


主催者挨拶 

“つながる・つなげる”佐賀から岩手へ 

佐賀大会実行委員会委員長 小川 裕子 

会員の皆様、8 月に開催いたしました全国公立学校教頭会研究大会佐賀大会へのご参加、

ありがとうございました。大会史上初の試みとなったオンラインによる佐賀大会でしたが、

佐賀と上手くつながることはできましたでしょうか？コロナ禍により、佐賀にお迎えするこ

とはできませんでしたが、遠く離れていても佐賀大会にご参加していただいた全国各地の先

生方に、心より感謝申し上げます。本大会を通して、佐賀が大切にしてきた「志」「豊かな

心」「未来を切り拓く」ということが伝わったでしょうか？ 

1 日目には、元広島東洋カープの監督、緒方孝市様にご講演いただきました。午後からの

シンポジウムでは、富吉賢太郎様をコーディネーターにお迎えし、日本画家の中島潔様、坪

田塾塾長の坪田信貴様、竹下製菓社長の竹下真由様といった、立場の異なる方々から貴重な

お話を拝聴することができました。

私たちがこれから各学校でリーダーシップを取っていくためのヒントをたくさん得られ

たのではないかと思います。話の内容をどうとらえ、そして、どう生かしていくかは、私た

ち自身の意識次第であるように思います。 

2 日目は、各分科会での協議が活発に行われました。ネット環境がうまくいかなかったと
ころもあったかもしれませんが、1,800 名の先生方とつながっていたことで、お許しいただ

ければ幸いです。 

各ブレイクアウトルームでは、全国各地の先生方とつながり、協議ができたことはとても

貴重な経験となりました。佐賀はフルメンバーでの参加でしたので、先生方とつながり、た

くさんのことを学ぶことができました。同じように、全国各地からご参加の先生方は、ブレ

イクアウトルームでの協議を通して、日々の職務を振り返りながら、自分の勤務校ではこん

なことができそうだと、考えを広げ深める機会になったならば、これ以上に嬉しいことはあ

りません。

今回、参加頂いた先生方は、全国各地から代表で参加していただいた皆様です。ぜひ、大

会の意義を考えていただき、それぞれの場所で、参加できなかった先生方と佐賀大会で得ら

れたことを共有していただければ幸いです。 

本大会は「つながる・つなげる」が大事なポイントになりました。 

①オンラインでつながる

②協議を通して考えをつなげる

③講演・シンポジウム・協議の内容を自分につなげる

④自分の周りの先生方につなげる・・・ことです。

これからもいろいろな形で、全国の先生方とつながることができれば幸いです。 

これまで大会に向けて、主催者としてご指導、ご助言をたまわりました全公教本部の皆様、

また、物心両面で本大会を支えていただきました県内外の全ての先生方、各都道府県事務局

の皆様に心より感謝申し上げます。 

 来年度開催の岩手の皆様におかれては、これから本格的な準備に入られることと思います

が、佐賀大会の反省を生かして、さらに活発な協議ができる大会にしていただきますことを

祈念しております。佐賀の全会員で応援しております。 

全国各地の先生方にも、来年度の岩手大会へのご協力をお願い致しまして、佐賀大会閉会

の挨拶と致します。２日間、本当にありがとうございました。 



主催者挨拶 

未来を切り拓く力に～佐賀大会を終えて～ 

全国公立学校教頭会 会長 長谷川 右 

２日間にわたる オンラインでの研究大会はいかがでしたか。慣れない環境でお疲れにな 
ったのではないかと思います。本大会が充実した大会になりましたのも、小川実行委員長様
をはじめとする佐賀県の教頭先生方、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、より良い大会にとの「熱い思い」でお取り組みいただいた賜物です。 

それは、まさに幕末から明治の時代に、新しい国家の形成をリードした先人たちが、当時
においては最新の科学技術を導入し、その「志」を継承していった、そのことに通じると実
感できた全国大会でした。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 2,０００
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日目の記念講演では、演題を「組織を活かすマネジメント」とし
て、講師の緒方孝市様の実体験を基に大変興味深い内容でご講話いただきました。午後のシン
ポジウムでは、「高い志 豊かな心 切り拓く未来」をテーマに、各シンポジストの先生方が
話し合いを深められました。いずれも、副校長・教頭として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。

今回の講演やシンポジウムの内容を是非、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。 

２日目の分科会では、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。昨年の岡山大会では実現できなかった分科会での活発な研究
協議が、オンラインという形で実現できたことは、「コロナ禍にあってもできることをやる」
という、まさにＧＩＧＡスクール構想で苦労されているところではありますが、学校現場と
同じだと感じています。失敗をおそれず慣れていくことが大切です。 

さて今回の佐賀大会は、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、会えない日本中の先生方とオンラインでのディスカ 
ッションはいかがでしたか？画面越しではありますが、ぜひこのご縁を大切にしてください。 
 私は、大学生の時に剣道部の先生に勧められ、「葉隠」を読みました。当時の私は「武士道
というは死ぬことと見つけたり」が「武士道」だと間違った捉え方をしていました。諸説有り
ますが、「常に生死に関わらず、正しい決断・判断をすること」であると後に気付きました。 

コロナ禍にあって、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、小川実行委員長を中心に実行されました。それも、
開催の方法を再検討し決定した、５ヶ月前からです。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。佐賀の教
頭先生方の組織力は、まさに「武士道」ではないでしょうか。 

今回の大会が「全公教モデル」として、全国に先駆けた大会になったと感じております。 
オンラインで参加されている皆様、小川実行委員長様をはじめ佐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。ありがとうございました。 
全国からお集まりいただいた皆さん。皆さんには、全国に約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「未来を切り拓く力」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。 

２日間、本当にありがとうございました。 
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記念講演 

記 念 講 演  

 

講師：緒方
お が た

 孝
こう

市
いち

 氏 
野球評論家（前広島東洋カープ監督）            

         
                     佐賀県鳥栖市出身 
 

【講 師 紹 介】 
・小学生から野球を始め、中学校では３年時にセカンドのレギュラーとして、県中学総体を制し、 

九州大会に出場。 
・高校は猛勉強の末、前年甲子園に出場した県立鳥栖高校へ進学。走攻守の揃った大型セカンド 

として活躍。３年時にはキャプテンとして春の九州大会ベスト８。 
在校時代は九州大会出場…２回、県大会優勝…３回、準優勝…２回、ベスト４…１回。 

・広島東洋カープ入団後は俊足を活かすために外野手に転向。１９９５年には４７盗塁を記録し 
盗塁王を獲得。９６，９７年も獲得し、３年連続盗塁王に輝く。同じく９５年から５年連続で 
守備の名手に贈られるゴールデングラブ賞を受賞。また、全力プレーによるけがでの戦線離脱 
も多かったがその都度復活。現役後半は、足のけがで減少した盗塁に代わり打率アップや本塁 
打を量産。常に前向きに、その時の自分に合ったプレースタイルを作り上げていく姿勢は後輩 
選手の手本となった。 

・現役引退後は一軍コーチを経て２０１５年に監督に就任。１年目４位の反省を生かし、翌年は 
見事に、カープを２５年ぶりのセントラルリーグ制覇に導く。ここから球団初のリーグ３連覇 
は記憶に新しいところ。現在は、現役選手、コーチ、監督の経験を活かし、野球評論家として 
活躍中。 

【経 歴】 

・１９８４年 鳥栖市立鳥栖中学校卒業       
・１９８７年 佐賀県立鳥栖高等学校卒業 
・１９８７年 広島東洋カープ入団（ドラフト３位） 
・２００９年 現役引退 
・２０１０年 広島東洋カープ一軍野手総合コーチ 
・２０１１年   〃      守備走塁コーチ 
・２０１３年   〃      打撃コーチ 
・２０１４年   〃      野手総合ベンチコーチ 
・２０１５年   〃      監督就任 
・２０１９年   〃      監督退任 
・現   在 プロアスリート所属 野球評論家 

『組織を活かすマネジメント』 



記念講演 

 
監督就任一年目の失敗の経験 

２０１５年 大きな期待とともにスタートしたシーズン。投手や選手のバランスのとれたチーム
で、優勝候補と言われていた。また、カープ女子などのファンの期待や盛り上がりもあり、監督とし
て自信をもってスタートした。しかし、４月は、まさかの７連敗で最下位という結果。不安要素が
次々と勃発し、優勝争いができない状態だった。ここ一番、勝てば A クラスという最終戦も、中日
に完封負けという結果だった。自分は監督として、負けを受け止め、情けなかった。 

どのようなミスや失敗で負けたのか。なぜチームが持っている能力を発揮できずに敗れたのか。
膨大なデータが残った。６９勝７１敗。１点負けが２７試合だった。接戦で負けるのは、監督の責任
であると思った。もし、１０試合勝っていれば、十分に A クラスに残ることができた。もしかした
ら、１年目に受け継いだ戦力で、受け継いだ戦い方をすれば優勝できるかもしれないと考えた。 

 
 

１点の先にカープの野球あり 
２０１６年 二年目は１点にこだわる野球に徹した。 
（１）方針を打ち出す 
（２）組織として機能 
（３）選手の意識改革とコミュニケーション 
（４）ファンへのミッション（信頼の回復） 
まず、コーチに対してのスタンスは「任して、任せず」 

監督からコーチへ、コーチから選手へ伝えていく際に、上司の 
適時適切な助言や指示を怠らないことが重要である。その他、 

  ①「投手を中心とした守り勝つ戦い」 
②「接戦に勝つためにチャンスに１点をもぎとる攻撃」 
③「選手の起用と戦略」などを心掛けた。 

 次に、カープが勝ち続けられた大きな要素は、トレーナー、スコアラーなどの意識改革である。 
「千両役者だけでは芝居はできない。舞台裏で働く人がいてこそ芝居ができる。」（松下幸之助） 
の言葉にもあるように、組織として機能し始め、一人一人が同じ目標に向かうことができた。選手 
たちの生きた情報はトレーナーから、欲しい情報や資料がスコアラーから入ってくるようになっ 
た。監督として決断を行うには、根拠が必要。生きた情報を基にシミュレーションしておけば、指 
揮する者が勝負の最大の山場で動揺しない。 

選手を変えるためには、自分自身の意識改革をする。勝つためには何をしなければならないかに 
意識を向けて取り組ませる。結果に対する考え方と対処の方法を、試合を通じて身に付けさせる 
ことが大事。そのために選手を褒めてあげる。時には、監督が失敗の中身を聞いてやる。結果だけ 
を求めてない。プロセスが大事である。「結びに専念すれば果が生まれる。果に専念すれば苦が 
生まれる。」 

優勝の先に見えたものは、夢のような空間だった。負ける悔しさ、勝つ喜び、両方知ったから３
連覇することができた。優勝したことで自分たちの野球に確信がもてた。一人一人が自分の役割
を明確に理解して取り組むことができた。「組織」は一人一人の人間の集まりであり、一人一人が
同じ目標に向かって、自分の役割を理解するようになれば、大きな目標に到達できると思う。 

最後に、３３年間のプロ野球人生の中でたくさん多くの人との出会いがあり、いろいろな教え、
言葉をいただいた。また、この教え、言葉を次の世代の選手たちにバトンを渡せたと思う。 



アンケート集計・ご意見・感想＜回答数 1,213 人＞ 記念講演
        

 
 
 
 
 
 
 

《記念講演についてのご意見・ご感想》 

○一番印象に残ったのは、「結に専念すれば、果が生まれ、果に専念すれば、苦が生まれる」という言葉で
ある。どちらかいうと、結果ばかりに目が向き、問題や大変さの原因を探ってしまうことが多い。また、
「単純なミス」は、準備ができていないことから対応ができずに生じることが多いというのは、我々の職
業も同じだと感じた。野球では、「単純なミス」を怠慢プレーと言われていた。学校では怠慢とまでは言わ
れないが、適切な準備ができていないことは多々ある。準備の大切さを痛感するとともに、一生懸命に取
り組むというのは、気持ちの問題だけでなく、技術や技能、課題に対する見通しなどに力を注ぐこととで
あると感じた。野球と我々の職業は、共通点がないように感じていたが、突き詰めればどの仕事も同じで
あること。そして、トップをとった方の考え方ややり方には、惹かれることが多くあると感じた。  
 
○緒方さんのプロ野球監督時代の経験をもとに話していただいたが、十分校内でも生かしていけることで
あり、参考となった。コーチに対して「任して、任せず」との言葉のように、どのように任せるのか、任
せているときの様子を観察するなど適時適切な助言を怠らないということは大事だと感じた。また、ミド
ルリーダーの育成とよく言われる。緒方さんは、トップの考えを理解するよう監督のそばにいるようにし
ていたそうだが、逆に考えると、ミドルリーダーへ考えを伝えることや共通理解することが大切であると
思う。校長、教頭、総括教諭、学年主任…としっかり共通理解できるシステムやコミュニケーションをと
れる環境を校内で築いていきたい。 
 
○緒方さんのコーチ時代を学年主任や分掌主任、ヘッドコーチ時代を教頭、監督時代を校長に置きかえて、
組織を機能させるための具体的な実践として話を聞くことができました。出会いから得た感覚、松下幸之
助の言葉と相まって、心にビシバシと伝わってくるものがありました。教師の全力を子供達は瞬時に見抜
く感覚の鋭さを持っています。だからこそ、手ぬきはできないと感じます。同時に、管理職として、自校
の教員の役割を明確にし、情報交換をしながら組織として同じ目標に向かっていけるような心ある組織を
つくることが大切であると感じました。 
 
○チームが目指すべき「ビジョン」を全員で共有し、組織として役割を分担し、それぞれの役割を認識し
た係がアイディアを出しながら対応すること。「任して、任せず」の言葉が心に残った。 また、問題が起
きた時に、精神論ではなく、何が問題なのかを明らかにすること。ミスが起きた原因と、それに対する準
備をしっかりと分析して次に生かすこと。「結に専念すれば果が生まれ、果に専念すれば苦が生まれる」
の言葉を知り、自分自身の心に刻んだ。 現在の自分の職務に置き換えた時、まだまだ未熟な部分に自分自
身気づくことができた。いただいた２つの言葉を心に問い続けながら、過ごしていきたいと思った。 
 
○具体的な改革の手立て、心に残る言葉など、実践を積まれた方からの熱いメッセージをいただけた。自
分の役割は何かを常に自覚すること、その役割を果たすこと、一人一人が全力で取り組むことが最高のマ
ネジメントにつながると学んだ。優勝の先に見える景色と負けて知る学びの両方が大切であることを経験
から語られ、納得できた。素晴らしい記念講演を有り難うございました。 
 
○少数の花形選手に頼るのではなく、トレーナーやスコアラーも交えた組織力・チーム力で成し遂げたリ
ーグ 3 連覇という結果は、組織マネジメントの重要性を端的に表していると感じました。「任して任せず」
「事業の原点は～」といったキーワードは、そのまま学校現場にも当てはまるものと思います。また、２
年目の初めに打ち出した４つの方向性も、マネジメントの基礎であるといえます。先行き不透明なこの時
代において、子どもたちに確実に力をつけ、保護者や地域、学校職員の力を最大限に生かしていきたいと
感じています。 
 
○自校の教職員組織の中で、資質や教育意欲が極端に低い者や、感情の起伏が大きい者等がおり、本年度
の組織力の低下に気力が下がっていたが、本日の講演を聞いて、元気が出た。①教頭として、まだやるこ
とがある②校長の思いをもっと聞いて、進む方向を再確認して、再度、再編を試みる必要がある③自分自
身が諦めないで、「子どもたちのために」という原点に戻って再スタートを切る必要があるなど、前向き 

《印象的な言葉》 
・結に専念すれば、果が生まれ、果に専念すれば、

苦が生まれる 
・任して、任せず 
・決断するためには、根拠が必要 
・生きた情報を基にシミュレーションする 
・①方針を打ち出す②組織として機能③選手の意識

改革とコミュニケーション④ファンへのミッ
ション 

86%

13%

記念講演は満足いただけましたか

当てはまる
概ね当てはまる
あまり当てはまらない
当てはまらない



アンケート集計・ご意見・感想＜回答数 1,213 人＞ 記念講演

な言葉にやる気が出ました。感謝申し上げます。 本実行委員会の皆様の人選や準備にも感謝いたします。 

○緒方氏の講演を聴いて、どの仕事であっても組織で動くこと、組織を機能させることの大切さを改めて
感じました。緒方さんが監督として組織をマネジメントされる考え方や方法などは、私たち教職員にもそ
のまま当てはまると思います。校長（監督）の学校運営や学校目標の達成に向け、教頭（コーチ、トレー
ナー、スコアラー）は校長の考えを理解し、教職員や児童生徒（選手・ファン）とのパイプ役としてアン
テナを高く張り、校長が必要とすることへの的確な対応を行うこと。また教職員へのアドバイスやサポー
ト、若手教員の育成等々、仕事は違っていても取り組んでいることや考え方などは同じで、とても理解し
やすく、参考になるお話でした。

○緒方様のご経験に基づく組織マネジメントのお話を大変興味深く拝聴しました。目標の達成に向けた方
針を明確にし、本気、真剣に情熱をもって仕事に向かうこと、より良い結果を得るためには取組の過程を
大切にし、工夫、実践、評価、改善をすること、人材の育成においては、行動の結果を生んだ過程に着目丁
し、 寧に分析を行い改善につなげる思考を活性化させる指導が有効であることなど、組織の機能を向上させ
るための手立てについて沢山のご示唆をいただきました。有り難うございました。

○選手と教員の違いはあるが、トップを担う立場として、意識しなければならないことは共通しているな
と感じた。教員の士気を高め、同じ方向を向かせること、その仕組みづくりを管理職が行うことが大事で
ある。その時何をしなければならないのか、状況に応じた言動を考え、実践することが実になるというこ
とが改めて確認できた。やはり冷静に分析することは大事で、データに裏付けられたものは説得力も生ま
れる。自分も管理職として様々な分析を行い、教員を束ね、生徒の満足度を高めていく。

○組織づくりのヒントをたくさん学ぶことができた。チームづくりと学校の組織づくりは共通しているもの
がたくさんある。経営の方針、学校でいうと学校長が示された教育目標の実現を目指すためには、教頭が
教育目標を理解し、職員に明確に伝えていくこと、学校の課題を把握し、職員の強みを生かしてよりよい
教育活動を図っていくことが教頭としての大切な役割である。改めて教頭の在り方を考える機会となった。 

○組織としてプロ野球チームと学校現場を比較したとき、監督は「管理職」、コーチやスタッフは「担任
等教員」、選手は「児童・生徒」、ファンは「保護者」として捉え、そこに落とし込んでみると緒方さん
のエピソード一つ一つが日頃の私の管理職としての悩みに通ずるものが多く、記念講演を興味深く拝聴する
ことができました。緒方さんの組織マネジメントは、教頭職である私達に、組織運営上のリーダーとして
の確かなキーセンテンスを授けてくれたように感じます。特に「『結』を重んじれば『果』が生じる。
『果』を重んじれば『苦』が生じる」という言葉は、私達の日頃の目標達成に向けた心構えを正し、今後
の学校運営に際してリーダーとしてどうマネジメントすべきかという命題の本核に直接訴えかける重みの
ある言葉として受け取りました。どんな組織の中でもリーダーとして他者の心を動かす原動力は、本気に
真剣に組織のより良い方向性を視野に入れ、強い信念のもと発する「言動と思い」だと強く共感できまし
た。

○組織を動かすということは、まずはリーダーの方針をみんなが共有していくことが大切であると感じた。
学校でいう学校目標について職員がよく理解し、常にそこに立ち返り１年間を進めていかなくてはならな
い。そのためにも、職員が計画するものについて、前年度と同じではなく、学校目標に合致しているか常
に確認しながら進めていくように教頭として職員に問いかけていくようにしていきたい。また、新井選手
の「大ベテランが背中を見せる」という話が大変印象的であった。時代も変わり職員への接し方も「ほめ
て伸ばす」ようになってきているが、子供たちの大切な人生を預かっている職業である教員は、信念を持
ち大切なことを伝えていくベテランの存在も生かして若手の育成に努めていきたいと感じた。

○目標を達成するには、組織的に進めていくことの大切さを学ぶことができた。課題を分析して、「今、
何が必要なのか」「何をすればいいのか」みんなが同じ方向で進んでいくこと。目標をもつこと。緒方氏、前
広島カープ監督さんの講演を聴いて同感することができた。「生きた情報を基にシミュレーションしておけ
ば、指揮する者が勝負の最大の山場で動揺しない。」という言葉が心に残った。学校で危機の状況になっ
たときにいかに冷静に対応することができるかは、常に準備やシミュレーションをしておくことが大切なこ
とだということと同じ事だと思った。貴重な講話を聞くことができてとてもよかったです。有り難うござ
いました。

○野球にはとても興味があるので、楽しく話を聞くことができた。その中で、個々の選手に力があっても
優勝できる訳ではなく、組織が機能しなければいけないと言う話がとても参考になった。学校も、教職員
一人一人が力をもっていても、組織として機能しなければ、教育効果を十分に上げることができないと感
じている。組織を機能させるために、管理職がしっかりと方針を打ち出し、教職員とのコミュニケーショ 
ンを図りながら、それぞれの良さを引き出していくことが大切だと思った。また、保護者や地域の方々の
思いに応えていくことが、大切だと改めて感じた。これまでの自分の取り組みを振り返り、自分自身の意
識改革を進めていきたいと思った。



シンポジウム 
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『高い志 豊かな心 切り拓く未来』 

コーディネーター 

富吉 賢太郎 氏 

シンポジスト 



シンポジウム 
コーディネーター 富吉 賢太郎 氏 

午前中の記念講演、緒方孝市前広島東洋カープ監督の興味深いお
話がありました。Ｂクラスに落ちたチームを A クラスに引き上げる
ためにはどうすればいいか。緒方監督が指揮官としてやったことは、
全試合の映像を見て、そこから得た情報を徹底分析することで、次
のシーズンに臨んだということでした。また、監督とコーチ、トレ
ーナー、スコアラーの関係において、それぞれ権限を委譲したこと
なども紹介されましたが、これは学校現場における組織マネジメン
トにも参考になる内容でした。  

さて、佐賀は昔から教育県・佐賀と言われています。 いつの時代から、そうなのか。そして、なぜ、
そう言うのか、思うのか！ 一言で明快に説明するのは、なかなか難しいのですが、一つだけ言えるの
は、江⼾の後期、17 歳で家督を継ぎ 10 代藩主になると様々な改革を断行し、佐賀藩を幕末の雄藩に
のし上げた名君「鍋島直正」の存在があるのではないかと思います。直正公は、佐賀の近代化だけでな
く、教育にも力を入れ、学ぶ意欲のある子どもは、親の身分は問わず、藩校「弘道館」で学ばせ、子息
の成績によって父親の禄（給料）を決定するというように、徹底して勉学を推奨したと言われています。  

そしてもう一つ、戦後の教育改革において、佐賀の旧制中学の教師であった大島多蔵氏が県選出国会
議員として、戦後初の国会において教育の大切さを熱弁。この大演説が今の義務教育制度（6・３・３制）
のもとになったというエピソードも知っておいてほしいと思います。  

