
 

平成２６年度 第１回全国研究部長会【第１日】 

                             平成２６年７月３日(木) 

               会場  都市センターホテル

                               司会   宮脇研究副部長  

                                           記録  糠谷研究部員 

(1) 開会式               

 ① 開会の言葉 伊藤副会長  

   本日、明日の２日間、全体会、ブロック別懇談会を通して秋田大会、静岡大会、各 

  都道府県より一層研究が進められ、深まるようお願いします。 

 

 ② 山田会長あいさつ  

   全国からお集まりいただきありがとうございます。 

   全公教教頭会会則第３条「会員の資質を高める、会員の地位向上、研修活動の充実」

は本会の命。各単位教頭会の皆さんの協力なくては進まない。 

   第１０期秋田大会が開催される。２，５００人の副校長、教頭に集まってもらう。

各単位教頭会の充実→資質向上につながる。 

   第１０期の考え方の共有 皆さんの英知の結集、情報交換会、仲間としての情報交

換、充実した研究部長会となりますようよろしくお願いします。 

 

③ 小川研究部長あいさつ  

   皆さんのご協力を得て大役を務めたい。 

  研究の進め方の共通理解。Ｈ２６研究の手引き、第１０期 全国規模のネットワ－ク

  を生かし、課題解決を図る。 

情報や知恵の収集だけでなく、できることを学び会う全国ネットワ－クを築く。 

  実り多い会となりますよう意見交換を。 

 

 ④ 自己紹介 全公教研究部 ※檀上にて一人ずつ、順番に起立し、自己紹介する。 

 

(2) 全体会    

 ① 第十期「全国統一研究主題」及び「全国共通研究課題」について 

「研究の手引き」をもとに全体像について  小川研究部長 

 

Ｐ２研究の基本目標 

○教育理念に基づく学校教育の実現 

○副校長・教頭としての力量の向上 

○学校の社会的役割の推進 

研究の基本方針 

学校教育の課題解決に努める 

研究成果を政策提言活動（要請活動）に生かす 

全国統一研究主題設定の意義 よりどころ 

Ｐ７～１２ 全国共通研究課題 

継続性・協働性・関与性 



 

Ｐ６ 第１０期の研究の重点 キ－ワ－ドについて 

   教育振興基本計画４つ基本方向を基にしている。 

１ 社会を生きぬく力 

 ２ 未来への飛躍 人材の育成 高校、大学 

３ 学びのセフティ－ネット 地域、家庭の教育力 

４ 絆を大切にする コミュニティ 

学校組織としての責任を果たしていく。 

Ｐ１２ 第６課題  今年度の全国大会を参考にしてほしい 

Ｐ２６～２７ 検討委員会報告 よく読んでおいてほしい 

 

 ② 質疑応答 

 ○新潟県 村川部長 

   成果を要請活動につなげていくことができていない。身近な仲間が休職している。 

  アンケ－トを送ってもどう生かされるかわからない。勤務条件が改善されていない。 

  他の都道府県はいかがでしょうか。 

 ○小川研究部長 

   同感である。要請活動に生かしている地区、そこまでは至っていない。 

  研究と要請をどのようにつなげていくか、ブロック別懇談会で取り上げてほしい。  

  第１０期の流れ 第６分科会 調査活動の発表 

○山田会長 

   要請文の説明 どんな取り組みをしているか。 

  成果を目に見えて発表していく。文科省教育再生実行会議に向けての意見を聞きたい。 

   今までの調査・要請活動が生かされている。教育環境の整備充実を１０月の文科省

局長さんとの意見交換会にて発信をしていきたい。 

 

 

(3) 講演・演習Ⅰ（不易の観点）  

 ① 講師紹介 松澤研究部員   

講師 京都教育大学 客員教授 兼 京都府総合教育センター  

 人材育成支援室 チーフアドバイザー 後藤 文雄 氏 

 ② 講演・演習  

   演題「授業づくりに生かす特別支援教育の視点～みんながわかる授業をめざして～」 

  ・関西のエリアでの管理職研修が多い。 

 ・ＮＨＫ「コミトレ」特別支援に関わる番組 学校現場でのトラブル 問題が起こった 

  時の対応（学校・家庭） 

  ・授業の始め どういう点に注意して授業を始めればいいのか。どの教科でも考えてい

かなければならない。 

   ・幼稚園の特徴 うろうろする、授業中じっとしていられない、不器用、自立心が弱い 

          →発達障害の子ども 

   浮き彫りになって小学校の先生方がたいへんになる。 

・中一ギャップよりも中二病 どうにもならない、落ち着かない、エスケ－プする 

   不登校が増える、急にしんどくなる、中だるみ、子どもたちなりに困りを感じている 

・高一クライシス 人間関係がうまくいかない。不登校→中退へ 



 

