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生きる力をはぐくむ豊かな学校をめざして
～開かれた学校づくりの推進とたくましく生きる子どもの育成～

§平成鯉年匿全国公立学校教頭会研究大会】

開催期日／平成22年７月２Ｓ日(水)｡２９日(木)｡３０日（金）

第５２回全国公立学校教頭会研究大会

第44回北海道公立学校教頭会研究大会

雲全国公立学校教頭会北海道公立学校教頭会
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「生きる力をはぐくむ豊かな学校をめざして」
～開かれた学校づくりの推進とたくましく生きる子どもの育成～
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記念講演
三宝望

演題「北の大地でたくましく生きる動物たち」
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開催要頂

北海道旭川市

催
援

全国公立学校教頭会北海道公立学校教頭会（主袴旭川市小中学校教頭会）目目

後 文部科学省全国都道府県教育長協瀧会北海道旭川市北海道教育委員会

旭川市教育委員会北海道町村教育委員会連合会北海道都市教育委員会連絡協議会

北海道都市教育長会上川管内教育委員会連合会全国連合小学校長会

全日本中学校長会北海道小学校長会北海道中学校長会上川管内校長会

旭川市小学校長会旭川市中学校長会社団法人日本ＰＴＡ全国協議会

北海道ＰＴＡ連合会旭川市ＰＴＡ連合会全国へき地教育研究連盟

社 団 法 人 日 本 教育会北海道教育公務員弘済会（順不同）

１１１１－１１１

大会主題
｢生きる力をはぐくむ豊かな学校をめざして」
～開かれた学校づくりの推進とたくましく生きる子どもの育成～

期 日

開催地

日程

平成22年７月２８日（水）．２９日（木），３０日（金）

「開かれた学校づくりの推進とたくましく生きる子どもの育成」
～こころを通い合わせ人間力・教師力・学校力を高める～

コーディネーター臼井博氏（札幌学院大学教授）

シンポジスト三好仁司氏（文部科学省初等中等教育局視学官）

大平まゆみ氏（札幌交響楽団コンサートマスター）

藤井純一氏（北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長）

'鱒

全体シンポジウム

７月２８日（水）１６:30～１７:3０（大雪クリスタルホール）

７月２８１１（ﾉk）１８:30～２０:3０（旭川グランドホテル）

※分科会運営協識会

※教育懇談会

今
云 場 全体会：旭川大雪アリーナ

分科会：旭川市民文化会館道北経済センター旭川トーヨーホテル

旭川グランドホテル大雪クリスタルホールロワジールホテル旭川

旭川ターミナルホテル旭川北洋ビル

演題「北の大地でたくましく生きる動物たち」
識師旭山動物園前悶長小菅派夫氏

記念講演

旭川市立緑が丘中学校北海道旭川商業高等学校

旭川チカップニアイヌ民族文化保存会

吹奏楽部の演奏

アイヌ民族文化紹介

郷土文化紹介

７月２８日（水）

旭川大雪アリーナ

７月２９日（木）

各会場

７月３０日（金）

旭川大雪アリーナ

蚕

：郷土文化

受付開会行事紹介

受付

受付
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第３ 課題

第２課題

一 一一一一一一一一←→一・一-一・一・一一一一口~一一一一一一

………第１Ａ分科会●

｢学校を学習する組織へ」…………特別分科会Ｉ
～同僚性の構築と子どもの学びあい～

｢北の大地のこころ」…………･…･･特別分科会Ⅱ
～たくましく明日を拓く～

第１課題 ●
●
●
●
●

教育課程に関する課題…．……･………･……：
：

：

：

：｡.……第１Ｂ分科会

副校長・教頭の職務に関する課題……･………．…･第６分科会

第５課題

子どもの発達に関する課題…………………………第２分科会

第６課題

特別課題Ｉ

教育環境整備に関する課題．．………………………･第３分科会

特別課題Ⅱ

第 ４ 課題

組織・運営に関する課題……………………………第４分科会

教職員の専門‘性に関する課題･………･……………･第５分科会
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会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提言者

第
１
Ａ
分
科
会

第
１
Ｂ
分
科
会

教
育
課
程
に
関
す
る
課
題

学校改善に学校評価を生かす取り組み

～評価システムの構築と組織的な取り組みによって～

新学習指導要領移行期間における教育課程の改善・充実と
教頭のかかわり

～学校評価の結果を反映した移行期間の取組～

根室の特色を生かし、たくましく生きる子どもの育成を
目指すための教頭としての在り方

学校運営上の諸問題と教頭のかかわりについて

～小中連携教育から小中一貫教育をめざして～

地域に信頼される学校づくりを進めるための
学校評価のあり方について

～学校評価を確かな学力の向上に生かす教頭の役割～

創意工夫を生かした教育課程の編成・実施・評価・改善と

～学校評価のあり方と教頭のかかわり～

教頭のかかわり

岡山県

矢掛町立三谷小学校

蜂谷真治

北海道

苫小牧市立大成小学校

山形知憲

北海道

別海町立上西春別小学校

古 森 康 晴

高知県

いの町立吾北中学校
尾木文治郎

北海道

弟子屈町立川湯小学校
木村郁夫

北海道

斜里町立斜里小学校
山田覚

第
２
分
科
会

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
課
題

人権を大切にする取組を推進する教頭のかかわり
～学校・家庭・地域との連携を通して～

心豊かでたくましい小樽の子どもを育てる教育活動の推進

小・中の連携・接続を中心として開かれた学校づくりの推進
～中１ギャップに対応するための教頭としてのかかわり～

福岡県

豊前市立宇島小学校
末 光 利 光

北海道

小樽市立長橋小学校
加藤俊明

北海道

帯広市立西小学校
糊津実

第
３
分
科
会

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

｢自立」の力を養い，「共生」の心をはぐくむための

～コミュニケーション能力をはぐくむ

教育環境づくり

教育環境を目指して～

生きる力をはぐくむ家庭・PTA及び地域社会，
他校種との連携と教頭のかかわり

～他校種との連携を充実させる教頭のあり方は

どうあるべきか～

教育環境整備の改善・充実のための教頭のあり方

～家庭・地域社会との連携・協働を通して～

秋田県

秋田市立秋田北中学校
畜藤透

北海道

様似町立鵜苫小学校
橋本誠司

北海道

音更町立柳町小学校

森本聡
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会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提 言 者

第
４
分
科
会

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

地域とのつながりを生かした学校運営活性化の試み
～新潟市｢地域と学校パートナーシップ事業｣の取組から～

教職員の協働体制づくりにかかわる教頭の役割
～PDCAの評価サイクルを通して組織の活性化を図る～

連続した学びの環境の創造と教頭の在り方
～縦の接続と横の連携に教頭としてどうかかわり

組織を活性化させたか～

新潟県

新潟市立小針小学校

内山英紀

北海道

札幌市立清田南小学校

渡 逼 悟

北海道

三笠市立三笠中央中学校

菊 地 博 幸

第
５
分
科
会

教
職
員
の
専
門
性
に
関
す
る
課
題

ミドルリーダーの育成を核とした学校の活性化
～人材育成シートの有効的活用を通して～

教職員の専門性を高めるための教頭の関与の在り方
～学校課題の解決に向けた方策を探る～

信頼される豊かな学校をめざし

教職員の専門性をいかに高めるか
～教職員の資質の向上を図る手だてと

学校職員評価制度の活用のあり方について～

石川県

加賀市立勅使小学校

木戸ロ勲

北海道

函館市立中島小学校
畑中雅昭

北海道

北広島市立大曲中学校
多田貴典

第
６
分
科
会

副
校
長
・
教
頭
の

職
務
に
関
す
る
課
題

学校の危機管理における教頭の職務と役割について

～教職員や地域・家庭への教頭としてのかかわり方～

生きる力をはぐくむ信頼される学校をめざして

～特別支援教育の校内体制づくりと教頭のかかわり～

豊かな学校づくりをめざした確かな教育活動の推進
～学校改善の取組と『教頭力』～

滋賀県

愛荘町立愛知川東小学校
吉原義彦

北海道

釧路市立共栄中学校
本川敬一

北海道

黒松内町立黒松内小学校
丸岡哲也

特
別
分
科
会
Ｉ

特
別
課
題

テーマ学校を学習する組織へ～同僚性の構築と子どもの学びあい～
講師勝野正章氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）

稲葉義治氏（富士市立田子浦中学校長）
野中秀敏氏（富士市立富士川第二中学校長）

特
別
分
科
会
Ⅱ

特
別
課
題

テーマ「北の大地のこころ」～たくましく明日を拓く～

基調講演「思うは招く」～だったら，こうしてみたら～
講 師植 松努

ｺーディネーター阿部宏行
シンポジスト佐藤学

秋元正智

尾崎朋子

氏
氏
氏
氏
氏

(㈱植松電機専務取締役,カムイスペースワークス代表取締役）
(北海道教育大学岩見沢校芸術文化コース准教授）
(夕張市建設課農林建設グループ市営住宅担当主幹）
(㈱うろこ市代表取締役，北海道旭川方面公安委員会委員長）
(旭川市小中学校教頭会，旭川市立東厩栖中学校教頭）
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･提言音・役員一覧

分
科
会

課題 分科会会場
指 導助言者

全公教顧問 北海 道

提言者

全国 北 海 道 北海道

第
１
Ａ

教育課程に
関する課題

旭川市民

文化会館

中山雅文

旭川市立
桜岡中学校長

中津美明

北海道教育庁
学校教育局

穣務教育課主査

蜂谷真治
岡山県

矢掛町立
三谷小学校

山形知憲

苫小牧市立
大成小学校

古森康晴

別海町立
上西春別小学校

第
１
Ｂ

教育課程に

関する課題

道北経済
センター

三 浦雄一

秋田県
秋田市立

河辺中学校長

池田卓平

北海道立教育研究所
企画・研修部主杏

尾木文治郎

高知県
いの町立

吾北中学校

木 村 郁 夫

弟子屈町立
川湯小学校

山田 覚

斜里町立
斜里小学校

第
２

子どもの発達

に関する課題

ロワジール

ホテル旭川

浅沼 誠

岩手県
盛岡市立

手代森小学校長

波岸克泰

北海道教育庁
上川教育局

穏務教育指導班主査

末 光 利 光

福岡県
豊前市立

宇島小学校

加藤俊明

小樽市立
長橋小学校

糊 津 実

帯広市立
西小学校

第
３

教育環境整備

に関する課題

旭川

グランド

ホテル

今裕子

札幌市立
福住小学校長

早勢裕明

北海道教育庁
オホーツク教育局
溜務教育指導班主査

雷藤透

秋田県
秋田市立

秋田北中学校

橋 本 賊 司

様似町立
鵜苫小学校

森本聡

音更町立
柳町小学校

第
４

組織・運営に

関する課題

大雪
クリスタル

ホール

三浦雅明

旭川市立
青雲小学校長

日比生究

北海道教育庁
空知教育局

穏務教育指導頚中査

内山英紀

新潟県
新潟市立
小針小学校

渡過悟

札幌市立
清田南小学校

菊 地 博 幸

三笠市立
三笠中央中学校

第
５

教職員の専門

性に関する課

題

旭川

トーヨー

ホテル

本 間 均

札幌市立
厚別南中学校長

神守一志

北海道教育庁
石狩教育局

磯務教育指導班主査

木戸口勲

石川県

加賀市立
勅使小学校

畑中雅昭

函館市立
中島小学校

多田貴典

北広島市立
大曲中学校

第
６

副校長・教頭

の職務に関す

る課題

旭川市民

文化会館

熊谷美利

千葉県教育庁
東葛飾教育事務所

指導室長

藤田祐二

北海道教育庁
宗谷教育局

i踊り教育指導班主査

吉原義彦

滋賀県
愛荘町立

愛知川東小学校

本川敬一

釧路市立
共栄中学校

丸岡哲也

黒松内町立
黒松内小学校

特
別
Ｉ

特別課題

旭川

ターミナル

ホテル

テーマ「学校を学習する組織へ」
～同僚性の構築と子どもの学びあい～

講師勝野正章氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）

稲葉義治氏（富士市立田子浦中学校長）
野中秀敏氏（富士市立富士川第二中学校長）

特
別
Ⅱ

特別課題 旭川北洋ビル

テーマ「北の大地のこころ」～たくましく明日を拓く～

基調講演「思うは招く」～だったら，こうしてみたら～

講師植松努
ｺｰｨﾈｰﾀｰ阿部宏行

ｼﾝボジｽﾄ佐藤学

秋元正智

尾崎朋子

氏
氏
氏
氏
氏

(鮒松電機専務取締役,ｶﾑｲｽぺー ｽﾜー ｸｽ代衷取締役）
(北海道教育大学岩見沢校芸術文化コース准教授）

(夕損市建設課農林建設グループ市営住宅担当主幹）

(㈱うろこ市代表取締役,北海道旭川方面公安委員会委員長）

(旭川市小中学校教頭会,旭川市立東麗栖中学校教頭）
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分
科
会

司会者

北海道 北海道

記録者

北海道 北海道 北海道

運営委員

全公教 道公教 旭川

会場責任者

旭 川

第
１
Ａ

松井操人

苫小牧市立
樽前小学校

小関としみ

別海町立
西春別小学校

南 部 和 紀

南富良野町立
金山小学校

野村智明

南富良野町立
下金山小学校

三浦秀也

南富良野町立
落合小学校

武藤信一

茨城県
水戸市立
寿小学校

和田正教

札幌市立
元町中学校

佐崎裕

旭川市立
忠和中学校

森将人

旭川市立
知新小学校

第
１
Ｂ

富田和幸

弟子屈町立
弟子屈中学校

石塚洋司

遠軽町立
南小学校

成田光弘

中富良野町立
南中小学校

鈴木伸行

中富良野町立
西中小学校

松浦弘泰

中富良野町立
宇文小学校

西篠明宏

徳島県
徳島市立

助任小学校

土 田 英 之

札幌市立
もみじ台南中学佼

秦幸雄

旭川市立
神居東中学校

岩 田 秀敏

旭川市立
神楽中学校

第

２

荒木俊行

小樽市立
天神小学校

岸梅哲郎

帯広市立
柏小学校

金谷昭

_卜富良野町立
東中小学校

北 島信

上窒良野町立
上冨良野剛岸校

阿部敏幸
上室且野町立
江幌小学校

高橋清

群馬県
前橋市立

粕川中学校

神谷敦

札幌市立
東光小学校

森田宏

旭川市立
聖和小学校

原 田 康

旭川市立
旭川第二小学校

第

３

岩倉隆

浦河町立
荻伏小学校

山 川 修

上士榎町立
上士幌小学校

赤島吉昭

鷹栖町立
鷹栖小学校

松木聡

鷹栖町立
北野小学校

長谷川伸一

鷹栖町立
鷹栖中学校

山本浩之

神奈川県
横浜市立

朝比奈小学校

勝田真塩

札幌市立
稲積中学校

佐藤之憲

旭川市立
永山小学校

千田久美子

旭川市立
旭川第三小学校

第
４

松村聡

札幌市立
琴似中央小学校

粟井康裕

深川市立
一己小学校

鷹合勇

和寒町立
和寒小学校

安達啓一

和寒町立
和寒中学校

吉田孝則

剣淵町立
剣淵中学校

細 河 正 行

新潟県
新潟市立

小須戸小学校

佐々木優子

札幌市立
美香保小学校

荒木豊志

旭川市立
北鎮小学校

中川季賢

旭川市立
北都中学校

第
５

前 田 知 彦

函館市立
臼尻小学校

武田淳

千歳市立
北陽小学校

森野 憲 仁

士別市立
多寄小学校

中村欣也

士別市立
温根別小学校

荒川蕊弘
士別市立

糸魚小学校

橋本郁夫
高知県

南国市立
稲生小学校

梅村ゆみ子

札幌市立
八軒中学校

井上淳子

旭川市立
常盤中学校

三浦礼子

旭川市立
向陵小学校

第
６

小野三枝子

釧路市立
釧路小学校

蔽智樹

余市町立
東中学校

林雅裕

名寄市立
風連中央小学校

土 肥哲哉

名寄市立
風連中学校

蟹谷正宏

名寄市立
風連日進小学校

脅藤光裕
山梨県

南アルプス市立
芦 安 中 学 校

黒川 泰
風取県

倉吉市立
河北中学校

森長弘美

札幌市立
前田中学校

高野拓実

旭川市立
東明中学校

小野敦司

旭川市立
愛宕東小学校

特
別
Ｉ

古高誠志

旭川市立
陵雲小学校

菅原修

美深町立
美深小学校

倉 博之

仁
美深町立
宇布小中学校

野 宮 勉

美深町立
美深中学校

木村寛之

栃木県
宇都宮市立
瑞穂野南小学校

小野寺正

札幌市立
稲穂中学校

佐 藤 智 昭

旭川市立
西御料地小学校

丸山健二

旭川市立
東栄小学校

特
別
Ⅱ

高橋－寛

旭川市立
永山東小学校

堀 秀 樹

旭川市立
神居中学校

筒井 章 夫

旭川市立
千代田小学校

千葉憲史

旭川市立
春光台中学校

山川俊巳

旭川市立
愛宕中学校

杉山幹昌

静岡県
三島市立

佐野小学校

角野誠

札幌市立
美しが丘緑小学校

高橋－寛
旭川市立

永山東小学校

玉井一行

旭川市立
新富小学校



ロ Ａ実践２

学校

自己評価の
判断

学校改善に学校評価を生かす取り組み

～評価システムの構築と組織的な取り組みによって～

提言者岡山県小田郡小中学校教頭会矢掛町立三谷小学校蜂谷真治

１主題設定の理由

平成１９年に行われた学校教育法等の改正に

より，学校自己評価の実施・公表，評価結果の

設置者への報告が義務づけられた。さらに，学

校関係者評価についても，努力目標として職種

的な実施を呼び掛けるものとなっている。この

ことにより”学校は，学校改善を図りながら説

明責任を適切に果たすこと，学校・家庭・地域

の連携協力による学校づくりを進めることなど

を一層求められることとなった。

しかしながら，変化の激しい教育情勢の中

で，学校は直面する課題への対応に追われてい

るという現状である。

そこで，学校評価を取り入れることにより，

学校改善を進めることができ，多忙感の解消を

も図ることができればと考え，上のテーマを設

定した。

改善を効果的に進めようとした。

Ｈ２１年度学校評価の定着化と効率化を図ろ

うとした。

４研究の概要

(1)評価システム描築から学校改善に

①位渦付けの工夫

学校評価が学校経営の中で分かりやすく，

ＰＤＣＡサイクルを進める中で要所で機能す

るものとなるように位置付けを工夫している。

○教育課程の流れ

圏→函－１※“卜函→睡
○学校評価の流れ

函→畷→回→函→腰→歴
Ｐ ２ ０ Ｃ ＡＰ１

年度当初年度当初６月１０月１１月１２月１～２月

;議篭.灘灘
喜 化 架 団 作 り 成 髄 嘉 鰐 募 嘉 胃

評Ｏ学習
価

腎o生活習慣
の体力
ｉｎ

点Ｏ人間関係
化集団作り

準基

係
両
成

目
計
連

■
中
●

学
校
自
己
評
価
宙
の
作
成

一
学
期
か
ら
九
月
の
デ

ー
タ
を
中
心
に
学
校
自

己
評
価
を
行
う

２研究のねらい

学校評価が評価のための評価ではなく，学校

改善につながる評細価となるためには，要所で機

能して次につながるとともに，全教職員がかか

わりをもって学校改善を意識する評‘価でなけれ

ばならない。そのために，教頭としてどうかか

わるかを探る。

意識の把握

実践

教職員の意識調査

児童の意識調査

保護者の意識調盃

第１Ａ分iii斗会「教育課iii呈に関する課題」

10月に一斉に

意識調査を実施

して把握する。

②データ収集と評価の工夫

既存のデータの活用で効率的に評価する内

容について，既存データの活用で把握できる

ものと，調査が必要なものとに振り分けなが

ら実施することにより評価の効率化を図って

いる。可
用 ３研究の経過

試行と話合いの中で問題点が明確になり，重

点とするものが少しずつ変わってきた。大まか

には次の通りである。

Ｈ１８年度網羅的な評価項目による学校評.価

の雛型づくりを行った。

Ｈ１９年度学校評価の実践化と評価項目重点

化への気付きがあった。

Ｈ２０年度評価の重点化と組織化により学校

既存のデータをもとに，学習や生活習俄等の実態について把握する。

取り組みのデータ

評価のための実態調査

７～１０月の

期間に
実態の把握

|L__』
両朋愈 ／

／
、



③ＰＤＣＡサイクルから次のＰＤＣＡサイクル

につなぐために

・学校経営計画書案の作成

教職員の代表による検討委員会で学校経営

計画書案を作り，校長に具申している。これ

により，学校経営計画書に教職員の意見が反

映できやすくなり，教職員のやる気が高めら

れ，学校改善につながりやすくなると考えて

いる。

・学校評価を教育課程編成に生かす

知育・徳育・体育の部会ごとに，学校評価

の結果・改善策をふまえて，各教科等の時数

や各行事の時数をどう配当していくかなどを

検討し，教育課程編成のもとになる資料を作

成している。

その後，教育課程編成委員会を開いて提出

された資料をもとに教育課程原案を作成して

いる。

将来的には，学校評価を教育課程編成に生

かす取り組みがそのまま学校経営計画書案作

成になっていくことが，理想の姿であると思

われる。

(2)全員参画の組織的な取り組みから学校改善

に

①校内組織の活用で全員参画意識を

知育・徳育・体育の３部会を編成して様々

な教育活動の企画･運営を行っている。「全員

参加の学校運営と同じように，全員参加で学

校評価・改善を図る」という考えから，既存

の校内組織を活用し，評価にあたることとし

た。

②主体性の尊重と共通理解が有効に働くため

に

・評価書作成段階において

部会のリーダーを中心に評価項目や達成基

準についての話合いを進めたり，各部会の案

をそのまま評価項目等に採用したりするな

ど，教職員の主体性と工夫を生かすようにし

ている。なおその際，目標達成に向けての取

り組みや達成基準の作成とともに，計画の段

階で，「いつ・誰が．どこで・何を．どうす

るか」「評価・公表をどうするか」まで考え

ておくようにしている。

共通理解を図るために，評価書作成委員会

で案のすり合わせを行い，さらに職員会議等

で理解を深めた上で，完成としている。

・実践途中の振り返りにおいて

夏季休業中に各部会で１学期の評価を行っ

て成果と課題を確認し，達成できているか否

かを見極め，継続・修正の行動につなげるよ

うにしている。

その際，予め全員で「学校力アップ実践計

画表」を作成しておき，振り返りと見直しの

指標としている。

・公表段階において

学校関係者評価委員会には，校長・教頭だ

けでなく，多くの教職員が出席し説明してい

る。その際，視聴覚機器等で資料を提示しな

がら，担当分野について計画・実践の過程・

成果等を説明するようにしている。

また，公表会の提示物，保護者・地域への

配布物，ＨＰについても，担当の教職員が作

成にかかわるようにしている。

教頭として，部会の編成やスケジュール調

整など，教職員全員がかかわることのできる

組織と場を作っていくこと，さらに取り組み

の進捗状況を把握し必要に応じて適切な支援

を行っていくことが重要である。

５今後の課題

重点目標に照らし合わせて評価の重点化，効

率化を進めている。負担軽減を図るためにも，

有効な評価になっているかどうか，次にいきる

評価になっているかを今後検討していく必要が

ある。

６協議の柱

学校改善に向けて評価システムが機能するた

めに，教頭としてどうかかわればよいか。

全員参加による組織的な評価の取り組みにな

るために，教頭としてどうかかわればよいか。
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第｜Ａ分iii斗会「教育課iii呈に関する課題」
Ｉ

新学習指導要領移行期間における教育課程の改善。充実と教頭のかかわり
～学校評価の結果を反映した移行期間の取組～

提言者北海道胆振管内教頭会苫小牧市立大成小学校山形知憲

１主題設定の理由

新しい時代に求められる教育の理念や目的を

明確にした教育基本法の下，教育三法が改正さ

れ，小・中学校の新しい学習指導要領が公示さ

れた。また，道教委からは「北海道教育ビジョ

ン」や「学校改善支援プラン｣，胆振教育局から

は教育推進の指標「自らの可能性を求め，心豊

かにたくましく生きる人間の育成」など教育現

場が取り組まなければならない方向性が示され

た。これらを受け，学校では，教育課程や指導

方法等を不断に見直すこと，教職員の協側運営

の意識を育て，効果的な教育活動を充実させる

カリキュラム・マネジメントの確立を図ること

が求められている。

こうした背景を踏まえ，本市教頭会では「教

職員の協働運営の意識を育てること｣｢学校評価

の結果を学校改善に生かす教頭のかかわり」を

今後の課題として確認した。そして，これらの

課題を平成２０年度から「教育課程に関する課

題」として捉え，新学習指導要領に基づく教育

課程の編成・実施に向け，その趣旨の理解と移

行措置の対応を見据え，学習指導要領改訂を学

校として組織的に受け止め具現化を図っていく

上で教頭としてどうかかわっていくかを明らか

にするために本研究主題を設定した。

②学校評価を生かしたマネジメントサイクル

に基づく教育課程の改善・充実について

(2)２年次（平成２１年度）～実践の集約，今後

の課題の明確化～

①新学習指導要領移行期間１年目における具

体的な取組と今後の課題について

②教育課程の改善・充実に結び付く学校評価

の改善状況と今後の課題について

(3)３年次（平成２２年度）～実践のまとめと次

期研究への方向付･け～

４研究の概要

本市には３８校の小中学校があり，教頭会と

して標記のテーマに基づき，実態調査を行った

り具体的取組状況の情報交換を行ったりするな

どして継続的に研究に取り組んできた。

(1)新学習指導要領の実施に伴う，趣旨の理解

や移行措憶への対応などについての実態調査

を行った結果，以下のことが明らかになった。

・アンケートの実態調査を通して，新学習指導

要領の完全実施に向け，本市各小中学校にお

ﾄ【０

学習指導要領に基づく教育課程の編成。実施に向けた課題
【小学校】【中学校】
ア教職員への趣旨の理解ア教職員への趣旨の理解
イ保護者への趣旨と内容の説明イ保護者への趣旨と内容の説明
ウ総授業時数の増加（授業時数ウ総授業時数の増加（授業時数
確保）確保）

ェ外国語活動の実施エ選択教科の時数がなくなること
オ総合的な学習の時間の時数減オ篭合的な学習の時間の時数減
力言語活励の充実力教員の受持時数の配分
キその他キ言語活動の充実

クその他

２研究のねらい

学校評価を生かした教育課程編成のマネジメ

ントサイクル（PＤＣＡ）を踏まえ，新学習指導

要領に基づく教育課程の編成・実施に向け，そ

の趣旨の理解と移行措置への対応の在り方と教

頭のかかわりを研究していくことで，生きる力

をはぐくむ教育課程を改善．充実させるための

具体的な取組と教頭のかかわり方を明らかにし

ていく。
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|新学習指導要領に基づく教育課程の編成･実施に向けた20年度の取組内容
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釦
和
加
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１

~隣

教育課程検肘委員会等の機能化

校内研修の研修内容に位睡付け
外国語活動の施行(小学校のみ）
学習指導要領改訂に関する図香
の鯛入

学習指導要領改訂に関する教職
員への資料提供(移行措置を含
む）
その他 イワ二詔刀

３研究の経過

(1)１年次（平成２０年度）～実態把握～

①新学習指導要領に基づく教育課程の編成・

実施に向けた移行措置への対応等について

ア
ク
イ
ウ
〆
工
‐
オ



評価結果を過去のデータと比較し示してい
る

改善計亘作成のための具体的な資料提供を
している

改善内容を整理し具体的に提示している
改善票作成者(担当者)を雑にしている
改善案作成者(担当者)と個別に協溌するよ
うにしている
贈計画作成等の期限倣守を徹底している
その他

を開催し，校内における指導計画の作成に取

り組んできた。小学校では週時数の増加に対

応する日課表の改正や外国語活動の試行計

画・実施について重点的な協議が行われた。

中学校では選択教科や総合的な学習の時間に

ついて，平成２４年度までを見据えた移行計

画が練られた。

．より多くの授業時数確保と児童生徒の放課後

活動や諸会議に充てる時間の捻出のための日

課表の工夫や年間指導計画の見直し，更に効

率的な校務運営のための組織作り等について

が，今後の課題となっている。

(3)これまでの実態調査や各校での実践の情報

交換を踏まえ，３年次に行う新しい教育課程

の具体的な実践例を交流し合い，確実に新学

習指導要領の移行措置を行っていく。

．望ましい教育課程実施に向けた効率的な年問

行事計画作成のための具体例を提示する。

､学校評価結果と改善の指針を学校関係者評価

委員会に公表し，その結果に対する意見を逆

に校内組織にフィードバックして次年度の教

育活動改善に資するための具体例を提示する。
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保瞳着学校評溌員児童・生徒地域住民その他

教育課程の改善に生かされた学校評価の項目について

ノ

、
即
印
加
釦
、

１

熱鵬鼠馳鮒詔
学 校 行 竃 授 雲 改 善阜涯量｡?腿ｇ姥廃砺甜日課表挙習環境その他

各学校では，新学習指導要領に関する研修会

｢学校評価を生かす教頭としてのかかわり」アンケート

６協議の柱

教頭が中心となって，学校評価の結果を教育

活動の充実などの具体的な改善にいかにつなげ

ていくか。また，新学習指導要領の完全実施に

向け，児童生徒の学習活動を保障する教育課程

編成のため，教頭はいかにコーディネーターと

しての役割を担っていくか。

(T:紋･ゲ到凝検付夜(l灸搾の､虻.らヒザ
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いて課題と捉えている内容やその改善に向け

