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湖国滋賀の象徴であるマザー
レイクを表現するとともに、県
鳥であるカイツブリをシンボル
化しました。琵琶湖のように大
きくて優しい心で子供たちを支
え、琵琶湖から飛び立つカイツ
ブリは、わたしたち教頭会の新
しい教育への熱意を象徴して
います。
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開催要項

全国公立学校教頭会　近畿公立学校教頭会　滋賀県小中学校教頭会主　　催

令和元年７月３１日（水）・８月１日（木）・２日（金）開催期日

よし笛コンサート　　　　演奏　レイクリードアトラクション

滋賀県大津市・草津市開 催 地

講　　師　　　今森光彦 氏　〔写真家〕
演　　題　　　「琵琶湖水系の美しい自然」

記念講演

全体会場　：　びわ湖大津プリンスホテル

分科会場　：　びわ湖大津プリンスホテル・琵琶湖ホテル・
　　　　　　　ロイヤルオークホテルスパ&ガーデンズ・
　　　　　　　クサツエストピアホテル・ホテルボストンプラザ草津びわ湖

会　　場

日　　程

「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国統一研究主題 第 11 期３年次
キーワード　《自立・協働・創造》
サブテーマ　「身近な環境との関わりを通じ
　　　　　　　　　　　　　持続可能な社会の担い手となる子供の育成」

大会主題

テーマ　　「身近な環境との関わりを通じ 持続可能な社会の担い手となる子供の育成」
コーディネーター　　小林圭介 氏　〔滋賀県立大学名誉教授〕
シンポジスト　　小林　徹 氏　〔オプテックスグループ株式会社取締役相談役〕
シンポジスト　　今関信子 氏　〔児童文学作家〕
シンポジスト　　勝山浩司 氏　〔一般財団法人教職員生涯福祉財団専務理事･事務局長〕
　　　　　　　　　　　　　    〔国立大学法人東京学芸大学顧問〕

シンポジウム

文部科学省・全国都道府県教育長協議会・滋賀県・大津市
滋賀県教育委員会・大津市教育委員会・全国連合小学校長会・全日本中学校長会
全国へき地教育研究連盟・滋賀県都市教育長会・滋賀県町村教育長会
滋賀県小学校長会・滋賀県中学校長会・公益社団法人日本 PTA全国協議会
滋賀県 PTA連絡協議会・一般社団法人滋賀県教育会
公益財団法人日本教育公務員弘済会滋賀支部　（順不同）

後　　援

【１日目】

【２日目】

【３日目】

７月31日（水）
びわ湖大津プリンスホテル

８月２日（金）
びわ湖大津プリンスホテル

８月１日（木）
各会場

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

分　科　会 分　科　会

シンポジウム
受 付

記念講演

アトラクション
DVD放映

開
会
行
事

閉
会
行
事

受 

付

受 

付
昼 

食
研
究
の
ま
と
め
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１　開会の言葉　　　全国公立学校教頭会副会長

２　国歌斉唱

３　挨　　拶　　　　（１）　全国公立学校教頭会会長
　　　　　　　　　　（２）　滋賀大会実行委員会実行委員長

４　祝　　辞　　　　（１）　文部科学大臣　　　　　様
　　　　　　　　　　（２）　滋賀県知事　　　　　　様
　　　　　　　　　　（３）　大津市長　　　　　　　様
　　　　　　　　　　（４）　全国連合小学校長会長　様

５　来賓紹介　　　　滋賀大会実行委員会実行副委員長

６　閉会の言葉　　　全国公立学校教頭会副会長
　　　　　　　　　　　　―　来賓退場　―

　　基調提案

開会行事
【７月３１日（水）13:00 ～】

左義長祭り（近江八幡市） 百済寺（東近江市）
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髙嶋利明
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鷲見德彦
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主催者挨拶

　皆様、こんにちは　令和元年度、全国公立学校教頭会の会長を務めています東京都新宿区立新
宿西戸山中学校　副校長の多久知明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
　はじめに、この度の 6 月、７月の豪雨によって被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
　さて、第６１回全国公立学校教頭会研究大会が、湖の国、滋賀県大津市において、このように
盛大に開催されることを心から感謝申し上げます。
　本日、本大会を開催するにあたり、公務ご多用の中、文部科学大臣　柴山 昌彦様をはじめ、多
くのご来賓の皆様にご臨席を賜りました。誠にありがとうございます。また、この大会を開催す
るにあたり、文部科学省、滋賀県、滋賀県教育委員会、大津市、大津市教育委員会、全国連合小
学校長会、全日本中学校長会をはじめ、関係諸機関、諸団体の皆様からのご支援・ご協賛をいた
だきましたことに深く感謝申し上げます。
　ご承知の通り、全国公立学校教頭会は、六十一年にわたる歴史の中で、教育についての「政策
提言能力を備えた職能研修団体」として、確固たる地位を築いて参りました。
　その活動における重要な柱である研究活動の推進は、全国公立学校教頭会のまさに「命」であ
り要と言えるものです。
　本年度は、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」を掲げた第
１１期の３年目のまとめの年となります。将来の予測が難しい社会の中でも、伝統や文化に立脚
した広い視野を持ち、志高く未来を創り出していくために必要な資質・能力を子供たち一人一人
に確実に育むことが求められることを踏まえ、本研究主題は設定されました。
　滋賀大会におかれましては「自立・協働・創造」をキーワードに、「身近な環境との関わりを通
じ持続可能な社会の担い手となる子供の育成」をサブテーマとして設定し、研究に取り組んでま
いりました。
　変化の激しいこれからの社会を主体的に生きていくために必要な資質・能力を、学校と社会と
が連携・協働しながら育んでいくための「社会に開かれた教育課程」の実現等を目指し、副校長・
教頭としての専門性を高める３日間となります。
　また、本大会におきましても、副校長・教頭としての「継続性」「協働性」「関与性」に焦点を
当てた全国からの多様な実践研究が提案されます。「代表参加」、「参加型分科会」等の取り組みに
より、さらに力量が磨かれるものと確信しております。「知の共有」と言う言葉を今年度のテーマ
とし、今日から三日間の研究大会で高められた知を全国の隅々の単位教頭会の皆様に共有される
ならば、日本の児童生徒に教育の機会均等が広がると考えます。どうぞよろしくお願い申しあげ
ます。そしてそれが未来を創造することにつながるのです。目の前の児童生徒こそが、未来なの
です。
　全国公立学校教頭会では、一昨年度から義援金口座名をこれまでの「東日本大震災義援金」か
ら「災害支援義援金」に変更し、広域に甚大な被害をもたらした災害に対し広く支援に努めてま
いります。本大会でも災害支援として、会場に義援金箱を設置させていただきます。ご協力のほど、
よろしくお願い致します。」
　結びに、これまで、本大会の運営に総力をあげてご尽力してこられました滋賀県公立学校教頭会、
大津市小中学校教頭会の皆様に深く感謝申し上げます。本研究大会が、豊かで実り多きものとな
りますよう、また、ご参会の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、あいさつとさせていた
だきます。

多　久　知　明全国公立学校教頭会　会長

「滋賀大会によせて」
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主催者挨拶

滋賀大会実行委員長

滋賀大会の開催にあたって

髙　嶋　 利　明

　全国各地からお集まりいただきました皆様、ようこそ、湖の国　滋賀へ。
　皆様方のお越しを心より歓迎申しあげます。私は、この滋賀大会実行委員長を仰せつかってお
ります大津市立瀬田北小学校の髙嶋利明と申します。
　本日ここに、「令和元年度 第６１回全国公立学校教頭会研究大会 滋賀大会」を開催いたしまし
たところ、公務ご多用の中、多数のご来賓の皆様方にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。
　また、本大会を開催するに当たり、文部科学省、滋賀県、大津市、滋賀県教育委員会、大津市
教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会をはじめとする関係機関、諸団体の皆様方
から多大なる御支援を賜りましたことに対しまして、深く感謝申しあげます。
　皆さま、滋賀と言ってイメージされるのは、やはり日本最大の湖「琵琶湖」ではないでしょうか。
しかしながら、この滋賀のシンボルである琵琶湖も、１９７０年代、富栄養化による淡水赤潮発
生という重大な水質悪化の危機に遭遇したことがありました。その原因の一つが合成洗剤に含ま
れる「リン」であることがわかり、県民が主体となって、粉せっけんを使うという『石けん運動』
に取り組み、県民挙げてその危機から脱却した経験があります。その後、我々滋賀県民は、この
美しい湖を、”Mother Lake” と呼び、大切に守り続けてまいりました。
　その強みを生かし、今回の大会では、水質汚染・エネルギー不足・地球温暖化といった自然環
境問題はもとより、今後予想される少子高齢化、グローバル化などといった社会環境の変化など、
迫りくる身近な環境との関わりを通じ、その問題を子供一人ひとりが自らの問題としてとらえ、
誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる社会「Society 5.0」の実現に向け、持
続可能な社会づくりの担い手として育つためにはどうあるべきかなど、議論していきたいと考え
ました。
　このような認識のもと、今回、サブテーマを「身近な環境との関わりを通じ 持続可能な社会の
担い手となる子供の育成」と設定し、全国統一研究主題と合わせて皆様方と議論していきたいと
考えております。
　２日目の分科会はもちろん、初日に行われますシンポジウムや最終日の記念講演を通じて、環
境を大事にして教育活動に取り組んでいる滋賀県の『思い』を感じていただければ幸いです。
　滋賀大会実行委員会では、大会にお越しいただく皆様方を精一杯のおもてなしの心でお迎えし
たいと、準備を進めてまいりました。行き届かぬ点も多々あるかとは存じますが、どうぞ、活発
な実践交流を行っていただく中で、今後の日本の教育のあり方を議論していただき、その成果を
全国各地にお持ち帰りいただければ幸いです。
　琵琶湖畔で過ごすこの３日間が、ご参会の皆様方にとって思い出深く、実り多きものとなりま
すことを祈念いたします。
　では、３日間、よろしくお願いいたします。
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祝　　辞

　第６１回全国公立学校教頭会研究大会滋賀大会が開催されるに当たり、一言お祝いの御挨拶を
申し上げます。
　全国公立学校教頭会におかれましては、長年にわたり教育の振興・発展に格段の御尽力を続け
ておられますことに対し、心から敬意と感謝の意を表します。
　さて、今大会は、「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」を主題として、全国の先
生方が一堂に会し、教職員の資質・能力の向上や学校安全の推進等、様々な課題について意見交
換がなされるものとお聞きしております。御参会の皆様におかれましては、活発な御議論を通じ
実りある大会となりますことを期待しております。
　現在、政府においては、人生 100 年時代や「Society5.0」の到来を見据えた経済社会を大胆に構
想する中で、「一億総活躍」の旗を更に高く掲げ、日本を誰にでもチャンスがあふれる国へと変え
ていくため、内閣一丸となって「人づくり革命」を断行し、「生産性革命」を実現することを最大
の使命としています。
　こうした基本認識の下、世界からも評価の高い我が国の学校教育を持続可能なものとするため
には、教師が子供たちの指導に使命感を持ってより専念できるよう、「学校における働き方改革」
を強力に推進することが必要です。　
　文部科学省としては、学校と社会の連携の起点・つなぎ役としての役割を前面に立って果たし、
勤務時間管理の徹底や学校及び教師が担う業務の明確化・適正化などの一体的な推進を図るとと
もに、教職員定数の改善や、専門スタッフや外部人材の配置拡充などの一層の条件整備を図って
まいります。
　また、「Society5.0」の時代においては、急激な社会的変化が進む中で、次代を切り拓く子供たちが、
自ら課題を見出し、その解決に向けて主体的・協働的に学ぶことを通じて、豊かな創造性を備え
持続可能な社会の作り手として、社会の形成に参画するための資質能力を、これまで以上に身に
付けることが必要と考えます。
　そのためには、教育課程や教員免許などの教育制度も必要に応じて見直す必要があるため、４
月 17 日に中央教育審議会に諮問し、新しい時代に対応した義務教育や高等学校教育の在り方、教
師に関する制度の在り方やⅠＣＴ環境を含む教育環境の整備、増加する外国人児童生徒等への教
育の在り方などの初等中等教育に関する課題について、幅広く御議論いただくこととしました。
　また、６月 25 日に「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」の最終まとめを公表しました。
ＩＣＴを基盤とした最適な先端技術・教育ビッグデータを効果的に活用することで、子供の力を
最大限引き出し、多様な子供たちを「誰一人取り残すことのない、公正で個別最適化された学び」
を実現するため、目指すべき次世代の学校・教育現場を具体的に提示し、その現状と課題を整理
しました。
　この最終まとめを実効的な方策につなげるため、６月 25 日に文部科学大臣を本部長とする「先
端技術・教育ビッグデータ推進本部」を設置しました。新時代における学校、子供たちの学びを
実現するために、文部科学省が一丸となって、しっかりと取り組んでまいります。
　私としましては、来るべき新しい時代を創るため、文部科学行政全般にわたり、「人づくり」を
はじめとした諸課題の解決に着実に取り組む考えです。
　結びに、本大会が、所期の目的を達成し多大な成果がえられますよう御期待いたしますとともに、
全国公立学校教頭会のますますの御発展と、御参会の皆様方の御活躍を祈念いたしまして、お祝
いの言葉といたします。

長　尾　篤　志文部科学省初等中等教育局主任視学官
（文部科学大臣代理）

祝　　辞
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祝　　辞

　皆様、母なる湖・琵琶湖を抱く滋賀県へようこそお越しくださいました。この滋賀の地で、第
61 回全国公立学校教頭研究大会が盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。
　本日お集まりの先生方には、日頃から、それぞれの学校での教育活動の充実のみならず、長年
にわたる研究により我が国の公教育の発展に多大なるご尽力をいただいていることに、深く敬意
を表します。
　そうした中、本大会の研究のテーマを、「身近な環境との関わり合いを通じ　持続可能な社会の
担い手となる子供の育成」とされております。先人からの思いや歴史のバトンを受け継ぎ、次世
代につなぐ役目を担う子どもたち、その子どもたちを育成する先生方を含め我々大人にとって大
変意味のあるものと思います。
　令和という新しい時代を迎え、社会が大きく転換する中で、本県では「変わる滋賀 続く幸せ」
を基本理念とする新たな県の基本構想を策定し、その実現に向けた取組をスタートさせました。
未来と世界をしっかり見据えて、学校教育をはじめ、企業、大学、団体、そして地域住民が一体
となって、持続可能な共生社会を次世代につなぐことを目指してまいりたいと考えております。
　本県の教育活動におきましては、日本一の湖「琵琶湖」をステージとした、本県ならではの体
験学習として「びわ湖フローティングスクール」を実施しています。昭和 58 年から続くこの学習
では、小学校５年生の児童が他校の児童と共に、２日間学習船「うみのこ」に宿泊し、環境に主
体的にかかわる力や人と豊かにかかわる力を育んでおります。「うみのこ」には、昭和 58 年の就
航以来、55 万人を超える子どもたちが乗船しております。昨年６月には新しく造船した「うみのこ」
が就航し、夢と感動のある体験学習を展開しています。
　今回、全国からお越しの皆様には、ぜひ滋賀県の子どもたちの学びの場でもある琵琶湖の雄大
な景色や本県の豊かな歴史、文化、食にふれていただき、魅力いっぱいの滋賀県をご堪能いただ
ければと思います。
　結びに、大会の開催に向けご尽力いただきました皆様に深く敬意を表しますとともに、全国公
立学校教頭会のますますの発展、皆様方のますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げ、お祝い
の言葉といたします。本日は、ご盛会おめでとうございます。

由　布　和嘉子滋賀県副知事
（滋賀県知事代理）

祝　　辞
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祝　　辞

　本日、第 61 回全国公立学校教頭会研究大会滋賀大会並びに第 57 回近畿公立学校教頭会研究大会、
2019 年度滋賀県小中学校教頭会研修会が盛大に開催されましたことをお祝い申しあげますととも
に、大津にお越しいただきました皆様を心より歓迎申しあげます。
　大会にご出席の皆様方におかれましては、日頃より教育現場の様々な場面で先頭に立ち、子ど
もたちの教育のために、ご尽力いただいておりますことに対し、深く敬意を表するものでござい
ます。
　さて、わが国では、人口減少や超高齢化社会が進行するとともに、世界的には「第４次産業革命」
といわれるような IOT、AI 等の技術革新やグローバル化が進展しております。また、持続可能な
社会づくりのため、国連を中心に SDGʼs の取組みが展開されており、滋賀県、また本市におきま
しても SDGʼs の視点を取り入れた施策の展開を図っております。
　こうした社会の大きな流れの中で、「人生 100 年時代」をたくましく生き抜く人材を育成するた
めには、教育の果たす役割は大きいと認識しております。
　本市では、「子ども・子育て支援」を重点分野の１つとして位置づけ、いじめ対策の推進や英語
教育をはじめとする国際理解教育推進などの様々な事業に取り組んでおります。また、本市で５
月に起きました保育園児が犠牲となる痛ましい交通事故を受けまして、今まで以上に、子どもた
ちの安全対策を実施しているところでございます。本日から始まる研究大会を貴重な学びの機会
として、本市の教育行政の更なる発展につなげてまいりたいと考えております。
　皆様方におかれましては、本研究大会が実り多いものとなりますこと、また今後の学校教育の
充実・発展につながりますことをご期待申し上げるものでございます。
　さて、ご参加の皆様には、せっかくの機会でございますので、琵琶湖はもちろん、世界遺産で
ある比叡山延暦寺や紫式部ゆかりの石山寺、かるたでおなじみの近江神宮など、本市には、歴史・
文化に彩られた観光スポットが多くございますので、こちらにつきましてもご堪能いただければ
と思います。
　結びになりますが、本研究大会のご成功とご参会の皆様方の今後益々のご活躍を祈念申し上げ、
お祝いの言葉といたします。

鷲　見　德　彦大津市副市長
（大津市長代理）

祝　　辞



10

祝　　辞

　第 61 回全国公立学校教頭会研究大会・滋賀大会がこのように盛大に開催されますこと、誠にお
めでとうございます。全国連合小学校長会を代表して、心よりお祝い申し上げます。
　また、日頃より教頭先生、副校長先生におかれましては、各学校の校長の学校経営を補佐して
いただくとともに、教育活動の充実のために日々ご尽力いただいていることに、全国の小学校長
を代表して心より御礼申し上げます。いつも本当にありがとうございます。
　さて、いよいよ小学校においては新学習指導要領移行措置最終年度となりました。この夏には
各地で教科書採択が行われ、指導計画や評価計画などの作成も現実問題になってきます。今回の
改訂は、未来社会の形成者としての子どもたちにとって必要な資質・能力を身に付けていこうと
いう明確な方向性があります。そのことを社会と共有し、それぞれの役割を果たしていくことが、

「社会に開かれた教育課程」の実現、ということになります。具体的には、各教科等の独自の見方
や考え方で対象にアプローチすることで、資質・能力を身に着けていくことになります。そのた
めの授業改善の視点が「主体的・対話的で深い学び」、また、そこで身に付けた資質・能力を教科
横断的に見ていくのが「カリキュラム・マネジメント」です。「主体的・対話的で深い学び」や「カ
リキュラム・マネジメント」などのキーワードとなる言葉を使うことで、取り組んでいるつもり
にならないよう、我々管理職が、改訂の理念をしっかり理解し、教職員に分かりやすく説明して
いく責任があります。教育改革が教室の手前で止まることがないよう、共に取り組んで、まいり
ましょう。
　また、学校における働き方改革についても喫緊の課題であり、管理職の柔軟な発想が求められ
ています。ここで留意しなければならないのは、学校における働き方の方向性です。単に仕事を
減らすことや学校行事を止めることが学校における働き方改革ではありません。学校における働
き方改革の目的は、教員の本来業務である授業の準備のための時間や子どもと向き合う時間を確
保することです。そのために、これまでの仕事の仕方を見直したり、他の人材に任せられること
は任せたりしていくというものです。このことを忘れた働き方改革では社会からの信頼は得られ
ません。また、学習指導要領の改訂に合わせ、これまで行ってきた教育活動を見直すことも求め
られています。これまでやってきたから、地域が期待しているからという理由ではなく、そのこ
とを通してどのような資質・能力が身に付くのか、それは学校の教育目標と合致しているのかと
いう視点です。ここに、管理職の柔軟な発想が生きてきます。
　様々な対応が迫られている学校、働き方改革が進まない学校はブラックだと言う人もいます。
そのことが教員採用選考の低倍率化につながっていることも事実です。しかし、学校は本当にブ
ラックでしょうか。未来社会の形成者を育てるという、こんなに夢のある仕事はありません。学
校の役割や存在意義について、我々自身がもっと自信をもって語っていきましょう。そして、そ
のためにも我々はもっともっと学ばなければなりません。この滋賀大会は、まさにその学びの場
です。活発な議論によって皆様の学びが深まることを期待しております。
　結びに、本大会の開催にあたり、ご尽力いただきました全国公立学校教頭会会長　多久 知明 様、
実行委員会委員長　髙嶋 利明 様をはじめ、関係の皆様に感謝申し上げますとともに、全国公立教
頭会のますますのご発展と、ご参会の皆様のご健勝とご活躍を心より祈念いたしまして、祝辞と
いたします。本日は誠におめでとうございました。

喜　名　朝　博全国連合小学校長会長

祝　　辞
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村　松　　　厚全国公立学校教頭会　研究部長

　全国公立学校教頭会は、政策提言能力を備えた職能研修団体として活動を行い、６１年目を迎
えます。その活動の根幹のひとつが、教育の不易と流行（喫緊の課題）を見極め、全国統一の研
究主題を掲げて昭和５２年度より４０年以上にわたり、継続的・組織的に取り組んでいる研究活
動です。
　副校長・教頭として、何が求められ、どう対処するか、協働してその力量を高めるべく、実践
的な研究を継続的に推進してきました。研究の基本方針は、「学校教育の課題解決に努める」「副
校長・教頭の職務内容や職務機能を追求する」「研究成果を政策提言に生かす」ことです。この基
本方針をふまえ、教育課題を６つの研究課題に整理して、全国大会のみならず各ブロック、都道
府県、郡市区町村教頭会・副校長会でも、全国統一研究主題に基づき、「継続性」、「協働性」、「関
与性」に焦点を当て研究を進めてきました。
　本年度は、第 11 期全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性を育む未来を拓く学校教育」の３
年次まとめの年になります。初年度から２年間の研究を通して明確になった研究の成果と課題を
分析・検討し、課題解決に向け新たな方策を示すとともに、成果を踏まえた実践的な研究が進め
られてきました。この３年間の研究の成果と課題を明確に示し、さらなる深化・発展を目指し、
新たな視点も盛り込み、第 12 期の全国統一研究主題につなげていきたいと思います。
　21 世紀も 20 年あまりを経過し、平成から令和という新しい時代を迎え、技術革新とグローバル
化が進み、生活の質的変化に対する対応力の育成が求められています。次期学習指導要領の基本
的な考え方として、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を活かし、子供たちが未来社会を
切り拓くための資質・能力を一層確実に育成すること。その際、子供たちに求められる資質・能
力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視することが示されてい
ます。
　今回の滋賀大会では、「身近な環境との関わりを通じ、持続可能な社会の担い手となる子供の育
成」がサブテーマとして設定されています。1970 年代後半琵琶湖の淡水赤潮発生を期に合成洗剤
をやめて粉石けんを使う「石けん運動」を通じて琵琶湖の水質改善を果たした歴史。琵琶湖の水
質環境を守るための市民による地域の環境保全活動が現在も多種多様に行われている滋賀県から
全国に環境保全について発信することは、大変意義あることです。そして、サブテーマ後半の「持
続可能な社会の担い手となる子供の育成」は、まさに教育に携わる我々に課せられた使命に他な
りません。
　それぞれの分科会の研究協議では、各単位教頭会・副校長会で取り組まれた研究を通じて解明
されたことや課題を明確にして研究を継続的に進める（継続性）。単位教頭会・副校長会の組織的
な研究として、ともに学びあい研究を進める（協働性）。単位教頭会・副校長会の課題を勤務校で
の実践につなげていく（関与性）の３つの研究の視点をもとに研究・協議が深められ、実践に生
かされることを確信しています。
　最後に、滋賀県公立学校教頭会をはじめ単位教頭会・副校長会、関係諸団体の皆様、所属の校
長及び教職員等多数の皆様のご理解ご協力があって研究大会を開催することができました。心よ
り感謝申し上げます。

