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平成２３年度
全国公立学校教頭会研究大会和歌山大会

第53回全国公立学校教頭会研究大会和歌山大会
第49回近畿公立学校教頭会研修大会和歌山大会

・付属のＣＤをご覧いただくには，Adobe Reader が必要です。
・Adobe Reader(Acrobat Reader)が自動で起動しない場合はCDからAdobe Readerをインストールして下さい。
・Adobe Readerはアドビシステム社の米国または各国における登録商標です。





1

◦ 大 会 主 題 ◦

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」
～　学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ　未来に向け力強く生きる子どもの育成　～

全体会会場　「和歌山ビッグホエール」
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挨　拶
全国公立学校教頭会会長

井　部　良　一

基調提案
全国公立学校教頭会研究部長

神　座　達　也

挨　拶
和歌山大会実行委員会実行委員長

前　美  奈  子

開 会 行 事
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文部科学大臣代理
文部科学省初等中等教育局視学官

太　田　光　春　様

和歌山市長

大　橋　建　一　様

和歌山県知事代理
和歌山県知事室長

野　田　寛　芳　様

全国連合小学校長会会長代理
全国連合小学校長会副会長

加　藤　博　之　様

祝　　　 辞
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郷土文化紹介

●黒潮・躍虎太鼓と雑賀鉄砲衆
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シンポジスト
文部科学省初等中等教育局視学官

太　田　光　春　氏

シンポジスト
元西武ライオンズ監督

東　尾　　　修　氏

コーディネーター
東京学芸大学教授

永　田　繁　雄　氏

シンポジスト
立命館大学教授

隂　山　英　男　氏

全体シンポジウム



─ 1─6

分　 科　 会

ダイワロイネットホテル和歌山
第２，３，６分科会

ロイヤルパインズホテル
第５Ａ分科会

グランヴィア和歌山
特別分科会Ⅱ



開催要項

全国公立学校教頭会　近畿公立学校教頭会　和歌山県小中学校教頭会

文部科学省　全国都道府県教育長協議会　和歌山県　和歌山市
和歌山県教育委員会　和歌山市教育委員会　和歌山県市町村教育委員会連絡協議会
全国連合小学校長会　全日本中学校長会　和歌山県連合小学校長会
和歌山県中学校長会　和歌山市小学校長会　和歌山市中学校長会
全国へき地教育研究連盟　社団法人日本ＰＴＡ全国協議会　和歌山県ＰＴＡ連合会
社団法人日本教育会 （順不同）

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」
－学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ　未来に向け力強く生きる子どもの育成－

平成 23 年８月４日（木）・５日（金）

和歌山県  和歌山市

　

全体会：和歌山ビッグホエール
分科会：和歌山ビッグ愛　ダイワロイネットホテル和歌山　和歌山東急イン
　　　　和歌山県勤労福祉会館　和歌山地域地場産業振興センター　アバローム紀の国
　　　　グランヴィア和歌山　ロイヤルパインズホテル

紀州の伝統芸能　　黒潮・躍虎太鼓保存会
　　　　　　　　　雑賀鉄砲衆 

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校づくり」
コーディネーター 永田　繁雄　氏（東京学芸大学教授　前文部科学省教科調査官）
シ ン ポ ジ ス ト 太田　光春　氏（文部科学省　初等中等教育局視学官）
 東尾　　修　氏（西武ライオンズ元監督　和歌山県立箕島高等学校出身）
 隂山　英男　氏（立命館大学教授 和歌山市教育委員会客員指導主事）
 

主　　　　　催

後　　　　　援

大　会　主　題

期　　　　　日

開　　催　　地

日　　　　　程

会　　　　　場

郷土文化紹介

全体シンポジウム

時　刻      9：00 10：00 11:00 12：00 13：00 14：00 15:00 16：00

第 1日
8月 4日（木）

和歌山ビッグホエール
受付 開会行事

郷土文化

紹　　介
昼食 全体シンポジウム

第 2日
8月 5日（金）
各会場

受付 分科会 昼食 分科会
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分科会　課題一覧

１
Ａ

１
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

第１Ａ分科会

 

第１Ｂ分科会

第 ２ 分科会

第 ３ 分科会

第 ４ 分科会

第５Ａ分科会

第５Ｂ分科会

第 ６ 分科会

特別分科会Ⅰ

特別分科会Ⅱ

第　１　課　題

第　２　課　題

第　３　課　題

第　４　課　題

第　５　課　題

第　６　課　題

特 別 課 題 Ⅰ

特 別 課 題 Ⅱ

教育課程に関する課題

子どもの発達に関する課題

教育環境整備に関する課題

組織・運営に関する課題

教職員の専門性に関する課題

副校長・教頭の職務に関する課題 

「課題遂行の意識化による副校長
　・教頭の学校組織マネジメント」

「あさもよし　きのくにの文化と
豊かな学びの共育」
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分科会　提言テーマ一覧

会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提　　言　　者

第
１
Ａ
分
科
会

教
育
課
程
に
関
す
る
課
題

マネジメントサイクルを活かした教育課程の改善と教頭のかかわり方
　－体験活動への指導・助言を通して－

岐阜県
八百津市立八百津東部小学校

井戸　朝広

中学校区全体が同じ方向に向かう研究を進めるために
　－小中一貫教育をめざす中学校区の挑戦－

大阪府
高槻市立赤大路小学校

新谷　拓也

第
１
Ｂ
分
科
会

小中連携ビジョンづくりと教育目標の具現化に向けて
　－校区内小中連携の一層の推進とシステムづくり－

鳥取県
鳥取市立東中学校

山本　博美

特色ある学校づくりを進めるための教育課程の編成
　－地域や子どもの特性を生かし、
              　　 地域の教育力の活用を図る取り組みを通して－

和歌山県
紀の川市立荒川中学校

増田　裕司

第
２
分
科
会

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
課
題

楽しい学校・学級づくりをめざす取り組みの方法と教頭の役割
　－小中連携から小中一貫教育の取り組みを通して－

香川県
丸亀市立岡田小学校

神田　仁美

課題を抱える子どもへの支援
　－ LD等支援の必要な児童への望ましい支援の在り方を求めて－

京都府
京都市立桂徳小学校

森谷　年裕

「生きる力」をはぐくむ「ふるさと教育」の推進
　－教職員や家庭・地域への教頭としてのかかわりかたを通して－

和歌山県
広川町立津木中学校

古川　眞澄

第
３
分
科
会

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

教育環境整備は、保護者・地域とともに
　－「特色ある学校づくり」の肝は、　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 教頭のもてなしの心とコーディネート力－

熊本県
熊本市立春竹小学校

鶴﨑　泰文

地域に開かれた特色ある学校づくりと教頭の役割
　－箕面市小中一貫教育の取り組みを通して　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　学校づくりを組織的に展開する－

大阪府
箕面市立とどろみの森学園

陸奥田維彦

地域連携・学社融合の推進を目指す取り組み
　－屋外運動場の芝生化事業を通して－

和歌山県
田辺市立三里小学校

浅井　靖也

第
４
分
科
会

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

組織・運営の活性化にかかわる教頭の役割
　－ミドルリーダーの育成を通して－

群馬県
板倉町立北小学校

石川　和孝

豊かな人間性をはぐくむ教育活動の推進
　－外部人材と連携した教育活動の改善と
　　　　　　　　　　　　　継続を 図るための教頭の役割－

奈良県
生駒市立生駒東小学校

阿久澤正子

生徒も教職員も元気な学校になるための教頭としての役割
　－学校運営協議会の取り組みを通して、活性化をどう進めるか－

和歌山県
太地町立太地中学校

中田　久雄
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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

特別支援教育の充実と教頭のかかわり
　－教職員の意識高揚と専門性の向上に向けて－

山形県
鶴岡市立豊浦中学校

高橋　恒晴

昨日に学び、今日を生き、明日を見つめるかふかの教師の育成
　－教頭が学校力を高める３つの提言－

滋賀県
甲賀市立甲賀中学校

吉田　昇一

第
５
Ｂ
分
科
会

生きる力をはぐくむ　信頼される学校づくりの推進
　－教職員の専門性を高める　教頭の指導性の在り方－

北海道
留萌市立潮静小学校

矢藤　典彦

教師の指導力の向上と教頭（会）の役割
　－世代交代を円滑に進めるために－

和歌山県
九度山町立九度山中学校

地村　知三

第
６
分
科
会

副
校
長
・
教
頭
の
職
務
に
関
す
る
課
題

人材育成を図り、学校組織を活性化するための教頭としての役割
　－校内研修の充実と柔軟な組織運営を中心とした教職員の資質向上－

茨城県
那珂市立第三中学校

鴨志田　太

教員の子どもと向き合う環境づくりを進める際の教頭の役割
　－「教職員の勤務時間適正化対策プラン」推進に向けた教頭の役割－

兵庫県
丹波市立北小学校

小田　敏治

学校・家庭・地域の連携における教頭の役割について
　－市民性を育てる教育を目指して－

和歌山県
紀美野町立野上中学校

中浦　晴美

特
別
分
科
会
Ⅰ

特
別
課
題

テーマ「課題遂行の意識化による副校長・教頭の学校組織マネジメント」
　講師　淵上　克義　氏（岡山大学大学院教育学研究科教授）

特
別
分
科
会
Ⅱ

特
別
課
題

テーマ「あさもよし　きのくにの文化と豊かな学びの共育」
　基調講演　「時を超える力　道成寺の1300年の歩み」
　　　講　　　　　　師 小野　俊成　氏（道成寺院代）
　　　コーディネーター 松浦　善満　氏（和歌山大学教育学部長）
　　　シ ン ポ ジ ス ト 玉井　常貴　氏（秋津野ガルテン副社長）
 清水　　勲　氏（耐久〈高齢者〉大学学長）
 玉置　俊久　氏（日高川町長）
 山口　裕市　氏（前県教育長）
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分科会指導助言者・提言者・役員一覧

分
科
会

課　題 会　場
指導助言者 提　言　者

全公教 和歌山 全国 近畿 和歌山

第
１
Ａ

教育課程に
関する課題 和歌山ビッグ愛

野口　英世
さいたま市立
本太中学校長

小谷　次男
和歌山市立
楠見東小学校長

井戸　朝広
八百津町立
八百津東部中学校

新谷　拓也
高槻市立
赤大路小学校

第
１
Ｂ

教育課程に
関する課題

和歌山県
勤労福祉会館

大嶋　和明
名古屋市立
明治小学校長

信定　俊彦
紀の川市立
鞆渕中学校長

山本　博美
鳥取市立
東中学校

増田　裕司
紀の川市立
荒川中学校

第
２

子どもの発達
に関する課題

ダイワロイネット
ホテル和歌山

星野　裕司
千葉市立

美浜図書館長

井口　　章
有田川町立
白馬中学校長

神田　仁美
丸亀市立
岡田小学校

森谷　年裕
京都市立
桂徳小学校

古川　眞澄
広川町立
津木中学校

第
３

教育環境整備
に関する課題

ダイワロイネット
ホテル和歌山

筧　　尊士
南国市立

奈路小学校長

南　　俊秀
田辺市教育委員会
学校教育課
指導係長

鶴﨑　泰文
熊本市立
春竹小学校

陸奥田維彦
箕面市立
とどろみの森
学園

浅井　靖也
田辺市立
三里小学校

第
４

組織・運営に
関する課題 和歌山東急イン

戸田　倫弘
岩美町立

岩美中学校長

草下　博昭
東牟婁地方
教育委員会
連絡協議会
指導主事

石川　和孝
板倉町立
北小学校

阿久澤正子
生駒市立
生駒東小学校

中田　久雄
太地町立
太地中学校

第
５
Ａ

教職員の専門
性に関する課
題

ロイヤル
パインズホテル

徳田　仁司
高松市立

国分寺北部小
学校長

湯川　能成
和歌山市立
東和中学校校長

高橋　恒晴
鶴岡市立
豊浦中学校

吉田　昇一
甲賀市立
甲賀中学校

第
５
Ｂ

教職員の専門
性に関する課
題

和歌山地域地場
産業振興センター

川口　眞弘
宮崎市立

広瀬西小学校長

小林　俊治
橋本市立
橋本中学校長

矢藤　典彦
留萌市立
潮静小学校

地村　知三
九度山町立
九度山中学校

第
６

副校長・教頭
の職務に関す
る課題

ダイワロイネット
ホテル和歌山

余郷　和敏
中央区立

明石小学校長

柏野　貴之
県教育委員会
義務教育班長

鴨志田　太
那珂市立
第三中学校

小田　敏治
丹波市立
北小学校

中浦　晴美
紀美野町立
野上中学校

特
別
Ⅰ

特別課題 アバローム
紀の国

テ　ー　マ　「課題遂行の意識化による副校長・教頭の学校組織マネジメント」
講　　　師　淵上　克義　氏（岡山大学大学院教育学研究科教授）

特
別
Ⅱ

特別課題 グランヴィア
和歌山

テ　ー　マ　「あさもよし　きのくにの文化と豊かな学びの共育」
基 調 講 演　「時を超える力　道成寺の1300年の歩み」
講　　　師　小野　俊成　氏（道成寺院代）
コーディネーター　松浦　善満　氏（和歌山大学教育学部長）
シンポジスト　玉井　常貴　氏（秋津野ガルテン副社長）
　　　　　　清水　　勲　氏（耐久〈高齢者〉大学学長）
　　　　　　玉置　俊久　氏（日高川町長）
　　　　　　山口　裕市　氏（前県教育長）
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分
科
会

司　会　者 記　録　者 運　営　委　員 会場責任者

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山 全公教 和歌山 (長 ) 研究部 和歌山 和歌山

第
１
Ａ

森田　啓子
和歌山市立
雑賀小学校

西川　彰彦
和歌山市立
紀伊中学校

矢川　晶子
和歌山市立
東山東小学校

武本多香子
和歌山市立
湊小学校

中野　麗子
東大阪市立
意岐部小学校

大藪　憲一
有田川町立
西ヶ峯小学校

辻本　節男
湯浅町立
田栖川小学校

花田　　淳
和歌山市立
野崎西小学校

井上万起夫
かつらぎ町立
笠田小学校

第
１
Ｂ

豊田　晋也
紀の川市立
池田小学校

下地　　徹
岩出市立
中央小学校

福元　元章
岩出市立

岩出第二中学校

渡辺　　功
紀の川市立
丸栖小学校

安田　哲也
鳴門教育大
附属小学校

上野山恭子
有田市立
箕島小学校

下田喜久恵
有田市立
初島小学校

宮村　慎也
紀の川市立
竜門小学校

中川　義英
紀の川市立
調月小学校

第
２

田中　政宏
有田川町立
御霊小学校

大前　泰彦
有田市立
初島中学校

愛須　一弘
湯浅町立
湯浅小学校

中西　和美
有田市立
港小学校

杉山　幹昌
三島市立
長伏小学校

米田　和央
有田川町立
八幡中学校

三原　清和
湯浅町立
山田小学校

川口　　澄
有田川町立
城山西小学校

野尻　一郎
かつらぎ町立
笠田中学校

第
３

山崎　　学
田辺市立
秋津川中学校

中村　和稔
田辺市立

中芳養小学校

岡田　千秋
田辺市立
三川小学校

岩本　元博
白浜町立
日置小学校

小松　俊雄
上三川町立
本郷中学校

谷口　公志
海南市立
大野小学校

小坂　啓次
海南市立
日方小学校

二本松芳彦
白浜町立
富田中学校

藤井　　亨
橋本市立
橋本中学校

第
４

五十川保純
古座川町立
明神中学校

山下　哲治
串本町立
西向中学校

上地　　健
新宮市立

熊野川小学校

山本　誠士
太地町立
太地小学校

三橋　雅幸
小田原市立
千代中学校

山本　隆史
みなべ町立
清川小学校

長尾　英弘
由良町立
由良小学校

田中　信幸
古座川町立
古座中学校

田津原一博
紀の川市立
粉河中学校

第
５
Ａ

小中　弘彦
和歌山市立
和佐小学校

田上　卓慶
和歌山市立
明和中学校

鈴木　英樹
和歌山市立
本町小学校

島本　明美
和歌山市立
雄湊小学校

川上　敬吾
高松市立
一宮中学校

岡　　健司
広川町立
津木小学校

辻本　恵代
有田川町立
粟生小学校

棚田　修司
和歌山市立
今福小学校

堅　　邦康
岩出市立
山崎小学校

第
５
Ｂ

窪田　充男
かつらぎ町立
志賀小学校

池永　俊和
橋本市立

高野口中学校

天野　　久
高野町立

富貴小中学校

土屋　政由
橋本市立
柱本小学校

中島　義浩
新潟市立
大野小学校

面家　恭子
海南市立
北野上小学校

岩橋　雅章
海南市立

下津第一中学校

土屋垣内　美信
橋本市立
紀見北中学校

村山　円祐
橋本市立
隅田小学校

第
６

浅野　一起
海南市立
海南中学校

上田　保則
海南市立

下津第二中学校

中野恵美子
海南市立
巽小学校

菱井　嘉代
海南市立
亀川中学校

橘　　茂明
川口市立
前川東小学校

山中　幸也
海南市立
内海小学校

中屋多加志
紀美野町立
野上小学校

小林　完夫
海南市立
黒江小学校

坂部　守哉
橋本市立
高野口小学校

特
別
Ⅰ

辻本　真吾
和歌山市立
山口小学校

松本　芳之
和歌山市立
城東中学校

石原　利彦
和歌山市立
直川小学校

手間　和美
和歌山市立
有功小学校

小野寺　正
札幌市立
稲穂中学校

土居　久起
海南市立
大東小学校

片桐　　宏
紀美野町立
毛原小学校

松田　　晃
和歌山市立
大新小学校

坂浦　　満
紀の川市立
中貴志小学校

特
別
Ⅱ

假谷　光生
日高川町立
山野小学校

玉置　雅己
印南町立
清流中学校

林　　千栄
御坊市立
名田小学校

沖野　　力
みなべ町立
高城小学校

神座　達也
さいたま市立
仲本小学校

津村　仁志
御坊市立
湯川中学校

谷口　信子
日高川町立
川原河小学校

和佐　公生
由良町立
由良中学校

小林　　彰
紀の川市立
西貴志小学校
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第１Ａ分科会　「教育課程に関する課題」

１
Ａ

２
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

１　主題設定の理由
岐阜県加茂郡は山間部が多い。郡をほぼ縦に貫く
ように木曽川とその大支流の飛騨川が流れており、
山紫水明の自然豊かな地域である。三世代同居や地
域独自の文化が脈々と生き続けている一方、近年は
就労構造の変化に伴い、児童生徒の数は減少の一途
をたどっている。加茂郡の各学校では上記の地域性
を踏まえ、地域に根ざし、地域の特色を活かした様々
な体験活動が工夫され、実践されている。
新しい学習指導要領の完全実施を見据え、各校で
は総合的な学習の時間の減少等授業時数の変更に伴
い、その見直しをしてきた。教務主任や担当者が中
心となって立案・実行にあたっているが、多忙感か
ら前年度を踏襲して「（その体験活動が）決まって
いるからこなす」形で実施される場合も多い。そこ
に教育課程改善の余地を見出すことができると考え
た。教頭がマネジメントサイクルの意識を強くもち、
理念の上でも時数の上でも新学習指導要領に対応す
るよう、体験活動の充実に向け指導性を発揮するこ
とが学校の教育課程改善につながると考え、本主題
を設定した。

２　研究のねらい
体験活動の一層の充実をめざすとき、教頭として
何を根拠に、誰に対して、どのような場で、どのよ
うに指導性を発揮するのかについて、マネジメント
サイクルの各過程をふまえて見直す必要がある。そ
こで、次の三点を研究のねらいとした。
⑴　体験活動の充実に向けた見直しの視点を明らか
にすること
⑵　教頭としての指導・助言の在り方を明らかにす
ること
⑶　教頭の関わりが教育課程の改善に有効であるこ
とを明らかにすること

３　研究の経過
⑴　１年次（平成 21 年度）
○研究主題の設定と研究計画の立案
○郡内各学校の体験活動の現状把握
○マネジメントサイクルの見直し
⑵　２年次（平成 22 年度）
○マネジメントサイクルを活かし、教頭の指導・
助言の根拠、時、場、対象、内容と方法を明確
にした実践の収集

⑶　３年次（平成 23 年度）
○２年次の財産を踏まえた実践の継続と収集
○学校の教育課程改善への影響評価

４　研究の概要
⑴　課題と重点の策定
各校で行われている体験活動とその問題点につい
てアンケートを実施し、課題を探った。
＜体験活動＞（抜粋）

マネジメントサイクルを活かした教育課程の改善と教頭のかかわり方
─ 体験活動への指導・助言を通して ─

提言者　　岐阜県加茂郡小中学校教頭会

【地域の自然・歴史・環境にかかわる学習】
・ふるさと遠足
・ボート体験
・カワゲラウオッチング
・ほたる飼育と放流
・歴史にふれる体験

【地域の伝統文化の継承】
・どんど焼き，だんじりまつり，しめ縄づくり歌舞伎，
三味線，太鼓

・林業体験（間伐，炭焼き）
・郷土の偉人（杉原千畝）の生き方をモチーフにした創
作劇

・姉妹校との交流活動（愛知用水のつながり）

＜体験活動の問題点＞
ほとんどすべての学校で「ねらいの明確化」と「人
材活用」に課題があった。（次頁表参照）体験活動
が地域に根ざし、地域の特色を活かしたものであれ
ばあるほど、学校の特色ある教育課程と密接不可分
となり、「あるべきもの、すべきもの」として、恒
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例化する傾向が強くなり、ねらいや児童・生徒の実
態の吟味、人材の活用に対する意識が薄くなること
が考えられる。ＰＤＣＡのマネジメントサイクルを
教頭が強く意識し、体験活動の意義や目的を明確に
すべく指導性を発揮しなければならない。ここで重
要になるのは、教頭が体験活動に関わる状況を十分
に判定し、職員が行う計画策定に対して目的性、必
然性、有効性を高める指導・助言を行うことである。
そこで、実態把握と影響評価の過程を、Ｐ（立案）
の前に独立して位置づけてＡｓ（Ａ ssess アセス：
状況判定）とし、下図（一部）のような「Ａ sＰＤ
ＣＡ表」を作成した。教頭として「状況判定に基づ
いた指導・助言をいかに行うか」をテーマとし、「各
種動向や方針の確認に基づいた指導・助言」と「関
係する人等の実態の判定に基づいた指導・助言」を
重点として実践していくこととした。

⑵　実践例
協働性を高めるため右上図（一部）のような「実
践収集シート」を活用し、共通の視点で郡内の全教
頭が実践した。

＜Ａｓに基づいた指導・助言の内容＞（抜粋）
○新学習指導要領を教頭自身が徹底して読み込み、
体験活動の趣旨を職員に周知した上で、担当者に
改善点を指示した。

○ねらいを明確にするために「その活動で育てたい資
質や能力は何か」と徹底して担当者に問い続けた。
○職場体験活動で事前・当日・事後を貫く「学びの
視点」を生徒一人一人にもたせることで探究的な
活動と言語活動を関連させた。
○教務主任に体験活動にかけた実際の時数を洗い出
すよう働きかけ、過分な時数を指摘して改善を指
示した。

５　研究の成果
⑴　動向や方針の確認に基づく指導・助言により
○ねらいの明確化が図られ、価値ある体験活動に
なった。
○学習内容が精選され、時数の削減等指導の効率
化が図られた。
○体験活動を教育課程の中でより有意義に活かす
ことができるようになった。

⑵　関係する人等の実態の判定に基づく指導・助言
により
○探究的な学習としての深まりが見られた。
○各種団体や指導者等地域と学校との連携が深ま
った。
○教育課程の改善に向けた職員の意欲が向上し
た。

６　今後の課題
○Ｄ（実行）Ｃ（評価）Ａ（改善）の過程における
効果的な指導助言の在り方を、一層明確にしてい
くこと。

体験活動を振り返った課題 割合
1 ねらいの明確化と焦点化 96％
2 関係機関との連携による人材の発掘と効果的な活用 57％
3 各領域における関連指導内容の洗い出しと指導計画への位置づけ 46％
4 家庭や地域との連携 43％
5 活動についての外部への積極的な発信の工夫 36％
6 自ら課題を見つけ、解決していく指導の充実 21％
7 言語能力の育成と体験活動との関連 21％
8 自分の特性と生き方を考えるキャリア教育の充実 14％
9 保護者による評価を生かした積極的な活動成果の公開 11％
10 様々な本物の伝統文化にふれるための支援体制のありかた 11％
11 幼保小中の一環教育のもと発達段階を配慮した指導計画の改善 11％
12 加配教員を有効に生かした指導体制の工夫 4％
13 より充実した活動をするためのネットワーク作りのありかた 0％
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第１Ａ分科会　「教育課程に関する課題」

１
Ａ

２
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

１　主題設定の理由
近年、教育界において「小中一貫」という言葉が

頻繁に登場するようになった。「校種間の連携・接
続の改善」（H17.10　文部科学省中央教育審議会答
申「義務教育の構造改革」より）は、今まさに全国
で注目されている。

高槻市では、「縦の接続と横の連携」を充実させ
ることをめざし、関わり合い・響き合い・高め合う
教育の推進（Learning S Project）として平成 22 年
度より研究体制が動き出した。今回の「小中一貫教
育」の研究はここでいう「縦の接続」の部分にあたる。

そのような中、本校区（第四中・富田小・赤大路小）
は、連携型小中一貫教育校のモデルとして高槻市よ
り指定され、研究開発学校（文部科学省より委託）
としても平成 22 年度より研究を始めている。これ
まで 20 年にわたり積み上げてきた様々な「校区連
携の成果」を土台として、「発達段階に応じた９年
間の系統的なカリキュラムの編成及び指導法」「新
領域の開発」等、研究をすすめている。「学びを生
活や自分自身の将来につなげられていない」「うわ
さや誤った情報に流され、人間関係がうまく築けな
い」など本校区の子どもたちが抱える課題を解決し
ていくためにも、中学校区全体が同じ方向に向かう
研究をすすめていくこととなった。

２　研究のねらい
・義務教育９年間の系統性を高め、子どもたちの発

達段階に応じたきめ細やかな指導により、学力の
向上を図る。

・六三制を基本としながら四三二制を取り入れて課
題を整理することにより、従来の小中学校の枠組
みにとらわれない教育活動を通じて、学習意欲の
向上や生活指導上の課題解決を図る。

・小中教員の協働により、小中学校互いの文化を共
有・相互理解することで、子どもの発達に適応し

た教職員の指導力向上や意識改革を図る。

３　研究の経過
◇平成 22 年度

・異校種間人事交流
・研究方針の設定及び研究組織の立ち上げ
・学力調査実施
・「つけたい四つの力」の設定と共有
・新領域案の模索及び試行
・モデル授業の提案
・算数・数学科･国語科の９年間カリキュラムの

作成のためのプロジェクト会議立ち上げ
・児童生徒への意識調査アンケートの実施

◇平成23年度（７月まで）
・異校種間人事交流
・学力調査実施
・実生活「いまとみらい科」の創設と作成

※本研究は平成22年度より始まったが、本校区では
「０歳から18歳までをつらぬく生きる力の育成」
を主題とした取り組みをここ十数年にわたりすす
めてきている。

４　研究の概要
⑴　 「四つのつけたい力」の設定

本校区の子どもたちの実態から、改めて「つけた
い力」を以下に挙げる四つに整理した。

①人間関係を形成する力【つながる力】
②情報を活用（読み解く）する力【考える力】
③社会に参加しながら未来を生きる力（見通す力）

【将来を設計する力】
④自ら学び、成長する力【自立する力】
すべての教科・領域の授業で、これらの力をはぐ

くむための目標や評価規準を改めて設定し、教科等
の内容から見た本来の目標と合わせて両輪のような
形で授業づくりをすすめている。

中学校区全体が同じ方向に向かう研究を進めるために
─ 小中一貫教育をめざす中学校区の挑戦 ─

提言者　　大阪府高槻市小学校教頭会　高槻市立赤大路小学校　新谷　拓也
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⑵　 新領域（実生活の時間〈仮〉）の設置
本校区の子どもたちは、日々の生活の中で様々な

課題に直面している。子どもが実生活を生き抜いて
いくために必要な力をていねいに想定し、日々の生
活に直結する題材を選ぶようにする。そうすること
で、つけたい力にダイレクトに迫る新領域 : 実生活

「いまとみらい科」となることをねらっている。また、
題材ごとの内容に関わる知識理解や技能の習得も大
切にし、「教室」での学びが社会に確実につながる
ような学習をつくっている。
⑶　 学習プロセスの開発

小中９年間で行われる一つ一つの授業で活用でき
る共通した「プロセス」について模索した。小学校
でも中学校でも同じプロセスの授業を経験すること
で、子どもたちにとって「安心した学習」をつくる
ことになる。また、自分自身での熟考や、まわりの
仲間との対話をタイミングよく使い分けることで、
子どもの思考が深まるのではないかとも考えた。そ
こで、本校区の学習プロセスのスタンダードとして、

「ソロ①：自分の考えをもつ」→「コミュニケーシ
ョン：自分を他者と響き合わせ、一人では成しえな
かった世界と出会う」→「ソロ②：より豊かな考え
へと発展・定着させる」という流れを設定した。こ
れらの学習プロセスの効果的な活用は、「充実した
言語活動」にも直結すると考えている。
⑷　 教頭としての実践

①「新しいものをつくる」ための体制づくり
日々、大変な多忙をきわめている教職員ではあ

るが、「新しい研究・取り組み」に向かう楽しさ
ややりがいを存分に感じてほしい。今回の研究を
円滑に進めるための職場づくりのため、また、教
職員の意識改革のため、以下に挙げる点について、
三校の教頭が常に意識し連携・実行している。
・本校（区）における「基盤となる考え方・実

践」の整理・確認
・ハードな生活指導の下支えとなるような冷静な

保護者・関係諸機関対応
・経験の浅い教員に対する「授業づくり」に関わ

る考え方・技能の指導
・研究推進担当教員に対する「研究推進」に関わ

るノウハウの指導
・教職員が日常の実践や研究に見通しをもって取

り組むための日程調整や情報共有
・可能な限りの仕事のスリム化の提案
・自分の学級→学校→校区と視野を広げることの

意味の共有
・「研究すること」の楽しさを実感できるように

するための考え方や姿勢の伝達
・チームワークを生み出すための教職員間の関係

構築
以上のような実践のもと、時間的にも精神的にも

ゆとりや前向きさを見いだし、職場の雰囲気づくり
ややる気づくりを図っている。

②情報の発信
充実した研究を進めるためにも、保護者や地域

の方々が学校を信頼してくださることが必要であ
る。そのためにも研究に関する情報は随時発信し
たい。そこで、タイミングを揃えた三校の学校だ
よりや共通のホームページによる発信を、三校の
教頭が担当している。できる限りの情報をオープ
ンにすることで、地域や保護者、教職員自身にと
っても「信頼感」「安心感」「責任感」の伴った研
究となる。

５　研究の成果
・本校区の子どもの課題を見つめ直し、研究の土台と

なる「つけたい力」を再度整理することができた。
・校区の三校がそろって実践していくことのできる方

策を模索することにより、「小中の段差解消」につ
ながる見通しをもつことにつなげられている。

・研究を進める上での「教頭としての立ち位置」を
再確認し、教職員も生き生きできる学校づくりに
つながる実践を積み重ねることができている。

・新たな研究に意欲的に取り組むことで、教職員の
組織力・実践力が向上した。

６　今後の課題
・三校教職員の交わりを深め、教職員の更なる関係

構築を図ることでチームワークを強化し、各セク
ションが円滑に機能する体制づくりを進める。

・連携型小中一貫教育校における教頭の役割を確
認・実行する。
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第１Ａ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ マネジメントサイクルを活かした

教育課程の改善と教頭のかかわり方 

 ―体験活動への指導・助言を通して― 

 岐阜県八百津町立八百津東部中学校 

            井戸 朝広 

協議の柱 

① マネジメントサイクルを活かし，教育課

程を改善していくために教頭としてどうか

かわるか。 

② 体験活動で職員の資質向上や子どもの学

力向上のための教頭のかかわり方の実践例

を交流する。 

 

１ 質疑応答 

○ 体験活動の充実に向けた見直しを行う中

で学習が精選され，時数の削減など，指導

の効率化が図られたということであるが，

実際授業時数はどれくらい削減されたのか。 

・ それぞれの小中学校で取り組んでいるの

で，具体的に何時間削減できたかという数

値は分らない。しかし，二本柱であった福

祉の学習を見直し，一本化することで，学

習への深まりと授業削減が図られた。 

○ 体験活動と道徳教育の関連性や，体験活

動とキャリア教育の関連性（特に小学校の

場合の視点）について教えてほしい。 

・ 活動と関連する内容の資料を用いて，事

前あるいは事後に道徳の授業を行い，活動

内容が深められるようにしている。 

・ キャリア教育については，前年度踏襲型

となりがちであるが，「自己を大切に」「働

くことの意義」「社会とのかかわり」などを

意識しながら，活動を精選するよう指導し

ている。教師も生徒も意識することが次に

つながる。また，生徒の自己評価だけでな

く，協力して頂いている施設にも評価をお

願いしている。小学校でも，「こんなことが

できる。」ということを見つけてほしい。 

○ 今まで，ＰＤＣＡサイクルのＣとＡにつ

いてはどのように取り組んできたのか。 

・ 活動の担当者が，部や委員会で話し合い，

職員会議などで報告をしていたが，恒例行

事化や改善に向けた意識が不十分であった

ことから，成果を翌年に反映できていなか

った。 

○ 広域な研究組織であるが活動はいつ頃か

らで，教育委員会はどうかかわっているの

か。 

・ 教頭会は，広報部・企画部・研究部の組

織から成り立つ。研究部が平成 21 年度より

本研究を進めている。教育委員会のかかわ

りは薄い。担当の校長先生はいる。 

○ 学校評価や学校目標と連動した実践と，

実践成果の検討方法について教えてほしい。 

・ 加茂郡教頭会としては今のところ実践の

報告はない。成果は活動時のアンケートを

もとに確認している。学期ごとに町で共通

の評価も行う。保護者・生徒対象に年１回

12 月に評価を実施している。それらの結果

から充実度を判断し，次年度の方向性を考

えている。 

○ 公務の多忙・各種の要望・指導内容の増

加等の中で，協議・打合せ・アンケート・

評価の時間をどう捻出しているのか。 

・ 本校は小規模校で小回りがきき，生徒・

家庭・地域のこともよく分かっているので，

職員や関係機関・地域講師との打ち合わせ

時間の短縮になっている。 

・ 教頭は工夫・改善の意識を常に持ち，職

員や生徒に接していくこと，多忙な中でも

一歩踏み出し実践していくことが大切であ

る。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

教頭の指導・助言で行事を精選するのは難
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しく，前年度を踏襲していくことが多いとの

報告の中で，開校２年目の学校からは新しく

作っていくことの難しさも紹介された。地域

密着の体験活動を見直した上で，止める話し

合いを地域と進めていくことも教頭の役割で

ある，期間を限定しておくことも一つの方法

であるなどの意見が出された。職業体験活動

に補助金が出ている県の事例も紹介された。 

 

協議報告② 

教頭として手助けやアドバイスはできてい

るが，指導・助言というレベルまではできて

いない。教育課程改善に向けての校長先生の

指導はどうなっているのだろうか。ねらいの

明確化がＰＤＣＡでは必要である。 

成果を測定するため，学校評価アンケート

を実施しているが，その項目だけでは測り切

れないものがあることや，失敗から学んだこ

とをきちんと次に伝えていくことの重要性に

ついて報告された。 

 

協議報告③ 

地域性や学校の規模によって，考え方や取

り組み方は随分違うと思うが，教頭会として

研究を進めているのはすばらしい。若手教職

員が増え，どうしてもまず前年度を踏襲して

いる現状である。Ａｓを踏まえ，教職員の資

質向上に向け教頭は力を発揮していかなけれ

ばならない。 

 

協議報告④ 

教職員の多忙化とＰＤＣＡサイクルの兼ね

合いについて討議した。行事は思い切って止

めることも大切である。教頭がどうかかわっ

ていくか，見通しをもって行わなければいけ

ない。思いつきの指導では，職員の反発も考

えられる。だから，自分たちで変えていこう

とする教職員の意欲を育てていきたい。 

 

協議報告⑤ 

マネジメントサイクルについては，人が替

わってしまうため，ＰＤＣＡのＡがなくて，

１年が過ぎるとまたＰＤＣ…と最初から取り

組むことになってしまい，効果があるのだろ

うかという悩みが出された。 

また，学校では，ＰＤＣＡのスパンを短く

した方が効果的である。提案にあるＡｓを今

後の取り組みに活かしていきたい。体験活動

の改善も必要だが，踏襲しなければどんどん

業務が増えていく。踏襲で業務改善を考える

ことも必要なのでは…といった意見が出され

た。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言①（小谷 次男 氏） 

大人になった時子どもの頃の体験を役立て，

ふるさとの良さを見直してほしい。総合的な

学習の時間の減少で，見直し・改善は必要で

あるが，何を優先し，どんな力を育てたいの

かをよく考え精選してほしい。活動の方向性

について生徒自身に考えさせるという方法も

ある。地域の人材やゲストティーチャーの力

を借り，学ぶことで改善のヒントを得られる

こともある。 

教頭として，研究の組織化や教師の組織

化・学校間の情報収集・ＰＴＡや地域とのパ

イプ役に指導力を発揮してほしい。また，日

頃からの人脈作りも大切である。 

具体性のあるアイデアを投げかけながら，

先生・生徒が充実感を味わえるようなアドバ

イスをしてほしい。 

 

助言②（野口 英世 氏） 

教育課程については，実戦部隊として教頭

先生や教務主任が中心となって見直してほし

い。学校規模や地域の実態を見据えて研究に

結びつけ，教育目標を具現化していく必要が

ある。 

体験活動で子どもたちにつけたい力やねら

い，方法等，大事な部分が多忙化のため見失

われている。体験活動だけでは教育活動は語

れないが，本日の提言を共有し，じっくりと

地域とのかかわり方を考えてほしい。 
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第１Ａ分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 中学校区全体が同じ方向に向かう

研究を進めるために 

―小中一貫教育をめざす中学校区の挑戦― 

  高槻市立赤大路小学校 新谷 拓也 

協議の柱  

① 三校の教職員の交流を深めるため教頭と

してどう取り組んでいくか。 

② 「新しいものをつくる」ための体制づく

りを進める上で教職員の「モチベーション」

をどう向上させていくか。 

 

１ 質疑応答 

○ 組織づくりからの研究であったが，子ど

もの成長など，現時点でのこの取組の効果

や成果はどのように表れているか。 

・ 研究開発校でアンケートを実施してデー

タを出すことはまだできていない。研究を

始めてから話し合い活動で，話を聞ける子

が増えてきているように思う。自分の考え

を持てる子，伝えられる子にするために話

を聞ける子にしていきたい。 

・ 自分の意見を言える子，対象に合わせて

話す子等，教室にレベル表を掲示している。

若手研究推進教員でも取り組め，若手教員

の育成もできている。 

○ 小中一貫の要を一人の教頭が行うには負

担感があるのではないか。研究主任や教務

主任にも割りふることについてどう考えて

いるか。また，教材研究等一般の先生方の

意欲ではどうか。 

・ 教頭の負担感については，特に意識をし

ていないが，三校の教頭だけでなく教務主

任にも割りふっている。先生方の意欲には

差があり，しんどくても自分のキャリアの

積み上げや子どもの成長につながる見通し

を持っている先生もいる。小中一貫の日程

調整は，事務局が行い，相談があった時に

のみ対応している。日々の授業では新指導

要領等に基づいて対応している。先生方の

意欲は，三校で運動会のＴシャツを作った

り，研究授業を公開したり勤務時間外にも

呼びかけて集まったりして，だんだん意識

が高まってきている。 

○ 小学校６年生の先生と中学校の先生との

連携について，小学校独自の項目と共通項

目はどのように考えるか。 

・ 小学校と中学校の特性を考えてどう取り

組むか考えている。小学校６年生と中学校

１年生では「ワンデイスタディ」で小学校

６年生が中学校に行って体験し，クラブを

してくる。また，小学校の先生が中学校で

授業をする。小小の連携は共通の目標，指

導内容を一貫し，行事では校内研を合同で

行ったり，特別支援やプール指導の交流を

したりしている。 

○ 高槻市の取組に対する幼・保，高校，保

護者等周りの関係者の反応はどうか。 

・ 子どもは０歳の保育所から大人になるま

で育っていくという地域で，年間 4 回の「つ

なぬく」活動があり，発表会や研究会等に

出てきてもらい，具体的に子どもの姿を幼

稚園・保育園から見てもらっている。また，

地元の公立高校とも連携ができ，人権教育

に関わって高校から資料提供され，地域の

方の協力も得ている。地域の関係者から好

意的に見てもらっている。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

柱①については，「どう取り組んでいるか」

に変えて話し合った。管理職と若手教員レベ

ルが交流し，小学校の英語教育を中学校の先

生が担当している。運動会や授業公開を行っ

ていたり，教員や中１対象の取組があったり

する。 

京都市では小中一貫が柱になっていて，「小
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中一貫主任」がいる。それぞれの校種の教員

の仲が良く，「小学校ではいい子だったが，中

学校になったら，悪くなった」ではいけない

と考える。 

柱②については，教頭は常に研鑚を積み，

同じことでも新しいことに変えていくように

心がけたい。 

 

協議報告② 

柱①の取組の紹介で終わった。地域差があ

るが，小中全市的に同じ日に参観して，小学

校が中学校を見に行くこともある。古くから

同和教育の観点から小中一貫になっている。

同じ小学校からでも，複数の中学校に進学す

ることが，逆に足かせになっているところも

ある。 

 

協議報告③ 

柱①では，三校の交流を深めることが大切

で，小中連携は何のためにするのか，学びの

連続性から９年間のカリキュラムでお互いの

授業を見合う，出前授業をするなど具体的な

実践が必要である。指導と評価の一体化，通

知表の改善など連携し，学力だけでなく社会

性でも取り組む。リーダーシップの育成，学

習ルールの定着等，地域・家庭への啓発も連

携していく。教頭としてどう取り組むかでな

く，教師の資質を育てるのが教頭の仕事であ

ると考える。柱②については，子どもたちが

変わることで，モチベーションが上がる。 

 

協議報告④ 

柱①では，高槻市の小中の取組と大きなギ

ャップがあり，敬意を表している。小中一貫

では先生の協力を得にくいが進めていく必要

がある。例えば外国語など授業に特化して行

うのもよい。 

 

協議報告⑤ 

高槻市の取組が大変参考になり，小中一貫

の情報交換になった。幼保小中の連携，教員

採用の校種間の連携，小学校の連合体育大会，

中学校からの体育指導などの連携がある。一

中学校に四小学校があり，小学校同士の連携

は難しいが，近くの学校間ではできている。

作品展の交流や音楽の出前授業など気楽に交

流し，子どもの実態を把握したり，教員同士

が連携をしたりすることも大切である。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言①（小谷 次男 氏） 

高槻市の９年間を見通した三校足並みを揃

えての取組はすばらしい。また，新たな取り

組みの四つの付けたい力は子どもたちの未来

につながり，示唆を頂いた。三校のホームペ

ージを開くと一貫して取り組んでいるのがよ

く分かる。研究授業や同じ教材で取り組み，

小中９年間で共有できる学習プロセスをつく

っていくのが大事で，とても参考になる。 

教頭として新しいことに取り組む意識改革

や体制づくりをするのは大変であるが，教頭

が教職員に呼びかけ，保護者や子どもにも自

分たちの取組という意識を持たせている。三

校の調整や横のつながり等の組織づくり，教

頭同士が一つになれる組織をつくっていて，

分かりやすい。 

 

助言②（野口 英世 氏） 

さいたま市では，小中一貫の英会話をやっ

てきた。人間関係やコミュニケーション力な

ど５，６年生，中学生で連携を進めた。子ど

もたち同士の情報の共有ができ，不登校も減

った。同じ子どもを９年間見ていけることは

よい。 

新しいことに取り組むことでは，スタート

時のねらいを知り，課題を見つける。教頭，

校長のリーダーシップやかかわりが大切であ

る。ある程度成果が見える形で若い先生に助

言し，地域にも情報公開をする。協議参加型

にして全国の仲間に発信し，地域に盛り上げ

ていってほしい。大会の成果を持ち帰り，広

めてほしい。 
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第１Ａ分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 教育課程のマンネリ化では，職員の新し

い発想は出てこない。現状認識から課題が

うまれ，その解決のため工夫・改善がうま

れる。Ａｓ－ＰＤＣＡは見直しをする際の

参考となるがスピードが大切である。Ｃの

改善を進め，全教職員で共通理解し，次年

度につなげることが重要である。Ａｓは管

理職の役割どころである。 

(2) 若い教職員が増えている中で，教頭が見

通しをもってかかわっていかなければなら

ない状況が増している。また，様々な情報・

事例を収集し，整理し，伝えるなど学校運

営に活かすことを考える必要がある。そし

て，職員や子どもたちが自ら改善し，向上

していこうとする意欲を育てる指導が最も

大切である。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) 地域差はあるが小中一貫教育を行うこと

は，９年間の学びの連続性や学習プロセス

を共有していくことにおいて重要である。 

体育や外国語の授業，作品展や発表会，

研究授業や公開授業などを気軽に行い，子

ども同士だけでなく，教師間の連携にもつ

なげる。小学校と中学校の特性を踏まえつ

つ，子どもの成長を見据えて成果を上げて

いく。教員の意欲の向上のために，教頭は

教職員の資質や人材の育成にもリーダーシ

ップをとることが必要である。 

(2) 「新しいものをつくる」ためには，教師

の意識改革と体制づくりが必要である。提

言のように，子どもの実生活を家庭・学校・

地域・社会からとらえ，付けたい四つの力

を明確にし，「見通す力」「つながる力」「自

立する力」「考える力」について，単元カリ

キュラムをつくっていることは大変参考に

なった。それぞれの学校の現状に合わせて，

取り入れるよう工夫していきたい。 

 

【成 果】 

○ 教育課程を改善していくための教頭の役割

やかかわり方を交流でき，自分の学校の課題

を見直すよい機会となった。 

ねらいを明確化させるために必要なことや，

教頭としてどう助言をしていけばよいかを学

ぶことができた。また，そのことが行事のス

リム化にもつながることが確認できた。 

○ ＰＤＣＡサイクルの大切さを改めて感じる

ことができた。Ａｓの設定によって教頭の具

体的な関わりを知ることができた。 

○ 小中一貫教育の取組は都道府県で大きく違

い，情報を交流することができ有意義だった。 

○ 小中９年間を見通して，子どもの成長を支

援することは，未来をよりよく生きる力を育

てるうえで大切である。教育課程の研究開発

では，地域性や児童生徒数による学校規模，

教職員数によって異なるが，教頭として教育

の動向を理解し，合同研修の場を設定するな

ど教頭同士で連携し，校長とともにリーダー

シップをとりつつ，進めていく必要があるこ

とが確認できた。 

【課 題】 

○ 地域や学校規模・校種が違うので，課題を

絞ることの難しさを感じた。多忙化解消の視

点とＰＤＣＡサイクルの兼ね合いの難しさを

感じた。 

○ 小中一貫教育の取組の成果を具体的に子ど

もの実態から表せることが必要である。教職

員のモチベーションの向上にもつながる。提

言内容はすばらしいが，実際取り入れるとな

ると難しさを感じた。副校長・教頭の職務に

余裕がなくなるようではいけない。 
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第１Ｂ分科会　「教育課程に関する課題」

１　主題設定の理由
鳥取市教頭会では、平成 18 年度より各学校の活
性化を図るための学校組織マネジメントを行い、そ
の後は、各中学校区で課題を明確にし、小中学校が
連携・協力し成果を上げられるよう取り組んできた。
本校区の課題は、学力の向上、不登校問題の解消
の二点であった。特に低学力の問題は、鳥取市教育
委員会のトリニティープラン事業において家庭・地
域の協力を得て、不登校問題の解消は、校区不適応
対策委員会と心のボランティアの会において地域の
協力を得て取り組んできた。そして、平成 22 年度
より校区内の小中連携の一層の推進とそのシステム
化を研究の柱に位置づけた。これにより、取り組み
が活性化され、連携のすそ野も広がるとともに持続
可能な小中連携が図れると考えたのである。
その際、連携・一貫教育の方向性や手だて、さら
に評価等に関与し、教頭としての実効性を高めてい
く必要があると考えている。

２　研究のねらい
⑴　学校長の校種間連携（主に小中連携）について
の思いを受けて教職員の一人一人が必要感を共有
した研究実践となるよう校長を助けながらその研
究にかかわる。
⑵　中学校区一貫教育で策定した児童・生徒像を確
立するため小中・家庭・地域のより一層の連携を
図るよう校区全教職員の共通理解を図り、取り組
みにおいて学校間格差が生じないようにする。家
庭・地域との連携においても教頭としての役割を
明確にすることでねらいを達成する。
⑶　小中連携により教職員の指導力を向上する。自
校の教育活動にとどまらず、広い視野をもち、他
校との交流を行うことで指導力を向上することが
できると思われる。

３　研究の経過
平成 21 年校区校長会において来年度小中連携の
一層の推進とそのシステムづくり（持続・発展させ
るための方策の追求）を研究推進の柱におくことが
計画された。
そして、連携教育のねらいやその内容、さらには
連携推進の諸条件について協議、検討された。その
際、独立したそれぞれの学校が連携するのであるか
ら推進体制を自校に整備する必要があり、具体的な
構想を固めるべく連携担当を校務分掌に位置づけた
り、基本的な連携領域・活動等校長と話し合ったり
し、来年度のシステムづくりの準備に当たった。
平成 22 年度においては、小中連携を推進するた
めの組織（小中一貫教育推進委員会）を５月に立ち
上げ、翌月に家庭・地域とのより一層の連携を図る
ための組織（小中一貫教育推進地域委員会）を設け
た。
特に校区教頭会では、ＰＴＡ・地域の窓口という
立場から地域委員会においては事務局を担当し、本
会設立の趣旨を理解して協力してもらうよう働きか
けた。
また、小中一貫教育推進委員会においては、連携
領域の五部会の部長・副部長が集う正・副部長会に
出席し、研究活動の状況を掌握するように努めてい
る。
そして、11 月に校区全校職員に校区小中一貫教
育推進についてのアンケート調査を行い、教頭会に
おいて分析・検討を加え、今後の課題等について協
議した。
平成 23 年度は、このアンケート結果をもとに課
題の解決にあたるべく教頭が各校においてその役割
を明確にし、実効性を高めるよう取り組んでいると
ころである。

小中連携ビジョンづくりと教育目標の具現化に向けて
─ 校区内小中連携の一層の推進とシステムづくり ─

提言者　鳥取県鳥取市中学校教頭会　鳥取市立東中学校　山本　博美
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４　研究の概要
⑴　システムづくりに向けて
学校には、学校運営・研究推進上すでにさまざま
な組織がある。小中一貫教育推進委員会を設置する
ことになれば、さらに組織が増えることになり、教
員の役割も増えて負担も大きくなる。そこで既存の
組織を引き継ぐことで持続可能なシステム化を図っ
た。
その連携領域は次の五つの部会である。
①学力向上部会
②学級づくり部会
③心と体づくり部会
④特別支援教育部会
⑤生徒指導部会
しかし、校区の不登校問題の解消を図るためには
さまざまな立場の教員が関わる必要があり、校区教
頭会にて検討し、不適応関係者会議を新たに設けた。
この会は、部会というよりは研修の場となっており、
教職員の指導力向上につながっている。
⑵　教職員の共通理解・共通実践に向けて
小中連携・一貫教育の必要性と利点を校区内の教
職員が共通理解するため６月に教育講演会を開催し
た。また、連携・一貫教育に対する教職員のとらえ
方、意識を検証するため校区教頭会でアンケート（教
職員対象）を実施した。
今までと比較して９か年を見通した教育の在り方
を考えようという意識や指導方法の改善・工夫など
において一応の成果が見られたが、学校間に差異が
見られ、まだ一貫教育が教職員に浸透されていない
状況にあることが分かった。自校の教職員がどのよ
うな意識であるのか、なぜそうなのかを話し合い、
教頭としてのかかわり方を検討した。
⑶　家庭・地域との連携に向けて
本校では、四校合同参観日を行い、授業公開を午
前中から実施、午後は児童（６年生）・生徒・保護者・
地域の方を対象とした講演等を開催している。ＰＴ
Ａ四校交流会や研修、さらに地域の学校教育の支援
団体による活動や諸行事も活発である。いずれもそ
の運営に直接、間接にかかわるのが教頭であり、機
会をとらえ、小中一貫教育への理解・協力をお願い
しているところである。

５　研究の成果
⑴　校区内の教頭において小中一貫教育推進委員会
の取り組みを把握し、自校の教職員に職員会等の
場においてその必要性を意識させ、五部会の活動
を後押しするような働きかけが行われるようにな
った。小中連絡協議会運営においても教頭間の連
携・協力がより図られるようになった。
⑵　22 年度の実践をまとめた冊子（パンフレット）
を作成し、連携型の小中一貫教育の在り方を提言
することができた。鳥取市はもとより県内各地区
において小中連携の参考の一助になるものと考え
る。
⑶　本校授業研究会において、「学力向上」「特別支
援教育の視点を活かした教科指導の充実」に向け
た取り組みを小中で連携して行う新しい動きが見
られるようになった。

６　今後の課題
23 年度より小学校、24 年度より中学校において
新指導要領が完全実施される。授業時数の確保に追
われ、特色ある学校づくりとなっている諸行事等の
準備が放課後に行われることも予想される。そのよ
うな状況にあって教職員が情報や行動を連携できる
か懸念される。また、教育課程を新しく編成する上
で連携・一貫教育の取り組みをどのように位置づけ
ていくかも今後の重要な課題である。
次に取り組みの中心的な役割を果たす教職員、小
中一貫教育をコーディネートするような教職員の配
置や保護者・地域を巻き込んだ効果的な事業の推進
において教育行政の支援が欠かせない。
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第１Ｂ分科会「教育課程に関する課題」
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１　主題設定の理由
今日、子どもたちを取り巻く環境はめまぐるしく

変化し、社会の進展にしなやかに対応できる力の育
成や主体的に社会の形成に参画する人材を育成する
教育の充実が必要とされている。和歌山県では全国
学力・学習状況調査等の結果から学力・体力の低下、
いじめ・不登校の増加、モラル・マナーの低下等の
教育課題への対応が急務とされ、その解決に向けた
新たな視点として「市民性を育てる教育」が提唱さ
れ、その推進に向けて取り組んでいる。これは、人
や社会とのつながりを大切にしながら、社会に適応
する力を養い、地域社会の一員「市民」としての自
覚を高めることにより、よりよい地域づくりに積極
的に参加できる資質や態度を備えた「社会的な実践
力をもつ市民」の育成を目指したものである。

また様々な問題解決には、もはや学校、家庭、地
域単独の取り組みでは立ち行かない現実から、平成
２０年度より、文部科学省による「学校支援地域本
部事業」を、和歌山県では独自の教育政策「きのく
に共育コミュニティ」として活用し、学校等を拠点
に、児童生徒、教職員、保護者はもとより、地域の
様々な立場の人々が、それぞれの課題や願いを共有
し合い、具体的な取り組みへと発展させる仕組みを
構築し、学校の活力と地域の活力を共に高めていけ
るような様々な取り組みを進めている。

こうした背景を踏まえ、各学校が特色ある学校づ
くりを進めていく上で、「市民性」というキーワー
ドを取り入れ教育課程の編成を行っているが、その
際に、子どもたちが「大人＝よき市民」と出会うこ
とが市民性を育てる絶好の機会ととらえ、保護者・
地域の力を借りた様々な教育活動を展開している。

そこで、那賀地方小中教頭会では、それらの活動
が教育課程の中でどう位置づけられるべきか、また
教頭としての関わりはどうあればよいかを共通の課
題として本主題を設定した。

２　研究のねらい
各学校が地域社会との連携・協力のもとに「市民

性」をはぐくむ教育活動を展開していく中で、児童
生徒・学校・保護者・地域がどのように変容してい
くのかを押さえながら、その活動過程において教頭
としてどうかかわるべきかを各校の実践交流を通し
て明らかにしたい。

３　研究の経過
⑴　平成 20 年度

各校の実態把握。研究の方向付けについて協議。
⑵　平成 21 年度

研究テーマ設定。研究構想に基づき各校での取り
組み実践と交流、研修会。
⑶　平成 22 年度

各校取り組みの交流と研究のまとめ。

４　研究の概要
(1) 地域の力を生かす環境づくり
・地域の力を積極的に導入することについて管理職

のリーダーシップの下、教職員への説明と意識づ
けを行う。

・地域との共同学習、共同実践のねらい「市民性」
とのかかわりを明確にし、全体計画や年間計画に
位置づける。

・学校と地域を結ぶコーディネーターが動きやすい
ように、物資・施設面を含め内外の環境を整えサ
ポートする。コーディネーターがいない場合に
は、教頭が中心になり、学校のニーズに基づいて
情報収集や交渉等コーディネーター的役割を果た
しながら地域への協力を求める。

・通信、たより、ＰＴＡの会等を利用し地域や関係
機関に学校の実情を伝えるとともに、地域の協力
をあおぎ、地域の眠っている資源の掘り起こしを
する。

特色ある学校づくりを進めるための教育課程の編成
─ 地域や子どもの特性を生かし、地域の教育力の活用を図る取り組みを通して ─

提言者　　和歌山県那賀地方教頭会　　紀の川市立荒川中学校　増田　裕司
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⑵「市民性」をはぐくむ教育活動の進め方
・市民性の構成要素である自立（自分を高める）、
共生（豊かにかかわる）、社会参加（進んで役立
つ）を意識した取り組みを進める。
・市民性に関する学びを様々な教科等の学習内容か
ら取り出し、これを一連の学習として単元を構成
し、各校の実態、発達段階に合わせて学習単元を
つくり、計画的・関連的に指導する。
・｢市民｣としての知識や技能を高めさせる。
　（基本的生活習慣の確立、規範意識の向上、他者
とのかかわり方等）
・帰属意識を高める集団活動を活性化する。
　（仲間づくり、地域活動への参加等）
・動機付けとふり返りを大切にした体験活動や実践
活動を展開する。（目的意識・向上意欲の喚起、
社会的な活動への意味づけ等）

【学校と家庭、地域社会との連携で「市民性」を育
てる】　概念図

５　研究の成果
⑴　取り組みを通しての子どもたちの変化
・ボランティアの大人たちと積極的に話すことによ
り、人と関わる力を身につけた。
・大人の働く姿を見て、社会の中で自分にもできる
活動を考えるようになった。
・地域の大人から活動を認められる機会が増えるこ
とにより地域の一員としての自覚が芽生えた。
⑵　学校の変化
・ボランティアが入り学校のニーズに対応してくれ
ることにより、教職員の負担が軽減され、子ども
たちと向かい合う時間が増えた。
・地域人材の情報が学校によく集まるようになった
と同時に学校の情報を正確に地域へと発信する機
会が増えた。
・子どもの安全確保にもつながった。
⑶　保護者・地域の変化
・学校を核に地域ネットワークが広がった。
・子育てにも自信ができた。
・地域の活性化につながった。
・教職員の意識改革ができた。

６　今後の課題
・学校が無理をしない持続可能なしかけづくりが必
要である。
・職員の異動やコーディネーターの交代等があるた
め、情報やノウハウの共有化を図る必要がある。

市
民
性
の
高
ま
り

【学校・学級において】
・市民性が育まれる環
境づくり
・大切にしたい指導の
ポイントに留意した
指導
・市民性を育てる「学
習単元による推進

【家庭や地域と共に】
・よりよい学校、地
域をめざした共同
実践など

・生徒会が主体とな
った美化活動等

・ボランティア活
動・地域の行事へ
の参加、参画等

→

→

→

地域共育コミュニティ

→

教頭・窓口教員
連携

地域共育コーディネータ

「市民性の学びがコミュニティを築く市民を育て、学校と
地域との協働が市民性を育て高める」

協力
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第１Ｂ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 小中連携ビジョンづくりと教育目

標の具現化に向けて 

  ―校区内小中連携の一層の推進とシス

テムづくり― 

鳥取市立東中学校 山本 博美 

協議の柱 

① 小中連携，あるいは小小連携における教

頭のかかわり。 

② 職員の意識高揚のための教頭のかかわり

方。 

  

１ 質疑応答 

○ 東中学校区小中一貫教育推進組織の５部

会の中で，学力向上部会と学級づくり部会

ではどのような取組をしているのか。 

・ 学力向上部会では，児童に小６から中１

になる心構えを持たせるため，校区共通の

漢字・計算問題づくりを行い家庭学習の習

慣化を図ったり，学習時間の記録と報告を

させることで家庭学習の定着を図ったりし

ている。また，個々の教師が持つ授業のノ

ウハウを交流する等の取組を行っている。

学級づくり部会では，児童会・生徒会の活

性化やリーダーづくりをねらいとしている。

小学生の中学校体験入学を生徒会が運営し

たり，小学校での学級活動の活性化などに

取り組んだりしている。 

○ 教員の授業交流は行っているのか。行っ

ているとすれば具体的な内容を教えてほし

い。 

・ 授業交流としては，中学校から小学校に

出向き出前授業をしている。６年生を対象

に２教科程度，１月から２月に実施してい

る。 

○ 学校規模を教えてほしい。また，めざす

児童・生徒像は何か。小中連携の取組は，

鳥取市内全体の取組なのか。 

・ 学校規模は，全校生徒 431 名。めざす児

童・生徒の姿に，それぞれの校長が掲げる

児童・生徒像が表れるようにしている。 

本年，市教委から全校区で小中連携を行

うプランが出されている。本校は小中連携

の必要性を重視し取り組んでいる。 

○ アンケート結果で，Ａ小学校の否定的な

意見の具体的な内容を聞かせてほしい。 

・ アンケートの設問内容に問題があり，教

職員のはっきりとした意図が見えていない。

自分との関わりがなく実感がともなってい

ない。一部の先生は部会で関わっているが

情報がうまく伝わっていないという反省点

がある。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

小中連携は，学力向上，生徒指導上の課題

から必要であり行っている学校もあるが，必

要であると感じながらも組織的に取り組めて

いない学校もある。教頭の関わりとして，幼

小中のスケジュールの調整，行事の調整，地

域への発信などがある。教職員の意識を高め

るため，職員会議などで十分説明し共通理解

を図ることが大切である。 

 

協議報告② 

不登校の問題に関して，小中連携の中で，

ライフスキルの手法を取り入れている。東中

学校区の小学校と中学校における人事交流も

ある。９年間を見通して，どんな児童生徒に

育てていくかという共通理解が大切である。

教頭の役割として，全体図をつくること，教

員同士の交流の仕掛けをすることなどがある。 
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協議報告③ 

組織だった小中連携は出来ていない。一小

一中は連携しやすい。組織だったものではな

いが，実際にはさまざまな小中の交流がある。

英語・算数数学での授業交流がしやすい。英

語は，中学校から小学校へ出向き出前授業を

行っている。小中でチャイムに対する意識が

違う。ポイントを絞って小中連携を進めてい

くのがいい。既存の組織を利用し発展させて

いけばよいのではないか。小中だけでなく小

中高の連携をしているところもある。 

 

協議報告④ 

小中連携を進める中で，学力向上が本当に

見られるのだろうか。管理職や生徒指導担当

だけが取り組んでいるようなところがある。

小中連携の大がかりな組織づくりは課題が大

きい。小中の先生同士での信頼関係づくりが

大切である。教頭の役割として，今後小中連

携を，地域を巻き込んだ活動にしていくこと

が考えられる。 

 

協議報告⑤ 

出前授業，参観授業，小中情報交換等行っ

ている。兵庫県では，小小，幼小の連携が進

んでいる。トライアルウィークとして，生徒

が幼小へ体験に行くこともある。ＰＴＡ主導

で土曜スクールを行っているところもある。

職員の意識を変えるのが一番難しい。教頭の

役割としては，調整，時間の確保，研究の方

向性の明確化などがある。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言①（信定 俊彦 氏） 

教育目標実現のためのすばらしい取組であ

る。小中連携では，校長同士の意見調整が必

要である。校長の意図に沿って教頭が補佐す

る。鞆渕小中学校での取組を紹介したい。 

児童生徒の減少のため，学校の存続が危ぶ

まれているのが現状である。人前で話すこと

のできる児童生徒を育てるために，縦割り集

団をつくり，中学生をリーダーに６年生を中

リーダーに位置づけ活動させている。教職員

間で学校の存続危機意識を共有し，全教職員

が研究授業を行い，兼務発令により小中の授

業を行っている。教頭は，小中連携の連絡調

整，年間の連携計画を作成する。教職員の小

中連携に対する意識の向上が必要である。他

には，中学校の教員が小学校の水泳指導に行

っている。 

山村留学制度により，心に病のある子も受

け入れている。のびのびした環境の中で，９

年間を見据えた取組をしている。 

 

助言②（大嶋 和明 氏） 

東中での取組で評価できる点は，①長く続

けられていること，②校区全教職員の共通理

解をねらいに掲げていること，③既存の組織

をうまく使っていること，④小中連携の成果

が形となって残されていることである。課題

としては，一般教員との共通理解を深めるこ

とである。 

小中連携の今日的な意義としては，①学力

向上につながる。指導の系統性を生かし，９

年間を見通したカリキュラムの作成ができる。

②生徒指導における意義が大きい。中学進学

への不安を解消するため小中の段差を出来る

だけ小さくする。児童生徒間の交流も中一ギ

ャップの解消に効果的である。③教職員間に

おける教育活動の相互理解が得られる。教職

員の指導力の向上につながる。 

異校種間の連携を進める上での留意点とし

ては，教職員の交流を進めていくことが大切

である。また，指導方法の違いを認め合い，

互いにリスペクトしていくことも大切である。

意識的，物理的両面をそろえ，互いのよさを

生かし，教員同士が定期的に会って話し合い

をすることが大切である。 
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第１Ｂ分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 特色ある学校づくりを進めるため

の教育課程の編成 

  ―地域や子どもの特性を生かし，地域

の教育力の活用を図る取組を通して―

紀の川市立荒川中学校 増田 裕司 

 協議の柱 

① コーディネーターの育成あるいはコーデ

ィネーターとしての副校長・教頭の役割に

関する教頭としてのかかわり。 

② 各地域独自の力で地域との連携を進める

システムづくりをどう進めるか。 

 

１ 質疑応答 

○ 地域の防災に関連して，防災ステーショ

ンやタウンウオッチング等の活動を教育課

程の中でどのように位置づけているのか。

また，これらの活動を行う中で，生徒たち

の関わり方はどうであったのか。 

・ 特別活動，総合的な学習の時間で実施し

た。心肺蘇生法などは，特別活動として行

った。教室で学期に２回程度学習した上で

体験活動をし，感想文を書いた。タウンウ

オッチングは，安全委員会が行っているも

ので，全体での取組とはなっていない。生

徒は，防災訓練には意欲的に取り組んでい

た。計画は教師側が立てている。荒川防災

ステーションは，和歌山大学の協力を得て

行っている。生徒は，実際放送することも

あって，神戸での被災者へのインタビュー

等意欲的に取り組んでいた。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

社会科・総合的な学習の時間の授業，図書

館，読み聞かせ，スクールガード，クラブ活

動，学生ボランティア，農業関係などたくさ

んのボランティアがある。コーディネーター

の役割としては，連絡調整とお礼の２つがあ

る。つながり知り合いネットワークで，地域

人材を活用する。その取組が継続されるよう，

小学校でお願いした人を中学校へ紹介する。

軌道に乗ったボランティアは，コーディネー

ターの手を自然に離れていく。ボランティア

の学校での居場所を確保する。システムづく

りは難しいが，会則のある大きなボランティ

ア組織も存在する。 

 

協議報告② 

コーディネーターは，ほとんど教頭が行っ

ている。地域が学校に対して協力的で，自然

と学校に対する支援活動ができているところ

がある。しかし，高齢化の問題がある。伝統

芸能など教えてくれるが，若い親たちはなか

なか関わってくれない。学校にはお年寄りと

若い人たちを繋いでいく役割がある。また，

地域の昔ながらの組織が崩壊しているところ

もある。学校が中心となって立て直しに関わ

る必要があるがそこまでできない。市単位で

教育委員会が何らかの形で関わってくれたら

と思う。 

 

協議報告③ 

地域の人材バンクの活用が単発的になりが

ちなので，年間カリキュラムの中に位置づけ

ていくのが教頭の役割である。兵庫県のトラ

イアルウィークでは，事業所等で職場体験を

する。食育指導の地域ボランティアの受け入

れや地域の林業体験で地域に残る人材を育成

する取組が行われている。教頭として，道徳

や特活の本来の域をとばして興味ある活動ば
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かりになっていないかチェックする必要があ

る。小学校は，地域と密着し人材を集めやす

い。地域のキーマンを把握し，次の教頭に引

き継ぐ必要がある。 

 

協議報告④ 

地域の教育力を学校へ取り入れる活動は，

小学校では進んでいる。中学校でも，部活動，

芝生化の作業，職場体験等を行っている。夏

休みの学習指導として塾の先生や大学生のボ

ランティアなどを取り入れている。特にコー

ディネーターが入って調整しているようなと

ころはなかった。教頭以外にコーディネータ

ーの役をするものはなく，各係が連絡調整を

行っている。教科の授業時数が減る可能性も

あるので，授業時間の確保が大切である。外

部講師による学習では，事前の打ち合わせが

大切である。 

 

協議報告⑤ 

コーディネーターが地域に数名いる学校も

ある。他の学校は，教頭が窓口となり各係で

調整をしている。地域のコーディネーターに

ついては，学校にコーディネーター室があり

週２回来てくれている。コーディネーター便

りも出している。ボランティアバンクの問題

点として，登録しているが要請がないボラン

ティアがいて気まずくなる点である。公民館

には人材がたくさんいる。公民館長にコーデ

ィネーターを依頼することも考えられる。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（信定 俊彦 氏） 

荒川中学校の取組は，社会が複雑化し，学

校が様々な問題をかかえ，保護者も子育てに

対する悩みを抱えている中で，地域の人材

(力)を借りて学校をよくし生徒をよくするた

めの活動である。地域のコーディネーターと

学校のコーディネーター(教頭)が密接に連携

することが大切である。1,015 時間の授業時

数を確保するために教育課程への位置づけを

明確にすることが大切である。取組に対する

教職員の心配を取り除く必要がある。土曜日，

放課後など勤務時間外の活動が多くなり，そ

の回復措置をいかに行うのか考えなければな

らない。教頭として，連絡調整に苦労する。

教頭は裏方である。地域をあげての，子ども

をよくする活動であるので，中学校区で情報

交換し組織をつくって，長く続けられる取組

にしてほしい。 

 

助言②（大嶋 和明 氏） 

市民性というキーワードから現在社会の抱

える教育課題をクリアしていこうという意義

深い実践である。市民性をはぐくむ教育活動

の進め方についても，自立・共生・社会参加

を各教科，領域に位置づけた緻密な取組と言

える。教育基本法 13 条に学校・家庭・地域の

連携・協力の必要性が述べられている。今や，

学校・家庭・地域単独では，子どもの育成は

出来ない。家庭でしつけ，学校で学び，地域

で育てるというそれぞれの役割をはっきりさ

せ，互いの責任を自覚して連携協力をしてい

くことが求められている。どこの学校でも地

域の教育力を積極的に活用しているのは，と

てもよい。それを子どもたちのために有効に

使っていくことを考えていかなければならな

い。この実践により，学校の教育力が高まり，

家庭の絆，地域の絆を深めることが期待され

る。警察，児童相談所など関係機関を学校に

取り込んで考えていく必要がある。地域の教

育力の向上とともに，保護者が家庭の役割を

自覚し，家庭の教育力を高めることが大切で

ある。教頭として，いろいろな人と関われる

ことの喜びを感じてほしい。 
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第１Ｂ分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) (小中)９年間を見通し，小中の教職員全

員が共通理解をした上で，小小連携および

小中連携を進めていくことが重要である。

その全体図を具体的に描き，示していくこ

とが教頭としての役割である。 

(2) 「連携」というような組織的な形にはな

っていないが，小中の教職員が交流する場

面というのは今までにもすでに存在してい

る。それらの交流をより組織だったものに

していくための仕掛けをするのが教頭とし

ての責務である。 

(3) 連携を進めると本当に学力向上等が達成

されるのか，というような疑問を持ってい

る教職員も多い。連携のための意識を高め

るためには，教頭がリーダーシップを発揮

し，連携がなぜ必要なのか，どんなメリッ

トがあるのかを，多くの機会を捉えて全職

員に周知させていくことが重要である。 

(4) 中学校区内での小中間の人事交流も小中

間の意識の違いを解消するためには有効で

ある。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) できるだけ多くのボランティアを受け入

れることが大事である。その際の「連絡調

整とお礼」の役割を果たすことがコーディ

ネーターとしての教頭の重要な役割である。 

(2) (地域との連携を継続するために)幼小で

お願いしたボランティアを手放さない努力

を続けること，またそのボランティアを中

学校でも活用できるようにはたらきかける

ことが大切である。そのボランティア同士，

あるいはボランティアと教職員との連携を

図っていくことがコーディネーターとして

の教頭の役割である。 

(3) 地域の人材バンク的なものを活用しての単

発的な取組に終わりがちな連携活動を，年間

のカリキュラムの中にどう位置づけ，いかに

して継続的な取組にしていくかを考えていく

ことが教頭としてのかかわり方の一つである。 

(4) システムづくりというとたいへん難しいが，

軌道に乗ってきたボランティアは，やがて自

然に教頭の手から離れ，自発的に活動を行え

るような組織に育っていくこともある。ＰＴ

Ａの組織が，その後ボランティア組織に姿を

変え，自発的な活動を行っていくようになっ

た事例も見られる。 

 

【成 果】 

○ 小中連携の目指すべき姿が，小学校と中学

校の校種で違いがあることを感じた。その差

を埋めるために，校区の小中それぞれのコー

ディネーターの役割が大切であり，副校長・

教頭がその役割を担っていることを再認識し

た。 

○ 地域により行政の考え方が違い，教頭が関

わる内容も地域によって異なることが分かっ

た。教頭として学校の全てを掌握し，地域と

の連携の要として活動することを改めて自覚

した。 

○ 小中連携の目指すべき姿が，小学校と中学

校の立場で違いがあることを感じた。その差

を埋めるために，校区の小中それぞれのコー

ディネーターの役割が大切であり，教頭がそ

の役割を担っていることを再認識した。 

【課 題】 

○ 協議の柱を要項に載せることができれば，

さらに話し合いが深まるのではないか。 

○ 「地域の学校」は，よく使われる言葉であ

り必要性を感じつつもなかなか難しいテーマ

だった。地域と言っても利害が一様ではなく，

学校としての関わり方が難しい。 
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第２分科会　　「子どもの発達に関する課題」

１
Ａ

１
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

１　主題設定の理由
丸亀市小中教頭会では、丸亀市学校教育方針の冒

頭に示されている「楽しい学校・学級づくり」の推
進に向け、教頭の関与性を明らかにしながら研究実
践を行ってきた。

そして、不登校や問題行動・学習不適応が中学１
年生で顕著に表れる、いわゆる「中１ギャップ」の
解消に向けて小中連携を図ってきた。

平成 22 年度に、丸亀市全体において、本格的に
小中一貫教育の構想が提示された。９年間を見通し
た継続的で一貫性のある教育を行うことにより、学
力の向上はもとより、いじめ・不登校といったさま
ざまな学校教育課題の解決を図るものである。 

そこで、小学校から中学校への滑らかな移行を願
い、小中一貫教育の実施に向けて教頭はどのような
役割を果たすべきか研究を深めるため本主題を設定
した。

２　研究のねらい
中学校を核とした学校群において「不登校・問題

行動・学力不適応」への対応や「学力・学習意欲」
を高める指導の工夫を図り、小中連携から小中一貫
教育を行う中で、中１ギャップ解消に向けて取り組
むための教頭の役割について考察する。

３　研究の経過
⑴　平成 21 年度

・「楽しい学校・学級づくり」の取り組み
・小中連携の推進

⑵　平成 22 年度
・小中一貫教育実施に向けての取り組み

⑶　平成 23 年度
・小中一貫教育の試行

４　研究の概要
⑴　丸亀市の状況
「楽しい学校・学級づくり」のアンケートの分析

より
学校の楽しさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　

楽しくない理由

学習への関心が高く、地域や社会にも興味があり、
学校が楽しいと思っている児童生徒が多い。しかし、
わずかだが学校が楽しくないと思っている児童生徒
もいる。

学校が楽しくない理由は、「授業が楽しくない」「好
きな行事がない」「友達が少ない」等を挙げている。

また、平成 20 年度の丸亀市の小６から中１では、
「いじめ認知件数」「暴力行為加害児童生徒数」「30
日以上欠席児童生徒数」において中１ギャップが顕
著である。

そこで、丸亀市全域で、学校群ごとの小中学校が、
連携・交流しながら教育に取り組むことが必要である。 

楽しい学校・学級づくりをめざす取り組みの方法と教頭の役割
─ 小中連携から小中一貫教育の取り組みを通して ─

提言者　　香川県丸亀市小中学校教頭会　　丸亀市立岡田小学校　神田　仁美
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⑵　丸亀市小中一貫教育の取り組み
①推進協議会の発足
市では、小中一貫教育を平成 25 年度に全面
実施するに当たり、平成 22 年度６月に推進協
議会を発足させた。小中学校教頭会の代表が、
委員として参加し現場の声を反映するように努
めている。
②連携協議会の発足
各学校群において、学校、保護者、及び地域
の代表による連携協議会が発足した。（平成 23
年１月～３月）学校群の特色を生かした取り組
みにより、児童 ･生徒にとってよりよい教育環
境をもたらすことを目的とする。教頭は、コー
ディネーターとして推進役を担う。
③９年間を見通したカリキュラムの作成
児童生徒の９年間の学びが円滑に進むように
するため、各教科等についてカリキュラム研修
をする。
具体的には、新学習指導要領の内容を小中の
系統性が分かるようにまとめる作業を、教頭・
小中の各教科代表・指導主事で行う。教頭は、
専門性を生かして、各教科の中心となり指導助
言をしてまとめる。

⑶　各学校群の取り組み
①スクールカウンセラー（ＳＣ）を中心とした小
中ネットワークづくり
平成 21 年度Ａ学校群では、同じＳＣが各校
に配置されていることから、ＳＣを活用したカ
ウンセリングや情報交換を行った。小学校教頭
は、ＳＣ・保護者 ･中学校とのネットワークづ
くりに努め、中学校入学に際して児童の情報を
詳しく伝え、学級編成の配慮事項等詳細に情報
交換することができた。
その結果、小学校当時不登校だったＹ児が、
中学校入学後は休まず登校できている。
②人権・同和教育研修会の合同研修
丸亀市の５中学校群では、毎年 11 月に人権・
同和教育研修会を開催している。Ｂ学校群では、
平成 22 年度から、小中学校合同で研修会を行
い、人権・同和教育の意義や推進状況について
話し合うとともに、事前に指導案検討をした。
教頭は、教員の人権感覚を高めるよう研修プロ

グラムを作成した。
また、同一中学校へ進学させる小学校間の連
携の大切さを実感し、同一プログラムによる社
会科や道徳等の授業を行うことで、中学校に入
学した時同じスタートラインに立つことができ
るようにした。
③学習指導連携の体制づくり
Ｃ学校群では、小中学校の連携教科の会を開
催した。そして、この会の協議に沿って、後期
10 月からの学習指導による小中連携を実施し
ている。中学校からは数学、小学校からは理科
と体育の教員が連携先校へ行き、ＴＴ授業によ
る連携をした。
また、その情報を学校郡全体で共有化するた
め、実施状況を職員会議等で全職員に周知し、
意思疎通を図る。会議のすべてに参加している
教頭は、補説や考えを付け加え今後の取り組み
に向けて職員の意識を高めている。

５　研究の成果
⑴　「学校が楽しい」「授業が楽しい」と思う児童生
徒が増加傾向にあり、不登校児童生徒数が減少し
ている。
⑵　小中学校の教員が互いに話し合うことで、それ
ぞれの学校理解が深められた。

６　今後の課題
⑴　小中一貫教育に向けて教職員の意識の変革と高
揚を図る。
⑵　小中９年間を見通して基礎学力や学習技能の向
上を図る方法を検討する。
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第２分科会　「子どもの発達に関する課題」
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１　主題設定の理由
文部科学省が、平成 14 年に実施した「通常の学
級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に関
する調査」によると、通常の学級に在籍している児
童生徒のうち、特別な支援を必要とする者の割合は
6.3％ということが分かった。これは、現行の 40 人
学級で換算すると、各学級ごとに２～３人の割合で
在籍することを示している。
京都市教育委員会総合育成支援課が、平成 22 年
３月に公表した「小中学校における総合育成支援教
育の取り組み状況アンケート分析」では、ＬＤ等
支援を必要とする児童生徒数の割合が小学校 4.5％、
中学校 3.8％という結果が出ている。これは京都市
内のすべての児童生徒 98,487 人のうち約 4,200 名が
該当する可能性を示している。京都市では、各校と
も個別の指導計画を作成し、担当主任を中心に総合
育成支援委員会を定期的に開催している。また、総
合育成支援員・支援ボランティアやＬＤ等通級指導
教室の担当者と協力して、該当の児童生徒を支援す
る取り組みを模索し、関係機関との連携の在り方に
ついても考えていきたい。

２　研究のねらい
京都市の『学校教育の重点』の中の「学校教育の
今日的な課題」の一つに《総合育成支援教育の充実》
が掲げられている。その中では「ＬＤ ( 学習障害 )
やＡＤＨＤ ( 注意欠陥多動性障害 )、高機能自閉症
等の発達障害の状態や特性に応じた指導の目標や内
容を明確にして、常に家庭との連携を基本とした指
導を行う」と記されている。その指導の具体的な方
法や学校体制としてどのような支援や連携が望まれ
るのか、教頭のかかわりはいかにあるべきかを考え
たい。とりわけ、ＬＤ等支援の必要な児童への支援
の在り方が学校の取り組みだけでなく、関係機関と
学校・保護者の連携の望ましい在り方について昨年

度の実践事例をもとに考察・報告したい。

３　研究の経過
⑴　研究の方向付けについての検討
⑵　研究主題設定及び研究の進め方の検討
⑶　京都市教育委員会集約の「総合育成支援教育の
取り組み状況アンケート分析」の考察
⑷　実践例の集約・検討・改善

４　研究の概要
⑴　京都市全体の取り組み
①個別の指導計画の充実に向けて
・保護者、関係諸機関とも連携をとりつつ児童の
障害の状態に応じた指導計画を作成する。
②総合育成支援教育委員会の充実に向けて
・総合育成支援教育委員会において、個別の指導
計画をもとに、主任が特別支援教育のコーディ
ネーター的な役割を担う。
③総合育成支援員・ボランティアのより効果的な
活用に向けて
・学級内での補助及び学級外個別指導の学習補助
を行う。
④ＬＤ等通級指導教室との連携に向けて
・児童の障害の状態に応じ、障害による学習上の
困難の改善・克服を目的とする。
⑤学校サポートチームとの連携に向けて
・京都市総合支援学校に設置されている「育支援
センター」の医師・大学教員・巡回指導員・支
援部教員が、学校サポートチームとして、ＬＤ
等発達障害のある児童に対する学校教育活動を
支援する。
⑥関係機関との連携に向けて
・学校、保護者と児童福祉センターや医療機関と
指導内容を共有し連携を進める。

課題を抱える子どもへの支援
─ ＬＤ等支援の必要な児童への望ましい支援の在り方を求めて ─

提言者　　京都府京都市小学校教頭会　　京都市立桂徳小学校　森谷　年裕
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⑵　本校の取り組み
○総合育成支援教育主任を要とした総合育成支援教育
～ＬＤ等支援の必要な児童に対する指導～

①校内体制の確立
・保護者参画による個別の指導計画の作成
・的確な実態把握と環境整備
・校内研修での共通理解
・総合育成支援員・ボランティアの活用の方向性
②事例１
・６年Ａ児（男子）個別の指導計画より
・家庭環境及び本人と家族との関係
・家庭での様子、学校での様子
・学校サポートチームとの連携
・児童福祉センター担当医との連携
・加配の非常勤講師による抽出指導及び環境設定
・ＬＤ等通級指導教室の活用
③事例２
・４年Ｂ児（男子）個別の指導計画より
・家庭環境及び本人と家族との関係
・家庭での様子、学校での様子
・児童福祉センター担当医との連携に至るまでの

経緯 
・カリスマティック・アダルトとのかかわり
・父親との連絡を通じての関係作り

⑶　教頭の役割
①校内体制の整備
・総合育成支援教育主任、関係教職員、管理職と

の校内個別ケース会議の実施
・総合育成支援教育主任が動きやすい環境
・校内委員会の活性化
・校内資源の活用や指導の弾力化
・効果的な研修の実施

②児童の情報把握
・授業への入り込み
・担任、教職員からの情報
③担任・教職員への指導
・コミュニケーションを大切にし、管理職として

必要な担任指導の実践
・意識改革、専門性・指導力の向上
④保護者とのかかわり
・保護者との関係づくり
・「困った保護者」ではなく「困っている保護

者」としてサポート
⑤関係機関との連携
・学校としての児童がどのように育ってほしいか

というスタンスをはっきり持った上での連携

５　研究の成果
・校内総合育成支援教育委員会を中心に保護者と連

携し、個別の指導計画を立てることで、個々の児
童の指導に活かすことができた。

・ＬＤ等支援の必要な児童に対して、児童福祉セン
ター担当医の診断は、校内での取り組みの方針を
決める際の基準となった。

・抽出指導を含め学校の実情に応じた、校内資源の
活用(個別教室の設置等)や、指導の弾力化(個に応
じたカリキュラム等)を図ることができた。

６　今後の課題
・ＬＤ等支援の必要な児童にとって、学校現場にお

ける個と集団のかかわりという点では工夫すべき
ところがある。更に、学力向上に向けた取り組み
を中心にした生きる力をはぐくむための指導方法
を検討し、児童の心理面、活動内容面でのギャッ
プをせばめ学校生活が円滑に進むよう探っていく
ことが大切である。

・総合育成支援教育主任を要として、ＬＤ等発達障
害のある児童生徒に対する学校教育活動におい
て、教頭は学級担任にどのようにかかわっていく
べきなのか、関係機関と学校・保護者との連携の
在り方もあわせて考えていかなければならない。

・さまざまな教頭の関与が、課題解決にどう結びつ
いたかを事例より検証する必要がある。

校内委員会（総合育成支援教育主任）を要とした取組

実態把握
校内研修

個別の
指導計画

総合育成支援
教育委員会

関係機関と
の連携

家庭・地域
との連携

学校サポート
チームと連携

総合育成
支援員・ボ
ランティア
の活用
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第２分科会　「子どもの発達に関する課題」

１　主題設定の理由
地域社会における結びつきや連帯意識が希薄化す
る中、幼いころからの人間形成の場であるふるさと
の自然や産業、先人の努力や工夫を知ることは、郷
土に対する自信と誇りをもつとともに自己の在り
方・生き方を見つめ直す機会となる。
和歌山は、全国に誇るべき自然環境、歴史、文化
など、有形・無形の財産をもっている。これらが児
童生徒にとっての有効な教材となることを意識し、
創意工夫を凝らしながら教材化を図り、教育活動に
積極的に取り入れることに努める。このことを通し
て、地域の素晴らしさに気づき、郷土を愛し、守り
育てる意欲や態度の育成を目指す「ふるさと教育」
を本県では重点的に推進している。
国際化が進展する中、将来、世界のどの地で暮ら
そうとふるさとを糧とし、人や社会とのつながりを
大切にしながら、地域社会の一員として、よりよい
地域づくりに積極的に参加できる資質や態度を身に
付けたたくましい人間に成長してほしいと考える。
広川町内小中学校は、平成 18・19 年度の２か年
にわたり、地域の教材開発に視点を置き、文部科学
省指定「総合的な学習の時間モデル事業」の研究に
取り組んできた経緯がある。
その研究を土台としながら「ふるさと教育」に取
り組み、児童生徒に「学ぶ楽しさ・分かる喜びを感じ、
未来に向け力強く生きる力」をはぐくむため、教頭
としてどうかかわっていけばよいかと考えて、広川
町教頭会は本主題を設定した。

２　研究のねらい
広川町の「ひと・もの・こと」を学習基盤とし、
学ぶ楽しさ・分かる喜びを味わい、よりよい地域づ
くりに積極的に参加できる資質や態度をはぐくむた
め、教職員が協働し、家庭・地域との連携・協力を
推進していく。そのための企画立案、実施・評価、

校務分掌組織間の連絡調整・統括、家庭・地域との
コーディネートなど教頭のかかわりの在り方を明ら
かにしたい。

３　研究の経過
【１年次 (22 年度 )】
⑴　研究主題設定及び研究の進め方についての検討
⑵　テーマにそった各校の取り組みと評価
⑶　取り組みの集約・検討・改善
【２年次 (23 年度 )】
⑴　研究の方向性の再確認と課題の整理
⑵　課題解決に向けての取り組み
⑶　研究の評価及び成果・課題のまとめ

４　研究の概要
⑴　広川町教頭会の取り組み
本教頭会は、２か年の研究計画を立案し、以下三
点について教頭としてどうかかわっていくかを研究
の柱として統一し、具体的な取り組み状況の情報交
換や研修等を行うなどの継続的な研究に取り組んで
いる。
　①校区にある地域教材の開発、活用
　②小・中学校の連携
　③「地域共育コミュニティ」の取り組みと協働し
た「ふるさと教育」の推進
研究の推進にあたっては、町内５小中学校を２校
区に分け、各校区の取り組みテーマを設け、共同し
て取り組みを進める形をとった。
全体としては、小中の連携を図るため、合同授業
研究会等を実施した。また、学期ごとに会員全員で
取り組み発表と協議を行い、研究の成果と課題の交
流を図った。さらに、学校・家庭・地域が力を結集
し、子どもたちを豊かにはぐくみ、人と人とのつな
がりを再構築することを目指した全県的な取り組み
である「地域共育コミュニティづくり」推進のため、

「生きる力」をはぐくむ「ふるさと教育」の推進
─ 教職員や家庭・地域への教頭としてのかかわりを通して ─

提言者　和歌山県広川町教頭会　広川町立津木中学校　古川　眞澄
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家庭・地域と学校の連携の窓口となる教頭の役割に
ついて学ぶことを目的として研修会を行った。
⑵　各中学校区・学校の具体的取り組み
【耐久中学校区】
テーマ「ふるさとの偉人に学ぶ」
「濱口梧陵」について調べる活動を通して、自分
も他者も大切にし、自己の責任を果たしながら、積
極的に社会に参加しようとする意欲や態度を育てる
ことをねらいとする。
広小学校では、広の町を知り、防災について調べ、
災害時の自助・共助についての学びを通して自分た
ちにできることについて考える学習に取り組んでい
る。
南広小学校では、梧陵について調べ、梧陵の心を
学び、防災について考える学習に取り組んでいる。
耐久中学校では、歴史と伝統のある我が校、我が
町に誇りをもち、さらに、視野を広げ、地域の一員
として今後果たすべき役割について考える学習に取
り組んでいる。
【津木中学校区】
テーマ「ふるさとの自然環境を守る」
身のまわりのかけがえのない自然環境に目を向
け、ふるさと広川の豊かな水環境を取り戻し、故郷
を愛する心を育てることをねらいとする。
津木小学校では、地域を知り、「広川の水生生物
調べ」「米作り」「地域の自然を守る活動調べ」など、
地域の自然環境について考える学習に取り組んでい
る。
津木中学校では、広川のホタルの保護・研究に取
り組んでいる。具体的活動として、保護者・地域住
民、地域の施設等の協力の下、ホタル保護看板設置、
ホタル飛翔数調査、ホタル幼虫放流会、広川の水生
生物調査を行い、環境学習発表会を開催している。
なお、ホタル幼虫放流会は、津木小中学校合同で
取り組んでいる。
⑶　教頭として共通するかかわり
①各教科・領域等における「ふるさと教育」の取
り組みの指導案作成や実践について、指導・助
言を行う。
②小中学校合同授業研究会等の日程調整や研修内
容・成果の検討を行う。
③活動の様子を家庭・地域に積極的に情報発信す