た取組の実施状況について把握することがで

きた。

･マネジメントサイクルに基づく学校評･価の結

果が教育課程の改善や開かれた学校づくりの

推進に効果的に反映されてきていることが明

らかになった。

･年間を見通したマネジメントサイクルの各段

階における具体的な教頭の役割を明確にして

いくことが必要である。

(2)２年次に行った新学習指導要領移行期間１

年目における教育課程編成の取組状況の実態

調査では下記のような結果となった。

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１

マネジメントサイクルに基づく教育課程の改善｡充実についての実態調査
教育課程の改善に生かされた学校評価の評価者について

瓢.と砦 １挺

前'1||前|iii伽
アイウエオカキ

５今後の課題

小学校では，授業時数の増加には対応できて

いるが，学校改善プランに基づいた基礎学力の

定着に対応する時間の捻出に苦慮している。ま

た，多くの小・中学校で，児童・生徒会活動や

職員会議等の時間確保が大きな課題となってい

る。また，教育課程の改善に伴う通知表の様式

見直し（小学校における外国語活動の評価記述

棚，中学校における各教科･の評価項目）も各学

校で工夫改善が行われており，今後も引き続き

検討される。

更に，現在の学校評価をいかに発展・充実さ

せていくかも今後の課題となっている。特に，

｢学校関係者評価の充実」「子どもによる授業評

価の実施」「第三者評価の導入」を含め，「教頭

を中心として次のプラン段階までに改善点を具

‘体化することができる評価システムの構築」が

大きな課題となる。

５
０
５
０
５
Ｃ
５
０

３
３
２
２
１
１

保
護
者
の
説
明

地
域
人
材
の
活
用

通
知
表
の
改
善

校
務
組
織
の
兄
直

時
数
確
保
の
工
夫

外
国
語
活
動
研
修

学
習
会
の
実
施

検
討
委
の
立
上
げ

回H21に実施
した学校

画隙題のあっ
た学校

敦頭としての具体的なかかわり

一
隅
鯵
闇
脳
。
１
１
国

f上

』
｜
菌

可専叔ＴＺ
ＤＢＲ

I毒,．

苓貿ZZ環W琵翻元F1雲+都

可

■
■

Ⅲ
… ；

一
一
一
“

｜
‐
Ｉ 百

四
回

－
１
喫
麗
鰯
鰯
掴
閣
鯛
哩

詞
■
■
■

■
■
■
■

画
面
■
■

型
咽
、
画
面
柾
蝉
ｕ
Ｊ
４
Ｕ 【



第｜Ａ分iii斗会「教育課iii呈に閏する課題」
』

根室の特色を生かし，たくましく生きる子どもの育成を
目指すための教頭としての在り方

提言者北海道根室管内公立小中学校教頭会別海町立上西春別小学校古森康晴

１主題設定の理由

教育改革が具体的かつ着実に推進される中，

各学校においては，知・徳・体の調和のとれた

子どもの育成を重視しつつ，家庭や地域社会と

の連携の下，創意工夫を生かした教育課程を編

成し，質の高い教育活動を展開することが求め

られている。

また，地域の教育資源を積極的に活用し，特

色ある教育課程の編成・実施とともに，家庭や

地域の声に耳を傾け，「開かれた学校づくり」を

一層推進していくことが重要である。

そのため，子どもたちに「生きる力」をはぐ

くみながら，精神的にも物質的にも「豊かな学

校づくり」を推進することが，学校運営を担う

教頭の最大の責務である。

そこで，本教頭会では，これまでの研究を土

台としながら，組.織マネジメントやPＤＣＡサイ

クルによる組織運営により人間性や社会性の調

和がとれ，困難を克服できる「たくましく生き

る子ども」の育成に取り組み，子ども一人一人

が生き生きと活動できる学校を創造するため，

教頭としてのかかわり方を探ることを目的に本

主題を設定した。

２研究のねらい

本研究において「教頭がリーダーシップを発

揮し，根室管内の特色を生かした魅力ある教育

課程のカリキュラムマネジメントを行うことに

よって，児童生徒の『たくましく生きる力』を

はぐくみ，『豊かな人間性』を育て，『豊かな学

校づくり』を推進することができる」という仮

説をたて，コーディネーターとしての教頭の在

り方を明らかにすることをねらいとして研究を

進める。

３研究の経過

年度

研究主題

研究内容

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ ２ ２

生きる力をはぐくむ豊かな学校を目指
して

教育課程に
関わる事･例

収集

教育課程に

関わる課題
の改善状況

の掌握

教育課程に

関わる課題
の改善状況
の評価

４研究の概要

本教頭会では，３か年の研究計画を立案し，

研究仮説に基づいた主題にせまる次の３つの視

点を設定して，研究を行っている。

毎年，６月には会員全員が作成した視点の項

目に基づいたレポートを持ち寄り，６つの分科

会に分かれて発表・協議を行い，研究の成果と

課題を交流している。

視点１
学びの連続を重視した確かな学力をIま

ぐくむカリキュラムマネジメント

視点２
豊かな感性・壁かな心をはぐくむ特色

ある教育活動

視点３
地域の学校運営への積極的参画を図る

組織マネジメント

研究経過については，３か年研究の初年度で

ある平成２０年度は，教育課程に関わる事例収

集を通して，管内的な課題を把握するととも

に，「たくましく生きる子ども」に対する共通理

解と目指す児童生徒･像の明確化，さらには，豊

かな学校づくりに携わる教頭の役割について研

究を行った。

また，継続研究の２年次となる平成２１年度

は，管内的課題の改善推進状況の掌握・整理を

通して「たくましく生きる子ども」をはぐくむ

豊かな学校づくりと教頭のかかわりについて追

究した。



ア保護者への説明責任の在り方
イ学校評議員制度の活用
ウ教職員・地域の共通理解の在り方

の乗客へメッセージを添えたすずらんの花束

を渡す「すずらん贈り」や地域の障がい者施

設との交流を通して，相手を思いやる気持ち

をはぐくみ，助け合い．支え合って生きてい

く態度の育成に取り組んでいる。

②学校課題を踏まえた生徒指導の実施

Ｄ中学校では，学校評価で前年度よりポイ

ントが低かった項目について具体策を講じ，

結果を分析し成果と課題を公表するなど情報

発信に努め，家庭や地域との連携を図りなが

ら生徒指導の充実に取り組んでいる。

(1)研究の視点１

学びの連続性を重視した確かな学力をはぐく

むカリキュラムマネジメントの工夫・改善と教

頭のかかわりについては，６つのテーマを設け

て研究に取り組んでいる。

５今後の課題

教頭は，教育課程の調整役として学力の定着

を検証する方法を探るとともに，学校評価を踏

まえた具体策が継続されるよう，教職員に働き

掛ける必要がある。

幼小中高一貫教育を踏まえた教育課程
特別支援教育を位置付けた教育課程
基礎学力の定着を図る指導方法の工夫
個に応じた指導の工夫

ＴＴや少人数指導の実施の工夫
児童堆徒の評価の在り方

ア
イ
ウ
エ
オ
カ

(3)研究の視点３

地域の学校運営への積極的参画を図る組織マ

ネジメントの工夫・改善と教頭のかかわりにつ

いては，３つのテーマを設けて研究に取り組ん

でいる。

(2)研究の視点２

豊かな感性・豊かな心をはぐくむ特色ある教

育活動の工夫・改善と教頭のかかわりについて

は,６つのテーマを設けて研究に取り組んでいる。

①小中一貫教育を踏まえた教育課程の編成

Ａ小中学校では，９年間を見通し，基礎・

基本の定着を図る系統的な北方領土学習に取

り組み，効果的に北方領土に関わる知識や今

後の領土返還に関わる思考力，判断力，表現

力，さらには学び続ける意欲などを身に付け

させている。

②基礎学力の定着を図る指導方法の工夫

Ｂ小学校では，基礎的・基本的な知識・技

能を習得させ，これらを活用して課題を解決

するために必要な思考力，判断力，表現力等

の能力の育成を目指し，学校評価の課題を踏

まえた学びの環境の整備・教育課程の改善・

指導方法の工夫に取り組んでいる。

そして，まとめの３年次となる本年度は，３

つの視点の研究を通して教頭の力量を高め，児

童生徒や保護者，地域住民の期待に応える魅力

ある学校づくりに努めるために，管内的課題の

改善状況の整理・評価を行っている。

①保護者への説明責任の在り方

Ｅ中学校では，学校評価の位置付けや評価

方法を整理し，学校評価を通した保護者への

説明責任の在り方を改善し，順位法による内

部評価を行い，保護者・生徒のアンケート結

果の考察と合わせて保護者へ説明している。

②教職員・地域の共通理解の在り方

Ｆ小学校では，学校と家庭との意思疎通や

保護者の学校に対する意識の温度差の改善を

図るために，学校評価の項目の工夫や課題解

決のための設計図の作成に取り組んでいる。

①地域の特色を生かした教育活動の実施

Ｃ中学校では，特色ある教育活動としてJＲ

６協議の柱

学校において創意工夫を生かした特色ある教

育活動が展開できるような適切な教育課程を工

夫・改善するために，教頭としてどのようにか

かわればよいか。

地域の特色を生かした教育活動の実施
特色ある学校づくりを目指した教育課
程の実施
地域人材・施設の活用
ＰＴＡの協力を得た教育活動の実施

学校課題を踏まえた道徳教育の実施
学校課題を踏まえた生徒指導の実施

ア
イ

ウ
エ
オ
カ



第１Ａ分科会

研 究

提言１学校改善に学校評価を生かす取り

組み～評価システムの構築と組織的な

取り組みによって～

岡山県矢掛町立三谷小蜂谷真治

協議の柱

学校改善につながる学校評価システムの構

築に教頭としてどのようにかかわるか。

１質疑応答

○中川小学校の取組で年度当初に「評価項

目の重点化」「評価書作成」とあるが，具

体的にどのように行っているのか。

・知育・徳育・体育の３部会を編制して評

価項目を精選し作成している。それを受け

て，評価書を作成している。

・各学校のホームページでも公表している

ので参照してほしい。

○学校評価の取組が学校改善にどのように

結び付いたか。具体例を示してほしい。

・評価項目が網羅的で項目数が多かった。

評価項目を少なくできないかどうかを検討

した。

２０年１月に学校評価ガイドラインの改定

があり，評価項目を焦点化して進めようと

いうことになった。重点目標に照らし合わ

せて評価を重点化，効率化を図ることがで

きた。

．それまでは教頭がほぼ一人でやっていた

が，全教職員が関わるようになった。

・学校評価の取組は１１～１２月に，教育

課程編成の取組は１～２月に集中的に行っ

ていたが，内容的に重なるものも多かった。

それを一本化できたことによって，多忙感

が解消され，教職員の所属感や参画意識が

高まった。

○学校評価が学校改善につながったという

発言があったが，具体的に子どもたちの姿

で紹介をしていただきたい。

・子どもたちにとっても，教職員が多忙感

協議

が解消され，元気になったということが何

よりよいことかと思った。多忙感が解消さ

れることは，子どもたちにとってもプラス

効果があったと思われる。

・児童アンケート，保護者アンケート，教

職員アンケートの結果を児童・保護者に返

すことにより，信頼関係が深まった。

・ホームページでも評価結果を公表してい

るので参照願いたい。

２グループ協議

協議報告①

評価項目の整理について，網羅的な項目で

はなく焦点化することが学校改善につながる。

評価項目の中に，子どもの変容を見取る項目

を設定するとよい。

なかなか提言のようにうまくはいかないが，

分析の部分を先生方に委ねることが職員の参

画意識の向上につながり，重要と考える。

学校評価がなかなか学校改善につながって

いかない現実があるが，最後には学校改善に

つながっている提言の内容が素晴らしかった。

東京都狛江市では，市から学校評価の項目

が示されていて，大変効率的に学校評価を進

めることができる。

協議報告②

・評価委員会を設置し，学校の実態に合わ

せて項目を設定している。

・評価項目によって自己評価の評価基準を

変えている。

・全教職員を知・徳・体のグループに分け

て学校評価に取り組んでいる。

・教頭がコーディネーターをやっている。

・学校評価の取組によって，視聴覚機器の

充実，学校支援員の配置等がなされた。

・年度末の学校関係者評価の会議で，子ど

もたちの成長した点を委員に直接説明す

る機会を設けていて，効果的である。

・全市共通のシートを作成して学校評価に



取り組んでいる。

等々の報告がなされた。

協議報告③

教職員が評価に深く関わっている。素晴ら

しい実践だと思う。

どこに重点をおけばよいのか分からないの

で，知徳体の柱をもとに評価項目を焦点化す

ることはよい。学校教育ビジョンをそのまま

評価項目にすることも可能であろう。

保護者アンケートに書かれる批判的な内容

を，全体的な意見なのか一部の人たちの意見

なのかを見極めることが重要である。よいこ

とを書いてくれる人もいるが，そうでない人

もいる。それらの情報を整理し見極めて教職

員に上手に伝えることが教頭の大切な仕事で

ある。

市教委から評価項目が出ているところがあ

るが，ややもすると教職員の経営参画意識が

低くなることがある。教職員の経営参画意識

を高めるためにも，学校評価委員会を設置す

るなどシステムを作る取組を教頭として行う

ことが重要である。

３提言１における指導助言

助言①（中浬美明氏）

学校評価の重点化，学校経営との関連，１

年間の流れを見通したサイクル，役割や場を

見通した取組，公表を見通した取組，教育行

政の支援の在り方等々，現在学校に求められ

ているキーワードの全てが含まれていた。

教頭が学校評価の目的を確認しながら取り

組んでいる学校はよい学校である。目的につ

いては「学校評価ガイドライン」にも３点示

されている。これらの目的を適時確認しなが

ら，教職員にも意識させながら，教頭がぶれ

ずに学校評価の取組を推進していく。

学校評価を通じて校長の経営方針を浸透さ

せていくことが重要である。提言の中にあっ

た「指導方針の共有」ということが大切にな

ってくる。また，学習指導要領のポイントを

学校評価の中に入れることによって，保護者

にも理解を求めることができる。

助言②（中山雅文氏）

学校評価は，ややもすると「やらされてい

る感」「よくわからない」「憂うつ」……と

いう意識で行われることが多いが，自ら進ん

で見通しを持って学校改善につなげようとい

うこの提言の取組を聞き，大変心強く思った。

学校の教育目標は，どこがゴールか分から

ないものが多い。「このあたりまで達成した

らいいだろう」というゴールがないとダメで

あろう。３～５年スパンで「ここまでは」と

いうゴール（見通し）が必要。少なくても，

「今年一年はこれについてはがんばろう」と

いう重点化する項目を決め，評価指標・取組

指標を決める。「子どもがこうなれば私たち

の取組はよかったと考える」ということを校

長が職員に示す。「これだけはがんばろう」

ということが，校長の経営方針である。

教職員に「この目標を達成させるためには

どうするか」と考えさせる。そのためには，

組織やシステムが必要である。システムとは，

「多くの先生方が関わる」システムである。

学校職員評価制度（人事考課制度）とマニ

フェスト（学校経営方針）とを一致させる。

学校評価は，受け身の姿勢だと「やらされ

ている感」が強くなるが，「自ら進んで」

「見通しを持ちながら」取り組むことを教頭

が先頭に立って提示できるとよい。

また，評価結果が見通せるものでなければ，

評価項目として揚げることに疑問を感じる。

校長･教頭が一体となりながら，職員の参画

意識を高めて取り組んでほしい。

多忙感は，目的が分からない，見通しが持

てない，成果が見えないなどが遠因である。

逆に，目的が分かり，見通しが持て，成果が

見えると充実感につながっていく。

グループ協議が，一生懸命に行われていて

とてもよかった。明るく，たくましい教頭像

が望ましいので，みなさんには，これからも

がんばっていただきたい。



第１Ａ分科会

研究

提言２新学習指導要領移行期間における

教育課程の改善・充実と教頭のかかわり

～学校評価の結果を反映した移行期間の

取組～

北海道苫小牧市立大成小山形知憲

協議の柱

学校評価の結果を教育課程の改善･充実に向

けてどのように具体化していけばよいか。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

学校評価の結果を教育課程の改善・充実に

生かすためには，各校が学校・子ども・地域

の実情を踏まえて学校課題を明確にすること

が重要である。

学校評価の実施にあたっては，経営方針に

基づき改善点を明らかにすること，改善策の

立案を各分掌等を活用して行い，教職員の参

画意識を高めること，短いスパンでPDCAサ

イクルを機能させること等が大切である。

学力向上の視点をもって評価活動を行い，

教育活動の具体的な改善を通して，子どもの

変容を促すように推進していく必要がある。

協議報告②

教育課程の改善・充実を図るには，まず，

学校としてどのような子どもを育てたいのか

「めざす子どもの姿」を明らかにして取り組

むことが重要であり，その役割を担うのは教

頭である。

学校評価の結果を学校改善に生かしていく

ためには，教職員が学校評価の意義を理解し

協議

評価結果を教育活動の充実などの具体的な改

善につなげていくことが大切である。そのた

めには，職員構成に応じて校内組織を見直し

たり，ミドルリーダーを育成したりするなど，

教職員のモチベーションを高める工夫が必要

である。

学力向上を図るための各校の実践として，

週時数の増加に対応する日課表の見直し，朝

読書活動の継続，職員朝会・職員会議のもち

方の工夫（回数を減らす）による子どもと向

き合う時間の確保，夏季休業の活用等の取組

がなされている。

グループ協議では，保護者アンケートにお

けるクレームへの対処の仕方，外国語活動の

取組等の各校の状況も交流した。

協議報告③

学校評価において教頭はリーダーシップを

どのように発揮すべきかということについて

協議した。教務主任が中心となって，学校評

価を行っている学校もある。調査物等の報告

書作成を，教頭が行うのではなく，各分掌に

振り分け，担当教諭が行っている学校もある。

学校・地域によって，その取組の在り方は異

なる。学校規模・職員構成等を踏まえて，全

員参加の組織的な運営がなされるよう，学校

の実情に応じた取組を行うことが大切である。

学校評価や教育課程の管理の取組には，各

校とも学期ごと行うなど，１年間に複数回行

っている。

特別委員会を組織するなどして，学校全体

で学校改善にあたることが重要である。教職

員で分担して保護者アンケートの結果分析を

行う，各分掌で改善方策を立案する等の取組

によって，教職員の参画意識を高めることが

できる。



評価結果を教育課程の改善・充実に生かす

ためには，不十分なところを改めるだけでな

く，取組のよさをとらえ，さらに高めていく

という視点も大切である。

３提言２における指導助言

助言①（中濯美明氏）

北海道胆振管内教頭会では，実態調査を行

い豊富なデータに基づくきめ細かな分析と実

践がなされている。この提言は，これからの

共同研究の在り方を示唆している。

学校評価の取組では，保護者アンケート，

授業評価等の集約結果や評価結果に基づき，

具体的に「目に見える改善」を行うことが重

要である。自分の取り組んだことが何らかの

形で生かされているという思いが，主体者意

識を高めることになる。例えば，子どもの授

業評価において「授業中，発言する場があり

ますか」という項目の評価が低かった場合，

このアンケート結果を生かし，指導改善を図

ることで，子どもの変容を生み出すことがで

きる。地域・保護者アンケートについても同

様のことが言える。

教育課程の編成・充実においては，実践の

ための場や時間といった「条件」整備ばかり

でなく，新学習指導要領に基づく「内容」と

なるようコーディネートすることが重要であ

る。教育課程の「内容」の充実を図るために，

次の点に留意する必要がある。

○「生きる力」の理念の継承

「生きる力」をはぐくむという理念を実

現させるため，その具体的な手立てを確立

するという観点から学習指導要領が改訂さ

れた。公教育としてやるべきことを行って

いるかを点検する。

○教育内容に関する改善事項

言語活動の充実，理数教育の充実，伝統

や文化に関する教育の充実，道徳教育の充

実等の改善事項が，自校の教育課程にどの

ように位置付いているかをチェックする。

○言語活動の充実

思考力・判断力・表現力を育成するため

に，各教科において記録，説明，要約，論

述といった学習活動を取り入れることが求

められている。この点が，自校の教育課程

にどのように反映されているかをチェック

する。

言語活動は「手段」であり，これ自体が

目的ではない。思考力等を育てることが目

的である。

助言②（中山雅文氏）

ＰDCAのサイクルにおいて，Ｐ（プラン）は

教育課程の編成，教育計画の作成であり，ｃ

（チェック）は学校評価である。このマネジ

メントサイクルにおいて，学校評価が，積極

的な学校改善につながるようにすることが重

要である。

中間評価にあっては，反省だけでなく，学

校改善につながる評価活動を行うことが大切

である。改善できるものは明日からでも取り

組む。

すぐに実行できるもの，次年度から取り組

むもの，長期的な見通しをもって取り組むも

の等’その見極めにあたって教頭の果たす役

割は大きい。教頭は，日頃より学校や家庭・

地域の実‘情について情報を収集する。そして，

校長・教頭それぞれの情報をすり合わせて，

改善の方向を打ち出していくこと，次年度の

経営方針をつくっていくことが大切である。

学校評価の結果を設置者（教育委員会）に

報告する際には，学校の取組のよさ・適切さ

が見えるようにする。学校関係者評価の結果

もあわせて提出し，学校改善にあたっての設

置者への要望等も含めて行い，物的・人的な

改善につながるようにする。



第１Ａ分科会

研究

提言３根室の特色を生かし、たくましく

生きる子どもの育成を目指すための教頭

としての在り方

北海道別海町立上西春別小古森康晴

協議の柱

地域や学校の特色を生かした教育課程を編

成･推進するために，教頭としてどのようにか

かわるか。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

輪中での水の学習や武蔵野台地の観察など，

学校周辺地域の特性を生かした学習について

の報告があった。

身近なことに興味関心をもたせることによ

って，児童の意欲が高まることは言うまでも

ない。

学習活動を進めるにあたり，校長のリーダ

ーシップのもと，様々なファクターを一つに

まとめる必要がある。予算を適切に配分する，

人材を発掘する，トップダウンとボトムアッ

プの両面を機能させる，さらには，教職員の

ベクトルをそろえ組織として動かすコーディ

ネート役が教頭としての重要な役割である。

やるからには，単年度の「花火」ではなく，

継続することの大切さを再確認した。

協議報告②

本グループは小規模校の教頭が多かった。

学校の特色を生かした実践をそれぞれ交流し

た。

小規模校だから動き易いという長所がある

協 議

が，限られた人材と予算で運営しなければな

らない面もある。教頭は単なるパイプ役・ア

ンテナを伸ばすだけではなく，外部との連携

を深めて自ら見つけ出し，つなげ，情報収集

のための視野を広げていくことが大切である。

また，小中連携にかかわっては，小中一貫

を意識した教育課程を編成し，小学校で中学

校との交流を設けることによって小規模校の

学力低下を防ぐ取組が紹介された。

「学びの支援」に関しては，里帰りしている

大学生に授業支援を依頼している取組例も紹

介された。

なお，全国的に教員の資質の向上が問われ

ているが，指導に適した服装を指導しなけれ

ばならない事例も報告された。

協議報告③

宅地化が進み自然環境が損なわれつつある

が，郊外に田んぽがあり田植えの体験やホタ

ルの観察を通して環境学習をしている。「ふ

るさとタイム」では地域の人々がお話に来て

くれる。おかげで子どもたちはこの町に生ま

れてよかった，よい町だと実感している。

地域コーディネーターによる読み聞かせや，

子ども歌舞伎の実践では指導を地域の方々に

お願いし衣装の準備で協力いただいたなどの

紹介もあった。

一方で，地域にふれ合う会からはもっと活

用してほしいとの要望が出されたり，長年取

り組んできた除雪ボランティアが，意義が薄

れたまま引継ぎがれていたりと，見直しの時

期にきているものもある。また，実際のとこ

ろ，地域とかかわる時間が十分に取れない実

態も報告された。地域とかかわるといっても，

地域差が大きく一概には言えないのである。

ＰＤＣＡを意識したマネジメントサイクル



を確立し，地域の思いや願いを的確にとらえ

つつ，地域へ要望も含めて発信する。地域の

特色を生かすために，教育目標の具現化に向

けてぶれない形で連携していくことが大切で

ある。そのために，実際に活動してみて，ね

らいにそったものであったかをきちんと反省

する必要がある。

３提言３における指導助言

助言①（中濯美明氏）

教育課程の編成にかかわって，新学習指導

要領に基づく内容のコーディネートを行って

ほしい。場や時間などの条件はそろえている

が「生きる力」の継承であることを忘れては

ならない。これまでの教育活動を総括し，当

たり前のことができているか，公教育として

やるべきことができているか検証する必要が

ある。

教育内容の改善という視点でいえば，道徳，

言語活動，伝統芸能，理数教育の充実がうた

われている。これらが教育課程のどの部分に

反映されているのかチェックしてほしい。

言語活動の充実と言われ久しい感もあるが，

言語活動は思考力・判断力・表現力を育てる

手段として全ての教科で取り入れられている。

言語活動はあくまでも「手段」であり，目的

ではない。思考力等を育てることが目的であ

る。そして，思考・判断・表現は言語活動を

通して評価するということである。

総合的な学習の時間が体験的な学習で終わ

らないように「探究的な学習」「協働的な学

習」という視点が入った。探究的なサイクル

を重視しているのである。再構成するときに

教頭がコーディネートできるのが望ましい。

助言②（中山雅文氏）

全国大会のよいところは，地域差を認識で

きるところ。情報交流によって，できないと

ころができる，遅れを取り戻せるといった自

分の学校を見直すよい機会になる。また，特

色を生かすとは，特色ある学校づくりを目標

にするのではなく，学習指導要領のどの部分

に力を入れたらよいかを吟味し，子どものこ

とを真剣に考え地域素材を生かした教育活動

を進めようとすれば，自ずと「特色ある教

育」になるのである。手段が目的化しないよ

うに留意すべきである。例えば，「田植えを

通して何を学習するのですか？」同じ活動で

も，学年や実態に応じてねらいは違うのであ

る。

仕事のやり方という視点で言うと，トップ

ダウンとボトムアップ，いずれも一長一短が

ある。「これやってね」という仕事と「みん

なで考えよう」という仕事の種類がある。私

の体験談からいうと，副校長時代は大変だっ

たが「おもしろかったな」と思えることもあ

った。校長の考えと先生方の考えをまとめて

具申する。２案つくって校長へ具申をしたり

もした。最終判断を下すのは校長で，責任を

取るのも校長である。ある時は失敗の「芽」

をつぶすよう校長に指導された。先生方とそ

の「芽」をつぶす作業に没頭したものだ。当

時の校長からは，判断の根拠などを教わった。

「森を見て木を見ず」だけでも「木を見て森

を見ず」だけでもだめで，「木も森も見る」

ことが大事である。２０代の頃，先輩から仕事

がたくさん回ってきたものだ。「嫌々やるの

ではなく，どうせやるなら意気に感じて仕事

をしなさい。」と指導された。学校の要であ

る教頭先生方の活躍に期待したい。



第１Ａ分科会

成 果と

１提言１における協議の柱について

（１）教頭が「学校評価ガイドライン」に示さ

れている目的を常に確認しながら学校評価

に取り組む。そして，これらの目的を教職

員にも意識させながら，教頭がぶれずに学

校評価の取組を推進していくことが重要で

ある。

（２）網羅的ではなく焦点化された評価項目を

設定する。学校経営方針や年度の重点目標

等との対応もよい。教育委員会から評価項

目が示されている市町村も増えてきている

ので，それらも上手に活用し効率的に取組

を進めることが重要である。

（３）学校評価を推進するためには組織やシス

テムが必要である。システムとは「多くの

教職員が関わる」システムである。例えば，

分析の部分を教職員に委ねることは参画意

識の向上につながる。目的が分かり，見通

しが持て，成果が見えることが充実感につ

ながる。いずれにしても，教頭にはコーデ

ィネート力が求められる。

２提言２における協議の柱について

（１）学校・子ども・地域の実情を踏まえて，

各校が自校の学校課題を明確にする。そし

て，学力向上の視点をもって評価活動を行

い，具体的な改善を通して，子どもの変容

を促すように推進することが重要である。

（２）教職員が学校評価の意義を理解し，評価

結果を教育活動の充実につなげていくこと

が重要である。そのためには，職員構成に

応じた校内組織の見直し，ミドルリーダー

の育成等の取組が大切である。

（３）全員参加の組織的な運営がなされるよう，

学校規模・職員構成等を踏まえ，学校の実

情に応じた取組を行うことが重要である。

評価結果から取組のよさ・適切さをとらえ，

一層の充実を図ることも大切である。

３提言３における協議の柱について

（１）地域の特性を生かした学習活動を進める

にあたっては，校長のリーダーシップのも

と，様々なファクターを一つにまとめる必

要がある。教職員を組織として動かすコー

ディネート役が教頭としての重要な役割で

課題

ある。

(2)教育課程の編成の際には，新学習指導要

領に基づく内容のコーディネートを行って

ほしい。これまでの教育活動を総括し，当

たり前のことができているのか，公教育と

してやるべきことができているか検証する

必要がある。

(3)特色ある学校づくりが目標になってしま

うことがある。学習指導要領のどの部分に

力を入れたらよいかを吟味し，子どものこ

とを真剣に考え地域素材を生かした教育活

動を進めようとすれば，自ずと「特色ある

教育」になる。

４成果と課題

【成果】

○学校評価の目的を意識しながら，また，教

職員にも意識させながら教頭がぶれずに学校

評価の取組を推進する。その際，評価項目を

焦点化したり，多くの教職員が関わるシステ

ムをつくったりすることが重要であることを

確認した。

○各校が自校の学校課題を明確にし，学力向

上の視点をもって学校評価を行う。評価結果

が教育課程の改善につながるよう，校内組織

の見直しやミドルリーダーの育成等の取組が

重要であることを確認した。

○地域や学校の特色を生かした教育課程を編

成･推進するためには，校長のリーダーシップ

のもと，様々な要素を一つにまとめる必要が

あり，教職員を組織として動かすコーディネ

ート役が教頭としての重要な役割であること

を確認した。

【課題】

○教育課程の編成の際には，これまでの教育

活動を総括し，新学習指導要領の趣旨に基づ

き公教育としてやるべきことができているの

かを検証することが必要である。

○言語活動は「手段」であり，これ自体が目

的ではない。思考力等を育てることが目的で

ある。また，例えば「田植えを通して何を学

習するのか」を常に自問自答することが大切

である。つまり，手段が目的化しないよう留

意して教育課程を編成することが求められる。



４研究の概要

(1)いの町小中連携教育・一貫教育リストの共

通の柱と具体的な推進内容

|享雪汚奪｜
◇児童生徒の学力の実態把握と'情報交換

◇小中授業交流と合同研修の実施

◇９年間のカリキュラムの作成

｜生徒指導・特別支援｜

◇不適応や不登校，いじめの防止，よりよ

い人間関係づくり

◇生徒指導の連携（合同研修や連絡会）

◇特別支援の連携と推進

第｜Ｂ分iii斗会「教育課iii呈に関する課題」

学校運営上の諸問題と教頭のかかわりについて

～小中連携教育から小中一貫教育をめざして～

高知県吾川郡いの町小中学校教頭会いの町立吾北中学校尾木文治郎

菖
三

業部会の調査・分析・提言。各中学校区での小

中連携教育･一貫教育実施内容リストの作成(実

態調査，課題把握，ビジョン・組織・環境づく

り）

(2)平成２０～２２年度

各中学校区での小中連携教育・一貫教育実施

内容リストをもとに，学校教育活動の具体的な

取組。

(3)平成２１年度

いの町小中連携教育推進事業として取り組み

をスタート。

(4)平成２３年度

これまでの小中連携教育・一貫教育実施内容

リストの進捗状況とまとめ

○進捗状況や実態調査，課題の把握

○新たなビジョン・組織・環境づくり

１主題設定の理由

平成９～１８年度「土佐の教育改革」では，

｢子どもたちの基礎学力の定着と学力向上」「教

員の資質・指導力の向上」「家庭や地域の教育

力向上と学校との連携」を中心課題施策として

展開されてきた。

いの町は，平成１９年度末「義務教育９年間

を見通した系統性のある授業づくりやカリキュ

ラムづくりが必要」と提言を出した。

いの町教頭会では，これまでの各学校の特色

のある教育活動や教育内容をより充実，確立さ

せ，学校・家庭・地域が一体となった，いの町

独自の「小中連携教育から小中一貫教育」を目

指すこととした。

小中連携教育から一貫教育の推進を通じて，

子どもたちの豊かな人間性を育て「生きる力」

を育むことができる学校創り（学校力・教師力

づくり)，これからの教育課程の編成，教頭のか

かわり（マネージメント力）を求めて研究を推

進することとなった。

◇児童会・生徒会の交流

◇学校行事・活動の協力体制

◇中学生による部活動技術指導

◇地域行事との連携交流

２研究のねらい

義務教育９年間を通して，確かな学力や豊か

な人間性〆健康・体力など，子どもたちの「生

きる力」を育んでいくためには，校区の地域性

や独自性，特色を生かした教育活動の推進と地

域に根ざした学校教育の実践が大切になる。

そこで，各中学校区での小中連携教育・一貫

教育を推進するために必要な具体的な実施内容

をリストアップし，よりよい学校運営のあり方，

小中学校相互での授業づくり，児型・生徒指導

等の充実など，子どもを主人公に小中学校相互

の質的向上，小学校から中学校へと一貫した指

導の充実と確立を目指す。

◇連携した系統的な研究体制づくり

◇計画・指導・工夫・改善の体制づくり

◇学校・家庭‘地域との協働体制づくり

行事・児童生徒会・部活動’

３研究の経過

(1)平成１９年度

いの町学力向上・生活支援事業に係る専門作

|学校運営・組織・教職員の交流’
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(3)教頭としての共通するかかわり

Ｒ：ＲＥＳＥＡＲＣＨ

Ｋｅｙ：学力，体力，社会性，学校評価，学

力・学習状況調査，体力・運動能力．運動

習慣調査，ＣＲＴ検査，ＱＵ検査，児童生徒

の生活実態調査，学校評価等の実施と実態

把握等の活用

Ｐ：ＰＬＡＮ

Ｋｅｙ：中長期的な目標，共有，理解

○ビジョン・組織・環境づくり等の計画・

立案

○教育委員会，校長，関係諸機関，教務・

研究主任等との連携・連絡調整

Ｄ：ＤＯ

Ｋｅｙ：連携協働，意識改革，連絡調整

○学校間，関係諸機関との連絡・調整，担

当者との打ち合わせや助言

○教師や保護者の意識改革に向けての指

導・助言

○教育実践の共有のための連絡・調整

Ｃ：ＣＨＥＣＫ

Ｋｅｙ：評価，検証，課題の焦点化

○取組（事前事後）の指導と評価

○教育委員会，学校長，関係諸機関，各学

校・担当者等の意見集約，推進・改善へ

の方策の検討，焦点化

Ａ：ＡＣＴＩＯＮ

Ｋｅｙ：指導と評価の一体化，改善

○推進取組内容・方法等の再検討

○改善への方策，精選と重点化

小中連携教育･一貫教育リストやR-PDCAサ

イクル等，有効なマネージメントを学校教育の

あらゆる場面に活用することで，教頭としての

よりよい学校運営や改善等に役立てることがで

きる。また，教頭のかかわりとしては，

①保幼小中学校間，地域・諸機関・諸団体，

校内・校内外を結ぶ連絡調整

②様々な活動実施のための指導や助言，評価

と改善

③学校教育活動の縁の下の力持ち役

④学校・保護者・地域のパイプ役

など，日々の対話や情報発信，信頼関係づくりが

大切であることも改めて確認することができた。

５今後の課題

(1)基礎学力の定着と学力の向上，体力の向上

を組織的，系統的，継続的に，学校や家庭で

推進していくか。

(2)人間関係づくり・仲間づくり，そして，地

域づくりをどのように進めるか。

(3)小中連携を推進する上で，教頭として学校

組織をどのように動かすか。

(4)教育活動を常に活性化させるために，教頭

はR-PDCAサイクルの学校内外の共通理解

をどう図っていくか。

(5)保護者，地域，関係諸団体との連携・協力

をどう深めていくか。

６協議の柱

９年間を見据えての小中連携・小中一貫を推

進する上で，特色を生かした学校づくりと教育

課程のあり方を組織的，系統的，継続的な展開

をするために，教頭としてどのようなかかわり

をもてばよいか。



１主題設定の理由

文部科学省による｢学校評価ガイドライン(改

訂)」の発表，及び教育関係法規等の改正を受

け，「学校評価を活用しての組織的・継続的な学

校運営の改善」「学校・家庭・地域の連携協力

による学校づくりの推進」等の重要性が，改め

て浮き彫りにされている。

北海道では《信頼される学校づくりの推進》

の重要性が掲げられ，「北海道学校改善プラン」

の中でも，重ねて学校評価の機能を生かすこと

の重要性に触れている。釧路管内では，教育推

進の基本的な考え方を「情熱あふれる釧路教育

の創造」とし，家庭や地域の期待に応える学校

経営の充実のために，学校評価の適切な実施に

より，学校教育への信頼を確固たるものにする

必要性を掲げている。

教頭の役割は，以上のような現在の教育改革

が求めるものを踏まえ，校長の意を体し，教職

員の学校運営参画意識を高め，保護者・地域と

の連絡調整にリーダーシップを執っていくこと

である。

釧路小中学校教頭会では，学校・家庭・地域

のスクラムの中，子どもが伸び伸びと生きる力

をつけていくための学校評価のあり方と教頭の

役割を明らかにすることは，教育課程の工夫・

改善・充実に欠かすことのできない要素と押さ

え，本提言主題を設定した。

３研究の経過（第11次３ケ年計画）

(1)第１年次（平成２０年度）

・提言の研究主題，サブテーマの設定

・学校評価に関わる実態調査

・道公教研究大会における提言発表

・釧路管内における先進的な取組交流

(2)第２年次（平成２１年度）

・第１年次の成果と課題をもとに実践研究

・学校評価に関わる実態調査（第１年次との

比較検討等）

・釧路管内における先進的な取組交流

・学校評価結果を確かな学力の向上に結びつ

ける教頭の役割について実践収集

(3)第３年次（平成２２年度）

・３年間の総括，研究成果のまとめ

地域に信頼される学校づくりを進めるための
学校評価のあり方について

～学校評価を確かな学力の向上に生かす教頭の役割～

提言者北海道釧路小中学校教頭会弟子屈町立川湯小学校木村郁夫
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第１Ｂ分iii斗会「教育課iii呈に関する課題」

