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札幌大会を終えて 全国公立学校教頭会
副会長　安村　宏晃

　北の大地　北海道札幌市で第
60回全国公立学校教頭会研究大
会札幌大会が８月１日～３日に
行われました。全国の会員の約
１割にあたる2,900名が一堂に
会し、札幌コンベンションセン
ターを中心に全体会に分科会に

と意見を交換し、活発な協議を行ないました。
　開会行事に先立ち行われた郷土の文化紹介では北
野少年少女合唱団による北海道に縁のある歌を中心
とした歌声と、今や全国各地で行われるようになっ
た「よさこいソーラン」の発祥の地である北海道で
活動されているGOGO̒ S＆クワザワグループの力強
い演舞、そして、北海道総天然色の映像で北海道四
季折々の魅力を紹介しました。開会行事では、多久
副会長が緑織りなす北海道のすばらしさを伝える言
葉で札幌大会の開会が宣言されました。杉江会長が
本大会を支えていただいている皆様への感謝と７月
豪雨への哀悼とお見舞いの気持ち、本大会の意義を
伝える内容の挨拶をしました。稲上実行委員長の
「オール北海道、チーム北海道でいい大会を！」に
込めた北海道教頭会の意気込みあふれる挨拶と続
き、来賓祝辞で、お越しいただいたご来賓の方から
ご祝辞を賜りました。
　全国公立学校教頭会の全国統一研究主題への２年
目としての取組、実践研究の成果が幅広く実際のマ
ネジメントに生かされることへの願いを込め、小林
研究部長が基調提案を行いました。
　引き続き行われたシンポジウムでは、会社社長、
オリンピック金メダリスト、文部科学省の調査官と
職の異なる３人のシンポジストの話をコーディネー
ターの勝野先生がまとめられました。
　最初に、北海道教頭会　齊藤研究部長よりこのシ
ンポジウムの趣旨説明を行いました。勝野先生がチ
ーム学校への提言としてその背景や授業や指導体制
の改革に向けた取組、学校における職種間の連携や
協働についての基調提案がありました。その後、経
営者の立場から、スポーツを通して、教頭経験者で
あり、新指導要領をひもとく文部科学省調査官とし
て「活力ある学校づくり」のテーマでの提言があり

ました。
　大会２日目は、10の分科会に分かれての協議会と
なりました。それぞれの分科会で、3Cの継続性、
協働性、関与性に焦点を当て、各分科会の課題の協
議が行われました。
　私は、特Ⅰ分科会「特別支援教育を通した活力あ
る学校づくり」に参加しました。講師の山元加津子
先生の経験から気づかれたこと、子供から教えられ
たことを中心に、「大好きは、魔法の言葉」として、
「大好きが」人と人とを良い関係にしていくことを
話されました。
　そのあとの協議会①では、感想交流や勤務校での
取組を語り合いました。協議会②では、話題にする
内容を「特別支援教育への副校長・教頭の関わり」、
「特別支援教育を充実させることで、活力ある学校
にしていくためには」などのテーマに絞ってそれぞ
れのグループで話し合われました。お互いの考え方
や取り組み方に共感しあいながら活発にディスカッ
ションされていたのがとても印象的でした。協議会
①でお互いが知り合いとなり、協議会②では、お互
いの思いを分かち合う仲間となっていたように感じ
ます。分科会の始まる前と後では、会場の雰囲気が
穏やかでより温かみのある空間に変わっていまし
た。そんな雰囲気を皆さんと一緒に味わうことがで
きて私自身もとても幸せでした。
　大会３日目は、前日本ハムのヘッドコーチの白井
一幸様の記念講演が行われました。会場にいる参会
者全員を選手に見立てて雄弁に語られるその姿にだ
れもが引きこまれ、明日からの自らの業務に生かせ
るな、と実感できました。
　最後の閉会行事では、研究大会の閉会が宣言さ
れ、会長、実行委員長が大会を振り返って挨拶を行
いました。そして、次年度開催県の滋賀県へのバト
ンの引継ぎで幕を閉じました。
　札幌の地で語られた多くのことが、また、語った
多くのことが、われわれ副校長・教頭の生き方や仕
事の仕方に必ず何か変化を与えています。
　これからも未来を拓き続ける副校長・教頭とし
て、ともに学び続けていきたいと思える素晴らしい
大会の開催、本当にありがとうございました。

9月6日北海道胆振東部地震が発生しました。犠牲となられた方々には謹んでお悔み申し上げますとともに、
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
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８／１【開会行事】【シンポジウム】
　　　 札幌コンベンションセンター
８／２【分科会】

