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開催要項

主　　催　　全国公立学校教頭会

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

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

期　　日　　平成24年７月25日（水）・26日（木）・27日（金）

日　　程　　

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

記念講演　　「根本的なモラル」　
　　　　　　講師　大江　健三郎氏　

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

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
時刻 
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受
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主催者挨拶

　第54回全国公立学校教頭会研究大会が本部直轄運営により開催できますことを心から感謝申し
あげます。また、大会を開催するに当たり、公務ご多用の中、多くのご来賓の皆様にご臨席を賜
りますことを、厚く御礼申しあげます。さらに、文部科学省をはじめ、関係諸機関、諸団体の皆
様から多大なご支援を賜りましたことに、深く感謝申しあげます。
　平成23年度は、東日本大震災により、日本に住む全ての人々にとって、つらく厳しい年となり
ました。しかし、多くの方の努力によって、被災地域の復興への真摯な取り組みが進み、被災地
の多くの方々が復興への熱い思いを持って生活されています。学校も教育関係者のご尽力により、
教育活動が再開されました。その取り組みに対し、全国の教頭会・副校長会から義援金や物心両
面にわたるご支援を賜りましたことを、改めて深く御礼申しあげます。
　第54回全国公立学校教頭会研究大会は日本国民、そして全国公立学校教頭会の思いを「絆、思
いを一つに」という合言葉にのせて開催いたします。第54回という長い歴史の中に脈々と流れる
研究理念や成果を引き継ぎ、今の時代や教育思潮、喫緊の課題などを積極的に取り入れ、「豊か
な人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」という第九期の研究主題に迫る研究大会にしたい
と思います。
　本研究大会は、副校長・教頭の職務の専門性を深め、求められる幅広い課題に対応する能力を
はぐくむ貴重な３日間です。中でも、研究大会の特徴である参加型研究協議は、大きな研究成果
を生み出しています。また、約2,100名の参加者は、全国51単位教頭会・副校長会の代表参加者で
あり、各地の研究実践を持ち寄り、参加者同士で共有し合い、その成果を持ち帰るという大きな
意義が含まれています。
　本大会の実行委員会は平成23年度の実行委員と平成24年度の実行委員の共同作業で進めて参り
ました。大会実行委員会では、全国研究大会の意義を改めて認識し、参加者が充実した研究成果
を、単位教頭会や自校の学校運営に役立つ研究大会になるよう、多くの方のご支援をいただきな
がら準備をしてまいりました。
　全国からの皆様をお迎えし「全公教全国大会に参加して本当に良かった」といっていただける
ことを願っております。内容の充実した大会となることを祈念いたしまして、ご挨拶といたしま
す。

全国公立学校教頭会研究大会によせて

全国公立学校教頭会会長
全国公立学校教頭会研究大会実行委員長　和田　俊彦
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祝　辞

　第54回全国公立学校教頭会研究大会が、本部の運営の下、｢学び合いの絆、組織の絆、命・心
の絆｣ を合言葉とし、首都東京において開催されますことを、全国連合小学校長会を代表して心
からお祝い申し上げます。また、全国公立学校教頭会が毎年研究大会を開催され、教頭の立場か
ら学校教育を取巻く様々な教育課題についての研究に取組まれるとともに、具体的な課題解決に
おいては校長を補佐し、日夜、力を発揮され、着実な実践を積み重ね、多大な成果を上げてこら
れたことに対して、心から敬意を表します。
　さて、全国連合小学校長会の活動を進めるにあたり、私は「経営力を高め、信頼を育む校長
会」となろうということを昨年に引き続き掲げております。私ども校長にとって何より重要なこ
とは、子どもたちに知・徳・体のバランスの取れた「生きる力」を育み、もって信頼される学校
教育の確立を図ることです。そのためには、校長自身が常に学ぶ姿勢をもち、経営力を高め、教
員組織をリードして授業力の向上に努め、その成果を子どもたちの学びの姿で示すことが大切で
あると考えます。
　現在、中央教育審議会においては、教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方
策について審議がなされています。教員養成については修士レベル化を進め、教員を高度専門職
業人として位置づける方向で検討がなされています。グローバル化や情報化、少子高齢化など社
会の急激な変化に伴い、高度化、複雑化する諸課題への対応が必要になっており、学校教育に求
められる人材像も変化してきています。変化が激しく、先行きが不透明な社会にあって、教職生
活を通じて主体的に学び続ける教員を育成することが、私ども管理職の重要な役割です。私たち
管理職自身が理想を高く掲げ、不断に学び続け、その姿勢を教職員に熱く伝えていくことで、学
校の活性化が図られていくものと考えております。
　小学校においては昨年度から、中学校においては今年度から学習指導要領が全面実施されまし
た。40年振りに内容や授業時数が増加する改訂です。小学校においては、２年目を迎え、管理職
の皆様のリーダーシップの下、評価・改善が図られた新たな教育課程が編成・実施されているも
のと思います。中学校においては、武道の指導の安全性についてのみが大きく伝えられていまし
たが、各教科での言語活動の充実など新学習指導要領のポイントを押さえた実践を進めることが
重要です。学習指導要領の改変期は特にその成果はどうだ、課題は何だと問われることが多い時
期でもあります。学力の向上を図る調査等の結果も踏まえながら、時数確保だけでなく、具体的
な授業改善を計画的に、又、着実に進めたいものです。
　３日間の大会において、発表者と参会の皆様が、管理職の立場で研究協議や情報交換を深めら
れることを期待いたしますとともに、全国公立学校教頭会の益々のご発展と参会の皆様のご健康
を祈念し、あいさつとさせていただきます。