４研究の概要

釧路小中学校教頭会では，平成２０年度に｢学

校評価を効果的に学校改善に生かす教頭の役

割」として，以下の表にあるような４つの視点

を中心とした実践の積み上げを行ってきた。ま

た，平成２１年度には「学校関係者評価を組み

入れた学校評価システムの構築」を検証し，視

点４の「中間評価」にも焦点を当てて「年間評

価計画に基づく学校評価の推進」を実践した。

学校評価を効果的に学校改善に生かす教頭の役割

２研究のねらい

学校評･価に関わる釧路管内の進捗状況と課題

を明らかにし，釧路小中学校教頭会が考える学

校評価のあるべき姿，及び教頭の役割について

明らかにしていく。

さらに，学校評価を学校改善に生かす過程

で，「生きる力」の重要な要素である「確かな

学力の向上」に向けた教頭の役割についても明

らかにしていく。

視点

視
２

視点
３

視
４

方法

組織として

取り組む

ＲＶ－ＰＤＣＡ

サイクル機
能を生かす

評価噸目の

里点化

Ｉｌ１ｌ剛評価な

どの形成的

評価

釧路管内の実践

学;佼評価委員
会の立ち上げ

評価譜の作成

評価項目の見

直し

年間評価計IiIIi

の作成

教頭の役割

学校評価委員会を立
ち上げ一般教諭の学校

経営参画意識を高める

ＲＶを機能させ，マ
ネジメントサイクルを

加速させる

学校の営みと思いが

｢よくみえる｣状態を作
る

中間評価を必要に応

じて行い，更なる重点
化・省力化を生む



その中で，特に学校関係者評価が評価のみを

目的とするのではなく，評価を通して学校・家

庭・地域の相互連携を促し，学校運営の改善を

図ることを目的としていることが見えてきた。

また，学校評価機能の一層の高まりを生むた

め，視点２ではＰDCAのマネジメントサイクル

にＲＶを位置づけた。Ｒは「リサーチ」（現状の

正しい把握と教職員全員の共通理解を図るこ

と)，ｖは「ビジョン」（学校経営方針の明示と，

そのために取る具体策の周知）の意である。特

に学校評価・年間計画表の作成においては，

PDCAを４月から３月までの流れで捉えるだけ

でなく，評価者や評価対象に応じて適切な評価

時期を計画的に設定することが大切であると検

証された。

「学校評価ガイドライン（改訂)」では，各学

校が評価項目・指標等の設定について検討する

際の例として，１２の視点が示されている。

釧路小中学校教頭会では，各校の学校評価に

関するアンケートを実施し，学校評価における

実態から成果と課題を明らかにした。その結

果，評価項目の重点化を進める中で，「1教育課

程・学習指導」の視点から学校改善を図ること

の重要性・緊急性が明らかになった。さらに，

全国学力･学習状況調査等各種学力検査の分析，

保護者アンケートの結果などからも，「確かな

学力の向上」を重要課題として位置づけ学校改

善を図ることが，地域に信頼される学校づくり

に欠かせない要素であることが浮き彫りとなっ

た。

学校評価結果を「確かな学力の向上」に効果

的に生かす上で，教頭の役割として大切なこと

は，「教職員に働きかける」「保護者や地域に働

きかける」調整役として，学校評価を提示・分

析し，改善策を具申すること。

そこで，釧路管内すべての小中学校が，学校

評価との関連や教頭の関わりを明確にして，学

力向上に視点をあてた具体的改善策である『実

践収集フォーム』を作成した。

一例を示すと，以下の通りとなる。

実殿例○○○町・村立△△△小・中学校

ｌ取組名

２ ね ら い

指導方法の改善

救科経営力の向上と．一斉指導をペースにしながらも．個

人差を意識した揃導方法を工夫する．

▽▽学校岬価結果とのつながり▽▽

○保腰者アンケートの結果から，「基礎学力の定軒」と『家庭学習の取

組｣‘「家庭での説番」の点で‘低評価．

○枚轍蝕の自己評価では，学習意欲の低さや能力茶に応じた指導を工

犬する必要があった．

●●牧頭としての関わり●●

口遥図的な分析や考察

それぞれのアンケートや自己評価結果の分析を教頭が行い．校長

の学校経営方針や年度の重点を考恵し．生徒の実態や保砿者・地域

の願いを纏味しながら，学力向上を阻害する学習面の課題に軒目さ

せ．学力の向上にⅢ点を固くよう．意図的な分析や考察をする．

ロ分拳・組織を生かす

牧頭の分析結果から．課題を改普する項側を整理し，各分掌の代

表が集まり運営委員会に提示．具体的な取組については‘分挙組織

を動かす観点と救轍員の学校経営参面意識を商める観点から各分拳

で検討し，原案を作ることを指示．その結果を両度運営委員会で検

討し、校長のアドバイスを受け,教職員全体で砿腿して取り組んだ．

口術 刀竜

生徒の個人差や能力差．愈欲の趨に配愈した教科指導の工夫を，

較務部や研修部を窓口に推進するよう指示．

口意向の取捨

敬聴貝の中には，朝読書の時間を少し割いて．慕礎学習の取組を

実施したいという意向もあったが．アンケート結果から．朝銃書を

継続するよう全体で砿犯．

集計・分析を行う中で，教頭としての関わり

は大きく２つに分類された。

１）日常の授業の充実や，教師の指導力の向上

のための関わり

２）子どもへの学習支援の充実や子どもの生活

習慣確立のための関わり

さらに，教頭として組織を動かすためには次

の２つの方法も確認された。

１）職員会議や校内研修等でトップダウンの場

を設け，経営参画意識の高揚を図る

２）各分掌等に具体的な評価規準を作成させ，

主体的な実践につなげる

５今後の課題

学校評価機能の高まりを生む４つの視点の設

定を出発点とした今次研究。その吟味・改善に

取り組む中で，教頭としての関わりを中心に上

述のような焦点化を図ってきた。

しかし，それ以外にも，学校には喫緊の課題

が山積している。学校評価結果を有効活用し，

地域に信頼される学校づくりのために教頭の果

たす役割は大きく，更なる研究推進を図ってい

きたいと考える。

６協議の柱

組織マネジメントを生かし，学校評価結果を

教育課程の改善に結びつける教頭の役割。



３研究の経過

(1)１年次（平成２０年度）

①研究主題の設定と研究計両の立案

②学校評価の現状把握

(2)２年次（平成２１年度）

①学校評価に関するアンケートの実施及び

集約と分析

②学校評価の実践事例のまとめ

(3)３年次（平成２２年度）

①各学校での研究に基づいた実践継続

②研究のまとめ

教頭は，学校規模にもよるが，学校評価業

務の中心として，リーダーシップを発揮し，

コーディネーターの役割を果たしている。

②校内評価委員会の設置状況

各学校は学校規模や実情に応じ，評･価検討

委員会や既存の組織を活用し，学校評価を組

織的に進められるように努めている。

Ⅱ

｢創意工夫を生かした教育課程の編成。
実施。評価・改善と教頭のかかわり」

１

～学校評価のあり方と教頭のかかわり～

提言者北海道網走管内小中学校教頭会斜里町立斜里小学校山田覚

１主題設定の理由

今，学校は教育活動の方針や目標，達成状況

について，説明責任と結果責任を果たし，保護

者・地域から信頼される開かれた学校づくりに

努めている。

その際，教頭は教職員の共通理解のもと，学

校評価を軸とした組織マネジメントサイクルを

取り入れ，学校評価のＰＤＣＡ各段階で積極的に

役割を果たし，校長の経営方針が具体的に日常

の教育実践に結びつくように努めることが重要

である。

そこで，現実の課題を見据え，学校評価の在

り方と教頭のかかわりを明らかにすることが，

教育課程や学校運営の改善に向けて欠かせない

要素であると考え，本研究主題を設定した。

度のブロック５市町村の各学校における学校評

価・学校関係者評価の取組の進捗状況と教頭の

役割をアンケートにより把握し，その中で計画

的・組織的な取組をまとめ，今後に活かせるよ

うに研究を進めている。

(1)学校評価の実施に関する教頭のかかわり

（アンケート結果より）

①学校評価に関する取組

自己評価・学校関係者評価は，アンケート

実施校すべてにおいて行われている。

学校評価の担当者

評価委員会の設置

／１

」項目の作成・修正

結果の集計

結果の分析

結果の公表

結果説明

「

２ 研 究 の ね らい

(1)教育目標の実現に向けて，学校評価を計画

的・組織的に進める教頭の役割を明らかにし

ていく。

(2)学校関係者評価の在り方について，教頭と

してどうかかわるべきかを明らかにしていく。

０％２０％４０％６０％８０％100％

■校長■教頭■教務主任■評価委員会

教頭は，組織が機能するようにＰＤＣＡサイ

クルでの学校評価を進め，教職員の学校運営

への参画意識の高揚と協働体制の確立に努め

第｜Ｂ分iii斗会「教育課iii皇に閏する課題」

置あし

35％

そ

綴を

無設置の理由

活用27％
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４研究の概要

本教頭会では，管内小中学校教頭会やブロッ
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ている。

③学校関係者評価の現状

学校関係者評価委員は各校４～６人が多

く，ＰＴＡ役員や学校評議員で構成されてい

る。既存の組織を活かすとともに，学校事情

を把握している方を委員に選出している。

教頭は，評価委員に授業公開や学校行事へ

の計画的な学校訪問を提案している。また，

評価委員にわかりやすく説明するための資料

の作成に努めている。

(2)市町村における学校評価の取組

①学校評価システム検討委員会の取組

Ａ町（小学校３校，中学校２校，高校１校，

幼稚園２園）では，平成２０年度からの実施

を明示した諸法規の改正の趣旨を受けて，町

独自の学校評価システム検討委員会を設置

し，町全体の学校評価システムを確立した。

そこでは，共通評価項目を設定し，評価規準

に基づく評価を実施し，学校改善に努めてい

る。

教頭は，学校評価システム検討委員会の委

員となり，学校評価システムの構築に直接か

かわった。その結果，教頭個々の能力を結集

し，自校の学校評価の取組に活かすことがで

きた。

②学校関係者評価委員会の取組

Ｋ町（小学校５校，中学校１校）では，平

成２０年度から町内の学校関係者評価委員の

会議を開催し，各校の重点目標や自己評価の

取組状況等についての意見交換会を開催して

いる。学校に有益な助言を行うには，評価委

員が他の学校の状況について知っていた方が

効果的であり，学校関係者評価の視点を共有

することができる。

教頭は，自校の重点目標や取組内容を簡潔

にまとめ，教育課程改善の手立てを明示でき

るように努めている。

(3)学校における学校評価の取組

①実行主体を明確にした取組

目標設定並びに計画の実行にあたって，校

務分掌を有効に機能させるため，校長の経営

方針，昨年度の成果と課題を踏まえつつ，具

体的な取組は分掌単位で検討している。これ

には次の意味を持たせている。

ア分掌を通じて学校評価に教職員の参加を

得ることで，当事者意識を高め，目標の設

定や達成水準について教職員の共通理解を

高める。

イ目標の実行主体を分掌という単位で明確

化することで，計画だけして実行・改善が

伴わない事態を防ぐ。

ウミドルリーダー育成のきっかけをつく

り，組織体制を整える。

教頭は，組織の協働体制がとれるように，

年度の重点事項に対応するかたちで，評価内

容の整理に努めている。教職員が各分掌の成

果と課題を評価シートに記入し協議ができる

ように進めている。

②家庭や地域の協力と学校関係者評価

アンケート項目に，児童生徒の学力や体力

の向上，基本的な生活習慣の定着，道徳心を

養うこと，家庭や地域との連携を深めること

を挙げている。調査結果から一定の成果は見

られるが，これらの項目は学校のみの努力で

は十分な成果に結びつかない面もある。そこ

で，学校の取組を中心とした目標を設定した

うえで，健康安全指導など家庭や地域の協力

を求める取組を進めている。

教頭は，学校が家庭や地域にどのような働

きかけをするかという点を明確にし，学校関

係者評価委員から意見をいただいている。

５今後の課題

児童生徒・保護者・教職員向けのアンケート

が成果や課題の確認に十分なものであるかどう

か，学校評価の中で児童生徒の視点や意見をい

かに取り入れるかは，今後の重要な課題である。

学校評価は学校改善のための手段であり，地

域や学校の実態に対して，その方法があってい

るかを常に検証していくことが大切である。そ

のために，学校評価を教育課程の改善充実に結

びつけた事例を参考にした実践交流を行い，各

校の実態に即した教頭のかかわりについて手立

てを探っていく必要がある。

６協議の柱

学校関係者評価を効果的に活用し，教育課程

の改善充実を図るために，教頭はどのようにか

かわればよいか。



１

第１Ｂ分科会

研 究

提言１学校運営上の諸問題と教頭のかか

わりについて～小中連携教育から小中

一貫教育をめざして～

高知県いの町立吾北中尾木文治郎

協議の柱

小中連携教育・一貫教育を推進するために，

教頭としてどのようにかかわるか。

質疑応答

○小中連携教育を進めるに当たって，保護者

の理解を得ることが難しい。どのように働

きかけたらよいか

・ＰＴＡ総会において，校長が取組の成果を

説明し，方針を示す。

・ＰＴＡ役員会・研修会の中で課題を検討し

ていく。

・市町村の広報紙を活用し，啓発する。

・連携教育の良さを子どもたちに体感させた

り，話したりする。子どもたちは，それを

親に話すので，結果として，保護者に趣旨

が伝わる。

○連携教育と一貫教育の違いは何か。また，

学習指導要領との関連はどのようになって

いるか。

・単なる連携協力から，教育課程づくり，生

徒指導上の方針の統一，学校行事の協力体

制等，９年間を見据えた教育活動を展開す

ることが一貫教育といえる。

・いの町としては，中学校区の連携を中心に

一貫教育を目指している。今後は行政とし

ての方針やかかわりも検討していく必要が

ある。

・新学習指導要領の完全実施に向け，特色を

生かした学校づくりと９年間を見据えた教

育課程の作成との関連を図っていくことは，

協 議

重要な課題として検討している段階。組織

的・系統的・継続的に取り組んでいくこと

が大切。

○吾北検定について，詳しく教えて欲しい

・兵庫県の「おの検定」を参考に作成した。

・漢字・計算とも，１～９級とスーパー級が

ある。

・内容は小学校のものが多い。年間４回実施。

・結果は，成績には反映させないが，目標を

もって挑戦させている。

・検定は，授業時数には含めず実施している。

２グループ協議

協議報告①

合唱を聞かせに行く，授業を交流する，不

登校や生徒指導上の情報を交流する，部活動

を公開する等，アイディアは数多くあり，実

践されている。ただし，「なぜ連携なのか」

職員や保護者の意識が低いことが課題。教頭

としては「目的」「ねらい」を明確化するた

めに校内研修を開いたり，ＰＴＡへ積極的に

働きかけをしたりして，意識を高めていく必

要がある。さらに，行政に働きかけていくこ

とも重要である。

協議報告②

全ての学校で，中学校区を中心として様々

な取り組みをしている。共通した課題として

教職員の意識改革があげられる。連携・一貫

教育はなぜ必要なのか，メリットを詳しく調

べ，項目立ててわかりやすく説明していくこ

とも，教頭としての大事な仕事である。また，

同時に課題についても明らかにし，調整して

いく事が肝要である。たとえ会議が増えたと

しても，目的がはっきりしていれば，多忙感

がいくらか軽減できる。



また，連携・一貫教育を進めるに当たって

は，小中の文化の違いを理解する事が重要で

ある。互いの教育課程，活動等について学習

を深めていく必要がある。

協議報告③

小中連携に関しての教職員の意識は低い。

教頭としても以多‘忙な勤務実態を考えると，

働きかけづらい。よって，「無理をしない」

を連携のキーワードにして取り組みを進める

ことも大切である。

中学校区に，小学校も１校という地域なら

ば，連携がとりやすい。小さな町であれば幼

保小中の連携がとれているところもある。し

かし，中学校１校に対し，小学校が複数校あ

る場合や，小学校から複数の中学校へ進学す

る場合などは，体験入学ですら難しい。

小学校の職員は，中学校のことを知らない

し，中学校の職員は，小学校のことをよく知

らないという問題もある。教育課程上の位置

づけや，目標設定まできちんと決めていくこ

とは，なかなか難しい状況にある。

一言で連携と言っても，小中合同運動会の

ように，地域も巻き込んで考えなければなら

ない大きな課題もあるが，現実は英語の授業

交流等できそうなことからはじめている。

教職員や保護者の意識が低いことも課題で

ある。

３提言１における指導助言

助言①（池田卓平氏）

小中連携の大きな目的の一つに「中１ギャ

ップ」の解消がある。不登校や，勉強が難し

いなどの課題を解決するためにも連携するこ

とには意義がある。ただし，組織マネジメン

トの観点からすれば，これは当たり前のこと。

顧客（保護者）としては，当たり前のことだ

けでは満足に至らない。

顧客（保護者）に，学校として誇れる特色

ある教育活動を提供することことが，顧客

（保護者）の満足を得ることにつながる。

子ども・教師が減ってきているという閉塞

感がある。顧客（保護者）を満足させるには，

小中が一緒になる必要がある。強み･弱み，長

所を生かした教育活動を展開することが大切。

小中連携だからこそできる教育がある。更に

特色を打ち出すには「連携」よりも「一貫」

教育の方が良い。教師への働きかけだけでな

く，行政を巻き込んで，内外へアピールして

いくことが重要。

助言②（三浦雄一氏）

いの町の実践は，行政サイドの働きかけで

はなく，教頭会が動いていたことが素晴らし

い。良いモデルを見つけ，それに習って取り

組みを進めていたことも良い。

秋田市においても，小中が一貫した考えに

立った教育を目指している。

小中併設校では，連携が取りやすく，毎日

話合いの時間をもつことができた。５教科を

中心に，小中の系統表を作ることにより，小

学校が中学校を，中学校が小学校が意識した

指導ができた。中学校の専門性を小学校へと

いう発想から，中学校教員が５．６年生の授

業をもつ実践にも取り組んだ。保護者からは

好評だった。力をつけてやれば，保護者は満

足することがわかった。ただし，中学校教員

の負担が大きくなりすぎるという課題が残っ

た。連携を進める上では，小中の文化の違い

を互いに知ることが大切。小学校には空き時

間がないことや，きめ細やかな指導を目の当

たりにして，勉強になった。

特色ある教育活動として，９年間の学びの

中で基礎学力の定着を図り，本当の意味での

連携を進めることが大切。教職員の意識改革

や保護者への説明など課題も多いが，系統立

て，組織的に取り組んでいくことが大事。行

政へ働きかけ，連動しながら進めることに意

味がある。成果を児童・生徒・保護者の声と

して吸い上げることも教頭の仕事である。



第１Ｂ分科会

研究

提言２地域に信頼される学校づくりを進

めるための学校評価のあり方について

～学校評価を確かな学力の向上に生かす

教頭の役割～

北海道弟子屈町立川湯小木村郁夫

協議の柱

学校評価結果を教育課程の改善に結びつけ

るために，教頭はどのような役割を果たすべ

きか。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答はなし。

２ グループ協議

協議報告①

・学校評価の作成と集計，活用の仕方を考え

ることが教頭の役割と考える。しかし，同

じ管内でも学校間差を感じることがある。

事例としては，教職員の自己評価の他に，

参観日に保護者アンケートを行っている学

校があった。主に校内を教務，校外を教頭

と分けている学校もある。

・学校評価に取り組むときの校内における役

割分担を行うことも教頭の役割と考える。

評価項目は，教務が作成している学校が多

かった。中には，校長自ら作成している学

校もある。

・自由記述の部分でクレームが増えている。

クレームを前向きにとらえ，どう受け止め

ていくかが重要である。

・学校評価を行う際にゥ教頭の重要な役割は

以下のようにまとめられる。

ア：全体的な視野でアドバイスをすること。

イ：学校長の意見をどう取り扱い，職員の

思いを把握し，実現できるねらいへと

協 議

調整すること。

ウ：校内のコーディネーター役として調整

をさりげなく，うまく行うこと。

協議報告②

・学校評価は，教頭が中心に行っている。評

価項目を意図的に固定し，変化を考察して

いる。

・生徒アンケートを重視している。教師にも

同じアンケートを行うと，生徒と差がでる

ので，見直しに役立てている。

・子どもの変容を評価することが大切である。

・職員の意識を変えるために評価は重要であ

る。職員ががんばっていることを評価項目

に加えることにより，学校の信頼も得られ

る。

・読書活動の取組を評価項目に加えた。

・事前に評価内容を明らかにしてから，評価

をしてもらっている。

・評価を作成する過程で，ミドルリーダーと

のコミュニケーションが深まり，良い関係

を築くことができた。

協議報告③

・評価項目は，分掌に考えてもらうのがよい

と考えている。

・評価基準は，数値化できるものがよいので

はないか。数値化できないものをどのよう

に評価するのか，課題である。

・学校関係者評価は，学校を応援する機能だ

と考える。批判する場合は，応援する機能

に変えていくことが大切である。

・提言にあった「ＲＶ」は，参考になった。

・教頭は，学校評価を進める際に，環境整備

の推進役であることが重要だと考える。



３提言２における指導助言

助言①（池田卓平氏）

文部科学省から出された「学校評価ガイド

ライン」にそって実施されている。

（１）学校評価を確かな学力の向上に生かすこと

が重要である。また，学校評価から独自性

（学校の特色）を生み出すことも大切であ

る。

(2)提言にある４つの視点を大切にしていた

だきたい。

・組織として取り組む。全員が参画し，評価

することにより意識改革へつながる。また，

このことが組織マネジメントとして重要で

ある。

・今はＰＤＣＡからＣＡＰＤへと考え方が

変化してきている。

・要求（例：茶話会を開いてほしい）とニ

ーズ（例：先生とコミュニケーションを

もちたい）は，違う。隠れたニーズに対

応することが大切である。

（３）具体化，具現化するのは教職員である。

いつ，どこで，だれに，何を働きかける

のか，明確にすることが重要である。

助言②（三浦雄一氏）

（１）学校評価について

提言の中にある「４つの視点」は明確で

あり，教頭としてのかかわりが明らかにさ

れている。また，本提言は「ＲＶ」に特徴

がある。学校をどうするのか，校長とよく

話し合い，学校評価を行うことが重要であ

る。

(2)評価項目について

評価項目は，みんなで作成するなど，フ

ォームを明確にすることが大切である。こ

のことにより，成果は何か，が明らかにな

ると同時に教頭がかわっても引き継がれ，

学校の財産となる。

（３）評価基準について

評価基準はあいまいな部分が多いが，

具体的に作成し，できるだけあいまいさを

回避することが重要である。また，全ての

項目を一人で評価する必要もない。自信の

ある項目のみ評価するだけでよい。そのこ

とにより，職員の意識が育つ。改善点につ

いては，記述すればよい。

保護者アンケートについては，評価項目

自体が記入しやすいものか，精査が必要で

ある。



第１Ｂ分科会

研究

提言３創意工夫を生かした教育課程の編成

・実施・評価・改善と教頭のかかわり

～学校評価のあり方と教頭のかかわり～

北海道斜里町立斜里小山田覚

協議の柱：

教育課程の改善・充実を図るための学校評価

システムの構築に教頭としてどのようにかかわ

るか。

１質疑応答

＊本提言時においては，質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

学校評価それぞれの取組から

・保護者アンケートと教師の自己評価には大

きな隔たりがあり，教育活動への評価に対

して教師側の甘さが見られる。教頭は，こ

のような保護者アンケートを起爆剤とでき

るよう取り組んでいかなければならない。

・現状では自己評価しか行っていないが，そ

れではだめだと感じている。PTA役員にアン

ケートを行っているが，好意的な内容が多

く，教頭としては甘い評価になってると感

じている。

・保護者アンケートで厳しい内容が出てきた

ときに，どのような対応をしたらよいか悩

むことがある。

・保護者と適切なつながりをもつために，保

護者アンケートをどのような内容にしたら

いいか考えなければならない。

・教頭としては，先生方の良さやがんばりを

認め励ますようにしていかなければならな

い。

協 議

協議報告②

学校評価の項目については，教育委員会が

設定している地域や学校独自で校長が設定す

る場合や，教頭が設定する，職員の話合いで

設定するなど様々である。

学校評価の取り組み方についても，校長が

全て提案し分析を行う場合や，教頭が中心の

場合，教務が中心で教頭が舵取りを行う場合

などがある。

保護者アンケートは，学校評価の時期以外

にも参観日や学校行事のたびごとに行ってい

るところがある。結果については，学校で考

察し保護者に公表するのはもちろんのこと，

学級担任や教科担任レベルで検証し，教科経

営や学級経営に生かせるようにしているとこ

ろがある。

学校評価の効果に関しては，行うことはマ

イナスではないが，プラス効果が思ったより

少ないような感じがする。行い方や活用方法

などを再考するとともに，学校評価に関する

教職員の意識改革をして，有効に活用できる

ようにしなくてはいけない。

協議報告③

学校評価の項目については，保護者アンケ

ート，児童生徒アンケート，教師の自己評価

とバラバラであったが，共通の項目を作るこ

とによって，それぞれの立場における認識の

違いが明らかになってよい。教職員の評価に

甘い感じが見られる。教職員の評価が甘いの

か，保護者に教育活動の内容が十分に伝わっ

ていないからなのか，検証する必要がある。

批判的なアンケート内容の取り扱いに苦慮

している。特に，個々の教師の指導や授業の

内容，わざとらしい内容など教職員のテンシ

ョンが下がるものや教科や学級によるばらつ



きなど，どのように対処していけばよいかが

課題である。

評価の時期については，年度末には改善策

をまとめ，新年度から実施していくことを考

えると，早い時期から取り組む。

学校評価は，学校の現状や教職員のがんば

りをアピールしていけるツールとして活用し

ていけるようにしたい。

３提言３における指導助言

助言①（池田卓平氏）

学校評価ガイドラインをふまえた取組とな

っている。

①テーマレベルでは

学校評価を軸とした学校改善の取組といえ

る。評価のための評価ではなく改善のための

評価となっている。

顧客満足度の視点では，アピールするため

や特色ある教育を推進するための手段として

使う必要がある。

②学校評価を組織として行うにあたって

学校評価システムは学校改善のためにあり，

１人のスタンドプレーではなく，全教職員が

参画し共通理解の基に行うことが重要である。

また，学校評価システムは，単なる評価シス

テムではなく，その地域や町にあった，共通

の項目や資料である必要がある。

校長がビジョンを話すときに，校長が言う

から従うということではなく，反省点からこ

んな事をやっていこうということが大切であ

る。また，保護者が「茶話会をしたい」とい

う要求が出てきたときに，本当のニーズは，

「先生とコミュニケーションをとりたい」と

いうことではないか。保護者の要求から，ニ

ーズをとらえていかなければならない。

③校長のビジョンを具現化するのは教職員

教頭は教職員に役割を与え，具体策を提示

することが必要である。「やれよ」というの

ではなく，「いつ，どこで，だれが，なにを

するのか」を調整していかなくてはならない。

助言②（三浦雄一氏）

○提言に関して

教頭として他の教職員とつながりをもつた

めにどんな手だてがあるのか，協働性・関与

性・系統性を打ち出している。また，アンケ

ートを通して教頭の役割を明確にしている。

また，学校の情報をわかりやすく伝えるとい

うことも大切である。

・学校関係者評価

なかなか整然と進めることが難しい。学校

評議員制度は秋田にはないが，地区ブロック

による学校教育懇談員制度があってブロック

内の学校をまわるようになっている。この場

合，資料や情報がしっかりしていないと意

見をもらうことができない。実際に不十分な

対応であれば「学校が懇談員に何を求めてる

のかわからない，形だけでやっているのでは

ないか」といわれるケースもある。

○グループ討議の内容から

・学校評価の評価項目

校長や教頭が決めるのではなく，分掌をメ

インとしたみんなの話合いで項目の見直しを

進めるべきである。

・学校評価の評価基準

単にＡＢＣと評価する場合，評価する者は

暖昧で感覚的につけているのではないか。具

体的な評価基準が必要である。全員が全ての

項目を評価するのではなく，自信を持って評

価できる部分をしっかり行うことが大切であ

る。批判だけではなく，改善策などの意見を

取り入れられるようにする。

・保護者アンケート

項目などが，本当に保護者にとって答えや

すいものになっているのか，吟味する必要が

ある。答える側に立ったものになっているか

を確認する。保護者がアンケートに答えられ

るような，情報提供や場の設定が必要となっ

てくる。



第１Ｂ分科会

成 果と

１提言１における協議の柱について

（１）特に小中一貫教育を進める上で，行政の

果たす役割は大きい。つまり，教頭として

は，行政とのパイプ役になり連携を図って

いく事が重要である。

（２）真の意味での連携を進めるのであれば，

教育課程も，９年間を見越して作成してい

かなければならない。教頭は，そのための

指導助言にあたる必要がある。

（３）職員・保護者と連携の必要性を内外へア

ピールすることも教頭の役割である。

２提言２における協議の柱について

（１）学校評価の実施について

各分掌からの評価項目の提案など全員参

画で進めることが重要である。その際，教

頭は，調整の役割を果たすことが大切であ

る。

（２）評価基準について

どのように設定するか，課題である。少

しでも，わかりやすく，評価しやすいもの

に改善していく必要がある。

（３）学校関係者評価について

事前に評価内容を伝えるなど，評価しや

すいように工夫することも大切である。ま

た，学校関係者評価が学校を応援する機能

を果たすようにすることも重要である。

３提言３における協議の柱について

（１）保護者アンケートと教職員の自己評価の

隔たりがあるが，学校運営の起爆剤となる

ような教頭のかかわりが必要である。

（２）評価結果を全教職員で共有することや次

年度に生かすためにはどのように教頭がか

かわるか。

（３）職員のよさを評価し，職員が生きる場を

課題

設け活性化を図ることが，地域，保護者へ

の信頼を得ることにつながる。

４成果と課題

【成果】

○ほとんどの地域で，小･中でつながりをもち，

教育が進められていることが明らかになった。

小中連携･一貫教育を進める上で，できること

から実践が積み上げられていることは，大き

な成果である。

○評価項目については，分掌をベースに教職

員が全員参画し，作ることが重要である。

また，自己評価においては，ていねいな分

析を行い，各分掌から，

・次年度に生かすこと

・今年度の成果

・次年度も継続していくべきこと

に分けて提案してもらい，次年度のスタート

を切ることが重要である。

○学校評価の推進に教職員を参画させ，問題

意識をもたせることで，目標の共有化を図っ

ていくことができる。また，取組の過程でミ

ドルリーダーを育成していくことができる。

【課題】

○小中連携・一貫教育を進めるには，教職員

の意識改革を図っていくことが課題。そのた

めには，一貫教育の利点を整理して提示し，

職員に目的意識をもたせることが大切である。

○評価サイクルの検討も必要である。長いス

パンでの評価サイクルとあわせて，課題解決

にむけた短いスパンのサイクルも必要である。



第三分iii斗舎「子どもの発達に閏する課題」

人権を大切にする取組を推進する教頭のかかわり
～学校・家庭・地域との連携を通して～

《母

提言者福岡県豊前市小学校教頭会豊前市立宇島小学校末光利光

１主題設定の理由

今日の子どもたちを取り巻く環境は大きく変

化している。この社会の変化の中で，子どもた

ちをめぐる問題だけを見ても，いじめや非行の

問題，児童虐待や子どもが犯罪の被害者・加害

者になる危険性の増大，インターネットの匿名

性を悪用した人権侵害の発生など非常に深刻な

状況にある。また，不登校やひきこもり，学級

崩壊など，子どもの人権にかかわる重大な問題

も依然として続発している。

本市では，１４年前，いじめが原因で中学生が

自ら命を絶つという病ましい事件が発生した。

その後，学校と家庭･地域がより強く連携して，

一人一人の子どもの人権が大切にされる取組を

実践している。しかし，生活実態調査の結果，

生活リズムの乱れや生活体験の希薄さなどによ

る自尊感情の低い子どもや他者の痛みや感情を

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ない子どもが在鱗してい

るのも事実である。

そこで，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・態度を育てるため，

学校・家庭・地域との連携を教頭としてどのよ

うにかかわっていけばよいかと考え，本主題を

設定した。

２研究のねらい

自他の人権を大切にする子どもを育てるため

に学校と家庭･地域との連携を推進していく。

そのための，企画立案，実践・評価，校務分掌

組織間の連絡調整・統括，家庭・地域とのコー

ディネートなど教頭のかかわりのあり方を明ら

かにしたい。

３

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

研究の経過

研究の方向づけについての検討

研究主題設定及び研究の進め方の検討

豊前市の児童の実態把握と課題の整理

テーマに沿った各校の実践と評価

実践例の集約・検討・改善

４研究の概要

(1)具剛体的取組

豊前市全小中学校で取り組んでいる人権

教育にかかわる活動の中から，次の５つを

取り上げ，活動のねらいと内容を簡単にま

とめた。

①「４．１６人権集会」

○活動のねらい

豊前市「いじめストップ」週間の取組を

受けて，全校集会を行い，いじめ等人権に

ついて考えさせる。また，全校でいじめ等

の人権学習について取り組むことで，友達

や命を大切にしようとする子どもを育てる。

○活動の内容

全校集会を行い，「４．１６」の意味につい

て考える。その後，各学級で人権学習を実

施して，生命や人権を尊重し，自分のよさ

に気づかせるとともに深めさせる。

また，親子で人権標語を考えることで家

庭への啓発をする。

②７月，１２月の人権教育の授業公開

○活動のねらい

福岡県の取組である同和問題啓発強調月

間の７月と人権週間のある１２月に，児童の

人権意識の向上を図るとともに，保護者へ

の理解と啓発を推進する。

○活動の内容

全学級が福岡県人権教育教材｢かがやき」

や「あおぞら」を活用した人権学習の授業



綱．
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(2)教頭のかかわり

前述の取組を進めるために，以下のよう

にかかわってきた。

○人権教育の年間計画と教科等の指導計画

を関連させ，節目の取組を位置づけるこ

とによって，教職員に意識化させる。そ

の上で，人権学習の略案作成や授業の流

れについての指導・助言を行う。

○校内人権教育推進委員会を組織し，各取

組の時に話し合いの機会を持つことで子

どもに発表力等の力をつける場としての

意義を共通理解するとともに，取組の系

統化についての協議を行う。

○公開授業の案内を保護者や地域の方，学

校評議員等に配布して参加を呼びかけた

り，アンケート結果（課題や改善策，要

望等)や児童の感想等を学校通信やＰＴＡ

新聞等で知らせたりして啓発する。

○子ども会議では，分散会の司会・進行や

記録を務めるとともに，発表の意図やお

互いの発表や協議で学んだことなどを出

させ，今後の学校での取組に生かすよう

に呼びかける。

○発表内容の妥当性や発表方法等につい

て，担任と連携して模擬練習等を行い，

事前に指導する。

５今後の課題

・カリキュラム化によって，意図的・計画的

な指導ができてきた。

・継続した取組を行うことによって，子ども

の発表力やコミュニケーション能力が向上

してきている。

．「人権ファイル」を活用した組織的・継続

的な児童の実態把握や系統的な指導を広げ

る。

・家庭・地域への啓発とともに，地域の一員

としての自覚を高めたり，地域の人とのコ

ミュニケーションの場を設定したりするな

ど，地域と学校を結ぶ取組が必要である。

鶴

公開を行う。

③中学校ブロック教育協議会

○活動のねらい

「豊前市教育協議会｣が示す教育活性化促

進に関する方策等を受け，学校・家庭・地

域が一体となって子どもの健全育成や学校

教育の充実・発展に努める。

○活動の内容

年間４回の協議会を実施し，学校･家庭・

地域での情報交換を行う。そして，学校教

育の充実に向けて，学校が家庭・地域と連

携し，具体的方策について協議する。ま

た，地域や諸団体との連携による教育講演

会を開催する。

④豊前市子ども会議

○活動のねらい

子どもの発表力とコミュニケーション能

力の向上をめざし，より健全で豊かな心を

育成する。目標をもって，仲間と一緒に進

んでいく力を身につけさせる。子どもたち

の生の声を聞き，教育改革に生かす。

○活動の内容

市内全校の小学校５年生，６年生の各ク

ラスの代表者がテーマに沿った内容で発

表・討議する。

⑤いじめ防止大会

○活動のねらい

いじめ防止の取組を再確認するととも

に，地域への啓発を行う。

○活動の内容

幼保・小・中の園児・児童・生徒による

人権学習の内容を発表する。また，人権尊

重をテーマにした教育講演会を実施する。

ｳb

６協議の柱

学校や地域で，人権教育を推進するために，

教頭はどのような役割を果たすべきか。



心豊かでたくましい小樽の子どもを育てる教育活動の推進

第己分iii斗会 ｢子どもの発達に閏する課題」

青」をキーワードに連携を図った活動を進め，

市内４１校を５地域ブロックにわけ，ブロック研

修の形態で，全公教第８期・道公教第11次３

か年継続研究の第２共通課題『子どもの発達に

関する課題』への取組として新たな研究をはじ

めた。そこで，以下の視点を通して，「豊かな心

の育成」の実現をめざし，望ましい教育活動の

あり方や教頭の役割，関与のしかたを究明す

る。

(1)道徳性の育成

道徳教育の特色ある活動の推進

(2)組織体制の活性化

道徳教育推進教師を中心とした校内体制の

整備，小中連携の具体化，読書活動の推進，

生徒指導の充実

(3)地域教育資源の有効活用

体験的な活動の充実，人権教育の推進

■
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１主題設定の理由

めまぐるしく変化する社会情勢の巾，学校に

は，その責務を明確にし，確かな見通しをもっ

て子どもたちが身につけるべき能力を見極め，

それぞれの心身の発達段階に即して，学ぶべき

ことをしっかり身につけていく指導が求められ

ている。教頭は今，社会の期待に応えるべく，

家庭や地域・各関係機関との連携を強化し，児

童生徒を取り巻くさまざまな課題の解決に向

け，学校教育を推進していかなければならない。

現在，小樽市においては，児童生徒の減少に

伴い，多くの公立学校が小規模となっている。

学校適正配置の検討が進められている中，多く

の市民が本市の未来と教育環境の整備につい

て，高い関心と期待を寄せている。

このような中，保護者や地域の．信頼を得なが

ら児童生徒に「確かな学び」と「豊かな感性」

をはぐくむために，平成２１年度に『小樽市学

校教育推進計画（２次計画)』が策定された。こ

の計画の推進を学校経営の指針として校長の意

を体し，学校の教育目標を具現化するため，学

校課題を解決することがわれわれ教頭に強く求

められている。

本会は，一昨年度から小学校と中学校の教頭

会を合併して「小樽市教頭会」として発足した。

小学校と中学校の連携をさらに深めることによ

り，『小樽市学校教育推進計画（２次計画)』の

基本理念の１つである「豊かな心の育成」に焦

点をあてた教育活動を推進するため，本主題を

設定した。

提言者北海道小樽市教頭会小樽市立長橋小学校加藤俊明

３研究の経過

(1)平成２０年度『ほりおこす』（1年次）

①研究テーマの設定

②研究構造と３か年計画の立案

③本市小中学校の現状把握とブロックの現状

分析・課題把握

④まとめ（成果と課題）

(2)平成２１年度『しかける』（２年次）

①継続研究テーマの確認

②各ブロックの諸課題解決に向けた具体的実

践と検証

③重点化されたビジョンの実現に向けた計画

の作成

④『小樽市学校教育推進計画（２次計画)』と

の関連を意識した課題解決のためのプラン

シート作成と実践

⑤各学校の実践交流

２研究のねらい

平成２０年度から，本市は小学校教頭会と中

学校教頭会を合併し，新たな組織「小樽市教頭

会」として発足した。これを機に「小中連携教



⑥まとめ（成果と課題）

(3)平成２２年度『根づかせる』（３年次）

①各ブロックにおける具体的実践，成果と課

題の明確化

②他校で実践された学校改善の手法を活用す

る。

③まとめ（成果と課題）

る』）を検証し，効果が上がっている実践

や，それらをさらに高める観点や留意点等

をまとめ，さらなる『しかける』改善点や

方策を探る。

②自校の教育活動を見直し，道徳的価値項目

との関連を明確にして，意図的に道徳性の

育成を図っていく。

４研究の概要

(1)『ほりおこす』

①地域ブロックで実態把握を行うために，分

析の視点を明確にした「実態把握シート」

を活用し，課題解決の方向性を探る手立て

とした。

②各地域ブロックでの，具体的な改善への方

向性がイメージできるように｢改善テーマ」

を設定し，各ブロックの学校改善に向けた

共通の方向性を焦点化した。

③各ブロックで実践交流会を開催し，各地域

ブロックにおける教育活動を本市教頭会で

共有し，互いに活用するための相互理解を

深めた。

(2)『しかける』

①各地域ブロックの現状分析・課題把握をふ

まえて，各教頭が，自校の改善に向けた関

与計画を作成し，実践に取り組んだ。

②各ブロックの「実態把握シート」（『ほりお

こす』)から具体的な各学校課題の解決に向

けて教頭の取組プラン｢具体的な関与計画」

を本市の全教頭が作成した。作成にあたっ

ては，以下の点を重視した。

ア学校の取組（何を始めるのか・何をど

のように変えるのか）を重視し，どのよ

うな「豊かな心の育成」をめざしたもの

なのかを明らかにすること。

イ今までの教育活動を「捉えなおす」「再

構築する」「束ねなおす」「つなぐ」等の

キーワードを大切にすること。

ウ他校で実践された学校改善の手法を交

流し，組織を目標達成に向けて協働の方

向性を探る。

(3)『根づかせる』

①各教頭の具体的な関与による実践(『しかけ

５今後の課題

(1)地域ブロックの共通課題を明らかにし，課

題解決に向けて各学校で具体的な『関与計画』

を作成して実践したことにより，学校改善を

進めることができた。

(2)中学校区をもとにした課題解決の取組を行

うなど，学校単独ではなかなか進まない課題

について協議し取り組むことにより小中の連

携が深まり課題解決に向けての実践を進める

ことができた。

(3)異校種連携に取り組んだ実践では，教頭間

の緊密な連携の重要性や連携することの意義

を教員に理解させる必要性が感じられた。

(4)さまざまな教頭の関与が，課題解決にどう

結びついたかを客観的な資料から検証を行う

必要がある。

(5)ブロックの連携はもとより家庭や地域・関

係機関との連携を一層強化し，一体となった

教育を進め，学校課題の解決を図る必要があ

る。

６協議の柱

・自校の課題から豊かな心の育成につなげて

いくための教頭のかかわり方はどうあるべ

きか。

・豊かな心の育成につなげていくための教職

員の意識向上における教頭のかかわり方は

どうあるべきか。
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第己分iii斗会「子どもの発達に閏する課題」

