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　平成30年８月23日に日本パラリンピック委員会事務局を訪問
し、日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会会長　
鳥原光憲様と全国公立学校教頭会会長杉江淳一が対談を行いま
した。鳥原会長からパラリンピックの歴史や価値、2020年東京
パラリンピック大会成功に向けての取組や学校で取り組んで欲
しいことなど様々なお話を伺うことができました。

【杉江】本日はお忙しい中
お時間をいただき、誠にあ
りがとうございます。2020
年の東京オリンピック・パ
ラリンピック大会が迫り、
全国の小学校でマスコット
の投票を行うなど、一人一
人の子供たちにオリンピッ
ク・パラリンピックへの参
画意識が少しずつ浸透してきているのかなと思います。人権的
なことも含めて本日会長からお話を伺い、今後の教育活動に生
かしていきたいと考えております。ところで昨日ＮＨＫの「太
陽を愛したひと」というドラマを観ました。パラリンピックの
父と言われる中村裕先生を扱ったドラマでしたがとても感動し
ました。中村先生の「失われたものを数えるのではなく残され
たもので最大限の力を発揮するのだ」という強いメッセージが
頭の中に残っています。ドラマを観た限りでは、当時はまだま
だいろいろなところで障害をもっている人たちに対して偏見を
もち排除しようとしていたように思います。
【鳥原】あの時代は、まだそうした傾向が強かったです。最近
だんだん変わりつつあるとは言え、まだ十分とは言えません。
日本の障害者スポーツの発展というのは、1964年の東京パラリ
ンピックと1998年の長野パラリンピック、この２つのパラリン
ピックを契機にしています。1964年のパラリンピックを契機と
して、障害者スポーツの普及振興を全国的に進めていこうと、
1965年に日本障がい者スポーツ協会が発足し、活動が始まりま
した。2015年で創立50周年となります。第１回のパラリンピッ
クが1960年のローマの大会ですから、パラリンピックの歴史は
約半世紀ということになります。もともとパラリンピックが発
祥したのはイギリスで、第２次世界大戦で負傷した兵士の社会
復帰のためにロンドンの郊外にあるストーク・マンデビル病院
で脊髄損傷の人たちのリハビリにスポーツを取り入れたことが
発端となっています。1948年のロンドンオリンピック大会の時
に、その病院で脊髄損傷者の車いすでのアーチェリーの大会を
行ったのが始まりです。その後徐々に他国の選手も参加するよ
うになり、以降車いすの人だけではなく、手足を切断した人、
視覚障害や知的障害の人、というように少しずつ障害の範囲を
広げて今日に至っています。この約半世紀の間にずいぶん発展
しました。発展の要因は、競技に参加する障害者の範囲が広が
ってきたこと、そしてオリンピックとパラリンピックを一緒に
開催するようになったことにあります。正式なオリンピック・
パラリンピックの統合開催は2008年の北京大会からです。正式