研究大会に寄せて

全国連合小学校長会長　露木　昌仙
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祝　辞

　第54全国公立学校教頭会研究大会が、「東京タワーから東京スカイツリーへと進化し続ける都
市」東京の地において盛大に開催されますこと、全日本中学校長会を代表し心からお慶び申し上
げます。
　また本大会の開催にあたり準備をすすめてこられました、全国公立学校教頭会会長であり第54
回全国公立学校教頭会研究大会実行委員長の和田俊彦様をはじめ実行委員の皆様、関係者の皆様
に心より敬意を表します。
　さて、平成20年３月告示の学習指導要領も小学校は昨年度、中学校は今年度から全面実施とな
りました。10年前の今頃は平成10年12月告示の学習指導要領が全面実施の年でありながら、学力
低下への強い懸念が世の中に渦を巻き、まさに嵐の中での船出でありました。それを思うと、ま
だ教育条件等で十分と言えないものも多くありますが、着実な一歩を踏み出したものと受け止め
ています。世の中はすでにグローバル化が進展し、知識基盤社会の時代にあります。大人自身が
日々変化への対応を求められていることを考えると、これからの時代を生き抜く子供たちを育て
る、新教育課程の重要性を改めて強く認識し、着実に推進するという責任の重さを感ぜずにはお
れません。これまで全国の小中学校で研究・実践を積み重ねてきたことの真価が問われる、まさ
に正念場であるといえます。
　全日本中学校長会では、全日中教育ビジョン「学校からの教育改革」を公表して３年がたちま
した。行政主導のいわゆる上からの改革でなく、教育の実践的専門家にして学校の最高責任者で
ある校長が、自らの明確な改革ビジョンを持って積極的に学校からの教育改革に迫ろうとするも
のです。これまで全国大会や各地区研究大会で全日中教育ビジョン「10の提言」に基づく多くの
実践が報告されるなど、全国約１万人の校長が心を一つにして取り組んでおります。
　３年たった今、全日中教育ビジョン「学校からの教育改革」の方向性にブレはありません。
「教育改革を進める全日中」として、今後も検証しつつ推進してまいりますが、そのためのよき
パートナーが全国公立学校教頭会です。また、我々の役割は、与えられた教育条件下で最大限の
成果を上げることは当然ですが、さらに教育に関する課題を整理・分析し学校教育に還元するこ
と、広く国民に理解を求めること、文部科学省をはじめ政府関係機関に意見具申や要請すること
であると考えています。
　互いに教育の実践的専門家集団です。教育のシンクタンクです。目指す方向性を共有し、子ど
もたちの輝く未来のために、今後もより一層、緊密な連携・協力を図り、ともに組織をあげて取
り組んでいくことを誓い合いたいと存じます。
　むすびに、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」の大会主題のもと、本大会に
おいて先進的な改革案が提案され具現化されることを期待しますともに、全国公立学校教頭会の
ますますの充実と発展を祈念いたしまして、祝辞とさせていただきます。

研究大会の成功を祈念して

全日本中学校長会会長　三町　　章
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開会行事

１　開会の言葉　　　　全国公立学校教頭会副会長

２　国 歌 斉 唱

３　挨　　　拶　　　　全国公立学校教頭会会長

４　祝　　　辞　　　　（１）文部科学大臣　

　　　　　　　　　　　（２）全日本中学校長会会長

５　来 賓 紹 介　　　　全国公立学校教頭会副会長

６　閉会の言葉　　　　全国公立学校教頭会副会長

─…来賓退場…─

　≪基 調 提 案≫

日時：平成24年７月25日（水）１時～２時
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基調提案

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

豊かな人間性と創造性をはぐくむ
学校をめざして

全国公立学校教頭会研究部長　神座　達也
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全体シンポジウム

テ ー マ：
「教師の創造性を促す学校のあり方」　　

基調講演：
「教師たちが学び育ちあう学校づくり」

《シンポジウムの趣旨・構成》

本シンポジウムでは、「教師の創造性を促す学校のあり方」とテーマを設定し、大会の主題である
「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」に迫ります。そのために私たち副校長・教頭は、
どのような子どもたちを育て、どのような学校・教師集団をめざすのかという課題について、各シンポ
ジストの皆様に協議いただきます。大会３日間のはじまりとして、各参加者が多様な視点から検討し、
課題把握を行う場になることを意図しています。
大会主題は、第９期全国統一研究主題でもあり、その基として59年ぶりに改正された教育基本法は、

教育を取り巻く環境の変化として科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化、核家族化、価値観の
多様化、規範意識の低下等を挙げています。このような時代を生き抜くためには、「自ら課題を見出し、
学び、解決する資質や能力」「自らを律しつつ他人と協調し、思いやるなど豊かな人間性」「たくましく
生きるための健康や体力」など、子どもたちに激しい変化に対応するための「生きる力」をはぐくむこ
とが、今まで以上に重要になります。
学習指導要領が全面実施され、「生きる力」育成の継続や豊かな人間性と創造性の育成を考える際、

まず考えるべきことは、教室での子どもたちの学び合いが確立しているかということや、そのために教
師自らが学び合えているかという点です。教師が専門家としての学びを共同的に取り組み、互いに啓発
し合うのでなければ、子どもたちに豊かな人間性や創造性をはぐくむことはできません。教師の業と専
門性を高め、その力量によって子どもたちの学びがどう変わっていくのかを研修で深めていくことが欠
かせません。
本シンポジウムでは、豊かな人間性と創造性をはぐくむ鍵を、子どもや教師の学び合いととらえ

などの視点から、それぞれの立場でアプローチをしていただきます。

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

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

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

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

シンポジスト
佐藤　　学　氏（学習院大学教授）
主な経歴
　昭和59年　三重大学助教授
　昭和63年　東京大学教育学部助教授
　平成９年　同大学大学院教育学研究科教授
　東京大学大学院教育学研究科長および同大学教育学部長を歴任。
　平成24年　学習院大学文学部教授
主な著作
　・	『学力を問い直す…学びのカリキュラムへ』	岩波書店〈岩波ブックレット〉
　　（原著2001年10月）。
　・『教師たちの挑戦…授業を創る、学びが変わる』	小学館（原著2003年７月）。	
　・		『習熟度別指導の何が問題か』	岩波書店〈岩波ブックレット〉（原著2004年１月）。
　・『学校の挑戦…学びの共同体を創る』	小学館（原著2006年５月）。
　・『教師花伝書－専門家として成長するために－』	小学館（原著2009年４月）。