小・中の連携。接続を中心として開かれた学校づくりの推進
～中１ギャップに対応するための教頭としてのかかわり～

提言者北海道帯広市教頭会帯広市立西小学校糊淫実

１主題設定の理由

約６０年ぶりに教育基本法が改正され，その

後，中央教育審議会の答申を受け，教育再生関

連三法が一部改正された。改正学校教育法で

は，学校教育の充実のため，より小・中の連続

性が意識され「義務教育として行われる普通教

育」において目標規定が１０項目で整理された。

すなわち，学校は教育方針，特色ある教育活動

の取組，児童生徒の変容等について説明責任を

果たすべく，透明感のある開かれた学校づくり

を一層進める必要がある。

一方，激変し混迷する社会や家庭の教育力が

低下する中，児童生徒の規範意識や社会性，自

立心等における低下が明らかになり，学校現場

でも学校生活への不適応やいじめ･非行の問題，

学力格差等が指摘されている。特に，近年で

は，「中１ギャップ」と言われる中学１年生に顕

著な姿として現れる傾向にあり，小学校から中

学校への連携・接続にかかわる具体的な改革が

問われている。校種間のギャップは，多様な要

因が絡み合って生じているが，特に，「学校文

化」の違いが急激に生じ，その変化に対応でき

ない子どもが多く存在している点も指摘されて

いる。

したがって，子どもの発達状況に即し両者の

文化の間を滑らかに移行する連携や接続のあり

方にかかわる課題と改善策，教頭の役割を解明

するため本研究主題を設定した。

２研究のねらい

小・中学校の教育課程のあり方及び生徒指導

の連携等を通し滑らかな接続を図り，中１ギャ

ップに対応するための教頭の役割について考察

する。

３研究の経過（３年次計画）

【平成２０年度】

○小中連携の理論研究と先行実践の調査

○アンケートによる実態把握と実践交流

○次年度に向けた課題・方策の検討

【平成２１年度】

○課題解決に向けての取組

○アンケートによる実態把握と実践交流

○研究の方向性の再確認

【平成２２年度】

○研究の評価及び成果・課題のまとめ

○第１２次研究の方向性の検討

４研究の概要

(1)アンケート調査

小・中の連携・接続にかかわる問題につい

て，どのようにして克服できたのかを解明す

る資料を得る目的で，調査を行った。（１回

目:平成２１年３月市内小学校第６学年，２回

目：同年１０月市内中学校第１学年）

①アンケートの内容と実施について

中学校生活への「思い」や「楽しみな（楽

しい）こと｣，「不安・心配なこと」等につい

て，中学校入学前の３月および入学後の１０月

時点で実施し，結果の分析を行った。

②結果の分析（第１回目３月時点）

・76.4％が学習を楽しみであるという｢思い」

を示す一方，70.3％が不安であると回答

し，期待と不安が入り交じっていた。

．楽しみな活動として体育祭や文化祭等の学

校行事をあげており，70.1％を示した。

・人間関係については，新しい友達との生活

を楽しみが約５６％，一方上級生との生活

は約半数が不安であると回答した。

(2)教育課程および組織的な連携の取組

①小・中連携・接続にかかわる取組内容の調

査結果を受け，課題克服のため，以下のこ

とに取り組んだ。（図1）

②小・中の連携・接続にかかわる取組の成果

についての分析と教頭の関与

○学習面（つなぎを意識）



・外国語活動に中学校の英語教諭を活用

・美術作品と図工の作品の交流

・英語科と外国語活動に関する研修会

・総合的な学習の時間や算数・数学等のカリ

キュラムにかかわる交流会

これにより，中学校の学習への興味・関心が

高まるとともに，テストへの不安や心配もある

が，各教科や道徳，総合的な学習の時間などの

｢学習の時間」を「楽しいこと」とあげる生徒

が多くなった。

教頭としては，コーディネータとして，日程

調整や研修内容の検討を行うとともに，小学校

から中学校への学習の連続性や学習環境の変化

に視点をおいた指導方法に関する情報連携に尽

力した。

○生活而（あこがれや心の成長を実感）

・小学生の中学校一日体験入学

・中学生による小学校での職場体験

・部活動の交流

これにより，一日の生活の流れを理解し，中

学校生活への不安を払拭するとともに，あこが

れを抱くようになってきた。例として，小学生

が中学生の演奏を聴くことで吹奏楽に興味をも

ち，中学校入学後かなりの生徒が吹奏楽部に入

部し活躍したという事実がある。さらに，中学

生の小学校での職場体験による教師と生徒，生

徒と児童との交流体験を通して，中学生が過去

の自分を振り返り，先輩として下学年へのいた

わりの心情をはぐくんだという心の成長に関す

図１

Ｌ

る報告がある。

教頭としては，教職員の役割分担の理解と心

理的負担の軽減に努めた。

○人間関係（かかわりを重視）

・生徒指導にかかわる交流（教師）

・小・中いじめサミットでの交流（子ども）

・児童会と生徒会のお手紙交流

これにより，アンケートの「学級活動」「新

しい友達」「上級生との学校生活」で「楽しい

こと」とした割合が上昇した。

教頭としては，すべて人間関係が重要な要素

となっているこれらの取組において，小学校か

ら中学校への指導の連続性を意識し，配慮を要

する児童生徒への理解をより深めきめ細かな指

導に努めた。

○その他（教職員の意識の高揚）

・月１回の教頭会における取組の交流

・卒業式や入学式等学校行事への参加

・公開研究会での交流

・中学校区のＰＴＡ情報交流会の実施

これにより，小・中の取組の違いや良さを相

互に理解でき，連携・接続の重要性について教

職員の意識が変容した。

教頭会議の際（月１回)，ブロックごとに，連

携や接続を円滑に推進できるよう特に以下の点

について配慮し交流した。

６協議の柱

小・中の連携・接続を推進するためには，教

頭はどのような役割を果たすべきか。

･校長のビジョンを明確に浸透させる体制づく
りを可能にする主任や各部長への働きかけ。

･教職員の意識の変容を図る主任や部長のリー
ダーシップの発揮。（ミドルリーダーの育成）

･教職員の良好な人間関係を築く働きかけ。
･連携・接続の取組が円滑に進むよう，率直な
協議を実現する会議での司会としての役割。

･これらの取組を継続できる引継ぎの工夫。

５今後の課題

(1)中学校区における小・中９年間を見通した

教育課程の編成・実施に努めるとともに，各

教科等における系統的，継続的な指導のあり

方について検討する。

(2)小・中の連携・接続にかかわる積極的な情

報発信を行い，必要性の理解を図るととも

に，「心と体の成長」に向け三者による子育て

の支援,体制の確立を図る°
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第２分科会

研 究

提言１人権を大切にする取組を推進する

教頭のかかわり

～学校・家庭・地域との連携を通して～

福岡県豊前市立宇島小末光利光

協議の柱

人権教育を推進するために，教頭としてどの

ような場面でどうかかわっていけばよいか。

１ 質疑応答

○福岡県人権教育教材｢かがやき｣や「あお

ぞら」の冊子は，どのような機関で作成さ

れ，どのような内容か具体的に知りたい。

・県内の先生方が実践してきたものや各地

域で取り組んできたものを教材として集め，

福岡県教育委員会が作成したものである。

○中学校ブロック教育協議会で話し合われ

ている具体的な取組について知りたい。

・主な取組として，小・中学校の連携があ

る。６年生の様子を中学校の先生が授業参

観したり，逆に小学校の先生が中学校の授

業を参観したりしている。他に，人権教育

の授業を地域の皆さん，民生児童委員や学

校評議員の方々に公開している。

○人権ファイルを活用しているようである

が，ファイルの内容について知りたい。

“授業公開の後の教材の感想文が中心で，

学習に使用したプリントなども小学校１年

生の時からファイリングしている。例えば，

「かがやき」の授業を記録した個人の作文

を残していくことで子ども理解に努めてい

る。また，次の担任への申し送りにもつな

がっている。

○１４年前から全市，全校的に取り組んで

いることは，とてもすばらしいこと。授業

を行うだけでは，自尊感情を育てるのは難

しい。自分の経験から家庭訪問などを繰り

協 議

返すことで心を育ててきた。頭でわかって

いても，行動が伴わないのが現状であるが，

どのような取組をしているのか知りたい。

．どのように改善していこうか苦労してい

るところである。経過の中で，取り組んで

いかなければならないことに見通しをもた

せている。子どもがどう変わっているかは

授業の感想文の変化で見ている。また，何

かよい実践があれば教えていただきたい。

○「子ども会議」では，司会として子ども

たちにどんな投げかけをしているのか。ま

た，子どもたちは，どんな考えや，アイデ

ィアを出しているか知りたい。

．例えば，「あったらいいなこんな学校」

という部会の中では，発表した学校のよい

ところを発表したり，認め合ったり，「あ

いさつ運動」など，自分の学校へ持ち帰っ

て取り組んだりすることを進めている。

２グループ協議

協議報告①

人権教育の実態交流では，人権教育のカリ

キュラム化，道徳教育を充実させる上で，ア

セスメントシートやアンケートを実施し，児

童生徒の実態を把握するなど，教頭としてリ

ーダーシップを発揮していくことが大切であ

る。

道徳の授業を充実させ，人権擁護委員会な

どの外部組織との連携や有効活用の橋渡しと

してかかわっていくことが望まる。

教育相談や学期ごとのアンケートを実施す

るために，教職員との共通理解を図るよう教

頭としての指導やかかわりを大事にしたい。



協議報告②

人権教育については，地域差(意識が低い，

ない)がある。市としてカリキュラムの中に位

置付けて指導がされており，全員参加型の研

修会なども実施されている。

日ごろの取組として，「あいさつ運動」を

実施して教師から子どもたちへのかかわりを

大切にし，小・中学校間や諸団体との連携を

密にするために，教頭が窓口となって取り組

んでいくことが大切である。また，若い教師

の人権教育に対する資質の向上も教頭の努め

である。

学校教育ができることには限界があるが，

地域，家庭との協力の必要性を感じる。

協議報告③

人権教育においては，あらゆる機会，あら

ゆる場面において，教頭が子どもの実態把握，

教育情報の収集，発信を行うことが大切であ

る。

校内においては，情報の共有化によって共

通理解を深め，学校としての説明責任を果た

すためにチームとして行動できるようにリー

ダーシップを発揮することが重要である。

コミュニケーション能力の向上については，

子どもの人間関係が固定化して浅い。小規模

校ではあるが，自立のための宿泊学習が有効

であったという報告があった。

人権教育は，日常の意図的・計画的な実践

が有効であり，それをコーディネートしてい

くのが教頭の責務である。

３提言１における指導助言

助言①（波岸克泰氏）

これまでに，人権教育の指導にあたっては，

文部科学省のほうで，人権教育の指導方法に

ついての調査研究会議ということで，３回の

審議がなされてきている。その中で，人権教

育についての人権に対する知的理解，人権感

覚をベースにして，人権を守ろうとする意識，

意欲，態度を身につけることはもちろんであ

るが，さらには実践的な行動に結びつける指

導はどうあるべきかについて，意見交換がな

され，各教科，各領域においてどう指導がな

されるべきか話し合われてきている。

今学校では，環境教育，キャリア教育，情

報教育など様々なことが，学校教育の中で求

められている。そのすべてが，実践的な行動，

態度に結びついていくことが重要である。

学校教育法第３０条の「生涯にわたり学習

する基盤を培われるよう」というところを肝

に銘じて，学ぶ意欲と知識理解，そして態度

形成をいかに育むかということを共通理解し

たい。そう考えると，学習指導要領のあらゆ

る教科の目標が，意欲，知識理解，態度形成

に結びついている。すなわち，すべての教科

の中で，人権教育が行われるべきであり，全

教育活動の中で，指導すべきことである。

教頭としてどうかかわるべきかということ

であるが，「節目の取組｣いわゆる学校として

の重点を意識させることが，継続性につなが

っていくということである。また，協働性と

いうことで，子どもたちが変わってきている

かを確かめる場面を計画的に位置付けること

が，教頭としての責務である。

校長が学校の「顔」だとすれば，教頭は学

校の｢心｣です。先生方の心に火をつけるよう

に，そんなかかわり方をぜひしてほしい。地

域の子どもたちの成長をともに喜び合う場を

ぜひ位置付けてほしい。そうすることが教頭

としての努めだと考える。

助言②（浅沼誠氏）

福岡県豊前市教頭会の提言については，取

組が明確で成果が上がっていると考える。

一つ目は，長い年月をかけて計画的な活動

がされてきたことで，理解が進み，地域を巻

き込んだ活動になり，子どもの参加が見られ

てきているということである。二つ目は，教

頭の支えによって担任が安心して指導にあた



っているということである。何をほめ，認め，

何を叱るのかが明瞭である。大事なのは，担

任まかせにしないで何を伝えるのかを大切に

して，指示や指導をしていくべきである。

頭の中ではわかっていても，行動できな子

どもが多い。からだを動かす前に心を動かす

体制作りが必要である。日常生活で不合理な

ことを子どもたちの中で話し合う場を設ける

ことができたならば，心の準備ができるはず

である。日常生活の気づきを感じさせる全校

的な取組をしていってはどうだろうか。

新興住宅街などでは，地域に対する思いや，

地域をよく思っていない保護者が多く，自尊

感情が低く感じられる。自分の住んでいると

ころを好きになること，よさを見つけること

ものに気づき，変化に気付くような地道な活

動の中で，人の心は気づいていくはずである。

教頭には，そんな気づきのある学校風土づく

りを求めていきたい。

岩手県盛岡市では，教育推進運動の一環と

して，学力向上はもちろんのこと新しい課題

を見つけながら，学校独自に取り組んできて

いる。地道な運動であはあるが，子ども，保

護者，学校，地域，行政が一体となって組織

的に対処していくために，教頭は要として動

いてほしいと願っている。



第２分科会

研究

提言２心豊かでたくましい小樽の子ども

を育てる教育活動の推進

北海道小樽市立長橋小加藤俊明

協議の柱

自校の課題を踏まえ，豊かな心を育む教育

活動を推進するために教頭としてどのように

かかわるか。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

子どもたちが隣の子に優しくできること，

他を思いやれることが大事だ。家庭で大事に

されていない子がいるかもしれない。その子

たちを大事にすることを教員と教頭が学年の

集会で子どもたちに話している。

子どもたちの心を豊かにするには，働きか

けを大事にする。そのために道徳教育の充実

を図る･実践例として，道徳の参観日を設定

し，公開している学校の取組が報告された。

また，人と人との交流を大事にしている例

として，前年から５年生と幼稚園・保育園の

交流を行い，幼小の子どもたちの交流を継続

している実践が紹介された。他の学年では，

育てられなくなった蕎麦を復活させるという

町おこしと連動して地域の人との交流を行っ

ている。このような交流が心を豊かにするこ

とにつながっている。

挨拶を大切にし，学校だけでなく，地域と

取り組む必要がある。地域に学校の重点を説

明しながら，協力をお願いしている。その取

組を通して地域の人材バンクをつくっている。

保護者の協力を得るために，保護者との教

協 議

育相談と子どもとの個別懇談を行い，保護者

・子ども・学校が一つとなり物事に向かって

いける。そういった教育活動を進める上で大

切にしたいのは，活動のねらいをはっきりさ

せ，声かけを行うこと。そのことによってミ

ドルリーダーが育ち，学校全体の力が育って

くる。このような取組を通して，心の豊かな

子どもたちが育ってくるのではないか。

協議報告②

自校の課題を踏まえ，豊かな心を育む教育

活動を推進するために現状について交流し確

認した。

函館では，研究サークルの活動が盛んで，

サークルで深めたことを財産として学校に渡

している。小中の連携に幼稚園を加え，幼小

中での連携もある。道徳の研究会を開くとき

には幼稚園も授業を行っている。また，目の

前の子どもたちの実態を捉え，自作の資料を

作成し，それらを資料集として活用している。

千葉では，地域ごとのサークル活動が盛ん

で，お互いが道徳の授業を見合うという相互

授業を行っている。

北広島では，現状を憂うという部分で，心

のノートの存在を知らない保護者が多く，課

題があるという報告があった。

静岡では，全教育課程を通して道徳を，そ

の中でも３５時間の道徳の時間に力を入れる

とともに，初任者の授業力アップを教頭とし

てどのように図っていくかを考えている。

熊本では，学年主任，管理職，副担をあわ

せ７人でチームを組み，ローテーションで授

業を行っている。空いている教師は授業を観

たり，授業の構想を考えたりして余裕をもっ

て授業を行っている。

教頭としてどのような形でかかわるかにつ



いて，道徳の授業が適正に行われるように，

中身が深まるような環境を整えることが大事

だ。相互授業をするにあたっても，日常的に

行えるように段取りを組むことが教頭の役割

であることを確認した。

次に，心の教育という意味での朝読書の取

組は，現状は各学校それぞれ１０～２０分程

度ねらいを押さえた上で行っている。その中

に，地域の人がボランティアで読み聞かせ，

エプロンシアターに来られる。教頭は，ボラ

ンティアとの対応，ねらいを達成させるため

に力を発揮していく必要がある。

協議報告③

小樽市の研究発表は，小中が連携し，一体

感をもって取り組んでいること，豊かな心の

育成というテーマをもって，小樽市全体で教

育活動の改善を図っていること，その中でし

かけを行って，意識的に取り組んでいること，

ＰＤＣＡのマネジメントサイクルを活用しな

がら，見通しを持って意図的・計画的に実践

された研究に対して敬意を表したい。

３提言２における指導助言

助言①（波岸克泰氏）

小樽市の提言は，市の教頭会が一致団結し

て関与計画という計画性をもった中で，実際

に教職員と，道徳を学校の中に取り入れた非

常に大きな成果である。それはとりもなおさ

ず子どもたちが成長する喜びを実感する場面

を提言しているからではないかと考える。教

頭が動くというのは，子どもが変わる喜び，

それを共感できることだと思う。もう一つ

は教育活動は変わる楽しさを実感できないと

なかなか教職員も変わっていかない。いろい

ろな指導方法，教育活動があるが，よりよい

教育活動とは教師に目指すものがある活動な

のではないか。その時，実際に教育活動によ

って子どもがどう変わるのか教頭が先生方に

示せるかどうか。例えば思いやりを校長が重

点として示している学校では毎時間の交流場

面で発言を受け止めたり，思いやったり，そ

ういう授業が大切にされなければならない。

重点の設定の仕方，方針の設定の仕方によっ

て教育活動は変わっていく。そこに皆で目指

す子どもの成長の姿があると是非ご指導して

いただきたいと思う。

助言②（浅沼誠氏）

提言の中の，豊かな心，豊かな感性，その

心や感性の育った子どもの姿を言葉で表現し

たらどうなるのかと振り返る必要がある。漠

然とした言葉だが，それを具体的にしたら，

中身が鮮明になってくる。鮮明になれば取り

組む手法，中身もより明確化してくるのでは

ないかと感じた。

ＰＤＣＡサイクルで進められており，大変

すばらしいと思う。さらに，Ｒ・Ｖを加える

と振り返った時に，サイクルが回る時にリサ

ーチして，ヴィジョンを立ててプランに入っ

ていくということをすれば，立ち戻るという

のがより明確になるのではないか。実際にや

られているが，それをいかに意識化した中で

位置付けるかを少し工夫すると次にまたよい

活動につながっていくのではないかと思う。

具体的な関与計画が作成されていること，

「さらなるしかけ」も大変よい言葉だと思う。

継続性のある取組になっていくと感じた。

感性を鍛えるということについてだが，ヴ

ァーチャルではない本物，それにふれながら

実際に体験活動することが重要。頭でわかっ

ているが身体がついていかないという子ども

が多くなっているという感じがする。実際に

身体を通して感じる，五感を鍛えることで第

六感も働くようになるだろうと思う。

「優しさも訓練」とある人に言われてはっ

と思ったが，実際にわかっているのと，行動

に表せられることには若干のずれがある。実

際にやってわかる，話すことで学ぶ，現実体

験を大事にしていかなければならない。



第２分科会

研究

提言３小・中の連携・接続を中心として

開かれた学校づくりの推進～中１ギャ

ップに対応するための教頭としてのかか

わり～

北海道帯広市立西小糊淫実

協議の柱

小中の滑らかな接続や連携を図るために教

頭としてどのようにかかわっていけばよいか。

１質疑応答

○本市でも小中連携を重視して取り組んで

いる。「9年間を見通した教育課程の交流」

とあるが，具体的な内容や検討された事項

や他教科などのカリキュラムの作成状況を

教えてほしい。

・教頭会６ブロックで各校の学習内容を交

流している。総合的な学習の時間などでは，

小中で同じ学習内容だったり，体験場所が

同じだったりすることが分かった。各教科

では，小学校の学習内容が中学校の学習内

容とどのように結び付いているのか明らか

にしたり，小学校外国語活動と中学校英語

の学習内容を交流した。

○「連携・接続の取組が円滑に進むよう，

率直な協議を実現する会議」について，会

議のメンバー，実施する節目，司会者とし

ての役割を教えてほしい。

・ブロックごとに集まっている教頭会を中

心に，各校のミドルリーダーが出席するブ

ロックもある。話し合うことで元気がでる

会議となるように，子どもの変容や学校の

よいところを出し合い，この取組がよい成

果を残している，重要である，意義がある

ことを自覚できるように心がけている。

○中lギャップ解消のために，中学校区内の

協 議

小学校の連携，小中の連携などどのように取

り組んでいるか，不登校。いじめの解消など，

具体的な成果を教えてほしい。

・調査の結果，中lギャップについては予想し

ているような問題はないことが分かった。不

登校やいじめは横ばい状況であると聞いてい

るが，幼小中高が様々な場面や方法で連携を

図っている。

○平成21年３月と１０月，年２回アンケートを行

っているが，平成22年３月の結果はあるか。

「不安」が70.3％，「楽しみ」が76.4％とい

う数値の解釈の仕方と資料の「ラベル」の意

味を教えてほしい。

・２０年度３月と21年度10月の２回実施した。

「不安なこと」と「楽しみなこと」を全員に

聞き，複数回答しているので，双方70％代の

結果となった。２回目のアンケートは，自由

記述を多くして，記入された内容によって，

「テストの結果に不満・不安がある」と回答

したのが，数えて202ラベルあり，４５人（２２．

３％）の生徒であったということ。

２グループ協議

協議報告①

小中の接続・連携のために教頭には，「コ

ーディネーター」，「組織づくり」，「小6と

中学校学習内容のつながりを考える資料を作

成する」「小中情報交換の場を設定する」な

どの役割がある。今やれることを組織的に取

り組む体制をつくることが必要である。

中１でギャップがあるのは当たり前で，児

童と保護者双方に，小６の早い段階から情報

を提供して心構えをつくることが重要である。

協議報告②

他地域の実践などを話し合い，発想が豊か



になり，新しい視点が生まれる研修になった。

生徒指導に関する内容だけではなく，学習

指導面，生活習慣面などごとに部会を構成し

て連携を充実させている。同じ中学校に入学

する小学校同士が連携を強めていくことも大

事で，また，提供すべき情報を吟味すること

も必要である。

協議報告③

教頭の役割は，情報の窓口であり，パイプ

役である。判断するためのフィルターをもっ

ていることが大事である。

生活習慣に関して，幼も含めて，小中高が

スムーズに指導を移行できるように連続性を

もって指導し，効果をあげている。

また，中学校の教師は小学校の授業を見る

機会が少ない。どこで，どのようにつまづい

ているのかを明らかにしたり，小中での教え

方の違いに気付いたり，双方の授業を参観す

ることは重要な接続・連携である。

３提言３における指導助言

助言①（波岸克泰氏）

子どもたちが変わってきたという，少年鑑

別所長の話がある。

「昔の子どもはハリネズミ，自分から色々ぶ

つかっていっていた。今の子どもたちはモグ

ラ，チョウチョになってしまった。いつもフ

ワフワしている感じ。」大人も子どもも変わ

ってきている中で学習指導要領では，道徳教

育は先行実施されている。道徳が位置付けら

れて50年。各校でもしっかりと位置付けてい

かなければならない。中1ギャップも同様で，

たとえば，子どもが大学ノートの使用に不安

を感じていることがわかり，ノート指導の連

携から始めた事例もあるが，子どもが不安を

感じていることを把握することが重要である。

今日の協議などで，公教育に定められている

ことを「特色ある」「魅力のある」「輝きのあ

る」学校づくりに向けて教頭が手腕を発揮して

いると思う。そして，校長が示すビジョンの実

現に向けて日々頭を使っていると思う。文書の

ファイリングの仕方を変えて，局長が示す基本

方針にそって行ってみると管内的に何をしなけ

ればならないのか明確になった。校長が示すビ

ジョンをマトリックスの横軸に位置付けて，今

何をすべきかを明らかにする教頭の働きかけを

期待している。

教頭は，教師に子どもが変わる喜び，教育活

動が変わる楽しさを示すことが重要。子どもた

ち一人一人の発表が大切にされる授業，粘り強

く課題に取り組む授業など，定められた重点の

設定の仕方，内容によって，教育活動が変わる

ことを示してほしい。教頭のやりがいは，この

多忙化の中，いかに情報を整理して学校改善に

つなげていくかにある。

助言②（浅沼誠氏）

今日の教頭先生たちのように，普段からこう

した話し合いをすることが大事であり，語り合

うことで，意欲を再構築することができる研究

会となっているのではないか。

さて，提言3は，追跡調査をして，子どもを

しっかりとらえることが大事である。不安感が

下がった事項はよいが，依然として不安をもち

続けている子どもたちにどのように対応するの

かも重視すること。

また，たとえば,PTAで小中合同で交流会を行

うことは，発達を見通す上で大切だが，交流会

に参加できなかった保護者にどう伝えていくか，

問題のある子どもの保護者にどう伝えるかなど，

「発信」し続けることも重要である。

小中のカリキュラム交流については，中学校

の授業に小学校の先生がT2として入るなどして，

見合うことに加えて協働してつくるなどのコー

ディネーターとしての教頭の役割もある。

教師は専門職である。学習指導のプロであり，

生徒指導のプロである。教頭はその上に，ネッ

トワークづくりのプロになってほしい。



第２分科会

成果と

１提言１における協議の柱について

（１）人権教育の指導で大切なことは，人権を

守ろうとする意識や意欲・態度を身に付け

させることはもちろんであるが，それを実

践的な行動に結び付けることである。

(2)人権教育を推進する上での教頭の責務と

は，担任が安心して指導にあたることがで

きるように支え，やる気を喚起するような

かかわりをすることである。

(3)学校や地域，行政が一体となって組織的

に対処するための教頭の要としての役割は

大きい。

２提言２における協議の柱について

（１）教頭会が同じ方向性で計画をもって教職

員とともに取組を進めたことにより，子ど

もたちが変わっていくという喜びを共感で

きた。

（２）小中が連携し，道徳という一つの同じ窓

口から｢豊かな心の育成」を目指すことに

より継続性のある取組が生まれた。

３提言３における協議の柱について

（１）小中の連携においては，子どもが何に不

安を感じているのかを把握すること，さら

にそれがどのように改善されたのか，追跡

調査も必要である。

（２）小中の連携の充実に向け，カリキュラム

交流などの取組も考えられる。教頭は，ネ

ットワークのプロとして，また，協議時の

コーディネーターとしての役割も大切にな

る。

（３）教頭のやりがいとは，いかに情報を整理

して学校改善につなげるかである。

４成果と課題

【成果】

○人権教育のカリキュラム化，道徳教育を充

実させていくために教頭が窓口となって校種

課題

間や諸団体との連携を推進していく強いリー

ダーシップの発揮が必要であることを確認し

た。

○コミュニケーション能力の育成，いじめ発

見，あいさつ等の課題への対応方向をつかむ

ことができた。また，組織を生かすために，

若い教師の人権教育に対する資質向上を図っ

ていくことの必要性を確認することができた。

○地域や児童・生徒の実態に応じながら教頭

として意図的・計画的に教頭会の組織として

取り組むことが重要である。具体的な関与計

画を作成し，全体の取組として進めていくこ

とが教育活動の改善につながることを確認す

ることができた。

○他の地域の実践例の交流で様々な組織活用

の事例，教育活動の実践例を通して発想が豊

かになり，新しい視点を見つけることができ

参考になった。

【課題】

○人権教育には地域差があるが，全職員が人

権意識をもって日々の実践ができるようにし

ていく体制づくりが望まれる。一人一人が認

識を高められるような教頭の働きかけが必要

である。

○道徳の授業を充実させ，外部組織との連携

や有効活用の橋渡しとしてかかわっていくこ

とが望まれる。教頭として自ら動く部分と動

かしていく部分をどう区別していくか整理し，

教頭の役割及びかかわり方を明確にする必要

がある。

○職員の資質向上，校種間の連携，他団体と

のかかわりなど学校が組織として対処してい

くために教頭がいかにコーディネートしてい

くかが課題である。



第ヨ分ili斗会「教育環境整備に閏する課題」

｢自立」の力を養い，「共生」の心を
はぐくむための教育環境づくり

～コミュニケーション能力をはぐくむ教育環境を目指して～

提言者秋田県秋田市小中学校教頭会秋田市立秋田北中学校南藤透

１主題設定の理由

現在，少子化や核家族化，高度情報化の進展

により人間関係が希薄化し，子どもの人とかか

わりあう経験不足やコミュニケーション能力の

低下が指摘されている。このことは，子どもの

豊かな人間性や社会性の発達に大きな影響を与

え，学校においても，いじめや不登校，学級崩

壊など様々な問題が生じている。

こうした現状においては，社会の変化に適応

しながら夢や希望の実現に向けてさまざまな課

題に立ち向かい，自分の力でよりよく生きてい

こうとする「自立」の力と，さまざまな人との

かかわりを通して，相手を思いやり，優しさを

もって，互いに高め合いながら生きていこうと

する「共生」の心をはぐくむことが重要である

と考える。

秋田市では，「自立と共生を目指す学校教育

の充実」を基本方針とし，「小中一貫した考えに

立った教育」の充実と，信頼関係を深める「人

と人との紳（きずな）づくり」を推進しながら，

その具現化に努めているところである。

これらの状況を踏まえ，子どもがさまざまな

人々とのかかわりの中でコミュニケーション能

力を培い，社会の中で自立していく力と共生し

ていく心をはぐくむ教育環境づくりを目指し

て，本研究主題を設定した。

２研究のねらい

コミュニケーション能力をはぐくむための教

頭のかかわりについて，３年間の継続研究とし，

次の３つの視点から，各校の実情に応じて実践

した成果をまとめ共有化を図る。

(1)校外での体験活動に取り組みやすい環境づ

くりに向けた教頭のかかわり

(2)日常生活の指導の中での教頭のかかわり

(3)授業実践に対する教頭のかかわり

３研究の経過

[１年次（２０年度)】

各校の実践例の発表と協議

【２年次（21年度)】

研究の焦点化とサブテーマ「コミュニケーシ

ョン能力をはぐくむ教育環境を目指して」の設

定，秋田市小中教頭研修会，中学校教頭会で実

践発表と協議

【３年次（２２年度)】

各校でのコミュニケーション能力をはぐくむ

ための実践，研究成果の共有化

４研究の概要

(1)「紳づくり教育プラン」の策定と実践

平成２０年度より，秋田市教育委員会の指導

の下，全市立小中学校において，地域や学校の

実情に応じた「緋づくり教育プラン」を策定し

ている。同プランは保護者にも配布し，家庭や

地域の理解と協力のもとにその実践に取り組ん

でおり，学校，家庭，地域の紳づくりを深める

とともに，子どもにコミュニケーション能力を

はぐくむうえでの土台ともなっている。

[プラン策定の視点】

①子どもが「人の紳」の素晴らしさを実感す

る学習や体験活動の充実

②学校と家庭が協力し合う機会の充実

③学校と地域とのつながりを深める機会の充

実

(2)コミュニケーション能力をはぐくむ取組

①体験活動（学校行事や総合的な学習の時間

における活動等）

・地域社会を「コミュニケーション能力をは

ぐくむフィールド」と考え，各種事業所，



福祉施設，町内会等に出かけ，様々な人々

と積極的に会話する場面を位置づけた活動

を実践する。

・活動のねらいの中に，「コミュニケーショ

ン能力の育成」を明確に位置づけ，教職員

に対する意識化を図る。

②教職員と子どもとの日常的なふれあい

・教職員と子どもの日常的な会話の中で，聞

き手にわかりやすい文章で語尾までしっか

り話すように，機会をとらえながら継続的

に指導する。

③日々の授業

・教科等の授業において，グループや学級全

体での話し合い活動を充実させ，教師は子

どもたちにわかりやすい話し方やよい聞き

手の在り方を意識させるように継続的に指

導する。

・声の大きさ，話形等についての子どもたち

が意識できるような指導を工夫する。

(3)コミュニケーション能力をはぐくむ環境づ

くり（教頭のかかわり）

①教職員の意識改革と指導体制の整備

校長の指導のもと，教頭が校内研修会を主

催するなどして，教職員に子どもにコミュニ

ケーション能力をはぐくむ必要性を理解させ

る。また，校内組織を活かして，それぞれの

指導場面における指導法や配慮事項につい

て，全教職員で研究を深める体制づくりを行

う。

②保護者への啓蒙

コミュニケーション能力をはぐくむ指導を

より効果的に進めるためには，保護者にも理

解を求め，共同で指導していくことが重要で

ある。そのためには，ＰＴＡや学校のＨＰ，通

信などを活用して，保護者に子どもとの会話

の中で気にかけてほしい事柄を示すなど，継

続的な啓蒙に努め，学校と家庭が一体となっ

て取り組む雰囲気づくりを行う。

③地域社会に理解と協力を求める働きかけ

教頭は，校長の助言を受けながら，地域の

会合等に積極的に参加し，子どもたちの実態

とともに，コミュニケーション能力を育成す

る必要性を訴えかけるとともに，子どもたち

が地域の中で多くの方々とふれあえる体験活

動を受け入れてもらえるよう，諸団体に対し

て粘り強く協力を求める。

・町内会長連合会の会議

・商業関係諸団体の会合

・公民館祭り

・校内の諸行事に地域の方々を広く招待し，

交流の機会とする

５今後の課題

(1)小中が緊密に連携した教育環境づくり

小と中が別々に取り組むよりも，９年間の

発達段階に応じた実践が有効であることか

ら，小学校と中学校がコミュニケーション能

力をはぐくむ指導において連携していく体制

づくりを行う必要がある。

(2)言語活動の充実をめざす教育環境づくり

コミュニケーション能力をはぐくむうえ

で，子どもに語葉を豊かにすることも重要で

あることから，全教育活動を通じて言語活動

がさらに充実していくよう，校内組織を活か

して研究していく体制づくりを行う必要があ

る。

(3)小規模校で単級の学校の子どもたちにコミ

ュニケーション能力の重要性を認識させる環

境づくり

特に，小規模校で単級の学級の場合は，子

ども同士がお互いがよくわかりあっているた

め，子どもも保護者もコミュニケーション能

力の重要性をあまり感じることができない悩

みがある。このような状況の子どもたちに，

将来，社会で生きていくためにはコミュニケ

ーション能力が不可欠なことを実感させ，積

極的に人とかかわろうとする意欲を持たせる

教育環境をいかにして創造するかが課題であ

る。

６協議の柱

コミュニケーション能力をはぐくむ学校の取

り組みに自信をもたせ，教職員に対して，さら

なる充実への意欲を持たせるための教頭のかか

わり。



２研究のねらい

本教頭会の研修の目的は｢教頭の職能の向上」

であることから，全休梢造図の中に，「目指す教

頭の姿」を位置付けた。

また，より効果的な教育活動を展開するため

に，「他校種（幼・小・中・高）との連携のあ

り方」を重点に，教頭の関わりを明確にする。

特に，仮説検証型の研修であることを共通理

解し，小課題について教頭を対象に実態調査を

行い，その結果を基に，学校・家庭・地域社会

が連携を深めるために必要な教頭の働きかけを

明確にし、，体制づくりを検討している。

(2)研究方法

①「小課題1」を各町及び各ブロック単位の

研修として進める。

②「小課題２」を個人研修とし，地区研修会

》一

生きる力をはぐくむ家庭。ＰＴＡ及び地域社会，
他校種との連携と教頭のかかわり

～他校種との連携を充実させる教頭のあり方はどうあるべきか～

提言者北海道日高地区教頭会様似町立鵜苫小学校橋本誠司

第ヨ分iii斗言「教育環境整備に閏する課題」

１主題設定の理由

今日，国際化や情報化，少子高齢化が急速に

進む中，学校教育においては，子どもたちに，

基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，

これらを活用して課題を解決するために必要な

思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐく

み，主体的に学習に取り組む態度を養うことが

求められている。

また，学校が地域や児童の実態に即した特色

ある教育活動を展開し，子どもの個性を育成す

ることが重要である。

そのため，学校は家庭･ＰＴＡや地域社会との

連携を深めるとともに，他校種の学;佼との交流

を一層深め，学びの連続性を重視し，協力体制

を築く必要がある。

これらのことから，生きる力をはぐくむ豊か

な学校づくりを目指し，家庭や地域とのコミュ

ニケーションの充実を図り，地域の教育資源を

積極的に活用し，学校の特色を生かした組織．

運営の活性化を図ることが重要であると考え，

本研究主題を設定した。

３研究の経過

４研究の概要

(1)全休構造図く抜粋〉

(1)１年次平成２０年度く実態把握〉

○計画の作成→実態把握・原因追究

○３年次研究の方向付け

(2)２年次平成２１年度く取組〉

○計画の実践の具体策→適切な対策・評価

○中間反省と最終年次に向けて

(3)３年次平成２２年度く成果と課題〉

○３か年研究の評価→成果と課題

○次期３か年計画の方向付･け

視点２

地域社会との

連携のあり方

視点３

他校種（幼・

小・中・高）

との連携のあ

り方

視点３

教育行財政の

適正化による

安全な教育環

境の整備のあ

り方

小課題１

効果的な教育活動を展開するための家庭・ＰＴ

Ａ及び地域社会，他校種との連携と教頭の関わり

視点１

家庭・ＰＴＡ

活動との連携

のあり方

視点２

施設・設備の

充実と効果的

な活用による

教育環境の盤

備のあり方

視点１

保識者・地域

と連携した安

全な教育環境

の盤備のあり

方

小課題２

安全が確保された教育環境を実現するための学

校の体制づくりの推進と教頭の関わり



において，６つの小グループで交流する。

(3)具体的実践について

視点３「他校種間連携」にかかわって

①．仮説

教頭の働きかけにより，他校種（幼・小・

中・高）との連携を深めることで，互いの教

育活動を理解し，教育活動の充実を図ること

ができる。

蕊．

蓮い獅議育浩鎚郵壷毒

②シートフレームの活用

教頭の関与性を明確にするため，第７期研

究から継続してシートフレームを活用してい

る。研究の３Ｃ（関与性．協働性．継続性）

に視点を当て，“シートフレーム”を基に具体

的な実践を交流し，「教頭としての取組と結

果」「他との関連」等を協議した。この交流．

協議から『教頭の関与性』を６つに分類し，

現在，これを重点として実践している。

【シートフレーム】

個人（学校）課題

課題に対する現状

改善 の 流 れ 教 頭としての取組

現状

途中織腿

取組の結果

成果 課題

学校規模

職員構成

催

一ｐ

他との関連

他（校長・ミ

ドルリーダー

等）からの働
きかけ

他（職員・地

域等）への働
きかけ

【教頭の関与性】

◎問題点をいち早く見つける(情報収集,見通し）
◎学習の場，話し合いの場を設定する

◎関連性の高い分掌や係との連携，協力を図る
。取組を継続する

、職員の意識化を図る
◎外部への情報発信や協力を依頼する

また，シートフレームを活用することで，協

働性が図られ，業務の引き継ぎ等，継続性とい

う面でも有効である。

③他校種間連携に関わるアンケートの実施

１年次目は，「学校間の交流･協議がある会

議，組織」「有効と思われる情報」等につい

てアンケートを実施した。その結果，他校種

間連携のための組織が既に数多くあること

や，それらを有効に活用することの重要』性な

どが明確になった。

④実践に基づく課題の収集と分析

アンケートの結果に基づき，他校種間での

取組を実践し，次のような成果と課題が明ら

かになった。

【○成果と●課題】

○小学校教員が幼保との連携の必要性を実感

○積極的な情報発信を学級活動に活用

○小中連携による保護者の信頼の獲得

○中学校教員が小学校の外国語活動を参観，授
業交流の実施

○シートフレームによる具体的な働きかけの明

確化

③情報交流の越的不足

●小一プロブレム・中一ギャップへの対応
●交流そのものへの教職員の意識の低さ
●授業公開の量・質の向上

●他校種の教育活動への理解不足
●生徒指導上の諸問題
●効率的な交流の手立てや組織の未確立
●情報交流が学校全‘体のものになっていない
、特別支援学級の授業参観の促進

５今後の課題

(1)シートフレームを活用した実践の集積と共

有化を図る必要がある。

(2)校内体制における協働性について検討する

必要がある。

(3)校内における情報提供の工夫や効率的な連

携，教職員の意識改革への継続的な取組が必

要である。

６協議の柱

他校種との連携を充実させるために，教頭と

してどのようにかかわるか。
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教育環境整備の改善・充実のための教頭のあり方
～家庭・地域社会との連携・協働を通して～

提言者北海道十勝管内小中学校教頭会音更町立柳町小学校森本聡

１主題設定の理由

今日，ますます進展する知識基盤社会化，グ

ローバル化の時代の中で，学校教育には，安心

と安全な環境のもと，子どもたちに「確かな学

力」「豊かな心」「健やかな身体」などの「生き

る力」をはぐくむことが求められている。

そのためには，学校と家庭及び地域社会が新

しい関係を模索し，連携を進めながら子どもを

育成することが基本となる。

十勝管内教頭会としては，「夢や希望をもち，

困難に立ち向かう子どもの育成｣｢家庭や地域の

教育力を結集した十勝らしい取組の充実」を目

指し，「教育環境整備に関する課題」に焦点を当

て，「自立」「共生」を基本理念とした「連携・

協働」体制の確立と活動を積極的に推進するこ

とが大切であると考える。

組織的な研究を通して「人と組織を動かすこ

とのできる教頭」としての力量を高めることを

目指し，安心・安全な学校づくりや情報管理，

豊かな教育活動推進のための新たな「連携」を

模索するなど，教職員の意識改革を進め，家庭

と手を組み，地域社会の力を借りながら「生き

る力」をはぐくむ要として努めていくことが必

要であると考え，本主題を設定した。

３研究の経過

ＰＤＣＡサイクルの考えにもとづき，研究の推

進や取組状況等について計画的に点検・評価を

行い，その結果を翌年の研究に反映させる。

(1)１年次平成２０年度

・研究計画立案，実態調査と現状把握

(2)２年次平成２１年度

・実践事例収集，課題解決の方向性の明確化

(3)３年次平成２２年度

・課題解決の方策のまとめ，研究のまとめ

４研究の概要

(1)研究内容

①課題解決の切り口となる「開かれた学校」

「安心・安全な学校」「特色のある学校」づ

くりの視点から十勝管内全教頭を対象とし

たアンケートを実施し，各学校における家

庭や地域社会との連携・協働による教育環

境整備の取組状況を調査する。

可ＰＺ出
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②各学校において家庭や地域社会との連携・

協働による教育環境整備を推進する上で，

教頭が抱えている悩みや課題を明らかに

し，解決策を探る。

③各町村研修会→各方而研修会→管内研修会

を通じ，各学校の実践状況や成果・課題を

交流し，組織的に協議する。

④新たな「連携」のための，教頭の役割を明

確にする。
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２研究のねらい

(1)信頼される学校づくりの基盤となる教育環

境整備における教頭としての具体的なかかわ

りや役割を明確にするとともに，時代の要請

に対して的確に対応するための力量を高める

ことに資する。

(2)学校と家庭，地域社会との連携の姿を模索

し，「開かれた学校」「安心･安全な学校」「特

色のある学校」を実現するための教頭のあり

方と具体的方策の明確化を図る。
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(2)実践事例

掌
購

|｢開かれた学校」づくり’

|実践事例①｜家庭。地域とのコミュニケーショ

ンを柱に据え学校評･価，教育実践，教育資源の

活用に取り組んでいる。教頭は，開かれた学校

づくりの要として，地域のニーズの把握，ネッ

トワークづくり，教職員の意識改革に関わって

いる。この取組により，学校の透明性が図ら

れ，学校に対する家庭・地域の理解が深まり，

学校との連携の土壌が椛築されてきた。

|実践事例②｜保護者・生徒へ各担任が作成した

シラバスを公開している。教頭は，シラバス作

成時に適切な指導・助言を行い，年度途中に中

間報告をまとめている。また，職員全体の意識

改革をするため，研究部と連携をとり，校内研

究主題に位置付けるなどの工夫をしている。

i舞織綱鋤識心

|｢安心・安全な学校」づくり’

|実践事例①｜関係機関と連携し，子どもが安心

して生活できる，安全な環境づくりに努めてい

る。教頭は，関係機関との連絡調整役を担って

いる他，校長とともに活動に参加している。活

動の様子を「学校だより」に掲載し，保護者・

地域に伝えている。この取組によって，‘保護

者・地域の目が抑止効果を生み，子どもたちの

防犯意識が商まり，目立った事件や不審者の出

没が年々減少している。

|実践事例②｜自校生徒の掲示板書き込み被害後，

｢指導部だより｣にインターネットや携帯電話の

危険性や正しい使い方を取り上げ，生徒や保護

者への問題提起をした。また，地域公開参観日

に専門家を招き，生徒や保護者・地域住民を対

象とした学習講演会を開催し，情報モラルの里

要性について理解を深めた。

５今後の課題

上記のような課題を受け，次のような視点を

設定して，取り組んでいくこととした。

(1)教職員の意識改革を進めること。

(2)新たな連携のための校内体制づくりを進め

ること。

(3)学校，家庭・地域の双方向の情報交流を活

発にすること。

(4)組織体制づくりを進めること。

舗潅癖Ｉ継瀧』癖瀧錨鱒職諏鐸績鋤

|｢特色ある学校」づくり’

|実践事例②｜「農園作業」や「食に関する指導」

に地域人材や栄養士といった外部の人材を求

め，授業や日々の実践に積極的に活用してい

る。そして，それらを「食育」と関連させ，子

どもたちの関心を高め，考える学習に発展させ

ている。教頭は，活動充実のための人材の発掘

や連絡調整，指導助言に努めている。

(3)まとめ

アンケートや実践を通し，教頭の役割として

次のような課題が明らかになった。

①教職員の経営参画意欲や意識を醸成してい

くこと。

②取組の計画，連絡調整，情報発信，連携・

協働を深めるための業務のほとんどを教頭

が担っている体制から脱却すること。

③学校のさまざまな情報を家庭や地域に積極

的に発信し，自ら地域社会に溶け込み，コ

ミュニケーションを図っていくこと。

④地域にある人材や素材等，地域の教育力を

見いだし，積極的に活動し，ネットワーク

づくりを一層進めること。

~缶曲可■Ｗ廿Ｗけｅｆ鴬'拳
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|実践事例①｜教育委員会と連携して，「生涯学

