

		50代以上 ダイイジョウ		51		3		16		4		74		55

		小計 ショウケイ		111		5		70		7		193

		合計 ゴウケイ		116				77				193





		



2014年　世代別人数



		



2015年　世代別人数（予想）





１ 主題設定の理由 

       若い教員の増加 
（ 市在住の教員の占有率が極端に低い） 
 

          激しく異動 
       あやうい指導の実態 

児童生徒のために 教員の資質向上が急務 
海津市の特色ある教育の継続 

   

教職員の指導力向上を図るための指導・助言 
  ～「海津市教育のスタンダード」の構築を目指して～                   
                              



２ 研究のねらい 

  各校での実践 

 情報交換・研修会  

   

指導力向上⇒学力向上                   

                              

 成果の共有・一般化  



  海津市教育のスタンダード（平成25年度） 
３ 研究の概要 



○○学校のスタンダード 



意識して 

授業していますか？ 

知っていますか？ 

子ども達は 

意識していますか？ 

子ども達に説明してい
ますか？ 

子ども達に 

身についていますか？ 

  （１） アンケートの実施 


Graph1

		知っていますか。		知っていますか。		知っていますか。		知っていますか。

		意識して、授業をしていますか。		意識して、授業をしていますか。		意識して、授業をしていますか。		意識して、授業をしていますか。

		子ども達も意識して授業に向かっていると思いますか。		子ども達も意識して授業に向かっていると思いますか。		子ども達も意識して授業に向かっていると思いますか。		子ども達も意識して授業に向かっていると思いますか。

		子ども達に身についていると思いますか。		子ども達に身についていると思いますか。		子ども達に身についていると思いますか。		子ども達に身についていると思いますか。

		めざす姿を子ども達が分かるように説明していますか。		めざす姿を子ども達が分かるように説明していますか。		めざす姿を子ども達が分かるように説明していますか。		めざす姿を子ども達が分かるように説明していますか。
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教職員アンケート（全体)

		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		84		66		30		18		37

						だいたい		84		97		117		129		91

						あまり		17		22		37		37		53

						ほとんど		4		4		3		1		5





教職員アンケート（全体)

		



教師は知っているか？



教職員アンケート（20代)

		



教師は授業で意識しているか？



教職員アンケート（30代)

		



子どもたちは意識しているか？



教職員アンケート（40代)

		



子どもたちに身についているか？



教職員アンケート（50代以上)

		



子どもたちに説明しているか？



教職員アンケート(小学校）

		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

						よく		9		6		1		0		4

						だいたい		19		21		24		24		16

						あまり		8		9		10		11		15

						ほとんど		0		0		0		0		0





教職員アンケート(小学校）

		



教師は知っているか？(20)



教職員アンケート(中学校）

		



子どもたちは意識しているか？(20)



Sheet1

		



子どもたちに身についているか？(20)



		



子どもたちに説明しているか？(20)



		



教師は授業で意識しているか？（20）



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

						よく		8		6		1		0		1

						だいたい		15		15		15		19		11

						あまり		4		6		11		7		14

						ほとんど		1		1		1		1		2





		



教師は知っているか？(30)



		



教師は授業で意識しているか？(30)



		



子どもたちは意識しているか？(30)



		



子どもたちに身についているか？(30)



		



子どもたちに説明しているか？(30)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

						よく		30		25		13		9		14

						だいたい		22		27		37		34		31

						あまり		1		1		3		10		7

						ほとんど		1		1		1		0		1





		



教師は知っているか？(40)



		



教師は授業で意識しているか？(40)



		



子どもたちは意識しているか？(40)



		



子どもたちに身についているか？(40)



		



子どもたちに説明しているか？(40)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		37		29		15		9		18

						だいたい		28		34		41		52		33

						あまり		4		6		13		9		17

						ほとんど		2		2		1		0		2





		



教師は知っているか？(50)



		



教師は授業で意識しているか？(50)



		



子どもたちは意識しているか？(50)



		



子どもたちに身についているか？(50)



		



子どもたちに説明しているか？(50)



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		3		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		20代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		20代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		4		特にありません。

		30代		常勤		小学校		2		2		3		2		2		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		30代		常勤		小学校		1		1		2		3		3		0

		30代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		30代		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		30代		非常勤		小学校		3		3		3		0		3		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		3		海津市の共通のものや学校独自のものがあると思いました。

		40代		常勤		小学校		1		2		3		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		2		学習・生活・道徳のスタンダードを作成して、取り組んでいる。学校全体が共通理解のもと、指導を行うことができる。

		40代		常勤		小学校		2		2		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		市として共通の考え方をもつことは良いことだと考える。

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		小学校		2		2		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		1		2		0

		40代		常勤		小学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		40代		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		3		3		中学校区内の小中連携を図りたい。

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		4		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		3		3		3		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		各学校の実情に合わせて幅を持たせてほしい。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		3		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		3		2		2		3		特にありません。

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		1		1		1		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		0		0		0		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		1		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		小学校		2		2		2		2		2		0

						よく		55		43		23		15		28

						だいたい		45		54		65		72		54

						あまり		12		15		23		23		27

						ほとんど		0		0		0		0		2

						よく		55		43		23		15		28

						だいたい		45		54		65		72		55

						あまり		12		15		23		23		27

						ほとんど		0		0		0		0		2





		



教師は知っているか？(小学校）



		



教師は授業で意識しているか？(小学校）



		



子どもたちは意識しているか？(小学校）



		



子どもたちに身についているか？(小学校）



		



子どもたちに説明しているか？(小学校）



		年代		勤務形態		小中別		知っているか		授業で意識しているか		子どもたちは意識している		子どもたちは身についている		子どもたちに説明している		記述

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		0		0		0		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		3		3		3		3		1		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		20代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		特になし

		30代		常勤		中学校		2		2		3		3		3		生徒の実態や教員の資質や個性が意識されていないマニュアルは、ある程度あってもいいと思うが、人間味にかける面もあるので浸透しないと思います。

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		4		4		4		4		4		0

		30代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		30代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		3		2		2		2		0

		30代		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		30代		常勤		中学校		2		3		3		3		3		0

		30代		常勤		中学校		3		3		3		2		3		0

		30代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		1		1		1		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		3		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		海津市教育のスタンダードは、教師側が意識するべきことや指導していくことである。その基盤として学習集団づくりも必要である。学習集団づくりとして生徒が教師と共に意識していくことは大切であるが、学びのスタンダードの内容やめざす姿を生徒に説明しなくてはいけないのか？（特に内容）

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		40代		常勤		中学校		2		2		3		3		2		学校によっての差をなくすために、綿密に練り合うようにしていただきたい。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		0		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		1		3		2		各学校ばらばらではなく、海津市として考え方の統一をする必要がある

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		市で行われる教育研修の機会に「学びのスタンダード」についての研修を取り入れるとよいかと思います。

		40代		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		40代		常勤		中学校		2		2		2		1		1		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		1		若い職員は、スタンダードのように単位時間の授業を仕組めば流れるのでとてもわかりやすくてよいと思う。生徒もどの教科の授業も同じように進んでいくので、安心して学べると思う。

		40代		常勤		中学校		2		2		1		2		1		0

		40代		常勤		中学校		4		4		4		0		4		0

		40代		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		40代		非常勤		中学校		1		1		2		2		2		メモをとらないは疑問。先生が話したことで大切だと思うことはメモしてもよい。社会に出たときに生きる力として大切。

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		1		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		生徒への学びのスタンダードと同時に教師側の教えのスタンダードを密着させていかないと授業体制がかみ合わない。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		2		パターンやマニュアルではないが、ある程度の型に沿っておこなっていけるので、職員間で共通理解・共通行動しやすい。また内容はまったく特殊なことではなく、誰もがやれる（やるべき）基本的なことが多いので、若い人でもベテランでもできるものであると思う。

		50代以上		常勤		中学校		1		2		3		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		1		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		3		3		3		0

		50代以上		常勤		中学校		3		3		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		2		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		常勤		中学校		2		2		3		2		3		0

		50代以上		常勤		中学校		4		4		4		3		4		0

		50代以上		常勤		中学校		1		1		1		2		1		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		2		2		2		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

		50代以上		非常勤		中学校		2		2		3		3		3		0

						よく		29		23		7		3		9

						だいたい		39		43		52		57		37

						あまり		5		7		14		14		26

						ほとんど		4		4		3		1		3





		



教師は知っているか？(中学校）



		



教師は授業で意識しているか？(中学校）



		



子どもたちは意識しているか？(中学校）



		



子どもたちに身についているか？(中学校）



		



子どもたちに説明しているか？(中学校）



		

				よく		だいたい		あまり		ほとんど

		知っていますか。		84		84		17		4

		意識して、授業をしていますか。		66		97		22		4

		子ども達も意識して授業に向かっていると思いますか。		30		117		37		3

		子ども達に身についていると思いますか。		18		129		37		1

		めざす姿を子ども達が分かるように説明していますか。		37		91		53		5





		



よく

だいたい

あまり

ほとんど





海津市授業スタンダードとは 
 ① 教えと学びの出発点 
 ② 教材研究の開始の視点 
   ③ 共通の学び方と共同の指導姿勢 
 ④ 教師の課題意識の共通化 
          対応方途の共同化 
   （全教科・全職員による組織的指導） 

  （２） 海津市教育研究大会での教頭会発表 



・景色を楽しむ    
・登ってきた道のりを振り返る。   
・思いを馳せる 

・後押ししたり引っ張り上げたりする。 
・数人で協力させて、励ます 
・助言する。 
・挑戦させる。 

・登山口を見つけられたか 
・登りはじめているか。 
・生徒にあったものか。 
・頂上までの距離 
・すでに頂上に立った生徒 

課題提示 

まとめと評価 

・山頂に向かって登りはじめる 

頂上を見通すことができる 
登山口を思い当たる 

前半学習 

学習状況点検 

後半学習 



課題提示 

本時の目標 登山計画 めざす山頂と登山道を設定 

 今日はこの山を登るぞ！ 
この道で登れそうだなぁ。こっちはどうかな…。 

教師が1時間の授業を 
  どのように計画しているのか・・ 



どのルートを通るのか？（活動） 

楽しく登山できるか？（手段･方法） 

どんな景色を見るのか？（達成感） 



このような学習を支えるために 

（１）授業前学習 

（２）挨拶や教室環境 

（３）聞く姿勢、話す姿勢の習慣化 

（４）伝え合うことの意義理解 

（５）家庭学習の位置づけ 

（６）教師相互の授業参観 



① 市教頭会での研修会 

② 各校内での研修会 

  （３） スタンダード研修会の設定 



② 各校内での研修会 
  ・「教師必携」の活用 
  ・ＶＴＲ視聴 
  ・演習 
  ・模擬授業 
   

 

  （３） スタンダード研修会の設定 



各校のスタンダード 
○○ 

○○ 



がっこう 

かてい ○○の子「まなびのきほん」 

「はなす」 きくひとにじぶんのかんがえやおもいがつたわるようにはなします。 

① きく人 みんなを みわたせる ばしょで はなします。 
② まえの人とつないでかんがえ、はなします。 
③ はっぴょうしたかんがえやおもいについてたずねるはなしかたをします。 （～どうですか）  

①  はなす人にからだをむけて、 
   しっかりかおをみてききます。 
②  じぶんのかんがえとくらべながら、 
   はなしをききます。 
③  ハンドサインをつかってはんのう 
   します。 

「きく」 はなすひとのかんが
えやおもいをたいせつにきき
とります。  

① かだいはあかわく、まとめはあおわくでかこみ、 
  わかりやすくかきます。  
② じぶんのかんがえにわけをつけて、ノートにかきます。 
③ え や ず をつかい、わかりやすくまとめます。 

「かく」 ていねいなもじで、 
   わかりやすくくふうしてかきます。 

せいかつのリズムを 
    たいせつにします。 

① 「はやね・はやおき・ あさごはん 
      （プラス１）」にとりくみます。 
② かぞくやちいきの人に 
     げんきよくあいさつします。 
③ おてつだいをきめてかぞくの 
  いちいんとしてやくわりをもちます。 

① はじめにしゅくだいをやります。 
② がくねんにおうじたじかん（てい：３０ぷん， 
  ちゅう：４０ぷん，こう：６０ぷん）がくしゅうします。 
③ いえの人におんどくれんしゅうをきいてもらいます。 
④ まいにち、どくしょします。 

かていがくしゅうやどくしょをたいせつにします。 















演 習 





② 各校内での研修会 

  ・演習 
  ・「教師必携」の活用 
  ・ＶＴＲ視聴 
  ・模擬授業 
   

 

  （３） スタンダード研修会の設定 



ア 校内研究会 

イ 指導部会 

  （４） 指導改善サイクルを通した 

        スタンダードの構築と累積 



ア 校内研究会 

  （４） 指導改善サイクルを通した 

        スタンダードの構築と累積 

研推長への指導 
① 視点を明確にした授業研究 
② 板書計画をもとにした授業研究 
③ 授業スタンダードをもとにした授業評価 
④ 研究会後の成果と課題から方向づけ 



○○ 

自校のスタンダードの見直しと改善 



イ 指導部会 

  （４） 指導改善サイクルを通した 

        スタンダードの構築と累積 

教務主任・生徒指導主事への指導 
① 職員会の提案の充実  Ｐｌａｎ 
② 全校集会の位置づけ  Ｄｏ 
   学級での実践 
③ 指導部会で中間評価  Ｃｈｅｃｋ 
④ 学級でのやり切り     Ａｃｔｉｏｎ 



①職員会の提案について 

 ・生徒の姿を校訓の視点から具体的に 

 ・月のとらえと意義の明確化、職員会で共通理解を 

 ・月毎の目標をスタンダードの視点から具体的な生徒の姿で  

指導・助言内容 

主事としての意識の高まり 

価値付け  バックアップ 





①職員会の提案について 

 ・生徒の姿を校訓の視点から具体的に 

 ・月のとらえと意義の明確化、職員会で共通理解を 

 ・月毎の目標をスタンダードの視点から具体的な生徒の姿で  

指導・助言内容 

主事としての意識の高まり 

価値付け  バックアップ 



②全校集会について 

 ・今月の指導しきる重点の内容の具体化と明確化 

 ・集会の内容を受けた学級の取組を担任に促す 

児童生徒の変容 
教員の喜び 

指導・助言内容 

ＰＤＣＡサイクルを機能させる 



今月の生活目標について教務主任・生徒指導からそ
れぞれ話をする様子（後日、委員会のキャンペーンに
繋がり、各学級にて朝の会のめあて、帰りの会の反省
の仕方を工夫し、指導しきる） 
  



②全校集会について 

 ・今月の指導しきる重点の内容の具体化と明確化 

 ・集会の内容を受けた学級の取組を担任に促す 

児童生徒の変容 
教員の喜び 

指導・助言内容 

ＰＤＣＡサイクルを機能させる 



① 組織的な相互参観 
  ・１０分間参観 
  ・チェックシートの活用 
    ⇒若手職員の自主的な動き 

 

  （５） 授業参観を通した 

             スタンダードの構築と累積 



チェックシート 



若手教員通信 



② 教頭による授業参観 

③ 教頭会学校訪問 

  （５） 授業参観を通した 

             スタンダードの構築と累積 



② 教頭による授業参観 

参観視点の明確化 

① スタンダードの視点から 

② 学習規律・学習環境の視点から 

③ 教育経営簿の積極的な活用の視点から 



① 中学校の統合 

② 「約束事」の標準化 

③ 指導部体制の標準化 

  （６） 中学校区・校種間での標準化 



平成２８年度 
Ａ中学校とＢ中学校との統合 

海津市学びのスタンダードを基盤 

聴く話す姿やハンドサインを重点に統合
後の生徒や教師の学びの姿勢を育てる 

① 中学校区・校種間での標準化 



② 「約束事」の標準化 



   一人一人の児童が 

  自分の考えを持っているか 

どの授業でも 
全員が考えを持って参加する 

道具  ハンドサイン 



 ハンドサイン 児童生徒 

自己の理解度のチェック 

仲間に対する浸透具合 



ハンドサインの活用指導 

形の指導だけでなく、伝え合うことの意義や値打ちを 
生徒に認識させることを共通理解 



② 「約束事」の標準化 



・ 「スタンダード」を活用しながら指導の方向性を明確
にさせて取り組ませたことで、課題意識が共通化さ
れ、指導が同一歩調で行われるようになり、職員の
同僚性が高まり、子どもの成長を信じて、意欲的に
取り組むようになった。 

 

・ 市教頭会全体で取り組んだことにより、個々の課題
が明確になると共に、互いのよさを共有することが
できた。 

５ 成果と成果 

（１） 成果 



・ 的確な指導助言、認め励ましを行うためには、
教頭自身が研修を積み自らの資質向上を図
る必要がある。 

 
・ 学校間の連携をさらに密にし、現在の研修
のサイクルを大切にし、組織的な実践研究体
制を継続していく。 

（２）課題 



ご清聴ありがとうございました。 



分科会グループ協議 

～協議の柱～ 

教頭として、教員一人一人の 

授業力・学級経営力を高めるためにはどうしらよいか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
  教頭として、教員一人一人の授業力、学級経

営力を高めるには、どうしたらよいか。 
 
【質疑応答】 
 ○ 「スタンダード」が広まった経過はどのよ

うなものか。 
 ・ １校長からスタートし、やがてその取組を

市教委が取り上げることとなった。その後、

教頭会を中心として各校へと広がっていった。 
 ○ 先生方の受け入れ姿勢は、どうであったか。 
 ・ ベテランの先生ほど、自分の授業パターン

へのこだわりが強く抵抗感もあったが、学校

組織（チーム）として取り組むことを大切に

した。子どもの姿で、スタンダードの必要性

が先生方に実感されていった。 
 ○ 10 分参観は、どのように進められていった

のか。 
 ・ 担任が空き時間に自分の教室でノートの丸

付けをしながら自分のクラスで行われている

他の教師の授業を参観したり、テストの監督

を校長や教頭が引き受ける間に担任が他のク

ラスの参観をしたりするなど、工夫してその

時間を作るようにした。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
 「スタンダード」は、その学校の職員の年齢構

成や規模にも応じた取組である。若手育成のため

には、拠点校指導員や後補充教員、再任用教員の

活用など指導の場を整備したり、新採の持ち時間

を増やしたりするなど、校内での工夫も考えられ 

 
る。アンケートを用いて、若手教員が必要だと感

じていることを調べたうえで、ミニ研修を行うこ

とも有効だ。 
 また、若手育成とともに、ベテラン教員のやる

気を生み出すことも課題である。 
 
協議報告② 
 「海津市教育のスタンダード」と同様の取組を

行っているところは多く、指導力向上のために大

切なことである。「スタンダード」があることで、

教員は安心して指導にあたることができる。それ

は子どもにとっても同様で、中学校も小学校と同

じだと思えることが安心感につながる。 
 「スタンダード」は作って終わりにしないで、

常に改善していくことが必要であろう。ホームペ

ージで各校のものが見られるようになっていると

いい。 
小中連携については、中学校区だけではなく市

町ぐるみで取り組んでいきたい。小６の担任がそ

のまま中学に行くなど人事での交流を進めたり、

小中の教員が互いに授業を見合ったりするなどの

工夫を重ねたい。 
 
協議報告③ 
 「スタンダード」があることで、教員の指導力

向上につながる。特に若手教員に対しては、指導

案づくりの段階から指導・助言がしやすい。その

際には、研修主任との連携も大切になる。 
どの学校でも学校独自の取組がなされており、

全教員が年間 1 回授業研を行う学校もある。また、

全国学力学習状況調査の結果から指導力の向上を

求められているところもある。 
 教員の取組の成果を確認するために、人事評価

制度を効果的に活用したい。そのために、評価者

訓練も必要となる。 
 
【指導助言】 
助言①（浜松市教育委員会副参事 宮崎 正 氏） 
 人事異動による在校年数は地域によって差があ

提言１ 教職員の指導力向上を図るための 
指導・助言  

～「海津市教育のスタンダード」の構築

を目指して～ 
岐阜県海津市立東江小学校 伊藤 重雄            

第（５A）分科会 



るが、職員の年齢構成のアンバランスは全国的に

見ても同様のことが言える。他人事ではないとい

う認識が必要である。若手教員が年々増えていく

現状を考えると、若手教員の指導力の向上はどの

学校にとっても課題だ。 
 しかし、教員の多忙化を考えたとき、取組を精

選することも必要になる。「スタンダード」は「ル

ール」ともとらえられるわけで、時間のない中で

進めるためには、負担が減り、有効である。実態

に即した考え方だと言えよう。 
 保護者にとっても、市内どの学校でも同様の取

組がなされていることは納得されやすい。また、

横のつながりだけではなく、「小中一貫教育」とい

いう縦のつながりも大事である。小学校には小学

校の文化があり、中学校には中学校の文化がある

ので、一概に統一はできないが、教師メインでは

なく子ども主体で考えることが必要だ。小中が同

じ方法でやっていれば子どもにも負担は少なく、

中一ギャップの解消にもつながる。ストレスをか

けすぎない程度に、小中の交流を工夫したい。全

市で、先生方の共通認識のもと、教員同士が一体

感を感じながら進められるとよいと思う。 
 
助言②（鳥取県三朝町立東小学校長 冨山 秀敏 

氏） 
 現在、学校において世代交代が進み、若手教員

が増加するという背景があるわけだが、昔の若手

と今の若手では、実態が大きく異なることを認識

しておきたい。今の若手は、概して、社会性や一

般的な常識に欠けることを覚悟して指導に当たる

必要がある。 
 海津市の取組については、教頭会としての組織

力を感じた。教頭会として学校訪問を行ったり、

「海津市教育のスタンダード」を作成したりして

いることがすばらしい。組織として動くことの大

切さを感じた。 
 「スタンダード」や「スタイル」といったもの

のよさの一つとして、全職員で取り組み、それが

目に見える形になっているということがあげられ

る。成果を実際に見ることにより、参観会で来校

した保護者も安心する。 
 ただし、「スタンダード」があることで若手教員

が取り組みやすくなる反面、伸び盛りの教員やベ

テラン教員にとっては、それが足かせになる可能

性もある。そこで、「スタンダード」のバージョン

アップがあるといい。その際には、１つの項目に

つき、若手・中堅・ベテランというそれぞれのパ

ターンがあるといいだろう。    
また、授業においては「スタンダード」を実践

することがねらいではない。この授業で、どんな

力をつけたいのかを吟味することを忘れてはなら

ない。「スタンダード」を使う意味合いや使う方法

を、それぞれの教師がきちんとおさえておく必要

があろう。 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
  教頭として、教職員が仕事の成果が実感でき、

充実感を味わうことができるようにするために

はどうしたらいか 
 
【質疑応答】 
 ○ 研修について、どのように時間を確保し、

どのような取組がなされているのか。 
 ・ 年間を通じて、市内ほとんどの学校が水曜

や木曜の放課後 15 時から校内研修の時間を

設定している。本校では若年教員にしぼった

テーマを設定して、若年研修を進めている。

若年教員のリーダーを決め、そのリーダーが

若手を指導している。それにより、活性化を

図っている。 
   学校によっては、朝の始業前に 10 分研修を

設定しているところもある。 
 ○ 教科研修はどのように進められているか。 
 ・ 主に市や県で進められている。高松市では

年に２回程度、研究指定校の発表も開催され

るので、その研修にも参加する。 

提言２ 教職員の資質向上にかかる教頭の役割 
～教頭の働きかけ  

校内研修やＯＪＴを通して～ 
香川県高松市立古高松南小学校 宮竹 弘樹            



【グループ協議】 
協議報告① 
 教員が負担感を感じることは当然なのだが、教

頭が先生方にいかにして充実感を感じさせるのか

が難しい。 
 連絡プリントは、教員にやるべきことを伝えた

り、教員のよさを全体に伝えたりするためには、

有効な手段である。 
 若手育成に向けて、主任会の裏で若手研修を行

い、若手のリーダーがその研修での話題を考えた 
 
り、ミニ研修の際の司会進行やまとめの報告を若 
手に任せたりしている地域がある。 
 また、２年目の教員と他校のベテラン教員とが

組んで授業を見合うという「バディ研修」を行っ

ている地域や、校内研修に他校の教員も参加する

という「オープン研修」を行っている地域もある。

このような事例を自校に取り込んでいくことも教

頭の役割であろう。 
 
協議報告② 
 先生方に達成感・充実感を味わわせるために、

やってよかったと思わせるフォローが大事になる。

教頭が脇役としての演出を工夫することでサポー

トをしたい。先生方から悩みや相談を受けたとき

には、子どもをよく知っていることが大切なので、

子どもと直に接してその子のいいところを見つけ

ておくことも必要だ。 
また、１日１回は先生方の授業を見るようにし

たい。子どもの表情を見ることで先生方のよさを

積極的に見取り、それを話題にすることが効果的

であろう。 
研修との関わりにおいては、教頭は任せる立場

となることでマネジメントしたい。 
 

協議報告③ 
 どの学校も、研修のための時間確保が難しい。

６時間目をカットして時間をつくる学校もある。 
 若手育成のために、教頭の助言をデジタルデー

タとして視覚化・見える化することが有効であろ

う。ＯＪＴを進めるうえでは、若手とベテランを

組み合わせ、職員室の座席や教室の配置を工夫す

るなどして互いに話をする必然性を与えるように

している。 
 先生方のいいところを見つけ、いいところを言

い合うようにしたり、失敗をしてもそれをプラス

にとらえられるようにアドバイスしたりすること

も教頭として大切な役割だ。 
 
【指導助言】 
助言①（浜松市教育委員会副参事 宮崎 正 氏） 
 私たちの仕事はやればやるほどいいにはちがい

ないが、時間の確保はとても難しい。研修が勤務

時間外にならぬような配慮もお願いしたい。葛藤

を抱える中ではあるが、教頭先生方の熱意と努力

で学校は運営されている。 
教頭として、教職員間の良好な関係の構築が一

番大きい仕事だと言えよう。先生方が気持ちよく

仕事ができる環境をつくっていってほしい。ＯＪ

Ｔは、職員個人の成長と職場の組織力の向上が目

的ではあるけれども、大前提は“日常の仕事を通

じて”ということ。あえて枠をとらなくてもでき

るような職員関係が必要だ。そういう組織になる

ように、コミュニケーションを図ってほしい。今

の若者は昔とちがうので、指導の仕方はよく考え

ねばならない。仕事の任せ方（タイミングや方法）

やほめ方を工夫したい。ほめることについては、

時間の削減よりもやったことを認めることが効果

的である。 
 教頭としての第一歩は、職員を信頼すること。

管理職として、プロとして、感情的な指導を行わ

ないこと、一人一人の存在感を認めることを大事

にしてほしい。教頭自身の負担が大きくなってし

まったときには、校長と連携して当たればよい。 
 充実感に結びつける一つの手立てとして、教職

員人事評価の活用が考えられる。面談で具体的に

ほめ、個々のモチベーションをあげたい。今後、

評価が給与に反映していくことにもなろう。その

ときのストレス軽減の意味でも、人間関係の構築

は大事である。 



 業務改善は必要だ。会議や研修の精選など、学

校でやることには限度もあるが、「チーム学校」と

して取り組んでほしい。行政としては「人的配置」

を工夫し、先生方が子どもへの指導に専念できる

ような環境をつくっていきたいと考える。 
 
助言②（鳥取県三朝町立東小学校長 冨山 秀敏 

氏） 
 指導の視点を直接的な指導と間接的な指導とに

分けたことにより、取り組み方が明確になった。 
 直接的な指導としての、教頭の企画による校内

研修については、教頭の必要感に応じてタイムリ

ーに行えるよさがある。例えば全国的な教育の動

きについてや道徳の教科化についてなど、タイム

リーな内容であれば、教職員の負担感も減ること

になる。どうテーマ設定するかを考えることで、

実は教頭自身の成長となる取組だと言えよう。 
 連絡プリントについては、紙で分けるところに、

すぐ見られ、ファイリングできるよさがある。内

容についても４つの視点が明確になっているとこ

ろがよい。特に「日常の業務に見られる教職員の

よさや努力を認める」という視点が必要だ。大人

もほめられればうれしいものである。また、校長

の思いを受けたうえで「教頭としての考えや思い

を伝える」という視点も大事にしたい。 
 若手教員を重要な校務分掌のリーダーとするこ

ともよい手立てではあるが、若手の育成は、授業

力をつけることを中心にすべきではないだろうか。

職員の各層にふさわしい指導のあり方を考えたい。

また、若年研修において、教頭の思いや方向性に

沿ったものとなるよう、教頭がリーダーに関わる

ことで、教職員にとっての充実感・達成感をもた

せたい。 
どちらの発表も「教職員のよさや努力を認め励

ます」ことを大切にしている。「ほめる、認める」

ことの効果ではなく、教頭自身の人柄や教頭の存

在そのものが教職員の資質向上につながると言え

よう。教頭の発する言葉は職員の意欲化につなが

ることを心して、研鑽を積んでいってほしい。  
 管理職として求められる専門性についても考え

たい。アンケートの結果として魅力ある管理職の

キーワードが、これまでの上位は「決断力」「調整

力」「行動力」であったが、それらを抑えて「先見

性」という言葉がトップになった。見通しや方向

性のわかりやすい、そして改善しながら進める学

校経営や指導が、私たちに求められている。 
 “教職員の専門性”とは、教育のこともよく知

っていて、その実践もできることだと考える。そ

れぞれの年齢のステージに応じた指導を工夫した

い。 
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～学校と家庭・地域との連携を通して～ 

福岡県豊前市中学校教頭会  髙尾 憲治 



豊前市の位置 
別府市 

豊前市 
中津市 

北九州市 

豊前市 

北九州市 

福岡市 
中津市 

○ 人口・・・約２７，０００人 
○ 海の幸、山の幸が豊富 
○ 小学校１０校、中学校４校 



１ 主題設定の理由 
○２０年前にいじめによる自死事件発生。 

 豊前市・学校としての責任 

豊前市教育活性化委員会を組織 
（現在は豊前市教育協議会と改称） 

当時勤務していた職員の減少・時間の経過 

取組が行事消化的になりつつある危惧 



１ 主題設定の理由 

○生徒の生活実態調査の結果から 
 
 

 ・ 生活リズムの乱れや生活体験の希薄さ など 
           ↓ 
  ・ 自尊感情の低い子ども 
 ・ 痛みや感情を共感的に受容できない子ども 
 ・ コミュニケーション能力が十分育っていない子ども 

 
 



１ 主題設定の理由 
 ○自分の人権を守り、他の人の 

 人権を守ろうとする意識・意欲・ 
 態度を育てる 
   

 
○教員が主体的に人権学習に取 
 り組む  

 

学校 

家庭 地域 
連携 

○教頭の役割はどうあるべきか 



３ 研究の経過 

２年次（平成２６年度） 
（３） テーマに沿った各校での実践 
（４） 実践例の集約・検討・改善 

１年次（平成２５年度） 
（１） 研究の方向付けについての検討 
（２） 研究主題設定及び研究の進め方の検討 



４ 研究の概要 
（１） 「４・１６人権集会」 
（２） 人権教育の授業公開 
（３） 中学校ブロック教育協議会 
（４） 発表力向上委員会 
（５） いじめ防止大会 
 
    ○ 活動のねらい 
    ○ 活動の内容 
    ○ 教頭の関わり 



（１）「４・１６人権集会」 

全校集会で、「４・１６」の意味について
考える。 
各学級で、人権学習を実施する。 
 

人権標語の作成 
いじめ撲滅メッセージの作成 



４・１６集会 



４・１６集会 



４・１６集会 



４・１６集会 



教頭としての関わり 

「４・１６について」をもとに職員研修 

・各学級の取組や生徒の感想を、学校通 
 信やＰＴＡ新聞等により公表・啓発する。 

人権学習に集中できる環境整備をする。   
市内で統一した取組 



（２）人権教育の授業公開 
７月・・・同和問題啓発強調月間 
１２月・・・人権週間 

 

生徒の人権意識の向上を図る。 
保護者への啓発を行う。 
 

福岡県人権教育副読本「かがやき」や 
 補助教材「あおぞら」（ＤＶＤ）の活用 



教頭としての関わり 
教職員に人権学習の計画的実施を意
識させる。                 
声かけによる早めの取組開始 

授業者１人に抱え込ませない。      
人権教育推進委員会のメンバーととも
に指導案の助言など 



（３）中学校ブロック教育協議会 
豊前市教育協議会 
 ・・・教育委員会の諮問により教育活性化 
   促進に関する方策等について協議 

年間４回情報交換 
地域・諸団体との連携による教育講演会の開催 

学校・家庭・地域が一体となって、子どもの健全
育成 

学校教育の充実・発展 
 



中学校ブロック教育協議会の
参加者 

区長 
学識経験者 
民生・児童委員 
公民館長 
体育協会会長 

 

文化協会会長 
警察関係 
小中ＰＴＡ役員 
小中校長・教頭 
 



教頭としての関わり 

中学校ブロック教育協議会での話を受
けて、各校教育協議会で、各校の実態
にあった具体的な提言をしていく。 



１ 主題設定の理由 

○生徒の生活実態調査の結果から 
 
 

 ・ 生活リズムの乱れや生活体験の希薄さ など 
           ↓ 
  ・ 自尊感情の低い子ども 
 ・ 痛みや感情を共感的に受容できない子ども 

 ・ コミュニケーション能力が十分に育っていない子ども 



（４）発表力向上委員会 
教育協議会の中の１委員会 
子どもの発表力 
コミュニケーション能力   の向上 
 

学習発表会 
 発表力向上委員会の委員のよる参観 

あいさつ運動 
 教育協議会のメンバーによる声かけ 
 異世代との交流 



教頭としての関わり 
あいさつ運動期間の周知・徹底 
学習発表会 
 子どもの発表力をつける場としての意 
 義の共通理解 
 取組の系統化についての協議 

 発表力向上委員のアンケートをもとに次年
度の取組に対する提起 



（５）いじめ防止大会 

いじめ防止の取組の発表・見直し 
地域への啓発 

・幼保・小・中の人権学習等の取組の発表、作 
  品展示 
・各中学校ブロック教育協議会の取組発表 
・人権尊重をテーマにした教育講演会 

豊前市教育活性化委員会からの取組 



いじめ防止大会 



教頭としての関わり 
いじめ防止大会に向けた組織づくりと
計画的な運営を行う。 
 

豊前市全体としていじめ防止に取り組
んでいることと、その責任について再認
識するとともに、自校の取組を見直す
きっかけとする。 
 



５ 今後の課題 
＜成果＞ 

教職員が４・１６に対して、自分たちの責任を自覚し、
自分たちの問題としてとらえるようになった。 

カリキュラム化によって、意図的計画的に早めに準
備をして取り組むことができてきた。 

＜課題＞ 

３学年を見通した系統的な計画を立てる。 
家庭・地域への啓発、地域と学校を結ぶ取組。 

 



～学校と家庭・地域との連携を通して～ 

福岡県豊前市中学校教頭会  髙尾 憲治 

最後までご清聴ありがとうございました。 



 

   第５Ｂ分科会グループ協議 
        ～ 協 議 の 柱 ～ 
 

         教職員が人権教育に 
  主体的に取り組むためには 
 教頭としてどうかかわったらよいか 
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第57回 全国公立学校教頭会研究大会 
第５Ｂ分科会 
 研究課題「教職員の専門性に関する課題」 

学校経営を支える教職員の育成をめざして 
～市内教職員の力量を高める～ 
 

提言者 熱海市教頭会 
熱海市立網代小学校 片桐 英生 



１ 主題設定の理由 
熱海市の状況 
（かつて）・若手教員の多い時期 
（現 在）・少子化 ・学校規模の縮小傾向 
               

・学校規模の更なる縮小傾向・教員数の減少 
・教員の大量交代期 
・各校の年齢構成のアンバランス化 

★喫緊の課題 



年代 

20～ 

25～ 

30～ 

35～ 

40～ 

45～ 

50～ 

55～ 

60～ 

熱海市 教員男女別・年齢構成分布表 （平成26年度 小学校） 

男性教諭 女性教諭 

１ 

２ 

５ 

３ 

９ 

６ 

１ 

４ 

６ 

０ 

５ 

３ 

10 

４ 

６ 

５ 

５ 

１ 



年代 

20～ 

25～ 

30～ 

35～ 

40～ 

45～ 

50～ 

55～ 

60～ 

熱海市 教員男女別・年齢構成分布表 （平成26年度 中学校） 

男性教諭 女性教諭 

０ 

６ 

４ 

３ 

３ 

４ 

０ 

６ 

６ 

０ 

０ 

２ 

２ 

０ 

３ 

１ 

０ 

４ 



２ 研究のねらい 

①若手教員 
②ミドルリーダー 
③ベテラン教員 
④臨時講師 

それぞれの年代への 
教頭としての 
働きかけを検討 

教職員の資質向上・学校組織の活性化 

熱海市内全体及び市内各校の年齢構成調査 



３ 研究の経過 
 

１年次（平成25年次） 
 ①研究主題の設定・研究体制の構築 
 ②課題に関する調査方法の検討・調査 

２年次（平成26年次） 
 ①各校の実践報告・検討 
 ②研究のまとめと提言原稿の検討 
 ③研究の成果と課題のまとめ 



４ 研究の概要 

①若手教員への取組 
 ②ミドルリーダーへの取組 
 ③ベテラン教員への取組 
 ④臨時講師への取組 

教職員の力量を高めるための 
実践・課題の調査（市内12校、教頭10名） 



各校の実践より ①若手教員への取組 

Ａ小学校での実践 
 

ア 授業力育成のための取組 

公開授業の
実施 

指導案の 

作成 

示範授業の
実施 

先輩教員からの
指導 

教頭の関わり 
・指導案の書き方の手引き 
・授業参観・記録 
・育成研修のコーディネート                         
               他 

 

育成研修の実施 



各校の実践より ①若手教員への取組 
イ 組織の中での役割を活かす取組 １ 

学校教育目標・重点目標 

Ｂ中学校での実践 
 

プロジェクトチームＡ 
プロジェクトチームＢ 

プロジェクトチームＣ 



各校の実践より ①若手教員への取組 

３年担任 Ａ教諭（２８） 

イ 組織の中での役割を活かす取組 ２ 

Ｃ中学校での実践 
 

３年担任 Ｂ教諭（３６） 

学級経営 

生徒指導 

教科指導 

進路指導 

保護者対応 

学級事務 他 

 

教頭の関わり 
・Ａ・Ｂ教諭への直接指導 
・Ｂを通してのＡへの間接指導 
・学年主任を通した俯瞰的指導 
                   他 
 



各校の実践より ②ミドルリーダーへの取組 
ア 職能を伸ばす校務分掌の取組 

教頭の関わり 
・それぞれの特性を見極めた指導・助言 
・強みを伸ばす研修の場の設定 
・ミドルリーダーを支える資料提供・サポート 
                           他                  

Ａ教諭（42）教務主任 Ｂ教諭（41）研修主任 

～Ａ教諭の特性～ 

・市外への研修交流からの復帰 

・生徒指導困難校での主任の経験 

・教職員にも進んで声をかける。 

・自分の思いや考えを主張できる。 

～Ｂ教諭の特性～ 

・教育の基本を学んだ大学院での研究。 

・高い人間関係調整力 

・真摯で誠実な子ども・保護者への対応 

・地道で丁寧な実践の積み重ね 

Ｄ小学校での実践 
 Ｄ小学校の学校規模と職員構成 

 
小規模校（単学級２、複式学級２） 
教諭４名 
男性教諭３名（42歳、41歳、32歳） 
女性教諭１名（28歳） 
学習支援員２名（市加配） 



各校の実践より ②ミドルリーダーへの取組 
イ 学校運営への参画と 
  集団のリーダーシップを高める取組 

人事評価面接を通して 

１年部  
ミドルリーダーA 

２年部 
ミドルリーダーB 

３年部 
ミドルリーダーC 

教頭 

経営参画意識 

経営参画意識 

経営参画意識 
各学年間の連携強化へ 

Ｅ中学校での実践 
 



各校の実践より ③ベテラン教員への取組 
ア 職能を伸ばし、技能・理念・学校文化を 
  伝承するための取組 

教頭の関わり 
・教科指導リーダーの訪問要請 
・教科指導リーダーの 
 模範授業の計画・開催・告知 
・模範授業のコーディネート 
・模範授業への参加呼びかけ 
                   他 
 

５０代のベテラン教員に 
教科指導リーダーを委嘱。 

「熟練の技」の伝承 

教科指導リーダーによる模範授業 

教科指導リーダーによる研修指導 



各校の実践より ③ベテラン教員への取組 
ア 職能を伸ばし、技能・理念・学校文化を 
  伝承するための取組 

アットホームな職員室文化 

互いに支え合う職員室づくり 



各校の実践より ④臨時講師への取組 
ア 連携の強化と 
  メンバーシップ意識を高める取組 

各種研修会への参加 

組織への所属感の高揚 

組織の一員としての実感 

モチベーションの高揚 

Ｆ小学校での実践 

人事評価面談の実施 



教職員の資質向上に関するアンケート 
問１ あなた自身の教員としての資質能力を高めるきっかけになる 
（なった）ことについて、大きいと思われることを３つ選んで○をつけ
て下さい。 

① 先輩・同僚からのアドバイス 

② 子どもたちとのふれあい 

③ 学年部会・校内研修 

④ 悩みを相談できる相手の存在 

⑤ 職場の雰囲気や人間関係 

⑥ 各種研修会への参加 

⑦ すぐれた書籍や講演会 

⑧ 管理職の指導・助言 

⑨ 保護者・地域との交流 



問１ あなた自身の教員としての資質能力を高めるきっかけになる 
（なった）ことについて、大きいと思われることを３つ選んで○をつけ
て下さい。 

１１７ 

８３ 

４９ 

２７ 

５６ 
６７ 

２３ 
３２ 

１１ 



問２ 教職員が資質能力の向上を図るため、教頭にのぞむことは
何ですか。３つ選んで○をつけて下さい。 

教職員の資質向上に関するアンケート 

① 研修推進のリーダーシップ 

② 地域や保護者・他機関との連携 

③ 児童・生徒への指導に対するアドバイス 

④ 適切な評価と支援 

⑤ 教育や社会情勢等の情報提供 

⑥ 職場の雰囲気作り 

⑦ メンタルヘルスの中心的役割 

⑧ 適材適所による校務分掌の割振り 



問２ 教職員が資質能力の向上を図るため、教頭にのぞむことは
何ですか。３つ選んで○をつけて下さい。 

２１ 

９６ ９７ 

６１ 

２２ 

１００ 

３４ 
４４ 



熱海市の教職員が教頭に望むこと 

 職務に専念できる環境づくり･職場づくり 
 的確な指導助言 

教頭の 
直接的指導 ＜ 先輩や同僚とのふれあい 

子どもたちとのふれあい 

資質向上のきっかけ 



５ 研究の成果と今後の課題 
① 教師同士をつなげる 
② 教職員の役割・立場の適正化と 
  自覚を促す 

 教頭間での各校の現状・取組など 
 情報交換と課題の共有 

職員構成に応じた 

柔軟で、ねばり強い実践の継続 



  ご清聴ありがとうございました。 

「教頭として、個々の教職員の力量を 
         高めるためにはどうしたらよいか。」 

分科会グループ協議
～協議の柱～ 

提言者 熱海市教頭会 
熱海市立網代小学校 片桐 英生 



 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 
教職員が人権教育に主体的に取り組むためには

教頭としてどう関わったらよいか 
 
【質疑応答】 
○ 人権学習について教育課程の中にどのように

位置づけられているか。また、どんな内容を扱

っているか。 

・ 個々の内容によって、教科、道徳、学級活動、

総合的な学習の時間になる。内容についてはそ

れぞれ学校・学年・実態によって異なるが、県

で作成した人権教育副読本を活用し取組を行っ

ている。 

○ 早期発見、対応という面で教頭会等の取組が

あるか。 

・ 教頭会としてはないが、本県ではいじめに特

化したアンケートを学期１回行っている。本校

では毎月生活アンケートを実施、生活ノートも

毎日担任が目を通している。職員室内で生徒が

書いた内容について担任から話題に上がり、職

員内の風通しが良い。 
○ 生徒会等の取組をする中で、子どもたちのい

じめに対する感化、成果はあったか。 
・ 全国学力学習状況調査の質問紙にあったと思

うが、「いじめは絶対いけない」という質問に対

し、八尾市は全国平均より 20 ポイント位高くな

っており、これは永年取組を続けた成果ではな

いかと考えている。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
 いろいろな情報を知っておかなければならない