札幌コンベンションセンター、札幌サンプラザ、
札幌プリンスホテル国際館パミール

８／３【研究のまとめ】【記念講演】【閉会行事】
　　　 札幌コンベンションセンター

　第60回全国公立学校教頭会研究大会札幌大会が、８月１
日（水）から３日（金）の３日間、北海道札幌市で開催さ
れた。全国から約2,900名の会員が集まり、充実した研究
大会となった。
　初日、郷土文化紹介として、北野少年少女合唱団を迎え、
素晴らしい合唱が披露された。その後、GOGO S̓＆クワザ
ワグループによ
り軽快なリズム
に乗った見事な
YOSAKOIソー
ラン演舞が披露
された。
　開会行事では、杉江淳一　全公教会長、稲上敏男　札幌
大会実行委員長の挨拶に続き、文部科学大臣　林　芳正様
（代理）、北海道知事　高橋はるみ様（代理）、札幌市長　
秋元克弘様、全日本中学校長会会長　山本聖志様（代理）
よりご祝辞をいただいた。全国連合小学校会　常任理事　
本間達志様、北海道中学校長会会長　𣘺本直樹様をはじめ
とする多くの教育関係の方々にご臨席を賜り盛大に開催す
ることができた。
　会長からは、被災地に対するお見舞い、来賓の皆様・ご
支援ご協賛をいただいた方々への感謝について話された。
そして、全国公立学校教頭会の「政策提言能力を備えた職
能研修団体」としての活動や大きな柱である研究活動の全
国統一研究主題について話された。
　実行委員長から
は、北海道命名
150周年を迎えた
この地で本大会に
参加された皆様へ
の思い、ご来賓の
皆様への感謝の気
持ちを述べられた。そして、本大会のサブテーマへの思い
と捉え方について述べ、「元気な副校長･教頭！元気な教職
員！元気な子供たち！そして、元気な学校づくり！」を全
国からの参会者と共に考え、発信していきたいと、挨拶さ

れた。
　祝辞の中で文部科学大臣より、学習指導要領の改訂で目
指しているもの、日々の活動に対するねぎらいと激励、本
大会の成功を願う気持ちなどのメッセージを頂いた。
　開会行事に続いて基調提案で、研究部長より第11期テー
マについて、「豊かな人間性や創造性」を育みながら、自
立した人間として未来を切り拓いていく力をもった子供た
ちを育む「活力ある学校づくり」を推進していくために副
校長・教頭の役割を考えていきたいと提案された。
　その後、『豊かな心とたくましく生きる力を育む　活力
ある学校づくりの推進』を中心テーマにシンポジウムが開
催された。（詳細は３・４ページを参照）
　２日目は、３会場、10の分科会に分散し、協議を行っ
た。各分科会では、提言の内容をもとに、テーマを振り返
りながら、話し合いを進め、参会者同士の絆を深めるとと
もに、副校長・教頭としてのあり方について熱い議論が行
われた。（詳細は５・６ページを参照）
　３日目は、研究のまとめとして各分科会で議論された内
容について全公教の研究部員から報告され、本研究大会が
総括された。続く記念講演では、野球評論家　前北海道日
本ハムファイターズ
ヘッドコーチの白井
一幸氏を迎え、「組
織の活性化を実現す
るナンバー２の役
割」の演題でご講演
いただいた。
　北海道日本ハムファイターズにおける選手育成、チーム
づくり、ヘッドコーチとして務めてきたことをモデルケー
スとして話していただいた。ヤンキースでのコーチ研修時
代に世界一を目指すチームとの違いに気付いたことや北海
道日ハムファイターズの２軍監督・ヘッドコーチになっ
て、選手に「日本一を目指す」ためにどのように取り組ん
だらよいかを話したことなどが語られた。そして、「日本
一」を目指すため、目的に対して質の高い練習をしていく
ことやゆとりをもつことの大切さを熱く話していただい
た。
　続く閉会行事では、会長より大会運営に当たられた方々
へのねぎらいと３日間で得られた成果について語られた。
また、実行委員長よりこの３日間の研究大会では、全国か
ら参加された副校長・教頭の力が結集していい大会になっ
たと総括された。
　そして、次年度の滋賀大会実行委員長より魅力ある滋賀
県での開催に向けた意気込みが語られ、しっかりと滋賀大
会へのバトンが引き継がれた。

第60回　全国公立学校教頭会研究大会札幌大会
研究主題　『豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育』