に始まったという意味は、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）
と国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）が協力して、オリンピ
ックを開催した後に同じ都市で同じ施設を利用して、同じ組織
委員会で一緒に始めたということです。参加者の障害の範囲が
広がってきたこと、オリンピックとパラリンピックを一緒に開
催するようになったことで、パラリンピックの価値はどんどん
上がってきています。これまでの大会の中でもロンドン大会は
最も成功した大会と言われています。164カ国・地域から4,237
名が参加して、20競技503種目を実施し、チケットも売り切れ、
ボランティアも大勢活躍しました。2020年の東京のパラリンピ
ック大会では選手の参加規模はほぼ同じ位で、競技種目は22競
技540種目が予定されています。ロンドンを超えるような大会
にして是非、成功させたいと思っています。
【杉江】そうした歴史を積み上げてきた裏には大変なご苦労も
あったのではないかと思います。ドラマでは、なかなか理解さ
れなくて苦労されている映像が印象的でしたけれども、それに
負けずに最終的には教えていた患者さんから励まされてがんば
ってやり遂げるという場面はとても感動的でした。中村先生を
突き動かした原動力は何だとお考えになりますか？
【鳥原】パラリンピックには社会を変える力があるからだと思
います。どのような社会に変えるかというと、障害の有無にか
かわらず誰もが個性や能力を思う存分発揮して活躍できる社会
へ変えていくということです。さらに障害の有無だけでなく、
ひいては年齢、性別、人種の違い、つまり多様性を認め合って
お互いの人権を尊重し、そして支え合う共生社会です。そうい
う社会に変えていこうという力がパラリンピックで呼び起こさ
れるということでしょうか。パラリンピックスポーツそのもの
の魅力もありますが、それに加え社会を変えていく力があると
いうことがパラリンピックの価値だと思っています。なぜそう
した変化を起こせるのかというと、先ほど杉江会長がおっしゃ
った「失われた機能を数えるのではなく、残された機能を最大
限に活かそう」という精神で、それぞれの種目において限界に
挑戦していく、そういうアスリートの姿に接すると障害がある
ことが不可能を意味するものではないということに気付くから
だと思います。たとえば脊髄損傷で下半身が動かない人が車い
すバスケットボールをやると、上半身を鍛えて腕などは足の太
さぐらいになり、健常者以上のロングシュートを決めます。ブ
ラインドサッカーでは、聴覚をフルに活かして鈴の入ったボー
ルや、人が寄ってくる気配を肌の感覚で察知するなど、残され
た感覚を最大限に活かし、ドリブルやシュートをします。足を
切断した人が義足により健常な人よりも速く走ることができる
など、残された機能を最大限活かして健常者でもできないこと
ができるようになります。そうしたことをみんなが感じるよう
になると、社会のバリアが障害のある人の可能性、つまり個性
や能力を発揮できないようにしてしまっていること、そのこと
を社会の責任で直していかなければならないとみんなが気付く
ようになります。そうした気付きが社会を変えていくのだと思
います。パラリンピックはそうした気付き起こさせる大会で
す。だからこそ、そうした気付きを日本中の人、さらには世界
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中の人に広げていくためにもこの大会を成功させる必要があり
ます。大会が成功すればするほどそのような気付きが広がって
いくのだと思います。
【杉江】単なるスポーツのイベントとしてではなく、世の中を
変えていく、人の心を変えていくのだということですね。2020
年の東京パラリンピックを是非成功させたいと思います。
【鳥原】大会を成功させるためにはいろいろな条件があります。
私は一番大事だと思うことは、どの競技場も満員の観客で盛り
上げることです。そうすると選手たちも自分のベストを尽くし
てプレーできる。パラリンピックの大成功というのは先ほど話
した気付きを日本中に広げること、また日本にとどまらず世界
に広げ社会の変化の力になるということです。しかし、満員に
するというのは大変なことです。パラリンピックの競技を理解
している人が競技場で応援をしてくれるわけですので、2020年
までにやらなければならないことはパラスポーツのファンを増
やしていくことです。ファンをたくさんつくり、ファンの人た
ちが中心になって競技場を満員にして盛り上げる。中でも小中
学生、高校生も含めた若い世代のファンをつくることが一番大
事です。これからの社会を担っていく人たちにそうした大きな
気付きを広めていくことが大切で、特に小中学生、高校生のフ
ァンづくりを大事にしているところです。
【杉江】会長のお話を受けて、学校でも会長がおっしゃられた
精神や価値について伝えていくことは、私達の使命だと感じま
す。冒頭申し上げましたように、マスコットに名前をつけるな
ど児童・生徒一人一人にパラリンピックへの参画意識を高める
ことができると思うのですが、その他にも小・中学校で実際に
一緒にブラインドサッカーをしたり、いろいろな取組をしたり
しておられますか？
【鳥原】我々だけでできることではありません。文部科学省の
方針でもありますが、学校教育で子供たちにパラリンピックの
理解を進めるための教育をしていただきたいと思います。講師
などを決め学校の授業でパラリンピックの理解を進める教育を
行うことは大事なことです。我々はそうした学校での啓発活動
とともに実際の競技体験をする機会を多くつくって、競技を観
戦してもらうプロジェクトを３年くらい前から始めました。毎
年、陸上競技、水泳、ボッチャ、ウィルチェアーラグビー、ゴ
ールボールといった競技の全国大会（ジャパンパラ競技大会）
を開催するときに、周辺の学校に選手を伴って行き、パラリン
ピックの紹介をし、競技の体験をしてもらい、アスリートと交
流する時間をつくっています。そしてパラスポーツに対する理
解が進んだうえで競技会場に応援に来ていただきます。そうす
ると競技も理解し、選手との交流もあったことで、選手の名前
を呼びながら応援してくれます。これは今までになかった光景
です。以前はそうした大会を行っても選手の関係者など一部の
人が見ているぐらいで一般の観客が応援する姿はありませんで
した。子供たちは、パラスポーツの競技を知り、選手たちと交
流をし、応援をすることで関心がとても高まります。その証拠
に、学校でパラスポーツの授業を行った翌日、競技会場にその
子供たちがご両親やご兄弟を伴って応援する姿が見られるよう
になってきました。子供から親に伝わることが大事だと思いま
すし、そうやってファンがどんどん広がっています。
　ところで去年我々は「I’mPOSSIBLE」と言う教材を作りま
した。「impossible」は、不可能という意味ですけれども、こ
こにアポストロフィをつけることによって「I’m possible」に
する。すなわち不可能なことでも努力や工夫をすれば可能にな
ると言うことを意味しています。この教材は、国際パラリンピ
ック委員会（ＩＰＣ）が世界標準で開発したもので、学校教育
を通じて子供たちにパラリンピックの魅力を伝えるために作っ
たものです。これをベースにしながら日本では2016年に日本版
の教材を作り、2017年から全国で活用するために全国の小・中