習ボランティア」に登録している地域人材を積

極的に授業に活用している。教頭は，教育委員

会への派遣要請やボランティアの会談への出席

担‘任との打ち合わせの場の設定などを行ってい

る。この取組によって，学習指導が充実し，子

どもたちの学習意欲が高まり，技能の向上が図

られている。

６協議の柱

学校と家庭，地域社会との連携を深めるため

に，教頭としてどのように関わり，働きかけを

していくか。



第３分科会

研 究

提言１生きる力をはぐくむ家庭・ＰＴ

Ａ及び地域社会、他校種との連携と教頭

のかかわり～他校種との連携を充実さ

せる教頭のあり方はどうあるべきか～

北海道様似町立鵜苫小橋本誠司

協議の柱

他校種間連携を図る教育環境づくりを進め

るために，教頭としてどのような役割を果た

せばよいか。

１質疑応答

○他校種（幼・小・中・高）との連携によ

る教育活動の充実をどのように見取ってい

るのか，また，研究の中でどのように集約

しているのか。

・現状のシートフレーム（本会の造語）に

その項目がなく，難しさを感じている。こ

の質問を受け，子どもの変容を見取る項目

を教頭会として検討していく。

・幼稚園の先生に小６児童の様子を見取っ

ていただき，生き生きと学んでいることを

確かめる事例がある。教頭会として取組と

成果についての集約のあり方について検討

を行っていきたい。

○シートフレームの活用が仮説の中で取り

上げられ成果も上がっている。課題と改善

の方向はどうなっているか。

・教育局指導主事から「まず書いてみる。

その上で，書けないことに気づき，取組の

弱点が見えてくる。そのことが大事だ。」

と指導いただいた。課題はあるが，教頭と

しての取組を充実するために活用していく。

○生徒指導上の連携事例として小１プロブ

レム，中１ギャップが取り上げられている

が，どの程度実践されているのか。また，

協議

教科指導の連携事例はどうか。

・生徒指導上の連携事例はいくつかの学校

間で話し合われるにとどまり，具体的な取

組としてそれほど多くない。

・教科指導の連携事例として，中学校教員

が小学生を指導する連携事例は地区内に結

構あるが，その逆はそれ程ない。課題とし

て，効率的な交流の手立てや組織の未確立

などを補助資料に示した。

○他校種間連携を進めるためには教職員の

意識改革が重要である。教頭としてどのよ

うに関与しているのか。

・教職員一人一人は意欲をもっているが，

多忙さに問題があり，意識改革を妨げてい

ると考える。

。互いに成果を伝え合い共有することが大

切である。また，何かを新たに始めるため

には何かをやめることであり，精選を図る

ようかかわっている。

２グループ協議

協議報告①

教頭の関与性を構造的に理解するための手

法として，シートフレームは大変参考になり，

今後活用したい。

連携の必要性は感じているが，教師の意識

を改革していくことが大切で，課題ではない

か。具体的な資料を用意することで意識改革

を促すことも必要ではないか。

連携の推進のためには，日時を指定し，時

間割の工夫など互いに訪問・交流できる条件

づくりをすることが大切である。

協議報告②

他校種間連携はどこの地域でも取り組まれ

ている。幼保小ならば生活科で，小中ならば



外国語活動で，小中高ならばクラブ活動で実

践事例の交流ができた。

連携における教頭の役割としては，カリキ

ュラムを管理すること，組織を動かすこと，

双方向の働きかけをすることがあげられる。

協議報告③

都道府県，学校規模によって状況の相違は

あるが，他校種間連携会議は行われている。

他校種間連携の必要性を教職員全体により

一層理解させていくことが必要である。時間

の取れない状況だが，長期休業を活用して研

修を行うことも方法の一つである。

組織化された連絡会がなかなか力を発揮で

きない。日頃からコミュニケーションをとり，

理解を深めさせる。

教頭が窓口となる事は当然だが，校長間で

も連携を強めていただければ，教頭は一層フ

ットワークを発揮できる。

３提言１における指導助言

助言①（早勢裕明氏）

教育環境整備は，何のために行うのかを視

点に加える。確かな学力の向上，豊かな心と

体の二つに絞って考えてみると，教育課程の

整備と授業改善が鍵になる。それを踏まえた

環境整備なのだと考えることができる。

教育に携わる者に一般的な解答はなく，個

々の学校の状況に応じた特殊解があり，それ

を理解しての研究と受け止めた。

教頭の関与性として最初にあげられるのは，

情報の発信と解釈である。「いつ，何を，ど

のように，どの程度」発信するか。そのため

には，校長の指導に基づきどのように解釈し

ていくかが重要である。

教職員の意識改革は，内部からの力だけで

なく，他校種間連携に関わる交流や学びを通

して行うことによりかなり強いインパクトを

伴って可能になってくる。そこで教頭がコー

ディネートして他校種の先生との交流を通し

て学び合う場を設け，自らの学校の課題意識

をもって取り組む意欲，具体的な手立てやヒ

ントをつかむ機会とすることができる。その

ようなとらえ方もできる。

学校を変えるために目標を変える手法もあ

るがなかなか変わらない。重点事項を変える，

重点事項を明確にするという手法もある。重

点事項を変えることにより高い成果を上げ，

更に意欲を高めてモチベーションを上げる。

そのための一つとして学校種間連携を取り入

れることが有効だと考えられる。

助言②（今裕子氏）

意識改革のキーワードは，「子どもととも

に成長する教師」である。人に変わることを

求める教師は自らも変容するよう求めていく

教師でなければならない。そういう熱意が職

員を動かしていく力になっていく。校長も教

頭もそういう熱いものを常に持ち続け，必要

感を職員に伝えていくことが大事である。

今回の教育改革における移行期は多忙だが，

学校を変えるチャンスである。学校の教育課

題，子どもの生活の見直し，学校の中での改

善・改革に向けて，移行期間をどうとらえ，

どう動かすかを考えることにより新年度の学

校のスタートに向けた道筋が見えてくる。

今期教育改革における新学習指導要領と移

行期の教育課程は，今までとは異なり，内容

も時間数も増やし，下の学年へと持ってきて

いる。このような作業は，学校単独ではなく，

教育委員会の指導の下，校長会，教頭会の連

携により進めていくべきと考える。

学力，体力等様々な課題がある。多忙な中

であっても，子どもと教員のコミュニーショ

ンの時間，管理職員については職員とのコミ

ュニケーションの時間の確保も大事である。

職員室で子どものことが話題になる学校は子

どもが生き生き成長している学校ではないか。

同様に，教頭と職員のコミュニケーションも

大切にしていかなければならない。



第３分科会

研 究

提言２「自立」の力を養い、「共生」の心

をはぐくむための教育環境づくり

～コミュニケーション能力をはぐくむ

教育環境を目指して～

秋田県秋田市立秋田北中斎藤透

協議の柱

家庭・地域社会と連携しながら教育環境づ

くりを進めるために，教頭としてどのような

役割を果たせばよいか。

１質疑応答

○「紳づくり教育プラン」を立てる際の主

体となるのは，教育委員会などの行政，校

長会・教頭会，学校のいずれなのか。

、秋田市は教育委員会と学校が密接に共同

歩調で進めている。教育委員会と学校の双

方の提案を双方が受入れ，お互いに協力し

合う体制が整っているので，どちらが主体

ということはない。

○教職員が休みの日に開催される地域の行

事等へのかかわり方や休日出勤等への配慮

事項などについて教えてほしい。

。「地域あっての学校」であり，「地域・子

ども達がいるから学校の存在価値がある」

という意識のある先生方が多くいるので，

休みの日に地域の行事等に参加する際の抵

抗感はない。

・配慮事項は特にない。

○補助資料２の中学校の項目１「学び合い，

練り合いの場面の工夫」の割合が非常に高

い（72%）要因について，校内での取組も含

めて教えてほしい。

、５０分の指導過程の中にグループや学級で

の話合いを組み入れる場面はたくさん見ら

れる。秋田市教育委員会には，全教科の指

導主事がおり，年に１回はすべての学校に

協
弓白皇
同我

訪問指導をし，全学級の授業を参観する。

特設の授業を１本公開して，授業後の研究

も一緒に行う。授業改善に向けての雰囲気

はどこの学校にもできあがっている。

２グループ協議

協議報告①

子ども同士の連携を深めるために有効なも

のに「縦割り活動」がある。その中で一つ一

つの活動にしっかりとしためあてをもたせ，

子どもたちの力で評価・反省の場を設定する

こともコミュニケーション能力を育む一つの

手立てとなるのではないか。

学校と家庭の連携では，保護者の学習支援

ボランティア（読み聞かせ・スキー・ミシン

操作など）とＰＴＡ活動（廃品回収や物品の

販売等）の充実が大切である。教頭が窓口と

なって，保護者に働きかけることが多い。そ

こで大切なのは，保護者と教職員が情報交流

できる場を設定するなど，つなぎ役として動

くことである。

地域との連携では，教頭はつなぎ役である。

子どもが地域の方々とのコミュニケーション

を深めるための体験活動（四国八十八カ所巡

り，登山，苗作りなど）では，関係機関とか

かわりながら，子や親，一般の教職員の参加

意識を高めていくことが必要である。

協議報告②

家庭との連携は，一週間または１日フリー

参観日を実施したり，毎月１回は学校に来る

ことができる環境をつくる。学校支援地域本

部事業や地域の教育力の活用（教科や総合の

講師，地域資源など）。ＰＴＡボランティア

（おやじ，おじさんの会），学援隊の活用。

課題として挙げられたのは，①教師の意識

改革（いいものを自分たちで活用できるよう



な働きかけ），②教育プランの作成を管理職

主導から教職員全体で行う体制づくり，③地

域のパトロールやＰＴＡボランティアを活用

した不審者対応，④地域とのかかわりがある

良い実践を整備して教育課程に位置づけ，継

続する働きかけなどが挙げられた。

ある地域では，教員の地域行事の出席を時

間外勤務に割振りをしている。

協議報告③

地域へ出て行く活動，地域とタイアップす

る活動についての教頭の役割とかかわりにつ

いて意見交換をした。

制度をうまく活用して連携を深めるために

学校評議員制度や第三者評価，保護者アンケ

ートなどから声を拾い，改善につなげること

が必要。その際にアンケート結果が良い評価

であっても，その裏を読むことも大切。教職

員が落ち込んだり，意欲を失ったりしないよ

う配慮が必要である。

３提言２．３に対する指導助言

助言①（今裕子氏）

教頭を学校経営のパートナーとしてとらえ

ると，子どもの家庭での過ごし方の見直し，

職員の意識や組織の見直し，双方の情報の交

流が大切である。

新学習指導要領において，学力の土台にあ

たる言語活動と体験学習を充実させるために

学校が地域に出ることと地域と家庭が学校を

支えることが不可欠である。学校と家庭と地

域が手を結び，子どもたちの生活や暮らし方

のレベノレからもう一度構築していかなければ，

学力Ｉま高くならない。

我が国を支える「生きる力」の要素として，

個人と社会との関係，個人と自然との関係が

問われている今，学力そのものが私たちを支

える力としてある通り，地域を支え，社会向

上をもたらす源泉となっている。そういう提

案があった。

企業の求める人材アンケート（経団連の新

卒者採用2008年度実施）では，１位コミュニ

ケーション能力（79.5％），２位協調性，３

位主体性，４位チャレンジ精神となっている。

学校の考える子ども像と重なる部分が多い。

藤井社長が挙げた社会人に求める力。「自

分で思いつく力」「作り出す力」「自分を変

えられる力」と共通する。また，面接官の質

問をしっかり聞いて，自分の言葉で適切に表

現する力が大変弱ってきている。

社会の求める人間をつくる学校（小学校～

大学まで）となっているか再考の必要がある。

提言２の「紳」を実感させるため，地域社

会がコミュニケーション・フィールドになっ

ていくためには，学校としての活動のねらい

の明確化が大切である。体験学習の充実のた

め，ボランティアの活用・地域人材の活用の

事例があげられている。自然体験や社会体験

のみならず，心の体験や文化的な体験，社会

的な体験など場面を広げ，家庭や地域とつな

がりながら活動していくことが本当の身に付

いた学力になっていく。

秋田県$の子ども達は，言葉遣いが丁寧で，

早寝・早起き，地域とのつながりが深いなど

の特長をもつ。特に小学生のうちから人とか

かわることが楽しいと感じさせる体験を積み

重ねていくため，小学校では「地域を知る」，

中学校では「地域の営みに参加する」，高校

では「自ら地域作りに主体的にかかわる」と

いうように段階的なかかわりが大切である。

継続性・関与性を大切にした研究の成果が

あがっており，参観型から参加型の分科会で

より討議が深まっている。話題を共有し，討

議がいかに見えるかが課題だが，小中合同で

研究を行い，グループでも小中合同のグルー

プで行われていることがすばらしい。

最後に職員室でのコミュニケーションの取

り方，業務効率の進め方，理念があれば具体

は生まれるなど，教頭は大切にすべきことを

踏まえ，笑顔で職員室を明るくしてほしい。
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研究

提言３教育環境整備の改善・充実のため

の教頭のあり方～家庭・地域社会との

連携・協働を通して～

北海道音更町立柳町小森本聡

協議の柱

家庭・地域社会と連携しながら教育環境づく

りを進めるために,教頭としてどのような役割

を果たせばよいか。

１質疑応答

○提言の中の「保護者・地域の新しい関

係」「新たな連携」と言う表記があったが，

その「新たな」について，魂や思いや願い

というものがあるのではないかと思うが。

・一つは学校間の関係の中で双方向の情報

の交流等にある。特にこれからの学校は学

校だけで教育するという姿勢ではなく，家

庭や地域の協力の下に共通理解を図りなが

ら一層バージョンアップした関係を図って

いく必要がある。そういった関係を「新た

な関係」と強調している。

○ここで「新しい」という言葉をあえて出

したのは改善よりさらにレベルの高いもの

であり，それはどんなものなのか。

．すでにお答えした通りだが，十勝の研究

部でもう一度検討してお答えしたい。

○取組の前提となるアンケートについて教

えていただきたい。家庭と社会との連携と

して開かれた学校に対して行ったアンケー

トの結果が非常に高い評価になっている。

それは，教頭の主観で答えたものか，それ

とも家庭地域の客観的な意見が入って回答

しているものなのか。

・教頭の自己評価である。実践ができてい

るというもについては具体的な事例を挙げ

協 議

るという事をもとにアンケートを行ってい

る。それぞれの教頭のあくまでも自己評価

だが，中には客観的な見方を含めた自己評

価を行っている教頭もいるかもしれない。

２グループ協議

協議報告①

安全運動,クラブ活動，清掃活動，ボランテ

ィアなど地域の協力を得ている。それに対し

て，感謝状など児童生徒のお礼や，地域の清

掃活動，通学路清掃，水産業の鮭ブレーク作

りなどの地域行事へ参加する形で双方向の交

流を図っている所が多い。その中で情報をも

らったり，発信するように心がけている。双

方向の交流はそれぞれの地域がらにより独特

のものがあり，配慮が必要な場合がある。き

っかけは教頭がつくり，少しずつ役割を教職

員へ移行していく。

協議報告②

職場体験学習が，家庭・地域社会の連携を

進める上で重要な役割を果たしている。教頭

の役割は，行政への要請，保護者への説明，

クレーム担当，学校間の調整などがある。

安心安全な学校づくりの例として，地域の

行事（廃品回収）で得られた収益で安全パト

ロール用の黄色のジャンパーを購入している。

また,PTA行事の夏祭りに地域の老人会の方

々を招待し双方向の交流を図っている。

ハードルを低くしていく事が大切であり，

新しい取組をする場合，教頭は時にはアドバ

イザーや連絡調整役となり，実践を蓄積し継

続して取り組む事が大切。

協議報告③

家庭・地域との連絡調整…「つながり」を



●

しっかりもつことが大切。

日本全国の様々な地域に学校はある。それ

ぞれの地域の特性や実態に合わせた工夫が必

要である。また，周年行事で作られた組織を

利用し継続的に学校に協力していただいてい

る。

全体的にボランティア活動に協力的な方に

は高齢者が多いので，若手の人材確保が必要

である。キャリア教育に専門学校や大学の先

生や学生にお願いする事も考えると良い。ま

た，児童生徒・教員が地域のためにできる活

動（双方向）を行う事も必要である。

３提言２．３における指導助言

助言②（早勢裕明氏）

○提言２についてコミュニケーション能

力と体験活動そして特別活動から

人とかかわり合う力，つまり人間関係能力

の育成が，新学習指導要領の特別活動にも新

たに強調されており，特別活動の全体計画を

ダイナミックにアレンジし，学級活動を軸に

学校行事・児童会生徒会活動・クラブ活動等

を有機的に関連させた年間指導・構想を教頭

の指導のもとに進めてほしい。道徳の時間で

の価値の内面化を図り，学級活動の時間で実

践を行う。例えば内容１では個人目標を想定

して行う。内容２では集団目標を集団決定し

様々な教育活動・行事や体験活動等の中で道

徳的実践として広げていく鍵となる３５時間

だと考える。

日々の授業の中で話し合う活動を大切にす

る中で，今求められている思考力・表現力を

高める事に近づくことができる。

教頭は校内研修の助言の場等で，子どもに

よる授業評価や地域・家庭の方からの授業ア

ンケートなどを有効に活用しながら授業改善

につながる視点を明確にしてほしい。

○提言３について

シラバスは大いにコミュニケーションにな

るものであり，学校評価などにうまく活用す

ると大きな情報発信・説明責任につながる。

教育課程の改善充実や他校種との関連でも使

えるものであり，継続した実践を教頭として

も後押しする事を期待する。

地域人材の活用については，連絡・調整の

モデルとしての教頭や連携・協働の必要感を

もたせる実践があった。これも学校評価の活

用や教員の立案の段階からの参画として盛り

上げていく事ができる。校務分掌で３人三役

というのも教員の経営参画としての意識を高

める上で有効ではないか。

○地域家庭との連携について

特色ある学校にかかわって，企業と学校を

比べる。企業は顧客第一主義。学校は教育目

標の実現があるので，顧客（児童生徒）がい

やがってもやらなければいけない場合がある。

教育資源から考えると，企業の経営資源は

会社の中にのみ存在している。学校は外にも

PTA・保護者・ＯＢ・地域といった教育・経営資

源が多くある。ただ，これら資源は学校から

働きかけなければ資源にならない。その働き

かけの第１段階は教頭がその場に携わる。そ

の際重要なのはビジョンであり校長の経営重

点になる。教頭はそれをネットワークで取り

込む事やビジョンを職員に確実に周知させて

いく事が大事である。環境を分析していく時

に，マイナス面に目がいきがちになるが，学

校内外のプラス部分をどれだけ発見・発掘す

るかが鍵になる。我が校の内外の強みをまず

探して，その強みを生かした我が校ならでは

の教育活動や取組を行っていく。学校の重点

事項達成のために予算要求するが，その際に

各市町村の予算編成のスケジュールをしっか

り踏まえていく。人は自分の置かれている状

況を理解し納得しないと動かない。教頭の見

せ方。伝え方で理解させる。環境を提案する

戦略・こちらから打って出る戦略を教育環境

整備にかかわっても考えてほしい。教頭会の

英知を駆使して提案型の戦略を期待する。
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成果と

１提言１における協議の柱について

（１）他校種間連携を図る教育環境づくりを進

めるために，教頭が他校種の教職員との交

流を通して学び合う場をコーディネートし，

課題意識をもって改善に取り組む意欲を高

めるとともに具体的な方策などをつかむ機

会を設けることが大切である。

２提言２における協議の柱について

（１）家庭・地域社会と連携しながら教育環境

づくりを進めるために，学校が地域に出る

ことと地域や家庭が学校を支えることがで

きる機会が必要である。学校として活動の

ねらいを明確に示した上で、地域人材等を

活用し、子どもたちに人とかかわることの

楽しさを実感させる体験を積み重ねさせた

い。

３提言３における協議の柱について

（１）家庭・地域社会と連携しながら教育環境

づくりを進めるために，シラバスを公開し

たり、お便りを出したりするなどして情報

を発信するとともに、地域人材を積極的に

活用するなど情報交流の場を多くもつこと

が効果的である。

４成果と課題

【成果】

○シートフレームの活用が仮説の中で取り上

げられ成果も上がっており，教頭としての取

組を充実させるために活用している。

○他校種間連携はどこの地域でも取り組まれ

ている。幼保小ならば生活科で，小中ならば

外国語活動で，小中高ならばクラブ活動で実

践事例の交流ができた。

○他県の実践や状況を交流する事で，自校の

課題

連携の方法を再考し具体的な素案を考えるき

っかけを得ることができた。

○日々の実践を，どのような切り口からどう

職員に働きかけていけばいいのかが見えてき

た。

【課題】

○連携の必要性は感じているが，教師の意識

を改革していくことが大切である。具体的な

資料を用意することで意識改革を促すことも

必要である。

○他校種間連携の必要性を教職員全体により

一層理解させていくことが必要である。時間

のとれない状況だが，長期休業を活用して研

修を行うことも方法の一つである。

○教職員の意識改革は，内部からの力だけで

なく，他校種間連携に関わる交流や学びを通

して行うとインパクトが強い。

○教職員の意識改革の具体的手立てや，組織

的に動くための教頭の役割のヒントをつかん

だのでさらに一歩踏み込んでの働きかけを検

討したい。

○教育環境づくりを発展させることが必要で

ある。

○計画性の大切さや，教頭としての役割を再

認識すべきである。

○様々な課題の中には，学校単位ではなく地

区市町村単位でなければ取り組めないものも

ある。

○教頭として先見性をもち，情報についての

調整能力が必要である。

○多忙でも子供と教員，教員と教頭とのコミ

ュニケーションの時間の確保も大事である。
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第４分胴舎「組織・運営に閏する課題」

地域とのつながりを生かした学校運営活性化の試み
～新潟市「地域と学校パートナーシップ事業」の取組から～

提言者新潟県新潟市西区教頭会新潟市立小針小学校内山英紀

１主題設定の理由

学校と地域社会との連携の必要I性が誼われ地

域人材の活用や教育活動への参画が求められて

いる。しかしながら，現実には多忙化や頻繁な

教職員（以下職員）の異動等により，職員と地

域のつながりは，ますます希薄になるのが実態

である。そのため，地域とかかわる学習活動

は，個人のノウハウやネットワークに大きく頼

らざるを得ない。その結果，活動は単年度で終

わってしまい，継続されることが困難になる状

況にある。また，職員の中には，地域と連携し

て活動をつくることの必要性や意義を理解しな

がらも，実践することを負担に思う者もあり，

地域の人々や文化にふれる学習活動を企画・運

営することが職員の多忙感につながっている。

つまり，地域との連携を図ろうとすれば職員

は，ますます多忙になり，多忙化を軽減しよう

とすれば，地域とかかわる活動を縮小しなけれ

ばならないという現実的な問題がある。

新潟市では，このことを改善するために平成

１９年度から「地域と学校パートナーシップ事

業」（以下事業）を開始した。事業は，平成２６

年度までに市内の全小中学校で実施される。こ

のことを踏まえ，新潟市江南区教頭会では，こ

の事業を活用しながら，地域との連携と職員の

多忙感の解消とを両立させ，学校運営を活性化

させていくために教頭がいかにかかわっていけ

ばよいかを共通の課題として研究に取り組むこ

とにした。

２ 研 究 の ね らい

(1)事業を活用して，地域と学校のつながりを

促進しながら職員の多忙感を解消し，学校運

営を活性化させていくために教頭がどうかか

わっていけばよいかを実践を通して明らかに

する。

(2)研究をすすめる中で明らかになったことを

区教頭会として共有し，各学校における事業

を充実させるとともにこれから実施する学校

へ情報を提供する。

３研究の経過

(1)新潟市立亀田小学校がパイロット校に選ば

れ事業を開始（１９年度）

(2)新潟市立東曽野木小学校が実践校に選ばれ

事業を開始（２０年度）

(3)江南区小中合同教頭研修会で亀田小学校が

パイロット校の実践を発表（２０年度）

(4)全国大会に向けた研究体制作りと研究テー

マの策定（２０年度）

(5)新潟市立大淵小学校が実践校に選ばれ事業

を開始（21年度）

(6)江南区教頭会で全国大会に向けた発表内容

の協議（21年度）

(7)職員向けアンケートの実施～結果の集約及

び分析～研究実践のまとめ（２１年度）

４研究の概要

事業を推進するに当たって実施校には，「地

域教育コーディネーター｣(以下コーディネータ

ー）が配置された。江南区教頭会の定例会で協

議を積み重ねる中で，課題解決の鍵は，コーデ

ィネーターをいかに活用するかにあるとの共通

認識をもった。

コーディネーターの役割を一言で言えば，

｢学校や地域のニーズを把握し，共に元気が出

る取組を企画し実践する」ということになる。

このことを支援するための教頭の役割を次の視

点で捉え，事業推進校を中心に実践することと

した。



(1)コーディネーターの人選，業務の委任，企

画提案の支援

コーディネーターには，一定の能力が要求さ

れる。コーディネーターを選任するに当たって

は，情報を収集し，適任者を発見して委任する

ことがまず必要となる。人選後は，具体的な職

務の内容について必要な事柄について指導，助

言を与えながら業務の推進を支援した。

(2)コーディネーターの活動環境の整備

コーディネーターの力を十分に発揮させるた

めに，事業立ち上げの段階では，学校の内外の

環境を整える事が必要となる。

コーディネーターには，事業を進める上でい

ろいろな形で外部との連絡・調整をする必要が

出てくる。そのための外部環境を整えた。具体

的には，地域の町内会長や公民館等と連絡をと

ったり，コミュニテイ協議会への出席の便宜を

図ったりした。そのことが，地域人材の発掘や

地域の方々の協力体制の下地作りにつながった。

同時に校内では，仕事がしやすくなるように

内部環境を整えた。具体的には，活動場所（コ

ーディネーター室）の確保，職員と打合せの時

間の設定，専用の掲示板の設置などを行った。

これらを通じて活動のための場所と時間を確保

した。

(3)コーディネーター，ゲストティーチャーや

ボランティアらと職員とのつながり作り

事業をスムーズに行うためには，当事者同士

のコミュニケーションが必要と考える。初期の

段階では，相互の関係を深めながら事業がうま

く実践できるように様々な形で支援することが

教頭の役割として大切になる。職員の話をよく

聞き，要望や願いをボランティアに確実に伝

え，活動がスムーズにいくようにした。

但し，この役割は，コーディネーターが行う

基本的な役割である。当初は，教頭が行うが，

徐々にコーデネーターが一人でできるように指

導や助言を行いコーディネーターの力量を高め

ていくことが教頭の役割である。

これらの取組を進めながら，次第にコーディ

ネーターの裁量で行える活動業務を増やすとと

もにコーディネーターと職員の相談を密にする

よう促した。

上記（１）（２）（３）を各校の実状に応じて実

践することで，事業は，次第に軌道に乗り，従

来は行われなかったような，子どもが地域とか

かわる学習や地域を巻き込んだ様々な活動が，

職員の大きな負担もなく展開することができ，

学校運営の活性化を生み出すことができた。

５今後の課題

（１）ゲストティーチャーやボランティア等の地

域人材の確保

コーディネーターの努力もあってゲストティ

ーチャーやボランティア等の支援者は増えてい

る。しかし，十分な支援者や協力者を確保でき

るまでには至っていない。人材の発掘や確保に

難しさが残る。

(2)職員の意識を高めより積極的に事業を活用

させる

事業の趣旨や良さを理解して活用する職員は

増えてきた。しかしながら，まだ職員の意識に

差があって，消極的な職員もいる。それらの職

員の意識をどう変えていくかが課題である。

(3)活動の維持，継続

コーディネーターの変更や，職員の異動，市

教委の事業への取組の変化等により維持継続が

困難になるという可能性が予測される。実践を

記録し，資料を整理，保管するとともに確実に

引継ぎをすることで事業が学校にしっかり根付

くようにしなければならない。

(4)地域と学校の双方向の交流の推進

事業には，学校の活性化と同時に地域社会の

再生と地域の活性化というねらいもある。事業

を展開する中で，どうしても学校から，地域に

お願いすることが多くなり，学校が地域社会へ

貢献するという面で不十分さがある。事業継続

の問題ともかかわって学校がより地域に開か

れ，学校として地域の活性化につながるような

活動も意図的に展開して行かなければならない。

６協 議の 柱

地域と学校をつなげ，学校運営を活性化して

いくために教頭はどのような役割を果たせばよ

いか。



１主題設定の理由

学習指導要領の改訂に伴って，これからの学

校教育の実現に向けて，組織・運営の在り方に

ついて新たな課題が見えてきた。

学校には，学力向上の取組，学校評価の公表，

教員の資質向上など，子どもの生きる力をはぐ

くむために取り組むべき課題が山積する。

こうした状況の中，各学校には「一貫した方

向性のある教育実践」が求められている。これ

を実現させていくためには，“教職員の協働体

制”を基盤に据えた，校務分掌を含む組織・運

営の工夫改善が必要である。

工夫改善に当たっては，ＰＤＣＡの評価サイク

ルの活用が有効な手だてであると考え，研究主

題を「教職員の協働体制づくりにかかわる教頭

の役割」と設定し，ＰＤＣＡの評,価サイクルを通

して組織の活性化を図る実践の検証を通して主

題に迫ることとした。

４分iii斗舎「組Ｉ計。運営に閏する課題」

４研究の概要

(1)アンケート調査から

研究を始めるに当たって，教職員の協働体制

づくりにかかわる課題として，どのようなもの

があるか実態をつかむためにアンケート調査を

行った。

学校行事の中でも組織的なかかわりを通して

子どもの成長を促す「運動会」に焦点を当て，

教職員の協働体制づくりの課題を探ることにし

た。

調査は，札幌市内の３４校にお願いし，どのよ

うな校務分掌組織になっているかについて回答

してもらった。また，校務分掌組織の実際の活

動の様子を知るために，運動会の提案物と反省

用紙を提出してもらった。そして，教頭の目を

通してみた「運動会にかかわる先生方の動きと

子どもの育ちの実感」についてのアンケートに

回答してもらった。

調査の結果，校務分掌組織については約６割

の学校が，上のような指導部門が行事部，学級

活動部，児童活動部という校務分掌組織だっ

た。各校独自の校務分掌組織が多いのではない

かと考えていたので，意外な結果だった。

工夫された組織としては，『指導部門』のとこ

ろを『企両部門』という名称とし，子どもの自

立の基礎をはぐくむための３つの要素を想定

し，「児童の主体性を培う主休部」「自律性を培

う自律部」「共生力を育てる共生部」という３

部を設けている学校もあった。

・主体部…三大行事（運動会，学習発表会，

教職員の協働体制づくりにかかわる教頭の役割

～PＤＣＡの評価サイクルを通して組織の活性化を図る～

提言者北海道札幌市小学校教頭会札幌市立清田南小学校渡逼悟
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３研究の経過

(1)校務分掌組織について，アンケート調査に

より実態を把握する（２０年度）

(2)研究のねらいに沿った実践の報告による，

成果と課題の検証（２０，２１年度）

(3)成果と課題を踏まえ，組織・運営の工夫改

善のための要点を整理する（２２年度）

一
教
一
癖

長
頭

校

２研究のねらい

(1)教職員の協働体制を基盤に据えるに当たっ

ての現状における課題を把握する。

(2)教職員の意識を開き，専門性を高める組

織・運営への教頭のかかわりについての実践

を通して，成果と課題を検証する。

(3)ＰＤＣＡの評,価サイクルを通して組織の活

性化を図る上での教頭のかかわりについて，

実践を通して成果と課題を明らかにする。

雨霞両需雨爵聴



卒業式）集団宿泊儀式的行事

勤労生産，奉仕的行事

・自律部…基本的生活習慣学級活動給食

健康指導安全教育環境教育

・共生部…クラブ活動委員会活動縦割り

活動など

校務分掌の工夫と子どもの育ちの関連性につ

いては，調査からは有意な関連性が見られなか

ったが，運動会という行事における子どもの育

ちの主たる要因については，「教師の協働体制

や動きのよさ」であると回答した教頭が多かっ

た。特に，校務分掌に工夫を加えている学校の

全ての教頭が，「教師の協働体制や動きのよさ」

を子どもの成長の主たる要因に挙げていること

から，校務分掌組織の工夫改善により，協働体

制に対する教師の意識が高まったと考えられる。

協働体制の教職員の意識の高まりを子どもの

成長につなげるために何が必要なのか，さらに

聞き取り調査をした。その結果，客観的な事実

としての子どもの姿，そして教育活動の現状，

組織運営の現状などについて話し合う機会や評

価する機会が頻繁にあるということが，教師の

意識を高めるポイントであることが分かった。

このことは，言い換えればPＤＣＡの評価サイク

ルを通して組織の活性化を図るということであ

る。．

ＰＤＣＡの評価サイクルが，適切に行われるよ

うに教頭としてどのようなかかわりが必要なの

か。このことについては，いくつかの実践を通

して考えていく事にした。

(2)実践例１

①ＰＬＡＮ

職員の中に「私は私，学校は学校」という

意識で行動する姿がみられる。組織の一員と

して動く意識を生み出す教頭のかかわりが必

要である。

②ＤＯ１｢学校給食にかかわる食物アレルギー

対応」

ＤＯ２「携帯電話の取扱の対応」

ＤＯ３「学校施設利用管理員配置の対応」

ＤＯ４「新型インフルエンザの対応」

③ＣＨＥＣＫ

職員に責任を持たせる状況をつくったこと

で，主体的に行動する動きが見られるように

なった。また，主体的に動くことで，連携の

必要性が生まれ，組織的に動くことの必要性

を意識するようになった。

④ＡＣＴＩＯＮ

・情報の共有化を今後も進めていき，共通理

解の元に課題に対応していく動きを今後も

継続する。

．取り組んでいることの全体像を伝え，その

中における各自の役割が見えるように工夫

する。

(3)実践例２

①ＰＬＡＮ

教職員の学校経営に対する参画意識を高め

る教頭のかかわりが必要がある。

②ＤＯ１｢特別な支援を必要とする児童へのか

かわり」

ＤＯ２「教育課程の整備に向けた意識づく

り」

ＤＯ３｢札幌らしい特色ある学校教育の具体

化に向けた組織づくり」

③CHECK

今まで，担当者任せになっていた課題を，

組織的な動きによって解決していく体制に替

えることによって，課題に対する問題意識を

多くの職員がもつようになり，課題の解決に

むかっていろいろなアイデイアが出されるよ

うになった。

④ＡＣＴＩＯＮ

担任には，まだ自分の学年・学級という意

識が強い。学校経営に参画する意識がもてる

ように，今後も具体的な方策を考えていく。

５今後の課題

短期的な目標に対しての，具体的な実践例か

ら，教職員の協働体制づくりに関して何が問題

となっているのかが見えてきた。今後は，長期

的な目標を見据えて，どのように組織を改善

し，学校運営の活性化を図っていくかの具体的

な方法を模索することが課題である。

６協議の柱

学校運営に積極的にかかわる教職員の意識づ

くりと，学校課題に対して組織的に対応する協

働体制づくりに，教頭としてどのようにかかわ

ればよいか。



第４分胴会「組織・運営に閏する課題」

連続した学びの環境の創造と教頭の在り方
～縦の接続と横の連携に教頭としてどうかかわり組織を活性化させたか～

ﾛ’

提言者北海道空知教頭会三笠市立三笠中央中学校菊地博幸

１主題設定の理由

これからの学校づくりは，子どもの「豊かな

人間性の育成」を目指す「豊かな学校」を創造

することが重要である。そのためには，学校・

家庭・地域との横の連携に加えて，異校種問の

縦の接続を一層深め，新しい関係の構築が求め

られている。縦の接続と横の連携を重視した教

育は，効率的・効果的な教育を創り出すだけで

はなく，子どもたちに潤いのある学習・生活環

境を創り出す。

また，平成２０年７月に閣議決定された「教

育振興基本計画」第３章の今後５年間に総合的

かつ計画的に取り組むべき施策として「横の連

携」「縦の接続」が記われ，教育に対する社会

全体の連携の強化と一貫した理念に基づく生涯

学習の実現が基本的な考え方に盛り込まれてい

る。

このようなことから，生きる力をはぐくむ豊

かな学校づくりのために，異校種間の接続，学

校・家庭・地域との連携を重視した教育活動を

展開するうえで，教頭としてどのようにかかわ

りながら，教職員の意識改革を推進し，組織を

どう活性化していくかが重要と考え，本主題を

設定した。

２研究のねらい

異校種間や学年間等の接続を図る教育活動

【縦の接続】，地域等との連携を図る教育活動

【横の連携】について教頭としてどう組織を活性

化させたかを実践例の交流を通して実態把握を

行い，研究の積み上げを図りながら，教職員の

意識改革や組織活性化の在り方を究明してい

く。

３研究の経過

(1)実態把握と課題把握（２０年度）

①研究の方向性と方法の理解

②アンケートによる実態把握

(2)具体的な研究の推進（21年度）

①「縦の接続と横の連携」についての実践交

流

②接続と連携に関わる体制づくりと組織の活

性化

③アンケートによる実態と実践把握

(3)実践の成果と課題の整理（２２年度）

①研究のまとめ，研究の成果と課題

４研究の概要

(1)２０年度の取組（アンケート結果から）

①アンケート結果からの分析

多くの会員が「連続した学びの環境」を充

実させるためには，異校種間での授業参観や

情報交流，連携した教育活動，教育課程の工

夫改善が重要と考えているが，実践している

学校は７０～８０％ほどである。

②『学校改善プラン』などについて

『学校改善プラン』については，概ね活用さ

れている。この中で「接続と連携」を位置づ

け実効性のある取組に生かしていく。

『学校支援地域本部事業』については，多く

の地域で設置されているが，立ち上がったば

かりで，実践例がまだ少ない。

(2)２１年度の取組

①アンケート結果からの分析

「連続した学びの環境」を充実させるために，

異校種間での授業参観や情報交流が重要と考え

る割合が最も多く，また，それらを実践してい

る学校数は２０年度より着実に増加した。また，

学びの津続性を重視した学力向上の取組を新た
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する取組

③方向性３ＰＴＡ組織との連携

アグラウンド整地や花域，窓ふき等の学

校環境整備の取組

イ空き缶回収やごみクリーン作戦などの

地域ボランティア活動の取組

ウ読み聞かせや図書ボランティア活動，

廃油石けんづくり等の取組

④方向性４地域との連携

ア地域の教育資源を生かしたキャリア教

育，地域の人材を活用した教育活動等の

取組

イ積極的な情報発信の取組

ウ地域の意向を反映した学校評価の取組
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②『学校改善プラン』などについて

『学校改善プラン』については，「接続と連

携」を意識し，さらに教頭が主任層にはたらき

かけ，組織で協議して実効性のあるプランの作

成に取り組む学校が増加してきている。

(3)４つの方向性と実践例 ５今後の課題

(1)成果

①縦の接続では授業交流等の実践報告事例が

多くなってきている。特に，小・中だけで

なく，幼稚園・保育園や高校，特別支援学

校との接続も増えてきている。

②学力の実態把握と学力向上策の交流等の接

続では，意識化→把握→交流→協議→検討

→立案→実践という一連の業務進行の流れ

が効果的であることが明らかになってき

た。

③地域･ＰＴＡとの連携の活』性化では，教頭が

積極的に関わることで業務進行がよりスム

ーズになってきている。

④地域との連携を深めることにより，開かれ

た特色ある学校づくりが，着実に進んでき

ている。

(2)課題

接続・連携の推進役が教頭から，校内組織へ

移行する流れができつつある。さらに充実した

接続・連携を図るためには，学校評価等を最大

限に生かしていくことが重要である。

隅
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錨難鞠臓I騨錨雛１鋤難鞠鮪鶴瑚

に始めた事例も報告された。（グラフＩ）
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６討議の柱

学校間や地域一保護者との接続･連携を深め，

組織を活性化していくには，教頭としてどうか

かわればよいか。
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①方向性１小・中学校における学力の実態

