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主催者挨拶

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　　石　黒　　　茂

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会が、九州ブロック大分県別府市においてこのように、盛大に開催さ

れることを心から感謝申し上げます。また、本研究大会を開催するにあたり、校務ご多用の中、文部科学省、

全国都道府県教育長協議会、大分県、大分県教育委員会、別府市、別府市教育委員会をはじめ、関係諸機関、

諸団体からのご支援・ご協賛をいただきましたことに深く感謝申し上げます。

　一昨年は、東日本大震災により、日本中すべての人々にとって、つらく厳しい年となりました。それから

２年余りを経過し、多くの方々の努力によって、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、教育活動が進め

られています。その取り組みに対し、全国の副校長・教頭会より義援金や物心両面にわたるご支援を賜りま

した事を、改めて深く感謝申し上げます。　

　ご承知のとおり、全国公立学校教頭会は半世紀にわたる歴史の中で、教育についての「政策提言能力を備

えた職能研修団体」として確固たる地位を築いて参りました。その活動における大きな柱である研究活動の

推進は、全国公立学校教頭会のまさに「命」といえるものです。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」を掲げた第九期の３年目、まとめの年となります。「絆・思いを一つに」とい

う合言葉に載せて開催した昨年度の研究大会を継承し、研究をさらに深め発展させ、来年度スタートする第

十期の研究に大きな示唆を与えるのが、この第 55 回全国公立学校教頭会研究大会大分大会となります。

　本大会は、「夢や希望を追いつづけ、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」に焦点をあてたサブテーマ

を設定して研究を進めております。子どもたちを取り巻く社会環境や教育環境はますます厳しさを増してき

ている中、東日本大震災の教訓を生かした「防災教育」「安全・安心な学校づくり」「環境教育」「いじめ・

不登校」といった『喫緊の課題』、子どもたちの自己形成と自立を促す教育をするための学校づくりと学校

教育の推進という『不易の課題』がとりあげられています。本研究大会は、副校長・教頭の職務の専門性を

高め、求められる幅広い課題に対応する能力につながる貴重な３日間です。なかでも、研究大会の特徴であ

る参加型研究協議に、これらの課題に迫る研究実践を持ち寄り、参加者同士で共有し合い、自らの管理職と

してのリーダ－シップのあり方や資質能力の向上に向けて研鑽できる場と確信すると共に、その成果を持ち

帰るという大きな意義も含まれています。

  これまで、総力をあげて本大会の運営に取り組んでこられました九州ブロック、大分県小中学校教頭会の

皆様に深く感謝申し上げます。

　むすびに、「いにしえより、豊の国といわれた豊かな国，大分県」で、本研究大会が豊かな実り多きもの

となりますと共に、ご参会の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして，あいさつとさせていただきます。
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主催者挨拶

大分大会によせて

大分大会実行委員会実行委員長　　溝　部　美和子

ようこそ　豊の国　おおいた へ

　　湯ったり　のんびり　そして  新たな一歩を

緑豊かで、海の幸山の幸に恵まれた、「日本一のおんせん県おおいた」に、ようこそおいでいただきました。

ここ大分県別府市において、第 55 回全国公立学校教頭会研究大会、並びに第 53 回九州教頭会研修大会、

第 46 回大分県教頭会研究大会を盛大に開催できますことを、大変光栄に思っています。

大会を開催するに当たり、公務ご多用の中、ご臨席を賜りました多くのご来賓の皆様方に、心より厚くお

礼申し上げます。また、文部科学省、大分県、別府市、別府市教育委員会、全国公立小学校長会、中学校長

会を、はじめとする関係諸機関、諸団体の皆様から多大なるご支援を賜りましたことに対しましても、深く

感謝申し上げます。

今、わが国は多くの課題を抱えたまま、大海をさまよう小船のような状況にあり、早急に解決しなければ

ならない課題が山積しています。

３・11 の東日本大震災の復興支援・原子力発電の問題。２年が経過したにもかかわらず、未だに住む場

所も仕事も安定していない人々が多くおられます。また、尊い命を奪い人権を脅かすいじめや自殺、体罰等

繰り返し報道される痛ましい事件に胸が締め付けられます。

そして、自分の未来像が描けない若者たち。この頃は、小学校においても自分の夢を持てない子どもが増

えています。教育の現場では、「将来を見据えた生きる力の育成」をめざし、子ども達と向き合いながら日々

の実践を重ねているものの、昨今の教育環境を考えたとき、また、なかなか明るさの見えてこない将来展望

を思うと、その育成は、決して容易なものではありません。

しかし、私たちは、このまま手をこまねいてこの現状を見ているわけにはいきません。私たちの大事な愛

すべき子どもたちの未来を保障するための教育を創造していかなければなりません。

いかに厳しい時代にあっても自尊感情をもち、しっかりと自立できる子どもたちに育てていかなければな

りません。そして何よりも、仲間意識、連帯感、つながりを大切にする心を培っていかなければなりません。

このような様々な課題に正面から向き合いながら、その解決に向け、日々奮闘している全国の副校長・教

頭先生方が、ここ別府に集い、その思いや実践を交流する研究大会を開催できますことに大変意義深いこと

と考えております。大分県の教頭会は、本研究大会の開催準備を平成 23 年度から進め、皆さんと一堂に会

する今日の日が来るのを、大変心待ちにしていました。

本大会は、第９期全国統一研究題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」の３年次、まとめ

の大会です。昨年度、本部直轄大会での「不易と喫緊」「組織の絆、学び合いの絆、命（心）の絆」という

２つの課題・３つの絆の成果をもとに、本大会では、さらなる実践の発展や日々の課題解決への糸口を探る

べく熱心な議論がなされ、次なる第 10 期の研究へとつなぐことができれば考えています。

研究大会の合間には、湯量豊富な別府の湯につかり、心も体も癒していただき、明日からの新たな実践へ

の活力を生み出していただきたいとも考えております。参加された皆様が「来てよかった」と言っていただ

けるよう、大分県の教頭会会員は、おもてなしの心で大会運営にあたりますので、活発な研究実践交流を行っ

ていただき、全国から集まった仲間の新たな絆が結ばれるような３日間の大会にしていただきますようお願

いいたしまして、開会の挨拶といたします。
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祝　辞

祝　辞

大分県知事　　広　瀬　勝　貞

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会大分大会が、ここ大分県におきまして、盛大に開催されますことを

お慶び申し上げます。また、全国からご来県いただきました皆様を心から歓迎いたします。

　副校長・教頭の皆様には、日頃から、学校教育の充実・発展に多大なるご尽力をいただいておりますこと

に、深く敬意を表します。

　さて、いつの時代においても、社会を築いていくのは「人」であり、その鍵を握るのが「教育」です。本

県では、未来を担う子どもたちや若い世代の挑戦を支え、夢の実現を積極的に後押しするため、学力向上支

援教員・習熟度別少人数指導教員の配置や小学生の夏休みの補充学習の拡充といった基礎学力や進学力を高

める取組などにより教育の振興に努めています。

　また、子どもの社会性の欠如や、コミュニケーション能力や他人を思いやる心など人間関係をはぐくむ力

の不足が指摘される中、子どもの豊かな心を育成することが大きな課題となっています。そのため、本県で

は道徳教育を充実させるとともに、読書活動や体験活動等を推進し、規範意識や倫理観、コミュニケーショ

ン能力等をはぐくみ、豊かな人間関係を築くことを目指しているところです。

　このような中、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」をテーマに、夢や希望を追いつづけ、

21 世紀を主体的に生きる子どもの育成をめざした本研究大会が本県で開催されますことは、誠に意義深い

ものであります。活発な研究協議や意見交換を通じて、ご参会の副校長・教頭の皆様が力量を高められると

ともに、本大会が今後の学校づくりの糧となる実り多い機会となりますよう念願しております。

　大分県は温泉の源泉数、湧出量ともに日本一であり、中でも別府市は豊かな温泉資源を有する観光地とし

て全国に知られ、「地獄めぐり」や古くからの街並みを残す「鉄輪の湯治場」など、風情のある名所も数多

く点在しています。また、豊かな天然自然や多くの特産品もあり、新鮮な「海の幸、山の幸」にも恵まれ

ています。現在、本県では「日本一のおんせん県おおいた  味力（みりょく）も満載」をキーワードに、

全国に大分の魅力をＰＲする活動を行っています。この機会に是非、このような大分県の魅力に触れていた

だければ幸いです。

　結びに、本研究大会の開催にあたり、ご尽力いただきました関係者の皆様に深く敬意を表しますとともに、

皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして祝辞といたします。
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祝　辞
別府市長　　浜　田　　　博

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会、第 53 回九州地区公立学校教頭会研究大会並びに第 46 回大分県公

立学校教頭会研究大会がここ別府市において、盛大に開催されますことをお喜び申し上げます。併せて、全

国各地からお越しいただきました多くの皆様方を、別府市民を代表いたしまして、心から歓迎いたします。

　皆様方におかれましては、子どもたちのため、教育に心血をそそぎ、青少年の健全育成にご尽力いただい

ておりますことに、深甚なる敬意を表します。

　さて、私は教職から、市議会議員、県議会議員を経て、この別府市で市長をさせていただいておりますの

で、教育に関しましては、強い思いがございます。　

　私が教員をしていましたころに比べますと、子ども達をとりまく環境は、大きく変化してまいりました。

良い変化は、どこに住んでいても、情報化社会でありますから、インターネットや、その他の情報機関を通

じまして、色々な知識を得ることが出来るということです。しかし、それがまた、想像の世界に陥り、心や

体で体得することを困難にすることと、表裏一体となったところがございます。また、学級崩壊やネット上

でのいじめなど、次から次に新たな問題が発生し、教育現場のご苦労はいかほどかと推察いたします。

　先生方は日頃より、子どもの心を育て、生きる力を育むことにご尽力されていることと思います。教育は、

この国を為す根幹であり、教育により人を豊かな人間に育むことが可能です。

　子ども一人一人が、それぞれの幸せの何たるかを知り、生き生きと未来に向うことが出来る、そういう社

会を実現させることが、我々の責務と考えます。

　副校長・教頭先生は、学校づくりの要となる、重要な役職であります。どうか、今後とも、本研究大会の

テーマであります、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」ご活躍いただきたいと存じます。

　皆さまご存じのとおり、別府温泉は日本一の湧出量、源泉数、泉質数を誇る温泉のまちでございます。研

究大会終了後は温泉にゆっくりつかり、国の重要文化的景観に選定された湯けむり景観と、「とり天」や「別

府冷麺」、「地獄蒸し料理」など別府独自の食文化をご堪能いただき、日ごろの疲れを癒していただければ幸

いに存じます。

　結びにあたり、本研究大会の開催にご尽力いただきました関係者の皆様に、心から敬意を表しますととも

に、本日お集りの全国公立学校教頭会の諸先生方の、今後益々のご活躍をご祈念いたしまして、私のあいさ

つといたします。

祝　辞
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祝　辞

大分県教育委員会教育長　　野　中　信　孝

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会大分大会が、本県で盛大に開催されますことに対して、大分県教育

委員会を代表し、一言お慶び申し上げます。また、全国各地からここ別府市にお越しいただきました皆様を

心から歓迎いたします。

　本日お集まりの副校長・教頭の皆様方には、学校を取り巻く環境が複雑・多様化する中で、校長を補佐し、

学校経営の要として常に最前線に立って、多くの教育課題の解決に取り組んでおられることに対し、心から

敬意を表します。

　さて、大分県教育委員会では、責任と権限が明確で透明性の高い教育行政システムの確立を目指して徹底

的な改革を進めています。今後、学校を取り巻く様々な課題に適切に対応しながら、学力・体力の向上など

教育の実を持続的・発展的に上げていくためには、全ての学校が、校長のリーダーシップのもと、目標達成

に向けて組織的に取り組むことが必要不可欠です。このような学校改革を進めるため、「目標達成に向けた

組織的な取組を行う学校」「基盤となる学校運営体制の確立」に取り組む『芯の通った学校組織』の構築を

推進しています。

　また、子どもたちが夢を実現できるよう、小中学校における学力の向上、体力の向上、高校における進学

力・就職力の向上を目指し、教育の現場で成果を積み上げられるように取り組んでいます。特に義務教育に

おける基礎的・基本的な学力の定着については、習熟度別少人数指導教員の配置や小学校高学年における教

科担任制を導入するなど、一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実させています。併せて、マネジメント

サイクルの手法を取り入れた校内研修の実施、司書教諭等を核とした学校全体での学校図書館活用教育の指

導体制の確立などにも力を入れているところです。

　子どもたちが自分の将来に夢や目標をもち、それに挑戦し、自己実現できるようにすることが学校教育の

責務であります。副校長・教頭の皆様方が、本研究大会を通して力量を高め、多くの方々の期待に応える魅

力ある学校づくりを進めていただくことを期待しています。

　最後に、本研究大会の開催に向けて尽力されました関係者の皆様に深く敬意を表しますとともに、全国公

立学校教頭会の、今後ますますのご発展を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

祝　辞
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大分大会によせて

別府市教育委員会教育長　　寺　岡　悌　二

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会、第 53 回九州地区公立学校教頭会研究大会、並びに第 46 回大分県

公立学校教頭会研究大会が、ここ別府市において盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。

　さて、「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」のキャッチフレーズで有名な油屋熊八は、湯けむりたなびく

本市を眺め、温泉を生かした日本初の女性バスガイドによる地獄めぐりや温泉マーク「 」など、観光開

発を次々に打ち出してきました。日々何の変哲もなく見えている風景を多面的にとらえ、学校や授業、そし

て子どもを見直していくことは、我々教育に携わる者にとっても大事なことではないかと考えております。

子ども本来の姿とは何か、授業とは何か、学校とはどうあるべきかを、改めて問い直しているところであり

ます。

　別府市教育委員会では、「ともに学び、ともに喜び、ともに生きる豊かな人間性の育成」を基本理念とし、

幼児から高齢者まですべての市民が心豊かでいきいきと暮らす社会を形成していくために、互いを尊重し、

認めあい、相手の考えや思いを受け入れる「聴きあう」ことを大切にした教育を推進しています。そして、

本年度からコミュニティ・スクールの導入に向けた調査・研究を始め、保護者や地域の方々が学校運営に参

画する学校づくりに努めているところでございます。

　このような折、今回の大分大会では、第９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」のまとめの年として、「夢や希望を追いつづけ、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」について、

研究協議を深められることは誠に意義深いものであります。とりわけ、特別分科会においては、サブテーマ

にかかわる経験豊富なシンポジストをお迎えし、交流を深め、その成果を「新たな一歩」として全国に発信

されますことは、参加された多くの方々に深い感銘と大きな示唆を与えるものと確信しております。

　終わりになりますが、本研究大会が御参会の教頭先生お一人お一人にとって、教育を創造する熱い思いを

一層高める貴重な機会となるようご期待申し上げますとともに、全国公立学校教頭会、九州地区公立学校教

頭会、並びに大分県公立学校教頭会のますますの御発展を祈念いたしまして、お祝いの言葉と致します。

市花：オオムラサキ 　　　

祝　辞
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祝　辞

祝　　　辞

全国連合小学校長会会長　　堀　竹　　充

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会・第 53 回九州地区公立学校教頭会研究大会・第 46 回大分県公立学

校教頭会研究大会大分大会が、歴史と文化の豊かな大分県におきまして、多くの会員の参加を得て盛大に開

催されますことを、心よりお慶び申し上げます。今日当会の皆様には、日ごろから各学校において校長を補

佐し、学校教育の充実に日夜尽力をいただいておりますことに、全国の校長を代表して心より御礼申し上げ

ます。

　学習指導要領の完全実施も３年目を迎え、各学校においては、確実に教育課程の編成・実施・評価・改善

が行われ、成果をあげていることと思います。しかし、平成 24 年度の全国連合小学校長会の調査によれば、

教育内容の主な改善事項について、言語活動や道徳教育の推進に関しては順調に進んでいるが、理数教育の

充実や日本の伝統・文化の理解に関してはまだ不十分であるという結果が出ており、取組にばらつきがある

実態も明らかとなっております。こうした現状を受け止め、日々の教育活動を充実し、国民の信託に応える

ことは、われわれ管理職に与えられた使命であります。このことを、管理職一人一人が、自覚をして職務に

励むことが、今、求められています。

　また、第２期教育進行基本計画の答申、教育再生実行会議の３次にわたる答申とそれを受けた中央教育審

議会での審議の開始と、新たな教育施策をめぐる動きが活発化し、その動向を注視していく必要が高まって

おります。今後の知識基盤社会の到来を意識し、様々な分野でのイノベーションを生み出す力を身に付けた

日本人の育成や、持続可能な発展を実現する社会の一員としての資質・能力・態度を子どもに身に付けさせ

ることに取組むことを目指し、努力を積み重ねていくことも重要です。管理職には、常にこれからの教育の

あり方を探り、明確な方向性を示すことが期待されております。こうした動向を踏まえ、今研究大会の協議

が深められ、学校の活性化につながる成果をあげることを期待しております。全国連合小学校長会としても、

こうした教育課題の解決に向け調査研究活動の充実を図ると共に、定数改善や人的条件の拡充、各種条件整

備に向け全力をあげてまいります。

　結びに、この研究大会の開催にご尽力を賜りました関係の皆様に心よりお礼を申し上げます。また、本大

会が、参加者の皆様の協力を得て大きな成果をあげられますことと、ご参会の皆様のますますのご活躍とご

健勝を祈念して、お祝いの言葉といたします。
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大分大会に寄せて

全日本中学校長会会長　　細　谷　美　明

　第 55 回全国公立学校教頭会研究大会が我が国有数の名湯の地である大分県別府市で開催されますことに

心よりお喜び申し上げます。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

会会長の石黒茂様、大分県公立学校教頭会会長であり本大会実行委員長の溝部美和子様はじめ、関係者の皆

様に心より敬意を表します。

　新しい中学校学習指導要領が全面実施となり１年がたちました。この間、各中学校では「生きる力」の育

成に向け、創意工夫ある教育課程の編成・実施に積極的に取り組み、教育活動もようやく軌道に乗ってきた

感があります。一方で、昨年度はいじめによる中学生の自殺や、高校で起きた部活動中の継続的な体罰によ

る生徒の自殺、それに伴う全国の小中学校・高校における体罰調査など、学校や教育委員会に対する社会か

らの信頼を損なう事案も発生し、私たち学校関係者が取り組むべき課題が山積していることをあらためて思

い知らされる１年でした。

　また、平成 24 年 12 月に誕生した新政権のもと設置された教育再生実行会議が「いじめ問題等の対応につ

いて」、「教育委員会等の在り方について」、「これからの大学教育等の在り方について」など新たな教育提言

を示し、教育改革の波は学校にも近い将来及ぶものと思われます。現在、これらの提言は中央教育審議会で

協議しておりますが、私も委員の一人として学校の実情を常に念頭とした意見を申し述べていきたいと考え

ております。

　さて、全日中は、「全日中教育ビジョン　学校からの教育改革」を昨年度改訂しました。特別支援教育及

び進路指導に関する内容の修正、第３章の「10 の提言」における中項目の部分的な修正など、より現実に

即した改訂となりました。ぜひ、副校長 ･教頭先生方もこの「全日中教育ビジョン　学校からの教育改革（改

訂版）」をお読みいただき校長先生の学校経営を支えていただければ幸いです。

　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、本大会において活発

な議論が展開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、あいさつとさせていただきます。
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１ 開会のことば 全国公立学校教頭会副会長

２ 国 歌 斉 唱

３ あ い さ つ （１）　全国公立学校教頭会会長

（２）　大分大会実行委員会委員長

４ 祝　　　　辞 （１）　文部科学大臣

（２）　大分県知事

（３）　別府市長

（４）　全国連合小学校長会会長

５ 来 賓 紹 介 大分大会実行委員会副委員長

６ 閉会のことば 全国公立学校教頭会副会長

－来賓退場－

基 調 提 案

開会行事 日時　平成 25 年 7 月 29 日（月）13:00 ～ 14:00
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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　青　田　一　彦

　「湯ったり　のんびり　そして新たな一歩へ」のスローガンのもと、海・山の幸に恵まれ、おもてなしの

心にあふれた人情味豊かなここ大分において、第 55 回全国公立学校教頭会研究大会が盛大に開催されます

ことに心より感謝申し上げます。全国各地の公立学校教頭会・副校長会、約３万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共に語り合い、共有でき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』を掲げた第

九期３年次の大会となります。一昨年、昨年と継続して研究されてきた研究主題であり、本大会ではその成

果を検証し第十期に継続発展するための大変重要な大会となります。

　全国公立学校教頭会は、各地区教頭会・副校長会と連携して「副校長・教頭の地位向上」と「研究活動の

推進」を両輪に、半世紀以上の間、職能研修団体として活動してきました。特に、「継続性・協働性・関与性」

に焦点を当てた実践的な研究活動が単位教頭会・副校長会を中心に組織的に展開されています。

　さらに、全国８ブロックにおいてもこのような研究活動が推進され、今回の全国大会大分大会の提言・研

究協議につながっています。

　この大分大会では、サブテーマを「夢や希望を追い続け、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」として、

変化の激しい社会情勢、近いうちに発生が予想されながらも予測不能な自然災害等、厳しく過酷な時代を生

き抜く子どもたちが夢や希望を持って、自ら考え、主体性を持って様々な課題に立ち向かう力を身につけさ

せたいという思いが込められています。そのためには、私たち副校長 ･教頭がリーダーシップを発揮し、学

校・家庭・地域が連携して豊かな教育活動を推進していく必要があります。

　学校においても、学習指導要領の完全実施から１年を経て、教育課程の見直しの時期になりつつ、いじめ

対策推進基本法の成立を受け、いじめ対策推進計画を立てるなど様々な教育改革への対応が求められている

ところです。

　大分大会の分科会会場では、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、どう関わるべきか念頭に十分に協議し、学びあい、共有し、ここ大分で学んだこと、得られた

成果が各単位教頭会・副校長会へと広がり、そして各学校において具体的な実践に生かされますことを期待

いたします。

　結びに、大分県公立学校教頭会の皆様が溝部美和子実行委員長を中心に総力を挙げてこの大会の運営に取

り組んでこられましたことに、心から敬意を表しますとともに文部科学省をはじめ、ご支援・ご協力をいた

だきました関係諸機関の方々に深く感謝申し上げます。

基調提案
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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

教
育
課
程
に
関
す
る
課
題

「土曜日における授業の実施について」 
 　～としま土曜公開授業の効果的な運用～

東京都　
豊島区立千登世橋中学校

脇田　禎彦

「『地域の教育資源』を生かした教育課程をより効果的にしていくた
めの教頭の役割について」

長崎県
長与町立長与北小学校

坂本　浩章

第
１
Ｂ
分
科
会

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」 
　～小中の連携を中心とした信頼される学校づくりの推進～

北海道
釧路市立春採中学校

松岡　伸之

「地域の教育力を生かした教育活動の充実に向けて」 
　～学校支援活動の効果的な活用と教頭の関わり～

熊本県
人吉市立第一中学校

迫田　正純

第
２
分
科
会

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
課
題

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」 
　～子どもたちの心と体の発達にかかわる課題の解決と教頭の役割～

青森県
三沢市立おおぞら小学校

村山　通徳

「不登校問題解消への取組をすすめるための体制づくりと教頭のかかわり」 
　～久留米市の不登校問題の現状と取組の分析を通して～

福岡県
久留米市立宮ノ陣中学校

佐藤　直子

「豊かな心・学力の向上・健康づくりをバランスよく育むため教頭
として関わり」 
　～地域コーディネーターや地域人材の活用を通して～

大分県
豊後高田市立呉崎小学校

今富　雄三

第
３
分
科
会

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

「防災意識を高める教育環境づくり」 
　～教職員・家庭・地域への教頭の働きかけを通して～

千葉県
一宮町立一宮小学校

松村　暁雄

「児童・生徒の９年間の育ちを見通した小中連携のあり方」 
　～人的交流と指導観の共有化を促進する教頭の役割

佐賀県
唐津市立久里小学校

三戸谷　史

「『統合してよかった』と思える新設校に向けての取り組み」 
　～学校統合における課題解決に向けて教頭の役割はどうあればよいか～

大分県
玖珠町立ここのえ緑陽中
学校

日隈　哲憲

第
４
分
科
会

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

「情報管理分野からみた危機管理意識を高めるための教頭としての取組」 
　～文書事務システム・三島市独自のファイリングシステムを中心として～

静岡県
三島市立山田小学校

土屋　　晃

「えびの市における小中一貫教育及び教育特区の取組と教頭の役割」 
　～ふるさとを愛し、確かな学力を身につけた児童生徒の育成を目指して～

宮崎県
えびの市立真幸中学校

押川　幸廣

「学力向上に向けて組織的に取り組む学校体制」 
　～ミドルリーダーが効果的に機能する学校運営をめざして～

大分県
津久見市立堅徳小学校

平川　英治

分科会　提言テーマ一覧
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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

「教職員の道徳教育推進の意識を高める取り組みの工夫と教頭の役割」 
　～道徳の時間を核とした道徳教育の充実をめざして～

和歌山県
田辺市立龍神中学校

新行　　靖

「教職員の資質能力の向上を図るために教頭としての役割はどうあ
ればよいか」 
　～専門性・職責感の向上を目指して～

鹿児島県
鹿児島市立桜洲小学校

平山　甲一

第
５
Ｂ
分
科
会

「組織的な学校運営による総合力の向上」 
　～教職員の意欲・実践欲を高める取組を通して～

山口県
山口市立秋穂中学校

今坂　雅志

「『竹田教育のまちＴＯＰ運動』を推進するための教頭のかかわり」  
　～竹田中のプロジェクト立ち上げによる組織的な取組を中心に～

大分県
竹田市立緑ヶ丘中学校

河野　義文

第
６
分
科
会

副
校
長
・
教
頭
の
職
務
に
関
す
る
課
題

「学校を活性化させるための教頭の職務について」  
　～小中一貫校としての教頭のリーダーシップについて～

高知県
高知市立行川小学校

中島登喜雄

「校長の学校経営の具現化を図るため、リーダーシップを効果的に
発揮する取組」  
　～確かな学力の向上を推進する教頭の関わりを通して～

沖縄県
久米島町立仲里中学校

宮城　　肇

「協働意識の高揚を目指した職員室経営案の作成と実践」  
　～多忙感を充実感に変えるために～

大分県
由布市立由布川小学校

清水　　聡

特
別
分
科
会
Ⅰ

テーマ　　「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメント」

演　題　　～法令遵守を実現するための教頭の役割～

講　師　　黒川　雅子 氏（淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科准教授）

特
別
分
科
会
Ⅱ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ ー マ　　「地域の力を生かした学校づくりの推進」　　

基調講演　　ワトソン・ロバート 氏（日田市大山公民館長） 

シンポジウム　 
「教育の協働を推進するためのシステムをどうつくるか」
　－協育ネットワークを活用した学校づくりの推進－

基調提案　　中川　忠宣 氏（大分大学高等教育開発センター教授）
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郷土文化紹介

大分県立由布高等学校 郷土芸能部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは、由布高等学校郷土芸能部です。

　由布高校郷土芸能部は昭和五十一年に創部され、五十九年には学校内に郷土芸能保存館が造られました。

恵まれた環境の中で日々練習に励み、福祉施設の訪問や地域のイベント、学校の神楽殿に地域の方を招いて

の公演などで神楽を披露しています。

　これまでに、全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門に大分県代表として十二回出場。平成九年に優良賞、

平成二十年に最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞しました。今年の全国大会は、七月二十九日から八月一日ま

で、長崎で行われますが、今回ご覧いただく演目は、全国大会で発表する演目の、庄内神楽「貴見城」です。

　「貴見城」は、皆さんご存じの兄の海彦と弟の山彦の神話を題材にした神楽で、兄（火
ほのすそりのみこと

闌降命）の釣り針

をなくした弟（彦
ひこほほでみのみこと

火火出見命）が、釣り針を返すために海宮「貴見城」を訪れ海神の助けを借るという神話

を舞に表現したものです。この神楽の見どころは、激しい舞と息の合ったお囃子です。どうぞ由布高校の庄

内神楽をお楽しみください。

庄内神楽「貴見城」



津久見樫の実少年少女合唱団

■プロフィール

　津久見樫の実少年少女合唱団は、1979 年、青少年健全育成を目的に津久見市により設立された合唱団で、

今年で結成 34 年目を迎えました。

　主な演奏活動は、５月の定期演奏会、12 月のほらほらコンサートを中心に、大分県内のイベントに出演

するほか、病院、養護学校、特別養護老人ホーム等を訪問するなど、地域に根ざした奉仕活動を定期的に行っ

ています。

　来年、創立 35 周年を記念して東京公演を開催することになっています。団員約 100 名、今まで以上に心

をひとつにして、東京公演という夢の舞台にむけ頑張って行こうと思っています。

14 15

郷土文化紹介
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全体シンポジウム

テーマ　～夢や希望を追いつづけ、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成～

自立・協働・創造する学校をつくる

浜
はま

　田
だ

　博
ひろ

　文
ふみ

　氏（筑波大学人間系教授）Profile
■略　　歴
1961 年、山口県下関市生まれ。1980 年、広島基町高校卒業。

1984 年に筑波大学第二学群人間学類を卒業。筑波大学大学院教育学研究科博士課

程を単位取得退学後、鳴門教育大学（1989 年～ 1992 年）、東京学芸大学（1992 年

～ 1998 年）を経て、1998 年から筑波大学へ。2008 年 7 月から教授。

その間、バリー大学（米国、1996 年 3 月～ 9 月）、南カリフォルニア大学（米国、

2005 年 3 月～ 2006 年 3 月）で在外研究。

2007 年、博士（教育学）

■主な著書
・『学校を変える新しい力』（編著）、小学館、2012 年

・『「新たな職」をいかす校長の学校経営』（編著）、教育開発研究所 ,2010 年

・『「学校の組織力向上」実践レポート』（編著）、教育開発研究所 ,2009 年

・『「学校の自律性」と校長の新たな役割』（単著）、一藝社、2007 年

・『学校経営研究における臨床的アプローチの構築』（共編著）、北大路書房、2004 年

・『「大学における教員養成」の歴史的研究』（共編著）、学文社、2001 年　　　　　　　　　　等

金
かな

　山
やま

　康
やす

　博
ひろ

　氏（共栄大学教育学部教育学科准教授）　Profile 

■略　　歴　

東京都民生局福祉指導職、埼玉県公立小学校教諭、志木市教育委員会教育研究所長、

公立小学校教頭、志木市教育委員会学校教育課長、教育次長、理事（特命担当部長）、

公立小学校長（３校）

教育行政時代、少人数学級編制の実現（25 人程度学級「ハタザクラプラン」）、不

登校児在宅学習支援策（ホームスタディー制度）などを企画推進。

小学校長時代に、児童の可能性追求の場「どらえもんルーム設置」、若手教員育成

の「金八塾」「プラスワン塾」、学級経営研究自主研修会「ワンポイントアドバイス

研修会」などを創設。

定年退職後、工学院大学、日本女子体育大学などで教員養成に携わり現在に至る。

■主な著書
「明日からできる地域連携 30 のアイディア」（単著）日本標準

「校長になろう！楽しい学校経営のススメ」（単著）日本標準

「市民と創る教育改革、検証：志木市の教育政策」（編著）日本標準

「学校のなぞ」（監修）愛育社　

「小学校児童指導要録の記入例」（代表編者）学事出版

「トラブル円満解決策」「実践教育法令」など Web 通信講座　第一法規
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全体シンポジウム

佐
さ

　藤
とう

　　　学
まなぶ

　氏（学習院大学文学部教授）　Profile 

■略　　歴
1951年　　広島県に生まれる

1980年　　東京大学大学院教育学研究科博士課程修了

1983年　　三重大学教育学部助教授

1988年　　東京大学教育学部助教授

1997年　　東京大学大学院教育学研究科教授

1998年　　放送大学客員教授（2007年まで）

2001年　　エル・コレヒオ・デ・メヒコ招聘教授

2002年　　ハーバード大学客員教授、ニューヨーク大学客員教授

2004年　　東京大学大学院教育学研究科研究科長・学部長

2006年　　ベルリン自由大学招聘教授　

2012年　　東京大学退職。東京大学名誉教授

現在　　　学習院大学文学部教授

■主な著書
『米国カリキュラム改造史研究』（東京大学出版会　1990 年）、『教育方法学』（岩波書店　1996 年）、『カリ

キュラムの批評―公共性の再構築へ』（世織書房　1996 年）、『教師というアポリア―反省的実践へ』（世織

書房　1997 年）、『学びの快楽―ダイアローグへ』 （世織書房　1999 年）、『教育改革をデザインする』（岩波

書店　1999 年）、『学びから逃走する子どもたち』（岩波書店　1999 年）、『習熟度別指導の何が問題か』（岩

波書店　2002 年）、『教師たちの挑戦』（小学館　2003 年）、『学校の挑戦』（小学館　2005 年）、『教師花伝書』

（小学館　2008 年）、『学校改革の哲学』（東京大学出版会　2012 年）、『学校を改革する』（岩波書店　2012 年）

など多数。

勝
かつ

　野
の

　正
まさ

　章
あき

　氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）　Profile 

■略　　歴
平成８年 北星学園大学経済学部専任講師

平成 12 年 お茶の水女子大学助教授

平成 16 年 東京大学大学院教育学研究科助教授

平成 19 年 〃　准教授（職名変更）現在に至る

■主な著書
・『教員評価の理念と政策－日本とイギリス』（エイデル研究所）

・『教育行政学』（共編著　明治図書）

・『教育行政と学校経営』（共著　放送大学教育振興会）　等
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記念講演

演　題

学校運営力を高める処方箋

講　師　　田
た

　中
なか

　和
かず

　彦
ひこ

（コンサルタント／プロデューサー

株式会社プラネットファイブ代表取締役）別府市出身

■プロフィール（人物・特徴）

　一橋大学社会学部卒業後、リクルートに入社。人事課長、広報室課長を経て、就職情報誌『週刊ビーイング』、

『就職ジャーナル』など４誌の編集長を歴任。40 歳で映画配給会社ギャガ・コミュニケーションズのバイス

プレジデントに就任し、異業種から映画プロデューサーに転身。その後、老舗の映画雑誌のキネマ旬報社で

代表取締役を務め、現在はプラネットファイブ代表取締役。今までに２万人以上の面接を行ってきた人材コ

ンサルタント兼映画プロデューサーとして活躍中。

　「人材の採用・教育・モチベーション戦略」「マネジメント」「進学・進路」「地域活性」「後継者問題」「エ

ンターテインメントビジネス」などのテーマで講演・執筆活動を行う。

　現在、朝日新聞でコラム『はたらく気持ち』を毎週土曜に連載中。

■その他の職歴・受賞歴

ニュービジネス協議会「人材委員会」委員／経済同友会「人材委員会」委員

国土庁「大都市住民の地方移動促進方策調査委員会」委員

デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツグランプリ」審査委員

／「デジタルコンテンツ白書 2005」編集委員など歴任。

財団法人「金子国際文化交流財団」評議員。

プロデュース映画『受験のシンデレラ』で、2007 年モナコ国際映画祭グランプリ受賞。

■主な著書

『威厳の技術【上司編】』（幻冬舎）、『やりがい論』（大和書房）、『それでも仕事は「好き！」で選べ』、『38

歳から絶対やっておくべきこと』（Nana ブックス）、『42 歳からのルール』、『リーダーの修行ノート』（明日

香出版社）、『「好きな仕事」は会社を辞めずにやりなさい！』（日本能率協会）、『断らない人は、なぜか仕事

がうまくいく」（徳間書店）、『40 歳から伸びる人の習慣』（ＰＨＰ研究所）、『課長の時間術』（日本実業出版社）、

『定年サバイバル時代の働き方ルール』（朝日新聞出版）など。

■主なプロデュース映画

『ＥＭ　エンバーミング』（1999 年／青山真治監督、高島礼子主演）

『バトルロワイアル』（2000 年／深作欣二監督、ビートたけし、藤原竜也主演）

『春よこい』（2008 年／三枝健起監督、工藤夕貴、時任三郎、西島英俊、宇崎竜童主演）
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１ 開会のことば 全国公立学校教頭会副会長

２ あ い さ つ （１）　全国公立学校教頭会会長

（２）　大分大会実行委員会委員長

３ 次年度開催県あいさつ 秋田大会実行委員会委員長

４ 閉会のことば 全国公立学校教頭会副会長

・ 諸 連 絡 大分大会実行委員会事務局長

閉会行事 日時　平成 25 年 7 月 31 日（水）11:30 ～ 12:00
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分科会　課題一覧

