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第第 1122 期期全全国国統統一一研研究究主主題題  ２２年年目目をを迎迎ええてて  
全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会  研研究究部部長長  折折原原  浩浩之之  

 
全国公立学校教頭会は、全国統一研究主題を設定し、半世紀近くに渡り、継続的に実践的研究に取

り組んでまいりました。本年度、第 12期全国研究主題を掲げての研究は２年目を迎えます。 

第 12期全国統一研究主題は、「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」です。キーワードは、

自立・協働・創造です。全国研究大会はもちろん、各ブロック、都道府県単位教頭会・副校長会にお

いても、この研究主題に基づき研究活動を進めております。 

現在、超スマート社会の実現に向け、A I やビックデータの活用など、技術革新が急速に進んでい

ます。さらに、グローバル化や少子高齢化をはじめとして、社会経済的な課題など解決の難しい課題

が山積しています。このような状況の中で、人々が豊かな人生を生きるために教育の果たすべき役割

はますます大きなものになることを実感いたします。 

本年度は、小学校に続いて中学校においても、新学習指導要領が全面実施となります。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・能力を育むという「社会に開かれた教育課程」を実現し、次代を担う子供

たちに将来の予測困難な時代を生き抜くために必要な力を身に付けさせるため、学校・家庭・地域で

連携、協働して取り組んでいかなければなりません。 

研究主題の「未来を生きる力」とは、子供たちが時代の進展・変化に的確に対応する「生きる力」

であり、自ら積極的に未来を創造していく意欲を持ち行動する「生きる力」であると考えます。人と

の絆を大事にし、自分の個性を生かしながら自ら考え行動し、他者と協働しながら、現状を乗り越え

ていく力、リーダーシップやチームワークを発揮し、新しい価値を生み出す、未来を拓く資質や能力

を育成していけるよう取り組んでいきたいと思います。また、「魅力ある学校づくり」とは、子供たち

が安心して教育を受け、自らの力を発揮できることはもちろん、保護者や地域住民にも信頼され魅力

を感じていただける「魅力ある、地域とともにある学校づくり」に取り組むことが求められていると

痛感いたします。さらに、学校における働き方改革の具現化を図り、教師にとっても「魅力ある学校」

となるよう努めていかなければならないと思います。そのためにも、教職の魅力を内外に発信し、新

たな時代の教育に対応できる質の高い教師を育てていきたいと思います。 

これまで全国公立学校教頭会で長年積み重ねてきた実践的研究を礎として、新たに示された課題の

解決を目指していく研究の「継続性」（Continuity）、全国の副校長・教頭がともに情報や様々な教育

実践を共有・深化していく「協働性」（Collaboration）、副校長・教頭として学校の様々な教育活動に

どのようにかかわっていくかという「関与性」（Commitment）の３Ｃに焦点を当てさらに、実践的研究

を進めていきたいと思います。 

昨年度より、新型コロナウイルス感染症の影響により、参集型の大会の開催が難しく、オンライン

による研修会を実施してまいりました。今後、新しい生活様式に基づく新たな取組として、参集型や

オンラインを組み合わせた研修会、大会等の開催が求められると考えます。これまでの実践を踏まえ、

「研究の手引き」の改訂の必要性も痛感します。どのような状況にあっても「研究の手引き」を指針

として、実践的研究を重ね、その成果をもとに全国で実りある教育実践が展開されることを期待いた

します。 
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ⅠⅠ  全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会  第第 1122期期のの研研究究ににつついいてて  

１１  研研究究のの基基本本目目標標  

21世紀も 20年余りを経過し、社会情勢は急速な時代変化の中で知識基盤社会の到来をはじめ、グロー

バル化の進展や人工知能（ＡＩ）の進化など社会の様々な領域で加速度的に日々進展し、将来を予測する

ことは難しくなっています。将来の予測が困難な社会状況の中で、時代の進展を的確にとらえ今後の教育

の在り方を見極め、日本国憲法・教育基本法・学習指導要領の理念に基づき、子供たち一人一人に、志高

く未来を創り出していくために必要な資質・能力を確実に育む学校教育を実現していくことが、私たちの

大きな使命だと考えています。 

このような背景を踏まえ、「社会や地域に開かれた学校づくり」を展開し、未来を拓く「生きる力」を

高め、豊かな人間性や創造性、国際社会の一員としての自覚をもち、持続可能な社会の担い手となる人材

を育成するために私たちは貢献しなければなりません。その使命を果たすために私たちは、副校長・教頭

の職務内容の研究を通して力量を高め、国民の期待に応える魅力ある学校づくりに努めることが必要です。 

以上のことから、次のことを研究の基本目標とします。 

 
○○  教教育育理理念念にに基基づづくく学学校校教教育育のの実実現現  

特色ある学校づくりを展開し、生きる力を育む学校教育の実現を目指す。 

○○  副副校校長長・・教教頭頭ととししててのの力力量量のの向向上上 
広い視野に立って学校運営が行えるよう、学校教育に対する識見を深める。 

○○  学学校校のの社社会会的的役役割割のの推推進進  

国民の期待に応える魅力ある学校づくりを推進する。 
 

２２  研研究究のの基基本本方方針針  

（（１１））学学校校教教育育のの課課題題のの解解決決にに努努めめるる  

私たちの研究は、国民の期待に応え、教育基本法及び学校教育法等の諸法規に定められた教育の目

標を達成することを究極の目的とする。そのために自ら職能を高め、学校現場が抱えている課題の解

決に努める。 

 
（（２２））副副校校長長・・教教頭頭のの職職務務内内容容やや職職務務機機能能をを追追求求すするる  

学校運営において副校長・教頭としての関わりを大切にし、その職務内容を実践的に追究するとと

もに職務機能の充実を図る。 
 

（（３３））研研究究成成果果をを政政策策提提言言活活動動（（要要請請活活動動））にに生生かかすす  

研究活動と政策提言活動（要請活動）は全国公立学校教頭会の活動の２本柱である。研究の成果を

政策提言活動に生かし、教育環境の整備に役立てていくよう努める。 
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ⅡⅡ  第第 1122期期全全国国統統一一研研究究主主題題  

「「未未来来をを生生ききるる力力をを育育むむ  魅魅力力ああるる学学校校づづくくりり」」  

キキーーワワーードド  ＜＜自自立立・・協協働働・・創創造造＞＞  
※※  第第３３期期教教育育振振興興基基本本計計画画  「「22003300年年以以降降のの社社会会をを展展望望ししたた教教育育政政策策のの重重点点事事項項」」にに  

おおけけるる個個人人のの目目指指すすべべきき姿姿よよりり  

  

１１  第第 1122期期全全国国統統一一研研究究主主題題ににつついいてて（（令令和和２２年年度度～～令令和和４４年年度度））  

今、人生 100 年時代を迎えようとしています。また、超スマート社会（Society 5.0）の実現に向けて

人工知能（AI）やビッグデータの活用などの技術革新が急速に進んでいます。また、人口減少・高齢化・

グローバル化などの進展、子供の貧困問題、社会経済的な課題や地域間格差等々、現在の社会状況の変化

は、解決の見通しが難しい課題が山積しています。 

こうした社会の変化を乗り越え、全ての人が、豊かな人生を生きるために必要な力を身に付け、活躍す

る上で、教育の力の果たす役割は重大です。未来を力強く生きるために、自ら主体的に行動し、他者と協

働しながら新しいものを生み出し、課題の解決や改善をしていく「生きる力」を今こそ、子供たちに育ん

でいく必要があります。そのためには、新しい学習指導要領の趣旨を受け、社会の変化を柔軟に受け止め、

社会に開かれた教育課程を実現し、これまで以上に子供たちにとって魅力ある学校づくりを推進していか

なければなりません。 

また、我が国の教育の質を維持し続けるため、教職を目指す優秀な人材を確保することが必要です。未

来を担う子供たちを育てる教育という仕事の責務と魅力を、我々教員が適切なワークライフバランスによ

り目の前の子供たちにしっかりと向き合い、生き生きと働いていく姿を発信していくことも重要です。 

第 12期の研究主題に設定した「未来を生きる力」とは、子供たちが時代の進展・変化に的確に対応す

る「生き抜く力」であり、自ら積極的に未来を創造していく意欲をもち行動する「生きる力」でもありま

す。第 11期の全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」で解明されたこと

を明らかにしながら、第 12期では残された課題を踏まえた問題解決型の研究を継続し、さらに一歩進ん

で、新たな夢を描く想像力と新たな夢を実現する創造力（自ら積極的に未来を切り拓いていこうとする生

きる力）を育み、子供たちにとっても、教員にとっても「魅力ある学校づくり」を具現化していきたいと

思います。 

以上のことから、リーダーシップの発揮や職務遂行にあたっての自覚を持ち、自らの資質能力の向上を

目指す研究と修養を深め、共有し、改善していくことが学校運営を担う私たち副校長・教頭の責務だと考

えます。 

平成 17 年度の第７期研究から、研究期間を３年間一区切りとして進め、子供を取り巻く社会状況の変

化や教育諸改革に対応するために、以下の３点を重視し、研究に取り組んできました。第 12 期の研究は、

変貌する政治・経済状況の中で学校教育が大きく変わろうとしていることを踏まえ、第 11 期の研究を継

承し、さらに発展させることが大切であると考えます。 
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３３  研研究究方方法法  

以下の全国共通課題を定め、研究を進めていきます。研究を進めるにあたっては、副校長・教頭が日々

実践していることを基にして、「継続性、協働性、関与性」に焦点を当てた実践的研究を行うことが求め

られます。 
（（１１））全全国国共共通通研研究究課課題題  

第１課題 教育課程に関する課題 

第２課題 子供の発達に関する課題 

第３課題 教育環境整備に関する課題 

第４課題 組織・運営に関する課題 

第５課題 教職員の専門性に関する課題 

第６課題 副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題 

 
（（２２））継継続続性性、、協協働働性性、、関関与与性性にに焦焦点点をを当当ててたた実実践践研研究究（（３３ＣＣ））  

○ 継続性──continuity 
単位教頭会・副校長会組織に改編があっても、これまでに解明されたことは何か、残

された課題は何かを踏まえた問題解決型の研究を継続的に進める。 
○ 協働性──collaboration 

単位教頭会・副校長会における組織的な研究として、同じ副校長・教頭としての同僚

性を発揮し、開かれた関係において協働的に研究を進める。 
○ 関与性──commitment 

副校長・教頭として、何をすべきか、どうあるべきか、どう関わるべきかを念頭に置

き、単位教頭会の課題を勤務校での自らの職務遂行や校内研修の課題に関わらせ、そこ

で得た成果や課題を単位教頭会・副校長会に反映させつつ研究を進める。 
 

４４  全全国国統統一一研研究究主主題題設設定定のの意意義義  

副校長・教頭として何をすべきか、どう関わるべきかを念頭において、自ら研究主体としての力量を高

め、学校の現場に役立つ実践的な研究を推進していくところに研究の意義があります。全国統一研究主題

は、全国大会の主題であることはもちろん、各地区（ブロック）、都道府県、郡市教頭会・副校長会等に

おいてもこの主題に基づいて、それぞれの実態に即した研究が進められることを願い、設定するものです。 
全国公立学校教頭会の研究主題は、全国的な広い視野に立ち、すべての会員の願いを統一した総合的な

ものです。具体的には全国共通研究課題（６課題）の中でこれを積極的に受け止め、深めていくことを期

待しています。また、必要に応じて各地でふさわしいサブテーマ等を設定し、研究の焦点化を図っていく

ことが望まれます。 
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り目の前の子供たちにしっかりと向き合い、生き生きと働いていく姿を発信していくことも重要です。 

第 12期の研究主題に設定した「未来を生きる力」とは、子供たちが時代の進展・変化に的確に対応す

る「生き抜く力」であり、自ら積極的に未来を創造していく意欲をもち行動する「生きる力」でもありま

す。第 11期の全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」で解明されたこと
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以上のことから、リーダーシップの発揮や職務遂行にあたっての自覚を持ち、自らの資質能力の向上を

目指す研究と修養を深め、共有し、改善していくことが学校運営を担う私たち副校長・教頭の責務だと考

えます。 

平成 17 年度の第７期研究から、研究期間を３年間一区切りとして進め、子供を取り巻く社会状況の変

化や教育諸改革に対応するために、以下の３点を重視し、研究に取り組んできました。第 12 期の研究は、

変貌する政治・経済状況の中で学校教育が大きく変わろうとしていることを踏まえ、第 11 期の研究を継

承し、さらに発展させることが大切であると考えます。 
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３３  研研究究方方法法  

以下の全国共通課題を定め、研究を進めていきます。研究を進めるにあたっては、副校長・教頭が日々

実践していることを基にして、「継続性、協働性、関与性」に焦点を当てた実践的研究を行うことが求め

られます。 
（（１１））全全国国共共通通研研究究課課題題  

第１課題 教育課程に関する課題 

第２課題 子供の発達に関する課題 

第３課題 教育環境整備に関する課題 

第４課題 組織・運営に関する課題 

第５課題 教職員の専門性に関する課題 

第６課題 副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題 

 
（（２２））継継続続性性、、協協働働性性、、関関与与性性にに焦焦点点をを当当ててたた実実践践研研究究（（３３ＣＣ））  
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○ 協働性──collaboration 
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第５期 「21世紀を築く学校教育の創造と教頭のあり方」 （平成９年度～平成 12年度） 

第６期 「生きる力をはぐくむ 開かれた学校づくりの推進と教頭のあり方」 

 （平成 13年度～平成 16年度） 

第７期 「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 （平成 17年度～平成 19年度） 

第８期 「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 （平成 20年度～平成 22年度） 

第９期 「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」 （平成 23年度～平成 25年度） 

第 10期「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」 （平成 26年度～平成 28年度） 

第 11期「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」 （平成 29年度～令和元年度） 

 

３３  第第 1122期期のの研研究究のの重重点点  

第 12期では、主題を「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」、キーワードとして「自立・協働・

創造」と設定しました。これは、第３期教育振興基本計画の「今後の教育政策に関する基本的な方針」に

おける「１ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する」と「２ 社会の持続的な

発展を牽引するための多様な力を育成する」の二つをもとにしています。 

 

（（１１））主主題題ににつついいてて  

① 未来を生きる力 

「未来を生きる力」とは、子供たちが時代の進展・変化に的確に対応する「生きる力」であり、自

ら積極的に未来を創造していく意欲を持ち行動する「生きる力」です。 

もちろん、第 11期の研究主題に掲げられていた「豊かな人間性と創造性」は「生きる力」の中心的

なものと考えています。「豊かな人間性」とは、自らを律しつつ他人とともに協調し、他人を思いやる

心、人間としてのやさしさや人との絆、きめ細やかな感性、夢をもつ想像力などを示しています。「創

造性」は、学んだことを生かして新しいものを生み出そうとする夢をもち、困難な中にあっても粘り

強く、その困難に挑戦し乗り越えていく意欲などです。 

特に、人との絆を大事にし、自分の個性を生かしながら自ら考え行動し他者と協働しながら現状を

打破する、リーダーシップやチームワークを発揮し新しい価値を生み出す、未来を拓く資質や能力を

育成することは、引き続き重視し、発展させていきます。 

② 魅力ある学校づくり 

学習指導要領の前文にもあるように、「よりよい学校を通して、よりよい社会を創る」という理念を

受け、社会に開かれた教育課程の実現にむけて、副校長・教頭として「魅力ある学校づくり」に取り

組んでいくことが重要です。子供たちが笑顔で学校に通い、安心して教育を受けられることはもちろ

ん、保護者や地域住民の方たちに信頼され魅力を感じていただける「魅力ある開かれた学校づくり」

に取り組まなければなりません。 

同時に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のため、学校における働

き方改革の着実な具現化を図り、教師にとっても「魅力ある学校」となるように努めていかなければ

なりません。教職の魅力を発信し、新たな時代の教育に対応できる質の高い教師の確保につなげてい

きます。 

 