ということから小中の連携が大切である。人権教 

 
育では良い行いを認めて自尊感情を高めるなどの 
取組が行われているが、分掌長や主任を後押しで 
きるよう適切にアドバイスや助言をし、また、推

進できる雰囲気作りが大事である。また、調査に

ついては、教頭が実態を把握し、担任に返して校

内の状況を伝えることが大事である。 
 
協議報告② 
 教頭の立場として、情報の共有化を図る取組が

必要である。情報を共有化し、校内の職員が一人

で抱えることのないようにすることが必要である。

また、アンケート等実施後の対応を点で終わらせ

ないよう、人権意識の向上や高まりを促すような

働き掛けを教職員や担当者にしていくことが教頭

としての役割である。 
 
協議報告③ 
 教員の人権意識を授業の中で高めていくことが

できるように、授業の中に人権の視点を取り入れ

ていくカリキュラムの編成に関わっていくことや

人権週間等の取組へ教頭としてアイデアを提示し

ていく必要もある。また、職員の意識高揚を図る

ため、声かけや共通理解、資料提供を通して担当

職員に任せていくこと、専門家やスクールカウン

セラー等を招いての研修会のコーディネートも教

頭の役目である。 
 
協議報告④ 
 異年齢集団のかかわりを日常化し、その中で子

どもたちが頼り頼られる関係がつくられ、一人一

人の子どもが自己存在感をもつことができるよう

になる。また、職員が情報共有を通して子どもを

見取り、子どもたちがあたたかな関わりをつくり

いじめを防止することができる等情報交換を行っ

た。  
 
協議報告⑤ 
 教頭の役割として、人権を推進する教職員を育

てるために、学校中の情報を汲み取っていくこと

提言１ 教職員が人権教育に主体的に取組ため

の教頭の役割 
～学校・家庭・地域との連携を通して～ 

福岡県豊前市立八屋中学校 髙尾 憲治 

第（５Ｂ）分科会 



や場をとらえて指導していくことを積極的に行い、

教職員、特に若い教職員の人権感覚を育てていく

ことが大事である。また、不登校等を含め情報を

共有し、組織で対応できるよう、そのマネジメン

トをしていくことが教頭としての仕事の一つであ

る。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県静西教育事務所総括管理主事 市

川 克明 氏） 
 いじめの当事者にとって事件の終わりはない。 
 豊前市の基本構想には学校経営の７つの柱があ

る。その中に「いじめや不登校、暴力行為等問題

行動の予防や早期発見、早期対応、早期解決に、

より一層努めます。」「家庭、地域との連携強化を

さらに充実させていきます。」が入っている。教頭

会が中心となって各学校が人権教育について取り

組んでいるが、基本構想としっかりと繋がってい

る点が、校長の理解を得て教頭が推進でき、組織

として人権教育に取り組む支えになっていたと考

える。4.16 集会・いじめ撲滅のフォーラムという

ものが点にならず、線として学校の活動の中に位

置づけられたのは、市と学校が一体となった取組

であるという点が挙げられている。教頭先生たち

が市の取組を踏まえて具体を各学校で行ってきて

いることがベクトルを合わせることに繋がったと

考える。 
 4.16 の人権集会を行う意義は大変大きい。人権

教育では「児童生徒が発達段階に応じ、人権の意

味、内容について理解するとともに、さまざまな

場面で具体的な態度、行動に人権感覚をもって表

れるようにすること。」が目標になっている。人権

に関する知的理解は発達段階に応じて行われるべ

きものであり、毎年４月１６日にいじめという問

題を通して人権の意味や内容を理解する機会があ

るということは人権感覚を身につけるという点に

おいて意義がある。また、人権教育を推進する上

で重要なことは、教職員の人権尊重の理念の理解

と体得。4.16 集会は、教職員にとってもその効果

的な実践の場ととらえることができる。年度初め

の忙しいときであるが、それでもこの集会を行う

意義を考え、教頭会が中心となり、こなせば良い

という行事にしないように前の年から計画的な運

営を行っているという点が評価できる。 
こういう集会を通し、教員が自分の人権感覚を振

り返るということが必要であると考える。そして

教員と生徒が共に人権・いじめについて考えるこ

とで人権を大切にするという雰囲気が醸し出され、 

いじめを許さない雰囲気が作られていくのだと思

う。職員が一丸となって組織的に行うことに意義

があり、その要に教頭がいることが評価できる。 
 人権教育のポイントの一つが家庭・地域との連

携である。自分や他の人の大切さを認め合う雰囲

気を学校や学級の中から家庭・地域へ広めていか

ないと人権意識は身につかない。発表にあった地

域家庭を巻き込んで、特に保護者への啓蒙が大切

になる。教頭会では、地域連携に課題があるとさ

れていたが、教頭が地域との繋ぎ役となって地

域・保護者・生徒が一体となって活動するような

機会を設けることが有効ではないか。 
 挨拶運動は、教頭会で異世代との交流を目的に

して子どものコミュニケーションの向上の一歩と

して位置づけたものである。人権教育の推進の上

でコミュニケーション能力の向上は欠かせない。

人権教育を推進するという視点をもった指導が、

教頭としての役割である。 
 
助言②（千葉県鎌ヶ谷市立五本松小学校長 石黒 

茂 氏） 
 人権教育の公開授業の事前準備・指導、家庭・

地域への広報等は、教職員の育成はもとより家庭

や地域と一体となる、あるいは啓発するというコ

ーディネーター役を教頭が自ら関わりをもちなが

らつなぐ取組である。 
 いじめ防止対策推進法の中に「当該学校に在籍

する児童等の保護者、地域住民その他の関係者と

の連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動」

とあり、これを具現化する取組である。また、「在

籍する児童及び保護者並びに当該学校の職員に対

するいじめを防止することの重要性に関する理解



を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるも

の」とあり、市全体、その中で教頭がかかわりな

がら保護者や地域と一体になって本気で取り組ん

でいき、20 年も継続されていることが大きな意義

がある。 
 その中で教頭先生方がねらいに向かったＰＤＣ

Ａ（企画立案・実践・評価）サイクルの取組、ま

た、人権教育に向かっていくための人材育成（人

権意識・人権教育・授業力の育成）を図る中で子

どもたちを変えていく取組、各取組に関する各分

掌間の連絡調整・統括、家庭や地域とのコーディ

ネーターとしての取組等、すべてが教頭の役割と

して大切なものである。 
 子どもの命を守り、いじめを絶対に許さない風

土づくりが肝心である。そのためにはいじめの未

然防止・根絶の教室風土、学校づくりをしていく

こと大切である。それは、いけないことはいけな

いという規律がある学級経営・学校づくりをみん

なで進める際に、教頭が要となっていくことが必

要である。 
一人一人の良さや個性が認められ、存在感があ

り、認め合い、高め合う学級づくり、生徒指導の

機能を生かした分かる授業が展開されることが大

切である。さらに学校行事、児童・生徒活動を通

し、自己有用感、自己肯定感を育むことを意図的

に行うことができるよう教頭としてかかわること

も大切である。児童生徒の小さな変化を見逃さず、

信頼関係の構築や小さな言動にも気づく感性を育

成し、早期発見に努め、チームで対応できる学校

づくり、職員の育成を進めていく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
【協議の柱】 

教頭として、個々の教職員の力量を高めるため

にはどうしたらよいか 

【質疑応答】 
○ プロジェクトチームの具体的な取組を教えて

欲しい。 
・ 知、徳、体でプロジェクトチームをつくり、

学校教育目標に向かってどんなことがしたいか

チームで取り組む。若手の発想を生かし、ベテ

ランがサポートしながら形にしていく。 
○ 若手教員の授業力育成の取組をしたいが、ま

すます仕事が増えてしまうのが懸念される。ど

れくらいのバランスで行われているか。 
・ 校内研修の中で小さな授業研を行い、参観で

きる職員、事後にはメモ等を渡したり、先輩教

員と話をしたり、無理のないかたちでできるだ

け若手を育成していこうと進めている。 
 
【グループ協議】 
協議報告① 
 ベテランと若手の組み合わせが機能するように

働きかけるのが教頭としての役割。育成として、

受け身になってしまうと効果がない。教職員個々

の特性をよく知っている教頭の役割は大きい。各

校で行われているオンザジョブトレーニング、

日々の研修が大切である。 
 
協議報告② 
 ＯＪＴ推進のためベテランと若手をペアで組み

合わせて授業を行う、他校の授業参観の連絡調整、

教頭として時間割を見合う機会を作るなど、お互

いの良さから学び合える環境をコーディネートす 
ることや必要のある人をつなぐことが教頭の役割 
であり、それがベテランの良さを認めていくこと 
にもなる。 
 
協議報告③ 
 2･3 年目の教員と５年程度の先輩教員のチーム

も互いを高め合うことにもつながる。授業や教室

の様子から子どもの状況を把握し、授業や子ども

を見る目を磨いていくなど、教頭自身が自分の資

質向上をし、教職員の信頼を高めていくことも必

要である。 

提言２ 学校経営を支える教職員の育成を目指

して 
    ～市内教職員の力量を高める～ 
静岡県熱海市立網代小学校 片桐 英生 



協議報告④ 
 校内研修については、教頭が充実させていく必

要があり、学校外の研修では、その研修を進めた

り、しっかり送り出したりすることが必要である。

特に校内研修では、その先生の見取りをしっかり

と行い、どの部分を伸ばしていったらよいかをつ

かんで指導することが大切である。また、力量を

高めるにはモチベーションが大切である。先生方

の見取りをしっかり行い、良い所を褒め、認める

ことが有効である。そして、多忙な中、学びに集

中できる環境づくりが教頭にとって大切な役割で

ある。 
 
協議報告⑤ 
 授業力の向上、言いやすい雰囲気づくり、職員

の願いが叶うサポート、担当への若手の起用等、

職員の適材適所を見極めることが必要であり、力

量向上のきっかけ作りにつながる声掛けができる

ような自信の力量向上が大切である。 
 
【指導助言】 
助言①（静岡県静西教育事務所総括管理主事 市

川 克明 氏） 
 ある学校の初任者の授業でタブレットを使って

いたが、映し出された地図がいろいろな角度から

見ることができ、また、瞬間的に昔の地図に変わ

るようなものであった。こういうＩＣＴの分野に

関しては若手の方が堪能な部分がある。実は、私

たちを含めて各年代が自分の力量を高めなくては

ならない。各世代がそれぞれにもつ課題の克服の

ための研修、力量を高めるための研修が必要にな

ってくる。熱海市教頭会が考えている、どの年代

でも力量をつけていくことが、最終的には子ども

が安心して学べる学校づくりに繋がっていくこと

になる。 
 提言では、若手教員、ミドルリーダー、ベテラ

ン教員、臨時講師への取組が発表された。これは

研究成果をまとめるために必要な視点であり、そ

れぞれの実践では、若手とベテラン、ミドルリー

ダーとベテランの関係の中でそれぞれの力量を高

めることに繋がっている。全国から集まっている

ので各学校状況が異なると思う。各学校でどのよ

うな組織化をしていったら学校内が活性化してい

くか、というところを見極めていかなくてはなら

ない。この時に一番活躍していただきたいのが教

頭先生である。職員集団をよく見て、一人一人の

力量の分析をして、自分の学校で力量を高めるた

めにはどのような組織を作っていったらよいか考

え、校長にお知らせしていくことが第一歩になる。 
 教員は、日々の教育活動の中で力量形成が成さ

れてきた。若手教員にとって、校内の同僚、先輩

教員などの職員集団が力量形成に大きくかかわっ

てくる。今までの学校現場では、さまざまな知識

や技能が伝達され、知識能力の向上に結びつく面

があった。しかし、今、大量退職、大量採用の影

響からこの伝達がうまくされていない。 
 多くの職場は若手とベテランの二極化が進み、

中堅教員が不足している。そのままにしておくと

世代ギャップが進んで若手の個業化が進んでしま

う。そこで、組織として若手とベテランを繋いで

いかなくてはならない。 
 若手がベテランから指導を受ければ、若手の力

量形成につながる。立場を変えれば、ベテランが

指導者として成長する場でもある。 
 個々の教職員の力量形成が学校経営に結びつく

ことは言うまでもないが、より学校経営を意識さ

せるという点では教職員人事評価制度の活用が有

効ではなかったかと思う。学校経営目標を踏まえ

それぞれが自己目標をたてている。その自己目標

を立てる段階で管理職がかかわる。一人一人の力

量を見極めかかわることで、学校経営の参画意識

の高揚に繋がるので、有効な手立ての一つとして

考えられる。 
 
助言②（千葉県鎌ヶ谷市立五本松小学校長 石黒 

茂 氏） 
人材育成をキャリアごとに焦点を当てた取組で

あり、各層間の関わりを意図的・効果的に行った

取組であった。 
教頭の役割という視点から成果と課題を挙げる



と、成果としては教師同士をつなげることができ

たこと、各教職員の役割・立場の適正化と自覚を

促すことができたこと、各校の課題の共有化がで

きたこと、また、課題としては、教職員の力量を

高めていくための教頭としての関わりを柔軟に対

応し、粘り強くこれからも実践を高めていくこと

があげられる。 
 若手教員の力量形成は喫緊の課題であり、指導

力・授業力をあげていくことが目の前の子ども達

にとって何より必要なことである。授業で力量を

高めるため、教職員の実態を踏まえ、研修計画の

効果的・効率的進行のため教頭の適切な指導・助

言が必要になる。また、役割で力量を高めるため、

校務を学校教育目標に関連づけたビジョンをもっ

て取り組ませること、校務への自覚と責任を醸成

させること、校務分掌のコーディネーター役を果

たすこと等、教頭の指導・助言が大変重要になる。 
 また、自身の研修で自らを高め、率先垂範、教

職員をリードしていく教頭先生であって欲しい。 
 
【総括】 
学校と学校現場以外でのさまざまな専門性をも

つ地域の人材等効果的な連携を図って、教員とこ

れらの人たちが諸課題に対応するなど、保護者や

地域の方の力を学校運営に生かしていくことの必

要性がチーム学校という考え方に盛り込まれてい

る。これは今後の学校運営に不可欠になってくる。     
人権教育も教職員の育成についてもマネジメン

トが問われているように思う。 
個々の職員の資質を高めると共に、教頭として

の資質を高めていく時期に来ていると考える。 
教員の専門性というものは何か、今一度考えて

みる必要がある。突き詰めると、授業と学級経営

の力量を高めていかなくてはならないと考える。 
 教頭としてその職務を発揮し、組織を生かし、

つなげながら、学校が活力に溢れ、周囲から信頼

され、自らもやりがいを感じていくために、ぜひ

「教頭職の縦軸と横軸」の機能を存分に発揮し、

ナンバー２としての誇りと覚悟をもって職務に専

念していただきたい。 

 学校は、さまざまな問題に直面する。その問題

を真っ先に受け止めるのが教頭である。問題に対

し、担任だけではなく、学校がチームとして、組

織を生かし、円滑に機能していくためには教頭の

調整力が欠かせない。チームの要としての教頭力

を発揮することが「保護者からの信頼が寄せられ

た」「教職員の成長がみられた」「学校課題が教職

員の協働により解決した」「地域から感謝やよい評

価が寄せられた」「職員から頼りにされている」と

いう自己有用感や自己有能感に繋がっていく。 
 また、教職員の授業力の向上のため、授業研究

会の事前・事後はもちろんであるが、日々の授業

に足を運び、きめ細かく指導や評価を行うことが

大切である。褒められてうれしいのは、子どもだ

けではない。ぜひ、よかった点は大いに褒め、認

め、教師の授業力や指導力を高めるリーダ－シッ

プを期待したい。 
 子どもが元気で笑顔に満ち、活力ある学校づく

りには、教頭の着実な歩みこそ大切である。全国

の副校長・教頭先生方、大いにナンバー２として

の誇りをもち、力を存分に発揮し、チーム日本の

小中学校に大いに活力と笑顔を共に創っていきま

しょう。後ろ姿に、魅力と憧れを感じさせながら

…。 
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これからの教育改革と新しい教師像 

文部科学省初等中等教育局 

安井 順一郎 

平成27年７月 



本日のご説明内容 
 

１．財政審建議に対する文科省の考え方 
 
２．日本の教育の成果と課題 
 
３．学習指導要領の改訂 
 
４．チーム学校 
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１．財政審建議に対する文科省の考え方 
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Ⅰ 「財政健全化計画」に向けた考え方 
 ２．「財政健全化計画」で示されるべき方向性 
 （３）歳出改革の方針－今後の人口動態を見据えて－ 
   社会保障以外の経費については、基本原則に立ち返って増加を前提とすべきでない。 
  

Ⅱ 各歳出分野における歳出改革の方針と具体的方策 
 ３．教育 
 （１）義務教育教職員定数 
  ① 義務教育予算の現状 

…（中略）… 
    我が国は諸外国に比べ、学級規模が大きく教育環境が整っていないとの指摘もあるが、学級規模の問題は、担任 
  外教員が多数存在するなど、教員の配置政策の問題という側面がある。我が国の１クラス当たりの担任外教員数は、 
  小学校（0.54 人）、中学校（1.27 人）ともにG5 諸国の中で最も多く、我が国以外のG5 諸国の平均 （小学校：0.25 人、 
  中学校：0.58 人）を大きく上回っている。教員の活用について地方の主体的な判断に委ねることとすれば、教職員定 
  数について全体的な合理化を図りつつも、少人数学級又は少人数指導（ティーム・ティー チング等）を含め、地方が 
  選択する施策を実施出来る十分なリソースが既に手当てされていると考えられる。 
  

  ② 教職員定数の計画的な合理化 
    今後、当面の間は少子化が進展することが見込まれており、小中学校の児童生徒の教育条件の改善の観点から、 
  統廃合などにより学校規模の適正化を進めつつ、教職員定数については少子化に合わせた合理化を図っていく必 
  要がある。 

…（中略）… 
    今後の少子化見通しを踏まえて機械的試算をすれば、平成36 年度までに37,700 人の基礎定数の「自然減」を反 
  映した上で、4,200人程度の加配定数を「当然減」として合理化することが可能となる。 

…（中略）… 
    「定数合理化計画」の策定により、今後の教職員定数の土台を画し、毎年度の予算編成過程において、財政事情 
  等を踏まえた更なる合理化等を検討していくことが考えられる。なお、教員が多忙であるとの指摘がある。国が責任を 
  もって、徹底した事務作業の効率化を図るとともに、外部人材の活用に加え、関連した専門部門等との連携を図るこ 
  とにより、教員が本来の教育勤務に専念できるよう、その負担軽減を図る必要がある。 

財政健全化計画等に関する建議（抜粋） 
（平成27年6月1日 財政制度等審議会） 
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財政審建議の内容 

文部科学省としての考え 

○今後の少子化見通しを踏まえて機械的試算をすれば、①平成36年度までに37,700人の自然減を反映した上で、②4,214人の加配 
    定数を「当然減」として合理化することが可能。「定数合理化計画」を策定し、毎年度の予算編成過程で更なる合理化等を検討すべき 
                                                                        （財政審建議 p48～49） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・加配定数は、特別支援教育(通級指導)やいじめ・不登校への対応、 
  貧困による教育格差の解消、外国人児童生徒への日本語指導など、 
  学級数等に応じて算定される基礎定数では対応困難な教育課題に 
  対して措置するもの 
 

 ⇒ 通級指導・・・ 小・中学校の普通学級に在籍し、言語障害、学習 
            障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）などの 
            児童生徒を対象に、通級指導教室で、学習上又は 
            生活上の困難の改善・克服に必要な指導を実施 
 

 ⇒ いじめ・不登校対応・・・いじめ事案について、保護者面談、関係 
            機関との連携、校内研修会やいじめ対策委員会を 
            実施。不登校生徒に対し、関係機関と連携を図り 
            つつ、家庭訪問や別室登校による学習指導を実施 
 

 ⇒ 教育格差解消・・・学力低位層の生徒の個別学習指導計画の 
            作成や学び直し教室の開設、放課後の学習相談 
            指導を実施 
     
    むしろ、学校を取り巻く環境が複雑化・困難化し、教員に 
    求められる役割も拡大する中で、加配定数の改善が必要 

①少子化によって生じる財源については、アクティブ・ラーニングやチーム学校の推進など、新しい時代の教育を実施するために活用すべき 
②加配定数は特別支援教育、いじめ問題、貧困問題など現代的な教育課題の増大に対応してむしろ増員が必要 

財政制度等審議会建議に対する考え方（教職員定数） 

≪加配定数と各教育課題は、この10年間でどの程度増えているのか≫ 
 （H16年度を100とした場合） 

100

120

140

160

180

200

220

H16

120：加配  

145：日本語指導が必要な  
    外国人の子供の数     

177：暴力行為の発生件数 

218：障害のある子供の数 
   （普通学級在籍者） 

最新調査年度 H16年度 
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Graph1

		H16		H16		H16		H16		H16

		119.6		217.8		177.1		145



加配定数

障害のある子供の数（普通学級在籍者）

暴力行為の発生件数

日本語指導が必要な外国人の子供の数

100

100

100

100



Sheet1 (4)

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		448,439		445,497		442,786		440,432		437,616		435,207		430,357		431,092		425,382		420,936		416,036

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		10,324,382		10,272,310		10,226,353		10,169,585		10,122,083		10,060,332		9,944,671		9,848,931		9,702,478		9,592,779		9,478,591

		加配定数 カハイテイスウ		51,812		54,075		54,194		54,180		55,219		56,023		59,910		58,210		60,960		61,660		61,963

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		35,757		38,738		41,448		45,240		49,685		54,021		60,637		65,360		71,519		77,882

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		1,336,827		1,376,863		1,411,072		1,422,482		1,436,161		1,488,113		1,551,083		1,567,831		1,552,023

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		18,404		19,357		21,192		24,120		27,080				26,377				24,712				26,693

		暴力行為の発生件数 ボウリョクコウイハッセイケンスウ		28,084		27,972		33,231		40,744		47,876		49,621		48,841		45,069		45,344		49,724

				H16				H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		100.0		92.8		98.7		98.2		97.6		97.0		96.0		96.1		94.9		93.9

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		100.0		91.8		99.1		98.5		98.0		97.4		96.3		95.4		94.0		92.9

		加配定数 カハイテイスウ		100.0		119.6		104.6		104.6		106.6		108.1		115.6		112.3		117.7		119.0

		障害のある子供の数（普通学級在籍者） ショウガイコドモカズフツウガッキュウザイセキシャ		100.0		217.8		115.9		126.5		139.0		151.1		169.6		182.8		200.0		217.8

		暴力行為の発生件数 ボウリョクコウイハッセイケンスウ		100.0		177.1		105.6		106.4		107.4		111.3		116.0		117.3		116.1

		日本語指導が必要な外国人の子供の数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンコドモカズ		100.0		145.0		115.1		131.1		147.1		0.0		143.3		0.0		134.3		0.0

								118.3		145.1		170.5		176.7		173.9		160.5		161.5		177.1



&L【機密性○（取扱制限）】
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加配定数

障害のある子供の数（普通学級在籍者）

暴力行為の発生件数

日本語指導が必要な外国人の子供の数



Sheet1 (3)

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		448,439		445,497		442,786		440,432		437,616		435,207		430,357		431,092		425,382		420,936		416,036

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		10,324,382		10,272,310		10,226,353		10,169,585		10,122,083		10,060,332		9,944,671		9,848,931		9,702,478		9,592,779		9,478,591

		加配定数 カハイテイスウ		51,812		54,075		54,194		54,180		55,219		56,023		59,910		58,210		60,960		61,660		61,963

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		35,757		38,738		41,448		45,240		49,685		54,021		60,637		65,360		71,519		77,882

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		1,336,827		1,376,863		1,411,072		1,422,482		1,436,161		1,488,113		1,551,083		1,567,831		1,552,023

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		18,404		19,357		21,192		24,120		27,080				26,377				24,712				26,693

		暴力行為の発生件数 ボウリョクコウイハッセイケンスウ		28,084		27,972		33,231		40,744		47,876		49,621		48,841		45,069		45,344		49,724

				H16		最新調査年度 サイシンチョウサネンド		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		100.0		92.8		98.7		98.2		97.6		97.0		96.0		96.1		94.9		93.9

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		100.0		91.8		99.1		98.5		98.0		97.4		96.3		95.4		94.0		92.9

		加配定数 カハイテイスウ		100.0		119.6		104.6		104.6		106.6		108.1		115.6		112.3		117.7		119.0

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		100.0		217.8		115.9		126.5		139.0		151.1		169.6		182.8		200.0		217.8

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		100.0		116.1		105.6		106.4		107.4		111.3		116.0		117.3		116.1

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		100.0		145.0		115.1		131.1		147.1		0.0		143.3		0.0		134.3		0.0

		暴力行為の発生件数 ボウリョクコウイハッセイケンスウ		100.0		177.1		118.3		145.1		170.5		176.7		173.9		160.5		161.5		177.1



&L【機密性○（取扱制限）】
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加配定数

通級対象児童生徒数

要保護・準要保護児童生徒数

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

暴力行為の発生件数



Sheet1 (2)

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		448,439		445,497		442,786		440,432		437,616		435,207		430,357		431,092		425,382		420,936		416,036

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		10,324,382		10,272,310		10,226,353		10,169,585		10,122,083		10,060,332		9,944,671		9,848,931		9,702,478		9,592,779		9,478,591

		加配定数 カハイテイスウ		51,812		54,075		54,194		54,180		55,219		56,023		59,910		58,210		60,960		61,660		61,963

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		35,757		38,738		41,448		45,240		49,685		54,021		60,637		65,360		71,519		77,882

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		1,336,827		1,376,863		1,411,072		1,422,482		1,436,161		1,488,113		1,551,083		1,567,831		1,552,023

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		18,404		19,357		21,192		24,120		27,080				26,377				24,712				26,693

		暴力行為の発生件数 ボウリョクコウイハッセイケンスウ		28,084		27,972		33,231		40,744		47,876		49,621		48,841		45,069		45,344		49,724

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		100.0		99.3		98.7		98.2		97.6		97.0		96.0		96.1		94.9		93.9		92.8

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		100.0		99.5		99.1		98.5		98.0		97.4		96.3		95.4		94.0		92.9		91.8

		加配定数 カハイテイスウ		100.0		104.4		104.6		104.6		106.6		108.1		115.6		112.3		117.7		119.0		119.6

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		100.0		108.3		115.9		126.5		139.0		151.1		169.6		182.8		200.0		217.8

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		100.0		103.0		105.6		106.4		107.4		111.3		116.0		117.3		116.1

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		100.0		105.2		115.1		131.1		147.1		0.0		143.3		0.0		134.3		0.0		145.0

		暴力行為の発生件数 ボウリョクコウイハッセイケンスウ		100.0		99.6		118.3		145.1		170.5		176.7		173.9		160.5		161.5		177.1



&L【機密性○（取扱制限）】



Sheet1 (2)

		



加配定数

通級対象児童生徒数

要保護・準要保護児童生徒数

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

暴力行為の発生件数



想定貼り付け用 (特別支援入り)

		○標準学級数の推移 ヒョウジュンガッキュウスウスイイ														○児童生徒数の推移 ジドウセイトスウスイイ

						16		26		16→26										16		26		16→26

		小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		235,423		216,406		-19,017		-8.1%				小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		6,958,250		6,299,610		-658,640		-9.5%

				複式学級 フクシキガッキュウ		7,448		5,917		-1,531		-20.6%						複式学級 フクシキガッキュウ		63,598		53,051		-10,547		-16.6%

				特支学級 トクシガッキュウ		22,396		35,536		13,140		58.7%						特支学級 トクシガッキュウ		62,827		128,735		65,908		104.9%

				計 ケイ		265,267		257,859		-7,408		-2.8%						計 ケイ		7,084,675		6,481,396		-603,279		-8.5%

		中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		99,360		93,622		-5,738		-5.8%				中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		3,366,132		3,178,981		-187,151		-5.6%

				複式学級 フクシキガッキュウ		286		258		-28		-9.8%						複式学級 フクシキガッキュウ		1,488		1,338		-150		-10.1%

				特支学級 トクシガッキュウ		9,860		16,453		6,593		66.9%						特支学級 トクシガッキュウ		27,482		57,844		30,362		110.5%

				計 ケイ		109,506		110,333		827		0.8%						計 ケイ		3,395,102		3,238,163		-156,939		-4.6%

		特支学校 トクシガッコウ		小学部 ショウガクブ		10,122		11,916		1,794		17.7%				特支学校 トクシガッコウ		小学部 ショウガクブ		29,968		37,147		7,179		24.0%

				中学部 チュウガクブ		6,606		8,483		1,877		28.4%						中学部 チュウガクブ		20,971		29,557		8,586		40.9%

				計 ケイ		16,728		20,399		3,671		21.9%						計 ケイ		50,939		66,704		15,765		30.9%

						391,501		388,591		-2,910		-0.7%								10,530,716		9,786,263		-744,453		-7.1%

						342,517		316,203		-26,314		-7.7%								10,389,468		9,532,980		-856,488		-8.2%

						48,984		72,388		23,404		47.8%								141,248		253,283		112,035		79.3%

		中学校 チュウガッコウ		特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		9860

		中等教育学校 チュウトウキョウイクガッコウ		特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		0

		盲学校 モウガッコウ		小学部 ショウガクブ		317										盲学校 モウガッコウ		小学部 ショウガクブ		633

		聾学校 ロウガッコウ		小学部 ショウガクブ		715										聾学校 ロウガッコウ		小学部 ショウガクブ		2072

		養護学校 ヨウゴガッコウ		小学部 ショウガクブ		9090										養護学校 ヨウゴガッコウ		小学部 ショウガクブ		27263

		盲学校 モウガッコウ		中学部 チュウガクブ		224										盲学校 モウガッコウ		中学部 チュウガクブ		461

		聾学校 ロウガッコウ		中学部 チュウガクブ		365										聾学校 ロウガッコウ		中学部 チュウガクブ		1068

		養護学校 ヨウゴガッコウ		中学部 チュウガクブ		6017										養護学校 ヨウゴガッコウ		中学部 チュウガクブ		19442





想定貼り付け用

		○標準学級数の推移 ヒョウジュンガッキュウスウスイイ														○児童生徒数の推移 ジドウセイトスウスイイ

						16		26		16→26										16		26		16→26

		小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		235,423		216,406		-19,017		-8.1%				小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		6,958,250		6,299,610		-658,640		-9.5%

				複式学級 フクシキガッキュウ		7,448		5,917		-1,531		-20.6%						複式学級 フクシキガッキュウ		63,598		53,051		-10,547		-16.6%

				特支学級 トクシガッキュウ		22,396		35,536		13,140		58.7%						特支学級 トクシガッキュウ		62,827		128,735		65,908		104.9%

				計 ケイ		265,267		257,859		-7,408		-2.8%						計 ケイ		7,084,675		6,481,396		-603,279		-8.5%

		中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		99,360		93,622		-5,738		-5.8%				中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		3,366,132		3,178,981		-187,151		-5.6%

				複式学級 フクシキガッキュウ		286		258		-28		-9.8%						複式学級 フクシキガッキュウ		1,488		1,338		-150		-10.1%

				特支学級 トクシガッキュウ		9,860		16,453		6,593		66.9%						特支学級 トクシガッキュウ		27,482		57,844		30,362		110.5%

				計 ケイ		109,506		110,333		827		0.8%						計 ケイ		3,395,102		3,238,163		-156,939		-4.6%

		児童生徒数の推移 ジドウセイトスウスイイ

						16		26				16→26

		小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		6,958,250		6,299,610				0.0%

				複式学級 フクシキガッキュウ		63,598		53,051				0.0%

				特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		62,827		128,735				0.0%

				計 ケイ		7,084,675		6,481,396				0.0%

		中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		3,366,132		3,178,981				0.0%

				複式学級 フクシキガッキュウ		1,488		1,338				0.0%

				特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		27,482		57,844				0.0%

				計 ケイ		3,395,102		3,238,163				0.0%

		中学校 チュウガッコウ		特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		9860

		中等教育学校 チュウトウキョウイクガッコウ		特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		0

		盲学校 モウガッコウ		小学部 ショウガクブ		317

		聾学校 ロウガッコウ		小学部 ショウガクブ		715

		養護学校 ヨウゴガッコウ		小学部 ショウガクブ		9090

		盲学校 モウガッコウ		中学部 チュウガクブ		224

		聾学校 ロウガッコウ		中学部 チュウガクブ		365

		養護学校 ヨウゴガッコウ		中学部 チュウガクブ		6017





グラフ用

		小学校 ショウガッコウ		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		学校数 ガッコウスウ		23160		22856		22607		22420		22197		21974		21713		21431		21166		20836		20558

		普通学級に係る標準学級数 フツウガッキュウカカヒョウジュンガッキュウスウ		235423		234792		233639		231586		230340		228286		225702		225980		222040		219245		216406

		普通学級に係る児童数 フツウガッキュウカカジドウスウ		6958250		6950594		6933810		6872657		6852933		6787841		6710977		6600326		6473774		6382063		6299610

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		学校数 ガッコウスウ		100.0		98.7		97.6		96.8		95.8		94.9		93.8		92.5		91.4		90.0		88.8

		普通学級に係る標準学級数 フツウガッキュウカカヒョウジュンガッキュウスウ		100.0		99.7		99.2		98.4		97.8		97.0		95.9		96.0		94.3		93.1		91.9

		普通学級に係る児童数 フツウガッキュウカカジドウスウ		100.0		99.9		99.6		98.8		98.5		97.6		96.4		94.9		93.0		91.7		90.5

		中学校 チュウガッコウ		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		学校数 ガッコウスウ		10324		10246		10206		10167		10125		10069		10010		9943		9888		9813		9737

		普通学級に係る標準学級数 フツウガッキュウカカヒョウジュンガッキュウスウ		99360		98052		97257		97323		96532		96565		95518		95758		95170		94516		93622

		普通学級に係る児童数 フツウガッキュウカカジドウスウ		3366132		3321716		3292543		3296928		3269150		3272491		3233694		3248605		3228704		3210716		3178981

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		学校数 ガッコウスウ		100.0		99.2		98.9		98.5		98.1		97.5		97.0		96.3		95.8		95.1		94.3

		普通学級に係る標準学級数 フツウガッキュウカカヒョウジュンガッキュウスウ		100.0		98.7		97.9		97.9		97.2		97.2		96.1		96.4		95.8		95.1		94.2

		普通学級に係る児童数 フツウガッキュウカカジドウスウ		100.0		98.7		97.8		97.9		97.1		97.2		96.1		96.5		95.9		95.4		94.4



&L【機密性○（取扱制限）】



グラフ用

		



学校数

普通学級に係る標準学級数

普通学級に係る児童数



Sheet1

		



学校数

普通学級に係る標準学級数

普通学級に係る児童数



推移

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		448439		445497		442786		440432		437616		435207		430357		431092		425382		420936		416036

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		10324382		10272310		10226353		10169585		10122083		10060332		9944671		9848931		9702478		9592779		9478591

		加配定数 カハイテイスウ		51812		54075		54194		54180		55219		56023		59910		58210		60960		61660		61963

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		35757		38738		41448		45240		49685		54021		60637		65360		71519		77882

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		1336827		1376863		1411072		1422482		1436161		1488113		1551083		1567831		1552023

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		18404		19357		21192		24120		27080				26377				24712				26693

		不登校児童生徒数 フトウコウジドウセイトスウ

				23967		23982

				100088		91616

				124055		115598

				H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26

		基礎定数（普通学級） キソテイスウフツウガッキュウ		100.0		99.3		98.7		98.2		97.6		97.0		96.0		96.1		94.9		93.9		92.8

		児童生徒数（普通学級） ジドウセイトスウフツウガッキュウ		100.0		99.5		99.1		98.5		98.0		97.4		96.3		95.4		94.0		92.9		91.8

		加配定数 カハイテイスウ		100.0		104.4		104.6		104.6		106.6		108.1		115.6		112.3		117.7		119.0		119.6

		通級対象児童生徒数 ツウキュウタイショウジドウセイトスウ		100.0		108.3		115.9		126.5		139.0		151.1		169.6		182.8		200.0		217.8

		要保護・準要保護児童生徒数 ヨウホゴジュンヨウホゴジドウセイトスウ		100.0		103.0		105.6		106.4		107.4		111.3		116.0		117.3		116.1

		日本語指導が必要な外国人児童生徒数 ニホンゴシドウヒツヨウガイコクジンジドウセイトスウ		100.0		105.2		115.1		131.1		147.1		0.0		143.3		0.0		134.3		0.0		145.0



&L【機密性○（取扱制限）】



推移

		



基礎定数（普通学級）

児童生徒数（普通学級）

加配定数

通級対象児童生徒数

要保護・準要保護児童生徒数

日本語指導が必要な外国人児童生徒数



		標準学級数の推移 ヒョウジュンガッキュウスウスイイ

						16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		16→26				28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

		小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		235,423		234,792		233,639		231,586		230,340		228,286		225,702		225,980		222,040		219,245		216,406		-8.1%		▲ 19,017		212,017		210,680		209,876		207,449		204,997		201,890		198,379		194,052		189,512		184,913		179,641		174,669		170,116

				複式学級 フクシキガッキュウ		7,448		7,201		7,125		7,042		6,944		6,816		6,641		6,446		6,310		6,070		5,917		-20.6%		▲ 1,531		5,891		5,862		5,847		5,787		5,726		5,647		5,556		5,441		5,321		5,199		5,057		4,924		4,802

				特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		22,396		23,666		24,954		26,257		27,635		29,015		30,329		31,469		32,736		34,090		35,536		58.7%		13,140		37,564		38,743		39,960		40,805		41,573		42,137		42,543		42,696		42,723		42,660		42,363		42,061		41,790

				計 ケイ		265,267		265,659		265,718		264,885		264,919		264,117		262,672		263,895		261,086		259,405		257,859		-2.8%		▲ 7,408		255,472		255,285		255,683		254,041		252,296		249,674		246,478		242,189		237,556		232,772		227,061		221,654		216,708

		中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		99,360		98,052		97,257		97,323		96,532		96,565		95,518		95,758		95,170		94,516		93,622		-5.8%		▲ 5,738		90,798		88,800		86,573		85,589		85,296		85,753		85,081		84,322		83,241		82,000		80,824		79,443		77,895

				複式学級 フクシキガッキュウ		286		289		275		263		274		268		274		260		257		278		258		-9.8%		▲ 28		269		263		257		254		254		255		253		251		248		245		242		238		233

				特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		9,860		10,281		10,925		11,617		12,303		12,987		13,616		14,273		14,843		15,584		16,453		66.9%		6,593		16,743		16,915		16,999		17,294		17,705		18,260		18,559		18,819		18,985		19,093		19,194		19,225		19,193

				計 ケイ		109,506		108,622		108,457		109,203		109,109		109,820		109,408		110,291		110,270		110,378		110,333		0.8%		827		107,810		105,978		103,829		103,137		103,255		104,268		103,893		103,392		102,474		101,338		100,260		98,906		97,321

		小学校 ショウガッコウ		普通学級定数 フツウガッキュウテイスウ		282,508		281,750		280,367		277,903		276,408		273,943		270,842		271,176		266,448		263,094		259,687

		中学校 チュウガッコウ		普通学級定数 フツウガッキュウテイスウ		165,931		163,747		162,419		162,529		161,208		161,264		159,515		159,916		158,934		157,842		156,349

				計 ケイ		448,439		445,497		442,786		440,432		437,616		435,207		430,357		431,092		425,382		420,936		416,036

		児童生徒数の推移 ジドウセイトスウスイイ

						16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		16→26

		小学校 ショウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		6,958,250		6,950,594		6,933,810		6,872,657		6,852,933		6,787,841		6,710,977		6,600,326		6,473,774		6,382,063		6,299,610		-9.5%		▲ 658,640

				複式学級 フクシキガッキュウ		63,598		61,792		61,181		60,636		60,018		58,869		57,600		56,059		55,254		53,851		53,051		-16.6%		▲ 10,547

				特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		62,827		67,402		72,872		78,583		86,055		93,212		100,741		107,328		113,693		120,623		128,735		104.9%		65,908

				計 ケイ		7,084,675		7,079,788		7,067,863		7,011,876		6,999,006		6,939,922		6,869,318		6,763,713		6,642,721		6,556,537		6,481,396		-8.5%		▲ 603,279

		中学校 チュウガッコウ		普通学級 フツウガッキュウ		3,366,132		3,321,716		3,292,543		3,296,928		3,269,150		3,272,491		3,233,694		3,248,605		3,228,704		3,210,716		3,178,981		-5.6%		▲ 187,151

				複式学級 フクシキガッキュウ		1,488		1,570		1,482		1,397		1,469		1,392		1,486		1,386		1,316		1,464		1,338		-10.1%		▲ 150

				特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		27,482		28,870		31,141		34,268		37,591		41,442		44,170		47,412		50,222		53,736		57,844		110.5%		30,362

				計 ケイ		3,395,102		3,352,156		3,325,166		3,332,593		3,308,210		3,315,325		3,279,350		3,297,403		3,280,242		3,265,916		3,238,163		-4.6%		▲ 156,939

		小中計 ショウチュウケイ		普通学級 フツウガッキュウ		10,324,382		10272310		10226353		10169585		10122083		10060332		9944671		9848931		9702478		9592779		9478591

		学校数の推移 ガッコウスウスイイ

						16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		16→26

		小学校 ショウガッコウ				23,160		22,856		22,607		22,420		22,197		21,974		21,713		21,431		21,166		20,836		20,558		-11.2%		▲ 2,602

		中学校 チュウガッコウ				10,317		10,238		10,190		10,150		10,104		10,044		9,982		9,915		9,860		9,784		9,707		-5.9%		▲ 610

		中等教育学校 チュウトウキョウイクガッコウ				7		8		16		17		21		25		28		28		28		29		30		328.6%		23

		中・中等 チュウチュウトウ				10,324		10,246		10,206		10,167		10,125		10,069		10,010		9,943		9,888		9,813		9,737		-5.7%		▲ 587

		中学校 チュウガッコウ		特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		9860		10281		10925		11617		12303		12987

		中等教育学校 チュウトウキョウイクガッコウ		特別支援学級 トクベツシエンガッキュウ		0		0		0		0		0		0

		盲学校 モウガッコウ		小学部 ショウガクブ		317		325		315

		聾学校 ロウガッコウ		小学部 ショウガクブ		715		703		708

		養護学校 ヨウゴガッコウ		小学部 ショウガクブ		9090		9261		9503

		盲学校 モウガッコウ		中学部 チュウガクブ		224		209		204

		聾学校 ロウガッコウ		中学部 チュウガクブ		365		385		403

		養護学校 ヨウゴガッコウ		中学部 チュウガクブ		6017		6206		6408







○平成に入って以降、児童生徒数が約３割減となる一方で、教職員定数は約９％減にとどまっていることから、児童生徒40人 
    当たり教職員数は約４０％増。 
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Sheet1 (3)

		○特別支援学級数 トクベツシエンガッキュウスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学校 ショウガッコウ		14,379		14,350		14,364		14,484		14,605		14,796		15,086		15,473		15,943		16,291		17,121		17,969		19,005		20,164		21,342		22,396		23,666		24,954		26,257		27,635		29,015		30,329		31,469		32,736		34,095		35,536		19,716