る。（学校便り、ＨＰ等）
④地域に出向き、区長や公民館等と連絡をとった
り、地域教材・人材の情報収集を図ったりし、
地域を知り、地域の学校教育への協力・連携を
働きかける。

５　研究の成果
⑴　教職員が地域に出向くように働きかけ、率先し
て地域の行事等に参加することで、学校・地域の
連携が深まった。
⑵　小中学校合同授業研究会の推進役となり、校内
及び町教頭会として成果と課題の検討を行うこと
で、指導内容・方法の工夫改善についての研究が
深まった。また、小中学校の一層の交流、連携が
図れた。
⑶　教頭会の提案により、平成 18・19 年度に作成
した総合的な学習の時間「内容系列表」と「つけ
たい力系統表」の見直しを行うことで、小学校か
ら中学校への一層の連続性が図れた。
⑷　ねらいを明確にし、教頭会が町内各校が家庭・
地域との連携の要となって「ふるさと教育」の推
進役を果たすことで、児童生徒の郷土への誇りや
愛着をはぐくむさらなる契機となった。

６　今後の課題
⑴　他領域、教科と関連させた「ふるさと教育」の
全体・指導計画を作成する。
⑵　「地域共育コミュニティ」の取り組みへの参画
を教育計画に位置づけ、学校全体としての体制づ
くりを図る。
⑶　学校、家庭・地域の双方向の情報交流を活発に
する。
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第２分科会 

研 究 協 議 

提言１ 楽しい学校・学級づくりをめざす

取組の方法と教頭の役割 

―小中連携から小中一貫教育の取組を

通して― 

香川県丸亀市立岡田小学校 神田 仁美

協議の柱 

① 副校長・教頭は，小中一貫教育（小中９

年間を見通した指導）に向けて，教職員の

意識変革と高揚をどのように図るか。 

② 副校長・教頭は，小中９年間を見通して，

基礎学力や学習の技能を向上させるために

どのように関わればよいか。 

 

１ 質疑応答 

○ 中学校から小学校へ教員が授業に行く場

合，兼務発令は出されているか。また，免

許外の指導を行う場合の解消法は何か。 

・ 交流授業に行く先生に対し，兼務発令を

出している。免許を持っている教員が，交

流授業に行くことになっている。どの教科

を交流授業するのかは学校群で違う。昨年

度の本校は，中学校から英語の免許を持っ

ている教員が，小学校の外国語活動の指導

に行った。小学校からは進学した生徒を知

っているベテラン教員が声かけができるよ

う，放課後の部活動指導に行き，生徒指導

面での交流を行っていた。今年度は，中学

校から書写と図工，小学校からは，あと補

充で交流している。夏休みのリーダー研修

会では，小学校と中学校四校で交流した。 

○ 教育課程編成についての工夫について。

また，教育課程編成そのものを，小学校中

学校間で共有しているか。 

・ それぞれの教科によって，小学校と中学

校の系統性，どのようにつながっているか

を研究し，作成しているところである。系

統性がよくわかるよう，一枚ものにまとめ

ている。 

○ 17 小学校が，どのようなシステムで６中

学校へ進学するのか。また，小中学校間の

授業交流は行っているか。 

・ ほとんど，二つ三つの小学校が一つの中

学校へ進学する。一つの幼稚園から小学校

中学校という島全体で教育を行う場合や，

一つの小学校から二つの中学校へ分かれて

進学する場合もある。 

・ 校内研で授業をする時や参観日・要請訪

問など，お互いに案内を出している。授業

を見ることが，一番わかること。小学校中

学校の行き来が多くなってきた。 

○ 中学校への進学について，「少し心配して

いる」の分析をどのようにしているか。ど

の学校群がそう思っているのか。 

・ どのように意識が変容しているかについ

ては，本校の変容である。不安に思ってい

ないという学校群もある。本校は丸亀市の

中でも南の方，田舎の方で，気が小さい。

そのため不安に思っている面があるのかも。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

各県の現状をお互い交流をし合った。小中

一貫校か学校数が少なくなり統合の動きが始

まっている県や，小学校と中学校高校まで含

め，交流をし始めているところがある。今，

始まったばかりであるという交流になってい

る。免許状の関係で，授業をするのは難しい。 

授業交流は，見に行ったりする交流をじっく

り進めている。小中一貫は，ある程度トップ

ダウン的なところがあり，そうやって進めて

いくことがまずは大切なのかも知れない。小

学校中学校，お互い人間の交流を進めていく

のが大事である。 

 

協議報告② 

それぞれの学校区で取組は行われているが，

小中連携の難しさやコーディネートする大変

さがある。コーディネートする中での苦労な

ど，取組を参考にしたい。 

小中交流で研究案内などを出すが，それぞ
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れ学校行事があり，同じ敷地内に学校がないの

で集まりにくい。授業カットなどの形ですれば

集まるだろうが，年に何回かやっているが難し

い。交流していくことは非常に大事なことで，

そこから学ぶことがお互いたくさんある。それ

ぞれわかることもあり，それが学力向上などい

ろいろなものにつながってくるのも実感できる。

これからどうするかが今後の課題ではないか。 

 

協議報告③ 

ほとんどの学校が，地域で，小中連携・一

貫の何らかの取組をしている。方法の違いや

温度差はあるが，お互いに授業を見合うのを

基本にしている。教頭が動きすぎてはだめ。

たくさんの先生方が動いて深まる。日常，大

変忙しい状況がある中で，小中の交流・９年

間を見通した話し合いは，なかなか時間がと

りにくいのが現実である。学力の現状を把握

する話し合いの中で，入学後の学力テスト結

果を各小学校へ報告することにより学力差が

見えてしまう。小学校で押えるべきところ・

中学校で押えるべきところ，教育課程の基本

的な押えどこについてしっかり押える必要が

ある。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言①（井口  章 氏） 

中１ギャップの解消に向けての取組には，

大変苦労がある。小学校時代不登校の児童が

中学校で登校し始めたことや，授業が楽しい

と思う生徒が増加していること，不登校の生

徒が減少しているなど成果が見られるのは評

価できる。授業がわからない・できないとい

う生徒が４割いることは，授業改善を図る必

要がある。対策として，教師の力量を高める，

生徒のモチベーションを上げ信頼関係を高め

る，補習を計画するなど，考えなければなら

ない。さらに，学習に対する姿勢や学習規律・

家庭での学習習慣などの実態を調べ，生活状

況の改善を図らなければならない。そのため

には，保護者との連携が重要である。小中の

連携には，保護者・地域に入ってもらう。ま

た，９か年ではなく，０歳から 15 歳までの教

育をどうするかという視点を持つことで，幼

稚園保育所との連携も重視する。教員の意識

変革のため，児童生徒が一緒になってできる

地域行事などに参加し，その姿から教員が連

携の良さを見つける。意図的に仕組むことで，

だんだん仲良くなっていく。中学生に小学校

の教育活動のアシスタントをさせることが，

連携のきっかけになる。中学生の活躍により，

連携がとりやすくなり，楽しい学校につなが

る。 

 

助言②（星野 裕司 氏） 

香川県は，小中一貫教育の取組の継続性・

発展性がすばらしい。計画を全体で作ったり，

あと補充が配当されたりと，研究推進の後押

しがある。教頭の役割は大変である。授業時

数が増えた中で，会議をいかに設定していく

かも問題である。ギャップは，中１だけでな

く，小１・小３・小５にもある。しかし，そ

ういったハードルはなくてはならない。先生

方の喜びは，子どもが変わる喜び・教育活動

が変化する楽しさにある。仕掛けを設けるこ

とによって変わってくる楽しさ，その楽しさ

を子どもたちと喜ぶ楽しさにある。小学校で

の喜びを中学校へ上手くつなげていきたい。

教頭は，人をどう育てていくのかが重要にな

ってくる。教頭のところに，いろいろな情報

が集まってくる。情報をどう整理し，わかり

やすく提供するのかも重要である。異動して

きた教員や新規採用者などの研修を，どのよ

うにして研究推進に関わってきた教員に追い

つかせるかなど，教員のギャップも考えてお

く必要がある。基礎学力の向上については，

校内研の方法や年間計画を立てるなど，指導

内容の系統性を整えることが大切である。そ

の際には，各教科の主任を中心とした作業と

し，人間交流につなげる。教頭は，ミドルリ

ーダーを育てる必要があり，校内体制を整え

ることが大切である。 
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第２分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 課題を抱える子どもへの支援 

― ＬＤ等支援の必要な児童への望まし

い支援の在り方を求めて ― 

京都市立桂徳小学校 森谷 年裕 

協議の柱 

① 個に応じた教育の実現のための教頭の役

割 

②外部人材・関係機関の有効活用のための教

頭の役割 

 

１ 質疑応答 

※本提言時においては，質疑応答はなし。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

特別支援を要する子どもについては，まず

校内で共通理解することが大切である。また

保護者からの情報を教員や外部機関とつなぐ

必要もある。これらの調整やコーディネート

は教頭の重要な役目であり，学校の内外を含

め俯瞰しておく必要がある。 

スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーなどの活用を計画的に行い，専門

的立場からの意見をもらえるようにもする。

ただし，外部人材や関係機関に連携を求める

場合には，客観的な事実確認を積み上げてか

ら，橋渡しをしていかなければならない。さ

らに，そこで得たものを対象児のカルテ等に

反映し，専門機関との双方向のやりとりの充

実を図ることも大切である。 

保護者の中には，障害を認めない場合もよ

くある。カルテや就学相談委員からの情報に

基づき，学校の様子を伝え理解を求めたい。 

保護者に発達障害について正しく理解して

もらうためや，若い教員の育成のために，サ

ポートやアドバイスの中心になっていくのも

教頭である。 

 

協議報告② 

特別支援コーディネーターの在り方が問題

になるが，教頭はコーディネーターを助けな

がら校内体制の確立と外部折衝をしていく。

また，コーディネーターが動きやすい環境を

整え，各担任の作成したチェックシートの集

約や通級学級への働きかけなどについても，

コーディネーターが教頭に相談しやすいよう

に，常に内容と実態の把握に努めておく。 

コーディネーターについて，保護者はあま

り認識していないので，教頭が窓口になり，

自校の特別支援教育についてともに，その役

割を紹介していきたい。 

現在，中学校への進学時に個別の教育支援

計画を提出しているが，今後は，幼小の連携

も強化していかなければならない。平素より

幼稚園や保育所との情報交流を密にしていく

ことを心掛けたい。 

 

協議報告③ 

例えば，アスペルガーの子どもにガミガミ

と注意したり叱ったりする教員が見受けられ

る。このような場合は，児童理解と障害に対

する知識の不足があると考えられる。学校で

は，さまざまな交流により情報を共有しなが

ら，確かな理解を深めていかなければならな

い。 

同じように，障害をもつ子どもを取り巻く

学級の子どもたちに，障害についての正しい

理解をさせることも大切である。担任が一生

懸命指導しても，その言っていることが学級

の子どもたちの心に響いていないこともある。

そのような場合にも，担任が一人で課題を抱

え込んでしまわないように，チームで取り組
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めるように，教頭として組織づくりを心掛け

たい。協働での取組，共通理解の上にたった

実践が重要である。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（井口  章 氏） 

ＬＤ(学習障害)やＡＤＨＤ(注意欠陥／多

動性障害)，高機能自閉症等の発達障害の状態

や特性に応じた指導について，学校の取組だ

けでなく，関係機関・学校・保護者の具体的

な連携について実践・研究を進めてきたとい

うことで，貴重な発表である。 

市全体としての取組方針，それから学校と

しての取組方針と整理されているが，もっと

も重要なところは「校内体制づくり」と「そ

れをどう動かしていくか」というところであ

る。その部分でキーマンとしての教頭の役割

が大事になる。課題は，具体的な取組を進め

る各担任に対し，教頭の関与がどうあるべき

かを常に考えておくことである。 

また，京都市では，いろいろな組織や関係

機関が関わり，支援してもらえる体制ができ

ていることはすばらしい。しかし，逆にそう

いうところと連携して効果をあげるには，緻

密に連絡をとったり調整したりする役割が必

要で，ここでも教頭の役割がとても重要とな

る。例えば，ドクターからのアドバイスと学

校現場での実際との折り合いをいかにつけて

いくかなどは，個々の事例によって違ってく

る。森谷教頭先生がその役割を担っていると

感じた。どの学校でもこのようにうまく機能

していくためには，学校が困ったときだけ関

係機関にお願いするのではなく，日常的に連

携を密にしておくことである。 

 

助言②（星野 裕司 氏） 

一人一人を伸ばしていくことはたいへんな

ことである。どの学級にもいる，課題を抱え

る子どもに教頭がどうかかわっていくかが問

題であるが，生徒指導主任や養護教諭との協

力体制をとることも必要である。校内体制を

整える際の前提条件として，学校としての理

念・目的をきちんともっておくことが重要で

ある。その上で組織化を図り，支援計画の作

成をする。 

具体的な取組を進める上での教頭の役割は，

その子を抱える学級担任の負担をいかに軽減

していくかである。京都市は学校に対するサ

ポート体制システムがとても優れているので，

さらに保護者も巻き込んで，個々の子どもの

成長のための指導及び支援を行っていくこと

も考えられる。しかし，府県の状況によって

サポート体制が異なるので，そういった場合

には，自校においてかかわることのできる機

関をさぐっていかなければならない。また，

市の教頭会などでよりよい方法を考えること

なども教頭会活用の一つの手法である。ベテ

ラン教頭の経験知に学びながら情報収集し，

そこから個々の子どもに適した学習環境を提

供していくなどが考えられる。 

特別支援教育の課題は，小中での温度差が

大きいことである。中学校教員の意識が高ま

り，コーディネーター任せといった状況から

脱却できると充実に向かっていくであろう。 

 

【資料（星野 裕司 氏）】 
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第２分科会 

研 究 協 議 

 

提言３ 「生きる力」をはぐくむ「ふるさと

教育」の推進 

― 教職員や家庭・地域への教頭としての

かかわりを通して ― 

和歌山県広川町立津木中学校 古川 眞澄

協議の柱 

① 学校・家庭・地域の情報交流の活発化の

ための教頭の役割。 

② 地域の人材を活用した取組をどのよう

に教育計画に位置づけ，学校全体の取組と

しての体制づくりを図るか。 

 

１ 質疑応答 

○ 地域共育コミュニティ本部にいるコーデ

ィネーターは，誰が担当しているのか。 

・ 学校支援活動をコーディネートする地域

共育コーディネーターは，町教育委員会で

選任する。社会教育主事や退職校長等を当

てることもある。 

○ コミュニティ本部は二つあるというが，

どこにおかれているのか。 

・ 中学校区を活動エリアとして，学校・家

庭・地域が力を結集する形をとっているの

で，本来は，それぞれの中学校区におくべ

きであろうが，広川町には中学校が２校し

かないので，共に町教育委員会の外部施設

である広川町民会館に本部をおいている。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

それぞれの学校のおかれている状況に応じ

た地域へのかかわり方があるが，行事を通し

てかかわっていくことが良い方法である。学

校で地域を巻き込んだおまつり的な行事に地

域の方々の参加を求めたり，教職員が積極的

に地域行事に顔を出すなどが効果的である。 

また，日常的に活動してくださっているい

わゆる“地域の見守り隊”のお年寄りなどと

も知り合いになり，交流のきっかけをつくる

ことなども大事にしたい。 

 

協議報告② 

新潟県の島にある学校では，小中学校合わ

せて児童生徒数が 15 名ということもあり，島

全体が家族のようで，伝統的に学校の教育活

動も保護者を含む島民全体で支えている。一

方，東京都には，16 の小学校から 1 中学校へ

進学してくるというところもあり，地域の特

性を生かすことに課題を抱えているところも

ある。 

いずれにしても，総合的な学習の時間など

に地域教材を発掘し，また，地域教材を使っ

た実践の発信をしていくといった地道な取組

を進めていくことが大切である。 

バランスよく学校・家庭・地域が手をとり

あえるように，教頭のみならず，教職員で役

割を分担したり，ＰＴＡ役員のＯＢを有効に

活用したりすることも考えられる。 

 

協議報告③ 

安易に地域に声をかける前に，しっかりと

した構想を描いてから，連携を求めていくこ

とが大切である。そのためにも，平素より情

報交流の活発化をはかる。情報発信の方法に

はメールやＨＰへの掲載などがあるが，地域

の情報を得るためには，地域の祭りへ出向く

など顔の見える交流がよい。 

また，地域との交流についても，あらかじ

め教育課程にきちんと位置づけておかなけれ

ばならないし，それぞれの取組については，

学校長の示しているビジョンに照らしながら

検証し，改善していく必要がある。 
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３ 提言３における指導助言 

助言①（井口  章 氏） 

広川町の「ひと・もの・こと」を学習の基

盤とし，地域の教材開発に視点をおき，①校

区にある地域教材の開発と活用，②小・中学

校の連携，③「地域共育コミュニティ」の取

組と共同した「ふるさと教育」の三点に整理

した発表であったので，子どもたちが，学ぶ

楽しさ・わかる喜びを味わい，よりよい地域

づくりに積極的に参加できるようになってい

く様子がよくわかった。 

取組は二つの中学校区において行われてい

るが，若干の補足をする。 

まず，耐久中学校区では，「ふるさとの偉

人に学ぶ」ということで，「稲村の火」で有

名な浜口梧陵を中心とした取組をしている。

インド洋の津波のときに一躍脚光を浴び，教

科書にも掲載されている。この広川町には，

防災教育を充実させる施設として，「津波防

災センター」もある。 

次に，津木中学校区では，「ふるさとの自

然環境を守る」取組をしている。広川の水生

生物調べとホタルの保護・研究などである。

ゲンジボタルの研究では，これまでにも科学

作品展で内閣総理大臣賞も受賞している。他

にも，地元の温泉が「ほたるの湯」といって

名所になっているなど，地域おこしにも一役

買っている。そういったことから，生徒には，

「自分たちがやらなければ」という意識があ

り，逆に，地域住民には，「生徒がやってく

れているおかげで」という意識がある。 

このような取組によって学校と地域との関

係や連携が深まったこと，中学校区で９年間

の学習の系統・子どもたちの育ちについて考

えて具体的なカリキュラムが作成されつつあ

ることなどが大きな成果である。 

私の学校のある有田川町のＰＴＡ研修会で，

千葉県習志野市にある「秋津小学校」の取組

について，「岸 裕司」という方の講演を拝

聴する機会があった。岸さんは元保護者で，

地域の「学校を拠点に生涯学習＆福祉コミュ

ニティ＋地域ぐるみの子育てコミュニティを

作ろう」と取り組んできたリーダーである。

取組の結果，「多くの方に学校の授業やクラ

ブ活動へ入ってもらう」，「子どもたちが地

域でいろいろな取組に参加する」，「学校を

地域住民のサークルの場所として子どもたち

もいっしょに活動する」などを実現した。 

この秋津小学校での実践も広川町の取組も

同じ方向性のものであり，子どもたちが「学

ぶ楽しさ・わかる喜びを味わいながら，より

よい地域づくりに積極的に参加できる」よう

になっていく。正に「生きる力」を身につけ

た大人へと成長いくことが期待できる。 

そのキーとなる教頭のコーディネート力の

発揮が取組の成否を決定する。 

 

助言②（星野 裕司 氏） 

教頭の役割としては，提言１で丸亀市立岡

田小学校の神田仁美先生が発表された内容と

よく似ているので参考にしてほしい。 

ふるさと教育については，学習指導要領に

おいて，自国のアイデンティティーをもち地

域に誇りをもつことを唱っているが，この趣

旨に沿うことが第一に大切である。 

教頭は，組織の中で，システムをつくり動

かすことを担うので，生きがいをもって取り

組んでもらいたいし，その一つ一つの仕事に

教職員をうまく巻き込んでいく必要もある。 

大切になるのは，「生産的な仕事にする」，「フ

ィードバックして情報を与える」，「継続的に

なるようにする」などで，これらのことが教

職員に働きがいを感じさせることになる。 

地域の中で，その人の存在を認めさせるこ

とはなかなか難しいが，人を生かすことも教

頭の仕事であることを肝に銘じ，努力しても

らいたい。また，地域の人の活用も視野に入

れてシステムづくりをしてもらいたい。 

アンケートには，「運営に参加し，役割をみ

んなに広げていく工夫」も入れてもらいたい。 
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第２分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 小中連携を行う場合に，どこに力点を置

いたらいいのか，自分なりの方向性を見出

すことができた。自分の世界が広がった。 

(2) 小中一貫は，教職員がもっと意識をもっ

て取り組んでいかないと進まないことがあ

る。小学校で何をすればよいかということ

がわかった。一つの手立てとして，「子ども

のアンケート」をとっていかねばならない

と思った。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) 教頭として留意すべき点など，良い研修

となった。自分が進めている仕事に自信を

もつことができた。 

(2) 違う視点からの取組が発表されて，いろ

いろな情報を得ることができたが，その一

方で，深まらないように感じた。 

 

３ 提言３における協議の柱について 

(1) 地域により，教頭としての役割の違いは

あるが，児童・地域・教職員への対応に対

する気持ちには違いはないと感じた。広い

目で，仕事に当たることができることと思

う。 

(2) 自校（自市）でも行っていることなので，

参考になった。津木小中の「総合的な学習

の時間でつけたい力の系統表」は大変よい

です。 

 

【成 果】 

○ 全国的な教育の流れというものは同じ方向

にあることが分かったが，取組の方法，内容

また進捗状況などはずいぶんと差があること

が分かった。 

○ 副校長・教頭の学校での組織力・運営力が

試され，今求められていることが再確認され

た。組織を作り動かす副校長・教頭としての

役割をしっかり意識でき，今後に生かしてい

くことができそうである。 

○ 副校長・教頭の学校での組織力・運営力が

試され，今求められていることが再確認され

た。組織を作る・動かす教頭としての役割を

しっかり意識でき，今後に生かしていくこと

ができそうである。 

○ 地域性の違いを知ることができた。学校の

置かれている状況から，様々な取組・工夫を

知り新たな教頭の役割に気づくことができた。 

○ それぞれの環境の中で，教頭としての苦労

ややりがい・思いを共有できたことは心強く

思え，また，自分も頑張らなければと感じた。 

 

【課 題】 

○ 地域性の違いがあり，提言が生かし切れな

い部分があった。行政の下支えのない中で，

学校や教頭が中心となって進めなければなら

ないことに困難さを感じた。。 

○ 各県の制度・仕組みが十分わからないと討

議を進めたり，内容を深くほり下げるのは難

しい。 

○ 「子どもの発達に関する課題」として，副

校長・教頭の役割に議論を焦点化すると，結

局は「連絡の窓口」「指導助言」になってしま

う。視点をしぼらなくてもよいのではないか。。 
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第３分科会　「教育環境整備に関する課題」

１　主題設定の理由
本市教頭会は、「未来を拓く『くまもとの人』づ
くり」の理念のもと、子どもたちの「生きる力」を
はぐくむこと・「開かれた学校づくり」を推進する
こと等をめざし、日々活動している。これは、全国
統一課題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校を
めざして」とも合致している。
そこで、主題設定にあたっては、子どもたちが・
職員が・家庭が・地域が「我が校の自慢」「我が郷
土の誇り」を語るときの心躍らせ瞳煌めく姿に着目
した。「特色ある学校づくり」から来る人々の喜び
や自信こそが、教育環境整備さらには統一課題の解
決につながるととらえたのである。
ただ、それを教頭一人が走り回ることで推進した
り、単独校のみの取り組みで終わらせてはならない。
保護者が地域がそして教頭会の絆が、それを後押し
するものでなければならないと考え、本主題を設定
した。

２　研究のねらい
特色ある学校づくりを推進するために、次の二点
を明らかにする。
⑴　保護者・地域の参画する学校づくり
　（まきこみ型の取り組みと教頭のかかわり）
⑵　絆を広げる地域づくり・教頭会づくり
　（もてなし型の取り組みと教頭のかかわり）

３　研究の経過
⑴　平成 21 年度
　研究テーマの確認、実態・現状把握、組織づくり、
理論研、活動企画
⑵　平成 22 年度
　具体的実践、成果と課題の検証、応用、交流、再
企画

４　研究の概要
⑴　「特色ある学校づくり」の構想図
教頭として「特色ある学校づくり」に、どうかか
わっていくか。このことに関して、「まきこみ型」
の取り組みと「もてなし型」の取り組みの二軸で明
らかにした。以下、その構想図を示す。

⑵「まきこみ型」の実践
○「大人も子どももあいうえお」
ねらいに迫るた
めには、子どもた
ちにとって、わか
りやすい目標設定
をすることが肝要
である。
そこで、本荘小
において「教育目
標」や「第二校歌」
を「あいうえお」
でアクロスティッ
ク風に作成した。
音楽や国語に堪能
な職員だけでなく、
保護者や地域の方を巻き込んでの取り組みにして
いくことを大切にした。

教育環境整備は、保護者・地域とともに
─ 「特色ある学校づくり」の肝は、教頭のもてなしの心とコーディネート力 ─

提言者　　熊本県熊本市南部教頭会　熊本市立春竹小学校　鶴﨑　泰文

本荘小学校教育目標
「あいうえおいっぱい」
の子どもに♪

あ：あいさつ
い：命を大切にする心
う：運動、歌声
え：笑顔で学び合い
お：大きな声で発表
　　　　＆
大人版 (前PTA会長作 )
あ：愛しているよと
い：命をはぐくむ
う：嬉しい声かけ
え：笑顔がかえるよ
お：大人も一緒に
　　♪あいうえお♪

教育環境整備のための二軸のはたらき
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今も、家庭・地域で歌い継がれるほど広がりを
見せている。
○「プレイパークで食を伝える」
御幸小では、食育の取り組みを地域あげての取
り組みとしている。学校近辺の畑で芋を掘り、広
場で焼き芋や餅つき・そうめん流しなどに興じる
姿は、まさに「プレイパーク」である。さまざま
な「食」に触れる学びの場は、子どもだけでなく、
地域の大人たちにとっても、大きな交流の場とな
っている。
○「おやじの会でベンチづくり」
大江小には、樹齢 120 年に近いシンボルツリー

「おおえの木」がある。この木陰で読書ができる
ベンチがあったら、子どもたちにとってどんなに
すばらしい学校生活になるだろう、という校長の
思いに応えた。さっそくボランティアグループ「お
やじの会」を立ち上げ、みんなで、ああでもない
こうでもないと相談し、かつ汗を流しながら「手
作りベンチ」を四脚完成させた。
今では、子どもたちにとって緑陰読書のよき場
となり、憩いの空間となっている。
⑶「もてなし型」の実践
○「緑化活動は学校から地域へ」
地域のボランティアグループに協力をあおぎ、
校内の緑化環境を整えていくのは、どの学校にも
見られる風景である。
川尻小学校では、そこに「もてなしの心」を加
味し、学校から地域へ緑化環境を広げた。校区老
人会への花の苗の配布、地域花壇への植栽活動、
地域農業高校との緑化交流などの取り組みには、
子どもたち・職員の想いが溢れ、地域では「郷土
の誇り」としての学校活動と位置づけられている。
○「心を込めた手紙やプレゼント」
城南小では、地域との交流を「もてなしの心」
で行っている。子どもたちが地域田で作ったお米
を独居老人の方々へ配ったり、敬老の日に合わせ
て 600 通もの手紙とお餅を敬老会会員の方々に配
ったりしている。手紙のやりとりはその後も続き
「もてなしの心」のキャッチボールの場となって
いる。「特色ある学校づくり」は、学校と地域の
絆を深める取り組みでもある。

⑷　二軸で見た「特色ある学校」への道

５　研究の成果

・まきこみ・もてなすことで、学校行事や連携に関
する保護者の評価が上昇した。
　（学校行事の場合95ポイント→98ポイントへ、連
携の場合87ポイント→96ポイントへ）
・各学校間の取り組み等を教頭同士情報交換するこ
とで、勤務校での取り組みがより具体的な動きと
なった。学校間連携の成果である。
・教頭が去っても残る環境（地域人材が育つ環境）
（特色ある学校）には、学校・家庭・地域間をつ
なぐ「教頭のコーディネート力」が重要であるこ
とが再確認された。

６　今後の課題
教育環境整備（特色ある学校づくり）に対する教
職員の意識に差がある。教頭としてどうかかわり、
意識づけしていくかである。

（もてなし型－
　　　受信フィールド）

（まきこみ型－発信フィールド）

　　・花の苗プレゼント　・地域での植栽活動
・シンボルツリー樹木看板除幕式
　　　　　　　　　　・新幹線から見える景観づくり
・来て来て先輩交流会
（ジェイク島袋氏、葉祥明氏）
（出田りあ氏、松田まさ氏）　　　　・どんどや
（狩野琇鵬氏、桜田幸子氏）　　　　・もちつき
（劇団さらら）　　　　　　　　　　・えのきまつり
　　　　　　　　　・学校公開
　　・ふれあい給食　・学習発表会　・学習参観
　　　　　　　・ハートフルコンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　・夏祭り
・刃物の町紹介　　　・おやじの会でのベンチづくり
・和菓子づくり体験　　　　　　・奉仕作業
　　　　　　　　　　　　・緑の少年団活動（部活動）
　　　　・あいさつ運動
・お便り交流　　　　　　　　　　・プレイパーク
　　　　　　　・校区運動会
・入学式　　　　　　　　　　・教育プロレス公演
・卒業式　　　　・地域ふれあいキャンプ
　　　　　　　　・本荘太鼓への取組　　・町探検
　　　　　・オリジナルソングづくり

特色ある
学校づくり

自慢

誇り
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第３分科会　「教育環境の整備に関する課題」
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１　主題設定の理由
今日の学校教育が取り組むべき課題は山積してい
る。社会の変容に伴い、家庭・地域の様子も様変わ
りしてきており、学校教育が果たす役割も多様化・
多面化・複雑化する傾向にある。
大阪府箕面市は 1970 年代の高度経済成長期の頃
から宅地開発が進み、住宅や商業施設が増え、豊か
な自然と住宅地、商業施設等が調和している中規模
都市である。
本市の経済的に困窮している家庭は、大阪府の中
でも比較的少なめであるが、市内には散見され、経
済的な家庭間格差が拡大する傾向にある。さらに、
保護者の教育への関心が非常に高い地域であり、学
業成績だけで子どもをみる傾向がある。そのため、
自尊感情が低下する子どもが多く、学校では生徒指
導上の問題をはじめとして、さまざまな「さまよう
姿」を見せる。これが、本市の教育課題の一つとな
っている。そこで、地域に開かれた特色ある学校づ
くりを、組織的・継続的に展開するしくみが求めら
れる。
そのためには、教頭としてどのような役割を担う
ことが有効であるのか、実践を通して明らかにでき
ればと考え、本主題を設定した。

２　研究のねらい
箕面市では、地域に開かれた特色ある学校づくり
と小中一貫教育を全市的に進めており、そのための
予算措置も行っている。「自尊感情の向上」や「さ
まよえる姿の解消」のための一つの方策として、小
中一貫教育を行う有効性は高いと考えられる。
そこで、特に小中一貫教育の取り組みを通して、
特色ある学校づくりを組織的に展開するための教頭
の役割について考察する。

３　研究の経過
平成 19年度（2007 年度）

・小中一貫教育準備期間
・箕面六中校区の校区校長会定例開催

平成 20年度（2008 年度）

・府内の公立学校で初めての施設一体型小中一貫校
「とどろみの森学園」開校。同時に文部科学省よ
り「研究開発学校」の指定を受ける（３年間）
・他の全中学校区では小中一貫教育を「校区連携
型」（＝施設分離型）でスタートする。
・箕面市小中一貫教育推進連絡会を開催
　（各校に一貫教育推進担当者を配置）
・箕面六中校区・箕面四中校区が「校区連携型」小
中一貫教育推進モデル校区（２年間）となる。

平成 21年度（2009 年度）

・平成20年度の取り組みを継続・発展
・彩都地区小中一貫校プロジェクトの始動

平成 22年度（2010 年度）

・箕面六中校区、国立教育政策研究所より「地域の
課題に応じた教育課程研究事業・小中連携教育実
践研究」を受ける。

４　研究の概要
⑴　地域に開かれた特色ある学校づくり発表会
中学校区ごとに、すべての小中学校が自校や校区
の特色ある取り組みを紹介する。市民への啓発活動
の一環として開催する。
⑵　六中校区の研究推進
二小一中の教頭三人が推進リーダーとなり、保幼
小中の校区一貫教育として、以下のことに取り組ん
だ。
①「六中校区のめざす子ども」の設定
子どもの実態から、校区の教職員、ＰＴＡ、地
域等の協議により決定。今後の取り組みは、「め

地域に開かれた特色ある学校づくりと教頭の役割
─ 箕面市小中一貫教育の取り組みを通して学校づくりを組織的に展開する ─

提言者　大阪府公立小中学校教頭会　箕面市立とどろみの森学園（小中一貫校）　陸奥田維彦
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ざす子ども」の具現化に位置づけられる。学校
だより等で毎回保護者・地域に広報することで、
周知を図る。
②「校区カレンダー」「校区情報誌」の作成　　
各校園所の保護者、地域に配布
③中学校区合同授業研究会の開催
学期に１回開催し、授業を公開し、共同の授業
研究を推進する。
④校区研究部会の設置
　学力部会・総合部会・人権部会の研究三部会を
組織。同時に各校の研究組織体制とのリンクを
図る。各研究部会を通してめざす子どもを具現
化する研究を進める。例：小中で共通した授業
モデルの創造と活用（国研指定事業）
⑤地域との協働による行事
・「あいさつキャンペーン」
・「六中校区クッキング」等
⑥「六中校区子ども会議」の開催
　校区の児童会、生徒会の合同会議を開催し、子
どものつぶやきをカタチにしていく取り組みを
進める。
⑦ＰＴＡ校区交流会、親善球技大会の実施
⑶　各中学校区における共通した取り組み
①小中一貫教育推進校区運営会議
各校の管理職と担当者により毎月開催
②地域の協力による学習支援
・「サタデースクール」（西小学校）
・「放課後学習室」（第一中学校）等
③地域との協働による行事
・三世代交流行事や学校を会場に行う運動会、
スポーツ、祭り、イベント等の展開
・「登下校安全見守り隊」の組織（小学校）

⑷　「とどろみの森学園」小中一貫校の研究
①前期（４年）中期（３年）後期（２年）に分け
ることによる小中のスムーズな接続
・教科担任制の導入
・小学校における中学校教員による授業
・小中学校教員による合同授業　等
②９年間を見通したカリキュラム編成
③新教科（コミュニケーション科、英語活動科、
とどろみタイム）の開発（研究指定）
④異年齢交流

・縦割り清掃・合同運動会　等
⑤地域との連携
・農作業炭焼き体験・学校農園花壇整備等

⑸　教頭の役割
　教頭は、一貫教育の推進のため、企画・計画・
連絡・調整・情報発信・協働等により、各関係機
関と自校、人と人との関係性を、継続的・組織的
に、丁寧に構築していく役割を担う。その際、的
確な判断力、実行力、説得力、柔軟性等のスキル
が必要となる。一方で、そのほとんどを教頭が担
っている体制から脱却することも大切である。教
頭が自分でやるのでは、教職員が育たない。校長
の指導のもと、リーダーシップを発揮しつつ、コ
ーディネートすることに徹することが、展開して
いく上で重要な要因であった。教え、育てる姿勢
に努めることも、大切な教頭の役割であった。

５　研究の成果
・全国学力・学習状況調査等の結果から、少しずつ
自尊感情が向上している傾向にある。
・学校が組織として力を発揮できるよう、目的意識
の共有化や組織体制が整備された。
・小中一貫教育の基盤は、小中の教職員の関係性に
ある。ここ数年で「知り合う関係」に変化した。
・合同授業研究会の実施により、相互に授業を参観
しあうことへの抵抗感が大きく軽減した。
・教育活動（施設面・学習面・運営面）を地域に開
くことが日常的・継続的に展開され、情報が共有
できるようになった。
・子どもが地域の大人との出会いから学ぶことも多
くなり、子どもの豊かな成長に寄与している。

６　今後の課題
学校づくりを組織的に展開するためには、教頭と
して、いかに教職員の意欲を高め、参画意識を向上
させていくかという手腕が求められる。意欲次第で、
例えば会議における連絡調整の意識から企画調整の
意識へと高まり、取り組み等が発展し、活性化され
る。人づくり、環境づくりを深く認識して、教頭と
して開かれた学校づくりに参画していきたい。
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第３分科会　「教育条件整備に関する課題」

１　主題設定の理由
本校では、少子化による児童同士の交流が少なく
なることや生活習慣の変化に伴い、子どもの体力・
運動能力が低下傾向にある。また、過疎化や高齢化・
家庭数の減少により児童数が減少してきている。こ
れらの実態に対し、校長のリーダーシップの下、教
頭がコーディネーターとしての役割を果たして、学
校と保護者・地域住民の連携を強化し、本校の教育
活動の一層の推進に向けた教育条件の整備を行うこ
とを目指して、本研究主題を設定した。

２　研究のねらい
⑴　協働作業を通して保護者・地域住民の学校に対
する関心を高め、地域連携・学社融合の推進を図
る取り組みを構築する。
⑵　芝生化がもたらす効果について検証する。
①地域連携・学社融合
②体力の向上
③学力の向上
④豊かな心の育成
⑤環境整備に要する労働時間の短縮

３　研究の経過
⑴　芝生化に関する情報の共有化、及び協働意識の
高まり
○作業には多くの人手が必要となるため、保護
者・地域住民・関係諸団体等への協力の働きか
けが不可欠であり、事前に説明し協力を要請し
た。

⑵　小中連携した作業協力
○近隣の中学校とは授業公開等で長年連携してい
る。同中学生は本校の卒業生なので、愛校心を
はぐくむことにもつながると考え、協力を要請
した。

⑶　芝生化への地域の関心の高まり

○運動場に植えた苗が広がるにつれ、学校に足を
運ぶ人が多くなっていった。２か月もしないう
ちに一面に広がった芝生に、驚きの声が上がっ
た。

⑷　研修会等への参加
○県主催のフォーラム等に参加し、維持管理の具
体的課題の克服法について先進地域の講演など
で研修を深めた。

４　研究の概要
⑴　地域連携・学社融合について
○保護者・地域住民・職員が一緒に作業をするこ
とで、学校に関心を持ち、今まで以上に学校に
足を運んでくれるようになった。
○芝生化を通して、多くの方と話をする機会に恵
まれ、人間関係が豊かになり、多方面にわたっ
て学校への協力が得られやすくなった。
○敬老会とのグラウンドゴルフ交流等、地域の方
との交流の形が広がった。
○若者がやってきては裸足で遊んでいる姿をよく
見かけた。

⑵　体力の向上について
○休み時間等に外遊びをする子が増え、運動量が
増えた。
○遊びの内容が変わってきた。
・側転や前転等の運動ができる。
・ただ走るだけでも気持ちがいい。
○擦り傷が減った。
○けがを恐れない大胆さが見られるようになっ
た。（一輪車のバック走行など難しいことにチ
ャレンジする子）
○裸足で走ることで足裏が刺激され、健康につな
がる効果が期待できる。
○体育の授業での活用
・寝そべったり転がったり多様な運動が可能で

地域連携・学社融合の推進を目指す取り組み
─ 屋外運動場の芝生化事業を通して ─

提言者　　和歌山県田辺市教頭会　　田辺市立三里小学校　浅井　靖也
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ある。（筋力や柔軟性を高める）
・平成22年は記録的な猛暑で運動会の練習は熱
中症が心配されたが、芝生効果も加わり予定
通り消化できた。

○今まで昼休みにはほとんど外に出なかった子
が、職員の誘いでウォーキングをするようにな
った。

⑶　学力の向上について
○夏、土ぼこりを気にせずに窓を開けることがで
きる。（暑さ対策）
○芝生化による冷やしの効果で、学習活動に集中
することができる。（地表面の温度が土に比べ
３度低くなったとする実験結果もある。H22県
芝生サミットより）

⑷　豊かな心の育成について
○緑色は心を穏やかにしてくれる。
○芝生の柔らかさ・ぬくもりが自然と人を優しく
してくれる。（癒しの効果）
○自分たちで作った芝生だから、大事にしようと
する気持ちが芽生えた。
○友達と群れて遊ぶことが増え、人間関係調整
力・コミュニケーション能力の育成につながっ
た。
○ストレス反応が低減される。
⑸　環境整備に要する労働時間の短縮について
○運動場の草引きが不要で、時間の無駄を省き、
職員と児童との触れ合いや学習時間の確保等、
授業時数の増加に対応し、時間を有効に使うこ
とができる。

⑹　デメリットよりメリットに目を向けて
○芝生化はお金と時間と労力がかかると言われ敬
遠されがちだが、児童の体力・学力の向上・豊
かな心の育成、また地域住民にとっても土ぼこ
りがなくなることや休日の遊び場・憩いの場と
しての利用等メリットは多い。学校・保護者・
地域の総意で取り組むことには意義があると思
われる。

⑺　児童・保護者・地域住民の感想・意見
○裸足で走ると気持ちがいい。
○転んでも痛くなく、怪我もしないので、いろい
ろ運動ができる
○涼しいし、きれい。

○照り返しがなくて涼しく感じる。
○お盆のソフトボール大会に使いたい。
○緑色が眼に優しくてよい。
○短期間で完成したのには驚いた。

５　研究の成果
⑴　協働作業を通した連携の強化
○子どものためにと進んで協力してくれた保護者
や地域住民とは、芝生完成後も良好な関係を維
持し、新たな交流も広がっている。

⑵　芝生化のモデル校として
○平成20年度より３年間で県下19校が芝生化に取
り組んだが、今後芝生化を計画する学校に対
し、メリットや課題、技術面等の情報を提供
し、芝生化の普及に貢献していく。

⑶　子どもの体力向上
○運動量が増えたことや運動の種類が増えたこと
により、体力・運動技能の向上が見込まれる。

６　今後の課題
芝生の維持管理については、学校職員と保護者・
地域住民が役割を分担し、学校の負担を軽減するよ
うな体制を確立する必要がある。また、公民館や
自治会等の関係団体と連携し、地域の祭り・行事で
の芝生運動場の利用や、職員の積極的な参加で学社
融合の推進を図っていきたい。さらに、児童の体力
向上に効果的な芝生を活用したゲーム等の研究・体
育の授業研究等を進めていくことも課題となってく
る。
これらを着実に推進するためには、保護者・地域
住民・学校職員のそれぞれに直接関わる教頭の役割、
指導力が重要になってくる。
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第３分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 地域連携・学社融合の推進を目指

す取組 

 －屋外運動場の芝生化事業を通して－ 

和歌山県田辺市立三里小 浅井 靖也

協議の柱 

特色ある学校づくりを進めるために教頭と

して，保護者・地域とどうかかわっていくか。 

 

１ 質疑応答 

○ メンテナンスにかかる労力(草引きやラ

イン引きなど)や維持管理はどのように行

っているか。 

・ 経費については，平成 22 年度促進事業補

助金をいただき，それを活用して芝刈り機

やスプリンクラー等を購入した。芝刈りは

週１回１時間程度，校長が中心に職員が協

力して行っている。 

・ ラインについては，普段はサッカーのマ

ークを使っている。運動会等行事のときに

はラインを引くが特に支障はない。 

○ 雨天後や芝生がいたんだ時の対処の仕方

についてどうしているか。 

・ 陸上競技等の練習の時などは，いたんだ

りすり減ってしまうことはあるが，本校は

一人あたり 70 ㎡あり，芝生が減ってくるこ

とはまずない。 

○ 地域へのアプローチの仕方や地域連携を

どのように進めてきたのか。 

・ 校長が芝生化の経験者であり，熟知して

いて，校長とともにプランを練り，ＰＴＡ

関係については教頭が，地域の地区長には

校長が説明した。 

○反対意見についてどう対応したのか。 

・ 運動場が使えないのではという意見につ

いて，６月中旬芝生を植え，９月には使え

るようになると説明すると納得してくれた。 

 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

芝生化のメリットやデメリットについて十

分吟味して導入推進をしていかなければなら

ない。草引きや水やりなどの大変さはあるが，

これらの問題の解決策(学校ができること，Ｐ

ＴＡにお願いしたいこと，地域にお願いした

いこと)を整理して説明していく必要がある。 

また，学校だけでは連携を推進していくの

は大変である。地域の公民館などを拠点にし

ていくことも考えられる。 

 

協議報告② 

大阪や和歌山では，芝生化について府や県

をあげて推進されているが，芝生化をする本

来の理由についてしっかり把握して事業を進

めていくことが大切である。 

小学校に対しては有効かもしれないが，さ

まざまな部活動が混在する中学校では使用し

にくい。 

体力向上につながる可能性の高いのは小学

校であると考えられる。 

共同作業することによる連携の効果は確か

にあるが，学校職員がどんどん変わっていく

中で，変わらないのは地域なので，主体を地

域におくことが大切である。 

校長のリーダーシップを地域へ提案して，

変換する能力・資質が教頭には必要である。 

 

協議報告③ 

東京目黒の中学校では，人工芝生化が進ん

できている。裸足で遊ぶ子が多く運動量も増

えた。子ども同士のコミュニケーションも増

えたし，子どものけがも少なくなった。ただ，

億単位の費用がかかることが難点である。ま

た，部活動でスパイクが使用できないことも

難点である。そして，地域連携を進めるため

には，教頭の役割は非常に大きい。 
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３ 提言１における指導助言 

助言①（筧  尊士 氏） 

芝生化事業について，校長が課題を明確に

おさえ何をすべきかがきちんと把握できてい

た。 

こういった一大プロジェクトを進める上で

必ず反対があったり，後ろ向きな発言があっ

たりすることがあるが，そういった意見に対

して説明責任をきちんとし，いかに納得させ

るかが大事である。苦労はあったと思うが，

うまくまわりの人に納得してもらったと思う。 

説明の時，メリットよりもデメリットを率

直に述べた方がよい。そして，具体的に何を

するのかということを分かりやすく説明した

方が，反対されている人の心に入りやすい。 

また，具体的な手だてや時間的な見通しを

はっきりさせることで話がうまくいった経験

がある。それから，学校・ＰＴＡ・地域の役

割をはっきり伝えることも大切である。これ

は，教頭の役割である。そして，分かりやす

くていねいに同じ目線で説明すると話が順調

に進む。 

校長と教頭がうまくパートナーシップを組

んでいる。校長とうまくタッグを組んで取り

組むことが大切である。 

こういったプロジェクトを推し進めていく

上では，課題をオープンにし共有してもらう

ことが大切である。また，教頭としての自分

の思いや学校長の思いを伝えていくことであ

る。そしてたくさんの行事があると思うが，

思い切った行事の見直しも大事である。取捨

選択をいかにするかである。その時，まわり

への根回しも大事である。 

 

助言②（南  俊秀 氏） 

三里小学校の取り組みは，芝生化という事

業を通して，施設・設備の充実を願ったもの，

それから地域連携・学社融合の推進を同時に

達成しようとする目的で実施しているもので

あると思われる。この中で，教頭としての出

番が大きく分けて５回あるのではないかと思

う。 

一つめは，企画・立案の場合での教頭とし

ての出番。 

これは，校長の意図を十分に理解して，一

枚岩で外部に向けて説明していく必要がある

のではないか。そして，校長，教頭，職員代

表，ＰＴＡ代表，地域の代表の方々を入れ，

企画・立案していくことも大切である。 

二つめは，職員や地域への提案・説明をす

る場合の教頭としての役割。 

まず，学校職員を納得させることが大事。

なぜ今，芝生化が大事なのか，必要なのかと

いうことを教職員に共通理解させ，その後，

保護者・地域に拡げていくことが大切である。 

三つ目は，事業を実行していくときの教頭

の役割。 

実行していく段階で，事業がスムーズに運

ぶよう根回しすることも教頭に課せられた大

きな役割である。作業の際，保護者，子ども，

地域の人がふれあう時間をいかに作業中に設

定していくか，作業が作業に終わるのではな

く，その中にお互いふれあう場面をいかに作

っていくかということも教頭の役割である。 

四つ目は，維持管理をしていく場合の出番。 

維持管理の部分については，できあがった

もののよさをどうアピールしていくか，広報

活動をするのも教頭の役目である。 

五つ目は，この事業を発展させていく場合

での出番。 

学校だけで，維持管理をするのは難しい。

学校とは別に芝生を管理する組織を作り学校

職員が変わっても，その意志がその団体を通

して伝えていくような組織を作ることが大事

である。 

事業を行うことが大切な目標の一つである

が，それがどれだけ子どもたちの学力向上・

体力向上に役立っているのか，学校教育活動

にどれだけ成果があるのか，地域活性にどれ

だけつながっているのか，そういったことを

絶えず検証しながら実施していくことが大事

になってくる。 
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第３分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 教育環境整備は，保護者・地域と

ともに 

 －特色ある学校づくりの肝は，教頭のも

てなしの心とコーディネート力－ 

熊本市立春竹小学校 鶴崎 泰文 

 協議の柱 

① 保護者や地域がどのように学校づくりに

かかわることができるか 

② 保護者や地域と絆を深めるために，教頭

として何ができるのか 

 

１ 質疑応答 

○ 地域連携について，管理職以外の教職員

の意識を高めて連携していくためには，ど

のような取り組みをしていけばよいのか。 

・ 保護者・地域との関わり方については，

キーワードがある。「まかせる」「感謝する」

「児童・生徒の姿でお返しする」がキーワ

ードと考える。絆を深めるためには，「もて

なしの心」と｢傾聴｣がキーワードである。

職員については，連携を通して，感謝した

り感謝されたりする体験を味わってほしい

が，土曜・日曜の行事等への参加の要請は

難しい。ソフトなスタートをすれば職員に

も分かってもらえると考える。 

○ 特色ある学校づくりと教科学習とのかか

わりについて，どのように工夫させている

のか。 

・ 飛び込みの行事は，子どもたちに負担が

かかるので，教科とのかかわりがあるかど

うか，教科だけでなく，特活や総合的な学

習とかかわりがあるかどうか考える。最初

は負担が大きいが，子どもたちが前面に出

る活動をやっているとうまく交流ができる

ようになる。慣れである。 

  

２ グループ協議 

協議報告① 

「まきこみ型」「もてなし型」の実践はすば

らしい取り組みである。新しいことを取り入

れるのはよいが，増やすばかりでは，教職員

の負担が大きくなる。そこで，ＰＤＣＡのＣ

(チェック)の部分で成果と課題を教頭として

きちんと見極め，次年度につなげていくのか，

やめるのか判断することが大切である。 

ＰＤＣＡを意識して取り組んでいる学校も

ある。ＣはコミュニティーのＣである。常に

地域と一体になって取り組んでいくことが大

切と考え，学期に一回保護者や地域の方に来

ていただいて，いろいろ教えていただいてい

る。そして，学んだことを地域に返す。子ど

もたちが生き生き発表し，活動する姿を地域

に返していくことが大切であると考える。 

教職員によって，温度差が違うが，地域の

行事等に参加するよう呼びかけている。地域

のお誘いに参加すると地域・保護者から喜ん

でもらえる。ただ，負担にならないように声

かけをしている。また，組織の中に，地域連

携部を作っている学校もある。 

 

協議報告② 

保護者や地域がどのように学校づくりにか

かわることができるかについて，児童生徒数

が減少する中，保護者・地域の方にかかわっ

ていただかなければならないこともたくさん

ある。図書の整理，学校整備，海岸清掃など

を地域の方に手伝ってもらっている。 

学校が待っているだけでなく，積極的に地

域に出向いていくことが大切で，各種団体会

議にも参加し地域のニーズを正確に把握する

ことが大切である。 

アンケート等によって地域や保護者の声を

聞き，それに応えていくことが，信頼につな

がる。 

教頭は，コーディネートする力が大切であ

り，保護者・地域とスムーズな関係を作るこ
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とが教頭の役割である。 

 

協議報告③ 

保護者・地域に学校のねらいを明確にし，

子どもを育てる点で，協力を仰ぐことが大事

である。 

校長と保護者の会を月１回持っている学校

もある。その中で，どんな支援が必要なのか

話し合っている。また，運営協議会を中心に

支援をいただいている学校もある。ボランテ

ィア登録を呼びかけ，要請していくところも

ある。 

教頭の役割として，地域と学校との調整が

大切で，学校の立場を地域にも知らせ，職員

には保護者・地域の支援の状況を知らせ，地

域への協力を呼びかけることも大切である。

ただ，負担増にならないようにすることも教

頭の役割である。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（筧  尊士 氏） 

「もてなし」と「まきこみ」をキーワード

としての実践は，感銘した。児童は幸せだと

思った。教頭として相談されることは大事だ

と思うが，逆に，教頭として先生方に「君は

どうなの」という逆の切り返しを育てていく

ことも大事である。 

地域，保護者の連携の中で地域の方に力を

貸していただけるということは，児童にとっ

て幸せである。生徒指導，クラブ活動，家庭

訪問があったりと，時間外に地域に出向いて

いくことがおっくうになるという経験は私自

身にもある。 

職員が地域に出向いていくことの難しさに

ついて考え，状況判断して校長に進言する。

この時には，日頃の校長との意思疎通ができ

ていることが大切である。 

これまでの経験の中で，長く続いていた行

事の廃止の提案をしたことがある。説明責任

のこともあるが，説明しても分からないとき

は，押し切る勇気も大事。また，職員の意識

改革については難しいが，行動を変えていく

ということで実践をした。職員とは人間関係

作りを大切にし，なぜそう考えるのか，それ

ぞれに応じた対応を考えていくことが大切で

ある。 

 

助言②（南  俊秀 氏） 

保護者・地域の参画というのも立派な教育

環境である。「まきこみ」が次の「もてなし」

につながって，「もてなし」が次の「まきこみ」

につながっていくというように，「まきこみ」

と「もてなし」がスパイラルに続いていく。

時には，「まきこみ」と「もてなし」が同時に

行われる。 

地域連携，学社融合とよく言われるが，学

社連携の部分でいうと，学校が学校教育のた

めに地域の方々に来ていただく。これが連携。

学社融合になると，地域も学校も行事を通し

て同時に成果を感じることができる。「まきこ

み」と「もてなし」が同時に行えるといった

形のコーディネートをされているのはすばら

しい。 

教頭としての役割は，地域を知っておくと

いうことが大切。地域にはそれぞれの特徴や

慣習がある。地域のアキレス腱(中心)になる

人は誰なのか，情報を把握し，誰に話を持っ

て行くとよいのか，誰を呼んでくればいいの

か見極めをすることが大切。教頭の顔の広さ，

人脈を拡げていくことも大切。地域に顔を出

す教頭，また，地域に顔の見える教頭である

と，「ここだけの話」が聞けたりする機会に恵

まれる。また，教頭だけでなく，教頭の右腕

になる人を作っていくことも大事。地域の行

事や会議に一度顔を出したことにより，苦情

がゼロになった例もある。 

公立学校にあって私立学校にないのは，そ

の学校の校区である。私立学校は地域を抱え

ていない。公立の学校は地域を抱えて，その

地域の力でもって，その教育を充実させてい

くという機会に恵まれている。そのコーディ

ネーター役が教頭である。 
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第３分科会 

研 究 協 議 

 

提言３ 地域に開かれた特色ある学校づく

りと教頭の役割 

－箕面市小中一貫教育の取り組みを通じ

て，学校づくりを組織的に展開する－

大阪府箕面市立とどろみの森学園  

陸奥田 維彦 

 協議の柱 

① 特色ある学校づくりに小中一貫教育や小

中連携をどのように生かすことができるか。

また，その際の教頭としての役割は何か。 

 

１ 質疑応答 

○ 保・幼・小・中の連携について，特に保

育所との連携はどうしているのか。 

・ 保育園長，幼稚園長を含めて，月１回担

当者会議を開いている  

○ 特別支援教育との連携について，その取

組み事例をお聞かせ願いたい。 

・ 特別支援教育については，スクールソー

シャルワーカーを介して，情報を提供して

いただいている。 

○ 小中一貫のねらいは。また，そのねらい

に対する取り組みの中で，小中一貫でなけ

ればできなかったことは何なのか。また，

デメリットはどんなことか。 

・ ９年間で，子どもを育てるのがねらい。

小中一貫でなければできなかったことは，

小中学校の授業を，視点を持って参観し，

子どもをどう育てていくかという指導観の

一貫が図れたこと。デメリットは，横の関

係，縦の関係が馴れ合いになっている。節

目をきちんと作れていないこと。 

○ 資料の中の「さまよえる姿」とは，何の

ことなのか。また，箕面市では中一ギャッ

プのようすはどうなのか。 

・ 「さまよえる姿」とは問題行動を起こす

ことである。中一ギャップについては，小

中一貫教育を通じて，中学校に上がるとき，

市全体で不登校児童が半減した。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

さまざまな小中一貫・小中連携の型がある。 

小規模校の一体型の学校の例として同じ校舎

内に小中が入っている。職員会議や研修，授

業研究を共同で行い，中学校から小学校へ乗

り入れ授業も行っている。 

小中連携の例として，小学生が中学校の授

業を見に行き授業を受けたり，部活動を見

学・体験するなどをしている。 

中一ギャップの解消には役立つかも知れな

いが，中学進学時の段差，仕切り直しも必要

ではないか。ただし，なだらかな段差となる

よう工夫している 

教頭の役割としては，小学校の外国語活動

の授業を中学校から全員で見に行こうといっ

た，学習指導要領を先取りできるような連携

のあり方を企画調整することである。 

また，教頭は互いに連絡を取り合い，つなぐ

役割・行動も必要である。 

 

協議報告② 

校区を合わせた小中連携を進めることが，

特色ある学校づくりにつながると考える。 

中学校から小学校への出前授業，中学校の

きまりを小学校へ来て教えてもらう取組をし

ている。 

研究授業の案内，学校行事を知らせる，お

互いの授業を見合うことから始めている。各

学校の夏の研修講座を保護者に紹介し，参加

ＯＫにしている。 

小中連携による中一ギャップの解消・学力

向上については，校区に合わせた取組が中学

校区の特色を作り，結果的に各学校の特色と
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して生かされている。 

教頭としては，教職員の意識を高め，連携

の窓口に（地域連携のコーディネーター役）。

また，ホームページ，小中連携便り等の広報

活動を行う（分かりやすく情報を伝える）こ

とが大事である。 

 

協議報告③ 

小中の学校編成の形によって，連携のしや

すさに差が出るのでは。自由学区制のところ

は，連携しにくい。目的によって小中一貫が

しやすい場面がある。（不登校問題等） 

「兵庫型教科担任制教員配置」があるが，中

一ギャップを埋めるためと学力保障を目的と

している。 

教頭は小中の職員間の連絡のコーディネー

ターとして役割が大きい。安心安全の学校づ

くり，地域づくりの核として，小中の教頭の

連携の意義は大きい。小中のＰＴＡ活動の連

携を図る役割もある。 

 

３ 提言３における指導助言 

助言①（筧  尊士 氏） 

同じ義務教育ではあるが，小学校，中学校

には大きな違いがある。小中一貫・小中連携

はこれからの教育のキーワードになるのでは

ないかと思っている。 

一貫にしても連携にしても教頭としては，

９年間後の中学校３年時のゴールのイメージ

をしっかり描いていただきたい。義務教育を

終えたときにどのような子どもにしたいのか，

どのような生徒にしたいのかを，小学校の段

階で持っていただきたい。それを中学校がし

っかりと受け止めて卒業させてやる。そうい

ったゴールイメージをしっかり描くことが大

事。 

小学校と中学校では，文化の違いがある。

違いは違いで認め，何らかの共通する課題を

共有していく。情報交換を頻繁に行い，共に

何かを作り出してほしい。授業改善，授業規

律，規範意識，家庭学習の在り方，体力面，

運動能力などを９年間のスパンで考えていく

ことが大切である。小・中学校の先生が，校

種をこえて語り合い考え合うことが大事だと

思う。 

校長とパートナーシップを持ち，さらに次

のリーダーを育成していくことも教頭として

の大切な役割である。 

 

助言②（南  俊秀 氏） 

小・中学校の一貫教育では，教頭の働きで

言えば「つなぐ」ということがキーワードに

なる。 

教頭の役割の中で，コーディネートを除い

ては，小中一貫，複数の学校を一つにまとめ

ていく，また，小学校中学校の違う文化を持

ったものを一つにまとめていくのは非常に難

しい部分ではないかと思う。 

小中一貫は，どこの地域でも簡単にできる

ものではない。小中一貫は難しいけれども分

離型で小中一貫を見直していこうということ

もあるし，小中連携，校種間連携の重要性に

ついては既に認識されていることと思うが，

授業の連携であるとか，さまざまな生徒指導

の連携であるとかそういったあたりを各学校

の学校間連携にどのように生かしていくかと

いうあたりが，今日の提案を生かすキーポイ

ントになると思う。 

特に学力面，授業改善の面については，小

学校では書く活動や話す活動を多く取り入れ

ているが，中学校では講義型の学習形態が多

い。こういった講義型の学習形態の中にいか

に小学校で行っているような書く活動や話す

活動を有効的に入れていくかについても，小

中連携の大切なところである。 

小中一貫校だからこそできること，小中一

貫校でしかできないことがある。これからそ

の成果が明らかになっていくと思う。連携型

の小中一貫校でできること，普通の学校の小

中連携でできることを明確にしながら，校種

間連携の充実を図っていくことが重要である。 
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第３分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 教頭として，特色ある学校づくりを進め

るために具体的に何をするかということを

分かりやすく，保護者・地域の方に説明す

ると同時に，学校・保護者・地域の役割を

はっきり伝えることが大切である。芝生化

などのプロジェクトを推し進めていく上で

は，課題をオープンにして共有してもらう

ことが大切である。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) 保護者や地域と絆を深めるためには，保

護者・地域に学校のねらいを明確にし，子

どもを育てる点で協力を仰ぐことが大事で

ある。 

教頭としての役割は，地域と学校との調

整が大切で，学校の立場を地域にも知らせ，

職員には保護者・地域の支援の状況を知ら

せることが大切である。  

  

３ 提言３における協議の柱について 

(1) 小・中学校の一貫教育では，教頭の働き

は「つなぐ」ということがキーワードにな

る。教頭は，小中職員間の連絡のコーディ

ネーターとして役割が大きい。  

また，地域づくりの核として，小中の教

頭の連携の意義は大きく，ＰＴＡ活動の連

携を図る役割もある。 

小中連携による中一ギャップの解消・学

力向上については，校区に合わせた取組が

各学校の特色に生かされている。 

 

【成 果】 

○ 教育環境整備について管理職としてのリー

ダーシップの大切さ，地域への働きかけ，組

織づくり等について具体的に学ぶことができ

た。 

○ 保護者や地域をまきこみ，交流を深めるこ

とで，学校行事や連携に関する保護者の評価

が上がった。協働作業を通して，保護者や地

域住民との新たな交流が広がった。 

○ 教育活動(施設面・学習面・運営面)を地域

に開くことが日常的・継続的に展開され，情

報が共有できるようになった。 

○ 公立の学校は地域を抱えて、その地域の力

でもって、学校教育を充実させていくという

機会に恵まれている。そのコーディネーター

役が副校長・教頭であると実感した。 

 

【課 題】 

○ 事業を行うことが大切な目標の一つである

が，それがどれだけ子どもたちの学力向上・

体力向上に役立っているのか，学校教育活動

にどれだけ成果があるのか，地域活性にどれ

だけつながっているのか，そういったことを

絶えず検証をしていくことが大事である。 

○ 副校長・教頭として地域を知り絶えず人と

のつながりを大事にし，人脈を広げておくこ

とが重要である。 

○ 公立の学校は地域を抱えて，その地域の力

でもって，学校教育を充実させていくという

機会に恵まれている。そのコーディネータ役

が教頭である。 

○ 教頭は校長とパートナーシップを持ち，リ

ーダーを育成することも大切な役割である。 

○ 小中一貫校でできること，普通の学校の小

中連携でできることを明確にしながら，校種

間連携の充実を図っていくことが重要である。

そこでは，授業改善，家庭学習のあり方，体

力・運動能力などを９年間のスパンで考えて

いくことが大事である。 
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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
本大会の研究主題である「豊かな人間性と創造性
をはぐくむ学校を目指して」を具現化するためには、
学校組織を活性化させ充実した教育活動を展開する
原動力となるミドルリーダーの育成が必要不可欠で
ある。つまり、校内組織が円滑に機能し教育効果を
上げるには、ミドルリーダーと呼ばれる主任層の働
きによることが大きいと考える。
これらのミドルリーダーには、必要に応じて校長・
教頭の指示を受け関係職員との連絡調整をし、校長
の経営方針が浸透するように働きかけたり、逆に学
校運営に関する自分の意見を含めた職員の意見を校
長・教頭に提案したりするなど、組織の要としての
役割を担うことが求められる。
以上のことから、学校の教育目標達成を目指し組
織・運営の活性化を図るには、ミドルリーダーの育
成が重要であり、教頭としてどのようにかかわって
いくことが効果的なのか、実践を通して明らかにし
ていくことにした。

２　研究のねらい
学校の教育目標達成を目指し、組織・運営の活性
化を図る上で、各校のミドルリーダーを「期待する
ミドルリーダー」に育成するために、教頭としてど
のような場面で、どのようにかかわっていくことが
効果的なのかを実践を通して明らかにしていく。

３　研究の経過
○１年次 ( 本年度 )
　課題把握、研究主題の決定、研究計画立案
⑴　ミドルリーダー像の捉え方と具体的な姿の設定
⑵　ミドルリーダー育成に向けての実態調査
⑶　研究の構想と研究計画の策定及びミドルリーダ
ー育成の実践
○２年次 (23 年度 )

⑴　ミドルリーダー育成実践例の集約・検討
⑵　ミドルリーダーへの調査・分析
○３年次 (24 年度 )
⑴　２年間の研究の評価に基づいたねらいに迫るた
めの実践
⑵　本研究のまとめと課題の検討

４　研究の概要
⑴　本研究におけるミドルリーダーのとらえ方
本研究におけるミドルリーダーとは、学校の教育
現場のリーダーであり、頼りになる中堅層である。
その数は、各校の教職員数の２～３割で、残りの７
～８割の教職員を活かせる教師である。また、ミド
ルリーダーは、各校の実情に応じて、教務主任、学
年主任、研修主任、生徒指導主事、特別支援教育コ
ーディネーター等の主任等を任され、組織運営体制
のトップダウンやボトムアップの要として活躍する
教師である。年齢や経験年数については、本研究で
は限定しない。
⑵　期待するミドルリーダー像の設定
①職務に関する知識が豊富で、意欲や行動力もあ
り、広い視野で全体を見渡し、組織の一人とし
て活躍できる人材。
②学校経営にかかわる校長・教頭の見方・考え方
を理解しながら、学校の存在意義や価値を共有
したり、経営の重点化を図ったりする中から、
学校が取り組むべき事柄に対して、多角的に手
立てを計画したり実践したりできる人材。
③自分で考え、行動する中、他の職員にも経営方
針を伝えたり、様々な指導や助言を与えたりで
きる人材。

⑶　郡内教頭が捉えた各校のミドルリーダーの実態
調査（郡内 24 校の教頭対象　小 16 校、中 8校）
①各校のミドルリーダーの位置づけ（人数）
教務主任（22）、学年主任（20）、生徒指導主事

組織・運営の活性化にかかわる教頭の役割
─ミドルリーダーの育成を通して ─

提言者　　群馬県邑楽郡教頭会　板倉町立北小学校　石川　和孝
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（22）、研修主任（19）、特別支援コーディネー
ター（８）を重視していることが分かった。

②教頭からみたミドルリーダーの実態
〈数値は、十分（80% 以上）と回答した割合〉

ア：教育目標や方針を理解しての提案や、教職
員への連絡・調整（46％）

イ：教員からの相談・情報提供への的確な対応
と、校長（教頭）への情報やアイデアの提
供（46％）

ウ：広い視野をもってのリーダーシップの発揮
と関係職員への指導・助言（25％）

エ：職員間の共通理解を図る努力と、ミドルリ
ーダー同士の相談や協力・連携（50％）

オ：自分の立場・役割の自覚と、必要に応じた
資料収集や自己研修（42％）

上記の結果から、十分に期待される実践を行っ
ているミドルリーダーは各項目とも 50％以下と
少ないことが分かった。
③ミドルリーダーの意識改革を図る教頭のかかわ

り方
ア：適材適所の椅子で育てる（15 人）
イ：学校課題を共有し、信頼して、任せて自己

有用感や自己存在感をもたせながら育てる
（7 人）

ウ：目標を明確にもたせて育てる（２人）
エ：人事評価システムを生かして育てる（１人）
オ：外部研修を通して育てる （０人）
このことから、ミドルリーダー育成のためにア

とイを重視していることが分かった。
（4） 具体的な実践

①「適材適所の椅子で育てる」
　　研修主任　教職経験７年　36 歳　男

【場の設定】
ア：始業前の情報交換会
イ：授業検討会
ウ：人事評価における当初 ･ 中間 ･ 最終面談
エ：日常のコミュニケーション

【かかわり方】
場を計画的に設定し、研修の方向性や研修内容

の妥当性、他の職員への働きかけを一緒に検討し、
経過と結果の努力に対する賞賛とアドバイスを行
う。

【変容】
研修主任として、関係職員への提案や指導が適

切になされ、組織全体で効率的に研修が進められ
るようになってきた。
②「学校課題を共有し、自己有用感をもたせなが

ら育てる」
　教務主任　教職経験 21 年　43 歳　男

【場の設定】
ア：校長、教頭、教務主任の定期的な会合
イ：人事評価における当初 ･ 中間 ･ 最終面談
ウ：日常のコミュニケーション

【かかわり方】
管理職と教務主任の会議を週時程表に位置づけ

て、校長の考えや教頭として得られた情報を伝達
し、学校課題の共有化を図る。その上で、教務主
任の思いを尊重しながら、課題解決に向けての短
期・中期的な具体的な取り組みについて検討して
いく。また、短時間で情報交換を行い、経過や結
果に対して、賞賛やアドバイスを行う。

【変容】
管理職との信頼関係が深まり、学校運営への理

解や教職員への連絡調整への意識がより向上し
た。

５　研究の成果
（1） ミドルリーダーの育成に教頭が具体的かつ直接

かかわることによって、各校ではミドルリーダー
としての自覚や意欲が高まった。

（2） ミドルリーダーの育成の過程で、学校の重要課
題の顕在化や共有化が図られた。

６　今後の課題
（1） 特に、小規模校において、各校ではミドルリー

ダーに重要な分掌が集中する傾向があるため、時
間的 ･ 精神的な余裕を与えるとともに､ 新たなミ
ドルリーダーの育成が必要である。

（2） 郡内各学校との情報交換を密にし、効果的なミ
ドルリーダー育成方法についてさらに情報の共有
化を図る必要がある。また、ミドルリーダーへの
アンケート調査を含め、多角的に本年度の実践を
評価し改善を行っていく必要がある。
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第４分科会　「組織・運営に関する課題」

１　主題の設定
今日、日本社会は、年齢を問わず、人間関係の希
薄化が進み、孤立化・個別化した社会人が増え、危
機的状況と言われている。このような社会の中で、
学校教育が果たす役割は大きい。人々とのかかわり
を通じてこそ他者を思いやり認め合う心、感動する
心、生命や人権を大切にする心が育つ。つまり、豊
かな人間性をはぐくむ教育が、ますます重要となっ
ている。
このような中で、学校は、家庭や地域社会との連
携をより一層深めながら、地域に根ざした教育活動
を展開し、豊かな出合いや感性を育てる教育を進め
るとともに、社会の変化への確かな対応を図り、挑
戦の気概あふれる学校教育の創造を目指さなければ
ならない。また、日常の多忙さに埋没することなく、
地域社会や子どもの実態を見据え（リサーチ）、教
育活動を評価・改善しながら、全教職員の創意工夫
と特性を生かした教育を進める必要がある。
生駒市では、各学校の特性を生かし、創造性を伸
ばす教育を行うための「学校創造推進事業」を実施
している。そこに、平成 21 年度からは、「命の大切
さを学ばせる体験事業」を組み入れた。さらに、平
成 18 年度からスタートした「スクールボランティ
アプログラム」と平成 20 年からの「学校支援地域
本部事業」を合わせながら、豊かな出合いと感性を
育てる教育活動を展開している。この外部人材と連
携した教育活動の評価改善について教頭がどのよう
なかかわり方や役割を果たすべきかを課題として研
究に取り組むことにした。

２　研究のねらい
⑴　学校創造推進事業やスクールボランティアプロ
グラムを中心にその内容の共有化を図り、外部人
材と教頭会とのネットワーク作り。
⑵　教育課題の明確化を図り、外部人材と連携した

授業を行うための教頭の役割。
　
３　研究の経過
⑴　先進校（教師のコーディネーター在籍校）の取
り組み内容の研修（20 年度）
⑵　各校の実践内容の交流と具体的な学習活動や事
業内容の研究協議（21 年度）
⑶　新学習指導要領を見据えながら授業の評価・改
善方法の研究協議（22 年度）

４　研究の概要
教育活動においてより有効に外部人材と連携する
ためには、授業のニーズを的確に把握し、必要な人
材をタイムリーに学校に招聘することが重要であ
る。
そのために、本教頭会では市内すべての学校での
基本的な外部人材情報を共有化し、各学校の教職員
への発信を行った。
⑴　学校サポーター年間計画の作成
年間を見通し、どの学年がどの時期に、どのよう
な外部人材と連携するか、各校ごとに「学校サポー
ター年間計画」を教頭中心に作成する。学校教育目
標の実現に向け、全体のシナリオを描く役割である。
小学校は、単年度担任制で、同じ学年を連続して持
つことは少ない上、ここ数年で新採用が急激に増え、
教員の異動も多い。教頭が地域支援コーディネータ
ーを兼ねている本市では、「学校サポーター年間計
画」はその年度の方向性を示し、特色ある学校・授
業作りの大切な指針となった。
⑵　環境づくりと連絡・調整サポート
教頭は、外部人材と担当との打ち合わせや連絡調
整をサポートする。ここでは、外部情報・外部折衝
において、教頭のネットワーク資源が大切となる。
【実践例：Ｈ小学校のネットワーク作り】

豊かな人間性をはぐくむ教育活動の推進
─ 外部人材と連携した教育活動の改善と継続を図るための教頭の役割 ─

提言者　　奈良県生駒市小中学校教頭会　　生駒市立生駒東小学校　阿久澤　正子
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Ａ．地域人材・・・（老人会・民生児童委員・自治会長・
神主等）：低学年の生活科と５年生の米作り体
験作業へのゲストティーチャー〈昔の遊び・グ
ラウンドゴルフ交流体験・わら細工作り・米作
り体験・昔の生活の話・茶の湯体験・国際交流
など〉
→学校内での地域交流会、学校便り等でのネット
ワーク作り

Ｂ．保護者・・・読み聞かせ・図書支援・園芸・ア
シスタントティーチャー〈家庭、音楽、図工、
外国語活動、習字、鼓笛練習など〉
→ボランティア便り・ホームページ等で募集
Ｃ．専門家・・・命の大切さを学ばせる体験授業（助
産師会：命の授業、日本赤十字支部：エイズや
地雷の学習）、写真家、NPO法人、生物学者、
警察官、市の出前授業、福祉協議会、読み聞か
せ団体、健康作り財団、音楽家（和太鼓、バイ
オリン、琴）、茶道家、シルクロード財団など、
→教頭会での情報交換が重要な役割を果たす
Ｄ．大学生・・・学生サポーター、教職大学院生、
大学音楽サークル：本市は、県内の教職大学院
生の学校実践やボランティア活動を受け入れて
おり、さらには、近隣の大学から学生が「学び
のサポーター」として来校している。大学生は、
算数科を中心に個々に寄り添うきめ細かな学習
支援を行い、「放課後学びタイム」でもその若
い力を発揮している。
→教頭としては、学生個々の特性をいち早く知り、
学習支援の個別計画を立てる

⑶　外部人材を活用した授業の評価・改善
新しい授業については、PDCAのサイクルで評
価を行い、その中で教頭のかかわり方を相互に研修
しあった。
①ＰＬＡＮ
各学年・担当での外部人材活用の年間計画作成
と学校全体の年間計画作成
②ＤＯ
各学年担当での外部人材を活用した授業実践
③ＣＨＥＣＫ
各学年は担当による外部人材と連携した授業実
践の「ねらい」「内容」「児童の反応」「外部人材
の意見・感想」等を実施記録として残す。

④ＡＣＴＩＯＮ
一つ一つの授業で何ができて、何ができなかっ
たかをまとめ、改善点を来年度に示唆する。

５　研究の成果
⑴　外部人材と教頭会のネットワーク作り
教頭会で各校がすでに活用している外部人材につ
いての情報（内容・連絡先・謝金等）交換や教頭会
での現地研修や講師招聘により新たな外部人材の発
掘ができた。さらに、他校の実践を参考にして自校
でも地域人材の活動の場を広げたり、生駒市の歴史
や伝統文化に詳しい地域人材とのつながりを深める
ことができた。
⑵　外部人材と連携した授業を行うための教頭の役
割
学校サポーター実施計画等の年間計画を作成する
ことにより各校での取り組みの系統性と継続性が図
られた。
ＰＤＣＡ評価サイクルを利用して、各校の成果と
改善について教頭会で研修し、各校の実践に生かす
ことができた。
子どもが生き生きと学び、豊かな人間性をはぐく
む教育活動の推進には、豊かな出合いが大切であり、
経験豊かな外部人材と連携した授業は、指導の質を
高め、児童のみならず教師自身の創造性も伸ばすこ
とができた。

６　今後の課題
外部人材と連携した授業は、プラス面も多い半面、
次の課題があげられる。
・学習指導要領や学校の重点目標の変化に対応した
外部人材活用授業の精選をどう進めるか。
・外部人材と連携した授業の改善点を次年度の計画
にどうつなげていくのか。（ＰＤＣＡ評価サイク
ルの点検）
・外部人材の専門性に頼り、教師の指導内容が不十
分になることもある。
・外部人材を招聘するときに学校との関係によって
は経費が必要である。経費をどのように捻出して
いくかも今後の課題となる。
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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
太地町は、太平洋に臨む小漁港で、古式捕鯨発祥
の地として知られ、鯨に関わる仕事を中心に栄えて
きた、人口約 3,500 余りの町である。町には、保育
所・幼稚園・小学校・中学校が各一校ずつあり、Ｐ
ＴＡ活動も小中一つの組織となっている。地域は学
校の取り組みに関心が高く、児童生徒の育成面での
協力は得られやすい状況である。町の教育方針は、
「学力及び体力の向上」「子どもたちが健康であるこ
と」「人を思いやる心を育てる」を三つの柱として
いる。子どもたちは、温暖な気候・風土（漁師町）
の中で育ち、明るく朗らかである。しかし、最後ま
でじっくりと根気強くやりぬく姿勢に欠けている面
も見られる。そのことが学習面にも影響し、何事に
も興味・関心を示すが、継続的に取り組むことが苦
手で、依存的な傾向がある。そこで、小学校では平
成 19・20 年度に文部科学省指定コミュニティ・ス
クール推進事業研究校として、地域住民・保護者と
連携協力した学校運営を行い、課題の解決に向けて
取り組んだ。
それを受け本校は、平成 21・22 年とコミュニティ・
スクールの推進への取り組みを始める。平成 21 年
度は、学校運営協議会委員と教職員で、環境整備委
員会・ボランティア指導委員会・地域交流委員会の
三つの委員会を作り、平成 22 年度への活動の準備
を進めた。
本年は、「協議会の組織の在り方」の研究を進め
るなかで、生徒も教職員も元気な学校になるために、
教頭としていかにかかわっていけばよいかを課題と
して研究に取り組むことにした。

２　研究のねらい
⑴　地域との連携と地域ボランティアの活用を進め
る。
⑵　小中の連携を図り、保幼小中の 15 年間を見通

した教育を進める。
⑶　教職員集団のコミュニケーションを図り、一人
一人の持ち味を活かす。

３　研究の経過
⑴　地域ボランティアの活用
・書き初め会、書画教室（H19年度～）
・写生会（H20年度～）
・くじら学習（H20年度～）
・部活動外部指導者（卓球部）（H20年度～）
・国語科外部講師（短歌・俳句）（H21年度～）
・武道外部講師（空手）（H20年度～）
・フルート演奏会（H21年度）
・絵本の読み聞かせ実践（総合）（H22年度）
⑵　地域との連携
・学校運営協議会の設立（H21年度）
・環境委員会、ボランティア指導委員会、地域交
流委員会の設立（H21年10月）
・町民運動会への職員の参加（H20年度）
・学校運営協議会の三つの委員会と協議内容の見
直し（H22年度）
・プチ夏祭りへの生徒の参加（H22年度）
・くじら博物館学芸員との漂流物調査（H22年
度）

生徒も教職員も元気な学校になるための教頭としての役割
─ 学校運営協議会の取り組みを通して、活性化をどう進めるか ─

提言者　　和歌山県東牟婁郡中部教頭会　　太地町立太地中学校　中田　久雄
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⑶　保幼小との連携
・太地町教育研究会の取り組み（H７年度～）
・３年生家庭科での保育実習
・中学校教員の小学校での兼務（H20年度）
・小６体験入学、説明会実施（H19年度～）
・小学校へゲストティーチャー派遣
（H21年度～）
・小中合同現職教育の充実（H21年度～）

⑷　職員打ち合わせと職員会議の充実
・教育相談部会の定例化（機動力を持たせる）
・生徒指導部会の早急な対応と報告
・行事計画（日程・内容）の早期提案
・職員会議での生徒の様子の共通理解

４　研究の概要
太地小学校のコミュニティ・スクール推進事業研

究を発展させるため、平成 21 年度、本校も学校運
営協議会設置の方向が示される。学校は、今まで地
域の力の活用に関して連携しにくい組織であった。
それゆえ、学校運営協議会を設置し、外部の力を活
用して学校の活性化を図りながら、教職員や生徒に
コミュニケーション力を身につけさせるための研究
を、学校長を中心に始める。
⑴　美術免許状の所有者がいないため、町内で行わ

れる写生会の計画を作成し、絵画サークルの会員
の方に生徒への指導をお願いする。また、卓球の
経験者がいない卓球部の指導を、地域の方に教育
委員会を通してお願いする。

　　２年生国語では、短歌の授業を地域の短歌の会
の方を講師に、３年生では、俳句の授業を地域の
方を講師に計画を進める。

⑵　小中合同の現職教育を計画し、児童生徒の現状
の報告、各校の取り組みの交流を行う。また、お
互いの研究授業の公開や、中学校教員をゲストテ
ィーチャーとした小学校での授業を計画する。

　  太地町ＰＴＡと太地町教育研究会の事務局体制
について、引継ぎを含め活動できるように、小中
の担当者でローテーションを検討する。

⑶　授業を担当し、生徒とのコミュニケーションを
取り、担任や他の担当者と生徒の様子等で共通理
解を深める。職員会議では生徒の様子を議題に入
れ、全員が発言できるよう進め、また、校務分掌

については、担当者に自覚と責任を持たせ、全員
で協力できる体制を作る。

５　研究の成果
⑴　学校や学校運営協議会の取り組みを、保護者だ

けでなく地域への情報発信ができ、協力が得られ
た。

⑵　子どもの課題やお互いの取り組みが、小中の職
員に共通理解できるようになった。

⑶　地域とのかかわりが深まり、町の重点目標の「あ
いさつ運動」について、生徒がきちんとあいさつ
できるようになってきたと評価を得た。

⑷　報告・連絡・相談の体制ができつつあり、職員
室がお互いを認め合える場になった。

６　今後の課題
⑴　保護者や地域の方々に、学校の取り組みについ

て理解していただくためには、職員間で十分な論
議と共通理解がもっと必要である。

⑵　地域への情報発信は、回覧板等で図られたが、
保護者に対しては、生徒を通じての配布が徹底で
きていないため不十分である。
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第４分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 組織・運営の活性化にかかわる教

頭の役割 

 －ミドルリーダーの育成を通して－ 

群馬県板倉町立北小 石川 和孝 

 協議の柱 

ミドルリーダーを育成するために，副校

長・教頭としてどのような場面，どのような

かかわり方をして組織・運営の活性化につな

げていくか。 

 

１ 質疑応答 

○ 体育主任のポストを若い教員に任せて効

果が得られたという事例もある。提言の事

例では，研究主任のポストを教職経験年数

７年という若い教員に任せているようだが，

具体的にどういった人選になっているのか。 

・ 全体的に教職員の平均年齢が高いという

こともあって，年齢ではなく，民間での職

歴も含めた，その人のこれまでの経験を踏

まえて適材適所の人選をしている。 

○ 年齢や教職経験年数を重視する人選とい

うものを打破することが学校の活性化につ

ながると考えるが，学校内を丸くおさめよ

うとすると年功序列になりがちである。そ

うならないように教育委員会に人事配置に

関して上申しているのか。 

 ・ 教育委員会に上申するようなことは行っ

ていない。郡内の学校間の共通理解という

ことで実施している。 

○ 多くの学校の教職員年齢構成は，30 歳後

半から 40 歳前半の年代層が極端に少ない

現状にある。 

そうした中で，ミドルリーダーとして有

望な教員が，新規採用教員のための拠点校

指導教員となる傾向もよく見られることか

ら，更に人材が不足している。 

こうした状況下では，20 歳代後半より仕

事を任せて経験を積んでいくことも必要な

のではないか。 

・ 若くしてミドルリーダーになっていくとい

う現実があり，そうした若い教員に力量をつ

けてもらうためにも，教頭は計画的に指導し

ていき，その指導による成長と若い教員自身

の実践を通して得た成長とを併せていくこと

が大切と考えている。 

○ 業績評価制度の活用について具体的に知り

たい。 

・ 話し合いを重視しているため，教員個々の

時間的な余裕のあるときに実施することにな

るので，日頃から話し合える時間を見つける

ことに努めている。 

教務主任であれば，計画的な指導としての

中間面接，最終面接以外にも日常的に話し合

う時間が持てるので効果的である。 

○ 事例に挙げられているものは男性教員に関

するものばかりであるが，女性教員のミドル

リーダーについての事例はあるのか。 

・ 提言の事例については，郡内各学校で実践

されたものが挙げられているので，これらの

事例を見る限りにおいては女性教員のものは

見受けられない。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

ミドルリーダーについては，年齢層につい

て検討することも重要である。教職員中間層

が少ないという現状からは，20 歳代後半から

30 歳代前半が対象となるだろう。主要ポスト

で学校全体を見渡し，学校運営に参画しなが

ら育てていくことが大切と考える。 

教頭としては，本人の適性を把握した上で，

特にコミュニケーションを密にしていく必要

がある。若いミドルリーダーの方針が企画委

員会で決定されれば任せていくことになるが，

本人への励ましやアドバイスをするだけでな

く，教頭としては校内のベテラン教員層，ま
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た若手教員層への働きかけも重要である。 

つまり，教頭が支援しないと若いミドルリ

ーダーを育てられないとも考えられるため，

充実感や意欲を持ってもらうためにも，企画

書の段階から教育方針をベースにしたしっか

りとした計画を作っていくようにしている。 

 

協議報告② 

教務主任や学年主任をミドルリーダーとと

らえるのか。そのポストに就く前の段階をミ

ドルリーダーと位置付けるのかで協議の焦点

も違ってくるが，各校それぞれの事情もあっ

て，経験が少なくても担当しなければならな

いこともある。日頃の実践を評価してそのポ

ストに就けることになるが，適材適所の配置

を行うためには管理職の確かな目が重要であ

る。 

若いミドルリーダーに，どのように力を発

揮してもらうかについては，経験ある教員や

教頭が支援しなければならないだろう。 

また，40 歳代後半から 50 歳代が多いとい

う教職員の年齢構成からは，さらに先の世代

のミドルリーダーを育成していくためにも研

修参加を求める等，学校組織として育ててい

くことが大切であり，そのための組織として

の意識改革も必要となってくるだろう。 

 

協議報告③ 

歪な教職員の年齢構成のなかで学校を活性

化させる教頭の役割としては，教職員に意欲

を持たせるための工夫が考えられるが，主幹

や主任を指導していくだけでなく，若い教員

にも発言の機会を与える，新任の世話係(相談

役)で責任を持たせる等によって，個人の課題

意識から学校の課題意識へ，学校経営への参

画意識を持たせていくような環境を整えるこ

とも重要と考える。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言①（草下 博昭 氏） 

職場の全ての教職員に気を配っている教頭

として如何にミドルリーダーを育成していく

かについては２つの面について話したい。 

先ず，ミドルリーダー育成が生徒指導のそ

れに似ていると考えられるということ。本人

に対しては，(1)自己決定の場を与える(2)自

己存在感を与える(3)共感的な関係や環境等

の三つが大切であって，個によって対応の仕

方はさまざまとなるが，そこには指導として

の援助（うなずく，ほほえむ，励ます，ヒン

トを与える…等々）が不可欠であるという点

である。 

次に，ミドルリーダー以外の教職員へのか

かわりとしては，(1)やるべきこと，やりたい

ことが教育計画や経営方針に盛り込まれ，そ

れのどこに当てはまるのかを考えさせること，

(2)教職員が，それぞれの校務分掌の果たす役

割を理解し，主任としての在り方を，企画か

ら実践への経験を積むことで，自分自身の頑

張りと周囲の教職員の反応を見つめる目を育

てていくことである。 

 

助言②（戸田 倫弘 氏） 

学校の組織作り，改善と活性化のためにも

個と組織を機能させるためのミドルリーダー

の活躍する場を設定することは管理職の重要

な役割と考える。 

先ず，実践値としての個の力を向上させる

ため，書物を読む，研修から学ぶ，先輩教師

から学ぶ，成功例や失敗例から学ぶといった

現場での実践を通した力を付けることにかか

わっていくことである。 

また，戦略値としての組織値(全体値)を上

げることである。ＰＤＣＡを機能させられる

よう，組織のマネジメントをミドルリーダー

に任せることである。 

ミドルアップ，ミドルダウンを行うことで，

ミドルリーダーに任せることが学校評価にど

うつながり，学校改善がどう進むかの結果責

任を管理職とミドルリーダーが意識するので

ある。 
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第 4 分科会 

研 究 協 議 

 

提言 2 豊かな人間性をはぐくむ教育活動

の推進 

 －外部人材と連携した教育活動の改善と

継続を図るための教頭の役割－ 

奈良県生駒市立生駒東小 阿久澤 正子

 協議の柱 

外部人材と連携した教育活動を改善し継

続していくために，副校長・教頭はどのよう

な役割を果たせるか。 

 

１ 質疑応答 

○ 新学習指導要領が実施され，教師の多忙

感が重なる中，子ども達に確かな学力を付

けていくためには学校だけではなく，地域

の人材・保護者の力を借りながらも学校教

育を進めていかなければいけないと思って

いる。 

地域人材・保護者の人材・専門家を見つ

けていく方法やその形態を教えて欲しい。 

・ まず，地域の方々に情報発信をしていく

ことが大切である。特に，力を入れている

ことや悩んでいること等を知らせていく。

また，学級懇談の場においても，「これだけ

は知らせて欲しい。」ということを確認し，

担任から知らせる。他には，近隣の学校と

の情報交換も大切である。 

・ 研修部を中心として，人材を発掘できそ

うな研修を計画し，参加していく。 

○ 外部人材を招聘する時には，場合によっ

ては経費が必要になってくるが，その捻出

方法はどのようにしているのか。 

・ 学校の事業費や他団体の募集等を利用し

ている。 

○ 教頭は全体像を把握することは必要だが，

今後も教頭が中心として担当していくべき

ものなのか。 

・ 将来的には分担(係)が担っていくべきだ

と思うが，現時点では教頭が担当している。 

○ 外部人材に授業をマル投げしてはダメな

ので，ねらい等を含め人材との打ち合わせ

が必要になるが時間的に難しい現状にあり，

二の足を踏む教師が多いように思うが，そ

のような場合に教頭としてどのような支援

をしているのか。 

・ 実施したことは必ず評価をし，次の年に

生かしていき，繰り返すことにより時間的

に余裕が少しずつ生まれてくる。 

（毎年，少しずつ新しく加えていく。） 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

人材のリストアップや大枠の連絡調整，記

録を残し次年度以降の改善点を明確にしてい

くことが必要である。 

次年度へ生かすために，チェックリストを

作成し保存していく。 

部活の指導者の活用・地域の連絡協議会と

の連絡を密にしていくことが必要である。 

環境整備や図書整理などの学校応援団のよ

うな組織づくりが必要。また，人材の受け入

れ態勢を整備することも大切である。 

 