学校に配り始めました。パラリンピックの価値を教える教材と
パラリンピックスポーツを実際に体験して学ぶための教材で、
小学校高学年用と中学校・高等学校用の２種類があります。こ
れには教師用ハンドブック、授業ガイドが付いています。これ
を用いると「パラリンピックの価値の理解編」と「実際のパラ
スポーツの体験編」の２単位時間分の授業ができるようになっ
ています。この教材を利用すれば全国の子供たちへの啓発が確
実に進むと思います。しかし問題点もあります。ある小学校か
ら今年になって子供たちにパラリンピック教育をしていきたい
ので資料提供をして欲しいという依頼が来ました。「そちらの
学校にI’m POSSIBLEが届いていると思いますがご覧になりま
したか」と聞いたところ、知らないとのことでした。たぶん教
材は届いているけれども知られていない。全ての学校に配布さ
れていることを知ってもらうことはすごく大事なことだと思い
ます。中学校・高等学校にはまだ届いていない所もあります
が、小学校高学年用はすべての学校に届いています。これを全
国の皆さんに周知し、活用していただけるとありがたいですね。
【杉江】それぞれのブロック大会で話をしたり会報等を使った
りして、教材を有効に使って欲しいことをアピールしていきた
いと思います。
　話は変わりますが、私の勤務校の庁務手さんは、若い時実業
団でアイスホッケーのトレーナーとして活躍され、現在はパラ
リンピック大会でアイスホッケーのアシスタントコーチをされ
ています。その方にパラリンピック大会でのことについて全校
児童に話をしていただいたことがあります。日本ではパラリン
ピックや障害のある方に対する見方が他国に比べて遅れている
こと、例えば外国ではパラリンピックの選手に対する応援がと
ても盛んであることを語られていました。日本と外国の差をど
んどん埋めていくことが必要なのではないでしょうか。会長の
お話を伺ってそのような方向に進んでいるのであれば嬉しく思
いますし、私達も少しでも力になれるよう努力していきます。
【鳥原】パラリンピック競技を見てもらったり、知ってもらっ
たりする活動を広げていけば、意識も変わってくると思いま
す。2020年の招致決定前の段階は、パラリンピックに対する認
知度はものすごく低く、パラリンピック競技を見たことがある
という人はきわめて少ない状況でした。２、３年前の状況でも
観戦をしたことがあるという人はアンケートによると１～２％
くらいでした。現在もそういう意味ではパラリンピック競技を
見たことがあるという人は限られているし、同時に障害のある
人がスポーツに参加する率はまだまだ低いです。障害のある人
がスポーツに参加する機会を増やすこと、社会の人々がパラリ
ンピック競技を知り、多くの人が見るということをどんどん進
めていかないと「共生社会に変えていかなければならない」と
いう認識にならないのではないかと思います。
【杉江】私達が学校教育の中でパラリンピック教育を積極的に
進めていくことによって、共生社会への気持ちが子供たちの中
に少しずつ芽生えよい方向へ向かうように、私達は強い使命感
をもって取り組んでいかなければならないと思います。私が学
級担任をしていた時に発達障害のある児童を担任したことがあ
ります。その児童は、唾を吐いてしまったり、女児の体を触っ
たりしたのですが、そのクラスの子供たちはその子のことを友
達として認めていて「そんなことやっちゃだめだよ。」とたい
へん優しく接していたのです。誰もいじめたりしませんし、文
句も言いませんでした。それはどうしてなのかと考えたとき
に、入学した時からその子の母親は、「うちの子供は、こうい
う子供です。是非、理解してください。」と毎回話をして、そ
れを聞いた学級の保護者が子供が理解できるようにきちんと伝
えたのでうまく対応できた、ということに思い当たります。そ
の子がいることによってクラスにまとまりが生まれました。
　ある日私は教室の後ろの黒板にその日の学習予定を書いてい
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ました。事情があって急遽、予定を変更したことがありまし
た。その時にその子の母親から「先生は、うちの子のことを少
しも理解していない！」と叱られたことがありました。発達障
害のある子供たちは、予定を変えることへの対応が難しいので
す。このような経験は、教師を続けて行く上で、とても勉強に
なりました。また別の学校での経験ですが、隣のクラスに車い
すで生活する児童がいました。運動会のクラス対抗全員リレー
では、その子が走る距離を短くして取り組みました。車いすで
リレーに参加する姿に胸が熱くなりました。私達教師は、日常
的に人権についてきちんと理解をして子供たち一人一人を温か
い眼差しで見ていくことがとても大事なことだと感じていま
す。
【鳥原】そうした障
害のある人たちと接
する機会をもつとい
うことは、お互いの
距離が縮まり、お互
いに違いがあるとい
うことを認め合うこ
とにつながると思い
ます。一緒に授業を
受けたり遊んだりしているからこそ、お互いに違いを認め合う
ことができるようになるのだと思います。一人の人間として認
め合い、お互いに支え合うのが人間であるということをしっか
りと理解する。支え合うと言っても普段接していないと何を必
要としているのか分からない。子供の時から一緒にいたら、何
を求めているのか、どういう時に助けてあげたら良いのかとい
うことが自然に分かってきます。そうすることで世の中もずい
ぶん変わるのではないでしょうか。最近は障害のある子供がど
んどん普通の学校に入り、一緒に授業を受けている。一緒に学
習したり遊んだりする機会を得られるというのはとても良いこ
とです。ただその中で体育の授業になると障害のある人は見学
するだけということがあるようです。それは体育の先生が障害
者のスポーツ指導の勉強をしていないということもあるのでは
ないでしょうか。教員養成課程で特に体育系の人たちには障害
者のスポーツ指導を習得するようにしてもらい、体育の時間も
一緒に活動できればいいと思っています。私は先ほど小中学生
を中心にした若い世代のファンづくりに力を入れたいと言いま
したが、ファンづくりの過程というのは子供の心の成長を促す
ためにも非常に大事なことではないかと思います。一つは