 

 ・多様な支援 

朝ごはんを作ってもらえない中学生 人の弁当を盗むため職員室で弁当を管理した。 

  職員室の隅からサッと持っていく。先生方へおにぎり一個持ってきてくれませんか。 

  別室で子どもに食べさせる。すべて家庭の問題。 

経済的な問題「校長、悪いけど二万円貸してくれや。先生方に５千円貸してくれ。」 

 ・発達障害の割合 

  平成２４年１２月 ６．５％程度 文科省調査 幼１０％ 

低学年ほど浮き彫りになる。中学校では、発達によって見えにくくなる。適応する部

分がでてくる。学年が進行するに従って少なくなっている。発達障害は治らない。も

って生まれたもの。 

  ・発達障害とは 

       ＬＤ（学習障害） 

       ＡＤＨＡ（注意欠陥多動性障害） 

   高機能自閉症・アスペルガ－症候群は削除され、自閉症スペクトラム障害に医療分野

で一本化された。 

 ・インクル－シブ教育 すべての子どもを支援する。 

  子どもを分けてきた→成果もある 

  アメリカでは廃止している 

  今の状態を残し、みんながどうやれるか。 

 ・８年目を迎えた特別支援教育 

  特別支援教育コ－ディネ－タ－の養成はできているか。  

   学力充実に向けての取組はどうか。ＬＤの子どもはどうしていくか。 

成人発達障害の方から「もう少し学力をつけてほしかった。」 

 ・差別の解消と合理的配慮 

  差別を解消するまでの措置 法的義務「あと２年半しかない」 

 ・対応の基本姿勢 発達的な視点でみる→科学的なとらえ 

  発達障害の子どもの特性 身体の中心線を越えられない 

  赤ちゃん 利き手が決まっていない 

  発達障害の子ども 利き手が決まると中心線（真ん中の壁）を越えられない特性があ

る。正中線交叉運動 両腕回旋運動ができない 

  全員右利きなのに図工でパレットを左に置く、ノ－トを左に置く→右側へ 

  授業の始めに筆箱・ノ－トの位置を気にしてやる。         

 ・枠の心理的三要素 

  発達障害の子ども 枠があったら枠の中を見たがる 

  「枠をつくったらわかりやすいよ。」と一言、言ってやってください。 

  教室前は必要最小限ですっきりさせ、それ以外のものは教室横・後ろへ 

  教師でも発達障害がある。黒板にいっぱい書くのが好きな先生。縦に書いたり、横に 

        書いたり・・・高校の公民の先生は書くところがなくなって空いているところに斜め 

に書く。そして「必要なものを写せ。」→無理 いらなくなったものは消す。 

 ・ＡＤＨＤの症状 

        プリントをやっていない。不注意性 見通しが持てない 課題を最後までやりきれな

い 「１０分間できるところまでやれ」「だってどこまでできるかわからない」 



 

        だから、トラブルを起こす。→赤い線を引き、「ここまでやりなさい」 

  ＡＤＨＤの子どもがえんぴつを落とし、拾ってくれた子どもに「取りやがったな」 

  と言って相手を倒し、腰を打つ。（衝動性） 

 ・瞬間・瞬間を生きるスライド型 

  ＬＤ児、ＡＤＨＤ児は、連続性のある一本のフィルムではなく、一つ一つの場面で 

  成り立っているスライド 

  よい部分と悪い部分を整理して、スライド型で話す。 

 ③ 質疑応答  

④ 謝辞 山下副会長 

     学校でのさまざまな課題→発達障害に起因している 

   誰にとっても過ごしやすい学校生活に。  

 

 

 