（（２２））キキーーワワーードド「「自自立立・・協協働働・・創創造造」」ににつついいてて  

第３期教育振興基本計画の「Ⅲ.2030年以降の社会を展望した教育政策の重点事項」には、『第２期教

育振興基本計画（以下「第２期計画」という。）で掲げた「自立」「協働」「創造」の三つの方向性を実現 
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（（１１））「「代代表表参参加加制制」」  

参加者は、個人参加ではなく各都道府県教頭会・副校長会を代表として参加(代表参加)していると

いう使命感と責任感を持ち、質の高い研究討議を行い切磋琢磨することで、職能を高めることをねら

いとしています。また、代表参加者が単位教頭会・副校長会会員に直接・間接的に研究協議等の様子

を報告することで、全国統一研究主題に迫る取組の振り返りと全国の教頭会の様々な取組状況やその

成果と課題を共有し、会員の意識向上につながると考えています。 

 
（（２２））「「参参加加型型のの分分科科会会」」  

参加者自身が主体的な学習者となるように配慮し、「参加型」にしたことで、以前と比べると参加者

の意欲が高まり、より充実した振り返りが行われるようになりました。この「参加型」研修は、現代

の子供たちに、学び合う・関わり合うことが求められていることにも通じており、一斉型の授業から

児童・生徒、教師も学び合う学習、つまりは教師と子供の関わりだけでなく、子供同士の関わりや教

師同士の関わりを大切にした、校内研修や授業の改善まで視野に入れた取組であると考えます。 

  

（（３３））「「開開かかれれたた大大会会」」  

副校長・教頭の取組や職務内容は、外部の方々に対しての発信は十分なものではありませんでした。

しかし、マスコミ等の報道を通して副校長・教頭の激務や「全国公立学校教頭会の調査」結果がしば

しば取り上げられるようになったこともあり、全国公立学校教頭会として外部の方々に対して積極的

に情報発信し、「外に開く」必要性を感じています。 
全国や都道府県単位で開催する研究大会に、外部の方々が直接参加される機会は多くないかもしれ

ませんが、地域や保護者への説明責任・情報発信は必要不可欠です。各地域での副校長・教頭の活動

においても、必要に応じて外部の方々と意見交換を行い様々な職種の方を講師に招いて講演をしてい

ただくことなどは大切なことです。 
また、大会等を通して得た情報は単位教頭会・副校長会や勤務校の教職員などへ積極的に伝え、「内

に開く」姿勢を示すことは、学校管理職である副校長・教頭に必要不可欠であると考えます。 
 

２２  研研究究のの継継続続  

全国公立学校教頭会の研究の基本方針は、「学校教育の課題の解明に努める」「副校長・教頭職の職務

内容や職務機能を追究する」「研究成果を政策提言（要請活動）に生かす」ことです。言い換えれば学校

教育目標の達成を目指し、各地区教頭会・副校長会との連携のもとに組織的・継続的な研究を推進する

ことによって自らの職能の向上を図りつつ、副校長・教頭の職責を全うすることです。 

昭和 52 年以来この方針は一貫しており、11期にわたって研究を積み上げてきました。第 12期の研究

も、第 11期の研究を継承し発展させることが大切であると考えます。 

≪≪第第１１期期かかららのの全全国国統統一一研研究究主主題題≫≫  

第１期 「豊かな人間性を育てる学校教育の推進と教頭のあり方」  （昭和 52年度～昭和 59年度） 

第２期 「国民の信託に応える学校教育の推進と教頭のあり方」  （昭和 60年度～昭和 63年度） 

第３期 「21世紀を目指す学校教育の推進と教頭のあり方」  （平成元年度～平成４年度） 

第４期 「21世紀を目指す学校教育の創造と教頭のあり方」  （平成５年度～平成８年度） 

P00-30.indd   4P00-30.indd   4 2021/04/14   15:57:352021/04/14   15:57:35



１２

 

 - 3 -

 

- 5 - 

 

第５期 「21世紀を築く学校教育の創造と教頭のあり方」 （平成９年度～平成 12年度） 

第６期 「生きる力をはぐくむ 開かれた学校づくりの推進と教頭のあり方」 

 （平成 13年度～平成 16年度） 

第７期 「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 （平成 17年度～平成 19年度） 

第８期 「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 （平成 20年度～平成 22年度） 

第９期 「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」 （平成 23年度～平成 25年度） 

第 10期「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」 （平成 26年度～平成 28年度） 

第 11期「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」 （平成 29年度～令和元年度） 

 

３３  第第 1122期期のの研研究究のの重重点点  

第 12期では、主題を「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」、キーワードとして「自立・協働・

創造」と設定しました。これは、第３期教育振興基本計画の「今後の教育政策に関する基本的な方針」に

おける「１ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する」と「２ 社会の持続的な

発展を牽引するための多様な力を育成する」の二つをもとにしています。 

 

（（１１））主主題題ににつついいてて  

① 未来を生きる力 

「未来を生きる力」とは、子供たちが時代の進展・変化に的確に対応する「生きる力」であり、自

ら積極的に未来を創造していく意欲を持ち行動する「生きる力」です。 

もちろん、第 11期の研究主題に掲げられていた「豊かな人間性と創造性」は「生きる力」の中心的

なものと考えています。「豊かな人間性」とは、自らを律しつつ他人とともに協調し、他人を思いやる

心、人間としてのやさしさや人との絆、きめ細やかな感性、夢をもつ想像力などを示しています。「創

造性」は、学んだことを生かして新しいものを生み出そうとする夢をもち、困難な中にあっても粘り

強く、その困難に挑戦し乗り越えていく意欲などです。 

特に、人との絆を大事にし、自分の個性を生かしながら自ら考え行動し他者と協働しながら現状を

打破する、リーダーシップやチームワークを発揮し新しい価値を生み出す、未来を拓く資質や能力を

育成することは、引き続き重視し、発展させていきます。 

② 魅力ある学校づくり 

学習指導要領の前文にもあるように、「よりよい学校を通して、よりよい社会を創る」という理念を

受け、社会に開かれた教育課程の実現にむけて、副校長・教頭として「魅力ある学校づくり」に取り

組んでいくことが重要です。子供たちが笑顔で学校に通い、安心して教育を受けられることはもちろ

ん、保護者や地域住民の方たちに信頼され魅力を感じていただける「魅力ある開かれた学校づくり」

に取り組まなければなりません。 

同時に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のため、学校における働

き方改革の着実な具現化を図り、教師にとっても「魅力ある学校」となるように努めていかなければ

なりません。教職の魅力を発信し、新たな時代の教育に対応できる質の高い教師の確保につなげてい

きます。 

 

（（２２））キキーーワワーードド「「自自立立・・協協働働・・創創造造」」ににつついいてて  

第３期教育振興基本計画の「Ⅲ.2030年以降の社会を展望した教育政策の重点事項」には、『第２期教

育振興基本計画（以下「第２期計画」という。）で掲げた「自立」「協働」「創造」の三つの方向性を実現 

 

- 4 - 

 

（（１１））「「代代表表参参加加制制」」  

参加者は、個人参加ではなく各都道府県教頭会・副校長会を代表として参加(代表参加)していると

いう使命感と責任感を持ち、質の高い研究討議を行い切磋琢磨することで、職能を高めることをねら

いとしています。また、代表参加者が単位教頭会・副校長会会員に直接・間接的に研究協議等の様子

を報告することで、全国統一研究主題に迫る取組の振り返りと全国の教頭会の様々な取組状況やその

成果と課題を共有し、会員の意識向上につながると考えています。 

 
（（２２））「「参参加加型型のの分分科科会会」」  

参加者自身が主体的な学習者となるように配慮し、「参加型」にしたことで、以前と比べると参加者

の意欲が高まり、より充実した振り返りが行われるようになりました。この「参加型」研修は、現代

の子供たちに、学び合う・関わり合うことが求められていることにも通じており、一斉型の授業から

児童・生徒、教師も学び合う学習、つまりは教師と子供の関わりだけでなく、子供同士の関わりや教

師同士の関わりを大切にした、校内研修や授業の改善まで視野に入れた取組であると考えます。 

  

（（３３））「「開開かかれれたた大大会会」」  

副校長・教頭の取組や職務内容は、外部の方々に対しての発信は十分なものではありませんでした。

しかし、マスコミ等の報道を通して副校長・教頭の激務や「全国公立学校教頭会の調査」結果がしば

しば取り上げられるようになったこともあり、全国公立学校教頭会として外部の方々に対して積極的

に情報発信し、「外に開く」必要性を感じています。 
全国や都道府県単位で開催する研究大会に、外部の方々が直接参加される機会は多くないかもしれ

ませんが、地域や保護者への説明責任・情報発信は必要不可欠です。各地域での副校長・教頭の活動

においても、必要に応じて外部の方々と意見交換を行い様々な職種の方を講師に招いて講演をしてい

ただくことなどは大切なことです。 
また、大会等を通して得た情報は単位教頭会・副校長会や勤務校の教職員などへ積極的に伝え、「内

に開く」姿勢を示すことは、学校管理職である副校長・教頭に必要不可欠であると考えます。 
 

２２  研研究究のの継継続続  

全国公立学校教頭会の研究の基本方針は、「学校教育の課題の解明に努める」「副校長・教頭職の職務

内容や職務機能を追究する」「研究成果を政策提言（要請活動）に生かす」ことです。言い換えれば学校

教育目標の達成を目指し、各地区教頭会・副校長会との連携のもとに組織的・継続的な研究を推進する

ことによって自らの職能の向上を図りつつ、副校長・教頭の職責を全うすることです。 

昭和 52 年以来この方針は一貫しており、11期にわたって研究を積み上げてきました。第 12期の研究

も、第 11期の研究を継承し発展させることが大切であると考えます。 

≪≪第第１１期期かかららのの全全国国統統一一研研究究主主題題≫≫  

第１期 「豊かな人間性を育てる学校教育の推進と教頭のあり方」  （昭和 52年度～昭和 59年度） 

第２期 「国民の信託に応える学校教育の推進と教頭のあり方」  （昭和 60年度～昭和 63年度） 

第３期 「21世紀を目指す学校教育の推進と教頭のあり方」  （平成元年度～平成４年度） 

第４期 「21世紀を目指す学校教育の創造と教頭のあり方」  （平成５年度～平成８年度） 
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ⅢⅢ  全全国国共共通通研研究究課課題題（（６６課課題題））ににつついいてて  

１１  研研究究主主題題とと全全国国共共通通研研究究課課題題  

全国共通研究課題は、第６期までは 10課題（①教育目標・教育理念 ②教育課程 ③生徒指導・進路指

導 ④人間尊重の教育 ⑤組織・運営 ⑥教職員の指導 ⑦施設・設備及び事務 ⑧ＰＴＡ及び地域社会 ⑨教

育行財政 ⑩教頭の職務）となっていましたが、系統立てて整理統合され第７期の研究から現在の６課題

の形になりました。研究主題と全国共通研究６課題は、下に示すようなイメージでとらえています。６課

題はそれぞれ独立しているものではなく、相互に関連し合っている面があります。 

そこで、単位教頭会・副校長会等で研究テーマを設定する際は、６課題のうちのどれにポイントを置い

た研究なのかを確認することが大切です。 
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するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き続き継承し、教育改革の取組を力強く進めて

いく必要がある。』と示されています。第２期計画で、我が国に求められているものは、「自立」「協働」

「創造」であると明確に示されていたこの三つの方向性は、第 12期の研究主題でも、キーワードとして

継承していきます。 

 

（（３３））研研究究のの重重点点ににつついいてて  

第 12 期では、児童生徒に「未来を生きる力を育む」ことのできる学校教育を目指し、引き続き全国

共通研究課題である「教育課程」「子供の発達」「教育環境整備」「組織・運営」「教職員の専門性」「副校

長・教頭の職務内容や職務機能」の点から研究を深めていきます。 

単位教頭会・副校長会等で研究テーマを設定するにあたっては、研究主題「未来を生きる力を育む魅

力ある学校づくり」との関連を図るとともに、課題の解明にあたっては「自立・協働・創造」をキーワ

ードに研究を進めていくことが重点となります。 

全国公立学校教頭会研究大会や全国研究部長会、中央研修大会等では、以下のような内容が今後の課

題として指摘されています。 

 

第第１１課課題題：：教教育育課課程程にに関関すするる課課題題  

○ 各校の実態を踏まえた教育課程の編成（校種間連携、家庭・地域との連携・協働、新しい教科

への対応等） 

○ カリキュラム・マネジメントを軸とした学校改善 

第第２２課課題題：：子子供供のの発発達達にに関関すするる課課題題  

○ これからの社会をたくましく生き抜く力、資質・能力の育成 

○ 児童生徒に適切な対応や指導を行うための校内体制づくり 

第第３３課課題題：：教教育育環環境境整整備備にに関関すするる課課題題  

○ 防災体制、安全管理に関わる環境整備の推進 

○ 教育の情報化への対応（ＩＣＴに関する学校環境の整備） 

第第４４課課題題：：組組織織・・運運営営にに関関すするる課課題題  

○ 地域とのつながり（コミュニティ・スクール等）、学校間のつながりの構築に向けた方策 

○ 様々な状況に適切に対応できる危機管理体制の強化 

第第５５課課題題：：教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題  

○ 教職員の協働体制づくりと、学校運営への参画意識の高揚 

○ 教職員の力量の向上につなげる校内研修体制づくり 

第第６６課課題題：：副副校校長長・・教教頭頭のの職職務務内内容容やや職職務務機機能能にに迫迫るる課課題題 

○ 多様化、複雑化する課題への組織的な対応の在り方 

○ ワーク・ライフ・バランスを重視した労働環境づくり 

 

 

 

次章に示す全国共通研究課題については、各課題の趣旨及び視点や内容を整理し、各課題の特性を明確

化するよう努めました。組織的・実践的に研究に取り組む際には、研究の視点や内容例を参考に進められ

るよう願います。特に、「継続性」「協働性」「関与性」を念頭におきながら、学校現場での実践的な研究

を推進し、第 12期の研究の一層の充実を図りたいと考えます。 
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するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き続き継承し、教育改革の取組を力強く進めて

いく必要がある。』と示されています。第２期計画で、我が国に求められているものは、「自立」「協働」

「創造」であると明確に示されていたこの三つの方向性は、第 12期の研究主題でも、キーワードとして

継承していきます。 

 

（（３３））研研究究のの重重点点ににつついいてて  

第 12 期では、児童生徒に「未来を生きる力を育む」ことのできる学校教育を目指し、引き続き全国

共通研究課題である「教育課程」「子供の発達」「教育環境整備」「組織・運営」「教職員の専門性」「副校
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第第４４課課題題：：組組織織・・運運営営にに関関すするる課課題題  

○ 地域とのつながり（コミュニティ・スクール等）、学校間のつながりの構築に向けた方策 

○ 様々な状況に適切に対応できる危機管理体制の強化 

第第５５課課題題：：教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題  

○ 教職員の協働体制づくりと、学校運営への参画意識の高揚 

○ 教職員の力量の向上につなげる校内研修体制づくり 

第第６６課課題題：：副副校校長長・・教教頭頭のの職職務務内内容容やや職職務務機機能能にに迫迫るる課課題題 
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次章に示す全国共通研究課題については、各課題の趣旨及び視点や内容を整理し、各課題の特性を明確

化するよう努めました。組織的・実践的に研究に取り組む際には、研究の視点や内容例を参考に進められ

るよう願います。特に、「継続性」「協働性」「関与性」を念頭におきながら、学校現場での実践的な研究

を推進し、第 12期の研究の一層の充実を図りたいと考えます。 

 