豊かな人間性と創造性を育み
　未来を拓く学校教育をめざして

基調提案
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シンポジウムテーマ
シンポジウム

小林　圭介（こばやし　けいすけ）氏

小林　　徹（こばやし　とおる）氏

『身近な環境との関わりを通じ
持続可能な社会の担い手となる子供の育成』

　　　　　理学博士・農学博士                     
　　　　　滋賀県生きもの総合調査委員会会長            
略　歴　　1940 年生まれ　長野県出身　滋賀県彦根市在住   
　　　　　1979 年滋賀県立短期大学教授            
　　　　　1995 年滋賀県立大学環境科学部教授        
　　　　　1997 年滋賀県立大学名誉教授            
　　　　　第 15 次南極地域観測隊員 (1973) および北極スバルバール
　　　　　諸島学術調査隊長 (1985) として極地の学術調査に従事                 
主な著書　「日本植生誌」「植物社会学 - 生態学講座 4」　　　　　　
　　　　　「滋賀県自然誌」「滋賀県レッドデータブック」
　　　　　「緑環境の幼児の発達過程に及ぼす影響について」等、　
　　　　　著書・論文多数                  

略　歴　　1971 年　　  同志社大学工学部卒業　　　　　　　　
　　　　　1979 年　　  オプテックス株式会社創業　       
　　　　　　　　　　　代表取締役就任　　　　　　　　　　　
　　　　　2017 年　　 オ プ テ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 兼 CEO                  
　　　　　2019 年 4 月  オプテックスグループ株式会社取締役相談役

　オプテックスグループとして、光技術を中心とした事業展開を行
う一方、子会社のアウトドアスポーツクラブ「オーパルオプテックス ]
を通じて、県内外の子どもたちに琵琶湖畔でのスポーツ体験学習 ( カ
ヌー、ドラゴンボート、いかだづくりなど ) と水環境体験学習 ( 湖畔
の生き物しらべ、ヨシ紙を使った笛づくり、プランクトン観察など )
の機会を提供している。

●コーディネーター

●シンポジスト

滋賀県立大学名誉教授

オプテックスグループ株式会社
取締役相談役

【７月３１日（水）14:00 ～】
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今関　信子（いまぜき　のぶこ）氏

勝山　浩司（かつやま　こうじ）氏

　　　　　日本児童文学者協会会員、日本ペンクラブ会員　　  
　　　　　滋賀県児童図書研究会会長                 
略　歴　　東京生まれ埼玉育ち                 
　　　　　幼稚園教諭として７年勤務の後、古田足日氏に師事し創
　　　　　作活動に入る。             
    　　　　2017 年まで滋賀県ﾚｲｶﾃﾞｨｱ大学で 18 年間手作り紙芝居の
　　　　　講座を担当する。　　　　　　　　　  
　　　　　2000 年より 4 年間滋賀県教育委員を務める。子どもの遊
　　　　　び、児童文化に関心をもち広く活動する。  
主な著書　「小犬の裁判はじめます」童心社
　　　　　「さよならの日のねずみ花火」国土社
　　　　　「永遠に捨てない服が着たい」汐文社
　　　　　「デニムさん」佼成出版

略　歴　　1956 年生まれ　北海道札幌市出身　             
     　　  　国立大学勤務後、1983 当時の文部省へ     
 　  　　　2004 年兵庫県宝塚市教育長            
　　　　　2007 年文部科学省教育財政室長、2010 年青少年課長
　　　　　2012 年～ 2016 年　国立大学法人東京学芸大学理事   
　　　　　　　　　　　　　　副学長・事務局長               
　　　　　2016 年 5 月～　財団勤務                
主な著書　「週刊教育資料」や「学校事務」誌等に多数寄稿、　　　
　　　　　中央教育審議会答申作成 

●シンポジスト

●シンポジスト

児童文学作家

一般財団法人教職員生涯福祉財団 専務理事・事務局長
国立大学法人東京学芸大学顧問
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分科会　提言テーマ

分科会 研 究
課 題 提　言　内　容 提　言　者

第
１
Ａ

教
育
課
程
に
関
す
る
課
題

今日的な課題を捉え教育課程の充実を図る教頭の
　　　　　　　　　　　　　　　リーダーシップとは何か　

ー「組織」「運営」「連携」の取組を窓口としてー

北海道
旭川市立東五条小学校
　　　　末木　良典

学力向上に向けた授業改善と学びの環境づくりの
　　　　　　　　　　　システム構築に向けた教頭の役割
ー「学びを育む京丹波町メソッド」の理念に基づいた研究と実践を通してー

京都府
京丹波町立蒲生野中学校
　　　　宅間　治郎

第
１
Ｂ

確かな学力の向上を目指した小中連携の取組と教頭のかかわり
　

ー「学びのスタンダード」推進事業を軸としてー

福島県
会津若松市立城北小学校
　　　　金田　浩充

社会に開かれた教育課程の実現を目指して　
ー未来の創り手に必要な資質・能力を育むための教頭の役割ー

滋賀県
守山市立守山南中学校
　　　　水野　　恵

第

２

子
供
の
発
達
に
関
す
る
課
題

児童生徒の理解・生徒指導・豊かな人間性の育成を目指して　
ー関係機関との連携のあり方や方策についてー

豊かな人間性の育成と校区一斉清掃　
ー地域との連携を深める取り組みに教頭としてどう関わるかー

課題のある子供を中心に据えた、
　　　　　　　　　どの子も育つ学びづくりと仲間づくり　

ー共通実践と個別実践から効果的な教頭の関わりを探るー

山梨県
市川三郷町立市川東小学校
　　　　望月　光洋

大阪府
豊中市立第九中学校
　　　　畠中　伸一

滋賀県
甲賀市立佐山小学校　
　　　　澤　　明美

第

３

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

子どもが安心・安全に過ごせる環境整備　
ー学校・地域・家庭との連携を通してー

地域連携教育と教頭の職務　
ー日本一広い村にある学校の取組ー

「働き方改革」と教頭の役割　
ー学校における業務の効率化と情報化ー

愛知県
名古屋市立味鋺小学校
　　　　加藤　準一

奈良県
十津川村立十津川中学校
　　　　前木　伸一

滋賀県
東近江市立箕作小学校
　　　　赤沢　文彦

第

４

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

学校小規模化に伴う課題を克服する取組　
ー矢掛町における合同授業と合同学年部研修会の　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　推進における教頭の役割ー

小規模校における学校活性化を目指した取組　
ー地域や家庭、校種間の連携を通してー

学校の組織力を高める教頭の役割　
ー校内研究による授業改善から教育目標の具現化へー

岡山県
矢掛町立小田小学校　
　　　　村木　美晴
矢掛町立三谷小学校　
　　　　川上　展弘

和歌山県
紀美野町立小川小学校
　　　　宮本　和典

滋賀県
大津市立粟津中学校　
　　　　菊谷　　愛
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分科会 研 究
課 題 提　言　内　容 提　言　者

第
５
Ａ

教
職
員
の
専
門
性
に
関
す
る
課
題

若年教員を計画的・組織的に育成するための教頭の役割　
ー地域の協働体制を生かした取組を通してー

教職員の資質向上に向けた教頭の役割
ー「高砂市小中一貫教育」の取組を活かした道徳教育推進のあり方ー

香川県
善通寺市立筆岡小学校
　　　　藤田佳代子

兵庫県
高砂市立荒井中学校　
　　　　松本　光弘

第
５
Ｂ

義務教育９年間で育む地域とともに生きる子どもの育成　
ー小・中一貫教育の推進と教頭の役割ー

教職員の指導力向上を目指す教頭の関わり
ー小中一貫教育の取組を通してー

大分県
豊後大野市立朝地小学校
　　　　佐々木直子

滋賀県
高島市立朽木中学校　
　　　　今井　俊彦

第

６

テーマ
　　続・学校における働き方改革と副校長・教頭の役割　

講　演
　　　東北大学大学院准教授　　　　青木　栄一　氏

全公教総務・調査部

特

Ⅰ

時
宜
に
応
じ
た
課
題

①「カリキュラムマネージメントを通しての
　　　　　　　　　　　　　　　学校教育の改善について」　

～　信濃教育会（長野県）での実践を通して　～
講　師
　　　公益社団法人信濃教育会　会長　　後藤　正幸　氏

②「麹町中学校の学校改革と副校長の役割」
講　師
　前・千代田区立麹町中学校　副校長　　宮森　　巖　氏

全公教研究部

特

Ⅱ

開
催
地
の
創
意
を
生
か
し
た
課
題

①「環境に主体的に関わる力を育むフローティングスクール学習」
～　びわ湖や郷土について学び、考え、伝え合い、　　　　　　　　
　　　びわ湖と自分のつながりを見つめる子の育成を目指して　～

講　師
　滋賀県立びわ湖フローティングスクール　所長　小野澤　稔香　氏

②「ヨシいけドンドン作戦による
　　　　　　　　　琵琶湖の環境保全活動と環境教育」
講　師
　公益財団法人淡海環境保全財団　専門員　田井中　文彦　氏

滋賀県

副
校
長
・
教
頭
の
職
務
内
容
や

　
　
　
職
務
機
能
に
迫
る
課
題
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分科会指導助言者・提言者・役員一覧

分科会 会　場 室　名 課　題 指導助言者
提　言　者

司会者
全　国 近畿ブロック 滋　賀

1A
びわ湖大津
プリンスホテル

淡　海
１、２

全国共通課題
教育課程に
関する課題

森田　智也
北海道

札幌市立
篠路西小学校長

古谷　　匠
滋賀

草津市立
常盤小学校長

末木　良典
北海道 ( 旭川）

旭川市立
東五条小学校

宅間　治郎
京都

京丹波町立
蒲生野中学校

吉田　　克
滋賀

彦根市立
佐和山小学校

1B
びわ湖大津
プリンスホテル

淡　海
３、５

全国共通課題
教育課程に
関する課題

生田目治善
静岡

静岡市立
東中学校長

中村　俊英
滋賀

大津市立
瀬田北中学校長

金田　浩充
福島

会津若松市立
城北小学校

水野　　恵
滋賀

守山市立
守山南中学校

涌井　　努
滋賀

彦根市立
中央中学校

2
びわ湖大津
プリンスホテル

淡　海
６、７

全国共通課題
子供の発達に
関する課題

野口みか子
神奈川

横浜市立
権太坂小学校長

前田　利幸
滋賀

彦根市立
城東小学校長

望月　光洋
山梨

市川三郷町立
市川東小学校

畠中　伸一
大阪

豊中市立
第九中学校

澤　　明美
滋賀

甲賀市立
佐山小学校

樋口　　誠
滋賀

長浜市立
長浜南小学校

3
クサツ
エストピアホテル

瑞　祥
全国共通課題
教育環境整備
に関する課題

平敷　兼栄
沖縄

那覇市立
城東小学校長

今井　公夫
滋賀

大津市立
堅田中学校長

加藤　準一
愛知

名古屋市立
味鋺小学校

前木　伸一
奈良

十津川村立
十津川中学校

赤沢　文彦
滋賀

東近江市立
箕作小学校

岩田　　太
滋賀

長浜市立
木之本小学校

4
ホテル
ボストンプラザ
草津びわ湖

ケネディー
ルーム

全国共通課題
組織運営に
関する課題

日下　哲也
香川

高松市立
亀阜小学校長

杉本　義明
滋賀

長浜市立
長浜小学校長

村木　美晴
岡山

矢掛町立小田小学校
川上展弘

矢掛町立三谷小学校

宮本　和典
和歌山

紀美野町立
小川小学校

菊谷　　愛
滋賀

大津市立
粟津中学校

田川　忠則
滋賀

長浜市立
長浜小学校

5A
ロイヤル
オークホテル
スパ＆ガーデンズ

ローズ
全国共通課題
教職員の専門性
に関する課題

熊倉　　仁
栃木

宇都宮市立
上河内西小学校長

清水　貴博
滋賀

彦根市立
彦根中学校長

藤田佳代子
香川

善通寺市立
筆岡小学校

松本　光弘
兵庫

高砂市立
荒井中学校

成田　　健
滋賀

長浜市立
長浜北小学校

5B
ロイヤル
オークホテル
スパ＆ガーデンズ

パール
全国共通課題
教職員の専門性
に関する課題

奥　　雅美
大阪

藤井寺市立
藤井寺南小学校長

平瀬　佳宏
滋賀

高島市立
高島小学校長

佐々木直子
大分

豊後大野市立
朝地小学校

今井　俊彦
滋賀

高島市立
朽木中学校

森下　依子
滋賀

長浜市立
朝日小学校

6
びわ湖大津
プリンスホテル

淡　海
８、9、10

副校長・教頭の
職務内容や職務
機能に迫る課題

①「全国公立学校教頭会の調査」について結果報告及び考察　
　　担当【全公教 総務・調査部】
②「続・学校における働き方改革と副校長・教頭の役割」
　　講師　東北大学大学院　准教授　　　　 青木　栄一　氏

日下部和史
埼玉

入間市立
豊岡小学校

特Ⅰ
びわ湖大津
プリンスホテル

プリンス
ホール

時宜に応じた
課題

①「カリキュラムマネージメントを通しての学校教育の改善について」 
　～ 信濃教育会（長野県）での実践を通して ～
　講師　公益社団法人信濃教育会　  会長　　後藤　正幸　氏
②「麹町中学校の学校改革と副校長の役割」　　
　講師　前・千代田区立麹町中学校　副校長　宮森　　巖　氏

西村　貴史
北海道

札幌市立二条小学校
山口　靖生

長崎
長崎市立野母崎小学校

特Ⅱ 琵琶湖ホテル 瑠璃 開催地の創意を
生かした課題

①「環境に主体的に関わる力を育むフローティングスクール学習」 
　講師　滋賀県立びわ湖フローティングスクール　所長　小野澤　稔香　氏
②「ヨシいけドンドン作戦による琵琶湖の環境保全活動と環境教育」
　講師　公益財団法人淡海環境保全財団　専門員　田井中　文彦　氏
　　　　担当【滋賀県実行委員会特別分科会係長　中村  徳稔】

是洞　覚子
滋賀

米原市立
坂田小学校
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分科会 記録者
分科会運営委員 分科会会場委員 広　報

運営責任者
（総務部）

運営委員
（庶務部）

運営委員
（全公教）

会場責任者
（会場部）

会場スタッフ
（会場部）

会場スタッフ
（会場部））

写　真
（編集部）

編　集
（編集部）

1A
北川　尚樹

滋賀
彦根市立

亀山小学校

青谷　恭浩
滋賀

大津市立
和邇小学校

川嶋　祥吾
滋賀

守山市立
立入が丘小学校

鈴木　克治
京都

京都市立
松尾中学校

廣瀬　智彦
滋賀

草津市立
老上西小学校

寺田　喜生
滋賀

甲良町立
甲良中学校

池田　修一
滋賀

甲賀市立
伴谷東小学校

坂東　邦彦
滋賀

東近江市立
玉園中学校

溝畑　治樹
滋賀

東近江市立
御園小学校

1B
野卋溪　守

滋賀
彦根市立

若葉小学校

西　　孝俊
滋賀

大津市立
日吉中学校

地石　玲子
滋賀

守山市立
速野小学校

柏﨑　裕之
岩手

盛岡市立
巻堀中学校

丹羽　浩之
滋賀

草津市立
草津第二小学校

小林　　剛
滋賀

甲良町立
甲良西小学校

角出　好隆
滋賀

甲賀市立
希望ヶ丘小

北村　里美
滋賀

東近江市立
八日市西小学校

山本　恭子
滋賀

東近江市立
玉緒小学校

2
矢守　慶光

滋賀
長浜市立

高月小学校

石田　昌彦
滋賀

大津市立
堅田小学校

大濱　早苗
滋賀

湖南市立
石部小学校

髙木　恵美
栃木

宇都宮市立
富屋小学校

小野澤祐子
滋賀

草津市立
玉川小学校

福永　和樹
滋賀

豊郷町立
日栄小学校

増山　孝志
滋賀

甲賀市立
綾野小学校

青木　勇雄
滋賀

東近江市立
湖東第二小学校

堀田　安彦
滋賀

東近江市立
市原小学校

3
清水　　豊

滋賀
長浜市立

余呉小中学校

木村　圭司
滋賀

大津市立
坂本小学校

細谷亜紀子
滋賀

野洲市立
篠原小学校

中川　斉史
徳島

東みよし町立
足代小学校

岸田　　修
滋賀

栗東市立
栗東西中学校

濵井　義明
滋賀

栗東市立
大宝東小学校

松山　辰也
滋賀

甲賀市立
水口小学校

安田　　浄
滋賀

東近江市立
湖東中学校

池本公美子
滋賀

東近江市立
布引小学校

4
松井　　新

滋賀
長浜市立

長浜西中学校

熊谷　　徹
滋賀

大津市立
打出中学校

加藤かおり
滋賀

野洲市立
三上小学校

小原　和久
岡山

岡山市立
石井中学校

山本　克己
滋賀

栗東市立
葉山中学校

上松　　仁
滋賀

豊郷町立
豊郷小学校

中村　尚子
滋賀

甲賀市立
雲井小学校

川口　英一
滋賀

東近江市立
湖東第一小学校

安藤　　正
滋賀

東近江市立
蒲生西小学校

5A
北村　充生

滋賀
長浜市立

長浜小学校

藤井　　都
滋賀

大津市立
晴嵐小学校

斉藤　隆史
滋賀

高島市立
今津中学校

武藤　広朗
岐阜

岐阜市立
加納中学校

中島　久之
滋賀

栗東市立
治田小学校

中野　泰弘
滋賀

豊郷町立
豊日中学校

角出　昭子
滋賀

甲賀市立
油日小学校

山本久美子
滋賀

東近江市立
聖徳中学校

松居　潤子
滋賀

東近江市立
愛東南小学校

5B
武石　晶子

滋賀
長浜市立

虎姫中学校

奥田　孝志
滋賀

大津市立
日吉台小学校

饗庭　一弥
滋賀

高島市立
安曇川中学校

川島　政美
千葉

千葉市立
花園中学校

横井久美香
滋賀

栗東市立
葉山東小学校

山本富美子
滋賀

日野町立
桜谷小学校

上田　浩祥
滋賀

甲賀市立
柏木小学校

清水　和仁
滋賀

近江八幡市立
八幡小学校

井上　孝平
滋賀

近江八幡市立
安土小学校

6
西川　由美

滋賀
彦根市立

高宮小学校

井上　　賢
滋賀

大津市立
上田上小学校

三浦　久輝
滋賀

湖南市立
水戸小学校

関根　　良
茨城

常陸大宮市立
御前山小学校

上原　忠士
滋賀

草津市立
老上小学校

林　耕平
滋賀

日野町立
必佐小学校

村木　一志
滋賀

甲賀市立
朝宮小学校

法山　昭英
滋賀

近江八幡市立
沖島小学校

善住　晶子
滋賀

近江八幡市立
八幡中学校

特Ⅰ
岸　　明宏

滋賀
米原市立

河南小学校

中洌　清子
滋賀

大津市立
藤尾小学校

安井　清克
滋賀

湖南市立
甲西北中学校

西村　貴史
北海道

札幌市立二条小学校
山口　靖生

長崎
長崎市立野母崎小学校

好士﨑　壯
滋賀

草津市立
志津小学校

山本　照代
滋賀

竜王町立
竜王小学校

早川　　学
滋賀

甲賀市立
甲南第三小学校

山田　　香
滋賀

近江八幡市立
金田小学校

上野　智士
近江八幡市立
馬淵小学校

山崎真奈美
近江八幡市立

島小学校

特Ⅱ
横井　弘和

滋賀
米原市立

息長小学校

下村　文宏
滋賀

大津市立
瀬田北小学校

山本　　渉
滋賀

高島市立
高島小学校

石塚　智久
新潟

新潟市立
和納小学校

中村真理子
滋賀

草津市立
常盤小学校

菊池　　誠
滋賀

草津市立
渋川小学校

水野　　修
滋賀

甲賀市立
伴谷小学校

上川　　力
滋賀

近江八幡市立
八幡東中学校

包吉　洋之
近江八幡市立
安土中学校

熊野　美穂
近江八幡市立
老蘇小学校
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今日的な課題を捉え、教育課程の充実を
図る教頭のリーダーシップとは何か
－「組織」「運営」「連携」の取組を
　　　　　　　　　　　窓口として－

末木　良典　　北海道旭川市小中学校教頭会
　　旭川市立東五条小学校

間層がいないから、ベテラン教師と若手教師
をつなぐ役として重要なポストと考える。ま
た教頭の指示を繋ぐ役割も期待できる。

・働き方改革について、会議等を円滑に進めて
短い時間で終えられるように前段に企画委員
会や指導部会を行い、会議の効率化を図って
いる。他にも、夏季休業期間中の電話対応は
市教育委員会に任せている地域もある。日々
の時間外勤務について、教師は子どもたちに
成功体験を多くさせてやりたいと願い、下準
備をしているが、子どものよりよい学びを長
い目で考えるとある程度失敗から学ばせる姿
勢も教師に伝えることも大切ではないか。

・小中一貫教育について、小学校には多くのメ
リットが取組から感じられるが、中学校から
見ると小学校ほどにメリットを感じ得ないの
が実情である。

協議報告②
(1) １年次（平成 28 年度）
・小中連携について、小学校と中学校で同じア

ンケート内容でアンケートを実施してその地
域の現状を把握しておく取組が紹介された。
また中学校の教師が小学校で英語の出前授業
を行うなどの交流がされてる地域もある。ス
タートアップカリキュラムを活用して小中連
携を図っている学校の紹介もあったが、各市
町のトップが代わると教育の力点も変わって
しまう傾向が見られる。

・授業時間数の確保について、曜日を決めて 6
時間授業を行い、非常変災や災害に備え対応
する時間を今後考えていかなくてはならない。
また、月曜日がハッピーマンデー等で減って
いくことへの対応に工夫が必要となるだろう
し、モジュールの活用や夏季休業期間の短縮
等、授業時間数をどのように確保していくの
か考えなければならない。

協議報告③
・教頭が教育課程にどのように関わっていくか、

教頭職として膨大な業務を抱えている中で一

協議の柱
・教育課程実現のために、「組織」「運営」「連携」

の視点から考える副校長・教頭のリーダーシッ
プのあり方。

・学力向上に向けた授業改革と学びの環境づく
りを教育課程に位置づけるため、副校長・教
頭としてどのように関わっていくか。

１　質疑応答
○平成 30 年度から旭川市内小学校 10 校で取り

組まれている「パワー 60」について、どのよ
うに時間を生み出し、どのように活用してい
るのか詳しく教えてほしい。

・6 年生で年間 15 回実施して年間で 5 時間（3
回で 1 時間カウント）時間を生み出し、3 年
生～ 5 年生については年間 18 回実施して年間
で 6 時間生み出している。火曜日と木曜日の
休み時間や清掃時間等を短くして 60 分授業を
行っている。

○旭川市は規模が大きく、教頭会の意識が高い
ように思うが、本市では教頭会をどのくらい
開催し、どのような内容で行われているのか
教えてほしい。

・年間 3 回教頭会全体会が開催され、また各地
区（8 ブロック）ごとに、年間 6 回程度ブロッ
ク研が開催される。教育課程の充実を図って
情報交流を行っている。

２ グループ討議
協議報告①
・主幹教諭の活用について、市町によって主幹

教諭の配置が異なり、学校構成から見ても中
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人で進めていくとは難しい。教頭・教務主任・
研究主任が柱となって連携、協力して進めて
いくことが重要であろう。