教育は国の宝、子どもたちは未来を担う社会の宝物です。今日のシンポジウムでは、こういった先人
の偉業、思いを今に重ねながら、これからの時代を生きていく子どもたちにとって大切なものは何か、
皆さんで考えてみたいと思います。 

 

(1)  「高い志 豊かな心 切り拓く未来」について 

それでは、まず、３人のシンポジス
トの方にそれぞれ、自己紹介も含め
て、今日のテーマについて、自由に思
うことをお話していただきたいと思
います。では、中島潔さん、坪田信貴

さん、竹下真由さんの順にお願いします。 
 

(2)  持続発展可能な社会の担い手として育つための人づくりや学校は、どうあるべきか、「学校教育とく

に副校長・教頭が担う役割」等について 

それではシンポジウム第２ステージとして、これから変化の激しい社会を、たくましく、心豊か 
 に生きていく子どもたちを育てるには何が大事か。また、これからの学校、教育はどうあるべきか、 

  特に、今日、参加いただいている副校⻑、教頭の役割など、子どもたちや先生たちへのメッセージ 
 を中島潔さん、坪田信貴さん、竹下真由さんの順でお願いします。 

 



シンポジウム 
(3)  まとめ 

１９６４年、今から５７年前、アジアで初めてのオリンピックが東京で開かれました。この時、日 
 本は戦後復興を全世界にアピール、世界中を驚かせました。まさに「奇跡の成⻑」だと世界中が驚き、 
 賞賛したのです。その日本の奇跡の成⻑の原動力となったものが３つあると言われます。①教育がし 

っかりしていたこと②志を持った優秀な官僚たちがいたこと③日本人は勤勉であったこと。「教育」
と「官僚」と「勤勉」。この三つが、日本が世界に誇る日本の三本柱でした。今日のシンポジウムは、
かつて誇った日本の三本柱から、新しい三本柱を私たちの手で作っていきたいと思いますが、そのた
めのヒントがいくつもあったと思います。 
 私は地元の新聞社で一面コラムを 10 年以上書いていました。１羽のニワトリが１日１個 の卵を 

産むように、１日１本のコラムを書く。そんな中で、いろんな人との得がたいご縁がありました。 
今日のシンポジウムのキーワード「志」「夢」「生きる」「育む」・・・ そんなキーワードに似合う人物、 
ノーベル賞受賞者である小柴昌俊さんと実際にお会いしてお話を聞き、感動して書いたコラムを紹介 
して、まとめに代えさせていただきます。  
  

ノーベル物理学賞受賞者の小柴昌俊さんは、一瞬にして人  
生の夢をあきらめなければならないなあ−と思ったときが一 

 度だけあったそうだ。 
◆１９２６年生まれの小柴さん。子どものころの夢は軍人か  

音楽家になることだった。時代が時代だから、当時エリート 
だった軍人になることは両親や周囲の期待にこたえること 
でもあったのだ。ところが中学１年の秋、ポリオ（小児まひ） 
にかかって両手両足が不自由になり目の前が真っ暗になっ 
た。これでは軍人にも音楽家にもなれない。 

◆でも気持ちを切り替え、療養しながら小柴さんは模型飛行機屋にでもなろうかなあ−と考えた。模 
型飛行機屋なら、家にいて、模型を作りながら学校帰りの子どもたちが来るのを待っていればいい 
−と。しかし、いざ、学校を休んで毎日一人で家にいても面⽩くない。しょうがないから、暫くたっ 
て学校に行こうと思い直し、片道４キロの道を足を引きずり、這うようにして毎日、学校に通ったそ 
うだ。大変だったが、これがいいトレーニングになって足がだんだん使えるようになったという。 

◆しかし、どうしても、仲間から遅れてしまう。遅刻ばかり。でも、ある日、みんなから遅れてやっと 
校門に着いたとき、自分が登校してくるのをいつもじっと気に掛けてくれている先生がいることに 
気がついた。小柴は、その先生が大好きになった。懸命に学校に通い、勉強した。 

◆小柴さんの自伝的エッセー『やれば、できる』（新潮社）にもあるが、軍人への道が閉ざされた結果、 
 物理の世界で大輪を咲かせた小柴さんの、そんなものの考え方と生き方は学ぶことがいっぱいであ 
る。湯川秀樹博士以来の、わが国のノーベル賞学者に対するイメージを変えた小柴さんの「やれば、 
できる」。単純にして明快なメッセージである。 

 
「高い志 豊かな心 そして切り拓く未来」 
登壇していただいた３人の皆さん、今日は本当に素晴らしいメッセージをいただき、ありがとうござ

いました。参加された先生方のこれからの実践、取組に期待し、シンポジウムを閉じたいと思います。 



シンポジウム 
シンポジスト 中島 潔 氏 

(1)  「高い志 豊かな心 切り拓く未来」について 

  私は伊豆下田の金山で温泉を掘る仕事をしていまし 
 たが、つらい仕事だったので、１日のうちで自分の好き 

な時間を持とうとしました。それで絵を描くことにしま 
した。当時は、６畳に５人住んでいましたが、布団の中 
にもぐり、小さな紙に仲間の足のうらを描きました。そ 
れが楽しくてこれで生きていきたいと思うようになり 
ました。そんなとき、仲間がワイヤーに巻き込まれ、大 
けがをしました。自分も手を失いそうなけがをしそうに 
なったため、仕事をやめ、東京に出てきました。広告代理店から声をかけてもらい仕事をしました。 
徹夜ばかりでつらかったこともあり、外国へ行こうと決心しました。２８歳のときに、パリに渡り、 
美術館もたくさん巡りました。こんな絵を描きたい、描きたい、描けるかもと思うようになりました。 
スケッチブックを持った人についていくと、クロッキー教室でした。そこで絵を勉強することを初め 
て知りました。そこへこっそり通い、先生に見つからないようにしていました。ゴルバトさんという 
女性の先生に「線がきれい」と初めて褒められました。その先生の一言によって、画家になろうと決 
めました。光が見えました。「志」をもった絵をパリの人達に見せよう。日本のふるさと、伝統、⿊髪 
の女性を見せようと。 

 

(2)  持続発展可能な社会の担い手として育つための人づくりや学校は、どうあるべきか、「学校教育とく

に副校長・教頭が担う役割」等について 

   パリ国立美術学校で半年勉強させてもらいました。その後、日本に帰って絵を描き続けましたが、 
受け入れてもらえませんでした。そんなとき、三越がパリの美術館をつくりました。三越で展示して 
もらうために『源氏物語』や「金子みすゞ」・・・を描きました。三越パリの美術館での個展が成功し、 
清水寺の襖絵にチャレンジしました。先生から「線を褒められたこと」から線を大切にしています。 
先生方には、一人でもよいから、子どもに光を当ててほしいのです。本質を見つけてほしいのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「早朝の陽だまり」 

子供の頃の中島潔氏 



シンポジウム 
(3) まとめ 

   少し前に地獄の絵を描きました。地獄絵が人々の 
生き方を説く中に、指導者や教える人の過ちは特に 
罪が重いというものがあります。教えるということ 
は人の一生を左右することだからこそ、大切で重い責 
任を伴うからです。 

教えることは尊いことなんだ、教えることは人の 
一生を左右する大事な仕事なんだと思いました。 

いろんなことがあると思いますけど、子どもたちの 
ために、自身の哲学を見つけて、困難を乗り越えてい 
く子どもたちの道を照らしてほしいと思います。 
(これらの作品は男性社会の壁を乗り越え伝統的な世界に挑戦する女性たちを描いた新作です。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

「流鏑馬」                「鷹匠」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 「ねぶた師」               「人形浄瑠璃」 

 

 



シンポジウム 
シンポジスト 坪田 信貴 氏（要約） 

(1)  「高い志 豊かな心 切り拓く未来」について 

   昨今、ＡＩをはじめとした新しい技術革新により 
 生活スタイルは大きく変わっている。それに伴い、 
 未来を切り開いていく子どもたちが大人になるまでに 
 何が必要なのか従来とは大きく変わってきている。 
  本来、「学問」や「学習」は楽しいものであり、 
 勉強は「自信をもち、居場所をもつためのツール」で 
 ある。 
  
 
(2) 持続発展可能な社会の担い手として育つための人づくりや学校は，どうあるべきか，「学校  

教育とくに副校長・教頭が担う役割」等について 

 

  「学校が提供するサービスや役割とは何か」を再定義した方がよい。「子どもたちに向き合うこと」
が最も重要な職務である。本来、学校や副校⻑・教頭が先生としてやりたかったことをやるべきであ
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) まとめ 

  学校の再定義が必要である。学校の先生、副校⻑・教頭にも人生を謳歌する義務がある。 
  教育の原点は「こんな人になりたい」という「あこがれ」だと思う。先生たちが、「やっていて楽し  

そうだな」という職業になっていくことが教育の復興につながると思う。 
 
 
 

「ユヌスよしもと ソーシャルアクション」

の概要発表会見 



シンポジウム 
シンポジスト 竹下 真由 氏 

(1) 「高い志 豊かな心 切り拓く未来」について 

竹下製菓は竹下佐七が明治２7 年以前に個人で菓子の製造販売を 
始め、私で 5 代目です。佐賀は森永製菓の森永太一郎氏（伊万里市 
出身）、江崎グリコの江崎利一氏（佐賀市出身）でも有名であり、２ 
代目社⻑の竹下佐八は森永太一郎氏とも交流があったようです。 

私は、仕事に関わるようになるまで、夢や志とはどういうことな 
のかを考えたことがなかったような気がします。私にとって、「お菓 
子をつくって売ること」が当たり前だったからです。あえて言えば、 
小 2 の頃「ロボコン」に憧れていたことが夢や志のきっかけだと記憶しています。そのために何の勉 
強をしたら良いのか、家業を継ぐには機械のことも勉強しておきたい、父も機械の設計に携わってい 

たことなどを考え、結果として東京工業大学に進学し、家業
を継ぐことができました。夢が実現し、志に向かって行動す
ることができたと言えるのではと思っています。私が仕事に
おいての志というのはおこがましい気がしてしまいますが、
行動の芯にあるのは「お客様・取引先・社員さんたち、そし
て私自身が、ハッピーになれること」ということであり、こ
のことは今まで一度もぶれていません。そのために「美味し
い・安心安全・楽しい商品をお客様にお届けする」「取引先
との関係性」だったり、「働く環境」だったり、「待遇」につ
いての整備が必要となります。お客様や社員さん、取引先の
方が笑顔だと私も嬉しくなります。高い志とは言えないです 

 が、心の中にこの指針があると、いろいろなことが頑張れる気がしています。 
  「豊かな心」を育むには、次のようなことを大切にしています。私が両親からしてもらって良かっ 
 たことや良かったと思う経験や環境は、今の私ができる限りではありますが、子ども達が経験できる 

ようにしたいと思っています。外で虫を採ったり、川で魚を捕ったり、草花で花冠を作ったり、農作 
業体験に行ってみたり、と自然を感じられるように外に連れ出すようにしています。佐賀は自然が豊 
かで、子育てをするにはとても良い環境です。私自身は小さいころ、台風の前にダムからの放水が絞 
られると、川の水位が下がり魚が取り放題だったので大喜びで川に入っていたのですが…。今は規制 
が多いですが、安全性を考えながら自然に親しませていきたいと思います。 

外部環境はあっという間に変わりますし、10 年の間に新たな職業も生まれます。子ども達が大人に 
なるころには、今とは全く違っているでしょう。どんな環境下でも適応できる柔軟性を持ってほしい 
と願っています。不条理・理不尽も多々ある、という世の常も知っておいてほしい。学校教育の場で 
は男女平等を教え込まれていた気がしますが、社会に出るとジェンダーギャップを突き付けられます。 
年々改善はしているでしょうが、ギャップがなくなるのは遠い未来のように思えます。ジェンダーギ
ャップ指数は 2021 年の発表でも日本は世界 120 位、G７中最下位です。現実を認識した上で、どのよ
うに行動していけばよいのかを考えさせたいと思っています。 
 

竹下製菓 ブラックモンブラン 



シンポジウム 
(2) 持続発展可能な社会の担い手として育つための人づくりや学校は，どうあるべきか，「学校教育とく

に副校長・教頭が担う役割」等について 

学校の先生を志す人が減っています。教育実習に行ったら、先生になりたくなくなったという人も 
います。保護者対応（モンスターペアレント）が大変であることや管理職が大変そうに見えることな 
どもあるかと思います。学校はもっと夢を与える場であってほしい。そして、学校の先生はやりがい 
のある職業であること、「ハッピー」であることを伝えてほしいと思っています。 

そのためにも保護者の意識改革など、国をあげて取り組んでほしいと思います。学校と家庭と地域 
の役割を明確にし、先生方の余計な仕事を極力少なくする。子ども達と向かい合う時間を確保し、子 
ども達の顔を見て仕事をする。そして、子ども達の成⻑する姿を喜び合えるような環境を整えていっ 
てほしい。 

また、多様な人材育成の基盤となる場であるからこそ、画一的な教育ではなく、やりたいことを伸 
ばせるような個別授業と集団授業の組み合わせを早期から導入した学校も選べればいいなと思いま 
す。集団授業にしても学びの深さなどで選択できればいいなと思います。徹底的に考える時間を取っ 
てほしいと思っています。 

「知る」ことはとても面⽩いし、「知的欲求」という言
葉もあるとおり、人間だれしも持っている「欲求」の１つ
です。学校は「勉強」や「宿題」を楽しんで取り組める場
になりうる場所です。先生方も日々工夫されているのを
感じます。できたらシールを貼れるといって喜んで宿題
をやっていたりします。子ども達が興味をもったやり方
は、ぜひ全国規模で情報交換していただきたいです。 

副校⻑先生や教頭先生といった方々には他校の情報を 
 しっかりと集め、どこにあっても「これがうちのカラー 

です。」と言い切れる指針を校⻑先生が出せるように動い 
ていただければ幸いです。 

 

(3) まとめ 

不平等を知らない授業だけ受けていると、社会に出たときの不条理・理不尽に出会ったときが大変 
苦労します。女性というだけで受けるジェンダーギャップを体験しました。何で私ばかりと不平等感 
もありましたが、それをチャンスととらえることで、女性だからこそできることや女性の社⻑という 
ことで取材を受けるチャンスもありました。実際の世の中にはいっぱい不平等や不条理があって「な
んで自分が」と思うことがある。そのとき、どう捉えてどう乗り越えていくか、今のうちにぜひ子ど
も達にもいっぱい考えさせてほしい。 

考え方一つで前向きにやっていけるし、チャンスにすれば自分はどんなものにもなれる。どんな性  
 質、特性だって固有の個性で武器になります。私も子ども達に伝えていきたいし、先生方にも子ども 
 達に声かけしていただけたらと思います。 
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《記念講演についてのご意見・ご感想》 

○一番印象に残ったのは、「結に専念すれば、果が生まれ、果に専念すれば、苦が生まれる」という言葉で
ある。どちらかいうと、結果ばかりに目が向き、問題や大変さの原因を探ってしまうことが多い。また、
「単純なミス」は、準備ができていないことから対応ができずに生じることが多いというのは、我々の職
業も同じだと感じた。野球では、「単純なミス」を怠慢プレーと言われていた。学校では怠慢とまでは言わ
れないが、適切な準備ができていないことは多々ある。準備の大切さを痛感するとともに、一生懸命に取
り組むというのは、気持ちの問題だけでなく、技術や技能、課題に対する見通しなどに力を注ぐこととで
あると感じた。野球と我々の職業は、共通点がないように感じていたが、突き詰めればどの仕事も同じで
あること。そして、トップをとった方の考え方ややり方には、惹かれることが多くあると感じた。  
 
○緒方さんのプロ野球監督時代の経験をもとに話していただいたが、十分校内でも生かしていけることで
あり、参考となった。コーチに対して「任して、任せず」との言葉のように、どのように任せるのか、任
せているときの様子を観察するなど適時適切な助言を怠らないということは大事だと感じた。また、ミド
ルリーダーの育成とよく言われる。緒方さんは、トップの考えを理解するよう監督のそばにいるようにし
ていたそうだが、逆に考えると、ミドルリーダーへ考えを伝えることや共通理解することが大切であると
思う。校長、教頭、総括教諭、学年主任…としっかり共通理解できるシステムやコミュニケーションをと
れる環境を校内で築いていきたい。 
 
○緒方さんのコーチ時代を学年主任や分掌主任、ヘッドコーチ時代を教頭、監督時代を校長に置きかえて、
組織を機能させるための具体的な実践として話を聞くことができました。出会いから得た感覚、松下幸之
助の言葉と相まって、心にビシバシと伝わってくるものがありました。教師の全力を子供達は瞬時に見抜
く感覚の鋭さを持っています。だからこそ、手ぬきはできないと感じます。同時に、管理職として、自校
の教員の役割を明確にし、情報交換をしながら組織として同じ目標に向かっていけるような心ある組織を
つくることが大切であると感じました。 
 
○チームが目指すべき「ビジョン」を全員で共有し、組織として役割を分担し、それぞれの役割を認識し
た係がアイディアを出しながら対応すること。「任して、任せず」の言葉が心に残った。 また、問題が起
きた時に、精神論ではなく、何が問題なのかを明らかにすること。ミスが起きた原因と、それに対する準
備をしっかりと分析して次に生かすこと。「結に専念すれば果が生まれ、果に専念すれば苦が生まれる」
の言葉を知り、自分自身の心に刻んだ。 現在の自分の職務に置き換えた時、まだまだ未熟な部分に自分自
身気づくことができた。いただいた２つの言葉を心に問い続けながら、過ごしていきたいと思った。 
 
○具体的な改革の手立て、心に残る言葉など、実践を積まれた方からの熱いメッセージをいただけた。自
分の役割は何かを常に自覚すること、その役割を果たすこと、一人一人が全力で取り組むことが最高のマ
ネジメントにつながると学んだ。優勝の先に見える景色と負けて知る学びの両方が大切であることを経験
から語られ、納得できた。素晴らしい記念講演を有り難うございました。 
 
○少数の花形選手に頼るのではなく、トレーナーやスコアラーも交えた組織力・チーム力で成し遂げたリ
ーグ 3 連覇という結果は、組織マネジメントの重要性を端的に表していると感じました。「任して任せず」
「事業の原点は～」といったキーワードは、そのまま学校現場にも当てはまるものと思います。また、２
年目の初めに打ち出した４つの方向性も、マネジメントの基礎であるといえます。先行き不透明なこの時
代において、子どもたちに確実に力をつけ、保護者や地域、学校職員の力を最大限に生かしていきたいと
感じています。 
 
○自校の教職員組織の中で、資質や教育意欲が極端に低い者や、感情の起伏が大きい者等がおり、本年度
の組織力の低下に気力が下がっていたが、本日の講演を聞いて、元気が出た。①教頭として、まだやるこ
とがある②校長の思いをもっと聞いて、進む方向を再確認して、再度、再編を試みる必要がある③自分自
身が諦めないで、「子どもたちのために」という原点に戻って再スタートを切る必要があるなど、前向き 

《印象的な言葉》 
・結に専念すれば、果が生まれ、果に専念すれば、

苦が生まれる 
・任して、任せず 
・決断するためには、根拠が必要 
・生きた情報を基にシミュレーションする 
・①方針を打ち出す②組織として機能③選手の意識

改革とコミュニケーション④ファンへのミッ
ション 

86%

13%

記念講演は満足いただけましたか

当てはまる
概ね当てはまる
あまり当てはまらない
当てはまらない
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な言葉にやる気が出ました。感謝申し上げます。 本実行委員会の皆様の人選や準備にも感謝いたします。 

○緒方氏の講演を聴いて、どの仕事であっても組織で動くこと、組織を機能させることの大切さを改めて
感じました。緒方さんが監督として組織をマネジメントされる考え方や方法などは、私たち教職員にもそ
のまま当てはまると思います。校長（監督）の学校運営や学校目標の達成に向け、教頭（コーチ、トレー
ナー、スコアラー）は校長の考えを理解し、教職員や児童生徒（選手・ファン）とのパイプ役としてアン
テナを高く張り、校長が必要とすることへの的確な対応を行うこと。また教職員へのアドバイスやサポー
ト、若手教員の育成等々、仕事は違っていても取り組んでいることや考え方などは同じで、とても理解し
やすく、参考になるお話でした。

○緒方様のご経験に基づく組織マネジメントのお話を大変興味深く拝聴しました。目標の達成に向けた方
針を明確にし、本気、真剣に情熱をもって仕事に向かうこと、より良い結果を得るためには取組の過程を
大切にし、工夫、実践、評価、改善をすること、人材の育成においては、行動の結果を生んだ過程に着目丁
し、 寧に分析を行い改善につなげる思考を活性化させる指導が有効であることなど、組織の機能を向上させ
るための手立てについて沢山のご示唆をいただきました。有り難うございました。

○選手と教員の違いはあるが、トップを担う立場として、意識しなければならないことは共通しているな
と感じた。教員の士気を高め、同じ方向を向かせること、その仕組みづくりを管理職が行うことが大事で
ある。その時何をしなければならないのか、状況に応じた言動を考え、実践することが実になるというこ
とが改めて確認できた。やはり冷静に分析することは大事で、データに裏付けられたものは説得力も生ま
れる。自分も管理職として様々な分析を行い、教員を束ね、生徒の満足度を高めていく。

○組織づくりのヒントをたくさん学ぶことができた。チームづくりと学校の組織づくりは共通しているもの
がたくさんある。経営の方針、学校でいうと学校長が示された教育目標の実現を目指すためには、教頭が
教育目標を理解し、職員に明確に伝えていくこと、学校の課題を把握し、職員の強みを生かしてよりよい
教育活動を図っていくことが教頭としての大切な役割である。改めて教頭の在り方を考える機会となった。 

○組織としてプロ野球チームと学校現場を比較したとき、監督は「管理職」、コーチやスタッフは「担任
等教員」、選手は「児童・生徒」、ファンは「保護者」として捉え、そこに落とし込んでみると緒方さん
のエピソード一つ一つが日頃の私の管理職としての悩みに通ずるものが多く、記念講演を興味深く拝聴する
ことができました。緒方さんの組織マネジメントは、教頭職である私達に、組織運営上のリーダーとして
の確かなキーセンテンスを授けてくれたように感じます。特に「『結』を重んじれば『果』が生じる。
『果』を重んじれば『苦』が生じる」という言葉は、私達の日頃の目標達成に向けた心構えを正し、今後
の学校運営に際してリーダーとしてどうマネジメントすべきかという命題の本核に直接訴えかける重みの
ある言葉として受け取りました。どんな組織の中でもリーダーとして他者の心を動かす原動力は、本気に
真剣に組織のより良い方向性を視野に入れ、強い信念のもと発する「言動と思い」だと強く共感できまし
た。

○組織を動かすということは、まずはリーダーの方針をみんなが共有していくことが大切であると感じた。
学校でいう学校目標について職員がよく理解し、常にそこに立ち返り１年間を進めていかなくてはならな
い。そのためにも、職員が計画するものについて、前年度と同じではなく、学校目標に合致しているか常
に確認しながら進めていくように教頭として職員に問いかけていくようにしていきたい。また、新井選手
の「大ベテランが背中を見せる」という話が大変印象的であった。時代も変わり職員への接し方も「ほめ
て伸ばす」ようになってきているが、子供たちの大切な人生を預かっている職業である教員は、信念を持
ち大切なことを伝えていくベテランの存在も生かして若手の育成に努めていきたいと感じた。