	 第１Ａ分科会

　教育課程に関する課題	   

 第１Ｂ分科会

■■　第２課題　■■

　子どもの発達に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２分科会

■■　第３課題　■■

　教育環境整備に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３分科会

■■　第４課題　■■

　組織・運営に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４分科会

	 第５Ａ分科会

　教職員の専門性に関する課題	

	 第５Ｂ分科会

■■　第６課題　■■

　副校長・教頭の職務に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６分科会

■■　特別課題　■■

　「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメント」‥‥‥‥ 特別分科会	Ⅰ

　「地域の力を生かした学校づくりの推進」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特別分科会	Ⅱ

１
Ａ

１
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

■■　第１課題　■■

■■　第５課題　■■
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竹田南部
中学校

須股　仁美

井手　俊郎

川内中学校



土曜日における授業の実施について
～としま土曜公開授業を生かした教育課程の効果的な運用～

提言者 豊島区立千登世橋中学校 脇田 禎彦

１ 主題設定の理由

『授業時数確保』がここ数年叫ばれている。そ

のため、３学期制を２学期制に切り替えたり、モ

ジュール学習や長期休業日を短縮したりする学校

が増えつつある。平成24年度は、都内23区中で、

２学期制実施の区が10、夏季休業日の短縮の区が

12、両方ともに実施した区が８となっている。同

時に、土曜日を授業として設定している学校は、

小・中学校ともに３割強であった。

豊島区においても、平成23年度より区内小中学

校で、『確かな学力や教育の質の一層の向上』を

図り、新学習指導要領の完全実施に向けた授業時

数の増加等に対応するため、『としま土曜公開授

業』を実施することとなった。実施にあたっては、

各校ごとに実施内容や実施日、実施回数、それに

伴う余剰時間の使い方について、時間をかけて検

討され運用されている。しかし、実施初年度には

さまざまな課題が出された。授業時数確保や確か

な学力の定着に向けた取組が、教職員の多忙感の

増大化や、土曜休業日に慣れている生徒・保護者

が土曜授業をどのように捉えられているか等、明

確にする必要がある。

このようなことから、豊島区副校長会では、区

内各中学校における『としま土曜公開授業』の運

用方法の方策を検討するとともに、その運用方法

を検証することを主題として設定し『確かな学力

や教育の質の向上を図る』ことを目標に、研修を

深めてきた。

２ 研究のねらい

⑴ 「としま土曜公開授業」を効果的に運用する

ことによって、年間授業時数を意識することな

くさまざまな行事等を計画できる。

⑵ 保護者や地域に対して、積極的に学校を公開

することによって、より一層の理解を深めるこ

とができるようになる。

３ 研究の経過

⑴ 実施初年度の取組についての研究ということ

で、実施状況の調査と分析を主に行った。

⑵ 公開授業を参観した保護者による、アンケー

ト調査を実施し、分析を行った。

４ 研究の概要

⑴ 実態把握

豊島区では、区教育委員会の方針を受け、実施

回数は年間10回を目途に、各学校において教育課

程を編成した。

その結果、区内８中学校とも、学校行事の実施

も含めて、年間10回を設定した。

東京都全体では、以下の表のような実施状況と

なっている。

これまで、平日の授業をカットして実施してい

た「保護者会(説明会)」「特別活動の取組」等を、

計画的に組込むことによって、授業カットの機会

が減少することとなった。

また、保護者や地域に対して、見てほしいとか

関心を持ってほしい学校の取組を、特別な時間設

定をせずに実施することができ、互いの連携を深

める意味でも有効な手段となっている。

○保護者の意識

実施に際して、区教育委員会が保護者を対象と

して行った意識調査によって、「土曜日の子ども

の過ごし方で困っていること」「土曜公開授業へ

学期１回程度 月１回程度 月１～２回程度 月２回程度

０日 １～５日 ６～10日 11～15日 16～20日
実施割合 １．８％ ５１．２％ ２７．５％ １５．５％ ４．０％

実施日数

の期待」が明らかになった。

【困っていること】

・テレビを見る時間が長い･･･26.5％

・ゲームをする時間が長い･･･28.8％

・夜寝るのが遅い ･･･31.9％

【期待すること】

・土曜日も規則正しい生活･･･75.2％

・確かな学力の定着 ･･･57.7％

【心配なこと】

・家族との時間の減少 ･･･44.4％

・塾や習い事に行きにくい･･･44.4％

・部活動に参加しにくい ･･･37.8％

⑵ 具体的な取組

４月 ◇新入生歓迎会(2) ◇部活動紹介

◇部活動保護者会 ◇保護者会(5)

◇身体計測・体力テスト

５月 ◇公開授業(2)◇部活動保護者会(4)

◇生徒総会(4)◇運動会◇セーフティ教

室(2) ◇薬物乱用防止教室

６月 ◇運動会(6)

７月 ◇公開授業(6)◇セーフティ教室

◇薬物乱用防止教室

◇高校説明会(2)◇道徳授業地区公開講

座(2)◇地域清掃

９月 ◇公開授業(3)◇保護者会

◇セーフティ教室(3)

◇新入生保護者説明会 ◇道徳授業地区

公開講座(2)(◇日曜授業参観)

10月 ◇文化祭など(7)

11月 ◇公開授業(3)◇道徳授業地区公開講座

(4)◇期末考査(3)

12月 ◇公開授業(6)◇防災訓練

◇保健講演会

１月 ◇公開授業(8)◇保健講話◇保護者

会 ◇地域清掃◇展示発表会

２月 ◇公開授業(※２月実施１校のみ）

３月 ◇公開授業(2)◇薬物乱用防止教室

◇３年生を送る会(2)◇展示発表会

◇保護者会(2)

◇総合的な学習の時間の発表会

※()は、８校中の実施校数

・各校とも、平日に授業カットをして実施してい

た「保護者会」「部活動紹介」「生徒総会」「薬

物乱用防止教室」等を、工夫して計画している。

・年度当初や学期末には、授業の公開ばかりでな

く、保護者会や学級懇談会を合わせて行ってい

る学校が多い。

・学年ごとに、「セーフティ教室」や「進路説明

会」を組み入れる等の工夫が見られる。

・土曜日に実施することの特徴的な取組として

は、以下のものが挙げられる。

「社会を明るくする運動のセレモニーとそれに

伴う地域清掃」

「町会合同の防災訓練と普通救命講習」

「高等学校の先生を招いて行うの進路説明会」

５ 研究の成果

実施前より、土曜日の公開を望む声が多く寄せ

られていたことから、多くの保護者が学校を訪れ

る機会になった。

また、授業カットや短縮授業の回数が大幅に減

少し、ゆとりをもって学習指導を進めることがで

きるようになった。

６ 今後の課題

初年度の課題は、以下の二点であった。

部活動や地域行事が、公開授業と重なるケース

があり、どのように扱うかを考慮しなければなら

ない。

また、多くの参観者を得るための方策について、

さらに工夫が必要となる。
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第１Ａ分科会　「教育課程に関する課題」



土曜日における授業の実施について
～としま土曜公開授業を生かした教育課程の効果的な運用～

提言者 豊島区立千登世橋中学校 脇田 禎彦

１ 主題設定の理由

『授業時数確保』がここ数年叫ばれている。そ

のため、３学期制を２学期制に切り替えたり、モ

ジュール学習や長期休業日を短縮したりする学校

が増えつつある。平成24年度は、都内23区中で、

２学期制実施の区が10、夏季休業日の短縮の区が

12、両方ともに実施した区が８となっている。同

時に、土曜日を授業として設定している学校は、

小・中学校ともに３割強であった。

豊島区においても、平成23年度より区内小中学

校で、『確かな学力や教育の質の一層の向上』を

図り、新学習指導要領の完全実施に向けた授業時

数の増加等に対応するため、『としま土曜公開授

業』を実施することとなった。実施にあたっては、

各校ごとに実施内容や実施日、実施回数、それに

伴う余剰時間の使い方について、時間をかけて検

討され運用されている。しかし、実施初年度には

さまざまな課題が出された。授業時数確保や確か

な学力の定着に向けた取組が、教職員の多忙感の

増大化や、土曜休業日に慣れている生徒・保護者

が土曜授業をどのように捉えられているか等、明

確にする必要がある。

このようなことから、豊島区副校長会では、区

内各中学校における『としま土曜公開授業』の運

用方法の方策を検討するとともに、その運用方法

を検証することを主題として設定し『確かな学力

や教育の質の向上を図る』ことを目標に、研修を

深めてきた。

２ 研究のねらい

⑴ 「としま土曜公開授業」を効果的に運用する

ことによって、年間授業時数を意識することな

くさまざまな行事等を計画できる。

⑵ 保護者や地域に対して、積極的に学校を公開

することによって、より一層の理解を深めるこ

とができるようになる。

３ 研究の経過

⑴ 実施初年度の取組についての研究ということ

で、実施状況の調査と分析を主に行った。

⑵ 公開授業を参観した保護者による、アンケー

ト調査を実施し、分析を行った。

４ 研究の概要

⑴ 実態把握

豊島区では、区教育委員会の方針を受け、実施

回数は年間10回を目途に、各学校において教育課

程を編成した。

その結果、区内８中学校とも、学校行事の実施

も含めて、年間10回を設定した。

東京都全体では、以下の表のような実施状況と

なっている。

これまで、平日の授業をカットして実施してい

た「保護者会(説明会)」「特別活動の取組」等を、

計画的に組込むことによって、授業カットの機会

が減少することとなった。

また、保護者や地域に対して、見てほしいとか

関心を持ってほしい学校の取組を、特別な時間設

定をせずに実施することができ、互いの連携を深

める意味でも有効な手段となっている。

○保護者の意識

実施に際して、区教育委員会が保護者を対象と

して行った意識調査によって、「土曜日の子ども

の過ごし方で困っていること」「土曜公開授業へ

学期１回程度 月１回程度 月１～２回程度 月２回程度

０日 １～５日 ６～10日 11～15日 16～20日
実施割合 １．８％ ５１．２％ ２７．５％ １５．５％ ４．０％

実施日数

の期待」が明らかになった。

【困っていること】

・テレビを見る時間が長い･･･26.5％

・ゲームをする時間が長い･･･28.8％

・夜寝るのが遅い ･･･31.9％

【期待すること】

・土曜日も規則正しい生活･･･75.2％

・確かな学力の定着 ･･･57.7％

【心配なこと】

・家族との時間の減少 ･･･44.4％

・塾や習い事に行きにくい･･･44.4％

・部活動に参加しにくい ･･･37.8％

⑵ 具体的な取組

４月 ◇新入生歓迎会(2) ◇部活動紹介

◇部活動保護者会 ◇保護者会(5)

◇身体計測・体力テスト

５月 ◇公開授業(2)◇部活動保護者会(4)

◇生徒総会(4)◇運動会◇セーフティ教

室(2) ◇薬物乱用防止教室

６月 ◇運動会(6)

７月 ◇公開授業(6)◇セーフティ教室

◇薬物乱用防止教室

◇高校説明会(2)◇道徳授業地区公開講

座(2)◇地域清掃

９月 ◇公開授業(3)◇保護者会

◇セーフティ教室(3)

◇新入生保護者説明会 ◇道徳授業地区

公開講座(2)(◇日曜授業参観)

10月 ◇文化祭など(7)

11月 ◇公開授業(3)◇道徳授業地区公開講座

(4)◇期末考査(3)

12月 ◇公開授業(6)◇防災訓練

◇保健講演会

１月 ◇公開授業(8)◇保健講話◇保護者

会 ◇地域清掃◇展示発表会

２月 ◇公開授業(※２月実施１校のみ）

３月 ◇公開授業(2)◇薬物乱用防止教室

◇３年生を送る会(2)◇展示発表会

◇保護者会(2)

◇総合的な学習の時間の発表会

※()は、８校中の実施校数

・各校とも、平日に授業カットをして実施してい

た「保護者会」「部活動紹介」「生徒総会」「薬

物乱用防止教室」等を、工夫して計画している。

・年度当初や学期末には、授業の公開ばかりでな

く、保護者会や学級懇談会を合わせて行ってい

る学校が多い。

・学年ごとに、「セーフティ教室」や「進路説明

会」を組み入れる等の工夫が見られる。

・土曜日に実施することの特徴的な取組として

は、以下のものが挙げられる。

「社会を明るくする運動のセレモニーとそれに

伴う地域清掃」

「町会合同の防災訓練と普通救命講習」

「高等学校の先生を招いて行うの進路説明会」

５ 研究の成果

実施前より、土曜日の公開を望む声が多く寄せ

られていたことから、多くの保護者が学校を訪れ

る機会になった。

また、授業カットや短縮授業の回数が大幅に減

少し、ゆとりをもって学習指導を進めることがで

きるようになった。

６ 今後の課題

初年度の課題は、以下の二点であった。

部活動や地域行事が、公開授業と重なるケース

があり、どのように扱うかを考慮しなければなら

ない。

また、多くの参観者を得るための方策について、

さらに工夫が必要となる。
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『地域の教育資源』を生かした教育活動をより効果的にしていくための 
教頭の役割について 

 

提言者  長崎県西彼杵郡教頭会  長与町立長与北小学校 坂本 浩章 

 

 

 

１ 主題設定の理由 

現代の子どもたちは、少子化、核家族化を

はじめとした家族構成の変化、急速に発展す

るＩＣＴ及び高度情報化社会の中で生活して

いる。そのよう価値観が多様化したり地域社

会における人間関係が希薄化したりしていく

中、子どもたちの家庭や地域での生活スタイ

ルも大きく様変わりしてきている。 

変化の激しいこれからの社会を生きるため

に、地域との連携により「生きる力」を育成

していくことが大切である。幸いなことに、

西彼杵郡の２町においては、海あり山ありで、

多くの自然とそれぞれの地区の伝統行事が残

っており、子どもを地域で育てていこうとい

う風土が根強く残っている。このような中、

各学校では『地域の教育資源』を生かした教

育活動を仕組み、「生きる力」の育成に力を注

いでいる。そして、それをより効果的なもの

にし、「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・

体力」の知・徳・体をバランスよくはぐくん

でいくためには、教頭の働きかけが重要であ

る。 

そこで、『地域の教育資源』を生かした教育

活動を仕組み、より効果をあげていくには、

教頭としてどのようにマネジメントしていけ

ばよいかを模索していくために、本主題を設

定した。 

 

２ 研究のねらい 

地域の教育資源を生かすだけではなく、学

校にとっても地域にとっても有益な取組にな

るように教頭の役割を模索していく。 

 

３ 研究の経過 

⑴ 研究組織  
西彼杵郡教頭会は、小学校９校、中学校５

校からなり、そのうちの１校に副校長１名が

配置され、15名で構成されている。年に３回、

西彼杵郡教頭会の研修大会を開き研究を深め

るだけではなく、時津町、長与町それぞれの

支部においては、毎月１回定例教頭会を開き、

今日的な課題や実務についての研修及び情報

交換を行っている。 

 

 

⑵   研究計画 

①  年次（平成23年度） 

新学習指導要領のねらいをふまえ、各小

中学校の地域の教育力を活用した特色ある

活動の現状を分析し、「生きる力」をはぐく

むための課題を明らかにする。 

②２年次（平成24年度） 

地域との連携を図り、「生きる力」をはぐ

くむための方策及び各学校での取組等の共

通実践を強化する。 

③３年次（平成25年度） 

学校と地域が互いに連携して、「生きる力」

をはぐくむための方策及び取組等を検証し、

成果と課題を明らかにする。 

 

４ 研究の概要 

地域との連携を進めるうえでの窓口は、言

うまでもなく教頭である。学校教育のねらい

と地域の教育資源をいかにマネジメントして

いくかがカギとなる。教頭自らが地域に積極

的に関わり、地域を知り、人を知ることが大

切であるということは言うまでもない。また、

担任等との綿密な打ち合わせにより、その思

いを反映させ、各教科等のねらいに迫り、マ

ンネリ化させることがないかなど、教頭のマ

ネジメント力が問われるところである。 

教頭がマネジメントする際のキーワードは

「ヒト、モノ、カネ」の３つであると考える。

この３つが地域の教育資源として活用でき、

教育力の基となっている。 

これをいかに動かすか各学校で工夫を凝ら

し、成果と課題を明らかにしていった。 

 

（長与町の資源） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③カネ 

・長与町学社融合

事業委託料・平和

学習補助金  等 

①ヒト 

・公民館講座の講師・伝統芸能保存会 

・地域のコミュニティ・地域安全ボラン

ティア・商工会・社会福祉協議会 等 

②モノ 

・長与港・つどいの

家・町民文化ホー

ル・商店街 等  

 

 

 

（長与町内小・中学校の主な取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 具体的な取組 

【実践例】 みなみっ子コスモスプロジェクト 

⑴ 趣旨 

児童の健全育成を目指し、地域ぐるみで気

持ちのよい挨拶や会話を積極的に交わすこと

により、さわやかで活気あふれる生活を過ご

させる。また、子どもと地域住民、地域住民

同士が顔見知りになることで、互いの防犯・

防災意識を高める。 

⑵ 主な内容 

○ 毎月初めの｢あいさつ週間｣、11月の「あ

いさつ強調月間」の設定。 

○ 「児童会あいさつ運動」｢あいさつ隊｣

の展開。 

○ 全児童に標語とイメージキャラクター

を募集し、幟を作成し、通学路に設置。 

○ 校内に「あいさつロード」を設定。 

⑶ 人との関わり 

○ 校長 

○ 校区健全育成会長及びＰＴＡ会長 

⑷ 職員を動かす 

大まかなプランを主幹教諭、生活指導主任、

特別活動主任に説明し、全校を上げて取り組

んでいくことを確認。全体計画を主幹教諭に

立案させ、生活指導主任に挨拶を生活目標の

重点目標に掲げ、毎月振り返り評価を残すこ

とを指示するとともに、取組内容の職員への

説明及び指導を任せた。 

特活主任には、児童会による自治的活動を

展開するよう指示。 

 

６ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 研究の成果  
○ 学校と地域が密接な関係になることで、

課題を共有し、足並みをそろえた子ども

への指導ができる。  
○ 地域の伝統行事等の継承につながり、

子どもに郷土を愛する気持ちが芽生える

だけではなく、教職員にも郷土愛が芽生

え、相乗効果を生み出している。また、

地元で働きたいと希望をもつ子どもが増

えた。  
○ 地域の多くの人がゲストティーチャー

として子どもを指導していくので、効果

的な指導ができるだけではなく、教職員

の負担軽減につながる。  
○ 地域の方と子どもたちが顔見知りにな

るだけではなく、地域の方と保護者との

つながりもできる。  
○ 子どもに大きな達成感を与えることが

でき、連帯感も生まれる。  
○ 印象に残る活動ができ、感想等の作文

指導のよい題材となった。  
○ プリントやドリルの丸付け等をしてい

ただくことで、担任が個別指導等、子ど

もと向き合う時間がとれるようになった。 
⑵ 今後の課題  

○ 学習のねらいと地域の方の「思い」の

すり合わせが難しい。  
○ 打ち合わせの時間の設定が難しく、講

師の動静に対応して、時間割を操作する

必要がある。  
○ 長与町には、「学社融合事業委託料」が

予算化されているので、金銭的には大変

助かっているが、今後本事業が打ち切り

になった場合の予算確保が難しい。  
○ スクラップ＆ビルドをして、子どもの

実態にあう指導をする必要があるが、ま

だ見直しが十分でない。  
○ 現在、総合的な学習の時間や生活科が

中心であるが、教科の中にも効果的に入

っていただく工夫をする必要がある。ま

た、学習支援については、新たな人材を

発掘する必要がある。  
 

「『地域の教育資源』を生かす」ということ

は、何も特別なことをするのではない。子ど

もが生まれ育った地で、小さい頃からなじみ

のあることを、学校教育の中に取り組んでい

くのである。地域の伝統や文化を学校教育に

取り入れることで、地域の活性化及び人と人

とのつながりも深まる。そのことが、地域を

大切にし、誇りをもつことにつながり、ひい

ては、子どもたちがその地域を担う人材に成

長していくことにつながるのである。今後も、

「子どもよし、学校よし、地域よし」の「三

方よし」とすることができるよう実践を重ね、

改善していき、『地域の教育資源』を生かした

教育活動づくりに努めていきたい。 

【洗切小学校】  
第４学年総合的な学

習の時間  
「LIFE 生きているっ

て素晴らしい」  
①社会福祉協議会  
②特養老人ホームの

ぞみの杜  
③長与町学社融合事

業委託料  

【長与第二中学校】

第１学年総合的な学

習の時間  
「長与を知る」  
①町内郷土史家等  
②町役場、町内史跡

等  
③長与町学社融合事

業委託料（保険料

として）  
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第１Ａ分科会　「教育課程に関する課題」



 

 

『地域の教育資源』を生かした教育活動をより効果的にしていくための 
教頭の役割について 

 

提言者  長崎県西彼杵郡教頭会  長与町立長与北小学校 坂本 浩章 

 

 

 

１ 主題設定の理由 

現代の子どもたちは、少子化、核家族化を

はじめとした家族構成の変化、急速に発展す

るＩＣＴ及び高度情報化社会の中で生活して

いる。そのよう価値観が多様化したり地域社

会における人間関係が希薄化したりしていく

中、子どもたちの家庭や地域での生活スタイ

ルも大きく様変わりしてきている。 

変化の激しいこれからの社会を生きるため

に、地域との連携により「生きる力」を育成

していくことが大切である。幸いなことに、

西彼杵郡の２町においては、海あり山ありで、

多くの自然とそれぞれの地区の伝統行事が残

っており、子どもを地域で育てていこうとい

う風土が根強く残っている。このような中、

各学校では『地域の教育資源』を生かした教

育活動を仕組み、「生きる力」の育成に力を注

いでいる。そして、それをより効果的なもの

にし、「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・

体力」の知・徳・体をバランスよくはぐくん

でいくためには、教頭の働きかけが重要であ

る。 

そこで、『地域の教育資源』を生かした教育

活動を仕組み、より効果をあげていくには、

教頭としてどのようにマネジメントしていけ

ばよいかを模索していくために、本主題を設

定した。 

 

２ 研究のねらい 

地域の教育資源を生かすだけではなく、学

校にとっても地域にとっても有益な取組にな

るように教頭の役割を模索していく。 

 

３ 研究の経過 

⑴ 研究組織  
西彼杵郡教頭会は、小学校９校、中学校５

校からなり、そのうちの１校に副校長１名が

配置され、15名で構成されている。年に３回、

西彼杵郡教頭会の研修大会を開き研究を深め

るだけではなく、時津町、長与町それぞれの

支部においては、毎月１回定例教頭会を開き、

今日的な課題や実務についての研修及び情報

交換を行っている。 

 

 

⑵   研究計画 

①  年次（平成23年度） 

新学習指導要領のねらいをふまえ、各小

中学校の地域の教育力を活用した特色ある

活動の現状を分析し、「生きる力」をはぐく

むための課題を明らかにする。 

②２年次（平成24年度） 

地域との連携を図り、「生きる力」をはぐ

くむための方策及び各学校での取組等の共

通実践を強化する。 

③３年次（平成25年度） 

学校と地域が互いに連携して、「生きる力」

をはぐくむための方策及び取組等を検証し、

成果と課題を明らかにする。 

 

４ 研究の概要 

地域との連携を進めるうえでの窓口は、言

うまでもなく教頭である。学校教育のねらい

と地域の教育資源をいかにマネジメントして

いくかがカギとなる。教頭自らが地域に積極

的に関わり、地域を知り、人を知ることが大

切であるということは言うまでもない。また、

担任等との綿密な打ち合わせにより、その思

いを反映させ、各教科等のねらいに迫り、マ

ンネリ化させることがないかなど、教頭のマ

ネジメント力が問われるところである。 

教頭がマネジメントする際のキーワードは

「ヒト、モノ、カネ」の３つであると考える。

この３つが地域の教育資源として活用でき、

教育力の基となっている。 

これをいかに動かすか各学校で工夫を凝ら

し、成果と課題を明らかにしていった。 

 

（長与町の資源） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③カネ 

・長与町学社融合

事業委託料・平和

学習補助金  等 

①ヒト 

・公民館講座の講師・伝統芸能保存会 

・地域のコミュニティ・地域安全ボラン

ティア・商工会・社会福祉協議会 等 

②モノ 

・長与港・つどいの

家・町民文化ホー

ル・商店街 等  

 

 

 

（長与町内小・中学校の主な取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 具体的な取組 

【実践例】 みなみっ子コスモスプロジェクト 

⑴ 趣旨 

児童の健全育成を目指し、地域ぐるみで気

持ちのよい挨拶や会話を積極的に交わすこと

により、さわやかで活気あふれる生活を過ご

させる。また、子どもと地域住民、地域住民

同士が顔見知りになることで、互いの防犯・

防災意識を高める。 

⑵ 主な内容 

○ 毎月初めの｢あいさつ週間｣、11月の「あ

いさつ強調月間」の設定。 

○ 「児童会あいさつ運動」｢あいさつ隊｣

の展開。 

○ 全児童に標語とイメージキャラクター

を募集し、幟を作成し、通学路に設置。 

○ 校内に「あいさつロード」を設定。 

⑶ 人との関わり 

○ 校長 

○ 校区健全育成会長及びＰＴＡ会長 

⑷ 職員を動かす 

大まかなプランを主幹教諭、生活指導主任、

特別活動主任に説明し、全校を上げて取り組

んでいくことを確認。全体計画を主幹教諭に

立案させ、生活指導主任に挨拶を生活目標の

重点目標に掲げ、毎月振り返り評価を残すこ

とを指示するとともに、取組内容の職員への

説明及び指導を任せた。 

特活主任には、児童会による自治的活動を

展開するよう指示。 

 

６ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 研究の成果  
○ 学校と地域が密接な関係になることで、

課題を共有し、足並みをそろえた子ども

への指導ができる。  
○ 地域の伝統行事等の継承につながり、

子どもに郷土を愛する気持ちが芽生える

だけではなく、教職員にも郷土愛が芽生

え、相乗効果を生み出している。また、

地元で働きたいと希望をもつ子どもが増

えた。  
○ 地域の多くの人がゲストティーチャー

として子どもを指導していくので、効果

的な指導ができるだけではなく、教職員

の負担軽減につながる。  
○ 地域の方と子どもたちが顔見知りにな

るだけではなく、地域の方と保護者との

つながりもできる。  
○ 子どもに大きな達成感を与えることが

でき、連帯感も生まれる。  
○ 印象に残る活動ができ、感想等の作文

指導のよい題材となった。  
○ プリントやドリルの丸付け等をしてい

ただくことで、担任が個別指導等、子ど

もと向き合う時間がとれるようになった。 
⑵ 今後の課題  

○ 学習のねらいと地域の方の「思い」の

すり合わせが難しい。  
○ 打ち合わせの時間の設定が難しく、講

師の動静に対応して、時間割を操作する

必要がある。  
○ 長与町には、「学社融合事業委託料」が

予算化されているので、金銭的には大変

助かっているが、今後本事業が打ち切り

になった場合の予算確保が難しい。  
○ スクラップ＆ビルドをして、子どもの

実態にあう指導をする必要があるが、ま

だ見直しが十分でない。  
○ 現在、総合的な学習の時間や生活科が

中心であるが、教科の中にも効果的に入

っていただく工夫をする必要がある。ま

た、学習支援については、新たな人材を

発掘する必要がある。  
 

「『地域の教育資源』を生かす」ということ

は、何も特別なことをするのではない。子ど

もが生まれ育った地で、小さい頃からなじみ

のあることを、学校教育の中に取り組んでい

くのである。地域の伝統や文化を学校教育に

取り入れることで、地域の活性化及び人と人

とのつながりも深まる。そのことが、地域を

大切にし、誇りをもつことにつながり、ひい

ては、子どもたちがその地域を担う人材に成

長していくことにつながるのである。今後も、

「子どもよし、学校よし、地域よし」の「三

方よし」とすることができるよう実践を重ね、

改善していき、『地域の教育資源』を生かした

教育活動づくりに努めていきたい。 

【洗切小学校】  
第４学年総合的な学

習の時間  
「LIFE 生きているっ

て素晴らしい」  
①社会福祉協議会  
②特養老人ホームの

ぞみの杜  
③長与町学社融合事

業委託料  

【長与第二中学校】

第１学年総合的な学

習の時間  
「長与を知る」  
①町内郷土史家等  
②町役場、町内史跡

等  
③長与町学社融合事

業委託料（保険料

として）  
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豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして
～小中の連携を中心とした信頼される学校づくりの推進～

提言者 北海道釧路市小中学校教頭会 釧路市立春採中学校 松岡 伸之

１ 主題設定の理由

「信頼される学校づくり」は、全公教『研究の

手引』掲載「３ 研究領域(内容例・視点例)」に

おける〈第１課題〉の内容例にも項目として記載

されている。また、『文部科学白書』等にもしば

しば見られるなど、今日の教育におけるキーワー

ドの一つと押さえてよいであろう。釧路市小中学

校教頭会は、９年間という長いスパンにおいて児

童・生徒の「生きる力」をはぐくむことが学校へ

の信頼感につながると考え、「小中連携」をその

切り込み口と設定した。

２ 研究のねらい

本教頭会は、次の３点を研究の視点として取り

組んできた。

⑴ 小中連携の課題を整理し、その解決法を探る。

⑵ 小中連携により教育的効果が期待されるそれ

ぞれの校種や、異校種間における方策を検討す

る。

⑶ 上記(2)における教頭の果たすべき具体的な

役割を洗い出す。

①小中連携においてこれまで取り組まれて

きた事柄を洗い出す。

②釧路市内全小中学校の教頭を対象とした

アンケートを実施し、小中連携の実態や

どのような意識を有しているかについて

実態把握を行い、分析する。

③アンケート結果をもとにそれぞれの中学

校区に分かれ、小中の教頭間でグループ

討議を行う。

３ 研究の経過

本研究は、これまでの研究の成果と課題をふま

課題追究の方法

えつつ、平成23年度に３か年計画でスタートした。

⑴ 平成23年度

・市内の教頭を対象としたアンケート調査を中心

に、小中連携に関するこれまでの取組を洗い出

したり、小中連携における意識等の把握に努め

る。

⑵ 平成24年度

・前年度のアンケート等によりいくつかの視点を

定め、それぞれの中学校区に分かれてグループ

討議をおこなう。

・これまでの取組をまとめ、第46回北海道公立学

校教頭会研究大会渡島大会において研究発表を

行う。

⑶ 平成25年度

・第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会に

おいて研究発表を行う。

・研究のまとめ及び次期研究の方向性検討

４ 研究の概要

⑴ 市内で行われている取組の洗い出し

〈中学校区ごとの取組〉

①体験入学、入学説明会

②行事における交流 等

〈全市的な取組〉

③児童生徒や教師へのアンケート調査及び小中

連携における実例等の提案

（釧路教育研究センター「生徒指導研究専門委員

会」による取組）

⑵ アンケートの結果と分析

〈結果〉

・「連携の意義は何か」という問いに対して

→生徒指導上における児童生徒の深い理解

→基礎的・基本的な学力の定着

・連携を図るための取組の充実度

→「充実」「どちらかといえば充実」との回答

は４分の１程度。

〈浮かび上がった課題〉

①教頭に比べ一般教員は連携の重要性に対する

意識が低い。

②連携の内容や方法について話し合う時間がな

い。

③中学校区での共通理解が難しい。

⑶ 中学校区を基盤としたグループ討議

①「一般教員の意識の低さ」の改善策

ア）教職員に対して必要性を啓発する。

イ）教頭間の交流による情報を一般教員へ伝

達する。

ウ）相互理解につながる行事等を企画する。

（授業参観、情報交換会、行事見学）

②「話し合う時間の無さ」の改善策

ア）年間行事に予め連携に関わる会議を設定

する。

イ）「小中連携部会」を設置する。

ウ）長期休業中等を利用し、教職員による交

流会を実施する。

③「共通理解の難しさ」への改善策

ア）まずは教頭同士の交流を密にする。

イ）教務主任・生徒指導主事等によるミドル

リーダー同士が交流を行う。

ウ）教科に絞った連携を図る。

こういった調査や討議を経て、これまで行われ

てきた以下の３つの取組について、より一層成果

が挙がるような工夫を施した。

実践例⑴ Ａ小学校・Ｂ中学校における取組

・授業参観日への相互参加

・教職員交流会

・中学校教員の小学校への出前授業

・中学校への一日体験入学

上記の４項目は、どこでも実施されているよう

な「当たり前」の取組である。であるからこそ、

マンネリ化しやすく、そこに教頭としての重要な

役割が生じることとなる。

〈教頭としての役割〉

→円滑な接続の重要性を教職員に啓発する。

→成果と課題を洗い出し、次年度へつなげる。

実践例⑵ Ｃ中学校区の取組

・中学校の行事（「いじめ防止集会」「地域合同合

唱祭」）への小学生の参加

以前は中学校単独で実施していた行事に、３つ

の小学校の６年生が参加することで小中の連携を

図った例である。「いじめ防止集会」では、小中

それぞれの児童会・生徒会におけるいじめへの取

組を紹介し合い、代表によるパネルディスカッシ

ョンを実施している。

一方、地域合唱祭は、小中学生が一緒に歌うだ

けでなく、中学生が小学生に歌い方を指導する、

という場面を設定している。

〈教頭としての役割〉

→ミドルリーダー等と連携しつつ目的の共有化を

図る。

→連携のための組織づくりや教育課程上の位置づ

けを行う。

実践例⑶ Ｄ中学校区における取組

・小中ジョイントプログラム

この取組は、北海道教育委員会の指定により、

学力向上を目的として３か年にわたり、Ｄ中学校

区で行われているものである。内容としては、以

下の４点が挙げられる。

①９年間を見通した指導計画の作成

②巡回教員を中心とした、指導方法や指導体制の

工夫改善

③学力変容の把握

④生活リズムチェックシートの開発と活用

〈教頭としての役割〉

→教務主任と連携しての他校との日程調整を図

る。

→巡回教員のより有効な活用法を模索する。

５ 研究の成果と今後の課題

これまでの取組で見えてきたことは、小中連携

における原動力は「必要感」だということである。

それを高めるためにも、まずは教頭間での連携を

深め、ミドルリーダー等に広げていきつつ校内に

連携のための組織づくりを行うなど、小中連携を

進めていく上で教頭の果たすべき役割は大きいと

考える。教頭の企画力、連絡・調整力を発揮しな

がら、課題解決に向けて取り組んでいきたい。
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第１Ｂ分科会　「教育課程に関する課題」



豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして
～小中の連携を中心とした信頼される学校づくりの推進～

提言者 北海道釧路市小中学校教頭会 釧路市立春採中学校 松岡 伸之

１ 主題設定の理由

「信頼される学校づくり」は、全公教『研究の

手引』掲載「３ 研究領域(内容例・視点例)」に

おける〈第１課題〉の内容例にも項目として記載

されている。また、『文部科学白書』等にもしば

しば見られるなど、今日の教育におけるキーワー

ドの一つと押さえてよいであろう。釧路市小中学

校教頭会は、９年間という長いスパンにおいて児

童・生徒の「生きる力」をはぐくむことが学校へ

の信頼感につながると考え、「小中連携」をその

切り込み口と設定した。

２ 研究のねらい

本教頭会は、次の３点を研究の視点として取り

組んできた。

⑴ 小中連携の課題を整理し、その解決法を探る。

⑵ 小中連携により教育的効果が期待されるそれ

ぞれの校種や、異校種間における方策を検討す

る。

⑶ 上記(2)における教頭の果たすべき具体的な

役割を洗い出す。

①小中連携においてこれまで取り組まれて

きた事柄を洗い出す。

②釧路市内全小中学校の教頭を対象とした

アンケートを実施し、小中連携の実態や

どのような意識を有しているかについて

実態把握を行い、分析する。

③アンケート結果をもとにそれぞれの中学

校区に分かれ、小中の教頭間でグループ

討議を行う。

３ 研究の経過

本研究は、これまでの研究の成果と課題をふま

課題追究の方法

えつつ、平成23年度に３か年計画でスタートした。

⑴ 平成23年度

・市内の教頭を対象としたアンケート調査を中心

に、小中連携に関するこれまでの取組を洗い出

したり、小中連携における意識等の把握に努め

る。

⑵ 平成24年度

・前年度のアンケート等によりいくつかの視点を

定め、それぞれの中学校区に分かれてグループ

討議をおこなう。

・これまでの取組をまとめ、第46回北海道公立学

校教頭会研究大会渡島大会において研究発表を

行う。

⑶ 平成25年度

・第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会に

おいて研究発表を行う。

・研究のまとめ及び次期研究の方向性検討

４ 研究の概要

⑴ 市内で行われている取組の洗い出し

〈中学校区ごとの取組〉

①体験入学、入学説明会

②行事における交流 等

〈全市的な取組〉

③児童生徒や教師へのアンケート調査及び小中

連携における実例等の提案

（釧路教育研究センター「生徒指導研究専門委員

会」による取組）

⑵ アンケートの結果と分析

〈結果〉

・「連携の意義は何か」という問いに対して

→生徒指導上における児童生徒の深い理解

→基礎的・基本的な学力の定着

・連携を図るための取組の充実度

→「充実」「どちらかといえば充実」との回答

は４分の１程度。

〈浮かび上がった課題〉

①教頭に比べ一般教員は連携の重要性に対する

意識が低い。

②連携の内容や方法について話し合う時間がな

い。

③中学校区での共通理解が難しい。

⑶ 中学校区を基盤としたグループ討議

①「一般教員の意識の低さ」の改善策

ア）教職員に対して必要性を啓発する。

イ）教頭間の交流による情報を一般教員へ伝

達する。

ウ）相互理解につながる行事等を企画する。

（授業参観、情報交換会、行事見学）

②「話し合う時間の無さ」の改善策

ア）年間行事に予め連携に関わる会議を設定

する。

イ）「小中連携部会」を設置する。

ウ）長期休業中等を利用し、教職員による交

流会を実施する。

③「共通理解の難しさ」への改善策

ア）まずは教頭同士の交流を密にする。

イ）教務主任・生徒指導主事等によるミドル

リーダー同士が交流を行う。

ウ）教科に絞った連携を図る。

こういった調査や討議を経て、これまで行われ

てきた以下の３つの取組について、より一層成果

が挙がるような工夫を施した。

実践例⑴ Ａ小学校・Ｂ中学校における取組

・授業参観日への相互参加

・教職員交流会

・中学校教員の小学校への出前授業

・中学校への一日体験入学

上記の４項目は、どこでも実施されているよう

な「当たり前」の取組である。であるからこそ、

マンネリ化しやすく、そこに教頭としての重要な

役割が生じることとなる。

〈教頭としての役割〉

→円滑な接続の重要性を教職員に啓発する。

→成果と課題を洗い出し、次年度へつなげる。

実践例⑵ Ｃ中学校区の取組

・中学校の行事（「いじめ防止集会」「地域合同合

唱祭」）への小学生の参加

以前は中学校単独で実施していた行事に、３つ

の小学校の６年生が参加することで小中の連携を

図った例である。「いじめ防止集会」では、小中

それぞれの児童会・生徒会におけるいじめへの取

組を紹介し合い、代表によるパネルディスカッシ

ョンを実施している。

一方、地域合唱祭は、小中学生が一緒に歌うだ

けでなく、中学生が小学生に歌い方を指導する、

という場面を設定している。

〈教頭としての役割〉

→ミドルリーダー等と連携しつつ目的の共有化を

図る。

→連携のための組織づくりや教育課程上の位置づ

けを行う。

実践例⑶ Ｄ中学校区における取組

・小中ジョイントプログラム

この取組は、北海道教育委員会の指定により、

学力向上を目的として３か年にわたり、Ｄ中学校

区で行われているものである。内容としては、以

下の４点が挙げられる。

①９年間を見通した指導計画の作成

②巡回教員を中心とした、指導方法や指導体制の

工夫改善

③学力変容の把握

④生活リズムチェックシートの開発と活用

〈教頭としての役割〉

→教務主任と連携しての他校との日程調整を図

る。

→巡回教員のより有効な活用法を模索する。

５ 研究の成果と今後の課題

これまでの取組で見えてきたことは、小中連携

における原動力は「必要感」だということである。

それを高めるためにも、まずは教頭間での連携を

深め、ミドルリーダー等に広げていきつつ校内に

連携のための組織づくりを行うなど、小中連携を

進めていく上で教頭の果たすべき役割は大きいと

考える。教頭の企画力、連絡・調整力を発揮しな

がら、課題解決に向けて取り組んでいきたい。
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地域の教育力を生かした教育活動の充実に向けて
～学校支援活動の効果的な活用と教頭の関わり～