・校時表の工夫として、話し合いに重点をおい
てつけさせたい力を明確にして教育課程を磨
いていくことが大切であり、教頭はその「場
づくり」（環境づくり）を担っている。

・次年度に学校運営にむけた学校評価について、
年間 7 月と 12 月の 2 回実施している。次年度
につながるよう評価を生かしていくことが大
切である。

・主幹教諭の活用について、教頭の仕事にどう
関わらせるか、一般教員のリーダー格として
どう位置づけるかなど、主幹教諭の立場が統
一されていないので、難しい。

協議報告④
・旭川市教頭会の取組のすばらしさを感じる。

特にベクトル（方向性）を合わせて取り組む
メリットを感じるとともに、教頭としてリー
ダーシップのあり方や主幹教諭の活用、60 分
授業の取組、若手教員や中堅教員の人材をど
のように育成していくか、ビジョンを持って
取り組んでいくことが大切である。

・学校組織の人員構成を考えると、30 歳代や 40
歳代のミドル層が手薄な状態であるが、今い
るメンバーをベストメンバーとして感じて活
かしていくことが学校の活性化につながって
いくと考える。

協議報告⑤
・小中連携について、ある地域では小学校と中

学校の立地がよく、近くにあることから連携
が取りやすい。一小学校一中学校のよさを生
かして体育の出前授業や陸上の専門指導、活
発な小中間での情報交換などメリットがある
が、一貫して取り組む難しさもある。また、
土曜日を活用し、教師の連携や交流の活性化
を図っている学校もある。

・地域の協力を得ながら、小中一貫して同じス
ローガンをもって一つの学校になろうという

声や、若手教員の育成の指導を充実して取り
組んでいる学校もあった。

３ 提言 1 における指導助言
助言①（草津市立常盤小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　古谷　　匠　氏）
　旭川市教頭研修会の充実は、たいへん貴重な
取組で参考になった。教頭会は市教委からの指
示のみで終わりがちだが、自分たちの市の教育
をどのようにしていくかを話し合われているの
は、すばらしいことである。
　小中連携については、新学習指導要領の総則
にも記載されている。中学校区で学校教育目標
を一致させて取り組むことが大切であり、チェッ
クシートを活用して地域の現状を知ることをス
タートと捉え、組織が一体となって進めていく。
　6年生の3学期を中学1年生0学期として捉え、
早い時期から生徒会が小学校に赴き入学準備に
備えた取組を行っていることは、不安を除き自
立させる力を伸ばすことができる。
　また小中で一貫した家庭学習の手引きをを活
用し、中学校の定期テストの時期に小学校でも
家庭学習を充実させる取組を推し進めていく。
・教育課程について、各教科の横断的な取組が

進められており、例えば図画工作科の新しい
教科書では色の表記に英語を使っているもの
もある。しかし、横断的な取組にとらわれず、
その教科のもつ本質を大切にしていくことを
忘れてはならない。

　教科の新指導要領への改訂作業を誰が行うの
か、教務主任や研究主任のほかに、各地区ごと
の教科部会を開催して取り組んでいけばよい。

・主幹教諭は主に教務主任や生徒指導主事の役
割を担っている。地域よって運用のしかたに
違いはあるが、すべての小中学校に配置をお
願いしたい。主幹教諭の役割は大きく、マネ
ジメント加配が配置されることで、新しい教
育課程に対して邁進して業務を行うことがで
きる。

・授業時間数の確保のため 60 分授業の提案が
あったが、授業時間数は本当に足りないのだ
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ろうか。実際はものすごく余っているのが現
状であり、災害やインフルエンザ等で長期休
業期間に授業を行わなければならないなどと
いう一律的な対応は、以前とは状況が変わっ
てきている。

・働き方改革については、タイムカードの活用
を行っている学校があるが、結局、集計に教
頭が時間をかけていることもある。働き方改
革については、グループ協議で交流したこと
を持ち帰り、活用をお願いしたい。

助言②（北海道札幌市立篠路西小学校長
　　　　　　　　　　　　　　森田　智也　氏）
　北海道の主幹教諭の配置については、教頭が
いない学校も多くあり、地域差もある。旭川市
の教頭会は、組織的に動けており、たいへんす
ばらしい。
・分科会参加者に聞いたところ、週 29 時間の学

校は会場内の三分の一、週 28 時間の学校は三
分の一以上、週 27 時間の学校はなかった。土
曜日授業や長期休業の短縮などの学校も結構
あった。

・毎日 60 分授業を組み入れると 15 分間の貯金
が出来てくるが、低学年は時間的に余裕があ
り不要である。しかし、冬の豪雪期には低学
年を 4 校時までの授業として下校させ、低学
年の担任は午後高学年の授業に出向くように
してきたこともあった。

・体験的な活動については、体験させるだけの
総合的な学習の時間や生活科の教育課程を見
直し、事実を積み上げて、メリットを生かし
ていきたい。

・60 分授業について、同じ温度で全校で取り組
めるのか、できる学校とできない学校がある
し、メリットとそうでない部分もある。メリッ
トを積み重ねながら、浸透させてほしい。ま
た教頭会の足並みをそろえて、今後ミドルリー
ダーに引き継いでいってもらいたい。

・働き方改革について、数字で見ると教職員の
時間外勤務がいかに多いか、他の職種と比べ
てもよくわかる。ただ単に勤務時間を短くす

ることだけにとらわれないという提言があっ
たが、時間を見直す中で、仕事の質について
も考えていくことが大切である。学校現場に
余裕がないのは、わかっている。子どもに関
する仕事以外のどこを減らしていけばよいの
か、これには限界がある。またスクールロイ
ヤーを導入するなど、働き方改革を進めてい
くことも今後必要ではないか。行政は、学校
のしくみづくりを推し進めているが、学校現
場にはまだ浸透していないのが現状である。
やはり、「人」「もの」「金」が十分ではなく、
教頭がいろいろと背負って苦労をしている。

「スクラップ＆ビルド」に立ち返り、「ビルド
＆ビルド」になっている現状から働く本質の
部分を充実させていき、何が必要か見つめ直
す選択が必要である。何を選び、何を進めて
いくか各地区に持ち帰って取組を進めていけ
ばと願っている。　

「学力向上に向けた授業改善と学びの環境づくりの
　　　　　　　システム構築に向けた教頭の役割」

宅間　治郎　　京都府南丹・船井教頭会
　　京丹波町立蒲生野中学校

提言 2

－学びを育む京丹波町メソッド」の理
念に基づいた研究と実践を通してー

協議の柱
・教育課程実現のために、「組織」「運営」「連携」

の視点から考える副校長・教頭のリーダーシッ
プのあり方。

・学力向上に向けた授業改革と学びの環境づく
りを教育課程に位置づけるため、副校長・教
頭としてどのように関わっていくか。

１　質疑応答
〇生徒が使用している自己管理手帳についてど

のようなものなのか。また、教師はそのチェッ
クをどのように行っているか。

・手帳は、自分の生活や学習の管理をしっかり
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させるものである。日々の計画や記録だけで
はなく、見通しを持つために、生活の中で短
期的、中期的、長期的な目標も記入できる。
現在、十分活用できている生徒は約８割を超
え、指導の原則として学校のあらゆる場面で
この手帳を所持・使用することとしてきた。
チェックについては、個人情報の保護もあり
教師は行わない。

２ グループ討議
協議報告①
　授業改善に向けて、学期に１回あるいは年間
１人１回研究授業を行っている学校が多いが、
教頭の指導として教員にできる限り授業の良い
ところを評価してフィードバックを行い、特に
若手教員に自信を持たせることが大切である。
　また、視点を定めて授業研究会を行う体制づ
くりや授業環境を整えるチェック項目を提示す
るなど組織内で水準を上げていく牽引役が教頭
に求められるのではないか。

協議報告②
　学力向上メソッド（スタンダード）策定につ
いて、県や市町からの方針があるところもある。
また、教科（道徳など）に特化したバージョン
を実施しているところもある。このようなメソッ
ドは、徹底していくことが学力向上につながる。
さらに、教頭として教員それぞれが教科指導等
で工夫していく姿勢を組織内で醸成していける
ようにはたらきかけができると良い。

協議報告③
　学力向上推進の中心を担うとき、教頭がどの
ように役割を果たしていけばいいかを意見交流
した。その中で、教頭としてこのようなメソッ
ドを形だけでなく、いかに中身をレベルアップ
していくことに尽力しなければならない必要性
を確認した。

協議報告④
　メソッド策定が教育行政からのトップダウン

でなく、教頭を中心とした現場のボトムアップ
で行われたことがすばらしい。新学習指導要領
に向けて同じような流れのメソッドが策定され
ることが予想されるが、より多くの実践を聞い
て内容の幅を広げていきたい。

協議報告⑤
　メソッドを軸に小中で共通した取り組みの徹
底が学力向上につながっているすばらしい提言
であった。さらに、地域の施設や人材の活用等
の渉外的な役割を教頭が担っていくことで、こ
のような取り組みを太く根付かせることにつな
がると思う。

３　提言２における指導助言
助言①（北海道札幌市立篠路西小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　森田　智也　氏）
　学力向上について、「３６５日の紙飛行機」の
歌詞を引用。「その距離を競うより、どう飛んだ
か、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。」
の歌詞は、「平均点を競うより、何を学んだか、
どう学んだか、何ができるようになったのかが
大切なんだ。」と置き換えられる。特に、「何を
学んだか」のベースは教育課程の編成である。
今回提言されたメソッドについて、小中の教育
課程で全く同じように編成することは難しいか
もしれないが、共通点を見出し最大の効果を狙
うことが子どもの力になり、教師の育成にもつ
ながる良い事例である。
　また、総合的な学習の時間の中にも学力向上
のポイントがあると考えており、主体的な課題
解決学習のプロセスを各学校現場で他教科へ横
断的に繋げるカリキュラムマネジメントを弾力
的に行ってもらいたい。結びに、学力の定着に
ついて、「学習したことを正確に再現できる力」
から「学んだことをどう生かすのかという力」
が求められている。これからの社会を生きてい
く子どもを育てるために、このことをシンプル
に続けていくことが大切である。
　教頭として全公教研究テーマにあるように３
Ｃを実践してもらいたい。
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協働性・・・小中連携、課題を分かり合う
継続性・・・発想を活かして時代に合わせて続
　　　　　　ける
関与性・・・教頭は扇の要、風を情報として受
　　　　　　け止め発信し教員やあらゆる事象
　　　　　　と関り続ける

助言②（草津市立常盤小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　古谷　　匠　氏）
　学習に対する見方として、例えば全国学力・
学習状況調査が大きなものさしとしてある。滋
賀にはメソッドとして「学ぶ力向上滋賀プラン」
がある。
　これは、新学習指導要領に則って策定されたも
のであり、各学校が学校組織として上述の結果を
プランに鑑み検証していくことが大切である。
　即ち、そのプラン（メソッド）をどこまで実
践につなげられるかが鍵である。今回の提言の
ように小中で連携しながら取り組むことは大き
な力になっている。特に、１つの中学校区に複
数の小学校があるところでは、このメソッドの
共有化を図ることで、中学校へ進学した時に子
どもがより発展的な課題学習に向かうベースが
できていることが強みであり、学力向上の上積
みがしっかりできると考えられる。
　次に、学習環境づくりについては、その意味
は「学習集団づくり」と同じと考えてよい。「授
業改善」と「学習集団づくり」の両輪を整備し
ていくことが学力向上に向けて重要である。　
指導する教員組織もベテラン教師への意識改革
を少しずつ図って、若手教員の育成を任せてい
くようなマネジメントも管理職に求められる。
自己管理手帳については、中学生の自立に向け
た手立てと位置づけられ、しっかり使っている
生徒がモデルとして集団向上の原動力になって
いることが推察できる。
　最後に、このような取り組みをする中で、一
定の成果を出すことが教師のやる気や組織力の
強化になる。従って「学校や生徒がこのように
良くなった。」とタイムリーに学校内外に発信し
ていくことも教頭の重要な役割である。



第１Ｂ分科会　研究協議

23

取り組んでいる。中学校では、定期テスト前
の一週間に合わせている。家庭学習の個別化
の推進が今後のさらなる課題である。

２ グループ討議
協議報告①
　学力向上に特化した小中連携は難しいと感じ
ることもあるが、小中学校では、相互の授業参
観を行っている。その中で、どのような視点を
持って参観するのか、自己の授業にどのように
フィードバックしていくのかについて協議した。
　また、学力向上以外でも、小中が連携した「あ
いさつ運動」にも取り組んでいる。
　茨城県では、県下での学力向上の取組として、
全ての５．６年生が、中学生や高校生に算数科の
学習を教えてもらうという実践がされており、
小・中・高の連携も視野に入れておくことも必
要である。

協議報告②
　地域を巻き込んで、小中幼保に特別支援学校
も参加した形の共通実践もできるのではないか。
　また、中学校の教員が高校の授業を見に行く
ことで、高校の授業改善にもつながる。
　小中連携として、５．６年の教科担任制や定期
テストの実施、また、逆に中学校は、小学校の
丁寧な指導を引き継ぐことも大切である。教頭
として、その「橋渡し役」を担うことが必要で
ある。
　連携によって学力向上を目指していきたいが、
地域によって保護者の求める学力が異なってい
たり、学力の捉え方が違っていたりするのも現
状。校区の実態に応じた取組にしていきたい。

協議報告③
　小中連携の仕方は、地域によって随分違う。
その中で、小、中学校の９年間、同じ「家庭学
習ノート」を活用し、学力向上を図っている地
域がある。また、中学校ブロックの会議へ、校
長だけでなく教頭も参加することも必要である。
小中連携の難しさもあるが、教頭がリーダーシッ

協議の柱
・小中連携を中核に据えた「確かな学力向上」

の取組に、副校長・教頭はどのように関わっ
ていくべきか。

１　質疑応答
〇「家庭学習スタンダード」には、具体的にど

のようなことが書かれているのか。
・子どもには、「自己マネジメント力」の育成の

ために、RPDCA サイクルを身に付けさせる
こと、家庭へは、「心の支え」「環境づくり」「習
慣づくり」の３つの視点でサポートすること
を、また、学校では、授業と家庭学習をつな
げること等を示している。

〇小中連携をするための話し合いは、働き方改
革が言われる中で、どのように取り組まれて
きたのか。（開催頻度等）

・市教委も含めて、全体としては２回実施して
いる。中学校区では、これまである会議と併
せて、回数を増やすことなく効率化を図って
行っている。

〇「授業スタンダード」では、学びの深まりを
実現させるためにどのような取組がなされて
きたのか。

・一つの授業で全てはできないので、各校で焦
点化・重点化して取り組んでいる。チェック
シートを自校に合ったものにして校内研究に
生かすというように、形骸化しないようにし
ている。

〇メデイア・コントロールの具体的な取組とは
どのようなものか。

・子どもと保護者が一週間の自己目標を立て、

「確かな学力の向上を目指した
　小中連携の取組と教頭のかかわり」
－「学びのスタンダード」
　　　　　　　推進事業を軸として－

金田　浩充　　福島県北会津地区教頭会
　　会津若松市立城北小学校

提言１
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プをとって推進していくことが大切である。

協議報告④
　協議の中で、学力向上と小中連携を関わらせ
ていく上での課題も見えてきた。地域に応じた
連携のあり方（小 - 小、小 - 中等）を教頭として
考えていくことが大切である。また、どこに重
点をおいて連携していくのか（学力向上、生徒
指導等）を明らかにすることも重要である。
協議報告⑤
　金田先生の発表では、教頭としての役割が明
確にされていた。和歌山では、小中連携プロジェ
クト、京都では小中一貫教育、愛知では、中学
３年生の生徒が小学校へ来て、小学６年生の児
童の質問に答えるというように、各地で様々な
取組がなされている。
　小中連携における教頭の役割としては、タイ
ムリーなアドバイス、会議の日程調整や場の設
定、そして、外部へのネットワークを広げ、人
材（講師等）の発掘を行うことが求められると
考える。

３　提言１における指導助言
助言①（滋賀県大津市立瀬田北中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　中村　俊英　氏）
　「教育課程」とは、単なる「時間割」ではなく、
総合的に組織した教育計画であり、一人ひとり
の子どもに身に付けさせたい内容である。カリ
キュラム・マネジメントのイメージとしては、
木の幹が指導要領の内容、枝葉が学校で行う教
育活動である。
　城北小学校の取組は、「学びのスタンダード」
を軸に、「確かな学力づくり」を重点目標にし、
その中で、どのようなプロセスで授業づくりを
していくのか、学力を絡めて小中連携して取り
組んでおられる。また、校長先生が、地域や校
内で協議会をつくり、研究テーマを決めて共有
している。このような共通実践で、小中学校、
子ども、家庭を繋ぎ、「わかった・できた」をつ
くるような授業にしようという取組をされたこ
とは大きな成果である。また、そこには、日頃

からの教頭先生の密な連絡・調整体制があるの
だろう。
　さらに実践を高めるためには、この取組の成
果が、教育目標に照らし合わせて、どのような
子どもの姿にどんな成果として表れているのか
を検証し、エビデンスを示すこと、二つ目に、
カリキュラム・マネジメントとしての成果につ
ないでいくこと、そして、三つ目に、人材育成
の視点で、この取組によって教師一人ひとりを
変えていくことの三点を提案する。

助言②（静岡県静岡市立東中学校長　
　　　　　　　　　　　　　生田目　治善　氏）
　小中連携を持続的に行うには、「学力」しかな
いと考えている。学力向上の視点として、これ
からの社会を捉え、これから求められる学力と
は何かを見据えて取り組むことが大切である。
　小中連携は難しいこともあるが、多くの人と
の出会いと繋がりの中で、新たな自己研修の場
となると捉えられる教師が増えてほしいと感じ
ている。
　これから求められる読解力、対話する力、思
考力、感性や好奇心、情報を活用できる力等は、
OECD の「学びの羅針盤」や Society5.0 がそれ
らの指針となる。文科省は 2030 年の教育として、
個人の進度や能力、関心に応じた学びの場の設
定、異学年集団や様々な施設や教育機器を活用
した学習等を目指している。10 年先の子どもた
ちの姿を見据えて、今どのような教育が必要な
のか、今学校はどうあるべきかを考えることが
必要とされる。
　小学校と中学校では、指導の方針や具体的な
方法に様々な違いがあり、また、それに伴い、
教師の考え方、動き方も変わってくる。小中連
携を進めていくためには、それらの指導の相違
点を明らかにし、そのギャップを埋めていくこ
とが、小学校から中学校への接続のポイントに
なる。中学３年生になったときにどのような子
どもに育てたいのか、目指す子ども像を小中と
もに明確にして取り組むことが大切である。
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「社会に開かれた教育課程の
　　　　　　実現を目指して」

水野　恵　　滋賀県守山市教頭会
　　守山市立守山南中学校

提言 2

―未来の創り手に必要な資質・能力を
　　　　　　育むための教頭の役割―

協議の柱
・教頭の立場から、「次代を生きる子供たちに必

要な資質・能力」をどのように見極め、育ん
でいくか。

１　質疑応答
〇若手教員の育成ということがあげられている

が、若手教員はどのように地域と関わってい
たのか。

・やる気をもった若手教員がたくさんいる。教
頭は地域を知っているが、若手教員は関わり
が薄いので最初は一緒に行動し、つなぐ。後
は任せ、そして見守る。

〇はじめのエネルギーがずっと続くことは難し
い。継続していくためにはどうしていけばよ
いのか。

・続けていくためには若い教員にも大きな仕事
を任せ成功体験を味わってもらうことが大切
である。それと共に全体を見守るベテラン教
員が必要である。そういう組織としての意識
や役割分担が明確であると続いていくのでは
ないかと考えている。

２ グループ討議
協議報告①
　地域と協働するというのは、時間の制約、地
域に向いていない保護者の理解がない、単発で
ある等の課題が多い。系統立てたふるさと学習
やコミュニティスクールの取組の話題から組織
が明確であればよいということがわかった。自
治体の後押しがあるということは教員にとって
助かる。教頭が指揮をとって働きかけをしてい

くことが大事である。

協議報告②
　次世代、グローバルな世界に生きていく子ど
もたちを見ていくことが大事である。そのため
には教師自身が視野を広げなくてはならない。
それを次の若い先生たちに伝えていかなければ
ならない。若い世代の教師にグローバルな視野
をもたせていくことが大切である。

協議報告③
　教頭会が組織的に動いていくことが大事であ
る。さいたま市では、行政主導で再任用の先生
を中心に地域連携コーディネータを配置し、土
曜チャレンジスクールに取り組んでいる。その
中で必要な資質能力は何か。外に発信する力・
ふるさとを愛する心・人との関わり、グローバ
ルな時代を生きる力をつけたい。結局は自分の
生まれ育った地域を知ることで、自分のアイデ
ンティティを知り、自分に自信をもって、それ
を話すことで、更に自信を深めていく子どもを
育てていきたい。どのように続けていくのかと
いう継続性の課題や、教育課程内でどのように
充実させていくのかが課題である。
協議報告④
　地域が町ぐるみで子どもを育てようとする姿
勢。次世代の組織を育てるためにＰＴＡがその
担い手となっている。小学生の間に地域の行事
に参加していく。これが次の人材につながる。
コミュニケーション力、主体性を育てることが
付けたい資質能力である。教頭としては地域と
の信頼関係づくり、若手の人材を育てる。

協議報告⑤
　子どもたちが地域のつながりの中で大切にさ
れている。自分たちで考えていくことは弱い。
課題をしっかり捉えておくことが管理職として
大事。教頭は地域との窓口。そのことを踏まえ
ていろいろな団体に働きかけていかなければな
らない。
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３　提言２における指導助言
助言①（滋賀県大津市立瀬田北中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　中村　俊英　氏）
　何で地域とつながれるのか、どのようにつな
がったらよいのかを模索している。これまでの
バラバラの取組がうまくつながり一つの仕組み
ができてきた。その結果として、子どもが地域
のよさを感じた。若い先生方、若い地域の方々
とつながっていくなかで、次の伝承部分にもなっ
ていく可能性がでてきた。これが成果である。
　子どもたちに「地域のことを知っているか。」

「隣の人が何をしているのか知っているか。」と
尋ねる。地域のことを知っていて、地域のこと
を分かっていて、そして自分たちは地域のなか
で何ができるのかということを具体的に考えら
れる人になっていく可能性がある。ぜひ、そう
いう力を子どもたちに育ててあげたい。子ども
がどういう成長をしているのか、エビデンスや
データをとるなかでしっかり把握しておきたい。
　地域と学校の「Win・Win」の関係、さらに
は「Win・Win・Win」の関係を作る。3 つめの
Win は社会全体ということ。学校と地域だけで
なく地域集団全体がよくなる。いつも学校が地
域に助けられるのではなく、成果を返せると地
域の喜びになる。

助言②（静岡県静岡市立東中学校長　
　　　　　　　　　　　　　生田目　治善　氏）
　実践のすごいところは、生徒が今住んでいる
地域の行事に参加している。地域をよくするた
めに何かをすべきと考えている生徒が増えてい
るところである。教頭として調整役をしている。
リーダー、若手を育成しているところがすごい
ところである。　
　教頭としてどういうリーダーになればよいの
か。何もしないとモチベーションが下がる。絶
えず、何かをしている。認められると上がる。
やりたいことが近づくと上がる。自分で決める
ことが大事。希望があると上がる。人を動かす力。
すごい。ぶれない。ありがたい。すてき。怖さ
も必要。こういうものを持っている人が人を動

かせる。　
　リーダーの姿勢として、常に生き生きしてい
る。あるべき姿を追い求める。いやしくない。
若手の育成については、自分でやった方が早い
ものは任せる。任せると丸投げはちがう。任せ
るのは作業ではなく責任である。生徒も職員も
同じ。重要度と緊張度で任せることを考える。