協議報告② 

外部人材リストが県として存在している。 

内部(校内)コーディネーターが計画し，外

部コーディネーターと調整し，年間計画を立

てている。 

外部人材を活用することを目的として計画

してしまうことがあり，年度後半に集中して

しまう。 

内容と授業の組み立てが難しい。 

外部人材に授業を丸投げにしてしまう傾向
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がある。 

栄養士や養護教諭などの内部人材を活用す

ることを進めている。 

学校の情報を伝えていくことや課題や問題

に対応していくことが教頭の役目である。 

恒例行事として決められた学年で実施して

いることが多く，新規事業を見つけていくこ

とは難しい。 

若い教師が地域を知らないことが多く，地

域や地域人材を知らせ，活用方法を投げかけ

ていくことが教頭の役目である。そのことが

人材育成にもつながっている。 

 

協議報告③ 

外部人材の現状 

総合・英語・社会・音楽・生活科 

読み聞かせや図書館整備 

部活動外部コーチ 

コーディネートを他の教師に任せ，教頭は

謝礼や保険等の手配をする。 

安全安心な学校づくりの視点に立って，外

部人材の活用も考えていかなければならない。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（草下 博昭 氏） 

同じ学校の職員として教頭先生にどうして

欲しいかどう指導して欲しいかという観点に

立って話をします。 

生駒市の教頭会のネットワークを駆使しな

がら取り組みを行っていることに敬意を表し，

学ばせてもらいました。 

大きく三点について話をします。 

一点目は，可視化(見える化・聞こえる化)

がとても大事である。記録・つぶやき・便り・

ホームページ等を通して，職員だけでなく地

域の方々も含めて話題を共有することにより，

担当者や調整役の方だけでなく不特定多数の

方が認識していくことができる。 

二点目は，課題を精査・精選していく上で

三つの軸がある。軸の一つ目は，絶対すべき

こと・出来ればしてみたいこと・もしよかっ

たらやってみたいことに分けること。軸の二

つ目は，学校として必要なことを見つけるこ

と。軸の三つ目は，実行するステップ(出来た

だけでＯＫ・意図を十分に伝えることができ

た・数年を見通す)を決定すること。 

三点目は，年間計画をもとに早目に仕掛け

ることが大切である。そうすることにより打

ち合わせの時間が確保できたり，色々なアイ

ディアがもらえたりする場合がある。 

  

助言②（戸田 倫弘 氏） 

豊かな人間性は，豊かな関係性から育まれ

る。 

家族の中でも豊かな関係性が築かれていれ

ば，豊かな子どもが育つ。またそのことは，

学校の中にも当てはまる。安全が保障されて

いる学校・完全安心な場でなければ，その空

間の中で豊かな人間性を培うことはできない。 

今，日本には豊かな関係性が育っていると

は言い難い。フリーター・ニート・引きこも

りとなっている若者が非常に多く，子ども・

若者にとっては厳しい現実がある。 

国や都道府県・市町村は，それらの課題の

解決に向けたさまざまな事業に取り組んでい

るところだが，とりわけ，子ども達を最前線

で預かっている学校・教師・管理職は，豊か

な関係性・人間性をはぐくんで構築する教育

活動をどう展開していくかが大切である。家

庭・地域・教育行政がスクラム（連携だけで

はダメ）を組んで改善する戦術を持って取り

組まなければならない。 

外部人材の活用は，事業づくり→人づくり

→地域づくりへとつながると考えて，小中で

連携して推進していかなければならない。学

校はセンターとなって，人・もの・こと・金・

情報をマネージメントして，ＰＤＣＡサイク

ルで改善し，スパイラルに進めていくことが

できれば，外部人材も教師もモチベーション

が高まると信じている。 
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第４分科会 

研 究 協 議 

 

提言3 生徒も教職員も元気な学校になるた

めの教頭としての役割 

 －学校運営協議会の取組を通して，活性化

をどう進めるか－ 

和歌山県太地町立太地中 中田 久雄 

 協議の柱 

地域の力を学校組織の活性化に生かすた

めの副校長・教頭の役割について。 

     

１ 質疑応答 

○ 質問・意見・感想等は出なかった。 

  

２ グループ協議 

協議報告① 

○地域人材の確保を計画的につなげる。 

新しい人材確保には，やはり提言通り打

ち合わせに時間がかかる。 

人材登録のための案内を配布し，定期的

に募集して更新していく。 

○外部人材と教職員の調整 

最初の実務は教頭がせざるを得ないが，

教育計画に沿ってまとめることが主で，少

しずつ教職員やミドルリーダーに実務を移

していく。 

決して外部人材への丸投げはダメで，Ｔ

２に徹してもよい。Ｔ１の教職員が主導す

るという基本を大切にしなければならない。

しかし，教職員への言葉掛けが難しいとい

う現実もある。やる気を持って取り組める

ようなアドバイスができればいい。 

○引き継ぎのサイクル 

地域コーディネーターのいる地域・学校

はよいが，担当者さえいない学校も多く，

教頭がせざるを得ない現実がある。その中

で，できたこと・できなかったことの検証

を行い，申し送ることが大切。その時，単

年・複数年の選別や外部人材からの要望や

改善の意見も引き継ぐことも必要である。 

 

協議報告② 

長浜市は，小中学校全てが学校運営協議会

推進委員会の委託を受けているが，予算面で

の心配が大きい。また，運営協議会委員の人

選が難しく，自治会長やＰＴＡ会長等の方に

は動いてもらいにくい。 

千葉には，この制度を活用している学校は

少ない。 

太地中の提言は，今までの地域支援事業と

コミュニティ・スクールの制度がうまくリン

クした事例のように感じた。 

幼小中連携事業で，児童生徒の自尊感情を

高めるのには効果的だと思う。 

地域との連携の中で，小学生や中学生に「役 

に立っているんだ。」という意識を持たせる 

ことが大切である。 

規模が小さい地域なので，小中の教頭が動

かなければならない現実・地域性がある。 

 

協議報告③ 

○小中連携について  

  ・英語活動についての連携 

  ・教師の連携 

  ・「ようこそ先輩」中１が小学生に対して，

中学校生活について語る。小１が幼稚園児

に対して本の読み聞かせをしている。 

  ・小中の行事交流 

     ↓ 

  ・中１ギャップが大きいと感じている。宿

題の出し方の違い等，中学での家庭学習を

強化していきたい。 

 ・保護者対応の面において，小学校のノウ

ハウを取り入れている。 
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  ・少しずつ小中連携が進んできた。 

○堺市には，小中一貫学力推進事業の取組が

ある。 

  ・中学校から英語の先生に来てもらってい

る。 

  ・合同研修の場をもっている。 

  ・人事交流も進んで来ている。 

  ・児童会と生徒会との交流も行っている。 

○横浜市においては，小中一貫校事業は具体

化することが難しいとの理由で不評である。 

○英語活動や生徒指導において，小中の連絡

会をもっている。 

・中学校入学前に情報交換を行っている。 

○太地中の提言を聞いて，太地町自体がコミ

ュニティで，自然発生的に出来上がってい

ると感じた。 

○学校の課題や実態，地域の特性を踏まえて，

計画的に実施していくこと大切である。 

○双方向の情報交換を密にして，学校や地域

のニーズの共通理解を深めていくことが大

切である。 

 

３ 提言３における指導助言 

助言①（草下 博昭 氏） 

太地町の学校運営協議会にかかわっている

者として，補足説明的な話をします。 

  まず，太地町での学校運営協議会は，一般

的な法に基づくものではなく，太地町独自で

取り組んでいる制度です。 

「何ができるのだろうか?」と学校が発信源と

なり保護者・地域の方々と共に育てる仕組み

として存在しているもので，全国的に広がっ

ているフォーラム等を開催している組織とは

少し違います。 

  この取り組みの中で学ばせてもらったこと

が二点あります。 

  一点目は，教育用語や学校用語は極力使わ

ないで学校が住民の方々に分かる言葉で伝え

ることと，学校の抱えている悩みや課題も隠

さずに伝えていくことです。 

 二点目は，教頭先生がかかわることはもちろ

んですが，研究主任に運営等を任せることです。

その研究主任は，常に感謝の意を委員の方々に

伝えていました。そのことにより，地域の方々

に喜んでもらえる取り組みが展開されていった

ことです。 

 この２点を教頭先生の仕掛けによって進めて

いくことが大切なことだと思います。 

 

助言②（戸田 倫弘 氏） 

コミュニティ・スクールの推進・取り組みは，

保護者・地域の声を学校運営に直接反映させた

り，保護者・学校・教育委員会が一体となって

より良い学校づくりを目指すものですが，この

取り組みを進める主体は，学校でなければなら

ない。 

そのために学校は，保護者・地域のニーズを

しっかりと受け止めた上で分析し，明確で分か

りやすい学校運営の基本方針や学校組織の目

的・具体的な教育活動の目的や内容を学校運営

協議会の場で伝えていかなければならない。 

その取り組みを進める上で重要なことは，全

教職員が参画・協(共)働・貢献する意識を高め

ていくことである。 

また，保護者や地域・教育委員会からは，高

い見識を持ち，指導力・助言力・コーチング力・

評価力などのマネージメント能力やリーダーシ

ップ・危機管理対応力・説明力・戦略を立案で

きる力等を兼ね備えた管理職が求められる。 

最後に，私自身，この大会で得たものは大変

大きく，育ててもらったと思っている。教頭と

しての実践はどうであったのか，教頭職をどう

捉え・どう考え・何をなすべきなのか等を改め

て考えさせられ多くの示唆を頂いたと思ってい

る。 

この大会に参加された全ての教頭先生におい

ては，提言内容や発表された意見について，活

発に話し合う場・交流する場として，今後も開

催していって欲しいと思う。 
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第４分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

 (1) ミドルリーダーを育成するために，副校

長・教頭としてどのような場面，どのよう

なかかわり方をして組織・運営の活性化に

つなげていくか。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

 (1) 副校長・教頭の役目として，人材のリス

トアップや大枠の連絡調整を行う。しかし，

詳細については学級担任や担当者がつめる。

また，書式等の様式を統一した記録を残す

ことによって，次年度以降への改善点を明

確にしていくことができる。 

 (2) 外部人材のコーディネーターを作るため

の組織作りが必要になると共に，校内にお

いて人材の受け入れ態勢を整備することが

大切である。 

 (3) 学校の課題や実態，地域の特性を踏まえ

て計画的に実施することが大切である。  

  （年間計画の立案・教科との関連の明確化） 

   

３ 提言３における協議の柱について 

 (1) 地域との情報の共有化をいかに行うかが

大切になる。  

 (2) 副校長・教頭は，地域とのパイプ役を担

うこととなるが，連携の中心はあくまでも

担当者である。また，学校と地域との間に

できる「隙間」を埋める役割が求められて

きている。 

 (3) 地域の方々は「学校のために…。」と思っ

て下さっている。副校長・教頭の仕事とし

ては地域と学校のパイプ役となり，連絡調

整をしていくこと。また，教職員の負担増

にならないように整理していくことも必要

であり，そのためには，教育課程の中にき

ちんと位置づけていくことが大切である。 

   

【成 果】 

○ 全国的傾向として教職員の年齢構成には

歪さが見られるが，特に中間層の人材不足と

いう状況下で，如何にミドルリーダーの人

選・育成を進めるかの方向性と具体的な方法

を示すことができた。 

○ ミドルリーダーの人選・育成には，校種，

各校の実状に応じて組織的にかかわることが

重要であり，５年先，10 年先を見越した学校

の活性化につなげるためにも副校長・教頭，

ベテラン教員による組織的な指導，助言，支

援等を継続していくことが大切である。 

○ 地域性を考慮し，教育課程に位置づけた年

間計画を立案し，それを実践し，振り返りを

持つことで，より良いものが生まれ，外部人

材とのより一層のつながりが生まれる。 

   

【課 題】 

○ ミドルリーダーの育成については，業績評

価の有効的活用，また教育委員会主催の研修

の在り方等が今後の研究課題となる。 

○ 学校間，また校種によるミドルリーダーの

位置づけの違い，また女性のミドルリーダー

の育成についても今後の実践と研究によって

明らかにしていきたい。 

○ 外部人材を活用することを目的として計画

してしまうこと，恒例行事として決められた

学年のみで実施してしまうこと等が多く，新

規事業を見つけることや，教育効果の高い継

続的な活動として位置づけていくこと。 

○ 地域コーディネーターのいる地域・学校は

よいが，担当者さえいない学校も多く，教頭

がせざるを得ない現実がある。人材育成の視

点に立ち，組織づくりをしていくこと。 
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第５Ａ分科会　「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
平成 19 年の特別支援教育の法制化及び、文部科
学省通知に伴い、各小中学校では一人一人の教育的
ニーズに応じた教育を目指して特別支援教育に取り
組んでいる。しかし、各学級に複数の特別支援対
象生徒が在籍していると思われる現状にありなが
ら、教員の中には特別支援教育に対する理解不足に
より、対象生徒に気づかなかったり、「特殊な教育」
といった認識の低さのため、対応が不十分になって
しまうことが見られる。また、特別支援教育を進め
る中心的な役割を担う特別支援教育コーディネータ
ー（以下特支 Co）についての認識不足や、人選や
指導体制に関しても課題が見られる。
そこで、現状を把握し、特別支援教育に対する教
職員の意識高揚と専門性の向上を図るとともに、特
支 Co の補佐など、教頭が具体的にどのようにかか
われば良いかを探っていきたいと考えた。

２　研究のねらい
⑴　特別支援教育の現状を把握し、充実を図るため
の課題を明らかにする。
⑵　特別支援教育を推進し、より充実させるために、
教頭としてどのようにかかわれば良いかを探る。

３　研究の経過
⑴　平成 22 年度
①特別支援教育に対する行政の施策の確認。
②教頭、特支 Co にアンケートを実施して現状の
把握。

③教頭会議での発表と教頭実務研修会での研修。
④課題と成果をまとめ、次年度の方向性を探る。
⑵　平成 23 年度
①実践を重ね、研究のまとめと発表。

４　研究の概要
⑴　行政の施策の確認（鶴岡方式）
鶴岡市は、教職員の専門性の向上を目指し、特支
Co 養成講座の実施や山形大学地域教育文化部との
連携による支援体制の推進・充実を進めている。各
小中学校は、鶴岡市の施策の下、充実に努めている
が、その窓口として教頭が調整している。
⑵　校内体制の確立に向けて
校長の指導方針の下、学校教育目標の重点の一つ
として特別支援教育の充実の項目を掲げることが、
組織を構築する重要なポイントである。生徒理解、
情報交換、支援方針の決定・方向づけや研修の中心
機関として校内委員会・就学指導委員会を位置づけ、
共通理解を図りながら、特支 Co と連携をとり、特
別支援教育を推進することが必要であると考えてい
る。
⑶　教職員の専門性の向上に向けて
　①特支Co養成講座の受講に関して
特別支援教育に対する教職員の意識高揚を図る
ために、特支Coの職務を知ることが大切である。
鶴岡市の施策で行なっている講座にできるだけ多
くの教員が参加し、理解を深めることが重要であ
り、教頭が参加を促すとともに教頭自身が参加
し、特支 Co の職務を理解し、特支 Co だけでは
なく担任等を補佐できるようにすることが重要で
ある。
　②校内研修の充実に関して
知識・理解を深めるためには、年間を通して、
計画的・継続的に校内研修を実施することが必要
である。養成講座に参加した教員の伝達研修のほ
か、特別支援学校などから講師を招いての研修も
効果的である。
　③生徒理解と情報収集に関して
特別支援教育が必要と思われる生徒をできるだ
け早く発見し、一人一人の教育的ニーズに応じた

特別支援教育の充実と教頭のかかわり
─ 教職員の意識高揚と専門性の向上に向けて ─

提言者　　山形県鶴岡市中学校教頭会　　鶴岡市立豊浦中学校　高橋　恒晴
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支援を実施することが大切である。生徒に関する
情報を共有し、教員全員で取り組むことを校内委
員会等で確認しながら進めていく、主導的な役割
を教頭は担う。
　④担任・学年主任との連携に関して
直接、生徒とふれ合いながら支援していく担任・
学年主任とは密に連携をとり、進捗状態を確かめ
ながら適宜相談に乗ったり、アドバイスをしてい
る。
　⑤特支Coとの連携に関して
特支 Co の職務は非常に多岐にわたり、専門性
が必要である。特支 Co 養成講座に参加し研修を
受けても、学校規模や支援体制、保護者との対応
など学校事情で対応が難しい現状がある。ストレ
ス等も溜まりやすく、連携を密にし、補佐を十分
に行う必要がある。
⑷　保護者との連携に向けて
保護者に十分な説明責任を果たし、友好的な信頼
関係を築くことが求められ、特支 Co と共に保護者
との相談窓口の役割を担う。
①学校の指導について理解をしていただき、相談
に応じたり、相談員等の相談先を紹介するなど
して保護者の不安解消に努め、信頼関係をつく
る。
②「生徒の困り感」・「家庭での困り感」と「学校
での困り感」を通した連携を図る。

⑸　関係機関との連携に関して
家庭と学校だけの取り組みでは十分な効果を上げ
ることができない状況にある。教育委員会や医療機
関との連携は不可欠であり､ 校外的な連携になるの
でその役割は重大である。専門家チームによる巡回
相談は、鶴岡市の施策の特徴の一つであり、貴重な
研修機会である。スクリーニングは、支援を必要と
する生徒の発見に有効である。
　①山形大教授の巡回相談
・専門家チーム「山形大教授」＋「教育相談
員」＋「指導主事」による巡回相談・スクリ
ーニングを実施する。
・巡回相談のための日程調整等をする。
・巡回後の指導を校内研修として理解を深める
場とする。

　②教育委員会及び医療機関との連携に関して

教育委員会とは常に連携し、専門家チームによ
る巡回相談をはじめ、諸検査の実施や指導法につ
いての具体的な助言・指導・教育情報等多面的に
支援してもらっている。
特に、医療機関の受診者の調整窓口になってい
るので、優先的に生徒の受診について調整相談を
行っている。
⑹　小中連携に関して
小中の連携は、学習面､ 生活面、身体面の情報交
換に留まらず、中１ギャップの解消等に向けての対
応にも重要である。個別支援計画、個別指導計画の
共有をはじめ、地域の特性を活かした「育ち」を共
通理解して対応する必要がある。その推進役として
教頭のかかわりは大きい。

５　研究の成果
鶴岡市の大きなバックアップの下、各校の取り組
みや現状を把握し、研修を重ねることで、教職員の
意識高揚と専門性の向上につなげることができた。
・市全体で特別支援教育に取り組み、各校の実践を
共有し、今後の充実推進に向けて共通理解ができ
た。
・教頭が特支Coの職務を認識し、悩み等を理解す
ることで、役割分担や効果的な補佐の方法が見え
てきた。
・教育委員会と連携を密にすることで、関係機関や
保護者との連携をスムーズに行うことができた。

６　今後の課題
研究を進めていくとさまざまな課題が見えてくる
が、以下の点が主な課題になる。
特支 Co の養成を含め、職員の専門性をさらに高
めるための手だてはどうあれば良いか。さまざまな
調整力を必要とする特支 Co の任命と活かす方法は
どうあれば良いか。保護者への啓発をいかに進めて
いくか。出口を見通した就学指導（進路指導）はど
うあれば良いかを探る必要がある。
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第５Ａ分科会　研究主題「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
情報化、国際化、少子化といった「○○化」は学
校に影響を及ぼし、子どもを変えた。ただ、それ以
上に職員室が大きく変わってきている。次々に提起
される教育課題に困惑し、元気を奪い取られた教員
のなんと多いことか。
旭川大会の第５課題は「管理職と教職員の信頼関
係をつくるために日常のコミュニケーションを大切
にしていかなくてはならない」と結ばれたが、若い
教員の増加が見込まれる今、これは看過できない課
題の一つである。そこで、従来からともに研究に取
り組むことの多かった甲賀市・湖南市（計 42 校）
の教頭会が「教員を育てていくために、教頭はどの
ような働きかけをしていくことが大切か」を考えよ
うと、標記テーマに取り組むこととした。

２　研究のねらい
教員が自信を喪失している。それを改善し、教員
を育てていくために、教頭会研修部会では、教頭が
次の視点をもつことを提起した。
①さまざまな場面を通して、個々の教員に働きか
けていくこと

②校内研究・校内研修などを通して、教職員全体
に働きかけていくこと

③教頭自身が今日的な課題にかかる研修を深めて
いくこと

ただ、これらが「思い」にとどまっていては改善
策にはならない。そこで、各校の実践を集め、そこ
に理論的な裏付けを加えたうえで各学校に返すこと
にした。研究は日々の実践に役立ってこそと考えた
からである。

３　研究の概要
⑴　実践を収集・交流する
２の①に関しては、こんな場面・状況で、このよ

うな言葉がけをすると、教員がこう変わってきたと
いう事例を集めた。また、②については、教員の資
質向上のために必要と感じる校内研究・校内研修の
テーマや取り入れていくべき方法（進め方）、教頭の
働きかけを集めた。いずれも最初は紙ベースでの報
告を求め、教頭研修会で情報交換しあう段階を経て
研修部員がまとめることにした。
⑵　教頭研修会で深める
ちょうどそんなとき、県の小・中学校人権教育教頭
研修会が開催され、大阪教育大学・島善信教授の講
演を全員が課題意識を持って聞くことができた。島教
授の言う「学校力」はまさしく自分たちが考えていた
「教頭の働きかけ」だったからである。
島教授の言う「学校力」は、人格形成や教育課程
を担う教育力、指導力・マネジメント力・人間関係
力・思考力・向上力から成る教師力、そして、組織
力、連携力から構成されている。研修部は島教授の
了解を得、これらの視点から各実践を整理し直すこ
とにした。
⑶　研究の焦点化を図る
話し合いを重ねる中で、下の図のようなアプロー
チが可能ではないかと考えた。

つまり、ミドルリーダーの育成、同僚性、保護者
対応‥‥この三点を「人間関係力」と「組織力」か
ら解決しようというのである。

昨日に学び、今日を生き、明日を見つめるかふかの教師の育成
─ 教頭が学校力を高める３つの提言 ─

提言者　　甲賀市・湖南市教頭会　　甲賀市立甲賀中学校　教頭　吉田　昇一

個々の教員へ
の働きかけ

＝

ミドルリーダーの育成

人間関係力 教頭研修 組　織　力

保護者への対応力を高める

教職員全体へ
の働きかけ

＝

同僚性を高める
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４　研究の成果　　～ 私たちの提言 ～
⑴　ミドルリーダーを育てる

校務分掌にはあえて適材不適所を作れ 

ここで言う「ミドルリーダー」であるが、今後学
校の中核になっていくべき 30 歳代を念頭において
いる。次の管理職を担う者といった従来のとらえ方
ではなく、あえて言えば次の次の世代を育てていき
たいのである。
各校からの実践を集めるうちに、ＰＴＡ担当に若
手を起用し成功しているある学校が話題になった。
最初のうちこそ、よくも思い切ったことをといった
感想が集まったが、振り返れば自分にも覚えがある
ことだ。
この人にこの分掌をまかせておけば大丈夫といっ
た安全策は、眼前の課題に有効であっても、組織を
活性化させることにはつながらない。そこで、学校
という組織を「スクラップ・アンド・ビルド」し、
若手教員が責任を持つ場を与えることを提案した
い。それによって若手は周囲からの期待を感じ、ベ
テランは自らの技を伝承していけるであろう。もち
ろん、若手に丸投げするようなことがあれば逆効果
にしかならないため、教頭は若手が活躍しやすいよ
うに壁となるであろうことを予測し、味方になるこ
とを示し、やり遂げたことを認める役割を意識的に
果たす必要がある。
こうした取り組みは若手教員を育てるとともに学
校の組織力を高める手立てになる。「抜擢こそステ
ップアップの道」である。
⑵　同僚性を高める

風通しをよくしてムダの追求を

若手を育てるときにこそベテランには活躍しても
らわなければならない。先に挙げた学校でも、これ
までＰＴＡ活動を推進してきた教務が後ろ盾となっ
て主担当を支えている。
ベテランには「自分はこうしてやってきた」とい

うプライドがあり、それだけに適切なポジションを
与えることがやる気につながる。それを若手にとい
うと、下手をすれば組織力が弱まり校内の人間関係
も崩れかねない。それだけに、「職員室の学級担任」
と言われる教頭がムードメーカーとなってすべての
教職員に一つの方向を向かせる必要がある。教頭は
日ごろからアンテナを高くして教員個々の持ち味を

しっかりと把握し、「このことなら○○先生に聞くと
いいよ」などと、教員同士をつなぐ役割を果たして
いきたいものである。
このところ教育技術について話し合うことはあっ
ても、多忙な日々の中では教育理念まで掘り下げて
語り合うことは少なくなっているのではないだろう
か。つい効率を求め、何事もマニュアル化していこ
うとしてはいないだろうか。しかし、時にはムダが
あっても、いつでも、何でも、誰とでも言い合える
職員室経営をしていくことが大切である。それは人
間関係力を高め、ひいては学校の組織力を堅固にす
ることになるに違いない。
⑶　保護者への対応力を高める

保護者からの声が寄せられる学校に 

近ごろ、組織対応をというと、それは管理職の仕
事だと決めつける教員が増えてきている。とりわけ保
護者対応にかかるケースが多いようだ。確かに保護
者対応は難しさを増してきているが、だからと言って
クレーム処理能力を高めればよいということにはなら
ないだろう。むしろ、困難な状況に陥るまでに打つ手
はなかったかを考える必要があろう。
子どもとの関係はうまくいっていたのか。まずはそ

こに焦点をあて、子どもとの人間関係をつくっていく
ことが保護者の理解を生むと考えていきたい。
また、クレームを受けたことをマイナスイメージだ
けでとらえることなく、それによって課題が明確にな
ったと受け止めるようにしたい。よく「聞いてくれる
先生がいるから話をしにきた」という保護者がいるが、
確かにクレームがないところには何の期待もないと言
えるかもしれない。そう考えて、保護者とともに情熱
を持って子どもを変えていこうという気概を持つこと
が大切である。
問題を解決する過程で教員間の人間関係力が増し
組織力も高まるが、それをきっかけに保護者の信頼
を勝ち得る取り組みを進めていくことが大切であ
る。保護者の信頼なくして地域の信頼はない。声を
生かすことは開かれた学校づくりの糸口と考えるか
らである。
ＰＴＡを担当した教員はさまざまなタイプの保護
者と出会い、対話力を身につけた。若手に任せるの
はどうか‥‥と、躊躇するよりも、教頭の実行は実
効を呼ぶのである。
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第５Ａ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 特別支援教育の充実と教頭のかかわり

－教職員の意識高揚と専門性の向上に向けて－

   山形県鶴岡市立豊浦中 高橋 恒晴 

協議の柱 

普通学級の個々の子どもに対応する特別支

援教育の方法について 

① 教員の資質向上と専門性の向上をどのよ

うに図るか。 

② 副校長･教頭の役割は何か。 

 

１ 質疑応答 

○ 教頭が特別支援教育コーディネーター

(以下特支Ｃｏ)にどう支援しているか。 

また，教頭の研修については，どのように

しているか。 

・ 鶴岡市の特支Ｃｏ養成講座(年間 30 時間)

に参加しているが，日程的にすべてには参

加できないのが現状である。市全体で研修

し，学校の研修の場で，話し合いを持つよ

うにしている。 

・ 鶴岡市では，19 年度に年間 30 単位で一

般Ｃｏ養成講座を，20 年度は一般Ｃｏ養成

講座年間 30 単位，スーパーＣｏの育成講座

年間 30 単位，21 年度には，スペシャルＣ

ｏ養成講座年間 30 単位，どの年も 30 時間

参加するようになっていた。そこでは，特

別支援教育の理解と支援やカウンセリン

グ・アセスメント･支援計画の作成・分析の

方法等を詳しく研修するようになっている。

そこで学習したことを他の先生方に伝える

ことも教頭としての重要な役割でもある。

また，校長・教頭の悉皆研修として特別支

援教育の講座も開かれて参加受講している。 

○ 教頭として，特支Ｃｏに具体的な支援は

どうしているのか。 

・ 時間がなく，そういうことも含めグルー

プ協議に活かすことにする。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

 特別支援学級担任と普通学級担任との特別

支援教育に対する理解度に差がある。その差

を埋めていくのが大事である。 

特別支援教育に対する研修や管理職に対す

る研修でも内容に差がある。 

子どもの見立てがしっかりしていない担任

と特支Ｃｏとの綱引きなど，職員間で共通理

解を図ることができるようにすることも必要

である。 

 

協議報告② 

各学校の特別支援学級の取組を話し合っ

たとき，実態として現れ，目に見えるものの

指導は，他の子どもたちにも理解を得られ指

導しやすいが，軽度発達障害の子どもへの理

解は難しく指導も難点であることが多い。特

に，コミュニケーション不足の子どもへの対

応が難しい。 

教職員間でも情報の共有化を図り，気にな

る子を出し合い，子どものみたて，指導をど

うするかなど，話し合いの場をもたせる体制

づくりが大事である。そこでは，教員に対し

て支援・指導していくことも大事であり，教

頭としての役割は大きい。 

子どもにＷＩＳＫⅢを受けるよう保護者

に勧めると，レッテルを貼られたように感じ

られることが多々ある。専門機関との連携も

視野に入れて，保護者の拒否感情の緩和を図

る上でも教頭としての役割は大きい。 

ＡＤＨＤなど，教師が子どもを見きってし

まうことが往々にしてあるので，若い将来あ

る教員が増加している昨今，障害を正確に理
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解した上で，対応の仕方をアドバイスし，支

援していくことが急務である。 

 

協議報告③ 

専任で特支Ｃｏが配属されていることがあ

り，指導が入りにくいことがある。 

特別支援教育を理解し，教職員の資質を向

上させるため，長期休業中に研修を行いたい。

気になる子どもをまず，学年会で取り上げ，

さらに校内特別支援委員会等でも熟慮し，全

職員が把握しておく必要がある。 

臨床心理士が，子どもの支援を行っている

地域もある。 

管理職に対する研修がない地域もあり，校

内体制を動かしていく方法を熟慮しなければ

ならない。 

 

協議報告④ 

特別支援の必要な子どもに対して，教職員

の意識を高め，全職員でかかわることができ

るような学校にしていきたい。 

早期発見，早期対応，子ども理解が大事で

ある。保護者の対応は難しいところである。

良いところの報告を多くするようにしたいも

のである。 

あらゆる場で啓発し，大切なことをとらえ，

特支Ｃｏを支えていくようにしたい。 

 

協議報告⑤ 

教職員の資質向上には，研修講座を設ける

など経費がかかる。しかし，この提案のよう

に研修講座を受けた人が講師になって伝達す

ることにより，理論に裏づけされた子どもへ

の指導が可能となる。 

対処指導にならないよう，見通しをもって

取り組んでいきたい。 

小中連携の窓口や研修の場の設定など体制

づくりとしての窓口になる教頭の役割は大き

い。また，若い人を育てていく要として発信

していかなければならない。 

３ 提言１における指導助言 

助言①（徳田 仁司 氏） 

特別支援教育では，一人一人の子どもに合

った支援をしていくことが大事である。その

ためにも，子どもにあった授業を展開してい

く学校の運営体制づくりが大切になってくる。

特支Ｃｏと教頭等で校内研修の計画を立てる

ことが必要となってくる。 

今回の提案では，全員が，スクリーニング

の対象となっていることがすばらしく，取り

入れていきたい。 

特別支援員との体制づくり中でも特支Ｃｏ

と話し合う時間がないなどの問題点も指摘さ

れていたが，体制づくりに対する教頭の役割

は大きい。 

校内支援体制をつくり，子ども理解を学校

全体で推し進めていくと良いと思われる。 

 

助言②（湯川 能成 氏） 

平成 19 年度特別支援教育の法制化に伴い，

普通学級にいる特別支援の必要な子どもに対

応するための校長の責務として次の課題が挙

げられる。 

◎ 特別支援教育校内委員会を設置する。 

◎ 子どもの実態把握のため，保育所，幼

稚園を訪問する。 

◎ 特別支援Ｃｏを指名する。 

◎ 関係機関と連携した特別支援教育計画

を作成する。 

◎ 個別の指導計画を作成する。 

◎ 教員の専門性の向上を図る。 

特別支援を要する子どもの評価は，マイナ

ス面を評価せず，プラスの内容を見つけよう

とする姿勢が大事である。また，専門家(医者･

カウンセラー等)を活用し，子ども理解を深め

ることも大切と思われる。 
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第５Ａ分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 昨日に学び，今日を生き，明日を

見つめるかふかの教師の育成 

－教頭が学校力を高める３つの提言－ 

滋賀県甲賀市立甲賀中学校 吉田昇一 

協議の柱 

① ミドルリーダーを育てる教頭の働きかけ

の方法。 

② 同僚性を高める教頭の働きかけの方法。 

③ 保護者への対応力を高める教頭の働きか

けの方法。 

 

１ 質疑応答 

○ 中学校は「人間関係力が弱い」，小学校は

「組織力が弱い」と分析した理由の根拠を

お話いただけると分かりやすい。 

・ レポート２とレポート３で実践例と対応

例を提出してもらった中から，実践例と対

応例の多い分野については，十分取り組ん

でいるととらえ，実践例や対応例の少ない

分野については弱いものと分析した。 

その結果，小学校の教員は，すぐに管理

職へ相談することが多く，中学校教頭は，

それぞれの担当の主任等にアドバイスや指

示を与えていることが多いことが分かった。 

○ 小学校と中学校の教頭が一緒に研究して

いるようだが，校種が違うことによる研究

の難しさはなかったか。 

・ 小学校教頭２，３名と中学校教頭２，３

名で研究を進めた。校種の違いによる文化

の違いのようなものは感じた。校種を超え

て教頭同士の生の声を初めて聞いた人が多

く，新鮮な研究だった。 

○ 教頭だからできることはどんなことか。 

・ 教頭の役割について話し合った。学校内

の雑事はすべて取り仕切っている。中学校

は係が対応していることが多く，小学校は

矢面に立つことが多い。小学校と中学校の

教務主任の役割の違いが大きいと分かった。

実践例の分析をして，内容をきちんととら

えることが教頭の役割と考えられる。 

  

２ グループ協議 

協議報告① 

若手が多くなる。30歳代40歳代が少ない。

50 歳代 20 歳代が多いので，ベテランと若手

をペアで組ませて，校務分掌については若手

に任せるようにしている。本市では 35 歳以下

を研修対象者としている。 

保護者への対応について，年配の人が失敗

したり，研修を積んでいなかったりする。そ

ういう人たちには，研修を積んで，自信を持

って対応できるように指導している。 

 

協議報告② 

小さい学校の場合は各人が責任を持たない

と学校がまわらない。若い教師は頭は良いが，

管理的でベテランを冷たく見ている面がある。 

全部の内容を全体で話し合っていいのかが

疑問である。担当部署があるときは，それを

有効に対応させることが大切と考えられる。 

その日の問題は，その日のうちに解決して

おく大切さを理解していない若い教師もいる。

転入してくる保護者には，転入時に学校の教

育方針等をきちんと説明しておくことが大切

である。 

 

協議報告③ 

50 歳代のノウハウを下の世代に伝える場

面を設定する必要がある。 

職員室の中で小学校は教師同士話をするが，
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中学校は話しづらいこともあるので，教頭の

役割が大切になる。 

保護者の話はしっかり聞くことを若い教師

にも指導する。地域の人に学校の先生を覚え

てもらうことも大切である。 

 

協議報告④ 

組織で動くことの大切さ，周りからどのよ

うに見られているのかを教えていく。研修を

大切にする。 

職場の人間関係を教頭が把握する。空気が

悪く感じるときは教頭が率先してレクリエー

ションなどを企画する。 

分かり合えることを信じて話し合う。学校

としてぶれないように共通理解する。保護者

に来校すれば解決すると感じ取らせる。地域

の人との関係をつくっておく。 

 

協議報告⑤ 

次の世代を育てるために，仕事を任せてじ

っくり待つ。 

「学校に話がくる」ことを大切にとらえ，

保護者としっかり話し合う。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（徳田 仁司 氏） 

教頭の働きかけについて実践されたことが

すばらしい。協議の柱①については組織力を

高める。協議の柱②については人間関係力を

高める。ベテランのプライドを大切にする。

同僚性とともに協同性も入れておいてほしい。

協議の柱③については学校が話を聞くことの

大切さを感じ取ることができた。 

これらのことを踏まえて，取り組んでいる

ことについて少し話をしたい。 

まず，学校課題の共有化で，自己有用感を

高めることに取り組んでいる。このことにつ

いては，学校評価として各教員から提案する

ようにしている。次に世代交代については，

職員のよさを伸ばすように考えている。学年

主任を若手に任すことはできないが，プロジ

ェクトチームを作り，チームリーダーを若手

に任せ，サポートをベテランに任せている。

若年層の力量を伸ばすために，見たい先生の

授業を出させ，研修を行っている。目標申告

として，教育長との面談を年３回行い，その

人の良いところを評価している。 

 

助言②（湯川 能成 氏） 

吉田先生の提言内容は全ての教頭が思って

いることで，石垣のようなものが理想の学校

といえる。いろいろな形の石があるが，全部

が組み合わさって堅牢な石垣を作っている。

ただし，それぞれの強さだけでなく弱点も見

る必要がある。 

協議の柱①については，責任ある仕事を任

せ，成功体験を感じ取らせる，自信を持たせ

ることが必要である。子どものことはよく聞

き指導するが，教師は自分のことを話すのが

苦手である。 

協議の柱②については，同僚性にも段階が

ある。(1)話ができる(2)課題をもつ(3)協同に

よる創造活動をする。この段階を認識してお

くことが大切である。 

協議の柱③については，スピードと誠意が

大切である。報告・連絡・相談を大事に子ど

もに寄り添うことで子どもに安心感を与える

ようにする。子どもに寄り添えない場合に，

子どもに不信感が生まれ，怒りからモンスタ

ーペアレンツになっていく場合がある。若い

教員とベテラン教員がうまくかみ合い，誠意

を持って対応することで解決できていくと考

えられる。 

計画・立案ができる若い教員と，周りを見

渡すことのできるベテラン教員をうまく組み

合わせて学校の機能をシステム化することで，

より良い学校運営を確立できると考える。 
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第５Ａ分科会 

成 果 と 課 題 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 一人一人の児童・生徒の生活背景に教師

が向き合うように教育活動を行うことで資

質向上が図られると考えられる。 

コーディネーターの研修を行うとともに，

学校や教育委員会で計画される研修を自分

の課題として受け止めることができるよう

にする必要がある。 

(2) コーディネーターの仕事の内容を教頭が

把握し，難しさや悩みを理解し，支援して

いく。 

関係機関との連携のためのコーディネー

トをする。 

特別支援学級への入級指導への保護者対

応をする。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) 若手教員に主任等の重要な仕事を持たせ，

フォローできる役としてベテラン教員とペ

アを組んで仕事をさせていく。  

仕事を任せて，じっくり待つ。できない

ところをフォローする。できたら評価し，

達成感を持たせる。 

(2) ミドルリーダーがベテランの教職員に配

慮し，尊重した態度で接するとベテランも

動きが良くなる。お互いを尊重する気持ち

と態度が必要。 

ベテラン教員のノウハウを若い教員に伝

える役割をベテランに託す。 

(3) 保護者の話をよく聞く。 

学級経営力や授業力をしっかりつけるこ

とで保護者は信頼を寄せる。子どもをしっ

かり見つめ，対応する。 

学校の方向がぶれないように共通理解し

ておく。 

 

【成 果】 

○ 教職員の資質向上や専門性の向上を図るた

めには，研修内容の重要性をとらえさせ，教

職員の意識改革を図り，研修意欲を高められ

るよう，研修の充実を図ることが教頭として

重要な役割であることが分かった。 

○ 特別支援教育の充実については，特別支援

コーディネーターの仕事の内容や役割を理解

し，関係機関との連携や物理的・精神的な支

援を行うことが教頭の役割であると理解でき

た。 

○ 学校力を高めるためには，ミドルリーダー

を育て，職員室の風通しを良くし，ベテラン

教員と若手教員を有効に組み合わせて，学校

の機能をシステム化していく必要がある。そ

の実現のためには，教頭がビジョンを持って

有機的に活動できるように組織することが大

切であることを確認した。 

 

【課 題】 

○ 管理職が研修等で特別支援教育への理解を

深め，教職員が教育活動を充実させるために

校内研修も含めどのような研修が必要か計画

的に取り組むことが重要である。 

○ 学校の望ましい組織作り，職場の環境作り

を進めるための副校長・教頭の指導力や見識

を高めるための研修や情報交換をどのように

計画するかが課題である。 

○ ミドルリーダーの年代の人員が不足してい

る。さらに若い世代からいかにリーダーを育

てるかが課題である。 
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②２年次（平成 24 年度）
○具体的な実践・評価・改善
・成果と課題に基づいた重点の明確化
・研究の視点の重点化を図った実践研究
・２年次目の成果と課題

③３年次（平成 25 年度）
○研究の評価、成果と課題
・３年次目の研究の重点化
・実践の評価・累積
・研究の成果と今後の課題

⑷　実践例
①学校評価による経営参画意識の高揚
ＤＯ〔具体的な実践〕
学校のＳＷＯＴ分析を基に、教頭が「改善の
視点及び方策の構想」を提示し、教職員自らが
改善案を考え提案するよう提案。改善案につい
ては企画推進グループ内で精査し、ミドルリー
ダーに運営の責任と意欲をもたせた。
②学校評価に基づく課題の洗い出しと校内研修の
活性化
ＤＯ〔具体的な実践〕
学校評価を基にした学校経営上の課題を洗い
出した結果、心の教育の不十分さが浮き彫りに
なり、それに基づき道徳教育の改善を図る研究
課題が設定され、校内研修の活性化が図られた。
③初任者研修との関連を図った教職員の研修意欲
の高揚
ＤＯ〔具体的な実践〕
校長の学校経営の重点として示された「初任
者への指導」を受け、教頭がミドルリーダー（教
務主任、研究部長、指導教員、学年主任等）を
中心に、具体的取り組みについて指導・助言を
行い、全校体制で初任者研修が取り組まれた。
④教育局の支援を活用した校内研修の充実
ＤＯ〔具体的な実践〕
校内研修の更なる充実を図るため、教育局指
導主事の訪問要請を積極的に受け入れ、客観的
に校内研究を評価してもらうよう教職員に働き
かけた。また、研究がまとめの年という事もあ
り、実践論文の作成に挑戦するよう研究担当者
に働きかけた。
⑤個人情報の管理に関する研修による服務規律の

徹底
ＤＯ〔具体的な実践〕
教頭が講師となり、道立教育研究所のＷｅｂ
ページからダウンロードした資料を基に個人情
報保護法の概要と学校における情報管理の大切
さについて研修を行った。

５　研究の成果（前研究の成果）
・ＰＤＣＡによるマネジメントサイクルの活用によ
り、学校の抱える課題が有効に解決された。ま
た、ＰＤＣＡの各段階における教職員への適切な
かかわりにより、教職員の専門性の向上が図ら
れ、学校がより活性化した。
・学校評価の結果から改善のポイントを示し組織的
に取り組ませることで、ミドルリーダーの自覚と
力量が高まるとともに、若手教職員にも好影響を
もたらし、学校全体の力量向上につながった。
・校内研修の充実を図りながら教職員の研修意欲の
高揚を図ることで、教職員一人一人の力量と学校
の教育力が高まった。

６　今後の課題（本次研究の課題）
・ＰＤＣＡのマネジメントサイクルの手法を用いて
の研究は、最終年度しか取り組んでおらず、更な
る実践が必要である。
・各学校課題に応じた教頭個々の実践が教頭会全体
としての成果には至っていない。一層の専門性の
向上を図るとともに、教頭相互に実践を共有化
し、継続的な取り組みとしたい。
・服務規律の徹底やモラルの向上については日常的
な教職員とのかかわりの中で指導は行っているも
のの、交通安全意識の高揚や信用失墜行為の禁
止、リーガルマインドをもった職務の遂行等、服
務規律に関する事項については十分な実践がな
く、本研究で取り上げていきたい。
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第５Ｂ分科会　「教職員の専門性に関する課題」

１　主題設定の理由
当伊都地方では、教職員の年齢構成をみると、40
歳代以上が 80％を占めている。中でも 50 歳代の教
員が中学校では 38％、小学校では 49％を占めるま
でになっている。今後、10 年で教員の世代交代が
一気に進むのは言うまでもないが、教育を取り巻く
状況の変化が激しいこの時代にあって、活力のある
学校運営、今までの教育研究の財産、子どもや保護
者・地域に対応する教育のノウハウを円滑に引き継
いでいくことは容易ではないように思われる。
特に、生き生きと子どもが活動し、「豊かな人間
性と創造性をはぐくむ学校」づくりは、自分たち教
師の使命であり、その根幹をなす教科指導や生徒指
導面での教師の力量が低下するようなことがあって
はならない。世代交代を円滑に進め、広い意味での
教育財産を受け継いで遅滞なく学校づくりを進めて
いくためには、本地方の教育とこれを取り巻く現状
を再確認し、どのような対策がとれるか、教頭会が
行ったアンケートを中心に分析し、取り組みの契機
になればと考え主題を設定した。

２　研究のねらい
以下の三つの点を教頭会の取り組みの柱として研
究を進めてきた。
⑴　地方の教育の現状と課題の把握
⑵　教師の世代交代を円滑に進めるための取り組み
⑶　どの教員も研修を受けられる体制づくりの確立

３　研究の過程
⑴　平成21年度までの取り組み
学校教育の現状を把握し、課題を明らかにして、
教員自らの教職の専門性の向上を図るために、教頭
会研究推進委員会により調査項目についての検討を
進め、教頭会が小中学校の教員（教諭）に対してア
ンケートを行った。

伊都教頭会研究部において調査結果の分析を行う
とともに、本地方の教育についての課題を明らかに
し、この提言をもとに当地方教頭会として、次年度
の研究主題の設定を行った。
⑵　平成22年度からの取り組み
アンケート意識調査の分析から見えてきた教育課
題について、教職の専門性の向上を図る視点から、
各校において教頭が中心となってコーディネートす
る現職教育を充実させる取り組みを地方全体に広
め、これをレポートとして持ち寄って、研修結果に
ついて検証することにより、さらなる力量の向上と
課題解決への取り組みを進めてきた。

４　研究の概要
⑴　意識調査から
平成 21 年度に、橋本市、伊都郡の小中学校の教
諭を対象としてアンケート調査を実施した。
その結果、小中学校を問わず本地方の学校が抱え
る次のような教育課題が明らかになってきた。
・基礎的な学力が確実に定着していない
・礼儀、生活態度、いじめ、不登校などの生徒指導
上の課題が山積している
・家庭でのしつけが甘く、基本的な生活習慣が身に
ついていない
・親の過干渉や過保護、愛情不足などで親子関係が
うまくいっていない
相互に関係する上記のような課題を解決をめざし
て教師の指導力の向上を図るために、教頭会として
どのような方策をとることができるかということに
ついて討議を行った。
そこで、教育の研究について理論と実践の結合を
進め、教育研究の成果を教育実践において共有すべ
き知的財産として、後の世代に円滑に引き継いでい
くためには、研修の機会の確保とその質の向上が図
られなければならないということになった。

教師の指導力の向上と教頭（会）の役割
─ 世代交代を円滑に進めるために ─

提言者　　和歌山県伊都地方教頭会　　九度山町立九度山中学校　地村　知三
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⑵　実践内容について
①伊都地方教頭会の組織について
・全体会（橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野
町の教頭会で構成）
・幹事会
・調査部
・研究部
・要請部
　（※各部は上記各市町村教頭会の規模に応じて
人員を出して構成）
②研修への教頭のかかわり方について
教職の専門性の向上を図るための研修の持ち方
について、「教頭会として特定の課題について研
修会を企画する」、「各学校の教頭が得意分野の
課題について他校の研修会の講師となる」といっ
た案が出されたが、現在の多忙を極める学校現場
で、どれだけ教頭会が企画した研修会を実施でき
るか、時間的制約が大きく、実現の可能性が低い
こと、教師の様々なニーズに応える研修の機会を
数多くもてないことなどが挙げられた。
そこで、教頭会の調査で明らかになった課題や
各校が抱える独自の課題について、各校ごとに教
頭がコーディネートした現職教育として校内での
研修会をもち、この内容について交流することに
より、現職教育の質の向上を図り、教育の理論と
実践の結合に役立て、地方全体としての多様な教
師のニーズに的確に答えられる研修の実施に取り
組むこととなった。
研修会実施後には教職員の感想や意見を各校教
頭がとりまとめて教頭会に持ち寄り、研修の成果
についても研究部での分析と考察をもとに、教頭
会全体で協議し、各学校現場で共有できるものに
していきたいと考えている。
そこで、平成22年度当初より随時開いてきた情
報交換会・研修会を本地方の各市町が持ち回りで
担当して原則として月一回定期的に開催すること
にした。
また、校内研修の情報については、本地方各市
町の担当校を通じて電子メールで全学校に案内
し、「開催日時、内容、講師等」に加えて、「他
校教員の研修への参加」や「合同開催」も可能に
なるよう取り組み、研修情報については年度毎に

データベース化を図り、次年度に受け継いでいく
ようにしている。

５　研究の成果
各校の校内研修の交流は、地方全体の教職員のレ
ベルアップにつながり大変意義のあることである。
また、伊都地方の教職員全員が教育課題やこれにつ
いて必要な研修の情報を共有できる体制の契機とで
きたことについて一定の成果があった。

６　今後の課題
多忙な中で各校の教頭が頻繁に集まり、現状把握
と課題分析、対処方法についての情報交換や協議の
実施は困難である。
そこで、「定期的な教頭会情報交換会・研修会」
を継続するとともに、「伊都地方教頭会ホームペー
ジ」を活用した「研修ネットワーク」の構築への発
展を計画している。
このような取り組みを生かして、今後も教頭（教
頭会）として教師の指導力の向上にかかわりたい。
また、長い間の研究と実践による指導のノウハウを
地方全体の若い教師に円滑に引き継いでいくため
に、学校内外の様々な場での情報交換や討議を通じ
て有効な方法を模索していきたい。
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第５Ｂ分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 生きる力をはぐくむ 信頼される学

校づくりの推進 －教職員の専門性を高

める教頭の指導性の在り方－ 

    北海道留萌市立潮静小 矢藤 典彦 

 協議の柱 

① 学校経営参画意識の高揚のために副校

長・教頭はどうすればよいか。 

② 校内研修を充実させるための教頭の役

割。 

 

１ 質疑応答 

○ 提言１については，特にありませんでし

た。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

教職員が学校経営参画意識をもつためには，

危機感をもつことが大事である。地震や津波

等が起こったとき，一人一人が学校を経営す

るためにはどう動けばいいか，どうすればい

いか考えていくことで意識を明確にもつこと

ができる。不祥事があったとき意識を高める

よい機会になる。普段から意識化するために

教頭は校長の意をうけて指示系統の要として

存在することが大切である。また，日々先生

たちに小さなミッションを与えたり，アドバ

イスを繰り返したりすることで，先生たちの

それぞれの位置づけ，立場を意識させること

が我々の大きな仕事ではないかと思う。 

 

協議報告② 

学校経営参画意識を高めるために学級担任

は学級経営をきっちりして学級崩壊等がない

ようにする。また，自分の校務分掌をしっか

り自覚して仕事をしたり，一人一人が自分の

持ち場を明確にしたりすることが前提である。

自分の足もとを確実に固めるように教頭は常

日頃状況をつかんで指導していくことが大事

である。また，校長としっかり連携して進め

ていくことが学校経営参画意識の高揚のため

に大事である。校長の目標も教師に分かりや

すく具体化して，結果をしっかり分かるよう

にして進めていくことも教頭の役目である。 

校内研修を充実させるためには，教育委員

会の指導等をうまく生かして，それを踏まえ

ながら各校で努力させていく。参加型の研修

にする等工夫をする。研究主任と相談したり，

指導したりして研修内容を充実させる。スー

パーティチャー等外部の人材を活用するとき，

人物やその内容の情報を集めるのも教頭の役

割である。 

 

協議報告③ 

学校経営するための校務分掌をしっかり位

置づけて実践されているかということを教頭

が責任をもって指導助言することが大事であ

る。各要所にリーダー(例えば，教務主任，研

修主任，生徒指導主任等）がいるので，常時

教頭から今おかれている学校の状況をしっか

り情報提供して，学校全体がいつも見渡せる

ような人物として１年間活動してもらえるよ

うに工夫している。 

校内研修の充実については，初任者研修を

しっかり位置づけて，育てていく必要がある。

しかし，講師が増えてきている状況の中で各

校独自に取り組んでいかないと授業のノウハ

ウがなかなか身につかない状況がある。初任

者研修に位置づけるようにして講師の研修を

していかなければ，プロの先生としての資質

を育てることにならないのではないかと思う。 
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３ 提言１における指導助言 

助言①（川口 眞弘 氏） 

提言１の実践は，教頭会研究の基本である

「協働性」「継続性」「関与性」の視点からき

ちっと反省されている発表であった。 

学校経営の中で我々は常に「資質の向上」

「モラルとモラールの向上」「参画意識」「人

権意識」を持ちながら指導する必要がある。

また，次の六つの教育を大切にしていくべき

ではないか。 

教えて育てる教育，共に育て共に育つ共育，

家庭・学校・地域が協力しながら育てていく

協育，強さたくましさを育てる強育，ふるさ

とを愛する郷育，総合的にお互い響き合って

育てていく響育である。 

協同実践，校内研修，そのプロセスを大切

にすることが職員の参画意識を育てる上で大

切である。学校の教育目標にしても，経営ビ

ジョンについても長期のスパンで３年後の理

想的な姿を思い浮かべて現実はどうなのかを

把握することから，そこにせまるためには学

校経営についてはどうなのか，職員の在り方

についてはどうなのか，ミッションをみんな

で考えながら指導していくことが大切である。

また，校務組織において，学力向上等のプロ

ジェクトチームをつくり，ミッションを絞っ

て年間を通して取り組んでいくことが大切で

ある。プロジェクトチームは関心のある職員

の自主的な参加を募ってつくると効果がある

と考える。 

ビジョンの具現化では，価値ある行動，項

目を設置して，それに近づくようにお互いに

努力して，意識化，実践化していくことも大

切である。校務の遂行にあたっては３つのワ

ーク(チームワーク・フットワーク・ネットワ

ーク)が大切である。また，校務の進行では，

一つの方向に計画的，意図的に向かっていく

ために，それを束ねるコーディネーター役が

必要である。 

 

助言②（小林 俊治 氏） 

教職員の学校経営参画意識について，組織

体としての経営参画が大事である。最近積極

的に経営参画する人が減ってきている。 

神戸大学の山下晃一氏は，「学校教育の幸せ

の青い鳥」は身近にいるといわれている。そ

れは，教職員の相互信頼と尊厳である。一人

一人の教職員が相互信頼と尊厳を持たなかっ

たら学校は教職員間の意思疎通のない状態に

なるのではないか。教頭の仕事は教職員を見

て，児童・生徒，保護者，地域，校長との関

係を意識しないといけない。そんな状況の中

でストレスが溜まってきて，相互信頼や尊厳

を意識することが薄らいでくる。教職員は自

分の学校に誇りを持たなかったら，学校参画

意識は考えられない。 

この提言は「校長とのかかわり」を大事に

している。校長と教頭の関係は職員に与える

影響は大きい。教頭は校長の意を介しながら

校長を補佐することも必要である。 

教職員が自己評価を行う場合，校長や保護

者になったつもりで評価をしてもらう。そこ

から自校の課題が見えてくると考えている。

自己評価や外部評価が「学校の値打ち」では

ない。今ある子どもの状態ではなく，どれだ

け子どもを伸ばすことができたかが真の「学

校の値打ち」であって，それを校長と教頭が

敏感にとらえて教職員に返していく。コーデ

ィネーター役としての力が必要になってくる。 

教頭は，エンターテイメント性も必要では

ないかと思う。朝の職員打ち合わせ等で自校

の評価できることを積極的に出していくこと

で学校としてのエネルギーを培うことができ

るのではないかと思っている。また，教職員

はお互いに学校の長所を見つけ，高め合い，

自信を持って自校のことを共有し，それを伸

ばしていく方法を大切にしてもいいのではな

いかと考える。 
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第５Ｂ分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 教師の指導力の向上と教頭（会）の役割

－世代交代を円滑に進めるために－ 

和歌山県九度山町立九度山中 地村 知三 

協議の柱 

① 教職員研修の実施について副校長，教頭

としてのかかわり方 

② 研究のノウハウを若い世代にどう引き継

ぐか 

 

１ 質疑応答 

○ 各学校で研修が行われる場合，他校の参

加の可否はどのようにして決めるか。 

・ 授業や講演会の参加は概ね可，プライバ

シーに関わることがふくまれれば非が多い。 

○ 各校への情報発信，個人のパソコン・ネ

ットワークどちらかの利用が多いか。また，

発信許可の決定条件・方法はどうか。  

・ 地域によっては，職員一人一人にパソコ

ンが支給されていないので，学校への発信

が多い。また，校長の許可で発信する。 

○ 教頭が中心となり研修を進めているが，

教務主任とのバランスはどうなっているか。 

・ 教頭から教務への提案など，協力して校

内研修を進めている。 

○ 情報発信することにより，他校の参加状

況はどのようになっているか。 

・ 大きくは進んでいない。ただ，地方の教

科研究会と学校の校内研修を連携させるこ

とで参加者が増えるなど，一定の成果が出

ている。 

○ ネットワークでの情報共有による具体的

な効果はどうか。また，研修会の時間設定

はどうか。 

・ 効果…他校の校内研修への参加者は増え

てきた。また，他校の研修内容・講師の情

報等が自校の研修の参考になることが多い。 

・ 設定…時間設定は，各校の判断に任せて

いる。他校の参加者は，時間調整をするな

どして参加している。  

○ 世代交代を円滑に進めるために，管理職

として研修の案内をどのようにして職員に

おろしているか。（有効と思われる研修への

強制力はどうか） 

・ 各校での差異はあるが，知らせる・勧め

る・校務分掌で割り振るなどの方法がとら

れている。学校運営にまた個人のスキルア

ップに必要と思われるものについては，管

理職判断で全体に知らせたり個人に参加を

促したりする。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

外部研修は，育成するという観点で進める。

校内研修では，教頭がやって見せて影響力を

あたえる。 

特に小規模校では，他校での研修が有効で

あるので，情報の先取りができる教頭が，対

象を選び進める。 

教育の不易の部分はきちんと教え，流行の

部分は管理職としてともに学ぶという姿勢が

大切である。 

教頭が研修の必要性に気づかせ，研究主任

がしっかり関わることが大切。学校の強みを

柱に研修内容を練ることも大切である。  

講師や研修・研究のあり方を，管理職とし

てしっかり把握することが大切である。特に

初期対応や危機管理など若手のスキルアップ

が急務なことには，管理職として時間と場の

設定が重要である。 

 

協議報告② 

若手にも重い責任のある仕事を持たせる。
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また，管理職が見本となり伝える場合もある。 

 教頭が若手との連絡調整役になる。特に保

護者対応ではマニュアルを求める若手に，先

輩としての後ろ姿を見せる。  

地域で指導力のある教師を作るため，若年

教師にトップダウン型の研修を行う。同時に

伝達講習や校内研修などのボトムアップ型の

研修が重要である。何より，教師としての夢

や希望を持たせるために日頃の声かけが大切

である。 

学校内でのＯＪＴが最も望ましい。それ

が難しいならＤＶＤなど記録を残す。本当

に大切なことはインフォーマルな場で伝わ

ることが多いので，その機会も大切にする

必要がある。 

ミドルリーダーがいなくて二極化している

場合は，若手のエースを育てることが大切で

ある。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（川口 眞弘 氏） 

教員の実態に合わせた取組が大切である。

特に職員のジェネレーションギャップに対し

ては，教職員のニーズに応える研修がよい。 

子どもの問題も親子関係や家庭の問題に起

因することもあるので，抜本的な対策を打つ

ことも必要である。 

生徒指導で突き放すような指導をする先生

もいるが，怒りをぶつけるだけでなく，親に

も子にも説諭する指導が大切である。 

地域内での研修の一覧表での情報交換は，

協働性の研究・研修が進んでいる現れである。

ただ，研修の方向などが分かればより充実し

たものになるはずである。 

管理職の要件として，管理力と感化力が大

切である。「鬼手仏心」という言葉のように厳

しいけど優しさを持ってかかわり，導くこと

が重要である。また，プロの教師を目指す諭

し方も大切である。 

地方では採用が厳しく，講師として育てた

若手が出て行くことが悩みである。 

ベテランの先生の中で，カンと過去の実践

だけで指導し，問題を発生させることがある。

教師自身の生きる力が必要である。 

都道府県により世代交代を迎えているとこ

ろ，これから迎えるところもあるが，今回の

グループ協議でのつながりで，ネットワーク

を生かして実践に役立ててほしい。 

 

助言②（小林 俊治 氏） 

教育実践を伝えるためには，その地方の教

育の柱になってきたことを伝えることが大切

である。本県では，「子ども達の生活を知り，

事実を宝物のように大切にし，分かりやすく

子ども達に教える」という考え方がある。 

時代に合わせて古い考えからの脱却も必要

だが，その考え方の中の不易の部分を若い世

代にどのように伝え，進めていくかが重要で

ある。また若い世代には，それを消化して進

め，先輩を越えていく気持ちも大切である。 

学校・地域・家庭が対立せずに協力するた

めにも，生活を知り，事実をもとに関わるこ

とが大切である。モンスターペアレントにな

る親にも，ならざるを得ない状況があるにち

がいない。子どもに対して引け目に感じてい

ることがあり，その原因を知れば対立しなく

てもすむ場合がある。 

学校は地域に浮かぶ船である。地域がしん

どくなれば，数年の間に学校もしんどくなる。

地域の文化と学校の文化を同じ比重にした取

組で，児童生徒・学校・家庭地域の連携を図

ることが大切である。 

教育実践をノウハウで伝えることは薄っぺ

らい。実践知で伝えることが大切である。 

管理職も教育実践ばかりの生活でなく，潤

いのある生活が必要である。そのことは学校

の雰囲気を和まし，運営に生かされる。 
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第５Ｂ分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) 校務分掌の中でリーダー的な参画意識を

持たせ，管理職が支援，評価してあげるこ

とが大切である。 

(2) 震災による影響（避難所になった）や津

波の影響もあった。学校経営参画意識を踏

まえた教師の動きを被災後改めて確認し，

それぞれのミッションの在り方を再認識さ

せた。さらに，個々職員の力量を見抜くこ

とや役割のポジション変更も視野に入れな

がら教頭としてマネジメントする必要があ

る。 

(3) 教職員育成システムを利用し，学級経営

シートを通して，三者の面談の際，参画意

識を高める話し合いをもつ。その後も教頭

として職員を見守り，達成状況を確認する

ことが必要である。 

(4) 個人面談で，学校全体に関る課題を若い

教職員に意識化させる。評価育成を活用す

ることで学校経営への参画について意識さ

せるよう個々への対応も必要である。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) 世代交代を円滑にするためには，主任層

などを利用し，若手とベテランの複数担任

制などで，引き継げる場の設定をしていく。 

また，学校・地域の伝統を引き継ぐこと

では，転任してきた教職員への伝達も忘れ

てはならない。 

(2) 中学校区を一つの単位として，参観日や

オープンスクールなどの案内を出し，幼・

小・中の交流を図る。養護教諭など一名配

置の教職員は地域連携で学び会う機会をつ

くる。 

(3) 取組を行う場合の役割分担を，若手とベ

テランをペアに配置する。当日まではベテ

ランが主導，当日は若手に責任を持たせ活

動することにより，引き継いでいく。 

 

【成 果】 

○ 教職員の資質向上に関する課題を洗い出し

校長とのかかわりを意識しながら，ＰＤＣＡ

のマネジメントサイクルの各段階で教頭が積

極的にかかわることで教職員の専門性の向上

が図られ，学校がより活性化し，子どもたち

の変容にもつながっていた。  

○ 地方全体で各校における校内研修について，

その内容を共有効率のよい校内研修の実施を

図ることができるようになり，各職場で必要

とする研修のニーズに応えられる体制づくり

に取り組む契機となった。また，各学校の教

頭が職場での研修の担い手となる意識がでた。 

○ それぞれの地域的特色，校種による特色な

ど各校の重点的な課題や教育目標が目指すも

のを把握することができた。管内異動があっ

ても，スムーズに対応することができた。 

 

【課 題】 

○ 副校長・教頭のかかわり方を工夫すること

によって，教職員の経営参画意識や研修意欲

を高めることができたが，より一層の力量向

上へ向けてこれまでの取組で得られた成果を

教頭相互が共有し，継続的に管内学校での実

践を積み重ねていくことが必要である。 

○ 研究を進めるための教頭会を多く持つこと

には時間的に無理があるので，定期的な情報

交換会を持つことが大切である。伊都地方教

頭会ネットワークの構築を実現し，教育課題

についての共通理解と，解決への取組の共有

化をより進めることが必要である。 

○ 今年度であれば，「東日本大震災を受けて、

学校の危機管理の見直し」という協議の柱が

あってもいいのではないか。 
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第６分科会　「副校長・教頭の職務に関する課題」

１　主題設定の理由
今日の学校現場は確かな学力の向上や生徒指導上
の諸問題など、さまざまな課題が山積みされ、その
内容も年々複雑化・多様化している。学校は、校長
のリーダーシップのもと、組織としてそれらの課題
解決に当たることが求められてきている。また、茨
城県は、他県同様多くの教職員が退職、採用される
時期を迎え、経験豊かな教職員の知識や能力等を校
内組織の中で効果的に活用するとともに、教職経験
の少ない教職員の資質向上に努めていくことが急務
となってきている。
したがって、経験豊かな教職員と経験の少ない教
職員の間をつなぎ、校長のもとで学校を組織的・機
能的に運営していくために大きな役割を果たすと考
えられる、核となる教職員の育成が必要になってき
た。
そこで、核となる教職員を育成し、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な取り
組みをすべきなのか、その役割について考察してい
きたい。以上のことから本主題を設定した。

２　研究のねらい
校内研修を通して、核となる教職員の資質の向上
を図り、その教職員を生かして組織的な学校運営を
推進するための教頭としての役割について考察す
る。

３　研究の経過
⑴　第１年次（平成 2１年度）　
○人材育成支援システムの効果的な活用
⑵　第２年次（平成 22 年度）
○教職員の意識改革について検討
⑶　第３年次（平成 23 年度）
○核となる教職員の育成と学校組織の活性化につ
いて検討

４　研究の概要
⑴　核となる教職員とは
文部科学省が発行した「学校組織マネジメント研
修」においてミドルリーダーとは「中堅教職員」と
されている。このことから、核となる教職員とは、
経験の豊かな教職員と経験の少ない教職員とをつな
ぐ、学校組織運営で中心的な役割を担う教職員とと
らえる｡
⑵　核となる教職員に求められる役割
・校長のビジョンを理解し、その具現化を図るた
め、具体的なプランを作成したり、教職員の意見
を調整し意思疎通を図ったりする。（ミドル・ダ
ウン機能）
・多くの教職員の情報や知恵、意見等を集積し、校
長に様々なアイデア等を提案して学校運営に反映
させる。（ミドル・アップ機能）
・同僚性を高め、教職員が互いを支え合い、高め合
い、協働するための環境作りを行う。（同僚性）
⑶　核となる教職員に必要な資質・能力
・コミュニケーション能力
・プレゼンテーション能力
・関係調整能力　　・マネジメント能力
⑷　教員の力量を向上させるための基本的な考え方
○日常のかかわりや校内研修を通して、学習指導
力・生徒指導力及び研修リーダー力の育成を図
る。
→　校内における授業研究を組織的に推進でき、
学習・生徒指導等の面でリーダーシップを発揮
できる資質と能力を備えた教員。
○校内組織の工夫を通して学校運営に積極的にか
かわる教員を育成する。
→　課題を意識し、進捗状況を確認しながら分掌
間の調整や進行管理ができる教員。

人材育成を図り，学校組織を活性化するための教頭としての役割
─ 校内研修の充実と柔軟な組織運営を中心とした教職員の資質向上 ─

提言者　茨城県那珂市小中学校教頭会　那珂市立第三中学校　鴨志田　太
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⑸　実践
ア　校内研修の充実について
（ｱ）　ワークショップ型の校内研修
　小グループで意見交換や共同作業を行いなが
ら進める参加型学習の技法を組み合わせた研
修方法のため、指導力の向上が図れる。
○教頭としてのかかわり
・学習指導力の向上のため、指導案の作成段
階における指導･助言

・研究主任への運営に関する指導・助言
・教職員への個に応じた指導・助言

（ｲ）　討議法での校内研修
　グループ内で討議する際に、予め役割分担（発
表者・司会者・物言い役・褒め役・記録者）
をしておき、その役割から発言し討議を深め
る方法で、討議の深まりが期待できる。
○教頭としてのかかわり
・研究主任への研修方法への指導・助言
・研修時のファシリテーターへの指導・助言
・教職員への校内研修を授業改善に生かす具
体的な指導・助言

・授業観察を通した指導・助言
イ　学校経営目標を具現化するための運営組織作り
について

（ｱ）　プロジェクト制　
目指すべき生徒像に迫るために、三つのプロ
ジェクト〔学び・心・健康〕があり、それぞれ
のプロジェクトが学校運営を機動的に推進する
役割を担っている。各プロジェクトのリーダー
及びサブリーダーを核となる教員と考え位置づ
ける。これらの教員を中心に各プロジェクトに
所属する教員が協力し合い、プロジェクトを推
進する。
○教頭としてのかかわり
・組織の核となる教員の配置
・リーダー性や業務推進力を発揮できるため
の指導・助言、特に、ＰＤＣＡサイクル実
施上の指導・助言

・達成感を味わえる指導・助言
（ｲ）　グループ制

いきいき ( 徳 )、のびのび ( 体 )、わくわく（知）
の三つのグループ組織により学校経営目標の具

現化を図る。
各グループの長に学年主任等を配置し、グル
ープのまとめ役として連絡調整を図らせ、育成
を図る。

○教頭としてのかかわり
・月及び学期という短期の目標をもたせ、そ
の達成に向けた指導・助言
・グループの長と目標達成状況や進捗状況に
ついて話し合い、新たな目標を定め実践に
移すための指導・助言

ウ　日常的なかかわりについて
（ｱ）職員一人一人との人間関係づくり
（ｲ）達成感や充実感を味わえる言葉掛け
（ｳ）職場の雰囲気づくり
（ｴ）教員評価・新人事評価の活用
エ　那珂市小中学校教頭会における取り組みについ
て

（ｱ）定期的な情報交換会の実施（毎月）
・学校組織作りや教員評価等
・学校改善プランの指導・助言
・授業改善シートの作成・活用

（ｲ）教頭研修会の実施
・学校を「創造」の視点から考える

（ｳ）市教育振興会との連携
・研究発表事業における発表者への助言
　

５　研究の成果
「核となる教職員の育成」について実践を進めて
きたが、各学校の中心となってリーダーシップを発
揮する教職員が育成されつつある。
○校内研修では教科の違いや経験の差を越えた意見
交換ができ、主体性や協働性を高められた。結果
として研修の日常化が図られ、参画意識が高まり
学校の活性化につながった。
○核となる教職員を育てる場を明確にし、支援して
きたことで、リーダーシップを発揮する場面が多
く見られるようになった。

６　今後の課題
教職員にライフステージに応じた資質や能力を身
に付けさせる教頭のかかわりを明らかにしたい。
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１　主題設定の理由
今学校は、さまざまな課題に対する対応に翻弄さ

れ、毎日とても忙しい日々を送らざるを得なくなっ
ている。その結果、教職員の疾患の増加だけでなく、
報告文書作成や会議に追われるなどして、子どもた
ちとじっくり向き合うことができず、本末転倒な状
況が生じている。

そのような状況の中、教員が目標を見失うことな
く、かつ課題に対しては適切に対応でき、さらに、
子どもたちに寄り添った指導ができる環境を構築す
ることが求められる。

教員が授業等により一人一人の子どもに向き合う
環境づくりにおいては、教育振興基本計画でも述べ
られており、教職員配置の適正化や「学校支援地域
本部」等の人的方策がある。しかし本研究では、現
に与えられた人的条件の中で、校内体制の工夫改善
を通して実現できる学校本来の環境づくりに向けた
教頭の役割を明らかにするため、本主題を設定した。

２　研究のねらい
校内協働体制の在り方を検討し、教員が日々子ど

もと向き合う環境づくりの構築に向けた教頭の役割
を明らかにする。

３　研究の経過
⑴　平成 20 年度

兵庫県教職員の勤務時間適正化検討委員会が設
置され、「教職員の勤務実態調査」の実施をうけ、
市内の教職員の勤務実態を把握するとともに、今
後に向けた取り組みを検討する。

⑵　平成 21 年度
委員会が作成した「教職員の勤務時間適正化対

策プラン」では、県・市町組合教育委員会等と学
校に分けて、具体的な取り組み内容が示された。
その学校における取り組み内容について、各校で

実施するとともに、その課題を検討する。
⑶　平成 22 年度

「教職員の勤務時間適正化対策プラン」推進に
向けた取り組みの検証及び教頭の役割について研
究する。

４　研究の概要
⑴　教職員の勤務等の実態把握（文部科学省）
　①教員勤務実態調査
　　年間ベースの１ヶ月あたりの残業時間
　　（成績処理等持ち帰りの業務は含まず）

昭和 41 年度調査
　約８時間（平日・休日）
平成 18 年度調査
　約 34 時間（平日のみ）

②希望降任制度の状況（Ｈ 21）
副校長等からの希望降任　　90 人
主幹教諭からの希望降任　 121 人

③精神疾患による休職者数
平成 10 年度　1,715 人（39.2%）
平成 19 年度　4,995 人（61.9%）

　　（　）は病気休職者に占める精神疾患の割合
⑵　記録簿による勤務実態把握（兵庫県教育委員会）
⑶　多忙感の要因とその対応

①多忙感の実態
「教職員の勤務実態調査」（兵庫県教育委員会）
によると

「大変忙しい」または「やや忙しい」が
　小学校 97.7％
　中学校 94.6％
その理由として
・事務処理（成績処理、調査・報告書作成等）

が多い
・個々の児童生徒に応じたきめ細やかな指導の

必要性が増えている

教員の子どもと向き合う環境づくりを進める際の教頭の役割
─ 「教職員の勤務時間適正化対策プラン」推進に向けた教頭の役割 ─

提言者　　兵庫県丹波市小学校教頭会　　丹波市立北小学校　小田　敏治
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・学校の課題、役割が拡大している
・児童生徒の抱える課題が複雑化・多様化し、
いじめ・不登校対策等、その対応に迫られて
いる

②子どもと向き合う環境づくりに向けた取組
・ＩＴ化による校務・業務の効率化
　　電子媒体・メール等の活用
・会議・委員会の精選
　　ノー会議デーの設定
　　計画的な会議・委員会の設定・運営
・研修等の充実
　　ＯＪＴの推進
　　長期休業中の活用
　　自己研修の充実
　　研修成果のまとめ方
　　ＩＴを活用し、出張の厳選
・勤務時間の適正化
　　ノー残業デーの設定
・部活動の見直し
　　ノー部活デーの設定
・行事の見直し

⑷　ノー残業デー・ノー会議デーの推進状況
①推進状況（丹波市内全 25 小学校）
　平成 21 年度　
　　ノー残業デー　24 校
　　ノー会議デー　19 校
　平成 22 年度
　　ノー残業デー　25 校
　　ノー会議デー　22 校
②推進上の課題
・譲れない会議の必要性
　すべての共通理解の必要性
・危機対応

⑸　教頭の役割
①教職員の意識改革
教職員は、児童の成長のためには、何事にも
全力で取り組み、労力や時間を惜しまず職務に
あたろうとする。その職務に対する意識が、勤
務時間を超えても職務に取り組ませ、ひいては
教職員の多忙化にもなっている。さらに、「早
く退勤するものは熱意が少ない、遅くまでの仕
事が美徳」かのようなムードが漂う職場さえも

ある。
しかし、疲労困憊で子どもの前に立ったり、
教職員自身の生活に不安を感じながら指導にあ
たったりすることで、子どもの繊細な思いを見
過ごしてしまい、その結果、さらにその対応で
課題を大きくしてしまったりしている現実があ
る。
教職員に、余裕を持った計画的な指導の重要
さと、その環境づくりの大切さを、改めて浸透
させることが重要である。
②適切な進行管理と人材育成
ノー会議デー・ノー残業デーの設定や、会議
の時間設定だけでは、かけ声だけに終わり、多
忙感の解消にはならない。
日頃の教職員への指導を通して、会議等の提
案方法や業務の推進方法を向上させる必要があ
る。それには、教頭の適切な進行管理と人材育
成が要である。
③課題の焦点化と危機対応時のリーダーシップ
危機対応時の教頭のリーダーシップは、学校
運営を円滑に推進するだけでなく、子どもと向
き合う環境づくりには、なくてならないもので
ある。そのためにも、教頭は常日頃から学校の
要として学校経営力を磨くことが必要である。

５　研究の成果
・ＩＴ化による校務の効率化
・子どものための研修の充実
・個に応じた指導の充実
・児童理解に基づいた生徒指導の充実
・保護者との連携の充実

６　今後の課題
ＩＴの効果的活用やノー残業デー等が定着しつつ
あるが、教職員の多忙感は減らず、課題を残してい
る。
子どもと向き合う環境づくりの推進に向け、教頭
として、教職員の進行管理や人材育成、そして協働
体制の充実を図るとともに、教職員配置の適正化を
求めるものである。
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第６分科会　「副校長・教頭の職務に関する課題」

１　主題設定の理由
現在、わが国は少子高齢化や核家族化が急速に進み、

情報化社会の進展により様々な弊害が生じてきている。
また、個々の価値観やライフスタイルが多様化し、人
間関係の希薄化が地域の教育力の低下を招いている。
このような社会の大きな変革の中で、子どもの基
本的生活習慣の乱れ、規範意識や人間関係能力の低
下など教育的課題が山積し、教職員は多忙化の一途
をたどっている。
当町は、人口１万人あまりの中山間地及び山間地
に立地しているため、昔ながらの地域の教育力が残
っているものの既述の傾向もある。
文部科学省は平成 20 年度に「学校支援地域本部
事業」を立ち上げ、本県においても、同年、「地域
共育コミュニティ事業」と「市民性ランドマーク事
業」を開始したのを受け、平成 20 年度に紀美野町
の三中学校区で「共育コミュニティ事業」の指定を
積極的に受け、各学校に地域共育コーディネーター
（以下：コーディネーター）を配置した。
この指定を受ける中で、教頭として、教職員に対
し、地域に開かれた学校づくりをより一層推進し、
学校・家庭・地域がともに手を携えていくことが子
どもの「生きる力」の育成につながり、教職員の多
忙化を解消するとともに、活力ある学校づくりに繋
がることをいかに浸透させていくか。
また、コーディネーターとともに家庭や地域に対
して地域ぐるみで子どもを育てようとする機運をい
かに醸成させていくか。
さらに、それらをもとに市民性を備えた児童・生
徒の育成に対していかにリーダーシップを発揮して
いくのかについて、町内各学校の教頭が一体となっ
て取り組む中、本研究主題を設定した。

２　研究のねらい
⑴　学校と家庭、地域社会との連携のあるべき姿を
模索し、地域と学校とのつながりを促進する中で、
教職員のニーズに応え、学校運営を活性化させて
いくためには教頭がどうか関わっていけばよいか
を実践を通して明らかにする。
⑵　「共育コミュニティ」事業を通して「市民性を
育てる教育」を推進するための教育環境の整備や
教育課程の充実に向け、教頭の指導力をどのよう
に発揮すればよいかを明らかにする。

３　研究の経過
平成 20 年度
８月「地域共育コミュニティ事業」指定
　　・野上中学校にコーディネーターを配置
９月地域共育協議会を立ち上げる
　　・地域ボランティアとの連携
12月チューリップ植え
２月教職員の意識調査
　　「紀美野町地域共育協議会」開催
平成21年度
５月「ふれあい共育」ボランティアのアンケート実施
７月「地域共育協議会」開催
　　地域の県立高等学校との連携
８月～２月「中学生ボランティア活動」
　　・保育所への参加や地域清掃
　　「共育支援ボランティア」の活用
10月小学校、高等学校にコーディネーターを配置
２月「地域共育協議会」開催
平成22年度
６月「地域共育協議会」開催
６月～２月「中学生ボランティア活動」
　　　　　「共育支援ボランティア」の活用
８月「育友会部会」開催
２月「地域共育協議会」開催

学校・家庭・地域の連携における教頭の役割について
─ 市民性を育てる教育を目指して ─

提言者　　和歌山県紀美野町教頭会　　紀美野町立野上中学校　中浦　晴美
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４　研究の概要
⑴　学校・地域の現状について
この事業に取り組むまでは育友会活動（ＰＴＡ
活動）のほかに地域住民が学校に対して積極的に
かかわりを持つ場面は少なかった。一方、学校も
総合的な学習の時間の一部で地域との交流はあっ
たものの、それ以上の地域との交流の広がりは見
られなかった。また、これらの交流の窓口となって
いるのが教頭であった。しかし、人事異動等もあ
り、地域との繋がりにも乏しく、地域とは事務的な
連絡・調整役を果たすことにとどまり、交流を深
めるまでには至っていなかったのが現状であった。
平成 20 年度末に行った教職員への調査や地域
共育協議会での議論から見えてきたものとして次
の二点があった。
①教職員の意識調査から
・中学校として地域に何が出来るのか
・学校は地域に何を望んでいるのか
・地域の潜在力を活用する教科や領域があるのか
・学校にとってどのようなボランティアが必要か
②地域から見た学校の印象など
・学校の敷居が高く入りづらい
・学校へ入るきっかけがない
・学校が何を求めているのかわからない
・学年が進むにつれて生徒に声をかけづらい
平成 20 年度からの取り組みや研修を重ねる
毎に教職員の意識や考え方が変わってきた。ま
た、地域との窓口としての教頭の役割が理解さ
れてきた。

⑵　教育活動で市民性を育てる実践
・各教科、特別活動、道徳、総合的な学習の時間
の関連を意識させる。
・各教科で「市民性」に関連する単元で地域ボラ
ンティアの活用を働きかける。
□地域からの共育支援
・学習支援ボランティア
・図書ボランティア
・環境整備支援
□生徒会活動を通して生徒からのアイデアを募り、
みんなで協力して学校と地域とで共同実践を行う。
・チューリップ植え
・空き缶やペットボトルキャップ集め

□教科を軸とした学習
・町づくりプランを考える（社会）
・効果的な伝え方の学習（国語）
・首長への提言などの実践
もっと住みよい町にするためにどのようにすれば
よいのかを考え、それをいかに伝えられるか、自分
たちで出来ることは何なのかを学習する。
⑶　社会参加で市民性を育てる実践
・地域や社会への認識を深めるとともに地域への
情報発信源とする。
・まちづくりや地域活動等に参加・参画する等。
□ボランティア活動
①地域活動への参画
・地域の清掃活動やカーブミラー磨きなど
・お年寄りなどへの誕生カードやお弁当へのメッ
セージカードなど
②小学校、保育所への積極的な参加
・運動会やお誕生会への参加
・読み聞かせやもの作りへの参加
③部活動を通した活動
・全国大会出場や部活動での活躍による明るい話
題の提供
・吹奏楽部の定期演奏会など
⑷　研修
①校内研修（現職教育での取り組み）
②町内合同研修会

５　研究の成果
①教職員が今まで以上に地域や家庭との連携を意
識した取り組みが行えるようになった。
②地域から学校への支援が増加してきた。
③地域への情報発信ができつつある。
④地域共育コーディネーターと連携した取り組み
が充実しつつある。

６　今後の課題
・学校として取り組みや受け入れ体制が整ってき
たが、継続性が必要である。
・地域住民への広報活動を一層広めていく必要が
ある。
・家庭や地域の連携が図れるような企画が必要で
ある。
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第６分科会 

研 究 協 議 

 

提言１ 

 人材育成を図り，学校組織を活性化する

ための教頭としての役割 

 ―校内研修の充実と柔軟な組織運営を中

心とした教職員の資質向上― 

茨城県那珂市立第三中学校 鴨志田 太 

 協議の柱 

教職員のライフステージに応じた資質や能

力を身に付けさせるため，副校長・教頭とし

てどうかかわればよいか。 

 

１ 質疑応答 

○ 「核となる教職員の育成計画」と「授業

改善シート」の作成，指導・助言について 

・ 那珂市教頭会としてテーマを掲げたので，

教頭会としてシートは作成したが，やり方

は各学校に委ねられた。各校，校長・教頭・

教務主任等で相談，計画し，取り組んでい

る。市内全体で核となる教職員を集めて取

り組んでいるのではない。各学校でそれぞ

れの実態に合わせ取り組みを進め，教頭会

では各校の取り組み内容について報告をし

合った。教頭会として情報を交換しつつ進

めている。  

○ 校内研修の在り方について 

・ 核となる教師の年齢は何歳くらいが良い

かということは，各学校の実態によって違

ってくる。本校では 20 歳代に委ねるのは難

しいので，30～40 歳代前半の教員を核とな

る教員に育てたいと考えている。 

ワークショップの持ち方については，学

び合いということに中心をおいていた時に

は，生徒の反応に中心をおいて授業研究を

してきた。しかし，基礎的基本的な力をつ

けるためには，教師自身の指導力を高める

必要があり，ワークショップの時にも教職

員のカテゴリーを作るように工夫している。

本校においても，年齢に幅があり，教職員

の指導力を高める点で，教師の指導に中心

をおいたワークショップを実施している。  

 

２ グループ協議 

協議報告① 

組織としての分掌を管理職が決めても，教

職員全員が納得しなければうまくいかない。

体調が悪い教職員が一人でもいると，それが

広がっていき，うまくいかないことがある。 

学校ぐるみで取り組んではいるが，日々大

変で，綱渡り的になっている。しかし，どの

年齢を育てるということよりも，学校を育て

ることが大切である。そこで，若者をうまく

活用することで全体に変化が及ぶようにして

いく工夫が必要である。核となる教職員はま

だまだ少ないが，そこを中心に広めていく方

向で考えていかなければいけない。 

 

協議報告② 

初任者，５年・10 年目，管理職試験を受け

る人等で指導は変わる。10 年までの教職員に

は授業力をきちんとつけ，ミドルリーダーへ

の期待をしていかなければならない。管理職

になっていくだろう者には，学校の力になっ

てもらえるよう，推進力をつけていくことが

必要である。その中で，若手と経験豊かな教

師をうまく組み合わせたり，育成計画を作成

したりする。また，校長や教頭が教職員との

面談でアプローチを相談し，教職員の自尊感

情をどのように高めていくか，夢をどのよう

に持たせていくかなど，指導助言だけでなく，

コーディネーターやプロデューサー的な役割

をしなければいけない。縦横のつながりをい

かに紡いでいくかが課題である。 
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協議報告③ 

初任者が研修で学習してきたことを学校で

発表させることも効果的である。また，新任

といっても年齢が様々であり，研修の仕方や

声かけの仕方も変わってくる。ベテラン，中

堅の教師が新任の教師に，夕方４時頃より学

習会を呼び掛けているという学校もあった。

学年職員室があり，生徒に関する情報交換が

なされている学校もあった。生徒指導だけで

なく，授業をどうするかなどの話し合いもな

されている。授業にはいつ見学に来ても良い

という雰囲気を作り，管理職が授業に出向き，

指導することも大切である。 

 

３ 提言１における指導助言 

助言①（柏野 貴之 氏） 

教頭会の中でワークショップ形式の研修を

取り入れることで，指導者自らが体験でき，

指導の留意点等を共有できる。また，知・徳・

体・意の４つのプロジェクトの中で数値目標

があげられている（例えば，知のプロジェク

トであれば，指導案を作成しての授業を全職

員が 2 回以上実施する…）ことがよい。その

具体的数値を達成するためにどう具体的な指

導をするか，またその結果どうだったのか等，

評価しやすく，自分たちも達成感を味わうこ

とができる。 

取り組みを更に発展させるために，校内研

修でのワークショップを，日常活動にどのよ

うにつなげていくのかという点で二つ提案し

たい。 

① 具体的にどういうことをしていくのかと

いう作業を，ミドルリーダーに与える。例

えば，現状認識や課題把握，方向性，具体

的な取り組み，実現できた時の姿を，文字

でまとめるような作業を通して，可視化す

ることができる。そこに，確かなコミュニ

ケーションの場が生まれる。そのような場

を仕組むことが大切である。 

② その進捗状況を確かめることが大切であ

る。リーダーの教師の意見を交流させ深め

させるための時間と場をマネージメントす

ることが教頭の役目である。大切なのは普

段からの声かけである。組織力向上の鍵は

人材育成にあり，人材育成の鍵は，組織の

中にいかに対話を図っていくかというとこ

ろにある。一緒に考えていこうという建設

的な声かけをしていかねばならない。 

 

助言②（余郷 和敏 氏） 

ミドルリーダーをどう育成するかというこ

とが大きなテーマであった。校種によってミ

ドルリーダーの役割は違ってくる。従って，

学校の中に何が必要かということを考えるに

は，細かい部分はそれぞれの学校で考えなけ

ればならない。しかし，校長の学校経営方針

をいかにうまく学校の中に行き渡らせるか，

という役割がミドルリーダーに求められてい

るということは共通している。「教頭が忙しい

と学校が回らない。教頭は若手をもっと育て

なければならない」という言葉につきる。従

って，提言の中にあったミドルアップ，ミド

ルダウン，同僚性という考え方，それによっ

てコミュニケーション力や関係調整力をつけ

ていくという考え方は大切であるが，やり方

は学校によって違ってくる。 

今必要なことは，40 代の即戦力育成と 30

代の長期計画の育成の二つである。そして，

それをライフステージにどのように落とし込

むかということが問題となる。｢あなたに責任

をもたせて，あなたに任せる｣という姿勢が必

要になる。任せっぱなしにせず，ＯＪＴ(仕事

をしながら教えていこう)が必要である。自分

が何をしようとしているのかを自分の言葉で

表現できる，自分の言葉で表したものを，具

体的な行動に落とし込むことをさせていく必

要がある。これが自己申告である。この自己

申告をより具体的にさせることが必要であり，

認めていくことが大切である。 

教頭の職務は，日々教員の姿を見，そのこ

とを日々返してあげることである。 
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第６分科会 

研 究 協 議 

 

提言２ 

教員の子どもと向き合う環境づくりを進

める際の教頭の役割  

―「教職員の勤務時間適正化対策プラン」

推進に向けた教頭の役割― 

兵庫県丹波市立北小学校 小田 敏治 

協議の柱 

子どもと向き合う時間を確保するために，

どのような工夫ができるか。 

 

１ 質疑応答 

○ ノー会議デー，ノー残業デーについて 

・ 水曜日をノー会議デー，ノー残業デーと

市内の教頭会で決めている。月曜日に職員

会議が入っているので，中学校ではノー部

活デーを月曜日にしている。いずれにせよ

曜日は揃えておいた方が都合がよい。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

各校の工夫を紹介しあい，以下のようなこ

とが話し合われた。 

・ＩＣＴによる合理化が進み，文書をサーバ

ーで一括管理している。そのため，昨年度

の文書を参考にする時など，とても便利で

ある。子どもに関するデータも管理されて

いるため，話し合いもスムーズにできる。

しかし，会議にはペーパーが必要である。 

・会議に関しては，月・水が会議の日に当て

られていて，その日に集中して行う。職員

朝礼をなくし，週末に 1 回，来週分の予定

を確認する。 

・会議では昨年度と変わらないところ，読ん

でわかるところは説明を省略し，時間短縮

をしている。 

・会議の時間を厳守し，できなかったところ

は翌日の職員朝礼にまわす。 

・職員会議の前に校務分掌会議などをもち，

しっかりとした原案を提出する。 

・ノー残業デー，ゆとりの日を設けている学

校ノークラブデーを設けている学校もあっ

たが，その管理のために教頭が忙しくなっ

ているという現実もある。 

 

協議報告② 

各校からの実態報告から，以下のことが確

認された。 

・ＩＴ化による校務の効率化は必要である。

いかにＩＴ機器を有効に使うかの工夫が必

要である。 

・会議の精選，研修会の充実等選択と集中が

大切である。早め早めの準備が必要であり，

これが管理職としての使命の一つである。 

・勤務時間の適正のためには一人一人の意識

と協力が大切である。 

 