把握と学力向上策の交流等の接続

ア合同授業，交流授業などの取組

イ「小中連携推進委員会」「中学校区連絡

協議会」「一貫教育推進協議会」等の設

置

ウ学力の実態把握，学習指導，教育課程

の編成等の取組

②方向性２小・中学校における危機管理等

の接続

ア保護者，地域と連携した交通安全指

導，地域防犯パトロールの取組

イ小・中学校が連携した安全マップづく

りやいじめ防止の取組

ウ「連絡協議会｣，「育成協議会」「生徒指

導協議会ｊ等の設置をした生徒指導に関

』Ｉ■■■■■■■■

i鱗
ニー



第４分科会

研究

提言１地域とのつながりを生かした学校

運営活性化の試み～新潟市「地域と学

校パートナーシップ事業」の取組から～

新潟県新潟市立小針小内山英紀

協議の柱

地域に根ざした学校運営を推進し活性化させ

るために，教頭としてどのようにかかわるか。

１質疑応答

○新潟県の場合，大変恵まれていることを

感じた。深川市では十分なコーディネータ

ーはいない。地域の人材を発掘するのは難

しい。具体的に発掘する方法を教えてほし

い。また，どのような方をコーディネータ

ーに選んだのか。

・町内会，コミュニティー協議会など，地

域の組織を使って探している。また，地域

のネットワークを使って，人づてで，草の

根的に探している。また，ビラを配ったり

教職員のネットワークを使ったりもしてい

る。元ＰＴＡの役員，民生委員もいる。実

際，探すのは大変である。

○市の嘱託職員の給料は時給いくらか。ま

た，市全体の予算はいくらか。

．一日４時間で４日間，一週間で１６時。

時給１２００円ぐらい。市全体の予算は

１０万ぐらい。

２グループ協議

協議報告①

教頭自らコーディネーターや人材発掘を行

うのではなく，組織を作り上げる。地域との

連携を進めるためには教頭が職員に積極的に

地域にかかわるように働きかける。教頭が自

ら全部行ってはだめ。教頭が職員と地域をつ

協 議

なげる後押し役。教師が地域にかかわろうと

しない。土日が多く，難しい。

学校が主導とは言え，行政からのバックア

ップが必要である。地域の協力はどの地域も

高い。どうやって吸い上げるか。教職員に多

忙感を与えるようなアプローチになってはな

らない。

協議報告②

保護者全員に呼びかけているところがある。

外部の方に情報もれがないように留意する必

要がある。何でも依頼するではなく，きちん

と選択すること。教育委員会がバックアップ

を行う。どのようにして，地域とつなげてい

くか。校務分掌に位置付けることが必要では

ないか。

コーディネーターの発掘，引継ぎが難しい。

地域とのつながり，地域同士のつながりをど

うもつのか。地域によっては人口減で地域同

士のつながりが薄くなっている。短い勤務年

数の教頭がどのように地域に深くかかわって

いくか，多忙で，難しい面がある。

協議報告③

学校を支える学校応援団作りと言える。何

のための連携なのかを踏まえて教頭がコーデ

ィネーターと連絡調整する。負担感をもたせ

ないようにして長く続けていけるように。教

頭が地域のこと，学校のことをよく知ってい

る人を選ぶことは難しい。

学校規模や地域にあった支援・ボランテイ

アの活用を工夫するのは教頭の役割である。

職務の軽減になる取組になるように。

職員に見通しがもてる教頭のかかわりを工

夫することが大切である。学校の規模によっ

て支援の仕方が違う。何のための連携か。



３提言１における指導助言

助言①（日比生究氏）

事業を軌道に乗せるまでの教頭先生の具体的

な働きかけが大変参考になった。教職員の負担

感の解消という話があったが，今の学校には過

剰な役割が求められているという背景があるよ

うに思う。

このような状況の中で，これからの教育は学

校だけが役割と責任を負うのではなく，これま

で以上に学校，家庭，地域の連携協力のもとで

学校運営を進めていくという視点が必要である。

本校のこの事業は「学校支援地域本部事業」

だが，学校・家庭・地域が一体となり，地域ぐ

るみで子どもを育てる体制を整えるという取組

であり，「学校の活性化」と同時に「地域の活

性化」「学校が元気に」「地域も元気に」とい

う，いわゆる互いに恩恵のある関係を大切にす

ることが特筆すべき事項であると思う。そうす

ることで教育基本法に規定されている「学校，

家庭及び地域住民等の相互の連携協力」つまり

は「学校教育の充実」，「生涯学習社会の実

現」，「地域の教育力の向上」が図られるのだ

と思う。

新潟県では，先駆けて，この事業に着手した

と伺ったが，先進的なたくさんの実践が積み上

げられている。政令都市・新潟市の取組は，内

山教頭先生の取組で，詳細にご報告があったの

で，同じ新潟県の見附市の背景をご紹介したい

と思う。

三つの「も」についてです。読みあげると，

「もはや学校だけの努力では，様々な課題解決

を図ることは難しい。もったいない。学校はも

っと身近にある『地域のひと』『地域のもの』

『地域の声』を生かしたらどうか。もっと先生

が子どもにかかわる時間を多くし，きめ細かな

指導をしてほしい。」

こういった声を学校がキャッチできるか否か

が大きいのだと思う。三つの「も」ではないが，

三つの「間」三間という言葉がある。子どもの

遊び，社会性を培うという意味で使われること

が多い言葉だが，あえて当てはめると，コーデ

ィネーター室の確保といったようなことが「空

間」で，打合せの時間を確保するというのが

「時間」，コーディネーターをはじめ，実際に

お手伝いいただく方々が「仲間」であると思う。

もう一つ加えるならば「手間」である。

内山教頭先生の実践例では，担任の要望を捉

えて，家庭科の実践があった。大きなエネルギ

ーになっている。教頭先生は情報収集・発信で

きるところからやっていくことである。

助言②（三浦雅明氏）

今，学校は教職員が多忙になっている。コー

ディネーターの配置によって地域とのつながり

が深くなっている。教頭の大きな役割としてコ

ーディネーターのつながりで迅速な情報の伝達

が鍵になっている。情報の共有化，担任の思い

をしっかりコーディネーターに伝える。いろい

ろな課題があるが，肯定的なものを取り上げ評

価していく。教頭の役割は大きい。担任とコー

ディネーターとの打合せによって，実践されて

いる。ミシンの指導にかかわる実践は，子ども

たちの笑顔，地域の人たちも喜んでいる。充実

感は負担感を和らげる。

家庭と地域との連携について，大きく三つ挙

げると，参観型は，授業を見ていく。参加型は，

一緒に参加していただく。参画型は，その日だ

けでなく事前に打ち合わせ，連携していく。さ

らに私たちは次のことをおさえていく。一つは

学校は子どもたちの実態やこの取組よってここ

を伸ばすということを伝えていくこと。二つ目

に保護者・地域の思いをしっかりと聞くこと。

三つ目に活動後，成果と課題をしっかり共有す

ること。四つ目に一回で終わらせず継続してい

くこと。地域の特色ある活動として長く続けて

いくには，学校・地域にメリットがあり，地域

の活性化になるようにつなげていくことである。



第４分科会

研究

提言２教職員の協働体制づくりにかかわ

る教頭の役割～ＰＤＣＡの評価サイク

ルを通して組織の活性化を図る～

北海道札幌市立清田南小渡避悟

協議の柱

学校運営を活性化させるための協働体制づ

くりに教頭としてどのように取り組めばよい

か。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答なし。

２グループ協議

協議報告①

職員の協働体制づくりについて，大変貴重

なデータと実践例を示していただいた。校務

分掌を生かしたり，職員のモチベーションを

保ったり高めたりすることが，教頭の使命と

して難しいところである。そのような中で，

昨日のシンポジウムの中で話題となったチー

ムとしての活性化が，一つのキーワードにな

ると考える。職員一人一人の使命感や参画意

欲を高めるために，必然性をもたせる働きか

け，つまり，刺激を与えることが，職員に主

体性を持って受け止めさせるには，有効と考

える。

もう一つは，人間関係作りが非常に大事で

あるということである。話し合いをしやすい，

情報を共有化しやすい職場にしていくことが

重要である。その要となる教頭自身が職員と

コミュニケーションをしっかりとって，学校

の組織を作っていくことが大切である。

ピンチをチャンスに変える，前向きな組織

としての動き，課題を解決しながら一体的に

動くことの大切さが話題として出ていた。子

どもたちや職員が笑顔で活動していたり，満

協 議

足感が得られるように，教頭としてかかわり

をもち，学校の中での実践を積み上げていき

たい。

協議報告②

交流を通して，地域によって差があるとい

うことがわかった。職員会議の前に，調整会

議を組織化して，職員の参画意識を高めてい

る学校がある。また，名称はいろいろあるが，

企画委員会を週に２回，３０分程度もって，

参画意識を高めている実践例も交流された。

ＰＤＣＡの評価サイクルは，どこの学校で

も取り入れていて，大変な面はあるが学校づ

くりに役立っていることが確認できた。

新しい企画などに取り組むときに，マイナ

スの方向を向いてしまっている職員を担当者

にすることによって，逆にその人に頑張って

もらうといった具体的な方策も出された。

協議報告③

提言を受けて，職員の意識化がとても大切

であることや，新しい分掌を組織するときに

は，どんな子どもを育てたいのかということ

を，はっきりもつことが大切であるというこ

とが交流された。

学校規模によって，協働体制づくりに対す

る必要感に違いが感じられた。小規模校では，

いつでも顔を向き合わせて話をすることがで

きる状態にあり，協働体制といってもあまり

必要性を感じないといったことが出された。

少子化の影響で職員が減ってきても，分掌

組織が変わらないと，教師の負担感が増して

くるのではないかという意見が出された。

ＰＤＣＡの評価サイクルについては，年々

早まってきている。評価を職員みんなのもの

にすることが大切であることを，再確認した。



提言で示された分掌組織の例が参考になっ

た。昨日のシンポジウムの中で，持ち場を年

に２回くらいシャッフルしてフラット化する

という話があったが，学校の教育現場ではな

かなか難しいという意見も出された。

３提言１における指導助言

助言①（日比生究氏）

新たに第三者評価についての記述が付加さ

れた「学校評価のガイドライン」が，文部科

学省から出された。前回と同じく学校評価の

三つの目的が示されているが，一つ目には

「各学校が，自らの教育活動その他の学校運

営について，目指すべき目標を設定し，その

達成状況や達成に向けた取組の適切さ等につ

いて評価することにより，学校として組織的

・継続的な改善を図ること」と示されている。

学校の教育目標，校長が示す「年度の重点

目標」もっと根っこには「学校の教育目標」

があると思うが，学校で行われているすべて

の教育活動がそこに向かっているか，意識も

そこに向かっているか，絵に描いた餅になっ

ていないかといった目を大切にする必要があ

る。例えば「自主・自律」と言いながら，教

師主導の授業になっていないか，ということ

である。

方位磁針は「真北を指さない」と言う。こ

れを偏角と言う。方位磁針を持って，目的地

を目指そうとすると，北海道では約８度ずれ

てしまうというのが偏角である。教育には，

不易と流行があるが，「流行」の部分に目を

向けると，しっかり方向を修正しなければ，

大きなずれが生じてくる。そのしわ寄せは，

すべて子どもたちに降りかかって来る。この

修正を図るのが，教頭の役割である。是非，

学習指導要領の総則や解説編を熟読いただき

たい。教頭として，意識を働かせ，自校の教

育のベクトルに誤りがないかを確認しながら

組織的に改善していくことを，今後も大切に

して取り組んでいただきたいと思う。

助言②（三浦雅明氏）

実践例１．２．３ともに，教頭一人で動く

のではなくて，職員に責任をもたせることで，

自主性を高めていくことになる。そのことが，

意欲的で組織的な動きになっていくことが示

されていた。仲間に支えられることで，一人

一人の職員の安心感や安堵感につながってい

って成果が生まれてきている。発表のあった

アンケート調査の中にも，話し合う機会や評

価する機会が気持ちを通わせ合い，職員の意

識を高めるポイントとなっている。一方で，

会議をもつ時間が増えることと会議の精選を

どのように解決していくのか，課題として実

践の中で試していかなければならない。

校長・教頭が仕掛けた危機感・学校課題が

どこから来ているのか，職員に実感させるこ

とが重要である。アレルギーや携帯電話，特

別支援教育などに，どうして取り組まなけれ

ばならないのか，学校評価の結果からもって

くることが一番職員にとっても納得のいくも

のになると思う。必然性につながる学校評価

が大事になってくる。危機感のある共通目標

を設定して，網羅的ではなく中核となる課題

を運営方針に明確に提示していくことが必要

となる。部分的な対応ではなく総括的に着手

していくことが大事であり，校長・教頭が職

員に説いていかなければならない。その上で，

具体的に組織的な検討に入っていくと思うが，

年間計画の中で，どの時期に何をしっかり指

導していくかということを校長・教頭は提示

していかなければならない。

私の学校では，行事を中心に年間を八つの

期に分けて，その期ごとにテーマをもって取

り組んでいる。学校全体が教員の個人的な動

きではなくチームとして取り組む。そういう

学校体制をつくっていくことが非常に重要で

ある。学年やブロック，または，分掌ごとに

支え合うといった複数の支え合い，チームが

存在すれば，職員も安心して，いろいろな取

組に自信をもって取り組んでいけると思う。
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研 究

提言３連続した学びの環境の創造と教頭

の在り方

～縦の接続と横の連携に教頭としてどう

かかわり組織を活性化させたか～

北海道三笠市立三笠中央中菊地博幸

協議の柱

縦の接続と横の連携に教頭としてどのよう

にかかわり，組織の活性化に結びつけていけ

ばよいか。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

縦の接続の実践では，「小中一貫教育を行

っている学校での，小中の教員の授業交流に

かかわる課題」「学力向上について教育委員

会主催で小中合同会議を開いている取組」

「児童生徒レベルの連携」など，様々な話題

が上がった。また，小１プロブレムが叫ばれ

る中，小学校と幼稚園あるいは保育所との連

携がますます必要であるとの指摘もあった。

一方，横の連携としては，住宅地になって

学校も一緒にできたという地域は，住民が学

校に愛着をもち，積極的に学校行事等にかか

わってくれるという事例が報告された。

グループとしては，地域の特性や縦横それ

ぞれの強みを生かし，弱みを強みに変える取

組が重要であるということでまとめた。

協議報告②

縦の接続にかかわっては，「小中での授業

参観や交流」のほか，「教頭の働きかけで中

学校の教員に対する高校の授業公開が実現し

協 議

た事例」「小中間での教員及び児童生徒の交

流」「管理職の異動，小中間の教員の異動が

常態化しているため，小中の違和感が少ない

という実態」「中学校の教員による英語指導

が，小学校はもとより，幼稚園，保育園との

連携に広がっている状況」「小中連携の日と

銘打ち，教員全員が中学校区の当番校で授業

公開や交流をしている実践」「小学校６年生

が中学校に出向き授業を受ける取組」などの

紹介があった。

横の連携については，各学校とも外部ボラ

ンティアの活用やサポート事業を行っている

が，大事なのは教師の指導が中心にいないと，

教師自身の資質向上につながらないことであ

る。そこでの教頭の気配りが大切である。

話合い全体を通して，縦の接続，横の連携

共に，教頭自身の視野とネットワークを広げ，

情報に敏感になることが大事であり，教員の

授業の交流も重要であることが確認された。

協議報告③

縦の接続の取組では，幼少連携として入学

前の子どもに関する情報交換や園児の小学校

訪問。小中の連携としては，教員による互い

の外国語活動の参観，児童生徒同士の音楽発

表会等での交流，理科での小中合同授業など

が報告された。また中１ギャップの対策とし

て，入学直後に宿泊研修を実施し仲間づくり

などを学ばせる取組を行ったところ，不登校

が激減したというケースが報告された。更に，

高小の連携として，高校生が自分の夢を小学

生に向けて語るという事例も紹介された。

横の連携では，老人ホームへの慰問，留学

生による外国語の学習，特別支援学校と聾学

校間の手話での交流，スキー学習での保護者

の支援等，様々な取組が報告された。



全体を通して，開かれた学校や学校の活性

化に向けて，教頭が積極的に関与していくこ

との大切さが確認された。

３提言３における指導助言

助言①（日比生究氏）

横の連携で言えることは，学校支援地域本

部事業や学校関係者評価などの取組の積み上

げで，地域との接点や地域への理解が深まり，

より連携が強くなることである。最終的に目

指すものは，地域を愛する子どもを育てるこ

とである。これは，教育基本法にも規定され

ていることから大変重要な視点である。

一方縦の接続では，近年小１プロブレムや

中１ギャップといった問題があり，円滑な接

続のための織密な連携体制の確立が求められて

いる。例えば新潟県では中1ギャップの解消に

向けた取組として小中連携システムを作成し

ており，転入・転出や中学校への引き継ぎな

どに有効な資料となっている。また，北海道

の三笠市では，これまで文部科学省の教育課

程特例校として，小学校１年生から英語を実

施していたが，これを全ての学校に拡大しよ

うと現在認定を申請している。

平成２２年度の全国学力・学習状況調査の

結果の公表を受けて，学校が何をするのかが

重要である。その際，検証と改善の段階とし

て，質問紙の自校の状況から課題を浮き彫り

にすること。計画の段階では，その改善方策

について組織を活用して戦略を練ること。実

行の段階としては，連携と接続という観点か

ら地域人材の活用や小中の交流も行うことな

どを，学校改善プランに位置付け，ＰＤＣＡ

のマネジメントサイクルで実行していくこと

が重要である。

また，教師の力量の差を補完していく視点

をもって学校運営にあたることも大切である。

自校の教職員が学校の教育目標の実現に向け

てどう取り組んでいるかを捉え，支援を講じ

ていただきたい。

学校は組織であると言われながら，多くの

活動を個々の教職員の裁量に委ねていないか，

方向性に誤りがないか，法令に反してはいな

いか，究極は子どもたちのためになっている

か，そういった視点が大切である。

学校活性化の鍵は，教頭の動きに大きく左

右される。教職員との対話や校長との報・連

・相を確実に行い，扇の要としての力を発揮

していただきたい。

助言②（三浦雅明氏）

三笠中央小学校のレポートでは実践例が３

本報告されていたが，どれも先を見通した取

組で，具体的に策を立てて進めいることに感

心した。そして，その取組を教頭から教務へ

移行する流れができている。これは今日の三

つの提言のどれにも共通していた。やはり，

校長，教頭は一般の教員をどう動かすかとい

うことに知恵を使っていかなければならない。

このレポートで，課題として学校評価の生

かし方について取り上げられていたので，こ

れについて触れてみたい。学校評価というの

は，利用の仕方によって道具にも薬にもなる。

そして，マネジメント次第では評価を味方に

つけることができる。その活用について四点

お話しする。

一つ目は，子どもの実態や学校の課題など，

我々がもっと光を当てたい部分について評価

項目を取り上げること。二つ目は，学校の取

組に対して厳しい意見が出てきたときは，逆

に説明のチャンスであるととらえること。三

つ目は，学校評価の結果を説明することによ

って学校への信頼を高めていくこと。そして

四つ目は，結果により説明が出来ない部分に

ついは，時には正面から取り上げるのを避け

ることである。このような取組の中で，校長，

教頭がしっかりと学校の課題と結び付け，学

校評価を活用していくことが大事である。

今日の活発で充実した話合いの内容をそれ

ぞれ学校や地域に持ち帰り，教頭のエネルギ

ーとしていただきたい。



第４分科会

成 果と

１提言１における協議の柱について

（１）教頭は組織をつくりあげる役割を担う。

そのために職員に積極的に働きかけ，職員

が地域とつながるように，パイプ役になる。

(2)学校の規模によって支援の仕方が違うので，

教頭は，職員に見通しがもてるかかわりを

工夫することが大切である。

(3)地域とのつながり，地域同士のつながりの

ために学校内だけの引継ぎではなく，教育

委員会のバックアップも必要である。

２提言２における協議の柱について

（１）職員一人一人の使命感や参画意欲を高め

るために，必然性をもたせる働きかけがチ

ームとしての活性化につながる。そのため

に，教頭自身が職員とコミュニケーション

をしっかりととって，学校の組織をつくっ

ていくことが大切である。

(2)地域によって差があるが，新たな組織つく

りや，そのメンバー人選への取組で職員の

参画意識を高めることが可能である。

(3)新しい組織をつくるときには，評価やどん

な子どもを育てたいのかということを，共

有化，明確化していくことが大切である。

３提言３における協議の柱について

（１）縦の接続の実践として異校種間の連携が

小１プロブレムや中１ギャップ対策の成果

につながっている。

(2)横の連携の実践として，各学校とも外部ボ

ランティアの活用やサポート事業を行って

いる。教師自身の資質向上のために，教師

の指導を中心に据えて実施することが大切

である。

(3)縦の接続，横の連携共に，教頭自身の視野

とネットワークを広げ，情報に敏感になる

課題

ことが大事であり，教員の授業の交流も重

要である。

４成果と課題

【成果】

○全国各地の教頭の役割・かかわりなどを知

ることができ参考になった。それぞれの立場

で各課題をどう捉えているかわかり，各課題

の身近な取組への方向性を示唆してくれた。

○ＰＤＣＡの評価サイクルについては，年々

早まってきている。評価を職員みんなのもの

にすることが大切であることを再認識できた。

○校内組織の活性化，協働体制つくり，異校

種間の連携など，具体的な実践例から学ぶこ

とができた。

○全国各地の情報交流ができ，学ぶべきこと

がたくさんある大変有意義な分科会となった。

【課題】

○学校の様々な状況により，教頭のとるべき

役割が違ってくる。その状況を知り，どう進

めていくか，大きな課題を感じた。

○組織を新しく作り出すことが，職場の活性

化につながっていくが，かえって負担感・多

忙感を増すこともあるのではないか。組織の

活性化と教頭のかかわりは各校の特色を踏ま

えて実践することが大切。何でも組織という

が，難しい。どう解決するかが課題である。

○いろいろな情報交流の中で，規模や地域の

条件が異なるため，なかなか内容を一つにし

ぼることができなかった。

○学校規模によって，協働体制づくりに対す

る必要感に違いが感じられた。小規模校では，

いつでも顔を向き合わせて話をすることがで

きる状態にあるので，協働体制といっても，

あまり必要性を感じない。



１主題設定の理由

今日，子どもたちの生活環境が大きく変化す

る中，子どもたちの生きる力をはぐくむ豊かな

学校を創造していくためには，学校が，校長の

強いリーダーシップのもと「組織」として機能

していくことが強く求められている。まさに

｢学校力」が問われる時代である。

そこで，加賀市教頭会では「学校力」を高め

るためには「学校の活性化」を第一義と捉え，

学校の組織的運営の核となる参画意識や指導力

を持ったミドルリーダー（主任層，各校務分掌

の責任者）の育成こそが急務であるとの認識に

立ち，本主題を設定した。また，昨年度より，

市内２７小中学校全てで「人材育成シート」の

作成に取り組み，ミドルリーダーの育成に活用

することとした。教頭として，ミドルリーダー

に活躍の場や機会をいかに設定し，どのように

関わっていったのか，また教頭の働きかけによ

ってミドルリーダーがどのように変容したのか

を明らかにすることが，学校活性化に向けた大

きな方途であると考えたからである。

第三分iii斗会「教職言の専門性に関する課題」
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ミドルリーダーの育成を核とした学校の活性化

～人材育成シートの有効的活用を通して～

提言者石川県加賀市教頭会加賀市立勅使小学校木戸口動

(2)教頭としての有効な関わり方をミドルリー

ダーの変容を通して明らかにしつつ，教頭と

しての資質を高める。

(3)「人材育成シート」の活用を通して浮かび上

がってきた課題に対し，有効な解決策を講じ

ていく。

３研究の経過

加賀市教頭会は,平成１８年度から，学校運営

の活性化と教頭の果たすべき役割を明確にする

研究を進めてきた。

（平成１８年度）「学校評価のあり方」「子ども

の豊かな人間性と心の発達｣｢地域と連携した特

色ある学校づくり」「学校の活性化」の４つの

視点から「豊かな学校づくり」に迫った。

（平成１９年度)｢学校の活'性化に向けた教頭の

役割」に的を絞り「ミドルリーダーの育成を核

とした学校の活性化」「教職員の資質・指導力

の向上を図るために｣｢人事考課制度を生かした

教職員の意識改革｣｢学校運営の活性化と教頭の

リーダーシップについて」の４つのテーマで研

究を進めた。

（平成２０年度）この２年間の研究の結果，学

校の活性化のためには，まず，ミドルリーダー

の育成が不可欠であり，教頭がその先頭に立っ

て，人材育成の展望をもって指導・助言にあた

ることが極めて重要であることが共通認識され

た。そして「ミドルリーダーの育成を核とした

学校の活性化」を研究主題とし，研究に取り組

んだ。

（平成２１年度）計画的に「人材育成シート」

を作成・活用しつつ，参画意識や指導力を持っ

たミドルリーダーの育成を通して，学校の活性

化を図った。

２研究のねらい

未来への夢や希望を抱きつつ，自信や誇りを

もって生きていける子どもたちを育てる「豊か

な学校」を創造するために，また，地域住民，

保護者，児童生徒から信頼される学校づくりの

ためには，校長の強いリーダーシップのみなら

ず，ミドルリーダーの働きが不可欠である。そ

こで，以下の点を研究のねらいとした。

(1)「学校の活性化｣の核となるべきミドルリー

ダーの育成を「人材育成シート」の活川を通

して図る。また，ミドルエイジ（中堅教員層）

の育成にも「人材育成シート」が活用できな

いかを探る。



４研究の概要

(1)「人材育成シート」の作成

年度当初に，各校でミドルリーダーを選び，

育成の年間計画を立て「人材育成シート」を作

成する。その中で，教頭として，期待する姿を

①学校経営参画意識をしっかりもっている。②

組織的な教育活動推進の中心的存在になってい

る。③柔軟な発想に基づく企画提案，実践を積

極的にしている。④学校全体の動きを考慮した

連絡調整に努めている。⑤学校経営参画の視点

に立った指導・助言をしている。の５点である

と明示し，本人にもその内容を伝える。

(2)「人材育成シート」の活用

①人事考課制度における面談の前後に「プチ

面談」等を実施し，ア主任会議・各種委

員会，イ人事考課制度，ウ学校評価制

度の各視点から個々の成果と課題を明らか

にし，個に応じた助言と指導を行う。ま

た，その内容を「人材育成シート」に記録

する。

②活性化した学校とは，ア学校の特色や育

てたい児童・生徒像が明確化されている。

イビジョンに応じた教育課程の編成がな

されている。ウ保護者・地域のニーズに

応える努力をしている。エ学校経営参画

意識が高い教職員集団である。との確認の

もと，「人材育成シート」の活用がミドルリ

ーダーの育成にどう活かされたのか，また

学校の活性化にどうつながったのか，その

道筋を明らかにする。

(3)研究組織

学校規模別に３グループに分け，研究を深め

る。月１回の教頭研修会では，各自の実践を交

流しあうグループ研究会と，グループで話し合

われた内容について全会員に共有化を図る全体

研究会をもち，あわせて，次回の教頭研修会ま

でに実践すべき内容や研究の方向性についての

確認をする。

(4)教頭の有効な関わり方と研究の成果

①教頭は，全て指示するのではなく，ミドル

リーダーが自ら考え行動する機会を設定

し，具体的に個に応じた評価や励ましを行

った。また，新たな課題を自身で見つけら

れるよう助言してきた。場面に応じた具体

的な助言や行動の評価によって，職員のや

る気を引き出し，主体的な動きへと導くこ

とができた。

②人事考課制度における業績評価の第一次評

価者として，期待する姿を相手に示すこと

により，めあてを共有しつつ，よく本人と

話ができるようになった。人間関係がスム

ーズになった。

③「人材育成シート」に記した育成ビジョン

を常に意識して，計画的な助言・指導を行

ってきた。また「人材育成シート」の作成

は，教頭自らの人材育成の意識化にもつな

がった。どのような内容の指導・助言をい

つ，どんな場面で行ったか，その結果，ミ

ドルリーダーやその他の職員に何か変容が

観られたか等を記録に残した。

５今後の課題

(1)職場の多忙化の中，「面談｣等での関わりの

時間確保をどう図っていくか。

(2)個々の力量は徐々に高められているが，

中・大規模校にあっては，個が集団の中に埋

没してしまう傾向が強い。学校の活性化に向

け，その力が一つのまとまり（チーム）とし

て発揮されるようにするにはどうすればよい

か。

(3)「人材育成シート」を業績評価の資料として

活用することができないか。

(4)「人材育成シート」を，ミドルリーダーのス

キルアップの一手段として活用するだけでな

く，コミュニケーション能力や対人関係能力

に長けた指導者の育成にまでつなげていくこ

とができないか。

(5)「人材育成シート｣の記録から明らかになっ

た，人材育成に有効な指導・助言の手法を他

の教職員の育成に活用できないか。

(6)教頭会の取り組みを校長会と連携し，ミド

ルリーダーのみならずミドルエイジの育成の

活動を全市的に展開できないか。

６協議の柱

学校の活性化に向けた教頭の役割とは何か。



１主題設定の理由

今日，子ども一人一人が精神的に安定し，夢

や希望をもち，自らの居場所があり，保護者や

地域社会をパートナーとしてともに歩む信頼さ

れる｢豊かな学校｣の実現が求められている。そ

のためには，学校組織の活性化，家庭・地域と

の連携，さらには教職員の専門性，研修意欲，

経営参画意識，服務意識の向上等を図っていく

必要がある。とりわけ，教職員の専門性や資質

を向上させたり，ミドルリーダーの育成等を進

めたりするためには，教職員自身の意識改革が

必要な部分であり，教頭の関与やリーダーシッ

プが重要である。

これらを踏まえて，平成20年度から３か年継

続研究として，教職員の専門性を高める教頭の

関与の実態や実践的取組について，本主題を設

定して，実践研究を進めている。

第Ｓ分in斗会「教職旨の専門性に関する課題」

４研究の概要

(1)第１年次の概要

①教頭が重視している「教職員の専門性」に

ついての調査（基礎調査）

教職員の専門性を高めるための教頭の関与の在り方
～学校課題の解決に向けた方策を探る～

提言者北海道函館市小学校教頭会函館市立中島小学校畑中雅昭

研究計画の見直し，改善

②教頭の関与性についての複数年でのマネジ

メントサイクルを踏まえた実践的研究

③実践的研究による解決策の開発推進（アン

ケート実施，実践例の集約）

④実践的研究の成果の確認と評価

⑤｢教職員の専門性向上に関する教頭の関与」

についての実践の整理

基礎調査からは，重視している項目とは，

｢学習指導の力」「子ども理解の力」「学級経

営の力」「生徒指導の力」であり，やや重視

している項目は，「豊かな人間性」「保護者・

地域との関係」であることが分かった。

②教頭として現任校で，課題と感じ働きかけ

を強めている視点と教頭の関与

基礎調査を受けて，「教職員の専門性」につ

いて，５つの視点と下位項目，関与する職員

の経験や職能の違いなどについて，聞き取る

項目を設定した。

２研究のねらい

本主題の検証に向けて，教職員の専門性の向

上の視点から，次の点について教頭の積極的な

関与の研究を進める。

○教職員の専門性向上を目指し，教頭として

の関与の在り方についての傾向の分析

○教頭の教職員への関与の具体的事･例の収集

と整理，及び分析

３研究の経過

(1)平成２０年度までの取組

①研究主題の策定と研究推進計画の確立

②教職員の専門性を高める教頭の関与の意識

把握のための調査

③教職員の専門性への関与事項の項目設定及

び実態調査

④実態把握を受けての研究構造図の作成

(2)平成２１年度からの取組

①学習指導要領の移行や各種答申等との関

連，実態把握・実践的研究成果を受けての

｢教職員の専門性」の項目

句
二

３

４

５

６

７

８

９

１０

]１

1２

1３

1４

･使命感・責任感

服務規律の意識

豊かな人間性．幅広い教養

子ども理解力

生徒指導の力

学習指導の力（授業力を含む）

教科指導に関わる知識や技能

分掌担当の力

学級経営力．

教職員相互のコミュニケーションの力

保誰者・地域どの協力関係を構築する力

研修意欲

経営参画意識

その他

選択数

１１

６

１８○

３１☆

２５☆

４ｏ☆

１１

３

２８☆

６

１８○

１２

１０



５今後の課題

(1)本調査をより学校経営に役立てる自校の実

態把握のためのチェックリスト化

校長や教務主任等にも，本調査を実施し，

教頭による調査と比較・分析をして，多角的

に実態把握を行い，課題の改善に向けた方策

作成に役立てること。

(2)具体的事例の分析と学校経営に役立てるた

めの教頭の関与の一般化（マニュアル化）

(3)長期的・継続的な働きかけによる教職員の

変容の有り様の明確化

例１視点３実践的指導力

(2)第２年次の概要

第１年次の研究の成果と課題を受け，引き続

き，「①教頭が重視している『教職員の専門性』

について」の調査と「②教頭として現任校で，

課題と感じ働きかけを強めている視点と教頭の

関与の調査」を行った。さらに，関与の対象が

対個人，対組織の違いについて調査した。アン

ケートを実施した教頭についても昇任・異動の

有無についてもたずね，課題のとらえ方や対応

の差異についての傾向も探ろうとした。さら

に，具体的な実践については，年度当初と年度

末期に再調査し，その効果・変容についてもと

らえることにした。

①教頭が重視している「教職員の専門性」に

ついての調査

|瀧澱雛
ついて調五
成果，課廻 例２視点５自己の能力向上と意識改革

６協議の柱

学,佼経営の充実に寄与する効果的な教職員へ

の教頭の働きかけはどうあるべきか。

〕

Ｊ
便
４
Ｌ
Ｌ
『
Ｊ
●
〃
朔
』

学校規模別にみると，視点３のマネジメント

カへの働きかけが小中規模校に比べ，大規模校

での働きかけが大きくなっている。また，働き

かけの対象別では，「組織」と「個人」への働

きかけはほぼ同じ割合であった。組織への働き

かけは，「視点５自己の能力向上と意識改革」

の能力の「レベルアップ」の働きかけの割合が

高かった。

藤重職篭匡

調査からは１年次の研究とほぼ同じ傾向が

見られた。しかし，『使命感や責任感」「豊か

な人間性」など教職員の基礎的な素養につい

て改めて重視していることや経営組織体とし

ての機能を高める立場から「経営参画意識の

向上」を求める傾向もみられた。

②教頭として現任校で，課題と感じ働きかけ

を強めている視点と教頭の関与の調査

ｉ
Ｉ
Ｉ
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○ライフステージ別
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１主題設定の理由

現代の教育課題や学校教育への社会的要請を

反映し，改正教育基本法が成立した。それに伴

い教育関連三法の改正が行われ，国民の負託に

応えるべく「確かな学力と豊かな心，健やかな

体」を基盤とする「生きる力」の育成のために

は学校の組織改革や教職員の資質向上が強く求

められている。

そのためには，「信頼される豊かな学校｣づく

りをめざし，教職員一人一人が研鎖を積み，資

質向上をめざすとともに，個々のもつ多様な能

力を発揮させ，人材育成を進める上でも組織運

営の工夫・改善が重要となる。一方，平成２０

年度より本格実施された学校職員評吻価制度は，

教職員の意欲や能力を把握し，評価するものと

して有効な手だてであり，人材育成・能力開発

へ発展する取組として重要なものとおさえてい

る。

石狩管内教頭会は，保護者・地域に信頼され

る豊かな学校づくりのためにリーダーシップを

発揮し，開かれた学校づくりを基盤にした「教

職員の専門性についての課題」を究明していく

ことが全公教の研究テーマである「生きる力を

育む豊かな学校をめざして」につながるもの

と確,信し，本主題を設定した。

第Ｓ分iii斗会「教職＝の専門性に関する課題」
Ｉ

信頼される豊かな学校をめざし
教職員の専門性をいかに高めるか

腿
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～教職員の資質の向上を図る手だてと学校職員評価制度の活用のあり方について～