　　　　　　　キーワード　〈自立・協働・創造〉
　　　　　　　サブテーマ　「豊かな心とたくましく生きる力を育む　活力ある学校づくりの推進」

特 集
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【基調提案】勝野正章氏
　今回「豊かな心とたくましく生きる力を育む活力ある学校づ
くりの推進」というシンポジウムテーマを頂戴した。私が最初
に思い浮かべたのは、「チ－ム」という言葉であった。今回の
分科会でもテーマになっている「働き方改革」、特別支援教育
の充実、新たな教育課題への対応、貧困、教育格差の実態、外
国に繋がりのある子供たちが増えていること、様々なことが
「チーム学校」の必要な背景として挙げられている。子供と向
き合う時間を確保すべきことは、10年以上国でも推奨されてき
たが、現実的には学校現場はますます多忙化し、教職員の長時
間過重労働は大きな問題となっている。さらに先生たちが健康
問題だけでなくやりがいを感じられるかということが大きな要
因となる。先生たちが疲弊してしまえば、子供たちに悪い影響
を与えることは明らかで、教職員の過重労働の問題は教職員だ
けの問題ではない。外国であれば専門スタッフが分担している
にも関わらず、日本の学校では教員がありとあらゆる職種を担
ってきている。平成28年度に文科省が行った勤務実態調査で、
一番働いているのが副校長・教頭先生である。小学校で平均12
時間12分、中学校で12時間６分（教員の１日あたりの学内での
勤務時間）となっており、10年前と比べて小学校が49分、中学
校で21分増えている。こうしたことを背景に「チーム学校」と
いうことが言われた訳だが、もう少しそれぞれの背景について
踏み込んでいきたい。
　また、子供たちが「いかによりよい人生を送るか」、深い学
びを今回のテーマにもあるように「豊かな心でたくましく生き
る力」につなげることを共に考えていきたい。
【提言①】野村文吾氏
　十勝バスは、十勝エリア、19自治体のうち14自治体をカバー
している。40年前までは、2,300万人の利用があったが、現在
ではその80％にまで減少した。資産売却、車両更新の先延ば
し、人件費削減（60％）等でしのいでいる状態のなか、1998
年に会社を引き継いだ。当時の会社は、風紀やルールがなく、
苦悩の日々が続いた。そんな折、幼馴染の会社社長から社員を
愛せよと諭され、社員を愛し個性を認め強みを生かしていく経
営、改革を10年間進めてきた。その結果、会社は生まれ変わる
ことができた。
　一番嬉しかったのはバス運転手の笑顔だ。社員をもっと輝か
せたいと思い考えた。その結果、自分を脇において社員を前面
に送り出すこと、陽の当たるところに社員を出すことだと気付
き取り組んだ。もっと輝かせようと思ったときに気付いたの
は、誇りをもたせることが重要だということだった。地元の高
校生が「十勝バスの取組を見て」というテレビの取材に対して
「十勝が素晴らしかった」と答えたり、自分の地域を誇らしく
感じたりする、これが今の高校生の感受性なのだろうと思って
いる。十勝バスの取組のように自ら行動して変えていくことを
見ることによって、人やモノに憧れを抱き自分もできるという
自信、信念、誇りをもっていくことにつながると思う。今、十

勝は大変元気がある地域に生まれ変わり始めた。もっともっと
元気になるであろうと、私もそこに力を注いでいきたい。
【提言②】阿部雅司氏
　自分は、小学生のころからエリートであったかというと、全
くそうではない。小学校１年生から普通のゲレンデスキーをや
り、小学校３年生の時に、五平先生と出会いジャンプを始め高
校でも五平先生からスキーに誘われた。先生との出会いがなか
ったら今の自分はなかった。
　２回目のオリピックで団体戦から外された。頭をガーンと殴
られ、ふてくされたい気持ちが湧いた。しかしその思いを抑え
込み、裏方として荷物持ちやスキー板磨き等を行った。
　３回目のオリンピックでは、団体戦の代表に選ばれた。スタ
ートのバーに向かった時に、何でこんなにビビっているのか、
ここで失敗しようと転ぼうと一所懸命やってきた結果じゃない
かと思って、開き直って飛んだら、シーズンで１回も飛んだこ
ともないK点ジャンプを飛ぶことができた。自分でも驚いた。
金メダルを獲得した。表彰式で荻原と河野が僕を肩車してくれ
た。びっくりしたが、２人が選手村に入った時に、前回のオリ
ンピックの時、補欠で悔しいはずなのに、一生懸命僕たちのた
めに頑張ってくれた阿部さんに何とかメダルを取らしてあげた
い、もしメダルを取れたら、今回は阿部さんを目立たせてあげよ
うと２人で考えてくれていた。本当にいい仲間とスキーができ
た。補欠の時にふてくされていたら、この金メダルはなかった。
【提言③】安部恭子氏
　活力ある学校とは、子供たちの元気なあいさつや明るい歌声
が響き、子供たちの笑顔が輝く学校であり、先生方にとっても
やりがいや居がいのある学校だと思う。学校づくりと学級づく
りは同じである。安心して発言できる、任せられた仕事にしっ
かり取り組む、見通しをもって活動に取り組む、他者の失敗に
も寛容で温かい雰囲気がある。そんな学級集団をつくるために
は、多様な集団活動を通して、子供たちが互いのよさに気付
き、支え合い、認め合うことができるようにする。学級経営で
一番大切なのは、学級活動における自発的、自治的な活動を通
して、子供たちが自ら学級生活や人間関係をよりよくしようと
する意識を高めることである。学校づくりも同じで、子供たち
も先生方も保護者も学校に愛着をもち、学校教育目標の実現に
向け、共によりよい学校をつくろうという思いをもてるように
したい。
　副校長・教頭は、職員室の担任である。活力のある学校づく
りのためには、リーダーシップを発揮するだけでなく、ファシ
リテーターとして経験や立場の異なる先生方をまとめたり、相
手の立場に立って理解し、潜在的な力を引き出したりして、自
立した組織をつくることが大切だと思う。