４　２つの提案を総括した指導助言
助言①（滋賀県大津市立瀬田北中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　中村　俊英　氏）
　これからの時代に子どもたちはどのような資
質能力をつけなければならないのか。
　Society5.0。学校は変わらなければならない時
代がくる。そのときに読み解き対話する力が大
事になる。お互いが対話し何かを生み出すこと
が大事。地域の子どもは地域で育てる。
　これは地域の大人を育てることにつながる。

「ありがとう」が言える、言ってもらえること、
そのような関係性がよい社会になるのではない
か。

助言②（静岡県静岡市立東中学校長　
　　　　　　　　　　　　　生田目　治善　氏）
　これからは今までの概念を捨て、なぜこれを
やっているのかを常に考えてほしい。やめる勇
気も必要。地域によって行事や教育課程が違う。
様々な地域の先生方と話をすることで視野が広
がって学校経営に生かせる。こういう会を大事
にしてほしい。
　地域には学校に協力してくれる人材がたくさ
んいる。声をかけられればやるという人がいる。
そういう人の力を借りる。この場で出たことを
学校に戻って生かすようにする。
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第２分科会　研究協議

３　提言１における指導助言
助言①（滋賀県彦根市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　前田　利幸　氏）
　甲賀市の取り組みや児童施設見学、９年間の
取り組みの必要性について。
①共通実践したことを、一人ひとりがどれだけ

やれているかを検証した。いかに自分のこと
としてやっていくかが大切である。いろいろ
な立場で具体的にどう取り組んでいくのかを
確立する。教頭としては、横のつながりづく
りや若手の指導、一緒に授業に入るなど、組
織作りが大切である。教頭は、そのキーパー
ソンである。

（例）彦根市の取り組みの紹介
・彦根市立東中学校ブロックにおいて、４校が

連携をして行っている取り組み。東中スタン
ダード。どこの学校もこれだけは取り組もう
ということで、話し合いポイントを絞って決
めた。今年度は、「進んで挨拶をする」「授業
の始めと終わりのけじめ・聞く姿勢」これを
各校に持ち帰り、職員会議で伝えた。そして、
校務分掌としてどうするのか、校長としてど
うするかを話した。常に挨拶することは機会
あるごとに保護者へ発信する。ホームページ
でも発信する。地域学習の時、子ども達が大
きな声で挨拶をするようになってきた。

②いろいろな取り組みを何のためにするのか、
もう一度見つめ直すことが大切。家庭学習の
取り組みについては、やらされているのでは
だめ。主体的にやれるようになるとよい。こ
れくらいはしよう。学年×１０分という具体

協議の柱
・どの子も育つための学びづくり・仲間づくり

に向けた副校長・教頭の役割

１　質疑応答
〇なし

２ グループ討議
協議報告①
　小中一貫した取り組みについて交流した。
　市や県での共通したスタイルの作成の必要性。
　職員集団づくりをどのように作っていくか
　→教頭がどのようにコーディネートしていく
かが重要。核になる教員の育成及び、若手教員
の育成が大切である。

協議報告②
　軽度発達障害をどう対応していくか。それぞ
れの県により、制度的に違いがある。（人的な問
題、制度的な問題）教師集団がそのような子ど
も達をどう受け止めるのか。資質のある教師を
育てていくのが、教頭の役割である。

「課題のある子供を中心に据えた、
　どの子も育つ学びづくりと仲間づくり」
－共通実践と個別実践から
　　　効果的な教頭の関わりを探るー

澤　明美　　滋賀県甲賀市教頭会
　　甲賀市立佐山小学校

提言１
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的な取り組みを保護者へも協力を要請する。
学校現場において、今までやってきたこと、やっ
て当たり前ではなく、本当にこれでいいのか、
変わる勇気、変える勇気、思い切った改革、本
来の目的を見つめ直すことが大切である。

助言②（神奈川県横浜市立権太坂小学校長　
　　　　　　　　　　　　　野口　みか子　氏）
　横浜でも施設の子どもが通う学校がある。副
校長や教頭は、プライドを持って職員指導に当
たっている。チームでやり抜くことが大きな喜
びにつながっている。
　本提案については、教頭会が統一して取り組
んでいる。研究内容の視点が家庭教育力の育成
にも渡っているところが重要である。また、QU
については、教師が自己評価できる点でよい調
査である。
　各校で研究の組織が作られ、追跡調査をし、
教頭会が更に発展させていく段階に来ている。
教頭として、物事を推進していく時、その反対
のことも表裏一体で起こっている。
　集団の仲間作りはなんで必要か。人は人の中
で育ち、発達する。だから、必要である。この
視野を持って、特に、小学校での自然体験学習
を取り入れ、子どもが自分の脳を発達させるこ
とのできるカリキュラムを創り出して行くこと、
又、更に追跡調査をしていくことで妥当性の評
価をしていく必要がある。QU 調査も取り入れ、
どう進めてくか、そのプログラムが必要である。
横浜においては、横浜プログラムというものが
ある。実態は分かったが、どうしたらいいか分
からない教師のために、教育課程の一つとして
のプログラムを構築していくことが教頭の役割
である。
　子どもの起こしている課題、なぜなのかとい
うことを今までの経験を生かし、子ども、教師
も育つ学校づくりに力を貸して頂きたい。
　両義性の視点として、心地よい出来事だけを
見るのではなく、正反対の出来事も起こってい
る。そのことを受け入れて、教頭として提言し
ていって欲しいと思う。

協議の柱
・関係機関との望ましい連携を進め、組織的な

生徒指導対応のための副校長・教頭のリーダー
シップ

１　質疑応答
〇なし

２ グループ討議
協議報告①
　関係機関とのリーダーシップの発揮が必要で
ある。教頭まとめ役であり、つないでいかざる
をえない。また、関係機関にも若い職員も多く、
なかなか分かってくれない場面もあるので、や
わらかく指導していくこともある。
　人的に手厚い学校がある。７００人規模の学
校で、教頭 2 人、事務 2 人、ＳＳＷ常駐、ＳＣ
週２体制。これくらいの学校は、関係機関との
連携については、教頭はタッチせず、ほかの分
掌の職員がするという分担になっている。教頭
以外がそれぞれの窓口となり、教頭は総括する
役目となっている。

「児童生徒の理解・生徒指導・豊かな
　　　　　人間性の育成を目指して」

　　山梨県峡南地区教頭会
市川三郷町立市川東小学校

提言 2

－関係機関との連携のあり方や
　　　　　　　　　　方策についてー

望月　光洋
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協議報告②
　やはり、教頭が立ち回りやっていかなくては
ならない。しかし、他には、結構分担してやっ
ている学校もある。たとえば、不登校事案につ
いては教育相談が担当し、SSW や SC との連携
もする。生徒指導主任が全体を調整し、それか
ら教頭に報告するなど。このように、関係の主
任が窓口で、教頭が統括しているところもある。
　関係機関の有効な連携のあり方は、教頭がそ
の体制をつくっていくのが大切ではないか。
例えば、電話対応を例にしても、若い先生に
ちょっとアドバイスしたり、認めたり、指摘し
たりしながら OJT することも大切である。
ありきたりではあるが、気づく体制、言いやす
い雰囲気、風通しのよい職場が大切である。

３　提言２における指導助言
助言①（滋賀県彦根市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　前田　利幸　氏）
　関係機関一覧表により、見える化をし、かつ
活用していて素晴らしい。知っていても有効な
活用ができていないのではいけない。
１．関係機関との連携は、副校長・教頭がキーパー

ソンである。キーパーソンである教頭にまず
情報がきちんと集まってくることが大切であ
る。そして各教員はどうすべきか、日常の情
報の共有化について、各校の実情に合わせて、
他府県の工夫を参考にして頂きたい。

２．役割分担について
　　ケース会議等、関係者が寄って話して情報

共有だけで終わりではいけない。あるケース
会議では、それぞれの苦労話だけで時間が過
ぎていたので、「誰がいつまでに何をするのか」
ときびしく指摘したことがあった。役割分担

では、「誰がいつまでに何をするのか」と具体
的に決めることが大切である。

３．ネットワークの構築について
市役所や警察署、地域の人々など、多くの人
とつながることが大切である。困ったときに
助けてもらえる。特に大切な関係機関とは、
できれば日常的に顔を合わせて連携し、普段
からつながりをつくっておくことが大事であ
る。

助言②（神奈川県横浜市立権太坂小学校長　
　　　　　　　　　　　　　野口　みか子　氏）
　こうあって欲しいと思うことは、それぞれの
地域の関係機関との話し合いなど、場面を捉え
て、是非言って欲しい。そうすれば実現する。
例えば、医療との連携については、以前は門前
払いであった。しかし今では連携があたり前に
なっている。一つ穴が開くと、後は一気に広が
ることもあるので、あきらめずに頑張って欲し
い。
　様々な親がいて、その環境の中で子どもは生
きている。だから、作成された一覧表には価値
がある。一覧表はつくって終わりではなく、活
用していくことが大切である。また、データベー
ス化していくことも考えられる。
　人材育成については、専任に対してのハンド
ブックを作っている。
　連携については、多様性と共通性の両面を考
えておかないといけない。学校でできることは
法律の中では「ここまでです。」と表されている
が、情が橋渡しをし、教育と福祉とがつながっ
ている。共通性を作るために、ケース会議をす
る前には、そのねらいは何か、落としどころは
どこかを共通理解することが大切である。校内
でそのねらいを一致させておかないと、ズレが
生じる。そこで、ケース会議を４５分間の授業
と見立て、起承転結で A4 １枚にまとめたこと
もある。その書面をもって打ち合わせをした。
このように、授業と同じように展開していく方
法もあるので、是非やってみてください。
　アメリカ合衆国では、４００人規模の学校に、
１５人程のカウンセラーがいるところもある。
子どものためを思い、人的なことや要望など、
あきらめずに話をしていって欲しい。
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協議の柱
・地域との連携を深める取組に副校長・教頭と

してどのように関わり、豊かな人間性の育成
を目指していくのか。

１　質疑応答
〇なし

２ グループ討議
協議報告①
　コミュニティー・スクール、幼小中一貫で取
り組んでおられる学校等、それぞれの実情のち
がいを情報交換した。それぞれ地域ならではの
行事イベントに取り組んでいて、ボランティア
にも来てもらっている。たとえば、登下校の見
守りをしてもらっているとか、たくさんの地域
の方に見守っていただいているという話は共通
していた。
　地域の人に遮断されると、学校や教頭の仕事
は回らなくなってしまう。地域の方と顔をつき
合わせていろいろと話をしながら、「よろしくお
願いします。」という話をしていくことで、学
校をサポートしてもらっている。学校の活動に、
取組に目を向けていただいているということに、
本当に感謝しているところである。
　しかし、地域連携が強まれば強まるほど、教
頭業務が強烈につらいものとなってくる。その
分、土日出勤も増えてしまう。
　ところで、「学校に留守電ついてますか」とい
う留守電の話題になった。このグループでは、
ほとんどついていなかったが、ボタン一つで留
守電に切り替わるというところがあるそうだ。

「豊かな人間性の育成と
　　　　　　　校区一斉清掃」

　　大阪府豊中市教頭会
豊中市立第九中学校

提言３

－地域との連携を深める取り組みに
　　　　　教頭としてどう関わるかー

畠中　伸一

本日助言者で来られている校長先生の横浜市は、
一度電話したことがあるが、午後５時を回った
ら「本日の業務は終了いたしました」となって
いた。
　学校の業務改善を推進しながら、やっぱり地
域とのつながりを大切にしていくのが私たち教
頭の立場、舵取りをしていくのが仕事という話
をした。

協議報告②
　地域の祭り、清掃、フェスティバル、広報発行
等を取り組まれているところもたくさんあった。
そこには地域支援コーディネーターの方がいらっ
しゃって、願っていれば、きちんと動いてくださ
るとか、事例と同じように地域教育協議会が中心
になって動いてくださるところが多いように聞い
た。ただ、大事なことは校外の関係機関と関わる
ときに、だれが動くのか、どんな子どもの姿を求
めるのか等、共有も大事ということが出ていた。
また、あまり関係機関と連携が取れていない学校
も、このご時世なかなか新しいことをするのは難
しいというお話もあった。
　今ある行事の中で、地域の人に来てもらうと
か、逆に生徒が地域に出て行くという場面を作っ
ていく。そのために協同していく。あるいは、
今まであった地域との関係する行事について、
その意味合いや地域の方々の努力等を伝えてい
くことが大事というようなお話が出ていた。
　少し話はちがうかもしれないが、危機管理の
面からいうと、地域との避難訓練を共有して実
施しているところもあった。たとえば、津波の
避難訓練で、地域と業者を回って、なんで高台
にできたのかについて調べることをされていた。
また、保護者への引き渡し訓練を実施している
ところもあり、今後考えていかなければならな
いと思いながら話を聞かせてもらった。
　さらに、学校教育以外の機会を増やしいくこ
とも大事ではないか。いろんな見方、いろんな
ちがいも知っていくことが、共存ではないかと
いう話も出ていた。
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３　提言３における指導助言
助言①（滋賀県彦根市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　前田　利幸　氏）
　クリーンアップ大作戦という地域と連携した、
子どもだけでなく大人にとっても意義のある取
組をご紹介いただいた。今年で１８回目を迎え
て、１０００名を超える参加者がある活動とし
て、しっかり定着した背景には、歴代の教頭を
はじめ他の教職員、地域の関係者、そして子ど
もたちの努力と、よりよいものにしようと試行
錯誤を重ねてこられたことにあると思う。グルー
プ協議でも、いろいろなところで同じような取
組をされていると情報交換もされていた。その
中で、「継続性」ということでお金の面、人のこ
と、職員の負担感について話題にもなっていた。
また、高齢化が進み、どんどん地域の行事、お
祭り等の担い手が減ってきているところへ、中
学生にボランティアでの参加が求められている
という話題も出ていた。私の勤務地である彦根
市でも、中学校では「地域貢献プロジェクト」
として、何か一つ地域の祭りでも清掃活動でも、
中学生が出向いて、地域の人といっしょに何か
をしようと、全市的に取り組んでいるところで
ある。
　地域との連携のなかで、学校だけでなく地域
にとっても、参加してくださった方にとっても
プラスになるものとなる WinWin の関係。学校
から地域にお願いすることはたくさんある。登
下校の見守りや地域学習など、学校のために地
域の人が協力して当たり前ではなく、地域にも
何か学校として役に立てないかという視点は大
事にしなければならないと思う。提言いただい
たクリーンアップ大作戦もすっかり定着したも
のであり、地域にとってもメリットがあると思
う。学校として地域へどう恩返しができるのか
と考えていきたい。また、「地域連携」としたと
きに、親、保護者という視点も忘れてはならない。
さらに、こういった活動の見える化、情報発信
も大切だ。このクリーンアップ大作戦のような
広報誌、広報活動を通して、多くの人に知って
もらうということが大切である。学校の様子を

学校 HP であったり、学校だよりであったり、
どんどん情報発信していくことを大切にしてい
きたい。

助言②（神奈川県横浜市立権太坂小学校長　
　　　　　　　　　　　　　野口　みか子　氏）
　分科会テーマは「子どもの発達に関する課題」。
人と関わることがなかなか円滑にいかない生徒
の心をどのように開いていくのかという視点で、
この活動を見直して提示していただいた。本当
に充実したすばらしい活動で、是非続けたい活
動であり、是非続けて欲しい。一方、もう一歩
踏み込んで子どもたちの声を聞いていただくこ
とで、もっと価値が上がるのではないかと思う。
シンポジウムでも話題になったが、「人は人の中
で育つ」、「多様性と複雑性の中で、子どもは育
てる必要がある」ということも、キーワードと
していただきたい。シンポジストの勝山氏のお
話にもあったが、「斜めの関係を多用に経験する」
という点でも非常に価値高いものと思う。年長
者から幼稚園、保育園の子どもたちまでが、一
つの清掃活動というところで結びついて、言葉
を交わし、笑顔を交わしていく。そしてそれを
しているうちに中学生の心が和らいでいき、人
を受け入れるという幅が広がってくる。Ｗｉｎ
＆Ｗｉｎの関係が続いていく一つの大きなコ
ミットになる。しかし、それを感じられるよう
にしていくことが、教育のプロの仕事である。
　教頭としてこれだけの努力をされ、成果を上
げてこられたので、是非、子どもたちや地域の
方々からの感想をいただいて、働き方改革の視
点からも、地域の大切な活動になっていくとい
う視点からも、新しい教育課程の中に位置付け
られるべく、校長に意見具申してほしいと思う。
１０年先まで続くような視点を持ち、位置づけ
ていく。意図的、計画的にどう作っていけるか、
ここから先３年ぐらいが勝負である。そして、
教職員をしっかりと組織的に動かす活動にする
のが、子どもたちへの誠意と考える。
　地域連携を進めるために、働き方改革を諦め
てはならない。地域の方と真剣に話し合う機会
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を持ち、ステップを踏んで根拠を明らかにして
いくことで、人の心が動いていく。そのためには、
学校の方向性を副校長、教頭が校長とともに共
通理解して、工夫していってほしい。皆さんが、
その要になっていただけることを期待している。
諦めたら前へ進まない。今、何ができるのか是
非教職員にも呼びかけてアイデアを募ってみる
のもいいのではないかと考える。

４　３つの提言を総括した指導助言
助言①（滋賀県彦根市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　前田　利幸　氏）
　１点目は、「学校の要」「組織の要」というこ
と。学校教育法第３７条に「教頭は、校長を助け、
校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつ
かさどる」と明記されているが、校長の補佐役
として、単に事務処理上の助けやイエスマンで
なく、校長の提案に対して、教頭としての思い、
考えを語れることが大切だと思っている。そし
て、「組織の要」というと、扇子を思い浮かべる。
扇子の要が、ガチガチだったら開けれない。逆
にゆるゆるだとバラバラになってしまう。本当
にちょうどいいバランス感覚、これが「組織の要」
ということである。教頭先生方には、広い視野
でいろいろなことを見ていただきたい。職員室
でも目の前の先生だけでなく、職員室の隅の方
に席のある先生、あるいは週に１、２時間しか
来られないような非常勤の先生にも細かな目配
り気配りをできるようにしていただきたい。そ
れから俯瞰的にいろいろな角度から助言ができ
るといったことが求められている。そのために
は、アンテナを高くして、いろいろな情報が副
校長、教頭に集まってくることが大事かと思う。
その上で、学校教育目標はもちろん学校経営方
針、地域のこと、生徒指導上のこと、何でも知っ
ている。また、そのことに自分自身の考えをもっ
て、自分の言葉で語れると言うことが大事であ
る。
　２点目は、人材育成の中心になっていくとい
うことである。滋賀県では教員の年齢構成の関
係で、若手教員の育成が喫緊の課題となってい

る。われわれ世代は、教科指導だったり、部活
指導だったり、先輩から自然と伝承されるよう
に、一緒に教材研究してもらったり、学級経営
のこつを教えてもらったりする環境があった。
今は、そういったことを意図的、計画的に進め
ていかなければならない環境になっている。若
手教員研修や教職員組織の問題として、人材育
成にも力を入れていただきたい。
　３点目は、教員に向き合うということである。
本当に多忙であるが、眉間にしわを寄せて職員
室にいる人、ゆったり構えている人、どちらが
相談しやすいか。本当に忙しいことは重々わかっ
ているが、相談しやすい雰囲気を作っていただ
きたいと思う。じっくりと向き合ってくれる上
司の下に、人も情報も集まってくる。子どもが

「教頭先生」と来たときに、教職員が「教頭先生、
ちょっとご相談が」と来たときに、パソコンに
向かったまま対応しているということはないか。
こんな上司の下には、人も情報も集まってこな
い。
　以前の教頭会の会報に、「強みや持ち味をもっ
て背中で教える教頭」と書いた。先生方もいろ
いろな強みをお持ちだと思う。生徒指導とか、
特別支援教育についてとか、高学年の指導には
自信がある等、先生方の持ち味を生かす。自分
ならではの副校長、教頭の姿をめざしてほしい。
どこの学校の副校長、教頭も同じである必要は
ない。また、風通しのよい職場の雰囲気にして
いただきたい。子どものことを職員室で語れる、
子どもの姿から授業について語れる、悩んだ時
には気兼ねなく相談できる。ここで副校長、教
頭の持ち味を生かしていだたきたい。そのため
には、まず副校長、教頭が、元気で明るく健康
第一。仕事の代わりはできても、家族の代わり、
友人の代わりはできない。リフレッシュも自分
の時間も大事にしてほしい。他の職員から「教
頭先生、忙しいのにいつも元気で明るいな。」と
いうような教職員の手本となっていただきたい
と思う。先生方のご活躍を期待している。
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助言②（神奈川県横浜市立権太坂小学校長　
　　　　　　　　　　　　　野口　みか子　氏）
　どの提言も私たちの悩みや情報交換を引き出
し、そして何が大切なのか、もう一度考える機
会をいただけたいい提言だった。しかし、この
部会は「子どもの発達に関する課題」という視
点である。中学校であっても、この育て直しに
あたる子どもの脳の発達について、もう一度も
どる機会をもっていただきたい。日頃の多忙化
の中で、大切だと分かっていても何の意味があ
るのか、また、どう位置づけるべきなのかとい
うことを忘れがちな問題だという風に考えてい
る。どうしても対処、対応に追われているが、
なぜなのかという原因にあたるところを考えて、
意図的、計画的に教育活動を組み込んでいく、
それがプロの仕事である。対処、対応に追われ
ていたら、いくらやっても、それは切りが無い。
何が根っこなのかを大事に考える視点を我々管
理職というのは特に持っていなくてはならない
というふうに考えている。それが、子どもも、
教職員である大人も、そして地域も、「人を育て
る」という使命を与えられた私たちの仕事だと
いうふうに考えたい。
　様々な便利さが文明の発達によって、日本人
にも施され、それを享受して生きているが、一
方では、脳が十分機能しないことによって、こ
んなに豊かなのに、こんなに心が空虚な人たち
が増えてしまった。大変な状況が起きていると
いうように、しっかりと私たちは捉えたい。子
どものせいではない。まして一生懸命働いてい
る大人のせいでもないのかもしれない。みんな
が良くなろうと思ってやってきたことだが、立
ち止まって考えたときに、自然が身の回りから
ものすごく減ったために、むかしは「ほっぽっ
とけば自然に育つよ。」と言われた。その自然が
ない状況に子どもたちが置かれている。人、自然、
これは人間が豊かに自分の力を伸びやかに育て
るために欠かせないものだということである。
そして、それは多様であり、複雑であり、その
中で育つことによって、人生の中で起きる様々
な多様性や複雑性をプラスに転じて、自分で豊

かな人生を切り開いていく力を、自分で育てて
いくのではないか。それを奪う権利は誰にもな
い。シンポジストの皆さんから与えられた深い
点について、是非ここに集った２０００人を越
える私たちが、何か一つ力を合わせてやること
によって、必ず良い方向に物事は転じていく。
そう信じてやっていくことが大切である。小学
校においては、草花遊びなど直接体験を重視す
る。中学校においては、それをもとにした具体
的な取組。社会貢献活動の中で、自然を維持し、
様々な人と関わり合っていく。そういうことを
構成していく。そういう活動をつくっていくこ
とによって、子どもの発達が健全に進んでいく
ものと考える。
　皆さんとまた来年ということはお約束できな
いが、子どもの心と学力との問題が、脳に起因
していることを、是非皆さんに今日お伝えして、
そして何かご自身の中でテーマを持っていただ
いて、取組を始めていただけたら、とてもうれ
しい。ある本にこんなことが書いてある。「世の
中の多くの人は、自分がごみを一つ拾ったから
と言って、何も世界は変わらないと思っている
でしょう。しかしそうではありません。一人の
人がごみを拾う。それを見ていた人がごみを拾
う。またはそのことについて考え、別の行動を
始める。それがじわじわと広がることが、世界
を変えることになるのです。」と。それを見たと
きに私もはっとした。私一人がやっても、変わ
りっこないと思っていたからである。是非皆さ
んで力を合わせていきたい。
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第３分科会　研究協議
るために前日に遅くまで残業するなど悪循環。