「impossible」を「I’m Possible」に変えていくということ。「で
きないことはない。努力をしたり工夫をしたりして一生懸命に
取り組めば、時間はかかるかもしれないけれどもできる。」と
不可能なことを可能にするために挑戦することが勇気を育て心
の成長を促すのではないかと思います。もう一つはお互いの違
いを認め合って支え合うことが大事だということ認識するこ
と。この２つの面でパラリンピックに限らずパラスポーツのフ
ァンをつくっていく過程は、子供たちの心の成長を大きく促す
と思っています。
【杉江】ずいぶん前のことですがメジャーリーグのアボット投
手を映像で観たときにすごいと思いましたし、日本でも車いす
テニスの有名選手もいらっしゃいます。つい最近ではウィルチ
ェアーラグビーの世界選手権で日本チームが優勝しました。テ
レビでも取り上げていますが、そういった面でも、もっともっ
と広報活動を広めていくと良いのではないかと思います。
【鳥原】体験交流会で一番子供たちが興味を示すのは、車いす
ラグビーの選手たちです。車いすラグビー選手たちは頸髄の麻
痺で指が動かないため、お箸が持てません。子供たちと一緒に
給食を食べながら自分の指にあったスプーンを使って食べると
ころを見せ、子供たちにいろいろ質問させます。例えば、「こ

んな体でできないことがいっぱいあると思うだろう。何ができ
ないと思う？」と子供たちに問いかけるのですが、最初は質問
が出ません。しかし、そのうちに「これはできないだろう。」
と想像を膨らませてどんどん質問してきます。それに対して

「いやそんなことはない、こうすればできる。」とやって見せ
る。そうした交流があると、障害のある人と直接触れあうこと
で、「障害がある人は気の毒な人とかできない人。」という見方
ではなくて、「工夫して努力して自分たち以上にいろんなこと
ができるようになったすごい人たちだな。」と思うようになり
ます。そうすることで障害に限らず、男女平等、人種、宗教な
ど違いはあるけれど、差別することや分け隔することはしては
いけないということがだんだん分かって来ます。パラスポーツ
の選手たちとの交流を含めた啓発活動を数多く行うことによっ
て、子供たちの意識が変わると思うし、いじめ問題にも良い意
味で影響するのではないか、と期待しています。
【杉江】障害のある方々を世の中が支える仕組みというのはど
の程度整ってきているのですか。働く場所やそうした人たちが
必要としている道具や義足などの装具を作る技術とか、サポー
ト体制は充実してきているのでしょうか？
【鳥原】先ほど言い足
りなかったのですが、
2020年の開催が決まっ
て以降、いろいろな面
でよくなってきていま
す。一つは社会的な関
心や理解が高まってき
たことです。パラリン
ピック、パラスポー
ツ、パラアスリートたちに対する関心や理解が高まってきた。
その背景にはメディアが取り上げるようになったことがあげら
れます。ＮＨＫ、民報、新聞もパラリンピック、パラスポーツ
のことをずいぶん多く取り上げるようになってきました。関心
が一気に高まって、パラリンピックのことを知っていますかと
聞いたら95％の人が知っていると答えた。パラリンピックを
観たいと思いますかという質問に対して、主だった競技につい
ては15～20％くらいの人が観たいと答えています。関心も認
知度も高まってきてずいぶん変わってきたなと思っているとこ
ろです。
　もう一つは企業のサポートがものすごく大きくなってきたこ
とです。オリンピック・パラリンピック組織委員会のスポンサ
ーには多くの企業が名を連ねていますけれど、同時に我々の日
本障がい者スポーツ協会に協賛してくれている企業がこの時点
で30社になりました。日常的な我々の活動をサポートしてくれ
ているスポンサーがこれだけ増えてきて、お金を出してくれる
だけでなくて社員のボランティア活動で大会の運営などもサポ
ートしてくれたり、競技会場に応援に来てくれたり、パラアス
リートを雇用してくれたりしています。企業のサポートが大き
くなってきたことが大きく変わったことです。
　さらに学校での啓発活動が広がってきたことです。これは文
科省の方針を受けた各自治体の方針に基づき、パラリンピック
教育が学校教育の内容の中に取り入れられたことに要因があり
ます。日本障がい者スポーツ協会はこうした教材を用いて啓発
活動を進めていますが、他にもパラリンピックサポートセンタ
ーや全国の団体が、啓発活動を進めたことで一気に広がってき
ました。それでもまだまだ不十分なので2020年の大会の成功に
向けてファンづくりを進めていきたいと考えています。
【杉江】機会があるごとに私達も全国の副校長・教頭先生方に
鳥原会長からお聞かせいただいたことを伝えていきたいと思い
ます。本日は、ありがとうございました。
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　12月７日（土）、午後２時30分から東京・都市セ
ンターホテルの「コスモス」の間において、全国公
立学校教頭会結成60周年記念式典が盛大に開催され
ました。式典には全公教の役員・専門部員、顧問、

全国各地区の理事の約100名が参加し、来賓として
柴山昌彦文部科学大臣、種村明頼全国連合小学校長
会会長、山本聖志全日本中学校長会会長の３名をお
迎えしました。最初に杉江会長は「昭和34年８月21
日が結成記念日です。創立当初は1,000名に満たな
い参加でしたが、現在は28,000名を要する政策提言
の能力を備えた職能研修団体として日本屈指の規模
となりました。（中略）全国の管理職が学校づくり
についての夢を語り、その具現化の方途を述べ合う
土壌を作って参りましょう。私たち管理職は常に義
務教育の目的を踏まえ、生きる力を育む活力ある学
校運営に努め、以って国民の信託に答える責務があ
ります。副校長・教頭の皆様に“全教公は一つ”を