勝野氏
　現在の学校に対して、もっとこういうところを考えるとより良
い学校になるのではないかということをお聞かせいただければ。

● 全体シンポジウム ●
テーマ「豊かな心とたくましく生きる力を育む活力ある学校づくりの推進」

コーディネーター
勝野正章 氏
東京大学院教育学
研究科教授

シンポジスト
野村文吾 氏
十勝バス株式会社
代表取締役社長

シンポジスト
阿部雅司 氏

名寄市スポーツ推進アドバイザー
リレハンメル冬季オリンピック
ノルディック複合団体金メダリスト

シンポジスト
安部恭子 氏

文部科学省初等中等
教育局教育課程課
教科調査官
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野村氏
　学校の現場では、教員に対して家族のような気持ち、つま
り、愛情をかけていただきたい。手塩にかけて育てていただき
たい。教育というものは、将来に向けての人財育成、人間力育
成の場であろう。
阿部氏
　小学校の段階から、課題を解決するために話し合ってよりよ
く合意形成を図る力を付け、協力して実践したことで学級・学
校生活や人間関係がよりよくなったという実感をもたせたい。
そして、目標をもち、つらいことにもくじけずに努力したり、
なりたい自分に向かって自分のよさを生かしてがんばったりす
ることができるような、自己実現につながる力を育んでほしい。
安部氏
　小学校の段階からしっかりと子供たちに話し合う力、より良
く合意形成を図る力を付ける。自分たちの学級生活、学校生活
を自分たちの手でより良くするのだという意識や協力して実践
したことでよくなったなという実感をもたせる。学びに向かう
力や目標をもって辛いことにもくじけずになりたい自分に向か
って頑張れる自己実現の力を育んでほしい。
勝野氏
　会社が変わっていくのに、10年という単位を示していただい
た。学校の先生としては、今いる目の前の子供たち、今ある学
校の課題ということを考えると、少しもどかしいことも感じら
れた。その点でもう少し早くできるような何か施策があるか伺
いたい。
野村氏
　確信をもって臨めば、そのスピードは速くなると思う。しか
し、スピードを上げれば上げるほど、相手からの信頼度は醸成
されないと思う。その信頼度をどう醸成させるか、私は両極を
しっかり見て、自分の極と相手の極、それは違えば違うほど、
相対する真反対にいる場合もある。その両極をしっかり見据え
て受け止めた上で、そのど真ん中、中道を突き進むべきだと思
う。
勝野氏
　ポジティブな考えができずに否定的な意見があるという選手
の話を伺ったが、日本の選手と海外の選手とを比べて、こうい
うことを教育の上で付けてほしいという力があれば、お聞かせ
いただきたい。
阿部氏
　海外に行きだした時に、コーチも選手も英語が喋れなかった
が英会話の勉強をして少し話せるようになって選手と話してみ
た。海外の結果を出している選手はすごい人だなとか、今まで
不愛想で嫌な奴だなと思っていたのがすごく義理人情が厚くて
いい人だとわかった。言葉って本当に大事だなと思った。同じ
人間なのだから負ける訳がない、そういう気持ちになれた。今
の子供たち、小学生、中学生から、英語を勉強すれば大人にな
ってから本当に世界をグローバルに見られるような人間になっ
ていけると思う。
勝野氏
　活力ある組織づくりのために経営者と幹部がより良い形のタ
ッグを組むということは不可欠なのではないかと考えるが、そ
のようなより良い管理職としての関係性を形成する上で幹部の
方に求めることは何かあるか。
野村氏
　教頭先生が現場の先生たちを、現場の先生は子供たちをとい
う話をしたが、校長先生は教頭先生に愛情を注ぐことが必要だ
と思う。私は当社の管理職社員に全面的に愛情を注いでいる。
現場の社員、運転手さんにも注いでいる。とにかくフェイスト
ゥフェイスで、「あなたの個性はここだよね、僕には無いとこ
ろなのだ、僕にはそれが必要なんだ、だから協力してほしい」
とこの20年間言い続けている。社員の中には、やっぱり意見が
合わなかったり、違うことを考えていたりする社員もいるが、
個性を認める、「あなたの強みはここだから、ここを生かして
ほしい」と伝えることでお互いに一体になりチーム力が上がっ