１　教育課程

３　教育環境整備

５　教職員の専門性

２　子供の発達

４　組織・運営

６　副校長・教頭の職務
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＜＜第第２２課課題題＞＞  子子供供のの発発達達にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ これからの社会をたくましく生き抜く力、資質・能力の育成 

○ 児童生徒に適切な対応や指導を行うための校内体制づくり 

第２課題は、児童生徒の確かな学力の確実な定着や豊かな人間性の育成、健康・体力の増進に関わる課題

です。また、グローバル化、高度情報化、少子高齢化などに伴い急激に変化する予測困難な社会への対応が

求められるこれからの時代に、持続可能な社会の担い手としてたくましく未来を切り拓く力の育成や求めら

れる資質や能力を培うための教育に関わる課題でもあります。 

具体的には、「社会に開かれた教育課程」の実現をはじめ、児童生徒理解に基づく学級経営や生徒指導、キ

ャリア教育、人権教育、特別支援教育、福祉教育、環境教育、国際理解教育、情報教育（プログラミング教

育）、平和教育などの教育課題への取組、さらには自己肯定感やコミュニケーション能力、情報活用能力（情

報モラルを含む）、協働的な問題発見・解決能力などの育成に関わる取組が必要とされています。 

以上のように、ここでは児童生徒の発達を支援するための教育や、現在求められている先を見据えた教育

課題への対応など、多岐にわたる教育内容を取り上げていきます。これらの課題解決にあたっては、未来を

生きる児童生徒に求められる資質・能力を明確にし、社会と共有することが不可欠であり、家庭・地域社会、

関係諸機関、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどとの連携と協働を基盤とした校内指

導・支援体制の確立を軸に研究の推進にあたる必要があります。また、これらに対する取組方は、地域や学

校の置かれている環境等によって様々異なりますが、共通項として納得できる実践を求めて、特に副校長・

教頭としての関与性の面から明らかにすることが大切となります。さらに、児童生徒に豊かな心情を育み、

心身ともに健全な成長を支援しようとしている教職員に対して、副校長・教頭としてどう関わっていくのか

も明らかにしていく必要があります。 

 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇確確かかなな学学力力のの確確実実なな定定着着にに関関わわるるこことと  

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の取組について 

・外国語科や特別の教科 道徳の新設に伴う授業改善に向けた取組について 

・校内研究の工夫、充実について 

・家庭教育力の向上や家庭学習の充実に関する取組について 

◇◇児児童童生生徒徒のの豊豊かかなな人人間間性性のの育育成成にに関関わわるるこことと  

・規範意識や道徳的実践力の育成、人権教育の推進に向けた取組について 

・読書活動の推進について 

・小中連携によるあいさつ運動やボランティア活動などを通した活動について 

・地域連携、地域の教育力を生かした豊かな心の育成について 

・コミュニティ・スクール、学校・家庭・地域の連携と協働体制の構築について 

◇◇児児童童生生徒徒のの健健康康・・体体力力のの増増進進にに関関わわるるこことと  

・スクールカウンセラーや関係機関と連携した不登校児童生徒への組織的な対応について 

・食育の推進について 

・家庭・外部機関と連携した食物アレルギーへの対応について 

・体力向上に向けた取組について 

◇◇生生きき抜抜くく力力ややここれれかからら求求めめらられれるる資資質質・・能能力力のの育育成成にに関関わわるるこことと  

・自己肯定感やリーダーシップの醸成をはじめ、課題を発見し解決する力、コミュニケーション

能力、多様性を受容する力など、未来社会を切り拓くための資質・能力の育成を図る取組につ

いて 

・携帯電話やスマートフォンの使い方や約束、情報モラル等の指導の在り方について 

◇◇そそのの他他、、児児童童生生徒徒のの発発達達をを支支ええるる教教育育課課題題にに関関わわるるこことと  

・いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた組織的な取組の工夫について 

・特別な配慮を要する児童生徒の対応と校内体制、指導の在り方について 

・特別支援教育やインクルーシブ教育システムの充実について 
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２２  第第 1122期期のの全全国国共共通通研研究究課課題題及及びび研研究究のの視視点点とと具具体体的的内内容容  

＜＜第第１１課課題題＞＞  教教育育課課程程にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 各校の実態を踏まえた教育課程の編成（校種間連携、家庭・地域との連携・協働、新しい教科への対

応等） 
○ カリキュラム・マネジメントを軸とした学校改善 
第１課題は、学校教育の根幹をなす教育課程に関する課題です。教育課程、編成、実施、評価、改善など

多岐にわたる内容を包含しています。また、教育課程には、教育理念や教育目標の設定に関する事柄のよう

に、私たちの諸先輩が、脈々と研究を重ね、実践を積んできたものがある一方で、社会の要請に応えるため

に、今日的な喫緊の課題に対応したものもあります。ここでは、それらに対して副校長・教頭は、どのよう

に積極的に関わっていくかが大きな課題となります。 
新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、新しい時代に必要となる資質・能

力の育成やそれらを踏まえた教科・領域等の新設・見直し、主体的・対話的で深い学びの視点からの学習過

程の改善等が求められています。このように、時代とともに変化していく学習指導要領の理念をいかに具現

化するかが、教育課程そのものであり、副校長・教頭として積極的に編成、実施に取り組んでいくことが、

私たちの責務です。 
また、各学校においては、自己評価、学校関係者評価、第三者評価等を通して、自らの教育活動等の成果と

課題、改善と進化の方向性を不断に検証し、組織的・継続的に学校運営の改善を図っています。そこには課題

も多く、今後も、教職員の共通理解のもと、ＰＤＣＡサイクル等の活用によるカリキュラム・マネジメントを

軸とした学校改善の取組とともに、副校長・教頭として、教育課程の評価、改善にどのように取り組んでいく

かも研究していく必要があります。さらに、各学校種間や学校・家庭・地域の連携、体験活動の充実、地域

の実態を生かした活動、コミュニティ・スクールの推進や土曜授業の在り方など、各学校の創意工夫を生か

した教育課程の編成についても、継続性、協働性、関与性などの観点から取り上げることができます。 
 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇信信頼頼さされれるる学学校校づづくくりりにに資資すするる教教育育課課程程のの編編成成・・実実施施・・評評価価にに関関すするるこことと（（カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントト））  

・教科等横断的な視点から特色ある学校づくりを進めるための教育課程の編成、実施について 
・自己評価、学校関係者評価、第三者評価の実施、改善について 
・コミュニティ・スクールの運営について 
・学校として、積極的な情報提供や説明責任をどう果たすかについて 

◇◇教教育育目目標標のの設設定定とと具具現現化化にに関関すするるこことと  

・教育目標の設定や改善にあたり、学校と社会との目標共有化をどう図るかについて 

◇◇社社会会にに開開かかれれたた教教育育課課程程のの実実現現にに関関すするるこことと  

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善について  

・特別の教科 道徳への取組について 

・言語活動や理数教育、小学校外国語活動・外国語科の充実について  

・伝統や文化に関する教育の充実について  

・地域の教育力の活用を図る教育課程の工夫について 

◇◇幼幼・・保保・・小小・・中中・・高高・・特特別別支支援援学学校校のの連連携携にに関関すするるこことと  

・各学校種間の連携と学校段階等間の接続にどのように取り組むかについて 

・小１プロブレム、中１ギャップ等の課題にどう取り組むかについて 

◇◇小小中中一一貫貫教教育育にに関関すするるこことと  

・小中一貫教育における教育課程の編成について  

◇◇ココミミュュニニテティィ・・ススククーールル、、土土曜曜授授業業、、地地域域連連携携にに関関すするるこことと  

・地域や社会の要請にどのように配慮するかについて  

・学校運営協議会などの運営について 
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＜＜第第２２課課題題＞＞  子子供供のの発発達達にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ これからの社会をたくましく生き抜く力、資質・能力の育成 

○ 児童生徒に適切な対応や指導を行うための校内体制づくり 

第２課題は、児童生徒の確かな学力の確実な定着や豊かな人間性の育成、健康・体力の増進に関わる課題

です。また、グローバル化、高度情報化、少子高齢化などに伴い急激に変化する予測困難な社会への対応が

求められるこれからの時代に、持続可能な社会の担い手としてたくましく未来を切り拓く力の育成や求めら

れる資質や能力を培うための教育に関わる課題でもあります。 

具体的には、「社会に開かれた教育課程」の実現をはじめ、児童生徒理解に基づく学級経営や生徒指導、キ

ャリア教育、人権教育、特別支援教育、福祉教育、環境教育、国際理解教育、情報教育（プログラミング教

育）、平和教育などの教育課題への取組、さらには自己肯定感やコミュニケーション能力、情報活用能力（情

報モラルを含む）、協働的な問題発見・解決能力などの育成に関わる取組が必要とされています。 

以上のように、ここでは児童生徒の発達を支援するための教育や、現在求められている先を見据えた教育

課題への対応など、多岐にわたる教育内容を取り上げていきます。これらの課題解決にあたっては、未来を

生きる児童生徒に求められる資質・能力を明確にし、社会と共有することが不可欠であり、家庭・地域社会、

関係諸機関、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどとの連携と協働を基盤とした校内指

導・支援体制の確立を軸に研究の推進にあたる必要があります。また、これらに対する取組方は、地域や学

校の置かれている環境等によって様々異なりますが、共通項として納得できる実践を求めて、特に副校長・

教頭としての関与性の面から明らかにすることが大切となります。さらに、児童生徒に豊かな心情を育み、

心身ともに健全な成長を支援しようとしている教職員に対して、副校長・教頭としてどう関わっていくのか

も明らかにしていく必要があります。 

 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇確確かかなな学学力力のの確確実実なな定定着着にに関関わわるるこことと  

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の取組について 

・外国語科や特別の教科 道徳の新設に伴う授業改善に向けた取組について 

・校内研究の工夫、充実について 

・家庭教育力の向上や家庭学習の充実に関する取組について 

◇◇児児童童生生徒徒のの豊豊かかなな人人間間性性のの育育成成にに関関わわるるこことと  

・規範意識や道徳的実践力の育成、人権教育の推進に向けた取組について 

・読書活動の推進について 

・小中連携によるあいさつ運動やボランティア活動などを通した活動について 

・地域連携、地域の教育力を生かした豊かな心の育成について 

・コミュニティ・スクール、学校・家庭・地域の連携と協働体制の構築について 

◇◇児児童童生生徒徒のの健健康康・・体体力力のの増増進進にに関関わわるるこことと  

・スクールカウンセラーや関係機関と連携した不登校児童生徒への組織的な対応について 

・食育の推進について 

・家庭・外部機関と連携した食物アレルギーへの対応について 

・体力向上に向けた取組について 

◇◇生生きき抜抜くく力力ややここれれかからら求求めめらられれるる資資質質・・能能力力のの育育成成にに関関わわるるこことと  

・自己肯定感やリーダーシップの醸成をはじめ、課題を発見し解決する力、コミュニケーション

能力、多様性を受容する力など、未来社会を切り拓くための資質・能力の育成を図る取組につ

いて 

・携帯電話やスマートフォンの使い方や約束、情報モラル等の指導の在り方について 

◇◇そそのの他他、、児児童童生生徒徒のの発発達達をを支支ええるる教教育育課課題題にに関関わわるるこことと  

・いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた組織的な取組の工夫について 

・特別な配慮を要する児童生徒の対応と校内体制、指導の在り方について 

・特別支援教育やインクルーシブ教育システムの充実について 
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２２  第第 1122期期のの全全国国共共通通研研究究課課題題及及びび研研究究のの視視点点とと具具体体的的内内容容  

＜＜第第１１課課題題＞＞  教教育育課課程程にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 各校の実態を踏まえた教育課程の編成（校種間連携、家庭・地域との連携・協働、新しい教科への対

応等） 
○ カリキュラム・マネジメントを軸とした学校改善 
第１課題は、学校教育の根幹をなす教育課程に関する課題です。教育課程、編成、実施、評価、改善など

多岐にわたる内容を包含しています。また、教育課程には、教育理念や教育目標の設定に関する事柄のよう

に、私たちの諸先輩が、脈々と研究を重ね、実践を積んできたものがある一方で、社会の要請に応えるため

に、今日的な喫緊の課題に対応したものもあります。ここでは、それらに対して副校長・教頭は、どのよう

に積極的に関わっていくかが大きな課題となります。 
新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、新しい時代に必要となる資質・能

力の育成やそれらを踏まえた教科・領域等の新設・見直し、主体的・対話的で深い学びの視点からの学習過

程の改善等が求められています。このように、時代とともに変化していく学習指導要領の理念をいかに具現

化するかが、教育課程そのものであり、副校長・教頭として積極的に編成、実施に取り組んでいくことが、

私たちの責務です。 
また、各学校においては、自己評価、学校関係者評価、第三者評価等を通して、自らの教育活動等の成果と

課題、改善と進化の方向性を不断に検証し、組織的・継続的に学校運営の改善を図っています。そこには課題

も多く、今後も、教職員の共通理解のもと、ＰＤＣＡサイクル等の活用によるカリキュラム・マネジメントを

軸とした学校改善の取組とともに、副校長・教頭として、教育課程の評価、改善にどのように取り組んでいく

かも研究していく必要があります。さらに、各学校種間や学校・家庭・地域の連携、体験活動の充実、地域

の実態を生かした活動、コミュニティ・スクールの推進や土曜授業の在り方など、各学校の創意工夫を生か

した教育課程の編成についても、継続性、協働性、関与性などの観点から取り上げることができます。 
 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇信信頼頼さされれるる学学校校づづくくりりにに資資すするる教教育育課課程程のの編編成成・・実実施施・・評評価価にに関関すするるこことと（（カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントト））  

・教科等横断的な視点から特色ある学校づくりを進めるための教育課程の編成、実施について 
・自己評価、学校関係者評価、第三者評価の実施、改善について 
・コミュニティ・スクールの運営について 
・学校として、積極的な情報提供や説明責任をどう果たすかについて 

◇◇教教育育目目標標のの設設定定とと具具現現化化にに関関すするるこことと  

・教育目標の設定や改善にあたり、学校と社会との目標共有化をどう図るかについて 

◇◇社社会会にに開開かかれれたた教教育育課課程程のの実実現現にに関関すするるこことと  

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善について  

・特別の教科 道徳への取組について 

・言語活動や理数教育、小学校外国語活動・外国語科の充実について  

・伝統や文化に関する教育の充実について  

・地域の教育力の活用を図る教育課程の工夫について 

◇◇幼幼・・保保・・小小・・中中・・高高・・特特別別支支援援学学校校のの連連携携にに関関すするるこことと  

・各学校種間の連携と学校段階等間の接続にどのように取り組むかについて 

・小１プロブレム、中１ギャップ等の課題にどう取り組むかについて 

◇◇小小中中一一貫貫教教育育にに関関すするるこことと  

・小中一貫教育における教育課程の編成について  

◇◇ココミミュュニニテティィ・・ススククーールル、、土土曜曜授授業業、、地地域域連連携携にに関関すするるこことと  

・地域や社会の要請にどのように配慮するかについて  

・学校運営協議会などの運営について 
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＜＜第第４４課課題題＞＞  組組織織・・運運営営にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 地域とのつながり（コミュニティ・スクール等）、学校間のつながりの構築に向けた方策 