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

　・		「人口減少社会の公立小中学校の設計―東日本大震災からの教育復興の技
術」（単著）協同出版　平成23年８月
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記念講演

　大学在学中の1958年、「飼育」により当時最年少の23歳で芥川賞を
受賞した。
　サルトルの実在主義の影響を受けた作家として登場し、豊富な外国
文学の知識等により、独特の文体を確立するとともに、広く人類的な
問題群を思考する作品を発表している。戦後日本の文学界で、石原慎
太郎氏、開高健氏とともに新世代の作家と目された。1994年	日本文
学史上において２人目のノーベル文学賞受賞者となる。

1935年　愛媛県喜多郡大瀬村（現内子町）生まれ
1959年　東京大学文学部フランス文学科卒
芥川龍之介賞（1958年）
新潮社文学賞（1964年）
谷崎潤一郎賞（1967年）
野間文芸賞（1973年）
読売文学賞（1983年）
大佛次郎賞（1983年）
川端康成文学賞（1984年）
伊藤整文学賞（1990年）
ノーベル文学賞（1994年）
朝日賞（1995年）
レジオンドヌール勲章（2002年）

『飼育』（1958年）
『芽むしり仔撃ち』（1958年）
『個人的な体験』（1964年）
『万延元年のフットボール』（1967年）
『洪水はわが魂に及び』（1973年）
『同時代ゲーム』（1979年）
『新しい人よ眼ざめよ』（1983年）
『燃えあがる緑の木』（1993年－1995年）
『取り替え子』（2000年）　　他多数

プロフィール
（人物・特徴）

職歴・経歴
（受賞歴）

代　表　作

「根本的なモラル」

大江　健三郎 氏
 （ノーベル賞作家）

演 題

講 師
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1A

1B

2

3

4

5A

5B

6

特

第 １ 課 題

第 ２ 課 題

第 ３ 課 題

第 ４ 課 題

第 ５ 課 題

第 ６ 課 題

特別課題Ⅰ

教育課程に関する課題

第１Ａ分科会

第１Ｂ分科会

子どもの発達に関する課題 第２分科会

教育環境整備に関する課題 第３分科会

組織・運営に関する課題 第４分科会

教職員の専門性に関する課題

第５Ａ分科会

第５Ｂ分科会

副校長・教頭の職務に関する課題 第６分科会

これからの学校教育と防災教育 特別分科会Ⅰ

分科会　課題一覧
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分科会　提言テーマ一覧

会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提　言　者

第
１
Ａ
分
科
会 教

育
課
程
に
関
す
る
課
題

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

福島県
須賀川市立長沼中学校

齊藤　俊明

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

永島　好喜

第
１
Ｂ
分
科
会

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

教頭のかかわり～

神奈川県
葉山町立葉山小学校

安達　禎崇

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

岡山県
新見市立本郷小学校

後藤　秀則

第
２
分
科
会

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
課
題

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

愛知県
稲沢市立丸甲小学校

横井　　浩

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

山口県
下関市立川棚小学校

中村　隆宣

第
３
分
科
会

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

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

岡山県
岡山市立横井小学校

荻野　克己

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

学校文化（人）とするためのマネージメント～

大阪府
東大阪市立孔舎衙東小学校

安藤　俊哉

第
４
分
科
会

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

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

徳島県
つるぎ町立貞光小学校

杉本　一男

地域で子どもを育てる『池ノ端の教育』の推進
～小中連携を中核に～

鳥取県
鳥取市立湖東中学校

村尾　行也
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会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提　言　者

第
５
Ａ
分
科
会

教
職
員
の
専
門
性
に
関
す
る
課
題

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

長崎県
島原市立第二中学校

牟田　　満

教職員の資質向上と教頭のかかわり
～小中一貫教育の取組を通して～

島根県
浜田市立後野小学校

小田川徹哉

第
５
Ｂ
分
科
会

教職員の専門性を高めあう教師集団を求めて
～教師集団を支える教頭の役割～

岡山県
井原市立芳井小学校

岡本　　健

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

山梨県
身延町立中富中学校

近藤　修一

第
６
分
科
会

副
校
長
・
教
頭
の
職
務
に
関
す
る
課
題

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

北海道
札幌市立中央中学校

鈴木　康裕

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

山口県
長門市立俵山中学校

野村　義徳

特
別
分
科
会
Ⅰ

特
別
課
題

テーマ「これからの学校教育と防災教育」
　講師　藤岡　達也氏（上越教育大学大学院学校教育研究科教授兼上越教育大学附属中学校校長）
　　　　諏訪　清二氏（兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長）
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分科会指導助言者・提言者・役員一覧