協議報告③ 

教員の勤務の適正化について，以下のよう

な意見が出された。 

・会議の定刻開始，定刻終了を徹底する。 

早く帰る日を設定し，根負けせずに声かけ

をする。 

・ノー部活デーに対する顧問の反対，及び実

施することによる生徒指導への不安がある。 

・ノー残業デーに関しては，県単位で実施し

ているところ，校長会で申し合わせている

ところ，学校独自で取り組んでいるところ

などさまざまであるが，足並みがそろわな
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いということは一致した意見であった。 

・教頭の勤務の適正化については，教職員の

協力が必要である。 

・効率よく仕事を進め，早く帰って体を休め

ることを根気強く職員に伝えていくことが

大切である。 

 

３ 提言２における指導助言 

助言①（柏野 貴之 氏） 

ＩＴ化を進め，文書にして共通理解を図る

ことと，会議の精選は大切である。 

忙しさには業務そのものの忙しさと，成果

が見えず何となく多忙感があるという精神的

な忙しさという 2 種類がある。業務そのもの

の忙しさに対しては，業務を減らすことを考

えなければならない。精神的なものに対して

は，その人を認め，声をかけていくことが大

切である。 

県としても多忙感の解消については努力を

している。それぞれの立場で多忙化の解消を

考え，努力する必要がある。 

 

助言②（余郷 和敏 氏） 

勤務時間の適正化に関して，教頭が一番大

変である。省力化をしていかなければいけな

いが，省力化しすぎると学校が回らない。学

校を回していくエンジンは，共有化する意識

である。同じ情報を持っているという意識が

エンジンを回していく力となる。だから学校

には会議が多くなる。共有化することで，気

持ちが一つになり，学校がうまく回ってきた。

しかし，昨今の多忙さの中では，その意識の

共有化に時間をかけていることができない。

そこで，共有化しなければならない情報はＩ

Ｔ化を活用するなどの工夫が必要である。ま

た，ＩＴ化を進めるためには，ＩＴの利用に

習熟させる工夫をする必要がある。「とにかく

使っていこう」という動きを作る必要がある。 

外から来る調査に対する多忙感に対しては，

教頭自身が声をあげていかなければいけない。

教頭会として要請活動をしなければいけない。

管理職が忙しくては，教員が生徒と向き合え

ない。 

教員を忙しくしているのは研修である。本

当に必要な研修であるのかという分析をし，

教頭会として必要がないと考える場合は，声

を上げていかねばならない。 
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第６分科会 

研 究 協 議 

 

提言３  

 学校・家庭・地域の連携における教頭の役

割について 

 ―市民性を育てる教育を目指して― 

和歌山県紀美野町立野上中学校 中浦 晴美

協議の柱 

学校と家庭・地域との連携の在り方。 

―どのように連携を深めていくのか― 

 

１ 質疑応答 

○ 地域とかかわる時間の確保について 

・ 会議が夜や土日に行われることが多く，

時間の確保は難しいのが事実である。今年

度は補助事業となったこともあり，簡素化，

役割分担化を考えている。会の性格上，夜

でなければ集まれないのは仕方がないが，

本校ではコーディネーターが常駐している

ので，そちらに任せ，できるかぎり夜間の

会議にならないようにしている。 

 

○ コーディネーターの選出の仕方について 

・ 本校のコーディネーターは平成 20 年度か

らずっと続いている人である。教育支援員

も兼任している。他校のコーディネーター

も退職した教頭や地域で活動していた人た

ちである。そのため，人を紹介したりアレ

ンジしたりすることを得意としている。教

頭がコーディネーターの仕事を背負うよう

なことはない。 

 

２ グループ協議 

協議報告① 

地域連携はどこでもやっているが，小・中

や地域の違いがあり，形式はさまざまである。

学校が地域に求める内容と地域が学校に求め

る内容の二種類がある。その二つが共にある

ことが大切である。子どもが地域を愛する気

持ちを育てるためには，長期間の取り組みが

必要である。何を教えるかを教育課程に位置

づけることが必要である。教育課程に位置づ

けるということは，教頭がその仕事を担う必

要もないが，やはり地域へ顔を出す必要はあ

るだろう。 

 

協議報告② 

次のような意見がでた。 

・昔は地域で子どもを褒める場があった。そ

れが今では学校が少なくなり，学校がその

役割を担うのは無理があるので，地域との

連携が必要である。 

・教頭が地域とかかわっていると活動が長続

きしない。長く続けていくためには，教職

員がかかわることが必要である。 

・コミュニティスクールを地域に任せてはど

うか。 

・地域に教育力があり，特に何もしなくても

よかったが，その分学校も地域に協力して

いく必要がある。 

・学生ボランティアの活用もよい。しかし，

その連絡調整も教頭の仕事になってくる。 

・小中連携も，地域連携がキーポイントにな

る。 

 

協議報告③ 

学校が学校外の機関と何かをしようとする

と，初年度は多大な忙しさが教頭にかかる。

しかし，時とともに担当者に委ねられていく。

ＰＴＡ会長や評議員など学校の実態が分かっ

てくれている人が担当してくれるようになる

と，その活動も充実してくる。 

何年と続いてくる中で，学校の中で担当し

てくれる人や地域の中で担当してくれる人が
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増え，充実し，長く続くようになる。 

 

３ 提言３における指導助言 

助言①（柏野 貴之 氏） 

市民性を育てる教育というのはイメージし

にくいものがある。各地域で「市民」という

とらえ方が違っても良いと考えている。かか

わり方も違って良く，特色ある取り組みをお

願いしている。 

教頭がコーディネーターを兼ねるのは大変

である。教育課程に位置づけみんなで取り組

むとか，ＰＴＡ活動を活性化することによっ

て取り組むなど，さまざまに工夫ができると

思う。まず，教職員で学校の内と外の人材を

見直す機会を持ち，教頭一人の経験ではなく，

多くの人の人脈を利用することを考えるべき

である。 

情報をどのように次につなげていくかとい

うことも大切である。情報を自分で精選せず

流していくことはよくない。情報は自分自身

で解釈し，納得してから次につなぐこと。 

教頭は情報の分岐点にいる。従って，判断

が必要なことには判断をし，その根拠を明ら

かにして伝えること，情報を自ら整理し，伝

える力，マネージメント力(情報編集力)が必

要となってくる。 

 

助言②（余郷 和敏 氏） 

平成 20 年度からの地域コミュニティを育

成し，家庭教育力を高めるという取り組みは，

地域の中に学校をサポートする組織を確立さ

せることを目的としたものであった。従って，

地域の中に学校をサポートする組織が育った

かどうかが大切である。教頭がコーディネー

ターをやっていてはいけない。地域の中で学

校をサポートする人を見つけ，その人に学校

をサポートする方法を伝え，教え，外側から

「こういうふうにやってみてはどうか，こう

いうような人がいますよ」というように助け

てくれる人を育てることが目的である。 

地域の中にいる人だけではうまくいかない

こともある。学校の実態をわかっている人で

そういうことができる人を探す。例えば退職

教員とか学校のことに興味のある人に頼んで

みる。さまざまな方法を地域ごとに考えてみ

て欲しい。 

学校の中に人が増えると，人事管理など教

頭の仕事が増える。どういう人が増えて欲し

いのかなど，教頭は考えて人を増やすべきで

ある。それを教頭会として各地域に提言でき

ることが大切ではないか。 

コミュニティスクールに学校はどこまでか

かわればよいのかという問題について，現状

から見て，学校が負担しなければ回らない。

学校が負担しなければならないことを，いか

に地域に委譲していくか，地域が受け皿とし

て組織や人材を持っているかということにか

かっている。 

分担しあえる人を増やすことが大事である。

学校が抱えている部分を他へ渡していく方法

を考えなければならない。また，地域・学校・

保護者が共通意識を持つことも大切である。 
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第６分科会 

成 果 と 課 題 

 

【グループ協議記録】 

１ 提言１における協議の柱について 

(1) どの年齢の教師を育てるかではなく，学

校を育てるという視点に立ち，若者の指導

を通して，学校全体に変化を波及させるよ

うな工夫が必要である。 

(2) 若手と経験豊かな教師をうまく組み合わ

せたり，育成計画を作成したりするなど，

様々な方法で教職員の資質向上を図らなけ

ればならない。いずれにせよ，教職員の自

尊感情を大切にし，高め，夢を持たせてい

くための指導助言が大事である。 

(3) 全国各学校でそれぞれに工夫をして取り

組んできている。ベテランから中堅へ，中

堅から新人へと伝え指導していくことはも

ちろん必要であるが，管理職が出向き指導

する姿勢も大切である。 

 

２ 提言２における協議の柱について 

(1) ＩＣＴ活用による文書管理の効率化やデ

ータの共有化は必要である。また，会議の

時間短縮や勤務時間の適正化に対しては，

根気強く職員の意識向上を図らなければな

らない。 

(2) ＩＴ化による校務の効率化は必要である。

また，会議や研修会の充実を図るとともに，

精選することも必要ではないかと考える。 

(3) 会議は定刻に開始し定刻に終了する努力

が必要である。ノー○○デーを設けても，

職員の意識が低ければ効果はない。根気強

く職員に声をかけていくことと，学校間で

足並みを揃えることも必要である。 

 

３ 提言３における協議の柱について 

(1) 地域連携には 2 つの内容がある。学校が

地域に求めていることと地域が学校に求め

ていることである。両者が共にあることが

大切であり，長い期間の取り組みになる。 

(2) 地域に教育力があって学校が特に中心に

なって何かをしなくてもよい場合でも，地

域に出ていき協力することは必要である。

教頭だけが地域とかかわるのではなく，教

職員がかかわっていくことが大切なのでは

ないだろうか。 

(3) 最初は教頭がかかわって始まったことで

も，時とともに他の人に任せていくことが

必要である。ＰＴＡの役員や評議員など，

学校の実情をわかっている人に委ねていく

ことを考えてはどうだろうか。 

 

【成 果】 

○ 各学校の中心となってリーダーシップを発

揮する教職員が育成されつつある。また， 研

修の日常化が図られ，参画意識が高まり，学

校全体の活性化につながった。 

○ ＩＴ化による校務の効率化，研修・個に応

じた指導・生徒指導・保護者との連携などが

充実しつつある。 

○ 教職員が今まで以上に地域や家庭との連携

を意識した取組が行えるようになり，地域か

ら学校への支援が増加してきた。 

 

【課 題】 

○ 教職員のライフステージに応じた資質や能

力を身に付けさせる教頭のかかわりを，更に

明らかにする必要がある。 

○ 教職員の多忙感を減らすため，協働体制の

充実を図り，教職員配置の適正化を求めてい

かなければならない。 

○ 地域住民への広報活動を一層広め，継続性

のある取り組みにしていかなければならない。 
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特別分科会Ⅰ

１
Ａ

１
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

１　趣旨
副校長・教頭の学校組織マネジメントという観点

から、学校における日々の取り組みである課題遂行
を、惰性ではなく意識化することによる重要性につ
いて解説する。意識化することが日々の反省や成長
へと結びつき、ひいては組織能力の向上へと結びつ
く。

今回は、特に意識化すべき点について、学校組織
マネジメントとのかかわりの中で、副校長・教頭固
有の役割について解説する。まず第一に、スクール
リーダーとしてのリーダーシップに注目し、アセス
メント能力の重要性、及びチームワークを高めるた
めのリーダーシップの在り方について述べる。第二
に、教師集団の協働性を取り上げて、組織として力
量を高めるための学校づくり、さらには教師として
の誇りが持てる学校づくりについて調査データを基
にしながら解説する。

２　講師紹介
専門分野は教育心理学・社会心理学・学校経営学。

学校組織における管理職のリーダーシップ、教職員
の人間関係、協働的教師集団づくりについて、調査
を通した実証的研究や外国との比較を視野におきな
がら研究している。最近は、校長・教頭やミドルリ
ーダーによる学校改善に関する研究や教師集団のチ
ームワークに関する研究、欧米のリーダーシップに
関する理論的研究などを行っている。

【主な経歴】
九州大学教育学部卒業後、同大学大学院教育学研

究科博士課程修了。鹿児島大学教育学部講師、助教
授、2004 年４月より現職。

主な著書には、「学校組織の心理学」（日本文化科
学社）、｢スクールリーダーの原点｣（共編　金子書
房）、 ｢スクールリーダーシップ｣（共著　学文社）、

「よくわかる学校教育心理学」（ミネルヴァ書房）等。

３　進め方（和歌山大会）
⑴　流れ

①　開会、基調提案、趣旨説明、紹介
 【10：00 ～ 10：15】
②　講義 【10：15 ～ 11：50】
③　諸連絡・昼食・休憩 【11：50 ～ 12：50】
④　演習Ⅰ 【12：50 ～ 14：30】
⑤　休憩 【14：30 ～ 14：50】
⑥　演習Ⅱ 【14：50 ～ 15：40】
⑦　休憩 【15：40 ～ 15：55】
⑧　全体のまとめ 【15：55 ～ 16：10】
⑨　個人のまとめ 【16：10 ～ 16：25】
⑩　閉会・諸連絡 【16：25 ～ 16：30】

課題遂行の意識化による副校長・教頭の学校組織マネジメント
─ 協働とリーダーシップによる学校の組織力向上 ─

講師　淵上　克義　氏　（岡山大学大学院　教育学研究科　教授　博士 (教育心理学 )）　
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特別分科会Ⅰ 

研 究 協 議 

 

１ 基調提案・趣旨説明 

学校組織マネジメントという観点から，学校

における日々の取組である課題遂行を惰性では

なく，意識化することの重要性を理解するため

に「課題遂行の意識化による副校長や教頭の学

校組織マネジメント」と題して本分科会が設定

されている。学校現場で今後ますます求められ

ていく学校組織マネジメントという視点から，

『協働とリーダーシップによる学校の組織力向

上』をサブテーマに討議を深め，管理職として

の能力向上と組織能力の向上につなげたい。 

 

２ 演習 

(1) アセスメントの自己評価に関わる研修の説

明 

学校の組織マネジメントに関する力量が問わ

れている。学校の組織力をどう向上させていく

か。教師ひとりひとりの力量を教師力と言う。

学校力とは学校の組織力のことで，これをどう

高めていくかが課題である。集団・組織をつく

り上げていくには，「１＋１＝２」になるとは

限らない。変動域が高いものだから，チームワ

ークがよくなったり，まとまらなくなったりす

る。人材の配置･能力や適正を上手く引き出す

ことで学校の組織力は高まる。組織力は相互依

存関係であり，お互いが組織の力を高めていく。

一人で何でもできるのであれば，集団・組織は

必要ない。役割を与えられて，それを十分こな

していくことで組織としての結果が出てくる。

相互依存関係をうまく作れる組織は組織力が高

くなる。それぞれの長所を上手く引き出しなが

ら，互いに支え合い，チームワークは高まって

いく。 

では，実際にどうして組織力を高めていく 

か。まず一つは横の連携である教師集団の力量

を高めていくこと。もう一つは縦の連携である

リーダーシップ。この二つが車の両輪のように

上手くかみ合うことが組織力を高めていく鍵を

握っている。管理職がどう部下を見ていくか，

それぞれの長所・適正・能力を把握しながら上

手に配置することができるか。この横と縦の連

携は連動していて，正にリーダーのアセスメン

ト能力が問われている。リーダーがどうやって

部下を評価していくかをきちんと意識化してい

くこと。「意識化」が重要なキーワードである。 

意識することによって自分に気づきをもたら

せ，自己理解へとつながる。さらに，自分を理

解することでリーダーとしての成長につながる。

「意識化」の反対は「惰性」。何も考えずに日

々の仕事をやっていくことで現状維持はできる

かもしれないが，成長はない。意識化→理解→

成長へという流れが大事。 

 

資料１ 評価者の自己理解の大切さ 

○ 評価者＝スクールリーダー(教員の評価者) 

評価者である自分がきちんと評価できるか。

評価者のアセスメント能力をどうやって高めて

いくかが大きな視点の一つになる。 

教頭の専門性としての役割の中で特に重要な

ものは， 

①リーダーとしてのアセスメント能力の育成 

評価をきちんとできることが組織としての

力量を高めることになる。現状は，どうして

もこれまで自分が経験したことを基準に評価

してしまいがちである。 

② 教頭の専門性 

教頭は，職務内容上どうしても学校組織の

内部事項マネジメントの比重が大きくなる。 

教育は人である。人材育成の点からも教員を

評価する視点は大事である 
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(2) 演習内容 

① 質問紙【事前・事後アンケート】 

Ⅰ・Ⅱ記入(10分) 

Ⅰ・Ⅱに例示してある教員の評価を管理職

の視点から考えてもらいたい。 

② 【教師評価の自己記述】(15分) 

各人が，自分の評価の視点を書き出す。 

③ グループ討議（25分） 

それぞれのグループで，個人から出された

意見を付箋に記入し，なおかつ話し合う中で

出た意見をつけ加える。 

④ 討議した内容をグルーピング(20分) 

グループで話し合いながら，模造紙に付箋

紙を貼りグルーピングする。 

（午前の部終了時に周りの壁面に張り出し，

他のグループの内容を共有する） 

 

３ 講義 

(1) 演習に対するフィードバック 

管理職は教員生活のゴールだと捕らえれば，

現状維持に陥り，守りの姿勢に入る。今から管

理職としてのスタートだと捕らえれば，リーダ

ーとして成長が望める。 

 

(2) 講義１ 

資料３(岡山大学が行った中国地方の小学校

や中学校校長及び教頭の教員評価の視点・観点

を問うアンケート結果)をスタンダードとして

考える。このような作業によって自分自身の評

価基準を豊かにしていくことが必要である。 

管理職には個人差がある。重視する評価の視

点が多い人も少ない人もいる。管理職を，六つ

の評価視点すべてを大事にするグループ，二つ

を重視するグループ，六つのどれも意識化して

いないグループに分けて，自分の学校の雰囲気

や教職員について聞いた。評価する視点をたく

さんもっている人は自分の学校を肯定的に評価

していることが分かった。学校力を高めるには

相互依存性を大切にすることが必要であり，管

理職はよりポジティブに教員を評価することが

できなければならない。他者からの視点・他の

グループからの視点・スタンダードな視点…た

くさんの評価視点をどんどん自分の中に取り込

んでいくことで評価の多様性が生まれ，自己理

解，成長へとつながっていく。 

Johariの窓で示される「自分も相手も知って

いる窓」だけではなく，他の三つの窓を広げ，

自己理解を深めていくことが必要である。 

次に，チームの協働，教員チームの力量をど

うやって高めていくか。 

組織の中の人を評価する時，課題業績と文脈

的業績がある。割り当てられた役割をこなすこ

とを課題業績と言い，組織の信頼関係を結ぶ上

での基本である。１＋１が２になる業績である。 

では，１＋１を３にも４にもするためには何

が必要か。これが文脈的業績である。役割を超

えて，組織の一員として自覚に立った行動が組

織の中で見られると，組織力が高まる。自発的

に誰かが行動を起こすようになると，教員集団

の協働性もぐっと高まる。そのためには文脈的

業績をきちんと評価し，認めなければならない。

課題業績はやって当たり前。文脈的業績が組織

のプロセスの中で出てきて，それをきちんと評

価できれば，組織力は高まる。自発性を上手に

引き出すことで協働・チームワークの向上につ

ながっていく。 

 

（演習10分） 

事前・事後アンケートⅢ，Ⅳを記入。 

 

Ⅰ・ⅡとⅢ・Ⅳの違いは，「自分の職務に直

接関係なくても労を惜しまず自ら進んで協力を

申し出る」点である。Ⅲ・Ⅳは課題業績以外に

文脈的業績もよく評価されている。 

評価の軸を多くもっている管理職は，アセス

メント研修の後は文脈的業績を取る教員を高く

評価する。評価の軸を中程度もっている管理職

も，アセスメント研修の後，文脈的業績を取る

教員を高く評価する。評価軸が少ない管理職は，

研修後も文脈的業績に対する評価に変化が見ら
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れない。つまり，評価の可能性が認識できない

管理職は気づきがなく，評価に効果は出ない。 

課題取組への意識化を行うことで，気づきが

生まれる。気づきから組織力の向上が始まる。

文脈的業績を肯定的にフィードバックし，互い

に認め合うコミュニケーションでいいところを

引き出すことは前向きの議論へと結びつく。管

理職は雑談からの情報収集を行い，多様な教職

員の特性を評価し，相互依存関係としての組織

を構築する。自己効力感（I can）から集団効

力感（We can）の形成へと高めることで組織力

を高めることができる。 

 

(3) 講義２(まとめ) 

本研修の目的を踏まえた上で，なぜマネジメ

ントが必要なのか。組織において，ハード面も

必要であるが，今日はソフト面のことについて

述べる。 

目に見える部分（組織のハード構造）と目に

見えない部分（組織のソフト）が，セットにな

って組織を変革・改革することができる。人間

そのものの意識や風土・雰囲気を変えていかな

いと組織改革にはならない。 

学校とは，ヒューマンサービス業である。他

者を社会化へと働きかける，一人前の大人にな

ることを支援することが目的であり，人との関

わりの中で仕事が遂行されていく特徴がある。

したがって仕事本来の難しさに，人間関係の難

しさも求められる。近年，バーンアウトやスト

レス性の疾患も多い。バーンアウトしないため

にも協力・チームワークがとりわけ重要視され

る。 

昔，教師の仕事は個業であったが，一人の教

師では解決できない問題が出てきて，学校全体

として問題に対応しなければならなくなった。

学校が子どもを選んでいた時代から，保護者が

学校を選ぶ時代になり，学校の説明責任を問わ

れる。そこで，学校管理ではなく学校マネジメ

ントという概念が出てきた。 

教頭は，学校組織の内部事項のマネジメント

を行う。日々の活動を把握し，教職員集団のチ

ームワークを高め，個々の特性を活かして組織

力を高めていく事が求められている。 

部下は部下なりに，自立的に動くことが出来

るようにという社会になってきている。自主判

断して決定できる教員を育てていけば，組織力

が高まる。 

 

◇リーダーに求められる四つの要素 

① 意思決定力。責任をもって決定を行う。 

② 影響力。究極は，人を動かすということ。 

③ 関係を構築するチーム力。不満を上手に

和らげ，気配りをしてうまくまとめる。 

④ 情報力。 

 

リーダーシップを発揮するための最近の考え

方では，リーダーにも集団にも厳しくモラルが

問われる。いかに全員が理解して，マネジメン

トを行っていくかが今のリーダーシップの考え

方である。 

チームマネジメントにおけるリーダーシップ

は，役割をこなすことがまず基本。人づくりで

す。さらに組織が成長していくためには，役割

を超えた行動，「創発性」が必要である。 

一番新しい調査のデータから，協働性の中身

について検討する。 

人間関係における協働性，授業に関する協働

性，保護者や地域対応・校務分掌の協働性，教

師としての誇り，仕事の充実感を維持できるた

めの協働についてアンケート結果の分析から考

えたい。 

表中，右へ行けば行くほど，教員としての充

実感が高い学校を示し，緑の帯は協働性が高い，

赤い帯は中程度，青い帯は低い学校を示す。今

日は，三つ分けて考える。 

① 人間関係の協働性と教職に対する誇りや

使命感の関係 

人間関係の協働性がいくら高まっても，教

職に対する誇りや使命感は高くならない。仲

間意識や人間関係の良好な学校はぬるま湯状
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況になり，学校力は高まらない。 

② 授業の協調性と教職に対する誇りや使命

感の関係 

弱いながらも授業で協働している学校は，

教職に対する誇りや使命感の関係は強くなる

傾向がある。 

③ 児童・生徒，保護者への対応や校務分掌

の協働性と，教職に対する誇りや使命感の

関係 

明らかに正の関係が見られる。児童・生徒

や保護者への対応や校務分掌の協働性がきち

んとできている学校ほど，教職に対する誇り

や使命感が高い。 

つまり，一人一人ではできにくいことがうま

く協働・連携できている学校では，心がぶれな

いという結果が出ている。 

まとめると，マネジメントの教頭の重要な役

割は，協働とリーダーシップであり，依存関係

を上手く活用できることである。 

 

４ 成果と課題 

【成 果】 

○ スクールリーダーとしてのアセスメント能

力の重要性，文脈的業績の大切さ，教師集団

のチーム力を高める必要性を学習する素晴ら

しい研修となった。 

○ スクールリーダーとしての捉え方を幅広く

考えることができた。また，教職員との協働

性の重要性も知ることができ，今後，副校長

・教頭職に生かしていきたい。 

○ 淵上先生の講義は明快な理論と資料が示さ

れ，副校長・教頭のマネージメントという観

点から学校運営を考えることの大切さを学習

することができた。 

 

【課 題】 

○ 講義は理論的な内容についての深化がみら

れたが，現場での具体的な取組についてのア

ドバイスもいただければと感じた。 

○ 文脈的な業績をどう具体的に指導していく

のか，どう理解させていくのか，個人の育成

システム項目がないので評価しにくいと感じ

た。 
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特別分科会Ⅱ
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特

１　趣旨
学校は、児童生徒がそれぞれの個性を生かしながら、自己実現を図るための適切な支援を行うという重要な責

務を負っている。しかしながら、社会の変化はもちろんそれに伴う学校を取り巻く状況もめまぐるしく変わって
きている。

ここ数年、不登校やいじめ問題については、一時期に比べ徐々に改善されつつある状況ですが、新たに児童虐
待や薬物使用といった問題等も浮上してきている。子どもたちの学力及び体力の低下等、学校教育と大きくかか
わる課題も抱えている。また、事故や犯罪、そして自然災害等に対する安全管理も今日の重要な課題である。

本県は、万葉集にもよく詠まれた景勝地をもち、古からの歴史と文化が豊かにある。今、希望を抱き未来に向
かう子どもたち、それを取り巻く大人、学校、地域・社会の在り方やそれら相互の連携、そして、いつの時代に
も忘れてはならないもの等について、共に考えていきたい。一人一人の子どもたちが生き生きと学び合う学校づ
くり・地域づくり、望ましい社会への展望を共有できればと考える。

２　基調講演 (10：10～ 11：40）

1962 年 6 月 29 日 和歌山県生まれ
 広島大学文学部哲学科卒業
 文部省奨学金で一年間
 インド・ベナレスヒンドゥー大学大学院留学
1988 年 広島大学大学院修士課程修了
1990 年 道成寺副住職に就任

○主な講演歴
1994 年　　アメリカ　ナショナルギャラリーで絵とき（英語）
2001 年　　韓国　ビジットジャパンキャンペーンで絵とき（通訳付）
2005 年　　近畿定時制通信制高校教頭会で講演
2006 年　　国立劇場『語りの世界』で絵とき 
2011 年　　八重洲ブックセンターで講演

「あさもよし　きのくにの文化と豊かな学びの共育」

演題　『時を超える力　　道成寺の1300年の歩み』
講師　　小野　俊成　氏　（天音山道成寺院代）

『釣鐘物語』絵巻や掛軸を見せながら行う説法を「絵とき」といい、昔は全国各地のお寺や
神社で行われていました。誰にでも分かりやすい説法の方法として発達しましたが、現在も日
常的に絵ときが行われているのは道成寺だけになってしまいました。道成寺では、毎日毎時間、
年間 3000 回以上も『道成寺縁起』（重要文化財）の写本を広げて絵ときをしています。

その絵ときを実際にご覧いただき、1300 年以上続く寺ならではの不思議の数々をご紹介し
ます。

～基調講演では…～
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３　シンポジウム・グループ討議（13：00～ 16：15　休憩含む）
○コーディネーター・シンポジスト紹介

コーディネーター　　松浦　善満　氏（和歌山大学教育学部教授・学長補佐） 

ＮＰＯ法人関西こども文化協会代表理事、国立教育政策研究所客員研究員、教
育学部附属小学校長、教育学部長などを歴任、専門は臨床教育学。早くから学生
とともにスクールボランティア活動、学校ピアサポートなどに取り組む。この間、
いじめ国際調査、不登校調査、学級崩壊実態調査、最近では「教師バーンアウト・
教育と笑いに関する調査」に取り組んでいる。

著書：『教室から見た不登校』（東洋館出版）、『地域を生かせ、総合学習の展開』
（東洋館出版）など

シンポジスト　　　　玉置　俊久　氏（日高川町長）

昭和 25 年４月１日 日高川町（旧川辺町）に生まれる。長崎大学経済学部卒業
昭和 48 年 松下電器産業株式会社入社　営業担当 
平成 14 年 52 歳でＵターン、川辺町民となる
 みかん農家を営みながら町観光協会会長・県文化財保護指
 導委員・和歌山大学非常勤講師等を歴任
平成２１年 日高川町長に当選
「日本一のまちづくり」を目指して元気にがんばっている日高川町。「道成寺文化」

「世界一長い焼き鳥合戦」、「日本一楽しいヤッホ～ポイント」などの全国的に有名
になった町おこしの仕掛け人として、事例を基に地域の元気をどう生み出してい
くかを話させていただきます。

シンポジスト　　　　玉井　常貴　氏（秋津野ガルテン副社長）

ＮＴＴ西日本に在勤中より、上秋津の地域づくりに参画し、農業集落排水事業・
農村環境改善センターの設置・秋津野塾の創立に深くかかわる。その後、秋津野
直販所「きてら」及び農業法人株式会社秋津野（秋津野ガルテン）の設立に尽力し、
現在もその運営に携わっている。

地域づくりの活動の目標は、いかに地域資源（人 ･ 組織・産業 ･ 歴史文化等）
を生かすかということです。地域づくりの話を通じて、皆さんと話し合いたいと
思います。
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シンポジスト　　　　清水　　勲　氏（耐久高齢者大学学長） 

和歌山大学教育学部卒業。有田郡岩倉中学校を振り出しに有田郡内中学校３校
に勤務。有田地方教育事務所指導主事、主幹、所長を歴任。昭和 57 年耐久中学校
校長に就任。耐久中学校校長を最後に退職。広川町公民館長を経て、現在、耐久
大学（高齢者大学）学長。
「ふるさと教育」を提唱、実践。「稲むらの火」で有名な濱口梧陵氏の功績から、
ふるさとを愛する心を育て、人と人をつなぐ大切さを探り、現場の教頭にエール
を贈ります。

シンポジスト　山口　裕市　氏

昭和 43 年和歌山県教育委員会事務局に入庁。県立高等学校教員、県教育委員会
学校教育課長、県立高等学校長、県教育長を歴任。平成 23 年度から現職。教育長
在任中は「和歌山の教育をもっと元気にしたい。」そのためには子どもが元気に、
教員が元気に、大人が元気にならなければとの想いから、「学校」「家庭」「地域社
会」が一体となって、地域の教育課題を共有し、解決に取り組む「地域共育コミ
ュニティ」づくりを推進するとともに「自立」「共生」「社会参加」をキーワード
とした「市民性を育てる教育」の理念を和歌山に導入した。

（前　和歌山県教育委員会教育長）
（財団法人和歌山県スポーツ振興財団理事長）

４　特別分科会Ⅱ　日程
８月５日（金）　〈大会２日目〉
ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市友田町５丁目 18 番　JR和歌山駅中央口すぐ）

受付
開会の言葉
趣旨説明等
基調講演

質疑
連絡

昼食
休憩

シンポジウム
グループ討議　（休憩含む）

閉会
行事

 9:30 10:00 11:40 12:00 13:00 16:15 16:30
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特別分科会Ⅱ 

研 究 協 議 
１ 趣旨説明 

急速な社会の変化はもちろん，それに伴い学

校をとりまく環境も目まぐるしく変わってきて

おり，課題も少なくない現状にある。今，希望

を抱き未来に向かう子どもたち，そして，いつ

の時代にも忘れてはならないもの等について共

に考え，一人一人の子どもたちが生き生きと学

び合う学校づくり・地域づくり，望ましい社会

への展望を共有していきたい。 

 

講師紹介 

 小野俊成 氏    天音山道成寺院代 

 1962年(昭和37年)和歌山県生まれ 

 道成寺は，新西国三十三か所観音霊場の第５

番札所であり，道成寺創建にまつわる「髪長姫

伝説」(｢宮子姫伝記｣)や，能・歌舞伎・浄瑠璃

の演目として名高い「安珍・清姫」でも有名で

ある。道成寺では，「安珍・清姫」の絵巻物を

見せながらの絵とき説法を行っている。また，

ワシントンＤＣでの英語による絵ときや，国立

劇場「語りの世界」で絵ときをするなど広範囲

で活躍されている。 

 

２ 基調講演 

『時を超える力 道成寺の1300年の歩み』 

講演は，「世に父あるは幸いかな，世に母あ

るは幸いかな，世に仏法あるは幸いかな」とい

うお経の一節で始められた。現在，道成寺にお

いて年間 3,000回以上行われている『道成寺縁

起』(重要文化財)の写本を広げての絵ときを行

っていただき， 1,300年以上続く道成寺ならで

はの七不思議を語っていただいた。そのなかで，

教育について，あるいは教頭としての心の持ち

方等についての示唆をいただくことができた。 

以下はその骨子である。 

・1,000年を超えてお寺を守ることは人間の力

だけではできないが，人間の力が最も大きい。

子どもを預かり教育するということ，それを

営々と続ける教育の営みが国の繁栄になるの

だと思う。日本が問題もありながら，世界に

冠たる国の一つであるのは，間違いなく教育

が世界に冠たるレベルにあるからだとわたし

は思う。 

・道成寺の石段が上りやすくて下りやすいと 

言われる秘密は，おもてなしの心からきてい

る。少しでも階段を軽やかに上れるようにと

工夫したのと同じく，教頭の仕事は多岐にわ

たるだろうが，みんながわからないうちに工

夫し，汗をかき，知らないうちに学校がうま

く回るようにされているのではないかと思う。 

・人間の本当に大事なものというのは，見え 

ないもの・聞こえないもののところにあるの

だと思う。先生の仕事は，子どもを預かるそ

の間にあるようで，実は一生続く響きを，33

年に一度，33日間だけ御開帳する秘仏のよう

に，子どもの心にうえつけることになるのだ

と思う。 

講演は，冒頭の言葉に「皆さん方のそれぞ

れの地域に学校あるは幸いかな，そこの学校

に教頭先生がいるのは幸いかな」という言葉

をそえて，締めくくっていただい 

た。 

 

３ シンポジウム 

 「あさもよしきのくにの文化と 

豊かな学びの共育」 

 シンポジスト提言 

(1) 玉置 俊久 氏 

 日高川町長として，日本一のまちづくりに向

けた挑戦についての経過と現状を述べていただ

いた。地域の文化財やもの，スポットを新しい

視点でとらえなおし，町長と町民が一緒になっ

て地域の元気創出のために，さまざまな取組が

なされていることを説明していただいた。『笑

い祭』『焼き鳥日本一』『ヤッホー全日本選手

権大会』などが実現し，『芝居小屋』『清姫女
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子駅伝』など温めているアイデアについても披

露していただいた。 

 

(2) 玉井 常貴 氏 

 玉井氏は，地域の役員になったことを契機に

上秋津の地域にとけこみ，継続して地域づくり

に参画している。明治22年の大水害からの復旧

の歴史，人々の地域を愛する心や自信と誇りを

背景にした山里の地域づくりについて話してい

ただいた。 

秋津野塾の活動のなかで，子どもたちは自然

な形で人々と触れ合い，地域で見守られている

安心感を持つことができている。今後を見すえ，

変化する地域に対応した新しいプランも策定し

ている。玉井氏は，豊かな環境と人の温かさを

いつまでも残すことを使命と考え，子どもたち

がふるさと上秋津を誇りに思えるようにと願っ

ている。 

 

(3) 清水  勲 氏 

広川町は津波の町として知られている。「稲

むらの火」で有名な濱口梧陵が，臨機応変の措

置でどのようにして津波から人々を守ったのか，

また，地震と津波に襲われた町や人々に対して

どのような手を差しのべたのか，その後も多く

の人々を救った堤防建設等を熱く語っていただ

いた。 

耐久大学(高齢者大学)で行われている濱口梧

陵の功績を継承する高齢者の生きがい活動 

についても述べていただいた。 

 

(4) 山口 裕市 氏 

山口氏は，和歌山県教育委員会教育長在任中

に，「地域共育コミュニティ」づくりを推進す

るとともに，「市民性を育てる教育」の理念を

和歌山に導入した。 

地域共育コミュニティについて，概念，地域

に着目する理由，取組の進め方を具体的に説明

していただいた。『きのくに共育コミュニテ

ィ』は，学校や家庭，地域が抱える願いや課題

を共有し，達成・解決する。そのことが子ども

たちの育ちや豊かな学びにつながっている。子

どもの学習(学力)や生活における改善や教員の

負担軽減の方向性等，有効性が確認されつつあ

り，このことについて調査結果を示しながら説

明していただいた。 

これまであった地域の取組も生かし，現在に

適応させ，それぞれの活動が継続するよう地域

独自の取組を大事にしている。 

 

４ グループ協議 

 協議報告① 

 地域の人々，コミュニティの歴史，企画の有

無など地域により状況が違うが，シンポジスト

のバイタリティ・前向きな話が参考になった。

教頭がコーディネーターの役割を担いながら，

我々に無い発想・企画力を地域や社会から吸収

し，どのように学校と地域をつなげていけばい

いのか教えていただきたい。また，震災の折，

学校はどのような役割を担っていけばよいのか。 

 

協議報告② 

各学校とも，特性を生かした外部人材の活用

をしている。補助金がなくなるなかで，いろい

ろな工夫をして取り組んでいる。 

グループ協議の時間だけではなく，昼食の時

間から交流できて大変よかった。教頭同士，横

のつながりの大切さを改めて実感できた。 

学校の安全と開かれた学校をいかに両立して

いくかが課題として出された。 

 

協議報告③ 

「教師と地域の人の演劇」「学校の井戸端会

議」「地域のボランティアとの活動」「地域行

事への参加」の報告があった。 

積極的に参加する方とそうでない方がいる。

その温度差にいかに対応していくかという課題

がある。地域の要望・期待と学校のそれらとを

どう摺り合わせていくのか，どのような組織を

作って取り組んでいくのか。震災のとき，地域

とどのように連携をとればベストなのかという

ことも大事になってくる。 

104



                                                                   

５ 提言(教頭職へのエール) 

「きのくにの文化と豊かな学びの共育」の特に

『共育』に焦点をあて，それぞれの立場からグ

ループ討議発表への助言や教頭職へのエールを

いただいた。 

(1) 山口 裕市 氏 

 学校と地域がつながるためには，学校が地域

に出向き，きっかけを作ることだ。地域に学び，

願いや思いを寄せあう場を作る。学校の安全に

ついては，学校を開くことによって児童や生徒

を守るという方法がある。 

今あること，やっていることから学校の良さ

を生かして広げていくのが大切なのではないか。 

 

(2) 清水  勲 氏 

 地域に出て，地域の人と仲良しになる。良い

ことをしたら地域の人が助けに来てくれる。行

事の中心に子どもをおき，開かれた学校として

地域社会に入っていくことだ。教頭が社会性を

身につけ，遠慮しないで協力を得ることが大切

である。 

 

(3) 玉井 常貴 氏 

地域農業を理解して行う食育のような地域学

習を確かな方向性を持って積み重ねることによ

り，学校と地域は質的に転換していく。地域づ

くりは，いかに地域資源を生かすかということ

であり，人(地域の最大の資源)・組織・産業・

歴史文化等を地域と学校の宝として生かせば，

よい地域づくりになるのではないか。 

 

(4) 玉置 俊久 氏 

 協議報告を聞いて，『甘いなあ』というのが

実感である。もっと大きな目で見て学校運営を

してほしい。どんなことをやったらよいか，と

にかく一歩前に出ることだ。自分の家，子ども

の視点で見て，行政に要求をつきつけ，教育に

責任をもってやってほしい。 

 

(5) 松浦 善満 氏(コーディネーター) 

 学校は希望を作るところである。「つくる・

つづける・つながる」で，ぜひクリエイティブ

な学校・地域を作ってほしい。新たな一歩を踏

み出してほしい。 

 

６ 成果と課題 

【成 果】 

○小野俊成氏の基調講演はすばらしかった。 

○教育関係者以外の方々の提言を聴き，広

い視野に立って教育や教頭職について考

える良い機会になった。シンポジストか

ら明るい元気と強いリーダーシップ・バ

イタリティを感じ，“一念発起”の大切

さも学んだ。 

○日本各地からの参加があり，取組の交流がで

きた。グループ討議で学んだ内容も貴重なも

のであった。教頭だからこそ抱える課題も共

感しながら共に考え，交流をして力が湧いた。 

○地域社会が学校のために力強く取り組ん

でいることが分かった。町おこし，地域

コミュニティー，防災の取組等，学校の

喫緊の課題についてご教示をいただき，

大変参考になった。 

○地域との連携に副校長・教頭の果たす役

割は大きいこと，地域資源の最大のもの

は人材であることが分かった。 

○最初からグループの形だったので，話し合う

前にすでに何か親密感をもって，協議をスタ

ートできたのでこの形は良かった。 

 

【課 題】 

○管理職は「地域連携協議会」などに参加する

機会が多く，地域とのつながりを持つ機会に

恵まれている。しかし、一般の教員は、「地

域連携」していく機会や場面がまだ少ないの

で、それをどのように計画・実現していくか

が課題である。 

○ 地域との連携はとても大きな課題である。

しかし，学校は地域の求める子ども像をつか

みづらい。また、学校自身も確かな子ども像

を具体的には持てていないのではないかと思

うことがある。 
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特別分科会Ⅰ講義記録 
 

【辻本】 

 それでは本分科会の趣旨説明ならびに本分科会担当の運営委員の紹介を全国公立学校教

頭会研究部の小野寺が申し上げます。 

 

【小野寺】 

 みなさまおはようございます。全国公立学校教頭会研究部の小野寺と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。わたしから本分科会の趣旨について簡単にご説明をさせてい

ただきます。学校において教職員の年齢構成が変わり、管理職との意思疎通を図ることが

いっそう重要になっています。またより組織的基本的な学校運営を求められることにおい

て、教頭のリーダーシップは欠くことのできない資質であります。そして本分科会におき

ましては教育界において集団や組織のリーダーシップ研究を積極的に進めておられる渕上

先生を講師にお招きし、組織マネージメントの理論と実践を学ぶことといたしました。ス

クールリーダーとしての教頭のリーダーシップと教職員の共働体制の重要性について述べ

ていただきながら、教職員一人一人が誇りを持てる学校づくりのあり方について具体的な

データをもとにご講演いただきます。このことによって管理職としての副校長・教頭の資

質能力に焦点をあてながら、スキルアップ図れる研修会となるよう本分科会を設定いたし

ました。 

 続きまして本分科会の講師、司会者、記録者、会場責任者、運営委員をわたしのほうか

らご紹介させていただきます。本日の講師淵上先生をご紹介いたします。岡山大学教育学

部教育心理学教授渕上克義先生でございます。淵上先生は九州大学教育学部をご卒業後、

同大学院教育学研究科博士課程を修了いたしました。その後鹿児島大学教育学部講師、助

教授をへられまして、2,004 年 4 月より、岡山大学の方へお勤めになっています。淵上先

生、本日はどうぞよろしくお願いします。続きまして、本分科会の運営担当者をご紹介さ

せていただきます。和歌山市立直川小学校石原利彦先生でございます。同じく和歌山市立

有功小学校手間和美先生でございます。会場責任者をご紹介いたします。紀の川市立中喜

志小学校坂浦満先生でございます。最後になりますが、運営委員をご紹介いたします。海

南市立大東小学校土井久起先生でございます。同じく紀美野町立毛原小学校片桐宏先生で

ございます。続きまして和歌山市立大新小学校松田晃先生でございます。以上本日の運営

にあたるものでございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

【辻本】 

 それでは早速演習に入っていきたいと思います。淵上先生どうぞよろしくお願いします。 
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【淵上】 

 皆さんおはようございます。ただいまご紹介にあずかりました岡山大学の淵上と申しま

す。今日は先ほど話がありましたように四時までですね、皆さん方に一日、お付き合いい

ただきたいということでですね、どうぞよろしくお願いします。もう題名ここに書いてあ

りますように今日は課題遂行の意識化による副校長、教頭による組織的マネジメントとい

う題目をいただきました。で、この題についてですね、先ほどご説明がありましたように

午前中に皆さん方にですね、参加していただいて演習形式でですね、やっていただくとい

うことですね。で、午後は一部は演習の説明から、二部からは全般的な話ということでで

すね、三部構成で進めていきたいと思っております。では、早速内容に入っていきたいと

思いますけど、先ほども話がありましたように学校の組織マネージメントということでで

すね、それをどうやって力量を向上していくか、要するに学校としての組織力というもの

をどうやって構成していくかという話だと思うんですね。で、そういう学校力ということ

は、教師一人一人の力ということになりますと授業の力量とかですね、それから学級経営

の力量とかですね、もしくは生徒指導、それぞれの力量ということでそれはまあ教師力と

いう言葉がありますけど、今日のポイントはですね、学校力と、一言で言うとそういうこ

とだと思いますね。そしてその学校の組織力というものをですね、どうやって高めていく

かというような話になると思います。 

 この組織力というのはですね、集団とか組織、人が集まるわけですね。人が集まってそ

ういう集団や組織というものをつくりあげるわけですけども、これは僕もいろんなところ

でですね、話をしてるんですけど、要するにそういう集団とか組織の力というのは算数の

ようにはいかないということですね、当たり前の話ですけど。これは皆さんがたも経験的

にご存知のことですね。要するにぴたっとした式が決まるんじゃないということですね。

組織や集団の力っていうのは。要するに 1足す 1が 3にも 4にもなれば、1足す 1が 1．5

にもなれば 1とかそういうふうなつまり変動率の高いものなんですね。 

 組織とか集団というものの力というのは。変動域が高いものでしたら、当然のことなが

ら 1足す 1が 3にも 4にもなるというのは俗に言うところのチームワークがいいとかです

ね、組織力が非常に高いという話になるんですね。逆に 1足す 1が 1．5とかという話に

なるとチームワークが悪い、組織力がない、そういう話になってくるわけですね。したが

いましてどういうことになるかというと、同じ人数がいて、同じ人材を上手に配置されて、

その人材をそれぞれの人がですね、能力や適正を上手に引き出しながら、うまく組織とし

ての力をつかんでいる。これがポイントになってくるということなんですね。で、集団、

組織というのはですね、もともとどういうものかというと、集団、組織というのはもとも

とこれちょっと難しい言葉で言いますと相互依存関係というんですね。これが依存的にな

っている関係で集団、組織というのは成り立っている。これは当たり前の話ですよね。こ

れはまあ何でも一人でやれるかというと集団・組織というのはつくる必要ないです。 

 一人で商品を開発して、一人でその商品を組み立てて、その組み立てた商品を売り歩く。

107



 

そしてその人が売り上げなんかをその場で計算する、何でも一人でできるんだったらこれ

集団、組織は必要ありません。わたし一人で何でもできますよって話になる。つまり組織

や集団はお互いにとって役割が与えられて、その役割をみんなでこなしていく。で、それ

ぞれが役割をこなしていってトータルとして組織としての株があがると。つまり結果が出

ると。その結果が上か下か。よかったか悪かったかという話になるわけですね。結果と。

ですからある意味この相互依存関係というのをうまく作れる組織っていうのは当然、組織

力が高まります。で、こういう相互依存関係がうまく作れないと組織力というのはがくっ

と低下してしまいます。ということなんですね。ですからこういう相互依存関係というも

のをうまく認識して、それぞれの長所を上手に引き出しながらですね、Ａさんはこれがで

きるけどこれはできない。ＢさんはＡさんができるところはできないけど、Ａさんができ

ないところはできるんだとか。そういう形でちょうどお互いにですね、支え合う。お互い

にこう助け合う。そういう力が組織の力量。もしくは集団の力、チームワークと呼ばれる

ものがぐうっと高まってくる。そういうふうに考えることができるんですね。 

 じゃあこれをどうやってやっていくかという話になるわけですけど。これは今日の大き

な題のテーマになるんですけど、要するにこういう学校のなかでの組織のマネジメントと

いったときに何ができるかというと、要するに車の両輪のようなものが二つあるんですね。

ひとつは横の連携や教師集団ですね。教師集団というものをどうやって高めていくかとい

う話ですね。これは皆さん方もよくご存知の通り共働と呼ばれるものですね。これがひと

つある。そしてもうひとつはそれから縦の連携。縦の連携といったときにこれは何かとい

うとリーダーシップの問題ですね。この教師の共働と、管理職のリーダーシップというの

はこれはまあ、車の両輪です。これが二つうまくかみ合いながらいかに組織力を高めてい

くかって話になるんですね。ところがそうしたときにじゃあこの二つはまったく別のこと

かといったらまったくそうじゃないんですね。つまり管理職はどういうふうな形で部下を

見ていくか。部下をどういうふうに、一人ひとりの教員をどういうふうに見ていくか。そ

れぞれの長所をですね、きちんと把握しながら、それぞれの適性、それぞれの能力を把握

しながらね、上手に分掌の配置をしていくとか、それぞれの能力を十分発揮できるように

人材配置をしていくと、そういうことがやれるかやれないかという話になるんですね。そ

ういうことがやれるようになるとこういう力が高まってくる。 

 相互依存というのが確立されるようになる。そしたらこれはさきほど申し上げました縦

の連携と横の連携というのは、これは連動しているわけですね。連動しているときに何が

重要かって話になってきたときに今日のこの研修の大きな目的なんですね。ですから一日

で、何でもかんでもやってしまうというのは、これは大変なことで、とても一日じゃやれ

ない。じゃあ、一日でやれることは何かっていうと、これは非常に重要なことをきちんと

ポイントで、具体的に、しかもデータを駆使しながら、皆さん納得いただけるよう、そう

いう風な形で研修にしようということですね。今日はそういう研修をやっていくというこ

とを大きな目的としたわけです。で、その大きな目的としてあげられるのが、今日の研修
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のポイントであるリーダーのアセスメント能力。リーダーがどうやって部下を評価してい

くか。これは実に非常に重要な問題なんですね。これは何げなくやってるかやってないか。

これをきちっと意識化。今回のこの題名。課題の意識化ということですね。 

 副校長、教頭の学校組織マネジメントと申し上げましたけど、これの意識化ということ。

これが今日のひとつのアセスメントともうひとつ重要なキーワードになるんですね。で、

この意識化というのはどういうことかと申しますと。意識化というのは当然のことながら、

意識することによって、自分に気づきをもたらす。気づきをもたらせる。この気づきから

ちゃんと自己理解。自分を理解することになる。で、自分を理解することはどういうこと

かというと、自分を理解することによって、これがリーダーへの成長につながっていく。

簡単に言うとこういうふうな形でですね、意識化することによって、その気づきが生まれ

て、その気づきが自己理解へと向くことになる。自己理解を進めていくとこれが過去、現

在、未来という形で成長へとそれがつながっていく。当然そういうふうな流れが考えられ

るわけですね。で、この意識化の反対が惰性ですね。何も考えずに日々、与えられた仕事

をやる。日々こなさなきゃならない業務を、ほとんど考えずに自動的にやってしまう。こ

れは惰性ですね。意識化の反対は惰性ですね。惰性でずっとこなしていくと、現状維持的

には、うまくいくかもしれないけれど、そのなかに気づきや理解や、ましては成長なんて

ことはできない。したがって、意識化するってことは非常に大事なことなんですね。意識

化して成長する、これが今回の研修の大きな目的にもなっているんですね。じゃあ意識化

するっていうのを今回何でやるかって言うと、このマネージメントで、特に教頭、副校長

にとって、マネジメントである問題であるところのアセスメントの問題を取り上げたいと

いうことで、今日はこういう形の研修をもたせていただいたということになるわけですね。

それでだいぶ話が長くなりましたけど、資料 1というのがお手元にあるかと思うんですけ

ど、今日一つ申し上げたいと思うのはですね、ここに書いてある評価者の自己理解の大切

さということですね。評価者というのはつまり皆さん方に対応するわけですね。リーダー、

副リーダーですね。 

 皆さんが部下を評価するときにですね、教員を評価するというときに、評価の方法がど

うであるかとかですね、評価を受ける心理はこういったものであるとか、そういった話は

非常に多いんですけど、自分自身、評価する自分自身に光を当ててですね、評価者である

自分自身がきちっと評価できるかどうか、これは今日の大きな目的のひとつです。こちら

に書いてあるように評価者のアセスメント能力というのは非常に大事なんですね。で、こ

の評価者のアセスメント能力というものをどうやって高めていこうか。これが今日の大き

な目的のひとつなんですね。ここに先ほど少し話しました部分が載ってるんですが、教頭

の専門性という、これはですね、詳しく話をしていくと非常に長くなりますんで、ここで

少し前置きで話したことをまとめていって、教頭先生としての役割、重要なもの、どうい

うものがあるかということなんですけど、ここに書いてありますように、評価者、管理職

者としての行動として、リーダーとしてのアセスメント能力の育成。これは要するに先ほ
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ど申し上げましたように、教職員をそれぞれいいところを引き出していくというときに評

価できるですね。その評価できるというところにそれぞれの教職員の居場所を作ってあげ

る。それぞれの教職員が十分に能力が発揮できるような場所を提供する。それによって組

織としての力量を高めていくという話になる。ですからこのアセスメント能力というもの

をきちっとやる。ところが、皆さん方もご承知の通りですね、教職員評価というものが急

に入ってきたものですから、入るときにやってないんですね。やれてないんですね。 

 自分自身の。例えば校長にしてもそうですし、教頭にしてもそうですし。自身のアセス

メント能力をやってない。自分自身が何十年と教職員生活をやってきたなかで、その枠組

みでやっぱり評価してしまう。ですからそうじゃなくてこういうアセスメント能力という

ものをきちっと育成していくということが大事だということですね。で、これが下に書い

てある内部事項のマネジメント力、学校のなかの主に内部のことをですね、若い教頭先生

はまかされる。校長先生はどちらかというと全体の方針とか決めたりする。もしくは、対

外的な仕事。そういうものは割りと多い。じゃあ、実際に学校のなかのこまごまとしたこ

とから、具体的に解決すべき問題が出てくる。じゃあ誰がやるかっていうと実質的には教

頭先生のリーダーシップというのが大きいんですね。そういうことではここに書いてある

内部事項のマネジメント。これが強く問われる。強く問われるのであればなおさらのこと

教頭のアセスメント能力というのは非常に大事なんですね。学校組織の力量を高める能力

もそうですし、共働的な教育集団の構築。これも大事である。 

 人材育成。今、コーチングとかメンタリングとか、それからエンパワーリングいろんな

ことが言われてますが、人を育てる、人を育てていく。これは非常に大事な視点で、いろ

いろ年齢構成がいびつであるというふうなこといろいろ言われますけど、やはり教育は人

ですから、そういう人を育成していくっていうこと。そういう視点からもですね、教員を

評価する視点、非常に大事なんですね。でももちろん、こういうものを今申し上げた部分

をですね、なるべく早い時期から教頭のアセスメント能力の向上というのが非常に大事な

ことですね。こういう研修の今回の大きな目的ということになりますけど、午前中はこう

いう話ばっかりやるわけではございませんので、早速具体的な研修に入っていきたいと思

いますけど、今から二枚架空の先生の事例をお渡ししますんで、その先生についてそれぞ

れお一人お一人ですね、どういうふうに評価するかということでですね、評価をしてみて

ください。 

 架空の事例で、お二方田中一郎さんという方と山本次郎さんという方、架空の先生がき

たとします。それぞれ個人で管理職という視点から評価していただきたいというふうに思

います。次にですね、今度は資料 2の方をお願いしたいと思います。今度はお一人お一人

でお答えいただきたいと思いますけど、今お配りした資料ですね、今度はですね、お一人

お一人がですね、教員を評価するときにですね、ここに書いてあるようにいろんなことを

よく理解しているとかですね、授業が上手であるとかですね、いろんな点から評価される

と思うんですけど、どんな点、思いつく限りですね、個人でこういう点とかですね、資料
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2 の紙の空欄のところにですね、どういう点からわたしは教員を評価するかっていうこと

を書いていっていただけないでしょうか。 

 そしたらですね、次のステップ。いよいよグループでディスカッション、議論をやって

いただきたいと思いますが、ここでは二つあります。ひとつは何かっていうとそれぞれの

グループで、司会の方と記録者の方がそれぞれ役割が決められてるということでございま

すんで、司会者の方は全体をマネジメントしていくということになりますけど、記録者の

方はどういうことをやるかというと、今それぞれ個人で、回答していただきました資料 2

を持ち寄った形でですね、全員の視点で、どういう点からとたくさんあると思いますが、

それぞれ記録者の方は記録していってください。これがひとつですね。それからもう一点

はですね、皆さん方でそれぞれの自分のだけじゃなくて他の書かれたものを見ながらです

ね、いろいろと話し合っているうちにですね、まったく別のもの五人なら五人分、書いて

ないんだけど、話し合ってるうちに出てきたもの、出てきたものがあれば記入して、そう

いう皆さんでディスカッションしながらですね、グループのどういう視点、評価が出てき

たかを整理してください。 

 そろそろ時間がきましたんで、ディスカッションで自分の書いた部分、そしてそれを持

ち寄って他の方の書かれた部分、そういうことをまとめて、さらに話し合っていくなかで、

新たに出てきた視点、そういういろんなところが出てきたと思います。で、それをいくつ

かのカテゴリーに分類してください。分類した際には上位のカテゴリーの定義名をお願い

します。ということで書いていただきましたんで、それぞれのグループで、僕も何回か回

っておりましたけども、まずお一人で書かれた部分、それからグループで書かれた部分、

他のグループも見ていただければ比較もできるんじゃないかと思いますけど、グループご

とにやっぱり差もあります。 

 それは量的なものも含めて内容的なものも含めて、皆さんと違いが出てくるということ

で、確認していただければ、自分が見えてきまして、他のグループからの視点、そういう

形でですね、いろんな評価の仕方をあらためて気づいていただければということで、午前

中は演習中心ということで、やったことはまた午後くわしくやっていきたいと思いますけ

ど。今日の課題の中心である意識化ということですね。で、意識化ということがなぜ大事

なのか、ということで、意識化というのはやっぱり気づきにつながっていくと。で、よく

言われるリフレクションといいますね。やっぱり意識化ということで気づきが生まれて、

リフレクションというものが初めてここで生まれてくるわけですね。 

 意識化しないとこういう気づきとかリフレクションというのは生まれない。そういう気

づきを通して自分を理解していくと、人を理解する。人を理解するだけじゃなくて、自己

理解。で、この自己理解を通して自分の現状を理解して、さらにこれを発展させるために

はどうすればいいんだろうかということで、成長ということでこれがつながっていくこと

ですね。で、反対はここに書きましたように惰性。意識化のない惰性。自動的にあんまり

考えずにやるという。で、惰性で日々の仕事をやっていくということになると現状維持と
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いうことになるわけですね。 

 これは特に管理職の方にですね、普通の一般企業もそうですけど、管理職になったら、

自分の視点からみればですよ、ゴールになればですよ、何十年と教員をやってきて、教頭

になった。管理職。あと何年かたてば校長になるだろう。それで無事に定年退職で、自分

の人生というのを振り返る。ようするにゴールとしてとらえれば管理職、教頭になったこ

とが、最終的なゴールになったら、そういうふうにゴールだととらえるとどうなるかとい

うと、どうしても現状維持になるわけですね。ゴールととらえれば現状維持になって、当

然のことながら自分の在任中は問題を起こしてくれるな、波風をたててくれるなという非

常に守りの姿勢に入ってしまうんですね。どうしても。ゴールだととらえれば。ゴールだ

から自分がそのゴールに安全に着地するためには、問題をおきないようにし、波風をたて

てほしくない。いわゆる守りの姿勢に入る。ところが教頭になることがゴールじゃなくて

今からが管理職としてのスタートであるというふうに認識する。 

 今からが学校のリーダーとしてのスタートだよというふうにとらえるとさっき言った意

識化ですね。今から教頭、校長ずっと勤めあげていく何年かというのは管理職としてのス

タートであると考えることがゴールかスタートかで全然違う。今から管理職としてのスタ

ートだと考えれば、当然のことながら今からやっていこうかという話になる。どうやって

リーダーとして学校をまとめていこうか。どうやって教職員をまとめていこうか。どうや

って学力を向上しようか。こういう話になってくると当然のことながら意識化していって、

気づきが生まれて、成長へとつながっていく。リーダーとしての成長。スタートとしてと

らえれば今から教頭になって、校長になって、まさに日々意識化しながら成長へといく。

ところが教頭になったことがこれがゴールだととらえれば、惰性というかな、現状維持と

いうかな。とにかく大きな問題を起こさない。そういう発想になってしまう。それは大き

く違うという話ですね。こういうことを先ほどから導入として言いたかったということが

あります。いずれにしても午前中は、皆さん方のご協力を得てまずは演習をしていただき

ました。 

 

【辻本】 

 淵上先生どうもありがとうございました。ここで一点お願いがあります。いま 48 グル

ープで、たいへんな成果物を作成していただきました。これを全員で共有したいと思いま

す。それでお願いなんですけど、わたしの前にセロハンテープを用意させていただきまし

たので、おそれいりますが、各グループで代表の方、出てきていただいて、セロハンテー

プを使って、この周りの壁面、お借りすることができましたので、掲示していきたいと思

います。そして皆さん全員でこの成果物を共有したいと思いますので、どうかご協力をお

願いします。 

 それでははじめます。午後の研修は淵上先生の講演となっております。淵上先生よろし

くお願いいたします。 
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【淵上】 

 それでは早速午後の方の話を進めていきたいと思います。それで午前中に皆さん方にや

っていただいたのがちょうどここの横のほうの壁にですね、各グループの結果が示されて

いるということでですね。そういうことも含めて午後の部の最初の部分は午前中行いまし

た皆さん方にやっていただきました演習をもとにしながら、これをやったことによって一

体何がわかるのかそういうふうな部分も含めまして、午前中の研修のまとめというものを

やります。 

 それからあと少し休憩をいただいて、全般論、今日の冒頭話しました組織を運営してい

く、マネジメントしていく際の副校長、教頭にとって大事なところということで、話をし

ましたリーダーシップの問題もしくは教頭の問題、で、なんでそういうことが学校のなか

で、そういうことと申しますのは全部人のことでございますから、教員集団であったり、

いわゆるスクールリーダーであったり、そういう人にかかわることを特に学校の組織の特

徴も踏まえたうえで、今日一日のまとめというものをですね、最後にやりたいというふう

に思います。それでは早速午前中のですね、話、それの振り返りも含めた復習ということ

をやっていきたいと思いますけど、これは午前中に皆様方にお配りした資料 1のところで

ございます。ここに自己理解の大切さということでですね。 

 教師のアセスメント能力を高めるとここに書いてありますけども。このアセスメントと

いうものをですね、高めていくためのひとつの手段として今回この研修を組んだわけです

ね。で、なぜそういうことを組んだかといいますとですね、ここに書いてありますように、

標準的な業績評価や次元が提示され、評価者がそれらを自分の知識構造に組み入れた場合

には、評価者は新たに組み入れた知識構造をもとに被評価者に対する情報処理を行う結果

としてより適切な評価をすることが可能である。どういうことかというと、あとからここ

に書かせていただきますけど、まず午前中やっていただいたことはまず個人できちんと評

価をしていくと。 

 個人できちんとそれぞれご自身の持っているアセスメントで、評価の視点というのをま

ず記述していただいたわけですね。それからグループでディスカッションしたり、他の人

たちはどういう評価の視点を持っているかという他者の情報を自分のなかに取り込んでい

くと。そういう作業をやったわけですね。それからさらにこれが進んでいくと、今度はグ

ループ全体としてどうなのか。他のグループはどうなのか。ここにあるようにだんだん視

点が広がっていって、まずは自分自身の視点で評価をする。で、自分自身の視点で評価を

していたのが、今度は他者からの視点を。ああ、こういう見方もあるんだな。ああ、こう

いう視点からの評価もあるんだ。他者からの視点ですね。 

 それからさらにこれを広げていくとグループ。自分達のグループではこうだけど、他の

グループを見てみたら、ああ、他のグループはこんな視点なんだ、これはうちにはなかっ

たな。今度は他のグループからの視点からも評価を考えることができる。それからさらに
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進めていくと、資料 3を配っていただけますかね。今からお配りしていただく部分なんで

すけど。これは何なのかと申しますと、実はですね、中国地方、岡山から広島、いくつか

の県にまたがってですね、小学校と中学校のですね、校長先生と教頭先生を対象にかなり

大掛かりな調査を今から 5 年ぐらい前に行った調査の結果なんですね。何かと申しますと、

それぞれ校長先生と教頭先生にですね、あなたは教員を評価するときはどういう視点でど

ういう観点で評価をしますかっていうアンケートをやったんですね。 

  これをやったのは実はわたしのところにですね、大学院に勉強をしにこられていた岡

山の中学校の当時は教頭先生で、今は校長先生になられましたけども、昼間教頭先生とし

てやりながら、夜大学院にこられてたんですね、ちょうど。2,004 年に教育制度マネジメン

トといってですね、全国で千葉大学と岡山大学に二つだけ設置されたんですよ。昼間は勤

務しながら、夜大学院にくるというですね、そういう主に大学院を対象にしたものが千葉

大学と岡山大学にできたんですね。ちょうどその時わたしがいたものですから、それで入

学してこられた方のお一人がですね、教職員評価が導入されて間もない頃でしたから、そ

こに関心があるということでですね、こういう研究をやったんですね。 

 共同研究です。で、先ほど申し上げましたように校長先生と教頭先生にどういう視点か

ら教員を評価するかということでアンケートをやったんですね。で、アンケートの結果で

すね、統計的に何百人というデータが集まりましたから、統計的にそれを分析してですね、

処理したんです。だいたいこういうふうな形で、分けることができる。これはいわばスタ

ンダード。例えば校長の教員評価というのを見てみると、ここに書いてある校務の処理と

いうのがありますね。 

 それから二番目に生徒指導。三番目に研修と子どもの対人関係をつくる。五番目が学習

指導。六番目が組織改革。というような形で出ておりますね。それから次に教頭先生です

ね、こういう形で子供との対人関係をつくるとかですね、組織改革とかですね。生徒指導。

研修。それから保護者、教職員との対人関係というふうに、ちょっとこう分類して若干の

違いはありますけど、だいたいこういう形で、子どもとの関係、保護者との関係、組織の

活動、もちろん学級経営と書いております。 

 こういう形で、いろんな次元があってとか、これがスタンダードといわれるような今の

ものなんですね。これがこちらにグループで見たものと標準的なスタンダードなもの。こ

ういうものも皆様方に提示しながらですね、これを自分のなかに取り込んでいくと。これ

が実は大事な作業ですね。自分自身が意識している。つまり自分自身が常日頃意識してい

る評価軸だけではなくてですね、他者から見た場合の視点、それからグループ、他のもの

から指摘した点、グループが、もちろん自分もそうですけど、気づかなかった部分。それ

からスタンダードなものから取り入れたもの、そういうことをどんどん自分のなかに取り

込んでいってください。取り込まないと意味ありませんのでね。取り込むことによって自

分自身の評価軸を意識している。こういうことが非常に必要になってくる。 

 自分自身の評価軸というものを豊かにしている。これが実は非常に重要な点だと考えら
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れるんですね。で、何故こういう評価軸というものが必要というと、あらためてまた個々

の点でお示ししたいんですけど、資料としてまたお配りすると思うんですけど。先ほど下

の段を作ったといいましたね、校長先生や教頭先生の協力で。それぞれの校長先生や教頭

先生ですね、個人差が当然出てくるわけですね。実はこの調査は個人差も調べることがで

きるんですよ。で、どういう個人差かっていうとですね、要するにいろんな評価の視点を

持っている管理職の人と評価の視点が少ない管理職、個人差があるんですね。当然。たと

えばこのなかにもおられると思うんですけど、教職員評価するときに授業が大事だ。授業

がだめだとそれは一人前じゃない。こういうふうに例えば思ったときにこういう授業とい

うのを最重視して、他のやつよりも授業ができてる、他のはあんまり評価の視点として使

わないけど、授業が大事だという場合は、評価のことは主に授業になりますよね。ところ

が別の校長先生、教頭先生を見てますと、管理職の人に聞くと、授業だけじゃなくて教員

と教頭とのコミュニケーションがとれるとかですよ、分掌の仕事がちゃんとやれるとか、

地域の保護者とのコミュニケーションがとれる。 

 評価の視点ていうのは個人差があるんですね。個人差をとった上で大きく答えてもらっ

た管理職の人をですね、それを大きく三つのグループに分ける。どういうグループに分け

たかっていうと�すべての評価軸を平均よりも重視する管理職、つまり先ほど、お手元の

資料でいうと資料 3ですね。この資料 3で、六つの次元ってありましたね。この六つの視

点どれも大事だと答えた管理職員ですね。これが�です。これはもちろん何百人とかです

よ。これが普通の○は二つの評価次元を主に重視している。つまり六つだったら六つの評

価次元があるのにただの二つしか重視しない。つまり例えば授業ができることとか、子供

の心がわかるとか。例えばこの二つだったら、二つは重視するけど、あんまり教員とコミ

ュニケーションとれるとか分掌をやるとかそういうのはあまり重視しない。 

 つまりその六つの評価次元のなかでも二つ特に自分は重視するというふうに答えた管理

職のグループ、これが何百人といるんですよ。それから三番目が●ですね。これは残念で

すけど、六つの次元をどれも意識化していないという。気づいていないんですね。どれも

重視しない。気づきがない管理職。これも何百人といるんですよ。で、この三つのグルー

プに分けてですね、で、自分の学校の雰囲気とか、教職員どうですか。と聞いたんですよ。

で、三つのグループごとに分けて聞いたら、これはもうものの見事に差が出たんですね。

これ見てください。結果。�はすべて左向いて、●は全部右向いて、○はすべて真ん中に

なってる。これ統計的にはっきり差が出た。つまりどういうことかっていうと、評価をす

る軸をいっぱい持てば持つほど、自分の学校を肯定的に評価する。それに対して評価の軸

が消えれば消えるほど自分の学校というものをネガティブに評価する。これははっきり出

た。つまりどういうことかっていうと、評価の軸が多ければ多いほど自分の学校は、ここ

はだめだけれどここはこういうところがある、多様評価できるわけですね。 

 逆に軸が減れば減るほどどうなるかというと、よく言うようにうちの学校には人材がい

ないなんてのが、軸が少ない、評価の軸が一つとかもしくは二つとか、もしくはないとい
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うことになると自分の評価軸に合う教員しか自分の評価にならない。それ以外は全部評価

の対象から落ちてしまう。授業ができたらいいねというのでは、授業ができないと全部落

ちてしまう。結果として自分の学校には人材がいないという話になる。逆に評価の軸がい

っぱいあればあるほど例えば授業は苦手なんだけど、教員と同僚との関係はうまくとれる

し、分掌の仕事はちゃんとやれる。だけど授業はだめでもいいやつとなるんですね。つま

り評価の軸をいっぱい持ってれば持ってるほど、評価で落ちる教員は少なくなるわけです

ね。結果として自分の学校を肯定的に評価したり、自分の学校の教職員を評価したりでき

る。評価の軸が少なければ少ないほど自分の学校にネガティブになる。 

 教職員にネガティブになる。そういうことになる。つまり最初に申し上げましたリーダ

ーとしてどういう評価軸を持つかということが大事なんです。教職員評価だけではなく、

ひいては学校評価にもかかわってくる。で、冒頭申し上げましたように相互依存性という

のは大事で、それぞれの教職員のいいところを上手に引き出して、見つけていって、そこ

をきちんと評価できる。これが一番大事なんですね。それが人材を生かすことになる。こ

れをデータとして客観的にやってみるときちっとこういう形で出る。つまりこういう評価

軸は非常に大事だというふうになってくるんですね。で、こういう管理職の評価軸が大事

だということをですね、言って理解していただいたうえでですね。次の資料 4と 5を配っ

ていただけるでしょうか。 

 評価の重要性を理解していただいた上でですね。ここのホワイトボードに書きました他

者からの視点。自分ではきづかなかったようなことを他者から他のグループから、もしく

は先ほど提示した資料 3、そういうところからどんどん取り入れていただいてですね、で、

自分のなかの評価の軸に組み込んでいただきたい。組み込んでいただくことによって、多

様な評価ができる。一般企業のアセスメント研修なんかでもだいたいそういうことをやっ

てますね。自分の評価軸をディスカッションして、最後に標準版を出す。そういうことに

よってどんどん評価の視点を広げていくと。 

 広げたものを自分のなかに取り込んでいくと、広げたものを自分のなかに取り込んでい

くことによって、評価の多様性を心がけていただくと、それが大事な視点になってくると

いうことになるんですね。で、それが自己理解、自分自身を理解して、更に自分自身の理

解を浸透させていくという非常に重要なポイントになるということですね。で、この自己

理解に関してはですね。今、スライドでお示ししている通りですね、ここに書いてあるジ

ョハリの四つの窓というですね、対人関係のなかでの自己理解の手がかりということで、

四つの窓というのをこのなかにもご存知の方たくさんおられると思います。あらためて説

明するまでもないと思うんですけど、ご存知ない方もおられるということを前提にですね、

話をさせていただきますけど、こちらの資料に書いてあるように我々人間としての個人の

成長のポイントとしては、個人の成長のためには自己を理解する。自己理解を深めること

は対人関係のなかの人格的な相互作用によって可能になる。つまり自己理解を深めること

によって、個人の成長というものがやってくる。先ほど話したようなことですね。 
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 そうしたときにひとつの手がかりになるのが、ここに書いてあるジョハリというこれは

アメリカの心理学者。心の四つの窓というところですね。これは図 1に書いてありますけ

ど、現状我々が理解している窓というのはですね、ここの第一の窓というところですね。

開放された窓。これが自分が知ってて、相手も知っている窓。で、この第一の窓というの

がいわゆる自己理解。自分が今理解している部分のことなんです。実はこの自己理解とい

うのは自分が知っている、相手が知っているというだけじゃなくて、自分は知らないけど

相手は知っている。相手は知らないけど自分は知っている。 

 両方とも知らない。実はこの四つの窓から構成される。自分というのは。で、やっぱり

自己理解を高めていく方法とは何かというと、ここのちょうど矢印、ここに書いてあるよ

うに自分が自己理解で知っているこの開放的な窓というのを広げていくっていうのが自己

理解につながると考えられるんですよね、一般的に。自己理解を深めていくためにはこの

第一の窓というのを広げていきましょうって話なんです。そうした視点に立つと、今申し

上げてたね、ご理解していただけると思うんですけど。特にこの盲点の窓。わたしは知ら

ないけど、他者は知っている。隠しているっていうのもありますけど。特に今回はここを

広げる作業ですね。要するに自分は知らないけど相手は知っているということを広げてい

くことによって、自己理解を深めていく。それが先ほどここに書きました他者からの視点、

グループからの視点、スタンダードな視点、いろんな方の他の視点を自分のなかに取り込

むことによって、自己理解というのを深めていこうという試みなんです。 

 こういう人の視点、自分が気づかなくて、人が気づいていた。もしくは他のグループが

気づいていた。もしくはスタンダード、標準的な視点を踏まえて知る。こういうものを全

部自分のなかに取り込んでいくと。全部自分のなかに取り込んでいくことによって、窓を

開いていきましょう。つまり開放された第一の窓を広げていきましょうっていう話です。

で、広げることによって自己理解を深めていく。これがアセスメント研修、今回ですね、

午前中経験していただいた一番目の大きな目的です。自分では見えなかった評価の次元。

そういうのを他の人の視点、他のグループの視点、それから標準的なものを見て理解して

いく視点。そういうことを取り込んだことによって自己理解を深めていく。 

 ひとつの点はそういうアセスメントの問題。そこのところをご理解していただいたとい

うことで。で、資料 5のほうを見ていただきたいと思うんですけど、自分の評価軸を知る

ってことが自分の自己理解につながるということで、多様な評価ができるということにな

ります。これがひとつですね。もうひとつは何かっていうとですね。評価をやっていくと

きに、これはもうひとつ横の連携ということでですね、チームの協働という話をいたしま

した。教員集団の力量をどうやって高めていくか。そういう話を午前中いたしましたけど、

それにかかわってくるんです。一般に人が人を評価するというときにですね、大きく二つ

あるというふうに言われているんです。 

 私たちが一般に人の業績を評価するときにですね、大きく二つ評価の視点があると言わ

れているんです。ひとつは課題評価と書いてありますけど、言葉を変えると課題業績とい
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うんですね。そしてもうひとつは今日お話する文脈的業績というのがあるんです。実は私

たちは組織のなかの人を評価するときには二つの視点があると言われているんですね。ひ

とつは課題業績でひとつは文脈業績。で、この課題業績というのは何かっていうと、組織

において一人ひとりに役割が与えられるんですね。A さんの役割Ｂさんの役割Ｃさんの役

割。で、その役割をきちっとこなしていくのが課題業績なんですよ。自分の役割をきちん

とこなすこと。自分の役割を十分にこなす、ここ赤く書いたのは。つまり課題業績という

のは、自分の役割を十分にこなすことが課題業績である。これは前提です。組織のなかで。

それぞれがきちっとやってみんなが共通理解をしていく。これが組織の基盤ですね。信頼

関係の。 

 自分達の役割をきちんとこなせるかどうか、これはひとつの基本です。例えば、一般の

企業でいえば例えば自動車会社でですよ、ラインによってきちんと自動車をつくる。これ

は課題評価ですね。自分が今月十台車を売らなきゃならない。ノルマ。それはＡさんだっ

たらＡさんが決められた課題、十台を売る。例えば学校でいえば、自分が 1年Ａ組の担任

だ。1年Ａ組の学級経営をきちんとやる。1年Ａ組の授業をちゃんとやる。1年Ａ組の子ど

もたちをしっかりみる。これは全部課題評価ですね。その人にあてらわれた役割。これを

まずきちっとこなすことが前提です。 

 これがきちっとやれて 1になるんですね。この研修のはじめに言いましたけれど、1足

す 1が 2になるという 2になるというのは課題業績をちゃんとやるってことなんです。課

題業績をみんながそれぞれやって、それを共通理解するという段階では、チーム力でいえ

ばここでは一番大事だけど基本の段階なんです。俗に言うほうれんそうなんですね。報告、

連絡、相談。ほうれんそうというのは一番基礎の段階ですね。これは何かというと課題業

績をちゃんとやれるかどうかなんです。 

 一人一人がちゃんと。そしたらこれは 1 足す 1 が 2 になるという感じですね。ところが、

課題業績だけやってても、1足す 1が 3にも 4にもなりません。チーム力というのは 2以

上に変動率があるって言いましたけど、じゃあこの 3 とか 4 にするにはどうすればいいか。

そのときにきいてくるのがここの文脈業績と呼ばれるもの。文脈業績というのが役割を超

えた行動や同僚への支持、支援的な行動。自校の目標達成のために積極的な姿勢を持って

いる。組織の一員として自覚を持った行動がとれるなど、教職員協働的な活動を評価する

ことが大切。つまりこの文脈的業績評価はどういうことかというと、役割を超えた行動を

とる。役割だけ一生懸命守って役割以外のことはしないじゃくて、組織のメンバー、いろ

んな人たちが役割を超えたことをする。 

 例えば困ってる人がいたら手伝ってあげるとか。組織のために行動をとるとか。こうい

うのを文脈的行動というんです。こういう文脈的行動が組織のなかに入ってくるようにな

ると、1足す 1が 3にも 4にもなる。つまり組織の結果には直接役立たないけど、組織が

やろうとするプロセスのなかでは非常に役に立つ。誰かがやると非常に役立つんですね。

これは誰かがやるって決まったわけじゃないんですけど、誰かがこういうことをやってく
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れると、組織が助かる、みんなが助かる、学校が助かる、同僚の人が助かる、管理職が助

かる。役割を超えたところが出てくると、組織力、チーム力というのはまたがくっとあが

る。役割のなかでやってても、これは 1足す 1は 2ですよって話ですよね。これを上げて

いくにはこういう文脈的評価に基づいた文脈的行動というのが出てくることになる。で、

この文脈的行動とは具体的には何かっていうと、この先ほどお配りしました資料 3。それ

をご覧ください。 

 6 番目のところに組織の一員として自覚にたった行動ができるとありますね。同じよう

に教頭の評価次元のところもやっぱり同じようなことが書いてある。組織活動というとこ

ろを見てください。組織活動のところに組織の一員として自覚にたった行動がとれるとあ

りますね。その下、自己の教育目標遂行のために積極的な姿勢をもっている。こういう学

校の教育目標や組織のために何らかの形で行動がとれる。こういうのを文脈的行動という

んです。ただこれは抽象的でですね、具体的にはなかなか分かりにくい。それで、先ほど

申し上げましたけど、やはりわたしのところでですね、一緒に大学院で勉強していた人で、

さっきの人とはまた別の人なんですけど、やっぱり文脈的行動というのがやりたいという

人が多かった。でも日本でこういうことをやってるのはありません。もちろん一般の企業

ではありますよ。学校でこういった研究をやったことはない。じゃあそういうこと調べて

みようかということで、やはり中国地方の近県の岡山とか複数ですね、管理職の人を対象

に文脈的行動はどんなものがあるか。具体的なものを出してもらいました。で、その結果

が出てるんですけど、文脈的業績に基づいた文脈的行動ということなんですね。大きく三

つに分かれました。 

 学校の教員の文脈的行動っていうのは。どういうものが出てきたかというと個人への支

援、同僚が困ってることに対し相談にのる。生徒指導で家庭訪問する際、相談にのったり

する。若い教員に学級経営の仕方や授業の仕方についてアドバイスする。若い子に教室環

境の設定の仕方を助言したり手伝ったりする。それから新しくきた先生や初任者の先生に

職場のことや仕事のことを親切に教える。生活ノートや交換ノートにはコメントを書く。

会議の円滑な運営に向けて手伝ったり助言したりする。保護者との連携を図るために通信

等を発行し、様子を伝える。夜仕事に追われている先生を一人にせずに一緒に残ることが

ある。放課後を利用して気になる生徒と話し合う。 

 行事等で当日突発的なことや気づいたことについて対応する。これは個人、誰か困って

いる、もしくはとまどっているような同僚に手を差し伸べる。やらなくてもいいことです

よね。誰かがやらなくてはいけないけど、決まりはないんだけど誰かがこういうことをや

ると非常に助かる。まずこれ個人への支援ですね。それから二番目、学校という仕事の環

境をつくるための支援。電話やインターフォンが鳴るとすぐ出る。お客さんがきたら対応

する。職員室のコーヒーや砂糖がなくなりそうなとき補充する。朝、お湯や飲み物の準備

をする。職員室や印刷室の整理整頓をする。 

 コピー機など用紙がなくなったら補充する。こういうのは要するに職員室を中心とした
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環境整備ですね。これも誰かがやるって決まったわけじゃない。自発的にこういう行動を

誰かがとってくれたら非常に助かる。こういうのが第二番目ですね。それから第三番目。

組織への支援。修学旅行のしおり作成等で、要求されている以上のより良いものをつくる。

自分のクラス以外でも壊れたところやガラスの修理をする。優れた活動に対し、すすんで

協力する。担任や担当の先生が出張で不在のとき授業を申し出たり自習監督をする。研究

授業や公開授業の準備や手伝いをする。 

 修学旅行等の行事で役割ではないが、朝早くおきて起床の時間に備える。こういうのは

組織への支援。誰か一人を支援することによって、学校全体が助かる。こういうところが

やはり頻繁に出てくる。教職員の間で、役割を超えて自発的に出てくる。こういうところ

が出てくると組織としては非常に楽になる。みんなが非常に嬉しくなるし、助け合う。協

働性というのはまさにこういうことだと思う。だから文脈的業績、個人の役割じゃない。

ですから課題業績ではない文脈的なものなんですね。文脈というのはまさにその状況状況

っていうね。組織の文脈、状況ですね。その組織の状況のなかで、それぞれのメンバーが

自発的にこういう行動を起こしていく。こういう役割を超えた行動ができるようになって

くると、教員集団の協働性というのはがらっと高まる。だからさっきの資料 3のスタンダ

ードでいえば、組織の自覚にたった行動ができるとか、みんなのために積極的な支援がで

きるなんてのも、細かく見ていけばこういうことになるんですね。で、なぜこれが大事か

というと、これも、もう当然のことながら皆さん方が学校に戻られて、教頭先生が自分の

学校の教職員の方たちを前にですよ、やっぱり組織力が大事だとか、そのためにはみんな

の行動が必要だって言いますね。 

 一方で教頭がみんなで支えあおうみんなで助け合おう、チームワークが大事だと一方で

はいっておきながら、もし皆さん方が教職員を評価するときにですよ、この文脈的業績、

文脈的行動を評価しなかったらどうなりますか。教員のほうは。うちの教頭は協働が大事

だ、チームワークが大事だ、協働が大事だ、みんなで支えあうのが大事だ、と言っておき

ながら我々はこういう文脈的行動をしても何も評価してくれないという話になるとどうな

るかっていうとやめようかという話になりますね。ですからアセスメントでもほんとに協

働が大事、ほんとにチームワークが大事、ほんとに教職員同士の協働性が大事、ほんとに

支えあいが大事だと思っているんであれば、これをちゃんと評価してくださいという話に

なるんですね。文脈的行動をちゃんと評価しましょうという話になるんですね。これ当然

でしょ。教員側からすれば。一方では協働が大事だ、チームワークが大事だ、散々言って

おきながら実際に教員を評価する段階で、この文脈的効果を評価しなかったらどうなるか

というと、うちの管理職は協働が大事だとか言いながらちっとも認められない、という話

になるんですね。 

 一生懸命今言ったこういう文脈的行動をみんなが示したにしても、管理職が全然評価し

ないとなると逆に問題になる。よかれと思ってやったのに認めてくれない。じゃあもうや

めようかという話になりますね。だからアセスメントが連動してるんですね。文脈的行動
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をきちんと評価してあげるのが大事なんですね。で、これはごく最近の話ですけど、今出

てきたのは。1,990 年代。特に欧米で出てきました。チーム力やチームワークとかですね。

組織力。コラボレーションとかですね。こういうのが大事だと言われるようになってきて、

文脈的行動だとか文脈的業績とか出てきたんですね。で、もうアメリカあたりですね、一

般の企業だと、文脈的業績を評価できない人間は管理職になれないといわれるぐらい厳し

いんですよ。 

 課題評価は評価するのはこれは当たり前ですね。管理職として。一人一人の役割をちゃ

んとやってるかどうか点検するわけですから、これはある意味やれて当たり前なんです。

アセスメントは。ところがそれだけ評価して、それだけ認めてあげても 1足す 1は 2以上

にはならないんですね。結局。それぞれが自分のことを 100 パーセントやってたら 1足す

1 は 2 なんですよ。じゃあ 1 足す 1 が 3 にも 4 にもなるにはどうしたらいいかといったら、

その役割を超えてみんなが組織のため、同僚のためみんなのためよかれと思って行動をと

る、そういう文脈的行動がプロセスのなかでみんなが汗をかく、みんなが協力し合う。そ

れはチームワークも向上するし、組織力も向上するでしょう。それを実際に認めてあげる

と教員はああウチの管理職見てるところは見てるなと、ああ、うちの管理職はちゃんとし

っかり我々を見てるやっぱり信頼できるなあとなるんですね。 

 ところが逆にさっき言ったように口では協働が大事だチームワークが大事だと言ってお

きながら全然評価しないとみんながそういうことになる。あくまでこの行動の背後には自

発っていうのがあるんですね。義務じゃなくて自発性なんですよ。それぞれの自発性が

100 パーセントになってるんですね。役割は一応義務ですからやらねば、与えられた役割。

やらざるを得ないんです。半分は。役割。ところが文脈的行動というのはあくまで自発性

にかかってるんですね。教職員の。自発性を引き出していく。これが大事なんだ。で、こ

れによって文脈的行動、文脈的業績というものをちゃんと認めていってあげる。それが協

働であり、チームワークの向上であり、深く関連している。そこが大きなポイントだった

んですね。そこをきちんと理解していく話ですね。ここは。ここまで話をしてアセスメン

トの対応をご理解していただけたんじゃないかなあと思いますけど。この演習の一番最初

に皆さんにある事例を評価していただきましたけど、同じように二例の事例を今からお配

りしますんで、それをちょっと評価してみてください。佐藤太郎さんと鈴木次郎さんでお

願いしたいんですけど。 

 前半、田中さんと山本さんを評価していただきました。午後に佐藤さんと鈴木さんとい

うことで評価していただきました。午前中と午後であきらかに違う点があるともうお気づ

きかと思うんですけど。田中さんと山本さんの事例では自らの課題には取り組むがそれ以

外は消極的な場合が多い。困っている同僚がいてもそれほど関心を示さず、自ら進んでし

ない傾向がある。ところが今皆さん方に評価していただいた方はですね、よく気がつき困

っている同僚がいると自ら進んで協力を申し出る。これ佐藤さんの事例ですね。同じよう

に鈴木さんの事例だといろんな面で教職員に気を配り、みんなが気持ちよく働く環境づく
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りに貢献している。 

 職務に追われている同僚や困ってる同僚に対しては自分の職務に関係なくても自ら進ん

でフォローする。つまりここで今回皆さん方に経験していただいたこの事例ではですね。

前半の二人は今話している状況でいうと文脈的行動をほとんどとらない教員が午前中の事

例ですね。 

 それから午後の二人の事例はですね、これはここでいうところの文脈的行動をよくとる

事例ですね。で、皆さん方ももうこれはお気づきになられたと思うんですが、そこが違う。

だからおそらく今評価していただいた部分が午前中より肯定的な評価をされてるんじゃな

いかなあという推測が成り立つわけです。そこに気づくと気づかない。気づく場合はそう

いうことをプラスアルファで、学級経営とか、教科指導とか、分掌とか、そういうこと以

外の部分で、自分の役割以外のこともやるということで、気づいていただけたんじゃない

かなあというふうなことですね。そこを肯定的に評価するということが出てきたんじゃな

いかなあと推測されるわけですね。 

 今回は、あくまでも皆さん方に体験していただいて、皆さん方がやっていただいたもの

を回収したりしませんのでね、拝見していただいた部分になるわけですけど、実はこれは

ですね、わたしもアセスメント研修を何回もやったことがありますし、実際に種明かしを

せずにですね、全部終わってから種明かしするわけですけど、実際に皆さん方がここで答

えてもらったものを回収して分析した結果なんですね。その結果を見ると非常に面白い結

果が出てるんです。これをちょっとお見せしたいと思います。ここにスクールリーダーの

アセスメント効果と書いてありますね、リーダーの自己理解におけるアセスメント能力の

タイプと書いてありますね。 

 これね、2,009 年おととしの話です。ある市でですね、新任管理職研修をやったんです

よ。これも非常によく似たアセスメント研修をやったんですね。そのときは皆さん方回答

していただいたものを回収して分析してみたんです。そしたら面白い結果がでました。こ

っちのほうが事前研修をやる前、今日で言えば午前中の一番最初にやった評価してもらっ

たやつ、それから研修がほぼ終わった後の調査、今評価してもらった部分ですね。事後の

評価です。事前と事後で事例を読んでいただいて、その事例の教員をどう評価するかって

いうのを求めたんです。で、どういうふうに違うかっていうとですね、この緑の教員の事

例はどんな事例かっていうとですね、文脈的行動をいっぱいとる教員。それに対して青の

事例は、文脈的行動をほとんどとらない教員の事例です。で、事前と事後で比べてみたん

ですね。さっきアセスメントのところでありましたね、評価の軸をいっぱい持っている管

理職と評価の次元が二つくらいしかない、二つの次元を特別に重視する。どの評価の次元

を重視するっていうのは、はっきり軸を持たない管理職。三つにわけて、軸が多いほど肯

定的に評価するというあの折れ線グラフありましたね。あれによって管理職を三つに分け

たんですよ。 

 評価の軸をいっぱい持っている管理職と、中程度しか評価の軸を持ってない管理職と、
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評価の軸をはっきり持ってない管理職。三つに分けて、三つのグループごとに比較してみ