・業務を減らすことが重要。家庭訪問をなくし
たり、運動会を半日開催にするなど各校で様々
な工夫をしている。

・学校間で差が出ないように、市で少なくとも
統一した方針を示すべき。

・７時退勤や６時以降は電話応対しないなどの
対応を各校で取り組んでいる。

協議報告②
・働き方改革に伴う教職員の出退勤の把握につ

いて、タイムカードや紙ベースのものを使用
するなど、様々な取り組みがある。

・超過勤務対策では、特に若手教員への対応と
指導が必要である。問題行動減少への取り組
みが必要であり、学力向上支援を推進するこ
とが生徒に落ち着きをもたらし、時間のゆと
りを生みだす。

・改革を進めることで、行事や取り組みの時間
が減り、子どもの楽しみにしていることが減っ
ているのではないかという疑問もある。本末
転倒にならないように、十分に議論して進め
ていく必要がある。

３　提言１における指導助言
助言①（滋賀県大津市立堅田中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　今井　公夫　氏）
・東近江市は市をあげて取り組みを進めている。

東近江市の取り組みを参考に保護者宛文書を
作成した市町が多い。

・もともと過労死の事件等から働き方改革は推
進されたが、働き方改革を通して学校をどの
ように改善していくのかという視点も大切で
ある。

・子どもと向き合う時間の確保も狙いの一つで
もある。

・企業は AI や IT の導入を前提とした働き方改
革であるが、学校では、

　　①どのように学校の業務を効率化し、子ど
　　もと向き合う時間をつくるか。

　　②教員の資質や指導力の向上にどうつなげ
　　るか。

　の視点を大事にすることが必要である。
・子どものためにどうすべきか。家庭訪問や通

知表所見、三者懇談会などの扱いについても
十分議論すべき。

協議の柱
・「働き方改革」における副校長・教頭の役割

１　質疑応答
〇フォルダーの市内統一についてもう少し詳し

く教えていただきたい。また、その際に苦労
したことはどのようなことか。

・学校事務共同実施の事務支援センター主導で
空フォルダーを作成し、各校に配信してくれ
る。フォルダーの配列は紙文書にそった分類
である。校長、教頭、事務、養護教諭など、
一人職のフォルダーの管理が難しい。

〇学校事務共同実施で作成されたフォームは、
すべて事務職員が処理してくれるのか。

・学校事務が部会ごとにフォームを作り提供し
てくれる。それを各職場で職員が活用する。

２ グループ討議
協議報告①
・校務支援ソフトが進む学校と、まだまだの学

校がある。
・意識改革が難しい。若手教員が「やることが

あるから残っている」などと多くの職員が残っ
ていて、対応が難しい。

・定時退勤日を設けてはいるものの、定時で帰

「働き方改革と教頭の役割」

－学校における業務の効率化と
　　　　　　　　　　　　情報化ー

赤沢　文彦　　滋賀県東近江市小中学校教頭会
　　東近江市立箕作小学校

提言１
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・なくすものはなくして、続けるものは工夫し
て続ける。

・地域の理解がどう得られるかも重要である。
例えば、留守番電話になっているのに学校に
は電気がついているのはどうしてか？などの
声もある。地域・保護者の受け止め方をどう
していくか。

・教頭がコーディネーターとともに、
　　①子どもと向き合う時間の増加
　　②教員の資質向上
　　③業務の縮減（外部支援）
　に取り組んでいく。そのための縦のつながり

を大切に、組織としての対応を機能させるこ
とが重要である。また、全体と個別の対応が
必要である。

・教務、生徒指導、学年主任などが学校長の
方針を理解して職務にあたることが重要で、
OJT の推進が必要である。

・改善に向けての改善の流れに乗れない教員へ
は個別の対応が必要である。

助言②（沖縄県那覇市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　平敷　兼栄　氏）
・「新たな教育改革・教育施策に関する諸課題」
　（全国連合小学校長会研究紀要）
　　１位　教員の多忙解消
　　２位　教員の指導力向上
　　３位　教員定数の見直しと配置に関する諸

　　　　 課題への対応
・教員の勤務時間の明示
　勤務や業務を改善するため、沖縄県でも教師

用、保護者用リーフレットを作成し、勤務時
間を明らかにしている。

・教頭として適切な時間の管理が必要である。
勤務の実態を客観的に把握する出退勤記録導
入をすすめる。

・情報化も有効であるが、地域によって状況も
違うため、どの学校も同じように行かないの
が実態である。

・どの学校にも、どの地域にもあてはまる特効
薬はない。いろいろなスキルが必要で、でき
ることから組織で対応を。

　　①勤務実態を客観的に把握すること
　　②業務の仕訳。定数増は難しいので、外へ

　　 の依頼も必要である。
　　③働く者の善意に頼ると超勤につながる。

・健康で、生き生きとした職場、教育の質を高
める環境を構築することが大切である。

　「働き方は、生き方を決める」

「子供が安心・安全に過ごせる
　　　　　　　　　環境整備」
－学校・地域・家庭との連携を通してー

加藤　準一　　愛知県名古屋市教頭会
　　名古屋市立味鋺小学校

提言２

協議の柱
・子供が安心・安全に過ごせるための地域防災・

防犯における副校長・教頭の役割

１　質疑応答
○行政が主導だと思うが、どのような働きかけ

や苦労があったか教えてほしい。
・行政は学校の実情がわからないので、それを

理解してもらうことが大切で、「ここまでなら」
「これは可能」という具合に行政と話し合いを
した。伝え方の難しいことがたくさんあった。

○名古屋市内のネットワーク、情報交換の内容・
予定を聞かせてほしい。

・教頭のアドレス３８２名分の情報
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　教頭の様々な職務内容について質問をすると、
知っている先生が教えてくれ、情報活用や作
業効率の面などで助かっている。

○防災に関して、中学校との連携について教え
てほしい。

・e 防災マップは、学区で順に行っており、中
学校へ情報を提供している。

・防災に対する備えとして、近隣住民が学校の
鍵を持っている。非常変災の場合、学校を開
けてもらうことができる。

・非常配備や避難住民の様子について、中学校
ブロックで情報交換を行っている。

２ グループ討議
協議報告①
・現状でいうと、小学校は防災倉庫が有り、中

学校はこれからの整備である。
・有事の時、
「何をすれば良かったのか」
「事前に顔なじみになっておくことが大切」
「マニュアルが本当に生きるのか」
・教職員の頭に入っているか？
「どう対応するかの訓練が必要」
・自然災害の時以外にも、ブロック塀の安全対

策、設備の保全、防犯対策の子ども１１０番等、
地域の連携が必要である。

・高齢化対策、有事情報伝達、メール、避難所
の整備、津波から避難場所の設定、不審者対策、
予測不可能な事象・事件への対応など…全力
での防災・見直し等の必要性

・予測不可能なことへの対応をしていく意味に
おいても、地域防災に学校も協力を。

協議報告②
・学校、地域、行政に加えて、専門的な知識や

ノウハウを持っている大学が参加しているこ
とが素晴らしい。

・マップを自分で見直し作ることで、地域とふ
れあい、つながりができて素晴らしい。

・子どもたちがいる時間、避難所とはどのよう
におりあいをつけていくのか。

・教頭が多様な窓口になっているが、いつもい
かなる時もいるわけじゃない。地域の防災力
を高めたい。

・地域が自然に動ける体制を仕組みたい。
　消防団、自治会、防災担当等

　巻き込んでいくのが、教頭の仕事。
・自然災害
　様々なシチュエーションでの想定・見通しや

高い意識を、常に持っておきたい。

３　提言２における指導助言
助言①（滋賀県大津市立堅田中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　今井　公夫　氏）
・地域との防災、教頭のご苦労が提言や協議か

らよくわかった。
⑴小・中・高・地域・保護者の協力による、地   

　域と一体になった学校防災が必要
⑵学校安全の領域とは
　①生活安全　②交通安全　③防災安全
　あるべきところに必要な物が置いてあるか
　多忙のため関心は薄いのが現状
⑶防災教育の主な活動
・子どもが主体的に動くことを目指す。
・学校防災マニュアル
　主体的に捉えた安全マップを、地域と一緒に

作ること
　→地域ぐるみの実効性のあるもの
　　「学校がなんとかしてくれるのでは？」
　　とは違う
　①生活安全（家庭・地域との協力）
　②防災管理　③組織活動
　全国的に全ての災害に差異
　危険度の大小がある
⑷防災教育に積極的に取り組んでいる学校の共

通点とは、
　①防災教育担当者を支える、動きやすい環境

　がある
　②防災教育の目的が明確である
　③研修が充実している
　④マニュアル化から行動化に移行できる体制

　である
⑸管理職のリーダーシップと的確な判断と行動

校内の教職員にも同じ意識を

助言②（沖縄県那覇市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　平敷　兼栄　氏）
・地域の情況を踏まえた防災対策がされていて

素晴らしい。学区の把握が大切である。那覇
市は防災倉庫が全て１階に有り、検討したい
と考えている。自分でつくる防災マップが素
晴らしい。
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⑴防災教育に関する調査では、
　実践的な引渡訓練　防災マニュアルの見直し
　引渡し訓練　交通教室　防犯教室
　　　→危険回避能力・意識改革
　防災マップの見直し
　　　→紙媒体で地域に配る
　　　→デジタル化の強みを生かして利用者か

　　　らの情報提供
⑵教頭会の情報交換を大切に
　それぞれの学校　災害について計画
⑶発生時、家庭地域との連携が大切で、ＰＴＡ

との協力も重要なポイント
　→教師ではなく保護者が子どもたちを集め作

成（コンテストによる意欲付け）
⑷生涯にわたり災害に適切に対応できる能力
　→家庭地域での学び・取組が大切
　（家族会議）
⑸防災教育は、地域社会の安全を担う人に育っ

てほしい願いが込められている。
　→生きる力を育む学校防災
⑹児童生徒の安全安心　最優先に
　「ぬちどぅ宝」何よりも大切な命
　防災教育
　社会の安全守る活動
　自然は待ってはくれない

「地域連携教育と教頭の職務」

－日本一広い村を校区とする
　　　　　　　　　　　学校の取組ー

前木　伸一　　奈良県吉野郡（西）教頭会
　　十津川村立十津川中学校

提言３

協議の柱
・地域と学校との連携における副校長・校長の

役割

１　質疑応答
○校区が広いということで、校種間の移動や地

域の参加の状況はどうなっているか。
・子ども達はそれぞれバス８台で学校に登校し

てから、バスで１５分ほどの移動であるので
問題は無い。

・山間部にあるので、災害等により交通規制が
あり、中止もあり得る。バスは生命線である。

２ グループ討議
協議報告①
・東京：土曜日の学校開放、開かれた学校づくり、

月一回の学校開放、校舎内清掃　　　
　福岡：地域の祭りに参加
　滋賀：キャリア教育　職業体験
　札幌：スキー学習ボランティアに保護者も参加
　奈良：小学生わらべ唄伝承参加
　小中連携：生徒会が挨拶
　中学校教諭：体音の指導に
　生徒指導：小中９年間でどう育てるか話し合い
　地域・民生委員・生徒指導：
　　　　　　　　　　　協力して夜店巡回指導
　教頭：地域のＰＴＡに開放
　　　　関わる教員が集中しないように

協議報告②
・学校間連携：地域が広いが小中連携部となり、

繋いでいる。
・まちづくり協議会：地域の方が学習会
　算数コーディネーターときょうとうが
・中学生と地域のおしゃべり広場：民生委員が

中心になり、教頭と連携
・ＰＴＡの活動にＯＢ、ＯＧも参加　教頭が調整

協議報告③
・小規模：地域に愛着を持つ→学力をつけ、過

疎の町を出て行くジレンマ
・中規模：コミュニティスクールが形骸化　　
　　　　　固定化、高齢化…新しい人材
・大規模：新入住人との地域的つながり
　　　　　夏祭り等…学校活用
・地域と学校　共に WinWin の関係で
・できることとできないことを明確に
・スクラップも同時に考えること
＊小中連携で自尊感情が高まる
　教頭が事務局
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３　提言３における指導助言
助言①（滋賀県大津市立堅田中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　今井　公夫　氏）
⑴地域の特性を生かす　
　　→人材育成に大きな貢献
　　子どもらがいきいきする
・地域での小中高一貫教育
⑵学校間の連携　進め方に大きな課題
　教職員はあまり知らない：白紙から
　実態把握：外国人が多い等
　共通理解が難しくなかなか連携しにくい
　各校の思い・目の前の実態に応じて、授業改

善・教員間の連携・特別支援
⑶行政・学校・地域が一体となった連携
　協働→コミュニティスクールへ
　目的を共有しないとうまくいかない
　地域コーディネーターの適材の選任
　働き方改革との兼ね合いに課題
⑷核となる教員の育成（人材育成）
　教員が課題をいかに共有できるか
　誰が学校の中で中心に取り組み、支える体制

を組織するか
⑸不易流行　何が大事か見極めるのは、現場だ

けができること　　ｽｸﾗｯﾌﾟ＆ﾋﾞﾙﾄﾞ
　開かれた教育課程：地域一体となって実践し
　　　　　　　　　　情報を発信し理解を深める

助言②（沖縄県那覇市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　平敷　兼栄　氏）
・３つの観点から　
　　継続性、協働性、関与性
⑴地域連携教育　校種間の学びの場ギャップに

苦しむ児童生徒
　日々の日課の違いすらストレスに
　→教員の意識の変化　授業改善に
　管理職　何に重きを置くか
⑵教頭（管理職）として　
　①地域連携の必要性・目的意識の必要性を認識
　②校区全体のグランドデザインを描く
　　（どのような姿をめざすか）
　③校区の「動く組織」と「動ける体制」
　　（意思決定機関）
　④情報共有の方法や検証方法の検討
　⑤カリキュラムへの位置
⑶継続と継続・発展
　意識改革　何らかのカリキュラムを変更

　成果のあるものどこに設定するか
　常に見直し　ピンポイントで何の力をつける

か焦点化を図る
　中高の文化の違い：交流を深めること
　異動はつきもの：常に校区の課題に目を向け

子どもに寄り添い、子どもの成長に合った連
携

⑷あくまでも手段であることを忘れない
　それが全てではない　元に戻ることも

４　総括
　　　（沖縄県那覇市立城東小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　平敷　兼栄　氏）
⑴提言①
　地域や保護者の協力を得て業務の軽減を図る
　教職員の多忙を理解、協力してもらう為、保

護者や地域の意識改革は欠かせない視点
⑵提言②
　地域災害対策の拠点としての役割
　防災マップ作成には地域の協力が必要
⑶提言③
　地域行事への関わり、参加を促す役割
　学校間の連携、地域コミュニティーとの繋が

りは重要
　３つの提言で共通することは「地域連携の大

切さ」
　管理職の役割として地域とかかわる業務を整

理し、学校が担うべき仕事を明確にする。
　学校を動かす三つの力（目標、情報、意欲）
　教頭に求められる資質
　マネジメント（経営力）、アクティビティー（実

践力）、クオリティー（優先権の見極め）、ス
マイル（学校の副担任として）笑顔を忘れず、
心身ともに健康でがんばってください。
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第４分科会　研究協議
○保護者への取組の周知はどのように行っている

のか。
・学校ホームページを毎日更新し、学び合いの授

業の様子を紹介したり、各教室や廊下に学び合
い学習の進め方を紹介したりしている。

・授業公開時に保護者に必ずアンケートを取り、
その結果を生かしている。

・保護者からの意見で、グループ編成を心配する
声があったので、生徒の人間関係も十分考慮し
ながら慎重にグループ編成を行うようにしてい
る。

２ グループ討議
協議報告①
　若手教員は改革・改善を受け止めやすいが、ベ
テランの意識を変えるのはどの学校においても大
変であり、ミドルリーダーの育成が必要である。
　校内ＬＡＮやＩＣＴを活用し、データの共有を
することで、協議の回数を減らし、時間削減を行っ
ている学校がある。市内全体でフォルダを統一し、
転勤をしてもデータの検索をスムーズに行うこと
は効果的である。　
　岡山県では、学力向上支援員が各学校へ指導に
回っている。「学び合い」は、大切なことである
が、経験の少ない教員には負担が大きい。そのた
め、生徒への課題の与え方をしっかりと研究する
必要がある。
協議報告②
　１４年間も研究を継続していることは賞賛に値
する。「つなぐ」システムがうまく機能している。
学校によっては研究体制を研究主任中心に進め、
管理職は外からアドバイスする体制もある。学び
合いについて各県での取組について協議できた。
研究主任やミドルリーダーを支える体制を考える
ことが教頭の役割でもある。Web での情報発信
について各校の情報交換ができた。

協議の柱
・『学び合い』活動を継続して行うために、教員

への意識の浸透による学校の組織力を向上させ
る副校長・教頭の役割

１　質疑応答
○「学び合い」の導入直後に授業改善で座席の工

夫に反対する教員の意見にはどのようなものが
あったか。

・普通教室を使用していない教員には、座り方を
変えるイメージが湧きにくかった。

・板書が見えにくくならないか心配。
・生徒同士の席が近くなるので授業に集中できな

いのではないか。・・・などがあったが、先進
校の視察を行い、その様子を職員に紹介するこ
とで理解を図った。

○主体的な学びは教師側の働きかけであるが、生
徒自らが動く取組について教えてほしい。

・子どもからの発想・行動を「待つ」、「急がせな
い」を意識して取組を進めている。創立 70 周
年事業についても生徒の積極的な参画を考えて
いる。

○働き方改革での業務削減の具体策について聞き
たい。

・水曜日を定時退勤日とし、部活動も「なし」と
している。

・朝から予定をしっかりと立て、職員間での声か
けを行い、定時に退勤できるようにしてきた。

・情報過多であるので、整理・整頓を行い、物を
探す時間を減らすことで無駄を省いていった。

○学び合いの校内研究の進め方はどのように進め
たのか聞きたい。

・毎週時間割に校内研究推進委員会を位置づけ議
論を深めていった。

・中堅教員が校内研究の核となって進め、研修の
場での学びを教員へ広める取組を行っている。

「学校の組織力を高める
　　　　　　　　教頭の役割」
－校内研究による授業改善から
　　　　　　　教育目標の具現化へ－

菊谷　愛　　滋賀県大津市小中学校教頭会
　　大津市立粟津中学校

提言１
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３　提言１における指導助言
助言①（滋賀県長浜市立長浜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　杉本　義明　氏）
　小中学校間の意識や体制の違いで、小学校では
学び合いや主体的・対話的というキーワードで共
通のテーマを設けやすいが、中学校では教科の特
性から設定しにくい。そのような中で、「学び合い」
について１４年間も継続した取組をされているこ
とはすばらしい。
　また、教育目標を分かりやすいものにして、多
面的に取組を進められている。「学び合い」を進
めるには、用意周到に、緻密な計画・準備がなけ
れば、教科の指導目標に見合った発言の質や量は
見込めない。さらには、発言の内容が本時のねら
いに合っていないといけない。
また、グループでの学び合いを成立させるために
は、グループの中で多様性を認め、フェアな中で
意見が出せる環境づくりが日常的に必要となって
くる。
　それらが達成できることで、学び合いの価値・
効果・有効性が共有できることになる。
　４人グループでの学び合いを成立させるために
は、「ひとりひとりを鍛えること」が大前提となる。
しっかりと教えて、やらせて、褒めて、価値づけ
ることをこれからも進めていただきたい。
　授業研究においては、教員はしっかりと子ども
の学びを観察し、言動を記録し、子どもの名前を
挙げて語り合えるような価値のある研究が行える
よう管理職がしっかりと関わって支援を行ってい
きたい。

助言②（香川県高松市立亀阜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　日下　哲也　氏）
　学校組織の現状として、ミドル世代が極端に少
ないという構造的な問題がどの都道府県において
も存在する。そのような状況下で、今まで築いて
きた教育課程を続けていくことは難しい時代であ
る。
　提言のように授業改善を進めるために、誰もが
取り組めるように、毎年年度当初の段階で授業改
善の進め方のガイダンスがしっかりと行えている
ことが大変重要なポイントであると思った。
　どの学校においても、校内研究を実施する時間
の確保は難しい。授業の時間を削って生み出すの
であれば、それに見合うだけの価値のある時間と
なるように管理職がしっかりと支援・指導しなけ

ればならない。そのためには、目的・ねらい・評
価を明確にして実践を行う必要がある。
　本校ではすべての教育活動が、学校教育目標の
どの部分に結びついているか明確にして提案・実
践するようにしている。
　また、教員が意識して行動できるように、図式
化・単純化したものを繰り返し提示することは活
動を展開する上で効果的である。
　従来からある組織を活性化させるためには、具
体的な言葉で、全員に対して評価することが必要
であり、組織を動かす潤滑油となる。
　働き方改革を進めるためには、落ち着いた学校
を授業改善によって作り上げることが大切であ
る。

「小規模校における
　学校活性化を目指した取組」
－地域や家庭、校種間の連携を通してー

宮本　和典　　和歌山県紀美野町教頭会
　　紀美野町立小川小学校

提言２

協議の柱
・今後の組織運営において、核となるコミュニ

ティ・スクール組織のコーディネーター的役割
を果たす人材育成

１　質疑応答
○縦割班での発達段階に応じた役割分担の工夫や

苦労はどのようなことがあるか。
・全校１８名、小学校１年～６年を３班に編成、

小学校１年生～３年生の子どもたちを小学校４
年生～６年生がリーダーとなって面倒を見る。
掃除、栽培活動などに取り組んでいる。グルー
プ分けは、総合学習の担当教師が行う。

○学校運営協議会の役割として、協議する中で教
員ではない立場での特徴ある意見は出るか。

・野上中学校区で学校運営協議会が発足したばか
りで、十数名の内、本校区から２名の委員が出
ている。まだ始まったばかりで大きく取り上げ
るようなことはない。今後、様々な課題は出て
くるであろう。
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２ グループ討議
協議報告①
　コミュニティ・スクール組織の人材育成につい
て協議をした。人材育成とは自分たちのことなの
か、自分たちが地域のコーディネーターを育てて
いくことなのか、また、学校の中の役割を育てて
いくことなのか焦点を絞って話をした。学校内外
どちらの人材育成をするのか、学校運営協議会と
してサポーター的存在のある学校、ない学校の違
いなどについて意見交換できた。
　今後、部活動や環境整備、授業での地域の支援
を活性化させていく必要がある。地域を支えてい
る方への声かけを積極的に行い、ＰＴＡやそのＯ
Ｂを含む地域の方々とのつながりを大切にした
い。

協議報告②
　紀美野町では具体的な取組で地域と一体になっ
ていることがわかり、学校間連携の中では、交流、
情報交換、子どもたちの体験等、すべてが子ども
の財産になっていると感じた。
　各校、地域により、コミュニティ・スクールの
取組状況に大きな開きがある。コミュニティ・ス
クールをすすめている学校での支援のメリットや
事務局の仕事のデメリットなどが意見として出て
きた。今後の発展として、人材確保のために行政
の協力、支援があるとよい。進めていく上で制度
だけ、形だけにならないようにしていかなければ
ならない。
　また、学校での様々な現状も伝えていかなけれ
ばならない。教頭は、そのような現状を内外に発
信していく必要がある。昔からの取組は大事であ
るが、新しい取組も必要ではないか。地域の方々
の志というものも大事にして今後も進めていくこ
とが必要である。

３　提言２における指導助言
助言①（滋賀県長浜市立長浜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　杉本　義明　氏）
　コミュニティ・スクールの実施状況は地域に
よって格差がある。長浜市では、国の動きに合わ
せ、市内一斉に実施した。人事に関することや学
校教育目標の承認についてなど国とのやりとりを
進める中で、市独自の形式で継続している。成り
立ちとしては、地域学校協同本部を母体として、
学校を支援する応援団として活躍された方々が学