提言者 熊本県人吉市中学校教頭会 人吉市立第一中学校 迫田 正純

１ 主題設定の理由

昨年度から全面実施となった中学校学習指導要

領では、指導計画の作成等にあたって配慮すべき

事項の一つとして、「学校がその目的を達成する

ため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の

人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を

深めること」と示されている。

また、熊本県では、学校支援地域本部事業やコ

ミュニティ・スクール等の保護者や地域住民が学

校の様々な教育活動を支援する取組、いわゆる「学

校応援団」づくりが進められている。

本市教頭会では、教頭が自校職員及び地域の方

々に直接はたらきかけることができるキーパーソ

ンとして地域の教育力の活用に積極的に関わって

いくことで、より充実した教育活動を展開し、特

色ある学校づくりに寄与できると考え、本主題を

設定した。

２ 研究のねらい

各学校や地域の現状と課題を把握し、生徒の豊

かな心の育成や学力の充実のために学校支援活動

の効果的な活用と教頭の役割を探る。

３ 研究の経過

⑴ 平成23年度

①研究主題についての検討

②研究計画の立案

⑵ 平成24年度

①各学校や地域の現状と課題の把握

②地域の教育力の効果的な活用についての検討

③学校支援活動についての研究と具体的な取組

⑶ 平成25年度

①各学校での課題解決に向けての実践

②「各学校・各地域における学校支援活動の現

状と課題」についてのまとめ

４ 研究の概要

⑴ 地域の教育力のとらえ方

本研究において、地域の教育力とは、子どもた

ちの学びにおいて、優れた影響を与えるであろう

地域社会に存在する教育資源（人、もの、こと）

の総称ととらえることにする。

⑵ 各中学校の状況（平成25年５月１日現在）

①第一中学校

生徒数426名（13学級）。市の中央部の市街

地とそれをとりまく住宅地及び周辺農村部を

校区としている。平成18年度から学校運営協

議会（コミュニティ・スクール）が設置され

ている。

②第二中学校

生徒数502名（16学級）。市の北部から西部

を校区としている。平成20年度から人吉市学

校支援地域本部事業の取組がなされている。

③第三中学校

生徒数56名（５学級）。市の南東部に位置

し、農地や山林が広がる自然豊かな校区であ

る。転出入が殆どない定住者の多い地域で、

学校教育活動に対してＰＴＡが協力的であ

る。

⑶ 学校支援活動に対しての教頭の関わり

①ＰＤＣＡサイクルの視点からの指導及び助言

②体制づくり

・校内組織の整備

・授業時数の確保や弾力的運用についての指

導及び助言

・学習環境の整備

・外部との連携への指導及び助言

③連絡調整（校内、地域の方との）

④年度末の引継事項の確認

⑷ 第一中学校の事例

①学校運営協議会の概要（平成24年度）

②教頭の関わり

ア ＰＤＣＡサイクルの視点からの指導及び助

言について

学校運営協議会からの提言や外部評価の結

果を職員に周知するとともに、各コミュニテ

ィの活動が計画に従って実施されているか年

度途中に確認したことにより、職員が教育実

践を振り返り改善を意識する機会となった。

また、各コミュニティの活動のマンネリ化防

止にもつながった。

イ 体制づくりについて

校務分掌（各コミュニティの担当者）を決

定する際に、適材適所や経験を積ませるとい

う視点から助言を行った。

また、これまで２学期に実施していた職場

体験及び福祉体験を平成25年度は夏季休業中

に実施することについて助言を行い、現在実

施に向けて準備を進めている。

ウ 連絡調整について

学校運営協議会委員との連絡調整は教頭が

直接行った。各コミュニティとの連絡調整は

各担当職員が行っているが、円滑に行われて

いるかどうかを把握し、指導助言を行った。

エ 年度末の引継事項の確認について

事務引継届の作成やデータを整理して共有

サーバーへ保存するよう関係職員へ指示し

た。年度当初に、転入職員への説明と留任職

員への再確認のため本校の学校運営協議会に

ついての研修を第１回校内研修に位置づけた

ことにより、職員の共通理解が深まった。

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 成果

①学校支援活動に関わる各学校や地域の現状と

課題を再確認することで、改善への視点を示

すことができた。

②地域の教育力を活用し、各学校の実態に応じ

た学校支援が行われている。

⑵ 今後の課題

①学校支援ボランティアの確保

②予算の問題

③教職員の意識改革

④情報発信の工夫

１ 学校運営協議会の構成員
９名（地域の方５名、ＰＴＡ役員２名、学校か

ら教頭と主幹教諭）

２ 学校運営協議会がめざすもの
道徳的判断力･実践力
・社会に役立つことのできる人間
・社会のために自分の力を発揮できる人間

３ 各コミュニティの取組
(1) 教科等支援コミュニティ

① ねらい
地域の人材の専門的な知識や技能を教科等の

支援に生かす。
② 具体的取組

・家庭科食物領域「郷土料理調理実習」の支援
・社会科歴史的分野「戦国時代の人吉」の支援
・別室登校生徒への学習支援

(2) 地域文化コミュニティ
① ねらい

地域や人との関わりを大切にし、郷土を愛し郷
土に誇りを持つ生徒を育成する。

② 具体的取組
・１年総合的な学習の時間における「地域文化理
解活動」への支援

(3) 体験コミュニティ
① ねらい

地域での体験活動を通して、地域を知るとともに
社会の一員としての役割についての自覚を促す。

② 具体的取組
・２年職場体験への支援
・３年福祉体験への支援
・社会体験（おくんち祭り）参加への支援
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地域の教育力を生かした教育活動の充実に向けて
～学校支援活動の効果的な活用と教頭の関わり～

提言者 熊本県人吉市中学校教頭会 人吉市立第一中学校 迫田 正純

１ 主題設定の理由

昨年度から全面実施となった中学校学習指導要

領では、指導計画の作成等にあたって配慮すべき

事項の一つとして、「学校がその目的を達成する

ため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の

人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を

深めること」と示されている。

また、熊本県では、学校支援地域本部事業やコ

ミュニティ・スクール等の保護者や地域住民が学

校の様々な教育活動を支援する取組、いわゆる「学

校応援団」づくりが進められている。

本市教頭会では、教頭が自校職員及び地域の方

々に直接はたらきかけることができるキーパーソ

ンとして地域の教育力の活用に積極的に関わって

いくことで、より充実した教育活動を展開し、特

色ある学校づくりに寄与できると考え、本主題を

設定した。

２ 研究のねらい

各学校や地域の現状と課題を把握し、生徒の豊

かな心の育成や学力の充実のために学校支援活動

の効果的な活用と教頭の役割を探る。

３ 研究の経過

⑴ 平成23年度

①研究主題についての検討

②研究計画の立案

⑵ 平成24年度

①各学校や地域の現状と課題の把握

②地域の教育力の効果的な活用についての検討

③学校支援活動についての研究と具体的な取組

⑶ 平成25年度

①各学校での課題解決に向けての実践

②「各学校・各地域における学校支援活動の現

状と課題」についてのまとめ

４ 研究の概要

⑴ 地域の教育力のとらえ方

本研究において、地域の教育力とは、子どもた

ちの学びにおいて、優れた影響を与えるであろう

地域社会に存在する教育資源（人、もの、こと）

の総称ととらえることにする。

⑵ 各中学校の状況（平成25年５月１日現在）

①第一中学校

生徒数426名（13学級）。市の中央部の市街

地とそれをとりまく住宅地及び周辺農村部を

校区としている。平成18年度から学校運営協

議会（コミュニティ・スクール）が設置され

ている。

②第二中学校

生徒数502名（16学級）。市の北部から西部

を校区としている。平成20年度から人吉市学

校支援地域本部事業の取組がなされている。

③第三中学校

生徒数56名（５学級）。市の南東部に位置

し、農地や山林が広がる自然豊かな校区であ

る。転出入が殆どない定住者の多い地域で、

学校教育活動に対してＰＴＡが協力的であ

る。

⑶ 学校支援活動に対しての教頭の関わり

①ＰＤＣＡサイクルの視点からの指導及び助言

②体制づくり

・校内組織の整備

・授業時数の確保や弾力的運用についての指

導及び助言

・学習環境の整備

・外部との連携への指導及び助言

③連絡調整（校内、地域の方との）

④年度末の引継事項の確認

⑷ 第一中学校の事例

①学校運営協議会の概要（平成24年度）

②教頭の関わり

ア ＰＤＣＡサイクルの視点からの指導及び助

言について

学校運営協議会からの提言や外部評価の結

果を職員に周知するとともに、各コミュニテ

ィの活動が計画に従って実施されているか年

度途中に確認したことにより、職員が教育実
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また、各コミュニティの活動のマンネリ化防
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５ 研究の成果と今後の課題
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２ 学校運営協議会がめざすもの
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・社会のために自分の力を発揮できる人間
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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中、教育基本

法、学校教育法が改正され、全面実施となった新

学習指導要領では、「確かな学力」「豊かな心」

「健やかな体」の調和を重視する「生きる力」の

理念が継承された。なかでも「21世紀を心豊かに

たくましく生きる子どもたちを育成するために、

『豊かな心』を身につけていく指導」が求められ

ている。 

具体的には、児童生徒を取り巻く社会の急激な

変化の中で、人間関係の希薄化や規範意識の低下

が見られることなどを受け、自立心や自律性、基

本的生活習慣・生命を尊重する心・人間関係を築

く力の育成等、子どもたちの心の成長にかかわる

課題が山積している。 

そこで、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学

校」をめざして、キャリア教育の推進を研究課題

とした。キャリア教育の視点からみた子どもの発

達課題解決における我々教頭の果たす役割を追究

すべく、本主題を設定した。 

 

２  研究のねらい 

将来の生き方につながるキャリア教育推進のた

めに、各校のキャリア教育への実態調査をもとに

課題を見出し、教頭が果たす役割について実践事

例をもとに協議し、明らかにする。 

 

３ 研究の経過 

⑴ １年次（平成23年度） 

ア キャリア教育についての研修の実施 

イ 小中学校におけるキャリア教育の実態を

調査し、実態を把握する。 

⑵ ２年次（平成24年度） 

ア 市内小学校５・６年生及び全教職員にキャ

リア教育に対する意識等のアンケート調査

を行い、課題を明確にする。  

イ 課題解決のために、教頭としてどのように

かかわっていくかを協議し、実践する。 

⑶ ３年次（平成25年度） 

実践した事例をもとに反省し、課題や成果の

整理とまとめをする。 

 

４ 研究の概要 

⑴  平成23年度の研究から  

市内の多くの学校では、キャリア教育の計画が

整備されていなかったり、分掌組織や教育課程に

位置づけられていなかったりなど、教育活動全体

との関連がまだ十分に図られていなかった。 

また、小学校では学年や学級でのキャリア教育

に対する取り組みに差が見られたり、体験的な学

習への取り組みに小と中で温度差があったりなど、

キャリア教育に対しての意識や取り組みに学年及

び校種での違いが見られた。さらには、小中の連

携を意識していると答えたのは半数であり、意識

していると答えた学校でも、キャリア発達を意識

した取り組みになっているとは言えなかった。 

他に、市内小中学校では、市教委主導の夢実現

事業や県の事業を中心にしたキャリア教育への取

り組みがなされているが、学校独自の取り組みで

は、体験的な学習がマンネリ化したり、受け入れ

先の確保に苦慮したりなどの問題点が見られた。 

以上のことから、教頭の役割を「結びつける」

をキーワードに「教育活動全体とキャリア教育」

「キャリア教育に関する小と中」「市教委、地域

と各学校」とし、次年度の課題とした。 

⑵ 平成24年度の研究から 

 ア 児童及び職員の意識等の調査 

①児童の実態アンケート結果  

市内小学校５・６年生に自己のキャリア教

育に関する能力についてのアンケートを行っ

た。その結果、友達との協力や認め合いなど

の「自他の理解能力」「コミュニケーション

能力」、また、良いと思うことを自分で決め

て進めたり、役割を決めて分担して進めたり

などの「選択能力」「役割把握・認識能力」

についての評価は高かった。しかしながら、

知りたいと思うことについて進んで資料を集

めたり、自分たちから質問したりする「情報

収集・探索能力」の評価は低かった。 

②管理職と一般教員へのアンケート結果 

キャリア教育に対する意識や実施段階に

ついては、管理職の多くは肯定的にとらえて

いるが、一般教員の半数近くは、あまり必要

性を感じていなかったり、役割や違いが分か

らなかったりなど否定的にとらえていた。   

また、体験的な活動については、管理職の

ほとんどはその必要性を感じているにもか

かわらず、一般の教員の1割は必要性を感じ

ていなかった。さらに、キャリア教育を実施

することで期待できる能力については、管理

職のほとんどがいろいろな能力育成につな

がるのではないかととらえているにもかか

わらず、実際に指導にあたる教員の１～２割

はあまり期待できないなど否定的な考えを

もっていることが分かった。 

以上のことから、子どもの発達課題解決に

向け、「管理職と一般教員」「小と中」のキ

ャリア教育に対する意識や取り組みを内外

のリソースと「結びつける」実践を各校で行

った。 

イ 実践について 

①育活動全体とキャリア教育 

・各教科、各領域の全体計画や年間指導計

画へのキャリア教育の「結びつけ」を行

うとともに、分掌組織の見直し及び研修

会への参加の奨励 

・家庭学習や学習のきまりなどでの学習習

慣の育成 

・体験的な学習時での緊急対応の確認 

②キャリア教育に関する小と中 

・各中学校区においての連携協議会の開催

（授業の公開、テーマを設けての話合い、

情報交換、出前授業等）においての連絡

調整及び進行 

・英語教育推進特区から文部科学省指定育

課程特例校としての取り組み 

・地域型小中連携校での取り組みと接続 

③市教委、地域と各学校 

・市教委主催「仕事に学び、人に学ぶ、『ゆ

め』実現推進事業」の連絡調整等 

・教育支援プラットフォーム上北地区協議

会等との連携事業の実施 

・地域人材バンク等の活用における連絡調

整及び緊急対応の確認 

 

５ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 成果 

・昨年度までのキャリア教育についての研修の

成果と課題をもとに、キャリア教育に関して

市内小学校・中学校教員及び児童にそれぞれ

の内容でアンケートを行った。その結果、教

員の意識や取り組み状況、児童の実態が明ら

かになった。 

・教頭の役割として、「教育活動全体とキャリ

ア教育」「キャリア教育に関する小と中の接

続」「市教委・地域と各学校」を内外のリソ

ースと結びつけることを意識して、職員に働

きかけることが必要であることが分かった。 

・三沢市の特徴である「ゆめ」実現推進事業や

小・中英語推進委員会の活動等をキャリア教

育の視点からとらえ直すことができた。 

⑵ 課題 

・各学校で体験的な学習等を実施しているが、

キャリア発達を意識した適切な取り組みとす

るための教頭としての働きかけが不十分であ

る。 

 

＜参考文献＞ 

・「学びをつくり出すキャリア教育」研究紀要 

Ｎｏ169 福岡県教育センター 2009 ３月 

・「キャリア教育推進に関する調査研究」 

2006  愛知県小・中学校及び高等学校  

・「キャリア教育って結局なんなんだ？」 

2009 国立教育政策研究所生徒指導研究センター  
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ア教育」「キャリア教育に関する小と中の接

続」「市教委・地域と各学校」を内外のリソ

ースと結びつけることを意識して、職員に働

きかけることが必要であることが分かった。 

・三沢市の特徴である「ゆめ」実現推進事業や

小・中英語推進委員会の活動等をキャリア教

育の視点からとらえ直すことができた。 

⑵ 課題 

・各学校で体験的な学習等を実施しているが、

キャリア発達を意識した適切な取り組みとす

るための教頭としての働きかけが不十分であ

る。 

 

＜参考文献＞ 

・「学びをつくり出すキャリア教育」研究紀要 

Ｎｏ169 福岡県教育センター 2009 ３月 

・「キャリア教育推進に関する調査研究」 

2006  愛知県小・中学校及び高等学校  

・「キャリア教育って結局なんなんだ？」 

2009 国立教育政策研究所生徒指導研究センター  
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不登校問題解消への取組を進めるための体制づくりと教頭のかかわり
～久留米市の不登校問題の現状と取組の分析を通して～

提言者 福岡県久留米市中学校教頭会 久留米市立宮ノ陣中学校 佐藤 直子

１ 主題設定の理由

久留米市は、平成17年２月の１市４町の広域合

併により30万都市となり、新市における教育施策

の中期的事業プランが掲げられ、次代を担う人間

力を身につけた子どもの育成に向け、教育改革を

進めるための各種施策に取り組んでいる。平成20

年４月には中核都市移行により、市独自の教育セ

ンターも設置され、学校教育に関する課題につい

て研究を進めている。中でも、本市の不登校児童

生徒の現状報告として、平成19年度をピークに減

少傾向にはあったものの、平成22年度よりやや増

加の傾向にあること、また、小・中学校合わせて

300名以上の不登校児童生徒がおり、依然として

全国および福岡県の出現率を上回っていることな

どが挙げられており、本市の大きな教育課題とな

っていることが明らかになった。

そこで、不登校問題解消の取組を進める上で、

本市の現状や各校の不登校問題解消の代表的な取

組の分析を通して、課題や改善のポイントを明ら

かにし、教頭として校内の体制づくりや指導・支

援等を推進していくことが重要であると考え、本

主題を設定した。

２ 研究のねらい

本市の不登校問題の現状を踏まえ、各学校の取

組から課題や改善のポイントを明らかにし、効果

的な指導･助言について考察する。また、校内の

体制づくりや関係機関等との連携の推進役として

の教頭のかかわりを研究する。

３ 研究の経過

⑴ １年次（平成22年度）

①研究主題の設定

②実態把握

⑵ ２年次（平成23年度）

①各校の取組の検討

②関係機関との連携

⑶ ３年次（平成24年度）

①実践報告

②取組の充実

４ 研究の概要

⑴ 不登校問題の実態把握と共通理解

①Q-U、自己・他者肯定感テスト（県教育セン

ター作成）等の実施

②不登校に対する基本的な考え方

・進路の問題としてのとらえ

・専門機関との連携ネットワーク

・居場所となる学校づくり

・関係づくりと適切な援助

・家庭の教育力の充実

⑵ 不登校を出さない取組

①Q-U等の実施と教育相談の推進

②生徒指導部会における生徒状況把握と共通理

解を図るための個人カルテ等の工夫、指導･

助言

【Ａ校：生徒指導部会の生徒状況把握シート】

【Ａ校：別室登校生徒の日誌と出席確認表】

③保護者への積極的なかかわりとスクールカウ

ンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー

(SSW）等の活用推進

＜事例１＞

Ｂ校：２年男子生徒

(早期対応とスモールステップによる支援）

１ 具体的な対応

⑴ 担任の家庭訪問とＳＣの活用 →現状把握

→本人・保護者のニーズの把握

⑵ 学年を中心とした組織的対応

→学習活動の提示、話し込み

→日誌、活動確認表による共通理解

⑶ スモールステップによる学級復帰支援

→参加授業、活動の目標設定と同行支援

２ 教頭としてのかかわり

⑴ 校内の連絡調整 →別室整備調整

→教務主任…担任の時間確保

→SCのかかわりの確保

⑵ ケース会議の設定・運営

→校長・生徒指導主事…内容目標確認

→職員の連携と対応目標確認

⑶ 別室対応の援助 →出席・下校、活動確認

３ 対応結果

すぐに別室を確保し、別室での登校を継続する

ことにより、学校生活のリズムをある程度崩さな

い状況からの早期対応ができたことと、並行して

SCによるカウンセリングや職員との話し込みによ

り学級復帰へのチャレンジがスムーズに実施さ

れ、学級復帰をすることができた。

④小中連携による中１ギャップの解消

ア 欠席状況調査の積極的活用推進

イ 不安解消のための交流授業等推進

⑶ 学級復帰を支援する取組

①ニーズに応じた相談体制の充実

②話せる先生づくりの支援

③スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーや関係機関との連携

ア 校内適応指導教室の活用推進

イ 適応指導教室「らるご」との連携

＜事例２＞

Ｃ校：２年男子生徒

１ 具体的な対応

生徒指導部会での現状分析と対応協議

⑴ 担任とSSWによる家庭訪問→現状把握

⑵ SSWによる家庭訪問→保護者のニーズ把

⑶ 週１回のケース会議

（対応目標の設定、対応に向けた手だての確認）

２ 教頭としてのかかわり

⑴ 外部関係機関との連絡調整→SSW,育成課

⑵ 校内連絡調整→教務主任…担任の時間確保

⑶ ケース会議の設定・運営

→教務主任…各担当時間確保

→校長・生徒指導主事…内容目標確認

３ 対応結果

完全な引き籠もり状態であったが、母親に対す

る福祉的なケアも進めながら、適応指導教室「ら

るご」の引き籠もり解消支援(週一回程度の訪問

指導)を導入することにより、対人コミュニケー

ションの状況が大きく改善してきている。

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 成果

①各校の取組事例を通して、関係機関等を活用

した継続的なかかわりをそれぞれの学校にお

いても積極的に推進することができた。

②教頭が推進役となって、全校の状況を把握し、

生徒指導主事や専任生徒指導担当、学年主任

に指導･助言するとともに、全職員に生徒の

状況や対応の共通理解をさせることにより、

早期発見・早期対応につながり、不登校傾向

にある生徒への支援が充実してきた。

③市内一斉に行う新入生説明会において中学校

の授業を中学生と共に体験する等の取組を推

進することにより、中一ギャップ解消の一助

となっている。

⑵ 今後の課題

不登校は、「どの子どもにも起こりうる」とい

う基本認識に立って、

①職員に常に協働の意識をもたせ、積極的かつ

きめ細かな生徒指導の継続と充実を図る。

②小中連携のさらなる推進による不登校生徒へ

の支援対応の充実を図るとともに、学校数に

対するSSWの配置の増員等の要望を行う。

34

１
Ａ

１
Ｂ

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

35

２

第２分科会　「子どもの発達に関する課題」



不登校問題解消への取組を進めるための体制づくりと教頭のかかわり
～久留米市の不登校問題の現状と取組の分析を通して～

提言者 福岡県久留米市中学校教頭会 久留米市立宮ノ陣中学校 佐藤 直子

１ 主題設定の理由

久留米市は、平成17年２月の１市４町の広域合

併により30万都市となり、新市における教育施策

の中期的事業プランが掲げられ、次代を担う人間

力を身につけた子どもの育成に向け、教育改革を

進めるための各種施策に取り組んでいる。平成20

年４月には中核都市移行により、市独自の教育セ

ンターも設置され、学校教育に関する課題につい

て研究を進めている。中でも、本市の不登校児童

生徒の現状報告として、平成19年度をピークに減

少傾向にはあったものの、平成22年度よりやや増

加の傾向にあること、また、小・中学校合わせて

300名以上の不登校児童生徒がおり、依然として

全国および福岡県の出現率を上回っていることな

どが挙げられており、本市の大きな教育課題とな

っていることが明らかになった。

そこで、不登校問題解消の取組を進める上で、

本市の現状や各校の不登校問題解消の代表的な取

組の分析を通して、課題や改善のポイントを明ら

かにし、教頭として校内の体制づくりや指導・支

援等を推進していくことが重要であると考え、本

主題を設定した。

２ 研究のねらい

本市の不登校問題の現状を踏まえ、各学校の取

組から課題や改善のポイントを明らかにし、効果

的な指導･助言について考察する。また、校内の

体制づくりや関係機関等との連携の推進役として

の教頭のかかわりを研究する。

３ 研究の経過

⑴ １年次（平成22年度）

①研究主題の設定

②実態把握

⑵ ２年次（平成23年度）

①各校の取組の検討

②関係機関との連携

⑶ ３年次（平成24年度）

①実践報告

②取組の充実

４ 研究の概要

⑴ 不登校問題の実態把握と共通理解

①Q-U、自己・他者肯定感テスト（県教育セン

ター作成）等の実施

②不登校に対する基本的な考え方

・進路の問題としてのとらえ

・専門機関との連携ネットワーク

・居場所となる学校づくり

・関係づくりと適切な援助

・家庭の教育力の充実

⑵ 不登校を出さない取組

①Q-U等の実施と教育相談の推進

②生徒指導部会における生徒状況把握と共通理

解を図るための個人カルテ等の工夫、指導･

助言

【Ａ校：生徒指導部会の生徒状況把握シート】

【Ａ校：別室登校生徒の日誌と出席確認表】

③保護者への積極的なかかわりとスクールカウ

ンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー

(SSW）等の活用推進

＜事例１＞

Ｂ校：２年男子生徒

(早期対応とスモールステップによる支援）

１ 具体的な対応

⑴ 担任の家庭訪問とＳＣの活用 →現状把握

→本人・保護者のニーズの把握

⑵ 学年を中心とした組織的対応

→学習活動の提示、話し込み

→日誌、活動確認表による共通理解

⑶ スモールステップによる学級復帰支援

→参加授業、活動の目標設定と同行支援

２ 教頭としてのかかわり

⑴ 校内の連絡調整 →別室整備調整

→教務主任…担任の時間確保

→SCのかかわりの確保

⑵ ケース会議の設定・運営

→校長・生徒指導主事…内容目標確認

→職員の連携と対応目標確認

⑶ 別室対応の援助 →出席・下校、活動確認

３ 対応結果

すぐに別室を確保し、別室での登校を継続する

ことにより、学校生活のリズムをある程度崩さな

い状況からの早期対応ができたことと、並行して

SCによるカウンセリングや職員との話し込みによ

り学級復帰へのチャレンジがスムーズに実施さ

れ、学級復帰をすることができた。

④小中連携による中１ギャップの解消

ア 欠席状況調査の積極的活用推進

イ 不安解消のための交流授業等推進

⑶ 学級復帰を支援する取組

①ニーズに応じた相談体制の充実

②話せる先生づくりの支援

③スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーや関係機関との連携

ア 校内適応指導教室の活用推進

イ 適応指導教室「らるご」との連携

＜事例２＞

Ｃ校：２年男子生徒

１ 具体的な対応

生徒指導部会での現状分析と対応協議

⑴ 担任とSSWによる家庭訪問→現状把握

⑵ SSWによる家庭訪問→保護者のニーズ把

⑶ 週１回のケース会議

（対応目標の設定、対応に向けた手だての確認）

２ 教頭としてのかかわり

⑴ 外部関係機関との連絡調整→SSW,育成課

⑵ 校内連絡調整→教務主任…担任の時間確保

⑶ ケース会議の設定・運営

→教務主任…各担当時間確保

→校長・生徒指導主事…内容目標確認

３ 対応結果

完全な引き籠もり状態であったが、母親に対す

る福祉的なケアも進めながら、適応指導教室「ら

るご」の引き籠もり解消支援(週一回程度の訪問

指導)を導入することにより、対人コミュニケー

ションの状況が大きく改善してきている。

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 成果

①各校の取組事例を通して、関係機関等を活用

した継続的なかかわりをそれぞれの学校にお

いても積極的に推進することができた。

②教頭が推進役となって、全校の状況を把握し、

生徒指導主事や専任生徒指導担当、学年主任

に指導･助言するとともに、全職員に生徒の

状況や対応の共通理解をさせることにより、

早期発見・早期対応につながり、不登校傾向

にある生徒への支援が充実してきた。

③市内一斉に行う新入生説明会において中学校

の授業を中学生と共に体験する等の取組を推

進することにより、中一ギャップ解消の一助

となっている。

⑵ 今後の課題

不登校は、「どの子どもにも起こりうる」とい

う基本認識に立って、

①職員に常に協働の意識をもたせ、積極的かつ

きめ細かな生徒指導の継続と充実を図る。

②小中連携のさらなる推進による不登校生徒へ

の支援対応の充実を図るとともに、学校数に

対するSSWの配置の増員等の要望を行う。
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豊かな心・学力の向上・健康づくりを
バランスよく育むための教頭としての関わり

～地域コーディネーターや地域人材の活用を通して～

提言者 大分県豊後高田市教頭会 豊後高田市立呉崎小学校 今富 雄三

１ 主題設定の理由

本市でも、少子化が進み、小規模校が多くなっ

た。地域の中の学校としての存在が大きくなり、

学校と地域との連携を深める活動が必要とされて

いる。

そのような状況の中、平成12年度から『教育の

まち豊後高田市』を合い言葉に､市全体で教育に

力を入れている。その取り組みの１つとして、本

市では、「保護者や地域の人材を授業の中に学習

サポーターとして活用することにより､学校と地

域が連携し共同して児童生徒の学力向上を図る」

ことを目的として県の委託を受け、地域人材活用

推進事業の取り組みが進められてきた。

さらに、平成20年度から、新たに文部科学省の

委託を受け「学校・家庭・地域が一体となって子

どもたちのよりよい教育をめざして地域ぐるみで

子どもを育てる」ことを目的に「学校支援地域本

部」がスタートした。文部科学省の委託が終わっ

た現在でも、市独自の取り組みとして引き続いて

行われている。300名を超す人材バンクへの登録

者ができ、一部は本市の「学びの21世紀塾事業」

のボランティアとして活躍をしている。

以前の地域人材活用推進事業では、各ボランテ

ィアとの連絡調整を教頭が行っていたが、「学校

支援地域本部」事業では地域コーディネーターと

の連携がさらに密になり、取り組みへの関わりが

増している。

市教頭会では、地域との連携などについての成

果や課題について情報交換の場を持ち、学校と地

域の連携強化を進めてきているが、下記のような

検討課題も見られた。

①学校側と外部団体のニーズを一致させつつ、教

育課程へどう位置づけていくか

②行事消化型の取り組みに陥らないようにするた

めにはどうするか

③地域人材を活用したあとでどのように評価し、

改善していくか。

これらの課題に対して教頭としてどう取り組ん

でいくのか市教頭会として研究を進めて行きたい

と考え、本主題を設定した。

２ 研究のねらい

これまで培ってきた地域コーディネーターとの

連携を通して、学校行事や授業に地域人材の活用

を図ることにより、豊かな心・学力向上・健康づ

くり等、子どもたちへの教育効果を高めることが

できると考える。そこで、地域コーディネーター

や地域人材の活用において教頭としてどう関わっ

ていくかを探り、教育活動の充実を図ることをね

らいとする。

３ 研究の経過

⑴ 平成22年度

○市教頭会の組織体制や研究の方向性を確認

⑵ 平成23年度

○研究テーマの決定と研究構想を立案

○各学校での地域コーディネーター・地域人材

活用の取り組み状況の把握

⑶ 平成24年度

○各ブロック単位での取り組み状況の把握

⑷ 平成25年度

○各ブロック単位での取り組みの見直し

○これまでの研究の評価とまとめ

４ 研究の概要

本市には､中学校区単位で６つの学校支援地域

本部があり、それぞれに地域コーディネーターが

いて、学校の要望や地域への協力依頼、学校への

地域人材の斡旋、人材バンクの作成を進めている。

地域との連携は、小学校と中学校で、また小学

校もさまざまな条件のもと、それぞれ特色のある

取り組みとなっている。

中学校では、新学習指導要領の実施に伴いはじ

まった「武道」の授業を地域の専門的技能をもつ

方と保健体育科の教員がともに行うことで、技術

面はもちろん安全面も確保される実践を行った。

小学校では、地域に根付いた実践が多い。例え

ば、海岸部に立地している学校では、魚を使った

料理教室を行ったり、農業がさかんな地域に立地

している学校では、ネギづくりの支援をしてもら

ったりしている。

コミュニティ・スクールである前任校の田染小

では、これまで行ってきた学校行事やＰＴＡ行事、

授業ごとにお願いしてきたゲストティーチャーや

学習サポーターの方々による出前授業や学習支援

の取り組みを「田染コミュティ」の中の「体力・

安全」「学び」「環境」の３つの部門に整理してい

る。中でも「学び」コミュニティでは、多くの地

域の方に支援していただいている。

ゲストティーチャーや学習サポーターの方々

は、コーディネーターに紹介をしてもらうだけで

なく、年度当初に年間を見通して、総合的な学習

の時間や各教科でお願いしたい支援の内容を出し

合い、よびかけの文書にまとめ、各家庭及び地域

へ配布して募集をしている。

教頭とコミュニティ（地域協育）担当が事務局

として、活動担当と応募していただいた方に連絡

をとり、日程や支援の内容について調整をしてお

く。その後担当が詳細な打ち合わせを実施し、当

日の授業という運びとなる。

当日は授業観察を極力行い、終わったあとは子

どもたちからの感想やお礼のお手紙を送ってい

る。

年間のべ100人を超す方々を地域人材として活

用することができている背景には、次のようなこ

とがあると考えられる。

①学校に来たボランティアの方からは、子どもた

ちから逆に元気をもらう、という声を聞く。学

校を開くことで地域の方々を元気づけることに

なっている。

②学校のニーズやボランティアの方の役割がはっ

きりしていることで応募も多く、十分授業に生

かすことができ、学校側もボランティアの方も

お互い満足感を得ることができている。

③地域行事に管理職のみならず教職員も積極的に

参加をすることで、地域の方に「地域の学校」

として認知されていくように感じる。

５ 研究の成果

○連携が定着する中で、年間行事や総合的な学習

の時間・各教科の教育課程への位置づけが進ん

できている。

○本年度実施した活動の成果と課題、子どもたち

の実態を把握し、ＰＤＣＡサイクルをしっかり

つくることで、次年度以降の教職員の授業のね

らいや計画をしっかりしたものにすることがで

きる。

○外部からのさまざまな人とのふれあいから、自

己有用感や自己肯定感を子どもたちが感じるこ

とができ、子どもたちの健やかに成長する姿が

みられる。

○担当教師は、外部の方との打ち合わせや準備、

指導の中で、地域の方の思いや地域の成り立ち

を知ることになり、教師自身の意識改革や資質

の向上につながり、ひいては学校の活性化にも

及んでいる。

○保護者との連携が強まり、ＰＴＡ活動の活性化

につながるとともに、地域に発信することでき、

学校への信頼や協力が深まる。

○各学校の事例からお互いに学び合うことで、教

頭の役割や業務内容をとらえることができた。

６ 今後の課題

○新たな取り組みが増える中、これまでの取り組

みの精選や調整、打ち合わせ時間の確保が難し

い。

○材料費や教材費など必要な経費の確保が難し

い。ボランティアの方の善意に甘えている部分

もある。

○「地域協育担当」を各校で位置づけているが、

今後担当者を中心に組織として持続した連携を

図っていく必要がある。
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豊かな心・学力の向上・健康づくりを
バランスよく育むための教頭としての関わり

～地域コーディネーターや地域人材の活用を通して～

提言者 大分県豊後高田市教頭会 豊後高田市立呉崎小学校 今富 雄三

１ 主題設定の理由

本市でも、少子化が進み、小規模校が多くなっ

た。地域の中の学校としての存在が大きくなり、

学校と地域との連携を深める活動が必要とされて

いる。

そのような状況の中、平成12年度から『教育の

まち豊後高田市』を合い言葉に､市全体で教育に

力を入れている。その取り組みの１つとして、本

市では、「保護者や地域の人材を授業の中に学習

サポーターとして活用することにより､学校と地

域が連携し共同して児童生徒の学力向上を図る」

ことを目的として県の委託を受け、地域人材活用

推進事業の取り組みが進められてきた。

さらに、平成20年度から、新たに文部科学省の

委託を受け「学校・家庭・地域が一体となって子

どもたちのよりよい教育をめざして地域ぐるみで

子どもを育てる」ことを目的に「学校支援地域本

部」がスタートした。文部科学省の委託が終わっ

た現在でも、市独自の取り組みとして引き続いて

行われている。300名を超す人材バンクへの登録

者ができ、一部は本市の「学びの21世紀塾事業」

のボランティアとして活躍をしている。

以前の地域人材活用推進事業では、各ボランテ

ィアとの連絡調整を教頭が行っていたが、「学校

支援地域本部」事業では地域コーディネーターと

の連携がさらに密になり、取り組みへの関わりが

増している。

市教頭会では、地域との連携などについての成

果や課題について情報交換の場を持ち、学校と地

域の連携強化を進めてきているが、下記のような

検討課題も見られた。

①学校側と外部団体のニーズを一致させつつ、教

育課程へどう位置づけていくか

②行事消化型の取り組みに陥らないようにするた

めにはどうするか

③地域人材を活用したあとでどのように評価し、

改善していくか。

これらの課題に対して教頭としてどう取り組ん

でいくのか市教頭会として研究を進めて行きたい

と考え、本主題を設定した。

２ 研究のねらい

これまで培ってきた地域コーディネーターとの

連携を通して、学校行事や授業に地域人材の活用

を図ることにより、豊かな心・学力向上・健康づ

くり等、子どもたちへの教育効果を高めることが

できると考える。そこで、地域コーディネーター

や地域人材の活用において教頭としてどう関わっ

ていくかを探り、教育活動の充実を図ることをね

らいとする。

３ 研究の経過

⑴ 平成22年度

○市教頭会の組織体制や研究の方向性を確認

⑵ 平成23年度

○研究テーマの決定と研究構想を立案

○各学校での地域コーディネーター・地域人材

活用の取り組み状況の把握

⑶ 平成24年度

○各ブロック単位での取り組み状況の把握

⑷ 平成25年度

○各ブロック単位での取り組みの見直し

○これまでの研究の評価とまとめ

４ 研究の概要

本市には､中学校区単位で６つの学校支援地域

本部があり、それぞれに地域コーディネーターが

いて、学校の要望や地域への協力依頼、学校への

地域人材の斡旋、人材バンクの作成を進めている。

地域との連携は、小学校と中学校で、また小学

校もさまざまな条件のもと、それぞれ特色のある

取り組みとなっている。

中学校では、新学習指導要領の実施に伴いはじ

まった「武道」の授業を地域の専門的技能をもつ

方と保健体育科の教員がともに行うことで、技術

面はもちろん安全面も確保される実践を行った。

小学校では、地域に根付いた実践が多い。例え

ば、海岸部に立地している学校では、魚を使った

料理教室を行ったり、農業がさかんな地域に立地

している学校では、ネギづくりの支援をしてもら

ったりしている。

コミュニティ・スクールである前任校の田染小

では、これまで行ってきた学校行事やＰＴＡ行事、

授業ごとにお願いしてきたゲストティーチャーや

学習サポーターの方々による出前授業や学習支援

の取り組みを「田染コミュティ」の中の「体力・

安全」「学び」「環境」の３つの部門に整理してい

る。中でも「学び」コミュニティでは、多くの地

域の方に支援していただいている。

ゲストティーチャーや学習サポーターの方々

は、コーディネーターに紹介をしてもらうだけで

なく、年度当初に年間を見通して、総合的な学習

の時間や各教科でお願いしたい支援の内容を出し

合い、よびかけの文書にまとめ、各家庭及び地域

へ配布して募集をしている。

教頭とコミュニティ（地域協育）担当が事務局

として、活動担当と応募していただいた方に連絡

をとり、日程や支援の内容について調整をしてお

く。その後担当が詳細な打ち合わせを実施し、当

日の授業という運びとなる。

当日は授業観察を極力行い、終わったあとは子

どもたちからの感想やお礼のお手紙を送ってい

る。

年間のべ100人を超す方々を地域人材として活

用することができている背景には、次のようなこ

とがあると考えられる。

①学校に来たボランティアの方からは、子どもた

ちから逆に元気をもらう、という声を聞く。学

校を開くことで地域の方々を元気づけることに

なっている。

②学校のニーズやボランティアの方の役割がはっ

きりしていることで応募も多く、十分授業に生

かすことができ、学校側もボランティアの方も

お互い満足感を得ることができている。

③地域行事に管理職のみならず教職員も積極的に

参加をすることで、地域の方に「地域の学校」

として認知されていくように感じる。

５ 研究の成果

○連携が定着する中で、年間行事や総合的な学習

の時間・各教科の教育課程への位置づけが進ん

できている。

○本年度実施した活動の成果と課題、子どもたち

の実態を把握し、ＰＤＣＡサイクルをしっかり

つくることで、次年度以降の教職員の授業のね

らいや計画をしっかりしたものにすることがで

きる。

○外部からのさまざまな人とのふれあいから、自

己有用感や自己肯定感を子どもたちが感じるこ

とができ、子どもたちの健やかに成長する姿が

みられる。

○担当教師は、外部の方との打ち合わせや準備、

指導の中で、地域の方の思いや地域の成り立ち

を知ることになり、教師自身の意識改革や資質

の向上につながり、ひいては学校の活性化にも

及んでいる。

○保護者との連携が強まり、ＰＴＡ活動の活性化

につながるとともに、地域に発信することでき、

学校への信頼や協力が深まる。

○各学校の事例からお互いに学び合うことで、教

頭の役割や業務内容をとらえることができた。

６ 今後の課題

○新たな取り組みが増える中、これまでの取り組

みの精選や調整、打ち合わせ時間の確保が難し

い。

○材料費や教材費など必要な経費の確保が難し

い。ボランティアの方の善意に甘えている部分

もある。

○「地域協育担当」を各校で位置づけているが、

今後担当者を中心に組織として持続した連携を

図っていく必要がある。
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防災意識を高める教育環境づくり 
～教職員・家庭・地域への教頭の働きかけを通して～ 