た。そしたらこれね、大変興味深い結果が出ました。どういう結果が出たかっていうと一

枚目にはここに書いてあるように評価の軸を多くもつ管理職の場合はどう変化したかって

いうと、事前と事後で比べてみると、緑がぐっとあがって青がほとんどない。最初はほと

んど差がありません。ところが事後に評価してみると、緑と青ではっきり差が出る。評価

の軸をいっぱい持っている管理職はアセスメントの研修を受けることによって、文脈的業

績に対して、敏感に反応して、文脈的業績を多くとる教員をぐっと肯定的に評価する。そ

れに対して、文脈的行動をほとんどとらない教員は、最初は変わらなかったのに、研修の

あと、どんと低くなる。これは予想できることですね。 

 研修を受けることによって評価の次元が意識されるようになってきて、文脈的行動も評

価の基準として組み込むってことで、それを多くとる。つまり緑の教員を高く評価して、

文脈的行動をほとんどとらない青の教員を低く評価する。これは予想通りでした。これは

評価の軸をいっぱい持っている管理職。これ一番上ですね。それから二番目です。評価の

軸を中程度、二つとか三つぐらいですね。ちょうど○のほうです。そういう管理職はどう

だったかというと、このグループの回答だけ集めて分析してみると、やっぱり同じ傾向が

出ました。研修をする前だとこれ、緑と青で差がありません。つまり文脈的業績をとろう

ととるまいと、その教員に対する評価というのは変わらない。 

 今ここで言えば佐藤さんと田中さんで差がないってこと。研修をやる前。ところがアセ

スメント研修をやった後だと同じようにはっきりこれも差が出ました。つまり研修をやる

ことによって気づいてもらって、文脈的行動をいっぱいとる教員を非常に高く評価してい

ると。それに対して文脈的行動をあまりとらない教員を低く評価している。緑はぐっと上

がって青は下がる。同じ傾向ですね。この二つは同じような結果が出た。ところが次に三

番目。評価軸の少ない教員。つまりさっきの例で言えば●ですね。評価の軸が減っていく

と、評価の軸が少ない管理職グループはどう出たかというと、ここだけ特殊な結果を示し

た。どういう結果を示したかというと最初は割りと差があるようなんだけど、研修を終わ

っても全然違う方向。つまり文脈的業績をいっぱいとろうと、文脈的業績をほとんどとら

ないと評価に変化がない。むしろ緑が若干落ちてる。青が少しあがる変則的な方向になっ

てますね。つまりこの研修をやってみても、あんまり文脈的業績、文脈的行動に対する評

価っていうものの気づきがあんまり出にくい。はっきり出た。いえることは何かというと

ほとんど変化がないってことですね。研修をやろうとやるまいと。評価軸が少ない管理職

は。それに対して評価軸が中程度、もしくは評価軸が増えてるとどうなるかというと今見

たように、はっきり緑は意識されて上がるし、青は意識されて下がるという結果が出たん

ですね。 

 これはきれいに差が出る。ところが評価軸が少ない管理職になってしまうと、どうなる

かっていうとこういうかたちで研修の効果がほとんど出ない。そういう結果が出ました。

つまりこれはどういうことを示しているかっていうと、こういう文脈的業績とか文脈的行

123



 

動のことを言っても、まさに根本にあるアセスメントの評価の次元が広がらないと効果が

出ないということですね。これはもうはっきり出た。そういう行動というものが管理職の

アセスメントにかかわってくる。教頭と組織コミュニケーションと書きましたけど、課題

取組で意識化が、これ先ほど書きました。これ今回の分科会の取り組みで意識化って書き

ましたけど、日々取り組んでいる業務なり仕事なりを意識化していくと、その意識化が気

づきへとつながって、気づきから自己理解、それから成長へとつながる。そういう意識化

のなかにリフレクティブな活動っていうものが組み込まれている。それで今回は皆様方に

なるべく意識化していただくためにまずは個人で評価してもらって、そこに他者からのフ

ィードバックが書いてあるけど、他者とのディスカッション、それで今度は他のグループ

からの視点というものも取り組んでいく。 

 それから今日の午後の最初にやりました標準化、そういうものを提示することによって、

そういう標準化の視点も取り込んできた。そういうものを取り込んでいきながら自分の評

価の視点というものを多様な視点としてみていきましょう。そういう意識化。これが大事

ですよという話。惰性というのはその反対ですよって話。そういう意識化ということを通

しながら、ここの一番下に書いてある多様な教職員の特性というものを評価していくと。

これは今の人材をいかに活用していくか。今こういうご時世ですから、教員を 1校 1校あ

たり人数を増やすとかですよ。 

 学校どんどん設備投資して、現状のままで組織力をいかに高めていくか、そういう話に

なってくると、そこにいる教職員のそれぞれの特性を的確に評価していく。そしてそれぞ

れの特性が同時に引きだせるようなそういう組織作りをやっていく。それが例えば多様な

教職員の特性を評価する。で、そのために重要なのは肯定的なフィードバック。職員室で

もそうですよ。ネガティブなフィードバックがかかってくる職場と肯定的なフィードバッ

クがかかっている職場、これでも全然違う。職場で一生懸命教員がやっている、そしたら

他の同僚がお疲れ様、よくがんばったね、大変だったろって、ポジティブなフィードバッ

クがどんどんかかってくる。そういう職場っていうのは受けたことがみんなが認められて、

褒められる。よかったな、自分がよかれと思ってやったことがみんなから認められる、よ

しがんばろうそういう気になりますね。次も自分もがんばろうってなる。これは肯定的な

フィードバックがかかってる証拠なんですね。それに対してネガティブなフィードバック

がかかってる。 

 なんだこんなこともできないのか。それはやれて当たり前だろ。もしくはあなたちょっ

とやりすぎじゃないの。他の人と足並みをそろえたら、そこまでやらなくていいのに。一

生懸命がんばって管理職になりたいのとかね。そういうふうにネガティブなフィードバッ

クがかかってくる職場っていうのは当然、個人の意欲を減退させます。自分は同僚のため

組織のためよかれと思ったのに、周りがそんなこと言う。やらなくていい。周りとあわせ

ろ。ネガティブなフィードバックがかかる。そしたらよかれと思ってやったのにもう二度

とやるもんかって話になりますね。やっぱり肯定的なフィードバックがかかってくる、こ
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れ大事ですね。 

 フィードバックがかかることによってお互いに認め合おうとなる。あいつはあれができ

ないこれができないだから駄目だ。あの先生はあれもできないこれもできない、Ａもでき

ないＢもできないだから駄目だ。どんどんつながっていってお互いに非難し合う。例えば

あの先生はＡはできないけどＢはできる。ＡＢＣはできないけどＤはできる。このＤとい

うのは他の人は実はできない。だから貴重なんだ。できるところを褒める。これは学級経

営と同じですね。それぞれの教員のよさをきちんと認める。いいところを引き出してやる。

そういうお互いに認め合う。こういうものが肯定的なフィードバックやお互いに認め合う

コミュニケーション、こういうものが前向きの議論へと結びついていく。それから教頭先

生は学校のなかの内部の実質的なコミュニケーションを行います。で、よく言われるのが、

雑談のな中でいかに情報を収集するか。各学年、調査、いろんなところから雑談の中から

情報を収集する。 

 リーダーシップには四つ力が必要だ。ひとつは何か、意思決定能力。二番目は影響力。

三番目は何か。関係を構築する力。人間関係を含めてね。四番目は何かというと情報力な

んです。いかに情報を収集するか。明日から高校野球始まりますけど、ああいったスポー

ツでも何でもそうです。相手に勝つためにはどうすればいいか。ビデオなんかを調べて、

相手のチームの弱点、長所、強いところ弱いところ、どこか。みんな丸裸にしますね。情

報力がものをいいますね。リーダーシップにとって情報力というのは四番目に重要なもの

なんです。情報収集というのは、教頭、副校長の重要なリーダーシップです。こういうの

を含めながら、教職員の評価、多様な特性を評価していくと。で、最初に書きました相互

依存関係としての組織。お互いに依存関係だと認識する。何でも一人でやるんだったら、

組織なんてつくる必要ない。自分一人でやれるわけですから。校長一人で。自分が授業を

やって、分掌もやって、保護者の対応もやって、全部やれるんだったら校長一人でいいで

すね。学校は。 

 ところがそうはいかない。組織が必要である。みんながそれぞれ役割を割り振られて、

その役割をそれぞれが十分にこなしていくと。お互いに助け合う。そういうことを通しな

がら、組織というのはうまく転がっていく。そういうふうに考えていくとここに書いてあ

る相互依存関係としての組織っていうのはきちんと理解できる。相互依存関係を上手に生

かすためには、教職員の多様性というのを上手に引き出していく。で、最終的にここに集

団効力感とありますけど、これどういうことかっていうと一人だとこれ、自己効力感とい

われるんですね。つまりわたしはできるって話。わたしはなんでもすることができる。こ

れ自己効力感。自分が何でもやれる。遂行できる。ところが集団やチームが発達していっ

て、成熟していくとどうなるかというと、こういう自己効力感というね、それからそれが

移っていってどうなるかといったらこれが集団効力感というものに変わっていく。 

 私たちはまるまるすることができる。こういうふうな認識に変わってくるってことです

ね。わたしはできるから私たちはできる。アイキャンからウィキャンに変わる。こうなる
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とチームは強くなる。チームレベルが高まっていくと、どうなるかっていうとアイという

言葉からウィーに変わります。皆さん方もご存知の通りですね、昨年の男子のサッカー、

ワールドカップもそうです。 

 今年の女子のサッカーのなでしこもそうですけど。テレビなんかでインタビュー見てて

よくご存知かと思うんですけど、男子サッカーも女子サッカーも試合が変わるたびにどう

いうふうにインタビューが変わるかというと、最初はわたしは、わたしはって言ってるん

ですね。ところがだんだん勝っていくとどうなるかっていうと我々はと出てくる。我々は

みんなが意識が高まってきている。我々のチームは、ウィーという発言に変わるんですね。

つまりチームワークが高まっていくと、アイキャンじゃなくてウィキャンになるんですね。

これはなにもスポーツ集団だけじゃない。 

 ありとあらゆる我々の人間社会の中の集団の特性。チームワークが高まっていくことで

どうなるかというと、アイキャンじゃなくてウィキャンになるんですね。我々ができるっ

ていうんですね。そういうことをもてる、もてるようになる。で、こういう意識が高まっ

てくると、さっき言った集団効力感。チームワークが一歩上がっていくひとつの大きなき

っかけになる。そういう状態になったときにはこういうコミュニケーションがわりと行わ

れやすい。何か質問ありませんか。 

 

【大阪・澤田】 

 大阪から参りました澤田と申します。文脈的という言葉がちょっとわからないんですが。 

 

【淵上】 

 文脈的という言葉は、課題というのは明らかに結果と直結してるんですね。だから車を

何台売るとかですよ。個人の与えられた役割の課題を遂行できたことによる、そこで判断

する。例えば子供だったらテストで 90 点以上とった。これが役割だったらそれは課題で

すよね。ある結果を出すプロセスのなかでどれだけそのプロセスを生み出すために貢献し

たか。そういう意味なんですよ。文脈的業績というのは。まさにその意味で文脈、状況で

文脈、どれだけ貢献できたかって意味なんです。 

 だから文脈的業績のなかで例えば研修がうまくいくと。研修が成功する。これは課題評

価ですよね。ところが研修がうまくいくために自分は朝早くから来て、不測の事態に備え

るというのは文脈的業績なんです。プロセスに貢献しているわけですから。そういうこと

です。英語ではコンテキストっていうんですね。まさに文脈。だからプロセスのところを

スクールリーダーが見てあげることができるかどうか。そういう意味です。 

 

【神奈川・中村】 

 神奈川からきた中村と申します。文脈的業績を上げるために我々教員はどういうふうに

かかわっていったらいいのかっていうのが難しいので、誰かがやってくれるとそれに対し
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てありがとうって声をかけられるんですけど、どういうふうに行動に移ってもらえるのか

っていうのは大きな課題で。やってくれたときにはアプローチできるんですけど、やって

ほしいときにどうすれば、要するに教頭が背中を見せて動いても、それは違うと思ってる

んですね。やってくれたときにはそういうふうにアプローチするんですが、やってくれた

教員が欠員したときに、じゃあその後誰がやってくれるだろうって。今まで円滑に動いて

た部分が役割の職員が欠勤してしまったときに文脈っていうのは非常に難しい。そういう

ところで悩んでいるんです。 

 

【淵上】 

 おっしゃったようにそこは非常に難しいところなんです。ただできれば、プロセスのな

かでですね、当然他の教員の人たちは見てるわけですね。その人がいなくなるまでに。そ

の人がそういう文脈的行動をとっていたら、ほめてあげるとか認めてあげるとか。そうい

うことを周りの人たちは見てるわけですね、同僚の人たち。だからこういうことをやれば

こういうこともちゃんと見てくれる。ほんとに思ってくれているんであれば、おそらくそ

の人だけじゃなくて、ほんとに信用してるんであれば他の先生たちにも意識できることが

大きいと思うんですね。だからその辺がうまく浸透できるかどうかって話でしょ。 

 

【司会】 

 ここで休憩をとりたいと思います。 

 

－休憩－ 

 

【淵上】 

 先ほどですね、午前中の演習の意義っていうのを話をさせていただきました。役割だけ

じゃなくてですね。それに関連するようなですね、ものについても話をさせていただいた

わけです。で、今回こういうアセスメント研修をやったということで、だいたい今回ご理

解していただいたということでですね、後半は今回の研修だけじゃなくてですね、なぜマ

ネージメントというのが学校のなかで必要になってくるのか。そうしたときにマネージメ

ントをいわゆる組織ではなくて人の情報というですね、そういうものがきちんと整ってほ

しかったというふうな話になります。 

 当然、ものである組織のハード面とですね、それからお金っていうのはマネージメント

で重要な側面になりますけど、今回の話、どちらかというと組織のソフトの面ですね。人

間というものが対象で、その人をきちっと的確にマネージメントすることによってですね、

組織力を向上させていくのかということについてですね、今回人っていうものを中心に話

をしてきました。組織のなかのハード面とソフト面の話ですね、それはよく言われるわけ

ですけど、いわゆる組織っていうのはですね、その組織の仕組みとか構造、いわゆる箱で
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すね、ルールであったり規則であったり手続きであったり、それから設備であったり、建

物であったり、施設であったりですね、機械であったり、そういうものを組織のハード構

造といいますね。それからその中にいる人間。その人、人の意識とか人の心とかもしくは

人間関係だとか。リーダーシップだとか。それを組織のソフト構造といいますね。よくい

われるのが、ここにこういう三角形を書きましたけど、これを水面に氷が浮かんでいると

考えてください。 

 要するに組織改革のなかでよくたとえられるのはですね、この氷の見える、水面から出

ている、これを何か、それからもう一個はですね。この水面のなかに隠れていて見えない

部分。氷山の一角なんてよくいいますけど、氷を水に浮かべると赤い部分というのは目に

見えます。この下に隠れている青い部分ていうのが大きいわけですね。組織改革のなかで

よくたとえられるのは、目に見えるものというのはいわゆる組織のハード構造と呼ばれる

ものですね。水面から下、見えないものは組織のソフト構造と呼ばれるもの。ハード構造

とは何かっていうと規則とかルールとか手続きとか、もしくは施設とか設備とかそういう

組織の箱を作るものですね。 

 ソフト構造とは何かっていうとこれは人であったり人の意思であったり人間関係であっ

たり、その組織をとりまく雰囲気だったり、そういうものが組織のソフト構造ですね。よ

く言われるのが、組織を改革するとか組織を変革するといったときにこれは実は両方がワ

ンセットになってるということですね。両方がワンセットで初めて組織の改革とか変革と

かおきる。目に見える部分だけ変えても駄目なんです。つまりハードだけをいじっても規

則やルールや手続きや施設、そういう組織のハードをどれだけいじっても、本当の改革に

はならない。実はその見えない部分まで変えてほんとの組織の改革や変革というのは成り

立つんだ。組織改革って言った場合に、ハードとソフトと両方変えないと組織改革という

のはうまくいかない。よく言われるように表紙だけ変えて中身が変わらないといくら組織

を変えたってほんとに変えたことにはならない。あれと一緒ですね。 

 表紙っていうのがハードで、中身っていうのはソフト構造です。そういう意味でソフト

構造というのは大事だっていうことですね。ルールや規則や手続きや施設を立派なものに

しても中身、住んで日々活動して生活をする人間、そういうものの意識やその人間をとり

まく風土・雰囲気、そういうものを変えていかないと組織改革にはならないというのはま

さにこのことなんですね。ソフト構造っていうのが実は大事なんだ。そういう意味で、こ

の人間っていうね、チームワークの向上にしろ協働にしろ、そこにいる人間のあり方って

いうのが非常に重要だ。ということで今日はアセスメントとか協働とかコラボレーション

とかそういうテーマで話してきました。これは組織の一般論です。 

 それからもうひとつ、こういうものが大事かっていうね、特に学校の教育が何故大事か

っていうんで。ヒューマンサービス業としての学校組織。いろんな組織を分類してみると、

学校というのは、昔から経営学とか分類されてます。組織の分類で。経営学の中で組織を

分類すると例えば生産組織とか売買組織とかありますね。物をつくったり物を売買したり。
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銀行とか百貨店とかですよ。自動車会社とか。それから官公庁ですね。県庁市役所。そう

いういろいろな私たちの身の周りにある組織を分類していくと、学校というのはどういう

分類のされ方をするかっていうと、学校というのはヒューマンサービス組織と分類される

んです。そして学校と中に入るヒューマンサービス組織っていうのは何かっていうと、病

院。これもヒューマンサービス組織です。 

 それからあと福祉施設、医療、福祉産。学校、ヒューマンサービス組織に分類されるん

ですね。じゃあこのヒューマンサービス組織っていうのは目的は何かっていうと他者を社

会化に働きかけたり、他者を社会に復帰させることが目的である。何かものをつくって売

り上げたり、利益を生み出したい。何か契約をしてお金もうけをしたり、そういう発想で

はないんですね。ヒューマンサービス組織っていうのは何かっていうとひとつは他者を社

会化へと働きかける。もうひとつは他者を社会に復帰させる。もう皆さん方おわかりだと

思うんですけど、社会に復帰させる目的っていうのは何か、これは病院ですね。 

 病院とか高齢者の福祉組織ですね。これは心身に病をもった人が、そこで治療を受けて

回復して社会に復帰する。学校とは何かというと他者を社会化へ促す。社会化とは何かと

いうと一般でいうと一人前の大人になるという。成長して大人になってその自分が住んで

いる社会の規則やルールや規範を自分のなかに取り込んでいって、それから人に対する思

いやりとか人間関係とか、そういうものを上手に築いていく。これが社会化っていうんで

すけど。子どもが成長発達して、大人になっていく。それを援助、支援する。そういう組

織が学校である。ヒューマンサポート組織って言った場合に学校の目的っていうのは他者

を社会化へと働きかける。で、このヒューマンサポート組織の特徴っていうのは何かって

いうと、人とのかかわりのなかで仕事が遂行される。これが特徴です。ですからこの人と

のかかわりがなくなったら、仕事が成立しなくなる。 

 学校でも子どもがいなくなると学校の存在理由がなくなりますし、病気にかかる人がい

なくなって健康体になる人間が増える、そしたら病院がいらなくなります。したがって、

これどういうふうに言えるかっていうと、ヒューマンサービス組織の特徴が、人とのかか

わりの中で仕事が遂行される。これがヒューマンサービス組織の特徴です。そこでヒュー

マンサービス組織の特徴の一つに仕事本来の姿、難しさがあります。つまり先ほどいった

ように自分で一人でやれるかどうか、これをテクニカルスキルっていうんですね。これが

ひとつ重要です。 

 これはなにもヒューマンサービス組織だけじゃないんです。一般の企業でも、一般の会

社でも、テクニカルスキルっていうのは重要ですね。つまり仕事をきちんと覚えていく。

自分の中で仕事をきちんと覚えて、一人前になっていく。これはとても重要です。ところ

がヒューマンサービス業っていうのはもう一つある。仕事本来の姿と人とのかかわりの中

で仕事が遂行される。もう一点は人間関係の難しさにある。これが要するにヒューマンス

キル。ヒューマンサービス業の特徴、学校とか医療とか福祉とかそういう組織の特徴って

いうのは、テクニカルスキルだけじゃだめだということですね。ヒューマンスキルも求め
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られるということですね。この二つが求められるのがヒューマンサービス組織の特徴です。

よくあると思うんですよね。注射の仕方が抜群にうまい。つまりテクニカルスキルはもの

すごくあるんです。ところが患者に対してものすごくつっけんどんで冷たい。だから患者

さんの間でもひどく人気が悪い。それはテクニカルスキルが非常に高くてヒューマンスキ

ルが低い。 

 逆の看護婦さん、注射の仕方がものすごく下手だ。何度も刺しなおしをする。ところが、

ものすごく患者さんとコミュニケーションがとれて、患者さんにすごく人気がある。これ

はテクニカルスキルは低いけどヒューマンスキルは高い。ほんとはこれ両方あったほうが

いいんですね。注射の打ち方も上手だし、患者さんとの関係もうまくとれる。これは学校

も同じことです。相手は物ではありませんから、子どもですから、人間に対してかかわっ

ていくというときに、単に知識だけがあって、それだけじゃなく、やっぱりそれを言葉で

子どもに上手に伝えていく。 

 授業だけじゃなくて、生徒指導、学級運営、こういうのは全部子供との関係がうまくと

れるかどうか。つまりテクニカルスキルだけじゃなくてヒューマンスキルも求められる。

両方が求められるのが、ヒューマンサービス業の大きな特徴です。さて、このヒューマン

サービス業というのは、ヒューマンサービススキルというのが広く求められるんで、どっ

ちかというと与える仕事なんですね。子どもに対して与える、患者さんに対して与える。

与えるばかりだと人間どうなるかっていうと枯れてしまう。自分自身が。自分自身が枯れ

て燃え尽きてしまう。聞いたことあるかと思うんですけどバーンアウトなんていうのはま

さにこのヒューマンスキル。それは 1,980 年代、昭和の終わりぐらいから、急激に注目さ

れるようになってきたヒューマンサービス組織に特徴なバーンアウトというのが非常に多

い。 

 自分で気持ちを与えて共感して、相手に配慮して、そういうことばかりやってると自分

自身が燃え尽きてしまう。だからそういうバーンアウト現象というのはヒューマンサービ

ス組織に従事している人が多いですよっていうのがわかってきた。ここ三十年ぐらい。じ

ゃあバーンアウトにならないためには何が必要か。お互いに支えあいましょう。お互いに

協力しあいましょう。自分が疲れているときには、誰かが手を差し伸べてくれる。自分が

少し余裕があるときに手を差し伸べてあげる。お互いにそうやって助け合いながら、協力

しあいながら、そういう協働性、親和。そういうのがとりわけ重視されるのが、ヒューマ

ンサービス組織である。自分がバーンアウトになり、多くの人が仕事を続けるのが困難に

なってやめてしまう。教員に非常に多い。介護福祉士とか非常に辛い。看護士さんやめる

人が多い。ヒューマンスキルというのがバーンアウトとの関連で、やめる人が非常に多い。

だから職場のみんなで、助け合いましょう、支えあいましょう。そういうことが大事です

よって話なんです。 

 これはまさにもともともっている協働とか、コラボレーションとか、と呼ばれる一番の

元はここなんですね。これは一昔前は言われなかったんですよ。学校の先生には。学校の
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先生にとってみれば、一昔前は、よく言われるように学校の仕事ってのは個業である。こ

れは昔からよく言われてました。学校の先生の仕事っていうのは学級経営をちゃんとやっ

て、教科指導ちゃんとやって、自分のクラスをちゃんと面倒見れる。それでいいんだ。自

己完結的。自分のクラスだけちゃんと見ておけばいい。自分のクラスの子どもだけちゃん

と見ておけばいい。もしくは中学だったら自分の学年だけちゃんと見ておけばいいとかね。

個業。デザイナーとしての教師、アクターとしての教師、エヴァリエイターとしての教師、

つまり自分で授業を設計して、教室で演じる、子どもたちがどれだけ理解したかというの

を評価する。 

 そういうデザイナー、アクター、エヴァリエイターとしての教師っていうのがまさに個

業なんですね。それで良かった。じゃあ学校全体は誰が見るのか。これは管理職が見る。

これは校長、教頭にまかせておけばいい。昔は学校組織、マネジメントなんて言葉はなか

った。昔は組織マネジメントなんて言葉はなかった。学校管理という言葉はありました。

じゃあ学校管理とは何かというと、上から言われたことをいかに周知したか。下に周知徹

底させるかっていうこと。 

 文部省が言ったことを都道府県がそれを受け取って、教育委員会から学校にばあっと伝

達されて、各学校のリーダーである校長、もしくは教頭がいかに下に周知徹底させるか。

そういう管理っていうのはあったんですけど、マネジメントというのはなかったんですね。

昔は。ところがもう皆さんご存知の通り、ひとつのクラスのなかで解決できない問題がい

っぱい出てきました。教育の問題。これは例えば子どもの問題でいうとイジメの問題とか、

学級崩壊の問題とか。いろんな問題出てくるようになった。それはクラスのなかだけじゃ

なくて、できればみんなで取り組む、もしくは学校で取り組む。そういうふうな話になっ

てきました。 

 それから安全教育とか危機管理とか、いろんな問題出てきます。こういう問題っていう

のは一人一人クラスごとに対応するんじゃなくて、学校全体で対応していかなければなら

ない。保護者への対応。地域とのかかわり。そういうのも学校ごとに対応していく。つま

り、クラスのなかで一人一人個業をやっていた段階から今度は組織としてどうやるか。学

校を運営していくか。それと同時に学校の活性化、顔の見える学校をつくりましょう。昔

は子どもがじゃんじゃん生まれている時代は、それこそ公立学校なんていうのはねっ転

がっていても子供たちはじゃんじゃん入ってくる。 

 組織としては存続できた。ところが今は少子化の段階で、国の財政も厳しくなってる。

学校が子供を選んでいた時代から、子どもが学校を選ぶ時代になった。子供が親と一緒に

どこの学校にしようかな、ＡＢＣを選ぶ時代になった。学校はそれぞれ顔が見えるように

しましょう。この学校に入れればどういう子供になりますか。この学校ではどういう人材

に育成されますか。ちゃんと見せて。学校評価、教職員評価。学校できちっとやったこと

にたいして説明していきましょう。その説明していくために、自分の学校を卒業すればど

ういう子どもが育っていくか。それぞれ顔が見える学校をつくりましょうという話になっ
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てきた。地域に根付いた学校、なんか特別な科目を、なんか特定の教育目標をかかげて、

自分の学校を卒業すれば他にはないこういう能力が、こういう力が身につきますよって形

で、学校がむしろそういう形でアピールするようになった。 

 そういう時代になってきたときに、まさにマネージメントが必要になってきたんですね。

組織として対応しながら学校として個性を出すという話になってきたら、上から言われた

とおり、下に周知徹底させるよりも、むしろ学校の教職員が、管理職を含めてみんなで知

恵を出し合いながら、ああでもないこうでもないと言いながら、自分達の学校の個性を出

していく。なんていう時代になってきたんですね。そこでマネージメントなんて言葉が出

てきたんですね。そしてマネージメントが出てくることになって、初めて学校の管理職に

はリーダーシップが必要なんです。みんなの意見を上手に吸い上げながら、今度はこの吸

い上げたものをもとに学校づくりをやっていく。 

 上から言われたことをやっていればというと今はそうじゃない。それぞれ、管理職が中

心になって、個性的な、魅力的な学校づくりをやりましょうなんて話になる。そういうふ

うに教育集団の力量を高めていきましょう。学校の組織力、これも高めていきましょう。

それぞれの組織の中で力量が、同じ人員がいて、同じ地域で、形をしていた学校が、実は

同じ人がいて、同じ人数の教職員がいて、同じ地域にあるにもかかわらず、こんなに差が

でる。それは何故だろうかという話になる。それは組織力だという話になる。そこではじ

めて、教頭先生がどういうリーダーシップを発揮していったらいいか。教頭、もしくは校

長固有の役割っていうことで、やっぱり教頭固有の役割っていうのは、わたし自身の理解

から言うと内部事項をいかにマネジメントしていけるか、校長っていうのは最終的な意思

決定の責任者ですけど、やはり日々の細かい業務、まあ性格とか特徴とかによりますけど、

一般論として言わせていだだくと、対外的なものとか大きな視点では話はしても、実務的

なものっていうのは、やはり中心のリーダーっていうのは教頭だろう。特にその実務も長

い目で、これはもちろん地域的なものもありますね、地域対応など。 

 学校が終わったとたん電話がかかってきたり、保護者からいろんなクレームが、一番最

初に矢面にたつのは教頭だなんていいますけど、そういう部分も確かにあるでしょう。あ

るけど、やはりマネジメント力として教頭に求められるのは内部事項です。日々の活動に

おける政治状況の把握とか、長期的な視点から見た設備管理にかかわる、各学年を視野に

入れた一日の学校活動の流れについての掌握。それから外部者との関わりの対応。こうい

うものが実質教頭に強く求められる役割であるだろう。で、こういう役割を発揮するため

には、何が必要かってことになってくると、教職員集団をいかに力量を高めていくか、チ

ームワークを高めていくか、これ一つですね。もうひとつはやはりアセスメント。これは

まさに連携しているわけですね。教職員の特性というものをきちっと理解しながら、よさ

を引き出していって、相互依存関係を上手に使いながら、組織の力量ってものを高めてい

くと。今回はここで話をしなかったんですけど、人材育成。これも重要ですね。 

 年齢構成がかなりいびつで、中堅リーダーが非常に不足すると。だから作っていく。じ
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ゃあ誰が作るか。やっぱり人材育成ですね。これはどちらかというとミドルリーダー、主

任とか主幹とか。割と役割を担う部分があると思うんですけど、やはり教頭もその部分、

大きい。人材育成はなんでこういうリーダーシップの発揮が必要になってくるかというと、

一昔前は、リーダーシップって言ったらリーダーが中心で、主体がリーダーになって、リ

ーダーから言われたとおりのことをやってりゃ、「ああ、こいつよくやってるな」「仕事

できるな」評価されてたんですね。優秀な手足になれたらいい部下である。これは昔です。

今はどうかっていうと、今はそうじゃないんですね、部下も頭をもってるし、そういう育

てるリーダーシップが必要だって話になってきます。で、育てるリーダーシップっていう

のは何かっていうと、以前のリーダーシップの発揮の仕方だと、リーダーがいなくなった

ら、だいたい小型リーダーみたいになる。上司の小型のリーダーが出来上がるっていうの

が昔。 

 今はそうじゃなくて、部下はそれなりに若い頃からきちっと判断できる。自分できちっ

と自立的に動くことができるそういう部下を育てること。いい手足じゃなくって、ちゃん

と頭が使える。そういう思考、自己判断、自立的な決定力があるような部下を育てましょ

うっていう形で考え方が変わってきたんですね。昔と今じゃリーダーシップのとらえかた

が違ってきてるんですね。今、こういう人材育成という話になってて、さきほどもちらっ

と話にでましたけどエンバーリングとかメンタリングとか、コーチング、なぜこういうも

のが次から次に出てくるようになったかというとやっぱり、自分で自主判断して、自分で

いろいろ決定できる。そういう部下を育てていきましょうって話になる。 

 昔と比べると。そしてそういう自分の頭で考えられる部下を育てることによって、そう

いう部下からいろんな意見やアイデアがどんどん出てくる。ミドルリーダーがそうですね。

そういうことで組織の中を活性化していって、組織力を高めていきましょうって話ですね。

だから昔のリーダーシップ観と今のリーダーシップ観というのは確実に変わってきている。

そういう意味でこういう人材育成というのが大きな柱になってくる。で、こういう人材育

成、学校組織力の向上、こういうもの、それと同時に今日の話をした研修がメインになり

ますけど、リーダーとしての自己理解と意識改革というのが深くかかわってきている。 

 リーダーシップの定義。これもさっき言いました人材育成的なリーダーシップが大事な

んですけど、リーダーの具体的な働きかけが四つあるといいました。意思決定力、物事を

決定する。これは当たり前の話でね。物事を決めるというのは責任感がともないますから、

自分の責任においてがんばってください。そういうことになって初めて部下は動くって話

ですね。意思決定力。Ａさんの意見もいいなＢさんの意見も捨てがたいなＣさんも正論だ

な迷ってしまう。決めきれないこのテーマは来週協議しましょうなんて話になると、リー

ダーシップが発揮できないですね。いろんな意見を吸い取るのは大事ですよ。いろんな聞

く耳は耳が大きくないといけないといいますね。リーダーっていうのは口がでかいのと耳

もでかくないといけない。耳もでかくないといけないんだけど、最終的に自分で決定でき

るかということですね。 
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 ＡだったらＡをとる。責任は自分がとる。ということがいえるかどうかってことです。

物事を決められるかってことですね。これ一番。二番目は影響力。最終的にはリーダーっ

ていうのは部下が動いてなんぼの世界。部下が動かないとリーダーシップの効果はなんも

ゼロ。リーダーがリーダーシップを発揮したときにああリーダーが言うことはなるほどだ。

もっともだ。ここはリーダーのため一肌脱いでがんばろう。組織のためにがんばろう。部

下がリーダーの指示に従って動いて初めてリーダーシップっていうのは効果があるんです

ね。だからリーダーシップっていうのは究極は人を動かすことなんです。人を動かせない

とリーダーシップなんて存在しない。リーダーシップっていうのはまさに影響力だ。三番

目は関係の構築。チーム力。つまり部下っていうのも人間ですから。 

 調子がいいときも悪いときもある。おんなじ部下同士でいざこざとか問題とかおきたり

する。そういうものを上手に和らげていって、気配りをやって、チームをうまくまとめて

いく。これがまさに関係を構築するっていう。仕事中心だけでは部下はついてこない。や

っぱり関係をつないでいく、連携していく。今の主幹とか教務主任の役割っていうのはつ

ないでいくのがリーダーシップですね。それで最後情報力ですね、これも大事。リーダー

シップは四つの力が大事。それから次のスライド、成果を上げるリーダーシップですね。

これは今まで話してきたことを整理してみるとこういうことになる。一昔前だと役割をき

ちっとこなして、しかもそれを効率よくこなす。 

 効率性というのがリーダーシップの大きな目玉でしたけど、今は効率性だけでは動きま

せん。効率性以前の問題で、モラル、リーダーシップを発揮するための倫理性なんてのが

強く問われる。生産性が上がればなんでもやっていいかと言ったらそうじゃない。リーダ

ーにもその集団にも厳しくその倫理性というのが問われる。その中でいかにみんなが納得

して、いかにみんなが了解して、マネジメントを行っていくかという話ですから、こうい

う部分っていうのが今のリーダーシップに考えられる。これは文脈的業績というあれとか

かわる守備範囲。 

 自分の役割だけやっとけばこれは 1足す 1が 2です。だから 1足す 1が 2以上になるた

めにはそれぞれが自発的、ちょっとでいいですから役割を超えた労働をやってくれたらそ

れだけでチーム力というのはアップしていくという話です。それから人材育成。こういう

ものが求められているって話ですね。それからチーム。こういうチームの中ではですね、

「チームレベルの発達」これは役割をこなすっていうね、ここの段階っていうのは自分が

与えられた役割を十分にこなしている段階ですね。先ほどチラッといったほうれんそう。

報告、連絡、相談。これもちろん大事ですよ。これはチーム力の基盤です。 

 チーム力を向上していくためには役割を超えた行動。文脈的行動がここにかかわってき

ます。それからさらに上がっていくとどうなるか。ここに双発性と書きましたけど、これ

はＡ足すＡがＡＡになるんじゃなくてＢになるとかまた違った結果を生み出す。これは先

ほどここに書きました組織変革という話ですね。これは学校の組織は難しいですよ、なか

なか。教頭にしろ、校長にしろ在任期間というのはせいぜい 3年とか 4年ですよ。そうい
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う短い期間で、システムを変えて、非常に難しいです。ただ双発性までいくのは難しいけ

ど、レベル 2ぐらいまではいくってことで組織力チーム力、そういうものを高めていくと

いうことを話していきたいなという話ですね。ここは。で、そういうチームをうまくマネ

ジメントしていくということで、チームマネジメントにおけるリーダーシップということ

で。ここでチームというのは、協働的集団としてのチームと考えていただければよろしい

かなという気がします。  

 それから行動と組織力。これは先ほどまとめのところで話しました。やっぱりこういう

日ごろのチーム力を高めるようなコミュニケーションないし情報交換がこういう組織の中

で、集団の中で行われているかどうか。やや抽象的な議論ですけど、少なくてもこういう

ところが見られるということが協働的な集団を作っていくうえで、非常に大事なことだと

いう話ですね。それからアセスメント。これは先ほど話した部分ですね。 

 スクールリーダーの話。それから今日のポイントの一つでもあるスクールリーダーのア

セスメントの軸が少ないとどうなるか。なぜ評価の軸が多様じゃなくちゃいけないかって

いう一つの根拠にもなる。やっぱり軸が多いほど自分の学校や自分の教員を非常に肯定的

に評価する。それから業績評価。これは先ほど言いました。課題業績と文脈業績。それか

ら文脈的業績の中身。これは別のスライドで見ていただいた部分ですね。個人への支援、

環境取組への支援。それから組織への支援ですね。そういう文脈的行動が見える。 

 それからアセスメント研修がどういう効果をもたらすかというのがさっきのアセスメン

トの評価軸をいっぱいもってるかによって違うって話ですね。やっぱり軸を多く持ってる

と、文脈的業績を多くとる教員に対して、研修後は高く評価するし、文脈的業績をとらな

い教員に対してはがくっと落ちる。で、これが中程度だとこうなる。それから逆に評価軸

が少ないとこういう結果になれない。研修をやってもあんまりそういうものに気づきが少

ない。それでは最後の話をしたいと思います。チームの向上性に向けてっというところで

すけど、これは一番新しいわたしのところでとったデータで、非常に面白いデータなんで

すけど、今日話をした協働性というのがありますね。じゃあ具体的に協働性の中身とはい

ったい何なのか。情報交換をやるだけなのか。それとも授業なんかでみんなで学びあい、

授業でお互いの力量を身につけたり、それから保護者や地域対応、こういうものも評価す

る。 

 協働性って言ってもいろいろと中身がございます。そういうときに協働性の中身を三つ

に分けたんですよ。で、協働性の中身ってことで、まず第一点は仲間との仲間意識とかコ

ミュニケーション、つまり人間関係がうまくいってるかどうか。そういう協働性っていう

のが一つある。それから二番目、授業、教科書、授業により学び合うなんていいますね。

授業を通したお互いの学び合い。協働性、そういう授業の学びってことで、それから三番

目、保護者、地域対応、つまり保護者対応とか地域の対応もしくは校務分掌、こういうも

のでコミュニケーションがとれてるかどうか。この三つを考える。じゃあなんで三つ考え

たかっていうとですね、つまりこれは教師としての非常に重要なポイントですけど、ここ
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に仕事の充実感。さっきヒューマンサービス組織といいました。ヒューマンサービス組織

ですから、教師としてやっぱり仕事をですね、充実感がなくなると燃え尽きてしまう。と

くに教員ていうのはそういう傾向が多い、何故多いかというとですね、ヒューマンサービ

ス組織っていうのがひとつの特徴で、もう一つは皆さん方もそうですけど、大学を卒業さ

れて教員採用試験を受けて、教員になろうと思った。で、教員採用試験を受けられる。皆

さん方なぜ教員になろうと思ったか、おそらくここにおられる方のほとんどが授業が好き

とか教えることが好きとか。 

 もしくは子どもが好きとかですね、そういうことだと思います。そこがまさに教師とし

ての仕事の中核であり、そこがほとんどだと思うんですね。おそらく自分は校長になりた

いから学校の教員になりたいと答えた人はゼロだと思うんです。ところが教員になってみ

て、よく聞くのが、教員の仕事っていうのは授業とか子どもとの接触以外、実にたくさん

あるんですね。校務分掌とかもしくは雑務といわれるものですね。休日も学校に出てきて

保護者のいろんな行事に参加しないといけないとかですよ。 

 地域の行事に顔出さないといけないとか。親からクレームがきたら対応しなければいけ

ないとか。いろんな仕事いわゆる雑務と呼ばれるいろんな仕事もしないといけない。で、

ほんとは自分は授業をやりたい、子どもと勉強したい。本来はそっちなんだけど、それ以

外のことをやらされると、ほんとに自分は教員やってよかったかな。教員てのはほんとは

思ったよりいい仕事じゃなかったな。やっぱり教員としてのプライドとか誇りとか、教員

としての仕事の充実感。そういうものをなくしてしまう。ということは多々ある。教員と

いう職務の中には、ほんとに自分がやりたかったことは何か。 

 つまり教員としての仕事の充実感とか誇りっていうのはやっぱり人に非常にナイーブな

んですね。じゃあ教員としての誇りとか仕事の充実感を維持できるような協働の内容とい

うのはいったいどういうものかっていう。これはある県のある市の教育委員会の支援を受

けまして、データをとらせていただきました。しかも学校ごとに分析を出した。これはつ

い去年やった。つまり学校力がそのまま出るんです。データとして、数字として。ここに

ある質問紙、534 名の先生方に書いてもらった、学校ごとに出しました。小学校 28 校中学

校 8校。学校ごとに分析しました。どういう結果が出たかっていうとですね。これ何を示

しているかっていうとこの一つの帯ですね、これ一個一個学校なんですよ。赤い帯緑の帯

青い帯とありますけど、これは一個一個学校の数を示しているんですね。ですから帯の合

計は小学校中学校合計した帯の数と合うんです。一個一個の帯は学校を示しているんです。 

 学校をそれぞれ示してて、この横軸は何を示しているかというと、教員としての誇り、

仕事に対しての充実感を示しているんです。ですからこの横軸が右へいけばいくほど、教

員としての誇りや充実感が高い。この横軸の左にいけばいくほど、教員としての誇りや仕

事に対する充実感が低い学校を示している。これひとつ理解してください。もう一点は何

かっていうとこの色違いですね。緑の帯は何かっていうと、協働性の高い学校を示してい

ます。赤い帯は協働性が中程度ということを示している。 
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 青い帯は協働性が低い学校を示している。ここまで理解していただいた中で、まず協働

性のなかの一番目の人間関係の協働性と教職にたいする誇りや使命感がこれです。人間関

係の協働性や教職に対する使命感の関係を見てみると、こういう感じ。これは何を示して

いるかっていうと。さっき言った人間関係の協働性がいくら高まっても、教師としての誇

りや使命感が高まるかというと高まらないということです。つまりここで見ると青いグラ

フはこの右側、高いところにもあるでしょ。つまりどういうことかっていうと人間関係の

協働性だけが高まっても、教職に対する誇りや使命感は、それぞれの教員が高まるかとい

うとそうじゃない。むしろこれはマイナスの評価が出てくる。つまりどういうことかって

いうと、仲間意識や人間関係だけぐーんと高い学校てのはむしろ学校の中がぬるま湯的に

なってしまって、教職に対する誇りや使命感ていうのはあんまり上がらないという結果が

出てます。これははっきり出てます。マイナスって出ています。数字が。それから次に二

番目。 

 教科書や授業。授業の協働性と教職員に対する誇りや使命感。これの関係を見た結果が

これですね。これは弱いながらもプラスの傾向が出ている。つまりそういう人間関係やコ

ミュニケーションだけじゃなくて、授業なんかでみんなが協力したり協働している学校と

いうのは、数値はあんまり高くないんですけど、そういうのが高い学校というのは教員の

誇りや使命感というのは若干高くなっている傾向にある。そういう結果が出ている。それ

から三番目に出てきたのがこれです。児童生徒や保護者への対話、コミュニケーションに

よる協働性と教職員の誇りや使命感。これを出した結果がこれです。 

 これを見てみると、明らかに一番強く出ました。つまりこういう保護者対応やコミュニ

ケーションでちゃんと連携できてる学校の教員ていうのは誇りや使命感や仕事に対する充

実度が非常に高いという結果が出てます。強く高く出る。つまり協働性の中でもどれが大

事かっていうと、これが大事だということですね。単に人間関係がうまくいってる仲間意

識があるとか授業が協働的じゃなく、やっぱりこういう保護者対応とか校務分掌とか、こ

ういうところでうまく協働がとれてる学校っていうのは、教師の誇りやプライドっていう

のは非常に高い。つまりこれ、言い換えるとどういうことかっていうと教師の仕事として、

割と難しい、さっき言った雑務とかね、こんなことやるのは教員として大変だと思う。そ

ういう保護者対応とか校務分掌とか、こういうところでうまく連携できている学校は、教

員はプライドとかが保てるというんですよ。誇りが持てる。仕事に対する充実さがある。 

 組織として、こういう教員に対して大変な仕事がうまく連携できている学校というのは、

そこの教員の誇りや使命感っていうのは低下しないという結果が出ましたね。つまり教員

としてほんとに難しいところが一人一人の対応が難しいところがうまくいっている学校、

連携をもっている学校というのは教員それぞれの誇りやプライドが持てて、仕事の充実さ

も高いという結果がはっきり出てきたんですね。つまり本当に教員一人では対応できない

ところがうまく協働、連携できてるところほど教職員の誇りや、それから心が折れないと

いうかな、誇りが保てる。という結果が、このデータは示している。 
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 自分はこの学校でよかった、自分は教師になってよかったというものが非常に強いとい

うことですね。仲間意識やコミュニケーション、授業活動で協働できてもなんら影響はし

ない。まとめとしては今まで話してきたようにマネジメント。副校長や校長の重要な役割

っていうのはやはり内部マネジメントだ。そういったときに期待するのは教職員集団の協

働とそれから教頭、副校長のリーダーシップ。これは一つはアセスメントである。そのア

セスメントに対する気づき、意識していただけたらよかったなということなんですけど、

そういうアセスメントの問題。アセスメントをうまくやると教職員の特性をうまく引き出

してそうなるといろんな関係が上手に活用できる。それによって組織力が高まる。そうい

う車の両輪といわれる縦の連携と横の連携を中心にチームワークの話。それから、アセス

メントの話。それからチームワークの中心の協働と呼ばれるものの中身の話。どれも非常

に大事なテーマ。そのテーマをあげて話をさせていただきました。どうもありがとうござ

いました。 

 

 

【司会】 

 それでは今日一日の分科会を通して参加者の皆さんには研究協議をしていただいたので、

感謝いたします。当分科会の課題である課題遂行の意識化による副校長、教頭の学校組織

マネジメントを切り口として大会主題である「豊かな人間性と創造性を育む学校めざし

て」について、大きく差を出させることができたと考えております。ここで得られた成果

を参加者の皆様が各自持ち帰り、地元の副校長、教頭先生がたに還元していただくこと。

さらに、今年度から始まった第九次の全国教育研究統一主題の第一年次として、確かな一

歩を踏み出せたと感じております。この成果が引き継がれていくことを期待しております。 

 以上で和歌山大会特別分科会研究協議を終わります。皆様には分科会のスムーズな進行

にご協力いただき、大変ありがとうございました。ここで本日講師を務めていただきまし

た淵上先生に対して、謝意を述べます。謝意を述べるのは全校長研究部小野寺副部長。よ

ろしくお願いいたします。 

 

【小野寺】 

 参加者を代表いたしまして、淵上先生に感謝を申し上げたいと思います。本日はお忙し

い中、大変貴重なご講演、それから演習を行っていただきましてまことにありがとうござ

いました。リーダーが部下をどう評価するのかというアセスメント能力の向上に関する演

習は大変具体的で、理解を深めることができました。また教頭として日常業務を意識化す

ることが自己理解やリーダーとしての成長につながるという重要性を指摘していただきま

した。実際のアセスメントガバメントにおいては管理職としての評価軸を多く持つことが

適切な評価につながるなどとわたしには大変示唆に富む内容で、大いに勉強になりました。

また組織力、学校力の向上という点につきましては、文脈的行動文脈的業績の重要性が心
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に残ったと同時にそのような教職員を育てていく教頭の役割という使命を自覚することも

できました。 

 本日のご講演の内容を会場にいます一人一人が今後の教頭としての業務に生かせるよう

に各地の教頭会に持ち帰り還元することをお約束いたしまして、感謝の言葉とさせていた

だきます。本日はまことにありがとうございました。 

 司会の辻本教頭先生それから松本教頭先生どうもありがとうございました。それではこ

れより閉会行事にうつらさせていただきます。運営委員の小野寺よりお礼の言葉を申し上

げます。 

 

【小野寺】 

 特別分科会に参加していただきました皆様、本日は熱心なグループ協議をはじめ、演習

に積極的にご参加いただきありがとうございました。わたしは個人的になんですが、全国

大会に参加させていただきまして三回目になります。三回目で、こう見回しますと各グル

ープ協議の成果がぐるりと張り出されていますが、こういう大会は初めて経験させていた

だきました。 

 先ほどの淵上先生のお話に結びつくかどうかわからないですが、各グループのお一人お

一人の力がプラスとなって、人数分以上の成果が今回はあったんじゃないのかなあ、そう

いうふうに感じて今日は参加させていただきました。ほんとにどうもありがとうございま

した。本日の成果を今後の私たちの仕事に生かしていくとともに先生方お一人お一人が各

地域へ、この成果をお持ち帰りいただいて、地元の教頭会に還元していただければ幸いで

ございます。 

 最後になりますが、各グループの司会、記録の先生をはじめ、本分科会の企画運営にあ

たりました和歌山県の教頭先生方、また近畿公立学校教頭会の先生方、ならびに関係者の

方々に心から感謝を申し上げます。全国公立学校教頭研究大会和歌山大会の成功に感謝を

申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。 

 続きまして、全公教副会長の和田からご案内がございます。 

 

【和田】 

 本日は講師の淵上先生と会場の皆様のご協力によりまして、すばらしい時を共有するこ

とができたと思います。明日からの自校の学校組織を変えていこうとする元気と勇気と大

切な視点をいただけた特別分科会の実施となりました。どうもありがとうございました。

全国の各地からお集まりになられた皆さんと出会い、情報交換等のたくさんのお土産がで

きたんじゃないかと思います。 

 また各グループの司会者。記録者。会場係。運営委員をはじめとして、本分科会の企画

準備、運営にあたられました和歌山県の教頭先生方。会場のスタッフの方々。関係者の

方々に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。それではこれから次回の弟
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54 回全国公立学校教頭会研究大会について、ご案内いたします。すでに皆様ご存知かと存

じますが、来年度の研究大会は本来のブロック持ち回りによる全国研究大会が開催できな

くなった経緯を経て、主催者である全国公立学校教頭会の直轄で開催される研究大会とな

ります。 

 この計画につきましては、3月の理事会を経て、6月決起総会において説明し、それぞ

れ即決承認をいただいております。総会資料を再度ご確認いだだければと思います。先週

の 7月 29 日に立ち上げられました弟 54 回全国公立学校教頭会研究大会実行委員会では三

つの視点を考えております。一つ目、政策提言能力を備えた職能研修団体、そして政策提

言にとどまらず、教育政策決定の重要なパートナーとしての役割と機能が求められるよう

な研究活動を推進していく。二つ目、研究大会への会員一人一人の主体的意欲的な参加と

その内容の充実と発展を目指す。三つ目、副校長、教頭職が社会から尊敬され信頼される

魅力的でやりがいのある専門職として、認識されるために継続的系統的な実践的研究活動

への取り組みを大切にする。 

 以上のような観点から次の五つの基本方針を定めました。一つ目、弟 9期の全国統一研

究主体、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校を目指して」二年次の大会であり、和歌

山大会をはじめ、これまでの研究大会における成果と課題を積極的に取り入れ、三年次に

つなげる大会とする。二つ目、大会運営や組織の機能化を図り、将来の研究大会を見据え

た課題とする。三つ目、研究大会に参加した会員が満足感をもって帰校できる大会を進め

る。四つ目、開催期日は平成 24 年 7月 25 日水曜日。26 日 27 日の三日間とし、東京を会

場に開催する。五つ目、三日間の開催内容は弟 9期の開催要項に基づき、実施する。弟 54

回全国公立学校教頭会研究大会実行委員会は現在立ち上げて間もないこともあり、今後決

定しなければならないことがたくさんございます。東京スカイツリー開業やロンドンオリ

ンピックの開催など、記録に残る行事が開催される平成 24 年度、東京での開催となる弟

54 回全国公立学校教頭会研究大会への積極的な参加、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 閉会の言葉を運営委員長の土居が申し上げます。 

 

【土居】 

 本日は長時間にわたる分科会にご参加いただきありがとうございました。具体的な演習、

熱心なグループ討議、ほんとに貴重な資料によるご講演など大変内容の深い充実した分科

会にすることができました。ここで得られた成果が全国に発信されることを約束して、弟

53 回全国公立学校教頭会研究大会和歌山大会ならびに弟 49 回全国公立学校教頭会特別分

科会のすべてを終了させていただきます。ほんとにありがとうございました。 
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特別分科会Ⅱ基調講演 
 

【運営】 

ただいまより第 53 回全国公立学校教頭会研究会ならびに第 49 回近畿公立学校教頭会研

修大会和歌山大会、特別分科会を開催いたします。 

はじめに、全公教研究部員、司会者記録者および運営委員を紹介いたします。全国公立

学校教頭会研究部長 神座達也 さん。次に、司会をしていただきます日高川町立山野小学

校の 假谷光生 です。同じく印南町立清流中学校 玉置雅巳 です。次に、記録をしていた

だく御坊市立名田小学校 林千栄 です。同じく，みなべ町立高城小学校 沖野力 です。運

営を担当していただく由良町立由良中学校 和佐公生 です。わたし、運営を担当します日

高川町立川原河小学校の 谷口信子 です。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の日程は，午前中に宮子姫伝説や安珍清姫伝説で知られる天音山道成寺の院代、小

野俊成さんの講演を拝聴し、昼食を挟んで午後からはシンポジウムとグループ討議を行い、

全ての終了を 16 時 30 分と考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【司会】 

それでは、はじめに分科会の趣旨を全国教頭会研究部長 神座達也 が説明します。 

 

【神座】 

皆さん、おはようございます。全国公立学校教頭会研究部長の神座でございます。わた

しから本分科会の開会にあたり、趣旨についてご説明を致します。 

学校は児童生徒がそれぞれの個性を発揮しながら未来に向けて自己実現を図っていくた

めの適切な支援を行う重要な責務を持っています。しかし、昨日来申しましたように、急

速な社会の変化はもちろん、それに伴う学校を取り巻く環境もめまぐるしく変わり、課題

も少なくありません。近年、不登校やいじめ、児童虐待や薬物の乱用、学力や体力の低下、

事件、事故や災害に対する安全管理や防災教育など課題は山積しております。 

そのような中、本県は万葉集にもよく詠まれた景勝地をもち、古くからの歴史と文化が

豊かにございます。今、希望を抱き未来に向かう子どもたち、それを育む学校、地域、社

会の在り方や連携、そしていつの時代にも忘れてはならないもの等について、本分科会の

基調講演、シンポジウム、グループ協議を通して一人一人の子どもたちが生き生きと学び

合う学校づくり、地域づくり、望ましい社会への展望を共有できればと考えております。

今日一日どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

それでは、次に基調講演、講師を全国公立学校教頭会よりご紹介申し上げます。 
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【神座】 

本日、基調講演をいただきますのは、ご存知天音山道成寺の小野俊成様でございます。

道成寺は和歌山県日高郡日高川町にある天台宗の寺院で新西国 33箇所観音霊場の第五番札

所であり、道成寺創建にまつわる髪長姫伝説、宮子姫伝説や能、歌舞伎、浄瑠璃として名

高い安珍清姫伝説でも有名でございます。また拝観の際には縁起堂で安珍清姫の絵巻物を

見せながらの絵とき説法も行われており、本日この御講演でもご披露いただけるようでご

ざいます。 

演題は、「時を超える力、道成寺 1,300 年の歩み」ということでございます。小野様、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

【小野】 

「世に父あるは幸かな。世に母あるは幸かな。世に仏法あるは幸かな。」わたしの好きな

お経の法句経の一節です。「世に父あるは幸かな。世に母あるは幸かな。世に仏法あるは幸

かな。」わたしは手前味噌もあると思いますが、「和歌山県に道成寺あるは幸いかな」と思

っております。皆さん方も、皆様方のふるさとに「我が学校あるは幸かな」ときっと思っ

ていらっしゃると思います。今日、わたしは教育のお役に立てるようなお話はできないん

ですが、和歌山県の片隅で 1,300 年以上続いている山寺で仕事をさせていただいておりま

すと、いろんな不思議なお話がありますので、そのお話をさせていただきまして、皆様方

の参考に少しはなればと思います。 

先ほどご紹介いただいた中に院代という役職をおっしゃっていただきましたが、簡単に

言えば副住職。住職を院主、院の主、副住職を院の代理で院代と呼ぶ伝統が道成寺にござ

います。ただ副住職と申しましても、銀行に支店長代理さんが何人もいますように、住職

代理が何人もいることもありますので、わたしの院代というのは決して教頭先生のような

お役とは限りません。用務員さんであったり、いろんなことをする校長代理のような仕事

になるので、基本的には住職が参りまして皆様方にお話するのが本来なんですが、少し足

が悪うございますので、校長代理みたいな住職代理みたいなわたしでお許しください。 

まず、道成寺のお話をさせていただくには、寺自体は 1,300 年なんですが、さらに昔 1,800

年ぐらい、弥生時代後期から始めないといけないんです。どういうことかと言いますと、

道成寺で一つ銅鐸が発掘されています。高さ 120cm ほどあります。日本最大の銅鐸という

のは 136cm だそうですので、日本最大の銅鐸より少し小さいくらいですね。そういうのが

紀州の片田舎から見つかるんですが、私ども学校の教科書で習ったのは銅鐸というのは文

字の無い時代なのではっきりした用途は分からないが、中国にも朝鮮半島にも無い日本独

特の青銅器であって、稲作の豊穣などを祈る祭式に使われたのではないかと習ったと思い

ます。ただ、そうすると大きい村では大きい銅鐸、和歌山県のように海が山に接していて

平野がほとんどない、大集落の遺跡も出てきにくい土地柄。唯一この和歌山平野、紀ノ川

流域だけに平野があるんですが、紀ノ川ならともかく、さらに南に下った日高川にある道
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成寺でも日本最大級の銅鐸が出てくるんです。この紀ノ川でも実は同じような銅鐸は見つ

かっています。その間にある有田川、みかんで有名な有田川の下流でもやはり日本最大級

の銅鐸が埋もれているのが発見されているんです。 

最近、銅鐸の研究も進んでいまして、銅鐸は青銅と言われていますが、銅と錫と鉛でで

きている。このうち鉛だけは放射性同位体測定で産地が分かるんだそうです。先生方のな

かにも専門の方がいらっしゃると思いますが、もともと鉛だった鉛と放射性元素が半減期

を経て鉛になったものとでは番号が違いますね。それを重さで測ると比率が分かって、銅

の鉱脈ごとにほぼ同じ値をしめすんだそうです。大きい銅鐸を自慢しましたが、実は大き

い銅鐸というのは新しい銅鐸で、古い銅鐸は小さいんです。そういう意味では小さい銅鐸

の方が価値があるんですが、特に大きい銅鐸、弥生後期、紀元 2 世紀から 3 世紀頃の銅鐸

は、ほぼ一箇所、中国の東北部の鉱山から出たものだと言われています。放射性同位体測

定が一致するんですね。弥生時代に日本に銅の鉱脈鉱山がありませんので、鉛は少なくと

も中国から輸入された、おそらく銅や錫も同じように運ばれたんだろうと言われています。

紀元 2〜3世紀です。卑弥呼よりちょっと前の時代。しかも中国東北部魏の国ですから、文

字通り魏志倭人伝の国から運んだ材料で作られたんだろうと言われています。 

ある先生の仮説なんですが、古代大和朝廷が中国に船団を送るときに集合場所は大阪の

難波津だろうが、きっと船を作ったり外洋の航海に慣れている漁師さんが九州や紀州や四

国に多いので、たぶん船乗りさんたちは黒潮洗う地域から集めたのではないか。和歌山県

はとても近いので紀州の漁師が、中国と古代大和朝廷との往復の主力を担ったのではない

か。船を作らせたり、船乗りを出した褒美に、日本最大級の銅鐸を紀ノ川、日高川、有田

川に配ったのではないかという説もあるんです。未だ定説になったわけではないんですけ

どね。その先生がおっしゃるには、銅鐸は銅と錫と鉛で出来ていてうまく調合すれば金色

になります。銅の産地を調べようと思ってもどうにもならん。錫に故郷を聞いても涼しい

顔をしている。鉛だけは本人は隠しているつもりでもすぐにわかるんですね。お国訛りが

あるんだそうです。奈良大学の学長だった水野正好先生、考古学の大家ですが、その先生

が紀州の特に外洋に面した辺りの日高川というのは特別な場所だったんだ。もちろん九州

北部が日本の玄関口だったでしょうが、黒潮あらう外洋に面した大和に近い大阪に近い地

域が和歌山県の重要な位置づけだったんだろうとおっしゃってくださっています。 

それが 1,800 年くらい前の話で、それから数百年経って、やがて奈良時代、万葉集なん

かにも詠われるように和歌山の位置づけというのはリゾート地のようになります。奈良人

の人気となって紀州というのは熊野があったり、白浜温泉、牟婁の湯があったりして憧れ

のリゾート地なんですね。もちろん東へ向かえば、伊勢の辺りも同じような憧れの土地だ

ったろうと思いますが、奈良時代の人にとって紀州は伊勢と並ぶような海辺のリゾート地

だったんだろうと思います。その場所に道成寺が建てられることになります。和歌山県に

はいくつも白鳳時代、奈良時代前期のお寺があったんですが、残念ながらみんな無くなっ

てしまいまして、道成寺が現存する仏教寺院の中では和歌山県最古のお寺となっているん
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です。 

その寺ができた伝説をお伝えしますね。西暦 701 年頃に紀州の日高川のほとりにあった、

九海士（くあま）という漁師の村に娘が生まれます。髪の毛がなかったようです。両親も

手当を尽くすんですが、髪の毛が全然生えない。ちょうど同じ頃、その入り海に光るもの

が現れて、魚が捕れずみんな困りました。ただ、恐れて誰も見に行く人がないので、髪の

毛の無い子のお母様が、何か世の人のために役立つことをしてその功徳で髪の毛が生える

かもしれないと思い、みんなを代表して海の底へ潜っていきます。海の底にあったのは一

寸八分の閻浮檀金の観音様と言いますから、「えんぶだごん」というのはよくわからないん

ですが、金のことかもしれません。一寸八分と言いますから約 5cm 位ですね。そういう小

さい光り輝く観音様があった。命懸けで拾い上げてきて、家で毎日家族で拝んでおります

と、娘に髪の毛が生え始め、髪長姫と呼ばれ評判の美人になったと言われます。 

その噂が奈良の都に聞こえ右大臣藤原不比等という人の養子に迎えられて、宮中に仕え

るうちに、髪が長いだけでなく、美貌と聡明な性格を見込まれて文武天皇のお后に選ばれ

ました。後に聖武天皇をお生みになることになります。今、お伝えしたのが紀州の民話そ

のままなのです。歴史の記録とずいぶん違うところがあります。詳しい方もおられると思

いますが、奈良時代の朝廷の正式な記録では、藤原宮子という方は右大臣藤原不比等の長

女、実の娘とあります。だいたい髪の毛のなかった田舎娘が天皇の后というのはまずあり

えないですね。ただ不思議なことに藤原宮子が聖武天皇を生んだあと、宮子の妹、光明子

が聖武天皇に嫁ぎます。息子と妹が結婚するんですね。法律で禁じられていた訳ではあり

ませんが、たいへん珍しいことのひとつです。もっとも正確に申し上げますと、奈良時代

の人は父親が同じで母親が違う、腹違いの兄弟は別の家で育ちますし、我々の感覚で言い

ますといとこくらいの感覚だったんだろうと思います。生き物としての本能としても、別

のグループ、群れで育った別の人という感覚は持って当然だったでしょうね。皇族の間で

は腹違いの兄弟の結婚は何件かありますが、特にわざわざ民間から選ばれたお后、文武天

皇には３人もお后が居るんですが、その中からさらに妹と皇太子を結婚させるというのは

とても異例なことです。 

梅原猛先生の説では、天皇のお后に不都合があっても本当のことは書けないだろうから、

道成寺の言い伝えに近い何らかの事情があったのではないか。一番考えられるのが、大老

元年、西暦 701 年に文武天皇がこの前を船で通り過ぎて道成寺の前も船で通り過ぎて白浜

温泉、牟婁の湯に同行なさっているんです。行きは奈良を出て白浜温泉まで 16 日。帰りは

９日で帰られました。万葉集を読みますと、そのときの牟婁行幸中に詠まれた歌が数篇載

っておりますので、おそらく行きは歌会などをしながらゆっくり船を進めて、帰りはまっ

すぐに奈良へ帰ったんだろうと。大阪まで船で行ってそこから大和川沿いに奈良へ向かっ

たんだろうと言われています。日高川の河口というのも天然の良港ですので、一泊くらい

はなさった。そうすると地元の有力者がこぞってお迎えに出てそのときに美人がいてそれ

を藤原不比等がやり手ですから、自分の娘として奈良へ連れ帰ったのではないか。そうで
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もないと奈良時代のはじめに、道成寺を建てるのに古くから開かれた紀ノ川沿い、和歌山

市辺りならともかく、わざわざ南の方に建てる理由がないじゃないかという先生もおられ

ます。ちょうどその本は 20 年前に発行されたんですが、今月、朝日文庫、文庫本でまた再

版されておりますので、皆さん方お読みになられるようでしたら、文庫本がちょうど店頭

で今月発売されてます。 

何が正しいかは歴史の先生に判定をお任せしようと思います。寺の立場で言いますと、

文献的根拠がないかもしれない言い伝えでも何かの価値があるでしょうから、変わらない

形で言い伝えることが第一の仕事と思います。もし二番目の仕事があるとしたら、それは

仏教の立場からこの物語をどう読むか。もし宮子姫がいらっしゃるならどうおっしゃるか。

去年は奈良の平城京が 1,300 年で藤原一族や大仏をお建てになった聖武天皇や光明皇后が

大変脚光を浴びたと思います。一人藤原宮子という人は忘れられています。漁師の娘だっ

たのか、あるいは都のお嬢様だったのかはともかく、聖武天皇がこの世にあらせられまし

たら、きっとおっしゃることは「後の人がどんな形で言い伝えようがわたしにとってたっ

た一人の母です。この母が居なかったら自分は居なくて、平城京の繁栄も奈良の大仏の姿

も変わっていたのではないか。」とおっしゃるのではないかと思います。紀州の民話のひと

つですが、そこにはやはり母と子の、親と子の愛情が込められた物語ではないかと思って

います。 

その宮子姫が文武天皇にお願いして、ご恩返しのためにふるさとに建てられた道成寺な

んですが、寺ができて 200 年後に大事件が起きます。旅の坊さん、安珍さんを追いかけて

きて、紀州の女性がとうとう道成寺で追いついてそのお坊さんを鐘突き堂ごと焼き殺した

らしいんです。そのお話をするのが道成寺の仕事になってしまいました。今、冗談で申し

上げているんですが、銅鐸が紀元 2〜3世紀頃。道成寺ができたのが、西暦８世紀。安珍の

事件が起きるのが９世紀のことなんです。数百年前に埋められた銅鐸が地中からうなりを

発して弥生人の祈りのエネルギーが残っていて、7〜800 年後にお寺が建ったり、900 年後

に釣鐘のまわりで男女のトラブル、放火心中だと思うんですが、そういうのが起こったの

かもしれないと勝手に申し上げているんです。いずれにせよ、紀州を訪れた方々にこれか

らお見せする絵巻のお話をするのは、和歌山県の中部あたりの名物になっているんです。 

先生方、昨日今日とお忙しいでしょうし、和歌山市以外のところをご覧になるお時間も

無いと思いますので、今日は道成寺から絵巻の写しをお持ちしまして、これから紀州名物

のおもてなしのつもりで聞いていただければと思います。原本は重要文化財で、これは手

描きの写しです。１本写しを作りますと、100 年以上保ちます。道成寺にはボロボロになっ

た写しも８組大事にとっています。これで 10 代目くらいになろうかと思います。１本写せ

ば 100 年くらいもつんですね。これは 30 年ほど前に作られた写しで最近表具を変えたばか

りで、まだこのあと 7〜80 年は働くと思います。あと 7〜80 年寺のために働くんですね。

私らの２倍くらい勤続年数があります。こういう話を毎日毎時間年に 3,000 回してるんで

す。年に 3,000 回同じ話ですよ。こんなワンパターンな寺ないでしょうね。お経よりも紙
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芝居たくさんやっている寺も日本中で一箇所だろうと思います。 

さて「醍醐天皇の世、延長 6 年戊子の８月の頃」、西暦の 928 年。「奥州より見目よき僧

の浄衣着たるが熊野参詣するありけり。」これが安珍さん。奥州とありますが、福島県白河

市に安珍念仏踊りを伝えているふるさとがあります。安珍さんのお姿を祀った安珍堂とい

う小ぶりのお堂もあったんですが、今年の震災でがけ崩れにあって、半壊してしまいまし

た。その安珍さんのお姿は近所の集会所に避難中なんです。その白河市からはるばる来た

安珍さん。「見目よき僧の浄衣を着たる」とあります。ハンサムで服装も大変良かった。 

この和歌山市も道成寺の辺りも通り過ぎて、和歌山県の南の端、熊野へ向かいます。「紀

伊の国、牟婁の郡、真砂というところに宿りあり。」熊野本宮の少し手前で泊まることにな

りました。安珍を見てその辺の庄屋さん、清次の庄司という人が一晩屋敷へ招いてあげま

した。この清次の庄司に娘がいます。平安時代のことで女性の本名は書いていないみたい

ですね。わからないので、清次の娘、略して清姫と呼ばれます。本当は別の名前があった

んでしょうね。ひょっとしたら先生と同じ名前かも。この清次娘、安珍に心奪われたよう

です。「彼の僧に志を尽くしいたわりけり。何の故ということ怪しきまでにこそ覚えけれ」

とあります。あんまり思いつめた挙句、夜中に安珍の部屋に一人で訪ねていったとありま

す。だんだん怪しげな雲行きですね。これからがいいところ。清姫さんが夜中におっしゃ

るには、「わらわがうちに昔より旅人など泊まらず。今宵かくて渡らせ給うふは少なき縁事

にあらず。誠、一樹の陰の雨宿りも、一河の流れを酌み交わすも、みな先の世の契りと承

り候。」もし二人が一本の木の下で雨宿りするとしたら、前の世で巡り会いがあったんでし

ょう。川の上流と下流で同じ水を酌み交わすとしたら三三九度も交わしたかも知れないと

いう話。清姫、更に続けます。「御事を見まいらせ候より志浅からず、などか苦しふ存じ候

ふべき。只かくて渡らせ候へ。」このまま何日でも泊まって行って下さい、と言うんです。

どうなさいますか、こういう時。夜中ですよ。どうしたもこうしたも、このまま頷いたら

話はおしまいですね。わたしも読みづらい。安珍は「大いに驚き、起き直り申す。年月の

宿願あって、持戒精進して白雲万里の道を分け、蒼海満々の波を凌いで、権現の霊社へ参

詣の志を運ぶ。いかでこの大願破るべき。」ときっぱり断りました。そんな修行の話なら最

初から承知の上。清姫にとっても明日見送ったら一生会えないとはどうしても諦められな

い。更に手を変え品を変え口説いたとあります。 

ちょっとお伺いしますが、こんなにもてて困った経験のある方おられましたらちょっと

手を。大勢いらっしゃっても、誰もない。こういう時は黙っている方が怪しいかも知れま

せんね。本音は言えないから控えていらっしゃるのかも。 

夜中の事、下手に騒ぐ訳にも行きません。とうとう安珍が頷きました。それでは「僧の

言う此の願い今二〜三日ばかりなり。難無く参詣を遂げ下向の時」、帰りに寄りますからと

にかく待って下さいと約束しました。ここまでが前置き。 

出発の朝、昔の人ですから、優雅に和歌を交換しています。清姫は「先の世の 契のほ

どを見熊野の 神のしるべも など無かるべき」熊野の神々は、先の夜も前世も私達を見
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守っていたでしょう、と詠みかけます。安珍も答えて「三熊野の 神のしるべと聞くから

に なお行く末の 頼もしきかな」清姫は「必ず待ち参らせ候べし。」安珍も「如何でか偽

り事を申し候べき。疾く疾く参り候べし」と頼もしい返事。安珍は何を考えていたんでし

ょうね。やはり清姫が魅力的だったのかも知れません。いやいや安珍も長旅の途中、帰り

にもう一回ただで泊まりたかっただけかも知れません。色んな思いを胸に見送りに出ます。

野の花が咲き、紅葉も赤い熊野街道をずっと見送ります。綺麗でしょう、なかなか。紙芝

居よりはずっと便利ですね。きりがありません、 

別れて帰りを待ちました。ところが約束の日に安珍が帰って来ない。でもちょっと人に

は言いづらい。「のう、先達の御坊に申し候ふ。うちに泊まった法師が手箱の候ふを持ち逃

げて候ふ。」と聞いてみると、旅人も「左様の人は今、七～八町も延びに候ふ。」別の旅人

も「七、八町と云う事あらじ。十二、三町も過ぎ候ふべし。」と、とんでもない話。矢も立

てもたまらず追いますが、歩いていては追いつけませんね。だんだん清姫さんの姿も乱れ

て参ります。履物が脱げても拾う暇がない。こうして真砂の里から道成寺まで結局清姫は

16 里、60 キロを走ることになります。どうですか、女性方。好きな人を 60 キロ。こんな

情熱ありますか。こないだ同じことを尋ねたら、「だいたい追いたくなる男、どこにいます

か。」と言われました。まず男ががんばりましょうね。「いや、追いかけられた事あるよ」

という男性も居たんですよ。「請求書もって追いかけられた」って。 

さて、清姫さんが走った道を熊野街道と申します。中世には蟻の熊野詣と言われるほど

賑わいました。 

馬を引く男が「ここなる女房の景色ご覧候へ。」「誠にもあなあな恐ろしの景色やな」と

馬上の旅人も馬もびっくりしています。向こうでは男が一人旅の女性に食べ物を勧めてい

ます。「福田餅を養はせ候へ。」「人の会いたるに恥ずかしさは如何に」と、人前や街道で物

を食べるなんてとんでもない、と中世の女性は慎み深いですね。 

今も昔も間を隔てるのは切目川。清姫は「ここは命も思い切目川 嘆きの涙深ければ 浮

き名を流すとて仕方無き事かな」と、一気に渡ります。やがて切目五体王子という今もあ

る神社でとうとう追いつきました。「やあやあ、あの御坊に申すべきことあり。留まれ、留

まれ。」呼び止められた安珍は、「夢々さること覚え候はじ。人違へにこそ斯くは承はるら

む。」夢にも知らない、人違いと言うので、清姫が怒ったのなんの。「おのれはどこどこま

でやるまじき者を」と、こうなったら仕方が無い。安珍は荷物も数珠も投げ捨て身軽とな

って逃げます。そこは山伏、「南無金剛童子、助け給へ。」と祈れば、清姫かわいそう、目

がくらんで動けなくなります。安珍はその隙に逃げる。気を取り戻した清姫、また騙され

ますます逆上、とうとう顔つきも変わります。お経の中に「貪瞋痴の三毒」という言葉が

あります。貪は貪欲で、もっともっとと欲張り顔。瞋は瞋恚で、いらいらがみがみ怒り顔。

痴は愚痴で、ぶつぶつぶつぶつ不平顔。この三つになるとどんな美人でも台無し。まして

それ程でも無い人は余程気を付けないと。如何ですか、こんな顔の人見た事あるんじゃな

いですか？ただし、女性がもしこうなるとしたら、必ず男に責任があるそうですよ。覚え
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ありませんか。だいたい清姫さん、顔は怖いんですが言っている事は可哀相。もうここま

でこじれたら男女の場合、どうしようも無いでしょうね。走って行っても多分だめなのは

清姫も分かっているでしょう。真砂の里も今頃は庄屋の娘が走り去って大騒ぎになってい

るでしょう。噂で一杯の村に帰る事も出来ない。「先の世に如何なる悪行を作りて今かかる

悪縁に報ふらむ。南無観世音、この世も後の世も助け給へ。」と祈りながら走っています。

その頃安珍はどんどん走って日高川。「南無大悲権現、助け給へ。」と祈っていますが、も

う清姫を振り切って祈る必要ないように見えますね。多分、ちょっと落ち着いたので、ど

れくらい清姫を傷つけたかだんだん分かって来たんでしょう。自分にも悪い所はある。で

も、今更引き返してもあの日の二人には戻れないでしょうね。このまま逃げるしかないの

か、南無大悲権現」と、振り向きながら祈っているんでしょう。 

安珍は船を雇って日高川を渡ります。清姫も船頭に頼みますが、安珍に何かつかまされ

てどうしても乗せてくれません。この船頭の憎たらしそうな顔。かなり足止め料を貰った

ようですね。仕方がない、清姫は着物を脱ぎ捨てて日高川に飛び込むと全身蛇体となりま

した。…裸体ではありませんよ、蛇体。 

この場面から文楽、人形芝居の日高川入相花王（いりあいざくら）という曲が生まれま

した。これをご覧になった作家の岡部伊都子先生が「これほど追いたくなる男性に自分も

巡り会ってみたい。女性にはそういう憧れがある。」と仰いました。本当ですか？…誰も頷

いてくれませんね。無理なさらなくてもいいですよ。この間もあるご婦人が、「これは、清

姫さん安珍に一回しか会ってないでしょ。しばらく付き合ったらやっぱり大したことなか

ったって言うと思います」って。そんなもんですか？やっと頷いてくれました。 

またある男性が「さっきの船頭になりたい」と言うんです。「安珍から何かもらって、清

姫の服脱ぐところも見られて、船頭が一番いい。」男の考えることは情けないですね。こう

していずれにせよ日高川を渡れば道成寺がすぐ近くです。まず第１巻の終わりです。 

これが絵巻本来の使い方「絵とき」と申します。元々はあちこちのお寺さんでもなさっ

たんですが、今も絵巻を使うのは日本中で道成寺だけになってしまいました。テレビです

とこの辺でコマーシャルをはさむところですね。さて、下巻の最初に大事なこと。序文を

全部読みますのに時間がかかりますので結論だけ。「此の事をつらつら密かに案ずるに」い

くら何でも女性が蛇になる試しはありませんね。「立ち返り思へば彼の女ただびとには非ず。

執念の深ければかかるぞと悪世乱末の人を戒めんが為、観世音菩薩が清姫に、熊野権現が

安珍に姿を変え、我々を戒めるために見せた方便だとあります。「そのお志尊ければ、はば

かりながら書き留むるものあり」とあります。道成寺の御本尊が千手観音様、熊野の神様

が熊野権現様で、安珍と清姫そのお使いだと書いてあるんですね。昔は熊野街道を歩いて

旅する方々にこの絵ときをしていました。目的は当然熊野詣であったり、西国三十三箇所

巡りで、とても信仰心の篤い方々ばかりだったろうと思います。熊野権現と観音様の話な

ので、「この絵巻を開きご覧の人は必ず熊野権現のお恵みにあずかるべきものなり。また念

仏十返、観音名号三十三返申さるべし」と結んであります。昔、絵ときが終わった後は、
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本当に「南無観世音」とか「南無阿弥陀仏」とかお念仏の声があがったのではないかと思

います。今は拍手をいただくことはありますが、とても念仏の声が上がる雰囲気ではない

です。ただ私どもがお客さまを見送った後、この絵巻を巻き直すときに小声で「南無観世

音、南無阿弥陀仏」とお唱えしながら巻き直すのを習慣にしています。 

さて下巻になるとまず入海が見えてまいります。このほとりにいました髪の毛の無かっ

た女の子が観音様の御利益で、髪長姫と呼ばれる美人になり、文武天皇のお后にまで選ば

れました。ご恩返しのためにとお建てになったのが道成寺。寺ができて 200 年経ったある

日、突然安珍が逃げ込んできます。しかし、いくらなんでも安珍の話は信じがたい。「何と

騒へげる事ぞ。誠らしからぬ事かな。」女の人が蛇になるはずないだろうと笑うお坊さん。

薙刀をもった稚児も「ただ置け、切り殴って見せん、物々しく。」と、どんな蛇でも大丈夫

と力んでいます。でも、深刻さは安珍にしか分からないですね。あんまり怖がるので、こ

こが良かろうと匿った場所が釣鐘の中。いい思いつきですね。しかし、後から考えてみた

ら隠れ場所が悪かった。そうでしょ、こんな男女の問題を鐘（金）の力で解決しようとい

うのが間違い。さあどうなるか。安心する間もなくやって来たのは大蛇と化した清姫。釣

鐘を見つけるやいなや、龍頭をくわえ三巻半、鐘ごと焼いたと言うんです。…そんな、昔

の人でも本当に蛇になるとは思わないでしょうね。ただ蛇なら棒か何かで追い返せるでし

ょうが、思いつめた顔をした清姫さんが、濡れた着物を引きずりながら半狂乱で現れたと

きは、もう蛇でも人間でも無い。誰も近寄れなかったでしょうね。安珍が出てこないので

鐘つき堂に火を付けたのでしょう。それでも何とかならないかと帯や着物を引きずりなが

らぐるぐる回る姿がちょうど火を吹く大蛇のように見えた。清姫の思いの強さを絵に表し

ています。この辺の説明で小学校の遠足ですと、お子さん方が「蛇になるはずないじゃん。」

と言われたことがある。でも「小学校のときは蛇が怖かったんだけど、おじさんたちは蛇

よりも女の人が怖いんですよ。」と言ったらちゃんと分かってくれました。 

いずれにせよ清姫は安珍を殺すつもりじゃなかったかもしれませんね。鐘楼に隠れて出

てこないので、怒って火を付けたんでしょう。そしたらみんなが安珍を出してくれるだろ

う、もう一回話をしたい、と思っただけかも知れませんね。いずれにせよ鐘つき堂が燃え

上がり、もう安珍も助からないと思った清姫、道成寺の近くの入海に身を投げて死んでし

まいました。今でも寺の外に蛇塚、清姫の供養の塚が残っています。 

清姫が出ていったあと釣鐘を開けてみるとやっぱり安珍は真っ黒こげ。骨になっていた

んですね。これではかわいそう。釣鐘と焼けた安珍さんを三重の塔の前に葬って安珍塚を

作りました。道成寺にいらっしゃると本堂と三重の塔の間にいかにも清姫の恨みでねじれ

たような木があります。それが安珍塚。 

こうして二人とも亡くなったのが千年前、平安時代のこと。しかし、それから幾晩か経

って和尚は不思議な夢を見ます。夢枕に現れたのは二匹の蛇。もつれ合って苦しんでいる

と告げました。本当にもつれ合ってほどけないように描いてあります。上に乗っかってい

る方の蛇が頭が赤いので清姫なんでしょうね。さてはと思い、妙法蓮華経を書き写し、道
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成寺のご本尊の千手観音様の前で盛大に供養を営みます。その晩、和尚はまたしても不思

議な夢を見ます。夢枕に現れたのは二人の天人の姿。立派に成仏できましたと告げます。

お礼を言い終わった後、「相ひ別れて虚空に向かひて去りぬと見えけり。」別々の方角に飛

び去ったとあります。男女の違いを超越して友達のようになったという意味でしょうね。

こうして恐ろしい事件も最後は観世音菩薩と写経の功徳で穏やかな結末を迎えます。千年

前からある話ですよ。しかし、今でも我々の心に訴えるものがありますね。どんな人でも

貪欲や愚痴や怒りに襲われる事や、大事な人とも近くにいれば喧嘩は起こるでしょうね。

我々、家族と我が家で穏やかに暮らせる幸せすら、何か大災害が困ったことが起こるまで

忘れてしまうくらいですね。近い人ほど難しいものですが、皆さんの一番大事な方と仲良

くしていただきますと、天国の安珍さん清姫さんもさぞお喜びのことと思います。これで

ひとまず絵ときは終わりでございます。 

 

こういう絵ときを毎日毎時間 365 日交替でしているんです。20 年以上前、天皇陛下が皇

太子のときにおいで下さいましたが、これを見ていただきました。あらかじめ侍従様が下

見をなさって、「これなら大丈夫。一般の方と同じようにお話しなさい。」という御命でこ

れをさせていただいたんです。また、紀州に御行幸なり御行啓があったら、それぞれお寺

も回ってくださり、また絵ときをさせていただけると思います。大事なお客様から一般の

お参りの方まで、また先生方のように会場を離れられない方々には、絵巻が呼ばれたと思

ってあちこちで紙芝居をしているんです。そもそも主役は絵巻なんですね。私どもは絵巻

が持っている性格を真似しようと思っています。日本中には国宝の絵巻もたくさんありま

して、この原本は重要文化財です。絵がちょっと稚拙であること、御伽草子に通じるよう

なユーモアがたっぷりなんですが、絵の背景が無い。絵巻の頭の方は背景まで描いている

のに、物語が進むに従って背景すらなくなっていきますね。建物に比べて人間や蛇が大き

いとか、絵としては緻密さに欠けるのかもしれません。でも、国宝の絵巻でも、それは美

術館に収められてガラスケースの中でしか見られないんですね。この写しは、原本は絵画

としては重要文化財なんですが、絵巻が持っている力、気取らずに、仏教の教えを明るく、

力強くお伝えする力があると思っています。私どもはその絵巻を再生するビデオデッキの

ようなものですが、絵巻の持っている力を皆様方に感じていただきたいと思いながら、毎

日毎日紙芝居をしています。千年以上続く神社やお寺というのは、人間の力では守ること

ができません。朝廷であっても将軍家であっても何かの浮き沈みがありますから、ひとつ

のお寺をずっと守ることができなくなります。おそらく道成寺というのは、千年続く日高

川流域の方々に支えられてきた山寺という面があって、それから、安珍と清姫の物語、こ

の後お話するこの物語から生まれた歌舞伎や能楽などの古典芸能の世界とが両輪になって

1,300 年以上生き延びたんだろうと思います。もしこの物語がなかったら、普通の山寺で、

寺の維持すら難しかったかもしれません。一方、本来の仏教の面がなくて、この物語だけ

でしたら、寄席か芝居小屋のようなお寺になったと思います。人間の力を超えた不思議な
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ものがあった時に神社もお寺も千年を超える力を得るんだと思っています。そもそも人間

の力が一番大きいですよね。ですからお子さん方を預かって教育して下さる、それを営々

と続けられる教育の営みが何百年も何千年も続くから、この日本という国の繁栄になるん

だろうと思います。日本は色んな問題もありながら、やはり世界に冠たる国の一つですか

ら、それは間違いなく教育が世界に冠たるレベルにあるからだろうとわたしは思っていま

す。 

 

さて、その古い寺で仕事をさせていただくと本当に楽しい不思議なことが起こってくる

んです。ただ、実を申しますと道成寺の坊さんというのは地元ではあまり評判が良くない。

お寺は立派なんだろうけれど、あのお寺に行ったらいつも嘘ばっかり言っている。女性が

蛇になるとか、釣鐘が焼けるとか。何遍行っても同じ話をしている、というご批判も受け

ますので、違う話もせないかんということで、数年前から七不思議というお話を作り上げ

て、今、小学生のお子さんから皆さん方にお伝えしているんです。その七不思議をちょっ

と聞いてやってください。全部黒いパンフレットに記してあるんですが、語呂合わせにな

っておりまして、1番目は石段の不思議から始まります。 

道成寺にいらっしゃると正面に石段があって、そこはその石段を登る清姫の姿を乱拍子

という踊りにして、歌舞伎の『娘道成寺』でも、能楽の『道成寺』でも、乱拍子が見所の

一つになっているんです。登りやすくて降りやすいとお褒めいただくことがあります。そ

んな石段はないですね。登るときは大変に決まっていますが、秘密が有りまして、石段は

同じ幅なんですが、左右の土手が逆ハの字に開いているんです。遠近法の逆効果で下から

見れば短く、上から見れば長く見えます。その写真をよくご覧いただきますと、歩くとこ

ろがだんだん細くなっていると思います。ところが、左右の法面といいますか斜面と言い

ますか、同じ幅、平行四辺形のように見えると思います。300 年前にこの石段は修理してい

ますので、そのときの工夫だろうと思います。300 年前ですと江戸時代で南蛮貿易で絵画に

よる遠近法は既に伝わっていました。ただ、それを庭に使った例が非常に少なくて、しか

も、逆利用はほとんどないのではないかと思います。ただ、庭園に詳しい先生に伺います

と、京都の龍安寺の石庭は奥の土塀が小さいので遠近法を利用しているんだそうです。わ

たしの手前味噌かもしれませんが、道成寺の石段ほどの視覚効果は無いですね。では、な

んでそういうことを思いついたのかと、また、さらに色んな先生に伺っておりますと、東

照宮が江戸時代のはじめに日光にでき、紀州も徳川御三家の一つで家康さんの末っ子さん

の頼宣公とい方がいらっしゃって、和歌山にも和歌浦東照宮というのを建立しました。そ

この石段が踊り場の度に少しずつ小さくしてあるんです。厳かに見えるように、少しでも

長く見えるように、急勾配の石段を作って踊り場ごとに小さくしているので、遠近法を利

用しています。道成寺の方はそれを優しい発想で逆に利用したんだろうと思います。300 年

前の石工さんは南蛮渡来の新技術を知っているぞ、徳川様の東照宮と同じ技術を逆利用し

ているぞと言うことを自慢したかったのではないと思います。実はちょっと困ったことが
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ありまして、参道が曲がっているんですね。その地図をご覧になると、仁王門と石段は一

直線、もちろんその奥の本堂も一直線なんですが、参道がやや曲がっています。右のお土

産物屋さんと左のお土産物屋さんが喧嘩して、勝った方が押し出したのかもしれません。

こういう時に石段や建物と参道の曲がりを分からなくするのは、少しずつ曲げていくとい

う発想でしょうね。300 年前の石工さんは、右の土手は参道に近いように、左の土手は右と

対称になるように作った結果、この効果が生まれたのではないかと想像しています。いず

れにせよおもてなしの心ですね。歩いて旅行していた時代ですから、参詣の人達が最後の

一歩が少しでも軽やかに進むようにというおもてなしの心を込めたんだろうと思います。

日常の仕事ってこんな事ばかりですよね。困ったことがあって、みんなの分からないとこ

ろで、自分が汗をかいてあげたり、下げなくてもいい頭を下げてあげて、みんなが知らな

い内にうまいこと回る。この石段の左右の土手の角度も、微妙に曲げてありますので、説

明するまで気づく方はほとんどいらっしゃいません。説明をしたらやっと分かって下さる

微妙な角度を探り出しているんですね。皆様方も、教頭先生は本当にあらゆる仕事が飛び

込んでいらっしゃるでしょうから、それをみんなの分からないうちに、工夫をしてあげて、

汗をかいてあげて、知らないうちに学校や世の中が、うまく回るようになさっているので

はないかと思います。 

 

二番目に仁王門の不思議。この門は垂直方向にも工夫を凝らしておりまして、本堂の御

本尊の高さと仁王門の開口部と石段や参道が一直線になるようにしてあります。割合この

例は多いとは思いますが、1,300 年間これが変わっていない例は少ないかもしれません。こ

れはあるとき偶然気がつきました。関西はまもなくお盆になりますが、お盆になると本堂

に盆提灯を吊ります。そうすると参道の土産物屋さんの正面の道から盆灯籠が仁王門を通

してきれいに見えるんです。一直線になっているな、仏様がこの辺りの道を見られるよう

になっているんだなと気がつきました。後からよく考えてみますと、道を見ておられる訳

ではないですね。道行く人々を見守っているんでしょう。日高川流域の人に限られるのか

もしれませんが、道を行く人々、家族のために汗をかいて重い荷物を運ぶお父さん方、今

頃子どもはお腹を空かしているだろうなと家路を急ぐお母さん方、そういう人を見守って

くださいという願いがこのレイアウトに込められているんだと思います。 

 

三番目、三重の塔の不思議。道成寺の三重の塔は何代目か分かりません。和歌山県は台

風の直撃がある土地柄ですので、何度も仁王門も三重の塔も大破しただろうと思います。

この三重の塔は宝暦 13 年、1,763 年なんですが、江戸時代に入って時代も安定して歌舞伎

の『娘道成寺』も出来た頃に再建されたものです。そのときに一階二階の軒裏の木、屋根

の下を支える木を垂木と申しますが、一階二階は普通の平行な垂木で作りました。三階だ

け扇垂木と申しまして、扇の骨といいますか、時計の針のように少しずつ角度を変えてい

るんです。もちろん扇垂木の方が綺麗ですね。ただ、三次元の削り出しを曲尺だけでする
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ことになります。壁際では垂木は四角いんですが、そりくり返りながらの軒先では菱形に