		中学校 チュウガッコウ		6,866		6,867		6,849		6,901		6,947		6,986		7,137		7,229		7,387		7,545		7,881		8,221		8,638		9,125		9,512		9,860		10,281		10,925		11,617		12,303		12,987		13,616		14,273		14,843		15,582		16,453		8,716

		合計 ゴウケイ		21,245		21,217		21,213		21,385		21,552		21,782		22,223		22,702		23,330		23,836		25,002		26,190		27,643		29,289		30,854		32,256		33,947		35,879		37,874		39,938		42,002		43,945		45,742		47,579		49,677		51,989		28,432

		○特別支援学級に係る定数 トクベツシエンガッキュウカカテイスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学校 ショウガッコウ		17,255		17,220		17,237		17,381		17,526		17,755		18,103		18,568		19,132		19,549		20,545		21,563		22,806		24,197		25,610		26,875		28,399		29,945		31,508		33,162		34,818		36,395		37,763		39,283		40,914		42,643		23,659

		中学校 チュウガッコウ		11,466		11,468		11,438		11,525		11,601		11,667		11,919		12,072		12,336		12,600		13,161		13,729		14,425		15,239		15,885		16,466		17,169		18,245		19,400		20,546		21,688		22,739		23,836		24,788		26,022		27,477		14,556

		合計 ゴウケイ		28,721		28,688		28,675		28,906		29,127		29,422		30,022		30,640		31,468		32,149		33,706		35,292		37,231		39,436		41,495		43,341		45,568		48,190		50,908		53,708		56,506		59,134		61,599		64,071		66,936		70,120		38,215

																																																1→23

																																																32,878

		○特別支援学校の学級数 トクベツシエンガッコウガッキュウスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学部 ショウガクブ		8,278		8,542		9,011		9,117		9,219		9,406		9,401		9,412		9,381		9,446		9,540		9,547		9,653		9,798		9,984		10,122		10,289		10,526		10,701		10,956		11,201		11,313		11,526		11,610		11,667		11,916		3,389

		中学部 チュウガクブ		5,915		5,957		6,171		6,171		6,087		6,028		6,087		6,172		6,324		6,312		6,347		6,417		6,505		6,528		6,538		6,606		6,800		7,015		7,250		7,486		7,738		7,875		7,974		8,109		8,274		8,483		2,359

		合計 ゴウケイ		14,193		14,499		15,182		15,288		15,306		15,434		15,488		15,584		15,705		15,758		15,887		15,964		16,158		16,326		16,522		16,728		17,089		17,541		17,951		18,442		18,939		19,188		19,500		19,719		19,941		20,399		5,748

		○特別支援学校に係る定数 トクベツシエンガッコウカカテイスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学校 ショウガッコウ		16,225		16,742		17,662		17,869		18,069		18,436		18,426		18,448		18,387		18,514		18,698		18,712		18,920		19,204		19,569		19,839		20,166		20,631		20,974		21,474		21,954		22,173		22,591		22,756		22,867		23,355		6,642

		中学校 チュウガッコウ		11,593		11,676		12,095		12,095		11,931		11,815		11,931		12,097		12,395		12,372		12,440		12,577		12,750		12,795		12,814		12,948		13,328		13,749		14,210		14,673		15,166		15,435		15,629		15,894		16,217		16,627		4,624

		合計 ゴウケイ		27,818		28,418		29,757		29,964		30,000		30,251		30,357		30,545		30,782		30,886		31,138		31,289		31,670		31,999		32,383		32,787		33,494		34,380		35,184		36,147		37,120		37,608		38,220		38,650		39,084		39,982		11,266

		特支計 トクシケイ		56,539		57,106		58,432		58,870		59,127		59,673		60,379		61,185		62,250		63,035		64,844		66,581		68,901		71,435		73,878		76,128		79,062		82,570		86,092		89,855		93,626		96,742		99,819		102,721		106,020		110,102

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H26

		定数総数 テイスウソウスウ		762,279		763,004		772,487		758,661		753,091		747,131		741,001		735,696		730,357		720,897		713,497		705,375		703,424		702,534		703,110		703,222		703,313		702,470		701,777		701,780		701,285		702,932		704,396		702,352		700,060		696,394		▲65,885

		基礎定数 キソテイスウ		750,861		748,991		757,982		743,556		734,218		725,359		716,362		707,703		699,324		690,037		681,083		672,669		665,838		659,151		654,945		651,253		649,044		648,082		647,350		646,314		644,980		642,427		645,591		640,747		637,655		633,686		▲117,175

		基礎定数（特支分を除く） キソテイスウトクシブンノゾ		694,322		691,885		699,550		684,686		675,091		665,686		655,983		646,518		637,074		627,002		616,239		606,088		596,937		587,716		581,067		575,125		569,982		565,512		561,258		556,459		551,354		545,685		545,772		538,026		531,635		523,584		▲170,738

		基礎定数に占める特支の割合 キソテイスウシトクシワリアイ		7.5%		7.6%		7.7%		7.9%		8.1%		8.2%		8.4%		8.6%		8.9%		9.1%		9.5%		9.9%		10.3%		10.8%		11.3%		11.7%		12.2%		12.7%		13.3%		13.9%		14.5%		15.1%		15.5%		16.0%		16.6%		17.4%
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定数総数

基礎定数

基礎定数（特支分を除く）

基礎定数に占める特支の割合



Sheet1 (2)

		○特別支援学級数 トクベツシエンガッキュウスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学校 ショウガッコウ		14,379		14,350		14,364		14,484		14,605		14,796		15,086		15,473		15,943		16,291		17,121		17,969		19,005		20,164		21,342		22,396		23,666		24,954		26,257		27,635		29,015		30,329		31,469		32,736		34,095		35,536		19,716

		中学校 チュウガッコウ		6,866		6,867		6,849		6,901		6,947		6,986		7,137		7,229		7,387		7,545		7,881		8,221		8,638		9,125		9,512		9,860		10,281		10,925		11,617		12,303		12,987		13,616		14,273		14,843		15,582		16,453		8,716

		合計 ゴウケイ		21,245		21,217		21,213		21,385		21,552		21,782		22,223		22,702		23,330		23,836		25,002		26,190		27,643		29,289		30,854		32,256		33,947		35,879		37,874		39,938		42,002		43,945		45,742		47,579		49,677		51,989		28,432

		○特別支援学級に係る定数 トクベツシエンガッキュウカカテイスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学校 ショウガッコウ		17,255		17,220		17,237		17,381		17,526		17,755		18,103		18,568		19,132		19,549		20,545		21,563		22,806		24,197		25,610		26,875		28,399		29,945		31,508		33,162		34,818		36,395		37,763		39,283		40,914		42,643		23,659

		中学校 チュウガッコウ		11,466		11,468		11,438		11,525		11,601		11,667		11,919		12,072		12,336		12,600		13,161		13,729		14,425		15,239		15,885		16,466		17,169		18,245		19,400		20,546		21,688		22,739		23,836		24,788		26,022		27,477		14,556

		合計 ゴウケイ		28,721		28,688		28,675		28,906		29,127		29,422		30,022		30,640		31,468		32,149		33,706		35,292		37,231		39,436		41,495		43,341		45,568		48,190		50,908		53,708		56,506		59,134		61,599		64,071		66,936		70,120		38,215

																																																1→23

																																																32,878

		○特別支援学校の学級数 トクベツシエンガッコウガッキュウスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学部 ショウガクブ		8,278		8,542		9,011		9,117		9,219		9,406		9,401		9,412		9,381		9,446		9,540		9,547		9,653		9,798		9,984		10,122		10,289		10,526		10,701		10,956		11,201		11,313		11,526		11,610		11,667		11,916		3,389

		中学部 チュウガクブ		5,915		5,957		6,171		6,171		6,087		6,028		6,087		6,172		6,324		6,312		6,347		6,417		6,505		6,528		6,538		6,606		6,800		7,015		7,250		7,486		7,738		7,875		7,974		8,109		8,274		8,483		2,359

		合計 ゴウケイ		14,193		14,499		15,182		15,288		15,306		15,434		15,488		15,584		15,705		15,758		15,887		15,964		16,158		16,326		16,522		16,728		17,089		17,541		17,951		18,442		18,939		19,188		19,500		19,719		19,941		20,399		5,748

		○特別支援学校に係る定数 トクベツシエンガッコウカカテイスウ

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H25

		小学校 ショウガッコウ		16,225		16,742		17,662		17,869		18,069		18,436		18,426		18,448		18,387		18,514		18,698		18,712		18,920		19,204		19,569		19,839		20,166		20,631		20,974		21,474		21,954		22,173		22,591		22,756		22,867		23,355		6,642

		中学校 チュウガッコウ		11,593		11,676		12,095		12,095		11,931		11,815		11,931		12,097		12,395		12,372		12,440		12,577		12,750		12,795		12,814		12,948		13,328		13,749		14,210		14,673		15,166		15,435		15,629		15,894		16,217		16,627		4,624

		合計 ゴウケイ		27,818		28,418		29,757		29,964		30,000		30,251		30,357		30,545		30,782		30,886		31,138		31,289		31,670		31,999		32,383		32,787		33,494		34,380		35,184		36,147		37,120		37,608		38,220		38,650		39,084		39,982		11,266

		特支計 トクシケイ		56,539		57,106		58,432		58,870		59,127		59,673		60,379		61,185		62,250		63,035		64,844		66,581		68,901		71,435		73,878		76,128		79,062		82,570		86,092		89,855		93,626		96,742		99,819		102,721		106,020		110,102

				H1		H2		H3		H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H1→H26

		定数総数 テイスウソウスウ		762,279		763,004		772,487		758,661		753,091		747,131		741,001		735,696		730,357		720,897		713,497		705,375		703,424		702,534		703,110		703,222		703,313		702,470		701,777		701,780		701,285		702,932		704,396		702,352		700,060		696,394		▲65,885

		基礎定数 キソテイスウ		750,861		748,991		757,982		743,556		734,218		725,359		716,362		707,703		699,324		690,037		681,083		672,669		665,838		659,151		654,945		651,253		649,044		648,082		647,350		646,314		644,980		642,427		645,591		640,747		637,655		633,686		▲117,175

		基礎定数（特支分を除く） キソテイスウトクシブンノゾ		694,322		691,885		699,550		684,686		675,091		665,686		655,983		646,518		637,074		627,002		616,239		606,088		596,937		587,716		581,067		575,125		569,982		565,512		561,258		556,459		551,354		545,685		545,772		538,026		531,635		523,584		▲170,738
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○日本の小中学校向け公財政支出を在学者１人当たりで見るとOECD平均を上回っている 
○教員１人あたりの児童生徒数はＧ５（日・米・英・独・仏）諸国並みであり、１クラスあたり担任外教員数はＧ５諸国の中で最大 
                                                               （財政審建議 p47～p48）  

日本の教員は、授業以外に様々な業務を行っており、業務が授業に特化している欧米と単純に比較するのは不適当 

文部科学省としての考え 

財政審建議の内容 

財政制度等審議会建議に対する考え方（教職員定数②） 

日本の教員は主体的な学びを引き出すことに対して自信が低い 

日本の教員は授業以外に様々な業務を行っている 日本の教員の勤務時間は参加34カ国/地域中で最長 

（出典）OECD TALIS2013年調査結果報告書 授業 
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授業準備・ 
成績処理 
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生徒指導、部
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学校運営等 
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研修等 
3% 

日本：約６割 
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38% 

授業準備・ 
成績処理 

32% 

生徒指導、保護

者対応等 
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イギリス：約３割 

・日本の教員は、授業以外にも、生徒指導、部活動等を多く 
  行っている 
 

授業以外の 
業務 

授業以外の 
業務 

（出典）日本：文部科学省委託調査「教員勤務実態調査」（平成18年度） 
     イギリス：Department for Children, Schools and Families, “Teacher’s Workloads Diary Survey 2009” 

（時間） ＜１週間あたりの勤務時間＞ 

34カ国/地域 
中で最長 

（出典）OECD TALIS2013調査結果報告書 

＜主体的な学びの引き出しに自信を持つ教員の割合＞ 

日本で担任外教員数の割合が大きいのは、以下の理由によるものであり、日本の状況が恵まれている訳ではない  
    学級規模が大きい ⇒ 学級数が少なくなる ⇒ 学級担任の割合が少なくなる ⇒ 担任外教員の割合が多くなる 
    （参考）一学級当たり児童生徒数 小学校27.7人（OECD平均21.3人）  中学校 32.6人（OECD平均23.6人） 

＜授業以外の業務の割合＞ 
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授業計画 

授業 

勤務時間の合計 

日本 
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○諸外国においても、教員給与は教育支出のうち最大の部分を占めるが、特に日本の小中学校予算は教員給与に配分が 
    偏っている。 （財政審建議 資料Ⅱ－３－２）  

教育支出のうち教職員給与が占める割合は諸外国と同水準、 
財務省の主張はあたらない 
・ 財務省は消費的支出（教職員給与、教材費など）に占める教職員給与の 
 割合を取り上げているが、資本的支出（施設費など）を含めた総教育支出 
 に占める教員給与の割合は諸外国と同水準。「特に日本の小中学校予算 
 は教員給与に配分が偏っている」とする財務省の主張はあたらない 

人件費への手厚い投資が行われている国ほど、 
ＰＩＳＡ調査で好成績 

PI
SA

テ
ス

ト
（
数

学
）
の

成
績

（
点

数
）

 

一人当たりGDPに対する教員給与の比率（％） 

450

500

550
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出典：OECD, PISA 2012 Database; Figure IV.1.10.  

日本 

（出典） 図表で見る教育 OECDインディデータ（2014年版） 

ドイツ 

イギリス 
アメリカ 

フランス 

財政制度等審議会建議に対する考え方（教育給与支出） 

財政審建議の内容 

文部科学省としての考え 

教育支出の構成（初等教育） 教育支出の構成（中等教育） 

・教員給与は学習成果と相関関係があり、重要な要素 
 

・日本は、人件費への投資割合以上にＰＩＳＡ調査で好成績を上げて 
  おり、さらに充実を図る必要 
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指導体制と教育効果の関係について 

 
 
 

 ・不利な家庭環境に置かれた児童生徒が数多く在籍する学校においては、 
    学習集団が小さいほど正答率が高くなる傾向 
 
 ・学習集団が小さいほど子供たちの自己肯定感が高くなる傾向 
  

 
 
 
  ・ 学習集団が小さいほど、児童生徒の授業中の私語が少なく落ち着きが高い傾向 
    授業中の私語が少なく落ち着いている学校ほど、学力が高い傾向 
 
   ・ 学習集団が小さいほど、児童生徒の規範意識が高い傾向 
    児童生徒の規範意識が高い学校ほど、学力が高い傾向 
 
   ・ 総合的な学習の時間に力を入れる学校ほど、学力が高い傾向 
    一方で、総合的な学習の時間などの課題解決型学習の実施は、教員の負担が増加 
 

学習集団と教育効果について 

学校における指導と教育効果について 
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不利な家庭環境に置かれた児童生徒が数多く在籍 
する学校においては、学習集団が小さいほど正答率が 
高くなる傾向                                   

学習集団が小さいほど子供たちの自己肯定感が 
高くなる傾向                                 

出典：平成26年度学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究 

○小学校 

※ＳＥＳ・・・家庭所得、父親学歴、母親学歴の３指標を合成した指標。 

（出典）平成26年度全国学力・学習状況調査 

25.0

30.0

35.0
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55.0
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80.0

14人以下 15～20人 21～25人 26～30人 31～35人 36人以上 

国語A 

国語B 

数学A 

数学B 

学級規模別 教科平均正答率（中学校） 
（不利な家庭環境の児童生徒が数多く在籍する学校（lowest SES）） 

学習集団と教育効果について 

先生は、あなたのよいところを認めて 
くれていると思いますか 

（正答率） 
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授業中私語が少なく、生徒が落ち着いていると考えている学校の割合（中学校・学級規模別） 

学校における指導と教育効果について① 

○児童生徒の授業中の私語が少なく落ち着いている学校ほど、学力が高くなる傾向 
○学習集団が小さいほど、児童生徒の授業中の私語が少なくなる傾向 

74.9  

44.8  

60.2  

51.7  

81.3  

53.7  

70.0  

62.9  

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

国語A 国語B 数学A 数学B 

どちらかといえばそう思わない、そう思わない 

どちらかといえばそう思う 

そのとおりだと思う 

授業中の私語が少なく、児童生徒が落ち着いている学校ほど、正答率が高い傾向                        

授業中私語が少なく、生徒が落ち着いていると考えている学校における平均正答率（中学校） 

（出典）平成26年度全国学力・学習状況調査報告書 
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学習集団が小さいほど、児童生徒の落ち着きが高い傾向                

（出典）平成26年度全国学力・学習状況調査 10 



（出典）平成26年度全国学力・学習状況調査 

62.4% 
57.5% 55.5% 

45.7% 
37.7% 

30.1% 30.9% 
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学校における指導と教育効果について② 

○児童生徒の規範意識が高い学校ほど、学力が高くなる傾向 
○学習集団が小さいほど、児童生徒の規範意識が高くなる傾向 

児童生徒の規範意識が高い学校ほど、正答率が高い傾向                        

75.5  

45.7  
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生徒が礼儀正しいと考えている学校における平均正答率（中学校） 

（出典）平成26年度全国学力・学習状況調査報告書 

学習集団が小さいほど、児童生徒の規範意識が高い傾向                        

生徒が礼儀正しいと考えている学校の割合（中学校・学級規模別） 
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総合的な学習の時間において、探究活動（課題の設定からまとめ・表現に至る探究の過程を 
意識した指導）に力を入れる学校ほど、正答率が高い傾向                              

出典：平成26年度全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント 

学校における指導と教育効果について③ 

○総合的な学習の時間に力を入れる学校ほど、学力が高くなる傾向 
○一方で、総合的な学習の時間などの課題解決型の学習の実施にあたっては、教員の負担が増加 
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総合的な学習の時間などの課題解決型の学習にあたっては、教員の負担が増加                

総合的な学習の時間などの課題解決型の学習の特徴 
 

 ○ 総合的な学習の時間においては教科書がないなど、独自教材の準備が必要 
 

 ○ 個別の子供の関心・意欲に対応した指導内容の策定が不可欠 
 

 ○ グループ学習・個別学習により、子供たちの学習内容が多様化・個別化 

世界一忙しい日本の教員のさらなる負担増加への対応が課題 12 



  本委員会は、平成二十六年十月の財政制度等審議会財
政制度分科会における公立小学校一年生の学級編制の
標準を四十人に引き上げるべきとの提案等に対し、翌十
一月、「教職員定数の充実等教育環境の整備に関する決
議」を全会一致で行った。同決議は、分科会における提案
は、公立小学校一年生の学級編制の標準を三十五人に
引き下げた平成二十三年の改正義務標準法及びこれに
対する本委員会の全会一致による附帯決議を真っ向から
否定するものであると厳しく指摘した上で、教職員定数を
計画的に改善すること、市町村、学校などの実態に即して、
必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を
確保することなどを求めるものであった。  
 
 しかるに、去る五月十一日、同じ財政制度等審議会財政
制度分科会において、義務教育予算について、平成三十
六年度までに約四万二千人の教職員の合理化が可能と
の機械的な試算などが示された。今後の少子化見通しを
踏まえたにせよ、このような提案が再び示されたことは誠
に遺憾であり、先の本委員会の決議の趣旨を没却するも
のであって、到底容認できない。 
 また、高等教育に関し、国立大学法人は多様な収入源
の確保を目指すべきではないかとして、授業料の引上げ
を示唆する見解も示されている。  
 
 
 政府は、これからの時代に応じた新しい教育を実現する

ため、長期的な我が国の在り方を見通す広い視野を持ち、
教育現場の実態に即した教職員定数の充実に向けて、次
の事項の実現に万全を期すべきである。  
 
 一、学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員が
多忙化しているなどの実態を踏まえ、教職員定数を計画
的に改善すること。また、これからの社会に対応する主体
的、協働的な学びを実現するため、教職員が児童生徒一
人一人と向き合うことのできる環境整備、指導体制の充実
に努めること。  
 
 二、いじめ対策や特別支援教育、貧困による教育格差
の解消など、社会の変化によって、学校が対応しなければ
ならない現代的な教育課題が増大している実態に鑑み、
必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を
確保すること。  
 
 三、義務教育環境の整備に当たっては、財政面からの
視点だけでなく、教育現場の声を十分反映させるとともに、
実態に即した検討・議論を行うこと。  
 
  右決議する。 

  教育現場の実態に即した教職員定数の充実に関する決議 
                         平成２７年６月２日 

参議院文教科学委員会 
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教職員定数に関する決議・要望（抜粋） 
○全国知事会（6月11日） 

 財政健全化に向けた論点の一つとして、小・中学校の教職員定数の合理化が挙げられているが、地方の実情に応じた教育環境
の充実の基盤となっている加配定数の削減は、少人数教育の推進や個に応じたきめ細かな対応の充実など教育環境の維持向上
のための国の責任を放棄し、地方に対して更に独自の財政措置を迫ることになる。（中略） 
 １ 教育の質を維持し、日本の将来を支える人材を育てる教職員を計画的に採用・配置することができるよう、単なる合理化では
なく、教育環境の充実を図る観点から地方の実情を十分踏まえた新たな教職員定数の改善計画を策定し、その着実な実施を図る
こと。 
 ２ いじめ・不登校、特別な支援が必要な子どもや外国人児童生徒への対応、アクティブ・ラーニング等の新たな教育の推進、教
育格差など学校が抱える課題に対し、少人数教育の推進や個に応じたきめ細かな対応により組織的に取り組むことができるよう、
教職員の加配定数を拡充するとともに、必要な財源を確保すること。 

○指定都市市長会（6月9日） 
 指導方法工夫改善、児童生徒支援及び特別支援教育などのための教職員定数の加配措置は、各都市が創意工夫を図りながら
課題解決を進めていくために極めて大きな意義を有している。（中略） 
 今日の子どもを取り巻く環境に鑑み、教育の質の向上を図り、日本の未来を担う子どもたちにとって最も重要な教育資源である
教職員が最大限の力を発揮できるよう、加配定数を含めた教職員定数の確保にとどまらず、改善・充実を図ることを強く求める。 

 
○中核市市長会・全国施行時特例市市長会（6月9日） 

 国においては、学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員が多忙化しているなどの実態を踏まえると共に、いじめ対策や
特別支援教育、貧困による教育格差の解消など、社会の変化によって学校が対応しなければならない今日的教育課題の増大に
鑑み、我が国がこれからも持続発展していくためには、教職員定数を削減することなく、むしろ加配教員を含め、その改善・充実を
図り、長期的なビジョンにたった教職員定数を確保することを強く要請する。 

○全国市長会（6月10日） 
 現在の市町村の教育現場は、特別な配慮を必要とする児童生徒が増加する等、課題が複雑かつ困難化している状況にあること
から、国においては、市町村がこれらの課題に対処できるよう教職員等の人材と財源の充実確保を行うこと。今後の少子化の見通
しを踏まえた機械的試算により、小中学校の教職員定数の合理化を図り、教育費を削減することは決して行うべきではないこと。 
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経済財政運営と改革の基本方針2015 

～経済再生なくして財政健全化なし～(抜粋) 

第２章 経済の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題 
 ２．女性活躍、教育再生をはじめとする多様な人材力の発揮 
  [３]教育再生と文化芸術・スポーツの振興 
   （教育再生） 
   経済成長の源泉は「人」であり、教育を通じた人材育成は極めて重要な先行投資である。「教育基本法」の理念の 
  実現に向け、教育再生実行会議等の提言を踏まえつつ、「第２期教育振興基本計画」等に基づき、総合的に教育再 
  生を実行する。（中略） 
   世界トップレベルの学力達成と基礎学力の向上に向け、社会を生き抜く力の養成を図りつつ、アクティブ・ラーニン 
  グの促進や教職員の質的向上など指導力の強化を進めるとともに、組織的に教育力を向上させる「チーム学校」の 
  考えの下、多様な専門人材の活用や関係機関との連携、特別支援教育等を推進する。（中略） 
   地域コミュニティの核としての学校の役割を踏まえ、学校統廃合、統合困難な小規模校等の活性化、休校した学校 
  の活用・再開に関する支援など、少子化に対応した活力ある学校づくりをきめ細かく支援する。 
  

第３章 「経済・財政一体改革」の取組―「経済・財政再生計画」 
 ５．主要分野ごとの改革の基本方針と重要課題 
  [４]文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等 
   （文教・科学技術） 
   文教・科学技術分野については、①少子化の進展を踏まえた予算の効率化、②民間資金の導入促進、③予算の 
  質の向上・重点化、④エビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルの徹底を基本方針として、以下の改革を進める。 
   少子化の進展を踏まえた予算の見直しについては、地域コミュニティの核としての学校の役割及び統合困難な小 
  規模校等の活性化や休校した学校の活用・再開の観点に留意しつつ、学校統廃合については時限的な教員加配等 
  を通じた支援の拡充、ＩＣＴを活用した遠隔授業拡大、国立大学法人運営費交付金等の重点配分による大学間の連 
  携や学部等の再編・統合の促進を図る。また、少子化の進展及び小規模化した学校の規模適正化の動向を踏まえ、 
  国が各都道府県等に教職員定数の見通しを示し、これに基づき計画的に教職員を採用・育成・配置する。（中略） 
   政策の効果について科学的な手法に基づき予算と成果をチェックするなど、エビデンスに基づいたＰＤＣＡサイクル 
  を徹底する。 

（ 平成27年6月30日 閣議決定 ） 
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教師の存在意義に対する問いかけ 

 
MOOCｓ（Massive Open Online Courses) 

 
カーン・アカデミー 

 
学習産業提供のオンライン学習 

 
    “最良の授業をいつでもどこでも受講可能” 

生身の教師と生徒が対面することを
必要としない学習形態 

17 



教科の専門知識 
     不可欠。 
     しかし十分条件ではない。 
   教師の優位性を崩す社会変化（情報化・教育水準向上）  

 教師の専門性とは何か  

 
教科の専門知識だけでなく、教えることのプロとして 
教授方法についての専門性が重要 
 

18 



２．日本の教育の成果と課題 
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※ＰＩＳＡ調査：ＯＥＣＤが15歳児（我が国では高校1年生）を対象に実施 

（調査実施年） 

（平均得点） 
※順位はＯＥＣＤ加盟国中（カッコ内は全参加国・地域中の順位） 
※数学的リテラシー、科学的リテラシーは経年比較可能な調査回以降の結果を掲載 

平均得点及び順位の推移 

OECD生徒の学習到達度調査（PISA）の結果 ―平均得点及び順位の推移― 

◆数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの３分野すべてにおいて、平均得点が比較可能な調査回 
以降、最も高くなっている。 

（出典）文部科学省・国立教育政策研究所「OECD生徒の学習到達度調査（PISA2012）のポイント」 20 



  ・２０１２年の調査では，レベル１以下の生徒の割合が２００３年以降で最も少なく、 
   レベル５以上の生徒の割合は２００６年と比較して有意に増加。 
  ・他方，トップレベルの国等と比べると下位層が多い。 

■ 習熟度別の生徒の割合の推移（PISA数学的リテラシー） 

低 高 習熟度レベル 
※得点によって生徒を６つの習熟度レベルに分け，これによって各国の生徒がどの習熟度レベルにどの程度達しているか  
その割合を示している。 高いレベルにいるほど読解力を十分に身に付けていることを示す。 

※比較のため，レベル１未満には2009年調査におけるレベル１ｂ及びレベル１ｂ未満を，レベル５以上にはレベル５及びレベル
６を含めている。 
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レベル１未満 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６以上

生
徒
の
割
合

2003

2006

2009

2012

1 2 3 4 5 6 7

OECD
平均

（％）

2006年との比較において、
統計的に有意に上昇 

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２０１２）のポイント 
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22 

○小学校では、各教科とも前回調査に比べ、平均得点が有意に上昇するとともに、習熟度の低い児童の割合 
  が減少し、習熟度の高い児童の割合が増加。 
○中学校では、各教科とも平均得点は前回調査と同程度だが、習熟度の高い生徒の割合が増加。 

【教科別の結果概要】 

  1995 1999 2003 2007 2011 

小
学
校
４
年
生 

算
数 

567 点 

（3 位/26 か国） 

（調査実施せず） 

 

 
 
 
有意差なし 

565 点 

（3 位/25 か国） 

 

 

有意差なし 

568 点 

（4 位/36 か国） 

 

 

有意に上昇 

585 点 

（5 位/50 か国） 

理
科 

553 点 

（2 位/26 か国） 
（調査実施せず） 

 

 
 
 
有意に低下 

543 点 

（3 位/25 か国） 

 

 

有意差なし 

548 点 

（4 位/36 か国） 

 

 

有意に上昇 

559 点 

（4 位/50 か国） 

中
学
校
２
年
生 

数
学 

581 点 

（3 位/41 か国） 

 

 

有意差なし 

579 点 

（5 位/38 か国） 

 

 

有意に低下 

570 点 

（5 位/46 か国） 

 

 

有意差なし 

570 点 

（5 位/49 か国） 

 

 

有意差なし 

570 点 

（5 位/42 か国） 

理
科 

554 点 

（3 位/41 か国） 

 

 

有意差なし 

550 点 

（4 位/38 か国） 

 

 

有意差なし 

552 点 

（6 位/46 か国） 

 

 

有意差なし 

554 点 

（3 位/49 か国） 

 

 

有意差なし 

558 点 

（4 位/42 か国） 

 

【平均得点の推移】 

※各国・地域の得点は、1995年調査における基準値（500点（対象児童生徒の３分の２が400点から600点に入るよう標準化））から の変化を示す値である。 

国際数学・理科教育動向調査 （ＴＩＭＳＳ2011）のポイント 
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◆国際平均に比べて、日本の中学生は学習の楽しさや実社会との連関に対して肯定的な回答をする割合が低い
など、学習意欲面で課題がある。 

数学・理科の学習に対する生徒の意識 ―TIMSS2011質問紙調査結果から― 

数学 理科 

日本 
国際 

平均 
日本 

国際 

平均 

数学・理科の勉強は楽しい 48% 71% 63% 80% 

数学・理科を勉強すると日常生活に役立つ 71% 89% 57% 83% 

他教科を勉強するために数学・理科が必要 67% 81% 35% 70% 

志望大学に入るために良い成績が必要 72% 85% 59% 77% 

将来望む仕事につくために良い成績が必要 62% 83% 47% 70% 

数学・理科を使うことが含まれる職業につきたい 18% 52% 20% 56% 

(出典）IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2011）質問紙調査結果より文部科学省作成 

※ 生徒質問紙調査（対象：中学校２年生）において、下記項目に
つき、「強くそう思う」、「そう思う」と回答した生徒の割合の合計  
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（※）学習時間には、学習塾や予備校、家庭教師との学習時間を含む 

（分） 

【調査概要】高校２年生（普通科）４４６４人を対象に、全国４地域（東京・東北・四国・九州地方の都市部と郡部）で実施。 
（出典）Benesse教育研究開発センター「第４回学習基本調査」 

ボリュームゾーンである中間層の勉強時間が大きく減少している。 

高校生の学習時間の推移 
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  あなたは自分自身をどう思うか 
 （私の参加により，変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない） 

＜学校や社会への参加意欲＞【高校生】 

6.5 23.6 49.8 18.5

16.9 52.9 19.5 6.8

19.6 43.1 28.3 8.4

11.4 57.0 25.5 5.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

日本

米国

中国

韓国

①全くそう思う ②まあそう思う

③あまりそう思わない ④全くそう思わない

◆同様に、日本の生徒は「自らの参加により社会現象が変えられるかもしれない」という意識も低い。 

生徒の自己肯定感、社会参画に関する意識 

（出典）（財）一ツ橋文芸教育振興協会，（財）日本青少年研究所「中学生・高校生の生活と意識 －日本・アメリカ・中国・韓国
の比較－（2009年2月）」より文部科学省作成 25 



３．学習指導要領の改訂 
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子供達の未来 

子供達の６５％は、大学卒業後、今は存在していない職業に就く 
         キャシー・デビッドソン ニューヨーク市立大学教授 
 
今後１０～20年後程度で、約４７％の仕事が自動化される可能性が高い 
         マイケル・オズボーン オックスフォード大学准教授 
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育成すべき資質･能力を育むための 

課題の発見･解決に向けた主体的･協働的
な学び（「ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ」） 

◆ ある事柄を知っているのみならず、実社会や実生活の中で
知識･技能を活用しながら、自ら課題を発見し、主体的･協
働的に探究し、成果等を表現していけるよう、学びの質や深
まりを重視。 

 

新しい時代に必要となる資質･能力の育成 

   

育成すべき資質･能力を踏まえた 

教科･科目等の新設や目標･内容の見直し 

◆ グローバル社会において不可欠な英語の能力の強化（小学
校高学年での教科化等）や、我が国の伝統的な文化に関す
る教育の充実 

◆ 国家・社会の責任ある形成者として、自立して生きる力の育
成に向けた高等学校教育の改善      等 

何を学ぶか どのように学ぶか 

育成すべき資質･能力を育む観点からの 
学習評価の充実 

◆自立した人間として、他者と協働しながら創造的に生きていくために必要な資質･能力 

◆我が国の子供たちにとって今後重要と考えられる、何事にも主体的に取り組もうとする意欲や、多様性を尊重する態度、他者と協働
するためのリーダーシップやチームワーク、コミュニケーションの能力、豊かな感性や優しさ、思いやり等 

中央教育審議会諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」 

何ができるようになるか 

  全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校教育法等に基づき、
各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準を定めたもの。 

学習指導要領とは 
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（１） 今後、国民投票年齢が満18歳以上となることなども踏まえ、国家・社会の責任ある形成者となるための教養と行動規
範や、主体的に社会に参画し自立して社会生活を営むために必要な力を、実践的に身に付けるための新たな科目等の
在り方 

（２） 日本史の必修化の扱いなど地理歴史科の見直しの在り方 

（３） より高度な思考力･判断力･表現力等を育成するための新たな教科･科目の在り方 

（４） より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的な学習の時間」の改善の在り方 

（５） 社会的要請を踏まえた専門学科のｶﾘｷｭﾗﾑの在り方など、職業教育の充実の在り方 

（６） 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教科・科目等の在り方   

 

 

高等学校教育 

◆ 中央教育審議会における高大接続改革に関する議論や、これまでの関連する答申等も踏まえつつ、 高校生が、
国家・社会の責任ある形成者として、自立して生きる力を身につけることができるよう、例えば以下のような課題に
ついてどのように改善を図るべきか。 

育成すべき資質･能力を踏まえた教科･科目等の在り方や、教育内容の見直し例① 

（１） 小学校から高等学校までを通じて達成を目指すべき教育目標を、｢英語を使って何ができるようになるか」という観点
から、四技能に係る一貫した具体的な指標の形式で示すこと 

（２） 小学校では、中学年から外国語活動を開始し音声に慣れ親しませるとともに、高学年では、学習の系統性を持たせる
観点から教科として行い、身近で簡単なことについて互いの考えや気持ちを伝え合う能力を養うこと 

（３） 中学校では、授業は英語で行うことを基本とし、身近な話題について互いの考えや気持ちを伝え合う能力を高めること 

（４） 高等学校では、幅広い話題について発表・討論・交渉などを行う能力を高めること 

グローバル社会で求められる力の育成 

◆ グローバル化する社会の中で、言語や文化が異なる人々と主体的に協働していくことができるよう、外国語で
躊躇せず意見を述べ他者と交流していくための力や、我が国の伝統文化に関する深い理解、他文化への理解
等をどのように育むべきか。特に英語の能力について、例えば以下のような点をどのように考えるべきか。 
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育成すべき資質･能力を踏まえた教科･科目等の在り方や、教育内容の見直し例② 

○ 社会の要請等を踏まえ、教科等を横断した幅広い視点からの取組が求められる様々な分野の教育の充実の
ための方策について、関係する会議等におけるこれまでの議論の状況等を踏まえつつ、どのように考えるべきか。 

○ 各教科等の教育目標や内容を、初等中等教育を通じて一貫した観点からより効果的に示すためにどのような
方策が考えられるか。また、学年間や学校種間の教育課程の接続の改善を図ることについて、現在中央教育審
議会で御議論いただいている小中一貫教育に関する検討状況も踏まえつつ、どのように考えるべきか。 

○ 子供の体力等の現状を踏まえつつ、２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を契機に、子供たちの運動・ス
ポーツに対する関心や意欲の向上を図るとともに、体育・健康に関する指導を充実させ、運動する習慣を身に付
け、健康を増進し、豊かな生活を送るための基礎を培うためには、どのような見直しが必要か。 

○ 子供の発達の早期化をめぐる現象や指摘、幼児教育の特性等を踏まえ、幼児教育と小学校教育をより円滑に
接続させていくためには、どのような見直しが必要か。 

○ 障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、全ての学校において、
発達障害を含めた障害のある子供たちに対する特別支援教育を着実に進めていくためには、どのような見直しが
必要か。     

  その際、特別支援学校については、小・中・高等学校等に準じた改善を図るとともに、自立と社会参加を一層推
進する観点から、自立活動の充実や知的障害のある児童生徒のための各教科の改善などについて、どのように
考えるべきか。 

幼児教育 

体育･健康 

特別支援教育 

その他の課題 
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【キー・コンピテンシーの３つのカテゴリー】 
 

 １．社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力 
A言語、シンボル、テクストを相互作用的に活用する能力  
B知識や情報を相互作用的に活用する能力  
Cテクノロジーを相互作用的に活用する能力  

 

 ２．多様な社会グループにおける人間関係形成能力  
A他人と円滑に人間関係を構築する能力   
B協調する能力 
C利害の対立を御し、解決する能力 

 

 ３．自律的に行動する能力 
A 大局的に行動する能力 
B 人生設計や個人の計画を作り実行する能力 
C 権利、利害、責任、限界、ニーズを表明する能力 

 
 

ＯＥＣＤキーコンピテンシーについて 

（出典）OECD “Definition and Selection of Competencies（DeSeCo）” を参考に文部科学省作成 

Use tools 
interactively 

(e.g. language, 
technology) 

Interact in 
Heterogeneous 

groups 

Act 
autonomously 

OECDにおいて，単なる知識や技能ではなく，人が特定の状況の中で技能や態度を含む心理社
会的な資源を引き出し，動員して，より複雑な需要に応じる能力とされる概念。 

 
 ○ この３つのキー・コンピテンシーの枠組みの中心にあるのは、個人が深く考え、行動することの必要性。 

 深く考えることには、目前の状況に対して特定の定式や方法を反復継続的に当てはめることができる力だけ 
ではなく、変化に対応する力、経験から学ぶ力、批判的な立場で考え、行動する力が含まれる。    
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ＰＩＳＡ２０１５及びＰＩＳＡ２０１８で測定する力 

（出典：PISA 2015 Draft Collaboration 
Problem Solving Framework, OECD） 

 Collaborative problem solving competency is the capacity of an individual to effectively 
engage in a process whereby two or more agents attempt to solve a problem by sharing 
the understanding and effort required to come to a solution and pooling their knowledge, 
skills and efforts to reach that solution. 