【第２日】                        司会 小関研究部員 

記録  糠谷研究部員 

 全体会   

 (1)全国大会について   

 ①本年度５６回秋田大会について 秋田県研究部長代理 船山 

    豊かな人間性と創造性を育む学校教育 

  キ－ワ－ド 生き抜く力・絆づくり 

  サブテ－マ 絆を大切に 生涯にわたって自立・協働・創造していく子どもの育成 

  日本がめざすべき社会 

   不易の課題 学び 

   喫緊の課題 防災・安全・安心・危機管理・いじめ・体罰問題 

  ・１日目 

    開会行事 岩手・宮城・福島からのメッセ－ジ 教育現場の復興 

         郷土文化紹介 

    シンポジウム どのような子どもを育て 

            〃  学校 

            〃  教師集団をめざすのか 

  ・２日目 分科会 

  ・３日目 研究のまとめ 各分科会の様子の紹介   

       記念講演 橋本五郎氏「いま教育に必要なもの」 

  わか杉を育む志 熱く 高く 

  杉を子どもにたとえ、杉がすくすくまっすぐ伸びるように 

  副校長、教頭をはじめ、家庭や地域とともに志を熱く、高くもって 

  

 

 

 

 



 

 ②次年度第５７回静岡大会について 静岡県佐藤研究部長 

  豊かな人間性と創造性を育む学校教育 

サブテ－マ「郷土を愛し、人との関わりを大切にし 夢に羽ばたく子どもの育成」 

キ－ワ－ド「生き抜く力・絆づくり」にも関わってくる。 

子どもたちの自己実現、夢実現  

  平成２７年７月２９日～３１日 浜松市にて開催 ３０００名の参加を 

  シンポジウム コ－ディネ－タ－ 村山 功 氏 静岡大学教育学部附属教育実践 

                         総合センター長 

         シンポジスト 平山佐知子 氏 元ＮＨＫ静岡放送局キャスタ－ 

                松永 勝裕 氏 株式会社アンビ・ア代表取締役 

               「誠実をモット－に社会に必要な企業であり続けること」 

 

③ブロック別懇談会報告  

＜北海道ブロック＞ 長内研究部長 

 ・研究部長会は非常に有意義、全国の情報が手に入る。ブロック別に分かれた時、他の 

  ブロックは、それぞれの都道府県だが、北海道は６名は北海道教育委員会所属なので 

  他の地域と交流できれば深まった。 

 ・代表参加制、参加型分科会 持ってきた課題の交流がよい。お互いに横のつながりを 

  持つことが有意義。教頭がネガティブであってはいけない。 

 ・特別支援教育の今後 インクル－シブの教え 重要 自ら学びなぜ重要なのか 

  ミドルリ－ダ－を中心にコ－ディネ－タ－を育成しなければならない。 

  初任者や通常学級でうまくいかない人がなる場合があり、プロとして育てなければい

けない。 

 

＜東北ブロック＞ 岩手県 加藤研究部長 

 ・６人のうち新人５人、この会に期待することが大きい。 

  研究部長会 各ブロックや全国での対応、流れ、情報を知りたい。 

  各地区の大会の持ち方 地区教頭会だが、新しい情報が得れるのは大切なこと 

 ・特別支援教育 子どもの困り感、親・教師の困り感 知識として知って寄り添うこと

が大切 

 ・第 ９期 おおむねよい形で進んでいる。さまざまな対応をしている。 

  第１０期 キーワード 秋田の全国大会サブテ－マを中心に設定している。 

 ・キーワードのあり方はどのようなものになるのか。どのようにかわっていくのか。 

 ・教員の年齢層のアンバランスをどのように資質向上していくのか。 

 

＜関東甲信越ブロック＞ 埼玉県 神座研究部長 

 ・研究部長の選出方法が各都道府県によって違う。研究部長は、複数年で引き継いでい

けるとよい。いろいろな課題に向け、取り組んでいる。 

 ・特別支援学級の人的配置、校内人事 県・都・国レベル どのような方（力量）が配

置されているのか。学級がうまくいかない方、経験５年目で特別支援学級に配置され

るところもある。特別支援コ－ディネ－タ－が活躍している。 

 ・校内委員会やケース会議 次に引き継ぐ方がいないと教頭が橋渡ししなければならな

い。 



 