なっています。それを八組作ればいいわけですが、複雑な技術です。この一階二階だけ並

行垂木で、前の垂木は前向き、横の垂木は横向き、角のところは 45 度ずつ合わさっていき

ます。これは同じ棒を作って同じように切れば良いわけですから、作りやすいんだろうと

思います。三重の塔を再建した棟梁さん、二階を作って下で休憩していますと、巡礼さん

が通りかかって、「棟梁や、扇垂木にした方が綺麗やで」と教えて貰ってこうしたんだそう

です。そのことを悔やんで完成後三階からのみをくわえて飛び降り自殺をしたという言い

伝えが残っているんです。そんなことってあるでしょうか。ただ和歌山県の日高川流域に

はそういう民話が残っていて、ちゃんと町誌にも載っている話なんです。あるとき、はた

と思いつきました。棟梁は一世一代の三重の塔の再建を任せられて、一階二階は堅実な方

法で三階は技術の粋を尽くして扇垂木に仕上げたのではないか。「これでわしも安心や」と

引退なさって晩酌が進むうちに飲みすぎで亡くなったのではないかというふうに睨んでい

ます。三重の塔で一階二階の軒を変えることはあるんだそうです。それも意匠の一つなん

でしょう。 

この三重の塔は日高川流域の人にとっては仏教のシンボルと言いますか、1,300 年前から

そこを見上げるような、それこそ洪水や地震の津波のおそれがあるときにはあの方角に逃

げなさいよというようなことを言い伝えてこられたのではないかと思います。再建のとき

に寺もずいぶん苦労したようです。お金もあまりなかったので、材木の寄進を募るんです

が、20 メートルを超える大黒柱に使える良材がなかったようです。日高川上流まで探して

見つからない。一本南の切目川という川がありまして、その上流に妙見神社という神社が

ある。妙見様というのは北極星のことなんです。仏教そのものではないかもしれません。

中国の占星術の影響なのでしょうか、昔の人もよく知っていて、夜の星はあるひとつの星

を中心に回っている。その星を見つければ、そこから真下におろせば北の方角が分かる。

あの星は特別な星だと。北極星とは言わずに妙見様と称して妙見神社を作ったり、妙見菩

薩というお姿を作ったりするんです。切目川の妙見神社にはヒノキの大木があって、それ

なら三重の塔の芯柱に使えるだろうという話になりました。三重の塔は約 20 メートルあり

ます。20 メートルの木ではなくて、真ん中の芯の堅い部分、肥えた分だけとって 20 メート

ルの材木が欲しかったようです。妙見神社の御神木なら使えるということで、時の道成寺

住職が覚悟を決めて妙見神社に頼みに行ったところ、氏子総代さんのような方が一言「差

し上げます」とおっしゃってくださって、生きている神木が切られて、運べないので更に

半分に切られて、道成寺へ運んで三重の塔の所に立っています。完成後、端材を使って妙

見菩薩の姿を彫って切目川の妙見神社にお礼に持って上がった記録が残っています。たぶ

ん妙見神社の氏子さん方は困ったろうと思います。道成寺の言い伝えでは一言差し上げま

すとおっしゃってくださったと書かれていますが、切目川のある町の町誌を見ますと、道

成寺の住職がやけな申し出をしてきたと。みんな頭を抱えたがこれは神様のご神意を占お

うと籤をしたんだそうです。一回目引くと「切る」と、念の為にもう一回引くと「切る」
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と出たんだそうです。わたし、神道のことは分かりませんので、どんな籤か分かりません

が、２回にわたって占いでご神意が切ると出たので、道成寺には一言「差し上げます」と

返事をくださって運ばれることになったんだそうです。いずれにせよ道成寺にとりまして

は、三重の塔の再建が出来た訳ですが、懐に御神木を抱く、仏教の象徴の塔になったんで

すね。神様にも仏様にも護られた塔になりました。これはやはり日高川という小さな平野

の流域の人々が大昔からあるお寺、その塔を大事に信仰してきてくださったお陰だろうと

思います。道成寺にとっては妙見神社の方々に御礼をしようがありません。材木というの

は生きている時間の２倍の命があるんだそうです。たとえば法隆寺さんの三重の塔は 1,400

年ですので、その中にある御心柱、大黒柱も 1400 年クラスの材木なんでしょう。道成寺に

とりましては 300 年前に再建できた塔を 500 年、1,000 年と護るだけしかお礼のしようが無

いんだろうと思っています。 

 

四、鐘楼の不思議。先程の絵巻に出てきましたお話の鐘つき堂の跡というのは、道成寺

の仁王門入ってすぐの所にあります。「鐘巻之跡」という石碑まで立っています。ところが

困ったことが起こりまして、昭和 50 年代から 60 年代にかけて発掘調査をしていただきま

した。そうすると道成寺は奈良の法隆寺を左右逆にした形、法起寺式という形であること

が分かりました。これは当然で、西暦 700 年頃に日本で最も美しいと言われていた法隆寺

さんを真似ることは当然のことなので、日本中の国分寺の大半がその形式で建てられてい

ます。道成寺もそれに倣った訳ですが、そうすると法隆寺さんには今も鐘つき堂がありま

す。それを左右逆に当てはめてみると、道成寺の鐘楼の位置が推定できることになります。

そうして割り出されたのは全く違う場所でした。本堂の左手奥に入相桜という木があって、

江戸時代には大変な大木で『紀州名所図会』にも載っています。その入相桜は明治以降に

和歌山県の天然記念物にも指定していただきましたが、大正の台風で残念ながら折れて、

今はその根本から生えた子どもか孫の桜の木がまた大木に育っています。 

では元々の言い伝えの場所をなんで間違えたのか。先程の絵巻のせいだと思っています。

絵巻というのはストーリーの順番に絵を描きますので、仁王門を描いて、安珍さんを描い

て、近くに本堂が見えていましたので、毎日毎日絵ときをするうちに、いつしか誤解をし

て道成寺の鐘つき堂は仁王門を入ってすぐのあたり、本堂との間にあったんだろうと勘違

いをして、ある時の住職が石碑まで建ててしまったんだろうと思います。 

一方、発掘所見で割り出された場所は入相桜の子孫がありますので掘ることができませ

んでした。でも、名前自体にヒントが隠されていたんですね。『新古今和歌集』の中に能因

法師の歌があります。「山里の 春の夕暮れ 来て見れば 入相の鐘に 花ぞ散りける」春

の夕暮れ。遠くからボーン、こちらで桜がはらはら。能因法師がどこでお詠みになったか

は分からないだそうです。もちろん道成寺では無いでしょう。しかし昔の人は歌心があり

ますから、和歌に通じている方であれば、「入相の桜」と聞けば、「入相の鐘の桜」とすぐ

に思いつくわけです。もし安珍清姫の事件がなんらかの史実、平安人を驚かせるようなお
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寺の鐘つき堂での男女の放火無理心中というのがあったとしたら、その場所は踏み荒らさ

ないようにと思い、桜の花を植えたんではないでしょうか。やがてその桜が大木になった

時、道成寺の僧侶達は「本当だったら今頃、暮れ六つ、入相の鐘、日の入りあい時の鐘を

打たないといけない時間なんだけどな」とその桜を見上げるうちに、やがてその桜は入相

の桜と呼ばれたのではないかと思います。発掘で入相桜の周りの土地を掘った時に焼けた

土が出土しました。道成寺鐘楼推定地の近くで小規模な火事があった可能性があります。

…焚き火の跡かも知れませんけどね。道成寺以外に本家争いもない話ですので、1,000 年前、

平安人を驚かすような事件が鐘楼で起こったのではないかと思っています。真相を知って

いるのは入相桜だけなんですね。 

 

五番目、御開帳の不思議。道成寺の御本尊は千手観音様で、その黒いパンフレットの表

紙に印刷している仏様です。その他にも秘仏の千手観音様がいらっしゃって、33 年に一度、

春 33 日間だけ開くことになっています。秘仏というのは日本中に沢山あります。御開帳と

いう行事もあちこちにあります。例えば長野の善光寺さんも御開帳が有名ですが、七年に

一度ですね。川崎大師さんには弘法大師直筆の「南無阿弥陀仏」という軸があって、10 年

に一度御開帳されています。東京の浅草寺さんの御本尊、絶対秘仏で誰も見ないんだそう

です。明治の頃に当時の文化庁の技官がご覧になって何か良からぬことがあったんだそう

です。ですので、妙な話で文化財の名前が「重要文化財浅草寺本尊厨子」なんです。器が

重要文化財なんですね。中は文化庁の調査を受けていませんので指定することができない

ということなんですが、考えてください。器より中の方が立派に決まっていますよね。調

査しない以上、重要文化財にも指定できないんだそうです。絶対秘仏で、お坊さまでもご

覧になっていない、浅草寺の貫首様は清水谷様とおっしゃって 93 歳と御高齢ですがお元気

でらっしゃいます。清水谷貫首様が、わしが引退したら必ず見るぞと若いお坊さん方にお

っしゃっているそうですが、元気でいらっしゃいますのでまだまだその願いは叶わないだ

ろうと思います。善光寺さんの７年とか、川崎大師さんの 10 年と伺いますと羨ましいなと

思います。33 というのは観音様の数字で、「南無観世音」と念じれば 33 通りのお姿で我々

を救って下さるんだそうです。武人のこともあれば、お医者さんのこともあれば、先生の

こともあります。子どものこともあります。ですから、私どもは今自分の目の前にいる人

はひょっとしたら観音様の化身かもしれない。意地悪を言っているけれど自分のために言

ってくれているのかもしれないなと思わないといけないんでしょうね。その 33 が観音様の

数字ですので、霊場の数も 33 箇所。京都のお堂も三十三間堂、ちなみに道成寺と同じ奈良

時代にできた京都の清水寺さんのご本尊の千手観音様も 33 年に一度御開帳になる。道成寺

は６年前に御開帳しまして、あと 27 年間、平成 50 年まで開かないんです。秘仏というの

は中世の密教の考え方、「真実というのはひとにぎりの人しか分からないんだ」という、意

地悪な考え方からきている、というのが歴史的に正しい解釈だと思います。ただそんなこ

とを申し上げても意味がないので、道成寺では「人間の生き様を反映したまつり方の仏様
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が秘仏です」とお伝えしています。われわれ大事な人と離れ離れになることがどうしても

起こりますね。でも、心の絆が消えるわけではないですね。わたしは幸いなことに父が健

在で住職をしていますが、母は病気で 20 年前に亡くしました。でも、わたしが悪いことを

しようとする時、「こんなことしたらお母ちゃんが泣くな」と思います。親父の方は、後ろ

見て横見て住職がいない、「しめしめ、やるんなら今のうちや」と思いますね。わたしは小

学校の教頭先生のことを今も鮮明に覚えています。担任の先生が病気になったり、出張に

なったりしたときにピンチヒッターであらゆる科目を教えて下さいました。教科書を離れ

て別の話をしてくれるのが楽しかったですね。学校の恩師というのは、たとえもう小学校

を卒業して 40 年経ったような人間でも鮮明な記憶とその教えを残してくれます。ですから

秘仏は見えないところから導く仏様。先に見送った親や小学校の恩師のように、見えない

ところから心を導いてくださるのが秘仏だと申し上げております。 

ではその秘仏さんというのは、今閉まっているわけで、たとえ道成寺に来ていただいて

も、皆さん方に拝んでいただくことができません。でも、扉が開いたら秘仏さんは普通の

仏様になるんですね。閉まっているときが営業中、仕事中なんです。ですから 33 年に一度、

33 日間開く秘仏さんというのは、32 年 11 か月間我々を見えない所から導いてくださる仏

様なんです。その扉が開くのを待つときに、カレンダーを開いて待っているだけでは意味

が無いですね。６年前の御開帳のときには、皆さんがささやかでもいいから何か一つ善い

ことを、世の中の人のためや、家族が喜ぶことをして、一生に一遍しか会えないかもしれ

ない秘仏さんにお伝え下さい、と言いました。地元の子どもらは裏山に桜を植えてくれま

した。33 年経ったからめでたい、ということではないですね。例えば成人で言いますと 20

歳になったからめでたいのではなくて、大人としての責任を果たせる年になったので親や

恩師や地域や社会に対してご恩返しがスタートするのを祝うのが成人式ですよね。誕生日

もたまたま偶然に生まれた日を祝う日ではないですよね。自分のための誕生日ではなくて、

その日は母親が自分の命が危ないかも知れない、病気を一つする、手術を一つする覚悟を

決めて自分たちを生んでくださったのが誕生日ですよね。仏教では「諸人よ 思い知れか

し おのが身の 誕生の日は 母苦難の日なり」、誕生の日はお母さんに感謝する日と考え

るのが本来の仏教の考え方なんです。 

33 年に一度という感覚は、昔の人にとっては「一生一度」という意味だったと思います。

幸い今は長寿社会で、うまいこと巡り合わせば 2 回か 3 回出会うことができます。ただ、

今も忙しいので「一生一度」でしょうね。子どもの頃は仏教の価値が分かりません。大人

になったらちょうど働き盛りの頃は忙しくてお寺参りどころではありません。長寿と言っ

てもやはり体が言うことをきけるか。もし家族が 33 年後に同じメンバーで家族旅行できる

としたら、それだけで幸せなことだと思います。６年前に御開帳の御利益というのを作り

ました。実は拝んでも何の御利益もないんです。むしろその扉が閉まっているときに拝ん

で下さいとも言っているんです。もし或る所に仏様か神様がいらっしゃって、「一度拝めば

33 年長生きできる」というのであれば、そのお寺は病院の外来受付ぐらい混むと思います。
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それは本来の宗教では無いと思います。御利益というのは求めても得られないけれども、

自分の日々の務めを一生懸命果たすうちに、おのずと授かるのが御利益と思います。とは

いえ、門前の土産物屋さんから突き上げをくらいまして、６年前にわたしがでっち上げた

御利益は、「大事な人と秘仏さんを拝むと次の御開帳にも一緒にお参りできますよ」とお伝

えしました。この「一緒」というのは物理的な意味、顔を見合わせたりしながらという意

味ではありません。見えないところから導いて下さるのが秘仏さんですね。万一、自分が

この世に居ないとしたら、それは仏様側に迎えてもらっただけのことなんです。自分が 33

年後、家族を扉の内から仏さんと並んで「大きなったなぁ」と見るか、家族と同じ方向か

ら「良かったなぁ」と見て拝むかだけの差で、扉を境に仏様と家族がまた一緒にお参りで

きますよとお伝えしました。先生方も会議の日程でお忙しいと思いますが、お帰りになり

ましたら、ぜひ大事な方にこのお話をお伝えください。「和歌山へ行ったら道成寺の坊さん

が出てきて、６年遅れの冷めたピザみたいな話をしよったぞ。しかも和歌山市より更に 1

時間くらい南に行かないとならん寺らしいぞ。でも、よかったら俺と一緒に平成 50 年にお

参りいこうな。」と仰っておっしゃっていただくだけで、その方との心の絆を秘仏さんが深

めてくださると思います。…あんまり何人にもおっしゃらないように。 

このお話をお伝えしておりましたら、御婦人が寄って来て、「和尚さん、33 年後も元気で

おられたら嬉しいけど、この旦那と一緒じゃしんどいわ。」と。そしたら男性が近寄ってき

て、「和尚さん、33 年毎に新しい嫁さんくれる仏さんどっか知りませんか。」と言われまし

た。一番うけたのは幼稚園児です。小学生ではないですよ。近所の幼稚園がきて、「君たち、

33 年後に彼女とラブラブなファミリーになって戻ってきてね。」と言ったら、幼稚園児が身

をよじるようにしてうけてましたね。あんなにうけるとは思いませんでしたけど。 

 

六つ目は娘道成寺の不思議。先ほどお話した安珍清姫にちなむ古典芸能を「道成寺物」

と言います。各地の民俗芸能から最近の現代物まであります。地元で子どもさんもミュー

ジカル劇団を率いておられる先生もいらっしゃって、また道成寺物にも挑戦して下さると

思うんです。その道成寺物と呼ばれる作品が、おそらく 100 以上作られました。現に上演

され続けている作品も能楽や歌舞伎、日本舞踊から始まって 2〜30 はあるんです。特に、

舞踊の世界では女性が踊る舞踊の最高作と言われているんです。最高作と聞くと、また手

前味噌にそう言っていると思うかもしれません。もちろん道成寺物よりも上の作品はあり

ます。例えば歌舞伎でも一番の人気曲と言えば忠臣蔵、あるいは文学の世界でも物語とし

ては源氏物語が日本の物語最高峰です。ですから、源氏を題材にした日本舞踊というもの

はたくさんあります。でも、よくお考えください。忠臣蔵、何人登場人物出てきますか。

四十七士と敵の上野介、主君の内匠頭、女性方も内蔵助のおりくさんや恋人のおかるとか

色々合わせると 50 は楽に超えます。源氏物語、何冊ありますか。54 帖、『雲隠』を抜いて

も大長編小説ですね。一方、安珍清姫の物語は、印刷にした活字本ですとわずか数頁の物

語なんです。登場人物は安珍と清姫、むしろ清姫が主体で、他に出てくるのは道成寺のお
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坊さんが困ってうろうろしているだけの短編物語ですね。短編物語の主人公清姫は四十七

士や源氏物語 54帖の次を追いかけている日本中の伝説上の人物の活躍度はナンバーワンク

ラスなんです。では、なんで娘道成寺や安珍清姫の物語が人気があるのか。わたしは道成

寺の御本尊がたまたま千手観音様だったからだろうと思っています。手を変え品を変え助

けて下さる理想の人物を表現したのが千手観音様です。もちろん専門でがんばるのも素晴

らしいことですが、教頭先生のように学校の人間関係から物理的な対応まで全部をすると

いうことはとても忙しいことですよね。でも、誰か柱になる方がいらっしゃらなければ、

学校自体が回りませんよね。もし手を変え品を変え助けようという仏様がいらっしゃった

ら、その方は人間の悩みというのはどうも複雑で始末が悪い。仏教でカバーできていない

部分もあるなと思われるんではないでしょうか。そういう仏様が、例えば絵巻や物語にし

て、あるいは日本舞踊にして仏教のメッセージを伝えようと。物語に聴き惚れたり、踊り

に見とれているうちに仏教のメッセージが伝わるように。人間というのは同じ悩みをずっ

と繰り返すんだ、解決することはないかもしれなくても努力し続けるんだということをお

伝えになりたいんじゃないかと思います。道成寺物の特に歌舞伎の最高作の『娘道成寺』

の人気の秘密は、千手観音様の見えざる手の一つだからなんだろうと思っています。 

 

さて、七番目、「無き鐘ひびく道成寺」なんですが、この道成寺というのは釣鐘がないこ

とで知られているんです。今あるのは弥生時代の銅鐸しかないんですね。実はこの物語に

ある釣鐘のあと、もう一つ別の釣鐘を作った経緯があるんです。二代目の道成寺の釣鐘の

話をしましょう。道成寺は西暦 701 年頃にできて、国宝の御本尊や重要文化財の本堂に釣

り合うような、やはり重要文化財か国宝クラスの釣鐘が奈良時代に作られたんだろうと思

っています。証拠はありません。意地悪な先生の中には、「道成寺には釣鐘が無かったんだ

ろう、だからあんな物語を創作したんだろう」とはっきり論文にお書きになった先生もい

ます。ただ、その先生は銅鐸のことを、銅鐸は弥生時代の方で道成寺に直接関係はありま

せんが、道成寺というのは 1,300 年の寺ではなくて弥生時代から日本最大クラスの銅鐸に

祈りを捧げた 1,800 年前からの「鐘の聖地」なんですね。その場所に法隆寺型という日本

のトップクラスの国分寺に匹敵するクラスのお寺が建てられたときに、なぜ釣鐘を作らな

かったのか。画竜点睛を欠くように、仏様とお堂を国宝クラスで作りながら、釣鐘をわざ

わざ作らなかったという理由を見つけてくださらない限り、その先生の批判は当たらない

だろうとわたしは思っています。証明はともかく、仮に奈良時代に道成寺に釣鐘があった

として、その釣鐘は 200 年後の平安時代には既になかったことが確実ですね。もし釣鐘が

平安以降も道成寺にあったら、安珍清姫の物語と矛盾しますから。特にこの物語は今昔物

語集などにも収録されますから、今昔を知っている人が「無いはずの釣鐘が有るじゃない

か」とびっくりするので、平安以降に道成寺に釣鐘がないことが証明できると思います。

何百年も釣鐘はありませんでした。ただ本堂の建て替え時期が巡ってまいります。西暦 701

年頃に建った最初の初代の本堂は 600 年を経た南北朝時代とうとう建て替えの時期を迎え
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ました。建て替えるのは怖かったろうと思います。昔の人ですから信心深くて。奈良時代

から 600 年拝まれた本堂を壊して、同じ大きさの同じ本堂を立て直しました。様式はもち

ろん最新式の南北朝様式になりましたが、おそらく 10 年 20 年とかけて同じサイズの本堂

を作り上げたんです。そこで合理的な思考に目覚めたんではないかと思います。やるべき

工事はしないといけない。釣鐘も寺にあるべきだと目覚めたのではないでしょうか。本堂

を建て終わった 2 年後に釣鐘が作られた記録が残っています。ちょっと専門的な話になり

ますが、山梨県の先生もいらっしゃるかもしれませんね。山梨県の北杜市というところに、

逸見の里というのがあります。これが甲斐源氏の一番初めのところ。出発なんだそうです。

源氏というのは清和天皇の子孫から生まれて、本流は清和源氏さんで、鎌倉幕府の将軍に

なっていきますね。清和源氏でないグループの源氏さんがあるとき東国へ下りまして、最

初は茨城県あたり、やがて山梨県に拠を構えました。一番最初に構えたのが山梨県の逸見

の里という所なんです。なぜ選んだのかというと、おそらく馬の産地と言われています。「甲

斐の黒駒」というのが木簡にも出てきます。山梨県に行かれますと八ヶ岳のふもとに雄大

な景色が広がって、火山灰のような古い土があって、松の林が広がっています。そこをパ

カパカと馬が駆け回ってたんでしょうね。「波見」という一族が奈良時代にいて「甲斐の黒

駒」を献上したという奈良時代の木簡が残っています。「はみの里」がなまって「逸見の里」、

今の逸見さんという名前になりました。ちなみに逸見から分家が出まして、分家さんは隣

の村に行きました。その村は武田の庄といいます。戦が上手だったので、惣領が逸見一族

から武田一族に代わって、我々は甲斐源氏というと武田信玄みたいにイメージがあります

が、その本家だった逸見の里。そこに逸見万壽丸源清重という武将がいたようです。日本

中が南北朝に別れて争った時に南朝方について和歌山県に来たようです。後醍醐天皇の息

子の後村上天皇という人に仕えて道成寺のあたりを褒美に領地として貰いました。その道

成寺の本堂を建て替えてくれたんです。おそらく南朝というのは天皇の親政の日本の国に

戻すんだというイデオロギーがありますので、行った先々のお寺や神社を大事にしてくれ

たんでしょうね。後醍醐天皇に仕えた楠親子はその御在所であった大阪の河内の観心寺の

本堂を建てられています。それと同じ時期に横目で見ていて、後醍醐天皇や息子の後村上

天皇に仕えた楠親子ではないですが、それなりの侍大将であった山梨県の武将が道成寺の

本堂を建て替えてくれました。地域の伝統を大事にする南朝こそが正統なんだ、という主

張だったんでしょうね。残念ながらご存知のように北朝方足利の方が戦さ上手で勝ってし

まって、逸見万壽丸が和歌山県にいたのは 30 年間位、親子二代だけなんです。その間に道

成寺の本堂を建て直しただけでなく、合理的な考え方を吹き込んでくれたんだろうと思い

ます。本堂の工事があったあと、まだ余裕があったんでしょうね。翌年に大きな釣鐘を作

って近所の八幡神社に納めました。更に翌年に小ぶりの釣鐘を作って道成寺に納めてくれ

ました。万壽丸は、侍であり、合理的であり、バランス感覚の良い人でもあったろうなと

思います。本堂を建て直すくらいですから、相当な予算規模があったはずです。先に作ら

れたお兄さんの鐘、八幡神社の鐘は大きいんです。道成寺の鐘は高さ 110cm、小ぶりに作り
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ました。安珍清姫に遠慮したんでしょうね。ここで図に乗って大きく作らなかったという

のは、素晴らしい人だったんだろうと思います。 

その大きい鐘がある八幡神社と小さい鐘がある道成寺の間は１キロくらいで、鐘の音が

十分に聞こえる距離です。まずは武運長久のため八幡さんに大きい鐘を納め、ゴーンと低

い音。やがて先祖菩提か、あるいは戦さで殺した敵方の供養なのか、小ぶりの釣鐘を道成

寺に奉納して、それは小ぶりですからガーンと響きます。わたしの想像ですが、和音にな

っていたと思います。音楽の先生もいらっしゃるでしょうが、中世の日本に西洋音楽的な

一オクターブを 12 に割って、３度とか４度ずつ上がっていくという和音という発想は存在

しません。ただ、能楽や歌舞伎に繋がっていく、あれほど豊かな雅楽や古典音楽があるわ

けですから、きっと楽人たちは「あの鐘の音とこの鐘の音が重なると、妙なる響きになる」

というのは経験的に知っていたんではないかと思います。あるいは鋳物師たちも知ってい

たんじゃないかなと思います。例えば能楽の道成寺の中にこの釣鐘をあけるときに、「つか

ねど此の鐘響き出で」という一節があるんです。清姫の祟りで鐘がうなりを発して、とい

うシーンなんですが、わたしはこれは共鳴のことでないかと思っています。同じ鋳型から

鋳抜いた銅製品の鐘が、片方を鳴らすと、もう片方も音がしている。触ってみるとやはり

振動している。共鳴という現象を、理由はともかくとして、鋳物師たちは知っていたんじ

ゃないかと思います。今その兄弟鐘の和音を証明することができないんですが、おそらく

南北朝の戦乱をぬって日高川に響きわたる兄弟鐘の音色は紀州の日高川の名物になってい

たんだろうと思います。 

その釣鐘、萬寿丸の南北朝時代から戦国時代まで 200 年間は道成寺で使われていました

ので、竜頭が擦り減っているんです。ちょっと釣鐘の写真が小さいので分かりにくいかも

知れませんが、釣鐘を吊るす部分の内側がすり減っています。200 年間は毎日使われていた

ことがわかりますね。この釣鐘は、紀州でお兄さんの鐘と平穏に 200 年過ごしたはずです

が、何といっても安珍清姫物語で知られていますので、やがて能楽『道成寺』という曲の

題材となりました。能楽の『道成寺』のあらすじは、安珍清姫以来、釣鐘がなかった道成

寺に新しい釣鐘が出来た。ところがそこに白拍子が現れて、新しい鐘の前で舞いを奉納し

たいと言い始めるわけです。みんなに許されて釣鐘の前で舞い始めると、白拍子がたいへ

ん見事な舞いなのでみんなうっとり見とれます。そのすきに「道成寺に鐘がなかったらわ

たしは恋人に会えた。思えばこの鐘うらめしや」と鐘に呪いをかける。そうするとドンと

落ちる、そこへ白拍子も飛び込む。これは清姫の亡霊であったのだとやっと気がついて、

釣鐘を開けてみると、また大蛇に変わっていた。後は祈り祈られて外に逃げて日高川に消

えて行く、というのが能楽『道成寺』のストーリーなんです。釣鐘の竜頭が減っています

から、鐘供養の時に事件は無かったろうと思いますが、あまりそんな硬いことは言わない

ようにしましょう。小説でも映画でも半分事実、半分ストーリーだから名作になりますよ

ね。猿楽の中心地は奈良で、和歌山と奈良の距離ですから、道成寺で 400 年ぶりに釣鐘が

作り直された、再興の鐘供養があったというニュースが伝わって、それを新たな芸能に仕
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立てたのが能楽『道成寺』という曲なんでしょう。 

その後も道成寺で 200 年間を過ごした釣鐘は、今から 420 年前、戦国時代に大きな運命

の転換を迎えます。紀州に豊臣秀吉さんが雑賀攻めの為にやって来ました。昨日ご覧にな

ったと思いますが、和歌山県というのは大名がいない、戦国大名がいない土地柄だったん

です。内陸部は高野山とか熊野三山が持っている、手前に根来衆の豊かなお寺がある。海

岸部は北は雑賀衆、南は熊野水軍。いずれもそれぞれに別れて自治をしている、大名の居

ない土地柄でした。順番に信長さんの時代にも戦に関わりましたが、秀吉さんが本能寺の

変の三年後、いよいよ天下統一に王手をかけようという頃に雑賀党を攻めにきたんです。

和歌山駅のあたりを太田といいますが、じつはこのホテルの場所そのものなんですが、大

田城という城がありました。雑賀党が立てこもって手強いので、秀吉さんお得意の水攻め

にしました。土手を作って紀ノ川から水を引いたんだそうです。水が溜まる間、秀吉さん

は和歌山市内の紀三井寺さんに物見遊山に出かけたり、土手の上でお茶会を開いた記録が

残っています。結局、雑賀党は降参をして滅ぼされるんですが、その水が溜まり始めた後、

手下を和歌山県の南部の方にも制圧に回らせました。キリシタン大名の小西行長というの

が南蛮技術を利用した大きな軍船を持って、道案内に熊野水軍を使って、侍大将、陸戦の

ためには仙石権兵衛秀久さんという人が来ました。仙石さんというのは今ヤングマガジン

か何かに掲載されている「センゴク」いう漫画の主人公です。戦国時代を生き延びて江戸

時代に大名になりました。長野県の小諸藩、佐久藩の藩主になって、亡くなった方です。

その仙石権兵衛という人が、小西行長や熊野水軍に乗って有田川、日高川と下ってきてお

そらく日高川について上陸して、道成寺を駐屯地に使ったんだろうと思います。誰かが道

成寺の 2 代目釣鐘を持って帰ってしまいました。2 年後、その釣鐘は京都に姿を表します。

本能寺の焼け跡の隣にあった妙満寺という同じ日蓮系のお寺に納められていました。信長

軍が本能寺にいたように、秀吉軍も妙満寺に駐屯していたんでしょうね。妙満寺はその後

引っ越して、今その場所は京都市役所になっています。京都市役所の北半分くらいが妙満

寺だったんです。京都市に土地を譲って、妙満寺さんは京都市の北のはずれ、左京区岩倉

という所に引っ越されています。そこに行けばこの釣鐘があります。道成寺とちゃんと彫

ってあるんですね。ただ、もう人の懐に収まった鐘というのは文句の付けようがないです

ね。妙満寺さんの鐘になって帰って来ないんです。こういうのを言うんですね、鐘は天下

の周りもの。ただ、はっきりと道成寺と名前も書いてありますので、６年前、和歌山県の

高野山と熊野が世界遺産となった時に記念行事の一環として 420 年ぶりに一時期、道成寺

にお里帰りしてもらいました。どういうことかと申しますと、もちろん熊野や高野山の歴

史が評価された訳ですが、戦国時代に雑賀攻めや釣鐘を運んだルートも熊野街道であろう、

海の熊野街道という意味も含めてですが、それも街道の歴史の一コマであるので、サテラ

イトイベントの一つとして認められて、釣鐘がお里帰りすることになったんです。本当は

33 年の御開帳のプレイベントをするつもりでとってあったアイディアなんですが、和歌山

県が協力してくださるということで、1 年前倒しにして、妙満寺さんからお借りしました。
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もともと道成寺だけでは何も出来なかったので、トラックで横付けして道成寺の方に納め

ようと思っていたのが、町こぞって応援してくださいましたので、お兄さんの鐘がある八

幡神社からスタートしようと、１キロの間を小学生からご婦人方まで、パレードをしてお

兄さんの鐘のあった場所から道成寺まで持ってきて、釣鐘を据えてそこで歌舞伎の娘道成

寺の公演までしてくれました。そのお兄さんの鐘の方なんですが、明治時代に別の場所に

移されています。明治に神仏分離令が出た時に仏教の釣鐘が神社にあるべきではないとい

うお話になって、お坊さんたちが相談をして近所の日高川の向かいにある浄土真宗のお寺

さんに買っていただく相談をまとめて、今は浄土真宗の光厳寺さんというお寺にお兄さん

の鐘はあるんです。ですから、出発地点になった八幡さんは釣鐘のない純粋な神社なんで

すが、その場所からスタートして、お返しするときには日高川の向こう側のお兄さんの鐘

に本当に対面に行って、そこでお念仏を上げてもらってから妙満寺へ帰りました。その間、

2ヶ月間道成寺の本堂におまつりしていました。本堂も釣鐘も同じ時期、南北朝様式で作ら

れたものですので、本当にしっとりと落ち着いた組み合わせの釣鐘と本堂に見えました。

ただその世界遺産キャンペーンのイベントが終わった時に、２ヶ月で妙満寺さんへお返し

して、今も妙満寺にあります。借りたカネは早めに返すのが義理ですから。あまり利子が

かさまないうちに。妙満寺さんと往復をしたことによって、和歌山の歴史を知っていただ

きたいということもあったんですが、私どもは釣鐘の思いを分かっていただきたいとお伝

えしておりました。道成寺の釣鐘は、初代の鐘は安珍清姫事件で 1,000 年前に無くなって、

ニ代目の釣鐘は普通の釣鐘として、むしろ南朝方の日本の伝統を大事にしましょうという

アピールの中で生まれたものなんですが、能楽で有名になったために、戦さで取られてし

まいました。京都についたあと運命ががらっと変わったんですね。妙満寺さんの言い伝え

では都まで運ばれた釣鐘は清姫の呪いで唸りを発して、近所で病人などが続出、災いごと

が続出すると、都の人が困って当時都一の名僧と歌われた妙満寺の日什上人にお願いして

「南無妙法蓮華経」と唱えていただいたら、たちどころに呪いは解けて、村人は大喜び。

このまま釣鐘を持って帰ってください、ご奉納申し上げますと言って妙満寺にあるんだと

いう言い伝えがあって、いろんな本にも書かれています。ただ、いろいろ調べてみますと、

ちょっと違う文献も出てきたんですね。やはり正しいものというのは歴史の資料を時代の

順番に並べて、それこそ警察の捜査か名探偵になったつもりで、その変化を順番に睨んで

いくと、必ず真相が湧いて出てくると思います。都の名所図絵の類が何冊もあります。そ

の中でもっとも古いものの中に違う伝説が書かれていました。ご紹介しますと「あるとし

紀州にて大兵火あり。国中の社、寺、半ば滅しぬ。」和歌山県の神社仏閣が半分無くなった

んだそうです。「それがし道成寺の釣鐘を新宮の屋敷に引き取り置いていたところ、災いご

とが時々おこってそのたびに女子どもが嫌う。すなわち都に運びて鐘のない寺に奉納せん

とす。妙満寺に至りてこの鐘を見ることなし。すなわちこれを奉納す。」と江戸時代はじめ

のガイドブックに書かれているんです。新宮の某というのが熊野水軍だとわかりますね。

ですから豊臣秀吉さんの命令でも、戦国大名のいたずらでもなくて、やっぱりいろんなも

162



のが紀州から持ち出される中で、おそらく豊臣方へのご機嫌取りの一環、熊野水軍と豊臣

方との関係の中で運ばれたんだと思います。妙満寺が選ばれたのは、もちろん日什様とい

う立派なお坊様がおられたからでしょうが、大きな理由は本能寺のお隣にあった同じ宗派

のお寺だからでしょう。その史実が段々伝説に変わって行くのは、やはりお能や歌舞伎の

影響だと思います。お能のストーリーに段々近づいて行っただけなんでしょうね。その方

が当然面白いですよね。 

さて、その釣鐘は故郷を離れて都に着いてみたら、そこは能楽に代表される室町文化の

花開いたところ。釣鐘がついてすぐ、江戸時代になる前に出雲の阿国が歌舞伎踊りを始め

る都でした。釣鐘は自分の運命に気がついたのではないか。故郷にいたら日高川で響くだ

けです。しかし、都についてみたら自分を題材にした古典芸能があって、日本中の人が知

っている。心に響く鐘になれると思ったんでしょう。釣鐘は妙満寺さんに納まって道成寺

に帰って来ることはありません。道成寺では耳にも目にもできない鐘なんですが、本当に

値打ちのあるもの、美しいものというのは見えないものに多いですよね。新しい釣鐘を作

ったらというご意見もいただきますが、作ったら二代目を大事にしていないとになります。

寂しくなったら妙満寺に行けば、いつでも拝ませて貰えるんです。道成寺は「無き鐘響く

道成寺」。耳ではなく心に響く釣鐘を持っている寺なんです。 

 

色々申し上げましたが、人間の本当の大事なものというのは、見えないもの聞けないも

のにあるのだと思います。先生方のお仕事は、子どもさんをお預りになっている 6 年間に

あるようで、実は御開帳のように一生続く響きを子どもさんの心に植え付けることが出来

るんだろうと思います。皆さん方のそれぞれの地域に皆さん方の学校があるのは幸かな。

そこの学校に教頭先生がいるのは幸かな。世に仏法あるのは幸かな。世に父あるは幸かな。

世に母あるは幸かな。どうぞ今後ともご活躍をお祈り申し上げまして、今日の拙い話を終

わらせていただきます。本日はご清聴誠にありがとうございました。 

 

【司会】 

小野様、誠にありがとうございました。ただいまのご講演に関しまして何か会場より質

問等ございませんか。いかがでしょうか。 

それでは講師先生への謝辞を全国公立学校教頭会より申し上げます。 

 

【神座】 

反対側にて失礼いたします。小野様、本当にありがとうございました。絵巻を見せてい

ただいて絵説きの説法や七不思議のお話も本当にユーモアを交えてお話を聞かせていただ

きましたが、貪欲や愚痴、嘘やわがまま、そんなものにとらわれている自分というものを

ちょっと反省させられる想いになりました。 

お話の中でいくつか心に残ったことを述べさせていただきます。やはり仕事は皆の知ら
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ないところで汗をかいて、そして知らないうちにうまく回っていく、そんなことが素晴ら

しいんだというようなこと。それから御利益というのは自分の日々の務めをしっかりと行

なっていること、それで得られるというようなこと。そして学校に関わるんでしょうか、

千手観音のように手を変え品を変えて助けるということ。私たちの教頭会のこのつながり、

あるいは校内での組織を生かしていくことで子どもに対して千手観音のような支援ができ

たら本当に素晴らしいなと思いました。 

また、世界に冠たる国であるといったようなことが教育の力によるところが大きいと、

勇気と自信をいただきました。人間の力を超えたものを大事にされて、道成寺のように永

遠と続いていく、その教育の営みといったものをこの紀ノ国の文化一端から学んだような

気がします。自分たちの学校に帰って地域あるいは児童、それから私たちの教育の伝統や

特色をしっかりと見つめて生かしていくことの重要性を本当に教えていただきました。 

最後に 33 年後も楽しみにしております。本日は貴重なご講演本当にありがとうございま

した。 

 

【司会】 

講師先生がご退出されます。今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。

以上を持ちまして特別分科会Ⅱ午前の部を終了します。 
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特別分科会Ⅱ シンポジウム 
 

【司会】 

それでは定刻となりましたので、午後の部シンポジウムに移ります。運営委員よりコー

ディネーター、シンポジストの方々をご紹介申し上げます。 

 

【運営】 

大会要項の 67 ページ 68 ページをお開きください。コーディネーター、シンポジスト紹

介が掲載されていますのでそれをご覧ください。 

コーディネーターは和歌山大学教育学部 教授松浦善満様です。シンポジストは日高川

町長、玉置俊久様。秋津野ガルテン副社長の玉井常貴様。耐久高齢者大学学長、清水勲様。

前和歌山県教育委員会教育長、山口裕一様。以上でございます。 

それでは松浦先生よろしくお願いします。 

 

【松浦】 

失礼します。午前中は道成寺の絵説きを皆さん聞かれ、そして、食事をされ、午後から

シンポジウムということで、今、司会の方からも紹介されたのですが、それぞれ４人の、

非常に活躍されている方に今日はお話を聞かせていただき、その後、皆様方からも是非ご

意見、ご質問いただいてですね。今日のテーマであります「共に育っていく」そういう地

域と学校のつながりをどういうふうにつくっていくのか、そういうことをテーマに進行さ

せていただきたいと考えています。ひとつご協力よろしくお願いします。 

それでは、それぞれの方の紹介については、皆さん方のお手元の資料に詳しく書かれて

いるので、それを参考にしていただきながら、これから 15 分ずつ、それぞれの方のお取組

を紹介していただきたいと思います。 

日高川町の町長さん、一番バッターよろしいですか。その次は、玉井さん、清水さん、

山口さんという形で進めていきたいと思います。玉置さんは町長として実績を上げておら

れて、中学生まで無料で医療をされている。わたしはそういうことを少しお聞きしたいと

思います。テレビで 25 メートル位の串に焼き鳥を刺されて、その他にも非常に楽しい取組

をされている、いろんなアイディアをもたれた町長さんです。そんなことを前座にしなが

ら玉置さんよろしくお願いします。 

 

【玉置】 

皆さんこんにちは。後ろの方見えますか。今日は、これ法被を着ています。日高川町の

法被なんですが、よく外国人の方が来たときにディス・イズ・ハッピ、ハッピーな町です。

ハッピータウンです、ということをやりながら、センスいいでしょ、ディス・イズ・セン
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スということで、結構うけております。そういう訳の分からん町長でございますのでよろ

しくお願いします。それでは始めさせていただきたいと思います。 

私ども日高川町は、先程の道成寺さんのお話がありましたが、その道成寺さんのある町

でございます。よくいろんな打ち合わせで道成寺に行っています。すると観光客から「住

職さん、住職さん」とよく言われますが、わたしはこうなっていますが、これは天然のも

のでございまして、彼のように剃ったものではございません。ということで、よろしくお

願いします。 

わたしは民間出身の町長です。松下電気、今のパナソニックですね、勤めておりまして

営業でずっと長くやっていました。Ｕターンして２年前に地元の町長になったということ

で、危なっかしい町長でございます。あまり行政的な用語とか得意ではございません。今

日もたぶん言い過ぎとか失言とかあると思います。今日のこの場での発言は一切責任を持

ちませんので何卒よろしくお願いしたいと思います。 

それでは皆さん、先ほどちょっとコーディネーターの方が言われていましたが、「世界一

長い」とか、「日本一楽しい」とか「日本の笑い祭り」とか、聞いたことございますか。先

ほどの道成寺は別にしまして、こういうことを実は、わたしは町長になる前に地元の観光

協会の会長ということでやっていたのですが、その時に企画して全国へ発信した町おこし

の数々でございます。本日は、これらの話を中心に地域の元気、創出についてお話させて

いただきたいと思っています。自称ですが、今、日高川町は和歌山県で一番元気な話題の

ある町だと注目されております。「共に育つ」そういった今日のテーマですね。楽しい話と

して聴き止めていただければ幸いかなと思っています。 

実はこれから町長になる前の話をいろいろさせていただきます。町長になる前のころか

ら話しさせていただくのですが、以前、和歌山大学の一般教養で、観光と地域の活性化と

いう講座を持ちまして１年間講師を務めさせていただきました。２年目に町長になったと

いうことで、休講になって、今は名残惜しいのですが、無しになってしまいました。１年

に一回だけということだったのですが、その時の 90 分のうち 70 分から 80 分は、「わたし

のやったこと」こういう形で発表しまして、そこで学生たちに、「今日、わたしの話したこ

とについて自分の意見を書きなさい。800 字以上書きなさい。それをもって出席とみなしま

す。」という形で行いました。150 人くらいの講義部屋でございましたが、ほとんど全員出

すのです。不思議なものだな。真面目なものだなというふうに思いました。それで、要す

るにわたしがその時に言ったのは、「世の中に出たら厳しいよ。その場で考えて、その場で

いろいろてきぱきと判断しなくちゃいけないよ。」ということで、そういう癖を付けなさい

ということでした。最初の時に、書けなかったら、あいうえおでもいいから 800 字埋めな

さいと、どんな内容を書いたかわたしは見ないと。そんな 100 人以上見てられるかいと。

見て欲しい人は自分のところに丸を付けなさいと。毎回 2〜3人いました。結構意見があっ

たので、わたしの宝にさせてもらっています。ということで次に行きます。 

私どもの日高川町というのは１万１千人の小さな町で琵琶湖の約半分くらいの広さがあ
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ります。結構広いんですね。田舎町ということで逆境を逆手に遊び心でやりきるというと

ころで、いろんなことをやっています。田舎町ということで、ちょうど泉佐野市ですかね、

大阪のそこの子どもたちが来るというので、交流するということで、地元の小学生に「お

前ら田舎の良さを教えてやれ」というふうに話したら、「町長、田舎、田舎と言わんといて、

田舎と言われたら恥ずかしいわ。」と言うので、これはどういう意味かなと思いました。 

さて、楽しい町づくりということでございますが、私どもの町は、備長炭ってあります

よね。超高級炭、これの生産日本一の町です。ところが合併して、私ども合併した町なん

ですが、合併した結果日本一になったのです。今まで１位、２位のところは記念館とかな

んとか館とかそういうものがあるんですよね。３位、４位だったから出来てなかった。こ

れはなんとかしたいな、というふうに話しまして、使い道を何か考えようということで話

したら「うなぎ焼いたらうまいな。肉焼いたらうまいな。」もっと庶民的に行こうと。「焼

き鳥で焼いたらうまいな。」ということで、いろいろ考えて、「焼き鳥でなんかできんか。」

と考えていたら、福島県の川俣町というところが、十何メートルという焼き鳥つくって日

本一だというふうに言っていたのを知って「これおもろいな。」ということになりました。 

ところが、自分らで日本一と言ったが、誰も相手にしてくれなかったということを聞き、

それならそこに挑戦状を叩きつけようということで、挑戦状を叩きつけて、世界一長い焼

き鳥合戦が始まったということでございます。ここのいきさつは、去年の５月 17 日に日本

テレビに「ＤＯＮ！」と番組ありますよね。そこで「今日は何の日」という特集番組を組

んでいただきまして、30 分くらいわたしは出ずっぱりで出ていました。これを一番最初に

やったときはテレビカメラが 13台も入ったというものすごい大会でございました。今実は、

岩手県、山口県、福島県、香川県、北海道それと私どもと福島県ということで７つの町で

世界一を競ってやっているということでございます。今年は 25 メートルで世界一を奪回し

たいなということで、最初 10 メートルから始めたのですが、これ実は一本の竹で刺してい

くという、竹をついだらあかんでというルールを決めたのはわたしなんです。実はいろい

ろ考えて、今年の 3月 19 日にやる予定で着々と進めておりましたが、大震災が起き、発生

の地の川俣町が危機だということで、やむなく中止しました。それもその後、川俣町が大

変なことになっています、放射能の影響で。なんとかしようということで、先ほどの町全

部集まれということで、8 月 27 日に「焼き鳥の仲間、全員集合」ということで福島県の川

俣町へ行きます。テレビで大々的に出ると思います。そのときわたしも写っていると思い

ますので、ぴかっと光っていたらわたしです。よろしくお願いします。エールということ

で「頑張ろう川俣。頑張ろう福島。頑張ろう日本。焼き鳥で世界一長い元気の輪をつくろ

う。」復興の輪をつくろう、ということで頑張って行きたいと思います。 

それから、次に「自然から新しい力を」ということで、5〜6 年前に私どもの所にダムが

あるのですが、ダムのところで、「なんかアホみたいなおっさんが『ぎゃー、ぎゃー』やっ

ているよ。」という話を聞きました。テレビもきました。「何かな」と思って行ってみると

「ヤッホー、ヤッホー」と叫んでいる。当時、観光協会だったんで、おもろいなと思って
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話を持っていきました。そして、そこへ行きますと「ヤッホー」がある。極端にきれいに

聞こえる。「これなんとかならんかな」ということで「日本一楽しい、ヤッホーポイント」

「日本一」というのを付けました。そして、テレビ局にどっと売り込んだら「鶴瓶の家族

に乾杯」がきました。NHK「週間子どもニュース」で大きく取り上げられました。「ベスト

ハウス 123」という番組でついに一番になりました。そして、NHK の若手のカメラマンが「ヤ

ッホー」について都会人の癒しということで、特集番組をつくったら、新人賞をとったそ

うです。また、番組が英語版になって全世界に放映されたとのことです。今も続いていま

す。昨年の 12 月も NHK の全国ニュースで取り上げられて、「ヤッホー」で全日本選手権大

会、なんでも日本一がいいということで日本一、世界一が好きなんで、全日本選手権大会、

というふうにしてやっています。キリンビールが、こんなに映るんで応援してくれて、全

部キリンビールが出してくれています。それで、もっと、田舎の町、山奥の町を元気にし

ようと「ヤッホーで町づくり」ということで、こんなヤッホーポイント、これ実は、ここ

に立っているんですね。こういう 15 メートルのドデカイ看板もつくり、こういうキャラも

つくって、頑張っています。 

このような取組で、田舎の人たちが本当に喜んでいる、こんなところにこんな宝があっ

たのかということです。次々と出てきます。生かしてこそ文化財、ということで、実はわ

たし以前和歌山県の文化財保護員というのをやらせてもらいました。ご高齢の方が非常に

多いんです。団体は、みんな保護と言われているんですね。そんなこと言われても文化財

というのは、生かしてこそ初めて、文化というのは生きてこそ初めて値打ちがあるという

ことで、生かしてこそ文化財と提案してまいりました。江戸時代に、江戸方角名所杖と言

うんですか。紀州名所杖というものが有りまして、お祭りの先達、御輿のさきですね、「わ

っはっは」と言って、笑うようなこういう奇妙なお祭りがあると書かれています。現在も、

こういうような形でたぶん毎年秋にこの番組がありますので、「わっはっは、わっはっは」

というお祭りをテレビで見られたことがあると思います。ところが祭りというのは年に一

回なんですよ。一日なんですよ。これはもったいない、何とかしようと言って、みんなと

話し合った。そしたら、正月にあわせて「初詣、初笑い」やったらどうだと言うことでや

りました。こんな形で全部オリジナルでつくったんですが、大変だったんです。祭りをイ

ベントに使うということは非常に難しい。いろんな抵抗を受けまして、この衣装とかは全

部別につくりました。別につくって、これイベント用、祭り用という形でやったんですが、

同じような形でやらしていただいて、実にこれ 17 台、田舎の町で並んだということで、毎

年やっています。和歌山の春は「初詣、初笑い」からと言う形で全国的にも定着というん

ですか、ＰＲしていただいて、くいだおれ太郎くんとも共演しました。これ実はロボット

もつくったんです。せっかくだからということで、近くにある和歌山高専というのが全国

ロボコン大会で結構な順位で毎年頑張っていますので、そこの先生方と話して子どもたち

にロボットに興味を持ってもらおうということでこういうものをつくって「わっはっは、

わっはっは」やっています。 
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次に、道成寺でございますが、道成寺については先ほどから話されましたんで、とばし

ますが、やはりお能とか文楽、歌舞伎、こういったものは本当の意味での日本の舞台芸能

トップ演目でございます。私どもはこういうものを地元の発生の地でいろんなイベントや

ろうということで、これ全部、人間国宝を呼んできてやらせてもらっています。そのとき

必ず地元の子どもたちに参加してもらう。また、２万円もするようなお能の特別な時にも

後ろの方で子どもたちに見てもらう。本物を見てもらうと全然、感覚が変わってくる。そ

れで地元の本当の値打ちを知ってくれる。自信をもたせる。そして、「お前らな、東京行っ

たら道成寺のある町で生まれたんだ」というふうに胸張って言え、ということをよく言っ

ております。私どもは究極的に芝居小屋を作りたいなというふうに思っているんです。昔

ながらのその話を歌舞伎役者にしたら、勘三郎さん、玉三郎さんが共鳴してくれまして、

もしやるんだったら、「わしらこけら落としやってやる。」ということを言ってくれました。

また、将来的にこれができたら伝統芸能のご支援をその場でしたいな、というふうに思っ

て今着々と進めておりますが、お金がやはり 10億円くらいいるということで、今ちょっと、

非常にしんどいかなと思っています。ただ、この話をいろんな方々が聞いていただいて、

企業の目線というのでしょうか、そういったものの中からも応援しようという声が出てき

ております。わたしの在任中に絶対やろうと思っています。 

もっとアホなこと考えていまして、先ほど清姫さんが 60 キロも追いかけたよ、と言って

いましたよね。よく考えてみると、昔ギリシャの兵士が我が軍の勝利を知らせるというこ

とで 40 キロ走って、これが世界的なマラソンの起源になっているとのこと。紀州の女が 60

キロ走っているんだぞ。そんなんほっといていいんかい、ということで、正月の男子箱根

駅伝に対抗して「春を呼ぶ清姫女子駅伝」これをやろうと思いました。その昔、ギリシャ

の兵士は 40 キロ走った、清姫さんの走った 60 キロ、これを目標にするべきなのかと、今

現世の我々における清姫駅伝をやろうとしているんですが、これをやるには一回に 1 億 5

千万円かかるんです。そのためには、テレビで生中継してくれんとあかん。NHK しかあかん

と思って、実は話を進めていた。毎日放送は一時間放送くらいのダイジェストでやってあ

げると言ったけど、そんなのいらん。日本テレビでは馬鹿にされました。あんた何考えて

いるのと。 

そろそろ時間きました。こういうことでいろんな取組をどんどんやっています。それも

本当にバカみたいなことですが、結構子どもたちにも受けて、地元の人たちにも受けて、

みんな一緒になってやっていこうという気になっています。町長がこんな人間だから町民

も本当に大変だろうと思うんですが、今、小学校に行っても、どこに行っても、「よう。」

学校に行っても「よう。」と言うんです。生徒が「よう、町長。」とハイタッチしてきます

ね。こんな町を目指しております。前半はここらへんで終わりたいと思います。どうも後

またありますんで、楽しみにしていてください。お付き合いありがとうございました。 
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【松浦】 

ありがとうございました。午後、ちょっと心配していたんですが、みんなバッチリ目を

開けて、一人だけちょっと眠たそうな方がおられたんですが、本当にありがとうございま

す。ぜひ質問とかしていただいて。貯めておいてください。僕はどうしてパナソニックか

らこっちへ手を出されたのか、是非聴いてみたいなと思っていたんです。 

それでは続きまして、もう少し南の方に田辺市というところがあります。そこに秋津野

というところがあります。小学校の校舎を造り替えられたんですよね。そしてそこで地域

ビジネス、CB とか SB とかソーシャルビジネスとかそういうのを起こしておられます。これ

も非常に全国的に知られている取り組みですので、ぜひ聞いていただきたいと思います。

それでは玉井先生よろしくお願いします。 

 

【玉井】 

皆さんこんにちは。田辺市は合併しまして近畿一面積の大きい町です。その中の昔の上

秋津村、そこが私たちの地域でありまして、廃校を田辺市から約１億円で地域が買取りま

して、地域の皆さん 489 名の出資で法人をつくり運営している、いわゆるグリンツーリズ

ム事業のコミュニティービジネスです。そこに行くまでのいきさつについて、皆さんに NHK

の「プロジェクト X」って皆さん昔有りましたね、それを若い人たちが、これ平成 14 年に

作ったんですが、結構地域づくりのひとつの原点かなと思っております。それを少しビデ

オで見ていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

【プロジェクト X】 

全く無名であった地域が注目を浴びることになった。その取り組みは最高の栄誉である

天皇杯を受賞するに至った。この物語はその紀州の小さな山が幾多の苦難を乗り越え地域

をつくり上げていった村人たちの記録である。 

上秋津は 11 集落からなる農村で、田辺市のほぼ中央部に位置し、地区の中心部を会津川

が流れ東部に高尾山を有する農村地帯である。近年、交通の利便性の向上と市街地の拡大

などにより人口が増加している。総世帯数は 985 戸で農家戸数は 333 戸と 30%を占め、現在

も柑橘と梅の栽培が中心の農業の非常に盛んな地域である。近年人口の流入が著しく、混

住化が進んでいる。そういった中、住民たちの新しい地域づくりへの挑戦も始まっている。 

この小さな山里は古来から稲作も行われ、平安時代には藤原氏の荘園として治められて

いた。高尾山を有し、会津川の清流、大自然の姿は昔のままに我が郷土の象徴となってい

るが、悠久なる郷土の歴史は行く度の移り変わりを経て今日に至っている。その中でも明

治 22 年 8 月 18 日、19 日に起こった水害は会津川流域で死者行方不明者 320 人という甚大

な被害を出した大水害だった。上秋津においては高尾山の数千箇所における崩落、川中口

の土砂崩れにより会津川がせき止められ、鉄砲水が発生し、下流の田畑・家屋が全て流さ

れるという未曾有の大災害になった。水田は 2 メートル以上の土砂に埋まり、見るもの全
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てがなぎ倒されて何も見えなくなったとの言い伝えがあるように、最大の産業である農業

に壊滅的被害をもたらした。この水害からの復旧は長年に渡り続けられ、村や村人に与え

た打撃は筆舌に尽くしがたいものがあり、疲弊のどん底に達したと言われる。 

しかし、村復活への心は村人をひとつにしていった。このとき、高尾山の山腹にできた

「人」文字型のがけ崩れはその後の災害に対する警鐘となった。昭和 6 年 4 月のある日、

高尾山経塚はその長い眠りを覚ますことになった。開墾された畑の一画、発見したのは当

時上秋津村の村長であった中山氏をはじめとする村の青年たちであった。この年の 12 月中

山氏は青年たち 6 名を率いて調査を行い、壁、経筒、和鏡、宝珠など数多くの遺品を発掘

した。昭和 8 年、遺品一括を当時の金額千円で東京帝室博物館、現在の東京国立博物館に

売却した。発掘に従事した青年 6 名と相談の結果、個人分配は行わないこと、同時に高尾

山史跡顕彰会を設立し昭和 11年、この千円をもとに高尾山山頂に経塚記念塔が建設された。

建設にあたっては村民が総動員され、また子どもたちも参加して資材を山頂まで運び上げ

たことが今も語りつがれている。こうした村民すべての努力の下、高尾山山頂にその姿を

表した。高尾山のひともつと共に経塚記念塔は上秋津の人々の誇りとして大切に見守られ、

村のシンボルとなった。 

昭和 31 年この村に大きな転機が訪れた。もとは上秋津村であったが牟婁町への合併が持

ち上がり、同時に村有財産処分の話が持ち上がった。議論の末、村有財産は個人に分配す

ることなく、将来の地域を支える子どもたちのために、有効に使うべきとの提案が出され

た。全住民の合意により昭和 32 年に旧村有財産の運用、公共のための有効活用を図ること

を目的とした社団法人上秋津愛郷会が発足した。上秋津愛郷会では、教育の振興、住民福

祉、環境保全等の活動内容を行うことを事業内容とした。地域づくりに関する様々な活動

に対し上秋津愛郷会と関連的支援をし、旧村合併以降の地区の自主性を尊重し、住民がひ

とつになった現在の村づくりの基礎を形成した。 

 

後世に土地を残してみんなが潤うように、ということで社団法人にするか財団法人にす

るかということで大変迷ったらしいんです。ですが、結局、上秋津の場合は社団法人とい

うことで、県の教育委員会の管轄下に入ったわけです。そういうことで僕らの時分には、

マツタケが相当な高値で売れたというようなことで、それから山の龍のタスキも高く売れ

たということで、案外愛郷会の経営も楽にいけておったけど、上秋津の愛郷会の会員の財

産であるところから収益を一般の人たちの子どもの教育や何かに平等につぎ込んでいくと

いうのは、これは大変矛盾しているといったようなことを聞かれていると思うんですが、

やはり何といっても教育法人です。 

 

平成に入る頃より、よい生活環境を求め多くの新住民が移り住んでくるようになった。

平成元年この村に新しい地域づくりの組織が誕生した。活力と潤いのある郷土づくりを目

指すための調査、編集、意見の受注を行い、「自ら行えることは自分たちで」をモットーに
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ボランティア活動を行う若者たちのグループ「上秋津を考える会」が立ち上がった。 

 

上秋津のシンボルである高尾山も、これをひとつ見直そうということで、たまたま平成

の 4 年くらいだったんですが、スカイパークの整備補助対象に決定したんですが、上秋津

のシンボルである高尾山の整備事業を始めたというのが、ハード面での第一回の活動です

ね。 

これは「上秋津を考える会」だけしかできない役割だと思うんですが、ほかの団体では

いろんな制限・制約があるわけなんです。例えば、消防団、老人会というようなものは、

年齢的な制限があるし、それから育友会というのは学校へ行っていないといけない、とい

う制限がある。婦人会というのはもちろんご婦人でないといけない、というのがある。社

団会というのは職も年齢も男女の別も問わない、全くどなたが入会されてもいい団体です

から、例の社団会というのは非常に楽になんでも話し合える団体ですから、考える会が混

住という若い世代の方々とのコミュニケーションというか、橋渡しをするという役割を担

った会というんですか。それが考える会の今後に与えられた課題かなと。 

 

地域づくり実践部隊の「上秋津を考える会」。そして、自主材料の上秋津愛郷会の存在が

行政に頼らない独自の村づくりの基盤となった。町内会や公民館とともに上秋津のこうい

った組織的な活動で、新住民との交流も進んでくる中、幅広い広域図へとより一層活発な

地域活動を展開するために全組織を網羅する組織が必要との認識が高まり、平成 6 年 9 月

に当時組織されていた地区内 22 団体が集まり、秋津野塾が結成された。 

 

今まで町内会、町内の中でもだいたい町内会を中心に各団体それぞれ別個の動きをしな

がら必要に応じて組織を立ち上げて対応したという経緯があるんですが、その都度、そう

いう組織をつくっていたんでは手間がかかり、あるいは対応に不十分という機能しにくい

という面が生じておりました。それで 24 団体の各団体に呼びかけをしまして、結局平成 6

年に秋津野塾を立ち上げすべての町内での出来事あるいは外部からのいろいろな諸問題に

ついて対応していくということに、たいへんな機能が果たされているというように思いま

す。先人たちの大変な苦労によって認められたり、あるいは秋津野塾の活動を評価された

りしまして、平成 8 年に天皇杯をいただいたと言うことが契機になって町内の皆さん方が

非常に土地に対する自信と誇りを持っていただいた、という認識を受けております。年間、

相当の諸行事があると思うんですが、この実行に対しては一声呼びかければ百人前後の大

勢の皆さんのボランティアによってスムーズに準備や行事の進行、後片づけに至るまで非

常にスムーズにやっていけるということが、すごいなというように感謝をしながら、これ

はどこにも自慢できることだと思います。それとこれからも非常に難しい生活環境のなか

で、私たちのような結束した組織がいよいよ必要ではないか、というふうにそれは自信を

もって皆さん方に言えると思うんです。今までやってきた皆さん方のスタンスをさらに若
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いみなさんに引き継いでもらってどんどん移行していきながら、いよいよ立派なものに仕

上げて頂けたらという願いでいっぱいです。 

 

秋津野塾誕生により地域での各種イベントや活動がより活発に行われるようになり、地

域は活気がみなぎってきた。異業種や世代をつなぐ秋津野塾が起点となって小学校の農業

体験学習をサポートする支援委員会、地産地消を実践する農産物直売所、自主防災組織な

どが次々と立ち上がった。 

 

地域の方々に年間 300 以上にわたってのご支援を受ける中で、子どもたちが自然な形で

触れ合うといった場面が多くなってきました。そういう方々とも町で出会っても挨拶がで

きたりとか、おじさんにちょっと声をかけたりとか、畑で作業していたら「今何やってい

るのよ」というような声もかけられるなど、変わってきました。地域で見守られているん

だなという安心感も子どもたちのなかには芽生えてきているように思います。 

 

村づくりの行事でいろんな方と出会いました。また、いろんな土地の視察をして、やは

り元気なところには直売所がありました。そんな経緯から、近年は中国からの輸入が多い

中、やはり地産地消を目指していかないとならないという思いがありました。特に上秋津

には何十種とも言われるみかんの種類があり、年中収穫することができます。他にも多く

の野菜を栽培しています。そんなものをうまく利用できないかというのがありました。そ

れから老人の方々の生きがいの場となればいいし、また、そこに来てもらうことによって

農家と消費者とのふれあいの場ともなるし、いろんな思いもあって、平成 11 年を機会にオ

ープンしました。しかも行政とか JA の助成をいただかずに、農家 31 名が出資して、自分

たちの手作りで作ったのです。村作りと言いましても、やはり経済が伴わなければ長続き

しません。また、ボランティア活動という訳にもいきません。そんなことから、村作りの

直売所が核になり、足を運んでくれたお客さんに品物を買っていただくだけではなく、上

秋津の水とか緑とかそんな光景も買っていただきたいし、秋津野の人情も買っていただけ

たらなということも考えています。 

 

しかし、村人たちの間に、このままがむしゃらに地域づくりを進めていってもいいのだ

ろうかという不安が芽生え始めていた。そこで一旦立ち止まり、今までの地域づくりを検

証すると共に、10 年先を見据えた地域づくりが必要ではないかという結論に達した。そこ

で地域づくりを進めていく中で出会った和歌山大学に、マスタープランの策定を依頼する

ことになりました。 

 

マスタープランというのは、基本計画ということになるわけです。上秋津の場合は 10 年・

20 年先を見て、上秋津のあるべき姿はどうあるべきかということだと思います。上秋津は、

173



 

現在は人口が 3,300 人、所帯数が約 980 戸と、10 年前と比べますとだいたい人口で 600 か

ら 700 人、所帯数で 300 戸以上増えています。それにつれて、少しずつ地域のあり方も変

わっているというのが現状です。 

平成 8 年に豊かな村づくりで天皇杯を受賞してから、やはり全国からいろんな方の視察

があり、そして大学の先生方の地域づくりの調査などいろいろ話を聞いているうちに、本

来の我々の活動がこれでいいんだろうかという疑問が涌いてきました。そして、秋津野塾

が上秋津の住民とどういうふうなつながりをしているか、もっと原点に立ちかえってみな

ければならないという問題もありまして、大学の先生方 4 人にお願いしまして、マスター

プランの策定をお願いすることになりました。特に計画の柱は、農業のあり方の問題、自

然環境の問題、上秋津地域の歴史や文化の継承という問題、それと同時に先ほどお話した

ような、この人口が増えてきている中での住民の意思決定のあり方がこれでいいのかとい

う問題。こういったことを基本計画に据えてプランづくりをお願いした次第です。 

先程もありましたように、上秋津は伝統的な農村地域であります。この第一産業、農業

をどう豊かなものにしていくかというのが大きな基本の柱になっていくだろうと思います。

そして、若い人たちが住んでよかったなと、お年寄りも住んで本当によかった、幸せだな

と思えるような地域づくりがこれからは大事ではないか。そういう意味で、このマスター

プランを皆さんと一緒になって、求め深めていきたいなと思っています。 

 

明治の大水害でできた高尾山の「人」文字型のがけ崩れは、近年、歳月と共に木に覆わ

れ見ることができなくなった。そこでいつまでも災害の継承として、また当時の先人たち

の苦労を忘れぬようにと上秋津を考える会が、毎年、お盆と年末に一文字のライトアップ

をしています。高尾山の象徴を蘇らせた「人」文字は、今や時節の名物となり、住民だけ

でなく里帰りした人たちにとってもふるさとの誇りとして心にとどめている。この小さな

山里に、これからも幾多の試練が待ち受けていることだろう。しかし、豊かな環境と温か

な人の輪をいつまでも変えることなく残していくのが、今上秋津に生きる我々の使命であ

る。次代を担う子どもたちが、いつまでもふるさと上秋津を誇りに思えるようにと願って

いる。 

 

【玉井】 

これは前段階です。まだずっと続きますが、後でまたご紹介させていただきました。 

 

【松浦】 

玉井さん、どうもありがとうございました。ちょっと長めのプレゼンだったのですが、

後でまたご質問等をお願いしたいと思います。 

続きまして耐久高齢者大学の清水勲さんです。皆さん、大震災のお話が午前中にも有り

ましたが、和歌山も本当に昔から地震・津波の災害と住民たちは戦ってきました。その中
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で生まれた「稲むらの火」という有名な教材があります。今回、新しい教科書にも紹介さ

れて、これから小学生が学んで行くことになるんですが、そういうことをポイントに頑張

っておられる清水さんの方から報告していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【清水】 

ご紹介いただきました清水です。今日はふるさと教育の推進ということで皆様方にお話

しをします。わたしは、中学の教師を 16 年間、そこから行政を 16 年間してきました。い

よいよ、退職の時期が近づいてきたなあと思い、最終的にわたしの母校であるところの耐

久中学へ赴任しました。その一年前に日本海中部地震が起きたのです。あの時に「稲むら

の火」が燃え始めたんですね。わたしは、それから耐久中学校に 5 年間おりまして退職し

ました。その後、公民館長をやれということで、中央公民館長をやったんです。あまり言

ったら前の教育長に悪いのですが、そのころ公民館活動はあまり盛んでなく低調だったん

です。そこへわたしが公民館活動を始めたわけです。 

始めて 5 年後、ある程度活動が定着してきたころ、高齢者の生きがい活動というのが気

になり出したんです。わたしも高齢者ですので、高齢者というのは、結局どういう生き方

をしたらいいのかというのが、大きな課題になってきます。幕末の時代に「少にして学べ

ばすぐにしいてなす事あり。壮にして学べば老いても死しず。老にして学べば死しても朽

ちず。」という言葉があります。昔から、学ぶことは死ぬまで大事だということで、老人大

学を作ったんです。きっと皆様方の地域にも老人クラブと老人大学の２種類があると思い

ますが、厚生省が老人クラブ、文部省が老人大学と大まかに分けられます。だけど老人と

いう言い方を嫌うんです。自分も老人であるけれど、老人になりたくない。そこで、わた

しは広川町で昔から有名な学校を作った濱口梧陵の「耐久」を使ったのです。年寄りも勉

強する場として、わたしは今から 10 年ほど前に老人を対象に耐久大学というのをスタート

させました。 

高齢者の勉強というのは一体何を勉強するかというと、毎月午前中に大学と同じように

２講座持ちまして、一般教養や健康と生きがいということを中心にやってきました。それ

から昼からは、書道や切り絵、グランドゴルフなど趣味の講座をやっている。この高齢者

大学でいかにして生きがいを持ち、そして生きがいを感じながら、町おこしをしていくか

ということが耐久大学のねらいなのです。 

わたしは学校を退職してから公民館活動をさせてもらって約 20 年間近く、県下の公民館

に在籍させてもらい、全国の公民館大会にも行きました。それぞれ各県には素晴らしい文

化遺産というのがあるというのがわかりました。和歌山は水と山の国ですが、素晴らしい

遺産があります。中でも地元の濱口梧陵の功績は、継承していかなければなりません。耐

久大学では、濱口梧陵を中心に勉強してきました。 

皆さん方の中には、和歌山へ初めてこられた方もあると思いますが、和歌山は海と山と

それからいろんな農作物、美味しい食べ物もたくさんあります。みかんもあります。梅も
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あります。でも、今日は皆様方に食べ物じゃない土産をここに持って来ました。ここに小

さな冊子があります。これは私たちが作った濱口梧陵記念館の冊子です。これを中心にし

ましてこれからお話をさせていただきたいと思うんですが、この小学校国語読本の「稲む

らの火」というのは、皆さん方もご承知の通り防災教育に最適な教材です。「稲むらの火」

は、わたしが小学校の時分に勉強したんです。昭和 12 年から 21 年までの 10 年間、文部省

の国定教科書でした。文部省の国定教科書というのは現在とちょっと違います。全国どこ

へ行ったって「稲むらの火」の話は通じるんです。ですから今日は皆さん方に土産として

もって帰って、学校や地域で話をしてください。防災教育のために、これほど素晴らしい

教材はございません。皆様方のおじいちゃんに、ただし、80 歳中心に 75、76 歳くらいから

85 歳までで、この本を見せたら、「あれ懐かしいよう。」と言います。これをおじいちゃん

おばあちゃんに土産にもって帰ってください。 

この「稲むらの火」の文章は、昭和の時代に中井常蔵先生が作ったんですが、この書き

出しがすばらしいんです。このことで話をするなら、わたしは 1 時間はたっぷり話をした

いぐらいです。「これはただ事でない。」というこの書き出しは、国語の教科書なんかでは

絶対に出てこない。当時は、「昔々ある所におじいさんとおばあさんが…」なんていうのが

昔の文章の書き方です。この中井常蔵先生の書いた「稲むらの火」を文部省が教科書とし

て採択したのです。文部省は昭和９年に、子どもたちに教える名作があったら文部省に申

し出よということありました。この「稲むらの火」には前作ありました。ラフカディオハ

ーンの「生き神様」なのです。ラフカディオハーンは、日本に来て地震・津波が非常に多

いということにびっくりしました。ラフカディオハーンが来た時に起きたのが、明治 29 年

の明治三陸地震だったのです。この間地震があったところです。ラフカディオハーンは、

濱口梧陵の活動と明治三陸地震の地獄の惨状を合わせて「生き神様」を書いたのです。そ

して、この「生き神様」を書き直したのが、中井常蔵先生の「稲むらの火」です。 

中井常蔵先生は、「これはただ事ではい。」という書き出し、文章の起こし方がうまかっ

たのです。起承転結じゃございませんけど。皆さん方も朝、人に会った時、昨日うれしか

ったよう。」とか最初に言ったら、「何によう。」と言ってきっと聞いてくるだろうと思いま

す。この「これはただ事ではい。」書き出しから、最後に、濱口梧陵さんの稲わらを消しに

来たかと思えば、梧陵さんに助けてもろうたのかということですね。思わず自分が助けに

来たのに、助けてもろうたんか。梧陵さんってなんと素晴らしい人や。そんなことから、

もう自然と梧陵さんには頭が下がったということを最後の 5 行目に書いていますね。これ

はもう本当に忘れられない名文です。ですから皆さん方もお家へ帰っておじいちゃんおば

あちゃんに見せたら、懐かしがってこれで習ったことをきっと話してくれます。 

さて、そんなことでその原点をたどっていくと主人公の梧平は濱口梧陵のことです。わ

たしは、全国の校長会に出席して、和歌山県の広川町の耐久中学校と言っても誰もしりま

せん。わたしは、校長会の時にも公民館の時にも初対面の人に何と言ったかというと、「稲

むらの火というのを勉強したことありませんか。」と聞きます。聞いて少し考えて「稲むら
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の火、何か地震の時に津波から人を助けた人と違うか。」と言うんです。そんな時、「あん

たは偉いですね。覚えていましたか。この地震津波で村人を助けたというその梧平こと濱

口梧陵が作った学校がわたしの耐久中学です。」と言ったら相手は深々と頭を下げてくれる。

それぐらい感動した名作だったんです。この名作を中心にして、子どもたちに教えてやら

なければならんと思っていた時、ちょうどわたしが耐久中学へ赴任して３年目の時です。

県の教育委員会がふるさと教育をやる学校はないかという話があり、わたしはすぐに手を

挙げました。広川町と言ったら津波の町。津波と言ったら濱口梧陵というのが和歌山県民

の一般的な認識です。 

では、「昔どんな津波があったのよ。」と津波の歴史を探って見れば、1,400 年代にさかの

ぼります。時代は、室町時代です。地震津波がよく来るからいりだての堤防を作っている

んです。これが畠山のお殿さんがお城を作ったときに、海の近くに石堤を作ったんです。

この石堤はわずか３メートルあまりですから、波がきますとこれを超えてくる。これが

1,100 年から 1,400 年ぐらいまでだいたい 100 年ごとに津波くるんです。1,707 年、宝永地

震。宝永といったら皆さん方も記憶があるか知りませんが、富士山が爆発した時で、爆発

によって宝永山という山ができました。その時になんと 14 メートルの津波が来たんです。

これは最近では一番大きな津波ですね。畠山石庭は何もかもありません。14 メートルもの

高波ですよ。家も全部流されてしまいました。広川の町は漁業の町で非常に栄えていたん

です。どれだけかというと死者 192 人、不明者 100 名、約 300 の小さい村で。しかし、流

された家が 850 軒のうち 700 軒、約８割が流されてしまったんですね。こんな大きな地震・

津波というのは初めてだ。やはり地震が来たら高台へ逃げなければダメです。地震があれ

ば高台へというのが人々の口癖となったのです。これが継承されてきたんです。 

それから、147 年後の孫・ひ孫の代になって、また津波が来たんです。これまではだいた

い 100 年後というのは周期ですが、147 年後の 6 月 15 日に太平洋の南西南海地震・津波が

来たんです。地震があったら高台へ逃げるというのが村の人たちの習慣というか、語り継

がれになっているんです。その時の津波は８メートル。８メートルっていえば家の屋根ま

できます。でも、前回よりも低かったんです。この時に、濱口梧陵は地震に遭遇したんで

す。12 月の 23 日 10 時ごろ、伊豆半島の沖で起こった地震です。この時の地震は、紀伊半

島では震度 3 ぐらいだったんです。その時みんな高台へ逃げました。だけど津波は来なか

った。それから、24 日になって 8 メートルの津波が、夕方の 4 時ごろに来たんです。この

時の地震は、マグニチュードが 8.2 で震度は 6 から 7 ぐらいだったと思うんですね。その

激烈なること前日の比にあらずということで、前の日よりもそれは大きい地震だった。家

が崩れると言っているうちに、津波が襲って来たんです。これは 1,854 年の 12 月 24 日、

今で言ったらクリスマスになるんですね。濱口梧陵は、「本当に来るぞ逃げろ」と言った。

濱口梧陵は、おじいさんから「広川町は地震の町なんだよ。だから津波も絶対来るぞ」と

言われていたことから、みんなに言ってみんなを逃がしたんです。梧陵は津波を警戒して

避難するようにと第一派で高台に上げるんです。濱口梧陵も腰までは水につかりながら、
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高台への避難のみちしるべとして稲むらに火を放ったんです。稲むらに火を放ったという

ことが大事なことなんですね。稲村に火をかけるという発想が誰もないんです。皆さん。

コロンブスの卵じゃありませんが、稲むら火の話を聞いた後ならば、稲むらに火を付ける

ということも考えますが、最初はこんな発想は誰も思わない。学校で先生方も遠足などで

出かけることもあると思いますが、いざという時に子どもたちをどう指揮をするかです。

「逃げろ」あるいは「伏せろと」とか、いわゆる臨機応変の措置として、稲村でも火をつ

けたのです。普通の人間なら、「もったいない」。その時代の言葉では「もったいない」で

す。だけど明かりが欲しいんです。それで火を付けたんです。臨機応変の措置としてです。

この間でも地震・津波が有りましたが、その時に皆さん方が自分の学校の先生方に何をど

う指導するかということが一番大切なのです。わたしも広川町の小学校の校長先生などに

日頃から言っています。遠足へ行ったときに校長がいない時に地震が起こり、津波が来る

となったらどうするか。遠足に引率している先生の責任ですよ。臨機応変の措置として、

何をどうしたらいいか。学校で地震が起きた時は、机の下に隠れるのがいいのか、早く教

室から出るのがいいのか。その時の状況判断が大事なのです。 

その時の地震・津波では、家屋の全壊が 135 軒、死者が 30 人。小さい村ですが、135 軒

も家が流されてしまったのです。津波は繰り返し５回来たんですが、翌朝、その次の日も、

海岸には流出物がいっぱい打ち上げられました。村には何も残りませんでした。梧陵さん

はすぐ炊き出し用の米を 200 俵提供したんですね。これが、今度載りました教科書の絵で

すが、津波の時の状況です。ここのところは広川村です。漁業で非常に栄えた町ですね。

ここが大口、ここが広川原。ここから津波がせめて来たと同時に、こちらの川をさかのぼ

りました。こちらから、みんな逃げています。ここに点々と赤い印があるのが、梧陵さん

が火を付けた稲むらです。ここに、梧陵さんが「逃げろ」と言って火を放ったんですね。

被災者を見たときに、梧陵さんは本当にかわいそうにと思ったんですね。梧陵さんの家は

流されませんでしたが、50 軒家を建てて被災者に無料で住まわせたんです。現在の政府と

一緒ですね。そういう利徳が、紀州のお殿さんでもできない。でも、梧陵さんは自分の金

を出して、50 軒の家を建ててやったんです。それで道路や橋脚の整備をした。 

それから約２箇月が経ったころ、村の人たちは津波の来るこんなに恐ろしい村から出て

行こうとするんです。そうなると広村の人口が減っていきます。同じ現象が明治 29 年の三

陸沖地震津波でもあるわけです。村がなくなるというようなことが。そこで、村を維持し

ていくためにどうしたらいいか。地震津波が来て、広村がなくなってしまったら具合悪い。

村の存続は、おじいさんから言われていたんですね。 

そこで思い立ったのは、長さ 600 メートル、高さ 5 メートルの堤防を作るということだ

ったんです。今の子どもたちは、単純ですから、堤防を作るといってもブルドーザーを使

って作ったことくらいしか考えていないんです。当時は、もっこで土を運ぶんですよ。そ

して、働いた人に日当としてお金をあげるんです。なぜ日当か。場所は盆と正月ですよ。

金の支払いは。皆さん方、月給は月に一回でしょう。とにかく毎日食べていく金がないん
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ですよ。そこで梧陵さんは、「100 年先も絶対に安心して住める町を作ろうじゃないか。頑

張ろうや。」と村人に呼びかけるんです。村人は、「梧陵さん。どうやって頑張るのよ。わ

たしの家は何んにもないんですよ」と言う。「お前は達者だから土を運んでくれ」梧陵さん

は、村人が食っていくための仕事をこしらえたんです。それと同時に、100 年先も安心な町

づくりのための堤防づくりをしたんです。それから、完成までに４年かかったんですね。

完成までに延べ 56,736 人、費用が銀 94 貫 344 匁とあるんです。一人の日当が、銀 94 貫。

梧陵さんはいったいどれぐらいお金をの出したんか。わたしも見当がつかない。だけど子

どもは賢いんです。このことを子どもに話をしますと、「お父さんもお母さんは、みかんと

りに来てくれた人に１万円出す」って言っていた。今の日当は、一日に１万円、２日来た

ら２万円。10 人来たら 10 万円いるな。堤防を作るのにどれだけかかったか。日当を１万円

で計算して、１万円かけさせるんです。56,736 人に 10,000 円かけたら、5億 6,736 万円で

すよ。これは堤防にだけですよ。この３倍のお金は梧陵さんが村づくりに出しているんで

すね。実にすばらしいです。このような考え方がどんどん広がって、出来たのがこの堤防

ですね。現在でもこの堤防が主石になっています。この堤防が、結局後々役立つわけです

ね。ですから、この堤防の上を歩くのがもったいないといって、昔九州の人がわたしにお

手紙をくれたことがあります。なぜもったいないか。わたしは以前、中学校の先生方に「こ

の堤防の上を歩くのがもったいないという心が理解できるか」という話で道徳の授業でや

ってもらったことがあります。 

こういうことをして濱口梧陵さんは村のために力を尽くした。あの方はもう普通の人と

は違う、神様だといって「濱口大明神」と崇められて、濱口梧陵さんのお宮さんを建てよ

うんじゃないかという話になって、社を建てようとしたんです。このことが梧陵さんの耳

に入りました。梧陵さんは、神社建立計画を拒否しました。「わたしは、生き神さんになろ

うなんてことはちっとも思っていない。迷惑だ」と。こうして濱口梧陵は村人から生き神

さんだといって尊敬されたんです。それから濱口梧陵さんは亡くなりました。明治 18 年に

アメリカに行って。それはこの冊子のところにも書いてあります。日本は遅れているから

アメリカ行って、この冊子のなかに書いてありますから。 

時はずっと流れまして、明治 29 年、三陸沖地震津波が発生したんです。死者 22,000 人。

なんでこれだけ亡くなったかというと、この時の震度 2〜3だったんです。そこに居た人も

あまり分からなかったんです。震度 4 や 5 だったらほとんどの人はわかりますが。この時

の三陸沖地震津波が非常に遅く、のろのろ地震と言われています。岩手や宮城から来てい

る方だったら聞いたことがあるだろうと思います。明治 29 年、小泉八雲は、東大の先生に

なるためにアメリカから来て、神戸に居たんです。この時に三陸沖地震津波が起き、その

状況を聞いた小泉八雲は、昔、濱口梧陵という人が地震が起きた時に村人に早く逃げろと

言ったこと、三陸沖地震津波の時はそんな人がいなかったこと、など二つの地震津波を比

較しました。この状況もとに最終的に小説に書いたのが「生き神様」だったんです。そう

いうようにしているときに、昭和の時代に入りましたから、「生き神様」というのができま
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した。ラフカディオ・ハーンは、アメリカと英国へ英文で原稿を送ったんです。日本で地

震があって、その時に生き神様のような濱口梧陵さんという人がいたぞという内容で、原

稿を送ったんです。これが英文だったんで、あまり日本では知られていなかったんです。 

ところが昭和の時代になり、文部省が修身国語の教材として、もっと子供たちに教える

いい教材はないかと募集したんです。そこで、中井常蔵先生は、このラフカディオ・ハー

ンの「生き神様」の英文を読んで、子どもたちにもっと分かりやすく書き直したのです。

それが、皆さん方のお手元にある「稲むらの火」ですね。ラフカディオ・ハーンの「生き

神様」がなかったら、この中井常蔵先生の「稲むらの火」も生まれていません。こうして

「稲村の火」が、防災教育の教材に非常にいいということになったんです。昭和 22 年に、

一旦、学校現場から消えたんです。 

そして昭和 21 年です。津波が来たんです。やはりここへ。堤防をつくりました。そして

その時に波高がちょうど 4 メートルです。その堤防が遮ったんですね。遮って後ろの家の

人たちは安全だったんです。梧陵さんのおかげだと言って、この時に昭和ですよ。もう終

戦後ですよ。やはりここの堤防が波を阻止したということで、これは今の広川町で、広村

の堤防が残っているんです。どうか皆さん一つ和歌山県の広川町に来たら、ぜひとも見て

ください。この昭和の時には、昭和地震津波が昭和 21 年、波高が 4メートル、幸い思った

より低かったんでよかったんです。でも死者が 22 人。その死者というは、広川町に日東紡

績という会社があって、そこで働いていた女工さんたちだったんです。女工さんは、地域

の事情がわからなくて、地震があったら津波というのは頭になかったんです。流された家

は、ありがたいことにたった 2軒です。堤防が守ったんです。 

そこでもう一つ。昭和 58 年明けに秋田県地震津波が発生した。昭和 58 年です。わたし

がまだ行政におりました。ここにも秋田県の方がおられるだろうと。その時に遠足に来て

おったところの子供たち 13 人でしたかな。山の子たちが亡くなった。稲むらの火を勉強し

た人たちがもう 40 から 50 です。なんで子どもが亡くなったということで、稲むらの火を

もう一回教科書に載せようと言うことですね。それで稲むらの火というのがそんなに効果

あったんかというので作った先生は表彰された。ここからずっと稲むらの火というのが載

せろといって教科書になかなか載らなかったんですが、地震があるごとに、いよいよ今年

から載ったんです。ちょうどこの 3月の 11 日に三陸沖地震津波があったんですよね。です

からなんの周り合せか知りませんが、稲村の火が再び燃えまして、これで教科書で皆さん

方ももう採択されましたので、ご承知だろうと思いますが、ここに光村の 5年生の教科書、

これは堤防を作ったとを載せた教科書。４年生ではわたしの執筆で写真も載せて、見学用

ですから全国的な採択がありません。そんな形で稲むらの火はまた現場へ降りたわけです。

わたしはここからこの耐久中学校、耐久大学でどうしたかということは、次の時にお話を

させてもらいましょうか。 
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【松浦】 

どうもありがとうございました。熱弁をふるっていただきました。時間が少し押してき

ました。本当に地域のなかでふるさと教育の一貫で広げておこなっていただいて、また後

ほど話していただきたいと思います。 

それでは最後になります山口先生とはずっといろんな場で話し合いをしたり、大学等協

力していただいたり、特に和歌山の地域教育、市民性を育成していくという独自のポリシ

ーで和歌山の教育を支えてきていただきました。そんなところで一つよろしくお願いした

いと思います。 

 

【山口】 

よろしくお願いします。あまりお時間は残っていないというか、今日は東日本からたく

さんの方が参加いただいているということで、今回の大震災本当に心からお見舞いを申し

上げたいと思います。調査と支援にはいる和歌山大学の先生方からお話を聞きましたら、

やはり日頃から役場と地域、学校と地域のつながりがしっかりしていたところこそ復旧の

作業が進んでいるということの話を聞きました。やはり改めて日頃からの地域とのつなが

りの大切さというのを実感したというお話を聞いています。 

今日、わたしの方から紹介させていただきますのは「きのくに教育コミュニティー」と

いいますがが、こういうタイトルで学校と地域がつながっていくというそういう取り組み

をしています。教育コミュニティーの取り組みを始めましたのは、生活を実感されている

と思いますが、各学校、多くの学校が生徒指導上の問題で見ますと地域からの理不尽な要

求が来たり、地域とのトラブルに苦労されているということ、たくさんあるというところ

で、学校の中だけで対応できる時代は終わったのではないかということで、そしてまたよ

く考えていくと困った方々だけではなくて、地域にはすごい人材がいっぱいいらっしゃる

わけです。そういう地域の人材を学校の中に取り入れていかなければならない。そして、

また学校に来てもらうには学校が地域に出ていってつながっていかなければならないので

はないかということで地域共育コミュニティー共に育ち、育ち合う。共に育て、育て合う

という関係で教育を共に育つという名前で平成 20 年に取り組みがスタートいたしました。 

やはり学校だけで教育を担っているわけではなくて、子どもたちはやはり地域の文化を

補給しながら成長しているわけですから、地域と学校が想いや願いや目標や理念を共有し

合っていく環境をしっかりと作るということが大事である。そしてまた来て欲しい親子が

学校に来てくれないというのが多くの学校が持っている悩みなのです。また、そういう家

庭が地域のなかでも孤立をしていて、地域でも孤立をしている家庭の中で今問題になって

いる虐待なんかもよく起こるということも指摘されています。ところが学校が家庭の問題

になかなか立ち入ることができない。そこで家庭を孤立させない地域の連帯というものを

学校と地域が手をつないで作っていく必要があるのではないかということで取り組みを始

めています。 
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わたしたちが取り組みの計画を始めたのは平成 19 年でした。その時に当時の社会昭生涯

学習課長と相談してこれでいこうじゃないかというふうにしまして、これを平成 19 年和歌

山県独自の新制作として県単独で 1 千万の予算が措置されました。その時にちょうど同じ

時期に国の方から学校支援地域本部事業というのがスタートしたわけです。この 1 千万を

生かしながら国の支援事業と合体させてやっていこうということでスタートしたのがこの

取り組みでした。国の学校支援地域本部事業というのは地域が学校を支援するという一方

向性なんですね。和歌山県の地域教育コミュニティーというのは学校と地域が共に連携協

働してという双方向性で考えていこうというのが少し国の事業とは違うわけです。このと

き国の事業が始まる前に現在和歌山大学の生涯学習センターのセンター長がちょうど文科

省にいらっしゃった。ちょっと和歌山にこられまして、その時に和歌山はこんな方式でや

りますよと言いましたら、大いに結構ですということで、大賛成をしてくださって、平成

20 年に和歌山大学に全面的な支援をいただきながら、すべての市町村で教育フォーラムと

いうのを地域復興の事業として改善しました。そのときの内容は地域コミュニティーの趣

旨を理解していただくということと、グループ討議で地域の子どもの様子をお互いに話し

合ってみようと。同時に地域は学校に何が出来るか、学校は地域に何が出来るかというこ

とを中心に話し合っていただきました。この時にわたしたちが原則としたのは無理に全面

展開を急がない。これをやったら全市町村、全地域一斉にやりましょうという強制的なや

り方はしないで、学校主体、地域主体の取り組みを重視し、まず成功例をできるだけ多く

作るということ。それから和歌山大学の支援を受けながら推進していきましょう。という

のは、この取り組みを理念的にぶれないフォームをしっかりもっていかないといけない。 

そこで大学の方からそこの部分をしっかりサポートしてもらいながら、この取り組みの

位置づけをしっかりとみなさんに理解してもらって進めていこうということが一つ。もう

一つは前提として市町村の教育長さん方にも申し上げました。国の事業はこういう形で始

まっていくけれども 3 年たってどうなるかわかりません。だいたい 3 年で打ち切りなのが

国の原則なんですね。ですから国の事業がなくなっても継続できるやり方をそれぞれの市

町村各地域で構築していきましょう。例えばこの事業をやらなくてもボランティアで学校

に入っていくのは地域にはずいぶんたくさんあるんですね。そこへ国の方からお金が来た

からといって、今まで無料で来ていただいた方に謝金を渡していくと、今度 3 年経ってお

金がなくなったら、せっかく始まっていた。金をもらってやっていたら、この金が消えた

途端にボランティア活動が止まってしまうということが起こりうるわけです。ですから 3

年たった時に困らないやり方をそれぞれの地域で構築をしていきましょうという取り組み

を始めました。 

進めた方は先ほどみたいな考え方は地域の皆さん方の願いや想いや悩み、親御さん方の

想いや悩み、そしてまた学校の先生方の願いや想いや悩みをまず寄せ合う場を作りましょ

うと。この話し合う場所のなかでお互いの思いを寄せ合ってそこで共同とする願いや思い

を共有し合っていけばそこから何か解決していく相談が始まるのではないか。これを私た
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ちは共同学習と呼んでいるわけです。そこから共同で一緒に取り組みを初めて行く共同実