 

提言者  長生教頭会  一宮町立一宮小学校 松村 暁雄 

 
 
１ 主題設定の理由 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、私

たちの記憶に新しい。子どもたちの安全を守ってい

く上で、学校としてのこれまでの防災についての考

え方、備えを再考することが迫られた。 

 長生郡市は、千葉県の中部太平洋側で、１市５町

１村からなっている。太平洋に面する２町１村はそ

の面積の大部分が九十九里平野で構成され、今回の

大震災でも津波等の被害が少なからず発生した。一

方、内陸部の３町は海岸線から遠く、郡市内でも防

災に対する意識、感覚には若干の違いが見えてくる。 

 しかし、子どもたちの命を守るという大命題は共

通である。今、それぞれの実態を把握し、現状と課

題そして現時点までの対応を共有する中で、各学校

でどのように環境を整えていくか、他校を範として

取り入れられることはないのか、教頭として何がで

きるか等々を明らかにすることが課題と考え、本主

題を設定した。 

 
２ 研究のねらい 

⑴ 研究仮説 
 教頭が防災意識を高めるために必要な課題を把握

し、効果的な対応をすれば、教職員・家庭・地域と

の連携のもと、子どもたちの命を守る教育環境づく

りができるであろう。 
⑵ 研究の視点 
 子どもたちの命を守るためには、人的にも物的に

も防災に対する環境整備をしていかなくてはならな

い。しかし、予想をはるかに超える自然の脅威に対

応し、準備をしていくのは、教頭一人の力では難し

い。 
そこで、学校内はもとより、校外の様々な力を有

効活用しながら、より強固な備えをしていくことが

必要である。「想定外」をできるだけ減らし、防災意

識の向上に向け、次のような課題を設定し研究を進

めてきた。 

①大震災発生時の状況を振り返り、それぞれの学

校で課題を明確にし、今後なすべきことは何か。 
②学校組織としての防災意識を高めるためには、

教職員への働きかけをどのようにするか。 
③各家庭の防災意識をどのように向上させていく

か。 
④地域の力を活用するために教頭としてどのよう

に関わっていくか。 
 
３ 研究の経過 

 長生教頭会では、この機会を各学校での防災意識

を高めるための好機ととらえ、これまでの取り組み

を整理し、情報を共有することで、防災意識を高め

る環境整備を進めている。 

・平成23年度 

研究主題と研究課題の決定、アンケートの作成 

・平成24年度 

アンケートの実施と結果分析、その共有 

・平成25年度 

分析に基づく実践及びそのまとめ 

 
４ 研究の概要 

 防災に対するアンケート調査を行い、結果につい

て情報共有した後、防災意識を高めるための取り組

みを実践し、教職員・家庭・地域の変容について確

認する取り組みを、長生郡市内全小中学校（43校）

で行った。 

≪アンケート調査より≫ 

①H23.３.11大震災発生時の各校の課題 

東日本大震災の際、多くの学校が課題としてとら

えた代表的な事項が以下の３点である。 

ア 保護者への情報伝達方法 

イ 引渡しを含めた避難訓練のあり方 

ウ 避難所開設及び児童生徒の長時間待機への準

備と対応 

 これらの課題を踏まえ、各校では、研究の視点に

添って次のような取り組みが行われた。 

②教職員への働きかけ 

ア 「危機管理マニュアル」の見直し 

  ・避難時の経路、約束、集合場所 等 

  ・教職員の配備基準、配備体制 

  ・津波対応についての項目設定 

イ 見直した「危機管理マニュアル」に基づいた

避難訓練の実施 

  ・登下校中の訓練 

  ・津波対応の訓練（内陸部の学校でも） 

  ・二次避難所への避難訓練 

  ・近隣学校や自治体との合同訓練 

ウ 災害時対応の検討会、研修の実施 

③各家庭への働きかけ 

ア 引渡し基準の明確化と周知 

  ・各学校の立地条件等に応じた引渡し基 

準の設定 

  ・文書、ホームページを活用しての周知 

  ・中学校における引渡しの導入 

イ 情報伝達方法の確立と周知 

  ・メール配信サービスの導入 

  ・災害伝言ダイヤル活用の広報 

  ・情報の発信、受信が不可能な場合の学 

校の原則的対応の広報 

④地域の力の活用 

ア 備蓄品の確保 

  ・各家庭からの持ち寄り 

  ・PTAでの予算の確保 

  ・自治体と協力しての準備 

イ 避難所開設に備えて 

  ・市町村職員の直近動員者との打ち合せ 

  ・避難所開設を想定した避難訓練 

≪研究をとおしての変容≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①教職員 
 ・災害発生時の役割が明確になった。 
 ・実践的な避難訓練を行うことで、様々な状況に

応じての動きが確認できた。 
 ※「危機管理マニュアル」や避難の仕方等につい

て、定期的な検討と見直し事項の周知が必要。 
②各家庭 
 ・メール配信の導入や引渡し基準の明確化及び周

知により、安心感が高まった。 
 ・防災意識の高まりと同時に、感染症や熱中症等、

健康管理面に関しても意識の高まりが見られた

学校もあった。 
 ※防災に対しての各家庭の多様な考え方を教頭と

していかに調整、整理していくか。 
③地域 
 ・学校と地域の情報の共有化が進み、理解と協力

が得られるようになった。 
 ・教育委員会と連携して、各家庭に、災害時の避

難行動について確認するアンケートを実施した

地域もあった。 
 ※地域によって協力体制や施設設備の充実度に格

差がある。 
 ※児童生徒の安全確保や保護者への対応の仕方は

明らかになってきたが、地域や外部からの避難

者に対応するための訓練は難しい面があり、課

題が残る。 
 
５ 研究の成果と今後の課題 

 アンケート調査を行うことにより、防災に対して

の自校の教育環境を再確認し、課題が明確になった。 
 結果を基に情報交換することで、「今、教頭として

環境整備できること」が整理され、身近に取り組め

ることから実際に改善を行ったことで、自校の環境

が整い、防災意識を高めることができた。 
 自校で高めた防災意識を，長生地区全体に広める

ために，更に研究を進めると共に積極的に情報交換

に努める必要がある。 
 より防災意識を高めるためには、地域や自治体と

連携しながら、さらに教育環境を整備する必要があ

る。そのためにも、各校・各教頭が連携し、課題解

決への取り組みを継続していきたい。 
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感染症や熱中症についても理解

信頼度の高まり

地域等との新たな連携

地域や保護者と情報の共有化

防災について、地域や保護者と共通理解

安心感の高まり

災害時の行動確認

児童・生徒の意識の高揚

教職員の意識の高揚

保護者・地域住民の意識の高揚

アンケート調査後、教育環境整備に新たに取り組んでみての変容
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第３分科会　「教育環境整備に関する課題」



防災意識を高める教育環境づくり 
～教職員・家庭・地域への教頭の働きかけを通して～ 

 

提言者  長生教頭会  一宮町立一宮小学校 松村 暁雄 

 
 
１ 主題設定の理由 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、私

たちの記憶に新しい。子どもたちの安全を守ってい

く上で、学校としてのこれまでの防災についての考

え方、備えを再考することが迫られた。 

 長生郡市は、千葉県の中部太平洋側で、１市５町

１村からなっている。太平洋に面する２町１村はそ

の面積の大部分が九十九里平野で構成され、今回の

大震災でも津波等の被害が少なからず発生した。一

方、内陸部の３町は海岸線から遠く、郡市内でも防

災に対する意識、感覚には若干の違いが見えてくる。 

 しかし、子どもたちの命を守るという大命題は共

通である。今、それぞれの実態を把握し、現状と課

題そして現時点までの対応を共有する中で、各学校

でどのように環境を整えていくか、他校を範として

取り入れられることはないのか、教頭として何がで

きるか等々を明らかにすることが課題と考え、本主

題を設定した。 

 
２ 研究のねらい 

⑴ 研究仮説 
 教頭が防災意識を高めるために必要な課題を把握

し、効果的な対応をすれば、教職員・家庭・地域と

の連携のもと、子どもたちの命を守る教育環境づく

りができるであろう。 
⑵ 研究の視点 
 子どもたちの命を守るためには、人的にも物的に

も防災に対する環境整備をしていかなくてはならな

い。しかし、予想をはるかに超える自然の脅威に対

応し、準備をしていくのは、教頭一人の力では難し

い。 
そこで、学校内はもとより、校外の様々な力を有

効活用しながら、より強固な備えをしていくことが

必要である。「想定外」をできるだけ減らし、防災意

識の向上に向け、次のような課題を設定し研究を進

めてきた。 

①大震災発生時の状況を振り返り、それぞれの学

校で課題を明確にし、今後なすべきことは何か。 
②学校組織としての防災意識を高めるためには、

教職員への働きかけをどのようにするか。 
③各家庭の防災意識をどのように向上させていく

か。 
④地域の力を活用するために教頭としてどのよう

に関わっていくか。 
 
３ 研究の経過 

 長生教頭会では、この機会を各学校での防災意識

を高めるための好機ととらえ、これまでの取り組み

を整理し、情報を共有することで、防災意識を高め

る環境整備を進めている。 

・平成23年度 

研究主題と研究課題の決定、アンケートの作成 

・平成24年度 

アンケートの実施と結果分析、その共有 

・平成25年度 

分析に基づく実践及びそのまとめ 

 
４ 研究の概要 

 防災に対するアンケート調査を行い、結果につい

て情報共有した後、防災意識を高めるための取り組

みを実践し、教職員・家庭・地域の変容について確

認する取り組みを、長生郡市内全小中学校（43校）

で行った。 

≪アンケート調査より≫ 

①H23.３.11大震災発生時の各校の課題 

東日本大震災の際、多くの学校が課題としてとら

えた代表的な事項が以下の３点である。 

ア 保護者への情報伝達方法 

イ 引渡しを含めた避難訓練のあり方 

ウ 避難所開設及び児童生徒の長時間待機への準

備と対応 

 これらの課題を踏まえ、各校では、研究の視点に

添って次のような取り組みが行われた。 

②教職員への働きかけ 

ア 「危機管理マニュアル」の見直し 

  ・避難時の経路、約束、集合場所 等 

  ・教職員の配備基準、配備体制 

  ・津波対応についての項目設定 

イ 見直した「危機管理マニュアル」に基づいた

避難訓練の実施 

  ・登下校中の訓練 

  ・津波対応の訓練（内陸部の学校でも） 

  ・二次避難所への避難訓練 

  ・近隣学校や自治体との合同訓練 

ウ 災害時対応の検討会、研修の実施 

③各家庭への働きかけ 

ア 引渡し基準の明確化と周知 

  ・各学校の立地条件等に応じた引渡し基 

準の設定 

  ・文書、ホームページを活用しての周知 

  ・中学校における引渡しの導入 

イ 情報伝達方法の確立と周知 

  ・メール配信サービスの導入 

  ・災害伝言ダイヤル活用の広報 

  ・情報の発信、受信が不可能な場合の学 

校の原則的対応の広報 

④地域の力の活用 

ア 備蓄品の確保 

  ・各家庭からの持ち寄り 

  ・PTAでの予算の確保 

  ・自治体と協力しての準備 

イ 避難所開設に備えて 

  ・市町村職員の直近動員者との打ち合せ 

  ・避難所開設を想定した避難訓練 

≪研究をとおしての変容≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①教職員 
 ・災害発生時の役割が明確になった。 
 ・実践的な避難訓練を行うことで、様々な状況に

応じての動きが確認できた。 
 ※「危機管理マニュアル」や避難の仕方等につい

て、定期的な検討と見直し事項の周知が必要。 
②各家庭 
 ・メール配信の導入や引渡し基準の明確化及び周

知により、安心感が高まった。 
 ・防災意識の高まりと同時に、感染症や熱中症等、

健康管理面に関しても意識の高まりが見られた

学校もあった。 
 ※防災に対しての各家庭の多様な考え方を教頭と

していかに調整、整理していくか。 
③地域 
 ・学校と地域の情報の共有化が進み、理解と協力

が得られるようになった。 
 ・教育委員会と連携して、各家庭に、災害時の避

難行動について確認するアンケートを実施した

地域もあった。 
 ※地域によって協力体制や施設設備の充実度に格

差がある。 
 ※児童生徒の安全確保や保護者への対応の仕方は

明らかになってきたが、地域や外部からの避難

者に対応するための訓練は難しい面があり、課

題が残る。 
 
５ 研究の成果と今後の課題 

 アンケート調査を行うことにより、防災に対して

の自校の教育環境を再確認し、課題が明確になった。 
 結果を基に情報交換することで、「今、教頭として

環境整備できること」が整理され、身近に取り組め

ることから実際に改善を行ったことで、自校の環境

が整い、防災意識を高めることができた。 
 自校で高めた防災意識を，長生地区全体に広める

ために，更に研究を進めると共に積極的に情報交換

に努める必要がある。 
 より防災意識を高めるためには、地域や自治体と

連携しながら、さらに教育環境を整備する必要があ

る。そのためにも、各校・各教頭が連携し、課題解

決への取り組みを継続していきたい。 
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防災について、地域や保護者と共通理解

安心感の高まり

災害時の行動確認

児童・生徒の意識の高揚

教職員の意識の高揚

保護者・地域住民の意識の高揚
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児童・生徒の９年間の育ちを見通した小中連携のあり方 
～人的交流と指導観の共有化を促進する教頭の役割～ 

 
提言者  唐津地区教頭会  唐津市立久里小学校 三戸谷 史 

 

１ 主題設定の理由 

 本市内の児童・生徒の実態は、全国・学力学習

状況調査のアンケート結果によると、夢や希望を

抱けない子どもが多く見られる。また、学習意欲

の低下による学力不振や問題行動の発生など深

刻な問題を抱えている。この課題を解決するため

には、中学校区が一体となった学校経営の視点の

もとで、教育に取り組むことが必要である。 

 そこで、本地区教頭会において小中連携につい

てのアンケートを行ったところ、連携の必要性

は、当然のこととして受け止められていた。しか

し、連携の課題として「職員の意識改革」「時間

の確保」「指導目標の統一」などがあげられた。

このことを教育環境の整備の面からみると、物的

環境の整備を進めるとともに、人的環境や指導的

環境を整えることが重要であると考えた。 

 小中連携は、義務教育９年間の継続した教育活

動の充実や、小学校から中学校への滑らかな接続

が考えられる。その中で、一番大切なことは、小

中学校の教師が互いに生徒指導面や学習面での

情報を共有し、共に児童・生徒を育てていこうと

する意識をもつことである。また、児童・生徒が

共に活動したり、体験したりする機会を意図的、

計画的につくることによって、児童・生徒の人間

関係づくりを促進することも重要になってくる。 

 そこで、小中学校の教頭が小中連携の取り組み

において、機能的に関わることで、「児童・生徒

の確かな学力の基盤づくり」と「健やかな心身の

発達」が図られると考え本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

 小中連携において「職員の意識を向上させる取

組」と「指導目標と内容の共有化」を図るための

教頭の役割を探る。 

 

 

３ 研究の経過 

⑴ １年次（平成 23年度） 

 ・取り組み状況の調査と分析 

 ・２学期以降の取組について 

⑵ ２年次（平成 24年度） 

 ・１年次の分析と児童生徒の意識調査 

 ・最終年に向けての工夫改善 

⑶ ３年次（平成 25年度） 

  ・工夫改善した内容での実践と検証 

 ・研究のまとめ  

 

４ 研究の概要              

⑴ 研究の仮説 

小中連携の企画・提案・運営の各段階において、

教頭が連携の必要性を明確にした上で、関わり方

を工夫すれば、教職員の意識を向上させ、指導目

標と内容の共有化や小中間の交流を図ることが

できるであろう。     

⑵ 研究の実践 

 ①Ａ中学校Ｂ小学校（校舎隣接型） 

ア 職員の意識を向上させる取組 

(ｱ) 推進委員会の充実 

(ｲ) 指導観を共有するための計画 

(ｳ) 基本的考え方の作成 

  イ 指導目標と指導内容の共有化 

教頭は、指導目標を明確にするために、推

進委員会の中で、重点項目を中心とした指導

内容について学年主任へ助言を行った。ま

た、主幹教諭に学年間の連絡・調整を依頼し

た。      

教頭は、地域との関わりの中で、児童・生

徒の現状を会議等で報告したり、小中連携の

趣旨を説明したりする。地域の方々やＰＴＡ

の協力を依頼するためのコーディネーター

の役割も果たしている。 

 ②Ｃ中学校Ｄ・Ｅ小学校（校舎隣接複数型） 

ア 職員の意識を向上させる取組 

教頭は、職員の研修会において、共通課題

についての情報交換や行事等についての連

絡調整を図っている。また、児童・生徒が交

流する場を設定することで連携の重要性を

全職員に意識させている。 

(ｱ) 職員が行動連携を目指す場 

・職員の合同研修会（年３回） 

・特別支援教育研修会 

(ｲ) 児童・生徒が交流する場 

・小中交流会、小小交流 

・Ｃ中入学説明会          

イ 指導目標と指導内容の共有化 

(ｱ) 基本的な生活リズムの確立            

(ｲ) 落ち着いた学習環境づくり          

(ｳ) 家庭学習の習慣化        

(ｴ) 保護者との連携            

③Ｆ中学校Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊ小学校 

（大規模・複数型） 

ア 職員の意識を向上させる取組 

Ｆ中学校には、学校規模も環境も異な  

る４校から児童が入学してくる。小中連携の

必要性は、全教職員が十分に認識している

が、４校全てが同じ基準で連携するには難し

い面がある。そこで、４校で実施できる中１

ギャップ解消のための共通目標を考え、取り

組んでいる。 

  イ 指導目標と指導内容の共有化 

(ｱ) 校区内校長・教頭会の定期開催         

(ｲ) 小中相互の授業公開          

(ｳ) 小６・中１担任の連絡会の開催        

(ｴ) 『小中連携支援シート』による情報

提供 

(ｵ) 小中相互の学習会の連携           

④Ｋ中学校・Ｌ小学校・Ｍ小学校 

            （大規模・複数型）  

ア 職員の意識を向上させる取組 

この中学校区では、コミュニティスクール

の指定を受け、３校のＰＴＡや地域との連携

を推進している。 

(ｱ) Ｋ中学校区の地域との連携        

(ｲ) 中学校についての共通理解        

(ｳ) 各校の授業参観を通した現状把握と

共通理解        

イ 指導目標と指導内容の共有化         

(ｱ)  立腰教育の推進      

(ｲ) 「三校ＰＴＡ」の連携による取組       

 

５ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 研究の成果 

①小中連携推進委員会を立ち上げ、定期的な小

中合同研修会を設定することで、職員の意識

の高まりが見られるようになった。 

②小中連携について職員の役割分担を行い、教

頭が助言や支援を行うことで連携について

の業務がスムーズに行われるようになった。 

③小中学校での公開授業や合同研修会を開催

することで、児童・生徒の実態把握だけでな

く、指導内容や指導方法についても共通理解

が図られるようになった。 

④教頭が、ＰＴＡや民生・児童委員などに、具

体的取り組みについて協力を依頼すること

で、地域ぐるみでの関わり方ができるように

なった。 

⑵ 今後の課題 

①教職員の意識改革の推進 

小中連携への理解は、職員の個人差が大き

い。連携の必要性を感じつつも、方法について

は模索している状態でもある。今後、合同研修

会等を通して、さらに共通理解を深めること

で、職員の意識を高める必要がある。 

②組織で取り組む年間計画の作成 

既存の組織を生かして、小中連携の年間計画

を作成し、９年間を見通した児童・生徒の目指

す姿を明らかにし、学習面、生活面など具体的

目標を立てることが必要である。 

③児童生徒の情報の共有化 

多くの小学校と中学校が情報交換を３月に

行っている。今回の実践の中で報告した「小中

連携支援シート」などのように、情報をデジタ

ル化し、その情報を小学校と中学校で共有して

９年間使えるように工夫するなど、きめ細やか

な情報交換ができるようにする必要がある。 
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第３分科会　「教育環境整備に関する課題」



児童・生徒の９年間の育ちを見通した小中連携のあり方 
～人的交流と指導観の共有化を促進する教頭の役割～ 

 
提言者  唐津地区教頭会  唐津市立久里小学校 三戸谷 史 

 

１ 主題設定の理由 

 本市内の児童・生徒の実態は、全国・学力学習

状況調査のアンケート結果によると、夢や希望を

抱けない子どもが多く見られる。また、学習意欲

の低下による学力不振や問題行動の発生など深

刻な問題を抱えている。この課題を解決するため

には、中学校区が一体となった学校経営の視点の

もとで、教育に取り組むことが必要である。 

 そこで、本地区教頭会において小中連携につい

てのアンケートを行ったところ、連携の必要性

は、当然のこととして受け止められていた。しか

し、連携の課題として「職員の意識改革」「時間

の確保」「指導目標の統一」などがあげられた。

このことを教育環境の整備の面からみると、物的

環境の整備を進めるとともに、人的環境や指導的

環境を整えることが重要であると考えた。 

 小中連携は、義務教育９年間の継続した教育活

動の充実や、小学校から中学校への滑らかな接続

が考えられる。その中で、一番大切なことは、小

中学校の教師が互いに生徒指導面や学習面での

情報を共有し、共に児童・生徒を育てていこうと

する意識をもつことである。また、児童・生徒が

共に活動したり、体験したりする機会を意図的、

計画的につくることによって、児童・生徒の人間

関係づくりを促進することも重要になってくる。 

 そこで、小中学校の教頭が小中連携の取り組み

において、機能的に関わることで、「児童・生徒

の確かな学力の基盤づくり」と「健やかな心身の

発達」が図られると考え本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

 小中連携において「職員の意識を向上させる取

組」と「指導目標と内容の共有化」を図るための

教頭の役割を探る。 

 

 

３ 研究の経過 

⑴ １年次（平成 23年度） 

 ・取り組み状況の調査と分析 

 ・２学期以降の取組について 

⑵ ２年次（平成 24年度） 

 ・１年次の分析と児童生徒の意識調査 

 ・最終年に向けての工夫改善 

⑶ ３年次（平成 25年度） 

  ・工夫改善した内容での実践と検証 

 ・研究のまとめ  

 

４ 研究の概要              

⑴ 研究の仮説 

小中連携の企画・提案・運営の各段階において、

教頭が連携の必要性を明確にした上で、関わり方

を工夫すれば、教職員の意識を向上させ、指導目

標と内容の共有化や小中間の交流を図ることが

できるであろう。     

⑵ 研究の実践 

 ①Ａ中学校Ｂ小学校（校舎隣接型） 

ア 職員の意識を向上させる取組 

(ｱ) 推進委員会の充実 

(ｲ) 指導観を共有するための計画 

(ｳ) 基本的考え方の作成 

  イ 指導目標と指導内容の共有化 

教頭は、指導目標を明確にするために、推

進委員会の中で、重点項目を中心とした指導

内容について学年主任へ助言を行った。ま

た、主幹教諭に学年間の連絡・調整を依頼し

た。      

教頭は、地域との関わりの中で、児童・生

徒の現状を会議等で報告したり、小中連携の

趣旨を説明したりする。地域の方々やＰＴＡ

の協力を依頼するためのコーディネーター

の役割も果たしている。 

 ②Ｃ中学校Ｄ・Ｅ小学校（校舎隣接複数型） 

ア 職員の意識を向上させる取組 

教頭は、職員の研修会において、共通課題

についての情報交換や行事等についての連

絡調整を図っている。また、児童・生徒が交

流する場を設定することで連携の重要性を

全職員に意識させている。 

(ｱ) 職員が行動連携を目指す場 

・職員の合同研修会（年３回） 

・特別支援教育研修会 

(ｲ) 児童・生徒が交流する場 

・小中交流会、小小交流 

・Ｃ中入学説明会          

イ 指導目標と指導内容の共有化 

(ｱ) 基本的な生活リズムの確立            

(ｲ) 落ち着いた学習環境づくり          

(ｳ) 家庭学習の習慣化        

(ｴ) 保護者との連携            

③Ｆ中学校Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊ小学校 

（大規模・複数型） 

ア 職員の意識を向上させる取組 

Ｆ中学校には、学校規模も環境も異な  

る４校から児童が入学してくる。小中連携の

必要性は、全教職員が十分に認識している

が、４校全てが同じ基準で連携するには難し

い面がある。そこで、４校で実施できる中１

ギャップ解消のための共通目標を考え、取り

組んでいる。 

  イ 指導目標と指導内容の共有化 

(ｱ) 校区内校長・教頭会の定期開催         

(ｲ) 小中相互の授業公開          

(ｳ) 小６・中１担任の連絡会の開催        

(ｴ) 『小中連携支援シート』による情報

提供 

(ｵ) 小中相互の学習会の連携           

④Ｋ中学校・Ｌ小学校・Ｍ小学校 

            （大規模・複数型）  

ア 職員の意識を向上させる取組 

この中学校区では、コミュニティスクール

の指定を受け、３校のＰＴＡや地域との連携

を推進している。 

(ｱ) Ｋ中学校区の地域との連携        

(ｲ) 中学校についての共通理解        

(ｳ) 各校の授業参観を通した現状把握と

共通理解        

イ 指導目標と指導内容の共有化         

(ｱ)  立腰教育の推進      

(ｲ) 「三校ＰＴＡ」の連携による取組       

 

５ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 研究の成果 

①小中連携推進委員会を立ち上げ、定期的な小

中合同研修会を設定することで、職員の意識

の高まりが見られるようになった。 

②小中連携について職員の役割分担を行い、教

頭が助言や支援を行うことで連携について

の業務がスムーズに行われるようになった。 

③小中学校での公開授業や合同研修会を開催

することで、児童・生徒の実態把握だけでな

く、指導内容や指導方法についても共通理解

が図られるようになった。 

④教頭が、ＰＴＡや民生・児童委員などに、具

体的取り組みについて協力を依頼すること

で、地域ぐるみでの関わり方ができるように

なった。 

⑵ 今後の課題 

①教職員の意識改革の推進 

小中連携への理解は、職員の個人差が大き

い。連携の必要性を感じつつも、方法について

は模索している状態でもある。今後、合同研修

会等を通して、さらに共通理解を深めること

で、職員の意識を高める必要がある。 

②組織で取り組む年間計画の作成 

既存の組織を生かして、小中連携の年間計画

を作成し、９年間を見通した児童・生徒の目指

す姿を明らかにし、学習面、生活面など具体的

目標を立てることが必要である。 

③児童生徒の情報の共有化 

多くの小学校と中学校が情報交換を３月に

行っている。今回の実践の中で報告した「小中

連携支援シート」などのように、情報をデジタ

ル化し、その情報を小学校と中学校で共有して

９年間使えるように工夫するなど、きめ細やか

な情報交換ができるようにする必要がある。 
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「統合して良かった」と思える新設校に向けての取り組み
―学校統合における課題解決に向けて教頭の役割はどうあればよいか―

提言者 大分県玖珠郡教頭会 九重町立ここのえ緑陽中学校 日隈 哲憲

１ 主題設定の理由

九重町では、教育環境として一定規模を確保す

ることで子どもたちに充実した教育活動を保障す

るために、町内中学を統合し、新設中学校の開校

をめざすことになった。（当初は３校対象）

平成17年度

・学校再編検討委員会の活動が開始

平成21年度

・「学校再編整備計画」が策定

平成25年４月をめどに「ひかりと夢を育む学

校」を基本コンセプトに、新設校建設の方向

性が決定

平成23年度

・学校運営に関わる具体的内容の検討開始

・地域やＰＴＡを中心に閉校に向けての準備会

が各地区で開催され、記念行事などの話し合

いが始まった。

平成24年９月

・新たに１中学が加わり、町内の４中学全部の

統合が決定。新設校の名称は「ここのえ緑陽

中学校」に。

しかし、各校とも「学力向上」とそれを支える

「生徒指導」の問題を抱えている現状が続いてい

た。このままでの統合には大きな不安があり、こ

れらの解決が 何より急がれる喫緊の課題であっ

た。「ひかりと夢を育む学校」づくりを見据えて、

各学校がそれぞれ自信を持って統合中学校へ送り

出せる生徒を育てるために、教頭としてどのよう

な役割を果たして行くべきかを探るために本主題

を設定した。

２ 研究のねらい

「統合して良かった」と思える新設校づくりに

向けて、教頭としてとりわけ喫緊の課題である生

徒指導を中心課題として各校の実践を検討・共通

化しながら課 題解決を図り、より発展的な新設

校へのスムーズな移行に向けた実践を行う。

３ 研究の経過（23年度）

◎統合中学校総合開校準備会

◎教頭作業部会

・作業計画の作成

・作業内容の確認と担当者決め（６月）

・ＰＴＡ関係（組織作り）（７月）

・備品整理に伴う作業工程・日程

・ＰＴＡ規約原案づくり（８月）

・校務分掌、年間行事の検討（10月）

・年度当初第１回職員会議議題（１月）

４ 研究の概要

学校統合にあたり、教頭は校長の意を受け、学

校教育のハード面ソフト面両面に心を配り、さら

に教育委員会・町行政との連絡調整をしながら進

めていく役割 を担っている。校舎レイアウトは

もちろん教育課程、生徒指導と課題は多岐にわた

っている。

中でもここ数年、九重町の三中学校では、生徒

指導の充実が喫緊の課題であった。新設校につど

った生徒が学校の中で自己有用感を持ち、共感的

な人間関係を築いて、様々な活動で活躍できるた

めには、生徒指導がきちんと機能して、落ち着い

た学校生活が保障されていることが大前提であ

る。

新設校開設の前年度までに、「荒れ」の状況を

克服しておかなければという危機感のもと、４中

学の教頭が取り組みの核となる必要があった。生

徒指導主任とともに、各校で緊密な連携を取り合

ってそれぞれの生徒指導上の取り組みの情報を交

換し、互いに取り入れあった。

ア．規範意識の徹底

＊授業規律の共通化、全員指導

イ．信頼関係の再構築

＊基礎学力の定着を図る取り組み

（少人数授業、ＴＴ指導、低学力の生徒への

補充指導）

＊職員一人ひとりが自分なりに生徒とのパイ

プを太くする努力

（職員の意識改革）

ウ．地域・保護者との連携

＊地域諸団体との共同の取り組み

（みそあじ運動、祭りへの参加等）

＊学校の公開

これらの取り組みの結果、24年度は各校とも生

徒に落ち着きが見られるようになってきた。

また、４校が１校に統合されたときに「統合ギ

ャップ」が生じないよう、24年度中からそろえて

おくべき部分については共通化して、各校で足並

みをそろえて取り組んでいった。

ア．町内中学校教育課程の共通化

＊各教科で統一。

イ．定期テストの統一実施

＊期日を統一し、テスト問題も町内各教科担

当で統一して作成。

ウ．町内１年生を全員参加させての合同教育合

宿の実施

エ．町内２年生全員参加のスキー教室

オ．部活動の合同練習、合同チーム

カ．教職員の統合に向けての意識を高めるため

の情報共有

さらに、隣接の玖珠町においても統廃合に向け

て動きがあるので、九重町での取り組みを随時報

告し、情報を共有しておくことを心がけた。

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 成果（開校後の様子から）

昨年度の状況を受け、「ここのえ緑陽中」開校

後、生徒指導上大きな問題は発生していない。

ア、学校の規模が大きくなったことのメリット

・固定化しがちであった狭い人間関係から解

放された。

（小学校から初めてのクラス分け）

・多くの部活動で好きなスポーツに取り組め

るようになった。

・学習への意欲（競争意識、連帯感）

イ、施設・環境に対する感謝

・スクールバス通学

（時間を守る習慣、シートベルト着用等規範

意識の醸成、譲り合う気持ち）

ウ、新たな学校作りへの高い目的意識の共有

・校舎に一礼、清掃意識の高揚

・教師が通学バスを出迎え・送り出し（生徒

とのふれあい、信頼感）

⑵ 課題

ア、規範意識のさらなる醸成と組織的な生徒指

導体制の強化

＊対処法的な生徒指導から積極的な生徒指導

へ

イ．学力向上、基礎学力の定着

＊特別教室が整備され、少人数の習熟度別学

習等、学習環境は整い、生徒にも積極的な

学習意欲が見えている今、学習の質を高め

る授業づくり、指導のあり方の検討等の研

修が必要である。

ウ．バス通学に伴う安全対策と運営

＊梅雨の大雨や台風・大雪等によるバス不通

の連絡体制

（電話連絡、メール配信）

＊休校を想定して夏季休業の短縮（２学期始

業式８／26）

＊部活動や年間行事を見通した効率よいスク

ールバス運営

＊事故等における危機管理

エ．地域と一体になった学校づくり

＊一つの「ここのえ」意識醸成

＊地域教育力を考える町民会議

＊コミュニティスクール

＊ここのえ学園構想
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「統合して良かった」と思える新設校に向けての取り組み
―学校統合における課題解決に向けて教頭の役割はどうあればよいか―