提言者北海道石狩管内小中学校教頭会北広島市立大曲中学校多田貴典

にする。

(2)これまでの研究の継続性を重視し，「組織・

運営」のあり方と，新たに導入された「学校

職員評価制度」についての２つの視点を設定

する。

(3)教頭が学校運営の自己評価を実施し，学校

運営の工夫・改善や管内的傾向を把握する。

４研究の概要

(1)研究の年次計画

１年次（平成２０年度）

【副題１】「実態把握・実践の工夫」

信頼される豊かな学校をめざし，研修の

活性化と教職員の資質向上を図るための学

校職員評価制度への対応はどのように行え

ばよいか

視点１教職員の専門性を高めるため，研

修の活‘性化を図るには教頭としてど

う働きかけるとよいか

視点２学校職員評価の実施に向け，教頭

は評価者及び被評価者としてどのよ

うな対応が求められるか

２年次（平成２１年度）

【副題２】「実践・改善点の洗い出し」

信頼される豊かな学校をめざし，教職員

のモラールや経営参画意識の高揚を図る手

立てと教職員の資質向上を図るための学校

職員評価制度への対応をどのように改善す

ればよいか

視点１教職員のモラールや経営参画意識

を育てるために教頭はどのような働

きかけを行えばよいか

視点２資質向上に向け教頭は評価者及び

被評価者として学校職員評価の取組

をどう改善したらよいか

３年次（平成２２年度）

【副題３】「実践・成果と課題」

信頼される豊かな学校をめざし，服務規

２研究のねらい

「生きる力」の育成と「保護者・地域に信頼

される豊かな学校づくり」の推進をめざし，教

職員の専門性をいかに高めるか，教頭として組

織運営への働きかけや学校職員評価制度の活用

についての研究を進める。

３研究の経過

平成２０年度より第１１次３か年研究を進めて

いる。研究推進の基本的な考え方は以下の３点

とおさえている。

(1)年度ごとに副題を設定し、研究の柱を明確



江別市教頭会（28）

石狩市教頭会（22）

当別町教頭会（６）

新篠津村救頭会（２）

律の徹底や教職員の資質向上を図るための

学校職員評価制度の活用はどうあるべきか

視点１教職員の服務規律の徹底を図るた

めに，教頭はどのような働きかけを

するとよいか

視点２資質向上に向け教頭は評価者及び

被評価者として学校職員評価制度を

どう活用したらよいか

(2)今年度の研究の概要

平成22年度の視点１と視点２に対してそれぞ

れ次の研究内容を設定し，各校において研究・

実践・検証を進める。

①教職員の服務規律の徹底

○服務規律遵守のための具体的な取組

○長期休業中の研修の取組

○事故防止，事故への対応及び再発防止

の取組

②資質向上に向けた学校職員評価

○学校職員評価を活用するための具体的

な取組

○意欲を引き出す個人面談の改善

○学校職員評価の成果と課題の明確化

○自己目標の達成に向けての進捗状況を

把握する取組

実践した成果や課題などをレポートにまとめ

市町村・ブロック・管内レベルでの研究会の場

で交流を図り，個人研究から共同研究となるよ

う研修を深める。

(3)さまざまな取組から

①当別町立弁華別中学校での取組

平成２０～２１年度

研修の活性化をはかる取組

②北広島市教頭会の研修

平成２２年度

○管内教頭会研究課題の基礎理論研修

◎力のある教師を育てる研修への教頭の

働きかけ（特設研修の柱①）

◎同僚性を発揮して前進する組織をつく

る教頭の役割（特設研修の柱②）

平成22年度

石狩管内教頭会研究組織
千坂市教頭会（23）

恵庭市教頭会（13）

北広島市教頭会（17）

Ａ
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幹事会

各市町村

教頭会幹郡

研究推進委員会

各市町村

教頭会研究部幾

会長

Ｂ
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石狩管内教頭１１１名

６協議の柱

教職員の資質の向上に向けたさまざまな取組

に教頭はどうかかわるべきか。

石狩管内の年間の研究推進

４月管内教頭会研究協議会

（年度の研究内容の提起）

６月ブロック研修会

８月管内夏季研修会

１０月管内学校経営研究会

各市町村での研修（通年）

修の持ち方や内容の工夫など活性化のための改

善もなされてきた。２年次目は，「教職員のモラ

ールや経営参画意識の高揚」と「学校職員評価

の具体的な取組と改善点の洗い出し」について

研究を進めた。コーチングの手法の活用やミド

ルリーダーの育成等についての実践が行われ

た。

今後は，各校で積み重ねてきた具体的な実践

や工夫・改善のあり方を環流・共有化するとと

もに，これをもとに自校の教職員や実態に応じ

て「専門性の向上」をさらに図っていくことを

課題として取り組んでいきたい。

５今後の課題

第１１次３か年研究のスタートして２年が経過

した。１年次目は「研修の活性化を図る組織運

営」と「学校職員評価の実施に向けた対応」に

ついて研究を進めた。本格実施された学校職員

評価については，課題が多かったが，各校で工

夫・改善が図られ，定着しつつある。また，研



第５分科会

研究

提言１ミドルリーダーの育成を核とした

学校の活性化～人材育成シートの有効的

活用を通して～

石川県加賀市立勅使小木戸口勲

協議の柱

ミドルリーダーを育成し学校の活性化につ

なげるために，教頭としてどのような手立て

を講じていけばよいか。

１ 質疑応答

○加賀市小中教頭会として，ミドルリーダ

ーとは何か，ミドルリーダーの定義をどの

ようにおさえているか。

・ミドルリーダーの定義は主任層である。

教務主任・研究主任・生徒指導主事・学年

主任という主任が対象である。

○提言の中に，教務主任の実践例があるが，

この教務主任の勤務する学校の教職員の年

齢構成はどのようになっているのか。

・教務主任は４３歳，校長・教頭を含めて

１１名の学校である。研究主任２８歳，生

徒指導主事５６歳，保健主事５８歳，校長

５５歳，教頭５２歳という構成である。

○人材育成シートを教頭会で作成したとあ

るが，校長会との連携を図っているのか。

また，どのように活用しているのか。

・校長会との具体的な連携はこれからの課

題であるが，ミドルリーダーの育成という

視点は同じである。

活用については，人事考課制度の勤務評

定にかかわる資料にできないかどうか検討

中である。シートの表の下にある，指導力，

企画力，組織力，連絡・調整力，参画意欲，

行動力は勤務評定の観点となっている。

○加賀市の教職員の年齢構成やミドルリー

協 議

グーとして，どのような主任層が多いのか。

また，それにかかわって大規模校や小規模

校での違いはどうなっているのか。

・全市的な教職員の構成は，４０代後半か

ら５０代の半ばが多く，その下の３５歳か

ら４５歳までが少ない。次期教務主任は，

職場の中で人材育成を図る必要がある。現

在，参画意識をもった人材を育成すること

が，加賀市にとって急務な課題である。

今年度育成の対象を広げ，教務主任６人，

研究主任１５人，生徒指導６人，図書館担

当１人とした。

２グループ協議

協議報告①

人事考課制度は地域によってその運用に大

きな差がある。教職員への指導助言やアドバ

イスが，管理職と教職員がうまくコミュニケ

ーションをとれていれば問題ないが，そうで

ない場合，大変難しい。

協議報告②

シートの活用は，学校規模や教職員の構成

により条件が大きく変わり，配慮が必要であ

る。今後，人事考課制度とリンクするなど効

果的な取組となるようにするとともに，日ご

ろから教職員とコミュニケーションを図るこ

とが大切である。

協議報告③

大規模校では，主任層の意識が高く，教頭

の仕事と言われてきたものを主任層が中心と

なって取組を進めている反面，学級担任をし

ながら教頭職を務めている小規模校では，ミ

ドルリーダーの育成が進まない傾向がある。



３提言１における指導助言

助言①（神守一志氏）

教職員の育成や学校の活性化に関しては，

当然，都道府県教育委員会や市町村教育委員

会の方針や，校長の方針のもと，行っていく

ことが大切である。

ただ，育成に関して，共通として言えるこ

とは，「何のために」「どんな力を付けても

らうか」ということが大事である。

例えば，学習指導要領の改訂による視点か

ら考えると，これまでの「子どもたちがわか

った，できた授業を目指して」から「わかっ

たことを説明できた，学んだことを使えたと

ころまで，実感できるような授業」が求めら

れており，先生方の授業力の向上が大切であ

る。そのため，目標の実現を目指し，１時間

１時間の授業を組み立てる力はもとより，ど

の時間に知識や技能をしっかり習得し，どの

時間に習得した知識や技能を活用するかなど，

単元の指導計画や年間の指導計画を見る力，

つくる力が一人一人の先生に必要である。

こうした，「何のために」「どんな力を」

を明確にした上で，教頭として，どのように

組織や校内研修にかかわるか，どのように一

人一人への手立てを講じるかを考えることが

大事である。

こうした意味で，御提言の石川県加賀市教

頭会の補助資料１４ページの人材育成シート

の１「ビジョン」は「何のために」に当り，

５「育成の視点」は「どんな力を」に当る。

このことを明確にした上で，指導助言や変容

を記録しており，教頭先生方が日常感じてい

ることを形としてまとめている貴重な取組と

なっている。

人が人を育てることは大変難しいが，石川

県加賀市小中教頭会は，「ミドルリーダーを

育てたい。」という強い思いがあり，このよ

うな取組へ発展したものと感じた。

この「思い」こそが，人の心を揺り動かす

ものと改めて実感した。

助言②（本間均氏）

加賀市教頭会の研究の主題設定やねらいは

明確である。研究内容も課題をしっかり踏ま

えている。

人材育成シートの作成だけではなく，ミド

ルリーダー育成のための年間育成計画に従っ

てどのように活用していくかについて提言が

あったことが大変参考になった。

要項の５７ページに活性化した学校につい

て４点にわたって掲載があるが，各自の学校

がどのようになっているか確認してみる必要

がある。これに付け加えて，①学校が明るい

のか，②児童生徒か生き生きと活動している

のか，③多くの方々が学校にお越しいただい

ているのかについても，校長としてみていき

たいと考える。

教頭が職員室において教務主任や研究主任

と児童にかかわることを大きな声で話すこと

で，他の先生方への意識付けを図ることも大

切である。北海道の校長会も，この第５分科

会と同じような課題設定をしている。各都道

府県でもそのような取組があるかと思うので

今後，校長会との連携がますます必要となる。

学校の活性化ということで，今年度，自校

の職員には①前年度踏襲ではなく新しいこと

に挑戦すること，②校務分掌や分担も積極的

に変更していくこと，③若い職員をリーダー

とすることを伝えた。昨日のシンポジウムに

も出ていたが，若い人が育つ職場ではミドル

リーダーも育つ。

学校活性へ向けた人材育成のために職場に

おける複数の集団の育成を通して推進してい

ることも参考になった。人材育成シートや新

人材育成シートの活用についても同様である。

北海道には，自己目標シートがあるが，今

回の提言内容を具体的に取り入れていくなど，

全国各地区で具体的な活用をお願いしたい。

また，日常の校長，教頭の打合せ内容をミ

ドルリーダーに伝えていくことが今後必要と

なる。



第５分科会

研究

提言２教職員の専門性を高めるための教

頭の関与の在り方～学校課題の解決に

向けた方策を探る～

北海道函館市立中島小畑中雅昭

協議の柱

教職員の専門性を高め学校課題を解決する

ために，教頭として教職員にどのような働き

かけを行っていくか。

１質疑応答

○学校課題チェックシートの評価規準（基

準）を設定し，それを年間を通して整理し

てはどうか。まず一学期に実施したことを

基に一覧を作成し，そのシートを基にして

市内に配布し，管理職の引継ぎとして使用

することで，次の指導助言をすることがよ

いのではないか。

．ご指摘の通り，現在はまだ評価規準（基

準）が漠然としていて，教頭や校長が，何

となく印象として，こういうところに課題

があるのではないかというような部分で評

価していることが否めない。ご提案の評価

規準（基準）作成に前向きに検討していき

たい。

２グループ協議

協議報告①

次期管理職の教務主任等をはじめとし，学

校の仕事を責任をもって進めている職員，持

ち味を生かしたり，先輩として若い人を育て

ようとしたりしている職員や知恵を授けたり，

得意なことを引き継いだりする職員もミドル

リーダーと考えたい。

提言の中で成果としてあげられていた授業

力向上について，今後もそれを高めるための

協 議

場である公開授業の積極的な設定などが必要

である。加えて，教頭としてそれぞれの学級

の様子を十分に理解し，児童生徒理解につい

て担任に的確な情報を与えるなどの支援体制

を確立した例も出された。

チェックシートで教職員の資質向上を図っ

ていくことは理解できたが，最終的には教頭

として人を生かしていきたい。学校には，年

配の先生や若い先生がおり，一人一人の良さ

を認めたり生かしたりすることでやりがいを

与えることができる。そのことが，教職員の

専門性を高めることにつながる。

協議報告②

課題把握のチェックシートは，課題が明確

になってよいが，評価規準（基準）が暖昧に

なってしまうと，校長の評価と教頭の評価が

ばらばらになってしまう。

シートは，最低限おさえなければならない

ことを除き，細かい部分については観点が違

っていてもいいのではないか。一般化，マニ

ュアル化という提言があったが，最低ライン

を決めておけば，かえって柔軟性をもったフ

レキシブルなチェックシートになる。

授業力向上については，どの地域でも管理

職が先生方の授業を参観し，面談を通して授

業力向上を図っている。また，教頭が，職員

を研修会に誘って一緒に研修したり，学んだ

ことを先生方が発表する場を設定する例や授

業研究では外部講師による客観的な評価を得

る例も出された。

生徒指導については，若い先生方に対して

次のような指導助言した例が紹介された。

①事前に教頭として児童生徒が帰宅する前に，

保護者に一報を入れるようにさせること，②

情報は共有化すること，③記録を時系列で整



理しておくこと，④生徒指導担当や管理職な

ど組織的に対応すること。

最後に，その前提として教頭が教職員とコ

ミュニケーションを図ることが大事であり，

先生方に自信をもたせたり，方向性を意識付

けさせることが重要であることも確認された。

協議報告③

保護者や地域，関係機関や外部との連携を

深めることは，今の時代，大切な教員の専門

性である。この専門性を，どのように育てて

いけばいいのか特効薬はないが，経験の積み

重ねが大切である。先輩や管理職がその都度

意味を伝えていくことで育つものである。

次に，教頭が教職員の専門性を生かすとき

にどのようにかかわっていかなくてはならな

いかということについて２点交流した。①教

頭が校長の意を体すること，②校長が課題と

しておさえていることや自校の実態を踏まえ

た課題について解決作をもつこと。

教頭が教職員に対しかかわる場合，組織と

してと，個人としての場合がある。これらは

別々なものではなく，集団が育つと個が育つ，

個が育つと集団が育つといわれるように縦に

横に教頭は職員にかかわっていかなくてはな

らない。

３提言２における指導助言

助言①（神守一志氏）

函館市小学校教頭会の提言は，しっかり

とした調査に基づいている。補助資料にある

教職員一人一人を見取るチェックシートの紹

介，提案がなされ，まさに「地に足がついた

研究」である。

教職員の育成は，教職員を「育てたいとい

う思い」の深さで決まるものである。日々の

教頭先生の接し方の中で，例えば，若い先生

を育てようとがんばっている中堅の先生に，

「先生のおかげで，○○先生がかわってきた

よ。ありがとう。」とねぎらいの言葉をかけ

たり，ピンポイントで，その先生のよさや専

門性に応じた校外研修を紹介し，その還元の

機会を設定したりすることが大切である。

また，すぐに教頭に答えを求めてくる教職

員に対しては，課題を投げかけ，解決すると

ころまで見届け，認めるといった働きかけを

していくことが必要である。教職員一人一人

を見取るストライクゾーンを広げ，「どの教

職員も育てたいという思いの深さ」が，人の

心を揺り動かしていく。

助言②（本間均氏）

教職員の資質向上向については，年齢や経

験年数，学校規模の状況でその手立ては大き

く変わってくる。今回の提言は，このことに

視点をあて，データを蓄積し分析している。

チェックリストの評価規準（基準）の設定

は，教頭会で作成することはなかなか難しい

が，各学校において校長，教頭やミドルリー

ダーで一つの観点をきめて設定することは可

能である。

教頭として，学校経営にかかわってのビジ

ョン，プロセスを明確にしていくことが大事

である。また，これからは学校経営の中にコ

ーチングという手法を取り入れていくことが

必要である。面談で管理職から一方的に話す

ことが多くなってしまう傾向がある。教職員

の思いや考えを十分に聞きとることも大切で

ある。

校内の研修会においても一方的な説明とか，

協議ではなく，この分科会のようにグループ

討議を取り入れるなどして広く教職員の意見

を引き出していく必要がある。

また，教職員の面談のときには，地域・保

護者・児童生徒がどのように教職員一人一人

のことを評価しているのかを伝え，次への意

欲へとつなげていきたい。

更に，研究指定校や研究会場校などを積極

的に引き受け，校内研修の場を活性化してい

くことも必要である。



第５分科会

研 究

提言３信頼される豊かな学校をめざし，

教職員の専門性をいかに高めるか～教

職員の資質の向上を図る手だてと学校職

員評価制度の活用のあり方について～

北海道北広島市立大曲中多田貴典

協議の柱

学校職員評価制度などの取組を，どのよう

に教職員の資質向上につなげていくか。

１質疑応答

※本提言時においては，質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

学校職員評価制度の在り方についてそれぞ

れの地域の人事考課制度の実態について交流

した。①子どもや保護者の評価を生かしなが

ら，②全国学力・学習状況調査の課題等を広

範的に生かしながら，③校長のビジョンを受

けた評価シートを活用しているなど地域によ

って大きな差があることがわかった。

これらの人事考課制度は，教職員の資質向

上に向けて活用していく観点で考えると，面

談により指導できることを肯定的に受け止め

ている教頭先生が多かった。ただ，自己目標

シートが，個人的なもので，学校の目標や，

学校評価受けた各分掌の目標とつなげるのが

いいのか，そうでない方がいいのかというこ

とで意見が分かれた。

協議報告②

学校職員評価制度を，教職員の資質向上に

つなげる。そして教頭としてどのように取り

組むのかについて意見交流をした。

シートに記入させて面談したからといって

協議

すぐに資質が向上することはないが，教職員

の資質向上に向けて２点協議をした。

１点目は，目標はより具体的にすること。

それから達成可能な内容にすること。そして

その後どうなったかをしっかり把握し，本人

には達成感を与えること。そうすることで，

達成感が次の意欲につながる。

２点目は，面談の内容は，その教職員にあ

ったタイムリーな内容であること。総括的な

ことばかりでは逆効果となる。年度初めと年

度末だけでなく，中間にも面談を実施するこ

とを計画的に実施することが必要である。で

きるだけ，職員の意識の高揚を期待したい。

都道府県で実情の違いがあるが，やらなけ

ればならない余分なことという意識ではなく，

管理職，職員お互いがこの制度の大切さを共

有することが大切である。

協議報告③

北海道と関東の教頭先生方で，グループを

構成しており，北海道と関東の現状について

交流を図った。

自己目標シートについて先ほど出ていたが，

昨年の年度を訂正し忘れて提出してくる職員

がいたりするなど，その趣旨を教職員に定着

させることは本当に大変である。

札幌は小中の数が多いので教頭会を３グル

ープに分けて研究を推進している。研究は月

１回の定例教頭会のときに実施している。

少ない県では教頭会が２ヶ月に１回という

ところもある。多い県では，定例で月１回，

全日で実施というところもあり，地域によっ

て大きな差があるが，共通しているところは，

授業力向上に力を入れていることである。

先生方の授業力をつけるということは全国

的にみても最優先課題である。



研修の盛んな千葉県からは，月１回午後か

ら，研修の日を設定し，教職員を研修の場に

出席させていることが紹介された。

３提言１における指導助言

助言①（神守一志氏）

石狩管内教頭会の提言は，教頭会としての

結束力，総合力のもと，毎年，着実に研究を

積み重ねており「一体感のある研究」となっ

ている。これまでの組織的な研究に，心から

敬意を表したい。

北海道には，へき地・複式教育の先輩教師

が，昭和初期の貧困と大自然の厳しさの中で，

一人一人にどう教えるかという課題に対して，

何もないところから，智恵と努力で複式の指

導計画や指導方法を開発してきた輝かしい歴

史がある。

本日は，「教職員の育成」という難しい，

しかし重要な課題に対して，教頭先生方が素

晴らしい提言をもとにグループ協議を通して，

教職員を育成するための新たな視点と方策を

次々と生み出しながら交流できていた。

助言②（本間均氏）

教職員一人一人が目標を立てるときに，学

校の教育目標や校長の運営方針や年度の重点

などを踏まえていくことが教職員の学校経営

参画意識高揚につながっていく。

本校の教頭も４０名の教職員と雑談も含め

てこの点にかかわってコミュニケーションを

とっている。

どちらにしても，教頭が自校の課題や教職

員一人一人の頑張りや成果，改善点を踏まえ

た上で面談を実施しなければならない。充実

した取組に結びつくアドバイスをすることを

通して，教職員個々の意欲を引き出す面談と

してもらいたい。

研修会議においても，教頭が資料を提示し

て発表することも大事である。教頭が，日々

新しい取組へのきっかけや組織作りの環境を

整えていくことが必要である。

教職員の資質向上について，すべての面に

おいて教職員を育てることは現実的に難しく，

教職員一人一人の足りない部分は，組織とし

ての学校がカバーしていくことが大事である。

教頭先生には，これからも今回のような研

究会に積極的に参加していくことを希望する。

厳しい言い方をすると，どんな校長，教頭

と出会うかによっても教職員の資質向上のレ

ベルが変わってくる。そういう意味で，教頭

先生方には，今後も「継続性・協働性・関与

性」に焦点を当てた研究活動をして日々研鎖

に励んでほしい。



第５分科会

成 果と

１提言１における協議の柱について

（１）教頭会作成の人材活用シートの活用につ

いては，校長会や校長との連携を図り，活

用していくことが必要である。

（２）人材活用シートによって，評価の観点が

明確となる。人事考課制度とリンクさせて

効果的に活用していけたらいい。

また，記録を残すことも大事であるが，

教職員ともっとコミュニケーションをとり，

指導助言していくことも大切である。

（３）ミドルリーダーのみの育成ではなく，学

校全体が組織体として，ベテランの先生の

指導を仰ぎながら教職員の育成を図ること

が大切である。

２提言２における協議の柱について

（１）教職員の専門性を４つの視点で捉えてい

たことが大変参考になった。今後はより客

観的な評価にするために，学校課題把握チ

ェックシートの評価規準（基準）を設定で

きるとよい。

（２）教職員の専門性を高める指導をするため

には，管理職と教職員との信頼関係の構築

が必要であり，授業参観等を中心とした校

内研修の設定をしたり，外部講師の助言を

取り入れたりすることが必要である。

（３）学校の課題解決のために，教職員に対し

て管理職が組織的なかかわりや個人的なか

かわりを，適時判断して指導助言をしてい

く必要があることが確認できた。

３提言３における協議の柱について

（１）教職員評価にかかわっては，教職員一人

一人の目標をより具体的に設定させ，達成

可能なものとしたい。そして，その後どう

なったのかを十分に把握し，教職員の意欲

課題

向上へとつなげていきたい。

(2)評価シートを記入したり，個人の目標が

達成しているかをチェックすることや，適

時面談をすることは大事なことだと思うが，

日常の教頭と教職員のコミュニケーション

や人間関係づくりがその前提となる。

(3)個人面談の場面では，どうなったら成果

が出たと言えるのか，具体的なゴールの姿

を示していくことが必要であり，教職員を

育てるための学校職員評価制度であること

を全教職員が理解していなくてはならない。

４成果と課題

【成果】

○人事考課制度については，全国的に見て差

がある実態であり，そのことを交流できたこ

とが大きな成果であった。

○自己目標シート，人材活用シートや新人材

活用シートなど，各地区の教頭会が中心とな

って様々な取組が紹介された。更によりよい

ものにするためには，職員評価と人事考課制

度をリンクさせることや校長会との連携を図

ることが大切であることが確認された。

【課題】

○人事考課制度は，教職員一人一人の専門性

を高めたり，教員の資質向上のために必要な

ことであることを再認識する必要がある。

○教職員評価では，評価規準（基準）の研究

を進めて客観的な評価を実施し，教職員の専

門性を高めたり，学校の活性化を推進しなけ

ればならない。

○管理職と教職員の信頼関係をつくるために

日常のコミュニケーションを大切にしていか

なくてはならない。



第巳分ili斗会「副１１帳・教頭の職務に閏する課題」

学校の危機管理における教頭の職務と役割について
～教職員や地域・家庭への教頭としてのかかわり方～

提言者滋賀県愛知郡小中学校教頭会愛荘町立愛知川東小学校吉原義彦

１主題設定の理由

平成２０年度に滋賀県内で休日の学校敷地内

で遊んでいた児童が不審者に襲われるという事

件が発生した。子どもたちの健康や安全を守る

ためには，学校管理下内外を問わず，あらゆる

事態を想定しなければならず年々その対応が難

しくなっているのが現状である。

ひとたび校区内で不審者が出没すれば，教育

委員会・警察等の関係機関への連絡，地域への

協力依頼，児童生徒や保護者への注意の喚起，

心のケア等に対応していく必要がある。また学

校内においては教職員が一致協力して，不審者

対･応をはじめとしたあらゆる危機を回避し，万

一の時も迅速かつ適切に対応できるようにして

いかなければならない。そのための共通の認識

と，教頭がその先頭に立って組織体制づくりに

努める必要がある。

数年前，郡内の中学校で体育大会において生

徒が熱中症や過呼吸に陥り，救急車が十数台出

動する事態が発生した。また平成２１年度に郡

内の別の中学校の部活動で重大な事故が発生

し，後日生徒が死亡した。

このような事件・事故が安全であるはずの学

校においてなぜ起きるのかを問い直してきた。

そして，一学校だけの対応や取組だけでなく，

郡の教頭会として，日頃からあらゆる事態に備

え，迅速に対応ができるようにしていくことを

最重要課題として位置づけ，上記の主題を掲げ

て研究に取り組んでいるところである。

２研究のねらい

(1)具体的事例からの交流と実践

教頭として，どのような場面で，どのように

考え，どのように対･応をしていけばよいのか，

各学校の実態に応じた事例や実践等を交流し合

う。

(2)危機回避と迅速な対応

学校において予測される危機に対して，関係

機関との連携を図りながら，児童生徒の安全確

保・危機回避・万一の時の迅速な対応の仕方を

探る。

(3)危機管理能力の育成と組織体制づくり

組織として機能する学校づくりのために，教

職員への指導や危機管理能力の育成向上を図

る。

３研究の経過（平成２０年度～２２年度）

〈各校・教頭会の取組〉〈働きかけ〉

|危機回避と迅速な対応への方策 卜

|取り組みの具体的事例からの交流と実践卜

地域

家庭

職…誠と纏鯵繕制っ簿,J-F窯』

４研究の概要

(1)危機意識の高揚をめざす効果的な啓発

アマンネリ化した職員研修からの脱却を図

る。

イ児童会生徒会活動の自治能力を活かす。

ウ保謹者・地域の人々の積極的な参両を図

る°

(2)具体的事例からの交流と実践

①学校運営における対応

ア学校施設管理（安全点検，防災計画）

消防点検，遊具点検等の結果に基づき，

町教委や業者との連絡調整に当たり，緊急

性の有無を判断しながら改善している。安

全点検がマンネリ化しないために，互いに

情報交換し合うよう働きかけている。

イ緊急対･応チェックシート

生徒指導にかかわる緊急事態への迅速な

初期対応，周囲の子ども・保護者・マスコ

ミへの対応がシートに集約されている。こ

のシートを活用した研修を通して，教職員

へ周知徹底を図っている。



ウ緊急対応マニュアルの作成と訓練

病気，けが，不審者等に対応するため，

消防署や警察署への連絡や教職員の行動マ

ニュアルを職員室に掲示し，実際にマニュ

アルに基づいて行動できたか，機能したか

などの点検や改善点を避難訓練等を通じて

検討している。

エ教職員の意識改革

予想される危機に対してどのように対応

していくか，リスクマネジメント研修を職

員研修として位置づけている。また人事評

価の個人面談を通して，個々の危機管理に

対する取組を明らかにし，具体的な行動と

して表れるよう指導助言をしている。

②人的，物的な対応

ア防犯カメラの録画と門扉への警告表示

郡内小中学校敷地には全てフェンス等の

囲いがされており，出入り口や危険箇所に

防犯カメラと警告表示が設置されている。

これは町への働きかけや教職員の主体的な

パトロールを計画・実施し，安心安全な学

校づくりに努めてきた結果である。

イ緊急通報ブザー「愛ぽうくん」の設置

町内の危険箇所に設置された通報装置の

利用の仕方や作動したときの対処を児童牛

徒や教職員に周知徹底させる。設置場所付

近の地域住民にも協力を依頼をしている。

ウ青色回転灯パトロール車の運行

町教委や警察署との連携により，教職員

やスクールガードが児童生徒の下校に合わ

せてパトロールを実施している。その具体

的な運用管理を行っている。

エスクールガードリーダー派遣事業

地域の老人会やＰＴＡ役員がスクールガ

ード（各校１００名程度）として，登下校の

安全を見守っている。県下の不審者情報や

その対応策について警察ＯＢが講師として

派遣され，スクールガード，教職員，ＰＴＡ

を対象に研修会を実施している。そのコー

ディネーターとして連絡調整に当たってい

る。

③教育課程における対応

ア運動会・体育大会

中学校では，過去の事故の反省や経験を

生かし，熱中症対策として教職員のシミュ

レーション研修を実施した。さらに当日の

看護師の常駐，保護者救護ボランティアの

依頼，「水分補給タイム」の設定をした。保

護者の理解も深まり，成果を挙げている。

イ児童・生徒対象救急救命講習

中学校では，毎年１年生全員が消防署員

からの４時間講習により「普通救命講習修

了証」の交付を受け，全校生徒が所持して

いる。小学校では６年生対象「BFC活動」

（少年消防クラブ）として，消防署員より救

急法や着衣泳法等の指導を受けている。

ウ安全マップの作成

ＰＴＡ生徒指導部が中心となって地域の

危険箇所のチェックを行い，安全マップを

作成して全戸に配布している。このマップ

をもとに，通学路の危険箇所を細かく確認

しながら下校指導を行うよう，職員に指導

の徹底を図っている。児童会や生徒会でも

活用し，交通安全や防犯の意識を高める取

組につなげていくよう指示している。

エ自治能力を高める生徒会活動

入学式の時に生徒自らが安心安全な学校

づくりをめざす宣言と誓いをしている。以

後の安定した落ち着きのある学校生活の営

みに大きな影響を与えている。

(3)取り組みの成果

ア職員間の報告連絡相談が密になり，危機

を想定した動きができるようになった。

イ児童生徒の危機意識が高まり，被害が減

少した。

ウ保護者・地域との連携の輪が広がった。

５今後の課題

(1)新たな課題への対応

新型インフルエンザの感染，ネット上のいじ

めなど，新たな課題に対して未然防止と組織的

な対応をどのようにしていくか。

(2)地域とのつながり

地域に開かれた学校をめざす中での学校の安

全管理や，様々な価値観が混在する地域との連

携をどのように取っていくか。

６討議の柱

教頭の職務役割として，リーダーシップを発

揮して，学校の危機管理をどのように高めたか。



６

第Ｓ分iii斗会「副１１帳・教頭の職務に閏する課題」

生きる力をはぐくむ信頼される学校をめざして
～特別支援教育の校内体制づくりと教頭のかかわり～

提言者北海道釧路市小中学校教頭会釧路市立共栄中学校本川敬一

１主題設定の理由

現在，我が国の社会は，あらゆる分野におい

てこれまで以上に急速に，大きく，目まぐるし

く変化しており，まさに先行き不透明な厳しい

時代を迎えている。

学校教育においても，新学習指導要領の完全

実施に向けた移行期にあり，その取組を進める

とともに，直面するさまざまな教育問題への迅

速かつ適切な対応が求められている。

教育基本法や学校教育法等関連法案の改正を

ふまえて告示された今回の学習指導要領の基本

理念「生きる力」の育成は，現行の学習指導要

領から引き継がれたものであり，また北海道教

育の基本理念「自立」と「共生」の実現に向け

て，信頼される学校づくりを推進することが求

められている。

さらに，釧路市の特別支援教育の現状は，平

成１８年度より｢障がいのある子もない子も地域

の学校に通学し，ともに学びあうこと」をめざ

して，入級予定児童生徒の居住地ならびに特別

支援学級在籍児童生徒の保護者の希望をもと

に，各地域の学校に特別支援学級を設慨してい

る。その結果,市内４２校中３９校に特別支援学

級が設置されている状況である。加えて通常の

学級に在籍する発達障がいやその疑いのある児

童生徒への対･応も含めて，各学校とも特別支援

教育の校内体制づくりや適切な対応が喫緊の課

題となっている。

校長の学校経営方針や経営戦略に従って学校

運営の実務を担い，必要な方策を行使すること

が教頭の職務として強く求められている。管理

職の一人として教頭自らがどのようなリーダー

シップを発揮し，教頭の職務をどのようにとら

えどう遂行していくのか，自らの資質・能力を

どのように研鰭し高めていくかなど，具体的な

実践を通して解明していく必要があり，本研究

主題を設定した。

２研究のねらい

信頼される学校づくりに向け，学校の教育力

を高めるための方策と教頭の役割を明らかにす

る。

○教職員の専門性を高め，学校経営参画への

意欲を高めるための方策について教頭の役

割を明らかにする。

○学校組織が有機的かつ能動的に機能する学

校運営について，リーダーシップを発揮す

る立場としての教頭の役割を明らかにす

る。

○学校改善に役立ち，学校組織の機能を高め

るための取組について，どのように実施し

ていけばよいかを明らかにする。

○特別支援教育の校内体制づくりと教頭のか

かわりについて明らかにする。

３研究の経過

本研究主題に迫るため，釧路市小中学校教頭

会では平成２０年度～２１年度，質問紙によるア

ンケート調査を実施した。

その結果，教頭の職務について，次の今日的

な課題が明らかになった。

○特別支援教育体制の確立と対応

．特別支援学級と通常の学級との交流

・グレーゾーンの児童生徒へ基礎・基本を

定着させるための指導方法と校内体制づ

くり等

○帥保護者への対･応

・放任家庭や諸費未納家庭，不登校等の保

護者への対応等

○教職員の資質向上

・新学習指導要領の完全実施に向けた取組

等

上記の課題の中から，平成２１年度より，

特別支援教育にかかわって，以下の視点で

研究を進めることとした。



４研究の概要

(1)釧路市の特別支援教育の実態

①拠点方式から分散方式への変換と実情

②巡回相談の実施

□４２校中39校に設置されている特別支援

学級の運用にあたっての各学校の取組と

実態

(2)校内体制の確立

①教職員の共通理解のための手だてと教頭

のリーダーシップの発揮

②校内委員会とのかかわり

③各校でのガイドラインの策定

④個別の指導計画の作成

⑤個別の教育支援計画の作成

⑥放課後支援活動の実際

口整えられつつある校内体制と，その機能

的な実働とのギャップ

ロ個別の指導計画や個別の教育支援計画を

作成・活用するに当たっての適切な助言

と指導

(3)特別支援教育コーディネーターとの連携

①コーディネーターの指名と活用

②学級担任や教科担任との連携

③コーディネーターと教頭とのかかわり

④コーディネーターの資質能力や専門性の

向上

⑤校内におけるコーディネーターの動きや

すい環境づくり

口特別支援教育コーディネーターとの密接

な連携が必要不可欠なことと，コーディ

ネーター自身の資質能力の向上のために

研修の機会を多く与えること，校内でよ

り動きをとりやすくするための体制づく

り

(4)通常の学級における要支援児童生徒への対

応

①校内体制の整備

②「通常の学級における特別支援教育補助

指導員」（以下，支援員）の活用と教頭

のかかわり

③学生支援員の活用と指導

④教頭自らの直接指導の実態と有効性

口通常の学級における要支援児童生徒，い

わゆるグレーゾーンと呼ばれる児童生徒，
発達障がいの疑いがある児童生徒の実態

把握と，それらの児童生徒への指導の実

際や教頭のかかわり

口支援員の効果的な活用と校内体制づく

り，支援員の資質能力の向上や支援員へ

の指導と教頭のかかわり

口学生支援員の活用の実態

(5)学校全体での指導体制の確立

①教頭の役割と適切なかかわり方

②特別支援学級と通常の学級との交流

③児童生徒理解研修の充実

④特別支援教育に関する校内研修の充実

(6)関係機関との連携

①市教委等行政機関との連携

②医療機関や児童相談所等との連携

③パートナーティーチャーとの連携

④巡回相談の活用

口入学時・卒業時（進学時）における情報

交換と引き継ぎ

(7)特別支援学級担当者の資質能力の向上

①各種研修会への参加体制づくり

②校内研修の充実に向けての助言

(8)保護者との連携

①コーディネーターや特別支援学級担当者

が窓口となって行う連携の調整と適切な

助言

口特に卒業時の進路にかかわっては，早期

から保護者との連携が必要不可欠

(9)特別支援体制改善のためのPＤＣＡ

①校内支援体制チェックシートの作成と活

用における助言

②PDCＡマネジメントサイクルの導入

５今後の課題

特別支援教育の校内体制の整備は，本市での

分散方式によってどの学校においても喫緊の課

題となっている。また，通常の学級における要

支援児童生徒への対応は，学校種，学校規模に

かかわらず直面している課題でもある。今後，

各学校の実態に応じた校内体制づくりと教頭の

かかわり方，さらには教頭の適切な指導・助言

のあり方について，実践事例を通した研究を推

進していく必要がある。

６ 協議 の柱

特別支援教育の体制づくりと教職員の資質能

力を向上させる教頭のリーダーシップ。



第ｅ分iii斗会「副１１帳“教頭の職務に閏する課題」
割

豊かな学校づくりをめざした確かな教育活動の推進

～学校改善の取組と『教頭力』～

提言者北海道後志小中学校教頭会黒松内町立黒松内小学校丸岡哲也

１主題設定の理由

子どもの「生きる力」を育む豊かな学校づく

りのためには，教育課程の充実，学校や地域の

特色を生かした教育活動の展開や地域社会との

連携強化，教職員個々の能力と特性が最大限に

発揮される有機的かつ機動的な組織の構築と運

営が不可欠であると考える。

また，本地区では，教職員の組織的な学校運

営への参画に向け，意識改革を促し，協働体制

をどう確立するかが課題となっている。

そこで，これまでの研究の成果や，本地区の

特性や課題，そして，教頭の学校運営状況に関

わるアンケート結果等により，教頭に求められ

る力を，〔創造的企画力〕〔指導力〕〔人材育成力〕

〔調整力〕〔管理運営力〕の５つに重点化し『教

頭力』と定義づけた。これら５つの『教頭力』

を向上させ，機能させることが，学校改善や学

校の活性化に資するために重要であると考え，

上記の主題を設定した。

２研究のねらい

今，教頭に求められるリーダーシップや，教

頭として身に付けなければならない能力など，

学校改善や学校の活性化を図る教頭のかかわり

方や役割について，本教頭会として押さえる

｢教頭に求められる５つの『教頭力』」を視点と

して，自校の学校課題解決に向けた実践を通し

て明らかにする。

３

(1)

(2)

(3)