ていく。校長先生と教頭先生の関係も間違いなく愛情をもった
間柄になってほしい。
勝野氏
　まとめに全国の副校長・教頭先生にエールをお願いしたい。
野村氏
　大切なことはどんな時でも自分を脇において相手を引き立た
せてあげる。これが非常に重要なことなのだと思う。自分を脇
に置く、どこまで自分の役割に徹していられるかということ
だ。
　それともう一つ。「恩送り」と書いて「おんくり」と読む。
日本に古くからある言葉だが、現代ではちょっと薄れてしまっ
て、別な言葉に置き換わっている。「恩返し」である。「恩返
し」はいただいたものをその方に返して終わりだが、「おんく
り」は受け取ったものをより良きものにして、次に渡していく
ということ。前任の教頭先生からいただいたものを少しでも良
きものにして後任の教頭先生に渡していく、この「おんくり」
を続けていけば、無限連鎖で非常に素晴らしいスパイラルに入
っていく。世の中を変えたい、良くしたい、だからこそ自分で
行動して変えていく。そしてそれを先生方が見て、憧れ、自分
もできるという自信、信念、誇りをもつだろう。是非、教頭先
生は、自分で行動して変えていく姿を後任の教頭先生に見せ、
後任の教頭先生が憧れ、自信と信念、誇りがもてるように「お
んくり」を続けていっていただければと思う。
阿部氏
　私はスキーを通じて学ぶことが大切なことだといつも心に刻
んでいる。本当に失敗して学べることってたくさんあると思
う。失敗を恐れずにいろんなことに挑戦していこうと思ってい
る。失敗が多ければ多いほど、経験豊富な人間になっていけ
る。また、相手の立場になって考えてみる。相手が嫌がる言葉
より、どう言えば相手が喜ぶか、どうすれば相手が喜ぶのか考
えれば、間違った答えはないのではないかと思う。それと目標
や夢があったら、どんどん口に出して言うようにしている。そ
うすることによって、日頃の生活態度、行動が変わる。変わる
ことによって、目標や夢が自分にどんどん近づいて来るのでは
ないかと思っている。これは子供たちも一緒だと思うので、子
供たちにもどんどん目標や夢を言わせるようにすれば、子供た
ちはそれに向かい行動が変わっていくと思う。
安部氏
　企業ではチームビルディングということをとても大事にして
いる。仲間が思いを一つにして、一つのゴールに向かって進ん
でいける組織づくりのことである。学校においては教頭・副校
長がファシリタータ―となって、共感的に話を聞いたり、相手
のことを理解し思いやったりして、先生方が力を発揮できるよ
うにすることが求められる。そして集団としての質を高めるた
めには、話合い活動の充実が欠かせない。小学校の学級会で
は、子供たちが短冊を操作して意見を分類・整理するなど思考
ツールを活用して板書を視覚化・構造化し、意見の違いを乗り
越えて集団として合意形成を図ることを大切にしている。特別
活動は、各教科等の学びを総合的に活用するものであり、実生
活や実社会で生きる汎用的な力を育むものである。
　昨年公表されたOECDの学力調査で協同して問題解決する力
が重視されたように、これからの社会を生きる子供たちには、
目標に向かって協力し合う、つらくても前向きにがんばる、他
者と積極的にコミュニケーションを図る、創意工夫して取り組
むなどの非認知の力を育むことも大切である。そして、自分の
思考や行動を客観的に把握し認識するメタ認知の力も必要であ
る。自分の言動を振り返り、自分たちの生活や人間関係をより
よく改善することができるようにする。これらは最初から与え
られているものではなく、一朝一夕にできるものでもない。
日々の生活や多様な集団活動を通して、自ら高めていくものだ。
　豊かな心とたくましく生きる力を育み、活力ある学校づくり
のためには、学校全体で同じ方向を向いて子供を育むことが大
切である。これからも副校長・教頭の先生方がリーダーシップ
を発揮し、ファシリテーターとしてご活躍いただきたい。
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第１Ａ分科会「教育課程に関する課題」 【分科会のまとめ】
学校組織整備と地域の連携を大切にした信頼される学校づくり
～次代に求められる資質・能力を育む教育課程を創造する教頭の役割～
� 大阪市立相生中学校　　吉田　直史

共に生きる力を育む社会とつながりのある活力ある子供、地域、学校づくり
を目指して
～健やかな身体の育成のための教頭としての関わり～
� 札幌市立真栄小学校　　森井　厚友

学校の生活指導上の安定を維持する「学校安
心ルール」や健やかな身体の育成を目的にし
たプログラムなどは、学校・地域の独自性を
基盤に副校長・教頭がリーダーシップを発揮
し策定していく。また、教頭会で各校の取組
を共有できるシステムを構築したり、地域で
共有化させたりするなど、副校長・教頭の関
与性が大切になる。

第１Ｂ分科会「教育課程に関する課題」 【分科会のまとめ】
子供の学びや育ちを支えるコミュニティ・スクールや地域協育ネット、小中
連携の推進
～実践・連携を支える教頭の役割～
� 山口市立大歳小学校　　徳光　哲生

十勝の特性を踏まえたカリキュラム・マネジメントの充実
～校内組織づくりと地域・校種間連携における教頭の役割を通して～
� 豊頃町立豊頃中学校　　阿部　昌己

授業や行事の活性化を図るため、学校・地
域・保護者が協働で教育課程を策定・実践す
るには、目標の共有化、実態把握、信頼関係
の構築などが大切となる。また、副校長・教
頭は連絡・調整役として、提案力やマネジメ
ント力をさらに向上させていくことが重要で
ある。