提言者 大分県玖珠郡教頭会 九重町立ここのえ緑陽中学校 日隈 哲憲

１ 主題設定の理由

九重町では、教育環境として一定規模を確保す

ることで子どもたちに充実した教育活動を保障す

るために、町内中学を統合し、新設中学校の開校

をめざすことになった。（当初は３校対象）

平成17年度

・学校再編検討委員会の活動が開始

平成21年度

・「学校再編整備計画」が策定

平成25年４月をめどに「ひかりと夢を育む学

校」を基本コンセプトに、新設校建設の方向

性が決定

平成23年度

・学校運営に関わる具体的内容の検討開始

・地域やＰＴＡを中心に閉校に向けての準備会

が各地区で開催され、記念行事などの話し合

いが始まった。

平成24年９月

・新たに１中学が加わり、町内の４中学全部の

統合が決定。新設校の名称は「ここのえ緑陽

中学校」に。

しかし、各校とも「学力向上」とそれを支える

「生徒指導」の問題を抱えている現状が続いてい

た。このままでの統合には大きな不安があり、こ

れらの解決が 何より急がれる喫緊の課題であっ

た。「ひかりと夢を育む学校」づくりを見据えて、

各学校がそれぞれ自信を持って統合中学校へ送り

出せる生徒を育てるために、教頭としてどのよう

な役割を果たして行くべきかを探るために本主題

を設定した。

２ 研究のねらい

「統合して良かった」と思える新設校づくりに

向けて、教頭としてとりわけ喫緊の課題である生

徒指導を中心課題として各校の実践を検討・共通

化しながら課 題解決を図り、より発展的な新設

校へのスムーズな移行に向けた実践を行う。

３ 研究の経過（23年度）

◎統合中学校総合開校準備会

◎教頭作業部会

・作業計画の作成

・作業内容の確認と担当者決め（６月）

・ＰＴＡ関係（組織作り）（７月）

・備品整理に伴う作業工程・日程

・ＰＴＡ規約原案づくり（８月）

・校務分掌、年間行事の検討（10月）

・年度当初第１回職員会議議題（１月）

４ 研究の概要

学校統合にあたり、教頭は校長の意を受け、学

校教育のハード面ソフト面両面に心を配り、さら

に教育委員会・町行政との連絡調整をしながら進

めていく役割 を担っている。校舎レイアウトは

もちろん教育課程、生徒指導と課題は多岐にわた

っている。

中でもここ数年、九重町の三中学校では、生徒

指導の充実が喫緊の課題であった。新設校につど

った生徒が学校の中で自己有用感を持ち、共感的

な人間関係を築いて、様々な活動で活躍できるた

めには、生徒指導がきちんと機能して、落ち着い

た学校生活が保障されていることが大前提であ

る。

新設校開設の前年度までに、「荒れ」の状況を

克服しておかなければという危機感のもと、４中

学の教頭が取り組みの核となる必要があった。生

徒指導主任とともに、各校で緊密な連携を取り合

ってそれぞれの生徒指導上の取り組みの情報を交

換し、互いに取り入れあった。

ア．規範意識の徹底

＊授業規律の共通化、全員指導

イ．信頼関係の再構築

＊基礎学力の定着を図る取り組み

（少人数授業、ＴＴ指導、低学力の生徒への

補充指導）

＊職員一人ひとりが自分なりに生徒とのパイ

プを太くする努力

（職員の意識改革）

ウ．地域・保護者との連携

＊地域諸団体との共同の取り組み

（みそあじ運動、祭りへの参加等）

＊学校の公開

これらの取り組みの結果、24年度は各校とも生

徒に落ち着きが見られるようになってきた。

また、４校が１校に統合されたときに「統合ギ

ャップ」が生じないよう、24年度中からそろえて

おくべき部分については共通化して、各校で足並

みをそろえて取り組んでいった。

ア．町内中学校教育課程の共通化

＊各教科で統一。

イ．定期テストの統一実施

＊期日を統一し、テスト問題も町内各教科担

当で統一して作成。

ウ．町内１年生を全員参加させての合同教育合

宿の実施

エ．町内２年生全員参加のスキー教室

オ．部活動の合同練習、合同チーム

カ．教職員の統合に向けての意識を高めるため

の情報共有

さらに、隣接の玖珠町においても統廃合に向け

て動きがあるので、九重町での取り組みを随時報

告し、情報を共有しておくことを心がけた。

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 成果（開校後の様子から）

昨年度の状況を受け、「ここのえ緑陽中」開校

後、生徒指導上大きな問題は発生していない。

ア、学校の規模が大きくなったことのメリット

・固定化しがちであった狭い人間関係から解

放された。

（小学校から初めてのクラス分け）

・多くの部活動で好きなスポーツに取り組め

るようになった。

・学習への意欲（競争意識、連帯感）

イ、施設・環境に対する感謝

・スクールバス通学

（時間を守る習慣、シートベルト着用等規範

意識の醸成、譲り合う気持ち）

ウ、新たな学校作りへの高い目的意識の共有

・校舎に一礼、清掃意識の高揚

・教師が通学バスを出迎え・送り出し（生徒

とのふれあい、信頼感）

⑵ 課題

ア、規範意識のさらなる醸成と組織的な生徒指

導体制の強化

＊対処法的な生徒指導から積極的な生徒指導

へ

イ．学力向上、基礎学力の定着

＊特別教室が整備され、少人数の習熟度別学

習等、学習環境は整い、生徒にも積極的な

学習意欲が見えている今、学習の質を高め

る授業づくり、指導のあり方の検討等の研

修が必要である。

ウ．バス通学に伴う安全対策と運営

＊梅雨の大雨や台風・大雪等によるバス不通

の連絡体制

（電話連絡、メール配信）

＊休校を想定して夏季休業の短縮（２学期始

業式８／26）

＊部活動や年間行事を見通した効率よいスク

ールバス運営

＊事故等における危機管理

エ．地域と一体になった学校づくり

＊一つの「ここのえ」意識醸成

＊地域教育力を考える町民会議

＊コミュニティスクール

＊ここのえ学園構想
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１ 主題設定の理由 

東日本大震災は今までの想定を大きく覆し、危機

管理の見直しを私たちに迫ってきた。 

私たちは学校の教職員が何人も命を奪われる現実

を目の当たりにして、担当者がいなくなってしまっ

た場合でも、学校としての機能をできる限り損なう

ことなく、円滑な学校運営を図るための体制づくり

が重要であると考えた。 

また、情報化社会の進展によって、児童生徒の成

績等個人情報の漏洩が大きな問題として取り上げら

れるようになり、平成21年に成立した「公文書の管

理に関する法律」にも対応していかなければならな

いと考える。 

そこで、以前より三島市で取り組んできた「文書

事務システム」や「ファイリングシステム」を危機

管理の面から見た場合、以下の点が利点や特色とし

てとらえることができると考えた。 

・災害等にあった場合でも公務が正常に運営できる。 

・情報管理が適正に行われる。 

以上のような点から、教頭としてそれらを定着さ

せたり、教職員の危機管理意識を高めたり、危機管

理能力を向上させたりすることが、今後の学校経営

に有益であると考え、本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

⑴ 教職員の危機管理意識（公文書意識）の向上を

図る。 

⑵ 「文書事務システム」「ファイリングシステム」

の定着・有効活用を図る。 

 

 

 

３ 研究の経過 

⑴ １年次（平成23年度） 

・「ファイリングシステム」の基礎研究 

・アンケート調査項目の検討 

・アンケート実施・考察 

・課題解決のための手だて検討、実践 

⑵ ２年次（平成24年度） 

・手だての実践 

・アンケート調査実施・考察 

⑶ ３年次（平成25年度） 

・手だての改善・実践 

・アンケート調査実施・考察（予定） 

 

４ 研究の概要 

⑴ 教頭会での基礎研究 

「文書事務システム」や「ファイリングシステ

ム」について教頭が学び、導入の経緯、目的、有

効性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報管理分野からみた危機管理意識を高めるための教頭としての取組 
～文書事務システム・三島市独自のファイリングシステムを中心として～ 

        提言者  静岡県公立小中学校教頭会  三島市立山田小学校 土屋  晃 

三島市の「ファイリングシステム」について 

三島市では平成12年度から 

・文書を私物化せず組織のものとする。 

・文書を整理・保管するだけでなく廃棄するまで

管理する。 

・文書を即座に利用できるようにする。 

を目的に、市役所の 

人事文書課が中心と 

なり（現在は行政課） 

「ファイリングシステ 

ム」を導入した。 

⑵ 実態把握（平成23年度アンケートより） 

「文書事務システム」や「ファイリングシステム」

は事務職員、養護教諭、栄養士等の一人職・専門職

にはかなり浸透したものの教員にはあまり活用され

ていないシステムであった。そこで、三島市の全教

職員にアンケート調査を行い、教職員の意識やそれ

らのシステムがどの程度定着しているのか、また、

運用上の課題等を確認した。 

・システムについて理解していない教職員がいる。 

・文書を私物化したり、紛失したりしてファイリン

グがされないことがある。 

・「ファイリングシステム」を活用しようとする意識

が低い教職員がいる。 

・年度更新が「大変」という意識を持っている教職

員がいる。 

⑶ 課題解決のための手だて 

市教頭会で「文書事務システム」「ファイリングシ

ステム」についての共通理解を図り、各校において

課題解決に向けての具体的取組を一斉に実施した。 

・システムについての理解を深め、有効に活用でき

るように資料を作り、年度初めの職員会議で提案

した。 

・「文書事務システム」が円滑に運用されるように出

張・起案・通知の用途別に三種類の色別ファイル

を用意した。 

・ファイリングする文書としない文書の目安を作り、

公文書の扱いについての意識を高めた。 

・経験年数の浅い教職員や他地区から異動してきた

教職員へ教頭が声かけをし、意識付けをした。 

・より活用しやすくするために年度末にファイリン

グ基準表の見直しを担当ごとに行った。 

⑷ 手だての検証 

３年間アンケート調査を実施し、分析することで

成果と課題を明らかにする。 

 

５ 研究の成果 

⑴ 職員会議での提案、色別ファイルの活用、アン

ケート調査実施により、教職員の公文書への高い

意識を維持することができた。 

⑵ 教頭会で手だてについて共通理解し、各校で積

極的に働きかけることで、「文書事務システム」や

「ファイリングシステム」の定着に効果があった。 

⑶ 三島市すべての小中学校で同じシステムを実施

し、文書の保管場所も共通であるため、引き継ぎ

や文書の検索がスムーズに行われる等、有効活用

につながり、学校運営にも有益である。 

⑷ 情報管理がきちんとでき、危機管理意識が高ま

りつつある。 

 

６ 今後の課題 

⑴ 公文書をきちんとすることが危機管理につなが

るという意識をさらに高めていく。 

⑵ さらに活用しやすいように組織やチームでファ

イリングシステムに係わる体制を整えていく。 

⑶ 紙媒体とサーバー内にある電子媒体とのリンク

をさらに進めていく。 

三島市の「文書事務システム」について 

三島市立の小中学校では、平成 17 年度から

教職員一人一人、また、各教室にコンピュー

タを配置し、ネットワーク環境を活かせる

「三島市情報教育ネットワーク」を構築し始

めた。平成 20 年に全小中学校（21 校）の整

備が終わったため、「文書事務システム」を

見直し、紙媒体、電子媒体を問わず公文書を

組織のものとして共有化して処理する市内

統一したシステムができあがった。 
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第４分科会　「組織・運営に関する課題」



１ 主題設定の理由 

東日本大震災は今までの想定を大きく覆し、危機

管理の見直しを私たちに迫ってきた。 

私たちは学校の教職員が何人も命を奪われる現実

を目の当たりにして、担当者がいなくなってしまっ

た場合でも、学校としての機能をできる限り損なう

ことなく、円滑な学校運営を図るための体制づくり

が重要であると考えた。 

また、情報化社会の進展によって、児童生徒の成

績等個人情報の漏洩が大きな問題として取り上げら

れるようになり、平成21年に成立した「公文書の管

理に関する法律」にも対応していかなければならな

いと考える。 

そこで、以前より三島市で取り組んできた「文書

事務システム」や「ファイリングシステム」を危機

管理の面から見た場合、以下の点が利点や特色とし

てとらえることができると考えた。 

・災害等にあった場合でも公務が正常に運営できる。 

・情報管理が適正に行われる。 

以上のような点から、教頭としてそれらを定着さ

せたり、教職員の危機管理意識を高めたり、危機管

理能力を向上させたりすることが、今後の学校経営

に有益であると考え、本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

⑴ 教職員の危機管理意識（公文書意識）の向上を

図る。 

⑵ 「文書事務システム」「ファイリングシステム」

の定着・有効活用を図る。 

 

 

 

３ 研究の経過 

⑴ １年次（平成23年度） 

・「ファイリングシステム」の基礎研究 

・アンケート調査項目の検討 

・アンケート実施・考察 

・課題解決のための手だて検討、実践 

⑵ ２年次（平成24年度） 

・手だての実践 

・アンケート調査実施・考察 

⑶ ３年次（平成25年度） 

・手だての改善・実践 

・アンケート調査実施・考察（予定） 

 

４ 研究の概要 

⑴ 教頭会での基礎研究 

「文書事務システム」や「ファイリングシステ

ム」について教頭が学び、導入の経緯、目的、有

効性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報管理分野からみた危機管理意識を高めるための教頭としての取組 
～文書事務システム・三島市独自のファイリングシステムを中心として～ 

        提言者  静岡県公立小中学校教頭会  三島市立山田小学校 土屋  晃 

三島市の「ファイリングシステム」について 

三島市では平成12年度から 

・文書を私物化せず組織のものとする。 

・文書を整理・保管するだけでなく廃棄するまで

管理する。 

・文書を即座に利用できるようにする。 

を目的に、市役所の 

人事文書課が中心と 

なり（現在は行政課） 

「ファイリングシステ 

ム」を導入した。 

⑵ 実態把握（平成23年度アンケートより） 

「文書事務システム」や「ファイリングシステム」

は事務職員、養護教諭、栄養士等の一人職・専門職

にはかなり浸透したものの教員にはあまり活用され

ていないシステムであった。そこで、三島市の全教

職員にアンケート調査を行い、教職員の意識やそれ

らのシステムがどの程度定着しているのか、また、

運用上の課題等を確認した。 

・システムについて理解していない教職員がいる。 

・文書を私物化したり、紛失したりしてファイリン

グがされないことがある。 

・「ファイリングシステム」を活用しようとする意識

が低い教職員がいる。 

・年度更新が「大変」という意識を持っている教職

員がいる。 

⑶ 課題解決のための手だて 

市教頭会で「文書事務システム」「ファイリングシ

ステム」についての共通理解を図り、各校において

課題解決に向けての具体的取組を一斉に実施した。 

・システムについての理解を深め、有効に活用でき

るように資料を作り、年度初めの職員会議で提案

した。 

・「文書事務システム」が円滑に運用されるように出

張・起案・通知の用途別に三種類の色別ファイル

を用意した。 

・ファイリングする文書としない文書の目安を作り、

公文書の扱いについての意識を高めた。 

・経験年数の浅い教職員や他地区から異動してきた

教職員へ教頭が声かけをし、意識付けをした。 

・より活用しやすくするために年度末にファイリン

グ基準表の見直しを担当ごとに行った。 

⑷ 手だての検証 

３年間アンケート調査を実施し、分析することで

成果と課題を明らかにする。 

 

５ 研究の成果 

⑴ 職員会議での提案、色別ファイルの活用、アン

ケート調査実施により、教職員の公文書への高い

意識を維持することができた。 

⑵ 教頭会で手だてについて共通理解し、各校で積

極的に働きかけることで、「文書事務システム」や

「ファイリングシステム」の定着に効果があった。 

⑶ 三島市すべての小中学校で同じシステムを実施

し、文書の保管場所も共通であるため、引き継ぎ

や文書の検索がスムーズに行われる等、有効活用

につながり、学校運営にも有益である。 

⑷ 情報管理がきちんとでき、危機管理意識が高ま

りつつある。 

 

６ 今後の課題 

⑴ 公文書をきちんとすることが危機管理につなが

るという意識をさらに高めていく。 

⑵ さらに活用しやすいように組織やチームでファ

イリングシステムに係わる体制を整えていく。 

⑶ 紙媒体とサーバー内にある電子媒体とのリンク

をさらに進めていく。 

三島市の「文書事務システム」について 

三島市立の小中学校では、平成 17 年度から

教職員一人一人、また、各教室にコンピュー

タを配置し、ネットワーク環境を活かせる

「三島市情報教育ネットワーク」を構築し始

めた。平成 20 年に全小中学校（21 校）の整

備が終わったため、「文書事務システム」を

見直し、紙媒体、電子媒体を問わず公文書を

組織のものとして共有化して処理する市内

統一したシステムができあがった。 
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えびの市における小中一貫教育及び教育特区の取組と教頭の役割 
～ふるさとを愛し、確かな学力を身につけた児童生徒の育成をめざして～ 

 

提言者  宮崎県えびの市小中学校教頭会  えびの市立真幸中学校 押川 幸廣 

 

 

１ 主題設定の理由 

 えびの市内には４校の中学校と５校の小学校(小学

校の分校１校)合計９校の小中学校がその全ての中学

校区において、「ふるさとを愛し、確かな学力を身に

つけた児童生徒の育成」を目指し、小中一貫教育(連携

型)が推進されている。さらに、教育特区の指定を受け、

「ふるさと学習『えびの学』」や小学校における「英

会話科」、中学校における「英語表現科」が教科とし

て実施されている。 

 このような市をあげて取り組む中心的な事業の推進

には、小学校と中学校の連携が不可欠であり、その推

進役として副校長・教頭の役割が大変重要であると考

える。 

 そこで、本市の特色ある教育の推進に副校長・教頭

がどのようにかかわっていくのかが教頭会としての課

題であるととらえ、本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

⑴ 研究の仮説 

小・中学校の教頭が、えびの市における教育推進の

中核を担い、互いに連携することにより、充実した事

業を推進することができれば、ふるさとを愛し確かな

学力を身につけた児童生徒を育成することができる。 

⑵ 研究の視点 

 ①教育特区の推進 

児童生徒に確かな学力を身につけさせるための組

織に教頭がどのようにかかわればよいか。 

 ②小中一貫教育(連携型)の推進 

中学校区ごとに、研究主題を設定し、研究を推進

するにあたり、教頭が研究主任や教務主任等とどの

ような連携を図ればよいか。 

さらに、学校間の連携に教頭がどのような役割を

担わなければならないか。 

 

３ 研究の経過 

 本市では平成20年度から教育特区を活用した事業を

推進し、平成21年度から全ての中学校区において小中

一貫教育(連携型)を推進している。特に、飯野中学校

区では隣接する飯野小学校と県立飯野高等学校を含め

た小中高の一貫教育にも取り組んでいる。 

 そこで、市内小中学校の教頭は、小中一貫教育の推

進組織の中の実務的な作業部会と市教育研究センター

の部会長として各部会の取りまとめ役を担ってきた。

また、中学校区ごとの研究推進の指導助言や学校間の

連絡調整の役割を果たすとともに、市教頭会研修会に

おいて市内の全体的な連絡調整を図ってきた。 

 

４ 研究の概要 

⑴ 教育特区の取組 

 ①英会話科と英語表現科 

本市では、国際感覚やコミュニケーション能力を

高めることを目標にして、小学３年生から英会話科

を、中学１年生から英語表現科を取り入れている。 

英会話科については、独自のテキストや年間計画

により、連携校の中学校英語科担当と小学校学級担

任がＴＴで、基本的な英会話の指導をしている。ま

た、英語表現科については、英語科担当職員とＡＬ

Ｔが各中学校を巡回してＴＴで、日常生活で使う英

語や英会話について指導を進めている。 

 ②ふるさと学習「えびの学」 

「えびのの自然・環境、歴史・伝統、産業・生活

について、系統性・一貫性をもって学ばせ、えびの

への理解を深め、えびのと自分に対する自信と誇り

を育むとともに、えびのの未来と自分の生き方を結

びつけ、生涯にわたってふるさとを愛する心情と態

度を育てる。」を目標に、小学校低学年は生活科の

１単元として、小学３年生から高校生までは「えび

の学」として、12年間を見通し発展的な学習を展開

している。 

 ③セレクト国語・算数 

全国学力調査Ｂ問題の結果が思わしくないという

結果を受け、「自ら課題を見つけ考えることを通し

て、課題の解決や探究活動に主体的・創造的に取り

組む態度の育成をめざす」ことを目標に、小学５・

６年の総合的な学習の時間の中で国語科と算数科に

絞って取り組んでいる。 

⑵ 小中一貫教育(連携型)の取組 

これまでの経過をもとに、次の４項目について24年

度の取組を具体的に説明する。 

①学力向上推進員部会 

えびの市だけでなく宮崎県及び西諸県地区の最重

要課題でもある「学力向上」について検討する部会

であり、一貫教育のねらいである「学力向上」を図

る手立てを明確し、それを検証することをねらいと

している。部会長は教頭が務め、各小・中学校から

10名の教務主任が推進員として所属している。 

 ②セレクト国語・算数推進員部会 

「セレクト国語・算数」の内容の検証、指導方法

を明確にすることや今後の方向性を探ることをねら

いとしている。部会長は教頭が務め、小学校から４

名の教諭が推進員として所属している。 

 ③資質向上推進員部会 

ふるさと学習「えびの学」の指導方法の改善や指

導資料・教材の整備と、「英会話科・英語表現科」

の指導方法の改善を図ることをねらいとしている。

部会長は教頭が務め、小・中学校から５名の教諭が

推進員として所属している。 

 ④えびの市教育研究センター 

えびの市における教育的課題の解決を図るための

指導方法を明確にし、小・中学校の系統的な指導の

在り方を明確にすることをねらいとしている。部会

長は教頭が務め、小・中学校の若手教諭８名が推進

員として所属している。 

⑶ 教頭のかかわり 

①各部会の部会長として 

部会長の役割は、活動内容や課題の検討をすると

ともに、市教育委員会の担当者と連絡調整をするこ

とである。また、教頭が他校の教諭と関わることで、

市全体で統一した取組を協力して推進しているとい

う一体感も生まれている。 

②連携校間の連絡調整役として 

児童生徒や教職員の交流を行うにあたり、事前の

計画は主任クラスや担当教諭が行うが、その際に必

要な事項については、教頭間で連絡調整を行い指導

助言することで、円滑な運営を進めている。 

③各学校の推進役として 

市教育委員会の進める事業に積極的にかかわるこ

とができるとともに、それぞれの中学校区ごとに小

中一貫教育(連携型)を推進するための連絡・調整役

として、リーダーである校長を助け取組に大きく関

与することができる。 

④教頭会としてのかかわり 

定期的に開催する教頭会研修会は、各中学校区ご

との研究課題に教頭が関与できる場であるとともに、

他の中学校区の取組を参考にすることができる機会

でもある。 

 

５ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 研究の成果 

 教頭が事業の目的をしっかり把握し、学校や組織の

中核となり研究を進めたことで、本事業を円滑かつ効

率的に推進をすることができた。このことにより児童

生徒の学力、とりわけ英語科における学力をめざまし

く向上させることができた。 

⑵ 今後の課題 

  本事業をさらに推進し、各学校での取組を充実させる

ために、教頭としてどのようにかかわるか。 
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第４分科会　「組織・運営に関する課題」



えびの市における小中一貫教育及び教育特区の取組と教頭の役割 
～ふるさとを愛し、確かな学力を身につけた児童生徒の育成をめざして～ 

 

提言者  宮崎県えびの市小中学校教頭会  えびの市立真幸中学校 押川 幸廣 

 

 

１ 主題設定の理由 

 えびの市内には４校の中学校と５校の小学校(小学

校の分校１校)合計９校の小中学校がその全ての中学

校区において、「ふるさとを愛し、確かな学力を身に

つけた児童生徒の育成」を目指し、小中一貫教育(連携

型)が推進されている。さらに、教育特区の指定を受け、

「ふるさと学習『えびの学』」や小学校における「英

会話科」、中学校における「英語表現科」が教科とし

て実施されている。 

 このような市をあげて取り組む中心的な事業の推進

には、小学校と中学校の連携が不可欠であり、その推

進役として副校長・教頭の役割が大変重要であると考

える。 

 そこで、本市の特色ある教育の推進に副校長・教頭

がどのようにかかわっていくのかが教頭会としての課

題であるととらえ、本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

⑴ 研究の仮説 

小・中学校の教頭が、えびの市における教育推進の

中核を担い、互いに連携することにより、充実した事

業を推進することができれば、ふるさとを愛し確かな

学力を身につけた児童生徒を育成することができる。 

⑵ 研究の視点 

 ①教育特区の推進 

児童生徒に確かな学力を身につけさせるための組

織に教頭がどのようにかかわればよいか。 

 ②小中一貫教育(連携型)の推進 

中学校区ごとに、研究主題を設定し、研究を推進

するにあたり、教頭が研究主任や教務主任等とどの

ような連携を図ればよいか。 

さらに、学校間の連携に教頭がどのような役割を

担わなければならないか。 

 

３ 研究の経過 

 本市では平成20年度から教育特区を活用した事業を

推進し、平成21年度から全ての中学校区において小中

一貫教育(連携型)を推進している。特に、飯野中学校

区では隣接する飯野小学校と県立飯野高等学校を含め

た小中高の一貫教育にも取り組んでいる。 

 そこで、市内小中学校の教頭は、小中一貫教育の推

進組織の中の実務的な作業部会と市教育研究センター

の部会長として各部会の取りまとめ役を担ってきた。

また、中学校区ごとの研究推進の指導助言や学校間の

連絡調整の役割を果たすとともに、市教頭会研修会に

おいて市内の全体的な連絡調整を図ってきた。 

 

４ 研究の概要 

⑴ 教育特区の取組 

 ①英会話科と英語表現科 

本市では、国際感覚やコミュニケーション能力を

高めることを目標にして、小学３年生から英会話科

を、中学１年生から英語表現科を取り入れている。 

英会話科については、独自のテキストや年間計画

により、連携校の中学校英語科担当と小学校学級担

任がＴＴで、基本的な英会話の指導をしている。ま

た、英語表現科については、英語科担当職員とＡＬ

Ｔが各中学校を巡回してＴＴで、日常生活で使う英

語や英会話について指導を進めている。 

 ②ふるさと学習「えびの学」 

「えびのの自然・環境、歴史・伝統、産業・生活

について、系統性・一貫性をもって学ばせ、えびの

への理解を深め、えびのと自分に対する自信と誇り

を育むとともに、えびのの未来と自分の生き方を結

びつけ、生涯にわたってふるさとを愛する心情と態

度を育てる。」を目標に、小学校低学年は生活科の

１単元として、小学３年生から高校生までは「えび

の学」として、12年間を見通し発展的な学習を展開

している。 

 ③セレクト国語・算数 

全国学力調査Ｂ問題の結果が思わしくないという

結果を受け、「自ら課題を見つけ考えることを通し

て、課題の解決や探究活動に主体的・創造的に取り

組む態度の育成をめざす」ことを目標に、小学５・

６年の総合的な学習の時間の中で国語科と算数科に

絞って取り組んでいる。 

⑵ 小中一貫教育(連携型)の取組 

これまでの経過をもとに、次の４項目について24年

度の取組を具体的に説明する。 

①学力向上推進員部会 

えびの市だけでなく宮崎県及び西諸県地区の最重

要課題でもある「学力向上」について検討する部会

であり、一貫教育のねらいである「学力向上」を図

る手立てを明確し、それを検証することをねらいと

している。部会長は教頭が務め、各小・中学校から

10名の教務主任が推進員として所属している。 

 ②セレクト国語・算数推進員部会 

「セレクト国語・算数」の内容の検証、指導方法

を明確にすることや今後の方向性を探ることをねら

いとしている。部会長は教頭が務め、小学校から４

名の教諭が推進員として所属している。 

 ③資質向上推進員部会 

ふるさと学習「えびの学」の指導方法の改善や指

導資料・教材の整備と、「英会話科・英語表現科」

の指導方法の改善を図ることをねらいとしている。

部会長は教頭が務め、小・中学校から５名の教諭が

推進員として所属している。 

 ④えびの市教育研究センター 

えびの市における教育的課題の解決を図るための

指導方法を明確にし、小・中学校の系統的な指導の

在り方を明確にすることをねらいとしている。部会

長は教頭が務め、小・中学校の若手教諭８名が推進

員として所属している。 

⑶ 教頭のかかわり 

①各部会の部会長として 

部会長の役割は、活動内容や課題の検討をすると

ともに、市教育委員会の担当者と連絡調整をするこ

とである。また、教頭が他校の教諭と関わることで、

市全体で統一した取組を協力して推進しているとい

う一体感も生まれている。 

②連携校間の連絡調整役として 

児童生徒や教職員の交流を行うにあたり、事前の

計画は主任クラスや担当教諭が行うが、その際に必

要な事項については、教頭間で連絡調整を行い指導

助言することで、円滑な運営を進めている。 

③各学校の推進役として 

市教育委員会の進める事業に積極的にかかわるこ

とができるとともに、それぞれの中学校区ごとに小

中一貫教育(連携型)を推進するための連絡・調整役

として、リーダーである校長を助け取組に大きく関

与することができる。 

④教頭会としてのかかわり 

定期的に開催する教頭会研修会は、各中学校区ご

との研究課題に教頭が関与できる場であるとともに、

他の中学校区の取組を参考にすることができる機会

でもある。 

 

５ 研究の成果と今後の課題 

⑴ 研究の成果 

 教頭が事業の目的をしっかり把握し、学校や組織の

中核となり研究を進めたことで、本事業を円滑かつ効

率的に推進をすることができた。このことにより児童

生徒の学力、とりわけ英語科における学力をめざまし

く向上させることができた。 

⑵ 今後の課題 

  本事業をさらに推進し、各学校での取組を充実させる

ために、教頭としてどのようにかかわるか。 
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１ 主題設定の理由                

 教育への信頼回復を確かなものにするためには、

県民の願いである児童生徒の学力体力の向上、社

会性・規範性の育成等に向けて教育の現場で着実

に成果を上げることが必要である。これまで、大

分県は学力向上において「低学力層の底上げを最

優先課題として、全国学力学習状況調査の正答率

を九州トップレベルにする」を目指してきた。そ

の成果が着実に実現されつつある。 
本市においても、学力向上に向けての取り組み

を進めてきている。しかし、その成果はまだ十分

ではなく課題も多く残されている。 
目標達成に向けて、教育成果を高めるためには

意識の高い教職員だけが努力するのではなく学校

が組織的に取り組み機動的に対応することが求め

られている。               
                         
２ 研究のねらい                 

 本県では、地域や学校間で差があるが、教職員

間に「若手もベテランも対等である」という、い

わゆる「横並び意識」があり、主任制度が十分に

機能してこなかったという問題がある。ミドルリ

ーダーが指導や助言をしにくいし、校長もリーダ

ーシップを発揮しにくい。そのため、学校が組織

としての課題解決力や対応力を発揮しているとは

言い難い。そこで、次の２点を中心に報告する。 
⑴ 学力向上という目標に組織的に取り組んだ津

久見市教頭会の歩み 
⑵ 学校組織の活性化とミドルリーダーの育成の

ための教頭のかかわり 
        
３ 研究の経過 

①平成23年度 学力向上に向けた取り組み 

       （学力向上支援教員の活用） 

②平成24年度 学力向上に向けた取り組み 

       （教務主任の活用） 

学校組織の見直し 

③平成25年度 運営委員会を中心とした学校組織

の活性化 
（ミドルリーダーの育成） 

４ 研究の概要 

①学力向上支援教員を活用した取り組み 

 平成22年度から、学力向上をめざして県全体に

学力向上支援教員が配置されるようになった。本

市では、本年度は中学校に数学科１名、小学校に

算数科１名、国語科２名の合計４名が配置されて

いる。学力向上支援教員（国語）の場合、小学４・

５・６年の国語科専科として本務校と担当校にお

いて授業及び授業改善を行い、教師の授業力アッ

プをめざしている。各校教頭は学力向上支援教員

と連携しながら職員室の机・ロッカーの配置、各

週の連絡調整等を行い、スムーズな制度の導入や

効果的な活用を心がけてきた。各校の教職員の授

業力向上に大きな力となっている。 

②教務主任を活用した取り組み 
 本市では、教務主任は校務分掌表に位置づけら

れてはいたが、研究主任が兼務するなど職務内容

が十分理解されてこなかった。そこで、平成24年

度は、各学校に教務主任を明確に位置付け、教頭

として教務主任や研究主任を指導し、両者の役割

分担や調整を行った。研究主任は校内研究の推

進・立案・実施。教務主任は研究主任をサポート

すると共に、校内研修全体の推進役として、実践

を目標に照らして評価・検証し、教育課程の管理・

運営に取り組むように指導した。また、授業技術

等や教育技術の世代間ギャップを埋め、相互に磨

き合う体制づくりのための主任同士の連携につい

ても助言した。 

ア、互見授業の活発化 

教職員の年齢構成は20代と50代が多く、若手

教員の資質向上やベテラン教員の参画意識や意

欲向上に問題を抱えている。教務主任と連携し

ながら、互見授業の推進を行った。 

学力向上に向けて組織的に取り組む学校体制の推進 
―ミドルリーダーが効果的に機能する学校運営を目指してー 

   

     提言者  大分県津久見市教頭会  津久見市立堅徳小学校 平川 英治

「見られる」緊張感の中で、フレッシャーズV

Ｓエキスパーツに分かれて互いに授業を行い、

組織的に力量を高めた。 

イ、フレッシャーズセミナーの実施 

 50代職員の大量退職時代を迎え、新人教職員

への教育技術の継承が必要である。小さな教育

技術の不足で学級崩壊を招くこともある。時期

や必要に応じたテーマを設定し、先輩教職員が

得意な分野を担当、校内ミニ講座を実施した。

（例 通知表のつけ方 総合的な学習の時間の

取り組み方 生活習慣の指導方法等） 

ウ、学校評価指標の見直し 

学校教育目標の項目と教職員一人ひとりの課

題意識に結びつけるため、学校評価指標の見直

しを職員にさせることで具体化を図り、教職員

の参画意欲を高めた。 

③学校運営組織の見直しと組織の活性化 

 平成24年11月、本県では「芯の通った学校組織」

推進プランが策定された。 

校長・教頭・主要主任等で構成する［運営委員

会］を学校の中枢機関として校務分掌表に明確に

位置付け、組織的な運用を行い、学力向上のみな

らず、様々な学校の抱える課題に迅速に対応して

解決していくため工夫するよう求められた。 

 本市教頭会では、こうした県教委の動きにベク

トルを合わせ、校務分掌表の見直しや運営委員会

の持ち方についての学習や情報交換会を活発に行

った。同じ市内でも、学校規模や学校事情によっ

て差があり、一律ではなかったが、よりよい学校

組織作りに向けて教頭の果たす役割やかかわりを

模索した。 

○Ａ中学校の例 

 学校診断テストを参考にして校務分掌を改善、

教務部、生徒理解指導部、学習指導推進部、豊か

な心推進部を位置づけた。運営委員会は校長・教

頭・教務主任・研究主任・生徒指導主任・学年長

で構成し、毎月第１水曜日に定例開催する。 

○Ｂ小学校の例 

 教務主任の下に生活指導部・体育部・研究部を

置き、運営委員会は校長・教頭・教務主任・研究

主任・学力向上支援教員で構成し、毎月第２水曜

に定例開催、重要事項等の議題整理を第１・第４

月曜に行う。 

教頭研修会では、運営委員会を活発な企画立案

の場とするために、どのような工夫が必要なのか

が議題となった。 

・明確な学校教育目標と重点化された取り組み

指標を職員全体に把握させる必要がある。 

・企画立案が活発になされるためには議題の整

理が必要である。 

・運営委員会に出席しない職員のモチベーショ

ンを上げるためには分掌会議も必要である。 

そのいずれの場合も、すべての場面でミドル

リーダーの役割が大きいことが確認された。で

は、教頭としてミドルリーダーに自覚を持たせ

人材を育成するには、どうすればいいのだろう

か。 

○どの時期にどんな内容の提案が必要なのか一覧

表やデータを持たせることで、ミドルリーダー

としての役割や責任感をもたせようとしている。

（中） 

○職員会議の司会をさせることで自覚を促してい

る（小） 

○主任と密に連携しながらも「任せること」が必

要だ。教頭が仕事を抱え込まず、見守りや助言

に徹することが大事だ。（小）（中）さまざまな

報告があったが、まだ十分とはいえず模索が続

いている。 

 
５ 研究の成果と今後の課題 

○学力向上支援教員や教務主任を活用することに

より、学校運営が活性化し授業力向上につなが

ることが検証できた。 
○学校運営組織の活性化にはミドルリーダーの役

割が大きいことが理解できた。 
●学校規模に応じミドルリーダーを活かす学校運

営組織作りをどのように進めるか。 
●教頭として、ミドルリーダーの育成にどのよう

な「しかけ」をすればいいのか。 
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４

第４分科会　「組織・運営に関する課題」



１ 主題設定の理由                

 教育への信頼回復を確かなものにするためには、

県民の願いである児童生徒の学力体力の向上、社

会性・規範性の育成等に向けて教育の現場で着実

に成果を上げることが必要である。これまで、大

分県は学力向上において「低学力層の底上げを最

優先課題として、全国学力学習状況調査の正答率

を九州トップレベルにする」を目指してきた。そ

の成果が着実に実現されつつある。 
本市においても、学力向上に向けての取り組み

を進めてきている。しかし、その成果はまだ十分

ではなく課題も多く残されている。 
目標達成に向けて、教育成果を高めるためには

意識の高い教職員だけが努力するのではなく学校

が組織的に取り組み機動的に対応することが求め

られている。               
                         
２ 研究のねらい                 

 本県では、地域や学校間で差があるが、教職員

間に「若手もベテランも対等である」という、い

わゆる「横並び意識」があり、主任制度が十分に

機能してこなかったという問題がある。ミドルリ

ーダーが指導や助言をしにくいし、校長もリーダ

ーシップを発揮しにくい。そのため、学校が組織

としての課題解決力や対応力を発揮しているとは

言い難い。そこで、次の２点を中心に報告する。 
⑴ 学力向上という目標に組織的に取り組んだ津

久見市教頭会の歩み 
⑵ 学校組織の活性化とミドルリーダーの育成の

ための教頭のかかわり 
        
３ 研究の経過 

①平成23年度 学力向上に向けた取り組み 

       （学力向上支援教員の活用） 

②平成24年度 学力向上に向けた取り組み 

       （教務主任の活用） 

学校組織の見直し 

③平成25年度 運営委員会を中心とした学校組織

の活性化 
（ミドルリーダーの育成） 

４ 研究の概要 

①学力向上支援教員を活用した取り組み 

 平成22年度から、学力向上をめざして県全体に

学力向上支援教員が配置されるようになった。本

市では、本年度は中学校に数学科１名、小学校に

算数科１名、国語科２名の合計４名が配置されて

いる。学力向上支援教員（国語）の場合、小学４・

５・６年の国語科専科として本務校と担当校にお

いて授業及び授業改善を行い、教師の授業力アッ

プをめざしている。各校教頭は学力向上支援教員

と連携しながら職員室の机・ロッカーの配置、各

週の連絡調整等を行い、スムーズな制度の導入や

効果的な活用を心がけてきた。各校の教職員の授

業力向上に大きな力となっている。 

②教務主任を活用した取り組み 
 本市では、教務主任は校務分掌表に位置づけら

れてはいたが、研究主任が兼務するなど職務内容

が十分理解されてこなかった。そこで、平成24年

度は、各学校に教務主任を明確に位置付け、教頭

として教務主任や研究主任を指導し、両者の役割

分担や調整を行った。研究主任は校内研究の推

進・立案・実施。教務主任は研究主任をサポート

すると共に、校内研修全体の推進役として、実践

を目標に照らして評価・検証し、教育課程の管理・

運営に取り組むように指導した。また、授業技術

等や教育技術の世代間ギャップを埋め、相互に磨

き合う体制づくりのための主任同士の連携につい

ても助言した。 

ア、互見授業の活発化 

教職員の年齢構成は20代と50代が多く、若手

教員の資質向上やベテラン教員の参画意識や意

欲向上に問題を抱えている。教務主任と連携し

ながら、互見授業の推進を行った。 

学力向上に向けて組織的に取り組む学校体制の推進 
―ミドルリーダーが効果的に機能する学校運営を目指してー 

   