践の中で地域が変わり、家庭が変わり、学校が変わっていけば、そこの中で環境の場で子

どもたちの成長が進んでいくのではないかという大雑把なこういう構想で進んだわけです。 

これは平成 22 年度末の到達点なのですが、実施市町村は 30 市町村の全てで行われてい

ます。この時に丸印を付けたんですが、このうち国費を充当して実施しているのが 22 市町

村。残る 2市町村は単独事業でした。3年たったらどうなるかわからない予算を私たちはあ

てにしません。大事なことだから単独で独自にこれをやっていきますという形で取り組ん

でくれたのが 8 つある。実はこれ単独ででもやるという取り組みの発想がないと、国の方

はすべての中学校で学校支援地域事業やろうと言ったわけですが、全ての中学校でお金を

ばらまくだけの余地はないわけです。そうすると国のお金をあてにしないで独自にやって

いく発想がなければすべての地域にはとてもなかった。ですから単独事業でやってくださ

ったところを大事にしていこうということで今進めています。実施箇所数は本当のところ

は 40 箇所なんですが、実質的には 260 箇所が活動しています。私たちは国の要項に定まっ

たほんのあるところが地域共育コミュニティーなのではなくて、学校地域の連携共同がで

きているところが地域共育コミュニティーなのだという形で進めようと話し合ってきまし

た。今、コーディネーターとして活躍してくださっている方が 41 名、支援ボランティアで

活躍してくださっている方が、これは延ではなくて実際に 3,437 名いらっしゃいます。お

そらく実質的な活動だとまだまだありますから、この何倍もの方が実は活動してくださっ

ていると思います。共育コミュニティーの取組の中で学校や地域がどう変わったかという

ことは次のケースでお話をしますが、和歌山大学の堀内現在副学長だった先生が 30 市町村

のほとんど全部を回ってフォーラムに参加してくださって、その先生がおっしゃったのは

この取り組みによって和歌山は教育の基盤が変わるだろうというふうにおっしゃってくだ

さいました。 

これは 22 年度末に生涯地域教育センターの指導を受けながら生涯学習課の方がアンケー

ト調査を行いました。小学生、中学生自身にアンケートをとって例えば先生や地域の人に

挨拶するようになったと思いますかと言ってアンケートをとってそう思うかとか、その隣

がどちらかと言えばそう思う。この 2 つが肯定的な回答だというふうに考えてここに書い

てあります肯定率というのはこの 2 つの合計のパーセンテージをここに書いてあります。

ここに上がってくるひとつずつはふれる時間がありませんが、見ていただくとわかるんで

すが、3年前に始まった全国学力学重調査の学習状況調査の中に出てくる項目とほぼ沿って

いるんですね。学力と非常に相関が高いと言われている項目について見たときに小学生と

中学生の肯定率がこんなに高いということなのです。ですから学校の学びがおそらく変わ

ってきただろうというふうに考えておりまして、生涯学習課、学校指導課の方と連携をし

て実際にここの学校の子どもたちの学力はどうなったのか。いじめや不登校や暴力行為は

どうなったのかというのを検証して欲しい。学校毎のデータは公表できませんが、全体の

傾向は検証しておく必要があるのではないかということを今お願いしているところです。 
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これは学校の先生方へのアンケート結果です。わたしが一番心配しておりましたのは、

この地域との連携の取り組みを始めて行きますと先生方の負担が増えるのではないかとい

うことをずいぶん心配しました。実はわたしが高校学校長の時代に地域と連携して高校生

と地域の方々が対等な立場で一緒にグループ学習をするという学びを作ってまいりました。

その時に担当した先生は打ち合わせをすると、夜になるのです。実際の取組を始めるのは

土曜日とか休日になります。そうすると担当の先生方の負担が大変でした。おそらくこの

地域共育コミュニティーの場合もそういうことが起こるのではないかと心配したのですが、

結論からいくと、教員の負担が軽減したというふうに回答されている先生方が 3 割近くあ

りました。先ほど子どもさんたちへのアンケートは 4段階評価だったんですが、こちらは 5

段階評価で真ん中にある 64.6％というのは変わらないがそうなのですね。そして負担が逆

に少し増えたというのは 7.9％とか、この黒いところがあきらかに増えたに該当するのです。

全くそう思わないという回答なのですが、そうすると変わらないか改善されたという方の

回答の方が圧倒的に多い。つまり大雑把に言うと先生方の負担がそれほど変わらなくて、

むしろ軽減された中で、子どもたちのような肯定的な変化が生まれているということが裏

付けられたと私どもは今のところ考えています。この項目はまた先生方のお手元の中にお

手元の資料に入って、字が細かいと思うのですが、ご覧頂きたいというふうに思います。

学校と地域が連携することの重さが学校によってずいぶん変わります。もっともっと肯定

的な回答が多い。成果が上がっているところもあるでしょうし、どちらかというとそれほ

ど上がっていないところもあると思います。それは地域との連携の仕方、それを学校教育

の中にどういかしていくかというしかけの作り方によって効果は変わってくると思うので

すが、平均するとこれだけ肯定的な結果が現れているということです。さらに、ここは地

域と学校との関係がかわっていきますと、いわゆる地域からの苦情が、これも改善できて

いるのではないかと。それも裏付けなければいけないというふうに思っています。 

少しエピソードの紹介なのですが、エピソードの一つめは、これは初めて平成 20 年に教

育フォーラムを開いたある地域での話の中で出てきたことなのですが、ある地域が集まっ

た小さなグループの中でこんな話をしておりました。お母さんたちが私たちはよく学校に

集まって話をしたりするけど、保護者のなかには何があっても一度も参加しない人がいる

よねという話です。そうすると学校の先生も実は困っているんだという話で、これからは

私たちのコミュニケーションの輪の中にそういう人を入れていきましょうということをお

母さんたちが話し合って相談しているわけですね。そうすると先ほど言いましたが学校で

一番困っている問題が、ここで解決の糸口ができる。お母さんたちがコミュニケーション

の輪の中に引き入れて一緒に行こうよと誘ってくれている。こんなありがたいことはない

と考えていきましたし、コミュニケーションの輪が出来ること自体が既にコミュニティー

づくりが始まっているということなのですね。そういう大きな意味があるなと思いました。 

エピソードの二つ目は逆の話なのですが、ある中学校長の話です。フォーラムが始まる

前に学校を訪問しましたら、うちの学校は完璧に地域との連携が出来ているので、こんな
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事業は必要ないのだけれども和歌山県のモデルになればいいと思って引き受けることにし

たよと自信満々でした。フォーラムが始まって討論会が始まると地域の方々からはこんな

声が出ました。私たちは毎日あいさつ運動を続けていて時には着ぐるみまで着て校門であ

いさつをするのだけど、先生方は参加したこともないし、あいさつもしない。子どもたち

も声が小さくてあまりあいさつもしない。というふうに出てきたのです。ですから、校長

先生は連携が十分に出来ている。完璧だとおっしゃっているけれど実は地域の方々の協力

の上に乗っかっているだけで、学校の先生方は何も汗をかいていないということなのです。

うちは完璧に出来ていると思っていたけれど、話し合ってみるとまだまだ出来ていないこ

とがよくわかった。こういう話し合いが大切なのですねということをこの校長先生はあと

でおっしゃってくださいました。校長先生もたいへん大きな学びをしてくれたなというふ

うに思っています。 

エピソードの三つ目は、ある地域の教育フォーラムなのですが、地域の方からこんな声

が出ました。昔の学校は敬意が高くて敷居が低かった。今の学校はどうか。こういう言い

方をした方がいらっしゃいました。非常にするどい問いかけだなと思って、こういう形式

をもって見てくださっている方が地域にいっぱいいらっしゃるということを私たちは認識

しなければいけないなというふうに思っています。 

エピソードの四つ目は、地域コーディネーターになったある地域の小学校の校長先生の

話なのですが、わたしは立派だと思うんですが、小学校を定年退職して地域の取り組みを

やっていて、自分が退職したら今度は自分がコーディネーターになって活躍してくださっ

ているのです。その方がこういうことをおっしゃいました。地域コーディネーターになっ

てみて学校の敷居がいかに高いかよくわかった。去年まで自分がいた学校なのにね。自分

では連携していたつもりだったけどというふうにおっしゃいました。ですから学校のなか

にいるとわからない。地域から見たときに学校が持っている敷居の高さというのは会議が

ある度にまだまだ学校も敷居というのはよく指摘されるところです。 

これは最近のことなのですが、今年の 7 月の 5 日に文科省の学校運営の改善の在り方に

関する調査研究協力者会議が子どもの豊かな学びを創造し地域の絆をつなげ、地域と共に

ある学校づくりの推進を、えらい長い名前なのですが、学校支援地域本部事業というのが

地域や学校を支援するという一方向だったのです。どうもそれではダメだと。あまり成果

が上がっていないということが見えてきた。結果的には双方向で学校と地域が連携し合わ

なければならないということで、こういう新しい事業を考えるべきだということで、子ど

もを中心に据えた学校と地域の連携というのは子どもの育ちにとどまらない大人たちの学

びの拠点を創造し地域の絆を強め、地域づくりの担い手をつくるということになる。そこ

で協働の輪ということで地域づくりの核に学校がなって欲しいという、まさに先ほど申し

上げた地域教育コミュニティーの趣旨がここに現れてきている。そのために目指すべき学

校運営のあり方として必要なことは二つありますよ。地域でどのような子どもを育ててい

くのか。何を実現していくのかということ。目標、つまり子ども像を学校と地域が共有し
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ていくこと。当事者間で納得が形成されるようなプロセスがどうしても不可欠。先ほど申

し上げた共同学習というふうに申し上げてお互いに思っていることを持ち寄ってきて話し

合い、共通理解というのを作っていくプロセスを大事にしよう。学校運営に地域の人々が

参加し、共有した目標をもって共同に働く。共に活動する。共同実践と申し上げますが、

そのことをここで指摘してくれています。 

ただこれからの進め方のところで、わたしは 5つの推進目標が提案されているのですが、

少し問題を感じています。今後 5 年間でコミュニティースクールを全公立小中学校の一割

に拡大する。実効性のある学校関係者評価の実施。複数の小中学校間の連携・接続に留意

した運営体制の拡大。学校の組織としてのマネージメント力の強化。そして最後にこれは

震災から学んだことですが、被災地の学校の再生と震災復興推進力となるような総合的な

支援をするということなんですが、防災面は別として 1〜4をもっていくと、文科省が今ま

でやってきたことの枠の中で対策を考えているんですね。それでは限界がくるだろうとい

うふうに思っていまして、それぞれの地域が自前でそれぞれの地域と学校が自前で自分た

ちの課題とか自分たちのよさを生かした取組を作り上げていって、そしてそれを行政が支

援できるのかというそういう発想でもう一度政策のあり方というのは考えていかなければ

ならない。文科省の枠の中でしか考えていないというひとつの限界を感じているところで

す。以上です。 

 

【松浦】 

ありがとうございました。なんか最後まとめをしていただいたような感じで聞いており

ました。 

教頭先生もよくご存知だと思うのですが、行政の学校に対する支援や市町村の事業とい

うのは 2 年ないし 3 年で政策をやりますね。文科省。先程の学校支援地域本部事業も 3 年

間でしたっけ。かなりの額、40 何億が使っているのですが、仕分けの関係もあって続きま

せんでしたが、そのあと、どう作ろうかということで、和歌山県の場合にはそれを地域の

市町村、それから学校でそれを作っていこうという、取り組みを進めてきているわけです。

きっと自前で自分の地域とか自分の学校でどうエンパワメントしていくか、力をつけてい

くのかというのがわたし自身 4 人の方の話を聞いておりまして、共通したテーマじゃない

のかなと。そういう中でどうつながっていくのかと。いろんな地域社会と学校がつながっ

ていくのか。そういうことを聞いておりまして、感じました。ただたくさんの豊富な内容、

玉置さんから日本一になるという非常に大きなビジョンを持ちながら、玉井さんはビデオ

でこれうちの大学の社会フォーラムで作ったやつですね。プロジェクト X、NHK の番組みた

いに独自に作ってプロモーションのプレゼンを作ってもらって。実は第 7 回の往来賞を取

られているのですね。上秋津は。これは都市と地方をどうつないでいくか。行ったり来た

りする、そういう稼働率と言うのですか、こういうところでも上秋津は非常に高い評価を

受けております。それから清水先生ですね。本当に稲村の火を大事にしながら、三陸沖地
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震の明治 29 年のデータも出ていましたが、わたしも吉村昭さんの小さな小説ですが、向こ

うでは「よだ」と言って津波とは言っていない。それくらい定着して、津波については住

民たちが学習して避難するという訓練ですか意識が強くあったわけですが、ただしこうだ

んだん薄れる問題があったわけです。そういうところでは学習というテーマが非常に大事。

そういうことを指摘していただきました。山口先生のご報告は先ほどわたしなりにまとめ

たつもりです。自力でどう解決できるか。そして、学校はコミュニティーなのだ。そうい

う提案をしていただきました。 

実は皆さま方からワンクエスションをいただこうと思っているんですが、この４人の方

にこれはという質問はございませんでしょうか。どなたか。こんなたくさんの中で質問さ

れるのは勇気いるかもですが、お一人おられませんか。あるいは聞いてみたい。ここ聞い

てみたい。ないですかね。 

それではわたしは玉置さんと玉井さんに共通の質問をさせていただいてもよろしいです

か。わたしは教育社会者をやっていまして、教員と医者と弁護士というのはだいたいパー

マネントでずっと大学卒業してから退職するまでずっと教師をやっていく人たちが非常に

多いわけですね。転職するというのは非常に少ないのです。これ専門職であるからそうい

う面はあるのですが、玉置さんも玉井さんも、玉置さんは松下ですか。玉井さんは NTT で

したね。一念発起して新しい世界へ飛び込まれたのですね。そして活躍されている。その

あたりを一言だけその辺のきっかけみたいなものを一言だけお話していただけませんか。

玉井さんどう、ちょっとこれ聞きたいなと思って。 

 

【玉井】 

わたしの場合は、皆さんの地域でそうなのですが、だいたい地域の生まれも育ちも上秋

津なんですが、わたしは 44 歳で地域の役員が順番で回ってきまして、おかあちゃんからお

とうちゃん、今度あんた地区の役員やらないとあかんでと。こういうお話なのですね。な

かなか日頃勤めておりますと、地域にとけ込めないという面もあって、その時に初めて役

をやりまして、それから初めて地域の皆さんが本当に一生懸命やっておられると感銘しま

した。地域づくりの核になる部分で、49 歳に退職しました。これはある福祉の事業でどう

してもここの事業計画をしたいということで、いっぱい事業の方に会っていると、「お前卑

怯やでこれでいいんか。いや俺はどこにおった」と。あくる日は辞表を提出すると。一ヶ

月ほど NTT に務めましてそのあと福祉関係の仕事をやりながら次に公民館の館長をさせて

いただき、そういう中で育ってきたという状況です。 

ですから今非常に新鮮です。一個一個取り組むことが希望や地域の皆さんと共に動いて

いく。いろんな問題ありますね。地域は。だいたい地域づくりやりますと 2〜3割が良いこ

ですね。3〜4 割は強烈ですね。それをいかに押し付けるか。楽しくならないとできない。

これは面白いということでこの道に来ています。 
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【松浦】 

ありがとうございます。玉置さん一言。 

 

【玉置】 

実はわたしは 52 歳の時にやめました。実はわたしの年というのは昭和 25 年４月 1 日、

これはいわゆる団塊の世代の最後の 1 年の一番最後の日に生まれた。団塊のどん尻をずっ

と歩んできた。実に面白くなかったんですね。団塊の世代、もの凄く多かったので、いつ

も冷や飯食いなんかやってもおり、ということで一歩前へ出れないもんかなというふうに

常々考えていました。たまたま子どもが全部高校卒業して家を出る。そして借金、家も建

てましたがなくなって、そして松下が経営が苦しくなってはじめてのリストラやるよとい

うことで、ちょっと退職金多めにやるよと。そしてずっと計算しました。その前に 50 歳の

時に会社の中であなたのこれからの将来をどのように考えるかという研修がありました。

10 年先を考えなさい。「今がこう。5 年後はこう。そして 10 年後はこう。10 年後どうある

べきか」という研修がありました。まる 2 日間下界と遮断されまして、そういうふうな研

修をやりました。 

そういうずっと思いがありまして、ちょっと計算をしていったときに、これはやめても

十分やっていけるなと。退職金貯金等々で子どもが育てられると。実はやめたとき 3 人子

どもがおりまして、大学１年大学 2 年大学 3 年。大学院に行きましたから、結局６年間ず

っと金を払うばっかりという。なんとかかんとかやってこれだよと。 

で一歩前に出れないかというのは、ここでやめたらみんなより一歩先に出てみんなを受

け入れることができると。そういう思いだったのです。そしたらその時に幸いなことに友

達はみんな地域の幹部でした。銀行行けば支店長。学校行けば教頭、校長。そしていろん

なところへいけば社長。だから全て話がうまくいった。 

だから皆さんもしやめるんなら今のうちですわ。校長になってさきが見えて、定年退職

したらみんな同じです。そこでいろんなことをやろうとしても絶対うまいこといきません。

みんな傷の舐め合いで慰め合って生きるだけ。だからそういう中でもしやめるんであれば、

一念発起をするんであれば、50 歳をすぎて 55 歳まで。その間にやるといろんな特典がある

し、みんなから支援も受けられる。そういうことでございますので、ぜひよろしくお願い

します。 

 

【松浦】 

ありがとうございます。人生訓。 

時間になりましたですね。この 4 人の方の今日の報告、それを聞かれた感想をまた司会

の方と記録の方おられますので、語り合いながらそれぞれの先生方の学校と地域にはいろ

んな特徴があると思います。それを少しお話し合いしていただきたいと思います。そのあ

とここにまた集まっていただいて 3名の方に代表で発表していただきます。それを受けて 4
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人の先生方から一言感想を言っていただく、メッセージを言っていただく。そして終わり

たいと思っています。予定より 7〜8分詰んでしまったんですが、休憩時間をちょっと短く

して 15 時 5 分。申し訳ないですが、10 分間でトイレとか休憩を済ませていただいて着席し

て頂けたらと思います。それでは第一部ありがとうございました。 

 

－ 休憩 － 

 

【司会】 

本日のまとめをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【松浦】 

ありがとうございました。本当に短時間 20 分あまりで充実したグループワークをしてい

ただきました。最後の班の方が食事のときから一緒だったとおっしゃられていたように、

こういう形で一方的に講師やシンポジストがしゃべりまくるのではなくて、皆さん方から

ご意見をいただいたり、話をして、その中で分かってくることは、はっきりしているのは

地域によってでこぼこがあって、いろいろ特色が違っているということです。学校はいろ

んな顔を持っていると。考えてみれば学校の強さや弱さということがよく言われますが、

そういったことをしっかりと我々はつかみながら、先ほど玉置さんが言われたように 10 年

後を見すえて、どのように学校のビジョンを持つか。そんなことも、今、感じました。 

まとめは 4 人の方の提言の後、少しお聞きしようと思うのですが、共通しているのはそ

ういった特色をそれぞれが地域で作られてきている。でこぼこはありながら、演劇のひと

つのステージを作られて、地域とつながっておられるとか、そういうこともあります。 

わたしの知っているところは、学校のコーナーをお茶会みたいにして、そこに地域の方

が寄って来られるんですね。そういったちょっとした工夫をされて、そこで子どもたちと

地域の方が日常休み時間に話しやすい。先生方は非常に忙しいですから、ちょっとその間

に子どもたちが話ができる。そういうのを作られたところもございました。そういうこと

で、それぞれの特色をぜひ生かしていただきたいです。 

共通して出されているのは、やはり今の震災の問題。それから安全の問題ですね。わた

しも附属学校の校長をしていまして、この問題は常にですね。それで、国立大学附属学校

の校長は以前はお供え物みたいな形だったんですが、今はけっこう大学から張り付いてい

っているところが多いわけです。そんなところで、わたし自身もハード面でどうするのか。

警備員さんの問題、機械警備の問題、テレビの問題、わたしも研究もしたことがあります。

ソフト面の安全をどう作っていくのか。これはなかなか難しいです。 

そういうことで4人の方々には、これから皆さん方のご意見を聞かれて、4人の方なりに、

学校、あるいは先生方へのメッセージをひとつ発していただこうと思っています。そして、

非常に難しいテーマですが、こういった危機管理の問題、今回の震災のときにどういうふ
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うに学校では何ができるのか。学校と地域はどのように責任を分担しながら協力できるの

か。こういったテーマが 40 近いグループのおそらく共通しているところではないかなと思

いますので、その辺りは 4 人の方に何かお考えのあるところをですね。清水さんはそうい

うのを専門にやっておられるんですが、それぞれの立場からお話いただけたらなと思って

います。よろしいでしょうか。4人の方。そしたら、最初と逆にしまして、申し訳ないんで

すが、山口先生の方から少し皆さん方へのメッセージ。そして、今のテーマにそって一言

お話いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【山口】 

山口です。短時間ですので、どこまでいけるかなと思いますが、お答えできるところを

お答えしていきたいと思います。 

まず第 10 班の方から出ました「学校と地域はどうやったらつながるのか」というお話で

したが、まず、きっかけとしては学校が地域に出向くことかなと。校長先生、教頭先生を

はじめ、先生方が地域に出るということがまず大事かなということだと思います。 

「学校と地域の役割で一体何ができるかな」という質問がありました。そのことは第 30

班の方の「学校と地域の要望とか期待をどうすり合わせていくのか」ということとつなが

ると思うんですが、そこで申し上げたいのは、ひとつは、「地域に出かけていかないと、地

域が何を求めているかということが見えてこない。地域のことは地域に学ぶということが

大事だということ」と、それから今日お話し合いされているような話し合いの場、30 班が

「井戸端会議をやっている」とおっしゃいましたが、そういう形で「学校と地域が思いと

か願いを寄せ合う場をどうやって作っていくかは、そんなに難しいことじゃないと思いま

すが、そういう場を作ること」が大事かなと思います。 

池田小学校の事件があって、安全というのがすごく気にされていて、「学校を開かなけれ

ばいけないんだけども、開いて大丈夫なのかなという不安がある」という話ですが、千葉

県の秋津コミュニティーなんかは有名なのですが、学校の空教室を利用して地域の方が常

駐できるコミュニティールームを学校の中に作っているんですね。和歌山県も、そういう

ところが、今いくつかあります。そういう形で積極的に地域の方々が、学校をサポートす

る場を学校の中に持ってしまうと、外から入ってきた人たちに対する目が増えるわけです

ね。ですから、そこから人に学校を開くことによって、学校の安全を守っていく。体育祭

とか文化祭とかありますが、たくさんの人が入ってくると逆におかしな事件を防ぐ力に曲

がっていくわけなんで、そういう関係を作るというのがひとつの方法ではないかという気

がします。 

「学校と地域とのイニシアティブをどういうふうにコーディネートしていくのか」とい

うのは、先ほど発表していただいた中に出てきましたが、地域コーディネーターというの

を設けているんですね。これは公民館主事の方がなっているところもあるし、民生児童委

員の方がなっているところもあるし、学校を退職した方がなっているところもあるし、さ
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まざまな方が入っていただいていますが、その方が学校と地域をつなぐコーディネーター

を引き受けてくださっています。コーディネーターに対して地方の教育委員会が一定の謝

金を出しているところもあるし、ボランティアでやっているところもある。それぞれの地

域によってまちまちな形ですが行っています。 

それと、大事なこととして、あとは、今日お集まりのところはそれぞれの事情があって、

その中で今やっていることと、今できていること、今ある学校の地域のよさを生かして、

それを広げていくというところからスタートしていかれるのがいいのではないかなという

ことを感じました。以上です。 

 

【松浦】 

どうもありがとうございました。では、続きまして清水さんお願いします。 

 

【清水】 

いろいろあるんですが、わたしが校長のときには今の学校の時代とは全然違います。そ

れはもう新聞社が学校の悪いことばっかり。だから、新聞社は嫌いだった。だけど、今は、

新聞記者をどのようにいろんな形で利用活用するということです。ですから、時代という

のは 20 年 30 年の間にずいぶん変わったなと思います。わたしは、それは悪いことばかり

考えました。茶髪だとか頭のかっこだとか、スカートは膝の高さだとかそんなことばっか

り。そしたら、学校が閉鎖的になります。 

そういうときにはどんなに打開していったかというと、一例を申しますと、やっぱり学

校が悪いという一般の目を変えるために、わたしは地域へ出て地域のボランティア活動を

しました。濱口梧陵の堤防も美しくしました。地域でボランティア活動して、あのカーブ

ミラーを拭くのをさせたんですね。夏休み、冬休み。そしたら、おじいちゃん、おばあち

ゃんが来て、バケツで水汲んできて、「これ持っていきな。」といって、助けてくれるんで

すよ。これ 2 回 3 回したら、交通安全協会から表彰してくれたんです。良いことをしたら

みんなが協力して地域は学校へ寄ってくれるんです。学校というのはどちらかというとわ

たしは閉鎖社会だなと思うんです。だから、地域へ出なさい。そのときにいいことをやり

なさい。 

それからいろんなボランティア活動しても金がない、そんなとき同じグループの人たち

が寄って自分らで金を出し合ってやるんです。金出さなかったらほんまもんにならない。 

わたしは今、高齢者の耐久大学をやっていますが、これは入学金をとっているんですよ。

入学金。それで勉強するんです。受益者負担です。小学校や中学校のように義務教育と違

う。おじいちゃんもおばあちゃんも金出して勉強するんで、だから一生懸命になります。 

皆さん方もこれから本当にこれいいなと思ったら、社会に出てこれやるかっていってグ

ループを作りなさい。特に教頭先生は地域へ出ていって地域の人たちと仲良しになるんで

す。これが将来絶対に退職しても、「あの教頭いいわ。あの教頭ここへ来てくれよ」と絶対
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呼んでくれます。60 歳以上になってきたら皆さん何します。80 歳までできると思ったら長

いですよ。そしたら、「あの教頭よかった。うち来てくれよ。」ってなります。こういうよ

うに地域の人と仲良しになっていくんです。これが教頭の大きな役目です。教頭によって

学校が変わるという例をわたしはだいぶ耳にします。 

もう一つ、子どもたちにも登校拒否とかいろいろあります。そういうときに民生児童委

員さんというのがあるんです。各市町村に。この民生児童委員さんをできるだけ学校の中

に引き込みなさい。「あの家の子ども難儀している、お金に。」そういうような民生児童委

員さんにとか誰がなってくれるって、教頭が一番。あの民生児童委員さんに頼もらという

のは。こういうようにして地域とのつながりをするというのが教頭の役割のひとつだと思

います。 

だから、いろんな管轄の方が市役所とか役場のなかにありますから、そんな遠慮してい

たら、教頭は。あの教頭は活動的だと思ったら絶対に皆さん方が退職した後で呼んでくれ

ます。何かというと。ですから、そういうようにして社会性を身につけていくんです。案

外自分に社会性があるように思いますが、そうじゃいけません。わたしは、耐久大学で今

の濱口梧陵を啓発しようということで、「稲むらの火の館」一日一円募金をしてそれで町議

会でこれを出しまして、それで「稲むらの火の館」ができたんです。そういう運動をして

いかなければ絶対できなかった。 

もう一つは、これは防災というのは 100 年に一回あるかないか。忘れてしまうんですよ。

あの三陸沖津波でも忘れたんですよ。だんだんと。この間はどんなんだったか知りません。

ですから、忘れないために、わたしは今、「稲むらの火祭り」というのをやっているんです。

これは 400 本の松明行事で、小学生から始まって一般の人まで募集してやりたいと皆さん

が言って、こういうようにして毎年やっています。今年は 10 月 15 日です。第 3 土曜日。

一回見にきてください。皆さん方。大阪の人たちから大学の方たちからみんな見にきてく

れます。 

ある新聞社が、「すばらしい刷り込みだ。」と言います。刷り込めるんです。こういうの

を。火祭りのときに、ものすごいあんな火祭りをしたら、もう子どもたちは忘れません。

その式典のところへいちばん中心におくのは子どもでしたね。国会議員さんから県会議員

さんまでのあいさつがあるんです。新聞記者曰く、「あんなお偉いさんのあいさつやめとけ

よ。」と言うんです。いちばん最初に太鼓叩いて、５年生の子どもたちが「稲むらの火」を

朗読するんですよ。「稲むらの火」を。稲むらの火祭りは子ども中心です。こうして式典が

すんだら、松明をもって、浜口梧陵さんにちなんで、約 2キロの山道を高台へ行くんです。

こういう行事をもっていくんです。 

学校もひとつなんでもいいですからね。行事であろうがなかろうが、とにかく地域社会

のなかへ教頭先生方が入っていってください。これで学校が開かれた学校になります。だ

から、お金がなくなったら同時に金を集めるんです。全部私たちが金集めて、やってくれ

る人を集めるんです。反対者を入れたら、こんなことやめてください。そんな人いれたら
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だんだんと活動が停滞します。だから、そういう形で組織を作ってください。教頭先生な

らできます。その若い先生では社会性というのはまだまだ、教頭先生じゃないとできませ

んので。いいことはどんどんと進めてください。町や学校が変わります。町が変わります。 

ですから、そういう形で防災も、これはわたしが特に防災の場合だったら、100 年したら

今こそ感度があの三陸沖で高まっていますが、皆さん方に言っておきます。あと 5 年経っ

たらどうなっているか。もう忘れてしまわないだろうか。あの明治 29 年のときの災害の状

況をわたしも全部調べましたが、高台へ移転してって言ってやったんですよ。だけど、い

ったんは高台へいって、けれど、また下へ海のはたへ戻ってきているんですよ。ですから、

忘れてしまうんです。怖さを。そのためにどうしているかっていうと、今の子どもたちに

教えておくことは何かということです。刷り込みになるようなことを一つ考えてください。

いろいろありますがこれぐらいにさせていただきます。 

 

【松浦】 

どうもありがとうございました。それでは、引き続き秋津野ガルテンの玉井さん。 

 

【玉井】 

先ほど私たちの地域からということで皆さんにお話するわけですが、ビデオの中でも子

どもたちの初期教育を通じて、そして、地域の農業を理解して地域農業を行う。それが秋

津野ガルテンへ先生方も地域の皆さんも、融資の皆さんが出資をするとか、こういう共有

ができていくことが大事だと。それと同時にみなさんに万全のお話をしている。 

これは中学生が地域学習をやって、この地域のことをもっとアピールしていこうという

ことで、修学旅行へ行くときにこれを持っていきたいということで、１年生の子どもたち

が地域の皆さんと一緒に学習したことを整理してくれました。このような形でいわゆるこ

う、いくつか積み重ねていきますと必ず学校と地域というのは、必然的に連帯していくも

のなんですね。そのことを交換しながら今はまだなんだけど、これから方向性さえ間違っ

ていなければ必ず展開していくんだという自信を持っていただきたいと思います。 

それとわたしが地域づくりの中で講演を依頼されたり、あるいは来てくれたときにお話

するんですが、地域の方から言いますと、いかに地域資源を生かしていくかということな

んですね。わたしは地域資源で一番大きいのは人だと思っています。地域のなかにはいろ

んな人がいますので、それをいかに共有しながら生かしていくか。そして組織ですね。組

織は、防災の面も含めまして、消防団とかいろんなところがあります。こういうのをいか

に生かしていくかということです。わたしは、産業の持っているいろんな地域、農業だっ

たり林業だったりというのがあったりするんですが、それを地域の人たちといかに共有し

ながら学校も生かしていくかということをやっています。 

あと、歴史文化も同じことを考えるわけですが、それを宝としてどう磨いていくかとい

うのが、地域と学校が共有すれば本当にいい地域づくりができるんではないかというふう
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に私は思っています。以上です。 

【松浦】 

それではラストになりますが、玉置町長お願いします。 

 

【玉置】 

最後というのは言いにくいですね。先ほども言いましたが、言い過ぎや失言は責任持ち

ません。それを前提にお話させていただきます。 

聞いていましたが、非常にこれ甘いなという実感です。学校運営にしても他人事みたい。

どのようなことをやっていったら良いのか。防災に関してもというような感じ。だから、

学校の枠から抜けきれないところが多いんだなというふうに感じました。教頭という場合

ですから、もっと大きな視点で目を向ける必要があるのではないかなというふうに思いま

した。 

ちなみに防災、私どもの町では、防災のこと、これ今回ということではなくて去年の夏

に宣言いたしました。五カ年計画で全職員に防災士の免許を取らせる。今年から既に行っ

ています。地域の消防団、区長会、どんどんどんどん参加してくれています。教育委員会

から実は申し込みはありません。お前ら大丈夫なのかと。本当にいちばん大事なのは先生

なんです。そうですな。本当に思いました。 

何やったらいいか。中へ入ったらいいんですよ。一歩前へ。自分たちの立場から一歩前

へ行って、行ったら必ず問題が分かってきます。そしたら、どうしなければならないか、

そういうことがよく分かってくると思うんです。ぜひそういうのをお願いしたい。教頭先

生にはお願いしたい。そして、学校運営そういったものをもっと大きな目で見てやってい

ただきたい。 

あと、学校教育というと、どうしても教育現場だけになりますが、教育環境、教室環境、

こういったものも大事にしていただきたい。照明とか空調とかそういったものによって子

どもたちのやる気がものすごく左右すると思うんです。今の学校は、昔と違って家の方が

空調設備が行き届いている。照明もいい。快適だ。学校へ行ったら眠たくなる。当たり前

です。もっと学校をよくしていこう。今そういうふうに言っています。要求をどんどん出

せと言っているけど、なかなか出てこない。どうやっていいか分からない。もっと自分の

家とともに自分の学校の設備、そして、子どもたちのそういう環境を自分の身になって、

自分の子どもという目でどんどんやっていただきたい。それをどんどん行政に突きつけて

いただきたい。そして、一緒になって、いい環境でいい子どもたち、塾行かさんでいいじ

ゃないですか。学校できちっとやらせれば。僕ら塾へ行ったことないですからね。無かっ

たから。そういう中で本当に学校教育、特に公立小中学校で責任もって教育していただき

たいなというふうに思います。 

私ども行政も一生懸命がんばりますので、一緒になってがんばって、いい日本を、子ど

もたちを創っていきましょう。よろしくお願いします。 
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【松浦】 

ありがとうございました。4 人の方から熱いメッセージを送っていただいたわけですが、

最後に私どもも時間がほとんどありませんので、簡単に一言ですね。 

震災あるいは安全、危機管理。今日は奇しくも清水さんがおっしゃったように「稲むら

の火」にも書いてある一行を、「これはただごとではない」この一行を、今、本当に世界の

自然、世界的な規模で、非常にこれはただごとではないということが起こっているわけで

す。もちろん地震はプレートが動いたことなんですが、これはただごとではないというこ

とでぜひ考えていく必要があるというふうに思いました。 

二点目です。これは今日のシンポジウムをともにやっていてということで、わたしは教

育社会学をやって非常に僭越なんですが、今、学校と地域と家庭だったら、どこがいちば

ん安全で比較的にがんばっているかと言ったら、僕は、日本の学校はがんばっている方だ

と。今、はっぱをかけられましたが、そのように思っています。安全でがんばって、先生

方や職員さん方はがんばっている。 

日本の社会の中でやはり一番厳しいのは家族や家庭のなかに現れているんじゃないか。

わたしは、いじめ問題や不登校問題で国際調査とかやっていましたが、今、虐待の問題で

は、虐待家族とかでは、やはりひとつは貧困の面、あるいは政治や経済の問題、二つ目は

未熟という問題です。人間が非常に未熟になってきている。それから三番目は孤独、孤立

という問題。やはり学校というのは地域と連携して、この孤独、孤立からつないでいくと

いう大きなテーマを持っていると思うんです。 

アメリカのある政治学者でパットナム。ロバート・パットナムという政治学者がいまし

て、その人は、「こういったつながっていくことも財産なんだ。バリューなんだ。」という

ことを言い出しました。その前はネヴィルという人なんかは、「学歴とか学校に行くのはキ

ャリアをつくるのが資本なんだ。」という文化資本という考え方をしましたが。我々はいろ

んな財産を持っています。お金という財産もありますし、人材という財産もあります。そ

してキャリアという背負ってきたものの財産もあります。 

だけども、人間社会がつながっていく。一人でボーリングをするなんて孤独ですね。一

人でゴルフをする。一人で麻雀はできませんし、遊べない。そういう遊び仲間をたくさん

持っていることもバリューだというふうに言っています。だから、お茶を飲む機会。ある

いは一杯、仕事が終わってから一杯やる。そういう仲間。そういうのも大きな財産です。 

ちなみにどうでしょうか。非常に孤立している、本当に困っているそういった家族や子

どもたちが増えていると思います。そういうものに、玉置さんがはっぱをかけられたのは、

「我々はもう少し何かできないか」ということだと思います。 

わたしは、そのときにいつも 3C ということを言っています。学校はやはり教育は希望を

創るところです。だからクリエイティブじゃないとだめなんです。スタンダードで着実に

やっていくとマンネリ化します。今日の朝、わたしは、小野さんの話を聞いていて、あの

人 3000 回やっているんです。同じ話。よくマンネリ化しないかなと思ったんです。工夫さ
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れていると思うんですけどね。学校は本当にルーチンワークになってしまいます。今のま

まだと。だから、いろんな工夫がおそらくいろんな地域や学校でされている。クリエイテ

ィブです。だから、今日の玉置さんとか玉井さんとか清水さんは、やはりクリエイティブ

です。何か創り出されています。ぜひ学校の中で子どもたちと一緒に新しいものを創り出

していただきたいというふうに思います。これは創るということです。 

２番目はそれを続けていかなくては。コンティニューというんです。続けるということ

ですね。 

そして、３番目にコラボレートあるいはコミュニケーション、つながっていただきたい

ということです。 

この話をわたしは、学校の先生方に職員会議の中で少ししましたら、「それは三つの『つ』

やな。三つの『つ』。『創る、続ける、つながる』かな。」わたしは Cだと思っていたんです

が、ぜひクリエイティブなそういった学校を地域を、ぜひこの夏休みにリフレッシュして

いただいて新学期から創っていただきたい。 

地域にはいろんな人材の方、素晴らしい方がいっぱいおられます。そういった方と一緒

に新しい一歩を踏み出していただけたらなというふうに思います。非常に多忙になってい

ます。だけど、やりがいのあることも結構あるんですね。やりがいをぜひ持っていただき

たいです。簡単ですが、わたしのまとめにしたいと思います。 

それでは 4 人の方、山口前教育長、それから耐久大学の清水さん、ガルテン副社長の玉

井さん、日高川町長の玉置さんにお礼の拍手で終わりたいと思います。どうもありがとう

ございました。時間的にも無理をしまして申し訳ありませんでした。どうもみなさんあり

がとうございました。 

 

【司会】 

シンポジストの方々ありがとうございました。それでは、ここでコーディネーター、シ

ンポジストの先生方に神座より謝辞を申し上げます。 

 

【神座】 

コーディネーターの松浦様、そしてシンポジストの玉置様、玉井様、清水様、山口様、

本日はたくさんの示唆に富むお話をありがとうございました。数々の熱意あふれるお話を

お聞きし、いくつかのことを感じました。 

地域資源、人材、素材、文化、聞いていて材の字は材料の材じゃなくて財宝の財なんだ

なと、宝なんだとすごく思ってきました。みなさんは本当にその一つ一つに惚れていると

いうか惚れ込んでらっしゃるんだなというのがすごく伝わりました。 

そう考えたとき、やはり私たち、双方向というテーマと思うんですけど、自分たちもお

話にあったように地域に行っています。民生児童委員さんとも仲良しです。でも、やはり

いつも学校のためにということを考えておりました。 
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でも、地域のためにとか、町づくりのためにもなる子どもの学びというものをもうちょ

っと僕たちは考えていかなければいけないのかなというのを今日のお話の中で気づかされ

た思いがします。そんなときに、防災ということもつながる鍵なのかなと気づかせていた

だきました。そして、子どもの学びを創る上でやはり魅力というものを強く考えて、アイ

ディアを出していかないとならない、大きな目で見ていかないといけない。そして、いつ

も教職員に言っているんですが、当事者意識をもってということをより強く私たちが考え

ていかなければならないかなということを思いました。悔しいので、また明日からがんば

りたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。 

 

【司会】 

それではコーディネーター及びシンポジストの方々が退場いたします。 

 

【司会】 

これより次年度全国研究大会について全公教副会長、出田俊秀がご紹介いたします。 

 

【出田】 

失礼します。全公教副会長、出田と申します。朝早くから大変お疲れのところもう少し

お時間をください。本日はご参加いただいた皆様のご協力により、黒潮の熱い想いを全国

へ十分に伝える研究協議となりました。全国各地からお集まりになられた皆さんとの出会

い、情報交換、そして、学び合いの意識化など、たくさんのお土産ができたのではないで

しょうか。また、全体の各司会者、記録者、会場係、運営員をはじめ本分科会の企画・準

備運営に当たられました和歌山県の教頭先生方関係の方々に心から感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 

さて、これから次回の第 54 回全国公立学校教頭会研究大会についてご案内致します。既

に皆様方ご承知かと思いますが、来年度の研究大会は本来のブロック、持ちまわりによる

全国研究大会が開催できなくなった経緯を経て主催者である全国公立学校教頭会直轄で開

催される研究大会になります。この計画につきましては、3月理事会を経て、6月の定期総

会において説明し、それぞれ議決承認をいただいておりますので、詳しくは総会資料を再

度ご確認いただければと思います。 

また、これまで全国公立学校教頭会は半世紀を超える歴史を刻む中で、職能研修団体と

して活動してまいりました。これは全国公立学校教頭会が設立された昭和 34 年以降、昭和

49 年に教頭法設立までの長い道のりの中で諸先輩方が重ねてきた地道な努力の上に成り立

っています。こうした副校長、教頭の社会的地位向上と研究活動の推進を柱としての活動

は平成 19 年度、文部科学省の学校現場の負担軽減プロジェクトチームへ全国公立学校教頭

会から初めて委員を派遣するという成果になって現れています。それまでは全日中や全連

小など校長先生方が学校現場の代表として意見を述べられていましたが、全国公立学校教
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頭会でも委員の派遣要請があったことはこれまでの取組が評価されたものと思っています。 

その後も平成 21 年度には文部科学省より今後の学級編成、教職員定数の改善ならびに教

員の資質向上に関する意見把握の依頼により直接文部科学省で意見陳述をするなど、今年

度も含め文科省からのさまざまな依頼に応えてまいりました。このことは全国公立学校教

頭会会員 31000 余名という組織の大きさと素晴らしさを再確認し、私たちの職務に誇りを

持つことができるのではないでしょうか。 

来年度の全国公立学校教頭会研究大会の基本方針を実行委員会の方で次のように定めま

した。 

1 第 9 期の全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性を育む学校を目ざして」の 2年

次の大会であり、和歌山大会をはじめこれまでの研究大会における成果と課題を積

極的に取り入れ、３年次につなげる大会とする。 

2 大会運営や組織の機能化を計り、将来の研究大会を見据えた大会とする。 

3 研究大会に参加した会員が研修内容に満足をもって復興できる大会とする。 

4 開催日月は平成 24 年７月 25、26、27、水木金の 3日間とし、東京を会場に開催す 

る。 

5 3 日間の開催内容は、第 9期の開催要項に基づき実施する。 

以上の 5点です。 

第 54 回全国公立学校教頭会研究大会実行委員会は、現在立ち上げていろいろと話を進め

ておりますが、今後決定しなければならないことがたくさんあります。いずれにしまして

も子どもたちを取り巻く環境は科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など変化が

激しく新しい課題の対応が求められるものとなっています。くだって多様な社会状況のな

かで、子どもたちが未来へ希望や夢を抱き、自信と誇りをもって生きていけるようにした

い。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。これらのことについて全国各地で

実践された経験について来年の大会においてともに語り合える喜びを共有したいと思って

います。東京での開催となる第 54 回全国公立学校教頭会研究大会への積極的な参加とご協

力をどうぞよろしくお願いいたします。 

以上で来年度の全国大会の紹介を終わります。ありがとうございました。 

 

【司会】 

それでは閉会の言葉を申し上げます。 

 

【司会】 

以上をもちまして第 53 回全国公立学校教頭会研究大会和歌山大会、並びに第 49 回近畿

公立学校教頭会研修大会和歌山大会特別分科会Ⅱを閉会いたします。 
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全体シンポジウム記録 
【桂司会者】 

皆様、お待たせいたしました。ただいまよりシンポジウムを開催させていただきます。 

【福富司会者】 

本日のシンポジウムは「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校づくり」と題してお送り

いたします。こちらのシンポジウムの司会を務めさせていただく方をご紹介させていただ

きます。全国公立学校教頭会研究部副部長 小野寺正、そして、和歌山大会実行委員会研

究部長 高垣和彦のお二人に務めさせていただきます。それではどうぞお入りください。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【小野寺】 

皆様こんにちは。全公教研究部副部長の小野寺正と申します。本日、司会を務めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【高垣】 

和歌山大会実行委員会研究部長 高垣和彦と申します。よろしくお願いします。 

【小野寺】 

それでは、早速シンポジストの皆様をご紹介いたします。はじめに、文部科学省初等中

等教育局視学官太田光春先生でございます。続きまして、元西武ライオンズ監督 東尾修

さまでございます。続きまして、立命館小学校副校長 隂山英男さまでございます。コー

ディネーターの先生をご紹介いたします。東京学芸大学教授 永田繁雄先生でございます。 

それでは、わたしの方から、ただいまご紹介申し上げました先生方のご経歴につきまし

て簡単にお話をさせていただきたいと思います。なお、詳しくは、大会要項の 16 ページか

ら 18 ページに紹介させていただいておりますので、ご覧ください。 

はじめに、太田光春先生でございます。太田先生は、昭和 54 年に愛知県立の高等学校に

英語の先生としてお勤めになりました。英語教育の充実に努めていらっしゃって、平成 13

年、愛知県立総合教育センター指導主事兼愛知県教育委員会指導主事としてご活躍されま

した後、平成 16 年からは、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官、平成 21 年

からは、文部科学省初等中等教育局視学官として、小学校の外国語活動やこれからの日本

における英語教育について、豊富なご経験を基に全国各地でご指導をされております。 

 続きまして、東尾修さまでございます。東尾さまは、改めて申すまでもなく、ここ和歌

山県が生んだ大投手でございます。昭和 43 年、箕島高校のエースとして甲子園に出場し、

ベスト４、翌年ドラフト１位で西鉄ライオンズへご入団されました。１年目から１軍のマ

ウンドに立ち続け、ご苦労の末に、ご自分のピッチングスタイルを身につけられたと伺っ

ております。最多勝利投手２度、年間ＭＶＰ獲得も２度、通算勝利数は 251 勝でございま

す。平成７年には、西武ライオンズの監督に就任され、２度のリーグ優勝に輝かれました。

数々の選手育成について、選手掌握などについてのお話は、私たち教頭の人事管理にも大

いに参考になるものと期待しております。 

次に、隂山英男さまでございます。隂山さまは、兵庫県のご出身で、昭和 56 年、兵庫県

尼崎の小学校を皮切りに、教員としてお勤めになりました。その後、兵庫県朝来町立山口

小学校での実践、生活習慣の改善、早寝、早起き、朝ご飯や、百マス計算で話題となり、
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平成 15 年、広島県尾道市立土堂小学校校長にご就任されました。その後も、基礎学力向上

に取り組む一方で、そろばん指導やコンピューターの活用などを導入し、子どもたちの学

力の向上にご尽力されてまいりました。現在は、立命館大学教育開発推進機構教授であり、

立命館小学校副校長を兼務され、さらに、本市、和歌山市教育委員会の客員指導主事とし

てもご活躍されております。 

最後に、コーディネーターをしていただきます永田繁雄先生でございます。永田先生は

静岡県のご出身で、東京学芸大学をご卒業後、東京都内の小学校にご勤務され、後に東京

学芸大学附属大泉小学校、文京区教育委員会指導主事をご経験された後、平成 14 年１月よ

り、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官になられました。道徳教育について

全国各地でご講演をされるなど、その発展に尽くされていらっしゃいました。平成 21 年４

月より、現職であります東京学芸大学教授となられ、ご活躍されておられます。 

本日は４名の講師の先生方から、豊富なご経験を基に、シンポジウムのテーマでありま

す「学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ 未来に向け力強く生きる子どもの育成」について、

ご意見をいただきます。その中では、確かな学力の向上と言葉の力の充実、信頼関係とコ

ミュニケーション能力の育成、地域に根ざし地域と連携した学校運営の推進などの観点か

ら、今の学校に求められていること、人間力、教師力、学校力について、ご示唆をいただ

けるものと楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではシンポジ

ウムを始める前に、本シンポジウムの趣旨につきまして、大会実行委員会研究部長の高垣

和彦がご説明申し上げます。 

【高垣】 

本シンポジウムの趣旨について説明させていただきます。全国公立学校教頭会、第九期

の研究主題は、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」となっています。 

今日、我が国の社会は、国際化、情報化、少子高齢化がますます進み、さまざまな面で

大きく変化しています。また、今年３月 11 日に発生した東日本大震災による被害は、多く

の人々の生活を大きく変えてしまいました。本日参加されている先生方の中にも、被災さ

れた方や、今なお困難な状況の中で、児童生徒の教育に携わっている先生方がたくさんお

られることかと思います。心よりお見舞い申し上げます。 

このような困難な状況の中、教育現場に私たちは、変化に対応する教育のあり方、日本

国憲法や教育基本法の理念に基づき、学校教育の中で実現していくことが大きな使命と考

えています。今、日本が、大震災の被害から復興し、物質の面だけでなく、精神的に、よ

り豊かな社会を築くためにも、豊かな人間性と創造性をはぐくむことが重要であると考え

ています。 

そこで、和歌山県小中学校教頭会では、この全国統一研究主題の下、サブテーマを「学

ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ 未来に向け力強く生きる子どもの育成」とし、三つの視点

を設定して研究を進めてまいりました。 

一つめの視点は、確かな学力の向上と言葉の力の充実です。 

子どもたちが、基礎的、基本的な知識や技能を確実に習得し、その力を活用することが

求められています。また、言葉は、確かな学力や豊かな心など、知的活動やコミュニケー

ション、感性や情緒の基盤となっています。そこで、言語活動を取り入れた教育課程を編

成し、言葉の力を育てたいと願っています。 
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子どもたちの思考力、判断力、表現力やコミュニケーション能力をはぐくむ言語活動を

大切にした授業を展開し、学校の教育活動全体を通じて、言葉の力を育てることが重要で

あると考えました。 

二つめの視点は、信頼関係とコミュニケーション能力の育成です。お互いを信頼し、助

け合える人間関係により、子どもたちが安心して学習やさまざまな活動に取り組むことが

できます。相互の意思疎通や、人間関係の形成を円滑に進めるようになるためには、人間

関係力やコミュニケーション力を育成することが求められます。 

近年、保護者から学校への過大な要求、児童虐待や子どもの引きこもりなど、その背景

には、人間関係の希薄さやコミュニケーション能力の不足が大きく影響していると思われ

る問題が、多く学校現場を取り巻いています。多様な価値観や考えを持つ人と接する中で、

自分の気持ちを伝えることや、相手の思いや考えを分かろうとするところから、自己に対

する認識が深まり、他人の人権を尊重する気持ちが生まれ、より良い人間関係が構築され

ます。こうした良好な人間関係は、子どもたちが安心して、自分の意見を伝えたり、思い

切ったチャレンジに取り組んだりといったことにつながり、学力や体力をはぐくむ上でも

大きな役割を果たすと考えています。 

三つめの視点は、地域に根ざし、地域と連携した学校運営の推進、いわゆる開かれた学

校づくりです。学校と地域が連携して、子どもたちの育ちと学びを支える基盤を形成し、

保護者や地域住民の意見を生かしながら、学校運営の活性化を図ることが重要です。教育

の原点である、家庭の教育力の向上を図るため、すべての親が自信を持って、また、安心

して子育てをすることができるよう、保護者同士の交流、情報の提供、子育てに関する相

談、助言などの支援を行うほか、家庭教育の担い手である保護者が、親として成長するた

めの、学習の機会を充実させることも重要であると考えています。 

和歌山大会のサブテーマ「学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ 未来に向け力強く生きる子

どもの育成」を願う、私たちの研究へのご示唆を、このシンポジウムでいただければと願

っています。 

シンポジストの太田光春先生、東尾修さま、隂山英男先生には、今までご自身がそれぞ

れの世界で活躍し実践してきたことを紹介していただきながら、副校長、教頭である我々

へのメッセージを、永田先生にはコーディネートをしていただきながら、本大会のサブテ

ーマにかかわるご助言をいただければと願っています。どうかよろしくお願いします。 

【小野寺】 

それでは、マイクをコーディネーターの永田先生にお渡しし、シンポジウムを始めたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【永田】 

皆さん、改めまして、こんにちは。このような全国公立学校教頭研究大会という大きな

大会に、わたしのようなものが、皆さん、シンポジウムのコーディネートということで、

力不足ではありますけども、この後、三人の方々のさまざまな立場からのご提案、たくさ

んのことが学べるということに免じて許していただけたらと思います。 

これから約３時間弱ということになりますので、途中で休憩をはさむこともあると思い

ますが、前半は、おおよそ、わたしがまず先に問題提起をさせていただいて、そして、後

三人の方々から、ご提案、話題提供をしていただいて、そして休憩に入るという流れにな

1154



るかなと、そう思っております。 

後半は、それぞれのディスカッション、あるいは皆さんからのご質問で進めていくとい

うのが、大きな枠になると思っております。前半は２時半を過ぎるかなと思っております

が、どうぞご容赦いただけたら、そう思います。 

それでは、画面に映していただけたらと思いますが、わたし、先ほどご紹介ありました

けれど、文部科学省で道徳教育担当しておりまして、前いた時に「心のノート」の、ちょ

うど担当まっただ中になっておったわけなんですが、この画面は、小学校の「心のノート」

の最終ページ、そして、中学校で出会うページなんですね。 

第１の視点で出会うということ、これから生きていく、そして、向こうの方にさまざま

な生きる道があるということですが、今日はこの画面がタイトルになっております。豊か

な人間性、創造性をはぐくむ学校をめざすということで、学ぶ楽しさ・わかる喜び、そし

て、それを未来に向けて力強く生きる、そのような子どもを育成していこうと、この今日

いただいたテーマの中で、先ほどの三つの視点を基に、いくつか話題提供、問題提起させ

ていただきたいと思います。 

今、進んでいる子どもたち、目の前にある道を歩いています。そして、将来は遠くに見

える山のような険しいところで働きます。学ぶと働くをつなぐのが、いうならば生きると

いう営みで、子どもたちは将来にわたって生きる、その子どもたちの、そしてまた学校の

教師の、それぞれの要となっていらっしゃるのが、副校長先生であり教頭先生の皆様なの

かなと、そう思います。 

この「生きる」ということにかかわって、どう考えていったらいいのか、最近、先ほど

の話題にもありましたけれど、３月 11 日以来のさまざまな、私たちに問いかけられている

ものがあります。ここにも写っていますのは、昭和 33 年にできました東京タワーの上の方

が曲がったんですね。ニュースで若干報道されていたから、お分かりの方もいらっしゃる

かもしれませんが、しかしまだ使える。この昭和 33 年は、学習指導要領が法則法令化公示

告示の形になって、そして 50 年以上、戦後型教育の始まった年なんですが、それ以来、一

貫して、アナログの巨塔といったらいいでしょうか、東京タワーは役割を果たしてアンテ

ナを高くしました。それが一層、アンテナを高くして地デジといったらいいでしょうか、

時代に即応するべきものも必要だ、アナログからデジタルへということもあるんでしょう

か。 

わたしはちょっと空から眺めさせていただきましたけれど、本当は自動販売機の横なん

ですが、ちょっと情けない写真になってしまいますが、いずれにしても、この東京スカイ

ツリー、ご覧いただくと、また、いろんな報道でお分かりのように、芯がしっかりしてる

んですね。８メートルの太い芯がある、芯柱。くさかんむりに心と書いて芯ですが、目に

見えない草の下の根っこといったらいいでしょうか。そして、その周りが免震構造になっ

ていますから、東京タワー以上にさらに強力なものになっている。アンテナを高くつくる

わけです。このアンテナを高くして時代に即応していくというものは、いうならば、ここ

の右側に写っております、昔からの五重塔、これは芯柱があり、そして周りは免震構造に

なっている。芯がしっかりしていて柔らかい、この両面があって時代に即応できていくわ

けです。  

私たちは学校教育でも、変わらないもの、不易、そして、その時代の課題に対応してい
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くもの、流行、その両面が必要だということです。この不易と流行という言葉は、特に国

語の先生なんかはご存知、多くの先生はご存知だと思いますが、松尾芭蕉の俳諧論を弟子

がまとめたということですけれど、「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば

風新たならず」イメージとしてお分かりかなと思います。 

「不易」は変わらないもの、ここでいう、豊かな人間性とか創造性という、教育として

の根幹の役割は変わらないけれど、例えば三つの視点を出し、また今回の具体的なテーマ

を提示し、時代に即応していく人間関係、言葉の力、地域連携などの課題が必要だという

ことですね。この両面が私たちに求められる。不易に基づかない流行は、単なる流行り物

ということになるんでしょうか。 

その中の一つ目の視点ですけど、「確かな学力の向上と言葉の力をめぐって」というこ

とですが、いうならば、確かな学力、三つの要素がありますが、それをどのようにとらえ

るか。この和歌山に参るときに、ぜひわたしの大好きなこの写真を見ていただきたいなと

思いましたが、これは、遠くまで広がっている田園風景、稲むらが立っています。今回の

震災などでも、和歌山県が話題に、さまざまに発信していらっしゃる『稲むらの火』とい

うのは、このようなイメージにも重なります。稲がちょうど秋で、稲刈りが終わっている

ので、家の形になって、あちらこちらに点在してむらの状態、稲刈りをしてあるんですね。 

しかし、見ていただくとお分かりのように、青々としてるんです。なぜこんなに青々と

しているのか、近づいてみるとよく分かる。稲刈りをしたのにまた、葉や茎を伸ばし実を

つけてるんですね。茎もないのに、実もなかったのに、また何で実までつけるのか。根っ

こに力がある。見えないところに、根っこに力がある。根っこという字は、根性とか根気

とか根本とか根底とか、そういう言葉に重なるように、命の力を持っておりますね。 

実る部分は、いうならば知、茎は体験する体力、そして、根っこの部分、命をはぐくん

でいる心。大きく、確かな学力、健やかな体、豊かな心。この知、体、徳、心といったら

いいでしょうか。このような三面性があるわけで、これがいうならば、平成 10 年以来の、

生きる力の三要素だったわけです。 

この生きる力の三要素、確かな学力不安、そして、体力の低下、モラルの低下、三つが

一緒に落ちてきたのはこの十数年、隂山先生が問題提起されて、さまざまな改革が進んで

きているところがありますが、この三つが、低迷状態になってきている中で、今は、やは

り学校の先生方、学校の経営的な努力があって、学力は回復を、そして、体力もまた、ど

ん底状態から、回復の姿勢を、方向を見せているというのはご存知だと思います。 

３、４年前のＰＩＳＡ調査の報道では、高校１年生、書かない、自信がないと書かず、

しかし、その２年前では、理数離れ深刻、そのようなものが合わせて報道され、３、４年

前のときには両方も報道されております。このような、書かないということ、実際には、

例えばＡとＢの意見文の違いだったら、世界で一番書けるんだけども、違いを踏まえてあ

なたの意見を書きなさいというと、世界で白紙答案が一番多いというのは、皆さんよくご

存知のことかなと思います。 

しかし、その中で、言語活動、先ほど話題にしていただきました、言語活動の充実策が

行われ、それをひもときますと、この画面にありますように、まずは、自尊感情という心

の安定をもたらし、そして国語などで基礎学力を育成し、そして全教育活動で、それを探

求、活用していくんですね。習得、活用、探求ということなんでしょうけれど。ここに書
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いてあるようなさまざまな教育活動を織り込んでいくというのは、皆さんが努力されてき

たことなのかなと思います。その結果、読解力向上、昨年の 12 月に報道されていました。

このグラフを大きくすればお分かりのように、いかに、元の８位から８位に戻っている、

読解力を見ても。しかし、国、地域の数が２倍ほど増えていますから、実際には学力は上

がってきているんではないか、学校の先生方の努力の姿が見られているということです。 

体力も同じで、体力もここ数年、特に体力向上策をやっていらっしゃる学校とか地域な

ども多いと思いますが、その結果、例えば、どん底だった平成 10 年辺りから比べると、公

言一番高かった状態の昭和 60 年ころに今は戻ってきている。Ｕ字回復、こちらもしている

んですね。これは長い目で見ますと、これが文科省のホームページなどから出てきますけ

れど、体力は長期低落傾向にあったんです。 

これですとちょっと見にくいですので、これは 1,500 メートルの持久走のタイムですけ

れど、上の男子をちょっと圧縮して掲載してみますと、昭和 39 年、東京オリンピックのこ

ろから始まった、体力・運動能力調査ですけれど、その後しばらくはまだ、ちょうど今日、

シンポジストでいらっしゃる東尾元監督は、昭和 44 年に西鉄入団ですから、ちょうどこの

ころですかね。 

ちょっとポイントが映りませんので、イメージで見ていただけたらと思いますけれど、

昭和 44 年から、200 勝達成したのが昭和 59 年、体力が一番高かった時代をたどっている

んですが、しかし、バブルの崩壊とともに、体力はがたがた落ちていって、そして平成 10

年ころから何とか、上下しながら上がってきている。ちょうど日本の経済、景気の曲線と

似たような感じがするんですけれど、私たちの社会の活力と、子どもの体力が連動してい

るというのが、ここからも見て取れるのではないか、というイメージがここからは分かり

ます。 

じゃあ体力と知の力、学力、それと含めて心の力はどうなのかというと、すべての指標

がまだ上がっていないんですね。特に問題行動調査は、暴力行為、最多６万件超となって

いますように、増加傾向がとどまらない。毎年秋に公表される、これは喫緊の調査ですが、

これを見ていただいても中学生は跳ね上がり、小学生も、数は少ないけれど 2000 年ころか

ら比べると数倍になっている、ということもあります。 

いうならば、知、体は何とか持ちこたえるようになってきても、心の根っこの深さが足

りない。根ぐさりを起こしていることはないだろうか。知に心が伴わなければ、その知は

もしかしたら犯罪に使われてしまう。体に心が伴わなければ、もしかしたらそれは暴力に

使われてしまう。 

そこで、例えば今回のわたしの担当した道徳教育の関係などでは、このようにいわれて

います。心の活力が弱くなってきている。生命、自尊、生活習慣、規範意識、人間関係形

成、このような活力が、全体的に落ちてきているのではないか。これを持ち上げるのが、

学校教育の大きな課題だということで、今回の改訂にも組み込まれている部分もあります。

どうやったら心の活力という根っこを伸ばすことができるのか。根っこを伸ばすには、私

たちは、水や肥料をあげ過ぎたらいけないんです。水、肥料、常にあげていたら、根を伸

ばす必要もない。ハングリー、つまりのどが渇いた状態にする、活動する、もっと良くな

りたい、というイメージでしょうか。 

わたしは問題提起として、特に１の視点で、このようなところを、お話しておきたいと
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思いました。ハングリー、子どもたちに今、自分を伸ばそうという力が、どこまで備わっ

ている、そして、どうやって伸ばすことができるのかというのが１の視点にかかわってい

るのかなと思います。 

２の視点です。２、３の視点は若干簡単にさせていただきますが、人間関係とコミュニ

ケーション力でした。この絵はハートのマークで、中に落書きがいくつも入っていますが、

これは、イタリアのフィレンツェの大聖堂に残っていた落書きです。フィレンツェ大聖堂

は世界遺産ですが、そこに、落書きをしてしまった岐阜女子短期大学と京都産業大学の学

生は、謝りに行ったり、お金を配ったりしています。しかし、他にこのような落書きがぎ

っしり残ってるんですね。そういう報道も何度かありました。13 人の子どもたちが書きつ

くして本当の愛を探しにいくよと。子どもではないですね、若い世代ですよね。一人ぐら

い「やめろよ」、言いたいんだろうけれど同調圧力がある。やめろよと言う人に対しては

「ここはいいんだよ。みんな書いてるじゃないの、ぎっしり、空気が読めないなあ、ＫＹ」

ってことなんですね。 

このような同調圧力が、また逆に意見を言えない、自分らしい生き方をそこねているこ

とはないか。ＫＹ、これは空気を読めないではなく、本当はコミュニケーションの言葉に

使わなくてはいけないんです。ＫＹ、例えば、今日もよろしく、そんなふうに使ってみた

いなと思います。 

この近くの大阪樟蔭女子大学の森田先生は、生活指導、生徒指導の資料で、主査を務め

てくださっていますが、有名ないじめの国際比較調査の研究がありますが、仲裁者、傍観

者の研究があります。それをおおざっぱに見てみますと、日本の子どもは、小学校５年生

から中学３年生くらいまで、仲裁者、太い線ですが、減っていく。同じ比較した国では、

途中から上がっていくんですが、傍観者は逆に日本の子どもたちは、小学校から中学校へ

と増えていく、意見を言わない。しかし、イギリスやオランダでは、山なりに下がってい

く。 

ここにあるのが、いうならば、自尊感情が二分極化してるんです。答申などに書かれて

あったと記憶していますが、開かれた個ではなく閉じた個になっている。自分の考えに引

きこもる。そして自己中心傾向に立てこもる、といったらいいでしょうか。 

どうしたらいいのか。しなやかな自尊感情、ブレーキとアクセルではなく、子どもの中

にハンドルを持たせる。このようなイメージが、私たちの中の、子どもに持たせられるだ

ろうか、自分らしく、自分の生き方を切り開いていくという視点なのかなと、そう思いま

す。 

1979 年、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という本が出て、そこに人間関係との関係

が、さまざまな示唆深いことがあります。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という、こ

の本の中には何と書かれてあるかというと、1979 年の 30 年後には、日本は世界一になる、

とアメリカの高校生の半分以上が答え、韓国の高校生もトップに答えている。30 年後は一

昨年です。 

どうだった。確かに、2000 年になる数年くらい前までは、目に見えての世界トップの学

力を誇っていました。皆さんの教員の若い時代なのかなとそう思いますが、それを研究さ

れた方がいます。なぜ、それだけ学力が高いのか。日本は学力形成の外側に人間形成をし

っかり包み込んでいて、人間関係で育てる風土が強いということを、研究した方がおりま
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す。 

ここに「豊かな学力」とわたしは造語で入れておりますけれど、確かに学力に、人間関

係、つまり学び合い、分かち合い、高め合い、そのような力が入ってきているということ

ですね。 

キャサリン・ルイスさんという方、偶然にも２か月前にお会いした、同じ大学に来てく

ださったんですが、日本の学校教育の優秀性は、確かな学力を人間形成としてやっている、

人間関係としてやっている。実際に、道徳や特活、集団活動などが充実している。教室が

クラスではなくホームである。朝の会、帰りの会をやる。掃除も当番もやる。そのような

国はほかにあまりない。それが学力の下地になっている。ということなんですね。 

いうならば、確かな学力の３Ｒｓと、読み書き計算に、ヒューマンリレーションといっ

たらいいでしょうか。人間関係を含む部分であると考えたらいいのかなと、そう思います。 

人間力というのは、ちょうど生きる力が提案されたころに、アメリカで話題になりまし

たＥＱと重なるんですが。この『ＥＱ』という本、お読みになった方もいらっしゃると思

いますが刺激的な話題がたくさん隠れていて、一つご紹介させていただきますと、ご存知

の方も多いかもしれない、マシュマロテストというのがあります。 

40 年ほど前の調査ですが、最近でもインターネットで画面にたくさん出てきますが、マ

シュマロ、４歳の子どもが、食べていいよ、でも 15 分待っててね、そうしたらもう１個持

ってきてあげるから、２個食べていいよ。15 分待てるかどうかですよね。子どもは一生懸

命、裏をなめたり、穴を開けたり、最後にぱくっと食べてしまうんですが。 

食べてしまった子どもは７割、そして、15 分待って、やっと戻ってきて、ああ、待てた

のねといって、２個食べたのが３割、この子どもたちが追跡調査されている。 

ＳＡＴ、アメリカでいうと、日本のセンター試験のようなものですが、我慢しなかった

子どもは平均 1,052 点、我慢して２個食べた子どもは 1,262 点、210 点の差がありますが、

これは選択問題がほとんどのテストでは、かなりの差なんですね。 

この 15 分待つという中に何があるのか。自分を自制する、コントロールする心と、相手

の思いを感じる共感する心、それが入っていると、ＥＱをひもとかれたゴールマンは話さ

れているんですが、そのような力が私たち、確かに学力には心の問題、そして体の問題が

あるんだということを感じさせてくれるテストなのかなと、そう思います。 

３つ目の話題になりますが、３つ目、地域に根ざし、地域と連携した開かれた学校づく

りということですが。 

これは皆さんご存知の何度も見ていただいたＴＩＭＳＳの、もう古い調査ですけれど、

大変私たちに刺激を与えました。「宿題をする」が世界でトップクラスに少ない。「テレ

ビやビデオを見る」は世界でトップクラスに多い。そして、「家の仕事、手伝い」という

のは世界の半分以下。面倒なことはやらない、手間のかかることはやらない、つまり、時

間、空間、人間という三間にプラス手間をなくしてるんです。これをわたしが四間とよく

申し上げてしまうんですが、手間をかけなくなってきた。 

学校は手間かけの文化で、そうしなければ学力も体力も、そしてその下地となっている

ものも伸びないはずなのに、ということですね。それを最も押し上げているのが、このよ

うなグラフに現れています。これは日本経済団体連合会、日本経団連の調査、毎年公表さ

れている、今年は震災などのこともあるんでしょうか、公表は控えているようですが、喫
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緊の調査で見ていただきますと、新卒者採用で最も重視するというのは、皆さんご存知の

ように、コミュニケーション力というのはお分かりだと思いますが、このコミュニケーシ

ョン力は、このグラフでお分かりのように、経団連のホームページから出てきますが、2000

年のころはほかのものと同じだったんですね。 

この 10 年間で急激に伸びた重要な課題であるということです。それだけ何が起こったの

か、2000 年のころはまだ、携帯電話はしゃべっていた。だんだん親指で押すようになって、

最近では触るようになってきた。そのような変化が子どもの中にも投影して、いうならば、

根っこを伸ばしたくても、既にもう社会環境が根ぐさりを起こした状況になっているんだ

ということかなと思います。 

家庭や地域と学校が連携すべき、というのは、皆さんはキーマンなわけなんですが、パ

ートナーとなっていただくということなんですね。サポーターではなくパートナー。家庭

や地域だからこそできる、土づくりがあるんです。そのような視点に私たちは立っていか

なくてはいけない。 

これはよその県のことで恐縮ですが、今回のわたしの担当しておりました道徳教育改訂

の最初のきっかけは何だったかというと、長崎県の佐世保市の事件です。その平成 16 年の

ときに、それ前後からやっていますが、ココロ根っこ運動というものが展開され、そこの

最初のところには、大人が変われば子どもも変わる。ココロ根っこ運動は子どもたちの心

の根っこを育てるために、大人を見直す運動です。つまり、家庭や地域と学校が連携して

経営的につながって、交流、連携してこそ、子どもたちの根っこを伸ばす土壌が育つとい

うことなのかな、そう思います。 

ＰＴＣＡのＣというのは、地域、コミュニティです。コミュニケーションにもつながり

ます。このようなポイントをぜひ３番目の話題として、大事にしていただけたらと、三つ

の視点をお話し申し上げましたが、この三つの視点をいくらか絡めながら、この後、三人

の方からご提案、そして話題提供をしていただくことになります。 

若干、15 分ということでしたが 20 分ほどかかってしまった話題提供になって大変恐縮

ですけれど、まずは太田先生から話題提供していただきたいと思います。太田先生は、文

部科学省の行政のお立場からということで、新しい学習指導要領の改訂の主旨も含めてお

話しいただけることになると、そう思います。よろしくお願いいたします。太田先生の画

面に映し替えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

【太田】 

はい、永田先生、お疲れ様でした。初めてわたしが自分の言葉でしゃべれることになり

ますので、まず最初に、日頃から学校教育にご尽力いただきましてありがとうございます。

改めてお礼申し上げます。とりわけ、被災地におかれまして、地域の復興や、学校教育の

復興にご尽力くださっている皆様方には、敬意を表しますとともに感謝の意を表したいと

思います。どうもありがとうございます。 

さて、今回のテーマですが、特にサブテーマの「学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ 未来

に向け力強く生きる子どもの育成」ということですが、これは、掲げただけであれば、good 

intentions、うん、問題意識はいいよねと。もしここに改善が伴わなければ、そちらに向

かって進むということがなかったら、good intentions で止まってしまって、我々はこれ

をどう導いていくか、目標に変えなくちゃいけないですね。ゴールに変えることによって、
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そちらに近づいていく。なぜ、これはすばらしいテーマだと思うんですが、学ぶ楽しさ・

わかる喜び、その学ぶということは、じゃあ学力は何だということをまず明らかにする必

要があるんですけども、その後にある、力強く生きる子どもの育成ということですが、じ

ゃあ我々はこの点についてどうなっているかということで、最初にショッキングな数字を

お見せします。 

これはですね、2011 年３月に、日本青少年研究所が出した結果なんですよね。高校生に

アンケートしたものです。 

日本とアメリカと中国と韓国の高校生、「わたしは価値がある人間だと思う」、「全く

そうだ」というので比較しますと、日本は 7.5、アメリカは 57.2、中国 42.2、韓国 20.2。

「まあそうだ」、28.6、アメリカは 31.9、中国 45 ということで、アメリカ、中国の高校

生を見ると、９割に近い人たちが、そう思ってるんですが、日本の高校生は 36 パーセント

ぐらいですか。 

「わたしは努力すればたいていのことができる」、米国、中国を見ますと９割ですね。

日本は、「全くそうだ」が 8.4 で、「まあそうだ」は 36、やっぱり四十数パーセント。 

「わたしができることはいっぱいある」、どうでしょう、米国 63.7、中国 37.2、日本

10.1。「自分が優秀だと思う」、日本 4.3、米国 58.3、中国 25.7、韓国 10.3 ですね。 

そして、一番ショッキングなのはこれなんです。わたしは先生に優秀だと認められてい

る。そう思えている子は、アメリカは 40.1、中国 12.1、韓国 6.3、さすがにこれは少ない

んですけども、でもアメリカは、「全くそうだ」と「まあそうだ」をみれば 80 です。中国

も 50 を超している。韓国は 40 パーセントぐらいになります。日本は 2.2 パーセントなん

です「全くそうだ」。要するに 98 パーセントは、自分は優秀だと思われていない、「まあ

そうだ」も含めて 18 パーセントぐらいですから、80 余り以上の子どもたちは、実は、先

生方に優秀だと認められてないと思っているんです。これは国民性の違いだと片付けられ

ないですよね。 

optimistic、楽天的であるとか、自信過剰である、日本人は謙虚だから、それでは片付

けられなくて、同じ力であるとしたら、自分のことを肯定的に思える人の方が絶対いい成

果が出ると思うんです。日本人の子どもの高校生がこういうふうにしか思えないというこ

とは、これは家庭教育、小学校、中学校、高校での学校教育が、かなり大きな影響を与え

てると考えざるを得ないんですね。そうすると、本来、学ぶ勇気とか自信を与えるべき学

校教育が、子どもたちの自信を打ち砕いてきてはいないか。自己肯定感というものは、は

ぐくまなくちゃいけないのに、逆のことになっていないかという、恐ろしいデータなんで

すね。 

ただわたしは今回のテーマはすばらしいから、力強く生きるんなら、子どもたちが、自

分のことについて、僕はできるんだとか、みんなにも認められている、この道で自分も持

ち味を生かして進むんだと、そういう強い気持ちになれることが必要だと思います。こう

なれなかった大きなものの一つはね、やはり○か×かとか、正解不正解、ある意味 paper 

based test という、入試学力等に代表されるような、知識の量とか、そういうもので、君

はまだ知っている、まだ知らない、努力が足りない、もっと課題があるよという形で、子

どもたちができないことを見つけて、それを指摘し、だからもっとがんばれということが、

小中高と続けて行われてきたからではないかと思うわけです。 
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最初の方に戻りますが、生きる力のことについては永田先生から話がありましたが、わ

たしはキーワードはまず、every child matters、だれもが大切という、もう１回原点に戻

らなくちゃいけないと思います。日本というのは人口は１億数千万で、これが 9,500 万ま

で落ちていくといわれています。どんどん減っていく、これは国力が落ちるということで

す。中国は 14 億、インドは 12 億、インドは中国を抜くといわれています。14 億、12 億い

れば、10 人に１人の教育に成功すれば、日本の総人口の教育に成功したこと以上の結果が

でちゃうんですね。これを国力と考えたときに、日本は天然資源もない、そういう国にお

いては、人をきちっと育てていく、質の高い教育をしていくしかない。 

そのときに、余っている人はいないんですね。この子は有名な公立高校に行きそうにな

いからとか、有名な私学に行きそうにないからとか、この子は有名大学に行きそうにない

から、まあいいかと、適当にしてということはあり得ないわけです。この日本にいるすべ

ての子どもたちが、胸を張って社会に出て行って、自分の持ち味を生かして社会貢献する

んだと、それは paper based test ではかれる一面的な学力ではなくて、いろんな面で、そ

の子の持ち味を生かすということが大事なんです。 

要するに世の中というのは、オーケストラと同じなんですね。一面的な paper based test

ではかれる学力で人を評価していくと、全員を指揮者にするのと同じなんです。全員を指

揮者にしたら音は出るでしょうか。60 分の演奏のうち、３回しかたたかないシンバルだと

非常に貴重な存在になるんですね。でもこの人は、勝手に好きなときにたたいていいかと

いうと、自分の持ち味を生かすためには、ほかのフルートやバイオリンが弾いているのを

よく聴いていて、そして自分の登場が一番望まれているときに登場して、そして、他と調

和して、自分の役目を全力で果たすと。そういう価値観を我々は本当に持って、君は農業

従事者になるのかと、がんばってくれ、君は魚が好きか、じゃあ漁業の復興を頼むよとい

うような形で、本当に somewhere differences として、みんなが異なっていることがいい

ことだと、そしてみんな大事だよ、学びが早い子も遅い子もいるけども、学べない子はい

ないんだから。いつまでも学び続けるということを大事にしていこうと、一人一人、every 

child matters というのは、教育基本法の第１条の目的に書いてあるんですね。 

人の成長、それから自分の持ち味を生かして社会貢献、そして健康、体力ということを

いっています。これは当たり前のことです。我々が今暮らしてる知識基盤社会というのは、

科学技術の進歩がめざましいというか、逆にいうとですね、学校で学んだ知識技能という

のはすぐに古くさくなってしまう。陳腐化してしまう社会なので、どういうことが求めら

れるかというと、学校を出てから自立した学習者として、その知識技能を一人で更新でき

る人をつくらないと。要するに残りの人生 60 年ですね、きちっと自立して学べる人をつく

らないと、その人の人生そのものも、心豊かなものにならないし、その人の持ち味を生か

して社会貢献しようとしても、実は、思うように力が発揮できない時代、そういう社会な

んです。ですから知識基盤社会において大事なことは、生涯にわたり学び続けることなん

です。 

学校教育の役割はそれは何かというと、学校教育法が一部改正されました。平成 19 年で

すね。そこで何を言ったかというと、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、と言っ

たんです。本当の学びは社会に出てから始まる。その学びを続けないとせっかく身につけ

たものも、使いものにならなくなってしまうから、実は生涯にわたって学び続ける土台作
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りを学校でしてくださいと言っている。土台作りをするためには、何が必要ですか。 

例えば分かりやすい例を挙げればね、この中で土台作りの中で基礎的な知識・技能って

いうのを外国語に落とし込めば、基礎的な知識というんだったら、外国語である以上は、

語彙と文法でしょう。でも使えないと意味ないでしょう、文法はね。そして技能は何かと

いうと、聞くこと話すこと読むこと書くことという技能プラス人とのかかわり、

interaction という経験ですから、そういうものを学校において経験させないと、学び方

を教えてないと、自立した学習者としては学び続けられませんよねって。 

それよりもまして、そういうものを活用するという力を与える必要があるので、その次

にこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力。これも分かり

やすくいうと、認知の順番でいきますとね、わたしの話、永田先生の話を今まで聞いてき

て、それを鵜呑みにするのではなくて、うん、そうかなと思う、critical thinking abilities

という、多角的な視点から物事をとらえて見るという、そういう考える力がまず必要でし

ょうね。 

その次に、そう考えた結果得た情報とかものを土台にして、自分の考えを決めるという

判断力というのは、decision making abilities という、決断を下す、自分はこう思う、

根拠はこうだと。そこまでで完結してしまうと、自分の内部にとどまってしまうので、そ

れを言葉という表層、表面にするんですね。英語であり中国語であり、中国語であり日本

語であり、それに表すための意欲をまず持ってなくちゃ、人に伝えたいんだと。 

その伝えるときに、説得力を持って伝えるためには logical thinking abilities という

論理的思考力とか、効果的に伝えるために creative thinking abilities とういうような

創造的な思考力も関与するでしょう。こういうもの、学校で今まではぐくんできましたで

しょうか。 

先生が teachers - centered で、講義形式で指導していると、先生という絶対的な権威

が話すことについて、子どもたちは鵜呑みにするしかない。だから先生が書く、ノートに

一生懸命取る。テストに出ると言われたら取る。ノートに取ったところを子どもたちは頭

に入れるようにしてるのは、短期記憶に組み込まれてるんですね。学びが、テストという

近い目標に向けられていて、短期記憶に向けられているので、同じように短期で消えてい

ってしまう。ぱらぱら剥落していってしまう。 

そうですね。本当にじゃあ君は何のために学ぶのかということが、認知とか、そういう

ことではなくて、先ほど言いましたように社会貢献するため、自立した学習者として学び

続け、そして自分の持ち味を生かして社会貢献するために君は学ぶんだと、そして自分の

人生を豊かにするんだということがあれば、子どもは学び続けるわけですから、この部分

というのは非常に大事になってくる。 

最初の基礎的な知識・技能というのは、receptive な部分、外から中に入れる receive

ですね receptive な要素だった。実はテストに向けてがんばってきたときというのはここ

に大体のエネルギーを注ぎます。これから我々が、学校教育法第 30 条２項でもってやって

くださいって言ってるのは、中にあるもの、たとえ知識が乏しくても、外に出す productive

な部分、この部分、日本人は知識は豊富にあるけど、自分の考えを持ってないよねとよく

指摘されてきた、この部分を克服しなくちゃいけない。これはＰＩＳＡ調査でも同じ問題

点が指摘されていたわけです。さっきの自己肯定感もＰＩＳＡで指摘されているこういう
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部分ですね。さらにもう一つ大事なことは、主体的に学習に取り組む態度です。 

学力向上というと、家庭学習の時間を増やしました、授業時間数増やしました、小テス

トの回数増やしました、本当にそれで主体的に学習する態度になってるんですか。先生が

目の前から消えた時点、子どもたちは本当に学ぶんですか、といったときに、そうなって

いない可能性がある。主体的に学習に取り組む態度とは、どうやったらはぐくめるのか。

いろんなことは考えられます。 

例えば動機付けをします。動機付けをしたら、動機というのは１回動機付けができたら、

維持されるものじゃないんですね。動機というのは generate する。まず生み出したら、

maintain、それを持続するための取り組みというのは日々の教育活動で行わなくちゃいけ

ない。そして、さらに、いろんな誘惑からその動機を守るということであれば、protect

しなくちゃいけないので、誘惑から守る仕掛けもしなくちゃいけない。これは日々の教育

活動、普段の授業なんです。そうすると普段の授業というのはどういうものであるかとい

うとこのテーマのように分かるという事だし、もっと分かりやすくいうと、いろんな活動

を通して、そのときに、成功体験になっていかなくっちゃいけないのです。今日もできな

かった、今日も先生にまだ駄目だと言われたということの連続、小さな失敗の連続であれ

ば、やはり子どもたちはすぐに、I don't have the knack for language. 僕は言語に向い

てないとかね、素質ないんだと思っちゃう。だから、できないことを見つけるのではなく

て、先ほども言いましたように、できないことを見つけるんじゃなくて、できることを見

つけていく。そして、できるような小さな目標を、ちょっとチャレンジになる小さな目標

を立てて、できるようになったよね、これできるようになったよねという、これが目標に

準拠した評価なんですけども、そういうことを考えていく必要があるということですね。 

動機付けということであれば、授業のあり方、テスティングのあり方も同じことが言え

るんです。本当に教室の中で先生方はほめているのでしょうか。テストというのは、でき

ないことを指摘するより、できるようになったことを本当に見つけてあげて、こんなに進

歩したよね、ということになっているでしょうかということです。 

こういう学校教育法の 30 条２項にも書いていることは大事なので、小学校の学習指導要

領の総則にも、中学校の学習指導要領の総則にも、高等学校の学習指導要領の総則にも、

一番最初のところに書かれましたよね。教育課程編成の一般方針の中に、最初に書かれて

います。 

例えば、思考力、判断力、表現力なんかですけども、どうやったらできるかという手が

かりがそこにあって、それは、言語活動の充実っていうことですね。 

それどうつながってるのって思われるかもしれませんが、先生という絶対的な権威が講

義形式で話をした場合には、先ほど言いましたように、疑いを差し挟む余地がない。でも

これがじゃあ友達の意見だったらどうですか、ということですね。だから、教室の中に友

達のプレゼンを聞いて質疑応答するとか、ペアワークで意見を交換するとか、そういう場

面がいっぱい設けられてきたときには、うん、ちょっと待てよ、僕とこの子とどっちが正

しいのと思えるわけですよ。これは critical thinking ability の芽生えですね。 

それで先ほど言いましたように、自分の意見を人前で述べるということであれば、それ

は、今度は、logical thinking の能力もはぐくまれる。だから言語活動の充実というのは、

ただのお題目ではなくて、非常に大事なことを言ってるんですね。これは本気で、小学校、
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中学校、高等学校で、すべての教科に、どうやって子どもたちの言語活動を充実させてい

くかというのは考えていく必要があると思うんです。 

コミュニケーションということをさっき、永田先生がおっしゃってましたけど、言語活

動をするということは、聞き手や読み手を意識して、話したり書いたりするということで

すよね。意識しない言語活動というのはあり得ない。一方的に、何か disputation しちゃ

ったら言語活動と言えるかどうかというのと違って、聞き手や読み手を意識して書くんで

あれば、聞き手がお年寄りだったらスピードを落とすとか、聞き手が幼児であったら分か

りやすい言葉を使ってあげるとか、そういう配慮をしながら話したり書いたりすることが

できるかどうか。 

これはすばらしいコミュニケーション能力ですが、是非はぐくまなくちゃいけない。そ

うするとね、コミュニケーション能力をはぐくむということは、どういうことになるかと

いうと、要するに、相手を尊重する気持ちとかね、信頼する気持ちというのがはぐくまれ

てくるんです。mutual trust and respect という、お互いを信頼し合って尊重する。そう

すると、自分が相手に対してそういうことをしていれば、自分の考えもそうやって受け入

れてもらえるとか、自分も、ひょっとしたらちゃんと話を聞いてもらえるかもしれないと

いうことになってくるわけで、コミュニケーションを大切にするということは、自尊感情

も高めます。自己肯定感、自己有用感も高めます。 

そして、人を尊重する気持ちになる。これが進んでいけば、共同して問題を解決すると

いう collaboration 能力という、コミュニケーション能力とコラボレーション能力という、

社会で一番必要なものがはぐくまれます。こういうことが授業中に習得できる大前提は何

でしょう。 

子どもたちが成長するためには、risk taking というのが絶対避けられません。４回転

跳ばなかった人を批判するとかそういうことではありませんが、スケートで４回転ジャン

プを試合で、跳ぶのか跳ばないのか、いや、無難にまとめましょうということで、１回転、

２回転半ぐらいでずっとやっていくと、この人は試合で４回転が跳べるようになるかとい

うと、なかなか難しいと思います。 

言葉を覚えたりとか、いろんな知識やなんかを活用できる段階まで高めていくためには、

実は失敗を恐れず、失敗をしていくことが必要なんですね。risk taking という、ちょっ

と間違えるかもしれないけど、あえてやってみると、そういう気持ちがないと人は成長し

なくて、無難にまとめていくということを続けていくことによって、人の成長は止まって

しまう可能性がある。 

そうすると教室に、失敗、誤りを許し合える環境、雰囲気がなければならないし、教員

の方は、常に正解はひとつであるという態度ではなくて、いろんな失敗を生徒がすること

に対して、motivational feedback ができながら、さらに自信を高めていくというような

配慮がないといかんですね。あまりたくさんしゃべりすぎるといけないので、わたしの話

はだいたいこれぐらいにしておこうと思います。 

そういうことで、今回の学習指導要領というのは、学力の要素を明確に表し、そこには

主体的に学習する態度も含めたし、思考力、判断力、表現力という productive なものも大

事だということでした。そしてそのキーワードは、言語活動の充実だということで終わり

ます。以上です。 
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【永田】 

ありがとうございます。今、学習指導要領、基本法のところからひもといていただいて、

教育行政に携わる立場から、さまざまな押さえどころをお話いただきました。特に、正解

不正解という部分も大事だけれど、その上に立つ critical thinking 正確な発音できませ

んけれど、やはり、思考力、判断力、表現力につながる活用力、活用する力といったらい

いでしょうか、そのようなところに着眼をして、子どもを育てていくのが自尊感情にもつ

ながっていくというポイントが、さまざまに語られていたかなと思います。 

起承転結でいきますと、今、しっかりと話題をまず提起いただきましたけれど、その次

は起承転結の転になるでしょうか。 

教育というよりも、スポーツ関係になりますけれど、東尾プロ野球元監督でございます。

スポーツに選手として、野球に選手として、そして監督として、両方に携わってきていら

っしゃいますので、経営的な立場から、さまざまな記録に示唆いただけるところなども含

んでいただけるかなと、そう思います。それでは、東尾元監督、どうぞよろしくお願いい

たします。 

【東尾】 

ちょっとこういう場所はあんまり慣れてないものですから。先生方の話もわたしも高校

卒業以来なかなか、学校の先生、机の前へ座ってるみたいで、何か嫌な思いがしたんです

けど。若干、何と言いますか、永田先生の言葉であったりハングリーな心からスタートす

るってことか、今も先生おっしゃった risk taking、その話を今聞いてまして、ああ良か

ったなあと両方現役時代はやってきたかなと思いつつ聞いておりましたけど、ちょっと皆

さん楽にしましょうね。なんか肩がこっちゃった。ずっと長いこと、ここで座ってるの。

ちょっとすみません。皆さんも肩こって。 

わたしもスポーツを通じてというか主に野球ですけど、少年野球、主に中学生野球の、

親子関係なり、監督コーチの関係なりというのはずっと、15、6 年、17、8 年前に実は東京

の方でチームを作りまして、そういうシニア中学生のチームを作って、ずっと見てきまし

て、いろんな感動した部分とか、いろんな感じた部分があります。若干違うのは、昨日か

ら話を聞いていろいろ知ったんですけど、中学校のクラブ活動、特にスポーツのクラブ活

動に対して、正直、あんまり把握してなかった。 

東京の場合と田舎の場合とのクラブ活動、特にスポーツの部活に対しての認識が違うな

というのを昨日から感じていまして、東京においてのそういう、近くの家のそばの学校な

んか行っても、何で学校のグラウンド使ってないんだとか、何だここはとか、そういうの

を非常に感じていましたけど、田舎の方に来ると、意外とそうでもないなというのが、一

つの発見というんですか、というのは、東京のクラブ活動ではない、どうしても東京の場

合というのは野球やる場合、学校のグラウンドでできないということが多い。グラウンド

もないですから、非常に苦労してやってる中で、一つ一番いいのは、部活と違って、もっ

と部活よりもう一段野球の好きな子ども、元々、野球が好きな子どもが集まってやってる

という状況の中で、非常に、十何年もずっと見てますと、１年生入ったときに非常に小っ

ちゃいです。本当にやせて小っちゃい子が入ってきて、３年間で卒業していく、高校生に

入っていくとき、本当にこれだけ体格的にも精神的にも大きくなるのかというふうにずっ

と感じてました。 
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特に感じるのは父兄、お父さんお母さん、特にお母さんなんですけど、東京の場合も、