第２分科会「子どもの発達に関する課題」 【分科会のまとめ】　
地域とともに子供を育てる学校づくりの推進における教頭の役割
～地域の教育力を生かす連携を通して～
� 大洲市立三善小学校　　村井　明弘

未来を担う子供たちに豊かな人間性を育む学校校育
～子供の発達を支える教育を通し生徒の豊かな人間性を育む教頭の役割～
� 函館市立深堀中学校　　宮前　由一

地域や家庭との連携を図り、共に生きる心と知を育む活力ある学校づくりと
教頭の関わり
～特別支援教育の充実～
� 札幌市立本郷小学校　　安達　正博

特別支援教育の充実にあたり、校内委員会、
特別支援教育コーディネーター、通常の学級
及び特別支援学級のそれぞれを結び付ける核
としての役割が副校長・教頭にはある。目標
の具現化を目指す過程で、校長を補佐すると
ともに全教職員と連携しながら学校の方向性
を明確にすることが重要である。

第３分科会「教育環境整備に関する課題」 【分科会のまとめ】
学校における非常災害への対応はいかに図ればよいか
～非常災害時の教頭の対応を考慮して～
� 日南市立鵜戸小中学校　　藤堂　孝浩

日高の課題（学校の教育力向上）の解決に向けた教育環境整備に関わる教頭
の在り方
～地域との連携・協働と組織体制づくりに向けたチーム教頭としての取組～
� 浦河町立荻伏中学校　　盛永　美樹

社会に開かれた活力ある学校づくり
～教頭がつなぐ学校の安全・安心～
� 札幌市立札幌小学校　　加藤　勝宏

教育環境整備の最重要課題である、学校の安
全・安心の保障は、社会と連携し協働して取
り組んでいく必要がある。そこで、副校長・
教頭は、継続性・協働性・関与性の３つの視
点を明確に意識し、強いリーダーシップを発
揮しながら、より社会に開かれた学校づくり
を目指すことが大切である。

第４分科会「組織・運営に関する課題」 【分科会のまとめ】
地域の力を学校運営に生かす教頭の役割
～地域と連携して推進する「長井の心」育成を目指した教育活動を通して～
� 長井市立長井小学校　　目黒　孝博

「社会に開かれた教育課程」の実現を目指した取組
～「えべつ型コミュニティ・スクール」の推進・小中一貫教育を通して～
� 江別市立江別第二小学校　　庄　　隆晃

多様な学びを支える組織整備と教頭の役割
～校内組織及び関係機関との連携を生かした教育活動を通して～
� 札幌市立月寒中学校　　原田　之彦

コミュニティ・スクールや小中連携・一貫教
育の実践では、副校長・教頭がその目的や手
段を明確に教職員に伝え、先を見据えた組織
マネジメントをすることが大切になる。ま
た、地域と学校をつなぐ窓口として要望を地
域に発信するとともに、地域の願いを教職員
に伝え、方向性を示すのも副校長・教頭の役
割となる。

■ 分 科 会 �
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第５Ａ分科会「教職員の専門性に関する課題」 【分科会のまとめ】
教職員の指導力の向上を目指す取組
～中学校ブロックという異校種間の連携を通して～
� 市川市立第四中学校　　島原　一紀
� 市川市立第五中学校　　猪又　雅広

教職員の資質・能力の向上を目指した教頭の役割
～チームとしての協働体制の構築と学校運営参画に向けた取組を通して～
� 稚内市立稚内港小学校　　中村　繁仁

若年層教諭の増加や中堅層教諭が薄い傾向
は、全国の多くの学校が抱えている課題であ
る。学校規模に応じ、チームとしての協働体
制の確立と教職員の学校経営参画意識の育成
は、副校長・教頭の指導・関与が重要となる。
現状を細かく把握し、教職員の資質向上に向
け、OＪTを絡めながら課題解明に迫ってい
くことが大切である。

第５Ｂ分科会「教職員の専門性に関する課題」 【分科会のまとめ】
教職員の専門性を高める教頭のマネジメント
～学校評価を活かして～
� 小松市立苗代小学校　　北村　聖子

教育諸施策の実行を通した学校改善
～教職員が課題を共有し、協働して学校を改善するために～
� 札幌市立信濃中学校　　美田　学秀

学校評価の目的（学校改善）を推進していく
ため、副校長・教頭は、PDCAサイクルを作
成し可視化を図ることや分掌部会に適切な指
導・助言し参画意識を高めるなどの働きかけ
が必要となる。教職員が協働して学校課題に
取り組むためには、副校長・教頭は意欲的に
教育活動に励める環境を整えることが最重要
となる。

第６分科会「副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題」 【分科会のまとめ】
テーマ　「学校における働き方改革」
　　　　～副校長・教頭としての役割～
� 講　師：東北大学大学院准教授　青木　栄一　氏
� 担当者：全国公立学校教頭会　　総務・調査部