分
科
会

研究課題 分科会会場
指導助言者 提　言　者

全公教 国立教育政策研究所 全　国 中国ブロ

第
１
Ａ

教育課程に関
する課題

都市センターホ
テルコスモスⅡ

亀井　伸治
高松市立
多肥小学校長

清原　洋一
教育課程研究センター研
究開発部
教育課程調査官

齊藤　俊明
須賀川市立
長沼中学校

永島　好喜
隠岐の島町立
西郷中学校

第
１
Ｂ

都市センターホ
テル　オリオン

有路　清一
山形市立
楯山小学校長

田代　直幸
教育課程研究センター研
究開発部
教育課程調査官

安達　禎崇
葉山町立
葉山小学校

後藤　秀則
新見市立
本郷小学校

第　

２
子どもの発達
に関する課題

都市センターホ
テルコスモスⅠ

町田　　実
市川市立
真間小学校長

城戸　　茂
生徒指導・進路指導研究
センター
総括研究官

横井　　浩
稲沢市立
丸甲小学校

中村　隆宣
下関市立
川棚小学校

第　

３
教育環境整備
に関する課題

ＪＡ共済ビル
カンファレンス
ホール

余郷　和敏
中央区立
明石小学校長

西野真由美
教育課程研究センター基
礎研究部
総括研究官

安藤　俊哉
東大阪市立
孔舎衙東小学校

荻野　克己
岡山市立
横井小学校

第　

４
組織・運営に
関する課題

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター101

野中　秀敏
富士市立富士南
中学校長

山森　光陽
初等中等教育研究部
総括研究官

杉本　一男
つるぎ町立
貞光小学校

村尾　行也
鳥取市立
湖東中学校

第
５
Ａ

教職員の専門
性に関する課
題

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター309

熊谷　美利
柏市立
十余二小学校長

加藤　弘樹
研究企画開発部
総括研究官

牟田　　満
島原市立
第二中学校

小田川徹哉
浜田市立
後野小学校

第
５
Ｂ

国立オリンピッ
ク記念青少年総
合センター417

片山　　巌
川口市立
領家小学校長

本多　正人
教育政策・評価研究部
総括研究官

近藤　修一
身延町立
中富中学校

岡本　　健
井原市立
芳井小学校
佐藤尊保
井原市立
木之子小学校

第　

６

副校長・教頭
の職務に関す
る課題

砂防会館別館
シェーンバッ
ハ・サボー

宇賀神　貴
宇都宮市立
清原南小学校長

藤原　文雄
初等中等教育研究部
総括研究官

鈴木　康裕
札幌市立
中央中学校

野村　義徳
長門市立
俵山中学校

特
別
Ⅰ

特別課題
ベルサール半蔵
門

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

第
１
Ａ

氣田　幸和
実行委員
研究部員

小森　一則
実行委員
総務部員

榎本　桂子
運営委員
東　　京

押村　克彦
運営委員
鳥　　取

佐藤　孝行
実行委員
寺地小学校

小野寺　正
実行委員
副　会　長

第
１
Ｂ

熊倉　　仁
実行委員
研究部員

山下　宗孝
実行委員
総務部員

河合　　保
運営委員
神奈川小

松本　　隆
運営委員
神奈川中

大内　　淳
実行委員
金谷川小

鈴木　一彦
実行委員
副　会　長

第　

２

米澤　　司
実行委員
研究部員

冨山　秀敏
実行委員
総務部員

和田　文宏
運営委員
東　京　中

住吉　　豊
運営委員
東　京　中

田崎　清司
実行委員
坂井東小

梅木　　守
実行委員
副　会　長

第　

３

八杉　昌哉
実行委員
研究部員

橘　　茂明
実行委員
前川東小

加瀬　達也
運営委員
千　　葉

滝　　　悟
運営委員
千　　葉

関根　雅彦
実行委員
志多見小

後藤　充人
実行委員
副　会　長

第　

４

斎藤　　淳
実行委員
研究部員

川上　敬吾
実行委員
一宮中学校

根本　重文
運営委員
茨　　城

薗部　正巳
運営委員
茨　　城

中島　義浩
実行委員
大野小学校

清水　　尚
実行委員
副　会　長

第
５
Ａ

富岡　文裕
実行委員
研究部員

藤田　　晃
実行委員
見川中学校

児島　啓介
運営委員
群　　馬

榊原　俊二
運営委員
山　　梨

菊地　晃男
実行委員
本庄小学校

上田　良夫
実行委員
副　会　長

第
５
Ｂ

田中　秀和
実行委員
研究部員

小松　俊雄
実行委員
本郷中学校

長谷川文充
運営委員
新　　潟

宇ノ井修二
運営委員
新　　潟

新井　　覚
実行委員
秋間小学校

吉村美恵子
実行委員
副　会　長

第　

６

廿浦　　博
実行委員
総務部長

秋葉　　泉
実行委員
総務副部長

福田　順一
運営委員
栃　　木

小林　　武
運営委員
栃　　木　

猿渡　厚史
実行委員
会　　計

有田　　司
実行委員
副　会　長

特
別
Ⅰ

大西　育郎
実行委員
研究副部長

松木　昭二
実行委員
研究部員

芽根　浩一
運営委員
埼　　玉

蔵本　研二
運営委員
埼　　玉

杉山　幹昌
実行委員
長伏小学校

添田　秀和
実行委員
米本南小
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1A

第１Ａ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
福島県岩瀬地区は県の中央部に位置し、須

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

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

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

（2）信頼される学校づくりに関すること

①　学校として、積極的な情報提供や説明
責任をどう果たせばよいか。

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

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

（2）２年次（平成24年度）
・放射線量を考慮した教育活動の実践と評
価

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

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

運動会……市内学校の動向により、秋に延
期する。（半日）

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

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

部活動……放射線量を測り、時間を制限し
て実施する。

（2）積極的な情報発信
①　学校だより・学年通信等の発行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第１Ａ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
児童生徒の学力低下が、PISA等の報告で

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

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

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

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

（1）課題の共通理解を図り、各校で学力調査
の結果や現状等の分析を行う。

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

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

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

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

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

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

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

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

③　各校、各地域での実践及び報告
研究主題は本主題に統一し、サブタイト

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

学力の向上を図るための特色ある教育活動と教頭のかかわり

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）教頭会としての組織を更に活性化し、隠
岐郡全体の学力をより高めること。
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1B