○ 様々な状況に適切に対応できる危機管理体制の強化 

第４課題は、学校が組織として有効に機能し、学校を取りまく様々な課題に適正且つ迅速に対応ができる

体制づくりに関わる課題です。校務処理の能率化や校内コミュニケーションの活性化などの課題から、組織

マネジメントを生かした学校経営など、幅広い課題があります。 

近年、地域の力を学校経営に生かすためのコミュニティ・スクールの取組や、様々な問題に対応していく

ための外部専門機関との連携、幼・保・小・中・高・特別支援学校の各異校種の連携についてなど、校内に

とどまらず、外部地域社会との連携を推進する取組が多くなされています。また、児童生徒の問題行動や教

職員の不祥事、保護者・地域からの苦情への対応、個人情報の保護、防災、減災、防犯など様々な状況に適

切に対応できる危機管理強化の取組も重要になっており、このような取組の窓口になっているのは、多くの

場合、副校長・教頭となっています。 

これらの取組が、教育効果の高いものとなるためには、個々の教職員の活動が有機的に結びつき、組織が

有効に機能する体制のもと、持続可能な取組とすることが大切です。 

 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇学学校校運運営営全全般般にに関関すするるこことと  

・学校運営の活性化を図るための組織及び運営について 

・組織マネジメントの手法を生かした学校経営について 

◇◇人人材材育育成成やや組組織織力力向向上上にに関関すするるこことと  

・「チームとしての学校」の推進について 

・組織力を向上させるためのミドルリーダーの育成について 

・教職員個々の資質・能力を伸ばすための教職員評価の在り方について 

・協働的な学びと豊かな同僚性をもった教職員集団を育てる組織づくりや運営について 

・校内コミュニケーションを活性化させ、意欲の向上を図る手立てについて 

◇◇危危機機管管理理やや情情報報管管理理にに関関すするるこことと  

・学校危機管理体制の確立について 

・コンプライアンスを高める組織について 

・情報公開、個人情報の保護・管理の推進について 

◇◇地地域域連連携携（（ココミミュュニニテティィ・・ススククーールルななどど））にに関関すするるこことと  

・地域の力を学校組織の活性化に生かすための副校長・教頭としての取組について 

・家庭や地域社会との継続的な連携・協働を可能にする組織づくりや運営について 

・外部専門機関との連携について 

◇◇異異校校種種連連携携にに関関すするるこことと  

・異校種間の連携を生かし、発展させていくための取組について 

・小中一貫教育における教職員の主体的な取組を促すための副校長・教頭の役割について 

◇◇そそのの他他、、組組織織・・運運営営にに関関すするるこことと  

・教職員の年齢構成のアンバランスへの対応について 

・教職員の健康の維持増進やメンタルヘルスを踏まえた組織や運営について 

・教育特区での取組の生かし方について 

・校務処理等の効率化を図るための業務改善について 

・教職員の働き方改革について 

・事務サポートについて 
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＜＜第第３３課課題題＞＞  教教育育環環境境整整備備にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 防災体制、安全管理に関わる環境整備の推進 

○ 教育の情報化への対応（ＩＣＴに関する学校環境の整備） 

第３課題は、「魅力ある学校づくり」を支える環境整備に関わる課題です。 

学校と家庭及び地域社会との協力と連携は、「信頼される学校」「開かれた学校」「特色ある学校」「地域と

共にある学校」を支える環境づくりのために必要なものです。たとえば、魅力ある授業づくりや学校行事・

学校運営のために、家庭及び地域社会との連携などが必要となります。その際、副校長・教頭としての関わ

りを明らかにして研究を進めることが求められ、情報公開への対応などが重要な課題となります。また、校

区の幼・保・小・中・高・特別支援学校が積極的に情報を共有して協力体制をとっていくことも重要となり

ます。 

さらに、最近の想定を超えた自然災害に対し、地域や周辺環境、学校規模に応じた防災体制を学校として

どう整えていくかは喫緊の課題です。また、児童生徒の安全を守り、登下校での事件事故をどのように防い

でいくのか、学校事故への対処や施設などの安全管理に関することも不可欠になってきています。 

また、教育の情報化への対策として ICT機器や学校間の情報共有システムの充実を進める必要があります。

プログラミング学習等、今後必要とされる学校環境整備が課題となっています。 

そこで、施設・設備の効果的な活用、安全の保持、教材教具・教育機器・各種資料の整備充実、文書事務・

経理事務の適正な運用と管理などが課題として挙げられます。そして、学校を支える必要条件として、行政

と学校の関係、学校予算、定数改善、処遇などの問題、へき地・離島や学校規模などの課題に対して、副校

長・教頭としての関与性の観点から課題解決に迫ることが大切です。 

 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇児児童童生生徒徒のの安安心心安安全全にに関関すするるこことと  

・登下校時の安全を守る方策について 

・学校事故における対処の在り方について 

◇◇学学校校のの施施設設設設備備にに関関すするるこことと  

・施設設備の効果的な活用とその在り方について 

・防災拠点としての施設設備の活用について 

・災害時における避難場所の運営と行政との連携の在り方について 

◇◇学学校校、、家家庭庭、、地地域域ととのの連連携携とと協協働働にに関関すするるこことと  

・ＰＴＡ活動の在り方と連携について 

・地域人材や専門機関の活用と組織体制づくりについて 

・地域社会とのつながりと地域の教育力の向上について 

◇◇学学校校規規模模適適正正化化にに関関すするるこことと  

・学校の統廃合における教育問題の対応について 

・へき地、離島における教育問題とその対応策について 

・小規模校における教育内容や教育方法の改善について 

◇◇文文書書事事務務、、経経理理事事務務のの管管理理にに関関すするるこことと  

・学校予算の適正な編成、執行の在り方について 

・学校事務職員との連携の在り方について 

・合理的、効率的な文書事務の在り方について 

◇◇教教育育のの情情報報化化にに関関すするるこことと  

・学校における情報化を進めるための方策について 

・ＩＣＴ環境の整備と活用の在り方について 
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＜＜第第４４課課題題＞＞  組組織織・・運運営営にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 地域とのつながり（コミュニティ・スクール等）、学校間のつながりの構築に向けた方策 

○ 様々な状況に適切に対応できる危機管理体制の強化 

第４課題は、学校が組織として有効に機能し、学校を取りまく様々な課題に適正且つ迅速に対応ができる

体制づくりに関わる課題です。校務処理の能率化や校内コミュニケーションの活性化などの課題から、組織

マネジメントを生かした学校経営など、幅広い課題があります。 

近年、地域の力を学校経営に生かすためのコミュニティ・スクールの取組や、様々な問題に対応していく

ための外部専門機関との連携、幼・保・小・中・高・特別支援学校の各異校種の連携についてなど、校内に

とどまらず、外部地域社会との連携を推進する取組が多くなされています。また、児童生徒の問題行動や教

職員の不祥事、保護者・地域からの苦情への対応、個人情報の保護、防災、減災、防犯など様々な状況に適

切に対応できる危機管理強化の取組も重要になっており、このような取組の窓口になっているのは、多くの

場合、副校長・教頭となっています。 

これらの取組が、教育効果の高いものとなるためには、個々の教職員の活動が有機的に結びつき、組織が

有効に機能する体制のもと、持続可能な取組とすることが大切です。 

 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇学学校校運運営営全全般般にに関関すするるこことと  

・学校運営の活性化を図るための組織及び運営について 

・組織マネジメントの手法を生かした学校経営について 

◇◇人人材材育育成成やや組組織織力力向向上上にに関関すするるこことと  

・「チームとしての学校」の推進について 

・組織力を向上させるためのミドルリーダーの育成について 

・教職員個々の資質・能力を伸ばすための教職員評価の在り方について 

・協働的な学びと豊かな同僚性をもった教職員集団を育てる組織づくりや運営について 

・校内コミュニケーションを活性化させ、意欲の向上を図る手立てについて 

◇◇危危機機管管理理やや情情報報管管理理にに関関すするるこことと  

・学校危機管理体制の確立について 

・コンプライアンスを高める組織について 

・情報公開、個人情報の保護・管理の推進について 

◇◇地地域域連連携携（（ココミミュュニニテティィ・・ススククーールルななどど））にに関関すするるこことと  

・地域の力を学校組織の活性化に生かすための副校長・教頭としての取組について 

・家庭や地域社会との継続的な連携・協働を可能にする組織づくりや運営について 

・外部専門機関との連携について 

◇◇異異校校種種連連携携にに関関すするるこことと  

・異校種間の連携を生かし、発展させていくための取組について 

・小中一貫教育における教職員の主体的な取組を促すための副校長・教頭の役割について 

◇◇そそのの他他、、組組織織・・運運営営にに関関すするるこことと  

・教職員の年齢構成のアンバランスへの対応について 

・教職員の健康の維持増進やメンタルヘルスを踏まえた組織や運営について 

・教育特区での取組の生かし方について 

・校務処理等の効率化を図るための業務改善について 

・教職員の働き方改革について 

・事務サポートについて 
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＜＜第第３３課課題題＞＞  教教育育環環境境整整備備にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 防災体制、安全管理に関わる環境整備の推進 

○ 教育の情報化への対応（ＩＣＴに関する学校環境の整備） 

第３課題は、「魅力ある学校づくり」を支える環境整備に関わる課題です。 

学校と家庭及び地域社会との協力と連携は、「信頼される学校」「開かれた学校」「特色ある学校」「地域と

共にある学校」を支える環境づくりのために必要なものです。たとえば、魅力ある授業づくりや学校行事・

学校運営のために、家庭及び地域社会との連携などが必要となります。その際、副校長・教頭としての関わ

りを明らかにして研究を進めることが求められ、情報公開への対応などが重要な課題となります。また、校

区の幼・保・小・中・高・特別支援学校が積極的に情報を共有して協力体制をとっていくことも重要となり

ます。 

さらに、最近の想定を超えた自然災害に対し、地域や周辺環境、学校規模に応じた防災体制を学校として

どう整えていくかは喫緊の課題です。また、児童生徒の安全を守り、登下校での事件事故をどのように防い

でいくのか、学校事故への対処や施設などの安全管理に関することも不可欠になってきています。 

また、教育の情報化への対策として ICT機器や学校間の情報共有システムの充実を進める必要があります。

プログラミング学習等、今後必要とされる学校環境整備が課題となっています。 

そこで、施設・設備の効果的な活用、安全の保持、教材教具・教育機器・各種資料の整備充実、文書事務・

経理事務の適正な運用と管理などが課題として挙げられます。そして、学校を支える必要条件として、行政

と学校の関係、学校予算、定数改善、処遇などの問題、へき地・離島や学校規模などの課題に対して、副校

長・教頭としての関与性の観点から課題解決に迫ることが大切です。 

 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇児児童童生生徒徒のの安安心心安安全全にに関関すするるこことと  

・登下校時の安全を守る方策について 

・学校事故における対処の在り方について 

◇◇学学校校のの施施設設設設備備にに関関すするるこことと  

・施設設備の効果的な活用とその在り方について 

・防災拠点としての施設設備の活用について 

・災害時における避難場所の運営と行政との連携の在り方について 

◇◇学学校校、、家家庭庭、、地地域域ととのの連連携携とと協協働働にに関関すするるこことと  

・ＰＴＡ活動の在り方と連携について 

・地域人材や専門機関の活用と組織体制づくりについて 

・地域社会とのつながりと地域の教育力の向上について 

◇◇学学校校規規模模適適正正化化にに関関すするるこことと  

・学校の統廃合における教育問題の対応について 

・へき地、離島における教育問題とその対応策について 

・小規模校における教育内容や教育方法の改善について 

◇◇文文書書事事務務、、経経理理事事務務のの管管理理にに関関すするるこことと  

・学校予算の適正な編成、執行の在り方について 

・学校事務職員との連携の在り方について 

・合理的、効率的な文書事務の在り方について 

◇◇教教育育のの情情報報化化にに関関すするるこことと  

・学校における情報化を進めるための方策について 

・ＩＣＴ環境の整備と活用の在り方について 
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＜＜第第６６課課題題＞＞  副副校校長長・・教教頭頭のの職職務務内内容容やや職職務務機機能能にに迫迫るる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 多様化、複雑化する課題への組織的な対応の在り方 
○ ワーク・ライフ・バランスを重視した労働環境づくり 
第６課題は、副校長･教頭が担うべき職務内容や学校組織における職務機能について、現状を踏まえ、ある

べき姿に迫る課題です。研究主題「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」に迫るため、学校づくり

の要となる副校長･教頭が、やりがいをもって生き生きと職務に当たるよう、その職務内容や職務機能につい

て議論を深めることが求められています。 
特に、「学校における働き方改革」は政策課題の柱の一つとなり、中でも副校長･教頭の長時間勤務は喫緊

の課題となっています。全国公立学校教頭会で毎年実施している「全国公立学校教頭会の調査」の分析結果

をもとに、その実態が多くの自治体や報道機関にも取り上げられ、世論形成にも活用されています。また、

これまでも調査結果を受けて、「文教施策･文教関連法並びに予算措置等に関する要請」において、政策提言

に盛り込まれています。 
全国公立学校教頭会の活動において、「研究･研修活動」と両輪の柱となる「要請活動」が、調査結果に基

づくものであるとの認識に立ち、その一連の流れの裏付けとなる副校長･教頭の職務内容や職務機能の実態を

整理･共有することが大切です。そして、その改善に向けて議論を重ね、要請活動や政策提言にまとめていく

ことが第６課題の核となります。さらに、副校長･教頭が、校長の学校経営方針のもと、自校の職務内容の整

理、職務機能の充実につなげることが大切です。継続性、協働性、関与性を軸に、次の視点が具体的内容の

例として考えられます。 
 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇チチーームム学学校校ににおおけけるる職職務務内内容容にに関関すするるこことと  

・事務職員との職務分担 ・専門スタッフの職務 ・コミュニティ・スクール等の活用 

◇◇効効率率的的なな学学校校運運営営にに関関すするるこことと  

・教務主任・ミドルリーダー等との連携 ・効率的な校務分担 ・担任・教科担当との兼務 

◇◇教教職職員員のの働働きき方方改改革革にに関関すするるこことと  

・教職員の労務管理 ・効率的で働きがいのある職場環境 ・安全衛生管理、メンタルヘルス 

◇◇教教職職員員のの支支援援にに関関すするるこことと  

・児童生徒指導 ・研究活動 ・授業力向上及び教職員の資質向上 

◇◇副副校校長長･･教教頭頭候候補補者者のの育育成成にに関関すするるこことと  

・魅力ある副校長･教頭像 ・マネジメント力の向上 ・ライフプランの構築、自己啓発 

※ ブロック別及び単位教頭会・副校長会別の第６分科会の運営について 

・上記全国大会の運営方法を参照し、調査結果または要請活動に触れて提案をする。 

・グループ討議をもとに、各単位教頭会・副校長会や各学校における実態の情報交換・相互理解を深める｡ 

・「働き方改革」「校務改善」「チーム学校づくり」等のテーマで実践報告・情報交換を進める。 
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＜＜第第５５課課題題＞＞  教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 教職員の協働体制づくりと、学校運営への参画意識の高揚 
○ 教職員の力量の向上につなげる校内研修体制づくり 
第５課題は、教育の専門家であることの意識と資質に関わり、副校長・教頭のリーダーシップに期待され

るところが大きい課題です。また、児童生徒に育成すべき資質・能力を確実に育むための指導方法がどうあ

るべきか考えることも必要となってきます。 
ここでは、キャリアステージに応じた教職員の資質向上を図るための研修、職務意識の高揚、服務規律の

徹底などが課題となります。中でも、教職員の資質向上や職務意識の高揚は、急務の課題となります。その

ために、副校長・教頭としてこれまでの校内研修の在り方を再考するとともに、多様な研修方法の導入など

を検討し、研修を充実させる必要があります。特に、新しい時代の教育に向け、一人一人の教職員の持ち味

を生かしつつ、学び合い、支え合い、学校運営参画意識を向上させるために、創造的環境の醸成にいかに取

り組むかが重要になります。そして、自己の研鑽をどう進めていくかも大切な点となります。 
さらに、専門家（専門スタッフ）を含めた協働体制が構築された学校づくりを目指し、校内体制づくりと