     提言者  大分県津久見市教頭会  津久見市立堅徳小学校 平川 英治

「見られる」緊張感の中で、フレッシャーズV

Ｓエキスパーツに分かれて互いに授業を行い、

組織的に力量を高めた。 

イ、フレッシャーズセミナーの実施 

 50代職員の大量退職時代を迎え、新人教職員

への教育技術の継承が必要である。小さな教育

技術の不足で学級崩壊を招くこともある。時期

や必要に応じたテーマを設定し、先輩教職員が

得意な分野を担当、校内ミニ講座を実施した。

（例 通知表のつけ方 総合的な学習の時間の

取り組み方 生活習慣の指導方法等） 

ウ、学校評価指標の見直し 

学校教育目標の項目と教職員一人ひとりの課

題意識に結びつけるため、学校評価指標の見直

しを職員にさせることで具体化を図り、教職員

の参画意欲を高めた。 

③学校運営組織の見直しと組織の活性化 

 平成24年11月、本県では「芯の通った学校組織」

推進プランが策定された。 

校長・教頭・主要主任等で構成する［運営委員

会］を学校の中枢機関として校務分掌表に明確に

位置付け、組織的な運用を行い、学力向上のみな

らず、様々な学校の抱える課題に迅速に対応して

解決していくため工夫するよう求められた。 

 本市教頭会では、こうした県教委の動きにベク

トルを合わせ、校務分掌表の見直しや運営委員会

の持ち方についての学習や情報交換会を活発に行

った。同じ市内でも、学校規模や学校事情によっ

て差があり、一律ではなかったが、よりよい学校

組織作りに向けて教頭の果たす役割やかかわりを

模索した。 

○Ａ中学校の例 

 学校診断テストを参考にして校務分掌を改善、

教務部、生徒理解指導部、学習指導推進部、豊か

な心推進部を位置づけた。運営委員会は校長・教

頭・教務主任・研究主任・生徒指導主任・学年長

で構成し、毎月第１水曜日に定例開催する。 

○Ｂ小学校の例 

 教務主任の下に生活指導部・体育部・研究部を

置き、運営委員会は校長・教頭・教務主任・研究

主任・学力向上支援教員で構成し、毎月第２水曜

に定例開催、重要事項等の議題整理を第１・第４

月曜に行う。 

教頭研修会では、運営委員会を活発な企画立案

の場とするために、どのような工夫が必要なのか

が議題となった。 

・明確な学校教育目標と重点化された取り組み

指標を職員全体に把握させる必要がある。 

・企画立案が活発になされるためには議題の整

理が必要である。 

・運営委員会に出席しない職員のモチベーショ

ンを上げるためには分掌会議も必要である。 

そのいずれの場合も、すべての場面でミドル

リーダーの役割が大きいことが確認された。で

は、教頭としてミドルリーダーに自覚を持たせ

人材を育成するには、どうすればいいのだろう

か。 

○どの時期にどんな内容の提案が必要なのか一覧

表やデータを持たせることで、ミドルリーダー

としての役割や責任感をもたせようとしている。

（中） 

○職員会議の司会をさせることで自覚を促してい

る（小） 

○主任と密に連携しながらも「任せること」が必

要だ。教頭が仕事を抱え込まず、見守りや助言

に徹することが大事だ。（小）（中）さまざまな

報告があったが、まだ十分とはいえず模索が続

いている。 

 
５ 研究の成果と今後の課題 

○学力向上支援教員や教務主任を活用することに

より、学校運営が活性化し授業力向上につなが

ることが検証できた。 
○学校運営組織の活性化にはミドルリーダーの役

割が大きいことが理解できた。 
●学校規模に応じミドルリーダーを活かす学校運

営組織作りをどのように進めるか。 
●教頭として、ミドルリーダーの育成にどのよう

な「しかけ」をすればいいのか。 
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教職員の道徳教育推進の意識を高める取り組みの工夫と教頭の役割
～道徳の時間を核とした道徳教育の充実をめざして～

提言者 和歌山県田辺市教頭会 田辺市立龍神中学校 新行 靖

１ 主題設定の理由

学習指導要領総則において、「学校における道

徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活

動全体を通じて行うものであり道徳の時間はも

とより、各教科、総合的な学習の時間及び特別

活動のそれぞれの特質に応じて行うとともに、

あらゆる教育活動を通じて適切に行われなくて

はならない。」とある。

しかし、現実的には、全教職員が共通理解し、

道徳教育を計画的・発展的に行うことが難しい

という課題があった。それは、「道徳の時間」の

指導が、各学級担任だけに任されていたという

ことに起因すると考える。

この課題を解決していくには、まず、全教職

員が、「道徳教育を教育活動全体を通じて行う」

という意識を高めることが必要である。そのた

めに、本校では、「道徳の時間」の指導を担任、

副担任をはじめ全教職員があたること、次に、

各教科担任は、道徳との関連性を探り、各教科

のそれぞれの特質に応じて適切に指導するとい

う意識を持つこと、そして、総合的な学習の時

間及び特別活動においては、道徳的ねらいを明

確にして指導にあたることを目標とした。

全教職員の道徳教育への意識を高めることは、

「道徳の時間」の指導の質的向上と 教育活動

全体で取り組む道徳教育の充実につながってい

くと考える。そして、そのことが、生徒の豊か

な心の育成につながっていくと考え、本研究主

題を設定した。

２ 研究のねらい

⑴ 研究仮説

〈仮説①〉全教職員が積極的に道徳の時間の指

導にかかわり、授業研究を行うことで、道徳の

時間の質の向上が図られるであろう。

〈仮説②〉道徳の時間と、各教科・領域、体験

活動での指導を相互に関連づけ、全教職員が道

徳教育に組織的に取り組むことにより、生徒の

豊かな心を育成する体制を築くことができるで

あろう。

⑵ 研究の視点

①道徳の時間の指導方法を工夫し、教職員が

お互いの授業について意見を述べ、常にそ

の指導方法の工夫改善を図る。

②各教科・領域、体験学習等と道徳の時間と

の関連を図り、豊かな心の育成を目指した

総合単元的道徳の指導を実践する。

３ 研究の経過

豊かな心育成校内委員会を設け、教職員が、「教

材の精選と指導方法の工夫改善の研究部会」、「体

験活動と豊かな心の育成の研究部会」に分かれ

て所属し、互いに連携しながら、目標の達成に

向けて組織的に取り組む体制をつくった。

４ 研究の概要

⑴ 田辺市教頭会での共同研究

①研修テーマ

「豊かな心」を育むためにどのような取

り組みをしているか

②実践交流

◎道徳教育推進のためにどのような取り組

みをしているか

◎「道徳の時間」の充実のためにどのよう

な工夫をしているか

⑵ 「道徳の時間」についての校内研修

①道徳的実践力の定義

道徳的実践力とは、人間としてよりよく生

きていく力であり、一人一人の児童生徒が道

徳的価値の自覚及び自己の生き方についての

考えを深め、将来出会うであろう様々な場面、

状況においても、道徳的価値を実現するため

の適切な行為を主体的に選択し、実践するこ

とができるような内面的資質を意味している。

②「道徳の時間」の指導の留意点

道徳の時間が目指すものは、将来に生きる

内面的資質に迫ることであり、直近の子ども

の行動に資することを目的とするものではな

い。道徳の時間の指導は、生徒の変容を直接

的に求めるものではない。即効性を求めない。

③「道徳の時間」の指導のあり方

④道徳授業の構築の視点

⑤話し合い活動の充実

道徳の時間の授業は、教師と生徒が一緒に

なって、「いかに生きるべきか」を共に語り、

共に考える時間でもある。その中で、生徒が

教師や友人の発言を聞いて、疑問を持ったり、

共鳴したり、混乱したり、葛藤したりして、

人間としての生き方を掘り下げることができ

るようにする。そのために、話し合い活動を

充実させることが重要である。

⑶ 『体験活動と豊かな心の育成』の研究

①体験活動の重要性

学校には、他者や社会、自然や環境の中で

の直接体験のきっかけづくりを行うことが求

められており、体験活動の充実を図ることが

必要とされている。生徒たちは、体験活動を

通して、思いやりの心や規範意識を育んでい

くこと、また、自然や文化・芸術に触れたり、

広く物事への関心を高め問題を発見したり、

困難に挑戦し、他者との信頼関係を築いて協

力していく喜びや充実感を体得することが期

待されている。

②総合単元的な道徳学習をめざして

道徳的価値についての問題意識や課題意識

を各自が主体的に考える学習を意図的に行っ

たのちに、「道徳の時間」において道徳的価値

の自覚を深める学習を行う。そのことによっ

て、各自の問題意識や課題意識の追究が、よ

り主体的に行われるようになる。また、「道徳

の時間」のあとに、各自が自己課題とした事

柄について、追究していける場を設けること

によって、そのあとの学習が、より生徒を主

体とした道徳学習として発展していく。この

ような「総合単元的な道徳学習」をめざした

取り組みを進めてきた。

③総合単元的道徳の実践

④体験活動の充実

⑷ ゲストティーチャーの授業の実施

生活経験が不足している生徒が、先人の生き

方に触れることを目的として、ゲストティーチ

ャーによる授業を企画する。

⑸ 「道徳の時間」の充実の工夫

①道徳の授業公開と授業研究

教務主任と連携し、各学級の道徳の授業公

開と、計画的な授業研究を実施した。

②教材の選定

道徳教育推進教師と連携し、教材の選定に

努めた。

５ 研究の成果と課題

⑴ 成果

全教職員が「道徳の時間」に主体的に取り組

む体制を築いたことにより、担任、副担任、管

理職がそれぞれ自分の授業案を持ち寄り、全教

職員で練り合う機会を多くもつことができた。

研究授業は回を重ねる毎に、一人ひとりが、前

回よりもよりよい授業をつくろうと、授業案の

作成のために努力する姿が日常的になっていっ

た。

道徳の時間だけではなく、各教科の時間にお

いても、話し合い活動を重視する授業に取り組

んだ。

⑵ 課題

『体験活動と豊かな心の育成』に向け質の高

い活発な討論の授業を創造するまでには、まだ

まだ研究と実践が不十分である。
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第５Ａ分科会　「教職員の専門性に関する課題」



教職員の道徳教育推進の意識を高める取り組みの工夫と教頭の役割
～道徳の時間を核とした道徳教育の充実をめざして～

提言者 和歌山県田辺市教頭会 田辺市立龍神中学校 新行 靖

１ 主題設定の理由

学習指導要領総則において、「学校における道

徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活

動全体を通じて行うものであり道徳の時間はも

とより、各教科、総合的な学習の時間及び特別

活動のそれぞれの特質に応じて行うとともに、

あらゆる教育活動を通じて適切に行われなくて

はならない。」とある。

しかし、現実的には、全教職員が共通理解し、

道徳教育を計画的・発展的に行うことが難しい

という課題があった。それは、「道徳の時間」の

指導が、各学級担任だけに任されていたという

ことに起因すると考える。

この課題を解決していくには、まず、全教職

員が、「道徳教育を教育活動全体を通じて行う」

という意識を高めることが必要である。そのた

めに、本校では、「道徳の時間」の指導を担任、

副担任をはじめ全教職員があたること、次に、

各教科担任は、道徳との関連性を探り、各教科

のそれぞれの特質に応じて適切に指導するとい

う意識を持つこと、そして、総合的な学習の時

間及び特別活動においては、道徳的ねらいを明

確にして指導にあたることを目標とした。

全教職員の道徳教育への意識を高めることは、

「道徳の時間」の指導の質的向上と 教育活動

全体で取り組む道徳教育の充実につながってい

くと考える。そして、そのことが、生徒の豊か

な心の育成につながっていくと考え、本研究主

題を設定した。

２ 研究のねらい

⑴ 研究仮説

〈仮説①〉全教職員が積極的に道徳の時間の指

導にかかわり、授業研究を行うことで、道徳の

時間の質の向上が図られるであろう。

〈仮説②〉道徳の時間と、各教科・領域、体験

活動での指導を相互に関連づけ、全教職員が道

徳教育に組織的に取り組むことにより、生徒の

豊かな心を育成する体制を築くことができるで

あろう。

⑵ 研究の視点

①道徳の時間の指導方法を工夫し、教職員が

お互いの授業について意見を述べ、常にそ

の指導方法の工夫改善を図る。

②各教科・領域、体験学習等と道徳の時間と

の関連を図り、豊かな心の育成を目指した

総合単元的道徳の指導を実践する。

３ 研究の経過

豊かな心育成校内委員会を設け、教職員が、「教

材の精選と指導方法の工夫改善の研究部会」、「体

験活動と豊かな心の育成の研究部会」に分かれ

て所属し、互いに連携しながら、目標の達成に

向けて組織的に取り組む体制をつくった。

４ 研究の概要

⑴ 田辺市教頭会での共同研究

①研修テーマ

「豊かな心」を育むためにどのような取

り組みをしているか

②実践交流

◎道徳教育推進のためにどのような取り組

みをしているか

◎「道徳の時間」の充実のためにどのよう

な工夫をしているか

⑵ 「道徳の時間」についての校内研修

①道徳的実践力の定義

道徳的実践力とは、人間としてよりよく生

きていく力であり、一人一人の児童生徒が道

徳的価値の自覚及び自己の生き方についての

考えを深め、将来出会うであろう様々な場面、

状況においても、道徳的価値を実現するため

の適切な行為を主体的に選択し、実践するこ

とができるような内面的資質を意味している。

②「道徳の時間」の指導の留意点

道徳の時間が目指すものは、将来に生きる

内面的資質に迫ることであり、直近の子ども

の行動に資することを目的とするものではな

い。道徳の時間の指導は、生徒の変容を直接

的に求めるものではない。即効性を求めない。

③「道徳の時間」の指導のあり方

④道徳授業の構築の視点

⑤話し合い活動の充実

道徳の時間の授業は、教師と生徒が一緒に

なって、「いかに生きるべきか」を共に語り、

共に考える時間でもある。その中で、生徒が

教師や友人の発言を聞いて、疑問を持ったり、

共鳴したり、混乱したり、葛藤したりして、

人間としての生き方を掘り下げることができ

るようにする。そのために、話し合い活動を

充実させることが重要である。

⑶ 『体験活動と豊かな心の育成』の研究

①体験活動の重要性

学校には、他者や社会、自然や環境の中で

の直接体験のきっかけづくりを行うことが求

められており、体験活動の充実を図ることが

必要とされている。生徒たちは、体験活動を

通して、思いやりの心や規範意識を育んでい

くこと、また、自然や文化・芸術に触れたり、

広く物事への関心を高め問題を発見したり、

困難に挑戦し、他者との信頼関係を築いて協

力していく喜びや充実感を体得することが期

待されている。

②総合単元的な道徳学習をめざして

道徳的価値についての問題意識や課題意識

を各自が主体的に考える学習を意図的に行っ

たのちに、「道徳の時間」において道徳的価値

の自覚を深める学習を行う。そのことによっ

て、各自の問題意識や課題意識の追究が、よ

り主体的に行われるようになる。また、「道徳

の時間」のあとに、各自が自己課題とした事

柄について、追究していける場を設けること

によって、そのあとの学習が、より生徒を主

体とした道徳学習として発展していく。この

ような「総合単元的な道徳学習」をめざした

取り組みを進めてきた。

③総合単元的道徳の実践

④体験活動の充実

⑷ ゲストティーチャーの授業の実施

生活経験が不足している生徒が、先人の生き

方に触れることを目的として、ゲストティーチ

ャーによる授業を企画する。

⑸ 「道徳の時間」の充実の工夫

①道徳の授業公開と授業研究

教務主任と連携し、各学級の道徳の授業公

開と、計画的な授業研究を実施した。

②教材の選定

道徳教育推進教師と連携し、教材の選定に

努めた。

５ 研究の成果と課題

⑴ 成果

全教職員が「道徳の時間」に主体的に取り組

む体制を築いたことにより、担任、副担任、管

理職がそれぞれ自分の授業案を持ち寄り、全教

職員で練り合う機会を多くもつことができた。

研究授業は回を重ねる毎に、一人ひとりが、前

回よりもよりよい授業をつくろうと、授業案の

作成のために努力する姿が日常的になっていっ

た。

道徳の時間だけではなく、各教科の時間にお

いても、話し合い活動を重視する授業に取り組

んだ。

⑵ 課題

『体験活動と豊かな心の育成』に向け質の高

い活発な討論の授業を創造するまでには、まだ

まだ研究と実践が不十分である。
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教職員の資質・能力の向上を図るために教頭としての役割はどうあればよいか

提言者 鹿児島県鹿児島市立桜洲小学校 教頭 平山 甲一
共同研究者 鹿児島市地区教頭会（中央・桜島ブロック）

１ 主題設定の理由

「教育は人にあり」と言われるように、教育の

質は教職員の質にかかっている。教職員の質（資

質・能力）をどう高めていくかは、教育の大きな

課題であることは言うまでもない。また、平成24

年５月に出された中教審のまとめには、「これか

らの教員に求められる資質・能力」について、次

の３つが挙げられている。

○教職に対する責任感、探求力、教職生活全体

を通じての自主的に学び続ける力

○専門職としての高度な知識・技能

○総合的な人間力

これらの資質・能力を向上させるためには、各

教員の自己研鑽はもちろんのこと、管理職（教頭）

の役割も重要となってくる。

そこで、鹿児島市地区教頭会中央・桜島ブロッ

クでは、「教職員の資質・能力の向上を図るため

に教頭としての役割はどうあればよいか」を研究

主題に、特に「教頭の役割」に焦点を当て、研究

に取り組んできた。

２ 研究のねらい

教職員の資質・能力の向上を図るために効果的

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うかかわればよいのか、役割

や配慮事項を明らかにする。

具体的には以下の３点である。

⑴ 教職員の資質・能力等の実態把握

⑵ 効果的な取組・手立ての協議・実践

⑶ 実践を通しての教頭の役割や配慮事項の明確

化

３ 研究の経過

⑴ １年次（平成23年度）

①実態把握

②研究主題の設定と研究計画の立案

⑵ ２年次（平成24年度）

①校内研修等を中心とした実践等

⑶ ３年次（平成25年度）

①個別指導等・教頭の役割を中心とした実践

②研究のまとめ

４ 研究の概要

⑴ 実態把握（アンケート調査から）

①教職員に求められる資質能力等

・対人関係能力 ・職責感 ・授業力

・児童理解力 ・組織力

②教職員の不足している力・能力等

・対応力 ・向上心 ・職責感

・コミュニケーション能力

・参画意識

⑵ 研究の実際

【期待できる資質・能力の向上】

①電話・保護者等への対応の仕方

○場面設定や役割演技を通しての校内研修

【コミュニケーション能力・対応力】

②家庭訪問の仕方

○「接遇」について、教職員としての基本を

確認する校内研修

【コミュニケーション能力・組織力】

③ブックトーク

○「お互いの教養を高める」ことを目的とし

た自主研修 【職責感・向上心】

④職員週報

○資質・能力向上のための内容を掲載

【職責感・授業力・児童理解力】

⑤校務分掌の業務内容

○校務分掌の業務内容を明確化し、具体的に

説明 【組織力・参画意識】

⑥自己申告書の事前指導

○学校経営方針との整合性

○教科指導、学級経営の目標設定

【組織力・職責感・参画意識】

⑦授業診断シート

○授業力向上のための指導・助言

【授業力・向上心】

⑧評価カード

○個々の評価カードで指導・助言・賞賛・目

標設定

【授業力・組織力・向上心】

⑨資質・能力向上スケジュール

○教職員個々の資質・能力向上のためのスケ

ジュールの作成

【向上心・組織力】

⑩地区教頭会の情報交換会

○教頭自身の資質・能力の向上

○学校におけるコーチングの手法を生かして

⑶ 教頭としての役割・配慮事項

＜校長指導と校長との連携を通して＞

①校内研修の充実

○社会人としての常識（接遇）

○授業力 ○保護者等対応力

○協働力 ○人間関係づくり

②自己研鑽のための教育環境の整備

○教育情報 ○自主研修会

○学校内の環境

③自己申告書による目標管理手法

○目標設定

○達成のための手段の指導・助言

○過程の評価・賞賛

○結果の評価・次への方向性

④配慮事項

○教職員への話し方、語りかけ方

（コーチングの手法を生かして）

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 研究の成果

①校内研修

「対応の仕方」「接遇」に関する校内研修を

行うことによって、聞き上手・話し上手になる

ことができた。また、個人ではなく、組織（チ

ーム）としての対応ができるようになった。

②自己研鑽

自主研修や職員週報等で自己研鑽の指導・助

言を行うことで、自己改革につながる環境を作

ることができた。

③自己申告

自己申告により、個々が何を目標としている

のか、何をしようとしているのかが明確になり、

その過程や成果を自己評価できるようになっ

た。

④授業診断シート・評価カード

授業診断シート・評価カードにより、学級経

営力や授業力を向上させる機会・手がかりとな

った。

⑤資質・能力向上スケジュール

資質・能力向上スケジュールは、各教員が備

えてほしい資質・能力を一年間を通してスケジ

ュール化したものである。教頭の指導・助言ス

ケジュールである。指導・助言のタイミングや

各教員が身に付けてほしい資質・能力が明確に

なった。

⑥地区教頭会での情報交換

教頭自身の資質・能力の向上を図ることで、

各学校の教職員の資質・能力の向上も図られ

る。３年次は「コーチングの手法」を取り入れ

た。

⑵ 今後の課題

①研修の機会・時間等の確保

限られた時間の中で、資質・能力向上のため

のすべての研修を計画することは難しい。教職

員がチームとして協働し、しかも充実した教育

活動を展開できる研修体制を構築したい。

②個に応じた資質・能力の向上

すべての教職員が、上記の資質・能力をすべ

て身に付けることは難しい。個に応じた資質・

能力の向上を計画的に実施する必要がある。

③教頭としての資質・能力の向上

教頭自身が、教職員一人一人の資質・能力を

引き出しながら、自発的な行動を促すコミュニ

ケーションスキルを身に付ける必要がある。
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教職員の資質・能力の向上を図るために教頭としての役割はどうあればよいか

提言者 鹿児島県鹿児島市立桜洲小学校 教頭 平山 甲一
共同研究者 鹿児島市地区教頭会（中央・桜島ブロック）

１ 主題設定の理由

「教育は人にあり」と言われるように、教育の

質は教職員の質にかかっている。教職員の質（資

質・能力）をどう高めていくかは、教育の大きな

課題であることは言うまでもない。また、平成24

年５月に出された中教審のまとめには、「これか

らの教員に求められる資質・能力」について、次

の３つが挙げられている。

○教職に対する責任感、探求力、教職生活全体

を通じての自主的に学び続ける力

○専門職としての高度な知識・技能

○総合的な人間力

これらの資質・能力を向上させるためには、各

教員の自己研鑽はもちろんのこと、管理職（教頭）

の役割も重要となってくる。

そこで、鹿児島市地区教頭会中央・桜島ブロッ

クでは、「教職員の資質・能力の向上を図るため

に教頭としての役割はどうあればよいか」を研究

主題に、特に「教頭の役割」に焦点を当て、研究

に取り組んできた。

２ 研究のねらい

教職員の資質・能力の向上を図るために効果的

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うかかわればよいのか、役割

や配慮事項を明らかにする。

具体的には以下の３点である。

⑴ 教職員の資質・能力等の実態把握

⑵ 効果的な取組・手立ての協議・実践

⑶ 実践を通しての教頭の役割や配慮事項の明確

化

３ 研究の経過

⑴ １年次（平成23年度）

①実態把握

②研究主題の設定と研究計画の立案

⑵ ２年次（平成24年度）

①校内研修等を中心とした実践等

⑶ ３年次（平成25年度）

①個別指導等・教頭の役割を中心とした実践

②研究のまとめ

４ 研究の概要

⑴ 実態把握（アンケート調査から）

①教職員に求められる資質能力等

・対人関係能力 ・職責感 ・授業力

・児童理解力 ・組織力

②教職員の不足している力・能力等

・対応力 ・向上心 ・職責感

・コミュニケーション能力

・参画意識

⑵ 研究の実際

【期待できる資質・能力の向上】

①電話・保護者等への対応の仕方

○場面設定や役割演技を通しての校内研修

【コミュニケーション能力・対応力】

②家庭訪問の仕方

○「接遇」について、教職員としての基本を

確認する校内研修

【コミュニケーション能力・組織力】

③ブックトーク

○「お互いの教養を高める」ことを目的とし

た自主研修 【職責感・向上心】

④職員週報

○資質・能力向上のための内容を掲載

【職責感・授業力・児童理解力】

⑤校務分掌の業務内容

○校務分掌の業務内容を明確化し、具体的に

説明 【組織力・参画意識】

⑥自己申告書の事前指導

○学校経営方針との整合性

○教科指導、学級経営の目標設定

【組織力・職責感・参画意識】

⑦授業診断シート

○授業力向上のための指導・助言

【授業力・向上心】

⑧評価カード

○個々の評価カードで指導・助言・賞賛・目

標設定

【授業力・組織力・向上心】

⑨資質・能力向上スケジュール

○教職員個々の資質・能力向上のためのスケ

ジュールの作成

【向上心・組織力】

⑩地区教頭会の情報交換会

○教頭自身の資質・能力の向上

○学校におけるコーチングの手法を生かして

⑶ 教頭としての役割・配慮事項

＜校長指導と校長との連携を通して＞

①校内研修の充実

○社会人としての常識（接遇）

○授業力 ○保護者等対応力

○協働力 ○人間関係づくり

②自己研鑽のための教育環境の整備

○教育情報 ○自主研修会

○学校内の環境

③自己申告書による目標管理手法

○目標設定

○達成のための手段の指導・助言

○過程の評価・賞賛

○結果の評価・次への方向性

④配慮事項

○教職員への話し方、語りかけ方

（コーチングの手法を生かして）

５ 研究の成果と今後の課題

⑴ 研究の成果

①校内研修

「対応の仕方」「接遇」に関する校内研修を

行うことによって、聞き上手・話し上手になる

ことができた。また、個人ではなく、組織（チ

ーム）としての対応ができるようになった。

②自己研鑽

自主研修や職員週報等で自己研鑽の指導・助

言を行うことで、自己改革につながる環境を作

ることができた。

③自己申告

自己申告により、個々が何を目標としている

のか、何をしようとしているのかが明確になり、

その過程や成果を自己評価できるようになっ

た。

④授業診断シート・評価カード

授業診断シート・評価カードにより、学級経

営力や授業力を向上させる機会・手がかりとな

った。

⑤資質・能力向上スケジュール

資質・能力向上スケジュールは、各教員が備

えてほしい資質・能力を一年間を通してスケジ

ュール化したものである。教頭の指導・助言ス

ケジュールである。指導・助言のタイミングや

各教員が身に付けてほしい資質・能力が明確に

なった。

⑥地区教頭会での情報交換

教頭自身の資質・能力の向上を図ることで、

各学校の教職員の資質・能力の向上も図られ

る。３年次は「コーチングの手法」を取り入れ

た。

⑵ 今後の課題

①研修の機会・時間等の確保

限られた時間の中で、資質・能力向上のため

のすべての研修を計画することは難しい。教職

員がチームとして協働し、しかも充実した教育

活動を展開できる研修体制を構築したい。

②個に応じた資質・能力の向上

すべての教職員が、上記の資質・能力をすべ

て身に付けることは難しい。個に応じた資質・

能力の向上を計画的に実施する必要がある。

③教頭としての資質・能力の向上

教頭自身が、教職員一人一人の資質・能力を

引き出しながら、自発的な行動を促すコミュニ

ケーションスキルを身に付ける必要がある。
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組織的な学校運営による学校の総合力の向上
－教職員の意欲・実践力を高める取組を通して－

提言者 山口市立秋穂中学校 今坂 雅志

１ 主題設定の理由

学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、こ

れらの課題に的確に対応し、学校運営を円滑に推

進していくためには、教職員一人ひとりの資質の

向上に加えて、学校の運営組織体制や指導体制の

改善・充実を図り、組織としての教育力や課題解

決力を高めていくことが、より一層重要となって

きている。

山口県では、各学校が、実態を踏まえて、その

運営組織体制、指導体制の改善に最も有効なテー

マを選択し、これを学校運営や人材育成の要であ

る教頭が中心となって取り組むことにより、県内

すべての学校において、各学校の実態に応じた体

制づくりと取組を促進してきた。そのテーマとは、

次の５つである。

①「ＯＪＴの充実等による組織力強化や教職員の

資質向上」

②「事務職員の学校運営への参画体制の強化」

③「諸会議や校務分掌の見直し等による校内組織

の充実」

④「ＩＣＴ活用等による校務の効率化・情報共有」

⑤「家庭や地域社会との連携強化、外部人材の活

用等」

山口市教頭会では、県が進める「組織的な学校

運営」をそのまま研究主題とし、その具現化を目

指すためには、教職員の意欲や実践力を高めるた

めの教頭としての関わりが不可欠であると考え、

副題を設定した。

２ 研究のねらい

教職員の意欲や実践力を高めることを念頭に置

きながら各学校が、①～⑤のうちで実態に合った

取組を進める中で「組織的な学校運営」を推進す

るために、教頭としてどのように関わればよいか、

を探ることである。

３ 研究の経過

平成23年度に、研究主題の設定と研究の進め方

の決定、組織づくりを行った。県では、「組織的

な学校運営」を進めるうえで５つのテーマを示し

ているが、より具体的なものとなるよう次のよう

に整理し、各学校の実態に応じていずれかを選択

し、それぞれの部会に４～５校が所属して研究を

進めることとした。

①学力の向上に向けての授業改善

②保護者・地域との連携

③教職員の学校運営への参画意識の醸成

④教職員の資質・能力の向上のための取組

平成24年度は、各学校において実践を進めると

ともに、相互に情報交換や共通の取組を決めて実

践し、そのまとめを行った。

４ 研究の概要

⑴ 学力の向上に向けての授業改善

授業改善の手立てとして、「ねらい」（教師の指

導目標）と「めあて」（生徒の学習目標）を明確

にし、「仕掛けて待つ」という形の授業を研究し

た。「めあて」と印刷した用紙をラミネート加工

し、全教室の黒板に貼り、教師が毎時間その授業

のめあてを示し、生徒に意識づけをさせる。学期

末にこの取組について教員と生徒にアンケートを

実施し、その成果を確認した。

⑵ 保護者・地域との連携

各校で行われている地域や保護者と連携した

事業を洗い出し、その実態や学校全体としての取

組の様子を把握した。

ア 地域の団体や人材を活用する取組

（関係団体）

○勤労生産学習（ＪＡ）

○お弁当づくり教室（食生活改善推進協議

会）

○地域防災教室（地域づくり協議会）

○学習支援（県立大学）

○保育実習（母親クラブ）

イ 地域行事等への参加（関係団体）

○バス停や地下道などの地域清掃

（社会福祉協議会）

○資源回収ボランティア

ウ 保護者との連携

○「おやじの会」

これは、父親で組織する会で、年に数回、

学校敷地内の整備作業や親子を参加対象と

した「餅つき大会」を企画・運営し、保護

者同士の結びつきを強めている。

以上のように、各校で様々な取組がなされてい

るが、地域と学校が連携する際には教頭がその窓

口となることが多い。連携をさらに進め、地域と

学校が支え合える関係になるには、教職員を含め

た学校全体で対応することが必要である。そのた

め、企画立案段階で担当者の相談に乗ったり、進

行状況を確認しながら適切にアドバイスをしたり

することが重要である。さらに、連携することで

得られた成果をフィードバックすることが意欲に

つながるものと思われる。

⑶ 教職員の学校運営への参画意識の醸成

ア 校内人事の工夫

・教務主任、学年主任、研修主任以外の主

任については全職員に希望する分掌を選

んでもらい、１年間の企画書の提出を求

め、それを参考に人事を行う。

イ 分掌部会等の運営の工夫

・分掌内での企画の手続きを明確にする。

・学校運営方針に基づいて年間方針を決定

する。

ウ 分掌各部の反省と次年度への引き継ぎ

・分掌の反省を11月に行い、３学期には次

年度の素案を作成する。

⑷ 教職員の資質・能力の向上のための取組

「ＯＪＴ」の視点で課題に迫った。各学校の

実態に応じたＯＪＴの在り方を模索し、次の３点

で研究を進めた。

ア 行政職員と教職員が混在して生徒の指導

にあたる学校でのＯＪＴ

イ ＩＣＴの研修を通したＯＪＴ

ウ 全教職員の経験、技術、知識を「見える

化」し、ニーズに応じて提供するＯＪＴ

５ 研究の成果

○研究主題について４つの視点で取り組んで来

たが、「何を目指しているのか」そして、「ど

んな成果が出ているのか」を常に教職員に

伝えていくことが、組織的に取り組むうえ

でも、教職員の意欲・実践力の向上のうえ

でも重要であることがわかった。

○地域や保護者との連携は、今後さらに学校運

営において重要性を増すものと思われる。

地域の方が学校に入ることで、「生徒がさわ

やかなあいさつをするようになった」「教職

員の指導の在り方に対するいい研修になっ

た」という成果があった。教頭の役割とし

て教職員の負担感を考慮しながら、成果を

フィードバックすることの大切さを再認識

した。
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第５Ｂ分科会　「教職員の専門性に関する課題」



組織的な学校運営による学校の総合力の向上
－教職員の意欲・実践力を高める取組を通して－

提言者 山口市立秋穂中学校 今坂 雅志

１ 主題設定の理由

学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、こ

れらの課題に的確に対応し、学校運営を円滑に推

進していくためには、教職員一人ひとりの資質の

向上に加えて、学校の運営組織体制や指導体制の

改善・充実を図り、組織としての教育力や課題解

決力を高めていくことが、より一層重要となって

きている。

山口県では、各学校が、実態を踏まえて、その

運営組織体制、指導体制の改善に最も有効なテー

マを選択し、これを学校運営や人材育成の要であ

る教頭が中心となって取り組むことにより、県内

すべての学校において、各学校の実態に応じた体

制づくりと取組を促進してきた。そのテーマとは、

次の５つである。

①「ＯＪＴの充実等による組織力強化や教職員の

資質向上」

②「事務職員の学校運営への参画体制の強化」

③「諸会議や校務分掌の見直し等による校内組織

の充実」

④「ＩＣＴ活用等による校務の効率化・情報共有」

⑤「家庭や地域社会との連携強化、外部人材の活

用等」

山口市教頭会では、県が進める「組織的な学校

運営」をそのまま研究主題とし、その具現化を目

指すためには、教職員の意欲や実践力を高めるた

めの教頭としての関わりが不可欠であると考え、

副題を設定した。

２ 研究のねらい

教職員の意欲や実践力を高めることを念頭に置

きながら各学校が、①～⑤のうちで実態に合った

取組を進める中で「組織的な学校運営」を推進す

るために、教頭としてどのように関わればよいか、

を探ることである。

３ 研究の経過

平成23年度に、研究主題の設定と研究の進め方

の決定、組織づくりを行った。県では、「組織的

な学校運営」を進めるうえで５つのテーマを示し

ているが、より具体的なものとなるよう次のよう

に整理し、各学校の実態に応じていずれかを選択

し、それぞれの部会に４～５校が所属して研究を

進めることとした。

①学力の向上に向けての授業改善

②保護者・地域との連携

③教職員の学校運営への参画意識の醸成

④教職員の資質・能力の向上のための取組

平成24年度は、各学校において実践を進めると

ともに、相互に情報交換や共通の取組を決めて実

践し、そのまとめを行った。

４ 研究の概要

⑴ 学力の向上に向けての授業改善

授業改善の手立てとして、「ねらい」（教師の指

導目標）と「めあて」（生徒の学習目標）を明確

にし、「仕掛けて待つ」という形の授業を研究し

た。「めあて」と印刷した用紙をラミネート加工

し、全教室の黒板に貼り、教師が毎時間その授業

のめあてを示し、生徒に意識づけをさせる。学期

末にこの取組について教員と生徒にアンケートを

実施し、その成果を確認した。

⑵ 保護者・地域との連携

各校で行われている地域や保護者と連携した

事業を洗い出し、その実態や学校全体としての取

組の様子を把握した。

ア 地域の団体や人材を活用する取組

（関係団体）

○勤労生産学習（ＪＡ）

○お弁当づくり教室（食生活改善推進協議

会）

○地域防災教室（地域づくり協議会）

○学習支援（県立大学）

○保育実習（母親クラブ）

イ 地域行事等への参加（関係団体）

○バス停や地下道などの地域清掃

（社会福祉協議会）

○資源回収ボランティア

ウ 保護者との連携

○「おやじの会」

これは、父親で組織する会で、年に数回、

学校敷地内の整備作業や親子を参加対象と

した「餅つき大会」を企画・運営し、保護

者同士の結びつきを強めている。

以上のように、各校で様々な取組がなされてい

るが、地域と学校が連携する際には教頭がその窓

口となることが多い。連携をさらに進め、地域と

学校が支え合える関係になるには、教職員を含め

た学校全体で対応することが必要である。そのた

め、企画立案段階で担当者の相談に乗ったり、進

行状況を確認しながら適切にアドバイスをしたり

することが重要である。さらに、連携することで

得られた成果をフィードバックすることが意欲に

つながるものと思われる。

⑶ 教職員の学校運営への参画意識の醸成

ア 校内人事の工夫

・教務主任、学年主任、研修主任以外の主

任については全職員に希望する分掌を選

んでもらい、１年間の企画書の提出を求

め、それを参考に人事を行う。

イ 分掌部会等の運営の工夫

・分掌内での企画の手続きを明確にする。

・学校運営方針に基づいて年間方針を決定

する。

ウ 分掌各部の反省と次年度への引き継ぎ

・分掌の反省を11月に行い、３学期には次

年度の素案を作成する。

⑷ 教職員の資質・能力の向上のための取組

「ＯＪＴ」の視点で課題に迫った。各学校の

実態に応じたＯＪＴの在り方を模索し、次の３点

で研究を進めた。

ア 行政職員と教職員が混在して生徒の指導

にあたる学校でのＯＪＴ

イ ＩＣＴの研修を通したＯＪＴ

ウ 全教職員の経験、技術、知識を「見える

化」し、ニーズに応じて提供するＯＪＴ

５ 研究の成果

○研究主題について４つの視点で取り組んで来

たが、「何を目指しているのか」そして、「ど

んな成果が出ているのか」を常に教職員に

伝えていくことが、組織的に取り組むうえ

でも、教職員の意欲・実践力の向上のうえ

でも重要であることがわかった。

○地域や保護者との連携は、今後さらに学校運

営において重要性を増すものと思われる。

地域の方が学校に入ることで、「生徒がさわ

やかなあいさつをするようになった」「教職

員の指導の在り方に対するいい研修になっ

た」という成果があった。教頭の役割とし

て教職員の負担感を考慮しながら、成果を

フィードバックすることの大切さを再認識

した。
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「竹田市教育のまちＴＯＰ運動」を推進するための教頭のかかわり 
～竹田中のプロジェクト立ち上げによる組織的な取組を中心に～ 

提言者  大分県竹田市教頭会  竹田市立緑ヶ丘中学校 河野 義文 

 
 