第１Ｂ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
神奈川県逗子市及び葉山町は、湘南地区の

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

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

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

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

３　研究の経過
（1）平成21年度
各地区の動向及び各校の実態把握、各校の

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

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

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

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

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

本研究では、より明確に各校の取組を比較

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

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

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

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

５　研究の成果
教頭会での情報交換・協議等をもとに、他

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

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

６　今後の課題　
取組に関わる組織を明確にし、人材育成を

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



22

1B

第１Ｂ分科会　研究課題「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
少子化による児童生徒数の減少や家庭・地

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

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

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

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

（2）平成22年度
○　教頭会による研究組織の編成及び研究の
方向付け

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

４　研究の概要
（1）地域支援本部事業を推進するための環境
づくり

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

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

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

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

開かれた学校づくりを進めるための 
教育課程の工夫と教頭のかかわり

～学校支援地域本部事業の取組を通して～

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○　教師と保護者・地域住民が、チームとし
てビジョンを共有しながら、お互いの課題
を克服していけるよう連携を深めることが
大切である。
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2

第２分科会　研究課題「子どもの発達に関する課題」

１　主題設定の理由
稲沢市は濃尾平野西部に位置し、植木・苗

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

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

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

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

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

発達にかかわる学校内外の組織マネジメン
ト」をテーマに、研究を進めた。

（2）２年次（平成23年度）
第９期全国統一研究主題の下、本地域の課

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

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

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

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

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

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

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

有益な対策を他校に広めたり、関係諸機関と
の連携を図ったりした。

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

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

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

（2）学校課題解決のために、若手教師の力量
向上を図る取組を進める。
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第２分科会　研究課題「子どもの発達に関する課題」

１　主題設定の理由
山口県では、子どもたちが、ふるさとに愛

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

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

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

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

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

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

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

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

・課題解決の取組
４　研究の概要
23年度より「キャリア教育を支える体制づ

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

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

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

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

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

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

・学校支援相談会や学校コーディネーター会
議の設置と運営

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

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

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

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

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

ば、学校・地域との連携は余計な仕事と考え
たり、校種間の意識の違いも大きかったりす
る。双方向性があり、全員で取り組むために
は、教職員が長いスパンで子どもの発達を考
えようとする広い視野が必要である。
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第３分科会　研究課題「教育環境整備に関する課題」

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

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

（3）環境教育の場
清流の維持管理を受け継ぐ場としての蛍学

習

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

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

３　研究の経過
（1）蛍
蛍に関する情報を地域と共有することで、

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

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

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

地域文化の掘り起こしから協働学習の場へ 
「学校文化の創造」

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

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

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

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

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

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

○　蛍の育成がライフワークになったゲスト
ティチャー

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

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

（3）増改修
現在のビオトープの改修と新たに原始蓮と

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

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

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

６　今後の課題
地域教材の整備とすべての学年に取り込む

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

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

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

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

１　主題設定の理由
平成18年12月、約60年ぶりに教育基本法が

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

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

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

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

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

ネーターとして教頭は何ができるか、次の視

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

４　研究の概要
１年次は、中学校区としてこの研究に取り

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

５　研究の成果
教頭や副校長が地域行事に参加し、様子を

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

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

６　今後の課題
岡山市では、平成23年２月１日現在、岡山

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

方について考えていきたいと思う。

（表彰の様子）
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4

第４分科会　研究課題「組織・運営に関する課題」

１　主題設定の理由
徳島県美馬郡つるぎ町は、四国第二の霊峰

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

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

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

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

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

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

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

（3）つるぎ町教育委員会と教頭会との連携の
在り方について研究を行う。

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

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

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

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

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

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

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

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

（5）町教育委員会との連携
幼小中学校一貫教育には、教育委員会の関

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

５　研究の成果
小規模校がほとんどの幼稚園・小学校・中

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

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

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

６　今後の課題
幼小中学校の連携として、次のような課題

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

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

第４分科会　研究課題「組織・運営に関する課題」

１　主題設定の理由
湖東校区には、５つの小学校、２つの中学

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②　常時活動できる部会づくり

地域で子どもを育てる『池ノ端の教育』の推進
～小中連携を中核に～

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

ウ　教員版出前授業
エ　授業研究会の相互参加
オ　生徒版出前授業

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

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

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

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

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

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

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

（2）代表者会・部会・全体の動きをどう調整
するか。

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

（3）地域の教育力向上に向けて啓発活動をど
のように継続していくか。　

　一過性の活動に終わらせることなく、継続
して家庭・地域への啓発を促していく必要
がある。地域をどのように巻き込んでいく
か、さらに検討を要する。
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5A

第５Ａ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
平成20年３月に新学習指導要領が告示され、

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

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

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

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

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

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

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

②　学校力を高めるためのミドルリーダー
の育成を、どのようにして図るか。

③　協働する教職員集団づくりを進めるた
めにどのような支援が必要か。

３　研究の経過
本市教頭会では、これまでの研究を継承し、

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

・平成23年度…研究課題に対する実践とその
結果の分析

・平成24年度…分析に基づく実践とそのまと
め

４　研究の概要
（1）実態把握
平成22年度は、研究主題と研究課題を決定

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

教職員の資質向上を図り「求められる教師」を育成するための
教頭のかかわり

～教職員の授業力向上を目指した取組を通して～

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

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

（2）具体的取組
①について
目標管理制度の面談において、面談前に

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

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

②について
各学校で研究主任や学年主任など意識を

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

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

５　研究の成果
授業観察記録表を用いた授業観察により視

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

６　今後の課題
今年度の活動を反省・分析した上で、今後

も資質向上を図り、協働する教職員集団作り
を目指したい。
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5A

第５Ａ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

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

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

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

・各中学校区の具体的な取組について、教頭
会で報告。

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

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

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

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

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

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

教職員の資質向上と教頭のかかわり
～小中一貫教育の取組を通して～

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

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

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

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

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

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

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

５　研究の成果
小中一貫教育の取組及び教頭としてのかか

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

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

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

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

②　教職員の異校種への関心は高く、授業方
法や生徒への指導の違いにも目を向け始め
ている。交流授業の時間確保、職員交流な
ど、さらに小・中学校の職員連携の質的な
向上を図っていく必要がある。
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5B