個々の教職員に応じた指導を行うことも求められます。 
 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇教教職職員員のの専専門門家家ととししててのの意意識識高高揚揚にに関関すするるこことと  

・教職員の資質・能力を伸ばし、創造性を発揮させる取組について 

・教職員の専門性を高め、資質・能力の向上を図るための副校長・教頭の役割について 

◇◇教教職職員員のの指指導導力力等等のの育育成成にに関関すするるこことと  

・教職員の教職経験、教員育成指標に応じた専門性の育成について 

・教職員の授業力や児童生徒への対応力の向上を目指す取組について 

◇◇教教職職員員のの研研修修にに関関すするるこことと  

・新たな教育課題に対応するための研修と実践力の育成について 

・教職員の資質・指導力、専門性を高めるための人材育成のためのシステムづくりと校内研修の

活性化について 

◇◇教教職職員員のの服服務務にに関関すするるこことと  

・教職員のコンプライアンスの向上を図る取組について 

・教職員の危機管理意識の向上と対応力を育成するための研修について 

◇◇小小中中一一貫貫教教育育をを通通ししたた、、教教職職員員のの課課題題意意識識のの向向上上にに関関すするるこことと  

・小中一貫教育を通して教職員の課題意識を高めていくための副校長・教頭の関わりについて 

・小中相互の乗り入れ指導の工夫を通して、教職員の資質・能力の向上を目指す取組について 

◇◇教教職職員員のの協協働働体体制制のの構構築築にに関関すするるこことと  

・職務や分掌に応じた力量やリーダーシップを向上させるための副校長・教頭の関わりについて 

・校内外の専門スタッフを含めた協働体制構築に向けての副校長・教頭の関わりについて 

◇◇教教職職員員のの学学校校運運営営参参画画意意識識のの向向上上にに関関すするるこことと  

・教職員の学校運営参画意識を高めていくための副校長・教頭の関わりについて 
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＜＜第第６６課課題題＞＞  副副校校長長・・教教頭頭のの職職務務内内容容やや職職務務機機能能にに迫迫るる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 多様化、複雑化する課題への組織的な対応の在り方 
○ ワーク・ライフ・バランスを重視した労働環境づくり 
第６課題は、副校長･教頭が担うべき職務内容や学校組織における職務機能について、現状を踏まえ、ある

べき姿に迫る課題です。研究主題「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」に迫るため、学校づくり

の要となる副校長･教頭が、やりがいをもって生き生きと職務に当たるよう、その職務内容や職務機能につい

て議論を深めることが求められています。 
特に、「学校における働き方改革」は政策課題の柱の一つとなり、中でも副校長･教頭の長時間勤務は喫緊

の課題となっています。全国公立学校教頭会で毎年実施している「全国公立学校教頭会の調査」の分析結果

をもとに、その実態が多くの自治体や報道機関にも取り上げられ、世論形成にも活用されています。また、

これまでも調査結果を受けて、「文教施策･文教関連法並びに予算措置等に関する要請」において、政策提言

に盛り込まれています。 
全国公立学校教頭会の活動において、「研究･研修活動」と両輪の柱となる「要請活動」が、調査結果に基

づくものであるとの認識に立ち、その一連の流れの裏付けとなる副校長･教頭の職務内容や職務機能の実態を

整理･共有することが大切です。そして、その改善に向けて議論を重ね、要請活動や政策提言にまとめていく

ことが第６課題の核となります。さらに、副校長･教頭が、校長の学校経営方針のもと、自校の職務内容の整

理、職務機能の充実につなげることが大切です。継続性、協働性、関与性を軸に、次の視点が具体的内容の

例として考えられます。 
 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇チチーームム学学校校ににおおけけるる職職務務内内容容にに関関すするるこことと  

・事務職員との職務分担 ・専門スタッフの職務 ・コミュニティ・スクール等の活用 

◇◇効効率率的的なな学学校校運運営営にに関関すするるこことと  

・教務主任・ミドルリーダー等との連携 ・効率的な校務分担 ・担任・教科担当との兼務 

◇◇教教職職員員のの働働きき方方改改革革にに関関すするるこことと  

・教職員の労務管理 ・効率的で働きがいのある職場環境 ・安全衛生管理、メンタルヘルス 

◇◇教教職職員員のの支支援援にに関関すするるこことと  

・児童生徒指導 ・研究活動 ・授業力向上及び教職員の資質向上 

◇◇副副校校長長･･教教頭頭候候補補者者のの育育成成にに関関すするるこことと  

・魅力ある副校長･教頭像 ・マネジメント力の向上 ・ライフプランの構築、自己啓発 

※ ブロック別及び単位教頭会・副校長会別の第６分科会の運営について 

・上記全国大会の運営方法を参照し、調査結果または要請活動に触れて提案をする。 

・グループ討議をもとに、各単位教頭会・副校長会や各学校における実態の情報交換・相互理解を深める｡ 

・「働き方改革」「校務改善」「チーム学校づくり」等のテーマで実践報告・情報交換を進める。 
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＜＜第第５５課課題題＞＞  教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題【【第第 1122期期】】  

○ 教職員の協働体制づくりと、学校運営への参画意識の高揚 
○ 教職員の力量の向上につなげる校内研修体制づくり 
第５課題は、教育の専門家であることの意識と資質に関わり、副校長・教頭のリーダーシップに期待され

るところが大きい課題です。また、児童生徒に育成すべき資質・能力を確実に育むための指導方法がどうあ

るべきか考えることも必要となってきます。 
ここでは、キャリアステージに応じた教職員の資質向上を図るための研修、職務意識の高揚、服務規律の

徹底などが課題となります。中でも、教職員の資質向上や職務意識の高揚は、急務の課題となります。その

ために、副校長・教頭としてこれまでの校内研修の在り方を再考するとともに、多様な研修方法の導入など

を検討し、研修を充実させる必要があります。特に、新しい時代の教育に向け、一人一人の教職員の持ち味

を生かしつつ、学び合い、支え合い、学校運営参画意識を向上させるために、創造的環境の醸成にいかに取

り組むかが重要になります。そして、自己の研鑽をどう進めていくかも大切な点となります。 
さらに、専門家（専門スタッフ）を含めた協働体制が構築された学校づくりを目指し、校内体制づくりと

個々の教職員に応じた指導を行うことも求められます。 
 

研研
究究
のの
視視
点点
とと
具具
体体
的的
内内
容容
例例  

◇◇教教職職員員のの専専門門家家ととししててのの意意識識高高揚揚にに関関すするるこことと  

・教職員の資質・能力を伸ばし、創造性を発揮させる取組について 

・教職員の専門性を高め、資質・能力の向上を図るための副校長・教頭の役割について 

◇◇教教職職員員のの指指導導力力等等のの育育成成にに関関すするるこことと  

・教職員の教職経験、教員育成指標に応じた専門性の育成について 

・教職員の授業力や児童生徒への対応力の向上を目指す取組について 

◇◇教教職職員員のの研研修修にに関関すするるこことと  

・新たな教育課題に対応するための研修と実践力の育成について 

・教職員の資質・指導力、専門性を高めるための人材育成のためのシステムづくりと校内研修の

活性化について 

◇◇教教職職員員のの服服務務にに関関すするるこことと  

・教職員のコンプライアンスの向上を図る取組について 

・教職員の危機管理意識の向上と対応力を育成するための研修について 

◇◇小小中中一一貫貫教教育育をを通通ししたた、、教教職職員員のの課課題題意意識識のの向向上上にに関関すするるこことと  

・小中一貫教育を通して教職員の課題意識を高めていくための副校長・教頭の関わりについて 

・小中相互の乗り入れ指導の工夫を通して、教職員の資質・能力の向上を目指す取組について 

◇◇教教職職員員のの協協働働体体制制のの構構築築にに関関すするるこことと  

・職務や分掌に応じた力量やリーダーシップを向上させるための副校長・教頭の関わりについて 

・校内外の専門スタッフを含めた協働体制構築に向けての副校長・教頭の関わりについて 

◇◇教教職職員員のの学学校校運運営営参参画画意意識識のの向向上上にに関関すするるこことと  

・教職員の学校運営参画意識を高めていくための副校長・教頭の関わりについて 
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４４  研研究究にに関関わわるる会会則則等等  

 

全国公立学校教頭会会則（抄） 

 

第１章 総則 

第３条 本会は、各都道府県教頭会・副校長会及び政令指定都市教頭会・副校長会相互が緊密な

協調を保ち、会員の資質を高めるための研修を推進し、教育の向上進展に寄与するとと

もに、会員の地位向上を図ることを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。 

 （1） 学校管理運営、その他教育上の諸問題についての研究調査に関すること。 

 （2） 研究大会の開催、研究物の刊行に関すること。 

 （3） 副校長・教頭の地位向上と福利厚生に関すること。 

 （4） 教育関係機関・諸団体との連携に関すること。 

 （5） その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第５章 研究大会 

第 17条 本会は、年１回、全国研究大会を開催する。 

２ 研究大会の運営等については別に定める。 

 

 

 

全国公立学校教頭会運営規則（抄） 

（研究大会） 

第５条  研究大会は、原則として毎年７月下旬～８月上旬に実施し、開催地は、地区（ブロック）

毎に順次開催する。 

２ 研究の手引き（全国共通研究課題の手引き）をもとに、研究主題・運営の分掌組織・日程・

経費などの運営要項を作成して実施する。 

３ 中央研修大会は年１回、全会員を対象としてオンラインで開催する。 
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３３  全全国国共共通通研研究究課課題題提提言言分分担担表表【【第第 1122期期】】 

 開催年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

第 12期 １年次 ２年次 ３年次 

 共通研究課題 担当地区 

（開催地） 

中国（岡山） 九州（佐賀） 東北（岩手） 

(分科会) 提案ブロック 校種 提案ブロック 校種 提案ブロック 校種 

１ 
教育課程に

関する課題 

小中合同 

（１Ａ） 

全国 東北（青森） 中 関東甲信越（神奈川） 小 東海北陸（静岡） 中 

ブロック 中国（島根） 小 九州（福岡） 中 東北（宮城） 小 

小中合同 

（１Ｂ） 

全国 関東甲信越（東京） 小 東海北陸（福井） 中 近畿（奈良） 小 

開催地 中国（岡山） 中 九州（沖縄） 小 東北（岩手） 中 

２ 

子供の発達

に関する課

題 

小中合同 

（第２） 

全国 東海北陸（岐阜） 小 近畿（京都） 中 中国（山口） 小 

ブロック 中国（島根） 中 九州（熊本） 小 東北（秋田） 中 

開催地 中国（岡山） 小 九州（佐賀） 中 東北（岩手） 小 

３ 

教育環境整

備に関する

課題 

小中合同 

（第３） 

全国 近畿（和歌山） 中 中国（鳥取） 中 四国（愛媛） 小 

ブロック 中国（山口） 中 九州（鹿児島） 中 東北（山形） 小 

開催地 中国（岡山） 小 九州（佐賀） 小 東北（岩手） 中 

４ 

組織・運営

に関する課

題 

小中合同 

（第４） 

全国 四国（徳島） 小 北海道（胆振） 小 九州（熊本） 中 

ブロック 中国（山口） 小 九州（宮崎） 小 東北（福島） 中 

開催地 中国（岡山） 中 九州（佐賀） 中 東北（岩手） 小 

５ 

教職員の専

門性に関す

る課題 

小中合同 

（５Ａ） 

全国 九州（福岡） 小 東北（岩手） 中 北海道（檜山） 小 

ブロック 中国（鳥取） 中 九州（長崎） 小 東北（青森） 中 

小中合同 

（５Ｂ） 

全国 北海道（小樽） 中 四国（高知） 小 関東甲信越（埼玉） 中 

開催地 中国（岡山） 小 九州（佐賀） 中 東北（岩手） 小 

６ 

副校長・教

頭の職務内

容や職務機

能に迫る課

題 

（第６） 
特別分科会と同じ扱いとする。 

※提言者は割り当てない。（全公教総務・調査部主催） 

※ ブロックによっては分担地区が未定。 
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４４  研研究究にに関関わわるる会会則則等等  

 

全国公立学校教頭会会則（抄） 

 

第１章 総則 

第３条 本会は、各都道府県教頭会・副校長会及び政令指定都市教頭会・副校長会相互が緊密な

協調を保ち、会員の資質を高めるための研修を推進し、教育の向上進展に寄与するとと

もに、会員の地位向上を図ることを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。 

 （1） 学校管理運営、その他教育上の諸問題についての研究調査に関すること。 

 （2） 研究大会の開催、研究物の刊行に関すること。 

 （3） 副校長・教頭の地位向上と福利厚生に関すること。 

 （4） 教育関係機関・諸団体との連携に関すること。 

 （5） その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第５章 研究大会 

第 17条 本会は、年１回、全国研究大会を開催する。 

２ 研究大会の運営等については別に定める。 

 

 

 

全国公立学校教頭会運営規則（抄） 

（研究大会） 

第５条  研究大会は、原則として毎年７月下旬～８月上旬に実施し、開催地は、地区（ブロック）

毎に順次開催する。 

２ 研究の手引き（全国共通研究課題の手引き）をもとに、研究主題・運営の分掌組織・日程・

経費などの運営要項を作成して実施する。 

３ 中央研修大会は年１回、全会員を対象としてオンラインで開催する。 
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３３  全全国国共共通通研研究究課課題題提提言言分分担担表表【【第第 1122期期】】 

 開催年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

第 12期 １年次 ２年次 ３年次 

 共通研究課題 担当地区 

（開催地） 

中国（岡山） 九州（佐賀） 東北（岩手） 

(分科会) 提案ブロック 校種 提案ブロック 校種 提案ブロック 校種 

１ 
教育課程に

関する課題 

小中合同 

（１Ａ） 

全国 東北（青森） 中 関東甲信越（神奈川） 小 東海北陸（静岡） 中 

ブロック 中国（島根） 小 九州（福岡） 中 東北（宮城） 小 

小中合同 

（１Ｂ） 

全国 関東甲信越（東京） 小 東海北陸（福井） 中 近畿（奈良） 小 

開催地 中国（岡山） 中 九州（沖縄） 小 東北（岩手） 中 

２ 

子供の発達

に関する課

題 

小中合同 

（第２） 

全国 東海北陸（岐阜） 小 近畿（京都） 中 中国（山口） 小 

ブロック 中国（島根） 中 九州（熊本） 小 東北（秋田） 中 

開催地 中国（岡山） 小 九州（佐賀） 中 東北（岩手） 小 

３ 

教育環境整

備に関する

課題 

小中合同 

（第３） 

全国 近畿（和歌山） 中 中国（鳥取） 中 四国（愛媛） 小 

ブロック 中国（山口） 中 九州（鹿児島） 中 東北（山形） 小 

開催地 中国（岡山） 小 九州（佐賀） 小 東北（岩手） 中 

４ 

組織・運営

に関する課

題 

小中合同 

（第４） 

全国 四国（徳島） 小 北海道（胆振） 小 九州（熊本） 中 

ブロック 中国（山口） 小 九州（宮崎） 小 東北（福島） 中 

開催地 中国（岡山） 中 九州（佐賀） 中 東北（岩手） 小 

５ 

教職員の専

門性に関す

る課題 

小中合同 

（５Ａ） 

全国 九州（福岡） 小 東北（岩手） 中 北海道（檜山） 小 

ブロック 中国（鳥取） 中 九州（長崎） 小 東北（青森） 中 

小中合同 

（５Ｂ） 

全国 北海道（小樽） 中 四国（高知） 小 関東甲信越（埼玉） 中 

開催地 中国（岡山） 小 九州（佐賀） 中 東北（岩手） 小 

６ 

副校長・教

頭の職務内

容や職務機

能に迫る課

題 

（第６） 
特別分科会と同じ扱いとする。 

※提言者は割り当てない。（全公教総務・調査部主催） 

※ ブロックによっては分担地区が未定。 
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全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会研研究究大大会会運運営営要要領領  