校運営協議会を形成するものがあり、実際に学校
で様々な活動をされている。
　ボランティア活動をどうコーディネートしてい
くのか、学校運営協議会をどう運営していくのか
という両輪で子ども達の活動を支援していくこと
が必要であり、最終的には子ども達にどのよう
な活動をされるかが重要である。ゲストティー
チャーで授業に関り、授業支援、図書ボランティ
ア、清掃活動など様々な支援にあたり、学校を応
援してくださる活動について大事にしていきた
い。
　この提言では、コミュニティー組織を作るとい
うことと小規模ながら様々なところと連携して活
性化していくという取組が大切であることを紹介
された。提言にあった地域の伝統的行事では、大
人も子どもも一緒になって取り組み、現在に伝
わってきている。長浜小では有名な曳山祭りがあ
るが、伝統文化学習として小中連携して取組を進
め、学校のクラブ活動等にも位置づけられてい
る。また、滋賀県では初めての義務教育学校とし
て小中の９年間を見通した活動をする学校も設立
され、そこでも伝統的な祭りがあり、その伝統を
守るような形で進められている。地域の伝統、財
産を大事にしており、これらを学校教育として取
り組むことは、学校・地域ともに活性化するもの
として大変よいモデルである。
　また、幼小中から大学までとの連携を取り上げ
るが、今後、教員も大学で現職派遣もあるので交
流が進むのではないか。

助言②（香川県高松市立亀阜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　日下　哲也　氏）
　高松市の例として、学校評議員会、学校関係者
評価委員会などいくつかあった団体が元となり、
市教委が中心になり、まとめ統一し、学校運営協
議会となった。学校教育目標を地域が承認すると
いうことではなく、学校教育目標は示すが、承認
などは省かれた形で、地域と一緒にやりましょう
といった形で確認して実施している。開始時に各
委員には、学校へ要望を伝える場にするのではな
く、よりよい学校をつくる会として進めるように
お願いをした。キャッチフレーズとして学校から

「みんなでつくる楽しい学校」を提案し、視点は、
「子どもが、地域が、教職員が」「どんな居場所、
どんな喜び、どんな夢」を持てるかを話し合い、
ともに学校に関わるとは何だろうかを考えていた
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だいた。
　これまでは、理念的なことを話してきたので、
次は、具体的なことに落としていく必要がある。
そのために「夢集会」を開催する取組で運営を地
域にしてもらう。誰を呼べばいいか地域の方に決
めてもらうことにする。学校はその相談役になり
計画を進める。地域の方にも人脈があり、その人
脈を伝っていき、素晴らしい講師を見つけること
ができ、地域の方に成功体験を積んでもらえた。
このように、教員に比べて、地域の方々の人脈は
広く、ぜひとも活用していくことは、学校には必
要である。
　提言では、地域課題、学校課題から出発した小
規模校が故の課題がある。活性化するためには学
校に関わってくれる人を増やしていくことが必
要である。小規模校においては子どもたちの多様
な人との触れ合いが不足している。この学校運営
協議会において子どもたちは多くの人とも関わ
りを持ち、小規模校での課題を少しでも解決に近
付けるように取り組まれているのではないか。
　業務改善についてもともに考えられるように
なることも大切である。様々な学校行事の計画を
３校それぞれで役割分担し持ち回りで行うこと
も効果的であった。
　コーディネーターの人材不足についての問題
がある。スクールサポートスタッフの利用や民生
委員、元教員をコーディネーターに活用するなど
の例があるが、組織、しくみを継続することは大
変である。人が代わっても続くシステムや人材育
成を考えていかなければならない。

「学校小規模化に伴う課題を
　　　　　　　克服する取組」
－矢掛町における合同授業と
合同学年部研修会推進における教頭の役割－

村木　美晴
川上　展弘

　　岡山県小田郡小中学校教頭会
　　矢掛町立小田小学校

　　矢掛町立三谷小学校

提言３

協議の柱
・教員の人材育成を見通した合同学習の有効性・

効率化・継続性を考える副校長・教頭の役割

１　質疑応答
○不登校生の主な要因として ” 人間関係 ” を挙げ

ているがその根拠は。
・教育委員会の統計を活用しているが、報告した

学校では授業での不安な様子や積極的に関わっ
ていくことができない様子を児童観察によって
判断した。

○合同学年部研修会の開催回数について知りたい。
・昨年度までは月１回の定例会として実施。
・今年度は各学期に２～３回不定期に実施。
○少子化が進んだ場合、学校の合併は考えられる

のか。また、合同学習会は継続するのか。
・学校の統廃合は、今の行政の方針としては凍結

をしている。
・小規模校のメリットを最大限に生かし、デメ

リットを合同学習で補っていく。学習会は人数
に関係なく実施していく。

２ グループ討議
協議報告①
　若手教員育成の工夫についての意見交換を行っ
た。新規採用２年目から責任のある部署を任せ、
サブ担当としてベテラン教員をつける。学年を
越えた話し合いの場や授業の見せ合いを行ってい
る。ＯＪＴの取組を若手とベテランというペアで
進めている。若手が少ない学校ではミドル世代を
育成している。

協議報告②
　複数校による交流は大変かと思うが、それを支
えるための教師の熱意は大切である。学校間の交
流は提案のとおり若手を育成するには効果的で有
用である。小規模校での若手の育成は困難である
ので、他校との交流は良い取組である。
　小規模校のメリットとして少人数指導の充実に
よる学力向上を図るという方法もある。何より、
合同学年部研修会は若手にとっては、ひとりで抱
え込まず他校の先生と交流し情報を共有できる良
い機会である。

協議報告③
　グループ内のいくつかの学校から、小規模校の
学年部による合同学年部研修会は新しい取組との
意見が出た。授業改善は人材育成に直結している。
教頭が窓口となり組織をまとめていくことが大切
である。
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協議報告④
　学年部合同研修会や小中連携、小中合併につい
ての話題となった。中学校を核として９年間のグ
ランドデザインを持つことが重要である。様々な
教員が小中連携を通して交流を深めていくことが
求められるが、まずは各校の教頭同士が連絡を密
に取るところから始めることも大切である。人脈
を広げていくことが人材育成につながる。「○○
学校の□□先生に聞いてみれば」というように固
有名詞で連絡を取れるようになるのが理想の姿で
あると思う。
　また、合同学年部研修会を持つにあたり、授業
が自習になってしまうことも考えられるのでＩＣ
Ｔの活用も必要になってくるのでは。

３　提言３における指導助言
助言①（滋賀県長浜市立長浜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　杉本　義明　氏）
　学校規模の適正化は、全国のどの学校において
も共通する課題である。統廃合や義務教育学校設
置などが進められていく。長浜市では幼保一元化
が行われているが学区の概念に変容があり、保幼
と学校につながりのないこともある。合同学習で
は、どの学校の児童も自分が担任をしているのだ
という気持ちで見ていくことが大切である。
　提言の中にあった不登校のデータの中には不正
確なものもあった。不登校の要因などをつかむた
めにも今後もしっかりと子どもの様子をつかむよ
うに努めていただきたい。

助言②（香川県高松市立亀阜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　日下　哲也　氏）
　人材育成に関わって、香川県では年に２回、初
任者に対して臨床心理士による面談を実施してい
る。その結果、２割弱は不安を訴え、１割強はや
めたいという結果が明らかになった。不安や心配
の原因は、人間関係であることが多く、その相手
は児童や保護者だけでなく、職場の同僚も含まれ
ていた。心身の不調を訴える教員がうまくやって
いくためには、インフォーマルな場や雰囲気を
作ったり、職場にモデルとなる教員を育成したり
することが大切になってくる。
　小さな規模の学校には前述のような場やモデル
となる教員の存在は少ないと思われる。学校現場
には余裕がないかもしれないが、うまくゆとりの
場の設定ができるようにお願いしたい。

　小規模校の学校による合同学年部研修会は、技
の伝承だけでなく子どもを見る見方を学び伝える
場でもあってほしい。

４　３つの提案を総括した指導助言
助言①（滋賀県長浜市立長浜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　杉本　義明　氏）
　新しい取組を始めると教頭を中心に業務量が増
えることになる。何かを始めれば、何かをやめる
必要が出てくる。また時間を生み出す工夫も必要
となる。しっかりと学校の教育課程全体を見て業
務の削減や効率化を校長と共に考え、よりよい学
校経営を目指していただきたい。

助言②（香川県高松市立亀阜小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　日下　哲也　氏）
　組織を運営するためには、目的や目標の明確化
が大切である。管理職は、その事業や取組がなぜ
必要なのか、しっかりと説明し職員に理解を求め
ることができないといけない。　
　また、誰がどのような分担で事業を進めていく
か慎重に考えることも必要である。さまざまな教
育の場で実施したことを評価し、教員のやる気を
持たせ、次へ継続するよう取り組んでいただきた
い。教師が成果を感じ、子どもの変容が見られる
ことが取組を継続することへの原動力となる。た
だ、ひとりではやらない。マンネリ化を防ぐこと
を意識しながら継続をさせることと同時に省力化
していくことも考えていかなくてはならない。
　教師が見るのは子どもの姿であるので、評価の
ための評価にならないように、子どもだけでなく、
教員、保護者にもこまめに評価をしてもらうこと
が大切である。
　組織マネジメントは、学校と企業ではコストに
ついての考え方、成果、資源の調達などさまざま
な面で違いがある。
　学校
　　・コストや時間は度外視。
　　・成果は絶対。
　　・資源は内部 ( 職員 ) ＋外部 ( 地域の協力者
　　　や卒業生など )
　自県の常識が他県の非常識であったり、その反
対であったりすることも多々あると思う。他県と
の違いを感じつつ、よさを持ち帰り、今後の運営
に活用していただきたい。
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第５Ａ分科会　研究協議
で自信をつけていく。若手を組織的に育てるに
は授業力をいかに向上させるかという視点で、
子どもの評価から教師へ伝えていき、人事評価
の中でも伝えていくことで市全体として若手を
育てる方向性を持つ。社会力の向上、電話対応
や保護者対応について指導していくことも大事
である。ケース会議などを開き、教頭としてど
のように対応すると良いかを伝え、状況を把握
することが大切である。教頭が直接に指導する
のではなく、他の先生に伝えて指導してもらう
ことも大事だと思う。

協議報告②
　若手教員には色々な先生がいる。人材に応じ
た対応を行うことが大事である。臨時に採用さ
れた若手教員については手厚く関わっていく必
要がある。直接教頭が若手に関わることが果た
して本当に良いのだろうかという意見が出た。
教頭として直接関わるのでなく、ミドルリーダー
をうまく活用して育てる、アドバイスしてもら
うという仕組みが大事なのではないかと思う。

協議報告③
　組織作りについては、ベテランと若手教員の
組み合わせが大事である。校内研修では、各校
のスタンダードを作成することで、若手が安心
して指導できるのではないか。また、ミニ研修
を開くことを行っている。ただ、時間の確保が
大変であるので、定期的な枠を決めない。全員
参加のものにしないという取組を行っている。

協議報告④
　スケジュールで身につけるべき力を評価して
いくことを行い、校内の支援指導員の体制もと
られている。近隣の学校との交流を行うことも
大事にしている。ベテランの意識改革も必要で
ある。若手を計画的に数年間で育てていくこと
も大事である。また、困り感を教頭が把握し、
教師同士が相談できる体制を整えていくことが
大事である。ポイントはコーディネートすると
いうことである。教頭が指導するのではなく、

協議の柱
・効果的な「若年教員」の育成と、それに関わ

る副校長・教頭の役割

１　質疑応答
○外部からの学習指導員はどのような人たちが

担当しているのか。また、外部とのマッチン
グはどのように教頭として行っているのか。

・市として６年目までは初任者研修以外に指導
体制をとろうとしている。指導の先生とは、
教頭と話をしながら、困っている教員の現状
を伝え、指導していただくポイントを伝えて
いる。また、研究授業前などはその教科を中
心に見ていただくように伝えている。言い方
一つで若い先生のモチベーションに影響があ
り、最近の先生方は勉強をしてきており、自
信がある人が多いと感じている。否定するの
ではなく、認めながら助言をしていただける
ように伝えている。

○若手の教員が教材研究で力をつけたと感じて
いるようだが、時間の確保はどのようにされ
たか。また、そのために、校内分掌の工夫は
どのようにされているのか。

・外部の先生との指導もあり、ポイントを教え
ていただきながら、熱心に教材研究を行って
いる若い先生が多い。校務分掌の配慮として
は、ペアで分掌を伝え合えるような組み合わ
せを考えている。

２ グループ討議
協議報告①
　若手の良さを見つけ得意なことを褒めること

「若年教員を計画的・組織的に
　育成するための教頭の役割」
－地域の協働体制を生かした
　　　　　　　　　取組を通して－

藤田　佳代子　香川県仲多度・善通寺地区教頭会
　　善通寺市立筆岡小学校

提言１
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ミドルリーダーを中心とし、その人を介して進
めていく。指導と支援のバランスの難しさがあ
る。

協議報告⑤
　若手教員はかなり自信がある。そういう教員
に対してどのような声かけをすればよいかとい
う意見が出たが、人を介して事をなすという言
葉があるように、教頭が直接声をかけるのでは
なく、リーダーにお願いをすることでアドバイ
スを与える事が大事である。
　報連相の方法を教えることも難しい。校長へ
の報連相も若手のいいところを伝えていけるよ
うにしていかなければと思う。悪いところばか
りを捉えるのでなく、いいところを捉えるよう
にしていかなければと考える。若者だけで相談
できるミニ研修の場を開き、悩んでいることを
相談できる場作りも必要である。

３　提言１における指導助言
助言①（滋賀県彦根市立彦根中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　清水　貴博　氏）
　若手教員の人材育成については全国的にも
喫緊の課題となっている。滋賀では小学校で
２００人を超え、中学校でも１００人を超える
採用をしており、どの学校でも１名は新規採用
者がいるという状況である。しかも、新たに教
員となる人材も不足している。どの企業も人手
不足であり、公務員の世界でも同じである。取
り巻く環境はとても厳しい。採用倍率は約３倍、
地域によっては２倍という状況である。３倍を
きると人材として厳しい。採用された先生をど
のように育てていくかが課題である。一方で、
教職員の労働時間の調査でどの先生が時間外労
働の時間が多いか。それは教頭先生である。こ
れ以上教頭先生の労働時間を増やすことは先生
方が壊れてしまう。第一に大事にしなければな
らないことは何か。管理職としては児童生徒の
安心安全と、若手教職員のメンタルヘルスにお
いて働き方改革のキーワードとして取り組む必
要がある。教員が少しでも子どもと向き合える

時間を大切にでき、それが子どもを育てること
にもなり、教員のスキルアップにもつながる。
校長との連携を持ちながら、校長のリーダーシッ
プも大事にしていく必要がある。また、市内の
教頭先生と情報共有しながら取組をつないでい
く事は重要である。

助言②（栃木県宇都宮市立上河内西小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　熊倉　仁　氏）
　若手育成は喫緊の課題である。現場を離れて
集まる本大会（OFFJT）を通して、各地の有効
な取組等を現場に持ち帰り、OJT に生かすこと
は有意義なことである。
　教職員の年代構成の偏りから派生する課題に
ついて年々対象が変わってきている。地域差も
ある。しかし、大切なことは、若手教員を一律
にではなく、個別に対応していかなければなら
ないことである。
　初任者研修についてはサポート体制が手厚い。
２年目以降の教員は一人前と見られることの困
惑感を持っている。故に、２年～５年の先生を
対象に OJT システムを整備する必要がある。校
内、行政としての支援体制と併せて、トータル
的にコーディネートしていく必要がある。
　OJT を推進する際、以下の二点に留意したい。
1 つは、若手教員のうちにふり返る力を身につ
けさせたい。コーチングマインド（答えは本人
が持っている）によって指導していくことが大
事である。「もう一度同じ授業をするならどこを
どう改善するか。」と尋ねると 8 ～ 9 割の教員は
考える事ができる。自分が自分の実践をふり返
ることで改善点を見つけ出すことができ、それ
を習慣化する事で力をつけることができる。
2 つ目に、教頭が直接指導するのではなく、ミ
ドルリーダーを育て、メンターシステムを導入
することである。組織的な体制を作ることでメ
ンターとしての役割を与えられると、ミドルリー
ダーの自己研鑚も促進され、学び合う雰囲気が
譲成される。教職員の同僚性が高まる。
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とがある（例：止まりましょう・止まれ）
それぞれの校種で普通だと思っていることの認
識が異なっているということがわかることが大
事である。
小学校の板書における丁寧さ、子どもの問題行
動に対する中学校の組織的対応など、それぞれ
の校種に良さがある。それをお互いが理解する
ことで、教員としての幅が広がり教師の力量形
成につながる。

協議報告③
　小中連携について交流した。入学説明会、授
業・クラブ体験、中学校から小学校への出前授業、
授業公開、小中合同運動会、授業公開等や生徒
指導面の連携もある。
小中で教科担任制と担任制の違いで子どもに接
する時間が違い、それに伴う文化の違いがある。

協議報告④
　教頭・教務が事務局となり校区のスタンダー
ドを考える、３部会に分かれて９年間を見通し
た取組の協議をする、等の取組がある。
小中がお互いを理解することで、発達段階に応
じた指導の必要性がわかってくる。小学校学習
の上に中学校でどう学習を積み上げるのかとい
う部分の理解ができるようになる。
　生徒指導面、子どもの生活についての情報の
共有をすることも大切である。また、学習や文
化や接し方など、小中の違いを知ること学びあ
うことが大事である。
　成果もあるが、継続が難しいとか日程の調整
が大変等の課題もある。

協議報告⑤
　小中連携は、目指す子ども像を９年間を見通し
て話し合うことが大切である。小中両方での勤務
を体験している教師もいる。教科指導のとき、ど
うつながるのか見通した指導が意識できる。校種
間をまたいだ発達段階に合わせた指導の大切さが
わかる。教頭として小中の交流を工夫していく。
実践的なシステムをつくれば継続性がうまれる。

「教職員の資質向上にむけた
　　　　　　　　教頭の役割」
－「高砂市小中一貫教育」の取組を
　　　　活かした道徳教育推進のあり方ー

松本　光弘　　兵庫県高砂市教頭会
　　高砂市立荒井中学校

提言２

協議の柱
・「小中一貫教育」を活かした、教員の効果的な

力量形成のあり方

１　質疑応答
○高砂市では、小中一貫教育に市内で取り組ん

でおり、荒井中学校区では「学ぶ力」「温かい
心」を核にした道徳教育を中心に進めている
ということであるが、他の中学校区では何を
中心にすえているのか。

・市内の各中学校区で様々な形で取組をすすめ
ている。

（会場から一例として）推進委員会を中心に、
学習・生活・道徳の３部会に分かれて取組を
すすめている。

２ グループ討議
協議報告①
　小中連携の取組について交流した。人間関係
づくりプログラム、中学教師が小学校への出前
授業、夏休みの部活動体験、小中合同あいさつ
運動、ソーラン、連絡会議等を実施している。
　小中共同で実践しているコミュニティ・スクー
ルがさかんなところや小中で共通のルールづく
りやカリキュラムマネジメントに取り組んでい
るところもある。
　子どもにとっては生きる力の形成にプラスに
なる活動だが、教員の力量形成につながってい
るのだろうかという意見もあった。

協議報告②
　小中で同じ内容であっても言葉がけが違うこ
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お互いの長所、先をみた取組が大切である。

３　提言２における指導助言
助言①（滋賀県彦根市立彦根中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　清水　貴博　氏）
　発表からどの学校も小中連携していることが
わかる。文部科学省調査によると 86％の自治体
が連携をしているとのこと。
　ねらいはエリアによって様々である。（児童生
徒数の減少、生徒指導上の課題解消のため、学
力向上等。）
　文部科学省は、道徳は原則、担任が行うとし
ているが、ローテーションでの道徳指導には成
果も認識している。
　外国語活動、英語の指導ひとつとってもみて
も小中の連携は必要であろう。
　小中連携で生徒指導の荒れがおさまったとい
うことではない。小中連携で大切なのは、９年
間が終わるときにどういう育ちをしているか、
どういう子どもに育てるかをクリアに持ててい
るかということである。
　昨今は、アプローチカリキュラム、スタート
カリキュラムなど、保幼と小学校の連携もすす
んでいる。小１プロブレム、中１ギャップに対
して、小中連携は一定の成果を収めている。
　子どもにとっては、学力ももちろん大事、思
春期の発達成長は大事であるが、自分で考え行
動すること、人とのコミュニケーションをとる
ことが次の時代に必要な力となってくる。

助言②（栃木県宇都宮市立上河内西小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　熊倉　仁　氏）
　本日の提言は、２年の準備を経て１年目でこ
れだけの取組が行えているのはすばらしい。
　本提言のように無理なく無駄なくできるとこ
ろから小中連携を始めることが現実的である。
　その際、連携を行うという手段が、目的になら
ないようにしなければならない。何のためにする
のかという趣旨・意義の部分を大事にしてほしい。
　小中連携で、お互いを理解しあうことが大事で
あり、そのことを通して教職員の視野が広がる。

　例えば、小６の比例と中１の比例は、定義が
違うからつまずく子が多い。教員がそれを理解
し少しの言葉がけをするだけでそれは減る。
　小中連携では無理をしないで少しずつ、先生
方どうしで理解を深め視野を広げることにより、
専門性が高まると考えるとよい。

４　2 つの提案を総括した指導助言
　　　（滋賀県彦根市立彦根中学校長　
　　　　　　　　　　　　　　清水　貴博　氏）
　本分科会は、教職員の専門性に関する課題に
ついてであった。教員のよさ、職業のやりがい
を発信していくべきではないか。
　若手教員が学校を支える存在にならなければ
ならない。教頭が直接指導するのではなく、ミ
ドル教員が若手を指導できるシステムが必要で
ある。次なる教頭先生を育てていかなればなら
ない。そのためにも、ミドル教員を育てる教頭
の声かけが大事である。

　　　（栃木県宇都宮市立上河内西小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　熊倉　仁　氏）
　授業研究会の主役は、参加者である。参加し
た先生方が学びを得て日頃の授業に還元するこ
とが大切。授業者とともに参加した先生方が何
に気づくのかにも目を向けてほしい。
　私達は日頃、強みをいかしながら教育実践し
ている。自分を振り返って自分の特性に気づき、
少し視野を広げる。そういった地道な行為から
専門性が身につく。
　最近は付箋等を使ってお互いの意見を交流す
ることも増えている。また、今回のように少人
数の協議でもいろんな見方や考え方がでる。自
分の思考の特性を把握することができる。
　自分にない考えがでたとき、視野が広がる。
気づくというのは大きい。そうした行為ができ
る授業研究会であってほしい。
　本日のキーワードをひとつあげるとすれば何
か。何に気づけたのか、特に若手の先生には、
ことあるごとに考えさせることが大切である。
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第５Ｂ分科会　研究協議
がキーワード。教頭による場の設定により、つ
ながりが広がり、さらにつながっていく。教頭
会の横のつながりで全国学力・学習状況調査の
問題について協議し、研修を深めることにも意
義がある。５・５交流などにおいても「つなぐ」
ことは重要。教頭は調整役として、特に児童と
生徒との交流の場や教師同士の交流の場を設け
ていく必要がある。

協議報告③
　地域によって必要性は違ってくる。小中の文
化の違いにより共通理解が困難になっている現
状がある。空き時間や部活動などの学校文化の
違いを理解することが大切。地域によっては小
中学校のどちらも経験する県や市もある。もち
ろんデメリット面もあるが、教頭が情報交換を
円滑に行うことで、小中一貫教育を進めていき
たい。

協議報告④
　小規模な小中一貫校においては、クラブ活動
や職場体験などが円滑に行えている。授業づく
りについては、小中学校間の壁が大きいが、外
部の研修に積極的に参加し、教師間で共有でき
ている。指導主事を招聘し、小中学校の教員が
同じ目線で授業を研究していくことは大切。働
き方改革がクローズアップされている中、何を
大事にしていくのかを見据えた小中一貫教育を
進めていきたい。