 ・９期 参加型分科会 

     継続性 単位教頭会では確保されていても前年度の成果・課題が引き継がれて 

     いるのか。 

     協働性 単位教頭会の取組に差がある 

 ・１０期の展望 

  第６分科会の考え方 全国・ブロック・各都県の整合性、継続性、連続性をどうして

いくか。  

 ・長野県 アプローチを継続している 

 ・各県研究大会の参加状況はさまざまなので、しっかりと参加を呼びかけていきたい。 

 

＜東海北陸ブロック＞ 静岡県 佐藤研究部長 

・自己紹介では、コミュニティスクール、デジタル教科書、土曜日授業、全教室へエア

コン設置とさまざま 

・もっと特別支援を勉強しなければならない。どの子どもにも役立つ。特別支援学校で 

 働いていた教員のアドバイスが大きい。 

・９期 学校教育、子どもたちの課題 具体的な実践例 

少人数の話し合いは有意義 全国の先生からのアドバイスを期待している 

 ・１０期 要請活動 効果はあらわれにくいが、継続していく。 

 ・大量退職、若手の増大 

  年齢構成のアンバランス 若手教員・ミドルリーダーの育成は急務 

 

＜近畿ブロック＞ 奈良県 大村研究部長 

 ・都市部を中心に事務処理のデータ化が着々と進んでいる。先生方の仕事が減った分 

  教頭職の仕事が増えた。チップを自宅へ持ち帰り、学校のパソコンへ入る。 

 ・保護者のニーズに応え、給食、ソーラーパネル、エアコンの設置がされたが、職員

の負担が増える。学校が深夜、休日まで対応してくれると思っている。 

  ・組織的な指導体制を聞きたかった。今の現場へ持ち帰り、伝えることが大切。 

  ・「研修はできても研究は難しい。」研究のできる学校、研究のできない学校、研究

をしているふりをしている学校 

  ・生徒指導 学校→地教委への報告書の作成で何度もやらされ「もういい加減にして 

ください」とノイローゼになってしまう。指示よりも報告のたいへんさ。見失って

いる部分がある。学校が生き抜く力をやっていかなければいけない。 

  ・中学校の先生の勤務時間の長さについての報道は、全国でブラック企業と言われた 

   もの。国がどのようにやってくれるのか。 

ハード面 ウィンドウズ９５でオフィス２０１３を動かせと言っているようなもの 

        フェラーリを軽のエンジンで走らせと言っているようなもの 

   全国の様子を共有し、この声を国へ届けて改善してほしい。 

 

＜中国四国ブロック＞ 島根県 川瀬研究部長 

 ・先生方が忙しく、さまざまな子どもへの対応がたいへん。 

 ・特別支援の研修が進んでいる。保護者への対応がもっとたいへん。学校だけでは十

分なことができない。 

 ・９期 できた 



 

・１０期 もう少し深めたかった。中心的なことはわかったが、第６分科会について 

 中国ブロックは割り当てがある。香川県は、業務改善を中心に取り上げている。 

 全体の場で深めていく。研究テーマ、キーワードは先生方に深めていく必要がある。 

 