 

１ 研究主題  全国統一研究主題 

２ 研究課題  全国共通研究課題（６課題８分科会） 

３ 提言分担  全国、ブロック、開催都道府県の３本立てとする。ただし、第１課題と第５課題は、 

     全国２、ブロック１、開催都道府県１の４本とする。 

４ 経  費  開催地の実行委員会の予算案をもとに、全国公立学校教頭会役員会と協議して、 

        理事会・総会で決定する。（参加費も含む） 

５ 参加人員  参加要請数に基づく。 

６ 大会要項  参加者のみに配布する。 

７ 大会集録  全会員に配布する。 

８ 開催地実行委員会の役割 

（1）運営組織および大会運営 

（2）日程 

（3）予算原案 

（4）業者指定（全国公立学校教頭会役員会と相談） 

（5）諸会場 

（6）シンポジウムの企画・運営 

（7）提案者、助言者、司会、記録 

（8）大会案内、大会要項、大会集録の作成、発送 

（9）記念講演の企画・運営 

９ 後援団体、来賓の決定については、全国公立学校教頭会役員会が主体となる。 

 

（（１１））第第 1122期期全全国国統統一一研研究究主主題題のの研研究究期期間間  

令和２年度から令和４年度までの３年間を一区切りとして研究を進める。 

令和２年度 第 62 回全国公立学校教頭会研究大会 岡山大会 

令和３年度 第 63 回全国公立学校教頭会研究大会 佐賀大会 

令和４年度 第 64 回全国公立学校教頭会研究大会 岩手大会 

 

（（２２））ササブブテテーーママのの設設定定ににつついいてて  

全国公立学校教頭会研究大会の開催都道府県は、全国統一研究主題を深め特色ある大会にする等

の観点から、全国公立学校教頭会と密接な連携を図りつつサブテーマを設定することができる。 

全体会では、できるだけサブテーマをふまえた研究を深めるようにする。 

  

（（３３））シシンンポポジジウウムムのの開開催催ににつついいてて  

シンポジウムは、サブテーマを中心に討議を深めていくことが望ましい。シンポジストについて

は、地元開催都道府県が中心になり、全国公立学校教頭会と連携を保ちながら３名を選定する。 

そのうち１名は可能な限り文部科学省関係者等とする。 
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ⅣⅣ  全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会研研究究大大会会ににつついいてて  

１１  全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会研研究究大大会会  

会則及び全国研究大会開催要綱にあるように、全国公立学校教頭会は、全国統一研究主題を設定

して、全国公立学校教頭会研究大会を開催都道府県と密接な連携を図りながら、原則として毎年１

回７月下旬～８月上旬に開催する。 

 

全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会研研究究大大会会開開催催要要綱綱  

１ 研究大会の主催は全国公立学校教頭会、運営は開催都道府県（以下開催県と読み替える）とする。 

 

２ 開催ブロックはローテーション（北海道→近畿→中国→九州→東北→東海北陸→四国→関東甲信越）の

順とする。但し、開催県はブロック内で決定する。 

 

３ 全国統一研究主題に基づいて大会を開催する。サブテーマ及び文言等は開催ブロック及び開催県で決定

するが、事前に全国公立学校教頭会研究部と協議をする。 

 

４ 研究課題・分科会については、６課題８分科会を原則とする。ただし、全国公立学校教頭会が主管する

特別分科会Ⅰ、開催県実行委員会が主管する特別分科会Ⅱも開催する。 

 

５ 開催期日及び開催都市については、全国公立学校教頭会と協議のうえ理事会で決定する。開催期日につ

いては、７月下旬から８月上旬の間とし、８月６日と９日は避ける。 

 

６ 開催日数については、３日間とする。１日目は開会行事・シンポジウム、２日目は分科会、３日目は記

念講演・閉会行事を原則とする。 

 

７ 全国公立学校教頭会から開催県への研究助成金は 3,200万円とし、前々年度、前年度、当該年度に分け

て交付する。交付後、開催年度までの研究活動や運営に使うことができる。但し、開催に伴う全国公立

学校教頭会役員等の派遣等に関する費用は全国公立学校教頭会事務局負担とする。また、会計報告は開

催年度末までに理事会に諮り、次年度総会で承認を得ることとする。 

 

８ 第６分科会及び特別分科会は全国公立学校教頭会が主催する。特別分科会は、ⅠとⅡを基本的に開催す

る。第６分科会及び特別分科会Ⅰは全国公立学校教頭会が主催し、費用は全国公立学校教頭会負担とす

る。特別分科会Ⅱは開催県実行委員会主催とし、実行委員会負担とする。第６分科会の運営は、全国公

立学校教頭会（総務・調査部）が開催県と協力して行う。特別分科会Ⅰの運営は、全国公立学校教頭会

（研究部）が開催県と協力して行う。 

 

９ 全国大会の引継打合会は、当年度・次年度・次々年度で開催県の役員及び全国公立学校教頭会役員で構

成し、全国公立学校教頭会事務局の近接地で 10月に行う。開催県の役員のうち、実行委員長及び研究担

当、広報担当、会場担当、会計担当の長は参加するものとし、参加できない場合は代理の者が参加する。

なお、開催県が必要とする部署の担当者は参加することができる。 

 

10 全国公立学校教頭会の研究部会に、必要に応じて当年度と次年度、次々年度の開催県の研究部長が参加

し、連携を図る。 

 

11 開催に伴う業者の選定については、複数の業者から見積もりをとり開催県が決定する。 

 

12 大会要項、資料等はＡ４版とする。 
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３ 提言分担  全国、ブロック、開催都道府県の３本立てとする。ただし、第１課題と第５課題は、 
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４ 経  費  開催地の実行委員会の予算案をもとに、全国公立学校教頭会役員会と協議して、 

        理事会・総会で決定する。（参加費も含む） 
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７ 大会集録  全会員に配布する。 

８ 開催地実行委員会の役割 

（1）運営組織および大会運営 

（2）日程 

（3）予算原案 

（4）業者指定（全国公立学校教頭会役員会と相談） 

（5）諸会場 

（6）シンポジウムの企画・運営 

（7）提案者、助言者、司会、記録 

（8）大会案内、大会要項、大会集録の作成、発送 

（9）記念講演の企画・運営 

９ 後援団体、来賓の決定については、全国公立学校教頭会役員会が主体となる。 

 

（（１１））第第 1122期期全全国国統統一一研研究究主主題題のの研研究究期期間間  

令和２年度から令和４年度までの３年間を一区切りとして研究を進める。 

令和２年度 第 62 回全国公立学校教頭会研究大会 岡山大会 

令和３年度 第 63 回全国公立学校教頭会研究大会 佐賀大会 

令和４年度 第 64 回全国公立学校教頭会研究大会 岩手大会 

 

（（２２））ササブブテテーーママのの設設定定ににつついいてて  

全国公立学校教頭会研究大会の開催都道府県は、全国統一研究主題を深め特色ある大会にする等

の観点から、全国公立学校教頭会と密接な連携を図りつつサブテーマを設定することができる。 

全体会では、できるだけサブテーマをふまえた研究を深めるようにする。 

  

（（３３））シシンンポポジジウウムムのの開開催催ににつついいてて  

シンポジウムは、サブテーマを中心に討議を深めていくことが望ましい。シンポジストについて

は、地元開催都道府県が中心になり、全国公立学校教頭会と連携を保ちながら３名を選定する。 

そのうち１名は可能な限り文部科学省関係者等とする。 
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（（４４））全全国国共共通通研研究究課課題題及及びび開開催催分分科科会会数数ににつついいてて  

課 題 分 科 会 課 題 名 

第１課題 
第１分科会Ａ 

教育課程に関する課題 

第１分科会Ｂ 

第２課題 第２分科会 子供の発達に関する課題 

第３課題 第３分科会 教育環境整備に関する課題 

第４課題 第４分科会 組織・運営に関する課題 

第５課題 
第５分科会Ａ 

教職員の専門性に関する課題 

第５分科会Ｂ 

第６課題 第６分科会 副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題 

特別分科会Ⅰ 時宜に応じた課題 

特別分科会Ⅱ 開催地の創意を生かした課題 

① 第１～５課題においては、全国共通研究課題の内容例・視点例を参考に研究を深める。 

なお、それらは社会の変化や当面する課題等をふまえ適宜改善していく。 

② 第６課題は、全公教主催とし、運営は全公教総務・調査部が行う。政策提言活動につな

ぐ方向性を見据えて行う。 

◆ 第６分科会の運営（案） 
午前  

 
昼 
食 

午後 
「全国公立学

校教頭会の調

査」（前年度結

果）の報告 

「文教政策及び

予算措置･文教

関係立法等の 
要請」について 
解説 

グループ 
討議（１） 

講演 
文部科学省 
財務関係者

等 
による 

グループ 
討議（２） 

代表グループ 
発表＆指導

助言 

③ 特別分科会Ⅰ（全公教研究部主催）・Ⅱ（開催地実行委員会主管）を開催する。時宜に応じた

課題や開催地の創意を生かした課題等を取り上げて開催する。 
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※※  第第５５期期かかららのの全全国国研研究究大大会会ササブブテテーーママ  

＜＜第第５５期期＞＞  

平成９年度 第 39回福岡大会「広い視野とひろい心をもち、たくましく生きる子どもの育成」 

平成 10年度 第 40回福島大会「共に生きるたくましい子どもの育成」 

平成 11年度 第 41回愛知大会「共に手をとり、明日を拓く子どもの育成」 

平成 12年度 第 42回香川大会「生きる力を育む教育を推進する学校づくり」 

＜＜第第６６期期＞＞  

平成 13年度 第 43回群馬大会「たくましく明日を創造する子どもの育成をめざして」 

平成 14年度 第 44回札幌大会「子ども一人一人が生きる多様で豊かな教育活動を求めて」 

平成 15年度 第 45回大阪大会「基礎・基本の力を着実につけ、生き生きと学び、 

生活できる子どもの育成をめざして」 

平成 16年度 第 46回鳥取大会「『やさしさ』と『たくましさ』をもつ子どもの育成をめざして」 

＜＜第第７７期期＞＞  

平成 17年度 第 47 回宮崎大会「夢や希望を抱き、自分に自信と誇りをもつ子どもの育成」 

平成 18年度 第 48 回山形大会「自ら関わりを求め、生きる喜びを感じとれる子どもの育成」 

平成 19年度 第 49 回福井大会「郷土に誇りをもち未来をたくましく生きる子どもの育成」 

＜＜第第８８期期＞＞  

平成 20年度 第 50回愛媛大会「命かがやかせ 夢ひらく たくましい子どもの育成」 

平成 21年度 第 51回千葉大会「きずなを大切に 力強く未来を切り拓く子どもの育成」 

平成 22年度 第 52回旭川大会「開かれた学校づくりの推進とたくましく生きる子どもの育成」 

＜＜第第９９期期＞＞  

平成 23年度 第 53回和歌山大会「学ぶ楽しさ・分かる喜びを感じ 

未来に向け力強く生きる子どもの育成」 

平成 24年度 第 54回研究大会 サブテーマなし 

平成 25年度 第 55回大分大会「夢や希望を追いつづけ、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」 

＜＜第第 1100期期＞＞  

平成 26年度  第 56回秋田大会「絆を大切に 生涯にわたって自立・協働・創造していく子どもの育成」 

平成 27年度  第 57回静岡大会「郷土を愛し 人との関わりを大切にし 夢に羽ばたく子どもの育成」 

平成 28年度  第 58回徳島大会「郷土への誇りを持ち、人との関わりを深め、 

たくましく生き抜く子どもの育成」 

＜＜第第 1111期期＞＞  

平成 29年度  第 59回埼玉大会「きめ細やかで質の高い教育を推進し 

未来へ飛躍するグローバル人材の育成をめざして」 

平成 30年度  第 60回札幌大会「豊かな心とたくましく生きる力を育む 

活力ある学校づくりの推進」 

令和元年度  第 61回滋賀大会「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」 
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（（４４））全全国国共共通通研研究究課課題題及及びび開開催催分分科科会会数数ににつついいてて  

課 題 分 科 会 課 題 名 

第１課題 
第１分科会Ａ 

教育課程に関する課題 

第１分科会Ｂ 

第２課題 第２分科会 子供の発達に関する課題 

第３課題 第３分科会 教育環境整備に関する課題 

第４課題 第４分科会 組織・運営に関する課題 

第５課題 
第５分科会Ａ 

教職員の専門性に関する課題 

第５分科会Ｂ 

第６課題 第６分科会 副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題 

特別分科会Ⅰ 時宜に応じた課題 

特別分科会Ⅱ 開催地の創意を生かした課題 

① 第１～５課題においては、全国共通研究課題の内容例・視点例を参考に研究を深める。 

なお、それらは社会の変化や当面する課題等をふまえ適宜改善していく。 

② 第６課題は、全公教主催とし、運営は全公教総務・調査部が行う。政策提言活動につな

ぐ方向性を見据えて行う。 

◆ 第６分科会の運営（案） 
午前  

 
昼 
食 

午後 
「全国公立学

校教頭会の調

査」（前年度結

果）の報告 

「文教政策及び

予算措置･文教

関係立法等の 
要請」について 
解説 

グループ 
討議（１） 

講演 
文部科学省 
財務関係者

等 
による 

グループ 
討議（２） 

代表グループ 
発表＆指導

助言 

③ 特別分科会Ⅰ（全公教研究部主催）・Ⅱ（開催地実行委員会主管）を開催する。時宜に応じた

課題や開催地の創意を生かした課題等を取り上げて開催する。 
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※※  第第５５期期かかららのの全全国国研研究究大大会会ササブブテテーーママ  

＜＜第第５５期期＞＞  

平成９年度 第 39回福岡大会「広い視野とひろい心をもち、たくましく生きる子どもの育成」 

平成 10年度 第 40回福島大会「共に生きるたくましい子どもの育成」 

平成 11年度 第 41回愛知大会「共に手をとり、明日を拓く子どもの育成」 

平成 12年度 第 42回香川大会「生きる力を育む教育を推進する学校づくり」 

＜＜第第６６期期＞＞  

平成 13年度 第 43回群馬大会「たくましく明日を創造する子どもの育成をめざして」 

平成 14年度 第 44回札幌大会「子ども一人一人が生きる多様で豊かな教育活動を求めて」 

平成 15年度 第 45回大阪大会「基礎・基本の力を着実につけ、生き生きと学び、 

生活できる子どもの育成をめざして」 

平成 16年度 第 46回鳥取大会「『やさしさ』と『たくましさ』をもつ子どもの育成をめざして」 

＜＜第第７７期期＞＞  

平成 17年度 第 47 回宮崎大会「夢や希望を抱き、自分に自信と誇りをもつ子どもの育成」 

平成 18年度 第 48 回山形大会「自ら関わりを求め、生きる喜びを感じとれる子どもの育成」 

平成 19年度 第 49 回福井大会「郷土に誇りをもち未来をたくましく生きる子どもの育成」 

＜＜第第８８期期＞＞  

平成 20年度 第 50回愛媛大会「命かがやかせ 夢ひらく たくましい子どもの育成」 

平成 21年度 第 51回千葉大会「きずなを大切に 力強く未来を切り拓く子どもの育成」 

平成 22年度 第 52回旭川大会「開かれた学校づくりの推進とたくましく生きる子どもの育成」 

＜＜第第９９期期＞＞  

平成 23年度 第 53回和歌山大会「学ぶ楽しさ・分かる喜びを感じ 

未来に向け力強く生きる子どもの育成」 

平成 24年度 第 54回研究大会 サブテーマなし 

平成 25年度 第 55回大分大会「夢や希望を追いつづけ、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」 