協議報告⑤
　各地域での小中一貫教育について交流を図っ
たが、地域の規模や土地柄等から小中一貫教育
の開拓については様々。小中学校間の人事異動
が行われることにより、小中学校間のギャップ
改善が進んでいる地域がある。施設一体型の小
中一貫校は取組が進めやすいが、建物が離れて
いると進みにくい。教職員の意識を変えていく
ことが重要だが、働き方改革の面からも無理の
ない交流が大切。

協議の柱
・小中一貫教育の推進に向けての地区教頭会の

役割

１　質疑応答
○地域学校協働活動推進員はどういった立場で

どこが担当しているか教えて欲しい。
・市の社会教育課が予算や任用を担当。市で６

名を任用している。学校の要望を聞き、これ
はと思われる方に学校へ出向いてもらう。逆
に地域の要望を学校へ届け、地域と学校が連
携するように努めている。例えば花壇の花の
整理、学習支援、補習に入るなどがある。

○免許所持の状況について、小学校教員の中学
校免許の所持率、中学校教員の小学校免許の
所持率を教えて欲しい。

・把握していない。

２ グループ討議
協議報告①
　小中一貫教育は、きっかけが大切。中１ギャッ
プの解消だけではなく、学びの約束を小学校か
らも教えられる。外国語教育についても学校間
の温度差が生じにくい。人権同和問題について
も一定のレベルを保てる。地域の教頭会の役割
は、月１回など様々。実務的な役割が多い教頭
の職務について共有を図ることにより実践が高
まる。コーディネーターの存在は大きく、それ
をつなぐ教頭の役割は大きい。

協議報告②
　教頭のかかわりは大きい。「知る」「つなぐ」

「教職員の指導力向上を目指す
　　　　　　　教頭の関わり」
―小中一貫教育の取組を通して―

今井　俊彦　滋賀県高島市教頭会
　　高島市立朽木中学校

提言１
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３　提言１における指導助言
助言①（滋賀県高島市立高島小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　平瀬　佳宏　氏）
　教員が小中一貫教育を経験することのメリッ
トは大きい。しかし、高島学園では１０年経っ
ても小中教員間で理解の進んでいない部分がま
だまだあるが、小中一貫教育の大切さは教員の
誰もが感じている。何かを一緒に取組もうとす
ると「小学校では…」「中学校では…」等の意見
の対立があり、とりわけスタート時には溝が大
きかった。しかしながら現在は相互に理解し合っ
ている印象を受けている。
　小中一貫教育を進めていく上で、教員の資質
向上にどうつなげていくのかが大きな課題に
なっている。そのことを管理職は常に意識して、
改善していくことが子どもたちのよりよい育成
に繋がっていくと考える。小中が一緒にする方
がよいことも、あえて一緒にしない方がよいこ
ともある。細かく検証を繰り返すことにより、
互いの理解が深まり、成果があれば残していく
ことで、よりよい小中一貫教育が進んでいく。
また、滋賀県でも小中学校間の人事交流が進ん
でいけば、小中一貫教育も更に進んでいくであ
ろう。
　いずれにしても、何を大事にしていくのかを
整理して進めていかないと、大事なことが見え
なくなっていく。小中一貫教育の取組が子ども
たちにどのように返っていくのかを常に意識し
整理するとともに、一般教員からのボトムアッ
プを引き出すように、教頭のマネジメントを期
待していきたい。

助言②（大阪府藤井寺市立藤井寺南小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　奥 雅美　氏）
　小中学校両方を経験されている教頭が多いこ
とに安心した。自分自身も非常に苦労した。し
かし、その中で得た経験は大きな財産になった。
　一般的に、小学校から中学校への接続の円滑
化は、中１ギャップの解消に大きな効果がある。
そのためには、学習指導や生徒指導に関して教
職員間の意識を変えることが重要なポイントと

なる。小中一貫教育で中学校の専門的な指導と
小学校のきめ細やかな指導の融合を目指したい
が、それには教頭によるリーダーシップが大き
い。
　近年、子どものモデルが親しかいないという
現状である。したがってモデルとなる多くの大
人から気に入った部分を切り取り、融合して大
人へと成長した過去の子どもたちとは違い、今
の子どもたちは固定化された価値観で育ってい
く。このため、いろいろな人との関わりを意図
的に作っていく学校の役割は大きく、これらを
つなぐことは教頭の役割になる。教職員の意識
を変えて力をつけていき、主体的に動かすこと
も教頭の腕の見せ所と言える。
　高島学園では、教頭が連携をとりながら、さ
らにコミュニティ・スクールの取組についても
共有を進められているところが素晴らしい。地
域の組織的な力を貸してもらえることはありが
たいが、これらを繋いでいくことも教頭の仕事
である。
　横のつながりで得た連帯意識や経験、地域や
保護者の声は、校長になってからの学校運営に
も活かせ、生きてくる。色々な見方・考え方を
もっている凄い集団である教頭会は対応力が違
う。同じように模索している仲間であるからこ
そ支え会える教頭会であり、経験を生かして効
率よく結果を出していきたい。
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「義務教育９年間で育む　
　　地域とともに生きる　子どもの育成」
―小・中一貫教育の推進と
　　　　　　　　　　　教頭の役割―

佐々木　直子　　大分県豊後大野市教頭会
豊後大野市立朝地小学校

提言２

協議の柱
・教職員の意識をつなぐための副校長・教頭の

役割

１　質疑応答
○ ９年間を見越したⅠ期・Ⅱ期・Ⅲ期、特に小

5 ～中１のくくりの特徴は。
・中１ギャップの克服のための枠組み。Ⅱ期に

重点をおいて取組を進めている。
○ 小学校から中学校への乗り入れ授業の教育的

効果は。
・小学校教員の８割が中学校免許を所持してい

る。担任が乗り入れ授業を行うことは難しい
が、今年は教務が家庭科の授業を行っている。
去年はパソコンが得意な教員が補助として授
業に加わった。

・９年間を見通し、特に中学校を意識した授業
改善をすることができた。

２ グループ討議
協議報告①
　小中一貫教育には教育課程の吟味が必要。そ
のためには教頭のコーディネートが求められる。
小学校教員のきめ細かな指導は大きく、子ども
を惹き付けるために色々な工夫をしている。逆
に、中学校教員の進路を視野に入れた教科指導
と専門性は、小学校教員にとって弱い部分であ
る。
　親は学力をしっかりと伸ばすことを期待して
いる。この面からも幼小中の一貫した教育が必
要である。

協議報告②
　小中一貫教育のポイントは、教員間の理解、
お互いを知り合うこと、積み上げの視点。乗り
入れ授業については、時数や専科性が難しい。
地域との連携として、このような子どもに育て
たいという願いを大切にしていきたい。
　ミドルリーダーの意見は教員間を繋ぐ。ミド
ルリーダーをいかにして育てていくのかが大切。
教頭が地道に働きかけ教員間の信頼関係を築い
ていきたい。

協議報告③
　年齢構成の偏りや若手教員の増加により、９
年間の学びの目的の共有と若手教員の育成が重
要。管理職や教員の入れ替わりが激しい中、地
域の要請に答える教育とともに、後輩に受け継
いでいくことを大切にしていきたい。

協議報告④
　職員年齢の二極化が進む現在、仕事分担も大
切にしていきたい。主幹教諭やミドルリーダー
の育成とともに、管理職が仕事の分担を明確に
し、教員を繋いでいくことは極めて重要。管理
職が積極的にかかわり、円滑な人間関係とサポー
トし合える教師集団、組織対応ができる教職員
集団を構築していきたい。

協議報告⑤
　小中一貫教育を推進することで子どもたちの
姿がよりよい方向に進んでいる。効果を高めて
いくためには、学校文化を超えた相互理解、地
域の教育資源や外部専門家の活用、小学校間の
つながりが大切。他校管理職とのチームワーク
を大切にしながら、教員間をつなげていきたい。

３　提言２における指導助言
助言①（滋賀県高島市立高島小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　平瀬　佳宏　氏）
　魅力ある学校をどのようにつくっていくのか
がキーワード。新しい学習指導要領の柱を受け、
どのような姿の子どもたちを目指し、どんな力
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をつけていくのか。その視点からも成果を示し
ていただいた提案であった。学校現場では、シ
ステムをつくることを目指しすぎて中身を見失
いがちだが、早い段階で検証を積み上げ、日常
の業務で後回しにされがちな PDCA サイクルが
大切にされ、しっかりと積み上げられているこ
とが素晴らしい。「この先生がいるから…」と一
人の教師に頼り切るような、いわゆる顔ぶれに
頼り切るシステムは、年度末の人事異動等で課
題が生じることもあることから、検証が必要。
　グループ協議ではどのグループも人材育成と
いう視点が大切にされていたが、滋賀県でも
４０歳前半の教頭が加速度的に増えていくだろ
う。このような現状からも次のリーダーをどう
育てていくのかは大きな課題。
　教頭の仕事は毎日神経をすり減らし、苦しく
大変であるが、小中一貫教育をプラス面から、
さらには人材を育て後輩を育てるツールとして
更なる充実に取組んでほしい。

助言②（大阪府藤井寺市立藤井寺南小学校長　
　　　　　　　　　　　　　　奥 雅美　氏）
　小中一貫教育の取組を加速させるため、施設
一体型校舎の利点を活かしながら地域が支え、
市教委が後押ししている取組が素晴らしい。様々
な人たちや地域がかかわる学校現場においては
教頭によるコーディネートが重要。教職員の意
識をつなぐことを教頭としてどのように取り組
んでいくのかがポイント。発表いただいた実践
のように「なかったものから生み出す」ところ
から始め、同時にコミュニティ・スクールを進
めるためには相当なエネルギーが必要であった
と思われる。しかしながら、コミュニティ・スクー
ルと同時に進めた点がよかった。教職員は変わっ
ても地域は変わらない。「おらが村の学校」は地
域の思いを背負っているが、関係がうまくいっ
ていれば地域に支えられ、教職員の意識も高ま
る。まだ実践されていない残りの小中学校区の
モデルとしても今後さらに発展してほしい。
　「できる副校長・教頭ほど自分でやってしまう」
傾向があるが、やってしまってはダメ。働き方

改革の面からも会議の効率化と組織のスリム化
は極めて重要である。「管理職が言っているから」
ではなく、職員が「それらの取組は、自分たち
のこんな事につながり、こんな効果がある」と
自覚できると意識も変わる。検証しながら進め
たい。
　また、教頭会で発信し合い、自分がいるうち
に今の自分の取組を誰もが引き継げるよう、常
に「引き継ぎ」を意識した情報共有を行いたい。
困ったときには知恵を出し合い、対応できる教
頭集団でもありたい。
　教頭は、良くも悪くもモデルとなるボスや学
校との出会いを大切にしながら、自分はどんな
ボスになりたいのかをイメージして教頭を務め
ていきたい。加えて、色々なボスを見て、自分
がなりたいボスを目指し、自分が目指す学校像
を描いていきたい。
　教頭は過酷で大変だが、学校が変わっても切
れることのない出会いや繋がりなど、得るもの
は大きい。教頭職を存分に楽しんでほしい。
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第６分科会　研究協議

１　副校長・教頭の超・長時間労働の実態
〇どんな業務が忙しいか

・授業・授業準備、学校経営、事務（教頭に
調査回答業務が集中している）、校内研修、
保護者・PTA 対応、地域対応、行政・関係
団体対応、校務としての研修があげられる。

〇調査結果からわかったこと
　「多忙」

・過労死ラインを超える副校長・教頭の割合
　・教諭等との比較で副校長・教頭が最長
　「多忙化」
　　１０年前と比較して労働時間の増加
　「多忙感」
　・教諭よりは低いが、校長よりは高い
　・小学校は教諭に近く、中学校は校長と教諭 

　の中間域

２　改善方策
〇国として
・主幹教諭・部活動指導員の配置促進、チーム

としての学校促進（専門スタッフの増強）、学
校安全衛生の徹底を図る。

〇教育委員会として
・教育委員会に出向した場合には、資源投入や

制度設計の発想を持つ
・副校長・教頭の複数配置
・主幹教諭の（複数）配置
・副校長・教頭のサポートスタッフ配置
・事務長の配置
・事務職員の複数配置
・事務職員のサポートスタッフ配置
〇学校として
・仕事量を減らす
・行事の精選・PTA の見直し・部活休養日（ノー

部活デー）の設定
・不確実性を減らす
・電話受付時間の設定
・土日対応の制限・閉庁日の設定

報告「全国公立学校教頭会の調査」
〇調査の結果
・主に時間と労力を費やしている職務として、
「各種調査依頼等への対応」、「保護者・PTA
との連携」、「地域との連携」があげられた。

・負担（疲労やストレス）に感じる職務も上記
と同じ職務があげられた。各種調査への対応
について改善が求められる。

・副校長・教頭の勤務状況では、学級担任と
の兼務をしている割合の最も高い県では、
２１．８％であった。

・副校長・校長の８割が１２時間以上勤務し、
大半が６：３０～７：００に出勤、休日出勤
は年間１０～２０日、年休は５日未満という
実態がある。

・主幹教諭配置について、副校長・教頭の６割
が負担軽減になっていると回答している。

・負担軽減につながる教職員として、専科教員、
少人数指導教員、特別支援教育担当、職員室
アシスタント、校務支援員、部活動指導員が
あげられた。

〇総括
①主幹教諭の地方による格差がない、全学校

への配置
②スクールカウンセラー・スクールソーシャ

ルワーカー・スクールサポートスタッフ等、
様々な側面で校務軽減を図る人材の配置

③校務支援システムの全学校導入に向けた、
自治体への予算補助

④義務教育の全学年において、３５人以下学
級とする教員定数改善の４点を要請する。

「続・学校における働き方改革
　　　と副校長・教頭の役割」
―副校長・教頭としての役割―

総務・調査部　全国公立学校教頭会

提言テーマ
「学校における働き方改革
　～育ち・育てる副校長・教頭に～」

青木　栄一　氏
講師　東北大学大学院　准教授

講演
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３　副校長・教頭が取り組むべき業務
　　副校長・教頭に求められる資質・能力
〇学校レベルの働き方改革の分類
①業務の削減・・・定時退庁日、ノー部活デー、

会議精選
②業務の付け替え（分担変更、アウトソーシン

グ）・・・学校運営支援本部、コミュニティ・
スクール、事業者への委託、業務棚卸し

③業務の順番の整序（不確実性の縮減）・・・夜
間は留守番電話設定、夏休み等に閉庁期間を
設定

④業務の効率化・・・ICT 活用、会議準備、情
報共有

〇生き生きと副校長・教頭として働くために
・肩肘張らずに、傾聴してみる
・人材育成に喜びを見いだす
・業務改善・タイムマネジメントの主役という

自覚
・副校長・教頭が生き生きすれば教職員も生き

生きとする

４　グループ討議について
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～
〇働き方改革に向けた業務改善「イチオシプラン」
協議報告①
・校務支援システムの導入
・留守番電話の設置
・保護者の協力（宿題の丸付け）
・小学校高学年の教科担任制
・児童生徒の定数削減

協議報告②
・教職員がおもしろいと感じる職場づくり
・退勤時間の可視化、タイムカードの導入
・職員室内にもぐもぐテーブルの設置（白く円

卓がよい）

・デジタルデータの共有化
・リクエストミニ研修の実施
・週に１度早く帰る日を自分で決める

協議報告③
・職員会議のペーパーレス化・回数減
・登校したらすぐ授業（朝会なし）
・修学旅行の完全業者委託
・意識改革（冬時間、夏時間の差をなくす）

協議報告④
・学校を好条件で働きたい場に変えることで教

員を増やす
・スクールサポートスタッフの導入
・PTA 活動は副校長・教頭ではなく P が担当する
・メンター方式の導入（若手とベテランを組ま

せる）

協議報告⑤
・働き方改革について話し合い、自主的に決め

たアイディアを採用する
・副校長・教頭と事務職員との連携・分担
・人材確保を副校長・教頭でなく、地域コーディ

ネーターや行政主導で行う

協議報告⑥
・副校長・教頭が勤務時間後の有効な時間の使

い方をする
・OJT による若手リーダーの育成（学校外の施

設で地域の方を講師として行う）
・必要性の低い報告を市教委で止める

協議報告⑦
・各教科の教材を市内（町内）で共有する
・教科担任制の導入による教材研究減
・主幹教諭の増員
・フレックスタイムの導入
・夏季休業の短縮により１週間あたりの授業数

を減らし、仕事時間を確保する

協議報告⑧
・「大手を振ってお先です」「大手を振って休み

ます」等のキャッチフレーズ
・校務分掌の簡略化
・時間マネジメント（終わりの時間の明確化）
・週に１回午後 5:55 退勤「ゴーゴーゴー」
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５　指導助言
〇勤務時間の把握
・交通系ＩＣカードの活用（安価、効率的）
・蓄積されていくことでますます貴重なデータに
・働き方の見える化
〇保護者からの理解の必要性
・やらない理由にしない
・教育委員会に盾になってもらう
・そういうものだと思ってもらえるようになる
〇教育委員会に言ってもらう
・保護者からの批判が学校に行かないように
・留守番電話
・部活動休養日
〇スタッフ・ボランティア雇用
・守秘義務や責任を担保する仕組みが必要
・最低限、職場の一員としての研修
・追加の資源投入の効果検証
〇教頭業務
・教頭業務補助
　いかに仕事を振るか
　どこからどう探してくるか（人材プール・バンク）
・事務職員との関係
〇主体と場を変える（外注）
・プール
　天候に左右される

　維持管理コストがかかる
　スイミングスクールに委託する
　教育委員会が前面に出る
〇主体を変える
・教材費など私費負担を支払い対象の企業に徴

収してもらう
〇場を変える
・学校行事（校外学習）の総合学習参入
〇やり方を変える
・テクノロジーを活用する
〇人を育てる
・年齢構成のゆがみ是正
・指導関係の固定化
〇マネジメントの姿
・時間を意識する
・場づくり（リフレッシュルームの改装）
〇共有する
・システムを活用する
・人を頼る癖をつける
・引継ぎもできる
〇将来的に
・アンペイドワークの国から脱却する
　コストを明示する
・登下校の責任は保護者に
・ＰＴＡは誰のため？
〇今年は学校の働き方改革２年目
・多忙から副校長・教頭を守る
・実態把握→問題認識→実行の段階まで来た
・実行後の振り返り、効果を検証する段階へ
・そのためにも勤務時間測定は重要



55

特別分科会Ⅰ　研究協議
活動の中に達成感があり、自己肯定感が高めら
れたからであろう。学校での学びを「生きる力」
とするためには、子どもを中心とし、地域と生
活に根差し、社会に開かれたカリキュラムを作
ることが必要である。副校長・教頭の仕事は、
カリキュラムに沿って行った活動（実施）につ
いて教職員の意見（評価）をまとめ、次の活動
に生かせるように返す（改善）ことである。
　「子どもから出発する」活動は、形だけを真似
してもできるものではない。教師が意欲を持ち、
子どもとともに学びを作り出そうとする意識が
なければ、学びにはならない。

③人的・物質的資源の改善
　教員の資質向上には、「自主的校内研修」の充
実が必要である。信濃教育会では、各校にほぼ
3 万円の補助を行い、自主的に研修をする学校
文化を作っている。
　現地研修では、各自が報告書を持ち寄り、話
し合うことによって、子どもから出発する教育
課程のありかたを探っている。全県研究大会は、
挙手制で授業者を決定し、授業者の自己課題か
ら出発する実践研究を行っている。教頭・同僚・
近隣の研究委員（6 名）よるチーム研究を行う
ことで、OJT 的な役割も果たしている。
　教師は、教師と出会い、教師として育てられる。
教頭は、職能団体の一員として、ともに学び続
ける教員として、リーダーシップを発揮するこ
とが求められる。
　社会に開かれた教育課程の主人公は学校であ
る。

３　質疑・応答
〇自校の研修・研究と自主研修の兼ね合いはど

のようにしているのか。
・委員会活動的にメンバーが集まっている。そ

れぞれがリンクして行われている学校もある。
行政からの研究指定は別にある。学校の研究
に、教育会の活動を利用してもらっている形
が多い。

〇子どもを中心に据えた教育課程を実施するに

１　趣旨説明
　2020 年度から実施される新学習指導要領は、
子どもたちが、学校で学んだことを「生きる力」
とし、自ら学び、考え、判断し行動することによっ
て予測困難な現代社会を乗り越えられるたくま
しい大人に育つことを目指している。その中に
示されている「社会に開かれた教育課程」の実
現に向けて、教育課程の編成の視点から、講演
をもとに研究を進める。
　特に、カリキュラム・マネジメントと「学校
教育の改善」について、副校長・教頭として大
切にしなければならないことは何なのか、その
役割とは何かを協議を通して探っていきたい。

２　講演要旨
①教育課程の編成
　学校の教育課程は、子どもの人としての成長
を期して、なぜこれを、この方法で教えるのか、
今日的な課題を踏まえて編成するものである。
常に、目の前にいる子どもたちをしっかりとみ
て、教育課程を自ら編成することによって教師
は生き生きと指導ができる。今必要なのは、児
童を中心とした教育課程（人間中心のカリキュ
ラム）である。
　教育課程の編成や学校教育の改善は常にその
理想（トップダウン）と実践・評価（ボトムアッ
プ）によって実現し、その要となるのが副校長・
教頭である。

②教育課程の実施と評価
　子どもたちは学校での活動の様子をよく覚え
ていて、それが生きるための基盤になっている。

「カリキュラム・マネジメントを
  通しての学校教育改善について」
―信濃教育会（長野県）での
　　　　　　　　　　実践を通してー

後藤　正幸　公益社団法人信濃教育会会長
　　日本連合教育会会長

演題
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あたって、ガイドライン的なことはあるのか。
・子ども中心の教育課程は、大きな問題をはら

んでいる。やり方によっては、学びにつなが
らないこともある。「教えるだけ」でも「野放
し」でも駄目。一つの答えがあるわけではない。
教師は常に問い続ける姿勢が大切。

例：ドングリでコマを作る活動
A 先生
コマを作ることを目標にドングリを拾いに行
く→コマを作って終わり
B 先生
公園に行くことを目標に→ドングリを見つけ
る→コマを作る→カルタ作りに発展

４　グループ協議
協議報告①
〇総合的な学習の時間は、解決カリキュラムが

大事。教師がやりたいことをバックアップす
るのが教頭の役割。

〇 OJT だけでなく自主研修が大切だが、現在自
主研修を行おうとする若手は少ない。教員の
意識を高めていきたい。

協議報告②
〇現在、総合的な学習の時間は、時間の確保を

重視して、子どもや教師が満足できるものに
なっていない。精査することが必要。

〇活動を継続するためには、目的をきちんと持っ
ておくことが重要。

協議報告③
〇人材育成
・若手が増えて時間の確保が難しい。東京都で

は 1 日 15 分、継続して行っている。
〇地域とのつながり
・CS やボランティアは助かるところもあるが、

意見を聞かなければならないこともあり大変。
〇行事の内容も今日的な課題で変更が必要に

なっている。（運動会の熱中症対策など）

協議報告④
〇社会に開かれた教育課程
・それぞれの地域に合わせる。地域を把握し、

コミュニケーションを大切にして、思いを受
け取っている。CS や地域学校協働活動推進員
を中心に組織作りが重要。

５　講師による総括
〇問題解決学習は、教員も子どもも求めてやま

ないところである。それに合わせた現場の教
育改革が大切である。

〇上意下達、形だけの学習では子どもは育たな
い。常に「子どもに教えられている」という
意識をもって。

〇学級活動が減っている。子どもたちの話し合
いの場、自主活動の場は確保されているか。
学級指導寄りになっていないか。子どもたち
が求めている活動ができているか。

〇生活科・総合的な学習の時間は、6 年間を貫
くものと教員が意識しなければ他教科との連
携はできない。

〇学校教育目標はすべての活動につながるもの。
常に意識を。
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必要がある。
　例えば、本校の運動会は、協力や団結よりも「み
んな違っていい」「一人一人を大切にすること」
を上位目標と考え、生徒会や実行委員会で話し
合って「全員で運動を楽しむこと」をミッショ
ンとした。
④学校をリデザインする
　本校の学校評価は、分掌ごとに付箋を使って
課題をリスト化し、改革改善を図っている。
　固定担任制を廃止し、チーム医療と同様の考
え方で全員担任制にしている。週ごとにその学
級でおきている問題に対応できる教員が入る。
結果として、教員の優劣がなくなる、ワークシェ
アリングできる、若手のＯＪＴとして有効など
の効果があった。
⑤副校長の役割
　1. 校長と同じスタンスでいること