＜九州ブロック＞ 福岡県 阿利研究部長 

  ・特別支援 １年生通常学級に入る子ども 判断が難しい→担任がたいへん 

   就学時健診 知能検査・国からの情報、支援学級の見学 

  保護者とコミュニケーションをとりながらやっていかないと難しい。  

   ユニバーサルデザイン 担任へも伝えたい。 

  ・参加型分科会 事前にレポートを書いて参加すれば討議も深まる。書くのは手間が 

   かかる。グループ討議は県の大会でも取り上げたい。会場の広さ、場所の問題もあ

るが有効。 

  ・関与性 紙面・ＨＰで紹介。校長会との関連は県によってすり合わせされている。 

   校長先生方が、教頭会は何をやっているのか知らないところもある。 

  ・１０期 ６課題 研究内容として扱わない。 

  ・絆づくり 教師と保護者、保護者同士 絆を深めるために 

   学級懇談会も少人数参加型で教師はファシリテーターに。教頭が研修し、各担任へ 

   伝えている。 

(２) 講演・演習Ⅱ （喫緊の観点）  

①講師紹介 坂口副会長  講師紹介原稿作成 三角研究部員 

講師 文部科学省 教育課程調査官 教科調査官 田村 学 氏 

演題「２１世紀型学力の育成」 

・充実した教育活動 教頭は学校の中心、要 

 学習指導要領の改訂については、新しい情報をつかんでほしい。 

・教育再生会議 第五次提案 学習指導要領の改訂 本年中に教育審議会が始まる 

 中央教育審議会は２年間で答申を出している。答申から告示まで２ヶ月。 

 平成２８年度末、平成２９年３月 改訂告示 

・高校 授業改善 チョークアンドトークの授業 

 大学 トークアンドトーク  

アクティブ・ラーニングへ「自ら学び共に学ぶ教育を」 

・次の学習指導要領は、出口の評価・内容のみならず、方法を示した方がよい。 

 構造化の視点 

 ア）汎用的能力 教科の横断→実社会で活用できるもの 

         発想ものの見方、考え方 

         言語活動 教科目標の実現 思考力・判断力・表現力の育成 

              問題解決能力 コミュニケーション能力   

イ）教科の本質 

ウ）事実的知識・個別的スキル→今までの指導要領 

・２０１１年入学児童の就職先の６５％は、現在ない職業。２０年後は、今ない仕事に 

 なるだろう。今までと同じではよくない。 

・日本の子どもの学力実態 高得点者は伸びているものの低得点者は伸びていない。 

             ２極化 

・成果のあがる教授法 生徒間の相互意見交換、探究活動 



 

・２１世紀型学力を育成する 

 子どもが受身・個別→探究・協同 

 キャッチアップ→イノベーション 

・２１世紀の社会に求められる人材 

 汎用的能力（実社会で活用できる能力）の育成  

就職基礎能力・人間力・キーコンピテンシー 

 こんなに社会が変化し、この変化に気づいていない人がいる→学校の先生 

 保護者がかわってきている 

・子どもの内面にある問いを顕在化する 教師の力量もう一度、意識する 

・思考ツ－ル→アクティビティ－を用意することによって子どもの学習が活性化する 

・比べて考える、分類して考える、序列化して考える→用意する 

 社会科資料２枚 可視化・操作化 情報が目の前にあるので、子どもが主体的に学ぶ。 

・学力向上の成果 

 総合的な学習の時間の現状 

  見通し、振り返りをていねいにやっている 

  総合、探究（活用する能力）をしっかりやっている 

  秋田県では、探究的に学ぶことをていねいにやっている→全国学力・学習状況調査 

                            無回答が少ない  

・活用の価値 知識はバラバラに入っている。単独型の知識 

       知識をネットワ－ク化 関連系の知識→使える知識 思考力・判断力 

       使えば使うほどよくなっていく、関連づける    表現力 

・受身・個別から探究・協同の授業づくりへ 

 ２００９年→２０１１年 日本の学力のＶ字回復 アジアの奇跡と言われた 

 カリキュラム改革 総合的な学習の時間 

一方的に教えて教師の一方的な満足感 教師はティ－チングとファシリテ－タの両方 

 を身に付けなければいけない。世界最先端のハイブリッドモデルに 

・探究・協同の場 

 一人ぼっちは難しい 何となくいるのではなく、自分の目標や目的がある 

 主張できる子ども、アウトプットできる子どもを育てなければいけない 

・新しい学びの場づくり 

 自立的なコミュニケ－ション 

・これからの社会 絶対の正解はない プロセスを通して能力を育成する。 

 能力の育成はプロセスの充実。 論理的思考力の育成はプロセスを育成する。 

 これまでは、子どもに何を教えるかを考えてきた。これからは子どもにどう教えるか。 

 

②質疑応答 

 

③謝辞 西原副会長 

  ・実践に基づき、わかりやすいお話でほんとうに勉強になった      

・授業はおもしろい、子どもはおもしろい 同じ新潟の方で、誇りに思う   

  ・授業研 ７～８年目 探究型の交流授業    

  ・秋田大会 これからもご教示とご指導をよろしくお願いします。 

 



 

(３) 全体会   

 ① 振り返りシートの記入   

② 終わりの言葉  伊藤副会長  

  ・第１回研究部長会たいへんお疲れ様でした。ふだん漠然と思っていたことが、やっ

ぱりそうだったんだと思うことが多かったのではないか。 

  ・懇親で共有ができた。同じ苦労をされている。 

・秋田全国大会、各ブロック大会 ラストスパートを  

  ・１２月 第２回研究部長会では晴れやかな気持ちでの参加を 

   健康にはご留意を        

  