＜＜第第 1100期期＞＞  

平成 26年度  第 56回秋田大会「絆を大切に 生涯にわたって自立・協働・創造していく子どもの育成」 

平成 27年度  第 57回静岡大会「郷土を愛し 人との関わりを大切にし 夢に羽ばたく子どもの育成」 

平成 28年度  第 58回徳島大会「郷土への誇りを持ち、人との関わりを深め、 

たくましく生き抜く子どもの育成」 

＜＜第第 1111期期＞＞  

平成 29年度  第 59回埼玉大会「きめ細やかで質の高い教育を推進し 

未来へ飛躍するグローバル人材の育成をめざして」 

平成 30年度  第 60回札幌大会「豊かな心とたくましく生きる力を育む 

活力ある学校づくりの推進」 

令和元年度  第 61回滋賀大会「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」 
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（（９９））運運営営全全般般ににつついいてて  

① 運営全般について、緊密な連絡を図るため開催地と全国公立学校教頭会役員会の連絡窓口

を一本化する。準備・開催期間・事務処理等全般を通じて開催地実行委員会の連絡責任者を

固定し、全国公立学校教頭会事務局長と連絡を取り合う。 

② 大会の事務処理については、先例にこだわることなく合理化することが望ましい。 

③ 開・閉会行事について、周到な計画を立てる。 （時間を短縮する） 

ア 文部科学省の出席・祝辞を要請する。 （交渉担当 全国公立学校教頭会役員会） 

イ 開催地関係の祝辞は可能な限り本人が出席して祝辞を得られるよう努める。 

（交渉担当 開催地実行委員会） 

ウ 式場に登壇する来賓・役員を明確にし、役員・氏名を記したリボンを用意する。 

（一色に統一し常時つけられるもの） 

エ 開・閉会の宣言はできるだけ簡単にする。 

④ 大会参加者は、原則として全会員の 10％程度を目安とする。 

⑤ 大会をＰＲする方策をあらかじめ立てておく。（行政、会員、報道関係に対して） 

⑥ 後援名義使用許可願の様式は全国公立学校教頭会役員会で用意する。 
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（（５５））分分科科会会のの提提言言ににつついいてて  

① 提言者は全国１名、地区（ブロック）１名、開催都道府県１名の３名とする。ただし、第

１課題と第５課題は、全国２名、地区（ブロック）１名、開催都道府県１名の４名とする。 

② 研究の成果をふまえた継続的研究を発表する。 

③ 各教頭会・副校長会の組織的・協働的研究とする。 

④ 提言に当たっては、教頭としての関わりを明確にする。 

⑤ 大会要項に載せる提言の柱立ては次の例を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 発表資料は、Ａ４版のサイズとする。 

  

（（６６））分分科科会会ののググルルーーププ協協議議ににつついいてて  

① 参加型分科会の趣旨が生かせるように推進する。（グループの構成人数、グループ協議の

進め方、全体協議とグループ協議の効果的な関わり方と時間設定、会場設営の工夫等） 

② 詳細については、開催地実行委員会と全国公立学校教頭会研究部が協議して進める。 

 

（（７７））分分科科会会のの指指導導助助言言者者等等ににつついいてて  

① 指導助言者は各分科会２名（行政・校長等より各１）とし、行政は開催都道府県で依頼し、

校長等は全国公立学校教頭会顧問会に依頼する。 

② 全国公立学校教頭会の運営委員は、分科会の趣旨説明やまとめ等をする。 

 

（（８８））参参加加要要請請数数ににつついいてて  

① 全国大会には、原則として各県少なくても各分科会に２名以上の参加とする。小・中に分

かれている教頭会・副校長会などについては、別に考慮する。 

② 参加基本人数を６％とする。各県ごとの取組もあるが、代表参加制の原則に基づいて、ど

の大会においても参加要請数は同じ数（６％）にしていく。ただし、開催県の状況によって

は、参加要請数を変更することもある。 

③ 全国大会の開催ブロックの参加については、別に参加数を設定する。ブロック大会を兼ね

るという側面もあるので、要請数を多く（10～20％）する。 

④ 提言分担のある分科会については、その担当県の参加数を増やす。 

⑤ 次期開催県、２年後開催県については、参加数を増やす。 

⑥ 開催ブロックと開催県との協力関係を、さらに深めて開催するようにする。 

⑦ 大会運営上ある程度の参加人数が必要であり、要請数が満たせない県については、当該ブ

ロック・全国大会実行委員会・全国公立学校教頭会役員会で対応を検討する。 

⑧ 開かれた大会を目指し、副校長・教頭以外の参加者を受け入れる。 

 

－研究主題－ 

１ 主題設定の理由     ４ 研究の概要 

２ 研究のねらい      ５ 研究の成果 

３ 研究の経過       ６ 今後の課題 
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⑤ 大会要項に載せる提言の柱立ては次の例を基本とする。 
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岡岡山山大大会会ににおおけけるる全全国国共共通通研研究究課課題題にに向向けけたた取取りり組組みみのの成成果果とと課課題題  

第 12 期１年次の研究大会においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため紙面においての

発表となりました。今回は、各分科会の発表内容の成果と課題を共有し、第 12期２年次の第 63 回佐

賀大会以降の研究につなぎ深化させていただくことを期待します。  

 
第第１１課課題題「「教教育育課課程程にに関関すするる課課題題」」（（第第１１ＡＡ分分科科会会））  

【【成成果果】】  

〇 重点テーマ設定や行政との連携による小中連携事業への積極的参加は、小中での共通の課題をし

っかりと共有でき、対策が立てやすくなり、これまで以上に教育課程の編成の部分まで視野に入れ

た連携の実現を目指せるものとなった。 

〇 教育課程の推進のためキーワードとして「教育課程」「教職員」「地域と教職員」「小中学校」のそ

れぞれを「つなぐ」とし、「子どもの学びが９年間のつながりをもつこと」を意識した構想の作成が

できた。 

〇 取組の１年目は、教頭が「つなぐ」ことが多かったが、２年目後半になると教職員が地域とつな

がるような働きかけができるようになった。 

【【課課題題】】  

〇 学校種間の教育課程の違いを踏まえた共通のテーマ設定のためには、小中連携の各分科会を有機

的に結びつける取組の柱が必要である。 
〇 教職員の意識の向上、地域と学校、小学校と中学校をよりよくつなげていくために評価方法の検

討を行う必要がある。 
 
第第１１課課題題「「教教育育課課程程にに関関すするる課課題題」」（（第第１１ＢＢ分分科科会会））  

【【成成果果】】 
〇 学校運営連絡協議会委員等、地域の中核となる人材との連携を深め、学校との協働関係を強化し

ていくことで「ふるさと学習」の活動が円滑に進み、内容に広がりや深まりが見られた。 
〇 学校内外の組織を副校長・教頭がコーディネートすることにより、組織間が有機的に結び付いた。

このことにより、学力向上のための課題や方策が明確になり、教職員が主体性に取り組むことがで

きた。教職員のモチベーションアップを果たすことができた。 
〇 中学校区を単位として、学力向上の共通の取組を教育課程に位置付けることによって実効性のあ

る取組となった。 
【【課課題題】】  

〇 学校間の連携についての方針を各学校で具体化し、副校長・教頭のマネジメント力を高める必要

がある。 
〇 副校長・教頭が、各中学校区の取組を、地域全体にどのように発信するか検討する必要がある。 
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２２  令令和和２２年年度度  岡岡山山大大会会ににおおけけるる全全国国共共通通研研究究課課題題のの成成果果とと佐佐賀賀大大会会へへのの課課題題  

岡山大会 研究部 

全国統一研究主題について 

第 12 期１年次の第 62 回岡山大会では、第 11 期の研究の成果と課題と第 12 期全国統一研究主題「未

来を生きる力を育む未来ある学校づくり」およびキーワードの〈自立・協働・創造〉の趣旨を踏まえサ

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」と設定して準備を進めてきま

した。 

毎年、全国公立学校教頭会研究大会では、全国統一研究主題の趣旨を踏まえて、大会開催県がサブテ

ーマを設定しています。しかし、今まで設定の理由等については、当日の大会要項に記載されていませ

んでした。そのため、一部の分科会内では、研究に対して議論すべき視点の理解が不十分で協議内容が

深められなかったり、視点がずれた協議内容に終始してしまったり、ということが起こっていました。 

そこで、岡山大会研究部では、第 12 期の１年次ということもあり、「サブテーマ設定の理由及び研究

協議の視点について」と「テーマ図式」を、提言者研修会と共に、当日の大会要項にも記載することに

していました。そうすることで、岡山大会のサブテーマ設定理由や研究協議の視点が明確になり、全国

の副校長先生と教頭先生と協議しやすくなると考えたからです。また、「研究協議の視点」については、

分科会だけではなく、シンポジウムでも、コーディネーターとシンポジストの先生に、それぞれのお立

場で議論を深め、最終提言をいただく予定にしていました。今年のシンポジウムは、初の「ZOOM」を利

用したオンライン開催となりましたが、こうした実践形式も今後の研究大会での新しい可能性を開くも

のと考えています。 

以上のような工夫や取組自体が、岡山大会の研究部としての成果であるととらえています。しかし、

岡山大会が紙面発表大会となったために、研修の中心となる、全国統一主題や「サブテーマ設定の理由

及び研究協議の視点」について、全国の先生方と議論を交わし協議を深めることは、残念ながらできま

せんでした。佐賀大会では、今回できなかった分まで活発に議論が進められ、さらに研究を深めていく

ことができるよう願っています。 
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岡岡山山大大会会ににおおけけるる全全国国共共通通研研究究課課題題にに向向けけたた取取りり組組みみのの成成果果とと課課題題  

第 12 期１年次の研究大会においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため紙面においての

発表となりました。今回は、各分科会の発表内容の成果と課題を共有し、第 12期２年次の第 63回佐

賀大会以降の研究につなぎ深化させていただくことを期待します。  

 
第第１１課課題題「「教教育育課課程程にに関関すするる課課題題」」（（第第１１ＡＡ分分科科会会））  

【【成成果果】】  

〇 重点テーマ設定や行政との連携による小中連携事業への積極的参加は、小中での共通の課題をし

っかりと共有でき、対策が立てやすくなり、これまで以上に教育課程の編成の部分まで視野に入れ

た連携の実現を目指せるものとなった。 

〇 教育課程の推進のためキーワードとして「教育課程」「教職員」「地域と教職員」「小中学校」のそ

れぞれを「つなぐ」とし、「子どもの学びが９年間のつながりをもつこと」を意識した構想の作成が

できた。 

〇 取組の１年目は、教頭が「つなぐ」ことが多かったが、２年目後半になると教職員が地域とつな

がるような働きかけができるようになった。 

【【課課題題】】  

〇 学校種間の教育課程の違いを踏まえた共通のテーマ設定のためには、小中連携の各分科会を有機

的に結びつける取組の柱が必要である。 
〇 教職員の意識の向上、地域と学校、小学校と中学校をよりよくつなげていくために評価方法の検

討を行う必要がある。 
 
第第１１課課題題「「教教育育課課程程にに関関すするる課課題題」」（（第第１１ＢＢ分分科科会会））  

【【成成果果】】 
〇 学校運営連絡協議会委員等、地域の中核となる人材との連携を深め、学校との協働関係を強化し

ていくことで「ふるさと学習」の活動が円滑に進み、内容に広がりや深まりが見られた。 
〇 学校内外の組織を副校長・教頭がコーディネートすることにより、組織間が有機的に結び付いた。

このことにより、学力向上のための課題や方策が明確になり、教職員が主体性に取り組むことがで

きた。教職員のモチベーションアップを果たすことができた。 
〇 中学校区を単位として、学力向上の共通の取組を教育課程に位置付けることによって実効性のあ

る取組となった。 
【【課課題題】】  

〇 学校間の連携についての方針を各学校で具体化し、副校長・教頭のマネジメント力を高める必要

がある。 
〇 副校長・教頭が、各中学校区の取組を、地域全体にどのように発信するか検討する必要がある。 
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２２  令令和和２２年年度度  岡岡山山大大会会ににおおけけるる全全国国共共通通研研究究課課題題のの成成果果とと佐佐賀賀大大会会へへのの課課題題  

岡山大会 研究部 

全国統一研究主題について 

第 12 期１年次の第 62 回岡山大会では、第 11 期の研究の成果と課題と第 12 期全国統一研究主題「未

来を生きる力を育む未来ある学校づくり」およびキーワードの〈自立・協働・創造〉の趣旨を踏まえサ

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」と設定して準備を進めてきま

した。 

毎年、全国公立学校教頭会研究大会では、全国統一研究主題の趣旨を踏まえて、大会開催県がサブテ

ーマを設定しています。しかし、今まで設定の理由等については、当日の大会要項に記載されていませ

んでした。そのため、一部の分科会内では、研究に対して議論すべき視点の理解が不十分で協議内容が

深められなかったり、視点がずれた協議内容に終始してしまったり、ということが起こっていました。 

そこで、岡山大会研究部では、第 12 期の１年次ということもあり、「サブテーマ設定の理由及び研究

協議の視点について」と「テーマ図式」を、提言者研修会と共に、当日の大会要項にも記載することに

していました。そうすることで、岡山大会のサブテーマ設定理由や研究協議の視点が明確になり、全国

の副校長先生と教頭先生と協議しやすくなると考えたからです。また、「研究協議の視点」については、

分科会だけではなく、シンポジウムでも、コーディネーターとシンポジストの先生に、それぞれのお立

場で議論を深め、最終提言をいただく予定にしていました。今年のシンポジウムは、初の「ZOOM」を利

用したオンライン開催となりましたが、こうした実践形式も今後の研究大会での新しい可能性を開くも

のと考えています。 

以上のような工夫や取組自体が、岡山大会の研究部としての成果であるととらえています。しかし、

岡山大会が紙面発表大会となったために、研修の中心となる、全国統一主題や「サブテーマ設定の理由

及び研究協議の視点」について、全国の先生方と議論を交わし協議を深めることは、残念ながらできま

せんでした。佐賀大会では、今回できなかった分まで活発に議論が進められ、さらに研究を深めていく

ことができるよう願っています。 
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第第４４課課題題「「組組織織・・運運営営にに関関すするる課課題題」」（（第第４４分分科科会会））  

【【成成果果】】 
○ ６年間にわたり段階的研究がなされ、課題への取組を通して、着実に成果をあげている。学校運

営の主体者として教頭同士が密に情報交換し策を練り上げ、周到な準備をしている。 
○ 地域振興の取組で、自己肯定感と郷土愛に焦点化し、小学校・中学校で創意工夫ある社会体験を

盛り込み、生徒に自己有用感・郷土愛など大きな成長がみられる。 
○ 「子供が中心」に学校再編を進め、地域差を考慮しつつ、教頭会の配慮と調整があって、自校の

閉校と新校の開校が円滑に実現できている。 
【【課課題題】】  

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止の対応も加わり教員の業務が増えている状況で、家庭や地域を

巻き込んだ取組は新たな業務となり、持続可能な学校運営のために、教職員の働き方について引き

続き研究が求められる。 
○ 新しい生活様式を定着させ、働きやすい職場環境をつくるために、教頭の役割について模索すべ

きである。 
 
第第５５課課題題「「教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題」」（（第第５５ＡＡ分分科科会会））  

【【成成果果】】  

○ 副校長・教頭が人材育成を視点としたマネジメントを意図的・計画的に行うことにより、ミドル

リーダーや経験年数の少ない教職員の主体性が育まれ、資質能力の高まりにつながった。 
○ カリキュラム設定や授業づくりの研究を進める過程で、副校長・教頭が「方向付け」「進捗管理」