仮訳：協同問題解決能力とは、2人以上の行為者が、問題を解決するために必要な理解や
努力を共有し、その解決に至る知識・技術・努力をプールすることによって、問題を解決
するプロセスに効果的に関わろうとする個人の能力。 

１．ＰＩＳＡ２０１５ 

協同問題解決能力  

２．ＰＩＳＡ２０１８ 

グローバルコンピテンス  

含まれる３つのコンピテンシー 

1. Establishing and maintaining shared understanding; 
  理解の共有を確立し、維持する 
2. Taking appropriate action to solve the problem; 
  問題を解決するために適切な行動を起こす 
3. Establishing and maintaining team organization. 
  チームの組織を設置し、維持する 

（詳細は現在検討中） 

３分野（数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー）に加え、以下の能力についても調査。 
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コミュニケーションができる人 
私たちは、複数の言語やさまざまな方法を用いて、自信をもって創造的に
自分自身を表現します。他の人々や他の集団のものの見方に注意深く耳
を傾け、効果的に協力し合います。 

思いやりのある人 
私たちは、思いやりと共感、そして尊重の精神を示します。人の役に立ち、
他の人々の生活や私たちを取り巻く世界を良くするために行動します。 

探究する人 
私たちは、好奇心を育み、探究し研究するスキルを身につけます。ひとり
で学んだり、他の人々と共に学んだりします。熱意をもって学び、学ぶ喜
びを生涯を通じてもち続けます。 

信念をもつ人 
私たちは、誠実かつ正直に、公正な考えと強い正義感をもって行動します。
そして、あらゆる人々がもつ尊厳と権利を尊重して行動します。私たちは、
自分自身の行動とそれに伴う結果に責任をもちます。 

心を開く人 
私たちは、自己の文化と個人的な経験の真価を正しく受け止めると同時
に、他の人々の価値観や伝統の真価もまた正しく受け止めます。多様な
視点を求め、価値を見いだし、その経験を糧に成長しようと努めます。 

バランスのとれた人 
私たちは、自分自身や他の人々の幸福にとって、私たちの生を構成する知性、
身体、心のバランスをとることが大切だと理解しています。また、私たちが他の
人々や、私たちが住むこの世界と相互に依存していることを認識しています。 

 
挑戦する人 
私たちは、不確実な事態に対し、熟慮と決断力をもって向き合います。ひ
とりで、または協力して新しい考えや方法を探究します。挑戦と変化に機
知に富んだ方法で快活に取り組みます。 
 

知識のある人 
私たちは、概念的な理解を深めて活用し、幅広い知識を探究します。地
域社会やグローバル社会の重要な課題や考えに取り組みます。 

振り返りができる人 
私たちは、世界について、そして自分の考えや経験について、深く考察
します。自分自身の学びと成長を促すため、自分の長所と短所を理解
するよう努めます。 

考える人 
私たちは、複雑な問題を分析し、責任ある行動をとるために、批判的かつ
創造的に考えるスキルを活用します。率先して理性的で倫理的な判断を
下します。 

国際バカロレア（ＩＢ）の学習者像 

 すべてのＩＢプログラムは、国際的な視野をもつ人間の育成を目指しています。人類に共通する人間らしさと地球を共に守る責任
を認識し、より良い、より平和な世界の構築に貢献する人間を育成します。ＩＢの学習者として、私たちは次の目標に向かって努力
します。 

この「ＩＢの学習者像」は、ＩＢワールドスクール（ＩＢ認定校）が価値を置く人間性を10の人物像として表しています。こうした人物像は、
個人や集団が地域社会や国、そしてグローバルなコミュニティーの責任ある一員となることに資すると私たちは信じています。 

ＩＢの学習者として、私たちは次の目標に向かって努力します。 

（出典）国際バカロレア機構HP「IB Learner Profile」より文部科学省作成（2014/11/20アクセス） 
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                              基礎的 

                                      リテラシー 

 

 

                                   認知スキル 

 

 

                                   

                                      社会スキル 

                                

育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と
評価の在り方に関する検討会（第６回） 

平成２５年６月２７日 配付資料 
（国立教育政策研究所） 

諸外国の教育改革における資質・能力目標 
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何を知っているか 
何ができるか 

知っていること・でき
ることをどう使うか 

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか    

どのように学ぶか 
 

日本版カリキュラム・デザインのための概念 

アクティブ・ラーニング 

思考力･判断力・表現力等  個別の知識・技能 

主体性･多様性･協働性 
学びに向かう力、人間性 など 
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人材像の変化に対応した主体的学びへの授業の転換 

社会変化に伴い、求められる人材像は変化 

 
答えが定まった問題に関する知識
を効率よく暗記・再生する能力 

 

欧米先進国をモデルとしたキャッチアップ型社会 日本自らが未知の課題解決を迫られる「課題先進国」 

➀知識・技能の習得 
➁知識を活用して自ら課題を発見し考え解決に向け  
 行動するための思考力・判断力・表現力 
➂主体性を持ち他者と協働する力 

 
 
 
 
 
育成すべき能力の変化に対応した授業方法の転換が不可欠 
   知識注入・暗記型の授業では21世紀に求められる人材は育成できない        

 
 実社会や実生活と関連づけた問題解決的な課題の提示 
 知識の暗記に止まらず自ら考える思考プロセスの重視 
 課題解決に向けた知識の活用・探究 
 多面的で深い理解に至る他者との対話的な学びの過程            
 
 
 
 
 
 

 「過去１０年間におけるめざましい学力向上にも関わらず，日本人生徒は、見知らぬ状況下において知識の創造的な活用及び応用が
求められるような課題が苦手であることが明らかとなった。それ故、学習基準やカリキュラムの改善を続けること、そしてそれらを授業で
効果的に実践することが必要とされる。・・・経済的価値は、ますます、縦社会の命令と管理によってではなく、個人の革新性と協調性に
よって創られている。」 （「日本再生のための政策 ＯＥＣＤの提言」2012年） 
 

○主体的思考 
○学校知と日常経験 
  の結合 
○双方向の協働的学習 
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批判的思
考を促す 
 
勉強ができ
ると自信を
持たせる 
 
 

関心を示さ
ない生徒に
動機付け 
 
学習の価
値を見いだ
す手助け 
 

少なくとも一週
間を要する課
題を与える 
 
 

進度に応じて
異なる課題を
与える 
 

少人数ｸﾞﾙｰﾌﾟ
で共同の解決
策を考え出す 
 
 

生徒が課題や
学級の活動に
ICTを用いる 

日本 

参加国平均 

日本 

参加国平均 

主体的な学びに関する問題 ―OECD国際教員指導環境調査（TALIS)から― 

◆日本の教員は主体的な学びを重要と考えている一方、主体的な学びを引き出すことに対しての自信が低く、     
ICTの活用を含め多様な指導実践の実施割合は低い。 

各指導実践を頻繁に行っている 
教員の割合 

主体的な学びの引き出しに自信を持つ 
教員の割合 

（出典）OECD国際教員指導環境調査（TALIS)2013 結果概要 37 
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校内研修等で教員が日頃から共に学び合い、 
指導改善や意欲の向上につながっている 

日本の学校には教員が学び合う校内研修､授業研究の伝統
的な実践の背景があり､組織内指導者による支援を受けて
いる割合､校長やその他の教員からフィードバックを受けて
いる割合が高い。 

 
教員間の授業見学や自己評価、生徒対象の授業アンケート

など多様な取組の実施割合が高い。 
 
  これらの取組の効果として、指導実践の改善や仕事の満足

度、意欲等の面で好影響があると回答している教員の割合
が参加国平均よりも高い。 

他の教員の 
授業を見学、 
感想を述べる 
 
 
 
 
研修で他校 
の授業を見学 

19.0% 

55.3% 

51.4% 

93.9% 

＜授業見学の実施状況＞ 

日本 

参加国平均 

授業研究（校内研修） 

OECD国際教員指導環境調査（TALIS) 

 学校での実践的課題に即した内容 

 教員自らが課題解決に向けた研究を主体的に実施 

 教員同士の共同研究・相互批評による学び合い 

 校内での課題共有・同僚性構築の基盤 

 

   教員の高い専門性を支える優れた日本の教育実践 

  

 

授業研究の特徴 
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 「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、 
大学入学者選抜の一体的改革について」（平成26年12月中教審答申） 

（克服すべき課題） 
○ 現状の高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜は、知識の暗記・再生に偏りがちで、思考力・判断力・表
現力や、主体性をもって多様な人々と協働する態度など、真の「学力」が十分に育成・評価されていない。 
 
○ また、特定の分野に強い関心をもち、その向上に夢を賭けて卓越した力を磨いている高校生や、グローバル    
 な課題に積極的に向き合う活力のある高校生、身近な地域の課題に徹底的に向き合い考え抜いて行動する高 
 校生などが評価されずに切り捨てられがち。 

（高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革） 

【高等学校教育】 
 学習指導要領を抜本的に見直し、育成すべき資質･能力の観点からの構造の見直しや、課題の発見と解決に向
けた主体的・協働的な学習・指導方法であるアクティブ・ラーニングへの飛躍的充実を図る。 
 教育の質の確保・向上を図り生徒の学習改善に役立てるため、新テスト「高等学校基礎学力テスト（仮称）」を導入 
 

【大学教育】 
 個々の授業科目等を越えた大学教育全体としてのカリキュラム･マネジメントを確立する（ナンバリング等）とともに
、主体性を持って多様な人々と協力して学ぶことのできるアクティブ・ラーニングへと質的に転換する。 
 

【大学入学者選抜】 
 現行の大学入試センター試験を廃止し、大学で学ぶための力のうち、特に「思考力・判断力・表現力」を中心に評
価する新テスト「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」を導入し、各大学の活用を推進する。  
 

【各大学の個別選抜】 
 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）等の策定を法令上位置付けるとともに、大学にとって改革のインセンテ
ィブとなるような財政措置等の支援を行う。 39 



初 年  次 教 育 

幼稚園･保育所・認定こども園 

小･中学校 

高等学校 

大 学 

高等学校教育の質の確保･向上 

大学教育の質的転換の断行 「
生
き
る
力
」
「
確
か
な
学
力
」
を
確
実
に
育
成 

大学入学者選抜改革の全体像（イメージ） 

専
門
学
校
等 

就
職
等 

※「高等学校基礎学力テスト（仮称）」は、入学者選抜への活用を本来の目的とするものではなく、進学時への活用は、調査書にその結
果を記入するなど、あくまで高校の学習成果を把握するための参考資料の一部として用いることに留意。 

大学入学希望者 

学力評価テスト（仮称） 

アドミッション･ポリシーに基づく 

多元的評価を重視した個別選抜の確立 
主体性･多様性･協働性
等を含む学力を高水準

で評価 
（自分の考えに基づき
論を立てて記述する形

式を含む） 

高等学校基礎学力テスト（仮称）※ 

特定分野
に卓越し
た者の 
選抜 

調査書、活動報告書、
面接等を活用し、大
学教育に求められる
水準の学力を確保 

大学入学希望者学力
評価テストを活用し、
思考力･判断力･表現
力等を含む学力を評

価 

選抜性の高低にかか
わらず、学力につい
ては、ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘ
ｼｰに基づき、学力の
三要素＊を踏まえた
総合的な評価を行う
ことが重要。 
特に改革が必要な点
は右記の通り。 

＊知識･技能、思考力・判断力･表現
力、主体性･多様性･協働性 
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知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

高
　←

　
テ
ス
ト
の
難
易
度
　→

　
低

「高等学校基礎学力テスト（仮称）」と「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の難易度
と大学入学者選抜への活用方策のイメージ

一般入試・推薦・ＡＯ入試の区分を廃止し、入学者選抜全体において、
アドミッション・ポリシーに基づき大学入学希望者の多様な能力を多元的に評価する選抜へ抜本的に改革

高等学校

基礎学力テスト

（仮称）

大学入学者選抜のための仕組み。

高校教育の質の確保・向上のための仕組み。

各大学における

個別選抜

（ 小論文、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、

集団討論、面接、推薦書、

調査書、資格試験等）

高校段階における学習成果を

把握するための参考資料の

一部として活用可能

大学入学希望者学

力評価テスト

（仮称）

入学者選抜への活用

（大学入学後も

大学入学希望者

学力評価テスト（仮称）を活用）
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４．学校業務の適切な分業による 
「チーム学校」の推進 
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○新しい学びを実現する授業改善に向けて 

 ・学校内外における指導方法改善の研修充実 
 ・校長・教頭等による育成指導への期待 
      教育職としての専門性の追求 
 
○取組に向けた課題 

 ・教員：“業務スケジュールと合わない（86.4％）”（ＴＡＬＩＳ） 
      中学校では、部活と事務的業務が長い勤務時間の要因 

 ・教頭：「各種調査依頼への対応」、「施設・設備管理」など  
      他業務の負担 （全国公立学校教頭会調査報告） 
    
   ※時間と労力を費やしたい職務 
     教職員の評価・育成、校内研究・研修、職場の人間関係づくり 43 



◎学校や教員の仕事は拡大し、多様化している 

現在の学校の役割 

生徒指導 町内会・地域協力活動 

通学路の安全確保 

学校開放 

学校外での生徒指導 
        授  業    

グローバル化 
知識基盤社会 

学校行事 部活動 

環境教育 
情報教育 

消費者教育 
小学校英語 etc. 

保護者対応 

かつての学校の役割 
 

授  業    

生徒指導 学校行事 部活動 

学校・教員の役割 
（イメージ） 

地域住民 
の期待 

※欧米では、教員の仕事は授業が中心。生徒指導・進路指導の比重が少ない。 

学校や教員の役割の変化 

心理・福祉面の支援 
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○“教員万能主義”から多様な専門性を備えたスタッフによる 

 分業体制への転換（“チーム学校”） 

  
 ・「子供に関わることはすべて教員」という文化の見直し 
  〈子供に関わる業務〉 
   ・教科指導 
   ・生徒指導 
   ・部活動 
   ・心の問題 
   ・家庭の問題 
   ・学籍管理 
   ・教科書給与、学校徴収金 
   

 
・
・
・ 

教員や他の職員がそれぞれの
専門性を発揮し、最も効果的
に学校業務を協働して実施で
きる分業体制の構築 

45 



現在の役割分担 
 
 
○児童生徒への指導等 
 ・授業、授業準備、成績処理 
 ・生徒指導、部活動 
 ・学校行事 
 ・教育課程の管理 等 

○総務・財務等に関する事務 
  ・予算、決算等の会計管理 
  ・施設・設備及び教材・物品の管理  
  ・給料、共済、福利厚生等の事務 
  ・就学援助に係る事務      等 
  

 これからの役割分担･協働体制 

（事務職員のキャリア・職責に応じて） 
 

○学校運営に関する事務 
 ・企画運営、学校評価 
 ・保護者、地域等との連携 等 
     

事務職員が従事している事務 教員が従事している事務 

        事務職員が従事する事務 教員が従事する事務 

○現在、教員は児童生徒の指導事務に加えて、様々な校務運営の事務に従事。一方、事務職員は総務・財務等の行政知識 
 が特に必要とされる学校事務に従事。 
○これからの学校の姿は、教員・事務職員を中心に多様な専門職が連携・協働して運営されることが望まれる。 
 事務職員がより積極的に参画すべき事務については事務職員が責任を持って担い、教員は児童生徒への指導に専念。 
 

 
 

○児童生徒への指導等 
 ・授業、授業準備、成績処理 
 ・生徒指導、部活動 
 ・学校行事 
 ・教育課程の管理     等 

○学校運営に関する事務  
 ・企画運営、学校評価 
 ・保護者、地域等との連携 
 ・教科書給与事務 
 ・校納金（給食費等）に関する事務 
 ・助成金・補助金に関する事務  
 ・情報管理、情報発信       等 
     

両者が協働して取り組む事務 
○総務・財務等に関する事務 
 ・予算、決算等の会計管理 
 ・施設・設備及び教材・物品の管理  
 ・給料、共済、福利厚生等の事務 
 ・就学援助に係る事務 
 ・教科書給与事務  
 ・校納金（給食費等）に関する事務 
 ・助成金・補助金に関する事務  
 ・情報管理、情報発信            等  
  

事務機能の強化 

教員と事務職員のこれからの役割分担（イメージ） 
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教員以外の専門スタッフ等が
担ったり、関わったりすること
で、より効果を上げることがで
きる業務 

・授業・学習指導 
  （授業計画・準備、採点、 
    通知表作成等） 

 
・学級経営 
  （学級担任等） 

 
・生徒指導 
  （面談、進路指導等） 

 
・学校行事 
  （入学式・卒業式・ 
    修学旅行・遠足等） 

 
 

・子供の心理的サポート 
・家庭環境の福祉的ケア 

教員 

事務職員 
学校司書 
ＩＣＴ専門員 
スクールカウンセラー 
スクールソーシャルワーカー  
部活動支援員 
など 

・通級指導など特別支援教育 
 
・小学校英語等の専科指導 
 
・いじめ・道徳対応の強化 
 
・課題解決型授業への転換 
 （授業革新） 

新たな教育
課題への対
応のために
必要な業務 

学校現場の業務 現在の役割分担 「チームとしての学校」における役割分担 

教員以外の職員が行う
事が効果的な業務 

・学校運営事務 
・学校図書館業務 
・学校ＩＣＴ化業務 

理科の実験支援員 
学習サポーター     など 

 教員 

多様な経験等を有する
地域人材等が担うべき
業務 

・指導補助業務 
 （土曜日の活動支援等） 

サポートスタッフ 

教
員
が
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
本
来
的
な
業
務 

上
記
以
外
の
業
務 

定数改善 
  が必要 

教員が多様な 
業務を担っている 

  授業・学級経
営・生徒指導に 
一層専念 

 専門スタッフ  

  教員    

「チーム学校」の実現による学校の教職員等の役割分担の転換について（イメージ） 
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チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（中間まとめ） 

○「チーム学校」を実現するための視点とその方策 

○ 学校教育の質的充実に対する社会的要請の高まり 
・主体的・協働的に学ぶ課題解決型授業 （アクティブ・ラーニング）  
 の実施や小学校英語教育などの新たな教育課題への対応 

○ 多様化・複雑化する子供の状況への対応 

○ 教員の専門性だけでは対応が困難になっており、教員の専門性の向上を図るとともに、教員に加えて多様な専門スタッフを配置し、 
 様々な業務を連携・分担してチームとして職務を担う体制を整備 
    ⇒ 学校の教職員構造を転換、学校の教育力・組織力を向上させ、一人一人の子供の状況に応じた教育を実現 

専門性に基づくチーム体制の構築 （教員、事務職員、専門スタッフ等が連携・分担し、それぞれの専門性を発揮できる体制の構築） 

学校のマネジメント機能の強化 （校長がリーダーシップを発揮できる体制の整備） 

教員一人一人が力を発揮できる環境の整備 （教職員の人材育成や業務改善等の取組を推進） 

○管理職を補佐する主幹教諭配置促進のための加配措置の拡充 

（予算関連） （制度関連） 
○学校教育法上の事務職員の職務規定の見直し 
○主幹教諭育成のため実践的な研究プログラムを開発 

（予算関連） 
○アクティブ・ラーニングの実施や特別支援教育等に対応するため 
 に必要な教職員定数措置の拡充 

○心理的・福祉的な専門スタッフの学校における位置付けを明確にし、 
 配置充実につなげるため、スクールカウンセラー、スクール 
 ソーシャルワーカーを法令に位置付け 

○効率的・効果的な校務運営を実現するため、業務改善に関する取組 
 事例等をまとめた指針の作成 
○文部科学大臣優秀教職員表彰において、学校単位等の取組を表彰 

○アクティブ・ラーニング実施等のために必要な研修が実施されるよう、 
 小規模市町村における指導主事配置を支援 

（制度関連） 

（その他） （予算関連） 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを将来的に 
  教職員定数として算定し、国庫負担の対象とすることを検討 

○事務職員の配置の更なる拡充を実施 

視点２ 

視点１ 

視点３ 

 多様な専門スタッフをひとつのチームとしてまとめるために、これまで以上に学校のマネジメントを確立、学校の組織力・教育力を向上 

 多様な専門スタッフが子供への指導に関わることで、教員のみが子供の指導に関わる現在の学校文化を転換 

 我が国の教職員の現状 
・我が国の学校は、教員以外の専門スタッフの割合が諸外国と比べて低い現状 
・日本の教員は授業以外に生徒指導、部活動等の授業以外の業務を多く行っており、授業等に専念することができない現状 

 社会の変化と学校を取り巻く状況の変化 

・いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や特別支援教育への対応 など、 
 子供を取り巻く環境が複雑化・困難化  
・貧困問題への対応や地域活動など、学校に求められる役割も拡大 

○教員以外に、部活動の指導、顧問、単独での引率等を行うことが 
 できるよう部活動支援員（仮称）等を法令に位置付け ○部活動支援員（仮称）を任用する際の必要な研修について検討 

（その他） 
○校長裁量経費の拡大等、学校の裁量拡大を一層推進 

○人事評価の結果を任用・給与などの処遇や研修に適切に反映 

○地域との連携の推進を担当する地域連携担当教職員（仮称）を法令上明確化 
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（平成27年度 義務教育費国庫負担金予算） 

 
 
 
      
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １．従来の暗記中心の受け身型一斉授業から、子供達が双方向に対話し学び合いながら主体的に考え探究する力を育てる 
  課題解決型授業（アクティブ・ラーニング）への転換を推進 
 ２．教員が授業に一層専念できるよう、学校に多様な専門スタッフを配置するとともに、学校マネジメント体制を強化し、学校 
  のチームとしての教育力・組織力を最大化 
 ３．教育格差の解消や特別支援教育等の充実 
 ４．統合校への支援や過疎地の小規模校への支援 

《義務教育費国庫負担金》 
 平成２７年度予算  １兆5,284億円（対前年度 ▲３８億円） 
 （参考）復興特別会計      22億円（前年同） 

（参考）被災した児童生徒のための学習支援として前年同（1,000人）の加配措置【復興特別会計】 

１．授業革新等による教育の質の向上  200人 

２．チーム学校の推進            230人 

①課題解決型授業（アクティブ・ラーニング）の推進    100人 
②小学校における専科指導の充実等             100人 

①学校マネジメント体制の強化（主幹教諭、事務職員の拡充） 100人 
②専門人材の配置充実（学校司書、ICT専門職員等）       100人 
③養護教諭・栄養教諭等の配置充実                30人 

平成27年度加配定数：約64,200人 

≪新たな定数措置900人の内訳≫ 

・教職員定数の増             ＋19億円（  ＋900人） 
・少子化等に伴う教職員定数の減    ▲86億円（▲4,000人） 
・教職員の若返り等による給与減     ▲61億円 
・人事院勧告の反映による給与改定   ＋90億円 

３．個別の教育課題への対応        250人 

①家庭環境や地域間格差など教育格差の解消  100人 
②特別支援教育の充実                   100人 
③いじめ等の問題行動への対応              50人 

４．学校規模の適正化への支援      220人 

①統合校への支援（統合前１年～統合後２年）        200人 
②過疎地の小規模校への支援                20人 

※なお、義務標準法の改正による定数改善は認められなかったものの、小学校１年生の35人以下学級は継続。 49 



☆教員とサポートスタッフの連携により、
学校教育活動をより充実！ 

児童生徒学習サポーター 

・個別学習や課題別学習への対応 
・補充学習や発展的な学習への対応 
・小学校における英語指導への対応 
 

〔イメージ〕 

≪補助金の概要≫ 
 主として学力向上を目的とした学校教育活動の一環として、多様な地域人材を配置する事業経費の一部を補助  
 ○配置人数（予算額）：８，０００人→１０，０００人（４１億円）【うち義務教育諸学校分：９，０００人（３７億円）、高等学校分：１，０００人（４億円）】 
 ○事業主体：都道府県及び政令指定都市                               
 ○補助割合：１／３ 

補習等のための指導員等派遣事業 （平成27年度予算：41億円 対前年度８億円増） 

～多彩な人材の積極的参加による地域ぐるみの教育再生～   

学校生活適応支援員 

・小１プロブレム・中１ギャップへの対応 
・不登校・中途退学への対応 
・教育相談、家庭との連携 

サポートスタッフ（地域のシルバー人材、子育て中の女性、退職教職員、大学生等）の充実 10,000人（対前年度2,000人増） 

教師力向上支援員 

・経験の浅い教員に対する指導・助言 
・個別の教育課題に関するアドバイス                       
・小学校における理科等の 
 教材準備等の補助 

教師業務アシスタント 

・教材開発・作成など教師の授業準備や 
 授業中の補助などの支援 
・体験活動の実施・計画時における指導・助言 

進路アドバイザー （高等学校） 

・進路選択への支援 
・キャリア教育支援 
・高等学校と関係機関 
 との連携、調整 

多様な経験を持った地域人材等の
参加によって、学校の教育力を向
上  

    主な補助事業の例（Ｈ２６年度） 
 
・授業における少人数指導と放課後の学習支援 
 の組み合わせによる、基礎学力の定着。 
 
・児童数の多い複式学級の学力向上のため、 
 教員免許を有する補助員を配置し、２人体制  
 によるきめ細かな指導を実施。 
 
・学習の定着や学習意欲が十分でない生徒、不登

校生徒、中途退学者が多い高等学校における少
人数指導や補習指導による、学び直しの支援。 

地域・学校の実情に応じて、その他の専門的な知見を
持った人材の参加も促進し、「チーム学校」の構築を
図る。 

「チーム学校」の構築へ 
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学校の教職員構造の転換 ～チーム学校の推進～ 

・教員を中心に、多様な専門性を持つスタッフを学校に配置し、学校の教育力・組織力を向上。 
・校長のリーダーシップの下、教職員や様々な専門スタッフがチームとして適切に役割分担。 
・これにより、教員は授業など子供への指導に一層専念。 

① 教職員（義務標準法で基幹的な教職員として規定）：平成27年度において、９００人の新たな定数措置を実施。 

② 資格等を有する専門スタッフ：学校の実情に応じ、補助金等により拡充。 

③ サポートスタッフ：学校の実情に応じ、補助金等により拡充。 

チーム学校の推進  230人 

○学校マネジメント機能の強化              ：100人 
主幹教諭・事務職員の拡充 

○養護教諭・栄養教諭等の配置充実           ：  30人 

学校司書、ＩＣＴ専門職員等の専門的な知見を有するスタッフを配置 
○専門人材の配置充実                    ：100人 その他の定数改善  420人 

○授業革新等による教育の質の向上         ：200人 

○特別支援教育の充実                  ：100人 

○学校規模の適正化への支援             ：220人 

学習サポーター  H27予算：41億円（対前年度 ８億円増）  

○配置人数 8,000人→10,000人 
(主な業務内容) 
 ・補充学習、発展的な学習への対応 
 ・教材開発・作成など教師の授業準備や授業中の補助   等 

運動部活動指導の工夫・改善支援  H27予算：３億円（対前年度同）  

※このほか、理科の観察実験補助員(H27予算：3,100校)などを計上 

(主な事業内容) 
 スポーツ医・科学の知見を有する者等の外部人材の活用や研修の場の整備等
指導体制の充実を図る 

１．スクールカウンセラーの配置拡充 
 ○小中学校の相談体制の連携促進(200校→300校) 
 ○貧困対策のための重点加配(600校)【新規】 
 (スクールカウンセラーの主な業務内容) 
  ・児童生徒へのカウンセリング、教職員、保護者に対する助言・援助 
  ・事件・事故等の緊急対応における児童生徒等の心のケア  等 

２．スクールソーシャルワーカーの配置拡充 
 ○配置数の増 1,466人→2,247人 
 ○貧困対策のための重点加配(600校)【新規】 
 (スクールソーシャルワーカーの主な業務内容) 
  ・福祉関係の関係機関・団体とのネットワークの構築、連携・調整 
  ・保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供   等 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充  H27予算：４７億円（対前年度 ２億円増）  

チーム学校の推進 

○配置人数 約330人 
（主な業務内容）・たんの吸引などの「医療的ケア」の実施 
 ※特別支援学校に配置し、小・中学校への巡回も可。 

医療的ケアのための看護師配置  H27予算：12億円の内数  

○言語聴覚士（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（ＰＴ）等の配置 約500人 
  ・特別支援学校に専門家を配置し、特別支援学校のセンター的機能を強化 

特別支援学校の機能強化  H27予算：12億円の内数  

個別の教育課題への対応  250人 

○いじめ等への対応                    ：150人 

特別支援教育支援員  H27予算：569億円（対前年度 39億円増） （地方財政措置） 

○配置人数 40,500人→43,600人（小・中学校） 
(主な事業内容) 日常生活上の介助、発達障害等の児童生徒に対する学習支援 等 

チーム学校の推進には、教職員や多様な専門性を持つスタッフの充実が必要 
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全国公立学校教頭会の調査 

全国公立学校教頭会調査部 
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平成27年度 全国公立学校教頭会静岡大会第６分科会資料 
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マスコミによる副校長・教頭に関する報道 

出典 日本教育新聞 



文部科学省 ２００６年度「勤務実態調査」 
  対象 全国約５万人の公立小中学校の教員 
           ●教頭・副校長の平均残業時間 約６３時間／月 
                           ２０１２年度の調査 
       ●副校長・教頭の出勤 ４割近くが午前７時までに出勤 
                                  退勤時間      午後９時以降 

降格を望む副校長・教頭 
（高校などを含む公立校） 
２０１３年度 全国で１０７人 

Copyright ©2015全国公立学校教頭会調査部 All Rights Reserved. 

出典 文部科学省 

http://www.asahi.com/articles/photo/AS20150523003260.html
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小・中・高最前線 

激務副校長・教頭を敬遠 
公立小中高降任申し出や昇格望まぬ事例 

 公立小中高校の教員が、副校長・教頭の職を敬
遠する傾向が強まっている。自ら希望して一般
教員への降任を求める副校長・教頭のほか、昇
格を望まない教員も目立つ。背景には、その激
務ぶりがある。 
学校教育法は小中高校に副校長・教頭を置くこ
とを義務付けている。いずれも校長を助けて校
務を担い、教頭は児童生徒の教育も行える規定
になっているが、学校現場での両者の実務はほ
とんど変わらない。一部には副校長や教頭が２
人いる学校もあるが、少数にとどまっている。 
文部科学省の調査によると、全国の公立小中高
校などの副校長・教頭のうち、希望降任制度に
よる降任者は２０１３年度、１０７人に上り、
初めて１００人を超えた。降任理由は「健康上
の問題」（４６・７％）、「家庭の事情」（２
２・４％）、「職務上の問題」（２１・５％）
などだった。 

 
小・中・高最前線 

「激務 副校長・教頭を敬遠」記事に反響 
「校長の裁量次第」 負担分散を」 
 激務に追われる公立小中高校の副校長・教頭の職を、教員が
敬遠する傾向が強まってい問題を取り上げた「最前線」に、
メールやファクスなどで多くの感想や意見が寄せられた。一部
を紹介する 。 
 静岡県にある中学校の５０代半ばの教頭は、「毎朝６時半か
ら夜１０時近くまで学校で仕事をしている。土日もＰＴＡの会
合などがあり、５月は大型連休以外、一日も休みがなかった」
と近況を伝えてきた。そのうえで、「教育委員会の調査依頼な
どで多くの時間を取られるが、激務を緩和する妙案はない。学
校を少しでもよくするように働いていると、前向きに考えるし
かない」と心情を吐露した。 
 

出典  YOMIURI  ONLINE読売新聞 



魅力とやりがい 
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平成２６年度の調査結果から 

0% 20% 40% 60% 80%

児童・生徒の成長が見られた 

教職員の成長が見られた 

教育活動が計画通りに進んだ 

学校課題が教職員の協働により解決 

保護者･地域から感謝や良い評価の言葉が… 

職場の人間関係や雰囲気が良くなった 

校長，行政から良い評価を受けた 

自分の対応が良い結果につながった 

職員から頼りにされていると感じた 

施設・設備が改善された 

その他 
小学校 中学校 

職務への魅力・やりがい 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

授業・学級経営 

特別な支援を要する児童・生徒の指導 

生徒指導上の課題への対応 

教育課程の管理 

校内研究・研修 

職場の人間関係づくり 

教職員の評価・育成 

保護者・PTAとの連携 

地域・関係諸団体との連携 

教育委員会との連絡 

各種調査依頼への対応 

施設・設備管理 

学校財務・会計処理 

「苦情」への対応 

学校行事予定の企画・実施 

月予定・週予定の作成 
小学校 中学校 

時間と労力を費やしたい職務 



職場の現状 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

授業・学校経営 

特別な支援を要する児童・生徒の指導 

生徒指導上の課題への対応 

教育課程の管理 

校内研究・研修 

職場の人間関係づくり 

教職員の評価・育成 

保護者・PTAとの連携 

地域・関係諸団体との連携 

教育委員会との連絡 

文書処理･各種調査依頼への対応 

施設・設備管理 

学校財務・会計処理 

「苦情」への対応 

学校行事予定等の企画・実施 

月予定・週予定の作成 

小学校 中学校 

時間と労力を費やしている職務内容 
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学級担任を兼務している学校数 

24.0% 

15.4% 

14.3% 

7.0% 

5.4% 

0% 10% 20% 30%

高知 

愛媛 

徳島 

北海道 

香川 

割合が高い都道府県（小学校） 

0% 1% 2% 3% 4% 5%

岡山 

北海道 

(中学校) 

1.2% 

98.8
% 

小学校 

している していない 

0.1% 

99.9
% 

中学校 

している していない 
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①45.5% 

①51.1% 

②23.3% 

②18.1% 

③25.6% 

③23.8% 

④4.1% 

④6.4% 

⑤0.6% 

⑤0.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校 

中学校 

①もっていない ②5時間未満 

③5時間以上10時間未満 ④10時間以上15時間未満 

⑤15時間以上20時間未満 ⑥20時間以上 

授業の持ち時間数 
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事務職の兼務 

小学校では約2.0％，中学校では約1.4％が兼務 

2.0% 

98.0% 

小学校 

している していない 

1.4% 

98.6% 

中学校 

している していない 
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副校長・教頭の複数配置状況 

小学校は約２．２％，中学校は約４．４％で複数配置 

副校長・教頭の複数配置校の割合が高い都道府県 

21.6% 

8.9% 

8.2% 

7.8% 

6.7% 

0% 10% 20% 30%

香川 

岡山 

徳島 

高知 

山梨 

小学校 

67.2% 

39.8% 

21.0% 

18.6% 

16.2% 

0% 50% 100%

香川 

徳島 

富山 

茨城 

滋賀 

中学校 
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主幹教諭の配置状況 

配置状況は，小学校が１９．７％，中学校が３１．５％ 

比較的大都市を抱える都道府県に配置が多い 
 

13.0% 15.9% 
6.7% 

15.6% 

72.0% 68.5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

小学校 中学校 

主幹教諭の配置状況 
1名 2名以上 なし 
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教職員数の増員 

6.2% 

71.6% 

19.4% 

1.6% 
1.1% 

小学校 

足りている 1～3名 4～6名 

7～9名 10名以上 

8.4% 

59.7% 

27.7% 

2.0% 2.3% 

中学校 

足りている 1～3名 4～6名 

7～9名 10名以上 

９０％以上が教職員の増員を切望している 
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不足している教職員 

副校長・教頭 

主幹教諭 

副担任 

専科教員 

生徒指導担当 

特別支援教育担当 

外国籍児童・生徒の教育担当 

教育相談担当・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

事務職員 

養護教諭 

少人数指導担当 

その他 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
小学校 中学校 



心身の現状 
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勤務時間 

小学校 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9時間未満 

9時間以上10時間未満 

10時間以上11時間未満 

11時間以上12時間未満 

12時間以上13時間未満 

13時間以上14時間未満 

14時間以上15時間未満 

15時間以上 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 
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中学校 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9時間未満 

9時間以上10時間未満 

10時間以上11時間未満 

11時間以上12時間未満 

12時間以上13時間未満 

13時間以上14時間未満 

14時間以上15時間未満 

15時間以上 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

勤務時間 
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週休日・祝日の出勤日数 

小
学
校
 

中
学
校
 

0% 10% 20% 30% 40%

10日未満 

10日以上20日未満 

20日以上30日未満 

30日以上40日未満 

40日以上50日未満 

50日以上60日未満 

60日以上70日未満 

70日以上 

0% 10% 20% 30% 40%

10日未満 
10日以上20日未満 
20日以上30日未満 
30日以上40日未満 
40日以上50日未満 
50日以上60日未満 
60日以上70日未満 

70日以上 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 
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地域行事への参加(日数) 

0% 10% 20% 30% 40%

5日未満 

5日以上10日未満 

10日以上15日未満 

15日以上20日未満 

20日以上25日未満 

25日以上30日未満 

30日以上35日未満 

35日以上40日未満 

40日以上 

小学校 中学校 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特になし 

授業・学校経営 

特別な支援を要する児童・生徒の指導 

生徒指導上の課題への対応 

教育課程の管理 

校内研究・研修 

職場の人間関係づくり 

教職員の評価・育成 

保護者･PTA・地域等との連携 

教育委員会との連絡 

依頼文書処理･各種調査依頼への対応 

施設・設備管理 

学校財務・会計処理･集金滞納者への対応 

「苦情」への対応 

校長との人間関係 

その他 

小学校 中学校 

疲労やストレスを感じる職務 
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疲労度 

0% 10% 20% 30% 40%

心身ともに大変疲れている 

心身ともに少し疲れている 

精神的に疲れている 

精神的に少し疲れている 

身体的に疲れている 

身体的に少し疲れている 

特に疲れていない 

小学校 中学校 

副校長・教頭の半数以上が「心身ともに疲れている 
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睡眠時間 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4時間未満 

4時間以上5時間未満 

5時間以上6時間未満 

6時間以上7時間未満 

7時間以上8時間未満 

8時間以上 

小学校 中学校 
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 病気によって1ヶ月以上休んだ数 
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173 
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48 
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166 

64 
0
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100
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 小学校 中学校 

全国の病休数 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

小・中学校ともに，横ばい 



調査の総括 
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・児童・生徒の成長 
・学校課題の解決 
・保護者・地域との連携 
・職場の人間関係づくり 
・教職員の評価・育成 
・校内研究・研修 

魅力とやりがい 
よ
り
よ
い 

 
 

学
校
を
目
指
し
て 



P-24 Copyright ©2015全国公立学校教頭会調査部 All Rights Reserved. 

・各種調査依頼への対応 
 
・増加する職務 
 →担任、授業、事務 
 
・進まない環境整備 
 →複数配置、主幹教諭、  
  増員 

職場の現状 
学
校
経
営
・運
営
に 

 
 

 

専
念
で
き
な
い
。 
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・12時間以上の勤務 
 
・疲労やストレス 
 
・病休者数は横ばい 

心身の現状 
体
調
管
理
に 

 
 

 

留
意
す
る
毎
日 
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チーム 
としての 

学校 

●
学
校
が
直
面
し
て
い
る 

 
 

課
題
の
複
雑
度
・深
刻
度 

   

の
増
加 

●
教
員
の
個
別
対
応
の 

   

限
界 

●
副
校
長
と
事
務
職
員
と
の 

 
 

役
割
分
担
の
見
直
し 

●
Ｓ
Ｃ
や
Ｓ
Ｓ
Ｗ
と
の
連
携 

●
人
的
資
源
の
確
保 

教育活動への専念 

必要な教職員の増員 

校長 
副校長・教頭 

教職員 
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「チームとしての学校」のあり方 

  
 中央教育審議会の答申より （Ｈ２6年１２月２２日） 
 
■ 専門性に基づくチーム体制 
  ・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを 
   学校に必要な職として法令に位置付ける 
  ・部活動の指導や引率をできる「部活動支援員」（仮称）を 
   法令に位置付ける 
  ・「地域連携担当教職員」（仮称）を法令に位置付け、学校 
   と地域の連携を強化する 
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【講義１】財政健全化計画に向けた考え方 
 １ 財政審建議に対する文科省の考え方 
  ・歳出改革の方針については、今後の人口動

向を見据えて、社会保障以外の経費につい

ては、基本原則に立ち返って増加を前提と

すべきではない。 
 ２ 教員定数の計画的な合理化 

小中学校の児童・生徒の教育条件の改善を

進めつつ、教職員定数については、少子化

に合わせて合理化を図っていく必要がある。 
 ３ 財務省の主張 
   今後の少子化を見据えて機械的な試算をす

れば平成３６年度までに３７７００人の自

然減を反映した上で、４２１４人の加配定

数を「当然減」として合理化することが可

能である。平成に入って以降、児童・生徒

定数が約３割減となる一方で、教職員定数

は、約９パーセント減にとどまっている。

このことから児童・生徒４０人当たり教職

員は４０パーセント増となっている。 
 ４ 学校における指導と教育効果について  

(1) 学習集団が小さいほど児童・生徒の私語が少

なくなる傾向にある。併せて授業中の私語が

なく落ち着いて学習できる学校ほど学力が

高くなる傾向にある。（平成 26 年度全国学

力状況調査報告書より） 
(2) 児童・生徒の規範意識が高い学校ほど学力が

高くなる傾向にある。また、学習集団が小さ

いほど児童・児童生徒の規範意識が高くなる

傾向にある。（平成 26 年度全国学力状況調

査報告書より） 
(3) 総合的な学習の時間に力を入れる学校ほど

学力が高くなる傾向にある。一方で総合的な

学習の時間などの課題解決型の学習実施に 

 
当たっては、教員の負担が増加している。 
（平成年度 26 全国学力状況調査報告書より） 

【講義２】教師の専門性とは何か 
 １ 教科の専門知識→不可欠であるが十分条件

ではない。教師の優位性を崩す社会変化→ 
   情報化・教育水準の向上等々。 
   教科の専門知識だけでなく教えることのプ

ロとして教授法についての専門性が重要で

ある。 
 ２ 人材像の変化に対応した主体的学びへの授

業の転換・・・実社会や実生活と関連付け

た問題解決的な課題の提示、知識の暗記に

止まらず自ら考える思考プロセスの重視、

課題解決に向けた知識の活用・探究、多面

的で深い理解に至る他者との対話的な学び

の過程等々、育成すべき能力の変化に対応

が必要不可欠である。 
【講義３】学校業務の適切な分業による「チーム

学校」の推進 
 １ 新しい学びを実現する授業改善に向け

て・・・学校内外における指導方法改善の

研修充実、校長、教頭による育成指導への

期待→教育職としての専門性の追求、しか

し、多忙な教頭職では実現が難しい。 
 ２ チームとしての学校のあり方 

 
 

演 題 これからの教育改革と新しい教師像 
 文部科学省初等中等教育局 
            安井 順一郎 氏 

第（ ６ ）分科会  
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21世紀社会に求められる「資質・能力」 
を踏まえた教育課程の編成と実施 

 

 

国立教育政策研究所 

大杉昭英 



中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 

中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 

はじめに －今求められる資質･能力－ 



中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 



私の参加により，変えて欲しい社会現象が少し 

変えられるかもしれない 

中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 

中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 

⑧ 



１ 教育改革の動き  

 (1) 小･中･高を通底する学力 

 今後実施される高大接続改革は，大学
教育及び高等学校以下の教育を一体的
に改革するものであり，その際，小・中・高
等学校の学習指導要領について，知識・
技能，思考力・判断力・表現力，主体性・
多様性・協働性からなる真の「学力」を身
に付けるための改訂を行うものである。 
(教育再生実行会議（第７次提言）5.14） 



主体的に課題を発見し，解決に導く力，志，リーダーシップ 

 これまでの教育では，与えられた課題を解決する能力を指
向してきましたが，これからは，志を持って，主体的に学び，
「なぜ，そうなるか」（why)を考え，課題を発見する能力を高

めることが重要です。また，課題解決に当たっては，他者と
協力して対応しなければならない場合もあり，リーダーシップ
や責任感，さらには相手に説明し，納得してもらう論理性や
，人の心を動かすプレゼンテーション能力を養うことも不可
欠です。 

 (3) 教師の資質･能力 

 資質･能力を学校教育を通じて子供たちに培うためには，
教師自身がこうした資質･能力を有していることが不可欠で
ある。         (教育再生実行会議（第７次提言）5.14） 

 

 (2) 児童生徒に育成すべき資質・能力 



○主体的・協働的に学ぶ授業を展開でき 

 る指導力 

○教科等横断的な視野を持って指導で 

 きる力 

○小中一貫教育など学校種を超えて指 

 導できる力 

○小学校における教科指導の専門性 

１ 教育改革の動き 

 (4) 教職員やチームとしての学校 

（（教員養成） 



○新しい時代に必要となる資質･能力の育成 

 に関連して，これまでも，例えば，ＯＥＣＤ  

 が提唱するキー･コンピテンシーの育成に 

 関する取組や，論理的思考力や表現力， 

 探究心 等を備えた人間育成を目指す国際 

 バカロレアのカリキュラム，ユネスコが提唱 

 する持続可 能な開発のための教育（ＥＳＤ） 

 などの取組が実施されています。 
 

 

２ 中教審への諮問内容 

 (1) 資質・能力の検討 



○共通しているのは，ある事柄に関する知識の 

 伝達だけに偏らず，学ぶこ とと社会とのつながり 

 をより意識した教育を行い，子供たちがそうした教 

 育のプロセスを 通じて，基礎的な知識･技能を習 

 得するとともに，実社会や実生活の中でそれらを 

 活用し ながら，自ら課題を発見し，その解決に向 

 けて主体的･協働的に探究し，学びの成果等を 表 

 現し，更に実践に生かしていけるようにすることが 

 重要であるという視点 

 

２ 中教審への諮問内容 

 (2) 学ぶことと社会とのつながり 



• そのために必要な力を子供たちに育むため
には，｢何を教えるか｣という知識の質や量の 

改善はもちろんのこと 「どのように学ぶか」と
いう，学びの質や深まりを重視すること ， が

必要であり，課題の発見と解決に向けて主体
的･協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクテ ィブ
・ラーニング ）や，そのための指導の方法等
を充実させていく必要があります 

２ 中教審への諮問内容 

 (3) 学習方法・指導の方法の充実 



３ コンピテンシー 

思考パターン・活動パターンを観察 

(1) コンピテンシーとは 



 (2) コンピテンシー概念が注目されるように 

  なった背景 

 採用試験 

 学校のテスト 
学校を出てか
らの業績 

相関が見られない 

評価方法がマイノリ
ティや女性，低い社
会階層に不利 

社会経済的要因によって不利をもたらさず，なおか
つ，採用後の業績を予測できる，という新たな能力
観としてコンピテンシーが注目された 

＊デビット・マクレランド 

  の研究整理 



 教育行政的視点から 

(2) コンピテンシー概念が注目されるように 

  なった背景 

学習成果（learning outcome） 
の指標 

キー・コンピテンシー（能力） 

教育政策 教育活動 

教育制度 教育制度 

教育政策 教育活動 

Ａ国 Ｂ国 

評価結果 

国際比較 



   

(3) キー・コンピテンシー再考 

異質な集団
で交流する 

自立的に活動
する 

相互作用的に
道具を用いる 

Ａ 

Ｃ Ｂ 

ａ 他者とうまく関わる 

ｂ 協働する 

ｃ 紛争を処理し解決する 

ａ 言語，ｼﾝボﾙ，ﾃｷｽﾄを相互的に用 
いる 

ｂ 知識や情報を相互作用的に用いる 
ｃ 自らの権利，利害，限界やﾆｰｽﾞを表明     

する 

ａ 大きな展望の中で活動する 

ｂ 個人的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等を設計し実行する 

ｃ 技術を相互作用的に用いる 

生きるというこ
とは，自ら行動
すること，道具
を用いること，
他者と交流す
ること 思慮深さ 注目！ 

現行学習
指導要領
のポイント 



(4) PISA型読解力 
 

・テキストの中の情報の取り出し 

・テキストの意味理解(解釈) 

・情報を知識や経験に関連付け
る（熟考・評価） 



これは何を表したグラフか？ 

0

5000

10000

15000

20000

月 火 水 木 金 土 日 

人数 

曜日 



知 識 能 力 

様々な学問（経済学等） 
から抽出 

思考力･判断力･表現力 

（何を教えるか） （どのような力を 

 身に付けるか） 

４ 資質･能力とカリキュラム編成の考え方 

コンテンツベース コンピテンシーベース 

(1) コンテンツとコンピテンシー 



現実世界 

教科Ａ 

教科Ｂ 

教科Ｃ 

教科Ｄ 

教科Ｅ 

教科Ｆ 

自
然
科
学
・社
会
科
学
・人
文
科
学

等
に
よ
る
分
析 

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

要素還元主義 

的アプローチ 

ホリスティック 

的アプローチ 

近代科学(学問) 

能力中心 内容中心 

(2) 現在のカリキュラム構成 

学校 



 