合言葉に日本の教育を支えているという自負を抱い
て、ともに頑張って参りましょう。」と式辞を述べ
ました。来賓挨拶として柴山文部科学大臣が、「全
国公立学校教頭会が長年にわたり教育の振興・発展
に格段のご尽力を続けておられますことに心から敬
意と感謝の意を表します。」と祝辞を述べられまし
た。続いて種村全国連合小学校長会会長、山本全日
本中学校長会会長からご祝辞をいただき、続いて全
公教前会長今井功様からの祝電を披露しました。最
後に教頭会歌を斉唱し式典を終えました。

記念講演会
　演題：初等中等教育行政の諸課題について
　講師：文部科学省　初等中等教育企画課長
 望月　禎　様　
　激変する社会の10年後を見据え（2030年以降の日
本や世界）、子供たちにどのような学力を付ける必
要があるかをしっかりと考え、今現在文部科学省で
は新たな学習指導要領の改訂に取り組んでいる。本
日は、６つの視点から教育行政の課題を明らかにす
る。
１　教育改革の動向について
　人口の減少、高齢化、就学・就業構造の変化、急
速なグローバル化や人口知能・IoTなどの技術革新
が進展する中、人生100年時代、さらにはSociety5.0
という新たな時代が到来しつつある。こうした中で
は激変する国際情勢、社会構造・産業構造などに対
応し、多方面で活躍する人材の育成が不可欠であ
り、新たな時代に対応した学校教育とはどのような
姿であるべきか、また生涯にわたり求められる能力
はどういったものであるかについて検討していく。
２　新たな学習指導要領の円滑な実施に向けて
⑴ 何ができるようになるか
　よりよい学校教育を通じて、よりよい社会を創る
という目標を共有し、社会と連携・協働しながら未
来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」を実現する。そのため
に「カリキュラム・マネジメント」を各学校で検討
していく。

全国公立学校教頭会結成60周年記念式典
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⑵ 何を学ぶか
　新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた教
科・科目などの新設し目標・内容を見直していく。
⑶ どのように学ぶか
　「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授
業改善を行うことで、学校教育における質の高い学
びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を
身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に
学び続ける児童生徒を育んでいく。
３　学校における働き方改革について
　日本の「学校」と諸外国の「スクール」の在り方
は大きく異なる。諸外国の教員の業務が主に授業に
特化しているのとは異なり、日本の教員は、教科指
導、生徒指導、部活動指導などを一体的に行うこと
が本務である。また、日本の「学校」は地域社会の
中核であり、地域コミュニティの活性化に重要な働
きをしている。
　「日本型学校教育」を維持し、教員が心身の健康
を損なうことのないよう業務の質的転換を図る。そ
して限られた時間の中で児童生徒に向き合う時間を
十分に確保するとともに、教員の生活の質や人生を
豊かにするための環境整備に努めていく。
４　チーム学校について
　子供が成長していく上で教員に加えて、多様な価
値観や経験をもった大人と接したり、議論したりす
ることで、より厚みのある経験を積むことができ、
本当の意味での「生きる力」を定着させることにつ
ながる。そのために「チームとしての学校」が求め
られる。多様な専門人材が責任を伴って学校に参画
することにより、教員はより教科指導や生徒指導に
力を注ぐことが可能となっていく。
５　学校と地域の連携・協働について
　開かれた学校からさらに一歩踏み出し、地域の
人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となっ
て子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転

換していくことを目指して、取組を推進していく必
要がある。その意味でもコミュニティ・スクールは
地域とともにある学校づくりの有効なツールとなる。
６　高大接続改革の動向について
　国際化・情報化の急速な進展に伴い、社会構造も
大きく変革する。そこで、知識基盤社会の中で、新
たな価値を創造していく力を育てることが必要とな
る。そのために、高等学校では学力の３要素（知
識・技能の確実な習得、思考力・判断力・表現力、
主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度）を
バランスよく育み、大学ではその培った力をさらに
向上・発展させていく。その実現のためには、学力
の３要素を多面的・総合的に評価する大学入学者選
抜の改革が必要となる。

　2018年から今後の教育政策を示唆する第３期教育
振興基本計画が進められているが、第２期計画のキ
ーワードである「自立」「協働」「創造」の方向性は
継承し、生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チ
ャンス」を最大化することを教育政策の中心に据え
て取り組んでいく。

記念祝賀会
　講演会に続き、会場を５階の「オリオン」に移し
祝賀会が開催された。
　来賓として文部科学省より清原洋一様、合田哲雄
様、国立教育政策研究所より藤原文雄様をお招きし
た。
　また、教頭会の歴代会長や顧問会幹事の先生方、
全国各地の会長など、総勢120名が参加しての盛大
かつ華やかな会が催された。
　60周年のお祝いにふさわしい和やかで楽しい場で
あったとともに、杉江会長が開会で力強く宣言した

「我が全公教は永久に不滅です」を実感した一時で
もあった。
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Ⅰ　大会名称
　第58回　九州地区公立学校教頭会研究大会
　第56回　長崎県公立小中学校教頭会研究大会
Ⅱ　開催期日・場所
　平成30年８月28日（火）・29日（水）
　長崎県、長崎市、長崎ブリックホール他市内各会場
Ⅲ　日程・大会の概要
　１　日程
　⑴　１日目
　　受付　　　　　　９：00～10：00
　　分科会１　　　　10：00～12：00
　　分科会２、３　　13：00～16：40
　⑵　２日目
　　受付　　　　　　８：30～９：00
　　開会行事　　　　９：00～９：35
　　記念講演　　　　９：45～11：25
　　閉会行事　　　　11：35～12：00