第５Ｂ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
学校教育目標は、一人ひとりの校務分掌を

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

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

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

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

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

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

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

３　研究の経過
環境づくりとして、教職員が学校課題を共

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

（1）第８期課題別研究
○　組織・運営に関する課題

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

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

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

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

理解できる分掌組織図の作成を行った。
○　重点課題と分掌の関連づけ

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

提言者　山梨県峡南支部身延町教頭会　身延町立中富中学校　近藤　修一

平成
20年度

校務分掌組織及び教職員の意識の現
状と課題把握

平成
21年度

学校教育目標の具現化に向かいやす
い校務分掌組織図の作成

平成
22年度

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

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

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

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

５　研究の成果
教職員の専門性を高め、学校の活性化に繋

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

６　今後の課題
学校運営参画意識を高めるために有効と考

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

第５Ｂ分科会　研究課題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
岡山県井原市は、近年の交通面や就労構造

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ことに対しての意識と各校の課題についてア
ンケート調査を実施した。

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

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

教職員の専門性を高めあう教師集団を求めて
～教師集団を支える教頭の役割～

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

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

（井原市教頭会アンケートより　複数回答）

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

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

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

・校内研究にマネジメントサイクルを取
り入れ、話し合いの効率化をめざした。

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

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

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

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

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

○　各校でそれぞれの実践がなされ、環境整
備、研修内容等が充実してきた。

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

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

○　授業力を高めるための研修の効率化をい
かに進めていくか。
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6

第６分科会　研究課題「副校長・教頭の職務に関する課題」

１　主題設定の理由
下に示した表は、全国公立小・中学校の年

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）　具体的実践
教育活動のあらゆる場面を捉えてミドルリ

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

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

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

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

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

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

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

６　今後の課題
学校間格差が実態として浮かび上がり、

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

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

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

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

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

第６分科会　研究課題「副校長・教頭の職務に関する課題」

１　主題設定の理由
近年、社会や時代の変化に伴い、地域住民

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○　ミドルリーダーへの指導・助言と全体
の動きの調整

○　保護者や地域の意見や要望、教職員の
ニーズの吸い上げ

○　協議事項をもとにし、学校長の運営方
針にそった学校運営の改善

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

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

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

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

○　小中一貫教育やコミュニティ・スクール
の成果を評価し検証していくこと。
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特別分科会Ⅰ　「これからの学校教育と防災教育」

特

１　趣旨
先の大震災では多くの尊い命が失われた。

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

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

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

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

上を図り、子ども達の命を守り育てる教育の
実現を図りたい。

２　講師紹介

○藤岡達也氏の主な経歴
公立学校教員、大阪府教育委員会・大阪府

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

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

○諏訪清二氏の主な経歴
兵庫県立舞子高等学校環境防災科科長。舞

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

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

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

これからの学校教育と防災教育

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

【藤岡　達也 氏】
上越教育大学大学院
学校教育研究科教授

【諏訪　清二 氏】
兵庫県立舞子高等学校
環境防災科科長
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閉会行事

１　開 会 の 言 葉　　全国公立学校教頭会副会長

２　挨　　　　　　拶　　全国公立学校教頭会会長

３　次年度開催県挨拶　　大分県大会実行委員会実行委員長

４　閉 会 の 言 葉　　全国公立学校教頭会副会長

　　諸 　 連 　 絡

日時：平成24年７月27日（金）11時30分～12時
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大会役員・実行委員・運営委員名簿

役　　職 氏　名 勤　　務　　校 全公教役職

大
　
会
　
実
　
行
　
委
　
員

大会実行委員長 和田　俊彦 北区立赤羽岩淵中学校 会　長
大会副実行委員長

（実行委員会事務局長） 石黒　　茂 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷小学校 副会長（組織）

大会副実行委員長
（研究・分科会担当部） 稲葉　裕之 荒川区立第三中学校 副会長（研究）

大会副実行委員長
（広報・資料担当部） 岡　　信幸 相模原市立上溝南中学校 副会長（広報）

大会副実行委員長
（全体会・分科会担当部） 峯尾　敏之 北本市立石戸小学校 副会長（調査）

大会副実行委員長
（全体会・分科会場担当部） 須藤田鶴子 東久留米市立第六小学校 副会長（総務）

大会副実行委員長 小野寺　正 札幌市立八軒東中学校 副会長（北海道ブロック長）
大会副実行委員長 鈴木　一彦 仙台市立八幡小学校 副会長（東北ブロック長）
大会副実行委員長 梅木　　守 藤岡市立美九里東小学校 副会長（関東甲信越ブロック長）
大会副実行委員長 後藤　充人 岡崎市立広幡小学校 副会長（東海・北陸ブロック長）
大会副実行委員長 清水　　尚 京都市立二の丸北小学校 副会長（近畿ブロック長）
大会副実行委員長 上田　良夫 防府市立富海中学校 副会長（中国ブロック長）
大会副実行委員長 吉村美恵子 高知市立初月小学校 副会長（四国ブロック長）
大会副実行委員長 有田　　司 熊本市立川口小学校 副会長（九州ブロック長）
研究・分科会担当部 廿浦　　博 さいたま市立柏陽中学校 総務部部長
研究・分科会担当部 秋葉　　泉 水戸市立千波小学校 総務部副部長
研究・分科会担当部 小森　一則 宇都宮市立若松原中学校 総務部員
研究・分科会担当部 山下　宗孝 足立区立弘道小学校 総務部員
研究・分科会担当部 冨山　秀敏 琴浦町立浦安小学校 総務部員
研究・分科会担当部 神座　達也 さいたま市立大砂土小学校 研究部長
研究・分科会担当部 大西　育郎 阿南市立岩脇小学校 研究部副部長
研究・分科会担当部 氣田　幸和 札幌市立三角山小学校 研究部員
研究・分科会担当部 米澤　　司 秋田市立保戸野小学校 研究部員
研究・分科会担当部 熊倉　　仁 宇都宮市立河内中学校 研究部員
研究・分科会担当部 八杉　昌哉 相模原市立若松小学校 研究部員
研究・分科会担当部 齋藤　　淳 新潟市立曽根小学校 研究部員
研究・分科会担当部 富岡　文裕 裾野市立西中学校 研究部員
研究・分科会担当部 田中　秀和 かつらぎ町立三谷小学校 研究部員
研究・分科会担当部 松木　昭二 南国市立香長中学校 研究部員
研究・分科会担当部 松本　直道 長崎市立虹が丘小学校 研究部員
広報・資料担当部 豊田美恵子 東金市立丘山小学校 広報部長
広報・資料担当部 大塚　千春 相模原市立鵜野森中学校 広報部副部長
広報・資料担当部 荻野　雅彦 台東区立石浜小学校 広報部員
広報・資料担当部 後藤　正彦 国分寺市立第五中学校 広報部員
広報・資料担当部 黒田　茂男 長岡市立表町小学校 広報部員