〇何を教えるか       〇どのような力を身に    

                  付けるか 

コンテンツベース 

内容重視（内容が
決まり，それにあわ
せて能力を育てる） 

コンピテンスベース 

能力重視（能力を育
てるために内容を選
択・配置する） 

(3) コンテンツ中心からコンピテンシー中心へ 



中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 



中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 



中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 



能力はそれを働かせる学
習活動の中で育成する 

思考力は考えさせること
で育成される 

判断力は判断させること
で育成される 

表現力は表現させること
で育成される 

今日の社会で必要とされる能力を
育てるために行う能動的・協働的
な学習活動 

（アクティブ・ラーニング） 

発見学習，問題解決学習，体験学習，調査
学習等が含まれるが，教室内でのグループ・
ディスカッション，ディベート，グループ・ワー
ク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法で
ある 
（平成24年８月「新たな未来を築くための大学教育の質的
転換に向けて－生涯学び続け，主体的に考える力を育成
する大学へ－（答申）」用語集による。） 

(1) アクティブ・ラーニングの要請 

５ 資質・能力(コンピテンシー)の育成 



中教審教育課程企画特別部会配付資料（H27.5.25） 



(2) DeSeCoの見解 

●「統合された問題中心の学習を行わせること････ 

 そのような経験を通じて能力が間接的に高められ 

 ていく。」 
（松下佳代編著『新しい能力は教育を変えられるか 学力・リテ 

 ラシー・コンピテンシー』ミネルバ書房 による） 

●「キー・コンピテンシーの学習は，判断を下す力  

 量をおそらく生涯にわたって増大させるという点で
， 

 現実世界への働きかけを通してのみ生じる」 
（ドミニク・S・ライテェン編著 立田慶裕監訳『キー・コンピテンシー国 

 際標準の学力をめざして』明石書房 による） 

 

５ 資質・能力(コンピテンシー)の育成 



 

●「個人が単なる観客ではなく，プレーヤーである・・・・」 

 （ドミニク・S・ライテェン編著 立田慶裕監訳『キー・コンピテンシー 

  国際標準の学力をめざして』明石書房 による） 

 

  

(3) 能力は特定の文脈の中で働く（社会とのつ 

  ながり重視） 

問題状況 

対象化して捉
える 

問題状況 

問題状況の中に身
を置くプレーヤー 



 

ミュンヘン学校の質と教育振興のための州立研究所（ISB） 

オーセンティック・ラーニング 



   

６ キー・コンピテンシーと知識 

異質な集団
で交流する 

自立的に活動
する 

相互作用的に
道具を用いる 

Ａ 

Ｃ Ｂ 

ａ 他者とうまく関わる 

ｂ 協働する 

ｃ 紛争を処理し解決する 

ａ 言語，ｼﾝボﾙ，ﾃｷｽﾄを相互的に用 
いる 

ｂ 知識や情報を相互作用的に用いる 
ｃ 自らの権利，利害，限界やﾆｰｽﾞを表明     

する 

ａ 大きな展望の中で活動する 

ｂ 個人的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等を設計し実行する 

ｃ 技術を相互作用的に用いる 

生きるということは，
自ら行動すること，
道具を用いること，
他者と交流すること 

思慮深さ 

どのような
知識を用
いるのか 

(1) どのような知識を用いるのか 



(2) 思考・判断・表現の質は活用され 

  る知識の質に依存する 

夜は空に
カーテンが
引かれるか
ら暗くなるの 

地球が自転
し太陽の反
対側になる
と暗くなるの 

問題：なぜ夜は暗いのか？ 

生活経験
から得られ
た素朴理論 

教科で学ん
だ科学理論 



 

(3) シアトルにあるハイスクールの事例 

発言希望者と白い紙 進行役の２人 



おわりに 

すでに定まった答えのある問題を追究する
学習（９割） 

まだ定まった答えのない問題を追究する学
習（１割） 

＋ 



 
 
 
 
 
 
１ 趣旨説明 
  この分科会では、全国公立学校教頭会の第十

期研究推進の２年目にあたり、研究主題「豊か

な人間性と創造性を育む学校教育」の取組の一

層の深化を図るため、昨年度の全国研究大会秋

田大会・特別分科会Ⅰで取り上げた「21 世紀型

学力」を踏まえて、21 世紀社会に求められる「資

質・能力」に焦点を当てて、各学校において実

効性に高い教育課程を編成し、より効果的に教

育活動を展開していくために、何を押さえ、ど

のように授業改善に取り組んでいけばよいか、

特に、副校長・教頭の関与性に焦点を当てなが

ら協議を進めていくこととした。 
 
２ 講義（要旨） 
 『21 世紀社会に求められる「資質・能力」を踏

まえた教育課程の編成と実施』 
 国立教育政策研究所初等中等教育研究部 部長 
               大杉 昭英先生 
   

子どもたちが成人して社会で活躍する頃には、

社会構造や雇用環境は大きく変化し、厳しい挑

戦の時代を迎えていると予想されている。また、

子供たちが就くことになる職業の在り方も現在

と様変わりする可能性が指摘されている。 
こうした変化を乗り越え、伝統や文化に立脚

し、高い志や意欲をもつ自立した人間として、

他者と協働しながら価値の創造に挑み、未来を

切り開いていく力、新しい時代を生きる上で必

要な資質・能力を確実に育んでいくためには、

教育の在り方も一層進化を遂げなければならな

い。また、教師自身もこうした資質・能力を身

に付けていなければならない。 
新しい時代に必要となる資質・能力の育成に

関しては、例えば OECD のキーコンピテンシー

育成、国際バカロレアのカリキュラム、ユネス

コが提唱する持続可能な開発のための教育

〈ESD〉などの取り組みが実施されている。 
これらに共通しているのは、ある事柄に関す 

る知識の伝達だけに偏らず、学ぶことと社会と

のつながりをより意識した教育を行い、子ども

たちがそうした教育のプロセスを通じて、基礎

的な知識・技能を習得するとともに、実社会や

実生活の中でそれらを活用しながら、自ら課題

を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に

探究し、学びの成果等を表現し、さらに実践に

生かしていけるようにすることが重要であると

いう視点である。 
こうした力を育むためには、「何を教えるか」

という知識の質や量の改善はもちろんのこと、

「どのように学ぶか」という、学びの質や深ま

りを重視することが必要であり、課題の発見と

解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習〈アク

ティブラーニング〉やそのための指導の方法を

充実させていく必要がある。 
そのためには今までの「コンテンツベース(何

を教えるか)」のカリキュラムから「コンピテン

スベース（どのような力を身につけさせるか）」

のカリキュラムに変えていく必要があり、その

際、次の３つの側面からとらえるべきである。 
①各教科等の教育内容と相互の関係でとらえ、

学校の教育目標を踏まえて教科横断的な視点

でその目標達成に必要な教育の内容を組織的

に配列していくこと。 
②教育課程を編成し、実施し、評価して改善を

図る一連の PDCA サイクルを確立すること。 
③教育内容と教育活動に必要な人的、物的資源

等を地域の外部資源も含め活用しながら効果

的に組み合わせること。 
 

 ３ 質疑応答 
＝質問＝ 
  アクティブラーニングについてもう少し具体

的に教えていただきたい。 

特別分科会Ⅰ 研究協議 

演 題 「21 世紀社会に求められる『資質・能 
力』を踏まえた教育課程の編成、実践を 
リードする副校長・教頭の役割」 

国立教育政策研究所初等中等教育研究部長 
              大杉 昭英 氏 



＝指導＝ 
  アクティブラーニングは、学習活動の総称。

主体的・協働的に課題を解決する活動がアクテ

ィブラーニング。何のために、どの知識を使っ

て活動するかが大切になる。 
  一斉授業だけでなく、「ペアで意見交換する」

「ホワイトボードを使って話し合う」「付箋を使

って話し合う」等の活動を取り入れたり、教師

が説明する場面でも「子どもに説明させる」「立

場を決めて議論する」等の活動を取り入れたり

ことでアクティブラーニングの充実を図れる。 
 
４ グループ協議 
○演習内容 
 34 のグループに分かれ情報交換や話し合いを

行った。 
＝演習Ⅰ＝ 
  グループ参加者の自己紹介、講義の感想、各

学校における学力向上の取組などの情報交換を

行った。  
＝演習Ⅱ＝ 
  午前中の講義を受け、『21 世紀社会に求めら

れる「資質・能力」を踏まえた教育課程の編成

と実施』をリードする副校長、教頭の役割につ

いて話し合った。 
 
○代表発表 
 演習Ⅰ、Ⅱで話し合った内容を、５つのグルー

プが発表した。 
 
第９グループ 
 学力向上について話し合った際、やはり基礎学

力をつける取組も大切にしたい。 
私たち教職員が、子どもたちにどんな能力をつ

けたらよいのかをはっきりもつことが必要。その

力をつけるためにアクティブラーニングが重要に

なってくることが分かった。 
教頭として教職員に伝えなければならないこと

を、わかりやすく確実に伝えていくことが大事に

なる。 

教務主任・研修主任が主となり、伝えていくこ

とが大事になる。授業改善の意識を高めていくこ

とが教頭としての仕事になる。 
 

第 13 グループ 
 忙しい日々の中で、今日話されたものをどう実

践していけばよいのか、教職員をどう指導してい

けばよいのかということが課題として浮かび上が

った。 
 トラブルを解決できる人間としての力を高める

ことも必要ではないかという話も出た。 
 自ら課題を見つける力をつけるためには、研修

などを通して内容や方向性を共通理解していくこ

とが大切。 
 研修を進めるにあたっては、上から目線ではな

く、ボトムアップ型の研修、皆で考えていく研修

を進めていくことも大事だと思う。若い職員に対

しては、やっていることの意味づけ、価値づけを

してあげることも大切である。 
 私たちは、新しいことをやるためには捨てる覚

悟も必要。 
 
第 24 グループ 
 アクティブラーニングがキーワードになった。

どの教科でも行っているが、何のためにこの話し

合い活動をしているのか等を明確にして意識して

取り組むことが大切になる。カリキュラムを編成

するにあたって、「アクティブラーニング年間計画」

を作成することに教頭としてかかわっていけるの

ではないか。 
 課題としては、 

①話し合い活動をきちんと目的をもって行い、

その評価を生徒に返すことが必要になる。 
②カリキュラムの中にいろいろ入れていくと内

容が膨らみ過ぎてしまう。高校入試にも影響が

出てしまう。 
③今やっている総合的な学習の時間の中に入れ

ていくと、新たに時間の確保が必要になってく

る。 
④答えのないものを課題として活動していくこ



とについては、各教科で教材研究する必要が出

てくる。 
学校が落ち着いていないとこうしたことにも

取り組んでいけない。そのためにも、職員室の

雰囲気づくりが必要になる。 
 
第 25 グループ 
 午前中の講話の内容を平易な言葉で、具体性

をもって先生方に周知する事が大切。それによ

り先生方が同じ方向を向いて取り組んでいくこ

とができる。 
 児童生徒に育成すべき「資質・能力」を教師

も身に付けていなければいけないということか

ら、若手の教員の育成が大切になる。そのため

校内研修の充実、教頭や年配の先生方の活用も

考えていかねばならない。 
 学校教育目標の見直しを図っていくことで、

組織として同じ方向を向いてやっているのでは

ないか。 
 
第 33 グループ 
 教育課程編成・実施をリードする副校長、教

頭に役割については、研修主任・教務主任をど

う動かすかが大切になる。教務主任・研修主任

に気配り、目配り、アドバイスをしていくこと

が必要になる。 
 午前中の講話の内容を、自分なりに噛み砕い

て、わかりやすく伝えることが大事である。 
 全国学力学習状況調査で注目されている秋田

県の取組について聞かせてもらった。 
・全県下で家庭学習の取組がしっかりしている。 
・教育委員会、地域が全面的にバックアップし

ている。 
・教頭自らが授業をもち、皆に示すことができ

る強みを利用して研修を進めている。 
・どの先生も普段の授業から話し合い活動を授

業に取り入れるようにしている。 
・授業を通してつける力はとても大切だと思う。 
 
 

４ まとめ 
○大杉 昭英先生 
 新しい能力をどう育てていくか、どうカリキ

ュラムを構築するかということの前提として、

「野球型の社会」から「サッカー型の社会」に

変わりつつあるのではないかということがある。 
  野球は、統制型の社会。サッカーは、状況を

見て選手が判断しポジションを変えていくスポ

ーツ。これからはこうした力が必要になる。そ

れに加えて、多様な人たちと一緒に協働して問

題を解決する社会がますます進んでいくという

こともある。 
   
  学力を伸ばすために基礎学力をつける、これ

は重要な点である。２１世紀社会に求められる

能力は、知識なしでは働かない。学力を伸ばす

ためには、基礎学力は当然必要。知識と能力は

両輪になって働く。教科固有の知識は何か、そ

れをどう配列していくかが大事になる。 
 
  若手教員の育成については、メンター制を導

入している県がある。校内でチームを作ってい

くことは有効であると言われている。チームと

しての体制をうまく構築していくことが必要で

ある。 
 
  アクティブラーニングは、小学校、中学校の

授業では行っている。これからは方向性を考え

ていくこと、何のためにやるのかを考えていく

ことが大切になる。 
 
  自己肯定感が低い＝日本人の奥ゆかしさだけ

だろうか。多様な人たちと仕事をしていくに当

たっては、奥ゆかしさだけではやっていけない。 
  ドイツでは、オール 100 点でも最高の成績は

もらえない。授業の中で自分の意見を言うこと

が求められる。 
  答えのない問題を追究し、判断し、それを評

価していくことがこれから求められていく。 
 



  「アクティブラーニング年間計画」は重要だ

と思うし、総合的な学習の時間の改善も基本に

なる。 
 
  授業をお互いに見合うことは非常に大切だと

思う。良い授業を見て、なぜ良いかを考える。

これが大切。 
 
  学校教育目標の見直しも非常に大切なポイン

ト。どういう能力を求めるかについて校内で議

論することも大切なことである。 
 
  普段の授業から考えることが大切。普段の授

業をどう改善していくかの視点が大切。授業の

基盤＝カリキュラムをどう作るか。何を基本に

作っていくか。何を基準に作ったらよいのか。 
  総合的な学習の時間を本来的なものにしてい

くことが一番の近道。自分の探究テーマを作り、

その答えを導き出すためにどういう力が必要か

ということをしっかり考え、構成していく。今

までやってきたものをもう一度見直すことが一

番の近道になる。 
  アクティブラーニング＝頭の中の活動を外化

する〈説明する〉。わかったことを隣の人にちゃ

んと説明し、説得できるか。 
   
５ 成果と課題 
 【成果】 
  ・21 世紀社会に求められる資質・能力は、社

会とのつながりの中で、志をもって主体的

に学ぶこと、課題を発見できること、課題

解決にあたっては多様な他者と協働しなが

ら考え、判断し、表現できることであると

とらえることができた。 
  ・これからの社会が「野球型」から「サッカ

ー型」に変わっていくこと、異質な集団で

交流する、自立的に活動する、相互作用的

に道具を用いるキーコンピテンシーの考え

方や PISA 型読解力、育成すべき資質・能

力を学校教育の場でどのように育てるのか

という教育課程編成に関わる考え方につい

て、まず、我々副校長・教頭が理解を深め

ていく必要があることが分かった。 
  ・育成すべき資質・能力は、決して知識や技

能の取得を軽視しているわけではなく、む

しろ、思考・判断・表現の基盤となる質の

高い知識や技能の習得が必要であることも

改めて確認できた。 
 
 【課題】 
  ・教務主任、研修主任をはじめ教職員の意識

をどのように高めていくか、また新しい事

を始めなければならないという意識に陥る

ことのない伝え方や研修の工夫が必要であ

る。 
  ・特に若い先生方には話だけでなく、具体的

な授業を通して理解を深めていく必要があ

る。 
  ・指導する教師自身の課題発見力、課題解決

力、多様性、協働性、志をどう育てていく

か。 
  ・現在編成している教育課程をゼロベースで

作り変えるのではなく、何のために、どこ

を直すかという視点をもち、道筋を明確に

していかねばならない。 
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今日的課題としてのいじめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子どもの発達科学研究所 
 和久田学 

（大阪大学大学院 連合小児発達学研究科） 
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• 現状分析と課題の発見 
• いじめに関する事実（先行研究から） 
• 学校安全調査 
• いじめ対策の具体的方法 
• まとめ 
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１ 現状分析と課題の発見 

いじめ防止対策推進法 
自治体、学校が「基本方針」を決定する。 

 

学校が講ずべき基本的施策 

  （1）道徳教育等の充実、 

  （2）早期発見のための措置、 

  （3）相談体制の整備、 

  （4）インターネットを通じて行われるいじめに 

   対する対策の推進 

重大事態への対処 
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いじめを認知した学校の割合 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 

小学校 31.8% 52.2% 

中学校 52.9% 71.0% 

高等学校 38.0% 56.8% 

特別支援学校 13.3% 24.5% 

合計 38.0% 57.3% 

 合計で見るなら、平成25年度で、51.8%の学校が、
いじめを認知している。しかし、それは、48.2%の
学校が、いじめが全くないと言っていることである。 
 それは本当だろうか？ 

１ 現状分析と課題の発見 

48.4% 
65.5% 
44.4% 
20.4% 
51.8% 
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１ 現状分析と課題の発見 

「いじめ追跡調査」 
国立教育政策研究所2010～2012年 

 我が国としては画期的な調査（小４～中３、無記名式） 

 

 典型的ないじめである「仲間外れ、無視、悪口」の被害
経験率は、男子の平均が45.0%、女子の平均が51.5%。 

 1996 年 1 月に出された文部大臣の緊急アピール「深
刻ないじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子ど
もにも起こりうる」を裏付ける内容。 
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１ 現状分析と課題の発見 

 いじめの定義（文部科学省） 

 

 

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のあ
る者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精
神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場
所は学校の内外を問わない。 
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１ 現状分析と課題の発見 

（注１） 「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられ
たとする児童生徒の気持ちを重視することである。 

（注２） 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例
えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わってい
る仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人間関係
のある者を指す。 

（注３） 「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的
にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与
えるものも含む。 

（注４） 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたから
れたり、隠されたりすることなどを意味する。 

（注５） けんか等を除く 
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１ 現状分析と課題の発見 

いじめの対策（文部科学省HPより） 
• いじめの問題については、その件数が多いか・少ないかの問題以上に、これ

が生じた際に、いかに迅速に対応し、その悪化を防止し、真の解決に結びつ
けることができたかが重要となるものであり、各学校及び教育委員会は、相
互の連絡・報告を密にしつつ、いじめの発生等についてきめ細かな状況把握
を行い、適切な対応に努めること。 

•  各学校において、校長のリーダーシップの下に、それぞれの教職員の役割
分担や責任の明確化を図るとともに、密接な情報交換により共通認識を図り
つつ、全教職員が一致協力して指導に取り組む実効性ある体制を確立する
必要があること。 

•  校長、教頭、生徒指導主事等は、いじめの訴え等に基づき、学級担任等へ
対応を指示したり、情報を伝達したりした場合には、その対応状況等につい
て、逐次報告を受けるなど、その解決に至るまで適切にフォローすること。 

•  いじめの訴え等を学級担任が一人で抱え込むようなことはあってはならず、
校長に適切な報告等がなされるようにすること。 
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• 現状分析と課題の発見 
• いじめに関する事実（先行研究から） 
• 学校安全調査 
• いじめ対策の具体的方法 
• まとめ 

 

Menu 
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シナリオスタディの体験 
• シナリオスタディの決まり 
 ① 積極的参加（意見を表明する） 
 ② 意見の違いを認める（攻撃しない） 
   途中で意見が変わってもOK 
 ③ 後出しをしない（議論の終わりでひっくり返さない） 
 ④ 個人名を出さない（私の知っている人だけど・・・） 
 ⑤ ここでのことは、ここで終わり 
   （場合によっては、ここで決まったことには従う） 
 ④ 時間内で終わる（結論を無理に出さなくてもよい） 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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 私は、昨日、学校でこんなところを見ました。 
 クラスのA君が、B君とC君にいじめのようなことをされていました。

いえ、もしかしたらいじめではないかもしれません。私もわからなくな
ってしまいました。 
 具体的には、A君がB君とC君から、腕立て伏せや腹筋を何度も何
度もやらされていたのです。A君ははじめ、いつものようににこにこと
していました。でもA君は幼い感じの男子で、体も小さくてスポーツも
得意ではありません。だから、B君やC君の要求通りにやることがで

きません。そのため、だんだん遅くなったりできなくなったります。す
るとB君とC君は、A君に「しっかりやれ！」と厳しく言ったり笑ったりす
るのです。 
 私はA君がかわいそうになったので、B君とC君に「それはいじめだ
からやめた方がいいんじゃないか」と言いました。 
  

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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 するとB君は、「Aは、俺たちのようにスポーツがうまくなりたいと

思っているんだ。だから教えてやっているんだからいいんだ」と言
いました。C君はA君に向かって、「お前が頼んだことだよな」と確
認して、A君はつらそうな顔だけれど、うなずきました。 
私は心配になって「本当にそうなの？」と確認しました。するとA君
ではなくてB君とC君が「これはいじめじゃないよ。トレーニングをさ

せてるんだ。だって、こいつ、スポーツができるようになりたいって
言ったんだから」と答えました。A君に聞いても「そうだ」と言いま
す。 
 私は何も言えなくなりました。 
 周りには他にも見ている人がいました。でも何も言いませんでし
た。私は仕方がないので放っておきました。でも気になって仕方
がありませんでした。 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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 放課後、友達とA君のことを話しました。その友達は、これ以上

この件にかかわると私までいじめられるからやめた方がいいと言
いました。なぜなら、B君とC君は、他の子にも同じようなことをよく
やっているからです。別の人は、A君が平気そうに見えるから大

丈夫と言いました。私はどうしていいか、わからなくなりました。先
生、私はどうしたらいいですか？ 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめの定義 
• いじめとは、「反復と力の不均衡によって特徴づけ
られる攻撃行動の一部」また「１人またはそれ以上
の者のネガティブな行為に、連続して、長期的さら
されること」と定義される。（Olweus,1991,1993） 

 

 Key Words （Bondsら 2001） 

 力の不均衡     繰り返される行動 

 意図的なネガティブな行動   不公平な影響 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめを定義づける４つのキーワード 
• 力の不均衡：肉体的、精神的、知的、社会性などの差 

• 繰り返される行動：一定期間、繰り返されるネガティブな行
動（ただし1回でも深刻な場合あり） 

• 意図的なネガティブな行動：いじめは被害者を意図的に傷
つけたり脅したりする行動。 

• 不公平な影響：被害者は通常、わめいたり泣いたり、うつに
なったり不安になったりいった感情的な反応を見せる。一
方、加害者は苦悩や感情を見せることはほとんどない。加
害者は共感性を失い、「被害者は虐められて当然だ」のよ
うに見てることが多い。つまり加害者は自分の行動が正義
であるかのように思っている。 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ関係が難しい理由 
• 力の不均衡があるから、被害者はやり返せない。 

 → やり返せるなら、ケンカ。 

 → やり返せないから困っている。 

 → よって、被害者に「やり返せばいい」は無意味。 

 

• 不公平な影響があるから、加害者は気づけない。 

 → 加害者は、いつの間にか加害者になっているかもしれない。 

 → 特に、そういう文化があるところでは、気づけない。 

 

 だからいじめ関係は、保持され、深刻化しやすい 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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子ども同士の通常の争いは、重要な学びの場 

• 子どもは問題に直面した時、いつ助けを求めるべきか、何が
自分たちで解決できるものか、判断することを学ばなけれ
ばならない。特に友達に助けを求めること、友達と協力して
問題を解決することは重要な経験。 

• しかしいじめは、力の不均衡があるため、通常の問題解決方
法ではうまくいかない。よって子どもは、どれが通常の方法
で解決できるのかできないのか、見分ける方法を学ばなけ
ればならない。 

• 多くの子どもが、いつの間にかいじめの行動に引き込まれ
てしまう可能性がある。（特に女子） 

いじめ定義の共有は予防効果を高める 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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定義に関する注釈 
• 日本のいじめと欧米のBullyingをイコールとして良いのか

？ Olweusの定義はBullyingとViolenceを明確に区別できな
いのでは。むしろ「同一集団内の相互作用過程において優
位に立つ一方が、意識的にあるいは集団的に他方にたいし
て精神的・身体的苦痛を与えること」（森田、1985）の定義
の方が優れている。（滝、2003） 

 

• 発達障害の特性を考えたとき、いじめの定義を補正する必
要がある。ASD児は状況を読み違えることが多い。また感
情反応が遅れて来ることもある。（服巻、2008） 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ加害者 
２ いじめに関する事実（先行研究から） 



  
 いじめの科学                                          子どもの発達科学研究所 

いじめ加害者の特徴 
• いじめの加害者に特に顕著な外見的特徴はない。（肉体的優位とは限

らない） 

• いじめの問題は、よく「自己肯定感」の問題に関係づけられる。いじめの
加害者は、事実、偽物の膨らんだ自己認識を持ち、特別扱いされるべき
だと思っている。 

• いじめの加害者は間違った考え（共感性のなさに
基づく）を持っている。例えば「私は私の欲しいものをいつでも手

に入れられる」など。 

• いじめの加害者には、攻撃行動について、親、もしくはその他の重要な
モデルがいる。 

 

※彼らは「集団の主導権を握りたい、支配したい」との欲求を持っている
が、これを肯定的に捉えると「潜在的リーダー」と言える。 

 
 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ加害者の予後 
• 小学校２年生でいじめの加害者だと認定された男子は24歳

のとき、犯罪者になっている確率がそうでない男子の６倍だ
った。さらに30歳の時点では、そうでなかった人の２倍近くも
深刻な犯罪をしていた。（Olweus,1991） 

• ８歳のときに攻撃的な男子は、大人になってから何らかの犯
罪者になる確率が高く、さらに大学を終えたり就労したりす
ることが困難である。（Eron, 1987） 

• いじめの加害者だった女子は、母親になったときに虐待を行
うことが多く、その子どももいじめの加害者になることが多
い。（Eron, 1987）（いじめ加害の世代間連鎖） 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ被害者 
２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ被害者の３タイプ 
• 受け身型（孤立型）被害者：（Garrity et al,2000） 

 受動的、静か、すぐに泣く、すぐに落ち込む、ユーモア
がない、社会性に欠ける、友達が少ない 

 

• 誘発型被害者：（Garrity et al,2000） 

 理屈っぽい、怒りやすい、パニックになる、反応がよい 

 

• 捌け口型被害者：小学校高学年以降（Ross,1996） 

 弱い感じ、共感性や感性が中程度以上、いじめを怖が
っている、失敗をする 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ被害者の沈黙 
• いじめの被害者は助けを求めることなく、沈黙してしまうこと

が多い。 

 

理由１：親や教員から、「いじめは誰もが経験すること」、 

    「成長の過程」と言われ、「自分で何とかするべき 

    こと」とされてきた。 

理由２：友達から孤立して、助けを求められない状況にある 

理由３：助けを求めることは格好が悪いことと思っている 

 

 この沈黙がいじめ被害を拡大させる。（Ross､1996） 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめの被害の悪循環 

     いじめの繰り返し 

        自己肯定感の低下 

           効果のない反応 

             さらなるいじめ 

              仲間からの孤立 

                自責感の増加 

          「自分は、いじめられても仕方がない人間なんだ」 

                     失望 

                     さらなるいじめ 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ被害者の予後 
学校生活への影響 
• いじめの被害者は不登校になったり欠席が増えたりする。例えばアメリカの

中学２年生の７％がいじめを理由に１か月に１度以上の欠席をしている。（
Banks,1997） 

• いじめの被害者の90％が深刻な学業不振を経験している。（Hazler et 
al,1993） 

• いじめ被害による自己肯定感の低下によって、学力や社会的能力が下がる
。（Ross,1996）  

健康上の問題（Rigby,1998） 
• 気分が悪い、食欲不振、めまい、意識障害 

• 不安、睡眠障害   ・ 抑うつ、自殺企図 

• 頭痛、腹痛、発熱、嘔吐   ・登校渋滞（朝の腹痛等） 

養護教諭がこうした健康上の問題からいじめ被害に気づくことがある。 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ被害とPTSD 
• いじめの被害に遭った男子の27.6%、女子の40.5%が
PTSDを起こしている。そのうち、いじめの加害と被害
の両方を経験した子ども、小さなグループ内でのいじ
め被害に遭った子どもほど、深刻である（Idsoeら、
2012） 

• 精神的な脆弱さを持った子ども（例えば発達障害な
ど）は、簡単にPTSDを起こしやすい。そしてPTSDは、
学校生活に大きな影響を与えることになる。 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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いじめ傍観者 
２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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傍観者がいじめに関与しない３
つの理由（Hazler,1996） 

１ 何をしていいか、わからない 
２ 報復を恐れている 
３ 何かをして、状況をさらに悪くす 
  ることを恐れている 

 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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見ているだけでも被害 
• いじめの傍観者は、いじめを止められなかったことから罪

意識や不安を感じ、結果として自己肯定感や自信を喪失す
る。（Hazler,1996） 

• 最も深刻な影響は、いじめを目撃しているうちに、共感性
を失い、他者の痛みを感じにくくなること。さらに進むと、い
じめの加害者の影響を受けやすくなり、いじめの加害者に
加わってしまう。 

• いじめの被害者は当然、心理的な苦痛を受けるが、傍観者
も同様であり、特にいじめの事実が起こっているときよりも
、それが過ぎ去ってからになると、被害者と同じくらいの心
理的苦痛を抱いている（Jansonら、2004） 

 
 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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傍観者を変える 
• いじめは、普通、大人に見つからないように行われる。しか

し、子どもたちの中で行われ、子どもたちの中に目撃者が
いる。（いじめの目的が、集団内での力を得ること、友達か
らの承認を得ることの場合が多いため） 

• よって、いじめの加害者、被害者を見つけることは難しいが
、傍観者（目撃者）を見つけることはたやすい。なぜなら大
人の前にいる子どものほとんどが傍観者（目撃者）である
から。 

  いじめの予防を考えたとき、この傍観者のグループを
「物言わぬ多数派」から「思いやりのある集団」に変える
ことが必要である。傍観者のグループに、いじめのない、安全
な学校を作る責任を持たせることが、子どもたち全員にとって重要
である。 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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学校風土とは 
• 集団の雰囲気は全ての子どもの行動に影響を与
える   行動は環境との相互作用 

 

 

• 集団の雰囲気は、多数派（その集団の85%）によっ
て作られ、簡単に継承される 

 

 

 いじめ予防をするにも、この学校風土がターゲット
になる。 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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教師 

対象児 保護者 

学級集団 

学校環境 
家庭環境 

地域環境 

対象児 
 対象児の問題行
動は、当然、学校環
境に大きな影響を
持つ 

保護者と家庭環境 
 保護者、家庭の影響は
大きい。特に危険因子を
多数抱えていると、そのリ
スクは格段に高まる。 

学校風土 
 集団の雰囲気は子ども
の行動と強い関連を示す 

教師 
 教師が子どもに
与える影響は大き
い。 

 子どもは、周りの環境の影響を大きく受けている。いじめや非行、不登校などの問題
行動に対応するにも、発達障害児への支援を充実させるにも、対象児だけを対象にする
のではなく、同時に周りへの働きかけを行わなければならない。  
 特に危険因子を多数抱えている親、家庭背景を持つ子どもは、子どものみを対象にし
たアプローチでは難しい。 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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学校風土の影響 
• 既に学校風土の大切さは、欧米の研究で確認されています。 

 

• 学校風土が良いと・・・学業成績が上がる 

            不登校が減る 

            いじめが少なくなる 

            問題行動が減る 

 

  因果関係とは言えないが、相関関係はある 

 
 では、学校風土とは何だろうか？ 

２ いじめに関する事実（先行研究から） 
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• 現状分析と課題の発見 
• いじめに関する事実（先行研究から） 
• 学校安全調査 
• いじめ対策の具体的方法 
• まとめ 
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学校安全調査とは 
• いじめに関する客観的評価を行う質問紙。 

• 無記名式。子ども、保護者、教員の3者に質問。 

 （子どもと保護者は紐付けられている） 

• いじめの有無だけでなく、そのときの行動を評価。 

• 同時に「学校風土」の概念を整理して、計測。 

• 学校背景、家庭背景も取得。 

• 解析結果から、いじめ予防、学校風土改善に関するアドバイ
スが可能。 

 学校安全調査 
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 学校安全調査での『学校風土』について 

 

 学校風土を７つの側面とした 

  参考：米国の研究、我が国の教育システム 

     我が国の生徒指導の重点、保護者の要望 

 

 学校安全調査 
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大人の問題 
• 我が国では、一人一人の教員が努力しているが、学校
として（包括的）な取り組みはなされていない。 

• 教員の多くは「人権教材」を流用している。 

• また間違った知識に基づいて行われる場合がある。（
滝、2001） 

• 「いじめの被害者、加害者を見つけよう」という考えで
は効果的な支援ができない、というのが既に確立さ
れた考え方である。（滝、2013） 

 

４ いじめ対策の具体的方法 
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 具体的な教育活動をするには、以下の３つが必須 

 

 

  プログラム（カリキュラム）  

  教科書、教材 

  トレーニング（教員研修） 

 

 子どもの発達科学研究所では、「いじめ予防プログラ
ム」として、この３つを提供している。 

４ いじめ対策の具体的方法 
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大人を変える！ 
 正しい知識を持っていない（経験則・間違った情報・思

い込み） 
 個人で頑張っている 
 知らないうちに、加害者側に回っている 
 よくもわるくも、傍観者 

 正しい知識、正しい技法を使って、 
 組織として、継続的に、 
 具体的な行動ができる大人集団へ 

４ いじめ対策の具体的方法 
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３つの目的 
• いじめのようなことを、起こさなくて済むようにする 

 ①（予防）  情報の提供 

       学校風土の改善 

• いじめかもしれないことが起きても、深刻化しないようにする 

 ②（自己防衛、他者防衛） 行動レベルでの教育 

 

• いじめが起きたときに、適切に対応する 

 ③（介入支援） 

   加害者、被害者、傍観者のそれぞれがターゲット 

 

４ いじめ対策の具体的方法 
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いじめ対策についての研究 
• 学校環境を変化し、学校文化をより良くするには、「
社会的に良い行動を教える」「戦闘的な行動の限界
を教える」「生徒同士の良い関係を作るためのスキ
ルを教える」といったことが含まれた包括的な戦略
を実施することによってのみ、行うことができる。（
Batsche and Knoff, 1994） 

• 安全な学校を作るには、長期的、包括的、システムと
しての方法を実現することが必要。（Violence in 
American Schools: Elliot, 1998） 

 

 

４ いじめ対策の具体的方法 
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• 学校全体で包括的に取り組まなければならない 

 単一の領域だけに焦点を与えられていたり、いじめの加害
者と被害者だけを対象にしたプログラムは効果が薄い。 

(Vreeman & Carroll, 2007) 

 

• 目的は「安全で安心な学校」の実現 

 

 包括的とは・・・スタッフ全員、子どもを取り巻く大人全員、 

       子ども全員 

        

 特に「物言わぬ多数派」を「思いやりのある集団」に変える
ことで、学校の風土を改善する 

 
 
 

４ いじめ対策の具体的方法 
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３つの目的 
• いじめのようなことを、起こさなくて済むようにする 

 ①（予防）  情報の提供 

       学校風土の改善 

• いじめかもしれないことが起きても、深刻化しないようにする 

 ②（自己防衛、他者防衛） 行動レベルでの教育 

 

• いじめが起きたときに、適切に対応する 

 ③（介入支援） 

   加害者、被害者、傍観者のそれぞれがターゲット 

 

４ いじめ対策の具体的方法 
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• いじめの予後は悪い。 

• いじめSTOPは、パワハラ、DV、虐待、犯罪、精
神疾患など多くの問題に直結する。 

• データに基づく取り組みは、継続が可能。注
目を集めている今こそ、新たな挑戦が必要。 

• いずれにしても、大人が子どもの手本になっ
ている！ 

• いじめを撲滅するには、包括的、継続的な実
践が必要。 

５ まとめ 
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☆特別支援教育の戦略☆ 
～特別支援教育から今日的課題を考える～ 
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和久田学 
（大阪大学大学院 特任講師） 
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本日の流れ 
• 講座１ 特別支援教育再考 

 現状把握 

 障害者差別解消法とインクルーシブ教育 

 合理的配慮、発達障害の理解 

 

• 講座２ 今日的課題としてのいじめ 

 いじめの現状 

 いじめの定義 

 いじめに対する具体的対応 

 

• 講座３ 保護者対応システム 

 保護者対応の考え方 

 システムを作る 

 まとめ
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講座１ 

特別支援教育再考 
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メニュー 
• 現状把握 

• 障害者差別解消法とインクルーシブ教育 

• 合理的配慮とは 

• 発達障害の正しい理解 

• 問題行動を考える 

• まとめ  
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若年無業者（ニート）60万人 

現状把握 
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引きこもりの定義と推計数 

現状把握 
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• 成人の問題は、急に始まらない。 

• つまり成人期の問題は、子どものときに既に種が蒔かれ、
芽が出ている可能性が高い。 

 

 

 では、何が「芽」なのでしょうか？ 

 

 今までのデータでも、不登校・いじめなどが「芽」である
可能性がわかっていますが、欧米のデータはさらに多くを語
っています。 

 

  

 

現状把握 
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不登校の影響 

 日本の不登校とは少し概念が違う。 
 「理由のない欠席」として問題視している。 

• 理由のない欠席（不登校）は、非行、社会的孤立、落
第、退学の早期徴候であることがわかっている。（
Huizingaら、2000） 

• 学校への出席をしないことは、これまでの研究で、薬
物乱用、非行、十代の妊娠、退学のリスクを高める。
（Blumら、2000）  

• 不登校児は、登校している子どもよりも自己肯定感が
低く、経験が少なく、親から拒絶されていたり批判さ
れていたりする。（Bellら、1994） 

現状把握 
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• フロリダ州のDade地区、1991年と1993年のデ
ータによると、深刻な少年犯罪者は、不登校傾向（
理由のない欠席）にあった。 

• 北マイアミ海岸地区で、警察が不登校センターを開
設し、登校時間に街にいる少年を補導するようにし
たところ、実質的な犯罪が減少した。例えば、車両
強盗が22%減少し、住宅での強盗やいたずらが
19%減少した。（Bergerら、2000） 

• 1980年から2000年に28地区で行われた調査を総
合して分析すると、不登校（理由のない欠席）は中
学校の薬物使用を予測している。特に中学2年生の
不登校は、マリファナ使用リスクが、そうでない子
どもの4.5倍になった。（Halforsら、2002） 

 

現状把握 
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• 8歳から10歳で教師や仲間から問題行動があるとされた子
どもは、10歳から13歳で補導されることが多い（
Farrington, 1986）。 

• 反社会的行動は、3歳の時の母親による評価での「行動コ
ントロールの難しさ」と5歳の時の、親の評価による問題
行動によって予測できる（White et al., 1990）。 

• 数々の研究が、非行児の言語性IQが、非言語性IQより低い
ことを示している（例、Moffitt,1993）。非行する子ど
もは、そうでない子どもよりも、IQの平均値も学力成績も
低い（例えば、Fergusson and Horwood, 1995; 
Maguin and Loeber 1996）。 

問題行動は予測可能？ 

現状把握 
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• 1989年の報告によると、16万人の発達障害者が深刻
な暴力や自傷行為を行い、それに対する地域生活支援
に年間30億円以上が投入されている。 

• 幼児期の問題行動は中高生の麻薬、非行、破壊的行動、
学校からのドロップアウトを予測する（1989、
Pattersonら） 

• 小児期の問題行動は思春期以降に重大な影響を及ぼし、
成人期になっても社会的情緒的問題を持つ（2000、
Huffman） 

問題行動は社会的負担を増やす？ 

現状把握 
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不登校の推移 

現状把握 
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通常の学級に在籍する発達障害の可能性がある小中学生 

6.5% 

現状把握 
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【個人要因】 
発達障害、知的発達の遅れ、気質、低出生体重・・・ 
【保護者・家族要因】 
保護者の精神疾患、障害、低学歴、若さ、離婚、兄弟の多さ、
貧困、外国人・・・ 

問題の外在化 
暴言暴力、非行、家庭内暴力 

触法行為 

問題の内在化 
不登校、引きこもり、うつ、 

自殺、精神疾患 

危険因子 

学校の捉え方 

子
ど
も
の
発
達 

【学校環境】 
いじめ被害、間違った教育、体罰、就学指導の失敗・・・ 
【家庭環境】 
偏った教育方針、虐待、DV、兄弟の暴力、貧困・・・ 

現状把握 
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教育における問題点の整理 

• 不十分なデータ、もしくはデータの決定的不足 

 単なる件数、やったことを集めるようなアンケート調査では意味がない。
追跡調査、背景との関連、支援方法の効果について、科学的方法で調査し、
解析を進めるべき。 

 そのためにも、調査には必ず専門家が関与し、データのためのデータで
はなく、対策に活かせるものにする必要がある。 

• 先行研究を活かすという視点の欠如 

 不登校、いじめ、暴力行為のいずれも世界的な問題であり、既に様々な
研究がなされている。よって先行研究を洗い出し、既にわかっている事実、
既に効果があるとされている方法を、現場に活かす必要がある。 

• 包括的システムと具体的対策の提案がない 

 現状では、子どもの問題への後付の対応に終始し、子どもの発達として
の視点が欠如している。本来は、我が国のデータと、先行研究の知見を合
わせて、我が国の教育現場にあった包括的システムと具体的対策が必要。
（プログラム、教材、トレーニング） 

 

 

現状把握 
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非常にうまくいっている学校（クラス）も少なくない。 

 

 別の言い方をすると、 

       当たり外れがある 

       教員や校長の異動で、簡単に変化する 

      （公教育としてどうなのか？） 

 

 予防的支援が必要とされているが、なかなか実現しない。 

 （具体的に何をすればいいのか、曖昧である） 

ただし 

現状把握 
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障害者権利条約 
• 2006年12月に国連総会で『障害者の権利に関する条約（
障害者権利条約・略称）』が採択。 

• 2007年9月28日、日本は国連本部で署名。 

• 障害者基本法の改正（2011年 8月），障害者総合支援法
の成立（2012年 6月），障害者差別解消法の成立および
障害者雇用促進法の改正（2013年6月）と国内法を整備
する。 

• 2013年11月19日の衆議院本会議，12月4日の参議院本会
議において，全会一致で障害者権利条約の締結が承認。 

• これを受けて2014年1月20日，吉川元偉国連代表部大使

が，障害者権利条約の批准書を国連に寄託し，日本は
140番目の締約国になった。 

障害者差別解消法とインクルーシブ教育 
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障害者差別解消法 

• 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（しょ
うがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平
成25年法律第65号）とは、障害者基本法の基本的な理念に則り、全

ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個
人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障
される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の
推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を
理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害
を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有
無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法
律である（法律第1条）。 

• 障害者権利条約を批准するための国内法。この流れの中に、イ
ンクルーシブ教育もある。 

障害者差別解消法とインクルーシブ教育 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
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障害者差別とは？ 
• 直接差別 

• 間接差別 

• 合理的配慮不提供 

不当な扱い 

障害者差別解消法とインクルーシブ教育 
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インクルーシブ教育 
• 分離教育：障害児と健常児を分けて教育する 

• 統合教育：障害児と健常児を一緒に教育する 
※統合教育も、障害児と健常児を分けている 

 

• インクルーシブ教育：障害のあるなしにかかわらず、一
人一人の教育的ニーズに対応する 

※障害のあるなしは、簡単にわけきれるものではなく、連続体である
ことがわかってきたため 

 

  → 自閉症スペクトラム 

       （連続体） 

整理 

障害者差別解消法とインクルーシブ教育 
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インクルーシブ教育システム 
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援
教育の推進（報告）より（文部科学省、特別支援教育の在り方に関する特別
委員会、2012.7.24） 

• 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境に
なかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であ
る。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在
り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指
すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。 

• 障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「
general education」から排除されないこと、自己の生活する地域において初