○目標を達成するには、組織的に進めていくことの大切さを学ぶことができた。課題を分析して、「今、
何が必要なのか」「何をすればいいのか」みんなが同じ方向で進んでいくこと。目標をもつこと。緒方氏、前
広島カープ監督さんの講演を聴いて同感することができた。「生きた情報を基にシミュレーションしておけ
ば、指揮する者が勝負の最大の山場で動揺しない。」という言葉が心に残った。学校で危機の状況になっ
たときにいかに冷静に対応することができるかは、常に準備やシミュレーションをしておくことが大切なこ
とだということと同じ事だと思った。貴重な講話を聞くことができてとてもよかったです。有り難うござ
いました。

○野球にはとても興味があるので、楽しく話を聞くことができた。その中で、個々の選手に力があっても
優勝できる訳ではなく、組織が機能しなければいけないと言う話がとても参考になった。学校も、教職員
一人一人が力をもっていても、組織として機能しなければ、教育効果を十分に上げることができないと感
じている。組織を機能させるために、管理職がしっかりと方針を打ち出し、教職員とのコミュニケーショ 
ンを図りながら、それぞれの良さを引き出していくことが大切だと思った。また、保護者や地域の方々の
思いに応えていくことが、大切だと改めて感じた。これまでの自分の取り組みを振り返り、自分自身の意
識改革を進めていきたいと思った。
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分科会の記録 ＜第１Ａ分科会  教育課程に関する課題＞ 

【提言者１】神奈川県 横須賀市立馬堀小学校  塩野谷 純香 

【提言主題】豊かな人間性と創造性を育む学校を目指して －「教頭力」向上のために － 

【協議の柱】「主体的・対話的で深い学び」の授業実現等に向けた、副校長・教頭の在り方 

【グループ協議 報告】 

・横須賀市の教頭会で指導のための冊子を作られていることが素晴らしいと考える。これにより、各学校にお 
いて共通理解、共通実践が可能となっている。 

・授業観察カードは参考になった。このカードが教頭だけのものではなく、授業者や参観者においても同じも
ので参観できるため、授業評価視点の共有化が図られるだけでなく、授業づくりの参考ともなっている。こ
のことが、現在課題の一つにも挙げられる若手育成に繋がっている。 

・冊子や観察カードを活用していくことで、どの学校においても共通した授業づくりが期待される。このこ 
とは、市内のどの学校に異動したとしても、共通した授業づくりで仕事ができるため、職員においても働き
やすくなるのではないか。 

・現在、若手教員の育成はもちろんであるが講師の育成も大きな課題となっている。冊子や観察カードの活用 
が大切であると感じた。 

・市の教頭会において、退職された管理職を指導者として活用されていることが素晴らしいと考える。 
・タブレットＰＣの導入により、それを活かした授業づくりが求められている。授業観察カードに ICT 利活用

の視点を入れてはどうか。 
・自治体によっては、若手教員育成のための研修会を実施している。運営の仕方はそれぞれであるが、若手教 

員以外の教員も対象としたところ参加率が向上した自治体もある。また、若手教員の自主性を重視し、運営 
自体を若手教員に任せ、希望する講師の紹介などのサポートを行っている自治体もあった。 

・個人の力量任せではなく組織で積み上げていくことの大切さを改めて感じた。小中連携を視野に入れて取り
組むことも大切と考える。 

・若手教員の育成においては、ミドルリーダーの活用が重要と考える。中堅教諭や各主任と連携を図りながら 
進めていく必要がある。また、若手教員とコミュニケーションを図りながら、本人のもっている力の良さを
自覚させ、力量の向上に努めている。 

・若手育成のためにもミドルリーダーの育成が欠かせない。 

【指導助言：全公教顧問会】（和歌山県田辺市立鮎川小学校長 中家 章一 氏） 
・人材育成に対して、教頭の力は重要である。プロ意識を持って取り組んでいることに対して感謝する。 

・継続性、協働性、汎用性で考える。 

 ①継続性で考えると、３冊にわたる冊子づくりは、２０年度、２４年度、そして新学習指導要領への対応と、 

継続して取り組んでいる。これは、学校が変わっても共通実践の継続を可能にするものである。今後も継 

続して取り組んでいただきたい。 

 ②協働性については、この冊子づくりにおいても市内の教頭会で協働的に作業されている。この冊子が１つ 

の基準となる。 

 ③汎用性については、授業観察カードが経験の浅い教員にとっても指導案作成や授業の振り返りに効果があ 

りどの学校においても活用されている。各学校の取組が各学校の実態に即した形式となり市全体としての 

取組となり、どこに異動したとしても同じ視点で指導が進められる。 

・教頭には、リサーチが必要である。学校を知ることが大切である。そのために 

 ①授業を見ること･･･教師、児童生徒の様子を把握することができる。 

 ②担任以外の教職員からの情報も大切にすることで多面的・多角的に把握する。 

・気持ちの良い職場作りに努める。役割分担をし任せることが大切である。(長い目で見ていく) 

・常に話は傾聴し、話しやすい環境、言葉をかけやすい環境作りを心がける。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県学校教育課参事 長尾 真司 氏 ） 

・教頭会のキャラクターに、教頭の気持ち、思いが表れている。横須賀市教頭会の取り組みは多忙な役職の中

で横須賀市が考える教頭力を示されており頭が下がる思いである。 

・教頭は、幅広い年齢層の教職員に対して指導助言を行う必要がある。教職員のモチベーションを引き上げて 

いくためにどう伝えるかは大切である。基本的に長所を褒め課題に対してアドバイスを行っているだろう。 

しかし、褒めたくても難しい職員が存在する場合もある。常日頃からのコミュニケーションが重要と考える。 

・教頭には「人間関係形成力」が重要である。日頃からのコミュニケーションを図りながら関係性づくりに 

努めていくことも重要である。 

・退職管理職を招いての研修は参考になる取組であった。悩みを抱える中に解決への一助になる。日常的なも 

のになれば更に良いと考える。 

・働き方改革の中で、いかに業務を軽減するかは悩むところである。教育委員会との連携も必要になる。 

・業務改善のポイントが増せば増すほど仕事は増していくものである。課題を焦点化していくことが重要であ

る。 
・好事例を集約する、既存のものの活用も役立つ。 

記録者【鳥栖市立旭小学校 古賀 泰伸 】 
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分科会の記録 ＜第１Ａ分科会  教育課程に関する課題＞ 

【提言者２】 福岡県 大野城市立御陵中学校  藤田 天平 

【提言主題】現代的諸課題に対応するための副校長・教頭会の組織的取組 

 －「汎用性」と「独自性」からの分析をとおして－ 

【協議の柱】教育課程編成に関する副校長・教頭の連携の在り方 

【グループ協議 報告】 

・教頭会の組織がしっかりとしている。校長会との連携はとても参考となるものであった。 
・目的やテーマに基づいて汎用性と独自性を大事にし、どの地域の児童生徒にも同じ学びが継続的にできて 

いることが素晴らしい。 
・教頭会の取組はもちろんのこと、コミュニティ・スクールによる取組はとても参考となるものであった。 
・自治体の規模に差があるため、筑紫野市ほど組織が充実した組織は少ない。そのため、教育課程については 

別の組織が担っている場合が多い。教科の授業研修については自治体単位で行っている。 
・教頭会としての組織はあるものの十分に活用できていない。共通実践の重要性は認識しているが、学校数も 

多く、各校区の実情が異なっているために共通実践まで至っていないのが現状である。 
・「筑紫野は一つ」という心意気を感じた。校長、教頭、主幹、指導教諭などが、それぞれの立場で連携して 

おり、自然体の取組となっている。そのため、異動しても継続して取り組める仕組みが整っている。 
・コロナ禍の影響は大きい。行事の精選や時程の工夫など多くの課題がある。目的に立ち返り、真に必要なも 

のに絞っていくことを大切にし、各地域、各学校にて取り組んでいる。 
・持続可能な組織運営に対しては、オンライン、集合それぞれの良さを活かし、それぞれの地域の実情に応じ 

て取り組んでいる。自治体によっては、職員研修や職員会議にオンラインを取り入れている。 
・「スクラップ アンド ビルド」は難しい部分がある。慣習に流されないことの重要性は認識している。児童 

生徒の学びに「真に必要か」見直す取組を各地区、各学校にて行っている。コロナ禍が一つの大きな転機に
なっている。見直すに当たって、本日のグループ協議は大変有意義であった。 

・「コロナ禍だからできないではなく、できることを率先してやっていくことで進んでいくこともある。タブ 
レットＰＣを活用した授業づくりやオンラインを活用した研修などはチャンスだと考える。 

【指導助言：全公教顧問会】（佐賀県学校教育課参事 長尾 真司 氏 ） 

・課題を共有し、課題に対して協働的に組織的に見直しを図っている組織に対して感銘を受けた。 

 ①公務運営研修では、１つの学校の実践から各学校において実情に合わせながらアレンジし、自校での実践 

につなげている。これは、独自性から汎用性のあるものへと転換している事例である。 

 ②授業改善では、新学習指導要領完全実施に伴い、主体的・対話的で深い学びとなる授業づくりが重要とな
るが、コロナ禍のため、対話が困難になっている。このような中に、工夫して授業を組み立てていくこと
は、今後のヒントにつながっていくことだろう。 

・GIGA スクール構想に対しては、実は佐賀県において高校にノウハウがある。先だって一人１台のタブレッ 

トＰＣによる授業が実践されていた。現在、市町立小中学校に対して、一人１台端末の活用の仕方等の支援
を行っている。これは、自治体によって実情が異なることもあるため、地域の特長を活かしながら進める必
要がある。 

・組織の編成については、スクラップ アンド ビルド があったが、前年踏襲からの脱却が大切になる。前年 

度のうちに検討し、構築していくと円滑な組織編成につながるだろう。 

・研修等については、オンライン型やオンデマンド、集合型など様々な形態での研修が行われている。オンラ 

イン型と集合型の混合型(ハイブリッド型)もあるのではないかと考える。研修内容や参加対象者等を検討し、 

実情に即した方法を用いて実施していくことが大切である。 

・コロナ禍後の対応が重要。これまで対応してきたことは、今後の宝といえる。是非コロナ禍で対応してきた 

ノウハウを活かした取組を継続して行ってほしい。 

【指導助言：佐賀県】（和歌山県田辺市立鮎川小学校長 中家 章一 氏） 

・観点設定により焦点化された取組であった。 

・筑紫野地区としての取組であり、組織だった取組であることに驚きを感じた。 

・協働性については、授業改善に対して、校長、副校長が関与しており地区全体の授業力向上が図られている。 

・学校への愛着から、自校のみの取組、ノウハウに終わりがちであるが、学校間の競争ではなく共有、連携が 

必要で大切となってくる。 

・リサーチが大切である。学校の現状把握に努めることが大切であり、R-PDCA サイクルを回していくことを 

心がける。 

・学級全体だけ、学年全体だけでなく、学校全体を見ることの大切さを教職員全体に対して伝えることが大切。 

教職員全体で学校の現状を知り、学校の課題を把握し、教職員が一丸となって取り組んでいくことができる。 

・研修に対しては、多忙な中での研修となる。児童生徒がよりよく成長する、教師がよりよく成長する、そん 

な研修の設定が大切となる。 

・日頃の挨拶、コミュニケーションが大切である。児童生徒に対しては、その大切さを伝え続けることが重要 

である。伝え続けることで、児童生徒は変わる。 

・地域から児童生徒が褒められると嬉しいものである。担任にとっても児童生徒が褒められると嬉しいのでは 

ないか。 

記録者【鳥栖市立旭小学校 古賀 泰伸 】 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 156 人＞ 

 

第 1Ａ分科会 
 

１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○コロナ禍にあっても全国の副校長先生、教頭先生方とつながることができた貴重な大会でした。これか
らの研修の在り方について考える場にもなりました。分科会で学んだ組織力の大切さを明日からの学校運
営にどう生かしていくか、この夏のテーマとして自らに問う機会としたいと思います。運営、準備に携わ
っていただいた多くの皆様に感謝申し上げます。 
 
○塩野谷先生、藤田先生のお二方の取り組みに共通していたことは「汎用性」であると感じました。「いつ
でも」「どこでも」「誰でも」というキーワードは、子どもたちに安定して力を身に付けさせることができ
ると同時に、教師の人材育成にも有効な手立てであると思います。今後の実践に生かしていきたいと思い
ます。また、全国の先生方と話し合えたことも大変貴重な経験でした。それぞれの県、地域によって現状
は様々であることを知ると同時に、不易なものもあることを改めて確認することができました。 
 
○午前に伺った、教頭会作成による冊子を活用した授業力向上の取り組み。午後に伺った、汎用性と独自
性がスパイラルに絡み、高まる取組。どちらも、地区の実態や課題に基づき、その解決のために大変有効
な、継続的、計画的なものだと驚かされました。ブレイクアウトルームでの協議、情報交換も大変有意義
でした。コロナ禍での行事等の縮小、これを機会とした今までの取組の見直し等、遠く離れた地域でも同
じように行われていることがわかり、心強かったです。運営の皆様、有り難うございました。 
 
○全国の教頭先生の実践が聞けて、大変勉強になりました。様々な方法や取り組みがありましたが、複雑
で今後の展開を予測することが困難な現代であるからこそ、子供たちには、社会の創り手となれるような、
たくましく生きる力を育んでいくという点で一致していたと思います。教頭としてやらなければならない
事が多くありますが、目の前の子供たちのために、これからの子供たちを育てていく教職員を育てていく
ために、自分自身の日々の努力の必要性を改めて感じることができました。教職員個々の力量を高めるこ
と、地域との連携を大切にしながら組織力を高めることを今後も大切にしていきます。 
 
○全国の副校長先生・教頭先生方と意見交換する機会はなかなかないことです。私自身教頭職 2 年目で自
校のことで精一杯のところがあります。しかし、このような貴重な機会を得た中で神戸市中学校教頭会の
代表として研鑽が足りないことを痛感しました。とても良い刺激になりました。来年度、岩手大会が行わ
れた際には神戸市の取り組みをしっかり発信できるよう教頭としての能力を高めていく覚悟です。オンラ
イン開催素晴らしかったです。 
 
○ブレイクアウトルームは、人数的にもちょうどよく、各地のいろいろな規模の先生方のお話が聞けてと
てもよかったです。教育課程編成についても考えを深めることができました。情報の収集の大切さを改め
て感じました。分科会での指導助言もとてもわかりやすく、これからやってみようと思うヒントをたくさ
んいただきました。今回の学びを自校だけではなく、教頭会で報告し、広めていきたいと思います。 
 
○提言者の教頭先生の内容は大変参考になるものでした。本市では実践できていないことであったので、
今後の課題とさせていただきたいと感じております。また、ブレイクアウトルームの協議は、各市町村の
独自の取組についてお話を伺い、改めて「地域・学校の強みをいかに生かしていくのか」「教員一人ひとり
がいかに組織の一員として自覚し動くのか」等について考えさせられました。教頭として教員が誇りをも
って動ける組織にしたいと感じています。最後に、指導助言の中家先生のお言葉に大変感銘を受けました。 
●時間がもっとあっても良かったかなと感じる。研究課題に対する話し合いの他、もっともっと違う話題
をざっくばらんに話せる機会が欲しかった。やはり、オンラインの限界なのか、みんなが集まって普通に
話せることがいかに有り難いことなのかを改めて実感した。 
●提言者への質問ができなかったので、疑問を持ちながらの分科会でした。また、提言者のパワーポイン
ト資料も手元にあれば、意見交流にも役立つと感じました。 
●協議の柱が抽象的であったため、もう少し課題や悩みを絞れると、明日からの実践に生かせると思った。 

65%

35%
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概ね当てはまる
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当てはまらない 71%

28%
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分科会の記録 ＜第１Ｂ分科会 教育課程に関する課題＞ 

【提言者１】 福井県 敦賀市立角鹿小中学校  小島 義和 

【提言主題】未来を担う力を育む保幼小・小中接続のあり方 

― ０歳から 15 歳までの「学びのつながり」づくり ― 

【協議の柱】 

 業務改善と新しい生活様式に適した「保幼小・小中接続」実践のための副校長・教頭の役割について 

【グループ協議 報告】 

① コロナ禍でも進められること 

  教頭間で情報交換を行い、情報共有していくことが重要。 

  教頭会で作成した枠組みを各学校におろしていく体制が参考になった。 

② 幼保小中の連携 

  今までも幼小、小中と情報交換をして学級編成等に活かしているが、情報交換だけにとどまらず、情報を 

  共有し連携していくことが必要。 

  小中の公開授業で、視点を明確にして取り組んでいる点が参考になった。 

  小中の文化の違いがあるが、交流をしてお互い理解しあうことが大切。 

③ キャリア教育 

  15 歳の中学校卒業後の「めざす生徒像」を見据え、中学３年生の弱点をクローズアップして小１～中３の 

  学びのつながりを重視した取り組みが参考になった。 

【指導助言：全公教顧問会】（山形県山形市立山寺小中学校長  高木 光紀 氏 ） 

① 接続の目的と効果：「つながり」や「連携」という接続は、何をどのようにつなぐのかということ、つま

り目的とその効果の分析が重要。今回の発表では、敦賀市が施設一体型小中一貫校としてパイロット校を設

置したこと、市内全体で保幼小と小小・小中の連携を統一して進めてきたことが大きな提案だった。注目し

た施策と取組は、支援員の配置と年間計画の明確化だった。 

② 教育と発達段階：点と点のつながりで線としての結びつきが強くなる。どこをどのように強くするか、敦 

 賀市は小中のつながりを重視して、とても強くしていることがわかった。中高の接続も今後の大きな課題で

ある。 

③ 教員・教頭の役割 最近話題になっていることの一つに、小学校の教科担任制がある。小中の接続を重視 

 した取組に小６の授業体験が進められている。飛び込みの単発授業は、担当する教員の力量が重要。教師の

力量や研修意欲が必要になってくる。 

 「継続性」「協働性」「関与性」の視点がしっかり位置づいた取組であった。今後教師の働き方改革に照らし 

合わせながら、連携に必要な取組を洗い出すことも大切なのではないかと感じている。 

 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県学校教育課指導主幹  藤田 浩巳 氏 ） 

 幼保小接続事業として「スタートカリキュラム」を作成されたこと、それを各段階で指導に当たる保育士や 

幼稚園教諭・教諭が次の段階の子どもたちのあるべき姿を共有し、実践されたことは価値ある提言であった。 

きちんと計画をされ、それを見える化・体系化・組織化されたことで、スムーズな接続ができていた。幼稚園 

と小学校では、子どもの発達や学び方に違いがある。小学校では、幼児期に育まれている力について知ること 

が大切である。学校見学会については、各学校単独で行うより、市全体で行う方が効果的である。 

 幼保小連携、小中連携の成果がたくさんあげられている。課題として「合同研修会の時間の確保」「連携の

構築」「学校・園全体の取り組みとなることが重要」と発表いただいた。課題を焦点化し、持続可能な取り組

みにしていかなければならない。そのためには業務を分担していくことが重要である。 

 記録者【伊万里市立滝野中学校  江頭 満江 】 
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分科会の記録 ＜第１Ｂ分科会 教育課程に関する課題＞ 

【提言者２】沖縄県 北谷町立北谷小学校  井口 郁男 

【提言主題】「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた取組の充実について 

―「北谷町スマイルプログラム」を活用した支持的風土のある学年・学級づくりを通して― 

【協議の柱】 

 町の施策等を活かし、授業改善につなげる副校長・教頭としての役割について 

【グループ協議 報告】 

 どの学校も一致して感じたことは、良好な人間関係づくりができたクラスでこそ、学びが深まり、確かな学 

力へとつながるということだった。Ｑ－Ｕとソーシャルスキルトレーニングを合わせた町ぐるみの取組は、大 

変効果的だということだった。このような取組をしている地域は多くあったが、北谷町の取組は、教育課程に 

位置づけられ、系統的に指導できている点がとても参考になった。 

 今後の課題としては、良好な人間関係づくりができた学級でどのような学習指導を展開すると「主体的、対 

話的で深い学び」につながるかという視点をもってそれぞれ実践研究を重ねることではないか。また、「つな 

げる」視点をもって、ミドルリーダーをしっかり育てること、若い先生たちにベテランの学級づくりの技をい 

かに伝えつなげるかが重要になってくるだろう。 

【指導助言：全公教顧問会】（山形県山形市立山寺小中学校長  高木 光紀 氏 ） 

① 児童理解の大切さ：学級づくりが授業改善につながるという視点から、人間関係プログラム「スマイルプ 

ログラム」を活用して取組んだ実践発表。安心して学校生活ができるという環境をつくることは、間違いな 

く教師の力である。北谷町での実践は、支持的風土のある学年・学級づくりに寄与しており、児童同士や児

童と教師の良好な人間関係構築がなされた成果は大きい。 

② 学級経営と授業改善の工夫：学習の土台となる環境が、居心地が良いというのはとても重要。加えて確認 

すべきことは、「主体的・対話的で深い学び」の実現には、教師の教科指導力が大きく左右する。教頭には、 

授業改善に挑戦しようとする意欲を高めてもらい、実践を価値付けたり評価したりしてほしい。また、授業

改善のための研修の場を提供したり、情報を提供したりしてモチベーションを高めてほしい。 

③ 教員・教頭の役割：提案では「スマイル」の有効性について教員間で実感に差があると指摘されていた。 

ベテラン教員と若手教員では意識の持ち方が違っている。取り組みの意識に温度差がある状態では、同じ方向

に向かう歩みが滞る。「協働性」の視点からも、舵取りをするのが教頭の役割になってくる。学校ごとの意識

と取り組みの差異を生まないようにするためにも組織として動く教頭の役割は大きい。課題として「継続性」

と教頭としての「関与性」についてあげられていた点は、今後を期待したい。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県学校教育課指導主幹  藤田 浩巳 氏 ） 

 「スマイルプログラム」の実施状況や諸調査等の結果から「スマイルプログラム」が良好な人間関係づくり 

や学年・学級の支持的風土や醸成につながるだけでなく、「主体的・対話的で深い学び」を視点とした授業改 

善に資するものになっているか検証する取組の発表だった。 

 子ども同士や教師との良好な人間関係をつくることが目的ではなく、良好な人間関係を基盤として、児童生 

徒が主体的に参加する授業づくりを推進し、「子ども同士が学びあい支えあう」協働的な学びのスタイルを確 

立することをねらいとしており、有効性の高い取組であることが検証された。 

 教頭の役割として、担当者との連携、授業づくりへの助言、支持的風土の醸成が考えられる。何でも全てを

教頭一人でするのではなく、それぞれの職員に役割を与え、担当者から全職員へという体制をつくっていくこ

とが重要である。 

 記録者【伊万里市立滝野中学校  江頭 満江 】 

 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 162 人＞ 

 

第 1Ｂ分科会 
 

１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○市で整備した学校の Wi-Fi 環境が不十分なため、Zoom での会議を聞くことはできても、こちらの話す音
声が途切れ途切れになってしまい、分科会の協議に十分参加できませんでした。離れていてもつながるこ
とのできる便利さを感じつつも、ネットの限界と、直接交流することの大切さを改めて感じました。 
 