　２　概要
　⑴　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」
　⑵　主催　 九州地区公立学校教頭会
　　　　　　長崎県公立小中学校教頭会
　⑶　後援　長崎県教育委員会　 

長崎県市町村教育委員会連合会　 
長崎県校長会　長崎市教育委員会　 
福岡県教育委員会　佐賀県教育委員会　 

長崎県教育委員会　熊本県教育委員会　 
大分県教育委員会　 
鹿児島県教育委員会　 
沖縄県教育委員会　 
全国公立学校教頭会　 
公益財団法人日本教育公務員弘済会長
崎支部

　⑷　開会行事
　　 ①開会の言葉　②国歌斉唱　③挨拶　長崎大会

実行委員長、全国公立学校教頭会会長　④祝辞　
長崎県教育委員会教育長、長崎市長、長崎県校
長会会長

　⑸　記念講演
　　演題　長崎の「和華蘭」文化と国際理解教育
　　講師　 ブライアン・バークガフニ 氏（長崎総

合科学大学教授）
　　概要　 日本、中国、オランダ（西洋）の文化と

食が奇跡的な関係を築いた長崎がどのよ
うな社会を構成していたのか。国際理解
教育の目指すものについて。

　⑹　分科会
　　 ①教育課程に関する課題　②子どもの発達に関

する課題　③教育環境整備に関する課題　④組
織・運営に関する課題　⑤教職員の専門性に関
する課題

Ⅳ　大会に参加しての感想等
　分科会では、提言に対して参加した先生方が自分
の学校の状況等を考えながら協議を行い、副校長・
教頭としてどう課題に関わればよりよい成果をもた
らすことができるのかを協議で深めた。どの会場に
おいても、「働き方改革」に向けての取組について
の話題が出されていた。副教頭・教頭として様々な
改善を行っていきたいが具体的な方策等を模索中だ
という意見が多かった。今後、参加者がそれぞれの
地域での実践を通してよりよい成果を期待したい。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告
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Ⅰ　大会名称
　第46回　東海・北陸地区公立学校教頭会研究大会
　第40回　富山県公立小中学校教頭会研究大会
Ⅱ　開催期日・場所
　平成30年10月11日（木）・12日（金）
　富山市芸術文化ホール他市内各会場
Ⅲ　日程・大会の概要
　１　日程
　⑴　１日目
　　受付　　　　　　12：30～13：30
　　開会行事　　　　13：30～14：20
　　記念講演　　　　14：30～16：00
　⑵　２日目
　　受付　　　　　　８：30～９：00
　　分科会１　　　　９：00～10：15
　　分科会２　　　　10：25～11：30
　　指導・助言　　　11：30～12：00

　２　概要
　⑴　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」
　⑵　主催　東海・北陸地区公立学校教頭会
　　　　　　富山県立小中学校教頭会
　⑶　後援　富山県教育委員会　富山市教育委員会　

富山県小学校長会　富山県中学校長会　
全国公立学校教頭会

　⑷　開会行事
　　 ①開会の言葉　②国歌斉唱　③挨拶　富山大会

実行委員長、全国公立学校教頭会副会長　④祝
辞　富山県教育委員会教育長　⑤基調講演

　⑸　記念講演
　　演題　 「地域と共に生きる」　―伝統産業の取り

組み―
　　講師　能作　克治 氏（㈱能作　代表取締役社長）
　　概要　 伝統的な錫の鋳造技術と素材を生かすデ

ザインを探求し、地域に誇れるものづく
りと職人の地位向上を目指してきたこと
について。

　⑹　分科会
　　 ①教育課程に関する課題　②子どもの発達に関

する課題　③教育環境整備に関する課題　④組
織・運営に関する課題　⑤教職員の専門性に関
する課題　⑥副校長・教頭の職務に関する課題

Ⅳ　大会に参加しての感想等
　分科会では、提言における話し合いの視点に沿っ
て、各地域が抱える課題と合わせて、副校長・教頭
としてどのように関わるべきか協議で深めた。地
域・関係機関との連携のあり方、小中連携・小中一
貫教育をすすめていくための組織づくり、教員の資
質向上のための取組など「チーム学校」の核として
副校長・教頭がどのように関与していくべきか研究
が行われていた。研究大会の成果を参加者が各地域
で広め、研究の深化を図りたい。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告
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Ⅰ　大会名称
　第38回　東北地区小中学校教頭会研究大会宮城大会
　第43回　宮城県小中学校教頭会研究大会仙台市大会
Ⅱ　開催期日・日程
　平成30年11月８日（木）・９（金）
　宮城県仙台市　仙台サンプラザホール
　仙台国際ホテル・ＴＫＰガーデンシティー仙台
Ⅲ　日程・大会の概要
　１　日程
　⑴　１日目
　　受付　　　　　　12：00～13：00
　　分科会　　　　　13：00～16：00
　⑵　２日目
　　受付　　　　　　９：00～９：30
　　全体行事　　　　９：30～10：30
　　記念講演　　　　10：30～12：15
　　閉会行事　　　　12：15～12：30

　２　概要
　⑴　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」
　⑵　主催　東北地区小中学校教頭会
　　　　　　宮城県小中学校教頭会
　⑶　後援　 宮城県教育委員会　仙台市教育委員会　