等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供
される等が必要とされている。 

• インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求す
るとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社
会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提
供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。 

 

障害者差別解消法とインクルーシブ教育 
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合理的配慮 
（Reasonable  Accommodation） 

• 1990年のADA（障害のあるアメリカ人法）で一躍

有名になった概念で、障害のある人の場合、環境
整備や配慮等がないと能力自体が発揮できないこ
とがあるので、能力評価の前提として、必要な配
慮を行うのは社会的責務であるということです。 

• Accommodationとは、「配慮」というよりも、「
変更および調整」と訳すべき言葉。 

障害者差別解消法とインクルーシブ教育 
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• ＩＣＦ（国際生活機能分類）・・・2001、ＷＨＯ 

• 障害とは環境との相互作用である 

ICF 
合理的配慮とは 
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機能障害 活動の制限 参加の制約 

合理的配慮とは 
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機能障害 活動の制限 参加の制約 

合理的配慮とは 
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発達障害のこと 
• 「自閉症スペクトラム（ASD）」「注意欠如多動症（

ADHD）」「学習障害（LD）」などが話題になっていま

す。１０人に１人程度、そのような傾向のある子ども
がいると言われています。 

• 発達障害は、既にマイノリティ（少数派）ではありま
せん。 

• 発達障害は、本人の努力不足でも、子育ての失敗でも
ありません。脳の機能障害です。 

• 適切な支援をすると状態が良くなり、よくない支援を
すると悪化するのは、他の子どもと同じです。 

発達障害の正しい理解 
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自閉症スペクトラム 
• 自閉症スペクトラムは、脳の機能障害です。育て方の
問題ではありません。 

• 社会性の質的障害、興味と行動の限定という特徴があ
ります。簡単に言うと、「空気の読めなさ」だったり
「こだわり」や「変更の難しさ」だったりします。 

• 感覚の問題を持っている人も大勢います。 

 

 

 ところで、「空気が読めない」ってどういうことだと
思いますか？ 

発達障害の正しい理解 
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大脳辺縁系 
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自閉症スペクトラムは脳の機能障害 
 大脳皮質 
• 実行機能障害 

• セントラルコヒーレンス 

• 心の理論 

• メタ認知 

 大脳辺縁系（扁桃体、海馬）、旧皮質 
• 感覚の特異性 

• 記憶の特異性 

• 感情発達の特異性 

• 秩序だったことへの志向性 

• アテンションの特異性 

• 興味関心の特異性 

発達障害の正しい理解 
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実行機能障害 
• 物事の計画を立てる力。Starting Pointを見つける力。ゴ
ールを見つける力。StartとGoalを理解して、その間のプ
ロセス（手順）を考えて、実行する能力。 

• しかも普通の実行機能はマルチウインドウだが、それが
できない。 

• 変更の調整能力も実行機能。 

• 機能レベルが高い人は学習能力が高いので、できるよう
に見えることもある。だが大きな変化が難しい。 

• 話の展開がわからない。何かをしながら何かをすること
が難しい。 

発達障害の正しい理解 
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セントラルコヒーレンス 
• 全体像を把握する力がない。スルーしていいことに引っ
かかる。 

• 話の全体像がわからなくて、細部に注目してしまい、こ
だわる。 

• 話の幹がわからない。 

• 他の人とは違うところに注目し、そこから離れられなく
なる。 

 

発達障害の正しい理解 
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心の理論（セオリーオブマインド） 

• 目の前にいる人の考えていること、感じていることを限
りなく正確に瞬時に推測することができない。 

• 非言語性コミュニケーション障害があるので、表情が見
えないし読めない。 

• 表情を見ていない。表情の意味をキャッチできない。 

• 「笑っていれば嬉しい」のように判断してしまい、本当
の気持ちを理解できない。 

発達障害の正しい理解 



子どもの発達科学研究所 

メタ認知 
• 客観的に自分を見る力がない 

• よって、人から見た自分が理解できない（あとから理詰
めで理解して、愕然とする→自己肯定感が下がる） 

• 他人についても、自分から見たその人しか理解できない 

 

 

 

 ≪永遠の幼児≫と表現されることも・・・ 

発達障害の正しい理解 
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自閉症スペクトラム  セロトニン（神経伝達物質） 

発達障害の正しい理解 
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自閉症スペクトラム  ミクログリア過活性 

発達障害の正しい理解 
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ADHD（注意欠如多動症） 
• ADHDは、脳の機能障害です。育て方の問題ではありま
せん。 

• 不注意、衝動性の高さ、多動などの特徴があります。
簡単に言うと、「忘れっぽい」「落ち着きがない」「
我慢が出来ない」だったりします。「突拍子もない行
動」がある人もいます。 

 

 

 

 ところで、「衝動性」って何かわかりますか？ 

発達障害の正しい理解 
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ころころ、転がってきたボールを、思わず蹴ってしまう
。 

 

目の前にある水を、思わず飲んでしまう。 

 

  わざとやっているわけではない。 

  「いけない」とわかっていないわけではない。 

 

 「いけない」とわかっていて、やる気もないのに、気が
付いたらやってしまっている。これが衝動性。 

 本人にとっては、気が付いた時には、困った状況が起き
ていて、叱られることになる。 

発達障害の正しい理解 
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LD（学習障害） 
• LDは、脳の機能障害です。努力不足でも、性格が悪い
のでもありません。 

• 読み、書き、計算など、特定のことがとても苦手です
。しかも、原因は様々なので、支援方法もいろいろあ
ります。 

• 特にLDの80%は「読み」の問題を持っていて、だいた
い、５％くらいいるかもしれないと言われています。 

 

 

 LD支援の鍵は、丁寧さと工夫です。その子にあったや

り方を、いろいろと工夫して探していくことが重要です
。 

発達障害の正しい理解 
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発達障害かな？と思ったら 

• 個人攻撃の罠にはまらない！（本人、親を責めても意味は
ない） 

• 「発達障害＝不幸」でも「発達障害＝悪」でもありません
！（アインシュタイン、ビルゲイツ、スティーブンスピル
バーグ、黒柳徹子、織田信長・・・発達障害には偉人がた
くさん！） 

• 早期発見、早期支援にまさる方法はありません。専門家を
上手に使いましょう。 

• 早期支援の第一歩は、「理解」です。 

• 発達障害の子どもたちは、「当たり前」のことが「当たり
前」にできません。「当たり前」を意図的に教える必要が
あります。 

発達障害の正しい理解 
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日本の子育て文化として 
• 日本は「みんなと一緒」を重んじる。 

• 「みんなと一緒」ができて当たり前。 

 

 

• 「当たり前」ができないと叱られる。 

• 「当たり前」は「当たり前」だから教えてもらえない。 

• 「当たり前」は「当たり前」だから、できても褒めても
らえない。 

 

• 当たり前ができない子ども・・例えば発達障害児は？ 

発達障害の正しい理解 
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気になる言葉 
 子どもの問題に対して 

 

「どうして、君は～（みんなと一緒）～～ができないんだ
？」 

 

「このくらい、普通、わかるだろう？」 

 

「そのくらいのこと、当たり前だろう？」 

発達障害の正しい理解 
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脳の特性が顕著だと、障害として表れる 

自閉症の乳幼児では、2

歳前後までに脳容積の過
剰な増大が認められる 

（Courchesneら） 

5歳 

脳
容
積 

VWFA 

自閉症青年の脳において
は、表情認知領域の活動
性・生化学的特性に異常
がみられる 

（浜松：鈴木・尾内ら） 学習障害児の脳において
は、単語視覚処理領域
（VWFA）の活性が低下

し、代わりに前頭葉で機
能が代償されている 

（Cohenら） 

自閉症の子どもは他人の
喜怒哀楽を読み取ること
が不得手である 

自閉症の子どもに複数の
情報や感覚を与えると混
乱しやすい 

発達障害の正しい理解 
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問題行動とは 
• 全ての子どもは、「良い子」になりたい。 

 

• 『問題行動』を起こしたくて起こしている子どもはいな
い。 

 

 問題行動＝発達障害 ではない。 

 問題行動＝発達障害×迫害体験 はあり得る 

     （個人因子）（環境因子） 

 問題行動は、誤学習と迫害体験の結果であることがほと
んど。 

確認 問題行動を考える 
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ＡＢＣ分析 
行動と原因と結果の流れの中で捉える（行動随伴性） 

 

• 原因（先行条件）：Antecedent 

• 行動      ：Behavior 

• 結果      ：Consequence 

先行条件 
（原因） 行動 結果 

問題行動を考える 
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ＡＢＣ分析（子ども編） 
Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果 

問題行動を考える 
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機能分析 
• その行動が、どのような意味を持っているのか？ 

 

注意喚起行動 ：いわゆる見て見て行動 

要求行動   ：物、特権、サービスの要求 

逃避行動   ：活動、場からの逃避 

自己刺激行動 ：行動そのものが快感（感覚の問題） 

 

被虐待児の場合、Limit Testingの可能性がある 

問題行動を考える 
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誤学習のメカニズム 
• 誤った行動を行う。【例：ルールを破る。暴言暴力】 

 その裏には、スキル不足（教えられていない）がある。 

 特に発達障害児は、「当たり前のことが当たり前にできない（自然と
学べない）」ため、簡単にスキル不足に陥る。 

 

• 誤った行動をとった結果、良いことが起こる。 
 毎回、良いことが起こらなくてもよい 

 悪い結果のように思えても、実は本人にとって『良い』こともある。 

【例：歩き回ると叱られる。叱られるという結果は、悪いように思える
が、本人にとっては、暇な時間を過ごすよりずっと刺激があって楽しい
かもしれない】 

問題行動を考える 
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「叱る」の影響 
 「叱られる」のは、嫌なので、そのときは、やめます。 

 でも、「叱る人」がいないときは、元通りになるかもしれま
せん。 

 

 「叱られながら覚えたこと」は、嫌な思い出がくっついてい
ます。 

 だから、あまりやりたくないことになるかもしれません。 

 

 「叱った人」に、反発を感じます。（カウンターと言います
） 

 相手が強いと、そのときは我慢しますが、どこかで出てきま
す。 

 

 「叱る」では、脳は活性化しないのです。だから、効率が悪
いかもしれません。 

問題行動を考える 
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「叱る」の影響 
  

 できるようにする、わかるようにする、には、
叱るのではなく、教えなければなりません。 

 

 どうせ教えなければならないのなら、叱らずに
、気持ちよく、楽しく教えた方が良くないですか
？ 
 

問題行動を考える 
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でも「叱ってしまう」という人に 

 「叱る」かわりに、「教える」ことはできませんか
？ 

例：「～～をやめなさい」を「（～～をやめて）～～をしてね
」に 

 

 もしかしたら、大人の側の「感情コントロール」が
原因かもしれません。何か工夫ができるかもしれませ
ん。 

例：いきなりキレる、から、深呼吸をおき、必要だったらその
場から離れて考えてから、向き合う。 

 

 子どもの立場になれると、すごくいいです。なぜな
ら、子どもは未熟だからです。  

 

問題行動を考える 
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子どもに「教える」とは・・・ 

確認ですが、子どもは未熟です。違う脳の持ち主です。 

感じ方、見え方が違っています。理解の仕方も違います。 

できることも少ないです。スキルがありません。 

 

 だから・・・ 

   理解しているか？ 

   できるのか？ 

   やる気になっているのか？ 

       この３つで考えると、何か手が浮かびます。 

問題行動を考える 
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子どもに「教える」ときに・・・ 

• その子にとっての「わかりやすさ」を
考える 

• 何よりも意欲をなくさないように 

• 叱っても意味はない 

問題行動を考える 
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その他、気を付けたいこと 

• 子どもに選択権を与える。 

   選択させると、責任を教えられる。 

• 「言葉」を大切にするが、「言葉」を信じすぎない
。 

   本当に大切なことは、言葉にならない。 

• 教育は、時間がかかること。すぐに結果を求めない
。 

   大変な時間を一緒に過ごすことも大切 

問題行動を考える 
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• インクルーシブ教育システムを導入するには、正
しい理解が不可欠。 

• 子どもの問題行動は未来につながる。逆に子ども
時代に解決すれば、社会にポジティブな影響を与
えるのは確実。 

• 支援の方略について、学習理論や応用行動分析を
使うことが必要。 

 

 

まとめ 

ここまでのまとめ 
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☆保護者支援システムの構築☆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
子どもの発達科学研究所 和久田学 

（大阪大学大学院 連合小児発達学研究科） 
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2人組になってください 
• 一人が保護者役、もう一人が教員役をやります。 

• 教員は、その保護者の子どもについて、次のことを伝え
てください。 

 ○ みんなと一緒の行動ができないこと 

 ○ 乱暴で、急な動きがあり、他児にけがをさせる恐れ 

   があること 

 ○ 発達障害の疑いを抱いていること 

 ○ 保護者が信じられなければ、様子を見に来てほしい 

演習：保護者面談 
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2人組になってください 
• 保護者は、学校に不信感を持っています。いつも我が子
が一方的に責められているように思っているからです。 

• 学校で、何らかの問題を起こすのは、何となく想像がつ
いています。でも、一方で、「妨害」まではしていない
ように思います。なぜなら、自宅ではそれほどの問題を
感じないからです。 

 

○ 他の設定（性別、その他のシチュエーション）  

  はお任せします。 

○ 3分間、やってみましょう。 

演習：保護者面談 
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振り返り 
教員役 

・ 何が言いにくかったですか？ 

・ 保護者について、どのように思いましたか？ 

 

保護者役 

・ どんな気持ちがしましたか？ 

・ 特に何を言われるのが、辛かったですか？ 

 

演習：保護者面談 
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立場の違いを考える 

保護者 教 師 

生まれたときから、将来まで その1年、長くても数年 

専門知識はない 
子育ての経験も、今が真っ最中 

それなりの知識、経験あり 

子どもを個としてみる 他の子どもとの比較ができる 

家庭環境（本人の慣れたところ） 学校の環境（刺激多い） 

いつも子どものことの責任を追及され
たり、指導をされたりする立場 

『先生』としての立場あり 
（非常に微妙ではあるが…） 

孤立しているかもしれない 学校という組織として 

いろいろな保護者 
（御本人が様々な状況を抱えている） 

教員はある意味、セレクトされている 

演習：保護者面談 
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よくある感想 
・教員 

 保護者は真実を見ようとしない 

 特別支援は悪いことではないのに、抵抗感がありすぎ 

 発達障害に過敏に反応しすぎる 

 子どもではなくて、保護者のプライドや都合が優先 

 

★ 絶対的な情報不足 

        →→ いかに必要な情報を提供するか 

★ 誰でも自分のプライドや都合を優先する 

  （母は母であって、神様ではない） 

        →→ まず母の都合から入る 

        →→ 子ども支援の前に、親支援 

 

立場の理解 

演習：保護者面談 
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よくある感想 
・保護者 

 教員は、ただ一方的に責めている 

 教員は、自分の指導力を子どもの責任に転嫁している 

 どうすればいいのか、全く教えてくれない 

 教員によって、言うことが違う 

 

改善すべきこと 

★ 保護者理解    ★ 支援の充実 

★ 子ども理解と、個別の教育支援計画の充実 

 （アセスメントとゴール設定の共通理解） 

★ 具体的支援方法の提示 

改善！ 

演習：保護者面談 
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障害受容・慢性型悲観モデル 
 障害受容は段階を踏んで『適応』という最終段階はなく、
落ち込みと立ち直りを繰り返す。 

• 発達障害のある子どもの親の内面には常に悲哀があり、悲
哀は時々再燃しては繰り返される、むしろ正常な反応であ
る。（Olshansky,S.,1962） 

• 多くの障害児の親が落胆と回復の繰り返し（慢性的悲観）
を経験している。常に悲観ではないが、健常児の当たり前
の発達の節目（始歩、発語、進学など）を契機に悲観が顕
在化する。（Wikler,Wasow&Hatfild,1981） 

 

保護者理解 
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障害がある、ということ 

障害のある子がいる、ということ 

• 周りと比べるとつらくなる。（慢性的悲哀） 

• 努力してもうまくいかない、という体験をしがち。
（親子ともに失敗体験、迫害体験を蓄積） 

• 孤立しがち（共感ができない） 

• 「これからどうなるんだろう？」という慢性的不安。 

• 日常生活がいつも大変（スキル不足）。発達障害は
変化に弱い。 

孤立 スキル不足 不安 

保護者理解 
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 通常になろうとする 

  → 失敗体験につながる 

 そのためには勉強をがんばってやらせなければ 

  → 学力のみに偏ってしまうことがある 

 私が犠牲になってもかまわない 

  → 特に母親がおかしくなる（家族全体も）  

 いつか自然に良くなると信じる 

  → 大人になるに従って、うつ状態に 

障害のある人、家族が陥りやすい考え方 

情報を集め、正しい方法を知る 
安心して、自然体で前に進む 

保護者理解 
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保護者の言葉から 
• 発達障害の「障害」という言葉が、絶望的で「死刑宣告
」のようにも、「欠陥品」と言われているようにも思わ
れた。 

• 自分が小学生の頃、当時の養護学級の子どもが、いじめ
られていたのを思い出した。うちの子は、同じようにな
るのか、と思った。 

• ちょっと乱暴なだけなのに、何をオーバーに言っている
んだろうと思った。はっきりしない言い方に、イライラ
した。 

• だからなんだ、と思った。話を聞いても、結論がなかっ
た。親に決めろと言っても、決めるための材料が提示さ
れなかった。 

 

 

保護者理解 
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保護者の言葉から 

• 正直、「また、その話か」と思った。そうやって、うち
の子どもを責めるだけ責めるのは許せないと思った。子
どものために、戦わなければ、ホンモノの障害児にされ
てしまうと思った。 

• 学校の先生は、いつも責めるばかり。どうしたらいいの
かを聞いたら、自分は専門ではないのでわからないと言
った。先生が専門ではないとは、どういうことかわから
ない。難癖をつけられているみたいだった。 

• 病院に行けだなんて、学校から放り出されているみたい
に感じた。 

 

保護者理解 
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まず考えるべきこと 
  保護者は、徹底的な情報不足にある 

     → 必要な情報を提供する 

     → それらを全職員が知っていることが前提 

  保護者は、既に傷ついている 

     → 傷つきケアから始める 

          → 何をすべきですか？ 

 

 

 学校として何をすべきでしょうか？ 

    → システムづくりのところでやります。 

保護者理解 
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メニュー 
• 演習：保護者面談 

• 保護者理解 

• 保護者支援のシステム 

• 演習：インテーク 

• 結果の提示 

• まとめ 
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典型例 
• 行動や情緒のコントロールが難しい。突然、泣き叫んだ
り暴れたりする。 

• 母親の表情がすぐれない。担任が言葉をかけるが子ども
の発達のことになると、口をとざし、逃げるように帰っ
てしまう。それ以後、学校を避けるようになっている。 

• 背景に、夫婦関係の問題、経済的な困窮、親自身の精神
疾患やスキル不足が見え隠れしている。 

• さて、どうしたらいいと思いますか？ 

保護者支援のシステム 
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• 空欄を埋めてみてください。 

子ども：行動と情緒のコントロールができない 

個人要因 
 
 
 
対応 
 
 
 
 
 

環境要因 
 
 
 
対応 
 
 
 
 
 

保護者支援のシステム 
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• 同様に保護者の行動も考えます。 

保護者：学校を避ける。子どもの行動を認めない。 

個人要因 
 
 
 
対応 
 
 
 
 
 

環境要因 
 
 
 
対応 
 
 
 
 
 

保護者支援のシステム 
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ところで・・・ 
• ある特定の「病気」を減らそうとするとき、ふつう、次
のような対応をします。 

 

予防：その病気にならないように、全体に対してアプロー
チする。その病気に関する知識を与え、リスクの高い群に
予防効果のある方法を教える。 

 

早期発見・早期治療：その病気の早期徴候が表れたらすぐ
に受診、治療をさせる。早期発見のシステムを構築し、発
見次第、治療させる。 

保護者支援のシステム 
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家庭での問題 
• 不適切な養育（虐待まではいかなくても、いつも子ども
を叱りつけている、大人の生活を優先している、十分な
養育をしていない、など） 

• 子どもの発達障害、その疑い（行動や情緒のコントロー
ルが年齢相応でない子ども） 

• 保護者や家族の問題（保護者のうつ、孤立、夫婦関係や
家族関係の難しさ） 

 

 

 こうした問題に対しても、①予防、②早期発見早期支援
の２つの方法が考えられます。 

保護者支援のシステム 
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ワーク 
A 保護者が学校に相談しやすくするための予防的支援を
考えます。 

 

 B 保護者が「我が子の発達についての不安、悩み」を打
ち明けてきたときの対応方法について考えます。 

 

C 学校が、「その子の発達のゆがみ」もしくは、「不適
切な養育」に気づいた時の対応方法について考えます。 

保護者支援のシステム 
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A 予防的支援 
• 予防は、「正しい知識、スキルの提供」をすることが中
心になります。 

• その中で、保護者が自ら、我が子の発達を考え、行動で
きるようにするのが大切です。 

 

• あなただったらどうしますか？ 

 ① 何を伝えますか？ 

   なるべく具体的に考えてください 

 ② いつ、だれが、どのようにして伝えますか？ 

保護者支援のシステム 
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B 保護者からの相談への対応 

• 保護者から「うちの子ども、発達障害かもしれないと思
うんです。どうしたらいいですか？」と聞かれたときの
対応です。担任が言われたことにしましょう。 

• 様々な状況が考えられます。どんな場合にも、大丈夫な
「対応マニュアル」を考えます。 

• 保護者に対して、何を言うのか、確認するのか、その結
果、どうするのかを考えます。 

• 手順に沿って図式化するとわかりやすいです。（Cのあ
とに説明します） 

保護者支援のシステム 
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C 早期徴候を発見した時の対応 

• 職員が「あの子、発達障害かもしれない」もしくは「あ
の親の養育が不安」と思った時の対応です。 

• 様々な状況が考えられます。どんな場合にも、大丈夫な
「対応マニュアル」を考えます。特に子ども虐待が予想
される場合への対応を考えてください。 

• 保護者に伝える方法、学校の中での共通理解の方法、他
機関への連携のタイミングなどがはっきりするといいで
すね。 

• 手順に沿って図式化するとわかりやすいです。 

保護者支援のシステム 
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メニュー 
• 演習：保護者面談 

• 保護者理解 

• 保護者支援のシステム 

• 演習：インテーク 
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• まとめ 
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メニュー 
• 演習：保護者面談 

• 保護者理解 

• 保護者支援のシステム 

• 演習：インテーク 

• 結果の提示 

• まとめ 
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教員の話 A 
• お宅のお子さんは、授業中に独り言がすごいんです。大
きな声でいろいろ言うので、みんな迷惑しています。 

• いつもイライラしています。感情コントロールができて
いないんですね。突然、怒りだすことが多いです。 

• 友達とのトラブルも多いですよ。一緒に遊ぶ子どもはあ
まりいません。 

結果の提示 



子どもの発達科学研究所 

教員の話 B 
• お宅のお子さんは、お母さんが心配するほど、大変じゃ
ありませんよ。 

• 確かに、授業中に独り言を言ったり、飛び出したりする
ことがありますけど、いつもじゃないです。本人なりに
努力していると思います。この頑張りを認めてあげるの
が大切です。 

• 身の回りのことも、全然、できないわけではなくて、ち
ょっと甘えているだけです。実力が発揮できるようにな
るといいですね。 

結果の提示 
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 『客観的な事実』と感想（感情）を分ける。 

 

 感想の中に、保護者や子どもを責める気持ちが入ったら
最悪です。 

 

客観的な事実：最も人を傷つけない 

     初めは理解できなくても、事実の重みは伝わる 

 

 ただし事実を見つめるのには、専門性がいります。 

 その上、事実を受け入れられない状況にある保護者もい
ます。 

 

 

    

結果の提示 
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事実を捉える 
• 1人の先生の見立てでは危ない。 

• ある意味、アリバイ作りが必要。 

    客観的な指標を使う 

    専門家を使う 

    記録を詳細にとる 

 

 伝える前の手続きが大切です。 

   コンサルテーション 支援会議 

 

結果の提示 
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事実と、事実に続く情報 

• 問題行動や何らかの気になるあらわれ 

  いつ、どこで、誰と/に、何を、頻度・・・ 

• 見立て（疑い） 

  見立ての理由も 

• 支援方法の選択肢 

  何も手がないと、責められているように思われる 

• 予測できる将来像 

  具体的に：就学の時の状況を想像する 

※ 保護者の『痛み』に配慮して言葉を選ぶ 

結果の提示 
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配慮が必要なとき 
保護者が精神疾患（うつ、パニック障害など） 

保護者が傷つき体験でいっぱいになっている 

保護者が孤立している 

 

  

 保護者支援の仕組みを作る 

 キーになる他の家族に働きかける（父、祖父母・・・） 

 時間をかける（半年から一年計画） 

 傷つきケアを行う 

 役割分担をする 

 

 

結果の提示 
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まとめ 
• 保護者支援、家庭支援は、今や、学校の大問題。 

• まず、保護者は支援の対象であると考える。 

• 保護者の問題の中から、支援側の問題が見えてくる。 

• システムがあれば安心できますが、そのシステムを動か
すためには研修が必要。 

• 高い専門性が必要ですが、実は笑いあうことが大切だっ
たりする。（ユーモアは精神的余裕を創り出す） 

• 支援者同士の支え合いも大切です。これからも勉強して
いきましょう。 

※ 親はかつての子ども、そして、今の子どもは将来の親 

  になります！ 

まとめ 
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御案内 
子どもの発達科学研究所 

• 様々な研修プログラム（「いじめ予防プログラム」「新
しい生徒指導プログラム」「教師のための科学研究講座
」「こころの発達アテンダント講座」）を提供していま
す。 

• 「学校安全調査」などの調査研究も行っています。 

• 賛助会員募集中です。 

 

 ブログ、FaceBookもやってます。「いいね！」をして
ください！ 

 無料メルマガ、始めました！ 

まとめ 



 
 
 
 
 
 
 
【講座１】 特別支援教育再考 
１ 現状把握 
・ニート６０万人、引きこもり７０万人の現状を

子どもの発達の視点から見ることが大切である。 
・成人期の問題は子どもの時に種が蒔かれている。 
・非行、暴力、不登校、引きこもり等の生徒指導

上の問題を危険因子と保護因子との関係で見るこ

とが大切である。 
２ 障害者差別解消法とインクルーシブ教育 
・障害者差別解消法では、合理的配慮を提供しな

いことは差別と見なされる。 
・インクルーシブ教育とは障害のあるなしにかか

わらず、一人一人の教育的ニーズに対応する教育

である。 
・従って障害のある子どもが通常学級に入る場合

は合理的配慮が必要である。 
３ 発達障害の正しい理解 
・「自閉症スペクトラム（ASD）」「注意欠如多動

性 症（ADHD）」「学習障害（LD）」の子どもは様々

な重なりを考えると１０人に１人程度であろう。 
・発達障害は、脳の機能障害である。 
・ASD は実行機能障害があり、セントラルコヒー

レンスの問題を有し、心の理論、メタ認知が弱い。

だから視覚的に見せたり、手順を示したり、全体

を見せたりする手立てが必要になる。 
・ADHD や LD も特性に合わせて工夫して支援す

ることが大切である。 
・早期発見、早期支援が大切である。早期支援の

第一歩は理解である。 
４ 問題行動を考える 
・行動と原因と結果の流れの中で問題行動を捉え

るとよい。（ABC 分析） 
・問題行動の多くは誤学習である。 

 
・誤学習とは誤った行動をとった結果、良いこと

が起きる。悪い結果のように思えても、本人にと

っては「良い」こともある。 
・叱られながら覚えたことは嫌な思い出がくっつ

いてくるので、あまりやりたくないことになるか

もしれない。できるようにするには叱るのではな

く、教えなければならない。 
５ まとめ 
・インクルーシブ教育システムを導入するには正

しい理解が不可欠である。 
・子どもの問題行動は未来につながる。 
・支援の方略として、学習理論や応用行動分析を

使うことが必要である。 
【講座２】 今日的課題としてのいじめ 
１ 現状分析と課題の発見 
・いじめ防止対策推進法により学校が講ずべき基

本的施策として、道徳教育等の充実、早期発見の

ための措置、相談体制の整備、インターネットを

通じて行われるいじめに対する対策の推進があげ

られている。 
・文科省によるいじめの定義は、いじめとは「当

該児童生徒が、一定の人間関係にある者から、心

理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的

な苦痛を感じているもの」である。 
２ いじめに関する事実（先行研究より） 
・いじめを定義づける４つのキーワードとは①力

の不均衡 ②繰り返される行動 ③意図的なネガテ

ィブな行動 ④不公平な影響 である。 
・いじめ関係が難しい理由は、力の不均衡がある

から被害者はやり返せない、不公平な影響がある

から加害者は気づけない、ためである。だから、

いじめ関係は保持され、深刻化しやすい。 
・いじめ加害者の特徴は、間違った考え（共感性

のなさに基づく）をもっていることである。いじ

めの加害者には、攻撃行動について、親もしくは

その他の重要なモデルがいる。 
・いじめ被害者の３タイプは、受け身型（孤立型）、

誘発型、捌け口型である。いじめ被害者の沈黙は

いじめ被害を拡大させる。 

演 題 「特別支援教育を視点に 
今日的な課題を考える」 

講演者 大阪大学大学院特任講師 
              和久田 学 氏 

特別分科会Ⅱ 特別課題 



・いじめ傍観者がいじめに関与しない理由は、何

をしていいかわからない、報復を恐れている、何

かをして状況をさらに悪くすることを恐れている。 
・傍観者を「物言わぬ多数派」から「思いやりの

ある集団」に変えることが必要である。 
・集団の雰囲気は全ての子どもの行動に影響を与

える。集団の雰囲気は多数派によって作られ、簡

単に継承されるので、いじめを予防するには学校

風土を健全にすることが求められる。 
３ 学校安全調査 
・いじめに関する客観的評価を行う質問紙で、言

葉、集団の質、ルール設定、学習、教師信頼、公

平・公正、安全の７つの側面で、いじめの有無だ

けでなく、そのときの行動を評価するものである。 
・解析結果からいじめ予防、学校風土改善に関す

るアドバイスが可能となる。 
４ いじめ対策の具体的方法 
・一人一人の教員は努力しているが、学校として

（包括的な）取り組みはなされていない。 
・いじめの被害者、加害者を見つけようという考

えでは効果的な支援ができないというのが既に確

立された考え方である。 
・いじめ対策の３つの目的、①予防（情報の提供

と学校風土の改善）②自己防衛・他者防衛（行動

レベルでの教育）③介入支援（加害者、被害者、

傍観者のそれぞれがターゲット） を意識して取り

組むことが大切である。 
５ まとめ 
・いじめの予後は悪い。 
・いじめは、パワハラ、DV、虐待、犯罪、精神疾

患など多くの問題に直結する。 
・大人が子どもの手本になっている。 
・いじめを撲滅するには、包括的、継続的な実践

が必要である。 
【講座３】 保護者対処システム 
１ 演習（保護者面談） 

２人組になり、一方は保護者、もう一方は教師

となり演習を行った。教員は児童に関するいくつ

かの問題点を保護者に伝えた。保護者は学校に不

信感をもっており、家での様子とは違うという設

定で演習した。演習後の振り返りでは、教員は立

場の理解を求め、保護者は対応の仕方の改善を求

めていることが確認された。 
２ 保護者理解 
・保護者対応でまず考えるべきことは、保護者は

徹底的な情報不足にあること、また既に傷ついて

いることである。必要な情報を提供し、傷つきケ

アから始めることが大切である。 
３ 保護者支援システム 
・予防と早期発見・早期治療を目的に保護者支援

システムを活用してグループ演習を行った。 
・予防的支援、保護者からの相談への対応、早期

徴候を学校が発見したときの対応と状況を整理し、

どう保護者に伝えるかマニュアル化したい。 
４ インテーク 
 保護者面談において、保護者からの情報を正確

に聞き取り記録する演習を行った。自分なりのメ

モの仕方で整理したが、必要な情報を正確に聞き

取ることができなかった。講師の先生から事実と

事実でないことを整理することが大切であると話

があった。その際にインテーク用紙を活用すると

よいという話があった。 
５ 結果の提示 
・客観的な事実と感想（感情）を分けることが大

切である。感想の中に保護者や子どもを責める気

持ちが入ってはいけない。 
・ただし事実を見つめるには専門性がいる。また、

事実を受け入られない状況にある保護者もいる。 
・事実を捉えるには一人の先生の見立てでは危な

い。客観的な指標を使ったり、専門家と連携した

りする。記録を詳細にとることも必要である。 
６ まとめ 
・保護者支援、家庭支援は学校の大問題であると

いう認識をもつ。 
・保護者は支援の対象であるという認識をもつ。 
・保護者の問題から支援側の問題が見えてくる。 
・保護者支援システムがあれば安心できるが、そ

のシステムを動かすためには研修が必要である。 
・親はかつての子ども、そして今の子どもは将来

の親になるという意識をもつことが大切である。 



【研究部長：青田一彦】 

 熱心なご討議ありがとうございました。すべての分科会を回って見させていただきました。長年助

言者として参加された先生からも、良い分科会であったとお話をいただきました。今回、ご自分の参

加した分科会の内容はわかると思うのですが、他の分科会ではどのようなことが話されたかというこ

とを是非皆さんに共有していただきたくて、朝一番に「まとめ」という形でお話しさせていただきま

す。各分科会に研究部員が運営委員としております。話し合いの流れをコンパクトにまとめていただ

きましたので、運営委員の方からお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【第１Ａ分科会】                 

 北海道からは、学校教育目標を社会にニーズに合わせ変えることで、学校を活性化させた実践と小

中連携に関するレポート発表がありました。また、石川県からは学校安全ボランティアや声かけ運動、

地域と学校のふれあいなどこれまでのものを見直すことで、地域の教育力を生かす報告とそれに関連

した土曜日授業の取り組みについて紹介がありました。 

 成果といたしましては、学校の活動を地域に理解していただくことで様々な体験活動が可能になる

ということ、小中一貫では、９年間を見通すことで生徒指導がしやすくなるなどがあげられました。    

また、カリキュラムリーダーとしての教頭の関わりどころが大切であること、教頭が中心となって

情報を発信していくことの価値などが確認することができました。 

 課題といたしましては、教育課程を再編するのはよいが、数年たつと人も入れ替わり、形骸化して

いくこと、小中一貫では行事などの効率化は図れるものの、打ち合わせにとられる時間は相当なもの

になるという話が出されました。そのために教頭や教務主任同士の事前のやりとりが大切になること、

新しく始めたものでも思い切って精選、効率化を図らないとその後の維持が難しくなることなどが確

認されました。 

 ご助言の先生からも、実態をきちんと捉えた上で教育課程を考えていくこと、そのための情報収集

や情報の整理、伝達などの役割が教頭にはあること、教職員の意識のレベルやベクトルを揃えていく

こともとても大切であるというお話をはじめ、たくさんのご示唆をいただきました。 

 

【第１Ｂ分科会】 

岩手県からは特色ある学校づくりのために副校長としてどうかかわればよいかのテーマのもと「小

中一貫」「小中連携」教育の実践報告がありました。また、静岡県からは、確かな学力の向上を目指し

た教育活動への教頭のかかわりから学校間や地域との連携を図った取組の紹介が行われました。 

 成果としましては、副校長・教頭として、市区町村教育委員会との連携をする。担当者へ指導・助

言・支援をする。担当者を中心とした事業推進システムを構築する。学校間、地域、関係機関との連

携・調整を図ることなどが確認されました。その中でも、副校長・教頭は組織の流れを良くしていく

ことやコーディネーターをコーディネートしていく役割があるとの発表がありました。 

 課題としましては、カリキュラムの編成や時間割の調整などの負担があること、地域との連携をす

るためには、何が必要なのかなどが出されました。課題を突き詰めた中で、それぞれの連携は何のた

めに行うのか、原点に立ち返ると、子ども達のためであり、子ども達がどう変わったのかが私たちの

目指すところであるとの、指導助言がありました。今大会のサブテーマでもある「夢に羽ばたく子ど

もの育成」に迫ることができた分科会でした。 

 

 



【第２分科会】 

成果としましては 

 ○ 小中一貫教育や特別支援教育に関する各市町村の特色ある取り組みについて，情報交換が活発

になされ，有意義な分科会となった。 

 ○ いろいろな取り組みや組織を関連付けて「つなぐ」という視点をもつことが，教頭として大切

であることが確認された。 

 ○ 様々な場面でキーパーソンを定め，教頭として，認め、励まし，助言しながら育てることで，

組織全体の力量アップにつながっていくことが確認された。 

 ○ 小中一貫教育は社会性の育成など目的を互いに共有することや実践後の課題を次につなげる学

校間連携が大切であること，さらに，小中・小小の交流活動は中１ギャップを解消するための

大きな手だてとなりうることが確認された。  

課題としましては、 

 ○ 小中一貫や組織連携において，職員の異動に伴う考え方の温度差，あるいは，学校間の温度差

をいかに解消し，継続・持続可能なものにしていくかという点も視野に入れたい。 

 ○ 研究を進める上で，たとえば，テーマの中の『社会性』をどうとらえるか，「中１ギャップ」

とは何で，どの部分が問題となっているかなどを，具体的に明らかにする必要がある。 

 ○ いろいろな取り組みはよいが，実際どう時間を生み出し，教育課程にどう位置付けているのか

など，さらに追究する必要がある。 

 

【第３分科会】   

奈良県からは、「学校・地域パートナーシップ事業」に取り組み地域や保護者の意識に変化が生ま

れてきたことについて、発表がありました 

富山県からは、教頭会として地域連携の取組事例について情報交換を行い、地域と連携した教育活

動実施の手引きを作成し、共有しながら連携を進めていることの紹介がありました。 

静岡県からは、学校安全に関わり、地震被害を想定したＤＩＧと呼ばれる図上訓練取り入れ、教頭

会として同一歩調で実施し、継続した取り組みの実践報告がありました。 

成果といたしましては、地域の実態や課題は異なるが、地域と連携した特色ある学校づくりが展開

され、地域と学校の連携が進んでいることに共通理解を図ることができました。また、教頭会での情

報共有が各校での実践の深まりとなり、課題解決に有効であること、さらに地域への情報発信の大切

さを確認することができました。 

課題といたしましては、地域との連携を継続していく上で、地域コーディネーターやボランティア

人材は重要であるが、人材確保に向けた情報収集と人選の難しさが話されました。 

また、学校の統廃合に伴い、地域との連携の進め方や教職員への理解と参画意識を持たせる難しさ

などが確認されました。 

助言をいただいた先生からは、特色ある学校づくり、地域との連携は、学校の教育目標の実現に向

けた教員のベクトル合わせと日々の活動にあること。また、教頭の役割として、地域と学校の双方向

の連携、互いの顔が見える関係づくりの構築、人材育成による教育環境の整備など、たくさんの示唆

をいただきました。 

 

 

 



【第４分科会】 

成果としましては、 

○教職員の大量退職・大量採用の時期を迎え、年齢構成のアンバランスに対応するために、教頭とし

て、若手・中堅・ベテランそれぞれのキャリアステージに応じて、個々の教員のよさや課題を明確

にし、適切に助言したり評価したりすることが、個々の教員の主体性や意欲を高め、学校組織を活

性化させ、学校力の向上につながることが確認できた。 

○小中の教頭が協働し、小中の教員が継続的に学び合うシステムを構築することで、義務教育９年間

で共に育てていこうとする意識が高まり、「学ぶ教師集団づくり」を実現できたことが確認された。 

○教頭がリーダーシップをとって、校務用パソコンの有効活用を推進することで、業務改善が進むと

ともに、教員相互の情報共有やコミュニケーションを活性化することができ、組織力の強化、教師

の力量の向上、ひいては学校力の向上につながることが確認できた。 

課題としましては、 

○個々の教員に対するより効果的な助言や評価のあり方について、具体的事例を積み重ねていくこと

が必要である。 

○教職員の入れ替わりがあっても、小中連携の学び合いが形骸化することなく、教師集団の意識を継

続・発展させるためには、例えば、小中連携のメリットを共有するなど、何か手立てを講じること

が必要である。 

○校務用パソコンの有効活用により、校務処理の効率化は進んだが、子どもと向き合う時間の創出や

教員の多忙感の解消には十分反映されていない。また、パソコンの掲示板や回覧板の利用とともに、

教員相互の対話によるコミュニケーションも大切にする必要がある。 

【第５Ａ分科会】 

 岐阜県海津市小中学校教頭会の取組から、教職員の年齢構成で二極化が進み、どのようにこの状況

に対して取り組めばいいのか、「海津市のスタンダード」の取組について報告がありました。 

 お互いに共有しながら取り組むことにより、各校内でのスタンダードの授業づくりや校区内の実践

を基にした指導体制の標準化ができるようになり、そのことにより成果として、教職員の指導力が高

まり、お互いの良さを共有することができました。課題としては、組織的な実践研究体制の継続を図

る必要があるという報告がありました。 

 また、香川県高松地区教頭会の取組から、教頭として教職員が仕事に対して成果や実感ができ、充

実感を味わえることができるためには、どのような取組が必要か報告がありました。 

教頭の働きかけとして２つありました。直接的指導と間接的な支援、教頭が企画・運営した校内研

修により、題材の工夫・日常的な観察と評価、また、組織の活性化のためには、若手教員とベテラン・

中堅教員の意欲化を図っていくといった実践の報告がありました。成果として、効率よく研修ができ、

チームで問題を解決することで、子どもと向き合う時間が確保できるようになったことがあげられま

す。課題としては、児童・生徒以外の業務におわれ、児童・生徒の成長に充実感を味わうことができ

ないという報告がありました。 

 ご助言の先生方からは、スタンダードに取り組むことで、教職員に一体感ができることや、保護者

や地域から信頼される学校となるといった良さとともに、各学校で状況に応じてスタンダードの取組

をバージョンアップさせ取り組むとよいのではないかという指導もいただきました。 

 また、多忙感を解消し充実感を味わうには、校内での環境づくりや組織力の向上、先を見通した計

画、業務の改善、校内での授業研究を行い、誰でもが参観できるような環境づくりも必要ではないか

いう示唆をいただきました。  



【第５Ｂ分科会】 

 福岡県からは、いじめが原因と思われる中学生の自殺事件を教訓として全市をあげて、いじめ防止

や人権教育に教職員が主体的に取り組んだ実践の報告がありました。 

 また、静岡県からは教員の大量退職を迎え年齢構成のアンバランス化が進む中で一層の教職員の資

質向上及び学校組織の活性化を目指して、キャリアごとに焦点をあてた人材育成に取り組んだ実践の

報告がありました。 

 成果として、いじめ防止や人権教育に教頭が積極的に関わってきたことで、長年にわたり継続した

取組となったこと。また、その取組を通して、教職員の主体性が高まるなど人材育成にもつながった

ことなどがあげられます。そして、協議を通じて、いじめの防止・根絶について教頭としての姿勢や

早期発見、対応のための策などを真摯に語り合うことができました。 

また、キャリアに焦点を当てた人材育成においては、教頭が教師同士をつなげ、教職員の役割・立

場の適正化を促したり、各校の課題の共有化を進めたりすることができたことが成果としてあげられ

ます。 

課題としましては、人権教育など児童生徒への指導では、継続的に取り組んできた指導をさらに一

層組織的かつ系統的に指導を進めていく必要があること。また、家庭・地域へ啓発するだけでなく、

教頭として、地域と学校をしっかりと結びつける取組が必要であることがあげられます。また、人材

育成では、教頭として職員構成などをしっかりと分析したうえで、粘り強く継続的に実践を積み重ね

ていくことが大切であり、組織的に取り組んでいくことが確認されました。 

ご助言をいただいた先生方からは、いじめ防止も人材育成も組織としてまた、チームとして取り組

んでいくことが何と言っても大切であり、その要としての教頭の関わりが非常に大きいということを

始めとして、数多くのご指導をいただきました。 

  