そのためには上位目標は何かを話し合い、
自分が納得する必要がある。

　2. 改革、改善の調整
改革の中心は、主任クラスの教員。当事者
意識を持たせ、権限と責任を与える。副校
長の役割は、改革の提案が上位目標にそっ
ているかを確認し、進捗状況を管理するこ
と。

　3. 保護者対応
匿名の電話にも丁寧に対応する。何かが起
こる前に先回りをして保護者に電話する
こともある。教員の健康メンタル面のフォ
ローも大切な役割。

　4. 研修
・ビジネス研修（電話の取り方から）
・報、連、相（途中経過の報告が重要）
・保護者対応の基本、保護者への連絡の仕方（付

箋による原稿の準備、並べ替え）
・ＯＪＴ、全員担任制で多くの教員に経験を

積ませ、タフな教員をつくる
・トヨタの３Ｓ（整理、整頓、清掃）
5．その他
・職員室の打ち合わせスペース
・個人プリントの配布用レターケース

「麹町中学校の学校改革と
　　　　　　　副校長の役割」

宮森　　巖　氏

前東京都千代田区麹町中学校副校長

演題

１　講演（要旨）
①学校から見える課題
　手をかけるほど生徒は自律できなくなり、当

事者意識がなく、他人の批判ばかりして惰性
で動くようになる。

②手段が目的化している
　手段が目的化した例
・宿題、ノート点検ばかり行う
・他者意識のない作文を書かせる
・行動よりも心の教育が重視される　等
　全員一律の宿題は、自律を失わせると考え、
本校では定期考査と宿題を廃止した。朝３５分
間の「麹中スタディ」の時間を設け、単元テス
トもこの時間に行っている。
　修学旅行は、旅行プランを企画するための取
材旅行として行い、最後は旅行会社に対してプ
レゼンテーションをする。特定の他者を意識す
ることによって学びが深まる。
③学校の目的を合意していない
　本校では、これからの世界で求められる力を、
人のせいにせず、自律して、当事者となること。
違いや多様性を受け入れて、人と協働できるこ
とと考え、教育目標として「自律、尊重、創造」
を掲げている。
　上位目標は、誰もが認めるものである必要が
あり、本校では世界標準としてのＯＥＣＤが示
すキー・コンピテンシーを採用した。そこで示
されるＡ、Ｂ、Ｃを「目指す生徒像」Ａ「言語
や情報を使いこなす能力」Ｂ「自分をコントロー
ルする能力」Ｃ「多様な集団の中で協働できる
能力」として、８項目で評価している。
　学校に関わるすべての人を当事者にするため
には、対話によって目標について合意形成する
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・ホワイトボードの利用（書いてあることは
打ち合わせで言わない）

・職員会議は月１回２０分（提案は運営委員
会で通ったら即実行）

・特別支援委員会（事務的な会議はしない。
生徒についての会議は毎週する）

・部活動はＰＴＡ組織に入れた

２　グループ討議
協議報告①
・会議などに時間をかけなくても、上位目標を

しっかりと共有し、主任らに責任をもたせる
ことによって、教員間で目的の共有化が図れ
るのだろう。

・子どもの自律について、小学校は丁寧すぎる
面があるが、全く手放してしまうのではなく
教員が意図してかかわる必要がある。

・自律の考え方は分かるが、宿題をなくすこと
には不安がある。どのようにしたら自律を促
すことができるのか。また、全員担任制で道
徳科の評価はどうしているのか。

協議報告②
・やりたいことのためには、予算を確保するこ

とも副校長（教頭）の役割。
・働き方改革の本来の趣旨は、必要なことに時

間をかけるということ。麹町中は、それがで
きているのではないか。

・麹町中では、地域からのクレームに対して、
何かを変えるときにはクレームはつきもので
あると考え、保護者にも自律の大切さを伝え
ているとのことだった。上位目標がしっかり
しているからこそそういう説明ができるのだ
ろう。改革にはブレない力が必要だ。

３　講師による総括
　上位目標を意識して取り組むということにつ
いては、各グループで思いは共通している。
・宿題について
　小学校と中学校での違い、学年段階や教科で

の違いはあるが、宿題の出し方を工夫するこ

とによって、自律を促すことができる。
・道徳の評価について（現副校長菅原氏から）
　　全員担任制では、道徳科に限らず、朝の会、

給食なども教員は入れ替わる。「今一番心配な
この生徒に必要な教員は誰か」ということを
学年主任がマネジメントして配置している。
面談も生徒や保護者から指名された教員が行
う。信頼関係が得られるものが一緒に考えて
いくようにしている。

　　全員の教員が生徒全員を見ているので、教
員一人の主観ではなく、共通理解を図って多
面的にその生徒をみることができる。

　　通知表は総合所見をなくし、スリム化した。
道徳科と総合的な学習の時間は、１年間を通
してみんなで協力して評価するようにした。
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　フローティングスクールの理念は「みずうみ
に学んで　世界の明日をひらく人」。目指す児童
の姿を「びわ湖や郷土について　学び、考え、
伝え合い、びわ湖と自分のつながりを見つめる
子」として、環境に主体的にかかわる力や自ら
課題をもち協働して解決に取り組む力を培い、
新しい時代を切り拓く力をもった滋賀の子を育
てる。

２　グループ協議
〇一生に一回必ず全員が経験できるこの取組が

羨ましい。教頭はコーディネーター役として、
今は、企業も環境問題に力を入れているので、
そういう所にアンテナをはっていれば、やり
がいあるコーディネートができる。

○琵琶湖を大切にする滋賀の姿勢がすばらしい。
それぞれの地域が持つ環境をいかして、大事
にしたいのは、どのような学習を展開するか。
教頭はつながりをつくるのが役目。

○滋賀県の琵琶湖に関わる、県をあげての取組
がすばらしい。どの県にもあるものではない。
各地域では、それぞれの環境をいかした取組
が展開されている。教頭の役割は、特に若い
先生たちに、何故このような活動をするのか、
何を目指しているのかを明確にしてやること。

３　講師からのまとめ
〇滋賀県は、フローティングスクール事業に多

額のお金をかけている。子どもたちに、自分
の行い次第で、びわ湖はよくも悪くもなると
いうことを知ってほしい。琵琶湖は、1450 万

協議の柱
・環境教育の展開・推進を目指し、身近な環境

に主体的に関わろうとする子供を育むために、
教頭としてどのように関わるか。

特別分科会Ⅱ　講義記録
１　講義
　びわ湖フローティングスクールとは、滋賀県
が所有する学習船「うみのこ」に乗船して行う、
一泊二日の宿泊体験学習である。県内すべての
小学 5 年生が対象で、必ず複数の学校が一緒に
乗船し、混合班を編成して活動する。船内や寄
港地において琵琶湖の環境やふるさとについて
学ぶ。
　誕生の背景には、「青少年の健全育成について、
非行の増加と低年齢化・一般化の傾向に対処する
ため、その背景にある子どもの甘えや大人の過保
護などを見直し、厳しい生活体験と集団訓練によ
りたくましい少年づくりをすすめるため」昭和
57 年 3 月県議会における滋賀県立びわ湖フロー
ティングスクール事業の設置および管理に関する
条例の議決がある。昭和 58 年には 24 回の試験航
海を実施し、昭和 59 年より本格実施となった。
　初代「うみのこ」は、35 年間に約 56 万人の
小学 5 年生を乗せ、平成 30 年 3 月その役目を終
えた。令和元年 6 月に就航となった 2 代目「う
みのこ」は、より安全で環境に配慮した船である。
船の教育的機能としては、

（１）船は人を鍛える。
（２）船は規律を教える。
（３）船は心と心を通わせる。
（４）船は人の視野を広げる。
（５）船は「夢とロマン」を与える。
の５つがあげられる。

「環境に主体的に関わる力を育む
　 フローティングスクール学習」

小野澤　稔香　氏
滋賀県立びわ湖フローティングスクール所長

提言１

特別分科会Ⅱ　研究協議
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協議の柱
・環境教育・環境保全活動の展開・推進を目指し、

保護者や地域の方と連携していくために、教
頭としてどう関わるか。

特別分科会Ⅱ　講義記録
１　講義
　ヨシを大切にするのは、３つの理由がある。
一番大きな理由は、多くの生き物のすみかにな
ること、あとは、人の生活に役立つ、水質保全
に役立つ、この３つが理由である。
　琵琶湖で一番重要な魚は、琵琶湖の固有種の

「ヨシいけドンドン作戦による
  琵琶湖の環境保全活動と環境教育」

田井中　文彦　氏
公益財団法人淡海環境保全財団　専門員

提言２

人の生活に関わる。母なる湖マザーレイクと
いわれる所以である。

〇 2 代目「うみのこ」では、さまざまな ICT 機
器を使うことができる。ホームページで広く
取組を公開し、船に乗る前の子どもたちや県
民に紹介している。

〇都会だから、学校の周りに自然がないからと
いうのではない。何もないわけではないとい
う視点を持ってほしい。県内各地から集結す
るフローティングスタッフも、琵琶湖につい
て一生懸命勉強する。そうして琵琶湖愛を育
み、知れば知るほど「こんなすごいことがあ
るよ」と子どもたちに伝えることができる。

〇企業に向けてのアンテナに関する話題につい
て、環境県滋賀にある企業も、それぞれの取
組を展開している。ヨシを使った製品を扱う
企業、フローティング事業に資金援助をして
くれる企業、その他さまざまな形で環境問題
に関わっている。お集りの先生方がそれぞれ
の地域で、環境についての取組を展開してく
ださることを期待する。

ニゴロブナで、この魚はヨシ原だけで過ごすの
ではなく、田んぼや琵琶湖の最深部も含めて、
すべての部分で生活をしているので、環境がす
べてよくないといけない、指標になる大切な魚
である。
　人は、昔からヨシを使ってきた。ヨシ葺きの
屋根は、夏には上から冷気が降りてくるように
涼しく、冷房がなくても過ごせる。
　川の上流から流れた水は、内湖で一度溜まる。
そのときにヨシがあると水が穏やかになり、き
れいな上澄みだけが琵琶湖に流れる。そして、
溜まったものを人間が汲み取り、田畑に肥料と
して撒くという循環が昔はあった。
　ヨシ条例が平成４年４月に制定され、団体を
作った。ヨシは毎年切らないといけないので、
学校にも手伝ってもらうように働きかけた。し
かし、ある程度軌道に乗ったら手を離すように
している。
　びわ中学校では、もともと保護者とのふれあ
い活動だった。しかし、長年続くと保護者から「大
変だからやめたい」ということが出てきた。そ
のような保護者を説得したり、活動している写
真が中学校の地理の教科書に載ったりしたこと
もあり、続けることができた。その後、びわ中
は、実施規模を小さくして、PTA から先生の手
に移っている。
　環境教育では、理屈に合わないことや、同じ
ことをしているのに毎年違った結果になったり、
そういったことと向き合わないといけない。答
えがわからないものをねばり強く、自分で対処
しようとする、そんな力が必要だ。通知票には
反映されないかもしれないが、このような体験
で培った力が、社会に出たときに生きるのでは
ないかと思う。

２　質疑応答
〇３月ごろ、琵琶湖が深呼吸しなくなったとい

われていたが、その後どうなったのか、この
影響はあるのか教えていただきたい。

・琵琶湖には全循環というものがある。湖水は
横にも回っているが、縦にも回っている。夏は、
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表層の水温が高いが下は９度くらい。この状
態では循環しないが、冬になると表層の水温
が下がり、循環が起こり酸素が届く。暖冬の
時に、表層の水温が下がらないは一つの要因
だけではないので、今のところは、特に目立っ
た影響はない。

○環境教育を進める際に気を付けることと、バッ
クアップしてくれる団体があれば教えて欲し
い。

・その土地が誰のものかということをチェック
することが重要。民間の持ち物の場合は、許
可が得られれば大概何でもできる。公の場合
はいろいろと制約がある。また、木などを植
える場合は、遺伝子の攪乱を防ぐため、なる
べく自然に近い形でその土地から出た種子な
どを使う。しかし、同じやり方をしても、土
地によってうまくいったりいかなかったりす
るので、その土地の市民団体に教えてもらい
ながら、粘り強く長く続けていくことが大切。

３　グループ協議
〇教頭はコーディネーター役として、地域が主

体となってできるよう、商工会や PTA など
地域とつなぎ、子どもたちにどんな力を付け
させたいか、ゴールをしっかりと示し、橋渡
しをしていくことが重要。

○滋賀県の地元の環境への思いの強さを感じた
が、協力を得ることの大変さもあり、こういっ
た活動の難しさも感じた。

○環境教育の活動がどんな意味があるのか、ど
んな力が付くのかを見極めて教育課程に組み
込んでいくのかが教頭の仕事の一つである。
決して無理せず、今できることを無理なく継
続してすることが大切。

○自分の学校の置かれている状況を知り、何が
できるかを考えることが大切。見通しを持っ
た計画のもと、地域と共に進め、予算化する
必要がある。また、答えのない問いについて、
考え続けることの意義を伝え、積み重ねてい
くことが必要。

４　講師からのまとめ
〇ヨシを増やしているのではなく、元に戻して

いる。必要性があっても人気がないことはし
ない。地域で長続きさせようと思うと、その
土地の文化に根ざしたものにしないといけな
い。

〇持続可能というキーワードだったが、がんばっ
て取り組んだ活動が、先生の異動で、終わっ
てしまうことが多い。地域の人にいかに中心
的な役割を果たしてもらえるかということが、
持続可能というキーワードにつながっていく。
校長が旗を振り、コーディネーターとしての
教頭の役割が大切。　今、みなさんの熱量が
上がっているので、熱量が高いうちに、何か
一歩踏み出してもらえるとありがたい。
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記念講演
【８月２日（金）10:00 ～】

　1954 年、滋賀県生まれ。写真家。琵琶湖をのぞむ田園風景の中にアトリエを構え
活動する。自然と人との関わりを「里山」という空間概念で追い続ける。一方、熱
帯雨林から砂漠まで、地球上の辺境地の取材をつづけている。また、近年は、自然
のかたちをハサミひとつで鮮やかに切り出すペーパーカット作家としても知られ、
その作品は、全国の美術館などを巡回している。
　写真集に『里山物語』( 新潮社 )、『湖辺』( 世界文化社 )、『世界昆虫記』( 福音館書店 )、
写真文集に『萌木の国』( 世界文化社 )、『里山を歩こう』( 岩波書店 )、写真絵本に『神
様の階段』( 偕成社 ) など多くの著書がある。
　第 20 回木村伊兵衛写真賞、第 28 回土門拳賞、第 48 回毎日出版文化賞、第 56 回
小学館児童出版文化賞、第 42 回産経児童出版文化賞大賞など数多くの賞を受賞。

講師紹介講師紹介

演　　題演　　題

「琵琶湖水系の美しい自然」

講　　師講　　師

今森　光彦写真家 （いまもり  みつひこ）氏

【主な著書】

【主な受賞】
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滋賀大会　閉会挨拶

多久　知明全国公立学校教頭会　会長

　ここ琵琶湖のほとりで行われた３日間にわたる研究大会はいかがでしたか。
　本大会が充実した大会になりましたのも、髙嶋実行委員長様をはじめとする滋賀県の教頭先生
方、関係者の皆様方が、大会の準備から本日までの運営に際し、自信と誇りをもってお取り組み
いただいた賜物です。
　琵琶湖の水面のようにおおらかで活力に満ちた質の高い大会でした。心より感謝申し上げます。
　また、ご参会いただいた副校長・教頭先生方におかれましては、ご多用の中約 2700 名の皆様に
お集まりいただきました。皆様方にもご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　さて、この大会において１日目のシンポジウムでは、「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推進」をテーマに、「持続可能」という言葉をキーワードにして、各シンポ
ジストの先生方が話し合いを深められ、副校長・教頭としての関わり方を含め、学校教育力の向
上につながるヒントを学ぶことができました。
　２日目の参加型の分科会では、全国の仲間との積極的な情報交換から協議にいたるまで、熱の
こもった話し合いが展開されました。
　本日は、生態写真家の今森光彦様の講演をお聞きしました。里山を中心とした命のつながり・
目に見えないエネルギーの受け渡しを素晴らしい写真の数々で表現されました。共生という概念
は、思考ではなく体験の中から醸成されるものと考えます。今回の講演の内容を是非、皆様の単
位教頭会の先生方にお伝えください。「知の共有」を図ることにより、全国の先生方にそしてそれ
が全国の公立小中学校の子供たちの成長に活かされるならば、本来の目的を達成できたといえま
す。
　さて今回の滋賀大会は、副校長・教頭にとって、たいへん有意義な内容で、多くのことを学ぶ
ことができたと思います。普段は、絶対に会えない日本国中の先生方とディスカッションしました。
いかがでしたか？ぜひこのご縁を大切にしてください。
　
　私は、滋賀の教頭先生方の組織力に脱帽です。この一つの会を成功に導くためには、細かく分
かれた一つ一つの係をそれぞれの先生方が強い志でまた強い絆で、髙嶋実行委員長を中心に実行
されました。それも 3 年前からです。今年度に入ってからは、教頭先生方が、ご自身の教頭職の
仕事に加えて、この大会に向け、力を注いでくださいました。
　会場の皆様、髙嶋実行委員長様をはじめ滋賀県の教頭先生方に感謝の気持ちを思う存分に込め
て、拍手を送りましょうよ！・・・・ありがとうございました。
　会場にいらっしゃる全国からお集まりいただいた皆さん！
　皆さんには、全国に２８，０００人の仲間がいます。皆で力を合わせて日本の教育を支えていき
ましょう。それが未来を作り出します。
　結びになりますが、本研究大会を皮切りに、全国の各ブロック研究大会、各単位教頭会の研究
大会が、ますます充実したものとなりますよう、また、本大会にご参会いただいた皆様の、ます
ますのご活躍とご健勝を祈念いたします。

【８月２日（金）】
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次回開催県　挨拶

岡山大会紹介

　皆様、こんにちは。令和２年度全国公立学校教頭会研究大会岡山大会の実行委員長を務めます、
岡山市立京山中学校教頭三宅裕之です。どうぞよろしくお願いします。まず、昨年起こりました
西日本豪雨の被害に対し、多くの方々より暖かいご支援をいただいたことに深く感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
　さて、令和２年８月５日から開催される岡山大会を１年後に控え、私たち岡山県公立小中学校
教頭会および中国地区公立学校教頭会では、全国からおいでくださる先生方をお迎えする準備を
少しずつ進めています。今日は、この場をお借りして「晴れの国岡山」の魅力を少しでもお伝え
できたらと思っています。
　現在「ＹＯＵ　ＴＵＢＥ」で、岡山観光プロモーション動画「晴れらんまんおかやまの旅」が
配信されています。お時間があるときにぜひご覧ください。
　岡山大会では、第１２期全国統一研究主題「未来を生きる力を育む魅力ある学校づくり」を踏
まえ、サブテーマを「豊かな心と未来を拓く力を育む　開かれた学校づくりの推進」と設定いた
しました。大会２日目の分科会では、本会の研究の柱である「継続性」「協働性」「関与性」の視
点を取り入れた多様な実践発表が行われる予定です。実り多い研究大会になるよう、皆様のご協
力をよろしくお願いいたします。
　今回の滋賀大会には岡山県から多くの副校長・教頭が参加させていただいております。このメ
ンバーが来年岡山で皆様をお待ちしています。
それでは、来年の夏、岡山でお会いしましょう。
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滋賀大会を振り返って

髙　嶋　 利　明滋賀大会実行委員長

　令和最初の大会として、日本最大の湖「琵琶湖」を有する湖国・滋賀の地で行いました３日間
の大会はいかがだったでしょうか。
　大会実行委員会では、県内３４２名はもとより、近畿各府県の副校長・教頭が一つになり、オー
ル滋賀・オール近畿で取り組んでまいりました。至らぬ点も多々あったかと思いますが、ご参会
の皆様方のご協力により、無事、大会を終えることができました。ありがとうございました。
　今回は、サブテーマを「身近な環境との関わりを通じ 持続可能な社会の担い手となる子供の育
成」と設定し、エネルギー不足、地球温暖化といった自然環境問題はもとより、少子高齢化、グロー
バル化などといった社会環境の変化など、迫りくる身近な環境との関わりを通じ、その問題を子
供一人ひとりが自らの問題として捉え、持続可能な社会づくりの担い手として育つためにはどう
あるべきか、また、そのために我々、副校長・教頭の役割は何かを議論してまいりました。
　１日目のシンポジウムでは、オプテックスグループの小林徹様、児童文学作家の今関信子様、
東京学芸大学の勝山浩司様のあふれる思いを、コーディネーターの滋賀県立大学の小林圭介様が
しっかり受けとめ、我々、副校長・教頭につないでいただきました。とくに、子供にとって自然
体験を含めた「本物の体験」は大切であり全国どの地でも行うことができるということを含め、
今後の日本の教育の在り方のヒントを多くいただきました。
　また、２日目の分科会では、多くの時間と手間をかけて作っていただいた提言をもとに、活発
なグループ協議をしていただきました。全国各地の教育情報を交換していただく中で、今後の日
本の教育のあり方が少し見えてきたのではないでしょうか。提言者の皆様、分科会の運営に当たっ
ていただいた皆様、指導助言の先生方、グループ協議の司会・記録に当たっていただいた皆様、
ありがとうございました
　そして、最終日の写真家 今森光彦様のご講演。実際に撮影された多くの美しい写真が拝見でき、
誰もが子どものころ遊んだ里山の懐かしさを思い出しました。そして、自然の織り成すサイクル
を大切にするとともに、社会環境をも含めた広い意味での環境の中で、人間がいかに持続可能な
社会を形成していくかを考えることができました。
　この３日間の日程を通じて感じていただいたことや、得ていただいた取り組みのヒントなどを、
是非、全国に持ち帰っていただき、広めていただければ幸いです。
　私たち滋賀大会実行委員会は、この大会の開催を通じて大きな財産を得ました。教頭として現
場での日々の仕事を行いながら、大会に向けての会議や準備を行い、そのような大変さをも乗り
越え大会を開催できたこと。また、仲間として一つになることの大切さ、一つになった時の団結
力の強さを感じました。そして、何よりも全国からお越しいただいた２，７００名の方々と一緒に
いい大会ができたことを嬉しく思っています。
　この後、私たちはしっかりと大会を振り返り、成果と課題をまとめ、あらたに第１２期の研究
主題のもとで行われる来年度の岡山大会につないでいきたいと思っています。
　皆様、３日間、本当にありがとうございました。



67

令和元年度全公教滋賀大会アンケート結果
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集録HP案内

＜ホームページに掲載されている内容＞

■表紙

■開催要項

■開会行事（写真）
　〇主催者・実行委員長挨拶
　〇来賓祝辞

■基調提案

■シンポジウム
　〇コーディネーター・シンポジストのプロフィール

■分科会
　〇提言テーマ一覧
　〇指導助言者・提言者・講師・役員及び運営担当者一覧
　〇分科会協議のまとめ

■記念講演
　〇講師紹介
　〇記念講演の記録

■閉会行事
　〇主催者・実行委員長挨拶
　〇岡山大会へのご案内
　〇大会の様子（写真）

令和元年度
第 61回全国公立学校教頭会研究大会滋賀大会集録

詳細内容は、全公教のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
全国公立学校教頭会ホームページ　URL:http://www.kyotokai.jp

同様のDVDは各教頭会に配布されて
いますので、お問い合わせください。
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