「何のための働き方改革であるのか」副校
長・教頭が生き生きと職務に向かうことで、
学校全体が活性化していくのではないか。学
校の課題等を明確にし、どのように推進して
いけばよいかの方向性を見出すことができれ
ば、生きがいを持ち、学び続ける教職員を増
やすことができるのではないか。

特別分科会Ⅰ 【分科会のまとめ】
テーマ　「特別支援教育を通した活力ある学校づくり」
　　　　講演「大好きは　魔法のことば」
　　　　～副校長・教頭としての役割～
� 講　師：作家・エッセイスト　山元　加津子　氏
� 担当者：全国公立学校教頭会　研究部　　　　　

特別支援教育の校内支援体制づくりで、副校
長・教頭は教職員一人一人の役割を明確にす
ることが大切になる。そして、様々な個性を
もった子どもたちを多くの教職員が受け止
め、その子なりのよさに気づき、伸ばしてあ
げられれば、どの子も輝いている活力ある学
校づくりにつながる。

特別分科会Ⅱ 【分科会のまとめ】
テーマ　「北海道から元気の発信！」
　　　　講演１「北海道を元気にする企業努力とそのスピリッツ」
� 講　師：株式会社セコマ　代表取締役社長　丸谷　智保　氏
� 担当者：札幌大会実行委員会　研究部　　　　　　　　　　

　　　　講演２「新学習指導要領のもと笑顔あふれる活力ある学校づくりを
めざして」

� 講　師：文部科学省　初等中等教育局　教育課程課　教科調査官
� 　渋谷　一典　氏
� 担当者：札幌大会実行委員会　研究部　　　　　　　　　　　　

子どもと教師が笑顔あふれた活力ある学校づ
くりを目指すには、学校のさまざまな課題に
対して、副校長・教頭は、現実をしっかりと
把握する。その中でも、ポジティブな要素を
見つけ、まわりを明るくしていければ、教職
員のモチベーションを高めることができ、学
校がより元気になっていくであろう。
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　全国研究部長会は、年２回開催され、各単位教頭
会・副校長会の研究部長と全公教役員が参加し、研
究の基本的な考え方や進め方について共通理解を図
るとともに、識者の講演を通して喫緊の教育課題に
ついて理解を深める場となっている。
　平成30年度第１回研究部長会は、第60回全国研究
大会札幌大会、各ブロック研究大会に先立ち、次の
内容で実施した。
【第１日】13：30～17：00
⑴「第11期全国統一研究主題」及び「全国共通研究
課題」について（小林研究部長）
⑵質疑応答
⑶講演「本気で進める働き方改革と教職員の学び」
　講師　妹尾　昌俊　氏
　（学校マネジメントコンサルタント　文部科学省
学校業務改善アドバイザー　中教審学校の働き方
改革特別部会委員）
⑷ブロック別懇談会Ⅰ
講演を踏まえて各単位教頭会・副校長会の現状と
課題について協議

【第２日】９：00～12：00
⑴全体会（全国大会について）
　第60回札幌大会について（北海道　齋藤研究部長）
　第61回滋賀大会について（滋賀県　井上研究部長）
⑵ブロック別懇談会Ⅱ
⑶報告会（ブロック別懇談会の共有）
　今年度は第11期研究の２年目となり、全国統一研
究主題「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学
校教育」の趣旨説明を行い、第11期研究のねらいと
１年目の成果と課題を確認し、３Cに視点をあてた
研究の継続・推進について理解を深めた。
　講演では、学校における働き方改革の必要性・有
用性・問題点を具体的な事例で示され副校長・教頭
がどのようにかかわるべきか、示唆に富んだもので
あった。質疑応答も活発に行われ、関心の高さを感
じた。
　ブロック別懇談会では、それぞれの単位教頭会・
副校長会での研究の成果や課題を共有し意見交換を
活発に行った。教育現場の状況・実践に即した充実
した研修活動が展開され、今後の各単位教頭会・副
校長会の研究活動につながる研究部長会となった。

　全国の単位教頭会・副校長会の要請推進部長と全
公教役員の参加で、下記の通り開催した。
【第１日】７月12日　13：30～
⑴全公教実態調査報告（29年度調査結果より）
⑵要請文の解説と現在の課題について
⑶講演「教育行政の立場から見た、現在の課題と今