○3C の視点に沿った提言及び討議が経験でき、大変有意義な時を過ごすことができました。研究自体がシ
ンプルで、目的が明確である方が協議は深まることも実感できました。来年度は提言者として指名を受け
ているので、今回の分科会を大いに参考とさせていただきます。運営の皆様、大変有り難うございました。 
 
○各都道府県の様々な取り組みを聞くことができて大変有意義な時間を過ごすことができました。今回聞
いた様々な施策等を本校でどう児童や先生方に還元していくかが私の役目だと思っております。本大会に
向けて事前よりご尽力いただきました佐賀県の関係者の方々に深く御礼申し上げます。 
 
○協議の柱が明確且つ、適切であるとともに、教頭先生方が柱からそれずに協議してくださり大変参考に
なった。オンラインの不具合は仕方がないと思います。その中で、佐賀県の教頭先生方を始め司会や記録
の先生方のご尽力に本当に感謝いたしております。 
 
○教頭 1 年目であり、初めて参加しました。全国の教頭先生方とつながり、たくさん学ばせていただき感
謝申しあげます。午前中の保幼小・小中接続のあり方についての敦賀市の先生のご提案は大変参考になり
ました。自治体レベルでのシステム化した連携の大きな成果に感服いたしました。グループ協議で、様々
な県のお取組、働き方改革や教頭としての在り方などの視点での話題に広がり、自分のあるべき姿を教え
ていただきました。無我夢中だった 1 学期を終え、今後教学んだことを念頭にもう少し教頭としてのスキ
ルアップに努めたいと思いました。 
 
○協議の柱について話をしていただくだけで、かなりの時間を使いました。午後の部は、一人ずつの時間
が短くなったので、少し関与性について掘り下げることができました。でも、時間が足らないと感じまし
た。うまくつなげきれなかった、拾えなかったという反省があります。ただ、情報交換という点では役立
つ情報があり有意義でした。 
 
○全国規模での大会を Zoom で運営してくださった佐賀県の教頭先生方には、大変なご苦労があったこと
と、心より感謝申しあげます。司会の先生の温かく的確な進行のもと、先生方から様々なお話をお聞きす
ることができ、とても有意義でした。今後の学校運営の中に生かしていきたいと思います。 
 
○組織的・継続的に取り組むことが大変効果的であることを改めて実感しました。教頭としては各方面を
つなぐ働きが大切であることも実感しました。また、分科会では、それぞれの学校の実情に応じた様々な
取り組みがなされていることがわかり、大変勉強になりました。学校間や学校と地域間での情報共有の大
切さや、教職員の経験に応じた指導助言の重要性を教頭として肝に銘じ、円滑な学校運営のために尽力し
たいと思います。 
 
●柱について協議するものと思い、提案者の発表にあまり触れることができなかったなと思いました。①
提言を受けての意見交換②柱についての意見交流といった指示があったらと思いました。全国の先生方と
意見交流ができてとても楽しかったです。 
 
●欲を言えば、グループ協議報告や指導助言（講評）の時間を減らしてグループ協議の時間をもっと増や
して欲しかった。準備に当たられた先生方お疲れ様でした。素晴らしい挑戦でした。 
 
●分科会のブレイクアウトルームの時間がもっと長いとよかった。 
 
●事前に共有できる資料を用意しておけばよかった。 

62%
36%

当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない
67%

31%
当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない
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分科会の記録 ＜第２分科会 子供の発達に関する課題＞ 

【提言者１】京都府 京都市立桃山中学校  井上 俊幸  

【提言主題】小中連携、地域社会との連携・協働を通して、社会貢献できる生徒の資質・能力を

高めるためのカリキュラム・マネジメントの確立 

【協議の柱】学習活動において、①小中連携②地域連携③PDCA を推進する上での副校長・教頭としての役割 

【グループ協議 報告】 

・幼保さらには高校との連携を進めている。出前授業も盛んに行われているが、児童生徒の資質向上はもちろ
んだが、若手教師が多い中、教師の資質向上という面でも効果を上げている。 

・市内全校がコミュニティスクールを導入しており、ほぼ全部の学校で中学校ブロックごとに学びの一体化と
いう取り組みをしている。授業公開やＩＣＴの活用が積極的に行われている。 

・まちづくり推進委員会というものが立ち上げられていて、その委員会を中心に地域で子どもを育てている。 

・教頭としてコミュニティスクールの充実や幼保小中高連携をどう進めていくか、組織をどう動かすかを考え
ている。 

・大切なのは、児童生徒の実態を把握して、教師が共有することではないか。そして、どこまですればよいか、
何のためにするのかというビジョンを持ち、伝えていくことが必要ではないか。 

・コロナ禍で地域との連携がうまくできないことも多いが、できることを探しながらやる必要がある。例えば
この大会のようにリモートの活用などできることを模索していきたい。 

・地域との協働は現在行事がなかなかできていない中でもやれることをしている。しかし、以前のような活動
はできず、社会性を育むには厳しい状況である。その中でもできることを探して行くのが、副校長や教頭の
役割ではないか。 

【指導助言：全公教顧問会】（栃木県宇都宮市立石井小学校長  高橋 司 氏） 

 小中一貫という視点から中学校がリーダーシップをとって中学校区にある小学校と共に同じ目標に向かっ
て系統的に児童生徒の資質能力の育成を測ることは大切である。児童生徒の実態が高評価を目指すだけでなく
地域と保護者の望みを把握し検討しなければならない。中学校区の全ての小中学校がそれを共有し、９年間か
けて発達の段階に応じた目指す生徒像に迫るための手立てを講じるというのが小中連携である。育てたい資質
能力はできるだけ絞った方がよい。 

 子供たちに社会や地域の一員でという自覚を持たせることはとっても重要である。小学生ではまずは家族の
一員という意識からである。社会の一員という風に段階的に継続的計画的に育てていくことが重要である。 

 カリキュラム・マネジメントの確立で、外部人材などを開発することは重要なことであり、毎年修正や改善
が継続していくと思うがぜひ持続可能な形でつないで欲しい。コミュニティスクールのメリットを考えること
は大切である。地域の学習では、地域の人を呼んだら一発で済んでしまうこともある。その他にもたくさんの
メリットがあると思う。 

 働き方改革の視点としてスクラップアンドビルドと言われるが、国からの降りてくることはビルドが多い。
我々の方で優先順位を考えながらやっていくしかない。教頭は守備範囲が広くて大変だが学校運営の要であ
る。自ら実践ということも大切だが、人材育成という視点からも組織を活かして動かして、バランス良くコー
ディネートすることを基本に無理のない研究をしてほしい。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県東部教育事務所長  槙 俊二 氏） 

 学校が組織として取り組むためには、目標を共有することは欠かせないことである。その際できるだけシン
プルにすることがポイントである。また、その設定の理由の共通理解が実践を充実させることにつながる。学
校評価から分析し、教頭がそれらのデータをまとめるときに共有化が進められ、共通実践ができる。その機会
を作りコーディネートする教頭としての役割はとても参考になった。 

 目指す能力を育成するための校内体制づくりで、カリキュラム・マネジメント研究推進委員会を立ち上げ、
教頭としてテーマ選定や進捗状況の確認、研究主任や教科担任へのフィードバックを行っている。組織は作っ
て終わりではなく、機能させなくてはならない。組織的なカリキュラム・マネジメントや教員の力量を高めて
いくためにも、研究主任や教科担当に任せることが大切である。 

 社会に開かれた教育課程を確かなものにするために育成する資質能力を保護者や地域の声を反映すること
がよい。社会に開かれた教育課程は学校の教育目標を学校と社会が共有し連携協働により、児童生徒に目指す
資質能力の実現を図ることが求められている。連携強化のためには保護者の立場から、地域の立場から、そこ
に意義や価値が見出されなくては継続性が期待できない。共に目指すゴールを定めるときに連携協働するいろ
いろな立場からの声を反映させることは重要なことである。 

 これからは地域との連携協働による児童生徒の育成が求められる。社会ではいろいろな企業のコラボが見ら
れるのはメリットがあるからである。学校と地域のコラボのメリットは、専門性を持っている人材を生かすこ
とができる。学校だけでは解決することができない支援を受けることができる。地域にとってもメリットはあ
る。意識を醸成していくためには時間がかかるが、その仕掛け人となるのが副校長や教頭である。活動の振り
返りでは学校だけでなく保護者や地域の方も含めて評価する必要があり、地域の方と成果を共有することが次
の活動へのモチベーションを高めることにもなる。 

記録者【鳥栖市立基里中学校  渡部 泰通 】 
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分科会の記録 ＜第２分科会 子供の発達に関する課題＞ 

【提言者２】熊本県 芦北町立田浦小学校  今脇 三仁   

【提言主題】組織的な小中連携の在り方と教頭の役割 

－ 各中学校区小中連携構想図等を活用した学びと育ちの滑らかな接続を目指して － 

【協議の柱】組織的な小中連携の取組を進めるために、副校長・教頭としてどのように関わっていくのか 

【グループ協議 報告】 

・小中連携を進めていく中で課題として出てきたのが、同じ中学校の教頭同士で連携を図っていくことの必要
である。そのような会をしっかり持っていることが保護者対応の面からも重要だと感じるが、多忙の中で思
うように開けていない。 

・小中連携を進めていく中で、お互いの授業の様子を知ることができる。それに基づいた学習過程を組むこと
ができるので非常に有意義である。授業の様子を知ることで生徒指導の面に生かされている。 

・連携の推進については、最終的には教頭の働きかけが必要になってくる。教頭として担当任せにはできない
という現状の課題がある。 

・ＰＴＡの必要性を説明し、ＰＴＡに入るものだという考えから、ボランティア的な考えに変えていく必要が
ある。 

・小中の全体会はどの学校も年に１回か２回は行っているが、回数を増やすと内容の充実はできるが多忙化に
つながる。 

・小中両方を経験した先生が実際体験をしたことを話し合うということはとても大事なことだと感じる。例え
ば小学校の先生は中学校に送り出すのではなく、３年後にある進路選択をきちんとそこまで見届けることや
中学校の先生は小学校にそのことを話しておくことなどが大事ではないか。 

・教頭は連絡調整が必要になるが、地域によっては調整係や小中一貫コーディネーターがおり、実務担当者会
議をやっている。 

【指導助言：全公教顧問会】（栃木県宇都宮市立石井小学校長  高橋 司 氏） 

コロナ禍の小中連携の具体的な例として、小中連携で乗り入れ授業を年に何回かやっていたが、回数を減ら
した。やればとても勉強や刺激になる。働き方改革で「どうしてもやらなければいけない仕事」と「やらない
よりはやったほうがいい仕事」と「やらなくてもいい仕事」の３つに分類して精選しなければならない。乗り
入れ事業に関してはどちらかといえばやらないよりはやった方がいいことなので少し回数を減らした。 

 小中連携構想図があると地域・学校が同じ方向を向ける。児童生徒や家庭、地域に今後どのように浸透させ
ていくかに期待している。いきいきウィークや子供主体のいじめ防止の取り組みなど地道に実践していくこと
で啓発されるのではないかと思う。 

 多くの学校で挨拶をやっているが、「ただいま」とか「おやすみなさい」のように家庭でしか指導できない
挨拶もある。あいさつ運動を展開する時には家庭の理解を得て「一緒に行っていきましょう」と呼びかけるこ
とでより効果的になる。自治会長さんが集まりなどで最近の子供は挨拶ができないとか言われるときにそう言
われる方はどれくらい挨拶をしているかと思うこともある。地域の宝である子供を、地域をあげて育てるとい
う空気を地域に投げかけたい。 

 課題として教職員の意識を高めるということがあった。教職員は数年で異動があり、管理職は２年ぐらいで
変わることもある。引き継ぎの時に小中連携構想図は大変役に立つのではないかと思う。今後も持続可能な形
で研究を推進されることを期待する。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県東部教育事務所長  槙 俊二 氏） 

小中連携構想図と子ども像の系統表の作成周知は大変有効である。ビジョンの共有は欠かせないことであ
り、作成して掲示するだけではなく、各連携会議に出すことで、地域でも小中連携の意義や取り組みの方向性
の理解を得ている。学校が本気になって児童生徒のために小中連携を進めていこうとしているという思いを伝
えることができている。小中連携構想図に沿って組織を機能させている。各中学校区でも研修会を開催するこ
とで各学校の課題をより実態に即した対策ができている。 

 組織的な校内体制の整備が大切である。小中連携の目標を共有することが欠かせない。学校組織は毎年職員
が入れ替わるが、小中連携の学校としての意識が薄らいでしまうようでは子供たちが困る。継続性の視点から
も組織的な体制で引き継いでいくことが重要である。継続するためには小中連携の成果を「見える化」する事
が１つの方法としてある。子供たちがどのように変容したかを具体的に示すことが先生の意識改革につなが
る。また、先生にとっても自己の変容を可視化することも大切である。 

 ＰＤＣＡサイクルで取り組みを更新していることも効果的である。マンネリ化は形骸化を招くので、振り返
りはとても重要であり、その時間を生み出す教頭先生の役割が重要になる。 

 情報発信し地域の協力を得ることも必要である。そのためにも学校から様々な方法で小中連携の方針や具体
的な取り組みを発信していくことが地域の理解につながる。 

 職員の相互理解も必要である。小学校中学校には互いの文化の違いがあるが、それを受け入れ連携を進めな
がら新たな文化をつくっていかなくてはならない。そのためには目標や教育課程の共有だけでなく、場や時間
の共有が必要である。 

記録者【鳥栖市立基里中学校  渡部 泰通 】 
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分科会の記録 ＜第２分科会 子供の発達に関する課題＞ 

【提言者３】佐賀県 鳥栖市立田代中学校  末次 知子   

【提言主題】児童生徒の豊かな人間性の育成 

－ 地域との連携を深める取組を通して － 

【協議の柱】児童生徒の人間性を育むためのコミュニティ・スクールの在り方と副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】 

・地域と連携協働し、学校の目標実現への一つの手段としてコミュニティスクールを位置付けている。また志
を高める取り組みや自分たちに何ができるのかという教育を活かす場として活用している。 

・実際コミュニティスクールが進んでない地域もあり、実感がないという意見もあったが、学校の取り組みと
して教頭のリーダーシップが見られた。 

・教頭が学校運営協議会の窓口となっており、メリットとして学校運営の方針を町も認めた考えだと共有でき
ること、「町の人も学校運営に携わってください」というメッセージになっている。 

・学校と地域が相互に成果を得られる関係をどのように折り合いをつけて設定していくかが課題である。 

・地域連携について、その意味を先生方もしっかり消化するべきではないかということと取り組みを学習指導
や授業でどう活かしていくかということも課題ではないか。 

・地域と連携して取り組む中で同じ目的やお互いが win-win になる取り組みは難しいと感じている。その中
でハッピーハッピーという言葉をキーワードにするとその関係ができるのではないかと思う。 

・評議員会は現在行っているが地域と学校の目標を共通理解した上で学校運営協議会を導入していけば、立ち
上げは大変だけど地域との関わりにとっては非常に良いのではないかと思う。 

・小中高の合同でコミュニティスクールを作ろうという話もある。その中の高校では生徒数が減ってきている
中で全国公募して地域との連携を進めて生徒数が倍増した。 

・コロナ禍での連携として、クラスを少人数に分けてマスクをして距離を取りながら活動している。また、オ
ンラインで学校から地域配信している。 

・課題として地域の方が高齢化している事と固定化しているので、組織の活性化も必要である。 

【指導助言：全公教顧問会】（栃木県宇都宮市立石井小学校長  高橋 司 氏） 

 今の教育はもう学校だけでは不可能である。地域の方にみんなが教育者だという当事者意識を持って欲し
い。栃木県宇都宮市では宇都宮版コミュニティスクールとして、市から全部の小中学校に魅力ある学校づくり
地域協議会という組織があり、毎年 40 万円ずつ配布される。主なメンバーは学校代表、ＰＴＡ代表、地域諸
団体代表、自治体などである。主な活動としては活力ある学校づくり、地域の教育力を生かす取り組み、児童
生徒の健全育成や安全確保のための取り組み、家庭地域の教育力向上を図るための取り組みなどである。地域
コーディネーターを中心に組織的な運営を行っている。 

 課題は２つあり、１つは互恵関係を築くことである。片方からのお願いばかりではうまくいかない。もう１
つは地域の方が学校経営にどのように参加するのかということである。私たち教員は数年で異動になるが、地
域のメンバーには数十年にわたって学校を支え続けている方もいる。地域からの願いを学校教育目標に地域の
声として位置づけている。しかし、今の学校の現場のことをよく知っているとは限らず、現状とはかけ離れた
話も出てくる。そこでどんな学校に自分の子供や孫を入れたいと思うかと言葉を変えて質問している。昨年度
は挨拶が飛び交う学校であってほしいとか子供が夢を持てる学校であってほしいという声が地域から上がっ
た。これを学校経営の中心においていることを委員に説明をした。自分たちの声が学校づくりに生かされてい
ると思ってもらうことが大切である。 

 コロナ禍で特にお年寄りとの触れ合いはできず、厳しい状況であるが、絆やつながりが絶えないように工夫
がしながらやっていく必要がある。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県東部教育事務所長  槙 俊二 氏） 

児童生徒に豊かな人間性を育むためにどのように地域連携を深めていけば良いのか教頭としてどのように
関われば良いのか大変参考になった。文部科学省ではコミュニティスクール制度を全国的に推進しており、設
置が努力義務化されている。コミュニティスクールを持続可能にしていくためには学校の運営努力が重要にな
る。コミュニティスクールで教育効果を上げるために教頭会として推進されているところが素晴らしい。  

 コミュニティスクールを導入するメリットは学校の改革改善を行っていくことである。未来に多くの要望や
改善が求められることがあるかもしれない。そのような時に学校運営協議会の決定は大きな力になる。 

 コミュニティスクールを運営して行く上で留意したいことは、共通の目標を理解し、これまでの活動を見直
し協議していくことである。地域との取り組みを進めていくときには、「情報の共有」「目標の共有」「成果の
共有」が大切である。 

 これからは持続可能な組織を作ることも大切である。多くの学校では教頭先生が窓口になっていると思う
が、人事異動で混乱しない組織に、また事務職員の参画も視野に入れて組織づくりをする必要がある。また地
域側にも窓口としてコーディネートしてもらう役割が必要である。地域の組織づくりについては校長会や地域
の諸団体と連携して進める必要がある。 

 今後もコミュニティスクールの導入が進むと思われる。教頭会としてどのように関わっていけばよいのかと
いうことについて、考える必要がある。 

記録者【鳥栖市立基里中学校  渡部 泰通 】 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 161 人＞ 

 

第 2分科会 
 

１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
 
○この形を是非フォーマットとして次期教頭会に引き継いでいただきたい。非常に良かった。移動なくこ
うして全国とつながり話し合えることは大変良かった。参集型からの脱却をぜひともお願いします。佐賀
の皆様が作ったシステムをこれからに生かしてほしいです。 
 
○地域との連携、小中学校との連携、そしてコミュニティ・スクールについて中心となる交流会でしたが、
実践をお聞きしてとても大きな刺激を受けました。地域との連携では協働の意味を考えて実践すること、
小中の連携では先生方・保護者・地域の意識改革、そしてコミュニティ・スクールでは、地域と学校の互
恵関係を築くことであることが大切であると分かりました。今後の実践に生かしていきたいと思いました。 
 
○当初は、ブレイクアウトルームに接続できるか心配だったが、無事に接続でき、まずは、ホッとしまし
た。 分科会では、それぞれの発表がとても参考になりました。 児童生徒、保護者、地域の実態把握とと
もに、ビジョンの共有等、意識が重要であることが分かりました。これからに生かしていきたいと思いま
す。 指導・助言も、たいへん具体的でわかりやすくイメージできました。スクラップ&ビルド、これから
の方向性も考えることができました。お世話頂いた佐賀県の教頭先生方、大変有り難うございました。 
 
○貴重な３つの提言を拝聴し、いずれも大事なことは、「どんな学校にしたいか」「どんな資質や能力を育
てたいか」をはっきりさせること、そして、それを共有（職員間・保護者・地域）することだと感じまし
た。校長の学校経営を支えていく上で、今回のことを肝に銘じて、職務を遂行していきたいと思います。 
 
○教頭の業務の範囲や内容は、地域によって、または教育委員会と学校との関係性によって、あるいは学
校ごとでも違うかもしれません。しかし、概ね教頭は事務的な仕事やいわゆる雑用や非常事態における緊
急出動など、何でもやるけど何やってるかわからない中で、皆さん奮闘しておられると思います。その中
で、マネージメントについての研究課題を明確に意識化し、実践に結びつけておられる話を数多く聞けて、
大変刺激を受けました。実践発表いただいた先生方に、感謝と敬意をお伝えしたいです。 
 
○小中連携や地域社会との連携について、具体的な取り組みや全国の先生方のお話をお聞きすることがで
きた大変有意義でした。提言の中の「小中連携構想図」や「子供像系統表」の作成や学校運営協議会での
生徒児童像やまちづくりの理念やビジョンの共有、加えてそれを実現するための組織、その組織が機能す
るための手立てなど本当に貴重な情報を得ることができました。本市も数年するとコミュニティ・スクー
ルが導入されていくと思いますので、本日の実践を参考にしながら自己研鑽を積んでいきたいと思います。 
 
○教頭としての役割とは何かを改めて考えさせられた分科会だった。今回は Zoom での自分の準備も大変
だったが、佐賀大会の運営をなさっている教頭会はさらに大変だったことだろうと思う。が、それらをふ
まえてもなお充実した大会であった。参加できたことに感謝したい。2 日間有り難うございました。 
 
○分科会においては、小中連携、地域とのつながり、コミュニティ・スクールと、自分が所属する自治体・
学校でも中心となる柱の課題について協議を行うことができて大変勉強になりました。自分では普通だと
思っていたことが、全国的に見て大変恵まれたシステムになっていることなどに気付きました。また、協
議の中では、地域の異なる学校での生の声を伺うことができ、リモートではありますが、有意義な時間を
過ごすことができました。 
 
●提言をされた先生方への質問等ができればよかったと思います。 
 
●1 日 3 本の提言は体力的にも厳しかったと思います。他の分科会は 2 本の提言のところもあったので、
よかったら揃えていただけると助かると思います。 
 
●グループ協議発表の際は、進行者からグループ番号を指示してもらえると、発表しやすかったです。 
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分科会の記録 ＜第３分科会   教育環境整備に関する課題＞ 

【提言者１】鳥取県 米子市立福生中学校  森脇 宏  

【提言主題】生徒の自主的活動による安心・安全な学校づくりと教頭の関わりについて 
― 「楽しく安全な学校づくりサミット」の取組をとおして － 

【協議の柱】生徒の自主的活動による安心・安全な学校づくりにおける副校長・教頭の関わり 

【グループ協議 報告】 
・ICT の活用は不登校の子どもと教室（学校）をつなぐのに有効である。不登校の子どもにタブレット端末 

で授業の様子を配信したことで、登校する日数が増えた。 

・教頭は、ICT を活用した組織的対応を進めたり職員間の共通理解の場を設定したりするためのマネジメン 

トに取り組まなくてはならない。 

・中学校区で「いじめ防止サミット」を実施し、児童生徒と中学校区共通のきまりや SNS の問題について話 

し合い、各学校に持ち帰り情報共有を図っている。また PTA と合同で通学路点検や地域の危険個所等の合
同点検を行い子どもたちの安心・安全を確保している。教頭はそのコーディネートをしている。 