１ 主題設定の理由 

 平成22年度より、竹田市では、「教育のまち『Ｔ

ＯＰ運動』」を展開している。竹田市は過疎化、

高齢化、少子化が急激に進んでいる。ほとんどの

学校が小規模校である。児童生徒は素直で明るい

反面、「コミュニケーション力」「人間関係づく

り」「競争意識」「不登校」「粘り強さ」におい

て課題がある。このような児童生徒を取り巻く課

題や、竹田市全体の教育課題を共有する中で、平

成21年度末「竹田市教育のまち『ＴＯＰ運動』」（※

以下「ＴＯＰ運動」）が市教委より提唱された。 

ＴＯＰ運動３年目を迎えるに当たってその趣旨を

踏まえ、主体的・発展的に推進していくために教

頭が教職員に対してどのように関わっていくのか

が課題であると考え、本主題を設定した。 

*「ＴＯＰ運動：Ｔry Ｏriginal Ｐroject の略」 

資料１：ＴＯＰ運動について 

～市広報「竹田」 2011年３月号より抜粋～ 

子どもに「生きる力」をつける 

みんなで取り組む！竹田市「独自」の教育のま

ちづくり 

Ⅰ 教育のまちＴＯＰ運動のめざすこと 

躾を行い、学習の基盤をつくることが土台づく

りとして大事な取組です。そこで、「生活のＴＯ

Ｐ⑩」「学習のＴＯＰ⑩」という態度の指標を示

し、すべての学校で取組ことにしています。家庭

でも学校と一緒に取組んでいただきたいと思いま

す。その上で各学校がしっかりとした授業・活動

を行うことによって、子どもの心を豊かにし、学

力・体力の向上を図ることができます。家庭や地

域の協力を得ながら、全地域でこの運動をすすめ

ることで、「教育のまち竹田市」になっていくと

考えます。そして、「確かな学力」と「自尊感情」

「思いやり」、「自信」をもった「故郷を愛する」

子どもが育っていくことをめざしています。 

Ⅱ マイナスをプラスへ 

竹田市の学校教育環境の特色は、小規模・少人

数です。小規模校が多いということは、市全体と

して児童生徒数に対する教職員数や教育施設数が

充実していることになります。これによって、授

業形態もあれこれ工夫ができるようになりますし、

子ども一人ひとりにきめ細かな指導ができること

になります。この少人数学習や授業改善が学力向

上へと結びついています。こうした竹田の教育の

強みを生かしながら、現代の教育課題である「コ

ミュニケーション力」や小規模であることで懸念

される「人間関係を広げる力」「競争意識」を培

っていく工夫をこのＴＯＰ運動の中で取り組んで

います。竹田ならではの教育をすすめようとして

います。 

  

２ 研究のねらい 

⑴ 研究仮説 

各学校でＴＯＰ運動を進めるに当たり、校長の

リードのもと、教頭が組織的推進の要としてマネ

ジメントを進めていけば、各校教職員の「ＴＯＰ

運動」への参画意識が高まり取組も活性化し、結

果として竹田市全体の教育水準が高まるであろう。 

⑵ 研究の視点 

・教頭として、どのように教職員に周知し主体

的に参画させるか。 

・組織の工夫と実践にどうかかわるか。 

・各校の実践を全体へ伝え、それを自校の実践

にどう繋ぐか。 

 

 

３ 研究の経過 

本市教頭会では、各学校で教頭がＴＯＰ運動を

主体的に推進していくための方法を研究し、その

実践を還流してきた。 

平成23年度 

・教科の授業方法の研究推進（竹田南部中） 

平成24年度①  

・校種間の連携教育の研究推進、学校における

人権教育の充実（都野中） 

平成24年度②･･･《本提言》  

・プロジェクトによる組織的な取組 

・「協調学習」（東京大学との連携による「新

しい学びプロジェクト」）の研究推進 （竹田

中・市指定研究） 

 

４ 研究の概要 

⑴ 竹田南部中の取組 

・学力の分析と授業ルールの徹底 ・生徒指導

の充実 ・ＱＵ検査と教育相談 ・新入生の

実態把握 

⑵ 都野中の取組 

・小中連携（小学校との合同研究、家庭学習の

手引き作成、人権教育の推進、小中乗り入れ

授業、部活見学、合同運動会など） 

・学力分析と授業ルールの徹底 

⑶ 竹田中の取組 

①プロジェクトから組織的な取組へ 

１月初め…年間の成果と反省を確認（全員） 
１月中旬…校内研修、教科道徳、教科外、特活

の４プロジェクトに分け、管理職がリーダー

を指名し要領を説明 
～２月…プロジェクト毎に会議を開催 
３月中旬…プロジェクトのプレゼンと審議 
  次年度への引継（校長へ） 
４月初め…経営方針の説明と方向性の確認 
学期末…教師評価と生徒評価でチェック。 
学期始…評価と方針(修正)の周知（Ｐ・Ｓ） 

《実践》 

…ＴＯＰ運動の「生活の基盤」「学習の基盤」を

連動させ、「生徒指導部」と新設「学習指導部」

を両輪とする生徒の生きる力の育成 

○具体的な取組 

・「指導部だより」の発行（39 号発行）  

・学習規律の確立（教師と生徒の授業スタイル）

→校内研究との連携 

・「家庭学習の手引き」の作成→小中連携 

・自問清掃への発展→環境美化との連携 

②協調学習を中心とした研究推進体制 

…全教員最低１回の協調学習(ジグソー法)の

公開授業と、研究テーマ「言語活動の充実」

にせまる取組 

・「協調学習研究会」の開催 

③ その他 

・Ｔ授業と小学生体験入学の連携・調整 

…中学校区５校の小６が集合しての合同学習

会を本校で開催することで中学校への接続

と中 1ギャップの解消 

        →市教委、小中連携 

 

５ 研究の成果と今後の課題 

この３年間でＴＯＰ運動は各校に根付き各々特

色のある取組の公開・ネット上での共有、研究発

表の開催などにより広がりを見せている。また、

市全体では組織的な取組が確立し、教頭会代表の

ＴＯＰ運動事務局・推進委員会への出席や校内で

は要としての組織的推進によりその成果も出始め

ている。この成果を基に、今年度（平成 25 年）よ

り第二フェーズとして「竹田市教育のまちＴＯＰ

＜ＳＵＮ３＞運動」が提言され、組織的に日常的

に次の 3 年間に挑戦する取組へとステップアップ

していく。県の重点施策やＴＯＰ＜ＳＵＮ３＞運

動を教頭としてどのように連動させ、自校の教育

実践を組織的に日常的に推進していくかが大きな

課題である。 
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「竹田市教育のまちＴＯＰ運動」を推進するための教頭のかかわり 
～竹田中のプロジェクト立ち上げによる組織的な取組を中心に～ 

提言者  大分県竹田市教頭会  竹田市立緑ヶ丘中学校 河野 義文 

 
 
１ 主題設定の理由 

 平成22年度より、竹田市では、「教育のまち『Ｔ

ＯＰ運動』」を展開している。竹田市は過疎化、

高齢化、少子化が急激に進んでいる。ほとんどの

学校が小規模校である。児童生徒は素直で明るい

反面、「コミュニケーション力」「人間関係づく

り」「競争意識」「不登校」「粘り強さ」におい

て課題がある。このような児童生徒を取り巻く課

題や、竹田市全体の教育課題を共有する中で、平

成21年度末「竹田市教育のまち『ＴＯＰ運動』」（※

以下「ＴＯＰ運動」）が市教委より提唱された。 

ＴＯＰ運動３年目を迎えるに当たってその趣旨を

踏まえ、主体的・発展的に推進していくために教

頭が教職員に対してどのように関わっていくのか

が課題であると考え、本主題を設定した。 

*「ＴＯＰ運動：Ｔry Ｏriginal Ｐroject の略」 

資料１：ＴＯＰ運動について 

～市広報「竹田」 2011年３月号より抜粋～ 

子どもに「生きる力」をつける 

みんなで取り組む！竹田市「独自」の教育のま

ちづくり 

Ⅰ 教育のまちＴＯＰ運動のめざすこと 

躾を行い、学習の基盤をつくることが土台づく

りとして大事な取組です。そこで、「生活のＴＯ

Ｐ⑩」「学習のＴＯＰ⑩」という態度の指標を示

し、すべての学校で取組ことにしています。家庭

でも学校と一緒に取組んでいただきたいと思いま

す。その上で各学校がしっかりとした授業・活動

を行うことによって、子どもの心を豊かにし、学

力・体力の向上を図ることができます。家庭や地

域の協力を得ながら、全地域でこの運動をすすめ

ることで、「教育のまち竹田市」になっていくと

考えます。そして、「確かな学力」と「自尊感情」

「思いやり」、「自信」をもった「故郷を愛する」

子どもが育っていくことをめざしています。 

Ⅱ マイナスをプラスへ 

竹田市の学校教育環境の特色は、小規模・少人

数です。小規模校が多いということは、市全体と

して児童生徒数に対する教職員数や教育施設数が

充実していることになります。これによって、授

業形態もあれこれ工夫ができるようになりますし、

子ども一人ひとりにきめ細かな指導ができること

になります。この少人数学習や授業改善が学力向

上へと結びついています。こうした竹田の教育の

強みを生かしながら、現代の教育課題である「コ

ミュニケーション力」や小規模であることで懸念

される「人間関係を広げる力」「競争意識」を培

っていく工夫をこのＴＯＰ運動の中で取り組んで

います。竹田ならではの教育をすすめようとして

います。 

  

２ 研究のねらい 

⑴ 研究仮説 

各学校でＴＯＰ運動を進めるに当たり、校長の

リードのもと、教頭が組織的推進の要としてマネ

ジメントを進めていけば、各校教職員の「ＴＯＰ

運動」への参画意識が高まり取組も活性化し、結

果として竹田市全体の教育水準が高まるであろう。 

⑵ 研究の視点 

・教頭として、どのように教職員に周知し主体

的に参画させるか。 

・組織の工夫と実践にどうかかわるか。 

・各校の実践を全体へ伝え、それを自校の実践

にどう繋ぐか。 

 

 

３ 研究の経過 

本市教頭会では、各学校で教頭がＴＯＰ運動を

主体的に推進していくための方法を研究し、その

実践を還流してきた。 

平成23年度 

・教科の授業方法の研究推進（竹田南部中） 

平成24年度①  

・校種間の連携教育の研究推進、学校における

人権教育の充実（都野中） 

平成24年度②･･･《本提言》  

・プロジェクトによる組織的な取組 

・「協調学習」（東京大学との連携による「新

しい学びプロジェクト」）の研究推進 （竹田

中・市指定研究） 

 

４ 研究の概要 

⑴ 竹田南部中の取組 

・学力の分析と授業ルールの徹底 ・生徒指導

の充実 ・ＱＵ検査と教育相談 ・新入生の

実態把握 

⑵ 都野中の取組 

・小中連携（小学校との合同研究、家庭学習の

手引き作成、人権教育の推進、小中乗り入れ

授業、部活見学、合同運動会など） 

・学力分析と授業ルールの徹底 

⑶ 竹田中の取組 

①プロジェクトから組織的な取組へ 

１月初め…年間の成果と反省を確認（全員） 
１月中旬…校内研修、教科道徳、教科外、特活

の４プロジェクトに分け、管理職がリーダー

を指名し要領を説明 
～２月…プロジェクト毎に会議を開催 
３月中旬…プロジェクトのプレゼンと審議 
  次年度への引継（校長へ） 
４月初め…経営方針の説明と方向性の確認 
学期末…教師評価と生徒評価でチェック。 
学期始…評価と方針(修正)の周知（Ｐ・Ｓ） 

《実践》 

…ＴＯＰ運動の「生活の基盤」「学習の基盤」を

連動させ、「生徒指導部」と新設「学習指導部」

を両輪とする生徒の生きる力の育成 

○具体的な取組 

・「指導部だより」の発行（39 号発行）  

・学習規律の確立（教師と生徒の授業スタイル）

→校内研究との連携 

・「家庭学習の手引き」の作成→小中連携 

・自問清掃への発展→環境美化との連携 

②協調学習を中心とした研究推進体制 

…全教員最低１回の協調学習(ジグソー法)の

公開授業と、研究テーマ「言語活動の充実」

にせまる取組 

・「協調学習研究会」の開催 

③ その他 

・Ｔ授業と小学生体験入学の連携・調整 

…中学校区５校の小６が集合しての合同学習

会を本校で開催することで中学校への接続

と中 1ギャップの解消 

        →市教委、小中連携 

 

５ 研究の成果と今後の課題 

この３年間でＴＯＰ運動は各校に根付き各々特

色のある取組の公開・ネット上での共有、研究発

表の開催などにより広がりを見せている。また、

市全体では組織的な取組が確立し、教頭会代表の

ＴＯＰ運動事務局・推進委員会への出席や校内で

は要としての組織的推進によりその成果も出始め

ている。この成果を基に、今年度（平成 25 年）よ

り第二フェーズとして「竹田市教育のまちＴＯＰ

＜ＳＵＮ３＞運動」が提言され、組織的に日常的

に次の 3 年間に挑戦する取組へとステップアップ

していく。県の重点施策やＴＯＰ＜ＳＵＮ３＞運

動を教頭としてどのように連動させ、自校の教育

実践を組織的に日常的に推進していくかが大きな

課題である。 
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学校を活性化させるための教頭の職務 
～小中一貫（連携）教育を推進するための教頭のリーダーシップについて～ 

     提言者 高知県高知市小中学校教頭会 高知市立行川小学校 中島登喜雄 

 
                                        

１ 主題設定の理由                        

高知市教頭会では、地域に生きる子どもたちの

すばらしい将来を願い、健全な成長を支援してい

くために、次の２つの目的の下、研修を進めてき

た。 

① 生きる力をはぐくむ学校教育の創造と、民主

的な教育を確立するために教頭としての研究

を深め、会員相互の綿密な連絡調整により、修

養に努める。 

② 日常の学校運営の課題について、教頭相互の

意見交換、情報交換を図り、教頭の職務の適切

な遂行と学校の円滑な運営を図るために研修

に努める。 

研修方法として、現在３つのグループに分かれ

全国共通研究課題の中から第１課題、第５課題、

第６課題について研究主題を設定し研究を続け

ている。 

そこで、第３グループ「第６課題」では、特色

を生かした学校運営を行うために、教頭の職務の

見直しを図ることが学校の活性化につながると

考え、本主題を設定した。 

次に、本副題を以下の自校の特色や課題に即し

て設定することとした。 

① 自校は、小規模校であり小中併置校である。

日常的に児童・生徒の交流があり、教員間の連

携も図られてきた。平成13年度からは、本市の

特認校制度により校区外通学が増加傾向にあ

る。平成23年度から学校長が小中の兼務となる。

小中の教員にも兼務発令が出されたことで、小

中一貫教育の推進がより求められてきた。 

② 小中一貫教育を推進する上での課題として、

中学校から入学する生徒や年度途中から転入

にする児童・生徒が増えたことが挙げられる。

また、小中合同の「組織運営力」を高めるため

に教頭のリーダー性をどう発揮していくかが

課題となる。 

２ 研究のねらい 

⑴ 研究仮説 
小中の教頭がリーダー性を発揮すれば、小中教

員の意識改革につながり「組織運営力」の高まり

によって、学校が活性化され小中一貫教育の推進

に結びつくであろう。 
⑵ 研究の視点 
学校としての「組織運営力」を高めるために、

教頭として教員の積極的な教育活動をどのよう

にして引き出すか。 
児童・生徒の実態をもとに教育活動の改善を目

指し、教員との協働関係をどのようにつくってい

くか。 
① 組織力の向上 
② 人材育成     
③ 教頭としてのリーダーシップをもったか

かわり方 
 
３ 研究の経過 

本市教頭会第３グループでは、平成20年度から

第６課題を継続して研究してきた。まず、職務内

容とその方法を見直し、合理化や効率化につなが

る研究を進めた。次に、実践を交流する中ででて

きた成果や課題を自校の課題解決につなげるこ

とを確認した。 

平成23年度からは下記のとおりである。 

・平成23年度…アンケート調査と分析、実践「体

制（組織）づくり・人材育成・教育環境の整備」 

・平成24年度…アンケート調査と分析、実践「組

織的な安心・安全な学校づくりの推進」自校ア

ンケートとして、「小中一貫教育推進のための

教頭の職務」 

平成25年度…アンケート調査と分析、実践とま

とめ「学校を活性化させるための教頭の職務

（小中連携を通して）」 

 

４ 研究の概要 

⑴ 実態把握 

平成23・24年度に実施したグループのアンケー

ト調査をもとに、平成24年度に自校の教職員にア

ンケート調査を行った。内容は「小中一貫教育を

推進するための教頭の職務」とし、集計結果は一

部抜粋（全28項目）して下記の通りとした。                             

小中一貫教育を推進するための教頭の職務 回収数18名

分

類 

番

号 
内容         ① ②

補

佐 
1 

校長の教育理念・経営方針を職員に理

解されるよう働きかける。 
2 3

  2 
学校運営のため、人的・組織的・運営

的な問題を的確に把握する。 
2 9

調

整 

  

3 職員間の人間関係を調整する。 4 4

4 
児童生徒・保護者・地域に信頼される

よう、互いに望ましい関係を築く。 
1 4

  5 
職員会・部会・研修会等でスムーズな

運営や企画を行う。 
0 3

  6 
職員の考えや思いが言える職員会・部

会・研修会等を保障する。 
0 3

  7 
校長に職員の意見や要望を正確に伝え

る。 
0 0

リ 

｜

ダ

｜

シ 

ッ 

プ 

  

  

  

8 
児童生徒の課題や実態を把握し、課題

解決の対策を提起する。 
2 3

9 職員の職業意欲を引き出す。 0 1

10 
職員の意識の改善を促すための指導・

助言を行う。 
0 5

11 決断力をもって学校運営に取組む。 1 1

12 
学校の活性化を図るために、ミドルリ

ーダーの育成に努める。 
0 0

13 
学校行事において、担当者の企画・運

営に助言や支援を行う。 
1 1

14 
教科・教科外・生徒指導で職員の資質・

能力の発揮を支援する。 
0 3

15 
小中連携への具体の取組みを提起す

る。 
2 5

（注）① 教頭の職務の必要性を最優先に挙げた人数 

② 上位（１～３番）に挙げた人数                 

この結果から、実践の重点を次の２点に置き、

小中一貫教育としての「組織運営力」向上を図る

ことにした。 

①組織の課題の共有、実践の成果や課題を検証       

②部会のキャップを中心とした職員の意識改

革 

平成25年度は、教頭会第３グループとして「小

中一貫教育を推進するための教頭の職務」アンケ

ートを行い、具体の改善策を検討し実践につなげ

る。 

⑵ 具体的な取組み 

特認校、小中併置校として、平成23年度には校

長が小中の兼務となり、小中の教頭と教員に兼務

発令が出された。 

①について             

平成24年度、合同組織の見直しとして３つの

部会「小中一貫推進部」「学力向上部」「行事・

体験活動部」をつくった。特に、教育指導計画

の作成、校時表の見直し、乗り入れ授業、Ⅰ期

～Ⅲ期に分けた授業研を実施した。教頭として、

月１回部会の固定→年間計画シートの作成→

実践→中間検証→取組みの修正を図った。部会

の活性化を図ったことで、小中の職員が互いの

価値観の違いを認め、課題の共有や実践につな

がった。  

②について 

小中の教頭の立場として、全体の調整役を果

たすため、職員会や部会で立ち位置を小中の中

間に置いた会話を重視した。キャップと組織運

営や具体策を話し合い→部会→全体で討議す

ることで、職員の一貫教育への意識改革に努め

た。キャップの先導的役割により、部会の運営

力が向上し、職員の協働意識が高まった。 

 
５ 研究の成果 

市教頭会第３グループの研究や自校のアンケ

ート調査をもとに、教頭の職務の見直しや優先化

を図ったことで、学校としての「組織運営力」の

高まりにつながった。 
 
６ 今後の課題                                              

①グループ研究の成果を検証し、自校の課題解

決に向けた取組みを検討する。 
②一貫教育を推進するために、調整役となる加

配の継続が必要となる。        
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学校を活性化させるための教頭の職務 
～小中一貫（連携）教育を推進するための教頭のリーダーシップについて～ 

     提言者 高知県高知市小中学校教頭会 高知市立行川小学校 中島登喜雄 

 
                                        

１ 主題設定の理由                        

高知市教頭会では、地域に生きる子どもたちの

すばらしい将来を願い、健全な成長を支援してい

くために、次の２つの目的の下、研修を進めてき

た。 

① 生きる力をはぐくむ学校教育の創造と、民主

的な教育を確立するために教頭としての研究

を深め、会員相互の綿密な連絡調整により、修

養に努める。 

② 日常の学校運営の課題について、教頭相互の

意見交換、情報交換を図り、教頭の職務の適切

な遂行と学校の円滑な運営を図るために研修

に努める。 

研修方法として、現在３つのグループに分かれ

全国共通研究課題の中から第１課題、第５課題、

第６課題について研究主題を設定し研究を続け

ている。 

そこで、第３グループ「第６課題」では、特色

を生かした学校運営を行うために、教頭の職務の

見直しを図ることが学校の活性化につながると

考え、本主題を設定した。 

次に、本副題を以下の自校の特色や課題に即し

て設定することとした。 

① 自校は、小規模校であり小中併置校である。

日常的に児童・生徒の交流があり、教員間の連

携も図られてきた。平成13年度からは、本市の

特認校制度により校区外通学が増加傾向にあ

る。平成23年度から学校長が小中の兼務となる。

小中の教員にも兼務発令が出されたことで、小

中一貫教育の推進がより求められてきた。 

② 小中一貫教育を推進する上での課題として、

中学校から入学する生徒や年度途中から転入

にする児童・生徒が増えたことが挙げられる。

また、小中合同の「組織運営力」を高めるため

に教頭のリーダー性をどう発揮していくかが

課題となる。 

２ 研究のねらい 

⑴ 研究仮説 
小中の教頭がリーダー性を発揮すれば、小中教

員の意識改革につながり「組織運営力」の高まり

によって、学校が活性化され小中一貫教育の推進

に結びつくであろう。 
⑵ 研究の視点 
学校としての「組織運営力」を高めるために、

教頭として教員の積極的な教育活動をどのよう

にして引き出すか。 
児童・生徒の実態をもとに教育活動の改善を目

指し、教員との協働関係をどのようにつくってい

くか。 
① 組織力の向上 
② 人材育成     
③ 教頭としてのリーダーシップをもったか

かわり方 
 
３ 研究の経過 

本市教頭会第３グループでは、平成20年度から

第６課題を継続して研究してきた。まず、職務内

容とその方法を見直し、合理化や効率化につなが

る研究を進めた。次に、実践を交流する中ででて

きた成果や課題を自校の課題解決につなげるこ

とを確認した。 

平成23年度からは下記のとおりである。 

・平成23年度…アンケート調査と分析、実践「体

制（組織）づくり・人材育成・教育環境の整備」 

・平成24年度…アンケート調査と分析、実践「組

織的な安心・安全な学校づくりの推進」自校ア

ンケートとして、「小中一貫教育推進のための

教頭の職務」 

平成25年度…アンケート調査と分析、実践とま

とめ「学校を活性化させるための教頭の職務

（小中連携を通して）」 

 

４ 研究の概要 

⑴ 実態把握 

平成23・24年度に実施したグループのアンケー

ト調査をもとに、平成24年度に自校の教職員にア

ンケート調査を行った。内容は「小中一貫教育を

推進するための教頭の職務」とし、集計結果は一

部抜粋（全28項目）して下記の通りとした。                             

小中一貫教育を推進するための教頭の職務 回収数18名

分

類 

番

号 
内容         ① ②

補

佐 
1 

校長の教育理念・経営方針を職員に理

解されるよう働きかける。 
2 3

  2 
学校運営のため、人的・組織的・運営

的な問題を的確に把握する。 
2 9

調

整 

  

3 職員間の人間関係を調整する。 4 4

4 
児童生徒・保護者・地域に信頼される

よう、互いに望ましい関係を築く。 
1 4

  5 
職員会・部会・研修会等でスムーズな

運営や企画を行う。 
0 3

  6 
職員の考えや思いが言える職員会・部

会・研修会等を保障する。 
0 3

  7 
校長に職員の意見や要望を正確に伝え

る。 
0 0

リ 

｜

ダ

｜

シ 

ッ 

プ 

  

  

  

8 
児童生徒の課題や実態を把握し、課題

解決の対策を提起する。 
2 3

9 職員の職業意欲を引き出す。 0 1

10 
職員の意識の改善を促すための指導・

助言を行う。 
0 5

11 決断力をもって学校運営に取組む。 1 1

12 
学校の活性化を図るために、ミドルリ

ーダーの育成に努める。 
0 0

13 
学校行事において、担当者の企画・運

営に助言や支援を行う。 
1 1

14 
教科・教科外・生徒指導で職員の資質・

能力の発揮を支援する。 
0 3

15 
小中連携への具体の取組みを提起す

る。 
2 5

（注）① 教頭の職務の必要性を最優先に挙げた人数 

② 上位（１～３番）に挙げた人数                 

この結果から、実践の重点を次の２点に置き、

小中一貫教育としての「組織運営力」向上を図る

ことにした。 

①組織の課題の共有、実践の成果や課題を検証       

②部会のキャップを中心とした職員の意識改

革 

平成25年度は、教頭会第３グループとして「小

中一貫教育を推進するための教頭の職務」アンケ

ートを行い、具体の改善策を検討し実践につなげ

る。 

⑵ 具体的な取組み 

特認校、小中併置校として、平成23年度には校

長が小中の兼務となり、小中の教頭と教員に兼務

発令が出された。 

①について             

平成24年度、合同組織の見直しとして３つの

部会「小中一貫推進部」「学力向上部」「行事・

体験活動部」をつくった。特に、教育指導計画

の作成、校時表の見直し、乗り入れ授業、Ⅰ期

～Ⅲ期に分けた授業研を実施した。教頭として、

月１回部会の固定→年間計画シートの作成→

実践→中間検証→取組みの修正を図った。部会

の活性化を図ったことで、小中の職員が互いの

価値観の違いを認め、課題の共有や実践につな

がった。  

②について 

小中の教頭の立場として、全体の調整役を果

たすため、職員会や部会で立ち位置を小中の中

間に置いた会話を重視した。キャップと組織運

営や具体策を話し合い→部会→全体で討議す

ることで、職員の一貫教育への意識改革に努め

た。キャップの先導的役割により、部会の運営

力が向上し、職員の協働意識が高まった。 

 
５ 研究の成果 

市教頭会第３グループの研究や自校のアンケ

ート調査をもとに、教頭の職務の見直しや優先化

を図ったことで、学校としての「組織運営力」の

高まりにつながった。 
 
６ 今後の課題                                              

①グループ研究の成果を検証し、自校の課題解

決に向けた取組みを検討する。 
②一貫教育を推進するために、調整役となる加

配の継続が必要となる。        
                         

58 59



校長の学校経営の具現化を図るため、
リーダーシップを効果的に発揮する取組

～ 確かな学力の向上を推進する教頭の関わりを通して ～

提言者 沖縄県久米島町小中学校教頭会 仲里中学校 宮城 肇

１ 研究主題設定の理由

平成24年度から新たに始まった本県の『学力向

上主要施策「夢・にぬふぁ星プランⅢ」－虹色・

未来への架け橋－』において、これまでの成果を

踏まえつつ「確かな学力」の向上に焦点化した取

組を推進している。各学校においても、「キャリ

ア教育の視点を踏まえた取組」、「わかる授業の構

築」、「学力向上マネジメントによる目標管理型評

価システムの取組」を柱に、学力向上推進に取り

組んでいる。

本町は、諸学力検査において目標値を設定して

いるが、達成率が100％に達せず、継続的な取り

組みが望まれる。また、離島であるため、ほとん

どの生徒が中学・高校卒業後に親元を離れる。『生

きる力（生きていける力）』を身に付けさせるこ

とは、本町の課題である。このような現状を受け

て、学校長の学校経営方針においても「確かな学

力の向上」が必須の課題として設定され、その具

現化を図るための教頭のリーダーシップが求めら

れている。

そこで、学力向上推進を機能的・組織的に推進

し、教師の資質・能力を高め、実効性のある取組

となるよう教頭としてどのように関わるかを視点

として、本テーマを設定した。

２ 研究のねらい

学力向上推進を組織的・機能的に運営するため

の教頭の関わり方やミドルリーダーの育成につい

て研究する。

３ 研究の経過

⑴ 研究主題の設定、研究仮説の設定

①久米島町管内中学校の諸学力検査（全国学力

学習状況調査、沖縄県学力到達度調査、標準

学力検査〈ＮＲＴ〉）の分析

②学力向上推進に係る現状と課題の分析

⑵ 実践・検証

①本県の学力向上主要施策の取組を通し機能的

な組織運営を図る教頭の関わり

②教師の資質・能力を高め、ミドルリーダーを

育成する教頭の関わり

③小・中連携の学力向上推進に係る実践

⑶ 研究報告書のまとめ

４ 研究の概要

⑴ 研究仮説

少人数という離島・へき地の特性を生かし、諸

学力検査の分析から生徒の学力の実態を把握し、

学力向上に効果的な実践を行う。また、学力向上

推進計画を組織的・機能的に運営するため、学力

向上推進主任・校内研研究主任・教務主任等のミ

ドルリーダーを育成する。教頭としての関わり方、

推進体制の在り方を研究し、小・中連携で共通実

践を構築することで、確かな学力の向上を図るこ

とができるであろう。

⑵ 実践・検証

①キャリア教育の視点を踏まえた取組

ア「地域教育資源」を活用した授業づりを通

して

○実践例

a〈保健体育：人材活用〉地元消防署と連

携した「心肺蘇生」の実習指導

b〈保健体育：地域文化の教材化〉久米島

の伝統文化として継承されている沖縄角

力を体育（武道）として教材化した。

c〈国語：人材活用〉地域人材を活用し「地

域の言語：方言と共通語」について学習

する。

○教頭の関わり

地域連携担当者として、学力向上推進主

任、校内研究主任、教務主任へ適切な助言

(関係機関との調整・派遣依頼、校内研究

の運営等)を行い、「地域教育資源」の活用

を円滑にう。

②わかる授業の構築を図る取組

ア 個に応じた指導

○実践例

ａ 家庭学習プリント(授業と連動した宿題)

ｂ 進級ドリル(沖縄県形成確認問題Ⅱ)

ｃ 補習の時間(年16回－45分)

ｄ １分間スピーチ(各学年朝会)

ｅ 夏季講座(習熟度に応じた課題設定)

ｆ ボランティアの学習支援(数学ドリル学習)

○教頭の関わり

ａ 担当者への支援・助言

ｂ ボランティアの募集・連絡

イ 校内研修の工夫

○実践例

ａ 模擬授業・研究会の実施

ｂ 研究授業・研究会の実施

○教頭の関わり

ａ 指導案作成の指導・助言

ｂ 研究主任との調整・助言(研究会の案内)

ウ 小・中連携学力向上推進の取組

○実践

ａ 学力向上推進会議の開催

ｂ 学力向上推進に係る取組

ｃ 学力向上推進実践発表会の運営

○教頭の関わり

ａ 学力向上推進に係る連絡・調整

ｂ 小中・地域連携に係るコーディネーター

エ 県立総合教育センターの活用を通して

○出前講座の活用（離島における研修機会の

確保）

ａ 算数教育の充実(美崎小学校)

ｂ キャリア教育(清水小学校)

ｃ 教育評価(比屋定小学校)

ｄ 特別支援教育(比屋定小学校)

ｅ 道徳教育(町教委)

ｆ キャリア教育(町教委)

ｇ 特別活動(町教委)

ｈ 久米島の自然・サンゴ礁を活用した総

合的な学習の時間のための教員研修

○教頭の関わり

ａ 出前授業参加の連絡調整

ｂ 事後報告のまとめと研修内容の周知

５ 研究の成果と今後の課題

確かな学力の向上を推進する教頭の関わりとし

て本研究を行った。平成24年度の諸学力検査や学

校評価等から、取組の成果が表れていると思われ

る。

〈成果〉

⑴ 教頭が学力向上推進に係る実践計画に助言

し、各主任（ミドルリーダー）の校務分掌を連

結させ、校務分掌の機能的な運営を行うことで、

ミドルリーダーの育成に繋がった。

⑵ 教頭が地域連携担当者として、地域を理解し

学校と地域の繋ぎをすることで、キャリア教育

の視点を踏まえ、「地域教育資源」を活用した

授業づくりを構築することができた。

⑶ わかる授業の構築を図る取組

①個に応じた指導の実践では、教頭が授業改善

の支援・助言を行い、教師の授業力の向上が

図られた。

②校内研修で教頭が資料提示や指導助言し研修

の充実が図られた。

③教頭が町教委、町内小中学校と連携し出前講

座を運営することで、離島における教育研修

の増加と効率化が図られた。

６ 課題と対応策

〈課題１〉

学力向上推進に係る取組を通して

教頭の関わりと「学力向上」に係る成果の検

証をどのように行うか。

〈対応策１〉

校内研修推進委員会・学力向上研究部で検証

方法を研究する。（教頭の助言と各主任との連

携）

〈課題２〉

小・中連携で学力向上推進に係る共通実践事

項を構築しているが、効果的な推進として結果

が出ていない。

〈対応策２〉

学力向上推進各中学校区委員会で、小・中連

携の共通実践事項を推進する方略の検討を行

い、中・長期的なビジョンの構築を行う。町教

頭会での共通理解を実践へ繋げる。
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校長の学校経営の具現化を図るため、
リーダーシップを効果的に発揮する取組

～ 確かな学力の向上を推進する教頭の関わりを通して ～

提言者 沖縄県久米島町小中学校教頭会 仲里中学校 宮城 肇

１ 研究主題設定の理由

平成24年度から新たに始まった本県の『学力向

上主要施策「夢・にぬふぁ星プランⅢ」－虹色・

未来への架け橋－』において、これまでの成果を

踏まえつつ「確かな学力」の向上に焦点化した取

組を推進している。各学校においても、「キャリ

ア教育の視点を踏まえた取組」、「わかる授業の構

築」、「学力向上マネジメントによる目標管理型評

価システムの取組」を柱に、学力向上推進に取り

組んでいる。

本町は、諸学力検査において目標値を設定して

いるが、達成率が100％に達せず、継続的な取り

組みが望まれる。また、離島であるため、ほとん

どの生徒が中学・高校卒業後に親元を離れる。『生

きる力（生きていける力）』を身に付けさせるこ

とは、本町の課題である。このような現状を受け

て、学校長の学校経営方針においても「確かな学

力の向上」が必須の課題として設定され、その具

現化を図るための教頭のリーダーシップが求めら

れている。

そこで、学力向上推進を機能的・組織的に推進

し、教師の資質・能力を高め、実効性のある取組

となるよう教頭としてどのように関わるかを視点

として、本テーマを設定した。

２ 研究のねらい

学力向上推進を組織的・機能的に運営するため

の教頭の関わり方やミドルリーダーの育成につい

て研究する。

３ 研究の経過

⑴ 研究主題の設定、研究仮説の設定

①久米島町管内中学校の諸学力検査（全国学力

学習状況調査、沖縄県学力到達度調査、標準

学力検査〈ＮＲＴ〉）の分析

②学力向上推進に係る現状と課題の分析

⑵ 実践・検証

①本県の学力向上主要施策の取組を通し機能的

な組織運営を図る教頭の関わり

②教師の資質・能力を高め、ミドルリーダーを

育成する教頭の関わり

③小・中連携の学力向上推進に係る実践

⑶ 研究報告書のまとめ

４ 研究の概要

⑴ 研究仮説

少人数という離島・へき地の特性を生かし、諸

学力検査の分析から生徒の学力の実態を把握し、

学力向上に効果的な実践を行う。また、学力向上

推進計画を組織的・機能的に運営するため、学力

向上推進主任・校内研研究主任・教務主任等のミ

ドルリーダーを育成する。教頭としての関わり方、

推進体制の在り方を研究し、小・中連携で共通実

践を構築することで、確かな学力の向上を図るこ

とができるであろう。

⑵ 実践・検証

①キャリア教育の視点を踏まえた取組

ア「地域教育資源」を活用した授業づりを通

して

○実践例

a〈保健体育：人材活用〉地元消防署と連

携した「心肺蘇生」の実習指導

b〈保健体育：地域文化の教材化〉久米島

の伝統文化として継承されている沖縄角

力を体育（武道）として教材化した。

c〈国語：人材活用〉地域人材を活用し「地

域の言語：方言と共通語」について学習

する。

○教頭の関わり

地域連携担当者として、学力向上推進主

任、校内研究主任、教務主任へ適切な助言

(関係機関との調整・派遣依頼、校内研究

の運営等)を行い、「地域教育資源」の活用

を円滑にう。

②わかる授業の構築を図る取組

ア 個に応じた指導

○実践例

ａ 家庭学習プリント(授業と連動した宿題)

ｂ 進級ドリル(沖縄県形成確認問題Ⅱ)

ｃ 補習の時間(年16回－45分)

ｄ １分間スピーチ(各学年朝会)

ｅ 夏季講座(習熟度に応じた課題設定)

ｆ ボランティアの学習支援(数学ドリル学習)

○教頭の関わり

ａ 担当者への支援・助言

ｂ ボランティアの募集・連絡

イ 校内研修の工夫

○実践例

ａ 模擬授業・研究会の実施

ｂ 研究授業・研究会の実施

○教頭の関わり

ａ 指導案作成の指導・助言

ｂ 研究主任との調整・助言(研究会の案内)

ウ 小・中連携学力向上推進の取組

○実践

ａ 学力向上推進会議の開催

ｂ 学力向上推進に係る取組

ｃ 学力向上推進実践発表会の運営

○教頭の関わり

ａ 学力向上推進に係る連絡・調整

ｂ 小中・地域連携に係るコーディネーター

エ 県立総合教育センターの活用を通して

○出前講座の活用（離島における研修機会の

確保）

ａ 算数教育の充実(美崎小学校)

ｂ キャリア教育(清水小学校)

ｃ 教育評価(比屋定小学校)

ｄ 特別支援教育(比屋定小学校)

ｅ 道徳教育(町教委)

ｆ キャリア教育(町教委)

ｇ 特別活動(町教委)

ｈ 久米島の自然・サンゴ礁を活用した総

合的な学習の時間のための教員研修

○教頭の関わり

ａ 出前授業参加の連絡調整

ｂ 事後報告のまとめと研修内容の周知

５ 研究の成果と今後の課題

確かな学力の向上を推進する教頭の関わりとし

て本研究を行った。平成24年度の諸学力検査や学

校評価等から、取組の成果が表れていると思われ

る。

〈成果〉

⑴ 教頭が学力向上推進に係る実践計画に助言

し、各主任（ミドルリーダー）の校務分掌を連

結させ、校務分掌の機能的な運営を行うことで、

ミドルリーダーの育成に繋がった。

⑵ 教頭が地域連携担当者として、地域を理解し

学校と地域の繋ぎをすることで、キャリア教育

の視点を踏まえ、「地域教育資源」を活用した

授業づくりを構築することができた。

⑶ わかる授業の構築を図る取組

①個に応じた指導の実践では、教頭が授業改善

の支援・助言を行い、教師の授業力の向上が

図られた。

②校内研修で教頭が資料提示や指導助言し研修

の充実が図られた。

③教頭が町教委、町内小中学校と連携し出前講

座を運営することで、離島における教育研修

の増加と効率化が図られた。

６ 課題と対応策

〈課題１〉

学力向上推進に係る取組を通して

教頭の関わりと「学力向上」に係る成果の検

証をどのように行うか。

〈対応策１〉

校内研修推進委員会・学力向上研究部で検証

方法を研究する。（教頭の助言と各主任との連

携）

〈課題２〉

小・中連携で学力向上推進に係る共通実践事

項を構築しているが、効果的な推進として結果

が出ていない。

〈対応策２〉

学力向上推進各中学校区委員会で、小・中連

携の共通実践事項を推進する方略の検討を行

い、中・長期的なビジョンの構築を行う。町教

頭会での共通理解を実践へ繋げる。
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協働意識の高揚を目指した職員室経営案の作成と実践 
～多忙感を充実感に変えるために～ 