全体会・分科会場担当部 佐藤　俊博 川口市立東中学校 庶　務
全体会・分科会場担当部 近藤　　伸 横浜市立豊岡小学校 庶　務
全体会・分科会場担当部 平野　　茂 千葉市立川戸中学校 会　計
全体会・分科会場担当部 猿渡　厚史 世田谷区立駒繋小学校 会　計
全体会・分科会場担当部 嶋﨑　　修 山梨市立加納岩小学校 調査部長
全体会・分科会場担当部 佐久間庸夫 印西市立船穂小学校 調査部副部長
全体会・分科会場担当部 福田　　進 太田市立尾島小学校 調査部員
全体会・分科会場担当部 畑　　和男 杉並区立西田小学校 調査部員
全体会・分科会場担当部 高石　正伸 中野区立第三中学校 調査部員

大会実行委員（全国公立学校教頭会役員・専門部員）
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役職名 氏　名 勤務校

大
会
実
行
委
員

全体会･分科会場担当部 添田　秀和 八千代市立米本南小学校
全体会･分科会場担当部 佐藤　孝行 足立区立寺地小学校
全体会･分科会場担当部 大内　　淳 福島市立金谷川小学校
全体会･分科会場担当部 田崎　清司 新潟市立坂井東小学校
全体会･分科会場担当部 菊地　晃男 松江市立本庄小学校
全体会･分科会場担当部 関根　雅彦 加須市立志多見小学校
研究・分科会担当部 橘　　茂明 川口市立前川東小学校
研究・分科会担当部 藤田　　晃 水戸市立見川中学校
研究・分科会担当部 小松　俊雄 上三川町立本郷中学校
研究・分科会担当部 中島　義浩 新潟市立大野小学校
研究・分科会担当部 杉山　幹昌 三島市立長伏小学校
研究・分科会担当部 川上　敬吾 高松市立一宮中学校
広報・資料担当部 川戸　直美 清瀬市立清瀬第三中学校
全体会･分科会場担当部 新井　　覚 安中市立秋間小学校

都道府県 氏　名 勤務校

大

会

運

営

委

員

茨　城

根本　重文 水戸市立第四中学校
薗部　正巳 水戸市立吉沢小学校
沼田　　仁 日立市立櫛形小学校
黒沢　祐士 土浦市立都和中学校
齋藤　成美 八千代町立下結城小学校
大川　俊一 神栖市立土合小学校

栃　木

福田　順一 宇都宮市立瑞穂野中学校
小林　　武 宇都宮市立宝木小学校
中山　俊美 宇都宮市立陽東中学校
中里　昭彦 宇都宮市立雀宮南小学校
山口　弘倫 宇都宮市立雀宮中学校
大沢智恵子 宇都宮市立富士見小学校

群　馬
児島　啓介 伊勢崎市立豊受小学校
綿貫　知明 前橋市立みずき中学校
土屋　　勇 富岡市立東中学校

埼　玉

茅根　浩一 さいたま市立三室中学校
蔵本　研二 川口市立飯仲小学校
岡田　春樹 和光市立第二中学校
木村　　孝 蕨市立中央小学校
小口　雅雄 伊奈町立小針北小学校
関谷　泰史 入間市立宮寺小学校
篠田　房美 東松山市立東中学校
青木　　透 本庄市立本庄南中学校
須賀　稔治 熊谷市立妻沼西中学校

千　葉

加瀬　達也 千葉市立土気小学校
滝　　　悟 我孫子市立我孫子中学校
飯田　　卓 鎌ケ谷市立第二中学校
中野　　誠 船橋市立豊富小学校
佐伯　崇夫 八千代市立村上東中学校
今井　俊幸 佐倉市立井野中学校
小山田稔久 神崎町立神崎中学校
中村　修一 市原市立ちはら台桜小学校
杉本　宏一 袖ケ浦市立昭和小学校

都道府県 氏　名 勤務校

大

会

運

営

委

員

東　京

和田　文宏 狛江市立狛江第四中学校
住吉　　豊 府中市立府中第四中学校
金久保　勝 目黒区立第七中学校
石原　嘉人 調布市立神代中学校
宮下　淳一 町田市立町田第三中学校
石井　千歳 江戸川区立小岩第三中学校
渡部　孝司 板橋区立西台中学校
増田　裕子 板橋区立桜川中学校
井原　武彦 台東区立柏葉中学校
松田　公好 荒川区立第九中学校