後の方向性」～要請活動を行う上で理解し
ておきたいこと～

　講師　合田哲雄氏
　　　　（文部科学省初等中等教育局財務課長）
⑷情報交換会
【第２日】７月13日　９：00～
⑴グループ別討議（８グループの討議と報告）
⑵要請活動　単位教頭会ごとに実施
　学校教育の水準を維持・向上させるために、必要
な教育諸条件の整備・充実を求める全公教の要請活
動は、研究・研修活動と並ぶ大きな柱である。今年
度の要請活動は、主に次の３点について行った。
１　義務教育費国庫負担制度の復元･改善、人材確
保法の趣旨を堅持する施策並びに教育の機会均等
の原則を担保するための施策を講じること。
２　学校教育の質の向上と学校の組織的運営を支援
する施策を講じること。
３　学校・家庭・地域の連携・協力を深める教育環
境整備のための施策を講じること。
　以上を骨子とする要請文に加えて、単位教頭会に
より都道府県の実情に応じた要請活動を行った。
　合田哲雄財務課長による講演では、学習指導要領
改訂に伴う、現在の教育課題の解説と諸施策の説明
があった。また、今後、ＡＩの飛躍的進化等が予想
される社会において、人間の強みを発揮させるため
の教育の在り方を模索する「Society5.0に向けた人
材育成」を基にした諸施策の説明があり、取り組む
べき政策の方向性として、３点示された。①「公正
に最適化された学び」を実現する多様な学習機会と
場の提供　②基礎的読解力、数学的思考力などの基
礎的学力や情報活用能力をすべての児童生徒が習得　
③分離分断からの脱却　以上の３点である。
　さらに、学校における働き方改革に関する緊急対
策にも触れて、チーム学校の実現により、学校の教
職員等の役割分担を転換する必要性についても示唆
をいただいた。
　今後の要請活動に直結する講演内容であった。

平成30年度

全国要請推進部長会
7月12日（木）13日（金）
会場　都市センターホテル

平成30年度

第1回研究部長会
7月5日（木）6日（金）
会場　都市センターホール
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　関東甲信越ブロックは、茨城、栃木、群馬、埼
玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟の９都県、11
単位教頭会・副校長会で構成されています。（東京
都と神奈川県は小中学校種別で組織）今年度の会員
数は、8,468名で全公教会員数28,228名（長野県２名
の個人加入を含む）の約30％にあたります。
１　活動方針
⑴教育の発展に寄与するために、「豊かな人間性と
創造性を育み未来を拓く学校教育」を主題に研究
推進を図り、積極的な組織活動を展開する。
⑵副校長・教頭の職責に見合う処遇改善や教育諸条
件の充実・発展を図るため、全国公立学校教頭会
との連携を密にして、その実現に向けて努力す
る。
⑶全国公立学校教頭会との連携のもと、長野県教頭
を会員に組織化するため継続的な活動を展開す
る。
２　事業計画
○６月11・12日（栃木県宇都宮市）
　第１回役員会・理事会

○６月28・29日（栃木県宇都宮市）
　研究部長会、提言者研修会
○11月７日（栃木県宇都宮市）
　第２回役員会・理事会
○11月８・９日（栃木県宇都宮市）
　�第59回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会栃
木大会
○12月６・７日（栃木県宇都宮市）
　事務局連絡会
○１月31日（栃木県宇都宮市）
　第３回役員会・理事会、会計監査会
○２月21日（新潟県新潟市）
　関ブロ教頭会引継（栃木県→新潟県）
３　�第59回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大
会栃木大会

期日：平成30年11月８日（木）９（金）
第１日：全体会　栃木県宇都宮市文化会館
　　　　講演　「今、教育に求められるもの」
　　　　講師　弁護士　清水　幹裕　氏
第２日：分科会　６課題14分科会（９会場）

　近畿公立学校教頭会は、京都、滋賀、大阪、兵
庫、奈良、和歌山の２府４県、会員数4,113名の組
織です。各府県の単位教頭会においては、職能研修
団体としての役割を認識するとともに、これまでの
積み上げてきた研修の成果を継承し、さらに充実発
展させていくための活動を進めています。また、近
畿各府県がそれぞれの特色を生かし、連携を深めな
がら研究推進を図っていくことを使命と考え、活動
しています。
１　活動の基本方針
⑴教頭の使命に徹し、学校教育の役割と今日的課題
に正対し、常に研鑽を積み、識見を高め、視野を
広め、資質の向上に努める。
⑵会員相互の信頼と連携の絆を深め、本会の組織・
機能を充実させ、活性化を図る。
⑶教育関係機関・教育関係団体との連携を図り、教
育課題の解決に向けて鋭意努める。
２　基本目標
「豊かな人間性と　創造性を育み　未来を拓く　学
校教育」　キーワード　自立・協働・創造

３　活動計画
⑴全国研究課題の解明に向け、組織的・継続的に取
り組む。
⑵当面する教育課題に積極的に取り組む。
⑶教頭会の組織を充実させ、活動の活性化を図る。
⑷これからの時代に対応する教育条件の改善を図
る。
⑸職責に見合う処遇改善の実現に努める。
４　第56回近畿公立学校教頭会研究大会京都大会
　・日時　平成30年11月20日（火）
　　　　　午前10時～午後４時
　・会場　国立京都国際会館
　・記念講演
　　　演題　「神様からの贈り物
　　　　　　　―土井ホームの子どもたち―」
　　　講師　一般社団法人「おかえり基金」理事長
　　　　　　　土井ホーム　代表　土井　高徳　氏

関東ブロック＆近畿ブロック

関東ブロック 関東甲信越ブロック長　小川　順子

近畿ブロック 近畿ブロック長　岩岡　洋史