・生徒指導部会に教頭が参加し、学校内の生徒間のトラブル等の把握に努めていることで、いじめの認知件 

数が増加した。 

・教頭自身が全ての相談を受けて解決しようとする点は反省点である。職員が協働して解決を図ろうとする 

体制をつくることが大切であり、生徒や教員の中にリーダーを育てていくことも教頭の大切な役割であ
る。 

・様々な人が活躍してもらえるように意識してつなげることが大切である。人を育てつなげる力を培うこ 

と、そこに教頭としての資質が問われる。 

・継続的なシステムがあり大変良かった。担当教員の思いを他の教員に広めていく際の教頭としての役割は 

どうあるべきか、この点が悩みである。 

【指導助言：全公教顧問会】（徳島県上板町立高志小学校長 中川 斉史 氏） 
・現在、副校長、教頭が最も関心が高い事項は、自然災害であろう。気温と子どもの成績の相関は、26 度以

上になると成績が下がる。このような情報を教育委員会との交渉材料に使うこと、エビデンスに基づいた
説明をしていくことが大切である。 

・教頭としての連絡調整は大切な役割である。常に取り組みの目的に立ち返る視点を忘れてはならない。当 

事者として関わっているわけではないので、様々な視点からの提案が可能であり、様々な形で発信してい
くことが大切である。 

・環境整備の取り組みを、学校のカリキュラムとしてきちんと位置付けることが大切であり、継続し試行錯
誤して改善していくことが可能となる。 

・小中連携、コミュニティスクール等、地域の中での連携が大切であることが叫ばれているが、やらされ感 

をもって取り組むのではなく、必要感をもって取り組むことが大切である。教職員が取り組んでみたくな
るような、取り組みを誘発させるような工夫をしてほしい。 

・VUCA といわれる時代になっている。（※ Volatility（変動性）・Uncertainty（不確実性）・Complexity 

（複雑性）・Ambiguity（曖昧性））子どもが置かれている状況、家庭環境の複雑さが顕著な時代であり、未 

来の変化を予測するのが難しい時代である。Society3.0 の時代には PDCA サイクルがうまく機能していた
が、現在は society5.0 の時代であり、PDCA の取り組みがうまく機能しなくなっている。今、我々が取り
組まなくてはならないことはリサーチである。世の中の流れ、地域の実態を適切に把握することが大切で
ある。特に、現在取り組んでいるキャリア教育については職業観が大きく変化しているので、現状をしっ
かりとリサーチしないとプランを立てられない。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県東部教育事務所教育指導監 石井 博善 氏 ） 
〇1 つ目のポイントである「継続性」について 
・全国的に学校課題の一つとしてあげられるいじめ撲滅と安心安全の学校づくりへの取組である。いじめの 

ない安心して学校生活を送ることは基本となる部分である。安心して生活できる学校づくりという意識を
持った学校、そして自治力がある生徒会ならば、いじめのない安心安全な学校づくりが今後もなされるこ
とであろう。毎年、教職員の配置により適材適所や人材育成の観点から校内配置・校務分掌がなされ、生
徒会担当者も変わっていく。そこには教頭として、「継続的」な課題に対する「関与性」が生じる。 

○2 つ目のポイント「協働性」について 
・児童会・生徒会の連携をどう活性化させて学校に生かすか、そのためにどのように管理職として関与して 

いくか、どのような成果を期待するかなどのマネジメントが必要である。生徒会活動を通して、“自ら学
び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決しようとする”、まさに「生きる力」を培うことにつな
がっていくものである。 

○3 つ目のポイント「関与性」について 

・ミドルリーダーは「学校づくりを最前線で担うチームリーダー」であり、トップとローワーを結ぶ連結ピ 

ンとして、管理職の補助、担当校務の企画運営、連絡調整・支援を行う。 

・教頭が取組の先にある生徒のゴールの姿をイメージし、進捗状況を把握しながら担当職員への指導助言等 
の働きかけや、時には「任せる」ことで意欲や自信へとつないだりするなど、教頭がマネジメントをされ
たことによって、市の取組との連結、生徒会の自主的活動、生徒会担当の資質向上、それぞれが機能的に
つながった。 

記録者【佐賀市立神野小学校  田代 豊樹 】 
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分科会の記録 ＜第３分科会   教育環境整備に関する課題＞

【提言者２】鹿児島県 鹿児島市立河頭中学校 田島 久仁 

【提言主題】学校の教育的環境整備に教頭としてどのように関わるべきか 

― 業務改善の推進と生徒の資質・能力の向上を目指して ― 

【協議の柱】業務改善と教育的環境整備を進めるうえでの副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】 

・学校運営協議会に生徒を参加させることで、教育的環境整備について議論する場の設定をしている。

・業務改善（教師サイド）と生徒の資質能力（生徒サイド）という、相反するものを同時に進めていくのは

難しい面がある。手間はかかるが子どもの情報発信と教員のスキルアップを進めることで、業務改善につ

ながるのではないか。

・本校は ICT 推進校であり、校務、子どもたちの ICT 活動の推進に取り組んでいる。校長 OB の協力を得

て、ICT を活用した授業力の向上を図っている。

・業務改善について、職員から意見を聞くことで、教員の意識改革を行うとともに、教員同士の横の連携を

もつことができるようにしている。超過勤務の教員に対しては個別の面談を行い、改善を図るように助言

をしている。

・学校評価アンケートにおいて ICT の活用により、生徒、保護者、地域から広く意見を回収・集約し、簡素
化を図っている。

・職員によって、ICT の活用能力に大きな開きがあり、その差を埋めていくための手立てが必要である。

・iPad が全児童に配布され、活用が進んでいる。しかし、授業での活用や低学年での活用が課題である。

・業務改善について議論をする場が多くなっている。出勤印をなくし、データのみの入力となっており、勤

務時間の見える化につながっている。 

【指導助言：全公教顧問会】（徳島県上板町立高志小学校長 中川 斉史 氏） 
・なぜ働き方改革が必要なのか？ ブラック企業のイメージを子どもたちに植え付けてはならない。生徒の
視点で業務改善は素晴らしい。キャリア教育の視点を大切にする。
・学校の職員の在籍確認システムの紹介…システムの活用により、効率化を図り業務改善につながる。
・アプリによる欠席連絡・検温の提出システムの活用は全職員で情報を共有することができる。
・通知表の改革…成績 2 期制、所見の記載、様式の変更等、学期末の業務についての改善策について
・PTA 広報紙の改革  メタ文字による共同編集の取組。無駄を省き、できばえ重視でなく、タイムリー性や

· ンプルさを大切にする。
・GIGA 端末を朝の活動に使うことの意味…子どもたちの情報を全職員で共有することで、子どもたちへの対
応が一本化される。
・Google ジャムボードを使った玄関表示システム、行事黒板の電子化、Google スプレッドシートの活用：
日々の情報共有に特化した校務システムの運営を行うことで、教員の負担軽減、業務改善につながる。
・全職員の情報の共有、家庭訪問、個人懇談の計画、通知支援情報の共有
〇まとめ
・デジタル活用の情報リテラシーを国民全体が使えるようになることが大切である。
・アレルギー対応、生徒指導対応、特別支援対応等の情報共有の大切な事象が増加している。
・タブレット等を活用し、リアルタイムの情報共有ができる学校現場の実現が大切である。

・担任しか知らない情報をなくすことが大切である。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県東部教育事務所教育指導監 石井 博善 氏 ） 

○「継続性」について

・６つの学校の強みを生かした実践であり、実態に応じて管理職としてのビジョンを持ちながら継続した取

り組みがなされている。PDCA サイクルで毎年振り返りや改善を図っていく必要がある。より先生方の負担

を軽減するように、よりスリムに、スマートになるようにという視点でいくと、その取組が次年度以降も

よりよい形で行われていく。教頭が「効率化」という意識を持つことで継続性へとつながる。

○「協働性」について

・この「協働」は、「同じ目的にために共に動き活性化する」ということである。それぞれの学校での保護者

と学校の協働、職員間の協働、生徒と教職員の協働など、いろいろな形での協働体制が図られている。そ

の 1 つの方法として小中連携がある。中学校だけでなく、小中連携で校区に広げていくことができる。

○「関与性」について
・教頭が業務改善の担当者として、職員全体や生徒、生徒会や総合学習等の担当、地域保護者への働きかけ
を行うことにより学校の働き方改革・業務改善が推進されている。成果が見え、生徒や職員からの声が耳に
入るとまた更に意欲が増して、関与性も高まると思われる。

記録者【佐賀市立神野小学校 田代 豊樹 】 
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分科会の記録 ＜第３分科会   教育環境整備に関する課題＞
【提言者３】佐賀県 佐賀市立久保泉小学校 浦元 奈美 

【提言主題】児童生徒が安全・安心な学校生活を送ることのできる環境整備に係る取組 
― 防災体制づくりの視点を通して － 

【協議の柱】地域の特徴に即した防災体制づくりにおける地域・行政と副校長・教頭との関わり方について 

【グループ協議 報告】 

・子どもたちの防災意識（危機回避能力）を高めていくことが大切だ。避難訓練においては、教師の意識を

変えるとともに、教師が整然と取り仕切る訓練から、子ども自身が考えて行動する訓練にかえていく。ま

た、地域・行政と連携を図りながら取り組むことが大切である。

・石巻に学校があり、東日本大震災を経験し、1000 人が学校に避難した。防災に対して地域と協力して、地

域で避難訓練に取り組んでいる。

・阪神淡路大震災を経験していない若手教員も増えてきており、若干の意識の低下を感じている。

・防災に対する意識は、東日本大震災により高まった。しかし、少しずつ風化する傾向にあることが懸念さ

れる。東日本大震災の際には、最後の子どもを引き渡したのが午前 12 時だった。現在も震災救援所訓練を

行っており、地域の方が避難したときに、学校がどのような対応・運営をしていくのかを訓練している。

・防災支援のボランティアを講師に招き、中学生に対しての防災教育を行なっている。小中一貫校なので災

害時の中学生の役割について考えさせた。

・町づくり協議会との共同で引き渡し訓練を行ったが、1000 人の保護者が車で来て大混乱になった。その

反省をもとに計画の見直しを行い、町づくり協議会との協力体制を強化し改善を図った。

・地域防災に関しては、地域が主体になってほしいのだが、地域と学校の役割の位置づけが課題である。

・災害に対する日頃の備えが大切である。鹿児島は桜島もあり防災教育は充実している。火山訓練やハブ訓

練等、地域の実情に応じた訓練を行っている。

【指導助言：全公教顧問会】（徳島県上板町立高志小学校長 中川 斉史 氏） 

・風水害と津波（地震）は、準備の性質が異なる。風水害は、雨の状況や天気予報で、ある程度の予想がで

きるので対応策を練るまでに少し時間がある。津波や地震は突然起こるので、緊急の対応が求められる。

・正常性バイアスについて…緊急地震速報等があっても「自分は被害を受けないだろう」と楽観的な観測を

持つことが大きな被害を招く危険性がある。

・地域の中での避難訓練について…様々な取組がある。親子で危険個所点検、子どもの自己紹介、避難所体

操、保護者がマイクで自分の子どもを呼び出す引き渡し訓練など。地域の中で各種団体が互いの顔を知っ

ていることが有効に働く。

・職員がタブレットＰＣを使って、通学路の被災状況を報告する活動をする。情報を共有し報告と同時に被

災マップとして表す。デジタル＋手書きによるスピーディーな情報共有。児童の引き渡し訓練で、引き渡

しの状況を LINE を使って情報を流し、同時に情報共有を行う。各学校の状況を考慮して、リアルタイム

の情報共有の方法を工夫することが大切である。 

〇まとめ 

・山間地域と沿岸地域では自然災害の状況は異なるが、異なる地域で起こる災害に対しても対応できる知識
を子どもたちに身に付けさせることは大切である。

【指導助言：佐賀県】（佐賀県東部教育事務所教育指導監 石井 博善 氏 ） 
〇「継続性」について 

・台風や大雨等の自然災害に対する地域や周辺環境・学校規模に応じた防災体制づくりは必要不可欠であ
る。全ての学校において、大雨や土砂災害、地震、津波、台風、落雷等天変地異への緊急対応、避難所の
開設、児童生徒への防災教育、安全安心な学校生活を送るための安全教育の充実を図り、危機意識を高く
持って対応することが必要である。

・防災教育について、危険、危機に対して予知する能力と安全に回避する能力の育成を、学校の地域性に応
じて継続した取組を行っていく必要がある。

〇「協働性」について 

・地域・保護者の意識高揚と学校との連携強化、市町行政機関との連携による防災訓練や防災マニュアル作
成、学校における小中連携や安全管理と安全教育の実施、という点で協働性が見られる取組であった。

・防災体制づくりに向けて、市町行政は避難所開設時の対応マニュアルの作成、地域では学校での引き渡し
訓練や研修会への参加、学校では緊急時対応の見直しや防災体制づくりへの着手、児童生徒への防災教育
の充実等、安全、安心な学校づくりに向けて協働性が見られた。

〇「関与性」について 

・地域・保護者、小学校と中学校、県や市町の行政などつながりを持つために副校長や教頭の様々な形で働
きかけが見られた。今回の取組は、佐賀大会研究協議の視点にある「魅力ある学校」をつくっていくとい
う大会主題に迫るものであった。

記録者【佐賀市立神野小学校 田代 豊樹 】 



 アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 160 人＞ 

 

第 3分科会 
 

１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○昨年は実施できない状況だったのをオンライン会議ということで分科会200名ほどの先生の会議をオン
ラインだけでできるということが分かり、本当に勉強になりました。また、各地区の様々な取り組みを学
べたことは本当に良かったです。早速、自分たちの地域の教頭先生に紹介し、実践していくことが大切で
あると感じました。 
 
○教職員と子供の多忙化解消会議や学校評議員(運営協議会)に子供たちも参加するなど中学校の提言で
したが、今後検討させていただき、児童生徒、保護者、地域と学校がチームを組んで子供達の健全育成、
未来を生きる力を育んでいきたいと思います。 
 
○実行委員長をはじめ、佐賀県のスタッフの先生方、提言の先生方、お疲れさまでした。これだけの規模
のオンラインという初めての取組の中でスムーズに進行ができよかったです。講演もよかったですし、分
科会もいろいろな地域の教頭先生方とお話しできてとてもよかったです。11 月にはブロック大会が予定さ
れています。今回の佐賀の運営を参考にしたいと思います。 
 
○初めての試み、よかったです。オンラインであるため、グループ協議では個々の発言になり、双方向の
やり取りができないのが残念でした。やむを得ないですね。しかし、このような形でこのように大きな研
修会ができてすごいなと思います。担当された先生方、有り難うございました。 
 
○教育環境整備に関する課題で、児童生徒がいかに自主的に安心・安全な学校づくりに関われるか、また、
教頭としてどういう関わりがもてるかについて勉強させてもらいました。自分が率先して表に立って取り
組んでいくのではなく、児童生徒が自分事として受け止め、実践していく。また、教職員にも、納得した
上で、児童生徒の実践を指導していくことができるように自分の役割を見つめ直すことができるよい機会
となりました。 
 
○全国の教頭先生方のお話を聞くと、特に防災に関しては地域性があるということに驚きました。しかし、
どこでも子供たちの危機回避能力を高めることが大事ということと、教頭としての危機管理意識を高く持
つことが大事ということを痛切に思いました。 
 
○全国大会を開催していただき有り難うございました。コロナ禍の中で集まれないまでも何とかして大会
を開催しようとする意気込みに敬服します。お陰様で元気の出る２日間となりました。２日間のオンライ
ン開催でしたが、集まるよりも話に集中できたり資料がよく見られたりしてとても有意義であったと思い
ます。また、顔を見合わせての分科会もあり、参考になる取組が聞けたり同じ悩みの共有ができたりした
ことが明日の活力につながりました。有り難うございました。 第３分科会中川先生の指導助言もとても
具体的で分かりやすく、役に立ちました。 もっと多くの先生方に聞いてもらいたい内容でした。 
 
●参集型にはない手軽さがよかった。しかしちょっとしたことを聞く・話すということができないことは
残念だった。（それが参集型の良さなのだと思う） 
 
●時間が短くて残念！この一言です。もっともっと多くの皆様方と、もっともっと多くの時間を共有し、
教頭にしか分からない日々の苦悩を、全国の教頭先生方と情報交換をしたかったと感じました。 
 
●グループ協議について、それぞれの地区の取組を発表するだけで時間が一杯になってしまい、話し合い
が深まらなかったのが少々残念でした。できれば提言を絞って（３本を２本に）、時間を有効に使えればよ
かったと思いました。 
 
●グループでの協議は、焦点を絞って一人一人の話を短く、多元的な協議ができるとさらによかったと思
います。 

73%

25%
当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない79%

21% 当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない
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分科会の記録 ＜第４分科会 組織・運営に関する課題＞ 

【提言者１】北海道 室蘭市立天神小学校  難波 茂伸  

【提言主題】チームとして推進するカリキュラム・マネジメント 

 － 組織力の向上と人材育成における教頭の役割 － 

【協議の柱】 

  カリキュラム・マネジメントを推進するために、組織力の向上と人材育成に副校長・教頭として 

  どう関わっていくのか 

【グループ協議 報告】 

 提言を受け、２０のブレイクアウトルームで「継続性」、「協働性」、「関与性」の３つの視点をもって協議が 

行われた。協議では、年齢構成のバランスが取れている学校もあれば、「５０代以上のベテランが多い」、「中 

堅層が少ない」、「２０代が半数」「年齢の二極化」など、職員構成の現状が報告された。また、「２０代で学年 

主任をしないといけない学校もある」、「講師が多く、入れ替わりが激しい」など組織が抱える課題も報告され 

た。「組織力向上と人材育成」については、「組織力向上のために、職員との協働性を高めることを大切にして 

いる」、「学年主任会を設け、若手教員の状況を共有しながら、若手の指導についてベテラン同士で学んでいる」 

など、組織力向上と人材育成についての副校長や教頭としての心がけや実践が紹介された。 

また、若手の育成が急務であることやキャリアステージに応じた人材育成を進めていくこと、教頭や教務が

中心になるのではなく、メンター、メンティーに分けて効率よく育成を進めていく必要があることなど、多く

の意見が出された。あわせて、管轄教育委員会などが行う研修や教育委員会作成のキャリア育成プランをもと

にした取り組みなども紹介された。 

協議の中では、「課題に応じた研修や必要感のある研修を実施するためにどうやって時間を確保するか」、「そ

れぞれのステージにおける助言の仕方や職員とのコミュニケーションのあり方をどのようにすべきか」など、

副校長や教頭が抱える課題や悩みも共有することができた。 

【指導助言：全公教顧問会】（埼玉県三郷市立彦郷小学校長  加藤 景子 氏 ） 

 「つなぐ、いかす」をキーワードに指導助言をいただいた。組織力については、校長、副校長、教頭、主幹 

教諭、教務のチーム力に大きく関わることやどのような組織を作っていくかなどについて助言された。また、 

ベテランから若手に今までやってきたものを伝えていくこと（メンター制度）が必要であること、職員に学校 

運営に参加する意識をいかにもたせるかなどもお話しいただいた。 

さらに、「魅力ある学校づくりは、魅力ある副校長や教頭からの意識をもつこと」、「人、もの、ことなど資

源を活用すること」など、副校長や教頭として大切にしてほしいことを伝えていただいた。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所長  平井 敏博 氏 ） 

カリキュラム・マネジメントについて話をされ、その中で「社会に開かれた学校」を目指して保護者や地域、 

関係機関が分かるようなカリキュラムを提示することが大切であることを助言いただいた。 

また、「職員会議をいかに学びの場にするのか」、「学校評価や人事評価と結びつけたものにするのか」など

を助言いただくとともに、「発想を転換する」、「管理職として鳥瞰的、俯瞰的に関わること」、「教育活動の断

捨離を行うこと」などについて組織力向上、人材育成において心がけていくことなどを示唆していただいた。 

 

 

 

記録者【武雄市立山内中学校  土岐 洋二 】 
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分科会の記録 ＜第４分科会 組織・運営に関する課題＞ 

【提言者２】宮崎県 延岡市立東海小学校   篠原 光教 

【提言主題】コミュニティスクール導入期の組織づくりと教頭の役割 

 － A 中学校区コミュニティスクールの実践を検証して － 

【協議の柱】 

  コミュニティ・スクールをマネジメントするための人材育成と副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】 

提言を受け、２０のブレイクアウトルームで「継続性」、「協働性」、「関与性」の３つの視点をもって、協議 

が行われた。まず、多くのルームでは、コミュニティスクールの導入や取組状況について情報共有が行われた。 

コミュニティスクールが導入されている地域やこれから導入予定、学校評議員会中心の未導入地域など参加者 

の地域によって状況が異なった。 

また、コミュニティスクールの構成者についても報告があり、「弁護士の方に参加してもらい法的な相談が

できたこと」、「地域の学校支援員を兼ねるコミュニティスクールディレクターがいること」、「複数校で連携し

て協議会を開催していること」などが紹介された。 

担当者については、多くの学校が副校長、教頭、主幹教諭が担当している現状が確認された。教務主任や生

徒指導主任が担当する学校や地域連携担当やコーディネーターを校務分掌内に位置付けている学校も見られ

た。しかし、働き方改革の面からその他の職員の関わりがあまりない状況がみられた。人材育成の面から、今

後、若手職員にも学校運営協議会に参加させようとする動きがあることも紹介された。ルーム内では、「委員

の人選が難しい」、「なり手がいない」などの委員確保や「運営に行き詰っている感がある」など活動のマンネ

リ化、コロナ禍によって活動が難しくなっているなど活動縮小化などの課題があげられた。 

副校長、教頭の役割として地域の要望把握や情報収集、連絡調整（窓口）、学校目標や取り組み内容などの

地域や関係方面への情報発信や周知、組織づくり、人材発掘などが確認された。 

【指導助言：全公教顧問会】（埼玉県三郷市立彦郷小学校長  加藤 景子 氏 ） 

 「つなぐ、いかす」をキーワードに指導助言をいただいた。特に教頭会としての力、組織力を感じる取り組 

みであり、「熟議」「目標ビジョン」「役割の明確化」の大切さが伝わる提言であったことを述べられた。 

また、魅力ある学校づくりにおける副校長、教頭の「調整力」の重要性や地域とともにある学校に変化した

ことによる「学校をよく知ること（学校の強み）」や「地域とともに何ができるを考えること（人材、資源を

把握すること）」などの副校長や教頭としてすべきことをお話しいただいた。 

最後に、今後、「校長だったら」という視点をもつことが大切であることを助言いただいた。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所長  平井 敏博 氏 ） 