神奈川

河合　　保 横浜市立さつきが丘小学校
荒井　理子 横須賀市立久里浜小学校
木村　元彦 中井町立中村小学校
福田　洋一 横浜市立いずみ野小学校
野村　　智 川崎市立浅田小学校
片山　博文 横浜市立都田西小学校
山田　茂広 大磯町立大磯中学校
松本　　隆 鎌倉市立深沢中学校
青田　一彦 横浜市立旭北中学校
成田　吉章 川﨑市立宮内中学校
角田　　理 逗子市立沼間中学校
髙橋　敏彦 開成町立文命中学校
尾立　秋彦 川﨑市立住吉中学校

山　梨

榊原　俊二 山梨市立山梨小学校
嶌本　三夫 笛吹市立石和南小学校
竹川　和彦 富士吉田市立下吉田第一小学校
深澤　　眞 大月市立大月東中学校
丸茂　明彦 甲府市立里垣小学校

新　潟

長谷川文充 新潟市立有明台小学校
宇ノ井修二 新潟市立入舟小学校
小林　圭一 新潟市立松野尾小学校
渡邉　一英 新潟市立中野小屋中学校
入江　清次 新潟市立臼井中学校

推　薦

松井　浩子 推薦運営委員
太田　啓子 推薦運営委員
山角　厚志 推薦運営委員
齋藤　てる 推薦運営委員
中村あゆみ 推薦運営委員
榎本　桂子 推薦運営委員
押村　克彦 推薦運営委員

大会実行委員（平成23年度役員）

大会運営委員

役職名 氏　名 学校名

全
国
公
立
学
校
教
頭
会
関
係
者

顧　問

澤田　哲夫 川口市立元郷小学校
熊谷　美利 柏市立十余二小学校
米満　　裕 習志野市立鷺沼小学校
大嶋　和明 名古屋市立明治小学校
峯岸　宜久 川口市立戸塚中学校
石井　　明 平塚市立旭陵中学校
野口　英世 さいたま市立本太中学校
芝田　眞次 松山市立さくら小学校
余郷　和敏 中央区立明石小学校
田根　　洋 松戸市立殿平賀小学校

事務局

和田　　豊 全国公立学校教頭会事務局
奥田　　誠 全国公立学校教頭会研究大会事務局
御守　薫子 全国公立学校教頭会事務局
中嶋祐三子 全国公立学校教頭会事務局

学校運営研究会 清徳　保雄 学校運営研究会
清徳　晶士 学校運営研究会

全国公立学校教頭会関係者
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会場・案内図

全体会会場

各分科会会場

①ホテルニューオータニ
東京都千代田区紀尾井町4-1　TEL.03-3265-1111
アクセス：◦JR中央線・総武線、地下鉄丸ノ内線・南北線四ツ谷駅麹町口・赤坂口８分
　　　　　◦地下鉄半蔵門線永田町駅７番出口３分
　　　　　◦地下鉄銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅Ｄ紀尾井町口３分

②都市センターホテル
東京都千代田区平河町2-4-1
TEL.03-3265-8211
アクセス：◦�地下鉄有楽町線・�

半蔵門線・南北線永田町駅�
４番出口４分

⑤砂防会館
東京都千代田区平河町2-7-5
TEL.03-3261-8386
アクセス：◦�地下鉄有楽町線・�

半蔵門線・南北線永田町駅�
４番出口１分

③ＪＡ共済ビル
東京都千代田区平河町2-7-9
ＪＡ共済ビル１Ｆ
TEL.03-3265-8716
アクセス：◦�地下鉄有楽町線・�

半蔵門線・南北線永田町駅�
４番出口２分

⑥ベルサール半蔵門
東京都千代田区麹町1-6-4
住友不動産半蔵門駅前ビル２Ｆ
TEL.03-3265-9301
アクセス：◦�地下鉄半蔵門線半蔵門駅�

３番出口直結

④国立オリンピック記念青少年総合センター
東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL.03-3469-2525
アクセス：◦小田急線参宮橋駅7分（出口は１カ所）
　　　　　◦地下鉄千代田線代々木公園駅４公園口10分
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あとがき

　「未曾有」と言う言葉以外に見つからなかった東日本大震災、福島第１原子力発電所事故から
１年５ヶ月あまりが経ちました。今なお様々な困難の中で日々暮らされている皆様、それでも立
ち上がり前へ進んでいらっしゃる皆様、特に学校関係の皆様に心からお見舞いと敬意を表します。
　全国公立学校教頭会第54回大会運営事務局は、昨年度当初より大会の方向や内容、研究の領域
や運営方法について提案・協議をくり返してきました。
　今年度は、第九期全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」の２
年次となります。第54回全国研究大会では、運営事務局会議を重ねる中で、「全公教直轄のため、
サブテーマは設けないが何か合言葉が欲しい」ということになり皆で知恵を出し合いました。結
果、大震災と原発事故による苦しみ･悲しみ・不安、教訓・連携・希望といったものに向き合い
ながら私達副校長・教頭、そしてその組織のあり方を問うようなものにしたいと「絆・思いを一
つに」としました。一方、三日間の大会の目標や構想を明確にし、全国からご参集くださる皆様
にとって質･量･時間ともに有意義なものとなるように、基調提案でも述べました「三つの絆と二
つの課題」を設定しました。全国の副校長･教頭先生方による熱心な協議が繰り広げられ、地域
を越えたつながりと建設的・創造的な意見交換が数多く出されることを期待しています。
　今大会の開催にあたり、研究実践をご提言いただく各教頭会の皆様、貴重なご指導･ご示唆を
いただきます講演者・コーディネーター ･シンポジスト・指導助言者の皆様、大会運営にご協力
いただきました関東甲信越ブロック教頭会の皆様に心より感謝申し上げます。第九期の研究がさ
らに進化充実することを期待しますとともに、ご参会の皆様の益々のご健勝とご活躍をご祈念申
し上げます。

第54回全国公立学校教頭会運営事務局（平成23･24年度全公教役員）

あ と が き
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