提言者  大分県由布市教頭会  由布市立由布川小学校 清水  聡 

 

１ 主題設定の理由 

多忙と多忙感は違うともよく言われる。たとえ多

忙であっても、多忙感を感じなければ・・・という

声は何度も聞くが、一体どうすればいいのだろうか。 

由布市では、平成23年の２学期に「多忙感につい

てのアンケート（日常業務についての意識調査）」

をとった。その結果、７割近くの教職員が相当多忙

と感じているという実態が明らかになった。由布市

教頭会では、その解決手段を「協働意識の高揚」に

求めた。仕事の量そのものよりも、仕事の「質」か

らくる徒労感や不公平感が多忙感を生んでいると

考えれば、協働意識を高めることが必要であると言

える。そのために教頭として、自校に合った職員室

経営案を作り、その内容を実践することで充実感へ

と変化させることを目指そうと考えた。また、由布

市教頭会で共通理解することで由布市全体のレベ

ルアップにつながると考え、本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

⑴ 教職員の「充実感」を生む職員室経営案の工夫

と実践 
⑵ 由布市教頭会のネットワークと連携 
 

３ 研究の経過 

○１年次＜平成23年度＞ 
  ・２学期に由布市統一「多忙感についてのアン

ケート調査」 
  ・各校で対策を検討 

○２年次＜平成24年度＞ 
  ・自校アンケート調査を実施 
  ・職員室経営案の作成 
  ・教頭会研修会にて、職員室経営案学習 
  ・実践後、アンケート調査を実施、成果と課題

を把握 
○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 

・全国教頭会発表。 

４．研究の概要 

 
 
Ａ：由布市統一「日常業務に対する意識調査」の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ｂ：多忙感を感じる原因の解明 
・本校では２年次に、次の独自アンケートをとっ

た。 
 ①『「多忙感」を感じるときはどんな時？』 

・人間関係が良好でない時 
  ・学習指導、教材研究で詰まっている時 
  ・安らげる時間がない時  
  ・提案文書がたまっている時 

⑴ 教職員の「充実感」を生む職員室経営案

の工夫と実践

アンケート結果 
★多忙感指数 ・由布市全体は平均が７、本校は６。  
★理由（本校）１ 「 学 習 指 導 」 ２ 「 事 務 処 理 」

３子どもとの関係 ４保護者との関係 の順番  
※由布市全体では、１と２が逆。  

  ・保護者とつながっていないと感じる時 
  ・仕事等偏っていると感じる時 
  ・予定が詰まっている時 
 ②『「こんな職員室であってほしい」と思うこと

を書いてください。』 
  ・ほっとできる ・同僚意識が高い 
  ・笑顔のある  ・気さくに話ができる   

・管理職を中心にまとまりがある 
  ・腹を割って本音の言える（何でも話せる） 
  ・弱い所、困っている所を相談できる 
  ・笑いや話題がある ・気を遣わない 
 ③『今何か悩みや迷い、困りがあれば・・・』 

・喋りすぎること・年をとっていること 
・父親として妻にまかせっきりなこと 
・一人職種として、今の自分でいいのか 

 
  
 

↓↓↓ 
Ｃ：本校の職員室経営案の作成 
（みんなが「同じベクトル」になるために） 

  ☆経営案に盛り込む取り組みの実際 
  ア：学習指導について（指導力向上） 
   ①教材さがしに出かけたり、指導方法を一緒

に考えたりする。 
   ②自らが授業をして見せたり、模擬授業をし

たりする。 
   ③地域人材を積極的に活用する。 
   ④校内研究を２期制にし、広く研究。 
  イ：事務処理について＜時間の保障＞ 
   ①職員会議、職員朝会を臨機応変に。 
   ②運営委員会や分掌会議の持ち方を工夫し、

無理がいかないようにする。 
  ウ：児童との関係 

①積極的に児童のところへ行き、人間関係を

つくる 
②心を育てる「にこにこせんだん（人権の木）」

等の実施。 
  エ：管理職との人間関係、信頼関係 

①校長との共通理解。 
②毎日全員に声をかけ、「存在感」を持たせる。

また相談を受ける場を持つ。 
③学期等の反省では、必ず全員の成果が表れ

るように、取材を欠かさない。 
  
 

        
 

 
 
○由布市教頭会研修会において、全国教頭会が唱え

る「教頭の職能の向上、専門的資質の研究・追究」

を目指し、また市内小中学校の実態把握のために、

お互いの職員室経営案を学習。 
  Ａ：由布市教頭研修会 

・年度当初作成した職員室経営案を、グルー

プ討議形式で学習会を実施。それをもとに、

個人で再検討する。 
  Ｂ：法制部研修会 

・法制部主催の研修会を毎年10月・11月に開

催。約半年間の実践報告を行い、３学期に

備える。 

  Ｃ：由布市統一の職員室経営案の作成 

・ドラッカーの経営論を参考に、各校の独自

性を生かしつつ、由布市統一書式とする。 

 

５ 成果と課題 

⑴について 

 ○その後の本校独自アンケート回答結果は 

  ・することは多いけど、人間関係が良好なため、

高いチームワークで仕事ができた。多忙感は

あまり感じなかった。 

  ・管理職が自ら率先してくれており、一体感と

感謝の気持ちを感じる。 

  ・管理職との間に信頼関係がある。 

  ・最高の職場と思う。協力し合えている。 

等であった。アンケートを基に職員室経営案を作

成、実践した成果は出たと思う。 

○逆に教頭の仕事を理解し協力してくれた。 

△養護教諭、司書、校務員、特別支援員、幼稚園

教諭ら一人職に対する気遣いを忘れないこと。

実際には、学期の反省等では必ず情報を得て、

全員の努力点を掲載したりした。 

⑵について 

○教頭としての資質向上にとても役立つ。 

○一年間の見通しを確認できる。 

○由布市内17校の現状を把握することができ、自

校に活かすことができる。 
○異動した際に、あらかじめ実情がわかる。  

 

多忙感を充実感に変えるには、「メンタルマネ
ジメント」が必要。  

常に教職員の立場で話をし、言うだけで
なく「自ら行動する」ことが、協働意識
を生むことにつながると考える。  

⑵ 由布市教頭会のネットワークと連携  
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６

第６分科会　「副校長・教頭の職務に関する課題」



協働意識の高揚を目指した職員室経営案の作成と実践 
～多忙感を充実感に変えるために～ 

提言者  大分県由布市教頭会  由布市立由布川小学校 清水  聡 

 

１ 主題設定の理由 

多忙と多忙感は違うともよく言われる。たとえ多

忙であっても、多忙感を感じなければ・・・という

声は何度も聞くが、一体どうすればいいのだろうか。 

由布市では、平成23年の２学期に「多忙感につい

てのアンケート（日常業務についての意識調査）」

をとった。その結果、７割近くの教職員が相当多忙

と感じているという実態が明らかになった。由布市

教頭会では、その解決手段を「協働意識の高揚」に

求めた。仕事の量そのものよりも、仕事の「質」か

らくる徒労感や不公平感が多忙感を生んでいると

考えれば、協働意識を高めることが必要であると言

える。そのために教頭として、自校に合った職員室

経営案を作り、その内容を実践することで充実感へ

と変化させることを目指そうと考えた。また、由布

市教頭会で共通理解することで由布市全体のレベ

ルアップにつながると考え、本主題を設定した。 

 

２ 研究のねらい 

⑴ 教職員の「充実感」を生む職員室経営案の工夫

と実践 
⑵ 由布市教頭会のネットワークと連携 
 

３ 研究の経過 

○１年次＜平成23年度＞ 
  ・２学期に由布市統一「多忙感についてのアン

ケート調査」 
  ・各校で対策を検討 

○２年次＜平成24年度＞ 
  ・自校アンケート調査を実施 
  ・職員室経営案の作成 
  ・教頭会研修会にて、職員室経営案学習 
  ・実践後、アンケート調査を実施、成果と課題

を把握 
○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 

・全国教頭会発表。 

４．研究の概要 

 
 
Ａ：由布市統一「日常業務に対する意識調査」の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ｂ：多忙感を感じる原因の解明 
・本校では２年次に、次の独自アンケートをとっ

た。 
 ①『「多忙感」を感じるときはどんな時？』 

・人間関係が良好でない時 
  ・学習指導、教材研究で詰まっている時 
  ・安らげる時間がない時  
  ・提案文書がたまっている時 

⑴ 教職員の「充実感」を生む職員室経営案

の工夫と実践

アンケート結果 
★多忙感指数 ・由布市全体は平均が７、本校は６。  
★理由（本校）１ 「 学 習 指 導 」 ２ 「 事 務 処 理 」

３子どもとの関係 ４保護者との関係 の順番  
※由布市全体では、１と２が逆。  

  ・保護者とつながっていないと感じる時 
  ・仕事等偏っていると感じる時 
  ・予定が詰まっている時 
 ②『「こんな職員室であってほしい」と思うこと

を書いてください。』 
  ・ほっとできる ・同僚意識が高い 
  ・笑顔のある  ・気さくに話ができる   

・管理職を中心にまとまりがある 
  ・腹を割って本音の言える（何でも話せる） 
  ・弱い所、困っている所を相談できる 
  ・笑いや話題がある ・気を遣わない 
 ③『今何か悩みや迷い、困りがあれば・・・』 

・喋りすぎること・年をとっていること 
・父親として妻にまかせっきりなこと 
・一人職種として、今の自分でいいのか 

 
  
 

↓↓↓ 
Ｃ：本校の職員室経営案の作成 
（みんなが「同じベクトル」になるために） 

  ☆経営案に盛り込む取り組みの実際 
  ア：学習指導について（指導力向上） 
   ①教材さがしに出かけたり、指導方法を一緒

に考えたりする。 
   ②自らが授業をして見せたり、模擬授業をし

たりする。 
   ③地域人材を積極的に活用する。 
   ④校内研究を２期制にし、広く研究。 
  イ：事務処理について＜時間の保障＞ 
   ①職員会議、職員朝会を臨機応変に。 
   ②運営委員会や分掌会議の持ち方を工夫し、

無理がいかないようにする。 
  ウ：児童との関係 

①積極的に児童のところへ行き、人間関係を

つくる 
②心を育てる「にこにこせんだん（人権の木）」

等の実施。 
  エ：管理職との人間関係、信頼関係 

①校長との共通理解。 
②毎日全員に声をかけ、「存在感」を持たせる。

また相談を受ける場を持つ。 
③学期等の反省では、必ず全員の成果が表れ

るように、取材を欠かさない。 
  
 

        
 

 
 
○由布市教頭会研修会において、全国教頭会が唱え

る「教頭の職能の向上、専門的資質の研究・追究」

を目指し、また市内小中学校の実態把握のために、

お互いの職員室経営案を学習。 
  Ａ：由布市教頭研修会 

・年度当初作成した職員室経営案を、グルー

プ討議形式で学習会を実施。それをもとに、

個人で再検討する。 
  Ｂ：法制部研修会 

・法制部主催の研修会を毎年10月・11月に開

催。約半年間の実践報告を行い、３学期に

備える。 

  Ｃ：由布市統一の職員室経営案の作成 

・ドラッカーの経営論を参考に、各校の独自

性を生かしつつ、由布市統一書式とする。 

 

５ 成果と課題 

⑴について 

 ○その後の本校独自アンケート回答結果は 

  ・することは多いけど、人間関係が良好なため、

高いチームワークで仕事ができた。多忙感は

あまり感じなかった。 

  ・管理職が自ら率先してくれており、一体感と

感謝の気持ちを感じる。 

  ・管理職との間に信頼関係がある。 

  ・最高の職場と思う。協力し合えている。 

等であった。アンケートを基に職員室経営案を作

成、実践した成果は出たと思う。 

○逆に教頭の仕事を理解し協力してくれた。 

△養護教諭、司書、校務員、特別支援員、幼稚園

教諭ら一人職に対する気遣いを忘れないこと。

実際には、学期の反省等では必ず情報を得て、

全員の努力点を掲載したりした。 

⑵について 

○教頭としての資質向上にとても役立つ。 

○一年間の見通しを確認できる。 

○由布市内17校の現状を把握することができ、自

校に活かすことができる。 
○異動した際に、あらかじめ実情がわかる。  

 

多忙感を充実感に変えるには、「メンタルマネ
ジメント」が必要。  

常に教職員の立場で話をし、言うだけで
なく「自ら行動する」ことが、協働意識
を生むことにつながると考える。  

⑵ 由布市教頭会のネットワークと連携  
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法令遵守を実現するための教頭の役割 

 

講師  淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科准教授  黒川 雅子 氏 

 
１ 趣旨 

学校組織として校長・副校長・教頭が法令遵守の

体制を確立するためには、学校教育に関わる様々な

場面で、自らの行動が法的にどう評価されるかを教

職員一人一人が感覚的に判断する能力、すなわち、

法的教養を養うことが不可欠である。しかし、全国

様々な学校でスクール・コンプライアンスの在り方

を問われる事件や事故が起こっている。昨今問題に

なっている体罰の他、いじめ、学校事故、教職員の

不祥事等々、これらの事例はどの学校にも起こりう

ることである。 

スクール・コンプライアンスに基づいた学校運営

を行っていくためには、学校現場における実践的な

予防・解決能力の習得が大切である。様々な価値観

をもった保護者がいる中で、場面場面でスクール・

コンプライアンスに基づいた学校運営をしていくた

めには、教職員一人一人の力量を高めなければなら

ない。校長のリーダーシップのもと、地域に信頼さ

れる学校を作っていくために教職員の校内研修が不

可欠なものとなる。本分科会では、事例研修を通し

て、スクール・コンプライアンスに基づいた、誇り

のもてる学校づくりを推進するための教頭・副校長

の役割について研修する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒川 雅子 氏 

２ 講師紹介 

淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科准教

授。専門は、教育制度、教育法規。教育制度学

の中でも教育法規を中心に研究活動を行ってい

る。 

全ての教育活動は、根拠法規が存在してこそ

現実のものになっていること、教員は、教育法

規の存在を意識しなければならない時代を迎え

ていることなどを説いている。昨今、スクール・

コンプライアンスの重要性が強調されるように

なり、保護者や社会の学校への視線（学校観）

が様変わりするなか、教員にスクール・コンプ

ライアンスが強く求められている背景、その具

体的内容について研究を重ねている。 

著書として、「事例で学ぶ“学校の法律問題”」、

「新訂版図解・表解教育法規」、「教育法規一問

一答第 3 巻－学校安全教育関連法制編」（いずれ

も坂田仰氏との共著）など多数の著書がある。 

 

３ 進め方 

⑴  流れ 

① 開会、基調提案、趣旨説明、紹介 

【９:30 ～９:50】 

② 講義 【９:50 ～11:50】 

③ 諸連絡・昼食・休憩 

【11:50～12:50】 

④ 演習Ⅰ      【12:50～13:40】 

⑤ 休憩       【13:40～13:50】 

⑥ 演習Ⅱ     【13:50～15:25】 

⑦ 休憩       【15:25～15:40】 

⑧ 全体のまとめ    【15:40～16:10】 

⑨ 個人のまとめ    【16:10～16:25】 

⑩ 閉会、諸連絡    【16:25～16:30】 
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特

特別分科会Ⅰ　「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメント」



法令遵守を実現するための教頭の役割 

 

講師  淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科准教授  黒川 雅子 氏 

 
１ 趣旨 

学校組織として校長・副校長・教頭が法令遵守の

体制を確立するためには、学校教育に関わる様々な

場面で、自らの行動が法的にどう評価されるかを教

職員一人一人が感覚的に判断する能力、すなわち、

法的教養を養うことが不可欠である。しかし、全国

様々な学校でスクール・コンプライアンスの在り方

を問われる事件や事故が起こっている。昨今問題に

なっている体罰の他、いじめ、学校事故、教職員の

不祥事等々、これらの事例はどの学校にも起こりう

ることである。 

スクール・コンプライアンスに基づいた学校運営

を行っていくためには、学校現場における実践的な

予防・解決能力の習得が大切である。様々な価値観

をもった保護者がいる中で、場面場面でスクール・

コンプライアンスに基づいた学校運営をしていくた

めには、教職員一人一人の力量を高めなければなら

ない。校長のリーダーシップのもと、地域に信頼さ

れる学校を作っていくために教職員の校内研修が不

可欠なものとなる。本分科会では、事例研修を通し

て、スクール・コンプライアンスに基づいた、誇り

のもてる学校づくりを推進するための教頭・副校長

の役割について研修する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒川 雅子 氏 

２ 講師紹介 

淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科准教

授。専門は、教育制度、教育法規。教育制度学

の中でも教育法規を中心に研究活動を行ってい

る。 

全ての教育活動は、根拠法規が存在してこそ

現実のものになっていること、教員は、教育法

規の存在を意識しなければならない時代を迎え

ていることなどを説いている。昨今、スクール・

コンプライアンスの重要性が強調されるように

なり、保護者や社会の学校への視線（学校観）

が様変わりするなか、教員にスクール・コンプ

ライアンスが強く求められている背景、その具

体的内容について研究を重ねている。 

著書として、「事例で学ぶ“学校の法律問題”」、

「新訂版図解・表解教育法規」、「教育法規一問

一答第 3 巻－学校安全教育関連法制編」（いずれ

も坂田仰氏との共著）など多数の著書がある。 

 

３ 進め方 

⑴  流れ 

① 開会、基調提案、趣旨説明、紹介 

【９:30 ～９:50】 

② 講義 【９:50 ～11:50】 

③ 諸連絡・昼食・休憩 

【11:50～12:50】 

④ 演習Ⅰ      【12:50～13:40】 

⑤ 休憩       【13:40～13:50】 

⑥ 演習Ⅱ     【13:50～15:25】 

⑦ 休憩       【15:25～15:40】 

⑧ 全体のまとめ    【15:40～16:10】 

⑨ 個人のまとめ    【16:10～16:25】 

⑩ 閉会、諸連絡    【16:25～16:30】 
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テーマ　

地域の力を生かした学校づくりの推進
　基調講演　「今の子どもは…」と言う前に

ワトソン・ロバート 氏

■職　　名
◎　大分県日田市大山町在住

◎　日田市大山公民館　館長

◎　精神障害者小規模作業所「工房まんげきょう」　所長

■略　　歴
1959 年 アメリカ合衆国アイダホ州ボイシ市に生まれる。

1989 年５月卒業、同年８月、国際交流員として大分県大山町役場に勤務。

1990 年から、毎年夏休みに町の子どもたちを故郷のアイダホ州に連れて行き、

２週間の異文化生活を体験させており、過去500名近くの子どもが参加している。

2004 年８月 大山町役場を退職し、「和都村企画」を設立。人権，教育、

子育て等、講演活動を中心に、全国各地で「和の心」

を優先にする社会づくりに努めている。

2005 年～ 2009 年 日田市立大山中学校育友会（ＰＴＡ）会長

2007 年～ 2009 年 日田市連合育友会（市Ｐ連）会長。

2010 年～ 2012 年 大分県立日田林工高等学校ＰＴＡ会長

2011 年・2012 年 大分県高等学校ＰＴＡ連合会副会長

基調提案　「学校教育と社会教育の協働」

中
なか

 川
がわ

　忠
ただ

 宣
のぶ

 氏

■職　　名
大分大学高等教育開発センター　教授　

　1950 年生まれ

■略　　歴
昭和 44 年４月 福岡教育大学教育学部　小学校課程理科　入学・卒業

昭和 48 年４月 北九州市立浜町小学校教諭→武蔵町立武蔵西小学校教諭

昭和 62 年４月 大分県教育委員会社会教育主事

平成９年４月 武蔵町立武蔵東小学校教諭→小学校教頭

平成 15 年４月 大分県教育庁生涯学習課参事・同社会教育監

平成 20 年４月 大分大学高等教育研究センター　教授

　ＮＰＯ法人大分県「協育」アドバイザーネット顧問

　大分県「教育」ネットワーク協議会会長

特

特別分科会Ⅱ
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テーマ

教育の協働を推進するためのシステムをどうつくるか
－協育ネットワークを活用した学校づくりの推進－

　コーディネーター　中川　忠宣 氏　（大分大学高等教育開発センター）

シンポジスト

寺
てら

 岡
おか

　悌
てい

 二
じ

 氏

■職　　名　別府市教育委員会教育長

■略　　歴
平成７年４月～平成16年３月 別府市教育委員会学校教育課指導主事

平成16年４月～平成19年３月 別府市教育委員会学校教育課参事兼

　　 別府市教育センター所長

平成19年４月～平成21年３月 別府市立朝日中学校長

平成21年４月～平成21年10月 別府市教育委員会学校教育課長

平成21年11月～ 別府市教育委員会教育次長兼学校教育課長

平成21年12月～ 現職　

シンポジスト

伴
ばん

 野
の

　博
ひろ

 美
み

 氏

■職　名
杉並区学校支援本部実行委員会チーフコーディネーター

■略　歴
・Ｈ14年４月 杉並区学校教育コーディネーター

　（現在区内小・中学校22校担当）

・Ｈ17年４月 杉並区立杉森中学校 学校運営協議会委員

・Ｈ19年４月 杉並区立杉並第一小学校 学校支援本部 本部長

・Ｈ20年４月 杉並区学校支援本部 実行委員会 研修委員長

・Ｈ20年４月 杉並区立杉並第一小学校 学校運営協議会委員

・Ｈ24年４月 社会教育アドバイザー

・Ｈ24年  社会教育の分野で文部科学大臣賞

・国立教育政策研究所 教育・研究組織における評価に関する総合的研究
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シンポジスト

池
いけ

 田
だ

　喜
よし

 隆
たか

 氏

■職　　名　　大分県教育庁社会教育課

■略　　歴

1962 年（昭和 37 年）生まれ　別府市出身

大分、別府市内の特別支援学校（２校）、小学校（２校）に勤務した後、

平成 14 年４月より大分大学教育福祉科学部附属小学校に５年間勤務

平成 19 年４月より大分県教育センターに指導主事として２年間勤務

平成 21 年４月より大分県教育庁人権・同和教育課に指導主事として４年間勤務

平成 25 年４月より現職

シンポジスト

伊
い

 東
とう

　俊
とし

 昭
あき

 氏

■職　　名　　佐伯市立上堅田小学校　教頭

■略　　歴
昭和39年２月12日生まれ　49歳

蒲江町立（現佐伯市立）蒲江小学校　教諭 平成３年４月～平成６年３月

鶴見町立（現佐伯市立）松浦小学校　教諭 平成６年４月～平成11年３月

バンコク日本人学校　教諭 平成11年４月～平成14年３月

佐伯市立佐伯小学校 平成14年４月～平成15年３月

大分県教育委員会生涯学習課社会教育主事 平成15年４月～平成20年３月

佐伯市立蒲江小学校　教諭 平成20年４月～平成23年３月

佐伯市立蒲江小学校　教頭 平成23年４月～平成25年３月

 平成24年10月

 イギリス２週間海外研修

平成24年度教育課程研修指導者海外派遣プログラムに参加

「学校と地域等との連携」についてイギリス各学校を視察

佐伯市立上堅田小学校　教頭 平成25年４月～現在

大分大学教育福祉科学部非常勤講師 平成21年10月～平成22年３月

（学級経営論） 平成22年10月～平成23年３月

 平成23年10月～平成24年３月

特

特別分科会Ⅱ
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大会役員名簿

■全国公立学校教頭会役員
役職 都道府県等 氏　　　名 勤　　務　　校 住　　　　所

会長 千　　葉 石黒　　茂 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 千葉県鎌ケ谷市中央 2-1-1

副　
　

会　
　

長

埼　　玉 山田　　勇 川越市立寺尾小学校 埼玉県川越市寺尾 979-2

千　　葉 佐々　一哉 千葉市立松ヶ丘中学校 千葉県千葉市中央区松ケ丘町 440

東京都小 森田やす子 中央区立泰明小学校 中央区銀座 5-1-13

東京都中 幸丸　　滋 墨田区立本所中学校 東京都墨田区東駒形 3-1-10

神奈川小 野口みか子 横浜市立汐入小学校 神奈川県横浜市鶴見区汐入町 2-3-6

北 海 道 小野寺　正 札幌市立八軒東中学校 北海道札幌市西区八軒 2条東 3丁目 1-20

東　　北 宮部　栄一 山形市立第三小学校 山形県山形市宮町 5-7-58

関東甲信越 伊藤　文雄 横浜市立日吉台中学校 神奈川県横浜市港北区日吉本町 4-9-1

東海・北陸 須田　敏男 岐阜市立木之本小学校 岐阜県岐阜市木ノ本町 1-18

近　　畿 丹羽　広光 大津市立堅田小学校 滋賀県大津市本堅田 3-6-1

中　　国 千葉　照久 倉敷市立庄小学校 岡山県倉敷市上東 785-2

四　　国 松浦　正壽 松山市立生石小学校 愛媛県松山市高岡町 630-3

九　　州 溝部美和子 大分市立明野東小学校 大分県大分市明野東 3-2-1

庶
務

埼　　玉 吉岡　　章 行田市立行田中学校 埼玉県行田市佐間 3-3-8

神奈川中 根津　憲一 松田町立寄中学校 神奈川県足柄上郡松田町寄 2549

会
計

東京都小 大山　祐子 荒川区立瑞光小学校 東京都荒川区南千住 1-51-1

東京都中 畑野　茂実 日野市立日野第三中学校 東京都日野市程久保 650

総　

務　

部

茨　　城 秋葉　　泉 水戸市立千波小学校 茨城県水戸市千波町 1538-1

栃　　木 渡邉　　宏 宇都宮市立陽光小学校 栃木県宇都宮市緑 5-3-16

埼　　玉 久保田浩史 神川町立丹荘小学校 埼玉県児玉郡神川町関口 110-1

東京都小 下島　幸泰 板橋区立成増ケ丘小学校 東京都板橋区成増 3-17-7

鳥　　取 森村　繁一 鳥取市立東中学校のぞみ分校 鳥取県鳥取市立川町 5-417

研　

究　

部

北 海 道 吉田　信興 札幌市立平岸小学校 北海道札幌市豊平区平岸 2条 14 丁目 1-28

青　　森 本間　孝浩 八戸市立第一中学校 青森県八戸市吹上 2-17-1

栃　　木 熊倉　　仁 宇都宮市立河内中学校 栃木県宇都宮市中岡本町 3743

埼　　玉 肥留川明宏 鴻巣市立鴻巣東小学校 埼玉県鴻巣市本町 6-4-56

神奈川中 青田　一彦 横浜市立東野中学校 神奈川県横浜市瀬谷区東野 130

新　　潟 細河　正行 新潟市立中之口東小学校 新潟県新潟市西蒲区小吉 1100

静　　岡 犬浦　教雄 富士宮市立富丘小学校 静岡県富士宮市淀師 489-4

京　　都 岩見　昌則 舞鶴市立加佐中学校 京都府舞鶴市岡田由里 20

高　　知 松木　昭二 南国市立香長中学校 高知県南国市大埇乙 2038

愛　　媛 下東　裕文 松山市立雄郡小学校 愛媛県松山市土橋町 1

熊　　本 有田　　司 熊本市立川口小学校 熊本県熊本市南区川口町 3045

広　

報　

部

千　　葉 岩波　澄夫 館山市立神余小学校 千葉県館山市神余 1363

東京都小 松下　雄太 府中市立白糸台小学校 東京都府中市白糸台 2-16

東京都中 大堀　　浩 立川市立立川第二中学校 東京都立川市曙町 3-29-46

神奈川小 石井　正雄 海老名市立有馬小学校 神奈川県海老名市中河内 1784

新　　潟 小海　信幸 長岡市立阪之上小学校 新潟県長岡市今朝白 1-11-21

調　

査　

部

群　　馬 松島　照欣 桐生市立相生中学校 群馬県桐生市相生町 5-247

千　　葉 矢澤　敏和 匝瑳市立八日市場小学校 千葉県匝瑳市八日市場イ 2311

東京都小 宮原　　元 品川区立浜川小学校 東京都品川区南大井 4-3-27

東京都中 春田　道宏 八王子市立川口中学校 東京都八王子市川口町 2555

山　　梨 岩間　好久 笛吹市立八代小学校 山梨県笛吹市八代町岡 780
会
計
監
査

北 海 道 土田　英之 札幌市立清田中学校 北海道札幌市清田区清田 3条 3丁目 7-1

茨　　城 鴻巣　　隆 つくば市立栗原小学校 茨城県つくば市栗原 2018

新　 潟 閏間　久子 上越市立中郷小学校 新潟県上越市中郷区二本木 704
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■実行委員
役　職　名 氏　名 勤　　務　　校 役　職　名 氏　名 勤　　務　　校

実 行 委 員 長 溝部美和子 大分市立明野東小学校

研

究

部

研 究 部 長 新 納　 徳 光 大分市立神崎中学校

実 行 副 委 員 長 和田喜久美 大分市立賀来小中学校 研 究 副 部 長 末 田　 猛 士 中津市立三保小学校

実 行 副 委 員 長 麻 生　 令 子 別府市立緑丘小学校 研 究 部 会 計 今 村　 慎 二 日田市立津江小学校

事 務 局 長 河野富久美 大分市立豊府小学校 全 体 会 係 長 曽 我　 俊 智 大分市立野津原中学校

事 務 局 次 長 園田  真治 大分市立荷揚町学校 全 体 会 係 馬 渡　　 宏  豊後高田市立河内小学校

事 務 局 次 長 原　 聖 一 郎 大分市立原川中学校 〃 時 枝　　 篤 宇佐市立八幡小学校

顧 問 村 谷　 郁 夫 大分市立稙田東中学校 〃 岩 尾　 一 寿 国東市立小原小学校

総

務

部

総 務 部 長 今 熊　 啓 司 豊後高田市立香々地中学校 〃 高 橋　 澄 哉 杵築市立宗近中学校

総 務 副 部 長 國廣美智子 杵築市立東小学校 分 科 会 係 長 工 藤　 賢 明 竹田市立竹田南部中学校

総 務 部 会 計 安部三代文 大分市立明治北小学校 分 科 会 係 伊 藤　 能 光 日出町立大神小学校

総 務 係 長 卯 野　 敏 彦 杵築市立山香中学校 〃 佐 藤　 元 昭 別府市立石垣小学校

総 務 係 本 多　 貴 久 中津市立深水小学校 〃 古 谷　 幸 子 大分市立下郡小学校

〃 笛 田　 康 生 豊後高田市立真玉中学校 〃 阿 部　 尚 志 由布市立由布院小学校

〃 坂 本　 昭 彦 宇佐市立四日市北小学校 〃 小 林　 一 彦 臼杵市立下北小学校

〃 胡 子　 政 孝 国東市立武蔵中学校 〃 菅　　 博 行 大分市立東大分小学校

〃 松 尾　 敦 雄 大分市立別保小学校 〃 秋 元　 昭 一 佐伯市立鶴岡小学校

〃 望 月　 恒 子 臼杵市立下ノ江小学校 〃 佐 藤　 和 生 豊後大野市立三重第一小学校

渉 外 係 長 財 前　 昭 仁 別府市立山の手中学校 〃 春 岡　 英 紀 豊後高田市立草地小学校

渉 外 係 武 津　 智 美 大分市立鴛野小学校 特Ⅱ分科会係長 平 田　 福 一 由布市立南庄内小学校

〃 屋 田　　 清 大分市立吉野中学校 特Ⅱ分科会係 伊 藤　　 浩 大分市立川添小学校

〃 福 島　 英 治 佐伯市立上野小学校 〃 野 村　 尚 生 大分市立高田小学校

〃 三 河　　 広 竹田市立竹田小学校 〃 安 東　 研 輔 大分市立稙田中学校

〃 河 津　 孫 宗 日田市立光岡小学校 〃 高 浪　 祐 一 九重町立飯田小学校

〃 安 部　 恵 子 玖珠町立日出生小学校

広

報

部

広 報 部 長 廣 瀬　 謙 治 佐伯市立八幡小学校

庶

務

部

庶 務 部 長 宮 成　 敏 明 豊後大野市立犬飼小学校 広 報 副 部 長 安 藤　 謙 二 臼杵市立東中学校

庶 務 副 部 長 溝 部　 慎 一 国東市立国東中学校 広 報 部 会 計 折 本　 篤 紀 中津市立今津小学校

庶 務 部 会 計 井原伸一郎 佐伯市立鶴谷中学校 編 集 係 長 橋 本　 明 彦 宇佐市立柳ヶ浦小学校

庶 務 係 長 嘉 藤　 憲 道 豊後大野市立朝地中学校 編 集 係 川 野　 祐 二 津久見市立保戸島中学校

庶 務 係 中 尾　 一 敏 中津市立山口小学校 〃 竹 井　 弘 子 豊後高田市立三浦小学校

〃 本 庄　 和 徳 宇佐市立糸口小学校 〃 吉 田　 貴 雄 杵築市立大内小学校

〃 川 口　　 洋 大分市立城南小学校 〃 矢 野　 淳 子 別府市立春木川小学校

〃 石 川　　 哲 大分市立鶴崎中学校 〃 加 納　 雅 子 大分市立大在小学校

会 場 係 長 須 股　 仁 美 日出町立川崎小学校 〃 工 藤　 啓 記 大分市立城東中学校

会 場 係 井 手　 俊 郎 国東市立国東小学校 広 報 係 長 森　　 啓 二 臼杵市立福良ヶ丘小学校

〃 河 野　 邦 房 別府市立南立石小学校 広 報 係 馬 場　 宣 昌 大分市立佐賀関小学校

〃 中 島　 弘 和 大分市立滝尾小学校 〃 小 野　 大 介 由布市立塚原小学校

〃 小 畑　 雄 一 大分市立明野中学校 〃 須 藤　 喜 夫 宇佐市立駅館小学校

〃 平 野　 賢 治 臼杵市立南中学校 〃 草 野　　 学 豊後大野市立犬飼中学校

〃 仲元寺宏成 津久見市立青江小学校 〃 岐部久美子 日田市立いつま小学校

〃 衞 藤　 謙 二 由布市立挾間中学校 〃 松 本　 俊 一 九重町立東飯田小学校

〃 吉 田　　 淳 日田市立三和小学校

経

理

部

経 理 部 長 今 永　 裕 康 玖珠町立八幡中学校

〃 仲　　 賢 治 玖珠町立八幡小学校 経 理 副 部 長 岩﨑裕次郎 津久見市立津久見小学校

経 理 係 三 代　 法 生 竹田市立豊岡小学校

〃 松 本　 祥 一 玖珠町立塚脇小学校

〃 山 田　 晃 世 大分市立滝尾中学校

( 各 部 会 計 )

県 事 務 局
椛 田　 健 治

竹本美恵子
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あ　と　が　き
「豊後国風土記」に「豊の国」と呼ばれるようになった由来（下記参照）が書かれてありますが、湯量豊

富な大分県別府市で全国大会が開催されますことに喜びを感じながら本大会までの準備を進めてきました。

しかし、教育の現場においては本当に「豊か」なのかと疑問を感じることも多い毎日です。東日本大震災

が発生して 2 年 4ヶ月。復興・復旧が遅々として進まず、未だに避難生活を余儀なくされている地域や住み

慣れた故郷を離れて生活せざるを得ない子どもたちがいることも厳しい現実としてあります。すべての人が

「豊か」さを感じられるような世の中になるにはどうしたら良いのか、日々の実践をどのように進めていけ

ば「豊か」な子どもたちの未来につながるのか、現場での課題は大きくなるばかりです。

そのような中、私たち大分県公立学校教頭会は、第九期全国統一研究課題を受け、「夢や希望を追いつづけ、

21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」をサブテーマに掲げ、3年前から本大会に向けて継続研究に取り組

んでまいりました。今回の大会は第九期のまとめの大会であり、全国各地区でこの統一課題に取り組まれて

きた 3年間の成果が「豊の国大分」で発表されることをたいへんうれしく思うと同時に、本大会の成果を今

後の大分県の研究に生かし「豊か」に実践を進めていきたいと考えております。各分科会においては、全国

からお集まりの副校長・教頭先生方から忌憚のないご意見、ご教示をいただき研究を深めていけることを期

待しています。

そして、本大会で得た成果を明日からの学校作りに活かし、一人一人の子どもが夢や希望を追いつづけら

れる真に「豊か」な社会の実現をめざしていきたいと思っています。

今大会の開催にあたり、研究実践をご提言いただく関係教頭会の皆様、貴重なご示唆をいただきます助言

者、講師、コーディネーター、シンポジストや全国公立学校教頭会の皆様に心より感謝申し上げます。大分

大会が第九期の全国統一研究の集大成の成果を生み出すことを期待するとともに、ご参会の皆様のますます

のご健勝とご活躍をご祈念申し上げます。

大分大会実行委員会　研究部長　新納　徳光

「天
すめら

皇
みこと

、 に、歓
よろ

喜
こ

びまして即
すなは

ち菟
う

名
な

手
で

に勅り給
たま

はく、天
あめ

の瑞
しるし

物
もの

、地
つち

の豊
とよ

草
くさ

なり。汝
いまし

が治
をさ

むる國は、豊
とよ

國
くに

と謂
い

ふべしと。」

現代語訳：天皇は（白鳥が餅となり、さらに芋草になったと聞き）歓喜ばれて、「天の瑞物、地の豊草なり。汝が治むる國は、

豊國と謂ふべし。」と仰せられた。

（佐藤四信著「おおいた文庫①豊後風土記」より、昭和 55 年 7 月 19 日、（株）アドバンス大分発行）

会章のいわれ

円は教頭会のまとまり、協力、発展
教は教育の教と教頭の教

８本の線は全国８ブロックを意味し、
一定の秩序で遠近感を出し未来を表し、

中央の段ちがいのアクセントは
教頭の自覚を促している。
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うみたまご（大分市）

昭和の町（豊後高田市）豊後二見ヶ浦（佐伯市）九重“夢”大吊橋（九重町）

酢屋の坂（杵築市）

臼杵石仏（臼杵市）

三隈川（日田市）

キツネ踊り（姫島村）

青の洞門（中津市）

両子寺（国東市）
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