宮城県小学校長会　宮城県中学校長会　
仙台市小学校長会　仙台市中学校長会　
公益財団法人日本教育公務員弘済会宮
城支部　一般財団法人宮城教育振興会

　⑷　開会行事
　　 ①開会の言葉　②国歌斉唱　③挨拶　東北大会

実行委員長　全国公立学校教頭会会長　④祝辞　
宮城県教育委員会教育長　仙台市教育委員会教
育長　仙台市中学校長会会長

　⑸　記念講演
　　演題　「楽しく科学･伝える防災」
　　　　　～学校現場へ期待する協働力～
　　講師　阿部　清人 氏
　　　　　（株式会社ＭＣラボ代表取締役）
　　概要　 仙台市のラジオ局のアナウンサーとして

2011年の東日本大震災を経験。その経験
と防災士の資格を活かして、防災の科学
実験を用いて東日本大震災の教訓を伝え
る。

　⑹　分科会
　　 ①教育課程に関する課題　②子どもの発達に関

する課題　③教育環境整備に関する課題　④組
織・運営に関する課題　⑤教職員の専門性に関
する課題

Ⅳ　大会に参加しての感想等
　分科会では、東北各県における課題を含め、効果
的な副校長・教頭としての関わり方・組織づくりに
ついて協議で深めた。今後参加者が各分科会の報
告・成果を共有し、それぞれの地域で実践すること
で、より成果を高めていきたい。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告



9

Ⅰ　大会名称
　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
　第56回　栃木県公立小中学校教頭会研究大会
Ⅱ　開催期日・場所
　平成30年11月８日（木）・９日（金）
　栃木県宇都宮市、宇都宮市文化会館大ホール　他
Ⅲ　日程・大会の概要
　１　日程
　⑴　１日目
　　受付　　　　　　12：50～13：30
　　開会行事　　　　13：30～14：25
　　記念講演　　　　14：45～16：25
　⑵　２日目
　　受付　　　　　　９：00～９：40
　　分科会開会行事　９：40～９：50
　　分科会１　　　　９：50～12：00
　　分科会２、３　　13：00～15：05
　　閉会行事　　　　15：05～15：30

　２　概要
　⑴　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　 
～世界を見つめ　地域とつながり　
力強く未来を生き抜く子どもの育
成～」

　⑵　主催　関東甲信越地区公立学校教頭会

　　　　　　栃木県公立小中学校教頭会
　⑶　後援　 栃木県　栃木県教育委員会　栃木県市

町村教育委員会連合会　宇都宮市　宇
都宮市教育委員会　一般財団法人栃木
県連合会教育会　栃木県小学校長会　
栃木県中学校長会　公益財団法人日本
教育公務員弘済会栃木支部　全国公立
学校教頭会

　⑷　開会行事
　　 ①開会の言葉　②国歌斉唱　③挨拶　関東甲信

越地区公立学校教頭会会長　④祝辞　栃木県教
育委員会教育長、宇都宮市教育委員会教育長、
全国公立学校教頭会会長　⑤来賓紹介　⑥基調
提案

　⑸　記念講演
　　演題　 「今、教育に求められるもの　～魅力あ

る指導者として～」
　　講師　清水　幹裕 氏（弁護士）
　　概要　 40年にわたる高校・大学野球審判の経験

を通じて見てきた「いい監督、いい選
手」とは、監督としてあるべき姿、いい
選手に共通して見られる姿など、今後、
子どもたちを育てる上で必要なこととは
何か。

　⑹　分科会
　　 ①教育課程に関する課題　②子どもの発達に関

する課題　③教育環境整備に関する課題　④組
織・運営に関する課題　⑤教職員の専門性に関
する課題　⑥副校長・教頭の職務内容や職務機
能に迫る課題

Ⅳ　大会に参加しての感想等
　分科会では、提言に対してそれぞれの地域におけ
る課題と合わせて、副校長・教頭としてどう関われ
ばよりよい成果をもたらすことができるのかを協議
で深めた。「働き方改革」を進めるための教育環境
の整備・組織運営、若手育成を中心とした教職員の
資質の向上などこれからの学校経営に必須の研究が
行われていた。今後、参加者がそれぞれの地域でよ
り成果を高めていくための示唆を得られた。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告
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　中国地区公立学校教頭会は、鳥取・島根・岡山・
山口・広島の５県で構成されていますが、現在、広
島県が不在の状況です。会員数は1,468名で、2020
年には全国公立学校教頭会研究大会岡山大会が開か
れることもあり、５県揃っての活動をめざして、本
年も全公教と連携して働きかけを続けています。

１　目的
　中国地区公立学校教頭会相互の緊密な協調を保
ち、職能の研究と地位向上を図りながら、中国地区
教育の伸長に寄与することを目的とする。

２　活動方針
⑴教育諸問題の調査
⑵研究大会の開催
⑶教頭職の地位向上のための連絡・提携
⑷その他、本会の目的達成のための事業

３　事業計画
○６月21・22日（岡山市）
　運営委員会・役員会・専門部会・第１回総会

○11月22日（倉敷市）
　第38回中国地区公立学校教頭会研究大会
 （岡山大会）
○２月21・22日（岡山市）
　運営委員会・第２回総会・引き継ぎ会
○３月８日（岡山市）　監査会