「評価・育成との関連付け」といった役割を果たすことで、学習指導や学び・育ちに関する教職員

の意識の深まりが見られ、学校長が示すグランドデザインの実現に近づけた。 
【【課課題題】】  

○ 教職員の人材育成といった視点において、資質・能力の高まりを数値化し達成度の判断基準を明

確化しながら変容を見取る必要がある。 
○ 副校長・教頭によるマネジメントを進める上で、会議の効率化や週時程の再考など、教師がゆと

りをもって職務を遂行できるように職場改善に努めなければならない。 
○ 教職員の研修を更に充実させるために、働き方改革の観点から教職員の意欲を高め、自治的な動

きを促す研修を実施する必要がある。 
 
第第５５課課題題「「教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題」」((第第５５ＢＢ分分科科会会))  

【【成成果果】】 
○ 地区の教頭が協働して、共通の関与計画を作成し、実践することで学校改善に継続して取り組む

ことができた。また、各種研修会の開催に教頭が積極的に関与することで、参加者の資質及びミド

ルリーダーの向上に努めることができた。 
○ 副教頭・教頭が校内研修や年間計画の作成・実施に関わったり、関係機関との連絡調整等の環境

を整備したりすることで、担当者が計画的・主体的に取組を進められるようになった。また、校内

研修等で指導・助言ができるように研修を積むことが、自身の学びを深めることに繋がった。 
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第第２２分分科科会会  「「子子どどもものの発発達達にに関関すするる課課題題」」  

【【成成果果】】  

〇 特別支援教育、教育相談、生徒指導の三方面から支援する委員会の動きを支援したことは、子供

たちの課題や問題を総合的に解決する機能をより効果的に発揮できた。 
〇 定例の教頭会、校区ごとの小中合同職員会や各部会、地域学校協働会議等に教頭が参加し、情報

交換や共通実践を図ることで、幼小中連携活動やふるさと教育の学習活動が円滑に進み、学びの深

まり等がみられた。 
〇 異校種間における意識・行動の共有ができ、子供の活動の活性化ができた。 
〇 「幼・保・小・中」の連携について様々な取組がなされ効果的だった。スムーズな接続による不

登校や不適応への対応、特別な配慮を要する児童生徒へのきめ細かな指導の推進のために、副校長・

教頭としてどう関与していくか具体的に提言されていて、大変参考になった。 
【【課課題題】】  

〇 さらに子供たちの自分を表現できる場や機会を増やし、自信をもって活動できる姿について課題

意識を持つ組織にしていき、積み上げてきた支援を次年度へより確実に引き継ぎ、連携の重要性を

意識して活動できる組織にしていく必要がある。 
〇 教職員の教育活動への参画意識が高まることで、校内・校区の組織は活性化し教育活動の効果は

高まる。そのために教頭は学校組織マネジメント力の向上が必要である。 
〇 新学習指導要領で求められている「育てたい資質・能力」について、一貫教育として推進してい

く。各教科、各領域における育てたい資質・能力を、9 年間を通してどのように育てていくのか重要

な視点である。 
 
第第３３課課題題「「教教育育環環境境整整備備にに関関すするる課課題題」」  

【【成成果果】】  

○ 校務組織・分担を見直し、声掛けがコミュニケーションの活性化と職員のモチベーションアップ

につながったことと、地域連携においては、学校と地域が「ねらい」を共有し、教頭は職員を支え

意欲と力量を高めていくことが必要だということを示すことができた。 
○ 小中一貫教育に向けて、各校教頭が同じベクトルで取り組んだことで、小中学校教職員の距離が

縮まり、当事者意識が高まった。 
○ 分掌機能の活性化と職員の能力育成を図るために、問題意識をもって状況を分析し、多角的な視

点から対応を進めることが大切であると示すことができた。 
【【課課題題】】  

○ 長年培われてきた地域・関係機関との協働・連携を、その時々で教育活動にどう生かしていくか、

担当者に寄り添いマネジメントしていく必要がある。 
○ 児童・生徒、保護者や地域に理解や協力を得るための周知の方法や、校種の特色を踏まえた目標

に向けて教職員にどう役割を持たせ進めていくかが大切である。 
○ 起こりうる課題を想定した分掌機能の活性化と、学校と地域・関係機関との双方向的な連携体制

が必要である。 
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第第４４課課題題「「組組織織・・運運営営にに関関すするる課課題題」」（（第第４４分分科科会会））  

【【成成果果】】 
○ ６年間にわたり段階的研究がなされ、課題への取組を通して、着実に成果をあげている。学校運

営の主体者として教頭同士が密に情報交換し策を練り上げ、周到な準備をしている。 
○ 地域振興の取組で、自己肯定感と郷土愛に焦点化し、小学校・中学校で創意工夫ある社会体験を

盛り込み、生徒に自己有用感・郷土愛など大きな成長がみられる。 
○ 「子供が中心」に学校再編を進め、地域差を考慮しつつ、教頭会の配慮と調整があって、自校の

閉校と新校の開校が円滑に実現できている。 
【【課課題題】】  

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止の対応も加わり教員の業務が増えている状況で、家庭や地域を

巻き込んだ取組は新たな業務となり、持続可能な学校運営のために、教職員の働き方について引き

続き研究が求められる。 
○ 新しい生活様式を定着させ、働きやすい職場環境をつくるために、教頭の役割について模索すべ

きである。 
 
第第５５課課題題「「教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題」」（（第第５５ＡＡ分分科科会会））  

【【成成果果】】  

○ 副校長・教頭が人材育成を視点としたマネジメントを意図的・計画的に行うことにより、ミドル

リーダーや経験年数の少ない教職員の主体性が育まれ、資質能力の高まりにつながった。 
○ カリキュラム設定や授業づくりの研究を進める過程で、副校長・教頭が「方向付け」「進捗管理」

「評価・育成との関連付け」といった役割を果たすことで、学習指導や学び・育ちに関する教職員

の意識の深まりが見られ、学校長が示すグランドデザインの実現に近づけた。 
【【課課題題】】  

○ 教職員の人材育成といった視点において、資質・能力の高まりを数値化し達成度の判断基準を明

確化しながら変容を見取る必要がある。 
○ 副校長・教頭によるマネジメントを進める上で、会議の効率化や週時程の再考など、教師がゆと

りをもって職務を遂行できるように職場改善に努めなければならない。 
○ 教職員の研修を更に充実させるために、働き方改革の観点から教職員の意欲を高め、自治的な動

きを促す研修を実施する必要がある。 
 
第第５５課課題題「「教教職職員員のの専専門門性性にに関関すするる課課題題」」((第第５５ＢＢ分分科科会会))  

【【成成果果】】 
○ 地区の教頭が協働して、共通の関与計画を作成し、実践することで学校改善に継続して取り組む

ことができた。また、各種研修会の開催に教頭が積極的に関与することで、参加者の資質及びミド

ルリーダーの向上に努めることができた。 
○ 副教頭・教頭が校内研修や年間計画の作成・実施に関わったり、関係機関との連絡調整等の環境

を整備したりすることで、担当者が計画的・主体的に取組を進められるようになった。また、校内

研修等で指導・助言ができるように研修を積むことが、自身の学びを深めることに繋がった。 
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第第２２分分科科会会  「「子子どどもものの発発達達にに関関すするる課課題題」」  

【【成成果果】】  

〇 特別支援教育、教育相談、生徒指導の三方面から支援する委員会の動きを支援したことは、子供

たちの課題や問題を総合的に解決する機能をより効果的に発揮できた。 
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３３  令令和和３３年年度度  第第 6633 回回全全国国公公立立学学校校教教頭頭会会研研究究大大会会佐佐賀賀大大会会  

（１） 期 日   令和３年８月３日(火)・４日(水) 

 

（２） 会 場   全体会  佐賀県グランデはがくれ（オンライン中継） 

分科会  佐賀県グランデはがくれ（全国各地を結ぶオンライン会議） 

本部   佐賀県グランデはがくれ 

 

（３） 大会主題   「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」 

第 12期 全国統一研究主題（２年次） 

キーワード    ＜自立・協働・創造＞ 

 

（４） サブテーマ   「志を高くもち 豊かな心と未来を切り拓く力を育む 学校づくりの推進」 

 

（５） 大会趣旨 

第 12期２年次にあたる佐賀大会は、第 11期の成果と課題と、第 12期全国統一主題及びキーワ

ードの趣旨を踏まえて、サブテーマを「志を高くもち 豊かな心と未来を切り拓く力を育む 学

校づくりの推進」と設定しました。 

全国統一研究主題の「未来を生きる力」とは、子供たちが時代の進展・変化に的確に対応する

「生き抜く力」であり、自ら積極的に未来を創造し意欲をもって行動する「生きる力」でもあり

ます。 

持続可能な社会の創り手としての子供たちに、未来への新たな夢を描く想像力と、高い志をも

ち協働して夢を実現する創造力を育み、「魅力ある学校づくり」の具現化を図るために、私たち副

校長・教頭は何をすればよいのか、その役割を探っていきたいと考えます。 

 

◇◇佐佐賀賀大大会会研研究究協協議議のの視視点点  

本大会では、「継続性」「協働性」「関与性」に焦点をあてた実践的研究により、次の２点を協議

の柱として、第 12期の研究を深めたいと考えています。 

（（１１））「「未未来来をを生生ききるる力力をを育育むむ」」学学校校教教育育をを考考ええるる  

佐賀大会では、「未来を生きる力」を「志」「豊かな心」「未来を切り拓く力」ととらえています。 

「志」とは、子供たちが故郷への誇りを胸に、未来の故郷や世界で活躍する姿を思い描きなが

ら生き生きと活動するため、心に決めた目的や目標を表しています。平成 30 年に明治維新 150年

を迎え、幕末から明治維新期に新しい時代を切り拓いた先人の「志」を今に生かし、未来につな

げていく力を育てているところです。 

「豊かな心」とは、子供たちが、自他の生命を尊重する心、他者への思いやりや社会性、倫理

観や正義感、感動する心などを表します。自然や人々とのふれあいを通して豊かな感性や心情を

育み、他者と協力しながら様々な課題を解決していくという教育的風土が脈々と受け継がれてい

るのです。 
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【【課課題題】】  

○ 資質を高めた教職員へのサポート体制を継続していくには、副教頭・教頭がいかに関わるべきか。

また、教職員の資質を高め、次期ミドルリーダーや管理職候補を育成していくにはどのように働き

かけるべきか、考えていく必要がある。 
○ 長期にわたる研修プログラムを通して培われたノウハウを継続していくためには、教職員の経験

値・知識の差を埋める必要がある。副校長・教頭が積極的に関与し、学校が協働できる体制づくり

に努めたり、研修時間を確保したりすることが必要である。 
 
第第６６課課題題「「副副校校長長・・教教頭頭のの職職務務内内容容やや職職務務機機能能にに迫迫るる課課題題」」（（第第６６分分科科会会））  

【【成成果果】】 
〇 新型コロナウイルス感染拡大防止のため紙面（DVD）での報告を行った。 

・「全国公立学校教頭会の調査」報告 

・「文教施策の要請」についての解説 

・講演『学校における働き方改革の実現』 

 講師 岩手県教育委員会事務局学校教育課総括課長 中川覚敬 氏 

 （※ なお講演資料は、大会 DVDに収録されている） 

報告を通して、各単位教頭会・副校長会の要請活動につながる提案として以下の６点を示すことがで

きた。 

① 地域格差をなくした主幹教諭の全ての学校への配置 

② 円滑な公務運営への寄与や副校長・教頭との連携のための主幹教諭の職務内容の明確化 

③ スクールカウンセラー、サポートスタッフ等の校務軽減を図る人材の配置 

④ 副校長・教頭の複数配置、事務職員のすべての学校への配置 

⑤ 校務支援システムのすべての学校への配置のための自治体への予算措置と学校の ICT環境の改善 

⑥ 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の改善 

【【課課題題】】  

〇 学校における働き方改革は確実に前進し、副校長・教頭の勤務時間も僅かずつではあるが短縮傾

向にある。しかし、95％以上の副校長・教頭が、文部科学省の示しているガイドラインを超える時

間外勤務を行っている。また、振替休は取りにくく、有給休暇の取得率は低く、週休日等の出勤も

依然としてある。約 75％の副校長・教頭が、12 時間以上の勤務を強いられているという現状から、

今後も現状のアピールと改善に向けた努力に取り組む必要がある。 

〇 文部科学省が示す「新しい生活様式に対応した学校の取り組み」が進められる中で、未来を担う

子供たちへの教育を推進するためのキーマンが学校リーダーの管理職（校長、副校長、教頭）であ

る。副校長・教頭の職務の中で喫緊の課題を明確に捉え（組織マネジメント，働き方改革、危機管

理，ＧＩＧＡスクール構想，人材育成とコーチング等）その達成に向けて具体的な方策を協議し共

有できる研究会を実現する。 
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教頭会の会章について 

 

○円形は、全国公立学校教頭会のまとまりを簡潔に表しており、内に無限の

発展を希う全会員の総意を示すものとした。 
 
○てん書体の「教」は、公教育の重責にたずさわる教頭が、自らの本分を自

覚し、職務に専念する者としての師表となることを表わすものである。 
 
○横八本の線は、全国八ブロックの単位体を表現し、それぞれ一定の秩序と

協調を保ちつつ発展し、八本の線に遠近感をもたせたのは教頭会の未来性

を、また、中央部のアクセントは教頭の自覚を促すことを希っている。 
 
 なお、全体の色調はブルーで統一してあるが、これは海の色・空の色を基

調とするものである。温か味の中にも厳しい育みを営む海、地上に繁栄と力

のエネルギーを供給する太陽を中心に無限に広がる空、それぞれの特性を本

会の理想として選んだものである。 
 

作 塚本武治 
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「未来を切り拓く」とは、様々な情報をいち早く取り入れ、先見性とチャレンジ精神をもって

積極的に挑戦することを表します。変化の激しいこれからの未来をたくましく切り拓いていく力

を育んでいるところです。 

予測困難で変化の激しい社会の中にあっても、子供たちが夢や目標をもち続け、その実現のた

めに取り組む気持ちである「志」を高くもち、自立して未来を創造していくことができる「未来

を切り拓く力」をいかに育むかということが求められています。また、超スマート社会の実現に

向けた技術革新が進展する中、様々な社会的変化を乗り越えていくためには、あらゆる他者を尊

重し、多様な人々と協働しながらよりよい社会の実現に取り組もうとする「豊かな心」が必要と

なります。 

それらを学校教育の中で育んでいくための具体的な方策について、副校長・教頭としてリーダ

ーシップを発揮し、継続性、協働性、関与性に焦点を当てた実践研究を行い、そこで得られた成

果を共有し、それぞれの学校現場に還元することにより、更なる教育環境の充実につなげたいと

考えます。 

（（２２））「「魅魅力力ああるる学学校校づづくくりり」」をを考考ええるる  

佐賀大会では「魅力ある学校」を、「創造性とチャレンジ精神をもって、変化の激しいこれから

の未来を切り拓いていく教育に熱心に取り組んでいる学校」「地域、保護者、広く社会全体から求

めた新しいパートナーと課題やビジョンを共有し、協働しながら様々な課題を解決したり新しい

教育を創造したりしている学校」ととらえます。 

教職員が、心身ともに健康でその専門性や人間性を十二分に発揮して質の高い効果的な授業や

教育活動を担っていくための働き方改革、人材育成、組織マネジメントも重要な視点となってき

ます。 

誰にとっても「魅力ある学校」を実現するための副校長・教頭としての役割、関わり方を明ら

かにし、資質・能力を高めるためにどのように自己研鑽に励んでいくべきか考えていきます。 
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教頭会の会章について 
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作 塚本武治 
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