【第６分科会】 

「魅力ややりがい」とは全公教の調査報告で「時間と労力を費やしたい職務」の上位にあがってい

る「職場の人間関係づくり」であり、「教職員の育成」であることを共通理解することができた。また、

組織力の向上、仕事の効率的な配分、主幹教諭や教務主任との連携、保護者との信頼関係構築などが

「魅力ややりがい」であることを確認できたことが成果であると考える。さらに、「今、できること」

として、職員の同僚性の発揮、１日の仕事を笑顔で終われる学校づくり、長時間勤務の軽減、業務の

スリム化など職場の環境整備、人材育成、チームとしての学校等が重要であり、今後の職務遂行の指

針となるものを明らかにすることができた。 

課題は、グループ討議が一層深めることができるようなテーマの設定の在り方、討議の進め方につ

いて再検討し、明確なものにしていかなければならないことである。 

 

【特別分科会Ⅰ】 

成果としましては、 

○２１世紀社会に求められる資質・能力は、社会とのつながりの中で、志を持って主体的に学ぶこと、

課題を発見できること、課題解決にあたっては多様な他者と協働しながら考え、判断し、表現でき

ることであるということをとらえることができました。 

○大杉先生からは、監督が細かく指示を出してプレイする野球型から、監督、コーチからの指示は受

けながらも場面場面に応じて状況判断し、プレイを創り出していくサッカー型ということをイメー

ジすればわかりやすいのではないかとのお話がありました。 



○そのために、その背景となっているこれからの社会がどのように考えられているのか、異質な集団

で交流する、自立的に活動する、相互作用的に道具を用いるというキーコンピテンシーの考え方や

PISA型読解力、育成すべき資質・能力を学校教育の場でどのように育てるのかという教育課程編成

に関する考え方について、まず、我々副校長・教頭が理解を深めていく必要があるということがわ

かりました。 

○また、育成すべき資質・能力は、決して知識や技能の習得を軽視しているわけではなく、むしろ、

思考・判断・表現の基盤となる質の高い知識や技能の習得が必要であるということも改めて確認す

ることができました。 

課題としましては、 

○教務主任・研究主任をはじめ教職員の意識をどのように高めていくか、また、新しいことを始めな

ければならないという意識に陥ることのない伝え方や研修の工夫が必要であること 

○特に、若い先生方には話だけでなく具体的な授業を通して理解を深めていく必要があること 

○指導する教師自身の課題発見力、課題解決力、多様性、協働性、志をどう育てていくかということ 

○現在編成している教育課程をゼロベースで作り変えるのではなく、何のために、どこを見直すのか

という視点を持ち道筋を明確にすること 

などが話し合われました。 

 

【特別分科会Ⅱ】 

 特別分科会Ⅱは、大阪大学大学院特任講師の和久田学先生をお招きし、講演を２本、演習を１本実

施しました。 

最初の講演のテーマは「特別支援教育の戦略 ～特別支援教育から今日的課題を考える～ 」です。

講演内容は、現状把握、障害者差別解消法、インクルーシブ教育、合理的配慮、発達障害の理解など

です。インクルーシブ教育とは、障害のある、なしにかかわらず、一人一人の教育的ニーズに対応す

る教育のことです。まとめとして、インクルーシブ教育システムを導入するには正しい理解が不可欠

である。子どもの問題行動は未来につながる。逆に子ども時代に解決すれば社会的にポジティブな影

響を与えるのは確実である。支援の方略について学習理論や応用行動分析を使うことが必要であると

お話がありました。 

 ２つ目の講演のテーマは「今日的課題としてのいじめ」です。講演内容は、いじめの現状、いじめ

の定義、いじめに対する具体的対応などです。いじめの定義には４つのキーワードがあります。①力

の不均衡 ②繰り返される行動 ③意図的なネガティブな行動 ④不公平な影響です。いじめの問題

は、虐待、犯罪、精神疾患など多くの問題に直結します。まとめとして、データに基づく取り組みは、

継続が可能である。注目を集めている今こそ新たな挑戦が必要である。いずれにしても大人が子ども

の手本になっている。いじめを撲滅するには包括的、継続的な実践が必要であるというお話がありま

した。 

 最後に演習を行いました。テーマは「保護者支援システムの構築」です。内容は、保護者対応の考

え方、システムを作るなどです。まとめとして、保護者支援・家庭支援は今や学校の大問題である、

保護者は支援対象者であると考える、保護者の問題の中から支援する側の問題が見えてくる、システ

ムがあれば安心できるが、そのシステムを動かすには研修が必要である、高い専門性が必要ですが、

実は笑い合うことが大切であるなどの話がありました。教師役や保護者役を実際にやってみることで、

互いの考えがよくわかった演習となりました。 
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全国公立学校教頭会研究大会 静岡大会 
時：平成 27年 7月 31日（金）9:30 
所：アクトシティ浜松 展示イベントホール 

 
 
 
 

静岡大学名誉教授・文学博士 
小和田 哲男 

はじめに 
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   ナンバー2 が歴史を動かす 
 
 
 
 
 
２．補佐役の役割 

   志道広良（毛利元就・隆元の補佐役） 
    「君は舟、臣は水、水よく舟を覆す」（『毛利家文書』） 
 
   武田信玄の言葉 
    「国持大将、人をつかふに、ひとむきの侍をすき候て、その崇敬する者共、おなじ行儀作法の 

人ばかり念比してめしつかふこと、信玄はおおいに嫌いたり」（『甲陽軍鑑』） 
 
３．時代によって異なる家康の補佐役 

   「両家老」と「三備」 
   「徳川四天王」……酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史に学ぶ補佐役の役割 
～徳川家康とその家臣団を通して～ 

 

重臣筆頭がナンバー2 の場合 
 上杉景勝－直江兼続 
 伊達政宗－片倉景綱 

右腕としての軍師・参謀 
 今川義元－太原崇孚（雪斎） 
 武田信玄－山本勘助 
 豊臣秀吉－黒田官兵衛 
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４．家康の人材観 

  「己が心を捨て、たゞ人の長所をとれ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  「宝の中の宝といふは、人材にしくはなし」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
おわりに 

 

『
徳
川
実
紀
』
附
録
十
八 

 
或
と
き
の
仰
に
、
家
人
を
遣
ふ
に
、
人
の
心

を
つ
か
ふ
と
、
能
を
つ
か
ふ
と
二
の
心
得
あ

り
。
資
情
篤
実
に
し
て
主
を
大
切
に
お
も
ひ
、

同
僚
と
交
り
て
も
い
さ
ゝ
か
我
意
な
く
、
す

べ
て
ま
め
に
な
だ
ら
か
に
て
、
そ
が
う
へ
に

も
智
能
あ
ら
ば
是
は
第
一
等
の
良
臣
な
り
。

殊
更
に
恩
眷
を
加
へ
、
下
位
に
あ
ら
ば
不
次

に
抽
ん
で
挙
て
、
国
政
を
も
沙
汰
せ
し
め
ん

に
、
い
さ
ゝ
か
危
き
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
又

心
術
は
さ
ま
で
た
し
か
な
ら
ぬ
者
も
、
何
事

ぞ
一
か
ど
す
ぐ
れ
て
用
立
べ
き
所
あ
る
も
の

は
、
こ
れ
も
又
捨
ず
し
て
登
用
す
べ
き
な
り
。

こ
の
二
品
を
見
わ
け
て
、
棄
才
な
か
ら
し
め

ん
事
肝
要
な
り
と
仰
ら
れ
き
。
又
人
の
善
悪

を
察
す
る
に
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
己
が
好
み
に

ひ
か
れ
、
わ
が
よ
し
と
思
ふ
方
を
よ
し
と
見

る
も
の
な
り
。
人
に
は
其
長
所
の
あ
れ
ば
、

己
が
心
を
捨
て
、
た
ゞ
人
の
長
所
を
と
れ
と

仰
ら
れ
し
事
も
あ
り
。 

『
岩
淵
夜
話
』 

 

何
役
に
や
欠
員
あ
り
し
時
、
土
井
大
炊
頭

お

お

い

の

か

み

利
勝
を

め
し
て
、
何
が
し
は
人
物
性
行
い
か
に
と
御
尋
あ

り
。
利
勝
承
り
、
そ
の
者
は
常
に
臣
が
方
に
出
入

せ
ざ
れ
ば
、
人
物
の
善
悪
聞
え
上
難
し
と
申
す
。

君
（
家
康
）

聞
し
召
し
御
け
し
き
損
じ
、
な
べ
て
諸
旗
本

の
善
悪
を
知
ら
ぬ
と
い
は
ゞ
わ
が
非
理
な
れ
。
い

ま
と
ふ
所
の
者
は
さ
の
み
人
に
し
ら
れ
ま
じ
き
程

の
身
分
の
者
に
て
も
な
し
。
さ
る
を
し
ら
ず
と
い

ふ
て
す
む
事
か
。
汝
等
は
家
人
の
善
悪
を
常
に
見

定
め
て
、
わ
が
用
ひ
ん
時
に
い
ひ
聞
か
す
る
が
主

役
な
れ
ば
、
い
づ
れ
に
も
し
ら
ず
と
い
ふ
事
を
得

ず
。
汝
を
か
ゝ
る
心
が
け
の
浅
露
な
る
者
と
知
ら

で
、
年
若
な
が
ら
も
用
に
も
立
む
と
思
ひ
て
老
職

に
登
庸
せ
し
は
、
か
へ
す

く
も
わ
が
過
誤
な
れ
。

よ
く

く
か
う
が
へ
て
見
よ
。
惣
じ
て
武
辺
の
心

懸
ふ
か
く
志
操
あ
る
も
の
は
、
上
役
に
追
従
せ
ぬ

も
の
ぞ
。
さ
れ
ば
重
役
の
許
に
出
入
せ
ざ
る
者
の

う
ち
に
、
か
へ
り
て
真
の
人
物
は
あ
る
な
れ
。
そ

が
中
に
て
人
材
を
撰
ぶ
こ
そ
忠
節
の
第
一
な
れ
。

い
ま
雑
庫
の
う
ち
に
名
高
き
刀
剣
埋
れ
て
あ
り
と

き
か
ば
、
た
れ
も
ほ
り
出
し
、
わ
れ
に
し
め
し
よ

ろ
こ
ば
せ
ん
と
思
ふ
べ
し
。
刀
剣
は
何
ば
か
り
の

名
作
と
い
へ
ど
も
治
国
の
用
に
た
た
ず
。
我
常
に

い
ふ
所
の
宝
の
中
の
宝
と
い
ふ
は
、
人
材
に
し
く

は
な
し
と
い
ふ
語
を
空
耳
に
き
く
ゆ
へ
、
か
ゝ
る

卒
爾
の
対
を
も
す
れ
。
汝
等
が
方
へ
朝
夕
立
入
り

し
て
相
知
れ
る
も
の
ば
か
り
出
身
す
る
な
ら
ば
、

諸
人
の
心
立
次
第
に
あ
し
く
、
み
な
阿
諛
諂
侫

あ

ゆ

て

ん

ね

い

の 

風
に
な
り
は
て
ん
。
お
ほ
よ
そ
国
家
の
體
は
人
の

一
身
の
如
し
、
人
身
の
元
気
衰
れ
ば
か
な
ら
ず
死

す
る
ご
と
く
、
大
名
の
家
に
て
も
、
人
々
耻
を
知

り
義
を
守
る
は
一
藩
の
元
気
な
り
。
諸
人
の
義
気

う
す
く
な
り
、
鼻
は
ま
が
り
て
も
息
さ
へ
出
ば
と

お
も
ふ
様
に
な
り
ゆ
き
、
主
の
恩
を
か
し
こ
し
と

も
お
も
は
ず
、
た
ゞ
眼
前
を
よ
く
と
り
か
ざ
り
、

互
に
観
望
す
る
を
も
て
巧
智
と
し
、
人
心
次
第
に

澆
漓

ぎ

ょ

う

り

し
て
家
法
の
頽
敗
す
る
に
い
た
り
て
は
、
遂

に
亡
滅
の
基
を
引
出
す
な
り
。
汝
が
只
今
の
失
言

は
さ
し
ゆ
る
す
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
後
は
き
と

つ
ゝ
し
み
て
、
い
さ
ゝ
か
粗
忽
の
こ
と
な
く
、
わ

が
命
を
よ
く

く
遵
守
せ
よ
と
誡
め
給
ひ
し
と
な

り
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記念講演 
「歴史に学ぶ補佐役の役割～徳川家康とその家臣団を通して～」 
 
                  静岡大学名誉教授・文学博士 小和田 哲男 氏 
 
 今、ご紹介をいただきました小和田です。私はこの会場は初めてで、こんなに横が広い

とは思っていませんでした。たぶん、私の知っている人もたくさんいらっしゃると思うの

ですけど、なかなか顔が分かりませんで、申し訳ないなと思っています。 
 今、紹介していただきましたように、私はＮＨＫの大河ドラマで、これまで５回、時代

考証をやってきました。少し、自己紹介がてら、どんなことをやっているかということで、

皆さんの気分を少しほぐす、そんな話から入りたいと思います。私が、一番最初にやった

のは、『秀吉』です。1996 年、竹中直人さんが、一番最初に主役をやった。その後、少しブ

ランクがありまして、2006 年に『功名が辻』、そして、先ほど紹介していただいたような『天

地人』、『江～姫たちの戦国～』、そして、去年の『軍師官兵衛』と、五つやってきておりま

すけれども。 
 原作がある場合、原作がない場合、両方あるのですけれども、一つはやはり、せりふの

チェックが多いです。せりふの間違い直し。もちろん、原作者がいる場合は、そんなに大

きな間違いはないのですけれども、原作がなくて、いきなりシナリオライター、脚本家の

方が、一話、一話、シナリオをつくってくるときには、現代ぽいせりふが、ついつい出て

来てしまうのですね。それを直す。今の私たちが持っている常識と、当時の実際とが、ず

いぶん違うということが結構あります。分かりやすい例で、一つ紹介しますと。これは、

2009 年でした。『天地人』で、あのときの直江兼続が、今日も後でお話をしますけれども、

上杉景勝の補佐役なのですが。その直江兼続が若いころ、よく、春日山城内で酒盛りをや

るシーンがありまして。そのときのせりふで、「越後は米所じゃ。酒所じゃ。じゃんじゃん

飲め」。じゃんじゃんという言葉は、当時はないはずなので、これも違うと言ったのですが。 
 越後は今の新潟。確かに、今は米所ですね。有名な魚沼産コシヒカリなんて、ブランド

米になっていますし。それから、私は普段、日本酒を飲んでいますので、新潟のお酒とい

えば、「〆張鶴」だ、「久保田」だ、「八海山」だ、「景虎」だ、「君の井」だと、10 本くらい

すぐに出てくるのですけれども。ただ、新潟のお酒がおいしいと言われるようになったの

は、意外に思われるかもしれませんが、ここ 40 年くらいなのです。戦国時代には、まだ、

もちろん米所でもないし、酒所でもないので、そのせりふは駄目ということで、直しを入

れたりしています。ただ、それらは、どちらかというと、私に言わせると間違い探しのよ

うなものですから、直せば、それで直してやってくれるので、それは、気は楽なのです。 
 実は、もう一つ。あれは、ドラマですので、フィクションが相当入って来ます。フィク

ションが入って来れば、来るだけ、史実からは遠ざかりますので、時代考証としての、私

の立場から言えば、できるだけ戻したいということになるのですが。あまり、戻しすぎて
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しまうと、今度は少し堅苦しくなって、ＮＨＫの方としても視聴率というのがありますの

で、あまり難しくはしたくないということで。どこまで、妥協できるか、落としどころを

どうするか、これが結構大変です。ただ、その場合、先ほど冒頭、原作がある場合、原作

のない場合と両方あると言いましたけど、原作がある場合は結構つらいです。しかも、原

作者が生きておられればいいのですけど、原作者が亡くなっている場合は、もう、ちょっ

と大変ですね。 
 2006 年の『功名が辻』は、まさにそうでした。これは、司馬遼太郎さんの原作です。文

庫版で４冊、『功名が辻』、結構長い小説なのですが。それで、一番有名なシーンです。こ

れは、ご覧になっていた方、あるいは、その事実はだいたい皆さん、ご承知だと思うので

すけど。山内一豊がある馬市で名馬を見つけて、値段を聞いたら 10 両だと言われる。うち

にそんな蓄えはないのでということで、うちへ戻って、買えなくてしょげているのですね。

それを見た、妻の千代、あの年は仲間由紀恵さんがやっていました。彼女が、どうしたん

ですかと聞くと、これこれこういうわけだ。そうすると千代が、鏡箱の底から 10 両取り出

して、これで買ってきなさいよ。それで、喜び勇んで買いに行って、その買った名馬が信

長の目に留まって出世をしたという、有名な話。 
 司馬さんの原作だと、その馬市が安土になっていました。安土、この安土城は歴史的に、

もうはっきりしていまして。天正４年、築城開始。1576 年。そうすると、もうその年、一

豊の年収は、今のお金にすると２千万円を越えているのです。当時の馬は、どんなに高く

ても１頭 100 万円なのです。だからこの 10 両というのは、当たっているんです。司馬さん

も、どこかで調べたのでしょうね。今、１両を 10 万円で換算していますので、100 万円。

だから、２千万円の年収があって、100 万円の馬が買えないわけがないでしょう。今ならば、

皆さんはまだ、２千万円の年収はいっていないと思いますが、ただ、100 万円の車は買えま

すよね。だから、私は、いやこれは安土ではない。もっと前だと。というのは、あと４年

ほど前だと、一豊の年収が、今のお金にして約 400 万円なのです。400 万円だと、100 万

円の馬は手が出ないねと、当時はローンがありませんので。そうなると、私は、もっと前

だということで、安土でないということを一生懸命言ったのですけど、原作は変えられま

せんと言われて。少し嫌な思いをしたことがあります。 
 それから、結構多いのは、演出の人たちとのやり取りです。これは、2011 年、『江～姫た

ちの戦国～』の一番最初のシーンです。織田信長が、近江の小谷城、これは浅井長政の居

城です。それを攻める。信長という人は、ご存じの方は多いと思いますが、結構平気で、

どんどん火をつけていった武将なのです。今でも滋賀県へ行きますと、信長によって焼か

れたというお寺や神社がいっぱいあります。お城もどんどん焼いている。村や町もどんど

ん焼いているのですが、その火付け魔と言ってもいい信長が、小谷城に関しては、３年間

攻めさせるのですけれども、文献的に焼けた痕跡がありません。 
 あそこは、国の史跡になっていまして、結構、継続的に発掘調査が行われて、今、掘っ

ていますよという情報が入ると、私も時間をつくって見に行って、掘っている人から生の
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証言をもらっています。もう、今まで、何十カ所も掘っているけれども、どこからも、ま

だ、焼けた痕跡は出て来ません。ですから、文献的にも焼いたという記述がない。考古学

的にも、焼けた痕跡がないということで。私は自分の書いた本に、小谷城を３年間、信長

は攻めたけれども、とうとう最後まで火をかけなかった。つまり、小谷城は焼けていない

ということで書いて、それをコピーして、皆さんに渡して。小谷城は焼けていませんから

ねと、絶対焼かないでくださいということで、言っておいた。 
 ところが、収録の直前でした。チーフディレクターといいまして、これは、映画でいう

と映画監督にあたる、ＮＨＫでも結構偉い人なのです。その人から電話で、これからお市、

浅井長政の妻になった信長の妹。これが、３人の娘、茶々、初、江、この３姉妹を連れて

お城を出る。そのシーンを撮るのだけど、彼女がちらっと後ろを振り返ったときに、どこ

からも煙が上がっていないと、見ている人が、小谷城落城だと思ってくれないので。この

ときの言いぐさ、「ちょっとだけでいいですから、火をつけさせてください」と言うんです。

私は、ちょっとだけでも駄目ですよと、焼けていないのだから、ということで、すぐに拒

否をしたのですが。そこから先は、お願いします、演出上必要なのでお願いします、お願

いしますの１点張りで。こちらも根負けして、じゃあ、しようがない、ちょっとだけです

よということで、オーケーを出したのですけど。出来上がったシーンは、結構、大々的に

燃えていました。ああ、これはちょっとだまされたな。 
 それとあと、意外といろいろな方からの圧力というほどでもないのですが、いろいろな

要請がございまして。その対応が、結構大変です。一つだけその例を。私は、浜松の隣の

隣の、掛川の掛川市史の編纂委員というのをずっとやっていました。それから、掛川城は

木造で天守が復元されていますけれども、その復元の委員会の委員にもなっていたので、

そこの市長さんとは、結構懇意でした。その、懇意だったということがあったので、言い

やすかったと思うのですけれども。あるとき、掛川市長から。掛川市長さんは、『功名が辻』

の原作を読んでいて、当然、このシーンが出て来るはずだということで。要するに、徳川

家康が、会津の上杉攻めに、この掛川を通るのですね。有名な日坂峠という、東海道のな

かでも難所の一つです。例の、西行法師が、「命なりけり、小夜の中山」なんていう歌を残

しているくらいですから。その、小夜の中山の峠で、一豊が家康の接待をする。お茶を振

る舞う。そのシーンが必ず出るはずだから、そのときに、司馬さんの原作では、「うまい、

これで生き返った」というような一言を家康が言うのです。それを読んでいて、私に、「掛

川の茶はうまい」と言ってもらえないかと言われまして。ううんと思ったのですけど、一

応ＮＨＫの人には言ったのですけど、やはり固有名詞は出せませんねと言われて、却下さ

れてしまいました。そんなことをやっていますが。 
 そんなことを話していると時間が来てしまいますが、せっかくですので、昨年の『軍師

官兵衛』にまつわる話でいくつか。一つは、時代考証をやっていて、まず、褒められると

いうことはありません。ちゃんとやって、当たり前の世界。ただ、昨年の場合、ある新聞

のコラムで、今年の時代考証はしっかりやっている。その証拠にはということで、宣教師
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から信長が地球儀をもらうシーンがあった。その地球儀に、オーストラリア大陸が入って

いなかった。これは、ちゃんと時代考証をやっている証拠だといって。ああ、見てくれて

いる人は、見てくれているんだとうれしかったです。そうなんです。あの時代、まだ、オ

ーストラリア大陸は発見されていませんから。私は、小道具で。今、つい小道具と言って

しまいましたが、小道具というと嫌がるので。ＮＨＫ美術部アートスタッフと言われてい

ますが。やっていることは、昔の小道具、大道具なのですが。その小道具の人に、地球儀

をもし出すなら、テレビに映すならば、今ある地球儀を出したら駄目だよ。ちゃんと、オ

ーストラリア大陸を抜いて出してくれということで。それはそれで、ちゃんとやってよか

ったのですけど。 
 圧倒的に多いのは、クレームですね。いまだに、印象のあるクレームが二つありまして。

一つは、官兵衛が、まだ万吉といっていた少年時代です。お母さんの病気を治したいとい

うので、薬草を採りに行くシーン。これは、もちろんフィクションなのですが、敵地であ

る龍野城のすぐ近くの、原作というか最初のシナリオでは、「とある池のほとり」で捕まる

となっていた。 時代考証の席上、いやあ、とある池のほとりと言われても、リアリティ

ーがないので、先生、何かいい池の名前はありませんかと、池の名前をつけてくださいよ

と言われて。そのあと、大ごとになるとも思わずに、敵の龍野城の近くなら、龍という字

を上に持ってきて、龍神池ではどうだ。ああ、いいですねということで、放送した。 
 そうしましたら、もう次の日でした。たつの市の観光協会から、ＮＨＫにクレームが来

ました。勝手な池の名前をつけないでくださいと。私は、そこまで予測はしていませんで

した。テレビを見た方が、もう次の日に車を運転して、たつの市の観光協会の窓口へ行っ

て、「きのう、テレビでやっていた龍神池というのは、どこですか。これから行きたいので、

道順を教えてくれ」と言うのですけれども。道順も何も、架空の池ですから、ないわけで。

そのあと、電話で質問が殺到して迷惑していると。これは、正直、謝りましたけれども。 
 あと、もう一つ。あのドラマは、やはり専門家の方が見ているから、怖いですね。官兵

衛が信長から刀をもらうというシーン。有名な「へしきりはせべ」、圧力の「圧」に「切る」。

「圧切長谷部」という刀をもらうのですが、それを私は、当然刀として刃を上にして、長

さも２尺１寸で渡した。その放送の後、一週間後くらいにある研究会で、刀剣研究者とお

会いする機会があって、小和田さんと呼ばれて。「あれ、刀を渡していたけど、間違いだよ。

あれは、太刀だ」と言うんです。いや、私は本物を見ています。生意気にも、少し反論し

てしまいました。２尺１寸。今、福岡市の博物館で持っています。しかも、今、国宝にな

っていまして、その国宝登録名称も刀になっているので、いや、刀でいいじゃないですか

と言ったら。 
 いや、今は確かに刀だけど、官兵衛が信長からもらったときは太刀だったと言うんです。

えっという感じですね。太刀だと、やはり刃を下にして、長さも違う。拵えをつけて渡さ

なければいけない。よくよく、詳しく聞いたら、そうなのです。もらったときは太刀だっ

たのですけど、それを子どもの長政のときに、どういうわけか、理由は分からないそうで
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すけど、２尺７寸あった太刀を、２尺１寸。短くして、刀にして、今は刀になっている。

だけど、もらったときは太刀だから、テレビで出すときは太刀で渡さないとおかしいと言

われて。しようがない、これはもう、放送してしまったのでということで、諦めています

けど。そんなことをやっております。 
 今日、皆さんのお手元に、簡単なレジュメを用意させていただきましたが。今回、ちょ

うど、皆さん、浜松においでいただいた。浜松に家康は 17 年間生活をしています。静岡は

25 年、生活をしていますから、75 年の人生のうち、半分以上、今の静岡県域で生活をして

いたわけで。せっかくの機会、遠方から、皆さんにおいでいただいて、ちょうど今年、家

康没後 400 回忌ということで、節目の年にも当たりますので、家康をメーンの題材にした。

皆さん、教頭という、私に言わせると現代の補佐役の一つということですので、歴史に学

ぶ補佐役の役割ということで、話を進めさせていただきたいと思っています。 
 レジュメの１番のところに、戦国の名参謀というかたちで書きました。いわゆる、トッ

プとナンバー２の関係。このナンバー２が、やはりその時代、いろいろな時代も含めてで

すけれども、歴史を動かしているという事例をいくつか紹介しながら、その補佐役の役割

というものに注目していきたいと思っています。 
 歴史上、日本のシステムそのものもそうなのですけれども、例えば、天皇がトップでい

るわけですけれども。実際は、例えば、平安時代でいえば、摂政・関白の藤原家なんかが、

主には政治を動かしていましたし。その後、鎌倉時代以降は、例えば、源氏の征夷大将軍、

あるいは、そのあと、執権、北条氏。さらにまた、室町時代には、源氏の足利将軍という

かたちで。天皇は、あくまで、君臨すれども統治せずみたいなかたちで、ちょっとお飾り

的にいて。ナンバー２的な人たちが、実際は政治を動かしていた。それは、さらに組織を

下げていった場合に、各戦国大名家でも同じなのです。というか、全く同じではなくて、

やはり、トップがぐいぐい引っ張って行った、例の織田信長タイプもいることはいるので

すけれども、どちらかといえば、ナンバー２がいろいろなことを考え、それをトップが分

かったというかたちで実行していくというケースが多いです。 
 昨年の大河ドラマ、『軍師官兵衛』で、小寺政職という黒田官兵衛の主人が出て来ました。

片岡鶴太郎さんがやっていました。鼻の赤いのは、私の責任ではありません。片岡さんが、

適当に、自分で勝手に鼻を赤くして、大受けをしたことがあるので、それなのですが。た

だ、あそこで家臣たちを集めて、いろいろ意見を言って、「そうよのう、どうしたらいいか

のう」と、よく揺れているような、そんなしぐさをしていましたけど、あれは私のサゼス

チョンなのです。どうしても、武将たち、小寺家のような小さな戦国大名家でも、何か何

となくトップがぐいぐい引っ張って、黙って俺について来いみたいなかたちで引っ張って

いた印象があると思うのですけれども、これは例の織田信長がそうだったから、それでみ

んな、全部が全部そうだという思いになってしまっている。 
 実は違うんです。ちょうど小寺の、いわゆる重臣会議ですね。今でいう重役会議。小寺

家くらいの小さな戦国大名だと、家老が７、８人はいます。その７、８人の一人に、官兵
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衛も入っていたわけですけど。その、７、８人いる家老たちに、いろいろ意見を言わせる

のです。もちろん、当時は多数決ではありません。いろいろ意見を言わせてみて、トップ

である、例えば小寺政職が気に入った意見があれば、これで行こうということで、それで

やっていきますので。例の小寺家が、毛利につくのか、織田につくのか、そこで決めよう

やというときに、官兵衛が織田の方がいいと。その理由はということで、有名な天正３年、

1575 年の。ここから少し離れていますけど、愛知県の新城、あそこに長篠城、設楽原とい

うところがありました。教科書的には、たぶん皆さん、長篠の戦いで教えてこられている

と思いますが。厳密に言うと、長篠設楽原の戦い。その、織田・徳川軍の勝利というのを

キャッチしていて、それをみんなの前で披露して、織田の方が、これからは有力ですよと

いうことで、小寺家は織田方につくことになったといういきさつがありますが。その場合

の、いわゆる評定、重役会議、それでいろいろ意見を戦わせて。最終的にはトップが決断

をするのですけれども。その家老クラスの役割というのは、非常に大きいということにな

りますし。しかも、いわゆる筆頭家老です。ですから、これはちょうど、学校の組織で言

えば、私は教頭さんに当たると思っているのですが。そういった重臣筆頭がナンバー２の

場合が、いくつか例として挙げられる。 
 そこでは、二人挙げておきました。上杉景勝の、よく執政という言い方を致します。直

江兼続。これは、ちょうど 2009 年の大河ドラマで、主人公になりましたので。今まで、直

江兼続レベルが、大河ドラマの主人公になるとは、誰も思っていませんでした。だけど、

やはり面白い。いろいろな役割というか、そういうナンバー２が、実際、本当は動かして

いたんだよということが、目に見えるかたちで、ドラマ化できるという点では、少し異色

の存在だったかなと思いますけれども。この、直江兼続なんかが、上杉景勝を支えていた。

極端な言い方をすると、上杉景勝という人は、確かにトップなのだけれども、やはり直江

兼続のいろいろな意見を聞いて、それで決定をしていったという、側面があります。 
 それから、その下に伊達政宗。伊達政宗も武将としては、りっぱな武将で、もう 23、24
歳くらいで、東北地方をかなり席捲してしまうという、武将としても立派な、優れた才能

を持った人なんですが。ただ、その伊達政宗だけに目が行ってしまうと間違いで。実は、

そこに書きました片倉景綱。ナンバー２です。片倉小十郎という名前で、よく知られてい

ます。この片倉景綱がいたおかげで、政宗はあれだけの働きができたし。特に、私が注目

しているのは、どちらか迷ったとき、そのナンバー２が、やはりちゃんと示唆、サゼスチ

ョンができるかどうか。やはり、ここが大きなポイントだと思います。伊達政宗の場合で

見ると、天正 18 年、1590 年ですね。例の豊臣秀吉の小田原攻め。それに従軍、つまり参

陣するか。それとも今まで通りのよしみを重視して、北条家と手を結んで、秀吉に抵抗す

るか。この二つの選択を迫られたときに。 
 政宗の方は、まだ、秀吉に頭を下げたくなかったのです、正直言うと。自分は、もう二

十何歳で東北地方を席捲した。もう、この力で、できれば、日本の全部まではいかないか

もしれないけれども、東日本は統一できるぞみたいな気概を持っていた。だけど、補佐役
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の片倉小十郎景綱の方は、いや、ここで秀吉に最後まで敵対すると滅ぼされますよという

ことで、結局、その示唆を受けて。ということは、ナンバー２は、いろいろな情報を集め

ていた。秀吉に関する情報、あるいは、北条家に関する情報。これはもう、完全に、秀吉

の方が勝つという、それを見て、結局はそれを、主人である政宗に、これは、やはりこの

際、秀吉に頭を下げた方がいいですよということで、小田原参陣で。 
 有名なシーンですけれど、髪を水引にして、白装束で、いかにも殺してくれという感じ

で、秀吉の前に頭を下げて行って。秀吉が杖で、政宗の首のところを押さえて、あと数日

遅ければここが危なかったなと言ったという、有名なシーンがありますけれども。確かに

秀吉も、ぎりぎりまで待ったというところがあるので、そのぎりぎりの決断のところで、

伊達家が残ったのは、やはりナンバー２、片倉景綱の、いろんな情報を加味して、こうい

うふうに言った方がいいですよということを、ちゃんと自分の主人に言えたという側面が

あったと思っています。 
 １のところの右の欄に、「右腕としての軍師・参謀」ということで、有名な今川義元の軍

師太原崇孚、雪斎。これは、臨済寺という、現在、静岡市の臨済宗のお寺なのですが、そ

この住職でありながら、今川義元の軍師として、今川軍が三河に攻め込んでいくときには、

自ら馬に乗って。鎧の上に墨染めの衣を着たのか、墨染めの衣の上に鎧をまとったのか分

かりませんけれども、もう、ちゃんとした軍装をして、それで戦いに、自ら大将として、

采配をふるった住職がいるのですけれども。これなんかは、本当に義元は雪斎がいたから、

あそこまで大きくなれたという側面があると思います。その証拠にはというと、証拠には

ならないのかもしれないですが、雪斎が亡くなって、５年後です。例の永禄 3 年、1560 年

の５月 19 日の、あの桶狭間。ですから、雪斎があと５年長生きをしていれば、今川義元が

あそこで死ぬことはなかったのじゃないかなと、私は思っているのですが。そうなると、

その後の歴史はずいぶん変わってきてしまいますので。織田信長は、もしかしたら出て来

なかったかもしれないし。そこまで考えてしまうと、いろいろ考え過ぎてしまうので、そ

こで止めておりますけれども。一応、やはり、雪斎がいたおかげというのは、今川義元の

場合は、自分も考えていたと思います。だから、そういった意味でのナンバー２の役割は

大きかった。 
 ご承知の武田信玄に対しては、山本勘助なのですが。ただ、山本勘助自身は、そんなに

ブレーンとして活躍はしていません。むしろ、いわゆる城取りという言い方をします。城

を取るのでなくて、築城ですね。いわゆる築城術、あるいは呪術。いろいろな地鎮祭みた

いなことをやったりしています。そういったところで、信玄を支えていたということにな

ると思いますけれど。ただ、勘助に関して言うと、皆さんもご承知の、例の川中島の戦い、

第４回戦。永禄４年、1561 年９月 10 日。そこで、有名な啄木鳥の戦法というのを進言し

て。それが採用されて、失敗して、結局はその責任を取るかたちで、川中島で討ち死にし

てしまうという。そんな意味での、作戦まで口出しをしたというのは、勘助の場合は、私

に言わせると、少しフライングかなという感じはしています。 
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 それから、昨年のドラマで主人公だった黒田官兵衛。これなんかは、やはり、秀吉の軍

師として、いろいろな働きをしていますけれど。一番すごいなと思ったのは、やはり、天

正 10 年の、あの備中高松城の水攻めのときですね。本能寺の変が起きたという知らせが秀

吉のところに来たときに、秀吉自身は本当に、ちょっと茫然自失というか、パニックに陥

ってしまうのです。あれだけ、若いころから信長によって抜擢されて、今の地位がある。

その信長さまが殺されてしまったということで、少し落ち込んでしまう。そのそばで、官

兵衛が、「これぞ、殿が天下を取る好機ではないか」。いろいろな言い方が、史料で違いが

ありますけれども、おそらくそこでひそかにささやいた。それで、はっと我に返った秀吉

が、「そうだ、光秀さえ討てば、自分が信長の天下に変わることができるかもしれない」と

いうことで、有名な中国大返しということになります。こういう、すぐ機転の利くと言う

か、状況判断をすぐできる、そういうナンバー２というのが、私は大事だと思っています。 
 と、同時に、もう一人。そこには書かなかったのですけれども、実は、秀吉を支えてい

たのは、確かに竹中半兵衛や黒田官兵衛のような、俗に軍師と言われる人と、もう一人。

弟の豊臣秀長の存在です。私が、なぜ、秀長の存在がそんなに大きいと考えているかとい

いますと、秀長というのは、秀吉の実の弟なのですけれども、秀吉をずっと若いころから

支えていた。その秀長が、天正 19 年、1591 年。正月 22 日。病気で亡くなってしまいます。

亡くなった途端に、私に言わせると、秀吉の暴走が始まるんです。私はよく、秀吉という

か、豊臣家、あるいは豊臣政権を一台の自動車にたとえて、秀吉が運転席に座って、ハン

ドルを握って、アクセルを踏む。車は動くわけです。その助手席に、補佐役の、弟、秀長

が座っていて、まさにナビゲーター役とブレーキ役を兼ねていた。 
 だから、少し方向が違うと、「お兄さん、これ、方向が違うよ」とか、スピードが出過ぎ

ると、「これ、スピードの出し過ぎだよ」ということで、すぐにチェックを入れていた。だ

から秀吉は、うまい具合にいいスピードで、車を運転できた。ところが、秀長が亡くなっ

た途端に、ナビゲーター役、ブレーキ役がいなくなったために、秀吉の暴走が始まったと

いう、そんな側面があると思います。ですから、この直後、まさに１カ月後です。有名な、

千利休が切腹させられたり。それからすぐ、豊臣政権の屋台骨を崩した結果になる、文禄

の役を初めてしまう。朝鮮出兵を初めてしまう。さらには、一度は自分の養子に迎え、関

白まで譲った甥の秀次を高野山に追い込んで、切腹させる。それだけではなくて、その秀

次の係累、正室、側室、そこから生まれてきた子ども、さらには侍女まで。要するに、秀

次のお手がついて、種を宿しているのじゃないかという不安感から、全部で 39 人、京都の

三条河原に引き出して、殺してしまう。私はよく、秀吉晩年の不祥事とか、秀吉晩年の暗

黒事件と言っているのですが、そういったものが立て続けに出てくるのは、秀長が亡くな

ってからなのです。ということは、それだけ、補佐役の秀長の役割、存在が大きかったと

いうことではないかと思っているところなのです。 
 さて、レジュメの２番のところに入りますが。そうした補佐役の役割として。例えば、

そこに、「しじひろよし」と読みます。これは、志で「し」、道という字で、さしすせその
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しに濁点がつくいて「しじ」。これは、そこに、括弧で書きましたように、毛利元就および、

毛利元就の長男、隆元の補佐役ということで、重臣の筆頭なのですが。その、志道広良が

自分の主人でもあります毛利隆元に向かって、「君は舟、臣は水、水よく舟を覆す」という

言い方を、面と向かって言っているというのが、『毛利家文書』に、出てまいります。これ

はもちろん、中国の荀子という史料にも見えて来る有名な言葉なのですけれども。殿様は

舟ですよ。俺たち家臣は水ですよ。水があるから、殿様は舟で浮かんでいられる。殿様が

ちゃんとしてくれないと、俺たち水は暴れて、覆して、舟を転覆させますよということを

言っているのです。 
 もし、同じ言葉を江戸時代の毛利家の家臣が、殿様に言ったら、無礼討ちでしょうね。

無礼者。だけど、戦国時代は、それが許される。ナンバー２は、比較的トップに近い存在

だった。それだけのことが言えるということなのです。ですから、これはやはり、当時、

お城にいるときは、やはり殿様は殿様として、いい部屋に寝泊まりしているのでしょうけ

ど、戦場に行けば、重臣たちと一緒に、テントではありませんが、バラックみたいのを建

てて、そのなかで寝食を共にしたりするわけです。ですから、意外と、トップとナンバー

２というのは、よく同じ釜の飯を食った仲じゃないかという言われ方をするように、比較

的、親近感がある。そういった存在だということを見ておく必要があるというのが、一つ。  
 それから、もう一つは、そこに、武田信玄の言葉を引用しておきましたが。そこに文献

として『甲陽軍鑑』というのを挙げました。少し、歴史に詳しい方は、『甲陽軍鑑』なんか

資料として使っていいのと言われるかもしれませんので、少し解説を付け加えておきます。

確かに、今から 40、50 年くらい前までは、この『甲陽軍鑑』はいわゆる偽書、偽りの書で

あるというレッテルが貼られていました。それはなぜかと言うと、先ほども名前を出しま

した、山本勘助ですね。そのころの歴史学会の常識では、山本勘助は、確かに武田信玄の

軍師と言われるけれども、確かな史料には出て来ない。だから、人名辞典、歴史事典の類

いでは、今から 40、50 年前の古い辞書を見ると、山本勘助という項目を開けると、武田信

玄の軍師といわれるが、実在については不確実とか。なかには、実在しないという、架空

の軍師であると明言してしまっている辞書もあります。それは、確かな史料に、古文書に、

一度も名前が出て来ない。出て来るのは、この『甲陽軍鑑』だけだということで。『甲陽軍

鑑』は江戸時代の初めに、書かれた、あまり信用できない史料だというのが、当時の通説

だったわけですけれども。 
昭和 44 年です、1969 年。この年、ＮＨＫの大河ドラマが、『天と地と』。これは、数年

前の『天地人』と、少し似ているのですが、『天と地と』というドラマが放送されていまし

た。これは、川中島の戦いをメーンにしたドラマなのですけれども、そのなかで、テレビ

に、武田信玄の文書がアップで映ったのです。後ろの方の、花押といいまして、サインの

部分も映った。それをたまたま、北海道の釧路市でご覧になっていた市川良一さんという

方が、本人は、お酒を飲みながららしくて、よく分からなかったらしいのですが、奥さん

が、これと同じようなのがうちにもあったみたいだわというわけで、家捜しをしたら、文
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書が出て来た。それを、すぐ近くの釧路市立図書館に持ち込んで見てもらった。これが、

長野県だとか、山梨県あたりの図書館だったならば、信玄の本が何冊かあって、そこには、

武田信玄の文書の写真も、当然載っていて、比べれば、信玄かもしれないねと、すぐに分

かったかもしれない。なんせ、北海道の釧路ですから武田信玄の本なんか、1 冊もないとい

うことで。司書の方が、それを写真に撮って、東京大学の史料編纂所に送って見てもらっ

た。そうしましたら、武田信玄の文書だということになった。これが、それだけならば、

たぶん、地方新聞、北海道新聞か何かの隅っこの方に、「釧路で武田信玄の文書、一通見つ

かった」くらいな、小さなコラムみたいな扱われてしまったと思うのですが。  
 何と、何と、一番最後の行に、「詳しいことは、山本勘助が申し伝える」と出て来ました。

勘助の勘が、この勘助の勘でなくて、今の菅官房長官の菅。以前の、菅首相の菅、くさか

んむりの、だったんです。だけど当時、当て字は平気で、どんどん使っていますので、も

う、私はそれを見たときに、山本勘助の名前が確かな文書に出たということで、少しびっ

くりした記憶があるのですが。もちろん、山梨の『山梨日日』、それから、長野の『信濃毎

日』では、新聞の一面トップで、それが扱われました。「山本勘助、実在か」。そのころは、

まだ「実在か」ということになって。その後の研究で、似たような文書が何通か、また出

て来ましたので、現在では、山本勘助実在説ということになっていますので。今までは、

山本勘助が出て来て、架空の軍師ばかり持ち上げているのは、『甲陽軍鑑』が偽書だからだ

というレッテルが少し剥がれた感じになりますので、現在では私は、この『甲陽軍鑑』と

いう本は、使える部分は使える。もちろん、使えないところもあります。結構、うそに近

いところが書いてあったり、年代が間違ったりしているので、それは、修正しながら、読

みこなしていく必要があるのですが。 
ただそこに、『甲陽軍鑑』には、信玄が普段しゃべっている言葉が、随所に引用されてい

るのです。そのなかの一つ。「国持大将、人をつかふに、ひとむきの侍をすき候て、その崇

敬する者共、同じ行儀作法の人ばかり念比してめしつかふこと、信玄はおおいに嫌いたり」。

要するに、ひとむき、自分と同じ方向を向いている侍を好んで、自分の周りに置く。これ

は、自分は嫌いだと言っている。今風な言い方をすれば、イエスマンばかりで周りを固め

たくはない。という言い方ですね。これはやはり、当時の武将の一つの信念を表している

と思います。戦国大名家、人によっては全国で 105 家、150 家、数え方によっていろいろ

違いますが。私は以前、戦国大名は 106 家という言い方をしたことがありまして、今は 106
で数えていますが。その 106 の戦国大名の栄枯盛衰を追い掛けると、いわゆる、今の言葉