４　研究大会
　本年度は11月22日（木）に倉敷市の「市民会館・芸
文館」において、670名の参加を得て開催しました。
　午前中の講演では、株式会社マックアース代表取
締役の一ノ本達己氏をお招きし「リゾート再生と持
続可能な中山間地域の創造を目指して」と題してご
講演をいただきました。
　午後は「自己肯定感を育み　自ら課題を解決し創
造性を発揮できる人材育成を目指して」をサブテー
マに、６課題・６分科会で、協働性に基づいた提言
がなされ、活発な参加型の研究協議が行われまし
た。
　この研究大会を通して、さらに各県の交流や、中
国ブロックの連携が深まることを期待しています。

　四国地区小中学校教頭会は、愛媛、高知、徳島、
香川の四県の公立小中学校教頭会で組織され、本年
度の会員数は1,305名である。各県がそれぞれの特
色を生かして研究推進するとともに「四国は一つ」
を合言葉に、四県の連携及び団結を深めている。

１　活動目的
　各県教頭会相互の連絡提携と会員の資質向上を図
り、四国地区教育の振興と学校運営の合理化に努め
る。

２　活動内容
⑴各県教頭会の情報交換と連絡調整
⑵ 第36回四国地区小中学校教頭会研究大会（香川大

会）の調整
⑶教育振興のための調査広報活動（全公教調査等）
⑷教頭職の勤務待遇改善（要請活動等）
⑸その他本会の目的達成のための事業

３　事業計画� 会場：高松市
月　日 事　　　　業　　

６月23日 第１回理事会、代議員会、
研究部長会、要請部長会

８月18日 第２回理事会、研究部長会
11月21・22日 第36回四国地区研究大会

２月２日 第３回理事会、研究部長会、
要請部長会、事務担当者会

４　四国地区小中学校教頭会研究大会（香川大会）
【サブテーマ】 「つながりを生かし、夢と笑顔が広が

る学校づくりに向けて」
【日程】平成30年11月21日（水）～22日（木）
【会場】高松市文化芸術ホール他
【分科会構成】５課題６分科会＋特別課題
【記念講演】
　演題　「感動のオンリーワン企業を目指して」
　講師　十河　孝男氏（徳武産業（株）取締役会長）

中国ブロック

四国ブロック

中国ブロック＆四国ブロック

中国ブロック長　神嶋　正人

四国ブロック長　小野坂　寧晃
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全会員の皆さんにお薦めします 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyotokai.jp/                                           

学校現場で困った

時に，すぐ役立ち

ます！！ 

「学校運営」は，全国公立学校教頭

会が編集・発行している月刊職能研

修誌・機関誌です。 

 

 

「学校運営」は教育情報誌として多くの読者の皆さんに活用されています。個人的な

研修資料としてのみでなく，校内研修の資料としても活用されています。 

《2019 年 4月号より新価格》 

個別送付： 新価格 3,720 円  

団体送付：新価格 3,240 円／人 

年１２冊（毎年４月号～翌年３月号まで） 

 

全国公立学校教頭会の会員及び主幹教

諭・教務主任の皆様に，「学校運営」誌の購

読を是非お願いしたいと思います。お申し込

みは，裏面のＦＡＸ用紙にて，お願いします。 

全国公立学校教頭会の「学校運営」誌では，

特別連載「教育長に聞く」（全国の区市町村

の教育長の寄稿より地域の教育の特色等を

掲載），連載「法規講座シリーズ」，連載「教

育判例考察～過去から学ぶ～」や連載「ニュ

ースの焦点」などの連載をはじめ，教育の課

題に迫る「特集テーマ」を取り上げて読者の

ニーズにお応えしています。 

全国公立学校教頭会会員の皆様へ 

全国公立学校教頭会 編集責任 

特集テーマの予定（２０１９年） 

○３月号「『ファシリテーション力』を育てよう」 

○４月号「フレッシュ副校長・教頭」 

○５月号「危機管理と副校長・教頭パート１」 

○６月号「東京オリンピック・パラリンピックから学ぶ」 

○７月号「新学習指導要領実施にあたって」 
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全国公立学校教頭会『学校運営』誌の購読を申し込みます。 

つきましては，下記の送付先に送付願います。 

（個別発送・個別請求の場合は学校一覧名簿添付。ただし既購読地域 

の会員の皆様は学校数等に変更がある場合のみ） 

 

宛先：ＦＡＸ ０４２－６５２－０１２９ 

 

送付先    こちらの用紙で購読の御更新(団体送付の方は担当者の御変更)ができます。 

 

 

 

 

 

 

団体購読の方で送付先と請求先が異なる場合は、下記に記入をお願い致します。（送付先と同じ場合は同上と記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間購読料  ○個別送付 ３，７２０円  ○団体一括送付 ３，２４０円／人 

年 12 冊（2019年 4月号～2020 年 3 月号） 

 

問い合わせ先 〒192-0153東京都八王子市西寺方町１０１９－２２９ 

学校運営研究会 『学校運営』誌 宛 

電話:042-652-0141  FAX:042-652-0129  Ｅ-mail:guk1main@yahoo.co.jp 

2019.02 

※毎年、単位教頭会事務局へお申し込み

頂いている会員の皆様は、例年通り御所 

属の教頭会事務局の申込み方法にてお

願いします。 

        住所（勤務校または自宅） 

〒                                   

                                    

                                    

              氏 名                          

 TEL                          FAX                       

申込部数      部    開始年月号  2019年４月号 

請求先     住所（勤務校または自宅） 

〒                                   

                                    

                                    

              氏 名                          

 TEL                          FAX                       

申込部数      部    開始年月号  2019年４月号 

学校運営ＦＡＸ申込書 