コミュニティスクールに関するこれまでの経緯について話をされ、「組織づくり」、「教頭の役割」について 

指導助言をいただいた。組織づくりにおいては、グループから同じ意図、志をもった集団にしていくことの大 

切さやカリキュラム・マネジメントと直結し、学校経営方針などの大枠を理解してもらうことを目的に組織づ 

くりを行う必要があることを助言された。 

副校長や教頭の役割では、業務が集中している現状があるが、改善していくことが大切であることを、手掛

かりを紹介しながら説明された。今後、時代の要請も含め動きが加速化していくので、幅広い教頭同士の連携

を進め、カリキュラム・マネジメントとのつながりを考え、推進して欲しいと応援の言葉をいただいた。 

 記録者【武雄市立山内中学校  土岐 洋二 】 
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分科会の記録 ＜第４分科会 組織・運営に関する課題＞ 

【提言者３】佐賀県 武雄市立武雄中学校   宮﨑 武司 

【提言主題】非常変災等における危機管理体制と教頭の役割 

－ 武雄市内小・中学校での危機管理体制の見直しを通して － 

【協議の柱】 

  危機管理体制の構築と非常変災時における副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】 

 提言を受け、２０のブレイクアウトルームで「継続性」、「協働性」、「関与性」の３つの視点をもって協議が 

行われた。多くのルームで、非常変災発生時における各学校の対応や取組について情報交換が行われた。情報 

交換の中で、コロナ禍の中での訓練の工夫、いかに安全に引き渡すかを見直していくこと、停電によって配信 

ができない場合の対応などの課題の共有も行われた。さらに、マニュアルや引き渡し基準、判断や関係機関と 

の連携状況などについても情報共有ができ、今後の危機管理に活かせる協議となった。 

 また、危機管理体制構築や非常変災時において、副校長や教頭には、災害発生時の対応（指示）、情報発信、 

小・中の横の連携、地域・防災課などの関係機関との連携、保護者への啓発活動、防災に関する研修や担当者

への助言などを通しての人材育成などの様々な役割があることを参加者内で確認することができた。 

 さらに、今回の提言を受け、「マニュアルの形骸化」や「有事に職員がどのように動くか、校長や教頭の不 

在時にどう判断し、どのように動くかを明確化できるようなマニュアルの作成」、「マニュアルにない想定以上 

の災害や事案が起こった場合にどのように対応するか」、「職員や児童生徒に課題意識がない。教頭としてい 

かに意識を高めさせるか」など今後の課題を共有することができた。 

【指導助言：全公教顧問会】（埼玉県三郷市立彦郷小学校長  加藤 景子 氏 ） 

 「つなぐ、いかす」をキーワードに指導助言をいただいた。最近は、危機管理を抱かせる事案が増加してお 

り、「危機管理マニュアル作成の手引き」をもう一度よく見る必要性があると助言いただいた。 

また、学校には安全、安心の拠点としての役割がある。そのためにも、人が変わっても地域が変わっても、

様々な情報を収集することや地域や関係組織等と連携することが必要であること（継続性、協働性）を助言さ

れた。 

さらに、危機管理面における「三現主義（現場に行き、見て、現状を知る）」、「危機について創造する力（危

機管理のさしすせそ）」、「校長不在時の対応」、「安全教育の充実」など、副校長や教頭として必要な能力や課

題についてお話しいただいた。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所長  平井 敏博 氏 ） 

これまで経験された災害から学んだ「情報が命にかかわること」から指導助言を始められた。 

連携・組織づくりについて、地域・行政との連携では、それぞれの得意分野で「役立ち感」や「有用感」を

感じる繋がりを作ることができれば、他の連携にも役立っていくことを助言いただいた。 

また、防災の取り組みの位置づけを明確化することや学校評価と結びつけることなどもお話しいただいた。 

副校長や教頭として、各組織の強み弱みを把握すること、コーディネーターに徹すること、自ら動くことを

少なくして、担当者等に任せて動きやすいように、副校長や教頭が発想を転換する必要があることなど、役割

や課題について助言いただいた。 

記録者【武雄市立山内中学校  土岐 洋二 】 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 138 人＞ 

 

第 4分科会 
１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○３つのご提言、そしてグループ協議で各地の具体的な取組をお聞きできたことも、大変勉強になりまし

た。運営の皆様、グループ協議の司会をしていただいた先生、どうも有り難うございました。 
 
○３本の発表とグループ協議、そして助言と厳しい日程の中で工夫してくださり有り難うございました。
大変勉強になりました。 
 
○これだけ大きな Zoom による双方向の会議は初めてでありました。それを含め、大変有意義なものにな
りました。有り難うございました。 
 
○何よりオンラインでの会議有り難うございました。私の市でも今度教頭研修会をオンラインで開きます。
会の持ち方を含め様々な取組とても勉強になりました。 
 
○各県の様子をうかがうことができ、充実した研修でした。コミュニティスクールの開始に向けて、非常
に参考になる情報をいただきました。 
 
○教頭として推進役やコーディネーターとしての役割を求められているカリキュラム・マネジメントの実
践、コミュニティスクールの導入、危機管理体制の構築等について、全国の実践事例を知り、意見交換で
きる貴重な機会をいただき感謝いたします。 
 
○全国の学校の様子や教頭先生の奮闘、そして人材育成の大切さを知ることができました。文章を見るよ
り、生のプレゼンテーションがとても分かりやすかったです。この学習を自校の校内実践に生かしたいと
思います。 
 
○地域によってとても違いがあることは分かっていましたが、刺激をいただくとともにとても勉強になり
ました。市町の教頭先生方に伝えていきたいと思います。貴重な会議の参加、有り難うございました。佐
賀大会の運営の皆様も本当にお疲れ様でした。 
 
○提言者の皆様の内容とともに、ブレイクアウトルームでの協議は、どの内容も、改めて考えさせられる
ものばかりで、明日からの業務に生かしてまいりたいと思います。また、助言の先生からは、適切なご指
摘とご示唆をいただきました。有り難うございました。 
 
○提言内容、指導助言ともに、今後の業務に非常に活かされるものでした。オンラインでの協議でも充実
した研修になることが分かりました。大きな発見でした。佐賀県教頭会の皆様、貴重な機会を有り難うご
ざいました。 
 
○様々な県の取組が具体的に聞けて大変よかった。教頭として組織力の向上及び人材育成にどう関わって
いけばよいのか有意義な学びの時間となりました。本当に有り難うございました。 
 
●冊子の資料も大変参考になりますが、提言される先生方のプレゼンテーション資料に思いが込められて
いるなと感じました。プレゼンテーション資料も手元にあればなと思いました。 
 
●顔を見合わせて話をすると、話し合いはしやすいですが、このような形式だと話し合いが進まないです。
司会の方が大変だったと思います。お疲れさまでした。 
 
●小学校と中学校で実情が違うため、小中分けた分科会になるともっと議論が深まるかと思いました。 
 
●協議はもっと少ない人数でもよかったかもしれません。深めるに至りませんでした。 
 
●提言から４０分の間での意見交換ではなかなか深めたり、広げたりすることができず反省しています。 
●もう少し時間があればもっと深く語り合えたと思います。 

71%

28%
当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない73%

25%
当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない
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分科会の記録 ＜第５Ａ分科会  教職員の専門性に関する課題＞ 

【提言者１】岩手県 盛岡市立城東中学校  佐藤 公一 

【提言主題】教職員の意識高揚を図るための副校長としての関わり 

        － 教職員がやりがいを感じるための取組を通して － 

【協議の柱】「学校における働き方改革」を通した教職員の意識高揚を図るための副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】 

・主幹教諭や学年主任など、一人で抱え込まないように、仕事のシェア意識を高める必要がある。仕事の充実
感を持たせるため、楽しいと思えるサイクルを作るかが課題。教科担任制を導入して、ベテラン先生が教室
に入り学ばせる。指導教諭を中心に悩みなどを共有する場を作る。職員室の雰囲気作りに力を入れる。 

・働きやすい職場のスローガンを決めて実践。情報（データ）の共有によりペーパーレス化にする。市や学校
行事の精選や削減。学校支援員が多く入り、業務を支援。小学校の教科担任制を進める。時間外が長くなっ
ている傾向もあるので、優先順位を決める等みんなが一つの方向性を見いだす必要がある。 

・管理職と担任との信頼関係ができていると働き方改革が進みやすい。近隣の小学校との情報交換が役に立っ
ている。GIGA スクール構想の取り組みを生かしたい。下校時刻を 20 分早くする日課の変更が、事務処理
に効果的だった。「子供のために」特化して優先順位をつけたい。学校行事の縮減にさらに取り組む。 

・校務支援システムの活用。児童対応には、全員でチームとして支え合いながら協力しあう。水曜日は部活動 

なし、掃除なしのスペシャルデー。電話対応の自動化。定時退勤日の導入は、県や市の教育委員会主導でな
いと難しい。個人の定時退勤宣言ボードの導入。教頭の定時退勤への働きかけが大切である。 

・若い教員が多く、二極化している。疲労感があって、疲労感が徒労感になるか成就感になるかによって、働
き方改革のメンタル面が保障される。管理職の言葉かけが大事。管理職に憧れてもらうことも大事。後継者
の育成には、優先順位を考えスマートに仕事をこなし、やりがいを見せていくのも教頭の仕事。 

・出勤簿の脇に、ノー残業デーを個人で計画・設定する欄を作成。安全衛生委員会を設置。授業時数の軽減。 
 職員会議の縮減。通知表の１学期所見の撤廃。５時間授業を主とした日課。月に一度、ノー残業デー。 
 働きやすい環境に関し、①人間関係②仕事・業務内容③仕事への充実感④職場環境でアンケートの実施。 

【指導助言：全公教顧問会】（富山県富山市立大久保小学校長  林 哲哉 氏 ） 
・心身の健康のためには、業務の縮減が不可欠である。教職員の半数以上は、「働き方改革」を実感していな

い。コロナ禍の影響で業務が縮減されたように感じるが、学校の実態が変わったものではない。学校行事や
業務の見直しをして、保護者や地域に理解を求めていかなければならない。コミュニティスクールの活用も
考えていくべきである。 

・教師は高い専門性をもつということを認識することが大事である。「教師は〇〇」というさまざまなとらえ
方をされるが、他人の権利を実現・保障するために、常に自主研修を重ねる専門職であるという認識をもっ
ておくこと。しかし、多忙さに追われ、専門職としての自主研修ができていないのが現状である。教師の授
業力の高さ、危機管理力、モラルの向上の意識があれば、専門職としての意識も高まり、やりがいにつなが
っていく。 

・やりがい向上のためには、協働性を高めることが大事である。副校長としての役割は、①働き方改革のねら 

いを示しながら、業務の役割分担の適正化や校内組織・校務分掌の調整を進めていく。②教職員全体で学校 

目標や校務分掌、めざす児童像等、話し合いの機会を設け、共有し、自らが参画しているという意識を高め 
ていく。③「心身の健康」「豊かな人間性」「高い専門性」というように段階的に進むことをイメージさせる 

ことである。「働き方改革」を意識しながらも、教師の専門性を高め、教師としてのやりがいを感じるよう 

な働きかけが大事である。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所教育指導監  石橋 佳樹 氏 ） 

〇 市内教職員への実態調査アンケートの実施について 

 ・市内全員にアンケートを取ることでやるべき事を考え、優先順位を決めていくことができる。「時間的な
余裕は生まれても、教職員の内なる思いは？」というところに光を当てている。 

 ・楽しさを感じていない若年教員にどのようにして楽しさを感じさせるか。楽しさを感じていると、ゆとり
が生まれる。このことが自己研鑽をしたいという思いにつながっていく。 

〇 働き方改革に対する基本的な考え方と具体的な方法 

 ・目に見える働き方改革：時間外勤務の削減、ＩＣＴ利活用、行事の見直し等積み重ねていくことが大切 

 ・目に見えにくい働き方改革：楽しさややりがいを高めていくことが大事。 

 ①目標共有…どんな子に育てていくのか。児童生徒像と、どのような長期的視野で育んでいくのか。 

 ②率先垂範…「してみせて言って聞かせて」直接の指導だけでなく、組織活性化の視点での指導が大事。 

 ③同僚支援…「させてみて ほめてやらねば」よりタイムリーに、より浸透する形で、支え合い・手助 

       けを、若手とベテランが連携・協力して行えるように仕掛けることが大切 

 記録者【嬉野市立吉田小学校  木原 純一郎 】 
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分科会の記録 ＜第５Ａ分科会  教職員の専門性に関する課題＞ 

【提言者２】長崎県 長崎市立仁田佐古小学校  播本 文貴 

【提言主題】教職員の資質向上を図り、魅力ある学校をつくるための教頭の役割 

－ 若年教師の資質向上を図るための工夫 － 

【協議の柱】若年教師の資質向上を図るための副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】  

・若手職員をベテランの先生方で支援していこうとする仕組みがある。コロナ禍の中で、ミニ OJT という先生
方の集まりを行ってきた。若手にベテラン教員のノウハウをいかに伝えるか。校務分掌を職員間の協議で決
める工夫。若手でも力のある職員に分掌を割り当てている。 

・よいところを伸ばす指導を心がける。生徒指導上の相談に積極的に声かけをする。校内の若手の研修会。若
手を支える仕組みの工夫。風通しの良い職員室。ミドルリーダーの活用で、縦・横のつながりを作る。若手
研修でベテランとつなぐ。コミュニケーションを大事にし、困り感に対応する。 

・若手教員の授業をよく見て声をかける。ベテランと初任者をペアにしてレベルアップを図る。初任者指導教
員や研究主任、教務主任などを中心として指導する。コロナ禍で若手教員の集まりができないので、不安な
面がある。精神的なゆとりのつくり方を学ばないといけない。保護者対応は複数体制であたる。 

・GIGA スクール構想で、若手の力が生かされている。年齢に関係なく、得意とするところを効果的に校務に反
映させる。ベテラン層の活動や実践を若手層に参観させる機会を設定する。知りたい内容についてアンケ－
トをとり、必要性に応じた研修を設定。３人組体制をつくり、３人で授業を見せ合う。 

・ゴールの明確化とイメージの共有。組織全体で分担して対応する。勤務時間内の研修の場の確保。校内人事
をバディ制にする工夫。得意分野の先生の授業を参観させる。若手集団がお互いの力量形成のために課題を
共有したり、相談したりする。 

・悩みがある、聞きたいと思ったときに話せる環境・関係づくり。日常的にコミュニケーションをとる。初任
者の認識、考えをしっかり聞いたうえで助言する。保護者対応は学校全体の問題としてチームで寄り添いな
がら考える。外部講師の活用を主軸において指導。自信を持ってできる分野で若手の力を発揮させる。 

【指導助言：全公教顧問会】（富山県富山市立大久保小学校長  林 哲哉 氏 ） 
〇 教科指導について 

・教材研究の時間確保ができるか。ＩＣＴ活用や部活動日の校時表見直しなどを含めて、ゆとりをもてるか。 
・教材研究の具体的方法を指導し、自主研修の意欲を高めることが大事である。勤務時間内に教材研究を終

わらせることは難しいので、日頃から課題意識を持っておくことが大切。楽しい授業づくりに喜びを感じ
ることも大切。教材研究の充実のため、教科担任制を導入することも学校によっては可能である。 

〇 学級経営について 
・①若手教員の学級経営に組織的な指導で取り組むこと②特別支援教育の視点をもつこと③学級経営上の

難しい問題については、関係機関に相談することの３つが大切である。 
・他学級の授業や特別活動、給食準備や掃除指導等、自由に訪問、視察できる環境づくりを行い、時間があ

るときに若手教員が参観できるようにする。 
・教頭は教職員の「個」の良さを伝えていく。そのためには、様々な問題に対応できる心のゆとりが大切。 

〇 保護者対応について 
・保護者からの要求を３つのフィルターで判断する。①学校ができる要求なのか。②学校がやるべき役割な

のか。③正当な要求なのか。 
 ・保護者対応のマニュアル作成や、研修会を行うことが大切。 
 ・学校は、保護者に対するサービス業ではなく、学校と保護者は、それぞれの役割を果たすパートナー。教

師の専門性を高めることが保護者との信頼関係を高めることにつながる。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所教育指導監  石橋 佳樹 氏 ） 

〇 提言及び協議を通しての感想 
・若年教師の育成の目の付け所を明確に整理されている。 
・学級経営については、若手とベテランを組み合わせて、授業や生徒指導、掃除や給食指導等、日常的な情

報を共有できるようにした。若手は気兼ねなく相談でき、ベテランの刺激にもつながる。 
・保護者対応についても、学級経営と関連させて若手とベテランの組み合わせの中で相談体制を作るように

していた。想定された事案によって対応策を考えておき、サポート体制とチームでの対応が大事である。 
〇 若年教師の資質向上を図るための基本的な考え方と具体的な整理 
 ・まずは健康であること。笑顔で児童生徒の前に立てることが一番大切である。 
 ・スキルアップや結果を急がず、試行錯誤が大事。日々の積み重ねの意識で研鑽を積むことが大切である。 
 ・「自分らしさ」を大切にし、児童生徒の指導に当たる。自分の持つよさをちゃんと評価すること。 
〇 ５つのキーワード「つ・み・か・さ・ね」 
 ①「つ・なぐ」職員間を、見えない糸でつなぐ。本音を伝え合い、前向きに悩む。 
 ②「み・守る」職員の今を見つめながら、心の中で（がんばれ）とつぶやきながら常に視界に入れておく。 
 ③「か・かわる」ここぞという時に傾聴し、遠慮なく指導助言をする。若手より一歩前に立って先導を。 
 ④「さ・さえる」笑顔と深い懐で「大丈夫」と一言。勇気づける。 
 ⑤「ね・がう」長期的な視野で、その人のことを願う。願っていることを発信する。 

記録者【嬉野市立吉田小学校  木原 純一郎 】 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 162 人＞ 

 

第 5A 分科会 
 
１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○学校規模や各自治体の違いもあり、すべてが活用できるわけではなかったが、参考にしたいと思うもの
もあった。特に、指導助言の両先生方のお話には、非常に心動かされるものであった。今後の自身の指針
となるものも多かったように思う。 
 
○Zoom を使った協議会に参加するのは初めてだったが、事前の案内等、丁寧にしていただきトラブルなく
参加することができた。働き方改革や若年教師の育成等についての手立ては、それほど自分が考えていた
こととは変わらなかったが、小さな取組等、実際に話を聞くことで参考となることが多かった。 
 
○教職員の意識高揚を図るための教頭としての関わりでは具体的な働き方改革の方法を知ることができ
た。若年教師の資質向上を図るための工夫では､組織を活用することの大切さを確認することができた。
今回の研修で得た有効な情報を今後の業務に活かしていきたい。 
 
○参加された先生方が、積極的に発言されたので司会としては助かりました。各県のいろんな話を聞けて
良かったです。ただ、始まる直前に音声が全く聞こえない状況がありました。情報教育推進リーダーの先
生がいたので何とかなりましたが、アプリの不具合に対応する方法も考えないと難しいと思いました。 
 
○午前の「働き方改革を進めながら教職員全員のやりがいを高める」、午後の「若手教員の指導力向上を所
属教職員の資質向上につなげる」を切り口に、全国の先生方と多面的に協議させていただきました。敢え
て共通点をさぐるとすれば、午前の授業力向上は午後の教科指導。午前の危機管理意識高揚は午後の学級
経営。午前の教職員のモラル向上は午後の保護者対応に通じるものがあると整理しています。本日、協議
できたことを、まずは滋賀県教頭会理事会で報告する予定です。特に、それぞれのブレイクアウトルーム
で交流した中心的な学び、明日からでも生かすことのできる学びに分けて報告していただこうと考えてい
ます。コロナ禍であったにも関わらず、オンラインで協議の場を与えていただき心から感謝申しあげます。 
 
○全国大会で発言できる時間が確保されているとは思いませんでした。リモート開催は寂しいものですが、
グループをたくさん作っていただいたことで日本各地の状況や自治体の取組を知ることができました。準
備など大変多くの時間を割いていただいたと思います。お疲れさまでした。有り難うございました。全国
の副校長先生、教頭先生が頑張っていることは明日からの活力になりました。 
 
○提言された先生、あらためて教育の専門性や働き方改革について考える機会を与えていただき、有り難
うございました。佐賀県の先生、全公教役員の先生、参会された全国の先生、そして指導助言の石橋先生、
有り難うございました。初のオンライン開催、歴史に残る佐賀大会です。 
 
○働き方改革､若手教員への指導と日頃の業務の中でも特に頭を抱えているものであり､自分にとって悩
みを共有でき､ヒントを得ることができ､とても有意義な時間を過ごさせていただきました。特に若手の育
成については､「育てる」という強い意識をもって積み重ねを大切にしていきたいと思います。 
 
○二つのテーマに関するご提言とそれに基づく協議を通じて教頭の果たすべき役割と取組の方策につい
て大いに学ばせていただきました。今後の仕事に向けて心構えを新たにすることができました。また、働
き方改革の推進について様々なご示唆をいただくことができ、早速、具体化を図っていきたいと思います。
コロナ禍の中、本大会を運営いただきました皆様に心から感謝申し上げます。有り難うございました。 
 
●有意義な時間でしたが、協議の深まりという点からは？がつきます。それぞれが意見を述べることは可
能ですが、交流や新たなステージへの発展は難しかったです。 
 
●こちらの現場サイドの問題だとは思いますが､通信環境が急速に悪化し午前の部の後半は 20％程度しか
つながりませんでした。せっかくいただいたご助言も十分に聞き取れなかったことが残念です。 
 
●午後の分科会、途中音声が入らなくなって、グループ討議に参加できなかったのが残念でした。機器を
使う上では、トラブルはしょうがないですね。 
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分科会の記録 ＜第５Ｂ分科会 教職員の専門性に関する課題＞ 

【提言者１】高知県 香美市立大宮小学校 中島 佳史                           

【提言主題】教員の指導力・授業力を高める仕組みを整えるための教頭の関わり 

― 国際バカロレア教育認定校を目指した取組を通して ― 

【協議の柱】 

教員の指導力・授業力を高める効果的な仕組みづくりに関わる副校長・教頭の役割 

【グループ協議 報告】 

・研修機会を増やすことは理想だが、現状では難しいため、状況に応じた工夫を講じていく必要がある。 

・研修の方法を工夫する。（週時程の見直し、ＩＣＴの活用、コンパクトな打ち合わせ、ミニ研修、など） 

・職員一人一人に主任の意識を高めるようはたらきかけることを心掛ける。 

・研修のあり方、目標の共有、過多の課題の中で何をやるかを明確にさせていく。そのための具体的な方策を

提示したり、連携しやすい環境を整えたりする。 

・初任者研修においてチームを構成し、メンティー、メンターの相互の成長を図る。（チームプロデュース） 

・メンターとしては、ベテラン教員の目標が高すぎる場合もあり、２、３年目の若手教員もミドルメンターと

して存在感を示すことがある。 

・若手教員の動画記録を保存し、ベテラン教員や管理職が確認、事後指導等できるようにする。 

・ＧＩＧＡスクール、ＩＣＴ活用の研修では、若手の強みを生かしていく。 

・ＩＢ認定校では、コーディネーター、サブコーディネーター、全体を把握する教頭の負担増とならないよう

な仕組みが必要である。 

・職員室の机の配置に人事配置構想の意図を反映させ、若手とベテランの協働を生むようにする。 

・働き方改革と人材育成のバランスをとるための工夫が必要である。 

・校務分掌事務、各種業務における負担軽減を進める。（通知表の見直し、ペーパーレス化の推進、など） 

・業務を協働で行うことにより、人材育成の推進と負担感の軽減を図るようにする。（ＯＪＴ） 

・支援を要する児童生徒、問題行動等の対応では、教員に主体性を持たせるような教頭の関わりにする。 

・業務の遂行に当たり、教頭が決めず、決めない、聞くに徹し本人にきめさせＰＤＣＡをさせる。 

・安全管理、児童生徒の状況把握から学級学年担当と関わる課題覚知のために校舎を巡回する。 

・研修や協働の話し合いの時間確保の仕組みをつくり、業務の優先度により見直しを推し進める。 

【指導助言：全公教顧問会】（北海道札幌市立北栄中学校長  笹川 恒春 氏） 

 教頭としては、職員が「よって、たかって、皆で関わる」ことを目指して取り組んだ。大宮小では、外国語、

算数、食育などの発表があったが、学びに向かう力や学校の伝統を感じた。ＩＢ認定校の取り組みの中には、

多くのヒントが見られる。実践に取り組みやすい仕組みを整えることは重要であるが、そこに教頭が関わる。

学校は新しい取り組みに踏み出しづらい特性があるため、校時表により、「見える化」を図ることは効果的で

ある。また、コンパクトな打ち合わせは、若手の軽いフットワークを生かし、回数は増えても総時間数が減る

というメリットがある。人事異動による 4 月転入者へのＩＢ教育についての伝達、理解促進が鍵となる。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所北部支所長  礎 靖久 氏 ） 