で言う、寵臣。寵愛するの「寵」に、家臣の「臣」。要するにイエスマンばかりで周りを固

めた武将は、だいたい例外なく滅びているというところで。多少、耳の痛い言葉も、自分

に反対意見をきちんと言ってくれる人をそばに置くか、置かないか。これがやはり、トッ

プにとっては大事なので。 
やはり、そのトップに、耳の痛いようなことも平気できちんと言える。それが、私はナ

ンバー２の役割だと考えております。そのあたりを、今日は、レジュメの３番以下で、家
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康とその家臣団を通して、具体的に追い掛けてお話をしてみたいと思っております。そこ

で、まず３番に入りますが。徳川家臣団、家康家臣団といいましても、時代によって、か

なり異なってきます。それは、やはり、大きさがずいぶん違ってきます。例えば、三河一

国時代と、五カ国地代、それから、五大老になったころ。それから、征夷大将軍になった

あたり、大御所になったあたり。一律ではない。だから、その辺を少し整理をしながら、

追い掛けながら、補佐役、家康を支えた家臣たちというものを。また、その役割、補佐役

がどういう役割を果たすべきか、というところを、きちんと追い掛けてみたいと思ってい

ます。 
 まずそこに、「両家老」と「三備」。三備えと書いて、これで「みつぞなえ」と読みます

が。両家老というのは、その下の図、左側の徳川氏家臣団図（三河時代の主なメンバー）

のところを見ていただきますと。東三河の旗頭（家老）として、酒井忠次（吉田）、これは

吉田城、今の豊橋です。それから右側の方が、西三河の旗頭（家老）、石川家成、のち数正。

この書き方だと、家成が数正と名を改めたかのような印象で受け取られると間違いでして、

実は、家成と数正は別人です。家成の甥に当たるのが数正ですので。数正に変わったと言

ったらいいと思います。これが、岡崎城にいる。今の岡崎市ということで。 
 ご承知の方が多いと思いますが、家康は、もともとは今川家の人質。永禄３年、1560 年

の桶狭間の戦いまでは、今川軍の一員としていた。それが、ようやく今川義元が、織田信

長に討たれた結果、自立できることになった。もちろん、最初のうちは、今川氏真ですね、

今川義元の子どもに、お父さんの弔い合戦をしましょうよと呼び掛けるわけですけれども、

今川氏真の方は動かなかった。これはもう駄目だということで、さあ、どうしようかなと

思っていたところに、織田信長の家臣の水野信元という人が、織田方と手を組んだらどう

だと誘いをかけてきた。実は、この水野信元という人が、まさにキーマンなんですね。こ

れは、ご承知の方も多いと思いますが、家康が、まだ松平竹千代といっていた３歳のとき

に、お母さんと生き別れになってしまう。於大の方。これはなぜかというと、水野信元の

妹だった於大、これが、松平広忠に嫁いで、竹千代が生まれたのですが、その水野信元は、

それまでは今川方だったのが、織田方についてしまった。 
 そこで広忠は、敵方になったやつの妹を妻として置くわけにはいかないというので、離

縁してしまった。離縁されて、実家に戻ったわけですけれども、その水野信元は、その後、

織田家の重臣になっていますので。自分にとって甥に当たる家康が、今川方にまだついて

いるのを見て、これはちょっとあぶないぞと、心配だということで、信長と手を結ばせよ

うとした。これが、有名な清洲同盟ということになるのですが。ただ、最近、研究によっ

て、清洲に行って同盟を結んだというのは、少し間違いかなというのは、いろいろな研究

者に、今、言われているところですので、その変は少しペンディングにしておきますけれ

ども。 
 いずれにしても、そこで、今川家から自立して、ようやく三河一国を制圧することに成

功致します。その時点で、まずは東の方は、酒井忠次に任せる。西の方は、最初は石川家
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成、のちに数正に任せるということで、いわゆる両家老体制。これが最初の、家康の両家

老、二人の家老ということになります。初期の段階は、実は、いわゆる三備というのが、

かなり家臣団のなかでは重要視されています。そこに、少しねずみ色ぽく印刷してあると

ころが、三備の三つになります。一つは、東三河の軍団です。国衆とか一門衆が、その下

につく。それから、西三河の方は、国衆、一門衆と、それから岡崎に家康本人がいますの

で、その直臣もいます。これで二つ。三備の三つというのは、その下の段。旗本先手役、

そこには、本多忠勝、榊原康政、大久保忠世、鳥居元忠、柴田康忠、植村家存。そういっ

た何人かの武将がいる。この東三河のグループと、西三河のグループ、それぞれ軍団がい

ると、旗本というのは、家康の直属親衛隊です。この旗本先手役とで、いわゆる三備とい

う言い方をしています。これが、家康軍団の支えになります。 
 そういうなかから、その下に書きました、「徳川四天王」という言われ方が、生まれてま

いります。ただ、当時の史料には、徳川四天王とは出て来ません。これはもしかしたら、

後になって、後付けで言われるようになった話なのかもしれませんので、このあたりは、

まだまだ研究の余地があるのですが。少なくても、そこに名前を挙げました、本多忠勝、

榊原康政、井伊直政。この３人は、当時からもうすでに、三傑。英傑というときの「傑」

です。三傑に、酒井忠次がプラスされて、俗に四天王という言い方をしています。 
実は、この、要するに四天王という言われ方に、石川数正が、排除されているというの

は、事情がございまして。天正 13 年、1585 年。石川数正は、秀吉とのパイプ役になって

いた。面白いことに、家康は、織田信長との交渉役なんかには、酒井忠次を使っているの

ですが、どういうわけか、秀吉には、この石川数正ばかりをお使いに出している。そのう

ちに、石川数正は秀吉に気に入られてしまって、俺のところへ来いよと。家康のところに

いるよりも、俺のところに来ると出世するよということで、引き抜かれてしまう。今で言

う、企業のヘッドハンティングですね。そういったことで、引き抜かれてしまって。結局

それまでの、三河以来の軍法、兵法、いろいろ秀吉に筒抜けになってしまうので、家康は

思いきって、軍法の切り替えをやっている。これが有名な武田流軍法、あるいは、甲州流

軍法に衣替えをしているということになるわけです。 
 そういった意味での変わり身ということもあるのですけれども。私がここで注目したい

のは、本多忠勝、榊原康政に並んで、井伊直政が入っている。この、井伊直政は、先ほど

の図には入っていません。これは、旗本先手役に本多忠勝、榊原康政は入っていますけれ

ども、井伊直政は入っていない。これは、実は家康についた時期が遅いのです。というの

は、この井伊直政という人は、今は浜松市ですけれども、かつて、静岡県引佐郡引佐町、「引

く佐」とかいて「いなさ」と読んでいますが。そこに、いわゆる国衆ですね、国人領主。

その息子だったのですが、お父さんが家康についているといううわさで、今川氏真に殺さ

れてしまうという系譜を引く武士です。この浜松で、家康にお目見えを致しまして、それ

で抜てきされて行ったということですから、もと今川家臣の子どもも、家康は重臣として

迎え入れた。 
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 家康家臣団のすごいところは、自分がもともといた三河武士、三河武士団以外に、最初

に武田信玄と手を組んで滅ぼした今川の家臣。それから、その後、織田信長の一員として

甲斐に攻め込んで行ったときの、甲斐の武田の家臣。それから、秀吉の命令で小田原北条

を討った、その後、関東で、江戸に移って行ったときの、北条家臣団。だから、もともと

の三河武士と、今川家臣、武田家臣、北条家臣、この、ある意味では寄せ集めなのです。

その、寄せ集めの軍勢をうまくコントロールし、束ねていった。もちろん、家康の器量と

いうか、力量もあるのですけれども、それを支えていた、酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、

井伊直政。こういった有力な武将たちの、いわゆるナンバー２的な補佐役が、いろいろ差

配していたというところが、私は、大きかったのではないかと考えているわけなのですが。 
 なかでも、私が注目していいかなと思っているのは、やはり、この本多忠勝、榊原康政

のような、いわゆる今で言う、武功派。そういった武将たちと、合わせて、これも皆さん、

名前はご承知だと思いますが、本多正信。この左側の図には、名前が全然出て来ませんが、

この人物が、意外と家康の補佐役としては、忘れられない存在だということで、少しお話

を進めてまいりたいと思います。もともと本多正信という人。本多家というのは、何家か

に分かれているのですね。ここに名前が出てきました、本多忠勝もそうです。それから、

三河三奉行のところに出て来る本多重次というのもいます。本多家というのは、三河武士

として、かなり何家かに分かれているのですが、そのうちの一つの、本多正信。「正しい」

という字に、信用するの「信」という字を書きます。 
彼は、三河一向一揆のときに、一揆方についてしまいます。もちろん、一揆方についた

武士で、その後、三河一向一揆が鎮圧された後、家康の家臣に取り込まれた人も、たくさ

んいます。この図でいうと、岡崎近習衆の一番右側に出て来ます、蜂屋半之丞。この人は、

やはり一向一揆方についていて、家康の顔が見えると逃げてしまう。家康がいないところ

では、一揆軍として戦うということをやっていたと有名なのですが、そういう武将もいて。

でも、だいたいは、一向一揆が鎮圧された後は、家康家臣に迎え入れられるのですが。本

多正信は、一揆軍の方の参謀役だったのです。ですから、すぐには家康に帰参かなわなか

った。結構、いろいろなところを転々とします。最初は大和の国、今の奈良県へ行きまし

た。有名な松永久秀あたりを頼ります。だけど、そこも出奔致しまして、加賀、今の石川

県の方へ行って。 
要するに、当時、加賀の国は、一揆持ちの国とか、百姓の持ちたる国という言われ方をし

て、加賀一向一揆が支配していたところですので、そこで居場所を探したのでしょうが、

そこでもいい処遇が得られなかった。ということで、結局、先ほど名前が出て来ました、

旗本先手役の左から３番目の大久保忠世の取りなしによりまして、家康への帰参がかなう。

これが、永禄 12 年、1569 年か、元亀元年、1570 年かという時期なのですが。 
 そのころ、ようやく帰参がかないました。帰り新参という言い方をします。つまり、戻

ってきた新参者みたいな、そういった言われ方をして。最初のうちは、たった 40 石くらい

しかもらっていなかったのですが、その本多正信が、なぜ、家康の、俗に言う懐刀と呼ば
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れるようになったのか。これは、実は、一つの事件があったから。その事件というのが、

先ほど名前を出しました、石川数正出奔事件です。天正 13 年、1585 年の 11 月です。石川

数正が、秀吉に引き抜かれた。それで、そのころ、石川数正が岡崎城の城主を任されてい

ましたので、家康は少しあせった。たまたま、そばにそんなに人がいなかった。そばにい

たのが、本多正信だけだったというのが、話のみそなのですが。要するに、家康が少しう

ろたえて、「さあ、岡崎城を誰に任せたらいいかな」と、そばにいた本多正信に、口をかけ

た。そこで、本多正信が、さあ、そうですねというので、考え込んでいたのでは、たぶん

その後の抜てきはなかったと思います。すぐ、「本多作左衛門重次になされませ」と言って

いるのです。これは、名前が出て来ました。三河三奉行の一人、本多重次。これは、同族

ではあるのですが、そんなに近い関係ではないから、別に、身びいきの抜摘ではないので

すが。「本多作左衛門になされませ」。それで、家康も、「おお、そうだ。あいつがいたと」

いうので、すぐに、本多作左衛門重次に任せるということをやっている。 
 それはおそらく、本多正信が、常日頃から、家中にどういう武将がいて、どういうとこ

ろでどういう仕事をして、というのを情報として頭の中にインプットしていたと思います。

ですから、すぐに諮問に答えられた。だから、私は、補佐役、ナンバー２というのは、そ

ういったトップの諮問にすぐ答えられるだけの情報量を、常に頭の中に入れておく必要が

ある。というのはこのときの正信の抜摘の例から、一つ、言えるのじゃないかなと思って

います。 
この正信、その後は、それこそ江戸時代に書かれた、本多家の家譜。『寛政重修諸家譜』の

なかでも、「君臣の間相遇こと水魚のごとし」。水と魚。だから、魚にとって水はなくては

ならないものという、家康にとって、本多正信はなくてはならない人になっていった。と

いうのは、やはり、すぐに、とっさのときの諮問にも、ぱっと答えられるだけの情報量を

持っていたか、持っていなかったかが、このときの正信抜摘の、大きなポイントだなと思

っているのですが。 
 この後、正信自身は、いろいろな場面、場面で、活躍をしていきますが。戦いでは、そ

んなに活躍していません。もちろん戦いの方では、先ほど名前を出した四天王。特に、本

多忠勝、榊原康政、井伊直政が、活躍を致します。彼らは、武功派。いわゆる、戦いに、

手柄をたてていくグループ。一方、本多正信、および、その息子の本多正純の方は、どち

らかというと、内政に重点を置いて、家康も使い分けている。戦いが主な時代は、それこ

そ四天王のような武将を重視して、ある程度、世の中が収まって、内政重視ということに

なっていったときには、本多正信、正純親子の方が、株が上がっていくという。あるいは、

使う量が多くなっていくというようなことになっていきますが。 
 ただ、その場合でも、少し注目してほしいのは、天正 18 年の小田原攻めの後、四天王の

うちの３人、酒井忠次は、もう高齢だったので、子どもの家次という人にバトンタッチを

していましたから、少し置かれてしまうのですけれども。本多忠勝は千葉の大多喜の方で

10 万石。それから、榊原康政は群馬県の館林、ここでやはり 10 万石。井伊直政は、群馬県



15 
 

の箕輪、今は高崎市になりましたが、ここで 12 万石。ですから、それぞれ３人とも 10 万

石以上という、すごく石高をもらっているのですが、本多正信は、相模の国の玉縄、今の

鎌倉です。そこで、最初、たった１万石なのです。これはおそらく、榊原なんかが 10 万石

をもらっているというのを、当然見ていて、うらやましいなとは思っていたと思うのです

けれども、ただこれは、おそらく、権と禄のバランスを考えたと思います。権限を持って

いたものが、禄高まで持ってしまうと、これは周りからねたまれるということを考えて、

権限を持っている分、できるだけ石高は低めに。 
 これは、ちょうど昨年の『軍師官兵衛』、黒田官兵衛の場合もそうです。あれだけ、例え

ば九州攻めで働きをして、その後、九州平定の後、大名の再配置を行って。例えば、小早

川隆景が、筑前、筑後あたりで、50 万石くらいもらっています。それから、有名な佐々成

政。これも、肥後、熊本で、50 万石もらっている。それに対して、その小早川隆景や、佐々

成政より働きがよかったはずの黒田官兵衛は、最初、たった 12 万石。ということは、やは

り秀吉も、あの官兵衛にあまり石高を持たせてしまうと、少し自分にとって変わる恐れあ

りかなということを懸念したのじゃないかなと思います。このあたりは、やはり当時の、

権と禄のバランス。権限と禄高のバランスというのを、武将たちは常に考えていたという

ことではないかと思っているところです。 
 さてそこで、右側の図をご覧いただきたいと思います。家康は、ご承知の通り、慶長８

年、1603 年に、征夷大将軍に任命されます。普通なら、あれだけ若いころから苦労して、

人質として大変な時代もあった。その後、信長の同盟とは言いながら、主従関係に近い苦

しい時代を過ごし、その信長亡き後、秀吉が急に出てきて、秀吉のもとで、隠忍自重の 10
年間を過ごさざるをえなかったという経験を持っている家康ですから。天下人になった、

その将軍の座を、普通ならば死ぬまで、そこにしがみついていたいと考えるところなので

しょうけれども、このとき、家康はたった２年で、将軍職を子どもの秀忠に譲っています。

秀忠に譲った理由。これは実は、大坂方に対する備えなのですね。大坂方、要するに、豊

臣秀頼がいます。お母さんの淀殿がいる。それで、大坂方では、秀頼がある程度の年齢に

なれば、また、豊臣家が関白になって、日本の全体をしきることができると考えていた。 
 ところが、それに対して家康は、いや、そうじゃない。将軍職は、徳川家が世襲します。

もう政権は、大坂方、豊臣家に返すつもりはありませんと、いわゆる最後通牒を突き付け

た。そういうかたちになったのが、このときの、将軍交代劇。そのまま、江戸城にいても

よかったと思うのです。だけど、家康自身は、江戸城から離れて、新しく隠居城をつくら

せます。それが、現在の静岡市。かつての駿府城です。 
なぜ、家康が駿府に城をつくったのか、これは、私もよく聞かれることがあるのですが。

家康自身が言っている言葉としては、五つ挙げています。これは、ちょうど駿府城が完成

したときに、江戸の増上寺の和尚さんが家康を訪ねてきた。そのときに、随行していたお

坊さんが、その二人のやり取りをメモしている。それが、たまたま現在、残っています。

その『廓山和尚供奉記』という史料なのですけれども。それでは、こんな言い方をしてい
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ます。 
 一つは、駿府は自分にとって、ふるさとみたいなところだと言っています。普通に考え

ると、人質でしょう。思い出したくないと考える方が普通だと思うのですが、家康は、い

や、駿府は俺のふるさとだ。生まれは、本当は岡崎ですれども。それはおそらく、先ほど

名前を出しました、今川義元の軍師の太原崇孚、雪斎。この雪斎から教えを受けた、これ

が自分にとっては、もう武将として生きていくうえでは、一番大きな財産になったのだと

いう思い出がある。また、今川時代、そんなに虐げられた人質ではなかったというのが、

あったと思います。現在、静岡市に静岡浅間神社という神社がありますけれども、そこに、

今川義元が家康に贈った鎧が残っています。今はもう、色が少し退色してきれいではあり

ませんが、紅糸威といって、紅、たぶん真っ赤だったと思います。そういうものをもらっ

ているのですね。ということは、今川義元も、家康には、相当期待をしていたということ

だと思いますので、そんなに、虐げられた人質ではなかったので、家康にとっては、駿府

は思い出の土地だ。ふるさとのようだと。これが一つ。 
 それから、二つ目として、冬は暖かい。老を養うによしと言っています。これは、確か

に今の静岡、私も普段静岡に住んでいますので、冬、暖かいというのは、実感しています。

そういった意味でいうと、老後の生活をするにはいいところだ。二つ目。三つ目、米がお

いしいと言っているのですけど。これは、ちょっと分かりません。当時の駿府近郊の米は

おいしかったのかもしれない。 
 四つ目。この四つ目が、私は、一番大きい理由かなと思っています。駿河の国は、国全

体が国堅固の土地である。要するに、西の方には、大井川が流れ、安倍川が流れ。後ろに

は、富士山、箱根山がある。だから、国全体が要害である。そこに、俺は城をつくるんだ

という言い方をしている。これは、何を意味しているかというと、いわゆる大坂方対策で

す。家康が、江戸城を出て、もう、将軍職を退いて大御所ですから、自分がここに城をつ

くりたいと言えば、どこに城をつくってもいいときに、あえて、駿府を選んだというのは、

江戸城より大坂方に近いところ。小田原では、駄目だったのです。箱根の向こうですから。

むしろ、この駿府で大坂方が、もし、江戸の将軍を討ちに東海道を攻め下って来たら、こ

こで迎え討つんだ。そこで準備して、迎え討っている間に、江戸の将軍が、要するに軍勢

を集めて、大坂方と戦いに臨むという長期的な戦略も考えていたというところも、私は、

今の四つ目として、家康が挙げた理由だと思います。 
 五つ目、これは付けたしだと思います。諸大名が、江戸の将軍にあいさつに行くのに、

この駿府ならば、回り道をしないで済む。要するに、東海道が、当時の西とのメーンルー

トですので、ここを通るのを、ここで俺にあいさつに来るのは、来やすいだろうと、そん

な言い方をしています。そういう五つの理由を挙げて、駿府にお城をつくった。これが駿

府城です。 
 その駿府で、右に挙げました、大御所時代のブレーンということで。今までの、三河時

代以来の、いわゆる補佐役的な人たちとは、ずいぶん毛色が違っているというか、それが
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少し、お分かりいただけると思います。そこで、政治関係では、本多正純がトップです。

この本多正純は、先ほど名前を出しました、本多正信の子どもです。なぜ、この本多正純

が家康の側近として重要視されるようになったかと言うと、これは、決して親の七光りで

はありません。よく、本多正信があれだけ、家康の側近として重く用いられていたので、

その正信の引きで、息子の正純がその地位に就いていったんだと言われることがあるので

すが。実は、そうじゃない。 
正信は、最初のころは、そんなに優遇されていません。正信の方も、自分の息子だから

といって、幕閣に押し込むようなことはしていません。ということで、まさに、本多正純

の自力で、家康の側近の座をつかんだと言っていいと思います。その、側近の座をつかん

だ理由は何か。これは、少し不思議なのですが。正純の活躍は、慶長５年の関ヶ原の直前

まで、表立って出て来ません。私もいろいろな文献を読んでいますけれども、正純が家康

の側近として、そば近くに仕えるようになるのは、関ヶ原の戦いの直前です。と、言いま

すのは、関ヶ原の戦いは、皆さんご承知の通り、慶長５年、1600 年です。その 1600 年の、

関ヶ原の戦いの最初は、今日、冒頭にお話ししました、家康が豊臣大名を率いて、会津上

杉攻めに向かって行った。 
 そのときに、今の栃木県小山市、この小山で、ちょうど到着したころに、西で石田三成

が挙兵をしたという情報が入る。そこで、慶長５年の７月 25 日。小山で豊臣大名たちを集

めて、さあ、これからどうするか。石田三成が蜂起したけれども、このまま北へ行って会

津を先に攻めるか。それとも、もう会津攻めはやめて、石田三成との戦いに戻るか。どち

らにしようかということで、いわゆる小山評定。この小山評定に関しては、最近、別府大

学の白峰旬という先生が、小山評定はなかったという本を発表したりしているのですが。

私は、あったと思っています。 
その小山評定の場で、有名な、福島正則が真っ先に名乗りを揚げて名乗りを上げて、豊

臣秀頼のためにならない石田三成を討つのが先決だと言ったものですから、みんな、そう

だ、そうだ。二番手に立った山内一豊が、当時、掛川城主ですけど、自分のお城は掛川だ。

そこには、兵糧、弾薬が、それなりにある。お城ごと、家康さまに提供しますと言ったも

のですから、みんな、我も、我もというふうになって、それでわっとみんな西へ向かうこ

とになった。 
 そのときに、秀忠、家康の三男です。秀忠が、徳川本体を率いて、中山道を通って西へ

行く。というのは、３万８千という徳川軍、結構多いです。豊臣大名たちも、合わせると

３万、４万くらいになるんです。だから、それらが同じように東海道を行くと、渋滞にな

るということを、たぶん考えて、二つにコースを分けたのだと思う。豊臣大名は、東海道

を通ってください。その代わり、秀忠率いる徳川本隊は、中山道を通りますということで、

向かって行った。その、中山道を行く秀忠には、本多正信の方、お父さん。それから、榊

原康政がついています。一方、家康には、先ほど名前を出しました、本多忠勝と井伊直政

がついています。その、本多忠勝、井伊直政は、江戸に到着した後、豊臣大名たちと一緒
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に、先に西へ向かっています。江戸城に残ったのは、家康です。家康のそばに残っていた

のが、この本多正純の方です、息子の方。 
 その正純が、何をやったかというと。このとき、約１カ月、家康は江戸にいるのです。

その間、現在分かっているだけで、169 通、諸大名に手紙を出している。その手紙の添え状

を本多正純が書いている。家康の手紙の 169 通、だいたいは、大まかなことしか書いてな

い。細かいことは、追って申し述べるとか、細かいことは、本多正純が書いて送るとか。

そんなかたちで、フォローというのですか、大筋を伝えたうえで、細かい、具体的な事柄

については、正純が手紙を添えて、それで届けている。その仕事をしたのが、本多正純。

ですから、まさに言ってみれば、秘書役兼助手ですね。家康のそばにいて、それだけの働

きができたのは、正純だったわけで。家康は、もうこの正純を手放したくなくなってしま

ったということになります。 
 ですから、この後、先ほど申しました、慶長８年に将軍職を秀忠に譲った後、自分が駿

府に行きますけれども、江戸城には、お父さんの方の、本多正信を残します。自分は、息

子の正純の方を連れて駿府に来た。ちょうど、親子たすき掛け。このたすき掛けは、実は、

巧妙な手です。要するに、秀忠の方には老練な正信をつけて、正信に秀忠を教育させる。

一方、まだ若い正純の方は自分が駿府に連れて来て、今度は、自分が正純を教育する。そ

ういうかたちで、正純を側近ナンバー１と。ここに書きました政治のなかでは、成瀬正成、

安藤直次、竹越正直よりも、ここでは並列で書きましたけれども、あえて書けば、ちょっ

と１段上に、本多正純がいるというかたちになります。 
 そして、注目されるのは、それ以外に、僧侶としての金地院崇伝とか天海。それから、

学者として、林羅山だけではなくて、貿易経済関係では、有名な茶屋四郎次郎、後藤庄三

郎、角倉了以、湯浅竹兵衛、長谷川左兵衛といったような商人たちも、そこに入れてくる。

それから、外交顧問としては、有名なウィリアム・アダムス、ヤン・ヨーステンといった

外国人までブレーンとして抱えていたというところが、非常に注目されるというところで。

私は、よく二元政治という言い方をしますけれども、本当は二元政治ではありません。頭

脳が駿府で、手足が江戸、将軍。だから、よく、大御所家康と、将軍秀忠の二つの頭があ

って、という言い方をしますけれども、頭は、むしろ駿府の方。 
 ですから、この大御所時代のブレーンたちが政策立案をして、それを江戸にいる将軍秀

忠に伝えて、秀忠の名前で全国的に政治を行わせる。要するに、政策立案と同時に、秀忠

の方はいわゆる執行部というかたちになりますので、その辺の流れというのは、実は、家

康が構想していたということで。この辺も、補佐役の役割を、どういうふうに見ていくか

ということが、端的なかたちで分かるいい例ではないかと思います。 
 さて、レジュメの２枚目、家康の人材観について、次に触れていきたいと思います。こ

れも、やはり補佐役の役割というものを大きく考えていくうえでの、ヒントになると思い

ます。 
 私は、家康の人材観を追い掛けていくうえで、一つ、注目するというか、着目している
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言葉が、そこでは二つ引用しておきましたが。一つは、「己が心を捨て、たゞ人の長所をと

れ」という、その言い方をしているということなのですが。この言葉は、『徳川実紀』附録

十八。『徳川実紀』、これは、江戸時代の半ばころ、いわゆる儒学者の林家が中心になって、

家康、徳川家の歴史を編纂した、徳川家の正史。「正しい」という字に、歴史の「史」と書

きます。徳川家の正史ということになりますが。 
 そのなかに、こんな言葉が出て来ます。「或ときの仰に、家人を遣ふに」。要するに、家

臣を抜擢するときに。「人の心をつかふと、能をつかふと二の心得あり」、心と能、要する

に、能力と心情といったらいいでしょうか。「資情篤実にして主を大切におもひ、同僚と交

りてもいさゝか我意なく、すべてまめになだらかにて、そがうへにも智能あらば是は第一

等の良臣なり。殊更に恩眷を加へ、下位にあらば不次に抽んで挙て、国政をも沙汰せしめ

んに、いさゝか危き事あるべからず。又、心術はさまでたしかならぬ者も、何事ぞ一かど

すぐれて用立べき所あるものは、これ又捨てずして登用すべきなり。この二品を見わけて、

棄才なからしめん事肝要なりと仰られき。又人の善悪を察するに、やゝもすれば己が好み

にひかれ、わがよしと思ふ方をよしと見るものなり。人には其長所のあれば、己が心を捨

て、たゞ人の長所をとれと仰られし事もあり」。 
 ここは、やはり家康の人材観がはっきり現れていますね。さっきの武田信玄の言葉では

ありませんけれども、「ひとむきの侍」、自分と同じ方向ばかり向いている者を、同じよう

に集めるのは、自分は嫌いだということは、信玄も言っていますけれども。家康の場合は、

さらに、自分の好みに引かれて、自分がいいなと思うものだけを周りに置くのはよくない。

要するに、人それぞれ長所があるのだから、その自分の好みとは関係なく、人の長所を取

れ。部下がもつ長所を引き出せということを言っているわけです。  
 これは、ここにはちょっと引用しませんでしたが、実は同じようなことを、ほかの戦国

武将も言っているんです。一つ、例を挙げますと、北条氏綱。これは、北条早雲、最近は、

伊勢宗瑞という名前で言われるようになりましたが。というのは、実は、北条早雲、北条

早雲とは言っていますけれども、実際、彼は、一度も、自分は北条早雲ですとは名乗って

いないものですから。伊勢新九郎、伊勢新九郎盛時、あるいは、出家して、早雲庵宗瑞。

名字は伊勢なのです。その伊勢宗瑞の息子、二代目北条氏、この北条氏綱のときに、北条

という名字を名乗るのです。その北条氏綱が、息子の、三代目、北条氏康に向かって、遺

言状を書いています。その遺言状のなかに、こんな書き方をしています。これは、前段で、

人間に一人もくずはいないんだよというふうな言い方をしたうえで。「その者の役に立つと

ころ召し使い、役に立たざるところを使わず候て、何れをも用に立て候をよき大将と申す

なり」。これは、かなり含蓄のある言葉ですね。要するに、人に誰もくずはいないんだ。役

に立たないものはいないんだと言ったうえで、その者、つまり部下のどういうところが役

に立つのか。それを見極めて、それを引き出すのが、上に立つ者の務めだよということを、

言っているわけです。 
 これは、やはり、非常に重要かなと思っています。といいますのは、当時、やはりどう
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しても、戦国時代となると、武功だけで評価しがちなのです。よく、槍一筋の功名とか、

一番槍の功名という言い方をして、槍働きが全てのように受け取られていますけれども、

どうもそうではない。むしろ、それ以外のところでの働き。隠れた才能、うずもれた才能

をどう引き出すか。これは、先生方にとってもそうだと思います。子どもたちの、どうい

うところに、こいつは能力があるのかなというのを、やはり見極める目。これが非常に大

事だと思うのですけれども。 
 これについては、今日の家康からは、少し離れてしまうのですけど。例えば、例の織田

信長。この織田信長が、秀吉を抜擢します。この抜擢の理由も、少し面白いです。秀吉は、

そんなに身長が高くありません。確か、154 センチ。同じ頃、信長に仕えた前田利家。これ

は、身長が６尺といいますから、180 センチ。当時としては、結構大きいです。しかも、長

い槍をぶん回しながら突っ込んで行く。槍働きの得意な。あだ名が、「槍の又左」。前田又

左衛門。槍の得意な又左衛門ということで、槍の又左。それに対して秀吉は、体も小さい

し、きゃしゃな体つきで、そんなに腕力もありません。だけど、仕えたころは、ほぼ一緒。

家柄は、前田利家の方がいいから上です。ところが、２、３年で秀吉の方が、追い越して

いくという、少し珍しい現象をきたします。 
 それは信長が、秀吉の埋もれた才能に気が付いた。その埋もれた才能は、何だったかと

いうと、これが話術なのです。当時、話術は、武功なんかに比べると役に立ちません。普

通、武士の世界では。だけど、秀吉の持つ話術の才に気が付いた信長。ちょうど、尾張か

ら木曽川を越えて、美濃に攻め込もうというときですので、もちろん、前田利家たちを使

って、攻め込ませていますけれども、例の斎藤家、斎藤龍興。なかなか手強い。そこで信

長は、ひそかに秀吉を呼んで、「お前は話がうまいから、敵の斎藤家の家臣に、寝返り工作

をして来い」ということで、寝返り工作に従事させます。４、５人、寝返ることを約束し

てきたとなったときに、思い切って。年も、月日も分かっています。永禄 10 年、1567 年

８月 15 日、一気に前田利家たちに攻め込ませて、秀吉に内応を約束した連中が、わっと一

斉に蜂起したものですから、あの難攻不落と言われた稲葉山城が、たった一日で落ちると

いう、離れ業をやった。 
 その信長は、秀吉の話術の才に、どこでいつ気が付いたのか。これは、書かれたものが

なくて分かりません。でも、私は推測していますけれども。というのは、秀吉が、信長に

仕えたときの一番最初の役職は、小者。「こもの」というのは、「小さい者」と書きますけ

れども、いわゆる城中の雑用係です。その雑用係のなかの一つに、あの有名な草履取りも

あります。草履取りは、「出掛けるぞ」と言えば、「はっ」と言って、草履をそろえる。こ

れも、有名なエピソードで、皆さん、ご承知の方も多いと思いますが。冬の寒い朝、信長

が草履の足を乗っけてみると生暖かいので、「おまえ、これを尻に敷いていたな」と叱ろう

とすると、「いや、そうじゃありません。懐で暖めていました」。あれはうそだと思います

けれどもね。ただ、その草履取りをやって、そのまま外へ出るときに、馬のくつわ取りも

やります。そうすると、信長は、家臣と連れ立って外へ出たときには、何人かの家臣と会
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話をすることになると思うのですが、自分一人で出たときに、手持ち無沙汰で、たまたま、

馬のくつわ取りをやっている秀吉に話を持ちかけたら、話がうまいというか、面白い。 
 確かにそうです。秀吉は、信長に仕えるまでに、いろいろな職業を転々とした。なかで

も、一番有名なのは、針売り。針売りをしながら、清洲の方から東海道を浜松まで下って

きて、とうとう針も全部売って、お金もなくなってしまった。そこで、困ったなと思って

いたときに、救ってくれたのが、この浜松の少し南に行ったところに、頭陀寺城という城

があったのですが。そこの城主の松下加兵衛に拾われて、そこでいわゆる侍奉公をするの

ですが。あまりにもてきぱき働き過ぎて、仲間の同僚から、少しねたまれて、たぶん盗み

の嫌疑をかけられた。松下加兵衞も、「おまえも、ここにいたんじゃ、同僚からねたまれて、

出世できないから、もう国へ戻れ」ということで、いくらかお金をもらって、尾張へ戻っ

て、信長に仕えたわけですから。針売りなんかをやっていた。いわゆる行商ですよね。店

にいて、お客が来るのを待っていると、そんなにうまい話をしなくても、商品は売れます

けれども。行商は、やはり言葉巧みに、いろいろしゃべらなくてはならない。その辺の技

術というか、ノウハウを、秀吉は持っていた。そこに、信長は気が付いたので、抜擢され

て行ったということになります。やはり、当時の武将たちも、人の長所を取れ。誰が、ど

ういうところに役に立つのかというところを、きちんと見ておけということだと思います。

これが、私は家康の人材観の一つ。 
 それから、その下に、「宝の中の宝といふは、人材にしくはなし」という事例を挙げてお

きました。これは、『岩淵夜話』という、家康の日常なんか。家康だけではありませんが、

事を記したエピソード集です。少し長いので、これは、全文は読みませんけれども。要す

るに、ある役職に欠員が出た。これは、家康が大御所になって、駿府にいるころです。江

戸の将軍、秀忠が側近、後の老中。そのころは、まだ老中という役職はありませんが、後

に老中になるような側近を集めて、一つの役職が空いた後、誰にしようかと、いろいろ相

談していた。ところが、なかなか結論が出ない。そこに名前を出しました土井大炊頭利勝、

これが、側近のメンバーの一人だった。利勝が、「ここは一つ、駿府の大御所、家康さまの

意見を聞いて来ましょうか、私が行って来ますよ」ということで、利勝が使いになって、

駿府にやってきて、「今、かくかくしかじか、こういう役職に一つ空きが出たので、秀忠さ

まは、その後任を誰にしようか、いま、ちょっと悩んでおられます。どなたがいいでしょ

うか」ということで、家康に話をかけた。 
 そうしたら、家康が、一人の名前を挙げます。その挙げたときに、利勝は、正直と言え

ば正直なのですけれども、３行目です。「その者は」、今、家康さまが言われた、「その者は

常に臣が方に出入せざれば、人物の善悪聞え上難し」と言ってしまった。要するに、今、

殿が言われた者は、常に私のところには出入りしていませんので、その人物がいいか悪い

か、私はちょっと分かりません。正直と言えば正直ですが。それを聞いた家康は、かんか

んになって怒ります。家康は、普段、そんなに怒らない人です。と言っても、私も会った

ことがないので、あれなのですが。本当に、普段はそんなに怒らない人なのですが、この
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ときは、かんかんになって怒っています。 
 「御けしき損じ」というのは、まさに怒っている。「なべて」、総じてという意味ですが。

「諸旗本の善悪を知らぬといはゞわが非理なれ。いまとふ所の者は」、つまり、今、自分が

言った者は、「さのみ」、そんなに、「人にしられまじき程の身分の者にてもなし。さるをし

らずといふてすむ事か」ということです。 
 そんななかで、ずっといきまして、「よくよくかうがへて見よ」というのは、考えてみよ

ということ。「惣じて武辺の心懸ふかく志操あるものは、上役に追従せぬものぞ。されば重

役の許に出入りせざる者のうちに、かへりて真の人物はあるなれ」。要するに、おまえのと

ころばかりに、ごまをすって出入りするものばかりが人物ではないぞということを、きち

んと言っているというところは、やはり、家康のすごいところだと思います。 
 その後ろの方へ行きますと、「我常にいふ所の宝の中の宝といふは、人材にしくはなし」

という言い方をしています。要するに、人材こそが、我が宝。家臣こそ、我が宝である。

実は、この「家臣こそ我が宝」という気持ちになった、その気持ちをつくり出した原点は、

この浜松にあります。有名な、元亀 3 年、1572 年の三方ヶ原の戦いです。このとき、北西

の方角の浜松城に、家康は籠城するつもりでいた。それを、武田信玄が２万５千の大軍で

攻めてきたのです。家康自身は、浜松城に籠城するつもりでいた。ところが、信玄の方が

１枚も２枚も上手でして、三方ヶ原という。今、浜松では、三方原（みかたばら）と言っ

ているのですけれど。もう、だいぶ前です。10 年くらい前。今の市長でなくて、前の北脇

市長のときに、三方原は間違いだから、三方ヶ原と言い直してくれと言ったら、「は」と言

って、終わってしまったのですが。 
 その三方ヶ原で戦いがあって、そこで、８千人いた家臣の１割、800 人を失うのです。そ

の失い方も、半端ではない。家康の身代わりになって死んでいった武将が、たくさんいま

す。その一人、これは有名な人物ですが、夏目次郎左衛門吉信という人がいます。彼は、

本当は、浜松城で、もう高齢だったので留守を守っていた。ところが、今、三方ヶ原で家

康さまが負けて、逃げてくる最中だという話を聞いて、居ても立ってもいられずに、自分

の愛馬にまたがって迎えに行くのです。ちょうどすれ違う。自分の馬を下りて、家康をそ

れに乗っけて、浜松城に逃げ戻らせる。だから、家康は、それで命が助かった。その代わ

り、夏目次郎左衛門は、そこで馬を下りた途端に、武田軍がわっと寄ってたかって、殺さ

れてしまう。 
 ほかに、鈴木久三郎という名前が伝わっていますが、家康が持っていた采配を無理やり

奪って、「これ、私にください」。そこで踏みとどまって、采配を振りながら、「我こそ、家

康なり。首を取って手柄にせよ」みたいに叫んで。そこで、やはり、みんなが寄ってたか

って、首を取る。その間に、家康が 100 メートルでも 200 メートルでも逃げたという。そ

ういう、何人もの犠牲のうえに成り立った、この三方ヶ原の戦いですので。この後、家康

は、いわゆる神君御顰の像という言われ方をしますけれど、自分の惨めな負け姿を絵に残

して、それを小さな巻物にして、常に座右に置いた。自分が、浜松の三方ヶ原で、こんな
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みじめな戦いをしたんだなということで、少しでも自分が慢心しそうになったときに、そ

の絵を開いた。気を引き締め直したと言われていますので。これは、やはり、家康の人材

観だと思います。 
 さて、最後。終わりにというところに入りますが。私は、やはり、歴史に学ぶ補佐役の

役割と言ったときに、もちろん家康は天下統一の最後の覇者ですので、家康から、いろい

ろ学ぶべき点は多いわけですけれども。その最後に、もう一人だけ挙げておきたいのが、

有名な武田家臣のなかに、土屋惣蔵昌恒という武将がいまして。武田勝頼が織田軍によっ

て、最後、ぎりぎり追い詰められた。武田軍は、最盛期２万５千。この浜松城を攻めてき

たときは、２万５千ですから、それだけの大軍でした。ところが、最後の最後、勝頼が自

害するときには、わずか 50 人に減ってしまっていた。その 50 人に減っていたなかで、い

わゆる武田二十四将と呼ばれた重臣クラスは、一人しかいなかった。それが、土屋惣蔵昌

恒という武士。それが最後まで残って、勝頼が自害をして、それを見届けて介錯をして、

自分もそこで自害をしている。それを聞いた家康は、その土屋惣蔵昌恒には、子どもがい

るのではないか。捜し出せ。そのときの言葉、「忠臣の子は忠臣になる。ぜひ、仕えさせた

い。捜し出せ」と命令を出しているんです。それが、なかなか見つからなかった。 
 ところが、今、静岡市清水区になりました、旧興津。そこの有名なお寺で、清見寺。「清

い」という字に、「見る」という字と、「寺」という字で、清見寺というお寺があるのです

が。朝鮮通信使がよく泊まったお寺としても有名。そこに、たまたま。その前は、今、国

道１号、旧東海道が通っています。家康がそこを通りかかったときに、手紙を書く用事を

思い出して、住職に紙と硯を貸してくれ。それで、借りた。手紙を書き終わって、帰ると

きに、「ところで、先ほど、紙と硯を持ってきた小坊主、なかなか立ち居振る舞いがしっか

りしているな。あれは、誰か由緒ある人の子どもか」と尋ねて、それが実は、土屋惣蔵昌

恒の忘れ形見だ、子どもだ。ところが、住職は、もと武田の家臣の子どもをうちに抱えて

いるというのは、少しまずいかなと思って、最初のうちはお茶を濁して、名前を言わなか

った。 
 だけど、あまりにも家康が褒めるものですから、いや、実はということで、「土屋惣蔵昌

恒の忘れ形見でございます」と言ったら、これはやはり『徳川実紀』に載っています。「そ

いつは、忠臣の種だ。わしにくれ」と言っているのですね。それで、すぐそのまま、小坊

主を行列に加えて、江戸城に行ったときに、手を引いて、「途中で忠臣の種を拾ってきた。

これを大事に育てるように」ということで、秀忠に渡しています。 
 その子どもが元服のときに、秀忠から、「忠」という一字をもらって、土屋忠直。この土

屋忠直は、その後、千葉県の方の久留里だったか、そこで２万石の大名になります。本人

は、そこで終わってしまうのですが、今度はその子どもの土屋数直という人が、何と、何

と、老中になっています。だから、やはり、家康は人を見る目があるなというのは、あら

ためて感じていますが。そういった、人を見る目を肥やしていく。これも、私は補佐役と

しての重要な役割ではないかと思っております。 
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 せっかく、皆さん、この浜松に来られて、ちょうど今年、徳川家康 400 年祭ということ

で、家康にまつわる話と、私の専門とする戦国武将の話ということで、長時間ご清聴いた

だきました。どうもありがとうございました。 
（終了） 
01:13:17 
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