研究の経過

２０年度…計画樹立・実態把握・原因究明

21年度…実践の方策・検証・深化

２２年度…研究の評‘価・改善

４研究の概要

(1)共同研究体制の構築

本地区では,１９ケ町村を４つのブロックに分

けて研究を進めている。研究が本地区内全体に

浸透し，より実効性のあるものにするため，研

究専門委員会（各ブロックから２名ずつ選出）

において，研究の推進計画や理論等を構築す

る。そして，ブロック研修会を開催し，実践交

流を行うことで，共同研究体制の強化を図って

いる。また，各ブロックにおいて，５つの『教

頭力』をさらに焦点化し，自校の課題解決に向

けた実践検証を行っている。

(2)具体的な取組内容

①学校運営の要となる「創造的企画力」

学校課題を把握し，校長の経営方針を受

け，その解決に向けて見通しをもつことは，

教頭の職務を遂行するうえで欠かすことがで

きない。そこで，教頭は以下の指導性を発揮

する必要があると考えた。

○自校における現状や課題を認識し，校長

の意を受けてビジョンを椛築する。

○「関与計画」を作成し，課題解決のため

に教頭の具体的な関与や手立てを明確に

する。

○日常的且つ継続的な取組の充実により教

職員との信頼関係を深めるとともに，か

かわり方への工夫により，教頭の「説得

力」のある指導性を高める。

○具体的な取組とその結果，そのかかわり

について，自己評価を行う。

関与計画の作成により，教頭の動きが整理

され，意図的且つ計凹的に教職員とかかわる

ことができた。そのことによって，教職員の

学校運営への参画意識の高揚が図られるとと

もに，ミドルリーダー等の育成にもつながっ

ている。



②校内研修の充実を図る「指導力」

校内研修の充実は，教師力の向上の核とな

ると捉えている。そして，授業改善を図り，

組織的・計画的な研修活動を推進していくこ

とが重要である。そのために，教頭は以下の

指導性を発揮する必要があると考えた。

○研修係と連携して，効果的な授業づくり

や指導法にかかわる情報を提供する。

○研修推進委員会等に積極的にかかわり，

研究内容や提案事項に対する指導・助言

を行う。

○日常的な授業参観を通して，教職員への

個別の指導・助言を行う。

このような教頭のかかわりによって，授業

改善を図り，研修活動に対する意識改革が少

しずつ進んできている。また，研修活動の充

実により，協働意識の高揚も図られてきてい

る。

③教職員の職能向上を目指す「人材育成力」

互いに高め合おうとする教職員集団育成の

ために，教職員一人一人の資質能力を見極

め，ミドルリーダー層を中核とした組織を作

り機能させていくことが大切である。そのた

めに，教頭は以下の指導性を発揮する必要が

あると考えた。

○主任や主事としての意識付けを図るた

め，ミドルリーダー層に責任ある業務を

任せる。

○分掌部会・学年部会の定例化により，分

掌・学年で動き，組織として活動する場

を多く設定する。

○教職員一人一人が組織の一員であり，主

体的に業務を推進する意識を高めさせ

る。

○ミドル・アップダウン・マネジメントに

よりミドルリーダー層に，経営参画意識

をもたせる。

このように，ミドルリーダー層が活きる組

織や運営を工夫することにより，強い参画意

識が発揮され，学校運営に効果的なサイクル

を創り出すことができた。また，教頭の意図

的且つ計画的なかかわりを明らかにしていく

ことで，「創造的企画力」の向上にもつながっ

ている。

④開かれた学校づくりを進める「調整力」

保護者や地域の願いや指向性を把握し，地

域との連携を深め，よりよい協力体制を築く

ことが，開かれた学校づくりにつながってい

く。そのために，教頭は以下の指導性を発揮

する必要があると考えた。

○地域との対話の場に積極的に参加し，保

護者や地域からの情報収集に努め，学

校・教職員とのパイプ役を果たす。

○保護者や地域の方が気軽に来校しやすい

雰囲気づくりを行う。

このように，教頭が学校と地域との接点と

なり，フットワークを駆使することで，地域

との協力体制がより確かなものになってきて

いる。

⑤危機管理意識を高める「管理運営力」

学校内外における教師の危機管理意識を高

める第一歩として，安全管理意識をもつこと

が大切である。そこで，教頭は以下の指導性

を発揮する必要があると考えた。

○日頃から，子どもたちの学習や生活の場

としての教室の整備･管理を意識させる。

○校内外の安全点検の在り方を見直し，協

働体制による安全点検を実施する。

○「報告・連絡・相談」と「確認」の徹底

を図る°

このような教頭のかかわりによって，安全

管理に対して，教職員一人一人が学校全体と

しての取組や他とのかかわりを意識するよう

になってきた。

５今後の課題

これまでの５つの『教頭力』の取組とそれに

対するアンケート（１９年度と２１年度の比較）

から，次の点が課題とされる。

①学校経営方針を受け，学校課題の解決に向

けた明確な方向性と方策をもつこと。〔創

造的企画力〕

②長期的なスパンでミドルリーダーや若い教

職員を計画的に育成していくこと。〔人材

育成力〕

６協議の柱

教師を変え，学校を変える教頭力とは何か。



第６分科会

研 究

提言１

生きる力をはぐくむ信頼される学校を

めざして～特別支援教育の校内体制づ

くりと教頭のかかわり～

北海道釧路市立共栄中本川敬一

協議の柱

特別支援教育の校内体制づくりを推進する

ために、教頭はどのような専門性を身に付け，

発揮していくべきか。

１質疑応答

○ガイドライン及びフェイスシートの効果

と課題について

・学習支援レベルを１～６まで設定してお

り，支援委員会（校内委員会）で検討・改

訂している。職員会議で周知することで，

職員全員が共通の尺度をもつことができる。

軽度発達障害の見分けにおいては，複数で

の見取りに効果がある。

○保護者等の対応窓口について

・中途で市の就学指導委員会にかかる場合

は，特に教頭やコーディネーターが保護者

に説明をし理解を求める。また，年度当初

には，教頭とコーディネーターの打合せの

もとで作成した保護者アンケートをとって

いる。これについての対応は，まずは担任

が窓口になり，段階を追ってコーディネー

ター，教頭となっていくことが多い。

○特別支援学級の子の進路指導について

・軽度発達障害の生徒の中でも知的水準が

ある程度高い生徒は，高等養護学校に受け

入れてもらえず，普通高校も受け入れられ

ず宙ぶらりんの状態になる場合がある。そ

のため，中１の早い段階から進路指導をす

る必要がある。

２グループ協議

協議報告①

協 議

多くの場合異学年に担任１人という状態に

なり，人的不足という問題を抱えており，ま

た，その担任も，期限付（臨時）採用の場合

が多いのが特別支援教育の実態である。

実際の支援においては，大学や児童相談所，

療育センター等との連携が欠かせない。

また，検査を受けさせる際に，保護者の理

解を得るには，進学やその子が本当に伸びる

ためにどういった支援をしたらいいのかとい

う視点をもつことが重要である。

コーディネーターの育成も必要なことであ

る。コーディネーターの専門性が高まること

によって，より校内体制も整ってくる。

協議報告②

コーディネーターが年６回の研修に出て，

専門性を高めているという事例があった。

教頭として大切なことは，それぞれの機関

（幼稚園，小学校，社会福祉協議会等）で何

ができるのか，そしてその子に何をしてきた

のかについての情報を把握することである。

校内にあっては，特別支援の子どもと普通

学級の子どもとの交流にあたっての調整役を

果たさなければならない。

協議報告③

放課後に通級指導を開設している例や校務

分掌に特別支援を位置付けている例等の各種

事例を交流した。

担当者の多忙化や人間関係の不具合に伴っ

て健康を害する先生も増えている。円滑な人

間関係を維持し，子ども達の健やかな成長の

ためには，指導ビジョンの共有が不可欠であ

る。

子どもはもとより，職員や地域の実態に応

じた校内体制づくりが大切である。

３提言１における指導助言

助言①（藤田祐二氏）

釧路市教頭会として組織的な取組を各校で

共通して実践したことに意義がある。また，



特別支援教育に対して，コーディネーターや

担任任せにしない教頭としての動き，熱意に

敬意を表する。

体制の整備から内容面の充実に向けて取り

組むべき４点を挙げる。

ｌ）特別支援教育に対する基本的な理解及

び障害種別ごとの適切な指導について理

解を深めること。

２）コーディネーターの経験に裏打ちされ

た専門的な個別の支援計画の整備と活用。

３）校内はもとより校外からのアセスメン

ト。

４）指導の引き継ぎをしっかり行うシステ

ムづくり（例えば，就学時の引継ぎ，就

職先の事業所との引継ぎ等）。

これらについて教頭が行うこと，コーディ

ネーターが行うこと，先生方が行うこととし

てしっかりと位置付けて取り組むようにして

ほしい。

特別支援教育は，なにも難しいことをしな

ければならないわけではなく，個に応じた指

導を充実させることに尽きるのである。

助言②（熊谷美利氏）

特色を生かした，実にお土産の多い提言で

あった。

今ほど，特別な支援を要する子どもが通常

学級に多くいる時代はないのではないか。対

策が急務である。校内体制の構築とそれを機

能させることが必要である。

特別支援教育を全体を大きく見る視点には

３つある。

ｌ）学級担任による支援を充実させる視点

２）校内で学級を見取る視点

３）校外から学校・学級を見取る視点

コーディネーターを教頭がカバーする必要

がある。例えば，関係機関との連絡調整や校

内での指導や先生方の悩みを察知することが

できるようにすることが大切である。

そのために，一人一人の子どもに合った多

様な指導方法を研修し合う校内研修に力を入

れてほしい。

特別な支援とは，できないこと苦手なこと

であっても，少しの配慮でできるようになっ

た場合の「少しの配慮と工夫」のことである。

子ども達を正しく理解していないために叱

責を繰り返すと，意欲の面でマイナスの影響

がある。子ども達に自己肯定感（セルフエス

テイーム）を高めることが大切である。

なお，小学校中学校共に，新学習指導要領

の総則に特別支援教育が載っているので，熟

読しておく必要がある。



第６分科会

研究

提言２

学校の危機管理における教頭の職務と役

割について～教職員や地域・家庭への

教頭としてのかかわり方～

滋賀県愛荘町立愛知川東小吉原義彦

協議の柱

学校組織としての危機管理能力を高めるた

めに、教頭としてどのような取り組みを進め

ればよいか。

１ 質疑応答

○防犯カメラの設置数と効果について

函郡内の学校はほぼ同じで，４～５カ所の

設置である。職員室内のモニターで監視す

ることができる。１週間分を録画している

ようだが，それを見たことはない。副次的

には，子どもが学校を抜け出したときに，

活用できたことがある。

２グループ協議

協議報告①

危機管理では職員の意識を高めることが大

切である。

近隣，地域（110番の家，スクールガード

等）との連携も大切である。その窓口として

教頭は動く必要がある。

教頭会の進言により，校長会が動き，教育

委員会が動いた例も紹介された。

危機管理に限らず，人と人とのつながりを

つくることが教頭の役割である。

協議報告②

とくに北海道は，危機管理において職員の

意識が薄めである。先生方よりも先に教頭が

意識を高くもつことが大切である。事例から

学ぶということを日常的に行って，職員の意

識改革につなげた例がある。もし自校で起こ

ったら…，を考える癖をつける必要がある。

マニュアルは真に役立つのか，常に見直し

改善しなければ意味がない。

協 議

日常の多忙で危機管理の優先順位が下がっ

ているのも現実。危機管理意識の高い人物と

いうのは，経験値の高い人物である。ワーク

ショップなどの演習で危機管理意識を高めて

いる学校もある。

協議報告③

マニュアルは整備されているが，お飾りに

なっていないか，点検する必要がある。見直

し・作り直しが重要である。

職員に危機に対する高い意識をもたせると

同時に，子どもにも危機に対応する力を付け

させなければならない。

命の安全と心の安心のある学校のために，

授業を通して安心と信頼をつくっていくこと

が大切である。

３提言２における指導助言

助言①（藤田祐二氏）

危機管理マニュアルに基づく多様なシミュ

レーションにより，マニュアルが生きてくる

事例であった。ことに次の３点で勉強になっ

た。

１)学校運営面で危機管理の基本が押さえら

れている。

２)人的・物的に予算の裏付けがとれない場

合でも対応できる事例が紹介されていた。

３)教育環境面では，安全マップの作成，不

審者対策が参考になった。

学校における危機管理では，「未然防止の

取組」→「早期対応に万全を期す」→「信頼

回復・再構築」のプロセスが重要である。

教育課程の中に，子ども達の当事者意識を

高める指導や危機予測・回避の指導を位置付

けてほしい。

それでも実際に事故が発生してしまった場

合は，教頭・校長への報告がまず大事である。

場合によっては，逆報・連・相も必要である。

（報告がない場合に「どうなっている？」と

声をかけてみること）



助言②（熊谷美利氏）

危機管理も教頭の力のひとつである。危機

を危機と感じないのが危機なのである。その

感覚を養うために次の２点を心がけてほしい。

１)マニュアル整備で安心していないか。整

備に意味があるのではなく，未然防止が

大切。見直し・更新は不可欠である。

２)事件・事故報道を職員に周知し，意味・

背景・対処法などをかみ砕く必要がある。

私たちが当たり前に知っていることを知

らない先生方が意外に多いというのが現

実である。

また，危機をとらえる感性を高めるには，

次の３点が重要である。

１)鋭い目で物事を見る（施設の様子，先生

方の様子，授業の様子等）

２)聞き分ける耳をもつ。（いろいろな人の

声に耳を傾ける。職員全員が仲間であり

保護者や地域も然りである。多くの声を

聞いて判断することが必要である）

３)感性を磨く（見聞きした情報から判断す

る心を高める・磨くことが大切）

慣れは恐ろしい。見えていても見えなくな

る。また，過度の自信・おごりも危険である。

礼儀正しい学校になっているか，身体感度

が高くなっているか，オープンマインドであ

るかということは，人とのかかわりを円滑に

する風通しのよい職場かどうかを判断する指

標となる。

危機というものは，目に見えたらもうアウ

トである。見える前に対処することが大切で

ある。それでも事故に直面してしまった場合

は，現場に急行，現状確認，原因究明という

「３げん主義」に基づく対処が大切である。



第６分科会

研究

提言３

豊かな学校づくりをめざした確かな教育

活動の推進

～学校改善の取組と『教頭力』～

北海道黒松内町立黒松内小丸岡哲也

協議の柱

自らの「教頭力」を高めるために、具体的

方策をどのように設定し実践していくか。

１質疑応答

※本提言時においては、質疑応答はなし。

２グループ協議

協議報告①

人材育成力が急務ではないか。時間外で

「教師塾」を開き，ミドルリーダーの育成を

めざしている例が紹介された。まず，教頭が

力を入れなければいけない。このようなミド

ルリーダー育成の取組では，トップダウン方

式で行わなければうまくいかないことが多い。

協議報告②

創造的企画力という点では，学校課題を明

確にする中で，校長が示す年度の重点の中間

評価を実施するなど，年間を見通した学校評

価を行っている例があった。

他の目標申告制を導入した事例でも，中間

評価の場でも教頭の指導が見られた。

人材育成力では，ミドルリーダー育成も大

切だが，若手教師の育成も大事である。誰に，

いつ，どんな指導をするのかという見極めが

大切である。

協議報告③

指導力について，「子ども達が落ち着かな

いから授業がうまくいかない」という誤った

意識の切り替えが必要である。教頭自ら指導

案を示して研修するなど，授業力向上のため

の校内研修を行わなければならない。

自己目標シート（いつまでに，何を，どの

協 議

ように）の活用にかかわり，困難な目標を設

定した職員との面談では，何をもって成果と

するかの基準が難しいという悩みも出された。

調整力に関して，保護者・若手教師ともに

コミュニケーション力不足の現実の中で，教

頭が話しやすい雰囲気をつくったり自らが動

いたりすることが必要である。

若手教師は，働きかけ次第で何とか変わっ

ていくが，ベテランはなかなか変わらない。

このことが大きな課題である。

３提言３における指導助言

助言①（藤田祐二氏）

教諭の時代から意識が高かった方々が，今

の後志教育の中核となっているのではないか

と敬意を表する。

ミドルリーダーの育成で大切なことは次の

４点である。

ｌ)校長の方針をわかりやすく正確に伝える。

２)適材適所に努めつつも少し質の高い物に

取り組ませ背中を押す。

３)能力ではなく，したことを認めほめる。

４)うまくいかなくなったら管理職が責任を

とる。

人は，立場と責任で育つものである。

今日の協議のキーワードをいくつか挙げる。

「教頭がやるのかやらせるのかの仕分け」

「校長は学校のリーダー故にメンバーの能力

を熟知している必要がある。そのための情報

提供」「教頭はマネージャー，教職員にとっ

てはリーダー」「学ぶ教頭が学ぶ先生を育て

る。学ぶ先生が学ぶ子ども達を育てる」

まとめると，教頭に求められるものは次の

４点になろう。

１)学校運営に関する専門性

２)自律性

３)心と体の健康（セルフコントロール）

４)尊敬や目標の対象となる（影響力を備え

る）



助言②（熊谷美利氏）

喫緊の課題は，人材育成である。校内研修

等を通して先生方に授業力を高めてほしい。

いろいろな学校の実践を参考に取り組んでい

くことが大切である。互いの批評よりも，授

業について語り合うことが大切である。いい

教頭ではいけない。職員に好かれるようにし

てはいけない。言うべきことはしっかりと言

う姿勢が大切である。

今日の協議のまとめとして，ウイリアム・

アーサーワードの言葉を紹介する。本当は

「教師」としている箇所を「教頭」に置き換

える。

「凡庸な教頭はよくしやくり，よい教頭は

説明する。素晴らしい教頭は自らやって見せ，

偉大な教頭は周りの人に火を付ける。」



第６分科会

成果と

１提言１における協議の柱について

（１）学級担任による支援を充実させる視点と

校内で学級を見取る視点及び校外から学校

・学級を見取る視点という３つの視点から

の体制整備が急務である。

（２）特別支援教育に対する基本的な理解及び

障害種別ごとの適切な指導について理解を

深め，校内外からのアセスメントのシステ

ムづくり，並びに指導の引き継ぎを確実に

行うという内容面を充実させる必要がある。

（３）教頭，コーディネーター，先生方それぞ

れの行うべきことを明確に位置付けて取り

組む必要がある。特別支援教育は，個に応

じた指導を充実させることに尽きる。

２提言２における協議の柱について

（１）危機管理マニュアルは日常的に点検し，

更新することが不可欠である。また，報道

をもとに事件・事故の背景・対処法を職員

に周知するなど，多様なシミュレーション

により，高い意識を醸成することが大切で

ある。

（２）学校の危機管理では「未然防止の取組」

→「早期対応に万全を期す」→「信頼回復

・再構築」のプロセスが重要である。教育

課程に，児童生徒の当事者意識を高める指

導や危機予測・回避の指導を位置付けるこ

とが必要である。

（３）事故発生時は，教頭・校長への報告・連

絡・相談が大切である。そのためには，あ

らゆる情報が，教頭・校長に届く風通しの

よい職場づくりが必要である。礼儀正しさ

や身体感度の高さなどは，人とのかかわり

が円滑な風通しのよい職場を判断する指標

となる。

３提言３における協議の柱について

（１）「人は立場と責任で育つ」という考え方

でミドルリーダー育成に努めることが大切

である。

（２）人材育成では，ミドルリーダー育成も大

課題

切だが，若手教師の育成も大切である。教

頭としては，誰に，いつ，どんな指導をす

るかの見極めが必要である。

(3)調整力に関しては，保護者・若手教師と

もにコミュニケーション力不足の現実の中

で，教頭が話しやすい雰囲気をつくること

が必要である。

４成果と課題

【成果】

○教頭のリーダーシップのもとで協働体制の

整備が図られ，組織的な対応がなされるよう

になった。また，通常の学級の担当者や保護

者への理解が深まり，一人一人の児童生徒に

合った教育が推進された。

○教職員においては，報告・連絡・相談が密

になり，危機を想定した動きができるように

なった。また，児童生徒の危機意識が高まり，

保護者・地域の連携の輪が広がった。

○管内教頭会として，５つの教頭力を切り込

み口に継続研究を進めたことにより，各校に

おいて，主任等とのコミュニケーションが密

になり，組織として的確な指導がなされるよ

うになった。

【課題】

○年々，支援が必要な児童生徒が増加してい

るため，人員不足や教室環境の不足が見られ

る。また，一定の知識・経験のある教師の育

成が急務である。

○新型インフルエンザやネット上のいじめな

ど，新たな課題への対応が急がれる。また，

開かれた学校と安全管理の両立や様々な価値

観の混在する地域との連携に課題がある。

○校長の経営方針具現化に向けて，教頭とし

て一層の創造的企画力の伸長と自己研鎖に努

める必要がある。さらには，教頭同士の横の

連携を図った長期的なスパンでの人材育成が

求められる。



特別分iii斗会Ｉ

学校を学習する組織へ

～同僚性の構築と子どもの学びあい～

講師勝野正章氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）

１趣旨

現在の学校においては，教職員の年齢構成が

変わりつつある中，環境教育,情報モラル教育，

国際理解教育等次々と新しい課題への対応が求

められている。初任者の時から明確な目標を立

てることや確実な成果が求められ，くり返し評

価されるなど職場環境が大きく変化し，教員相

互の関係を作ってきた同僚性や協働性のような

組織文化が揺らぎつつある点が危倶されてい

る。

そこで，本分科会では，意識的に教員同士が

学び合う関係づくりと，学校組織の活性化のた

めに求められる副校長・教頭としての資質・能

力に焦点を当てながら，そのスキルアップを図

れるような研修を行いたい。このことにより，

管理職としての，力量の向上を図り，子どもた

ちの豊かな育ちと発達を促す教育の実現につな

げたい。

２講師紹介

専門分野は教育行政学・学校経営学。学校の

管理運営や教職員に関する政策や制度を外国と

の比較を視野におきながら研究している。最近

は，教職員，子ども，保護者，地域住民と一体

となった協働的に行う「学校づくり」の理論＝

実践的可能性を探り，自治体や学校と共にアク

ションリサーチを推進している。

“鐸灘箪職

【主な経歴】

東京大学教育学部卒業後，大学院教育学研究

科博士課程修了。北星学園大学専嬢任講師，お茶

の水女子大学准教授，2004年４月より現職。

主な著書には，「教職員評価の理念と対策一

日本とイギリス」（エイデル研究所)，「教育行政

学」（共著明治図書)，「教育経営論」（放送大

学教育振興会）等。

３進め方（旭川大会）

(1)流れ

①開会，基調提案，趣旨説明，紹介

【１０：００～１０：１５】

②講義【１０：１５～１１：５０】

③諸連絡・昼食・休憩【１１：５０～１２：５０】

④演習Ｉ【１２：５０～１４：３０】

⑤休憩【１４:３０～１４:５０】

⑥演習Ⅱ【１４：５０～１５：４０】

⑦休憩【１５：４０～１５：５５】

⑧全体のまとめ【１５：５５～１６：１０】

⑨個人のまとめ【１６：１０～１６：２５】

⑩閉会・諸連絡【１６：２５～１６：３０】



特別分科会Ｉ

研 究

１基調提案・趣旨説明

教育を取り巻く様々な課題を解決するために，

「学校を学習する組織へ」と題して本分科会が

設定されている。職場環境の変化にともない揺

らぎつつある－同僚性の構築と子どもの学びあ

い－をサブテーマに討議を深め，管理職として

の能力の向上を図り，子どもたちの豊かな育ち

と発達を促す教育の実現につなげたい。

２講義

(1)学校を学習する組織へ

－同僚性の構築と子どもの学びあい－

GDPに占める公財政支出学校教育費の割合が諸

外国を下回る中，教育水準を維持してきたのは

教師の頑張りである。しかし，年齢構成のアン

バランス，非常勤講師の増加，病気休職者数の

増加など，教師が育つ基盤が揺らいできている。

学級づくりに自信がある教師の割合は，イギリ

ス，中国よりも低い。教科の指導に自信がある

教師の割合も同じ状況である。日本の教師が全

般的に，自分の指導に自信がもてない，やりが

いや手応えを感じられない状況にある。そのよ

うな状況で，どう教師を年代に応じて育てるの

かが重要になってきている。

では「よい教師」はどのように育ってきたの

か。鍵は，教師の協同的な学び合いと同僚性で

あった。そして教師が育つ基盤が弱くなった今，

改めて教師の学び合い，支え合いが必要である。

教える専門家であるとともに学ぶ専門家，特に

褒める，褒められるという人間関係としての同

僚性が教師を育て，お互いに支え合う関係が育

つ。そして，それが子どもたちの学びの保障に

つながる。

新学習指導要領では，授業時数が増えるが，

ＰＩＳＡの結果では，授業数の少ないフィンラ

ンド等の方が学力が高い。学校と教師の自律性

協議

が高い国は学力が高く，ドリル学習の多い国は

学力が低いという結果が出た。このことから今

後の授業においては「学習意欲」ではなく「学

びの意味」と「学びの質」が問われなければな

らない。子どもたち自身が学びに意味を見いだ

さない学力はすぐ剥落してしまう。教師が育ち

合い，子どもが学び合う学校を目指すとき，フ

ィンランドモデルが参考になる。「学校，学校

と地域を学びのコミュニティとして結びつける

哲学」「教育条件の投資による質の向上と平等

の保障」が広く社会や制度上の課題であり，

「学習する組織としての学校」づくりが学校運

営の課題である。教師の学び合いと成長を中核

とする知のマネジメントとしての学校運営が求

められており，その中にあって同僚性構築の要

が校長であり教頭である。

(2)子どもと職員が育ちあう学校づくり

学校とは幸福を追求する場である。そのため

に管理職に求められものは様々あるが，情報の

共有化や不公平感のない対応をもとに同僚性の

ある学校づくりが大切である。現在の職場をみ

ると子どもたちだけでなく，職員をケアするこ

とも必要である。その土台の上に授業づくり（＝

学びづくり）と自分たちが学ぶ場としての校内

研修が必要である。今や，飲み会は同僚性を育

てる場とはならず，意図的に校内研修を互いの

仕事を認め合う場とすることが求められている。

校内研修は，教師が専門家として育ち合う

「同僚性」を築くためのものであり，相互に学

び合う関係を築く必要がある。教師自信が反省

的実践家として，また「教育の専門家」として

成長する機会が保障されなければならない。そ

のためには，授業研究会を通して同僚性を築く

仲間が絶対に必要である。教師の専門性は授業

研究会の回を重ねることで高まる。若手もベテ



ランも少なくとも年に１回は授業を公開する。

そして，話合いにおいては，教科の専門性や発

問の善し悪しといった批判や子どもの様子のど

ちらかのみに偏らず，子どもの姿・授業の事実

で話し合うことが大切である。また，「自分の

教科ではこうしている」という体験や方策を語

り合うことで同僚性が高まる。管理職にも，

「授業を見取る力」「研修を見取る力」が求め

られている。こうした同僚性が出てくると，教

師に必要な資質が自然と高まるものと思う。

３演習Ｉ（子どもの学びに焦点をあてた校

内研修による教師の学び合いと同僚性）

教頭，副校長として，校長と教職員をつなぐ

役割はたいへん大きい。昔の武将の時代でいえ

ば参謀のようなものである。その中で，同僚性

の大切さを強く感じている。

学校の研修テーマでも，「つながり」｢かかわり

合い｣などが多い。同僚性といえば，教師同士だ

が，「関係性｣という視点に立てば，子ども同士，

教師と子ども，学校と保護者・地域など，様々

な関係がある。

校内研修のあり方として，実践を振り返りさ

らに進めるために，理論学習をして将来を見据

えなければならない。中学校では，研修の視点

を｢子どもの学び合い｣とすることによって，教

科の壁を越えた研修が進められている。

学校社会に教師はいるが，一般社会に出ると

教師はいない。したがって，学校でも，子ども

たちのかかわり合い，学び合いを大切にした教

育を行う必要がある。

これから３本の短い授業ビデオを見て，子ど

も同士，教師と子ども，教材との関係など「関

係性｣を視点に，グループ協議（模擬授業研究）

を行っていく。

（１）１本目：小６｢学活｣校歌への思いが書かれ

た卒業生からの手紙を活用し，校歌の説明を

した場面

・教師の一方的な話だけなので，子ども同士の

かかわり合いが無い。

・校歌や先輩からの手紙を教材に使うなど，教

師に熱意はある。

(2)２本目：小５｢理科｣子どもたちの話合いによ

って課題を明確にし解決していく場面

・教師のコーディネイトにより，子ども同士が

意見交流しながら課題解決に向かっていた。

・教師は，後半は子どもたちの考えを上手につ

ないでいた。

(3)３本目：中３「数学｣グループ学習で，生徒

間の教え合いによる課題解決を行い，学習意

欲（学びの質）が高まった場面

・子ども同士の教え合いの中で，分かったと喜

び合う場面が見られた。

。話合いの中で否定をする言葉が聞こえてこな

いのが良かった。

・教師の言葉づかい，指示がはっきりしない。

若くて友達風な点が気になった。

この中学校は，以前は荒れていた。この中学

校が学び合うという学習スタイルの研修を始め

たのは１年前。本格的に根付き始めたのが研修

を開始して６ヶ月後であった。それぞれの教師

の経験，授業スタイル，プライドがあり，学校

長が「学び合い」を学校づくりの柱としても，

なかなか浸透しなかった。しかし，一番後ろ向

きだった教師をあえて中心授業者に据え，公開

授業研等で活躍させたことで全教師の研修に取

り組む姿勢が積極的になり，校内研修が活性化

し同僚性が培われてきた。

先ほどの授業ビデオの教師には，「子どもた

ちに考えさせる授業をしなさい。」としか言っ

ていない。多分，同僚の教師の授業を見て，多

くのことを学び取ったのだと思う。

ビデオの中で，教え合いが困難なグループが

あったが，休み時間になっても男子は５分近く

教えていた。実は，学力は平均より下の男子で

あったが，自信をもって教え，教えてもらう女

子は一生懸命聞いていた。男女仲よく，変なわ

だかまりも無く学ぶ姿に，校内研修の成果を見

ることができた。



４演習Ⅱ（自校における校内研修の現状と

課題，教頭・副校長の役割）

自校における校内研修の現状と課題を明らか

にし，子どもの「学び合い」に焦点をあてた校

内研修のあり方，また，教頭・副校長としての

役割について理解を深めるという観点でグルー

プ協議（フリートーキング）を行っていく。

＜校内研修の現状＞

。ある中学校では，「学びの共同体｣というグル

ープ学習に全校的に取り組み，子どもの学び

に視点をあてることで，教科を越えた研修が

行われ，同僚性が生まれた実践があった。

・小学校では，全員が授業公開し研修を行って

いるが，時間の保障が無く突っ込んだ話合い

がもてないという悩みがある。

・ベテラン教員の中には研修へのモチベーショ

ンが上がらない教諭もいる。全国的に，ベテ

ラン教員と年下の教頭がいる学校，また，若

手ばかりという構造の学校も多い。

ビデオの中にもあった「学びの共同体」，こ

れは東京大学の佐藤学先生が提唱しているが，

このような形で研修している学校はどれくらい

なのか？（３～４人挙手）

小中それぞれの特性や生徒指導困難校の問題

など，様々な条件の中で校内研修をどのように

行っていくか。例えば，教師に視点をあてるか，

子どもに視点をあてた研修とするか，ビデオ撮

りの方向を変えるだけでも視点は変わる。また，

中学校では，教科の専門性の壁をどう取り払う

かについても考えていく必要がある。

く教頭・副校長の役割＞

モチベーションの上がらないベテラン教員に

も積み重ねてきた歴史やプライド，自信がある。

その中で一つの組織をつくり，一つの柱に向か

ってどうまとめていくか，人間関係づくりをど

のように進めるか，教頭・副校長としての大き

な役割である。

また，忙しい中での研修時間をどのように確

保するかも大切な役割である。

・年３回の研究授業の日は，勤務時間を１時間

増やし，その週の内に１時間早く退勤する工

夫の例。

授業時数は，標準時数をこなすことで十分と

考える。富士市では，週２８～２９時間で行う

学校が多いが，必要な予備時数を確保しても水

曜日は４時間で子どもを帰す日として定着でき

た。子どもを帰す日を設定するにあたっては，

生徒指導上の手立てが大事であった。

我々の時間を確保しなければ，研修は成立し

ない。

５全体のまとめ

学校職員評価を行うことで，学校に階層化が

生じるのではないかという声もある。しかし，

我々はこの政策をどう活用し，この状況の中で

同僚性をどう構築していくかを考えることが大

切である。評価のために，教頭は先生方の授業

を見る機会が増えている。それを，コミュニケ

ーションをとるよい機会ととらえ，校内研修に

広げ，同僚性を構築する工夫が求められる。

評価することで学級の子どもたちを育てるよ

うに，職員室の教員も育てていくことが大切で

ある。

モチベーションの低い先生を仲間に入れるに

は，先に子どもたちと授業参観の約束をするな

ど，子どもを通してコミュニケーションを図る

方法もある。コミュニケーション能力の高い子

どもは学力も高く，先生も同様，コミュニケー

ションの豊かな人は仕事の能力も高く，よい授

業ができる。先生方を一人にしないで，必ず１

日１回は声をかけることが必要である。人との

かかわりをもつことで，人は変わるからである。

幼稚園から大学まで，一貫して共通している

ものは「組織」である。だからこそ，組織の力

を生かす真の同僚性の構築が必要である。一人

ではなく，チームで取り組むこと。子どもたち

の将来を見据え，今回の研修を具体的に生かし

てほしいと思う。



６成果と課題

【成果】

○講師の勝野先生による講義が明快な理論と

豊富な具体例にあふれており，非常にわかり

やすい内容で参加者が熱心に聞き入っていた。

「同僚性構築」の必要性や学校という組織の

在り方について示唆をいただいた。

○演習では，３本のビデオを視聴した後，参

加者が熱心に討議に参加できた。グループ討

議が伯仲したのは，授業についてのテーマだ

ったり，校内研修の在り方に関してのテーマ

であったため，小学校・中学校の校種に関係

なく論議ができたので盛り上がりを見せた。

○分科会後半の各個人の振り返りやまとめの

解説が効果的であった。本日の講義と演習の

内容を参加者が自分のものにできる時間とな

った。

【課題】

○熱心なグループ討議が多く，時間が不足し

ていたように感じる。個人の振り返りや全体

交流の時間もあわてて終了したが，時間配分

の工夫が必要であった。

○講師の先生からの資料が前日の運営協議会

のときに運営委員に渡されたが，事前に準備

できるとありがたかった。

○グループ協議では，記録者を事前に決めて

いなかった。大きな混乱はなかったものの，

記録の先生にはグループ討議のまとめや発

表などかなりのご負担をかけてしまった。

全公教研究部との事前打ち合わせをもっと

密にしておく必要があったと反省している。
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『北の大地のこころ』～たくましく明日を拓く～鋤
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１趣旨

いじめ，不登校，学習意欲や学力低下等に悩む学校現場。家庭教育力の低下や赤字財政を抱える地

方自治体。教育をとりまく状況は明るい光に満ちているとは言えない状況にあります。しかし，暗い

先入観でものを見てしまうと元気な考えは生まれないし，新しいことに僻階していては，若い息吹に

あふれる児童生徒の前に立つ資格がありません。「変化の多い時代｣を様々な文章の枕詞に活用してき

た責任が私たち大人にはあります。

教頭職は「多忙の極み」ではありますが，学校現場がこの言葉のみで表現されるとしたならば，あ

まりにも切なくあまりにも悲しいことです。苦しい状況だからこそ，こころの奥を深く見つめ，エネ

ルギーを呼び覚ます必要があるのではないでしょうか。明るく活気ある学校づくりのため，英知を結

集する時がきました。私たちは，先祖が力を振り絞り，極北の厳しい自然と闘って拓いた土地に生を

受け，今を生きています。先人の温かい心とともに引き継いだこの北の大地から，自由で大らかなと

らわれない発想で，私たちがこれから発揮すべき“底力”について参加者の皆さんとともに考え，交

流し，発信していきたいと考えています。北の大地から提起します。たくましく明日を拓くために…。

２基調講演（１０:００～１１:３０）

演題『患うは招く』～だったらこうしてみたら～

講師植松努氏（㈱植松電機専務取締役，カムイスペースワークス代表取締役）

○講師紹介

遼

陶声

【プロフィールと略歴】

1966年８月１７日芦別市生まれ
1989年北見工業大学応用機械工学科卒業

菱友計算株式会社航空宇宙統括部入社
三菱重工業（株）名古屋航空宇宙システム製作所研究部
空力研究課に出向

1994年同社退社芦別市の植松電機入社
1999年コンクリートリサイクル用機器で特許取得し会社を法人化

2004年北海道大学と共同でハイブリッドロケットの開発を始め
る。

2006年微小重力実験で米国の民間宇宙開発メーカーと業務提携
契約を締結
カムイスペースワークスを設立

琴

画些

Ｉ
症』



３シンポジウム・グループ協議（11:３０～16:３０昼食・休憩をはさむ）

○コーディネーター ・シンポジスト紹介

コーディネーター阿部宏行氏(北海道教育大学岩見沢校芸術文化ｺｰｽ准教授）

＃~1零輪４１
誘Ｌ･

助心苧C陣

唯』

北海道教育大学札幌校修了。札幌市立手稲東小学校を振り出しに，附属札幌小

学校等で教鞭をとり，札幌市教育委員会指導主事，同幼児教育センター課長，札

幌市の公立学校教頭を経て，平成２１年より北海道教育大学岩見沢校准教授。

明るく元気な教頭であるために教頭として発揮すべき底力，明日を拓く具体策

を参加者とともに探り，勇気を掘り起こしたいと考えています。

シンポジスト佐藤学氏(夕張市建設課農林建設グﾙｰﾌﾟ市営住宅担当主幹）

平成７年夕張市役所に就職し，農林課勤務の後，観光課勤務時代は夕張市破綻

の要因にもなった第三セクターの財務を７年間担当。同市が財政再建団体移行を

表明した翌年からは財政再建課に異動し，財政再建計画に携わってきた。

失敗を恐れる中から，新たな改革は生まれない。教頭先生の「個性・自分らし

さ」が薄れていませんか。現場の声の音量をどう調整していますか。

シンポジスト秋元正智氏鵬畠荊繍蕊貴会委員長）
北海道最北の稚内市で昭和２９年創業の老舗水産加工場を営む。真鱈で剛作る棒

鱈は全国生産の約９割を誇る。理論と数字の裏付けによる確かな商業戦略をもと

に，組織の強みを生かしながら社員に夢をもたせる経営を実現してきた。

消費者ニーズに応じ柔軟で先を見通した製品開発などの豊富な経験をもとに先

見性と発想を大切にした一手を示し，全国の教頭へエールを送ります。

（旭川市小中学校教頭会）
シンポジスト尾山奇朋子氏（旭川市立東藤栖中学校教頭）

北海道教育大学旭川分校中学校音楽課程卒業。留萌管内遠別中学校を振り出し

に，旭川市内中学校３校に勤務。平成１６年より旭川市教育委員会指導主事，平

成２１年から現職。同市教頭会研修部。北海道音楽教育連盟理事。

多岐にわたる業務の多忙化に対時する旭川市小中学校教頭会の取組と課題を分

析し，教頭会組織の強みを生かす方策をみなさんとともに探ります。

４特別分科 会Ⅱ日程

７月２９日附く大会２日目＞旭川北洋ビル（旭川市４条通９丁目）

９:３０１０:００１１:３０１２:1０１３:００１５:３５１５:５５ １６:３０

受付

開会の言葉

趣旨説明等

基調講演

シンポジスト

提言Ｉ

昼食

休憩

シンポジスト提言Ⅱ

グループ協議

移動

休憩

まとめ 閉会



特別分科会Ⅱ

研究

１趣旨説明

教育をとりまく状況は，明るい光に満ちてい

るとは言えない現状にある。苦しい状況だから

こそ，こころの奥底をもう一度深く見つめ，エ

ネルギーを呼び覚ます必要があるのではないだ

ろうか。明るく活気ある学校づくりのため，英

知を結集する時が来た。私たちは，先祖が力を

振り絞り，極北の厳しい自然ど闘って拓いた土

地に生を受け，今を生きている。先人の温かい

心とともに引き継いだこの北の大地から，自由

でおおらかなとらわれない発想で，私たちがこ

れから発揮すべき“底力”について参加者の皆

さんとともに考え，交流し，発信していきたい。

講師紹介

植松努氏（ 株）植松電機専務取締役

カムイスペースワークス（ＣＳＷ）代表取締役

１９６６年（昭和41年）北海道芦別市生まれ。

現在は，「ロケットの開発」「微少重力の実験」

など四つの宇宙開発を軸に研究開発を進めてい

る。また，全国で企業研修や講演活動をしなが

ら，北海道経済産業局の理科実験教室プロジェ

クトの特別講師として小学校でロケット教室を

開くなど，東奔西走の日々を送っている。

２基調講演

『思うは招く』～だったらこうしてみたら～

「思うは招く。思ったらそうなるという話で

す。夢があれば何でもできる」という語り口に

始まり，「「どうせ無理」という言葉をなくし

たい」と熱く訴え，９０分にわたり心に響く講

演をいただいた。

以下はその骨子である。

・暇を潰してはいけない。暇があったら学べば

いい。わからないことを放置しなければ何で

もできる。

●

協 議

･本当はみんな前向きだった。誰かがあきらめ

方を教えている。対案なき「我慢しなさい」

は「あきらめなさい」と同じ。本当の我慢と

は，じっとこらえて次のチャンスのために備

えること。学ぶこと。キーワードは，「だっ

たらこうしてみたら」という言葉。

.どうして大人が知っている範囲のできる夢し

か許されないのか。やってみたいこと，すべ

きことを追い求めた時に人は成長する。

。教えてもらわないとできないのではなく，自

分で学ぶという道もある。人生の価値は，時

間を使って得た自分の知恵と能力である

。失敗したら「どうせ無理だ。自分なんて」と

考えず，「なんでだろう？」と考えよう。

「だったらこうしてみたら」というプランＢ

があればあきらめないで済む。

･夢はたくさんあった方がよい。たくさんあれ

ば一個くらい挫折しても平気でいられる。夢

の頂点へはいくつもの道筋があり，思い描く

ことができれば夢は実現できる。

・この世から「どうせ無理」という言葉をなく

したいから，自分は宇宙開発をしている。み

んなでお互いの夢を信じ，支え，お互いの理

想を追い求めることが重要である。

３シンポジスト提言①

「明日を拓く人」・・・それぞれの現状

（１）提言１（佐藤学氏）

夕張市の現状として，佐藤氏が破綻の要因は

人災だと思っていることに触れ，再生市民会議

等破綻から生まれたものについての説明があっ

た。再生に必要な組織力・人間力を高める取組

として，市役所組織の活性化，地域財産の見直

し，公立高校存続の取組の三点が述べられた。

（２）提言２（秋元正智氏）

秋元氏が営む「うろこ市」の現状を述べるに

特別分科会Ⅱ１



当たり，稚内市の人口が大幅に減少し，若い人

たちが流出したことやスケトウダラの漁獲量が

大きく減少した背景に触れ，水産加工業を営む

者として，どうしたら従業員と一緒に生きてい

けるのか，それが課題であったという。

（３）提言３（尾崎朋子氏）

旭川市教頭会の現状について，まず，アンケ

ートの結果から，教頭個人の勤務状況の厳しさ

について説明がなされた。次に，教頭会組織と

しては，地域別ブロック研修の充実がよさとし

て挙げられ，他ブロックや異業種の人との交流

の機会が少ないことが課題として示された。

４シンポジスト提言②

「明日を拓く底力Ｉ」・・・具体的戦略

(1)提言１（佐藤学氏）

夕張市の再生には組織（人）の再生が最も重

要であり，自らが行動することが必要であると

強調した。改革に不可欠なこととして，自分が

変わること，目標を強くイメージすること，多

面的な視野をもつことと述べ，できないと決め

つけている案件をできるに変えて，小さな改善

を積み重ねていくことが責務であるとした。

(2)提言２（秋元正智氏）

稚内市の特徴である「風」を利用する仕事と

いう発想から，魚を乾かすことを思いつき，今

に至った経緯が伝えられた。新工場建設の際に

は，従業員の声を聞きながら再構成し，手法を

変えることによってきれいな工場が実現できた

例が語られた。管理職がいなくても機能する会

社をどう作るかを念頭に動いているという。

(3)提言３（尾崎朋子氏）

旭川市教頭会の活動内容について，氏が所属

するブロックを例に具体的な紹介があった。教

頭会事業の要であるブロック研修のよさとして

は，喫緊の課題を中心に教頭職を学ぶ重要な場

であることなどが挙げられ，活性化に向けて課

題も述べられた。本提言のキーワードは，ネッ

トワークであり，そのためには自らを開くこと

が大切であると強調した。

５シンポジスト提言③・・・提言内容の協議

（１）提言１（佐藤学氏）

教頭には何を管理するのかという課題がある

のではと問いかけた。忙しさを現実として受け

止めて，職員のモチベーションをどう高めるか，

個性をどう生かすかということと，原点である

教室・職員室がどういう状況か外から見つめ，

その理由に気付くことが大切であると述べた。

(2)提言２（秋元正智氏）

会場に「普段お世話になっている人，関わっ

ている人の名前や職業を１分間で１００人書い

てほしい」と求めた。その結果から，いかに自

分たちが狭い範囲でしかかかわっていないかを

知り，もっと多くの方々とかかわって自分の力

にしてほしいと話していた。

(3)提言３（尾崎朋子氏）

自校の職員と普段話しているつもりでも，本

音を聞く場面が足りなかったことに思い当たっ

た経験があるという。相手に心を開いてもらう

ためには，もっと話を聞いてあげることが大切

であり，それが職員とのチームワークづくりに

つながると述べた。

６グループ協議

「明日を拓く教頭の底力～明るく元気になる

次の一手」

２８０名余りの参加者が，２室３５グループ

に分かれて協議をし，最終的に｢明るく元気にな

る次の一手｣をキャッチコピーにまとめるという

作業を通して交流を深めた。手順は次の通りで

ある。

１ＫＪ法を用いながら，教頭・学校の現状

分析（｢強み」と｢弱み｣）

２分析結果を基に，強みを生かした課題解

決に向けた戦略の検討

３「次の一手｣をキャッチコピーで表し，グ

ループ内で交流

４グループとしての「次の一手」を決定し，

会場のホワイトボードに掲示する形で発表

・交流
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どのグループも真剣に，熱心に協議が行われ，

強みと弱みのグルーピングシートが，最初に配

られた数では足りないグループがいくつか出る

程であった。

全体の司会者やグループの司会者の雰囲気作

りも功を奏し，時間が経つにつれて各テーブル

で笑い声が起こるなど，和気あいあいとした中

で情報交換と交流が進められた。

各グループのキャッチコピーは，速報として

参加した会員に持ち帰っていただいたが，どの

キャッチコピーも教頭として共感できるととも

に，テーマ通り，たくましく明日を拓く元気が

生まれるものばかりとなった。

時間が足りないほど，全国から集まっていた

だいた先生方に熱心にご協議いただき，全国大

会参加の意義がより深められたという声も聞か

れるなど，大変充実した有意義な時間であった。

７シンポジスト提言④・・・エールと決意

（１）提言１（佐藤学氏）

『まずは動（どう）しよう』を選択。

動くと見えること，気付くことがある。教頭

は，先生方の個性を引き出すプロデューサーで

ある。くじけず，言い訳せず，小さな結果で構

わないので結果を出してほしい。一歩前へ！と

力強いエールを送っていただいた。

(2)提言２（秋元正智氏）

『教頭元気で笑顔がいい』を選択。

管理職は，決断をすること，きちんと注意を

すること，整理整頓をすることの三つで時間の

取り方の工夫を。時間をつくって心の余裕をも

ち，色々な人々とのお付き合いを通して視野を

広げてほしいと励ましの言葉をいただいた。

(3)提言３（尾崎朋子氏）

『教頭は協頭になろう！』を選択。

「人と人とのつながりを私たち教頭が率先し

てつくっていこうという思いを感じた」と選択

の理由を述べた。自分の強みを知り，その強み

を生かしてチャレンジする勇気をもつことが教

頭の底力であり皿底力を発揮するために「変わ

ることから始めませんか」と力強く呼びかけた。

８成果と課題

【成果】

○植松氏の基調講演や佐藤氏・秋元氏・尾崎

氏の各シンポジストの提言が心に響くもので

あり，グループ協議の意欲付けになる内容と

なっていた。

○グループ協議をはさむことで，分科会テー

マについての振り返りと確認ができ，コーデ

ィネーターの阿部氏による分科会の総括的な

まとめを参加者全員で共有することができた。

○講演・提言で異業種の方に話していただい

たが，新鮮な視点であり，広い視野から学校

経営を考える示唆を与えていただくことがで

きた。

○グループ協議では，全国の会員同士の交流

が深まり，地域差を超えて教頭職の共通の課

題が明らかになった。同時に，課題解決への

ヒントが得られ，今後の具体的な指針につな

がる協議となった。

○ＫＪ法にキャッチコピー作りを組み合わせ

た方法により，参加しやすい雰囲気となり，

活発にグループ協議が行われた。

○分科会全体を通して教育の可能性と「教頭

の底力」を確認し，テーマ通り明日への意欲

や活力につながる研修となった。

【課題】

○グループ協議の時間がもう少し確保されて

いれば，課題と戦略，次の一手へのつながり

をさらに深めることができたのではないかと

いう声が多く聞かれた。

○盛りだくさんの企画なので，移動も含める

と全体的に時間のゆとりがなく，参加者は慌

ただしかったようである。このような企画の

場合の時間配分が，今後の課題の一つである。
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