 これからの学校教育、児童生徒に対応する教員は、実に様々な分野の専門性を問われる。しかし、具体的に

「これ」と示すことは難しく、教員個々が資質・能力を高められるような育成のシステムを教頭が整えていく。

教員採用試験の倍率が下がり、人材の質の変化が明確になっているが、改善していくには働き方改革を推進し、

提言にあったような週時程にもメスを入れるなど、学校運営の工夫が急務である。提言では、研修会を増やす

ことを主軸に、そのための業務スリム化を具体的に進めている点が素晴らしかった。時間外勤務の縮減のため

にはタイムマネジメントを推奨し、優先度の低いものを排することも重要である。 

記録者【みやき町立三根中学校  上田 一正 】 
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分科会の記録 ＜第５Ｂ分科会 教職員の専門性に関する課題＞ 

【提言者２】佐賀県 みやき町立中原中学校  杠 幸世 

【提言主題】教職員の指導力向上を目指す協働体制の構築 

― 教職員の力量を高めるための教頭の役割 ― 

【協議の柱】協働体制を構築・機能させるため副校長・教頭としての効果的な関わり方について 

【グループ協議 報告】 

・学校評価、人事評価に関しては、目標を共有することである。 

・人事評価では、学校目標と教員の業績評価の目標を関連付ける、という点が参考になった。校長面談に教頭

が同席することで、教頭の指導助言の内容に厚みが増すと考える。 

・人事評価における自己目標を確認することにより、教職員と管理職の意識の違いを把握できる。 

・人事評価の自己目標については、進捗状況の管理（把握）と時間の確保を行うようにしている。 

・都道府県教委により、人事評価の自己目標の指標設定の内容や方法に違いがある。 

・人材育成を図るために校務を任せ、主体的な業務遂行を通してキャリア形成を促していく。 

・教員との関わりについて、日頃からできることとして授業参観（巡回）を行い、立ち話などで関わる。 

・校長、教頭、教務の三者間の連携や協働性を見せ、一体感など職員間の雰囲気を良いものにする。 

・教頭として人事に関わることは重要であり、そのため校長、職員との日常的な関わりを大切にしている。 

・多忙感からか、仕事量が減らないと難しいから…、という声があり、若手を中心に働き方改革推進委員会を

立ち上げ、取り組みを検討している。 

・研修会を生かす、という提言に刺激を受けた。適材育成について取り組む。 

・４０歳代の初任者の指導が管理職の負担になっていないか。 

・初任者の指導においては、主体的に取り組ませる中で疑似的に失敗体験もさせたい。 

・ベテランといわれる年代の教員も成長したい、という思いを持っているので、適切な業務や課題を相談する

ようなやり方で、教頭としてはたらきかけを行う。 

・情報機器を使い、教育実践上の困り感をコミュニケーションツールで書き込み、該当領域に長けた教員が助

言するなど、１：１の研修を数多く行っている。（隙間時間の活用） 

・週学習指導計画に一文書き加え、職員への労いや助言を行うようにしている。 

・日々の職員とのコミュニケーションの中で、生徒指導や学習指導の話題について、中央テーブルで話をする

ことで、職員室にいる他の職員に聞こえるようにして話をし、内容を共有していく。 

・学校評価の回答をＷＥＢ回答としているが、紙で回答するよりも率直な意見が寄せられる。 

【指導助言：全公教顧問会】（北海道札幌市立北栄中学校長  笹川 恒春 氏） 

 学校組織の中で、教頭がどのように機能するか、ということは永遠のテーマではないだろうか。学校課題、

校長のビジョンにあわせて、機能を変化させることが必要である。協働体制を生み出すには、結果ではなく過

程を大切にした適材育成が求められる。人材育成を任せられる人材を育成する、ということに共感した。職員

と最も長く時間を一緒にしているのは教頭であるが、日々関わるからこそ信頼関係ができてくる。今回の提言

では、地域の学校間で共有できている点がとても重要であり、その点を参考にしてほしい。 

 教頭は、激務にさらされながら、身を削りながら心を通わせていくようなものです。しかし、教頭は間違い

なく、孤独な校長の支えになっている。 

【指導助言：佐賀県】（佐賀県西部教育事務所北部支所長  礎 靖久 氏 ） 

 教頭としては、協働体制を構築することが肝となる。校長の経営方針、具体的目標や重点施策に基づき、学

校規模や文化に適した取り組み、取り組むうえでの連携、連携を可能とするコミュニケーションが図れるよう

に、場面や時間を設定したい。提言の学校評価と人事評価を生かすことは、職員個々の目標を把握することで、

業務の推進や取り組みの改善を教頭が後押しすることにつながる。適材育成、とあったが、大規模校では３年

目の教員はベテラン扱いになるように、業務を通じて成長を促していく。人事評価を進めるうえで危惧する点

として、個人主義や成果主義に陥らないよう、目標設定に関わっておきたい。 

記録者【みやき町立三根中学校  上田 一正 】 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 156 人＞ 

 

第 5B 分科会 
１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○県によって職員の年齢構成が異なることや特色ある教育実践を学べたこと、そして何より教頭として学
校全体をみている先輩方のお考えを学べたことがとても有意義でした。 
 
○コロナ禍のご時世、他の教頭と情報のやり取りがなかなかできない状況の中、オンラインではあります
が、他の自治体で活躍されている教頭先生方と顔を見合わせて情報交換ができてよかったです。 
 
○ブレイクアウトルームでは、北は北海道、南は鹿児島まで、職場にいながら様々な意見交換ができて有
意義でした。特に地域が違っても、教頭職としての課題や悩んでいることがだいたい同じであることが分
かりました。大規模校と小規模校と学校規模によって課題が似ていることから、両方の意見が聞けてよか
ったです。県内の教頭会はまだ実施していませんが、今回のようなテーマに基づく意見交換・情報交換が
できるとよいと思いました。 
 
○全国の教頭先生、副校長先生と直接話をすることができたことはとても有意義でした。話し合いをコー
ディネートしていただいた佐賀県の先生には大変感謝しています。有り難うございました。１点、感想と
して、ブレイクアウトルームでどんなことを焦点にして話し合うかを事前に分かっていたら、資料等準備
ができたと思いました。 
 
○学校、校種は違っても、共通する問題意識や課題意識をもっていること、しかし、自分が知らない、試
したことのない様々な手立てがあることを知ることができました。提言者の皆様、そして、提言内容に関
わられた全ての先生方大変お疲れさまでした。大会運営にあたられた皆様大変お疲れ様でした。皆さんと
同時間に同じ立場で仕事をすることができたことを幸せに思います。 
 
○全国の教頭先生方と交流させて頂き、同じ思いを持っていることを知るとともに、新たな気付きを頂き
大変感謝しております。このような機会を持たせて頂きました全公教、佐賀大会を支えて頂きました佐賀
県の教頭先生方に厚く御礼を申し上げます。オンラインでの初の試みも大成功だったのではないかと思っ
ております。本当にご苦労様でした。 
 
○分科会の先生方は小学校・中学校と校種が違いましたが、課題となることや取り組もうとしていること
などがよく似ていてお話を聞いているととても参考になりました。若手やベテランを上手に生かす、学校
を回していくのは教頭の役目だということを改めて思い知るとても良い機会でしたし、身の引きしまる思
いでした。声が聞きづらいことがあり少し残念でした。記録等が、資料としていただけたらと思いました。 
 
○発表者の先生の取組は、随所に参考となる言葉があり、尚且つ、明日からの勤務に対して、勇気を与え
てくださいました。また、ブレイクアウトルームでの全国の先生方との協議は、大変刺激を受けるもので
あり、明日からまた精進していこうという気持ちになりました。Zoom という新しい試みをしてくださった
大会関係者の先生方、きっと大変だったことと存じます。有り難うございました。 
 
○地域は違えども抱えている課題は似通っているなぁと感じ、少しほっとした。Zoom で意見を述べるのは、
まとまりがないまま孤独な時間が経過していくような感じで難しかった。 
 
●ブレイクアウトルームでは、提言内容を協議するというよりは各校の取組状況を発表する内容が多かっ
た気がします。オンラインだと全員の表情を同時に見ることができないため、協議会には少し向かないの
かなという気がしました。来年度は今まで通り開催できるようになるといいですね。 
 
●協議の柱に沿って話を進めてきたつもりでしたが、取り組みについての質問や教頭の現状の共有などに
も話が向いてしまいました。ただ、他県の教頭先生方の想いなどを聴くことができたことは、有意義だっ
たと思います。大変お疲れ様でした。 
 
●次年度以降、分科会は午前で終えてよいかと思いました。同じ分科会ですので、提言は変わっても、話
題はある程度同じ方向に行ってしまうためです。2 日目は昼で終了する日程について、次年度に向けてご
検討いただければ幸いです。司会の方、佐賀県の皆様、本当にお疲れさまでした。 

69%
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分科会の記録 ＜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＞ 

【調査報告者】 全国公立学校教頭会総務・調査部  小栗 克樹 

【要請文解説者】全国公立学校教頭会総務・調査部  角田 淳 

【提言主題】魅力ある副校長職・教頭職の在り方 

  ― 学校の新しい生活様式と働き方改革 ― 

【協議の柱】 １ 各地区や各校における働き方改革の現状と課題 

       ２ 魅力ある副校長・教頭とは 

       ３ 学校の新しい生活様式における働き方改革の展望 

【グループ協議 報告】 

柱１ 各地区や各校における働き方改革の現状と課題 

・第１グループより 

 各学校の取組では、①出退勤のデータによる確認。退勤目標時間を設定させ意識を高める。②部活動休養日 

の設定。平日１日、土日にも１日設ける。③教育委員会等による支援体制。スクール・サポート・スタッフの 

配置は助かる。また、特定の職員に仕事が偏って負担がないよう、校務分掌を柔軟に変えている学校もある。 

提案は、会議を減らすために紙面で行えるものは紙面で行うよう見直しが必要だということ。コロナ禍の今 

こそ、スクラップ＆ビルドを実行し、必要なものとそうでないものを見極めて学校運営を行う必要がある。 

・第６グループより 

コロナ対応で仕事量が増え、働き方改革が進まない面がある。行事の精選、プール指導、部活動指導等が大 

変だ。働き方改革の取組は、①ＩＣＴを活用し、出欠管理、リモート会議、メール、出退勤カード等での利用 

で業務を減らす。②朝や掃除の時間、夏季休業、成績処理期間等を工夫して時間を生み出す。③職員の意識改 

革を進める。公務支援システムの採用が進んでも使えないと意味がない。ノー残業デーも意識改革が必要。 

・第７グループより 

共通するところを５つにまとめた。①職員会議の時間削減。スムーズに進むように校務支援システムの掲示 

板で事前に会議の内容を知らせる。資料をＰＤＦ化し業務削減とともにペーパーレス化も進めている。②定時 

退勤日の取組。③留守番電話の導入。④ＩＣＴやタイムレコーダーを活用した勤務時間の把握と指導。⑤学校 

閉庁日の設定。夏休みだけでなく冬休みにも閉庁日を設けているところもあり参考になった。また、協議の中 

で、教育委員会や管理職主導でなく、話し合いで決めたことを大切にしているということが印象に残った。 

・第１０グループより 

主なものとして３つ。①タイムカードやパソコン等による勤務時間の把握。②ＩＣＴの導入での会議等の削 

減。③人的配置。スクール・サポート・スタッフや学級支援員等を増やして職員の負担軽減を図る。 

課題としては、コロナで行事の削減が行われたが、また、以前のように戻ってスリム化が図れていないこと。 

災害発生時等における避難所対応を学校が主体となってしないといけないところもある。仕事の持ち帰りが多 

いところもある。人を配置（人的補助）してもらうことで職員の働き方も変わるのではないか。 

【グループ協議 報告】  

柱２ 魅力ある副校長・教頭とは 

柱３ 学校の新しい生活様式における働き方改革の展望 

・第１１グループより 

 魅力ある副校長・教頭とは、①コミュニケーションを心がけ風通しの良い職場づくりを進めるとともに、職 

員にちゃんと見ているという思いを持たせる。②担任を矢面に立たせず、間に入るなどで組織として守る。 

 働き方改革の展望では、ＩＣＴ活用で話が進んだ。①１人１台端末の活用推進。会議資料の効率化のために

Teams を活用する、チャット機能を活用して欠席や遅刻をメールで連絡する等。②校務支援ソフトの導入。ま

た、次年度の教育課程を早い段階から考えていくことが、今を変えることにつながるという意見もあった。 



分科会の記録 ＜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＞ 

記録者【鳥栖市立田代小学校   原 良一 】 

・第１６グループより 

 魅力ある副校長・教頭とは、①いつも笑顔で対応し、そして共感・感謝の気持ちを見せる。②信頼を得る。 

職員が先を見通せたり、困ったときに頼ることができたり、大丈夫と受け止めて安心させたりする。③魅力的 

な姿を見せる。楽しんで仕事に取り組む姿を見せ、あんな風になりたいと思わせる。④人間性・人間力として 

憧れられる存在になる。これらのため、決断力、行動力、統率力の３つの力を身に付けていきたい。 

 働き方改革では、ＩＣＴ活用で子供の顔を見ることを忘れてはいけない。ベストミックスで進めていく。使 

える人と使えない人をつなぐのが教頭の仕事。不易と流行を見極め、どうツールとして使っていくかが大切だ。 

・第２０グループより 

 あんな人になりたいと思われるのが魅力ある副校長・教頭ではないか。職員に楽しそうに声を掛け、相談し 

やすい雰囲気をつくる。やりがいを持って働く姿を見せる。職員を励ましてあげられる。そのために、日頃の 

人間関係をしっかり把握することが大事で、自身もワークライフバランスの充実、有意義な息抜きが必要だ。 

 働き方改革の展望では、１人１台端末の推進で軽減できるものもあるが、限界や弊害も出るのではないか。 

モラルなど今後の教育の在り方が問われる。ただ、コロナ禍で、世の中の目が教員の働き方改革に向いている 

今がチャンスだ。残すものと変えていくものをしっかり区別し、やるならどうスリム化していくかが大切だ。 

【指導助言】（埼玉大学教育学部教育実践総合センター教職大学院教授 安原 輝彦 氏） 

 働き方改革では、各学校の実態に応じた目標、対応をきっちり考えることが大事だ。小規模校、大規模校と 

実態が違えば課題も違う。学校ごとに課題は何かを明らかにし、その課題をもとに優先順位を絞っていく。こ 

れらのことを、それぞれの学校で共通共有していく必要がある。ここがうまくいかないと失敗や徒労に終わる。 

 次に、「ニーズ」と「ウォンツ」の区別をつけることだ。学校としてやらねばならない職務、授業や生徒指 

導などの「ニーズ」と教材研究など個人の裁量が発揮される部分も大きい「ウォンツ」について、しっかり区 

別した感覚を持たないといけない。職員とコミュニケーションを図りながら、何が「ニーズ」で何が「ウォン 

ツ」なのかをはっきりさせ、「ニーズ」についてはしっかりしてもらい、「ウォンツ」についての部分は自分 

で判断してもらう。統計としての業務の時間に入れるかどうかも判断してもらう。職員として、各取組につい 

て、それが「ニーズ」なのか「ウォンツ」なのかの議論が必要だ。 

 タブレット活用はどのグループでも出ていた。研修が負担だったり、身に付けるまでが大変だったりだが、 

やってみないと分からない。検索と視聴（何かを調べる、YouTube を見る、オンライン通信でやりとりをする） 

など比較的簡単なことから入って、その後にフォルダ作りや交換などができるようになるのではないか。検索 

と視聴を授業で活用するには、個人での操作ができるところから始めてはどうか。１０分程度のビデオ番組を 

授業の導入や展開に使ってみる。使えるようになるとだんだん発展していき、やがては働き方改革につながっ 

ていく。ただし、ここで「ニーズ」でなく「ウォンツ」の部分にはまる人がいるので、そこは区別すべきだ。 

 本質について議論したり、つぶやいたりすることを繰り返すことも働き方改革につながる。新しい生活様式 

だからこそ、本質や原点を再確認すべきだ。そもそも一番大切なことは何か、本来するべきこととしてもよい 

こと、教員の専門性に生かすために使っている時間など、何が本質なのかということや、授業や教科の本質に 

ついて時々投げかける。場を設けることで、教育への関心や、職員間の理解とコミュニケーションが高まる。 

 また、共有や共感は少しずつでも諦めないこと。課題の洗い出しや、「ニーズ」と「ウォンツ」の区別を話 

し合えても、共有や共感はさらに難しい。しかし、諦めない。ここで、職員室の要である副校長・教頭の出番 

で、できるだけ共有、共感していこうというのを目指し、日頃からコミュニケーションに努めてほしい。 

 相談する人は同感、共感、耳を傾けてくれる人を探して相談する。受け入れてくれない人の事はよく分かっ 

ていて、そんな人には相談はしない。副校長・教頭の役割は、少なくとも耳を傾ける人であることで、そのこ 

とで、職場内での人間関係やコミュニケーションが取れていく可能性があると考える。 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 144 人＞ 

 

第 6分科会 
 
１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
○魅力ある教頭とはどんな教頭か、多くの先生方のご意見や講師の先生のご講話より深く考えることがで
きました。また、新しい生活様式における働き方改革については、まずは職員の意識改革が大切であるこ
とを再認識できました。実りのある研修ができました。 
 
○「教師であり教師を超えたところにいる」という言葉が印象に残っています。働き方改革について分析
していただいたことを具体化していきたいと強く思いました。健康に気を付けて肩肘張らずに頑張ります。 
安原教授の講義及び他県の学校の実情や取り組みについて情報共有ができ、大変勉強になりました。子供
にとって、家庭・地域にとって、そして何より職員にとって魅力ある学校を目指しつつ、本日の分科会を
通して学んだことを生かし、職員と共に「学校の新しい生活様式における働き方改革」を進めていきます。 
 
○現地に行けないことは残念だったが、オンラインでも大会が成立することが分かった。佐賀の皆様、本
当に有り難うございました。午前・午後でブレイクアウトルームの組み替えがあってもよいかなと思った。
参集型だとグループの変更はなかなか難しいが、ブレイクアウトルームだと可能かなと思った。 
 
○実際に集まって語り合う良さ、リモートで気軽に手軽に話し合う良さどちらもいいものだなあと感じま
した。来年は東北の地である岩手大会ですが、参加者の needs や want によって選択できるような会でも
いいと感じました。佐賀県の皆様大変お疲れ様でした。 
 
○上手くグループ協議ができるか心配しましたが、通信状況も問題なく、皆さん、和やかな雰囲気で話し
合うことができました。本来だったら佐賀の地でこの後、飲みに行きましょう！となるくらい皆さんと交
流できました。安原先生の講演も途中でグループの時間を挟んで頂き、オンラインということを忘れるく
らい自然に話し合うことができました。この分科会の在り方はとても良かったと思います。 
 
○全国の教頭先生方とお話できたことが、とても有意義でした。場所は違っていても、抱えている問題は
一緒で、共にがんばっていこうと感じました。それから、学校の再定義として、教育のわくわくする未来
を教職員と共に語りながら、教職員は子どもたちに夢見る未来の希望を語る存在でありたいと感じました。 
 
○全国各地の先生方から、その自治体や学校、地域や子供に応じた話を聞くことができ、大変勉強になり
ました。講師の安原先生からの、needs と wants の視点で考えると良いということが参考になりました。
佐賀県の教頭会の先生方、全公教の役員、事務局の先生方、このような状況の中、全国大会を開催して頂
き本当に有り難うございました。 
 
○多くの教頭先生方と意見交流ができたことは、とても意義あることだと思います。このような場を設定
していただいた佐賀県教頭会の皆様に感謝申し上げます。コロナ禍、GIGA スクール構想等で大変な時期、
働き方改革も進めなくてはいけない状況ですが、この研修会の内容を生かしていきたいと思います。 
 
○地域の異なる学校が集まったことで、多面的な見方から分科会に臨むことができました。意見の交換か
ら新たな考えが浮かんだ面、示唆を頂いた面等々有意義なものでした。また、オンライン開催でどんな協
議会になるのか不安と興味がありましたが、対面と変わらない開催だったとびっくりしています。 
 
○働き方改革を進めるうえで ICT の利活用が重要なカギを握ることが再確認できました。本質を外さない
ようスリム化を進めていきたいと思います。 
 
●オンラインでの開催も可能ということが分かりましたが、やはり実際に会って話す機会と併用しながら
できるとさらに良いと思いました。実行委員の先生方有り難うございました。 
 
●オンラインということでなかなか深い意見交換まではできなかったが、それでも、実施できてよかった
と思います。司会・記録の担当の方有り難うございました。 
 
●慣れればオンラインでも「出し合い」は成立する。しかし、「協議」にまで発展させるには難しかった。
疲れさまでした。 

69%

31%
当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない
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分科会の記録 ＜特別Ⅰ分科会 特別課題＞ 

【講演講師】放送大学教授 博士（情報学） 中川 一史 氏    

【講演】  

新たな生活様式に基づく学校の取組と GIGA スクール構想における副校長や教頭の役割 

【協議の柱】新たな生活様式に基づく学校の取組と GIGA スクール構想における副校長や教頭の役割 

【講演内容】 

 