グラウンド借りるたびに、土曜日、日曜日、グラウンドを押さえるために順番でずうっと、

子どもに対してグラウンド取りに行く、早朝より取りに行く、まして、そういう中で弁当

持ってくる、監督、コーチのための炊き出しだとか、いろんなそういう飲み物の手配をす

るという、非常に子どもに、中学生の子どもに、普通、男子の中学生とお母さんというの

はどの程度、接点があるか分かりませんけど、非常に接点が多い。子どもに対しての、非

常に愛情を感じてる。そういう中でずうっとやってきている。それが卒業するときに、卒

団式っていうんですけど、卒業するときに中学生の子どもがもう立派になってる。 

丸坊主の子どもが、お母さんとお父さんに対して感謝の言葉言うんですけど、お母さん

はもう涙ぼろぼろで、良かった、このチームに入れて良かった。子どもの方は、嘘じゃな

いというか、本心で、お父さんお母さんに３年間、グラウンド取りやら、遠征に行ったり、

弁当作ってもらったりよく、本当に親子の愛というか、そういうのを感じてるので、うれ

し涙というか、親子で抱き合って、そういう手紙を、お礼の手紙を書くんですけど、それ

をいつも毎年、見てるときには、ああ、そういうスポーツ、団体競技いいなって。なかな

か自分の子どもを、教育、人との接し方、中学生としての接し方ということで、なかなか、

正直なところできないという、難しい、どっちかというと他人の子どもの方が、我々も自

分の子どもより他人の子どもの方がしやすいかなと思ってるところもありますし、まして、

そういう野球好きな人間が集まる中で、我々の先輩の言うことというのは本当に素直によ

く聞いてくれるんです。 

そういう、道徳的なこと、まず絶対に時間を守る、そういった一般の、学校、後片付け

とか、いろんなそういうマナーの点もそうですし、目上の人に対するしゃべり方もそうで

す。本当に３年間が、ときには、辞めていくような選手もいるんですけど、仲間は、もう

一度がんばれ、がまんしてがんばれよ、補欠でずっと３年間がまんしてやってる姿という

のは、ようくがんばったなと。下手すれば、レギュラーとかそういった選手よりも補欠で

がんばった選手の方が、非常に、そのチームの監督、コーチなどが、思い出に残るという

か、非常に、毎年毎年そういうような中学生も、部活ではないところなんですが、本当に

野球を愛する、スポーツを愛する人間の、中学生の、本当に、そういう活動してて良かっ

たなあと、いつも思ってます。 

特に最近、震災の後、ニュースでよく高校野球の涙というか、特に東北地方の高校野球

なんかというのは、大変ニュースで見る機会が多いので、非常に、この夏というのは、あ

あ、そういうスポーツの良さというのを非常に感じる１年というか、年です。 

それから、自分自身も選手として、高校から、田舎の方から出てきて、プロ野球へ入っ

て、そもそも今も、こういうようなアンケートもありますけど、どのぐらいやれるかなあ、

どうかなあという、期待と不安というのは正直なところ半分半分でした。そういう気持ち

の中で、僕は和歌山から福岡へ行ったんですけど、物の見事に１年目から、挫折というか、

やっぱりプロの世界は厳しいなと、気持ちの中では逃げそうなところもありました。先生

永田先生言うようにわたしは、ハングリーな気持ちというか、負けることによって財産を

築いた、叩かれて叩かれて、叩かれる中から何とか自分なりに、いろんな、やってきた中

で、こういう結果を残すことができたと思ってます。 

僕は１年目、高校生から入ってすぐ、全く何ていうか勝てないというか０勝２敗ってい
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うか、あんまり投げなかったというか、15 イニングしか投げなかった。 

２年目に、急に実は 11 勝 18 敗という、投げれたというのは、これは、野球界にとって

不幸な事件、黒い霧という事件があったから。わたしはそういう意味で、先輩方がいなく

なって、１軍での力がないけど投げさせてもらえたという、自分にとってそういう運があ

りました。 

だから、力はないんですけど、上でやらせてもらえたから、実戦で戦って身につけてき

たと。練習で培ったこともあるんですけど、それ以上に実戦で戦って結果を出してきたと

いう、自負というか自分なりの、負けからスタートして、それが、負けを財産にして、ど

うやったら勝てるかというところから伸び、その一番最初、まず、先輩というか、そうで

すね、監督さんやらピッチングコーチという人からいろいろ教えられるんですけど、聞い

てもなかなか理解ができないというか。理解力というか、プロ野球の世界の、監督、コー

チというのは非常に、１軍で通用するやり方、方法というのを教えてくれるんですけど、

なかなかそこまでわたしは、そこまでの力がなかったものですから。理解力がなかった。 

ただ、聞くことから始まって、一応古い、昭和 44 年、5 年、6 年、そのぐらいですから、

聞かざるを得ないというか、一生懸命そういうことを聞いてやってきました。やっぱりそ

の中で一番、僕自身も気持ちの中で役に立ったというか良かったのは、負けず嫌いなとこ

ろが出てきた。 

持ち出すというか、非常に練習はするのは当たり前です。プロ野球ですけど、当たり前

ですし、努力するのは当たり前です。その中で、その次の年はまた、８勝 16 敗というふう

に、負けてばっかりでずっと、２年間の中で、今度その、１年目から２年目、３年目とい

うときに、よく聞いたりしたのですが、その次に人はどうしてるのかなという、見る余裕

が出てきたというか、周りのいいピッチャー、先輩のピッチャーを見ることができる。見

ることによってじゃあ自分が、どうしようと。もちろんその中で自分の得手不得手、自分

は、肩から先、ひじ、手首、指先、ものすごく器用です。股関節、そういう柔軟性があり

ます。聞いたり見たりする中で、自分をどうしようかと考える中で、その中で思ったこと

の体の動かし方については、自分のいい特徴を持つ、それから聞いて、見て、人を見てか

ら、周りの先輩のいいところを見て真似てみたら、意外とそれができた。徐々に、真似て

るうちに、自分の形、やっとそういうので４、５年ぐらいかかって自分の形というのはも

う確立した。 

それが一番自分の中で、良かったなあと思うのは、見て、聞いて、そのうちに見て、取

り入れられて、真似をしてみた。やっと４年目ぐらいから自分なりのボールが投げれたと

いう、やっとそこで１軍に通用するようなボールを投げれたなあというところまではい上

がってきました。 

ただ如何せん、わたしにはそういう、例えば極端にいいますけど、松坂大輔みたいなあ

あいう、なんていいますか、エンジンの強いパワーを持ってません。ハンドル回りという

か回転が上手く得意なんですけど、そういうパワーはないものですから、なかなか、自分

の形ができてから、じゃあ今度どうするかという、その自分の形だけでは絶対そこそこし

か勝てない。251、ずっと勝ってきた中にはいろんなこと、対応力といいますか。 

当時、例えば甲子園であるとか、この近くの南海球場、難波球場、そういう、特に地方

の球場、今は国際試合ありますけど、今は地方の球場も、やや同じような球場の形、マウ
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ンドの形、投げる形、マウンドの形が一緒になってきました。 

その当時は、例えば甲子園球場、夏の甲子園球場でも昔は、本当に真っ平らな球場、マ

ウンドでした。極端に、東京ドームというのは、極端な傾斜のついたマウンドです。そう

いう球場のマウンドで、どうやって投げるか、対応力、マウンドの傾斜だけではなしに、

今度は、土の柔らかさ、甲子園というのはものすごく土が柔らかい、ものすごく甘く掘る

と掘れます。反対に後楽園というのは、ものすごく黒土で粘土つちで固い。じゃあどうす

るか。要するにそういうマウンドに対する慣れというか、慣れるという、慣れるためにど

ういう工夫をするか。柔らかさ固さもいろいろあります。 

それで、今一番困ってるのは松坂大輔。アメリカへ行って、そういうマウンドの固さ、

高さ、ボール、そういうボールの質の違い、全く対応力、ゼロです。去年、一昨年の成績

見たら分かるとおり、ゼロです。あんなすばらしい能力を持っているやつが、そういう、

慣れるという部分、それが全くゼロで今年の今はパンクして、ひじを壊して、なんていい

ますか、復帰できるかどうかっていうのは、僕はなかなか厳しいかなあと。 

はっきりいいまして、僕の指先、ひじとか指先にかけての神経の細やかさというのは 10

分の 1 で、生まれつき持っているパワーは僕の 10 倍ほどありますけど、この指先は、僕の

たぶん 10 分の 1 ぐらいしかないと思います。 

たぶん、こういう慣れるという点では、使いこなせてないというか、下手、頭が悪い、

関節が硬い。そういう意味でやっぱりプロ野球に入って、いろんなことの、先輩を、聞い

たり見たり、真似をして１軍になってきて、そこから超一流になるためにはやっぱり、そ

ういう慣れっていうかな、適応する、自分で考えるという、そういう力というのは、松坂

大輔には一番今、最悪のところも今、見えてるところ。先ほど、ここの控え室で先生と話

したんですけど、もう一つ、自分で考える力が弱い。松坂大輔は頭いいし、考えるんです。

考えすぎるんです。ただ、今のプロ野球のピッチャーの中には。 

僕は、なぜそれを言うかというと、非常に考えたからです。人を利用するっておかしい。

まあ、プロ野球ですから、いろんな分野のプロがいます。スコアラーとかいろんなとこに

います。スコアラーというデータを集めてくる人間を利用したり、プロ野球の球場、キャ

ッチャーの後ろにスコアラーという、そういうデータを調べる、ビデオをとったりする仕

事の人がいますけどね、僕なんか非常に、考えていろんなこと、いろんな状況、相手のデ

ータを考えながら投げて、迷ったときにふと、自分とこの味方のチームのスコアラーが後

ろに、バックネットの後ろに座ってるんです。 

僕、迷ったなあと、どうしようかと、こっちかこっちかどうするか迷ったときに一瞬サ

インを見て、グラウンドの外にいるスコアラーっていうのは冷静な判断で、じゃあ外はっ

ていう、こういう合図をやる。そういう、いろいろなことを考えてる中で、先ほど先生と

話したときに、最近、僕は嘆いたんですよ。最近のピッチャーは情けない。 

自分で考える力が全然ない。それは、そういうスコアラーとか、データを集めてくるプ

ロの人間がいますから、頼りきっちゃって、自分で１球１球、１球の意味、１球の投げた

ボールに、その意味を知らない。この１球は、こういう意味で投げた１球だ、その１球が、

そういう意味を持ったかどうかということさえ見えない。分かりやすくいえば、ぐっと体

の近くに投げて、目線を動かして、外の方に投げるという、そういうふうな意味を持った

ボールが、ここに、同じ投げても、目線が動いたりしたかどうか、したんであればいいけ
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ど、全然その意味もない、ただ投げただけで、そういうとこへ、この次のとこへ行くとい

うのはもう最悪っていうか、考えないと。 

控室でさっき言ったのは、先生、ピッチャーというのは最近、首振らないんですよ。今

度、皆さんテレビ見るときに、首を振るピッチャーは頭いいんです。考えてるんです。デ

ータに対する記憶力とかいろんなことを考えながら投げている。首を振らないピッチャー

はいいピッチャーと思わないでください。そいつらばかなんです。考える能力がないんで

す。頼りっきり。恥ずかしながら、首を振るピッチャーがいいというのは、だいたいみん

ながプロ野球のピッチャーの中で分かってますから、キャッチャーのサインの中で、首を

振りなさいというサインがあるんです。こんな情けないサインがあるんです。首を振ると

バッターは、「あれっ、この状況の中で何を投げてくるのかな、どっちかな」、２、３回

首振ったら、うーんって、バッターが、データを持ってバッターボックスの中に入ります

から、２、３回首振られると、「あれっ」、集中できなくなってくる。このボールだと思

い込みができなくなっちゃう。それでわざと僕らも首振ったんです。まっすぐのサイン出

して首振る、何回か首を振る、またまっすぐで、うんそれでいこうという、そういうふう

に、技を使ったんですけど。 

今のピッチャーは首を振らないというか、マウンドにしてもそうなんですよ。各地方の

球場のマウンドが良くなったもんですから、だからあんまりそういう、マウンドのいろん

な傾斜、土だって違う、そういうことに対して、あんまり対応力がなくても大丈夫になっ

たんです。 

もっとひどいのは、キャッチャーで、牽制をしなさい、それもキャッチャーから出るん

です。放っといたらランナーいるのに、ホームばっかり投げてくるんです。それではいけ

ないから、首を振りなさいというサインとか、牽制をしなさいよというサインがあるんで

す。たぶんそういうピッチャーというのは超一流になれない。いいピッチャーだけど２、

３年で終わるようなピッチャーが多いんです。 

首を振るピッチャーというのは本当に「ああ、こいつ考えてるなあ、考えた結論は何か

なあ」という、そういう目でたぶん見ていただいたら。それと顔つきですね。そういうの

も一つ、テレビを見て、「あ、こいつは考えてるな」というそういうのは一番見えやすい

から。 

やっぱりそういう、僕自身も、デッドボール日本一なんですよ。この記録は抜かれませ

ん。そういう自分の来たな、でも殿堂入りできるんですよ。野球界にはデッドボール日本

一でも。やっぱり５年、10 年、相手のチームのいいバッターと５年、10 年という付き合い

になってくる。相手の４番バッター、いいバッター、いろんないい選手と付き合い、ずう

っと毎年勝負していかなきゃいけない中で、マウンドかバッターボックスかどっちか、生

きるために我々は１年契約で、ずうっとやってきて、いい結果、いい成績出れば給料上が

る、悪ければ下がる、やっぱりそれ、欲がでます。欲とプライドがありますから、いろん

な工夫をします。さっきのスコアラーもそうです。ぶつけるのも一つの手段です。 

皆さん方は、ルールの中できっちりやってらっしゃいますけど、我々、審判を欺くのも

プロの技としてやってます。ボークという言葉がありますけど、ボークは審判がボークと

言って初めてボークですから、ボークしてもボークと言われなかったらボークじゃないん

ですから。 
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そういう中でずうっとやってきた。手っ取り早いのはね、ぶつけるんです、もう。こい

つ、よう打たれるなと。僕はこの 10 年、最後の 10 年で、前の打席ホームラン、僕からホ

ームラン打ったり、タイムリーヒット打ったら、必ず次のときには頭へぶつけにいきます。

それはもう相手もバッターも分かってます、中では。本当にぶつけるときもあります。 

そうするとやっぱり相手のバッターは、やっぱり痛いですから、こっちへ向かってきま

す。そこでひるんだら駄目なんです。来たらもう一発なんです。「あっ、このピッチャー、

あんまりこっちが文句言ったらやられるな」来なくなったら勝ちなんです、こっちの。 

だからそのぐらい、中途半端にやると、１回やって、来て逃げると、相手になめられま

すから、とことん、「あいつにそういうふうに言っても駄目だな」と思わせるぐらいやっ

つけなきゃ、なかなか、やっぱりこの中でずうっと、勝っていくというのは難しい。  

今の工藤もそうです。50 近くまでやってる、あのばかが。47、あいつもすごい。何がす

ごいったら、やっぱり体力落ちます、当然落ちます。でも、この３、４年前までは１軍で

通用したのは、やっぱり工夫だとか知恵だとか、何かやるからです。 

一番、僕の後輩の、清原でも、いっぱいいますけど、今、西武の監督の渡辺というのは、

一つの壁を越えられなかった。自分がクビになるか、ぶつけるか、ぶつけて相手をやるか、

どっちがいいかといったら、やっぱり、そのぶつけるというのは本当は怖いんです。僕も

勇気いるんですよ。それを乗り越えられなかった。 

工藤は、そういった肉体だとかいろんなものをずっと、工夫だとか、頭を使ってるから

最後までやれたっていうか、それもすばらしいし、ただ 47 ぐらいまでやってると、ちょっ

と未練たらしいというか、ばかじゃないかというぐらいやってますけど。そういう意味で、

負けからスタートしてるんです。 

ちょっと時間がないので、監督も負けからスタートしてるんです。現役、プロへ入った

ときも全部負けからスタートして、どうやったらこの世界で残っていけるかという、それ

をずうっと考え続けて、20 年間ずうっとやってたんです。 

やっぱり、こうやって終わってみると、先生方おっしゃった、今ほっとしてるんですけ

ど、そういうハングリーなところからスタートしたというのは、いやこれ、僕が今喋ろう

としたのと全く当てはまると思ってほっとしてるし、そういう意味で今、後の時間帯で、

時間がなくなったので、選手を育てるというのは、非常に、例えば清原を、あの気むずか

しい男を、どうやって復活再生させるのかというのは、これは、教頭先生じゃなしに、校

長先生は、これはもう大変なことで、後のときに、そういった話もできればと思ってます。 

今日、ハングリーなとこからスタートした東尾が、これで話を終わります。 

【永田】 

どうもありがとうございます。東尾元監督の本は『ケンカ投法』というタイトルの本な

んですが、この極意が分かってきたような気がします。人生観、教育観が、一気に広がっ

た感じがします。隂山先生、１時間以上、ずうっとお喋りにならない、大変つらかったと

思いますけれど、お待たせしました。学校教育の学力向上にかかわって、精力的に活動を

していらっしゃいます。 

お話、さまざまなヒントになること多いんじゃないかなと思います。隂山先生、ご提案、

よろしくお願いいたします。前半ちょっと延びるのは、ご容赦いただけたらと思います。

よろしくお願いします。 
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【隂山】 

今、東尾選手のお話を聞きながら、実はわたしの中にはですね、ある一人のピッチャー

の顔が思い浮かんでたんです。西部ライオンズでまだ２軍にいるんですけど、藤原という

ピッチャーがいます。わたしの教え子です。ぜひ監督の方からですね、また言っていって

いただいてですね。また、今の話を伝授してもらったら、彼は非常に心優しい男ですので、

ああ、ダメですか、なるほど。 

本当、そこのところがね、やっぱり、一皮むけてくれたらなということを思っていたし

だいです。今日はですね早寝早起き朝ご飯と読み書き計算の話を、やっぱりするんですけ

れども、肩書きのところを見ていただいたらお分かりのように、中教審の委員とか、それ

から教育再生会議の委員、大阪府の教育委員とか、そちらのほう書いてます。といいます

のはちょっと意味がありましてですね、今日、本当にこういう場に呼んでいただいて、大

変わたしとしては感謝をしております。 

ここ 10 年余りの間、正直申し上げて、かなり１人で孤軍奮闘してきたところがございま

す。その中にはやっぱり本に書けない、暴露話とまでは言いませんけれども、結構危ない

話もですね、どっかで話したかったいうのがありましたんで、今日はちょっとその辺をお

話しようかなんていうふうに思っております。 

今日、お話をするのは、わたしの方からの提案はもうはっきりしてるんです。要はです

ね、子どもたちの学力が伸びるようにしていくためにはですね、子どもたちの脳をたくま

しく育てましょうという、この一点です。 

例の学力低下問題起き始めたときに、隂山先生にとって学力とは何ですかというような

話よく聞かれたんですけれども、そんなんに答えはないとか言ってごまかしました。実際

はですね、答えられなかったんですね、その当時は。あいさつするのも学力の内みたいな

議論があって、とてもじゃないけどそんな禅問答に加わっているとですね、目前に起きて

いるようなさまざまな諸問題に対応できなかったから、そういう形で逃げ通しておったわ

けです。 

10 年余りたって、ようやく自分自身の中で答え出てきました。学習とは脳の効果的活用

のトレーニングなんです。どういうことかというと、先ほどコミュニケーション能力とい

う話が出てきました。学力の問題も出てきました。 

実はコミュニケーション能力を司る脳細胞は、読み書き計算を司る脳細胞と同じだとい

うことが、もう分かってきたんですね。その部分が最近よく話題に出てきます、前頭前野

と呼ばれる領域ですね。ですから、計算学習をすると、コミュニケーション能力が高まる

可能性が出てくるということです。もちろん子どもたちが、百マス計算だとか漢字練習ば

っかりやればコミュニケーションが高まるほど、そんなに甘くありませんが、実はそれを

することによって、脳全体の働きが良くなってきて、そして、その脳の働きを持って、そ

のいろんなコミュニケーションの場に出ていけば、コミュニケーション能力も高まってく

るということなんですね。 

一番問題なのは、コミュニケーション能力か、学力かという、この二分法の課題だけに

絶対乗らないことです。これは話をおもしろくするための、主にはメディアの戦略ですね。

やっぱりこれ、二つに分けてしまうとけんかが始まりますから、論争としてはおもしろい

わけです。でも、学校現場にとってコミュニケーション能力も学力も、どっちもやらなき
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ゃこれ、仕事にならないわけじゃないですか。わたしの方からはですね、それを具体的に

成功を教える方法として、この二つ、申し上げたいと思います。 

一つは、事実に即して分析をして効果的な指導を行うということです。効果的というの

は、やっぱり、実際成果が出ないといけないと思うんですけれども、先ほどいろんな、持

久走であるとか、それから学力の成果の報告もありました。もっとああいうふうなことが

早くから行われていればですね、わたし、良かったなあというふうに思っています。 

実は、早寝早起き朝ごはんの国民運動の総会がですね、先週、東京の方で開かれました。

始まって、もう５、６年たつんですけれども、この間に、小学生の朝ごはんを食べるとい

う割合はですね、80 パーセントから 90 パーセントに、中学生は 70 パーセントから 80 パ

ーセントに、それぞれ 10 パーセント上がりました。 

分母であります小中学生を 1,000 万人としますと、優に 100 万人の子どもたちが、しっ

かりと朝ごはんを食べるようになってきたということですね。これは文科省がさまざまな

展開しております政策の中でも、優等生といわれてるようなぐらい、非常に良かったとい

うことですね。 

二点目なんですけれども、そうしたもので子どもたちの脳の動きを確かなものにすると

同時に、教育のグローバル化に対応するために従来の発想を転換して指導の効率化を行う

と。ちょっとややこしいとこありますけども、効率化です。今の指導要領の、この春から

入ってきた指導要領の最大の難点は何かといったら、また教科が増えたことですね、外国

語活動。皆さんが教師になったころは土曜日、授業がありましたよね、毎週。授業時間数

が減って、この間に、生活科、総合的学習、そして外国語活動という教科がこれだけ増え

たんです。 

でも、皆さんに言うまでもありませんけれども、子どもたちにとって得意なのは一つの

ことを集中することによって、があっと伸びることです。ですから、例えば、マット運動

大会とか、あるいは縄跳び大会とか、約１か月半ぐらいそういう大会までの期間を設定す

ることによって、驚くべき子どもたちの成長がありますよね。 

一方、子どもたちにとって最も苦手なことは、ちょっとずついろんなことをするという

ことです。ですから、片っぽうで写生会の準備をしながら運動会の練習をするとかね、こ

ういうときに子どもたちがぱぱっと動けないんで、つい叱っちゃうとか、ていうようなこ

とが起きてきていると思うんです。 

そういう点でいうと、実は最少時間の指導で、最大効果をもたらすということを考えな

ければいけない。ところが、そういうふうな発想になかなか教師が立てない。なぜかとい

うと、日本の教育というのは、実は良くも悪くも徳育偏重です。ですから、すごく努力を

尊ぶんですね。そうかなと。ちょっと、これ考えてください。 

二つのタイプの子どもたちがいますと。一つは、要領よく何でもちゃっちゃちゃっちゃ

やっちゃう子。もう一つは、要領は悪いけどこつこつがんばる子。どっちがいいですか。

もう、手挙げてもらいませんけれども、おそらく多くの先生方は、とにかくこつこつがん

ばる子をいい子というふうにしたがられる傾向が強いと思います。 

しかし、そういうふうにして、こつこつがんばるけどもなかなか成果が出ない子に、就

職先がありますか。ありませんね。今は、それこそプロ野球の選手になるのも大変ですけ

れども、日本の企業で就職するのも今大変になってきたんです。 

1173



2010 年度から日本の企業の雇用方針が大きく変わりました。それはどういうことかとい

うと、外国人の雇用に積極的になったんです。日本人の若者たちより優秀な外国人を採る

ということになったんです。 

このとき、教育再生会議でこれ、大議論になりました。そのときわたしは日本の企業の

経営者の方々に、「そうはいっても日本の企業ですから、日本の子どもたちをきちんと優

先してくれますよね」ということを当たり前のように言ったんです。そしたら一言です。

「あり得ない」。「隂山先生ね、私たちは世界中で車を売ってるんですよ。そんな私たち

の会社が、日本人だからということで優遇するなんていうことはあり得ないでしょう」。

言われて見りゃあそのとおりです。 

一方、グローバル化という点でね、実はわたし、この間、なでしこジャパンも立派だっ

たと思うんですが、ふっと考えてみるとね、実は野球も世界一になったじゃないですか。

ワールドカップは世界一じゃないけれども、男子日本の方もすごく健闘しましたよね。 

ところがね、これ実は全部共通点があるんです。それは、主力メンバーが、外国で戦っ

ているということです。やはりそういうことを考えたときに、今の松坂もそうなんですけ

れども、世界的レベルで、そういう先鞭をつけてるというところと言うのは、やっぱり日

本の力というのは今もって厳然として生きている。 

一方、日本の大学生は、留学しなくなったということが問題になってきた。この辺が問

題ではないかなというふうにわたしは思うんですね。 

で、学力低下問題です。先ほどの出していたデータ。あ、ようやく出てきて、同じデー

タ出してよかったなと思います。 

実はね、50 日以上の不登校の人数が増え始めた年と、ソフトボール投げの長期低下傾向

が始まった年は、ぴったし同じ年です。昭和 56 年です。おそらくこの中に、その年に採用

された方って多いんじゃないですか。 

思い出してください。あの年何がありました。校内暴力の嵐が吹き荒れたでしょう。実

はあの年が日本の教育の最大の分岐点だったんです。校内暴力を鎮めるために、校則を徹

底して強化をしてですね、子どもたちを押さえ込もうとした。当然、学校おもしろくなく

なります。その結果、不登校が急増するわけです。 

これじゃいかんねというところで、細川政権ができあがったときに、校則の緩和が行わ

れますね。不登校の上昇がずっと和らいだんですけれども、また急上昇始めます。ゆとり

を拡大したからです。なのに 2002 年の指導要領では、もっともっとゆとりを緩くした方向

に行くということについて、ちょっとおかしいんじゃないですかということで、わたしは

そういう話を始めたわけですね。 

要は生活習慣の悪化が、わたしは最大の問題点だっただろうというふうに思っています。

昭和 56 年、そういうふうな中学校の状況がありましたから、わたしが採用された尼崎とい

うところでは、中学入試が熾烈になりました。まさしく、昭和 56 年の大晦日に、ある有名

な塾が、大晦日に子どもたちを全員集めて、翌朝の元旦まで深夜合宿をさせた、そういう

ことがありました。それで灘高への合格者が急増したんですね。ここで、睡眠時間を削れ

ば灘高とかそういうとこ入れるみたいな話ができあがってしまったわけですよ。 

そのときその塾は、こういうことを言ってました。先生の言うことを信用してはいけな

い。君たちの将来が危うくなる。だから、２学期になったらまず掃除をするのをやめなさ
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い。体力の無駄だから。そして 11 月、12 月になったら体育の授業を受けるのをやめなさ

い、休みなさい。体育の方は、体力の無駄だから。３学期になったら、もう学校へ行くの

をやめなさい、無駄だから。ですから、その塾へ行ってる子どもたちが数人いると確実に

学級崩壊したんですね。またご丁寧にわたしの学級、きっちり５人おったんです。きっち

り崩壊しました、本当に。 

実はそういうふうな流れがある一方で、今度、生活習慣が崩れそうな子どもたちは、ゲ

ームセンターへ行ったんです。ところが昭和 56 年、ゲームセンターに行く必要がなくなり

ました。分かりますね。テレビゲームが各家庭に入ってきたからです。そして昭和 57 年に

は、ほぼ男の子の家庭には、全部、そういうゲームが入ってきたわけですね。そこで生活

習慣が狂っていった。 

わたしはですね、その生活習慣の崩れが学力の低下につながるということを言いたかっ

たんですが、実はそのデータが全くありませんでした。ようやく見つけた１枚のグラフが

これです。 

1989 年のデータです。これを見ますとですね、１回の食事に使われる食材の種類と成績

との相関関係を示したものです。実はいろんなものを食べさせると、成績が上がるという

ことが、ここではっきり出ているんです。これをですね、全部の保護者に配りました。そ

うするとですよ、あれだけ学力向上とか、それから学級のことについていろいろ文句を言

っていたお母さん方が、一斉にですね、晩ごはんの夕食を、おかずを増やしたということ

が起きてきたわけなんです。実はこのことが、山口小学校の実践に大きな影響を与えたわ

けなんですね。 

そして、ちょうど 2000 年の 10 月に山口小学校がＮＨＫの『クローズアップ現代』で紹

介されます。そのときに、県の教育改革に非常に苦しんでいたのが広島県でした。ご存知

のように、例の日の丸君が代問題等によってですね、校長の自殺事件もあって、非常に混

乱をしていました。それを何とか正常化するために、やはり学力の問題を何とかしたいと

いう意向が、広島県の教育委員会にはあったようです。 

その広島県教育委員会の指導主事の方がですね、山口小学校の方に来られてですね、そ

してさまざまなデータをお持ち帰りになりました。そのときにね、県の教育長さんの方か

らこう言われたそうです。山口小学校の実践は本物かどうかよく見てきてほしいと。この

方、実は、文科省から出向された方ですね。私たちが言ってることは、生活習慣の悪化が

学力の低下を招くよということでした。 

そしてこの左下、下の方のこの表を見てください。これは、その第１回目に広島県で実

施された、学力調査の結果を睡眠時間との関係で集計したものです。小学校５年生、25,000

人を対象として行われたんです。そうすると睡眠時間が短いと、テストの点が 50 点ぐらい

しか取れないわけですよ。だいたい睡眠時間が４時間って、小学校５年生でそれはないよ

という話なんですけどね。これが５時間、６時間、７時間というふうに睡眠時間が増える

と、成績は上がっていきます。７時間から９時間だとだいたい安定してきます。でもそれ

以上になると今度は成績落ちてきます。要は寝過ぎも良くないよねという話で、しっかり

時間を決めて寝ましょうというそれだけの話なんですよ。 

ところがこのデータを、東京や大阪なんかの都心部でやってしまうと、これは何とか塾

へ行ってる子の方がテストの点、良くなりますから、なかなか脳の氏素性というものを明
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らかにしてこれなかった。こういうふうに学力テストとそれから生活習慣のアンケートを

同時に行うことによって、睡眠時間と、それから学力等の、生活習慣との関係はこれで明

らかになってきた。わたしはこのことが現在全国で実施されている全国学力調査がですね、

生活習慣のアンケートと一緒に行われている土台になっている、というふうに思っている

わけです。 

おまけでいいますとですね、そうすると何時に寝るのがいいのかというようなことを調

べなきゃいけない。これをですね、単に自分たちだけで調べてあいつ勝手ににやってるっ

て話になって、なかなか信憑性がないので、文科省の方からわざわざ予算をいただいてで

すね、そして、こういうデータを山口県山陽小野田市で取ってもらいました。ありがたい

ことに山口県山陽小野田市の教育長さん、なんと本職がですね、大学で物理学を教える大

学教授だったんです。しかもデータ解析の専門という、だいたいデータ解析が専門の教育

長が世の中におるんかというね、それがまたわたしのところに連携してきたときにも、非

常にこれも、信じられないような縁でですね、こういうことになったわけです。 

もうちょっとその理由を聞くとですね、その企画をされた市長さんというのが、平成の

初期に、わたしがいた兵庫県の山口小の近くでお仕事をされておられて、その当時の山口

小学校の評判を聞いておられた、ということが実はご縁だということで、針を３本並べて

１発で通すみたいな、あり得んような、実は偶然からですね、こういうデータが取れたき

たんです。この上のデータはですね、睡眠時間が８時間から９時間までだと子どもたちの

成績が高く、寝るのが一時間遅くなるほどに成績が落ちてくるというデータなんです。 

そう考えますとね、昭和 50 年代の後半に、『８時だョ！全員集合』なんてあれ低俗よね。

「カラスの勝手でしょ」とか「ちょっとだけよ」とか、ええ加減にせえよと思ってたんで

すけど、でもあの番組、よく思い出してください。最後になるとみんな出て来て、加トち

ゃん、何て言ってました。歯磨いて寝ろと言ってたでしょう、９時に。教育番組だったん

です、あれ。 

あれがもしなくなっちゃえばテレビじゃないと言いかけてですよ。際限なく子どもたち

は夜遅くまで起こすようにしてしまって、今や天下のＮＨＫですら、晩の 12 時から『お笑

い選手権』ってやってるじゃないですか。我々が若かったころのＮＨＫの晩の 12 時といえ

ば、日の丸はためかせて君が代流した後は砂嵐だったじゃないですか。今やもうアナログ

放送はですね、24 時間砂嵐ですけども。そういうふうに世の中大きく変わってしまった。 

わたしはですね、やっぱり皆さん、教頭職という学校の要におられて、どうしても学校

の中だけに目が行っちゃうと思うんですよ。そうじゃなくって、広く社会の全体を見渡し

た中で、学校教育というのは教育全体の、まさしく７時間なり８時間の学校教育の部分を

担ってるだけで、残りは家庭の教育だったり地域だったりするわけじゃないですか。 

やっぱりそちらの方に発言をしていかなきゃいけないんじゃないですかということを思

っています。とりわけ重要なのは朝ごはんですよね。朝ごはんをしっかり食べると成績が

良くなるということも分かってきました。 

一方、テレビなんですけれども、テレビは１、２時間の少時間だったら成績にほとんど

悪影響は及ぼしません。ところが２時間を過ぎた辺りから、やっぱり成績は落ちてくるん

ですね。ところがところがところがです。これも先ほどご報告いただいた通りなんです。 

実は、中学生の宿題をする時間と、テレビ、ビデオを見る時間、国際比較をしますと、
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実は日本の子どもたちの学習時間は世界で最低。ところが、テレビ、ビデオを見る時間は

世界トップ。成績が落ちたとはいえまだ中の上。皆さん自信を持ちましょう。だれのおか

げでまだ持っとんじゃという話なんですよね。 

だから、無責任なテレビ局が、しつけの悪い親からがたがた言われることないですよ。

こういうデータをきちんと出して、実績を上げて、訴えていけば分かってもらえるという

ことです。 

教育再生会議に、わたし、一番忘れられない場面があります。学校五日制のところのく

だりです。学校五日制が提起されたのは、日本の教職員が組合運動で、休みを増やしたい

から学校五日制が提起された、そういう意見が大要になっていました。新聞等でも報道さ

れましたよね。うそでしょ、そんなもん。日本人の働き過ぎが問題だからというんで、外

国からプレッシャーがあって、学校五日制ができちゃったんでしたよね。そんなもん新聞

見て、少し振り返ったらすぐ分かることじゃないですか。 

ところが、そういうふうなことで堂々と、政府のトップの会議で言われる。おかしいだ

ろうと。わたし言いました。だったら、こうこうこうじゃないんですかと。しかし、百歩

譲って仮にそうであったとしてみても、車作る人や料理作る人は週休二日制が認められて、

教育を司る人が二日休めない合理的な理由を教えてくださいと言ったんですよ。黙りまし

たね。 

ここで皆さん、言わせてください。あの不要な教師バッシングとか学校バッシングって、

教育再生会議からなくなったと思いません。もう一度考えていただきたいです。わたし結

構がんばりました。このデータを基にして、新聞記者や放送記者や政治家さんや、みんな

相手しました。僕は教育再生会議行くときなんか、某新聞はですね、組合出身のあの隂山

の旦那もなんで教育再生会議行くんだって言われましたけれども、安倍晋三さんは僕の言

うこと、しっかり耳を傾けてくれましたよ。 

この間、うちの親父が死んでですね、安倍晋三さんから弔電が届いたんです。お礼を言

いに国会の議員会館へ行ったんですよ。秘書さんに何か、お礼の茶菓子でもことづけてお

こうと思ったら、びっくりしました。本人が出てきました、本当にいい人ですね、本当に。 

というようなもので、やっぱり、人間対人間なんだから、右か左とかいうことじゃなく

って、やっぱり僕はきちっと話することが大事じゃないかなあということを思いました。 

ついでなんだけど、日本ＰＩＳＡ型に弱いかとこれは僕うそだと思うんですよ。だって

第１回目の国際学力調査というのは、日本は科学が２位、数学は１位ですよ。じゃあ今か

ら、2000 年より前に、そんなＰＩＳＡ型の学習してました。じゃあこの第１回目のテスト

はＰＩＳＡ型のテストじゃなかったんですか。今も上位にいる韓国だとか、それから今度

１位になった中国とかは、ＰＩＳＡ型の学習とかやってるんですか。僕はね、そこのとこ

ろがまだまだ、事実に立脚してないん違うかと思うんですよ。 

わたしはね、いろいろと調べてみましたけれども、結局、日本と海外とは使ってる教科

書が全然違うんです。フィンランドと日本というのはお金のかけ方が倍ぐらい違うんです。

全然環境が違うんです。日本の環境というのはものすごく悪いんです。それでも上位だっ

たんですよ。その時わたしが結局、気がついたのは二つです。 

一つはですね、指導要領というのは世界的に見て、よくできてるということです。僕は

当時、指導要領批判やってましたんで、調べてみたら指導要領がいいということが分かっ
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て、文科省の人に言いました。ごめんなさいって。 

ついでに教えてもらったんです。何でこんなに指導要領がこんなに緻密にできていたん

ですか。先ほど昭和 33 年の話出てきましたね。あの当時、あのときに自民党と、それから

社会党、共産党、ものすごい左右の冷戦の時代でしたから、あのときに、道徳を中心とし

た指導要領を出すときには、道徳うんぬんかんぬんよりも、指導要領全体の品格を問われ

ると。だからここだけはどこからも批判の出ないように完璧なものを作れという、とてつ

もない作業が行われていたようです。 

ですから、それがベースになって非常に実はよくできていて、諸外国は日本の指導要領

をものすごく研究、勉強してるんですね。 

それからもう一つの特色はですね、読み書き計算というものが、一つの教科のベースと

は違って、独自に一つ、１案として確立してるということです。 

実は、この読み、書き、計算の反復学習というのは、脳そのもののパワーをものすごく

高めることに生かされているのではないか。しかもね、これ、ありがたいことに、反復学

習をすれば、非常に短期間で成長するんです。百マス計算だったらタイムを良くしようと

思えば、２週間でＯＫです。盤石なものにしようと思ったら、１か月でもおつりが来ます。 

漢字なんかもですね、約１か月半かければ、相当きちんと定着をしますし、今いろんな

ところで実証実験やってもらってるんですけれども、漢字や計算の定着が良くなれば、だ

いたいすべてのテストの点が上がってくるというデータも取れてきました。要は、基礎的

な内容をできるだけ早い段階に、きちんと定着させるということが、困難な指導要領を、

きちんとやっていくための、わたしは条件だろうというふうに思っています。 

反復学習、単純なことばっかりで単純なことしかできなくなると言うんですけれども、

やっぱり、素振りは、プロの選手やられますよね。キャッチボールは、プロのピッチャー

絶対やりますよね。何で、学習のことになると基礎っていうのを繰り返すと、単純なこと

しかできなくなるんですか。 

素振りばっかりやってて、素振りしかできなくなった野球選手って見たことないですよ。

ところがやっぱりそういうふうに、基礎基本の反復ということが忘れられてるんじゃない

ですか。 

これ最後なんですけれど、実はこの、読み書き計算の反復学習をすると、実は知能指数

が短期間で上がるというデータが取れました。 

山口県山陽小野田市でやってもらったときに 4,000 人の子どもたちの知能指数の平均値

が９か月間で９ポイント伸びたんです。でしたら、それに合わせて算数のテストはどう上

がったかということなんですけれども、知能指数はね、均一に上がっていくんですけれど

も、やっぱり算数となってくると、先生の指導性の問題がありますので、多少ちょっとグ

ラフの形が崩れてくるんですけれども、しかし、基本的に、偏差値ベースで、だいたい４

ポイントぐらいずつ上がってきてるわけなんですね。 

なぜ子どもたちが自尊感情を持てないのか。努力するのにその成果が見えないからじゃ

ないですか。わたしはそう思います。子どもたちに課題を与えたら、絶対にできるように

するというところに対して、やっぱりわたしたちがひるんではいけない。やはり、結果を

出すということに、絶対にひるんではいけない。そういう点ではわたしは昭和 56 年、わた

しが採用されたころに、しょっちゅう言われて非常に嫌だった言葉が、今全然語られなく
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なって返って寂しい思いをしています。 

それは何かといったら、プロという言葉です。皆さん言われませんでした、採用された

とき。あなた昨日まで学生だったかもしれないけれど、教壇に立ったらもうプロなんです

と。結果を出すことに貪欲でなければならない。やっぱり、プロの精神というものを、日

本の教育環境の中に、復活させることというのが、わたしは一番重要じゃないかなという

ふうに思っています。終わります。 

【永田】 

ありがとうございました。お三人の方から、具体的なご提案と、話題提供をいただいて、

コーディネートがますます難しくなっているのが、大変、こちらも心地がいいんですけれ

ど、しばらく休憩を取らないと、皆さんもクールダウンできないと思いますが、そしてま

た、その後、少し自由になって、そして皆さんからのご質問ご意見等も一部伺えたらと思

いますので、また後半よろしくお願いします。それでは司会の方へ返します。 

【小野寺】 

はい、ありがとうございました。それではここで休憩を取らせていただきたいと思いま

す。時間３時 20 分になりましたら、後半の部分、始めさせていただきたいと思いますので、

それまでにお席にお戻りください。休憩に入ります。 

 

（休憩） 

 

【小野寺】 

それでは、休憩をはさみまして、これから、後半の部分に入ってまいりたいと思います。

それでは永田先生、よろしくお願いいたします。 

【永田】 

それでは、続けたいと思います。後半とはいえ、４時には終わらなくてはいけない。大

きな会であれあばあるほど、時間は守らなくてはいけないということですので、そのつも

りで進めたいと思います。 

川柳の中に、「講演会よく寝た人ほど拍手する」。こういう川柳がありますが、皆さん

もう寝てる暇はなくなりましたので、大いに盛り上げていただきたいと思います。前半の

中で共通のテーマを私どもで探しましたところ、皆さん、経営的な立場に立って、特にマ

ネジメントというか、プロ意識ですね、その辺りが、特に考えてみたいポイントなのかな

と、組織として、教師集団のチーム力、そして子どもたちのコミュニケーションをどう重

ね、そして、それだけではなく、教師一人一人の、個人の資質をどう育てるか。 

ときに、個人を育てるためにはチームの中で、チームを育てるためには個人が、何らか

抑制されることもあるのかもしれない。でも、そのようなポイントでぜひ考えてみたいな

と、プロ意識、組織としてのチーム力、そして個人の力をどう高めるか、というところで、

この後お一人ずつ、まずお話いただいて、そして皆さんからも、さまざまなご質問等をい

ただけたら、そう思います。 

まずは、ご本人がお約束されました。後半のところで、清原選手をどう育てるか、育て

たか、というところも含めて、元監督としてお話いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
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【東尾】 

いや、あのいきなりなんですけど、育てたのではないんですよ。復活なんですよね。清

原が一番、我々は、僕もピッチャーで、清原が選手のときは絶好調できて、わたしが現役

を辞めて、６年間の間に清原は、今度僕が監督で戻ったときに、どうなったかっていった

ら、非常に、往年の清原というのは沈めっていうか、落ちてくる、技術的、体力的、体力

からくる技術、そういう、たぶん技術からくる体力の衰えじゃなしに、体力からくる技術

の衰えで、非常に復活を図ってたときで、どうやって彼を復活させようかと。 

チームの看板ですので、彼一人のために、やっぱりそういうチームの看板の選手を復活

させるためには、お互い信頼し合う、監督、指導者と選手、清原、そういう問題で、彼が

技術を信用するコーチ、肉体を復活させる信頼できるコーチをまず入れたというのは、や

はり、組織にとって、彼のために、一人のために二人のコーチを入れたのはいいかどうか

は別としまして、それを取り組んで、彼も非常に一生懸命やりました。 

それが、結果的には非常にうまくいかなくて、組織の中で彼は一緒に努力はするんです

けど、一つの組織の中で、自分の結果が出ないときに、組織の中でどういう行動をしてほ

しいか、監督として、してほしいか。自分の成績、感情をもろに出して、ああいうふうな

風貌の中で、ベンチの中にいると、若い選手が前に一歩、前に出られない。彼が調子悪い、

じゃあ、チームが勝ってこれからだというときに、若い選手がストライク打って前に行こ

うってしたときに、ちょっと行き辛いっていうか、風貌を出されたら困る。非常にそこら

辺に、僕自身も一番、監督１年目として、彼のベンチ内の雰囲気というのは、非常に気に

なった。 

何とか、西武ライオンズという、強い黄金の時代の清原の、若手に対する雰囲気の、自

分の結果を抜きにした、チームリーダーとしての期待したけど、なかなかそれが出なかっ

たことが一番残念です。 

結果的に、１年、２年、まして、ＦＡという権利を持ってジャイアンツへ行った。それ

は了解。僕は現役時代からかわいがってるもんですから、１年間はＦＡすんのやめろと言

ったらやめてくれた。２年目やって復活できなかったときに、また、ジャイアンツに行き

たいというからね。気持ちの中では、ジャイアンツ行っていいよ。おまえの復活はもう、

指導と体力の問題じゃなしに、一番復活できるのは、おまえのためには、そういう東京ド

ームの５万人の目に見せるしなかいだろうということで、送り出した。 

それは建前で、本音は、チームがもうだいぶ弱ったときに、組織が弱ってるときに、監

督になったものですから、どうやって若手に切り替えて、若手をつくって、チームですか

ら、個々の能力を上げるためにはどうするかということで、切り替えて行くときなので、

彼のスタンス、立場というのは非常に困った。出ていってくれて、監督としては、これで

思い切ったことができる。自分の考えている組織を作れるというところが本音で、建前は、

清原残念だけれどジャイアンツ行ってがんばれよなっていうとこが本音です。 

【永田】 

どう詰めてったらいいか、分かりませんけれど。 

【東尾】 

組織という、もう一皮むけて、自分の結果が悪くても、若いやつに、いい影響を及ぼす

ような選手にというかリーダーシップとなってほしかったということ、それが一番の期待
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にはできなかったっていう。できないんなら、監督という立場の中では、若い者に切り替

えるときの、ちょっと存在がうっとうしくなるというのが本音です。 

【永田】 

ありがとうございます。また後で皆さんにご質問していただきたいと思いますが、隂山

先生、先生は教師集団の中でずっと校長、今は副校長ということですが、その立場からも

含めてよろしくお願いいたします。 

【隂山】 

はい。わたしが山口小学校というところに行ったときにはですね、ベテランのかなり優

秀な先生たちが多くって、一匹狼の集団だったんです。だいたい校内研究というと、国語

だとか算数だとか絞って研究することが多いじゃないですか。そうするとみんな意見がば

らばらでまとまらないんですよね。 

わたしが２年目ぐらいから研究主任になってですね、これをなんとかまとめるためにど

うしようかと言ったら、とにかくみんなの意見の関係ないところでまとめようということ

で、生活習慣というのを始めたんです。だから実は、生活習慣アンケートをするというの

はですね、実は全然関係のないところから提起をしたんですね。 

ところが、実際このアンケートを取ってみて、子どもたちの実態を調べてみると、信じ

られないようなデータが次々と出てきた。それこそ、８割の家庭が農家であるにもかかわ

らず、パン食の子どもたちが全体の過半数を超えていると、それから朝ごはんを食べない

子どもたちが１割強もいたと、今から 20 年前のど田舎のことですから、ちょっともう信じ

られなかったですね。 

これを何とかしようやというようなことの中で、その課題が一つ、誰のせいではなくて、

地域に働きかけるということだったので、誰でも意見が言いやすかった、というようなこ

とでそれを核にして、職場づくりを始めたという、ですから一つの情報を共有化するとい

うことです。 

それから、もう一つ、わたし、高学年の担任が多かったんですけれど、高学年の担任を

していてはっと気がついたのはですね、最初漢字テストやるんですよ。そうするとね、４

年生の漢字テストの、例えば５年を受け持ったとするとね、１年生から４年生までの全学

年の漢字テストをやるんですよ。そうすると、４年生の点よりも、３年生の点の方が悪い

という結果が出てくるわけです。おかしいですよね。難しい４年生の方が点が悪いんだっ

たら分かるんだけど、何で簡単な３年生の点の方が悪いんだと、調べていくうちにですね、

３年生だれが担任したんだということが当然思い浮かぶわけじゃないですか。やられたっ

て。じゃあ学校レベルで実践しましょうということなんですよ。 

ですから、最初は非常に嫌がられましたね。でもやっぱりみんなで、子どもたちみんな

育てたいですよねって言って。うちの学級の方ではもう漢字テストでほぼ全員 80 点以上取

りますし、テストの点もみんなほとんどいいですから、職員室で大きな声で言うんですよ

ね。校長先生、うちの学級は全員 90 点以上なんですけれども、ちょっと５、４、３とつけ

にくいですねと大きな声でいうんです。当時、相対評価でしたから。そうすると、そうや

って力をつけた先生がきっきっきっきっと動くようになるんですよね、本当に。 

そういうふうにして、やっぱりこれきちんとつけなきゃいけないなというふうに流れに

持っていく。これ合意と強引というんですけども、本当に。というようなことをするとか。 
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それから、あと、これもあとで偶然だったんですけれども、いろんな校務分掌上のさま

ざまな課題があるじゃないですか。でもやっぱりいろんな先生方の要望があるものだから、

実際人はめをしていくとですね、組織図と人の配当というので非常に悩ましいこといっぱ

い出てくるわけですね。 

わたしはですね、校長先生にお願いをして、校務分掌改めませんかと言ってですね、校

長先生と相談をして、ややこしいところは全部わたしが引き受けたんです。だから高学年

担任、生徒指導担任、それから研究主任、進路相談全部引き受けることになっちゃったん

です。 

ところがそれ、本当しんどかったんだけれども、そのときに学校全体の流れというもの

が非常によく分かったんですね。それを今度、自分にとって、学校にとって一番いいよう

な形というのを考えて、そしてもう一遍その組織づくりを作りなおして、今度は逆、校長

先生に逆提案をするんですね。 

今度は、やってほしい先生に、逆に押しつけていったんです。そうすることによって全

体の合意ができてくる。恨まれますよ、これは。しかし、やっぱり誰かが、そこで嫌われ

役を引き受けないと、組織というのは、なかなか成り立っていかない。ただ、そのとき僕

は、後になってこれがね、ものすごく大きいことだと分かったんです。それはなぜかとい

うと、教頭経験ないのに校長職に、公募校長でなりましたから、最初何をしていいか分か

らなかったんですよね。ところがやっていくうちに何となく馴染んでいった。なぜか。実

は管理職みたいなことを、いろんな校務分掌を一遍にやることによってですね、事前の学

習ができていたということなんですね。 

ですからそういう点で、若い段階から、かなり重たい役職というものをどんどんどんど

ん、やっぱり将来、嘱望されるであろうという人には、押しつけていくというのも仕事な

のかなあということだと思います。教頭先生の集まりなんで、本当に教頭職って大変です

よね。できたら、教師の中で一番やりたくない仕事です、本当。もう本当に大変だという

ことは分かるんですけれども、やっぱりそこのところを乗り越えていくことによって、校

長になったり、指導主事とか、あるいは教育長になったときに、ものすごく見えてくる。

やっぱり一番しんどいところを見ないと、全体は見えないのかなあということを今一番強

く思います。 

【永田】 

ありがとうございます。合意と強引という二つの力が必要だというのは、何か心に残り

ますけれど、今、監督と隂山先生の共通点は、嫌われ役が必要だと、憎まれ役もなければ

進まないということもあるのかなと思いますけれど、チームの経営として、じゃあ太田先

生はどのようなお考えをお持ちかちょっとお聞きしたいと思います。 

【太田】 

はい。二人がもっともっとたくさんしゃべってくれるのかなと思ってぼうっとしてまし

たが、たくさん時間があるんですが。 

まず、先生方は、教頭先生、副校長先生ということで管理職の立場にあると、管理職と

して絶対しなくちゃいけないことは、一つは、学校が、あるいは学年団などでもいいんで

すけれども、組織として機能をするということですね。そういう心配りをすることです。 

当たり外れがあっては駄目ですよね。Ａ先生だからよかったとか、Ｂ学年だからよかっ
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たとか。じゃあそうじゃなかったらアンラッキーなんですかって、泣いてくださいってこ

とだと。そうするとそれは、保護者やあるいは世間、市民、県民の負託に応えてることに

ならないので、学校という組織としては絶対に一定の価値が提供できるように、監督、校

長、副校長、教頭先生というのは考えなくちゃいけないですよね。常に当たり外れがない、

温度差がないという。そのためにどうしたらいいのか。 

もう一方で、教員一人一人の専門性を高める、あるいは指導力を高めるということにも、

心を配らなくちゃいけなくって、今の現状、現有勢力で何かするんじゃなくて、ちゃんと

この人たちは成長するんだと、教員も一学習者であり、学び続けるんだから、成長するん

だ。そういうことを前提にして学校経営というのを考えていく必要がある。だからどう組

織を伸ばすかということですね。 

世の中というのはよくいわれるけど、競争社会といわれるけど、わたしは、そうではな

くて、共同社会って、やっぱり信じたいです。それはなぜかというと、競争ということで、

組織を追っていくと、１学年と２学年が競争する。お互いノウハウを隠しますよね。自分

たちが成功した秘訣というのは伝えたくないです。でもこれが学校全体として、チーム力

を高めていくためにということであれば、共同っていうコラボレーションすることになれ

ば、ノウハウを共有し、さらにいいものは何なんだと。人と比較の中で、うちの学年が勝

ってたというようなことであれば、絶対に大きな成長は見込めないけども、要するに勝者

は１人しかいないわけですから、なでしこジャパンのように優勝できたのは１人で、あと

はみんな敗者になるわけですから。そうですよね。そうなると Win-Win の環境を考えてい

くとなると、みんなが共同して集団組織を高めていくにはどうしたらいいかということで

すね。 

もう一つ先ほどの話で、東尾元監督とか隂山先生がおっしゃってるプロ意識、あるいは

プロの精神の復活ということが非常に心に残っていて、最初にわたしが申し上げましたけ

ど、教育のプロは何ができなくちゃいけないかというと、学ぶ自信や勇気を与えることが

教育のプロであると。 

もう一つ、教育のプロであったら、何ができてなくちゃいけないかというと、先ほどか

らの例に挙がったように、バッティング練習や素振りしない人はいないですね、守備練習

はという話がお二人から出ましたよね。わたしが高等学校学習指導要領書いたときに、授

業は英語でやってくださいねと言ったら、できっこないでしょうという声が先生たちから

返ってきて、私たちは日常の生活が忙しいんだと。でもよく考えてみると、先生たちは教

科のプロであるとしたら、ご自分の英語力を高める、要するにバッティング練習や守備や

らないんですか。 

他のことがあるんで、プロ野球選手が、友達との人間関係が難しいからわたしは守備の

練習はしませんって言ったって成り立たないわけです。あるとしたら、どんなことがあっ

ても、８時間のうち６時間、生徒が学校で勉強してるわけですから、少なくともプロとし

て、素振りをやる、シミュレーションするということ、絶対大事なことで、それを手助け

するのが教頭先生たちの仕事だと思うんですね。 

東尾監督が実戦を戦ってわたしは成長したし伸びてきたっていう。英語ということに、

わたしは英語が例で分かりやすいので、あえて挙げてるんですけど、手前味噌ではなくて。

英語というのは、使ってみて初めて、人とのかかわりで、英語を使って通じるか通じない
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か初めて学んでいけるものなので、だからその部分が授業中になかったら駄目なんですけ

ど、そういう準備できるの。 

要するに実戦で戦っていて初めて身につくものが英語。だから先生がそこで、授業とい

う実戦の場で、教材研究が練習ですよ、素振りです。そしたら授業という実戦の場、試合

の場で英語を使って、多少先生も失敗するかもしれないけども、やあ使えるようになった

よなって、ずいぶん通じてる、よかった、君たちよかったねというようなことを、体験し

ていくということが非常に大事なんだろうなというふうに思っています。 

だから、そういう意味では、プロ意識、プロの精神の復活という、お二人の提案は大賛

成で、我々ももう１回プロ意識を持ったときに、いろんなことを言い訳にする。忙しい、

多忙だ、何だかんだと言うけど、原点に返れば学校と生徒、どちらが手段、どちらが目的

ですかというと学校の名誉のために、わが校の名誉のために生徒たちをがんばらせるとい

う人、たまにいるんですけど、伝統とかＯＢの目もあるしとかって。 

これって手段と目的が逆転してしまっていて、学校教育というのは子どもたちの成長を

願って存在してるわけですから、もちろん究極の目的は子どもであって、そのために学校

が手段であるということを考えたときにね、じゃあ、忙しいとか、何だかんだ言ってられ

るんですかということを非常に感じます。 

例えば英語にもう一回戻ってみますとね、授業は英語で行うことっていうのは、高校の

例なんですが、そういったときに、そんなことできっこないよ、うちの子はアルファベッ

トも読めないんだから、日本語でやるんだよと言ったそのときに、じゃあその先生は、例

えば泳げないという生徒がいたときに、うちの子は泳げないんだから、有名な大学の先生

が書いた、水泳の仕方っていう本と、オリンピックの選手の泳いでる映像を見て授業やっ

てるんですよって言ったら、この生徒たちや児童は泳げるようになるんですか。日本の英

語教育はまさしくそうなっているんです。泳いでないんです。 

本当にプロの先生だったら何て言うかというと、うちの子は泳げないから、人一倍水に

入れるんですと。ただし、最初から１メーター20 に入れてしまうと、恐怖心がわいてくる

し、泳げなくて怖くなって、ますます泳げなくなるから、水鉄砲で顔に水をかけ、慣れた

ら 20 センチ、50 センチ、80 センチ、120 センチにして、子どもたちに好きなように泳が

せて、いっぱいいっぱい泳ぐという経験をした後で、先生、一生懸命もがいてるけど前へ

進まんのだけどどうしたらいいですか。じゃあこの本読んでみようか、この映像見ようか、

そういうようなことをするのがプロの先生だと思うのですね。 

そういうことを考えていったときに、やはり我々は普段の授業で、勇気を与えながら子

どもたちに、本当に学ぶ勇気を与えながら自信を深めていくとはどういうことかっていう

ことを原点に、もっと考える必要がある。 

あと、コミュニケーションといったときにわたしは、mutual trust and respect とさっ

き言いましたけど、もっと分かりやすくいうと、この世の中がうまくまわっていく。例え

ば先生たちが教頭先生として、先生たちにどうして達成したらということを示唆をします

と、"Do you have a pencil?"と聞かれたときに、"Do you have a pencil ?"って。たぶん

中学校の英語だったら、"Yes, I do."、"No, I don't."、丸という感じなんですね。 

でも"Do you have a pencil."って言って、文字どおり訳すれば「あなたは鉛筆を持って

いますか」ですけども、それは、それを聞く意図があって、「あなたは鉛筆を持っていま
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すか」とこの人が聞いたのは貸してほしいのかなと意味論的な semantics なレベルの理解

といいますけど、思うわけです。思って終わっちゃって 

good bye て言ったら、もう話にならないですが、貸してほしいなら貸してあげようか、

"Yes, I do. Here you are."、これがコミュニケーションの完成ということなので、実は

相手が何を望んでいるかって、ちゃんと考えようとしながら聞いてあげて、そしてそれに

対して答えるということが本当のコミュニケーションと、そういうことであれば、例えば

管理職の先生たちは、先生たちがいろんな不満を言ってきたり、いろんな問題点を挙げた

ときに、じゃあっていう、どういうふうに聞いたらいいのか、ということですよね。 

そのときに、どういうふうに返していくのかというか、motivational feedback という

か、相手は教員も、いつまでたってもほめてほしいので、よっしゃやってみようという自

信になるっていうような答えなのかって、そういうことを考えながら、要するに一人の先

生のすごい力、それを、点を線にして、面にして、集団の力として発揮していくというこ

とになっていく。大変な仕事をしているのは、ここで言うのは簡単なんですが、実際にそ

の場に行くと大変だとは思いますけども、そういうことじゃないかなというふうに思って

おります。 

【永田】 

ありがとうございます。それぞれの先生から、プロ意識、あるいはプロ集団を育てるの

にはどうしたら良いのかといういくつかのポイントをいただいて、太田先生の話の中には、

共同のチーム力をつけるのと、それと、競争させるところも必要、そのバランス、どちら

が重要なのかというところで今、問題提起も含まれていて、大変示唆深かったなと思いま

す。 

それぞれのポイントがあったと思いますが、時間も押し迫っていけませんので、ここで、

もしフロアの方で、三人の先生にご質問ありましたら受けたいと思いますが、ありました

らよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。こちらからはよく見えません

ので、マイク係の方に委ねたいと思います。 

【司会小野寺】 

申し訳ございません。都道府県名とお名前をできましたらお願いいたします。 

【栃木・武田】 

栃木県の武田と申します。隂山先生に、質問じゃないんですけれども、先生の話を何度

か聞いているうちに、だんだん、話すスピードが速くなって、声も高くなっていくので、

かなり乗っているのか、かなり疲れているのかどっちかだなあと思うんですけれども、か

なり乗っているんじゃないかなあというふうに、期待を込めまして、これからもご活躍い

ただきたいと思います。 

それから東尾さんに、お願いがあるんですが、わたしは教頭として、若い職員も多いん

で、教師三依塾って、三依中学校というところなので、三依塾というのをやっているんで

すが、今話したケンカ投法ですか、それどうしても、保護者とか、生徒にも弱気になって

しまう部分が多いので、もし、来ていただけるのであれば、栃木県なんですけど、来てい

ただきたいなあと思うんですが、無理でしょうか。 

【東尾】 

その話はまたゆっくり、これが終わった後、控室にちょっと来ていただいて、とりあえ
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ずここで済ましていただいて、その話はまた控室で、皆さんの前では。リクエストも多く

なったら大変なので、控室でお待ちしていますので。待ってます。 

【永田】 

控室で待っているそうです。本の最初のところを読みますと、東尾元監督は選手時代、

歯の左側がぼろぼろだと。 

【東尾】 

そうですね。 

【永田】 

それがもう、ケンカ投法の証だということですが、ちょっといただけますでしょうか。 

【東尾】 

そうですね。ケンカ投法というか、勝つか負けるかの中で、どうしても顔で、皆さん信

じられないかも分かりませんけども、目は、相手のバッターの目を見る、手は、僕は右投

げですから、手は基本的にはアウトコースへ手を持っていくという、非常に高度なテクニ

ック、なぜそうするかというと、こちらが目を見て、相手のバッターを見て投げると、ど

うしてもバッターというのは、こちらに来るんじゃないかという恐怖感がありますから、

そういう目で相手のバッター見て、手はアウトコースという。 

非常に難しいこともありましたし、例えばもう一つ、左目でバッターを見て、右目でサ

ードランナーを見るという、じゃあどこまで見るかというと、手が右の手前まで、分けて

見る。手がここから入ってくるときは、こっちに切り替えるという。なぜそうするかとい

うところでは、スクイズのランナーが走ったらポーンと外すだとか、常にそういう、神経

を張り巡らせてやってます。見れる範囲の中でやるという。その中で、なおかつ、自分の

フォームが崩れないという、そこまでの技術追求というか、そういうところもやってまし

たし、そのぐらいで、栃木県の先生、よろしいでしょうかね行かなくても、ここで。 

【永田】 

ありがとうございます。 

【栃木・武田】 

ありがとうございました。わたしも息子が野球やってて、ピッチャーやってるんですが、

打たれるんだと言うんで、打たれない方法があるぞと、何と言ったら、相手の４番にぶつ

けろと言ったんですが、それが正しかったことが分かりました。 

【東尾】 

まず正々堂々と小学生、中学生の時代はそうしていただきたいと思います。わたしは、

最初からそうしたわけではありませんから。自分の考えを転換したときにそうしたわけで

すから。そこら辺は今は王道を走るように、やっぱり王道を最初からお勧めします。 

【栃木・武田】 

わたしの指導が間違ってました。ありがとうございました。 

【永田】 

ありがとうございます。学校というよりも我が家に来てほしいというような、リクエス

トのような感じにも聞こえましたけど、ケンカ投法はアイコンタクト、コミュニケーショ

ンだということがよく分かりました。ほかにご質問ございましたらお願いいたします。見

えるように挙げていただけますでしょうか。お願いいたします。 
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【静岡・中田】 

静岡県の中田と申します。わたしは、プロである教師が素振りを、守備練習をというの

は、全く同感でありますけども、まず隂山先生が先ほど、子どもたちが、素振りをしてい

く、それが必要だという話、わたしは、太田先生の、共同という、コラボレーションとい

う考え方が非常に好きで、ずっとこれを追ってるんですけれども、今ちょっと質問をして

みたくなったのが、子どもたちの素振りという考え方から、太田先生のいうコラボレーシ

ョンというものに、どのようにつながっていくのかなというところを、ぜひお二人の考え

を、なんていうのかな、それこそこれをコラボレーションしていただいて、考え方として

教えていただきたいなと思います。 

【永田】 

ありがとうございます。もし同じ観点のご質問でしたら今、どうぞ、ありますでしょう

か。立っていただけるとよろしいですが。大丈夫でしょうか。コラボレーション、それと

もう一方、コンペディションというんでしょうか、競争というんでしょうか。コラボレー

ションを大事にした考え方でのご質問でしたけれど、それでは、太田先生から。はい、お

願いします。 

【太田】 

最初から、コラボレーションという、コラボレーションという姿勢は必要なんですけど、

今回の中教審答申でもそうでしたけどね、きちっと教える、教えることに躊躇してはなら

ないと。要するに指導をきちっとしてくださいと。そういう基礎的な知識・技能を基にし

て今度は活用するという。だから市川伸一先生が何とおっしゃったかというと、習得、活

用、探求という形で示されましたけど、やっぱりきちっと身につけさせなくちゃ、土台が

なかったら考えることもできないし、逆もありますけどね、要するに考えながら知識を入

れていくという、双方向ではあるとは思いますけれども、習得と活用という部分っていう

のは、それこそ双方向でありまして、今までは支援という言葉が流行ったですよね。先生

たちが教えることを躊躇してたけども、実は子どもたちに土台がなかったら、何も始まら

なかったんですよ。だから教えるということは、やっぱりそれこそプロとして、徹底的に

きちっと責任を持って教えて、その上で、さらにそれを活用するにはどうしたらいいか。 

それは自分一人で使うというのは、友達との共同を通して身につけていくということで

あるので、一方とかそういうことではなくて、両方大事ということで答えになったですか

ね。隂山先生、あとよろしくお願いします。 

【隂山】 

要するに一人一人がきちんと自立しなければ助け合いはできないということです。自立

できないものが助け合うということにはやっぱりならないということですね。 

教育の最大の目的は社会的に自立していくことです。これを日本国憲法のところに持っ

ていけばですね、就職すること、それから、税金を払うこと、それから、教育、これが三

大義務です。ですから、きちんと納税できるように働くように勉強しましょうということ

が、憲法の予定している方向性なんですね。 

そして、それぞれの力を生かして憲法 25 条、文化的に平和的な、文化的な暮らしをみん

なで営めるように、政府として協力をしていくと、要するに公共の福祉というのが出てく

るわけなんですね。 
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一人一人課せられているのは、まず自立することであるということだろうと思うわけで

す。そこのところを欠いてしまって、実社会に出てしまうと、働けるのに働かずにですね、

社会の、生活保護世帯というのはものすごいたくさん出てくるわけですけれども、その中

で、実は、かなりの人たちというのは実際に働ける可能性があったりとか、職は結構ある

んですね。職は結構あるんだけれども、自分には向かないからということで、職を辞めて

いく若者たちも多いと。 

やはり、社会に対して出ていくということにおいて、きちんと、合格点が取れる状態に

して送り出してあげないと、助け合うということを教えて子どもたちを出したとしてみて

も、実社会に出ていって生活することは難しいだろうと。まずは自立すること。そして、

そうした自立した力を持って、みんなが文化的に生きていけるように助け合うこと、やっ

ぱりその順になるんじゃないかなというふうに思います。 

【太田】 

今の隂山先生で、あっそうだ、言わなくちゃという、人間の成長と、社会とのかかわり

をというと、英語でいうと dependent から independent になって、最後 interdependent

になるんです。要するに最初は母親とか家族とか、だれかに依存しないと生きられない状

態から、independent、in というのは否定の接頭語ですから、dependent、今、自立すると

おっしゃられた、最後はそういう人たちがそれぞれの持ち味を生かす部分で、

interdependent、双方に依存し合うという。ですからわたしは、最初に言ったオーケスト

ラの部分に戻っていくんですけども、そういうことだと思います。 

【永田】 

ありがとうございます。時間が押し迫ってますけれど、もしありましたらもう一人のご

質問を受けることができますけれどいかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

【京都・宮畑】 

京都の宮畑と申します。管理職をしてますと、ある学年のチームがですね、どうしても

うまくいかない、そういう時があるんです。 

わたしも間に入って話を聞くんですが、３人のチームの中で話がまとまらなくて困って

いる、そんな現状です。それで、例えば東尾監督の方は、清原選手でずいぶんお困りにな

ったと、あるいは隂山先生は、副校長として、学校集団の中でうまく機能しない、そうい

った集団を、どのように指導したり、あるいは相談に乗っておられるのか、お聞きしたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

【永田】 

今のご質問は、チームでまとまらなかったり、あるいは何らかの課題、トラブルが出た

ときの、それを乗り越えるコツのような面でしょうか。 

【京都・宮崎】 

そうでございます。 

【永田】 

はい。それでは、時間も迫ってますので、それも含めていただいて、最後のお話になる

かもしれませんけど、まず監督、よろしいですか、難しい課題ですが。 

【東尾】 

ええ、まずそういう、リーダーシップというのか、クラスの中では、そういう意見をい
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える子どもと思いますし、清原選手も主力選手ですので、やっぱり彼の、そういう復活し

ようという姿というのを周りの選手が見てますし、話し合いとかそういう、お互いが人を

認めるというか、やっていることさえ認めれば、それから先というのはプロですから、い

ずれ、なんといいますかそういうチームとして外れるときもありますけど、周りの姿とい

うのは、努力してる姿というのは、後ろから見てるということが中学生でよく理解できる

と思いますけど。わたしはそういうふうに思います。 

【永田】 

ありがとうございました。じゃあ隂山先生。 

【隂山】 

はい。徹底的にまず、話し合いをしてですね、その人となりというのは、非常に強くも

のを言う人なのか、控えめな人たちなのか、いろいろあると思うので、それによって、対

応策を考えていくんだろうと思うんですけれども。 

それよりももっと重要なのはプロ性に戻ってしまうんですけれども、結果出さないとい

けないんですよね、結果を。そこで何がいいか悪いかというのは、これは副次的な二の次

の問題なんです。学校としてはしかるべき指導をやって、しかるべき結果を出していただ

くと。そこのところが、きちんと全員に落ちていないから、自分の思いというものが、ミ

ッションよりも先に出てきて衝突をしてしまう。そういうことではないのかなあというふ

うな感じがするんですね。 

ですから学校自体が本当に、どうしようもない状態になっていて、もう困難のどん底に

あるところで、じゃあわたしはこう思いますという、そんなわがままなことを言うような

状況にはなれないと思うんですよね。 

やはり、きちんとしたミッションが落ちているのかどうかということを、絶えず管理職

は、分かる言葉で発信を続けなければいけない。やはり、分かる言葉でしっかりと、これ

をこうしてほしいんだ、ということを言う必要があると思うんですね。それが、こう言う

ことによって向こうの方がちょっと嫌がるなというふうに思ったとしてみても、これは言

わなければいけない。それはやはり管理職の仕事かなあという感じがします。 

それからもう一点、申し上げると、校内研究とかにおきましても、僕なんか非常にずう

っと研究主任やってきて不思議に思うんですけれども、すべての子ども、すべての大人も

ひっくるめて、人間は忘れる生き物なんです。全国統一学力テスト、６年生の４月に受け

ますけれども、５年生の内容が６年生の４月にテストされるわけですね。十分点が出ない

と。なぜ十分な点が出ない、簡単なんですよ、５年生に習った内容を忘れるからです。 

ところが、学校の授業研究の中で、子どもたちが忘れるということを前提として、子ど

もたちを一度学習したことを忘れさせないようにするにはこういうふうにしていますとい

うようなことが話し合われたことがあるでしょうか。 

実はわたしはですね、ここでは冒頭申し上げた、事実に即して考えるということを考え

たときに、日本の教育というものは、思いや理念というものが先行していないだろうか。

今、私たちが出すべき、社会に果たさなければいけない責任とはいったい何なのか。 

わたしは今、大阪府の教育委員という仕事をやっています。そうすると現場の悩みに答

えなければいけないんですけれども、より強い大きな社会の要請というものを、ひしひし

と後ろの方から感じています。 
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ご存知のように、庶民を代表している、知事がああいう人ですから、結構これきついん

ですね。 

やはり、そういうふうに、繰り返しになりますけれども、結果を出さなければいけない

ということを考えたときに、やっぱり私たちが出さなければいけない事実は何なのか、わ

たしはだから極端な話で、大阪府っていったときに、学力を上げろとは言いませんと、テ

ストの点を上げてくださいと、テストの点だったら上げられるでしょう、だってテストの

問題あんた知ってるんだから、とまで言いました。 

学力上げろといわれると抽象的なんだけれども、テストの点を上げるというふうにです

ね、きわめて具体的な内容を目標にしてもらうと、いろんな手段が考えられるんですね。

そうした中でこれは有効と思ったものは採用し、それはいくらなんぼなんでもそら、テス

トの点が上がっても、学力がついたとは言えないんじゃないのということは後で修正すれ

ばいいわけじゃないですか。 

やはり、うまく具体的に動き出すその手だてを、誰にも分かる言葉で発信するというこ

とが、わたしは、全体で動いていくための最も重要な柱になるんじゃないか。そういう点

で指導要領自体はですね、言葉の問題にかかわったというのは、実は私たち自身に問いか

けられた課題でもあるというふうに思っています。 

【永田】 

ありがとうございます。では太田先生最後に。 

【太田】 

わたしは指名されてないですけどいいですか。じゃあ、わたしなりの考えを申し上げま

すと、例えば民間の企業だったらたぶんそういうのは集団として認められないから、会社

では特に人事が起きてしまうだろうし、野球の世界だったら、戦力外通告をすぐ受けるん

だろうと思うんですけど、学校という世界は先生たちが、自分の我を通したりとか、わが

ままを言ったりとか、おれはおれ、わたしはわたしというのが、何か許されてしまう。そ

ういうところで、先ほどのプロ意識じゃないけど、そんなことを経験したことない人たち

に、あなたプロ意識を持ちなさいと言ってもムダなんでしょう。 

わたしがいくつか聞いて成功したという例を申し上げますと、教頭先生、校長先生が実

は手分けをして、そういう会議に毎回出て、議論の仕方をきちっと教えて、共通の目標に

向かって、これを解決するにはどういう手法が考えられる、どういう方法があるというの

をきちっとしていただく。 

だから、実は管理職の先生、とっても忙しいんでしょうけど、そういう問題になったら、

その会議に４、５回参加されたらどうですかね。それでずいぶん変わるとわたしは思いま

す。 

【永田】 

ありがとうございました。時間が押し迫って、終わりの時間になりました。約３時間、

途中休憩はさみましたけれど、テーマとしては、「学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じて そ

して未来に向け力強く生きる子ども」ということをテーマにして、３人の先生からのお話

を、あるいは元監督からのお話を基に今まで進めてきました。 

教師集団も、皆で協調していかなくてはいけないけれど、それぞれ磨き合えなくてはい

けないと。子どもたちに、志を育てるならば、教師自身が、志を持たなくてはいけない。
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子どもたちに前向きに生きなさいというならば、私たち教師集団自体が前向きにならなく

てはいけない。ということをこの３時間の中でわたしもひしと感じました。 

今日は貴重な時間をいただいて本当にありがとうございます。また、十分コーディネー

トできなかったところはお詫び申し上げます。それでは司会にお返しいたします。 

【小野寺】 

永田先生、どうもありがとうございました。それではわたしから一言お礼の言葉を述べ

させていただきます。時間も迫っておりますことから、お一人お一人のお話の内容を、内

容についてお礼を申し上げることは差し控えさせていただきますが、今日お話いただきま

した三名のシンポジストの先生、それからコーディネーターの永田先生の基調提案を含め

て、非常に熱のこもったお考えを私たち拝聴することができました。 

我々教頭として、どうこれから学校現場で、困難を乗り越えていかなければならないか

いう点について、非常に大きな示唆、それから元気をいただくことができたなと思ってお

ります。本当に長い時間どうもありがとうございました。 

【高垣】 

どうもありがとうございました。コーディネーター、シンポジストの皆様にご退席いた

だきます。皆様、今一度大きな拍手でお送りください。 

【福富司会者】 

司会を務めさせていただきましたのは、全国公立学校教頭会研究部副部長 小野寺正さ

ん、そして、和歌山大会実行委員会研究部長 高垣和彦さんでした。ありがとうございま

した。 

【桂司会者】 

これをもちまして大会１日目の全プログラムを終了させていただきます。明日２日目は

市内各ホテルでの開催となります。どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとう

ございました。 
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大会役員・実行委員名簿

■大会役員

役職名 所　属 氏　名 学　校　名

会
長 神奈川小 井部　良一 川崎市立はるひ野小学校

副

会

長

埼 玉 荒木　文郎 熊谷市立星宮小学校

千 葉 添田　秀和 八千代市立米本南小学校

東京都小 佐藤　孝行 千代田区立九段小学校

東京都中 和田　俊彦 北区立滝野川紅葉中学校

神奈川中 岡　　信幸 相模原市立上溝南中学校

ブ

ロ

ッ

ク

長

副

会

長   

北 海 道 角野　　誠 札幌市立美しが丘緑小学校

東 北 大内　　淳 福島市立大波小学校

関東甲信越 田崎　清司 新潟市立坂井東小学校

東海・北陸 四方田光男 富山市立東部小学校

近 畿 前　美奈子 海南市立塩津小学校

中 国 菊地　晃男 松江市立本庄小学校

四 国 出田　俊秀 徳島市立加茂名南小学校

九 州 原田　一彦 長崎市立西坂小学校

庶

務

埼 玉 関根　雅彦 加須市立原道小学校

東京都中 池谷　芳彦 杉並区立荻窪中学校

会

計

千 葉 鍵山　智子 我孫子市立根戸小学校

東京都小 土田　正吾 国立市立国立第八小学校

総 

務 

部

埼 玉 橘　　茂明 川口市立前川東小学校

東京都小 吉藤　玲子 大田区立大森東小学校

茨 城 藤田　　晃 水戸市立石川中学校

栃 木 小森　一則 宇都宮市立古里中学校

鳥 取 冨山　秀敏 北栄町立北条小学校

役職名 所　属 氏　名 学　校　名

研

 
 

 
究

 
 

 

部

埼 玉 神座　達也 さいたま市立仲本小学校

北 海 道 小野寺　正 札幌市立稲穂中学校

秋 田 米 澤　 司 秋田市立保戸野小学校

栃 木 小松　俊雄 上三川町立本郷中学校

神奈川中 三橋　雅幸 小田原市立千代中学校

新 潟 中島　義浩 新潟市立大野小学校

静 岡 杉山　幹昌 三島市立長伏小学校

大 阪 中野　麗子 東大阪市立意岐部小学校

徳 島 安田　哲也 鳴門教育大附属小学校

香 川 川上　敬吾 高松市立一宮中学校

高 知 橋本　郁夫 南国市立稲生小学校

広  

報  

部

千 葉 上釜　一彦 市原市立海上小学校

東京都中 川戸　直美 清瀬市立清瀬第三中学校

東京都小 鈴木　孝一 北区立八幡小学校

神奈川小 佐藤　彰美 川崎市立東門前小学校

新 潟 高橋　正則 長岡市立坂之上小学校

調 
 

査 
 

部

東京都小 山貝　正海 新宿区立落合第一小学校

群 馬 新井　　覚 安中市立秋間小学校

千 葉 冨塚　　誠 神崎町立米沢小学校

東京都中 岡村　克也 板橋区立高島第三中学校

山 梨 廣瀬　芳樹 甲府市立城南中学校

会
計
監
査

千 葉 山本美江子 千葉市立千草台小学校

東京都小 木村　和久 北区立稲田小学校

香 川 土居　　薫 高松市立国分寺中学校
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■実行委員

役　職　名 氏　名 学　　校　　名

実
行
委
員

実 行 委 員 長 前　 美 奈 子 海南市立塩津小学校
副 実 行 委 員 長 畑　　 聡 秀 和歌山市立楠見中学校
副 実 行 委 員 長 堀 田　　 正 有田川町立安諦小学校
副 実 行 委 員 長 津 村　 吉 輝 岩出市立岩出中学校

事
務
局

事 務 局 長 出 口　 倫 也 和歌山市立楠見東小学校
事 務 局 次 長 田 中　 隆 夫 海南市立中野上小学校
事 務 局 次 長 小 林　 達 史 和歌山市立有功東小学校

担  

当

市 内 担 当 南 方　 良 文 和歌山市立浜宮小学校
市 内 担 当 平 野　 政 幸 和歌山市立高松小学校
市 内 担 当 嶋 本　 憲 司 和歌山市立楠見小学校
市 内 担 当 梅 田　 展 生 和歌山市立高積中学校
市 内 担 当 成 末　 義 樹 和歌山市立西和中学校
日 高 担 当 田 中　 啓 行 印南町立稲原小学校

総  

務  

部

総 務 部 長 上 田　　 仁 和歌山市立四箇郷小学校
総 務 副 部 長 東 方 美 喜 夫 和歌山市立東和中学校
会 計 川 本　 美 紀 和歌山市立四箇郷北小学校
会 計 南 方　 邦 昭 和歌山市立西浜中学校
総 務 係 長 楠 見　 旬 平 和歌山市立川永小学校
総 務 係 北 山 智 香 子 和歌山市立鳴滝小学校
総 務 係 北 山　 圭 子 和歌山市立貴志小学校
総 務 係 東 山　 菊 皇 和歌山市立西和佐小学校
総 務 係 梅 本　 優 子 和歌山市立宮北小学校
総 務 係 中 村　 淳 二 和歌山市立芦原小学校
総 務 係 石 原　 利 彦 和歌山市立直川小学校
総 務 係 藤 本　 典 子 和歌山市立松江小学校
渉 外 係 長 赤 桐　 久 也 和歌山市立日進中学校
渉 外 係 比 嘉　 純 二 和歌山市立加太中学校
渉 外 係 田 上　 卓 慶 和歌山市立明和中学校
渉 外 係 松 本　 芳 之 和歌山市立城東中学校

庶   

務   

部

庶 務 部 長 向 山　 耕 治 かつらぎ町立妙寺中学校
庶 務 副 部 長 寺 本　 達 也 紀の川市立名手小学校
会 計 土 井　 慎 也 橋本市立学文路小学校
庶 務 係 長 田 中　 秀 和 かつらぎ町立四郷小学校
庶 務 係 小 山　 幸 作 岩出市立上岩出小学校
庶 務 係 児 玉　 光 弘 岩出市立岩出小学校
庶 務 係 菅 谷　 計 文 岩出市立根来小学校
庶 務 係 小 林　 孝 光 橋本市立応其小学校
庶 務 係 畠 山　 和 久 橋本市立西部小学校
全 体 会 係 長 北 村　 和 久 紀の川市立鞆渕小学校
全 体 会 係 吉 岡　 弘 文 高野町立高野山小学校
全 体 会 係 森 本　 敏 夫 橋本市立紀見小学校
全 体 会 係 堀 内　 俊 孝 紀の川市立長田小学校
全 体 会 係 貴 志　 泰 富 紀の川市立那賀中学校
全 体 会 係 中 野　 隆 文 橋本市立三石小学校
分 科 会 係 長 山 田　 卓 司 橋本市立橋本小学校
分 科 会 係 中 川　 義 英 紀の川市立調月小学校
分 科 会 係 小 林　　 彰 紀の川市立西貴志小学校
分 科 会 係 村 山　 円 祐 橋本市立隅田小学校
分 科 会 係 坂 浦　　 満 紀の川市立中貴志小学校
分 科 会 係 井 上 万 起 夫 かつらぎ町立笠田小学校
分 科 会 係 野 尻　 一 郎 かつらぎ町立笠田中学校
分 科 会 係 藤 井　　 亨 橋本市立橋本中学校
分 科 会 係 田 津 原 一 博 紀の川市立粉河中学校
分 科 会 係 堅　　 邦 康 岩出市立山崎小学校
分 科 会 係 坂 部　 守 哉 橋本市立高野口小学校

役　職　名 氏　名 学　　校　　名

研

 
 

 
 

究
 

 
 

 

部

研 究 部 長 髙 垣　 和 彦 有田川町立藤並小学校
研 究 副 部 長 小 坂　 佳 子 紀美野町立美里中学校
研 究 副 部 長 古 谷　　 登 みなべ町立上南部中学校
会 計 松 本　 修 一 日高川町立中津中学校
全 体 会 係 長 大 田 ま り 子 海南市立下津小学校
全 体 会 係 小 坂　 啓 次 海南市立日方小学校
全 体 会 係 岩 橋　 雅 章 海南市立下津第一中学校
全 体 会 係 中 屋 多 加 志 紀美野町立野上小学校
全 体 会 係 下 田 喜 久 恵 有田市立初島小学校
全 体 会 係 三 原　 清 和 湯浅町立山田小学校
全 体 会 係 辻 本　 節 男 湯浅町立田栖川小学校
全 体 会 係 辻 本　 恵 代 有田川町立粟生小学校
全 体 会 係 長 尾　 英 弘 由良町立由良小学校
全 体 会 係 西　　 厚 美 日高町立比井小学校
全 体 会 係 小 池　 安 彦 印南町立清流小学校
全 体 会 係 野 口　 保 雄 御坊市立名田中学校
分 科 会 係 長 山 名　 将 和 御坊市立湯川小学校
分 科 会 係 山 中　 幸 也 海南市立内海小学校
分 科 会 係 谷 口　 公 志 海南市立大野小学校
分 科 会 係 面 家　 恭 子 海南市立北野上小学校
分 科 会 係 土 居　 久 起 海南市立大東小学校
分 科 会 係 片 桐　　 宏 紀美野町立毛原小学校
分 科 会 係 上 野 山 恭 子 有田市立箕島小学校
分 科 会 係 岡　　 健 司 広川町立津木小学校
分 科 会 係 大 藪　 憲 一 有田川町立西ヶ峯小学校
分 科 会 係 米 田　 和 央 有田川町立八幡中学校
分 科 会 係 津 村　 仁 志 御坊市立湯川中学校
分 科 会 係 山 本　 隆 史 みなべ町立清川小学校
分 科 会 係 谷 口　 信 子 日高川町立川原河小学校

広

 
 

 

報

 
 

 

部

広 報 部 長 柳 原　　 修 田辺市立中芳養中学校
広 報 部 副 部 長 楠 本　 正 二 田辺市立東陽中学校
会 計 中 本　 克 彦 田辺市立高雄中学校
編 集 係 長 中 田　 郁 生 田辺市立田辺東部小学校
編 集 係 永 立　 州 利 田辺市立稲成小学校
編 集 係 三 栖　 偉 俊 田辺市立三栖小学校
編 集 係 瀧 本　　 毅 田辺市立田辺第二小学校
編 集 係 原　　 晶 代 田辺市立二川小学校
編 集 係 佐 竹　 英 己 田辺市立上芳養小学校
編 集 係 音 無　 長 裕 田辺市立上秋津中学校
編 集 係 竹 辺　 志 朗 田辺市立本宮小学校
編 集 係 小 出　 貴 史 白浜町立北富田小学校
編 集 係 多 屋　 滋 美 白浜町立富田小学校
広 報 係 長 大 江　 則 人 田辺市立新庄中学校
広 報 係 森　　 眞 人 田辺市立上芳養中学校
広 報 係 池 下　 誠 志 田辺市立上山路小学校
広 報 係 中 田　 美 幸 田辺市立中辺路中学校
広 報 係 岡 内　 幸 代 田辺市立富里小学校
広 報 係 尾 﨑　 敏 久 白浜町立南白浜小学校
広 報 係 山 本 亜 矢 子 白浜町立市鹿野小学校
広 報 係 山 本　 淳 彦 上富田町立岩田小学校
広 報 係 田 ノ 岡 郁 也 上富田町立上富田中学校
広 報 係 宮 崎　 高 穂 すさみ町立周参見中学校

経 

理 

部

経 理 部 長 中 田　 善 夫 新宮市立丹鶴小学校
経 理 副 部 長 濱 﨑　 和 司 串本町立串本中学校
経 理 係 長 布 引　 伸 幸 新宮市立城南中学校
経 理 係 太 田　 喜 文 新宮市立熊野川中学校
経 理 係 岸 本　 千 世 那智勝浦町立市野々小学校
経 理 係 藤 田　 陽 子 串本町立串本西中学校
経 理 係 山 路　 和 彦 古座川町立三尾川小学校

顧 問 横 山　 和 哉 和歌山市立本町小学校
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編 集 後 記

 『黒潮の熱い想いを全国へ』

「第５３回全国公立学校教頭会研究大会」が、「空青し、山青し、海青し…」と、郷土の詩人佐藤

春夫が望郷五月歌で詠んだ、温暖で豊かな自然に恵まれた和歌山の地において、約半世紀ぶりに開

催できました。

「黒潮の熱い想いを全国へ」の大会スローガンのもと開催いたしました本大会は、三日間開催の

二日間日程という時間的に短い大会ではありましたが、全国各地からのご参加いただいた皆様の熱

い想いや、大会運営にご協力・ご支援いただきました様々な関係諸機関・諸団体の皆様方のお陰を

もちまして、成功裡に終了することができました。ありがとうございました。改めましてここに深

く感謝申し上げます。

さて、第九期のスタートとなる「本和歌山大会」は、昨年度の「旭川大会」の成果を踏まえ、第

九期の全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」に基づき開催しまし

た。

サブテーマには、「学ぶ楽しさ・わかる喜びを感じ　未来に向け力強く生きる子どもの育成」を

掲げ、新学習指導要領にも継続された「生きる力」を育むために、社会の変化にすばやく対応でき

る副校長・教頭としてのリーダーシップの在り方や資質能力の向上について、皆様と研修を深めて

まいりました。

また、第七期より継続している「継続性」、「協働性」、「関与性」に焦点を当てた実践的研究を大

切にし、今大会におきましても「代表参加制」、「参加型分科会」、「開かれた大会」を継承した大会

でもありました。

大会スローガンとして掲げた「黒潮の熱い想いを全国へ」は、シンポジウム、郷土文化の紹介、

各分科会、特別分科会等にも、その想いが流れ、二日間の日程を通して、全国の皆様方と「黒潮の

熱い想い」を共有できたと実感しております。心から感謝申し上げます。

「和歌山大会」の集録ができあがりました。ここに、全国の副校長・教頭先生に「黒潮の熱い想

いを全国へ」発信いたします。「和歌山大会」で伝え合い、共有した多くの成果を各地域や各学校

で還元していただければ幸いに存じます。

最後になりましたが、大会開催に当たりまして、ご支援・

ご尽力いただきました皆さま方に厚くお礼申し上げますとと

もに、全国の会員の皆様の益々の活躍を祈念しまして結びと

いたします。

　

和歌山大会実行委員会 事務局長　 出 口 倫 也黒潮の熱い想いを
全国へ
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