 今年度は、「GIGA 元年」としてより積極的に ICT を活用した学習場面を取り入れていくようにする。（※た 

だし、日本の教師の優秀さが ICT の活用の妨げとなっていることもある。） 

① 教育の情報化促進のカギは、「環境―制度―スキル―活用」の一連の関係がある。 

◎ 環境 常時一人１台環境への移行 

       →３クラスに１クラス分の実現 

→GIGA スクール構想 

       →BYOD の普及  など 

◎ 制度 必須化、法整備 

       →学習指導要領の改訂 

       →デジタル教科書の法制化 

       →プログラミング教育の充実  など 

◎ スキル 教員の授業方法の改善 

       →児童生徒の主体性に応じた授業の改善 

例えば） 国語→話し合い方のモデル映像としての活用、フォトポエム（映像と詩の融合） 

              社会→大きなデジタル模造紙として活用（１枚の大きな地図を学級で作成） 

        児童生徒の活用スキルの向上         

→情報活用能力の向上 

       →脱・新奇性（子どもがパソコン活用の目新しさを感じないくらい使う） 

       →ツールとしての選択の拡大（鉛筆やノートなどの学習用具と同じようにパソコンも当たり前 

のツールとなる） 

◎ 活用 効果的な活用  

       →活用場面 

       →効果検証 

② ICT の「学び」への活用については、探究のプロセスにおける様々な場面において ICT を効果的に活 

用できる。（課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現） 

③ GIGA スクール構想が実現する「７つの脱」がある。（脱・一斉授業オンリー、脱・授業場面オンリー、 

脱・即時効果の追究、脱・共有物、脱・対面授業オンリー、脱・ツールの固定化、脱・機能の固定化） 

④ ICT 活用のメリットには３つの「超」７つの「しやすさ」がある。（「超原型」試行錯誤がしやすい、加 

工・編集できる、「超空間」リアルタイムに使えること（超座席）双方向であること（超教室）、「超時間」

保存可能である、履歴が活用できる）（１：書きやすい・消しやすい、２：動かしやすい・試しやすい、

３：共有しやすい・連動しやすい、４：大きくしやすい、５：繰り返しやすい、６：残しやすい、７：説

明しやすい） 



分科会の記録 ＜特別Ⅰ分科会 特別課題＞ 

記録者【佐賀大学教育学部附属小学校  岩﨑 稔敦 】 

⑤ GIGA スクール後の選択を学校、教育委員会などが連携して考える。  

   ケース１：自治体による機器更新 ケース２：朽ち果てるまでそのまま 

   ケース３：BYOD（Bring Your Own Device）欧米式→家にあるものを持ってくる 

                        日本式→同じ機種を保護者に指定する  

⑥ 学校マネージメントの必要性が… 多様化する教育ニーズや学校独自性の要求 

   教職員が気持ちよく働ける学校への転換→校長・教頭の軽やかなリーダーシップ、学校自らマネージメ 

ント体制の確立・整備→教職員の意識改革による主体的な取り組みと新しい時代に即した学校の教育 

力の向上 

 最後に ICT の活用効果はｙ＝x²である。最初はルールの浸透など苦労するが、いずれグッドプラクティス 

の共有ができるようになる。これが教職員の働き方改革にきっとつながる。また、「ICT 活用」に慣れること 

が大事であるということを管理職が教職員に伝えていき、学校全体でいろいろな事例を学び、深めていく。 

【グループ協議 報告】 

 ① GIGA スクールの現状と課題 

  ○毎月授業で使うようにしている、学校行事で使っている、オンライン授業で使った、また、職員の研修 

で使う等の状況が見られた。熊本県高森町では 10 年前から ICT 活用の推進を行い、一人１台のタブ 

   レットがある。10 月には公開授業を計画されている。校務支援ソフトの利用で効率化が図られている。 

  ○いろいろな課題も浮き上がっている。 

   ・授業の中では･･･タブレットとノートの活用の仕方をどう分けていくか、机上に学習道具があふれて 

しまい現状の机の広さでは狭い、もしかしたら ICT 機器を使いこなすだけで授業が深まっているの 

か疑問である など 

   ・管理について･･･自宅で管理する。充電等も自宅で行う。一方では学校で管理している。管理につい 

    ては児童生徒が使うときのルール、故障した際に誰が補償するのか、セキュリティーなどガイドライ 

    ンの中身をどのように作っていくのか、また、誰（例えば教育委員会等）がリードして作成するのか 

    課題がある。 など 

   ・職員間の温度差がある。ICT 機器が苦手な教員がいる。（主にベテラン教員） 

② 今後の方向性   

  ○校内で ICT 活用が得意な教員と苦手な教員が互いに交流できるように研修を行っていく。教職員同士 

のコミュニケーションが土台となる。管理職はその推進役としてみんなのモチベーションを上げる事が 

必要である。 

  ○学校のみでは GIGA スクールの推進は難しい。例えば、学校では、ICT 活用の推進・GIGA スクールの 

推進、定期的に効果的な活用の推進に向けた研修の開催を行う。県や市町村の教育委員会等では、学校 

   ICT 教育推進のサポート、ICT 活用の Q＆A やガイドラインの作成を行う。このように組織として GI 

GA スクール構想の実現を目指していく。 

  ○ICT 活用も必要であるが、アナログの良さも両方理解して取り組むことも必要である。職員間の連携 

   がよりできる。 

  ○中川先生の講演を受けて、タブレット活用の手段と目的をきちんと明確にして、教職員が理解して使う 

事が重要である。そうではないと ICT 活用の効果は Y＝X²となっていかない。 

  ☆副校長・教頭は ICT 危機を使いやすくするように校内環境の整備、行政への働きかけ等を行い、多くの

教員の意見を吸い上げながら士気を高め、勇気と強い意志を持って進めていきたい。 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 144 人＞ 

 

特別分科会Ⅰ 
１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
 
○GIGA スクール初年度として何をしていかなくてはいけないのか、「練習するより経験」。午前の講演では
具体的な事例をたくさん紹介していただき、大変参考になりました。午後のグループ協議では、それぞれ
の地域の様子や抱えている課題などを交流することで、自校にも生かしていくことがたくさんありました。 
 
○これこそ GIGA スクールの先駆けとなる会となったのではないでしょうか。初めてのことばかりでこち
らもあたふたしたことがありましたが、ここまで計画運営していただいた本部の先生方に感謝いたします。 
コロナ禍の中での本取組は、まさにＧＩＧＡスクール構想を理解するよい機会でしたし、今後の運営の指
針にもなり有意義な大会であった。しかし、人と人が会うことで、連携も深まるので、この取組がコロナ
が沈静化したら元に戻していただければと願っています。 
 
○すでに端末が導入されて、実践されている学校がほとんどであった。これから、実践していく本校にと
ってはこれから起こりうるであろう課題や解決方法、教頭との役割は何かなど議論できたことは良かった。
これを参考に本校の GIGA スクール構想に向けて、職員ともども取り組んでいきたいと思います。 
 
○各都道府県の現状と課題を共有することができました。持ち帰りも含んだ情報モラル、教員のスキルの
向上など、課題がたくさんありますが、「まず使ってみる」「やってみて学ぶ」の気持ちで前に進んでいき
たいと思います。 
 
○午前中の中川先生のお話は、分かりやすく、また現在直面している課題に関する内容であったので参考
になった。また全国の先生方の話を聞くことができ、同じような悩みを抱えていることがわかった。参考
になる取り組みもあり、今後自分の職場でも活用していきたいと感じた。Zoom でしたが、十分満足のでき
る大会になったと思います。 
 
○午前中はタブレットを有効に活用しながら学びを広げている学校の例を拝見させていただき、やはりま
ず使ってみる大切さを感じました。なかなか思うような取組ができていませんが、今日の研究会に参加し
学んだことをこれから還元していきたいです。また、午後は各学校の副校長・教頭先生と各学校の実情に
ついてお話することができ、このコロナ禍の中でとても貴重な機会となりました。 
 
○全国の ICT 活用推進状況が直接聞けてとてもよかったです。まだまだ全国的に手探りな状態であること
も分かりました。先進校や各地域の課題解決方法についてより協議を深めることができるとよかった。オ
ンラインの可能性と限界を実感し有意義な時間となりました。運営の皆さま大変有り難うございました。 
 
○全国の現在の GIGA スクール構想の状況を知ることができ、参考になった。また、中川先生の話の中で今
は、使用状況にあっても使用を続ければグッドプラクティスの時期が来ると聞き、安心したと同時に先生
方に支援しながら活用を続けていこうと思いました。 
 
○中川先生のご講義は、今の学校の課題にぴったりで、大変勉強になりました。また、ブレイクルームで
は、少人数で話ができて、有意義なものになりました。みなさんの実践を真似して、二学期からさらに学
習用端末を活用できるようにしていきたいと思います。有り難うございました。 
 
○中川先生の講話は、大変参考になりました。その後の協議等で各地域の実態や課題を知り、ずいぶん違
いがあることも分かりました。全体的には、中川先生の話と現場との状況には大きな隔たりがあり、これ
を少しずつでも変革していくことが教頭の役割になるのだろうと思います。 
 
●柱に迫るというよりは、各学校等の情報共有に終わった感がありました。やってみるしかないのかなと
実感した時間でした。そこで問題が出てきたら組織で話し合って取り組んでいくことですね。 
 
●GIGA スクールの取り組み状況に差があり、その視点でグループ分けを行えればもっと深まったと思いま
す。運営の先生方お疲れさまでした。 

69%

28%
当てはまる

概ね当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない75%

24% 当てはまる

概ね当てはまる
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当てはまらない
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分科会の記録 ＜特別Ⅱ分科会 特別課題＞ 

【講  師】佐賀県 武雄市教育委員会新たな学校づくり推進室教育監   徳永 貞康 氏 

【提言主題】ＩＣＴを活用した業務改善に向けての副校長・教頭の役割と指導性 

【協議の柱１】学校で一人一台の学習者用端末は、どのように活用されているか。 

【グループ協議 報告】 

・端末機を文房具感覚で使い、クラスルーム、ドリルノート、Google ミート等、学年に応じて使用している。 

・教職員の意識や技術の差が大きく、端末の使用自体が目的となっていることもあり、研修等が必要である。 

・低学年では、生活科の観察活動での写真撮影、中学年以上では、調べ学習やタブレットワークシートへの記 

入、思考場面でのお互いの考えの共有など、発達段階に応じて様々な場面で活用している。 

・ロイロノートを使って思考の繋がりを可視化し、クラスルームを活用して共有化している。 

・端末機を持ち帰らせ、ドリル学習など家庭学習で活用している。夏休みにも持ち帰らせ、学校からの課題や 

 連絡事項を随時配信しているところもある。しかし、家庭への持ち帰りに関しては、まだまだ課題が多い。 

・スクールライフノートを使い、児童の「心の天気」を可視化している。児童は、気持ちを晴れ・曇り・雨 

などで記録し、担任や管理職はそれをもとに児童の現在の様子や心の変容を見取り、指導に生かしている。 

【指導助言】 

一人一台の端末の活用が進んでいるところ、進んでいないところがあり、それぞれの悩みがあると思う。一 

人一台の端末の活用に関しては、先生方の意識が課題として挙げられる。「どのように活用していけばよいの 

か」と追究しようとする意識が、業務改善にも繋がる。「端末の活用ができているか、できていないか、その 

理由は何か」と考えたことをモチーフにすると、そこに「業務改善がどのようにできているのか、できていな 

い理由は何なのか、それを改善するためにはどのようにすればよいのか」と考えるヒントが隠されている。 

【協議の柱２】成長していく職員組織にするため、副校長・教頭はどのようにリーダーシップを取ればよいか。 

【グループ協議 報告】 

・職員一人一人に合った目標（具体的な目標）をもたせることが大切である。ICT 活用に関しては、人事評価 

に評価項目を入れる、学級経営案に ICT の活用目標を入れるなどすることで、目的意識をもたせるとよい。 

・今ある分掌組織を積極的に活用する。ICT については、情報活用主任、ICT 中核教員等を意図的に配置する。 

また、課題に応じたプロジェクトチームを立ち上げ、ミドルの先生と若い先生を意図的に配置している。 

・若手職員の得意な面を生かすマネジメントを行うとともに、OJT を生かした校内研修の時間をつくり出す。 

・組織としての成長はミドル層の成長が欠かせない。ミドルリーダーの育成を OJT、OffJT の両面で行う。 

・職員一人一人の特性を理解し、頑張っている姿を紹介することで、学び合える職員集団をつくっていく。 

・対話を積極的に行うことで職員一人一人のニーズを把握し、一緒に考えるという構えで個の支援を行う。 

・育成指標をもとに、キャリアに応じたアドバイスを行い、個の５年後の姿を具体化していく。 

【指導助言】 

ICT の活用はあくまで手段である。ただ、避けては通れない手段であることを認識しないといけない。職員 

室の中がどのようになるかは、副校長・教頭の手腕によるものが大きい。その学校が先生たちにとって魅力的 

な職場であるかどうかが、子供たちにとって魅力的な学校であるかどうかにダイレクトに繋がってくる。また、 

先生たち一人一人が自ら成長していっているという環境が、子供たち一人一人が自ら成長していく環境に繋が 

っていく。この大会で研修したことを、自ら持ち帰り、自らの実践に生かして初めて意味をもつ。私たちは主 

体的に学ぶ子供たちを育成しようとしている。私たちも主体的に学ぶ職員室でありたい。 

 

記録者【伊万里市立山代西小学校  横岳 一清 】 
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分科会の記録 ＜特別Ⅱ分科会 特別課題＞ 

【講  師】佐賀県 佐賀市立本庄小学校校長   冨吉 猛 氏 

【提言主題】人を育て 組織を活性化する 人事評価 

－ 学校経営パートナーとしての副校長・教頭の役割と指導性の発揮 － 

【協議の柱１】学校の教育目標・経営方針の具現化に向けて、教職員個々の自己目標の方向性を合わせ、 

意識の共有を図るためには、どのような手立てを取ればよいか。 

【グループ協議 報告】 

・学校の教育目標と個人の目標がかけ離れることのないように、一人一人の能力や適性を見て、面談の中で 

修正を行うようにしている。その場合、管理職からの押し付けにならないように気を付けている。 

・学校の教育目標を学校便りや子供への話で随時発信することで、職員が常に意識するようにしている。 

・自己評価シートをまず教頭に提出するようにし、話し合いながら方向性を合わせている。その中で、学校 

 の教育目標に照らして自己目標を絞り、重点化した取組へとつながるようアドバイスを行っている。 

・年度当初の自己目標が能力に対して適正かを、自己の反省や教頭の意見をもとに、下期で再設定している。 

・職員は学校目標に対しての取組と成果・課題を A4 用紙 1 枚にまとめて提出、それをもとに面談を行っている。 

【指導助言】 

学校や先生、地域、子供たちの実態が違うので唯一の正解というものはない。その中で、管理職は学校の方 

向性を具体的に示しながら、教職員のもっている力をうまく引き出していくことが大切である。人事評価は評 

価をすることが目的ではない。教職員の資質・能力を高める、人を育てるということを念頭に置かないといけ 

ない。子供たちの状況を踏まえ、学校の教育目標に対して望ましい学習指導、生徒指導を行うため、教頭は後 

押しをしなければいけない。担任の創意工夫を十分に尊重し、面談等で目指す学年のゴールの調整を図ってい 

く。その際、今の状況より少し高いところを目指すようにするとよい。学年主任には、学年の調整・マネジメ 

ントを意識させることで、人材を育成していきたい。人事評価は学校経営のツールであり、納得・信頼が根底 

にないといけない。管理職がよきフォロワーとして学校経営に取り組むためには、ツールとして確認しながら 

も、凝縮された文言の外にある言葉や状況を共有し、納得して、互いの信頼を深めていくことが大事である。 

【協議の柱２】教職員の人材育成と組織の活性化を図るために、副校長・教頭はどのような役割、指導性を 

       発揮すればよいか。 

【グループ協議 報告】 

・年度当初の目標を重視し、教職人生のキャリアアップを明確にする目標設定になるようにアドバイスをして 

 いる。また、目標達成へ向けた後押しをするとともに、活躍を期待しているサインを送るようにしている。 

・本人が特に力を入れている点については、早い段階で評価をし、フィードバックをする。それにより、達成 

感を味わえるような評価にする。 

・前任者がいる中で新しい担当者を配置し、あえて若手教員に研究主任や体育主任、生徒会担当等を任せるよ 

 うにしている。前任者はスーパーサブとしてフォローをしてもらうことで、双方の人材育成を図っている。 

・２週間ごとに学年経営委員会を開き、２週間の成果を明らかにするとともに、今後２週間の見通しを立てるよ 

うにしている。それにより、限られた時間の中でできることを具体的に考え、実施することに繋がっている。 

【指導助言】 

職員の中には様々な考えをもった人がいるため、学年間や主任間で温度差が出てくる。管理職は、その温度 

差に気付き、修正する、励ます、助言するといったことが日常の中で必要である。また、管理職という大きな 

視点で、先生たちがなかなかできないところ、組織のスリム化を図る、必要な組織を新たにつくる、機会を与 

えて育てるといったことにも目を向けていかなければならない。他者に機会を与えるため退く人もいるが、そ 

の人にも役割をもたせ達成感を味わわせるなど、信頼関係を築きながら人を育てていくことが大切である。人 

を育て、組織を育てるために、人事評価をツールの一つとして活用し、人材育成の可能性を広げていきたい。 

記録者【伊万里市立山代西小学校  横岳 一清 】 



アンケート集計・ご意見・感想 ＜回答数 134 人＞ 特別分科会Ⅱ 
１.分科会は課題解決に向けて参考になるものでしたか？    ２.ブレイクアウトルームでの協議は有意義でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
《分科会についてのご意見・ご感想》 ●課題 
 
○ICT 活用について他県の取組を聞けて参考になりました。子どもや教職員が活用しやすいように、情報
提供を行なっていきたいと思います。今日一日オンラインで研修をして、他県の先生と遠隔で交流ができ、
これからの研修で生かせる体験ができました。 
 
○人事評価についての吉富先生のお話や他県の様子を聞けて参考になりました。今後今日の学びを生かし
て、校長の意思を確認しながら、教職員とのコミュニケーションを大切にしながら、教職員の専門性を生
かしたり、伸ばしたりできる目標管理システムになるように取り組みたいと思います。そして組織が活性
化する取組をしていきたいと思います。 
 
○オンラインでの大会はどのようになるのか楽しみと同時に少々不安に思っていましたが、思っていた以
上に有意義な時間を過ごさせていただきました。これも、分科会を上手にコーディネートしてくださった
司会の先生のおかげです。有り難うございました。普段なかなか学校外にも出ることのできにくい教頭と
いう立場なので、他府県の教頭先生と交流することのできる機会をいただき、大変感謝しております。 
まず、運営については、初めての取組で準備が大変だったことと思いますが、考えていた以上にスムーズ
にやり取りができ、今後の指針となったのではないかと思います。ブレイクアウトルームでの協議につい
ても少人数グループで設定してあり、お互いの意見交換をできる大変貴重な機会でした。大変お疲れさま
でした。 
 
○意見交換や質疑応答のおかげで大変勉強になりました。それとリモート開催ということで 9 人のグルー
プ編成だったのでしょうが、これくらいの人数のほうが話しやすかったです。 
 
○記念講演をはじめ、各県の先生方との意見交流は、web 上であっても大変有意義なものでした。開催県
の佐賀県の皆様におかれましては、多忙な中で本会の準備を進めていただき有り難うございました。大変
勉強になりました。これからの全国大会の在り方のモデルを示していただけたものと感じております。 
 
○協議内容は大変難しいものでしたが、全国の教頭先生方が同じ悩みを持ち、日々教職員の育成に奮闘さ
れている取組を聴き、とても励まされるものでした。今回交流した内容を自校のみならず、他の学校の教
頭先生方と共有しながら今後の活動に活かしていければと感じました。 
 
○少人数、複数回でしたので、所属の背景なども徐々に伝わってきて意見交換がスムーズにできました。
全国規模でのオンライン、想定外のこともたくさんあったかと思います。大変勉強になりました。 
 
○全国の教頭先生の貴重なご意見を聴いて全国の教頭先生方が子どもたちや教職員に対し、同じ思いをも
たれて毎日を過ごされていることが分かり、明日からのやる気と勇気をいただきました。昨日、今日と参
加させていただき、本当によかったと思います。有り難うございました。 
 
○他県の様々な実践や取り組みを知ることができました。同時にアプローチの仕方は違っても軸となる組
織づくりや人づくりの視点の必要性を再確認することができました。大いに刺激を受けて明日からの士気
が高まりました。 
 
○はじめは、4 回に分けた話し合いが必要なのだろうかと思っていましたが、やってみると、その都度講
師の先生やほかのグループの話が聞けて良かったです。運営お疲れさまでした。 
 
●司会をしたが、協議の柱をうまくとらえることができなかった。先生方の意見の出し合いで終わってし
まい、協議の柱の意図するところに迫れなかった。 
 
●他県の方のお話とても参考になりました。Zoom の弊害として順番に話してばかりで話し合いが活発化し
ないというのがあると思います。もっと雑談がしたかったです。 
 
●今回は、これでいいと思いますが、やはり、同じ空間にいないと意見が言いにくいですね。 

73%
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次期開催県挨拶 

おでんせ 岩手へ 
令和4年度第64回の全国公立学校教頭会研究大会は岩手県盛岡市で開催します。開催期日は    

7月27日(水)から29日（金）までの3日間です。例年この時期は、東北各地で夏祭りが開催され、 

人手が多くにぎやかな季節となります。 

さて、コロナ禍の中、教頭·副校長が果たすべき役割が増大しているように感じます。たとえ

ば、日々の感染症対策、リモート授業による学習保障、ギガスクール構想の準備、感染症対策を

踏まえた行事の開催、自然災害等に対しての学校安全の推進などです。 

こうした中、全国の教頭·副校長先生方とともに、全国共通研究課題のもと研究協議を行うこ

とができることは、私たちの職務上の資質能力の向上に寄与するものと思います。 

岩手大会の研究サブテーマは「郷土に愛情と誇りをもち 未来を生きる力を身に付けた子供の

育成を実現する学校づくりの推進」となる予定です。東日本大震災津波からの復興について、皆

様とともに考えていきたいと思います。 

研究大会については、参集型かオンライン型かなど開催方法の先行きが不透明な状況にありま

すが、どのような形であれ皆様をお迎えできるよう準備を整えているところです。新型コロナウ

イルス感染症の影響がなくなり、夏祭りの太鼓の響きの中で皆様をむかえることができることを、

岩手県小中学校副校長会一同、心より願っております。 

  ※「おでんせ」＝「おいでください」 

岩手県小中学校副校長会 会長 高 橋 邦 明 
 

「奇跡の一本松」 「さんさ踊り」 
 

「岩手山と一本桜」 
 



佐賀大会を振り返って 
 

 

佐賀大会副実行委員長 岩﨑 達義 

 

第 12 期の全国統一研究主題「未来を生きる力を育む魅力ある学校づくり」の第２年次の

全国研究大会を、全国から多くの副校長先生、教頭先生方を佐賀の地にお招きして開催す

るため、３年前から準備を進めて参りました。ところが、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、従来の「参集型」を断念し、「オンライン形式による大会」という方法を模索

し、変更せざるを得なくなりました。 

初めての試みでもあり、実際にウェブ会議システムを用いることで大会ができるのかど

うか不安でいっぱいでしたが、結果は２日間でのべ 3,500 名を超える全国の副校長先生、

教頭先生方に参加いただき、分科会では提言テーマについて熱心な意見交流をおこなうこ

とができました。 

１日目の講演では、前広島東洋カープ監督の緒方孝市様に「組織を活かすマネジメン

ト」という演題で記念講演をしていただきました。セ・リーグで 25 年ぶりの優勝、そして

３連覇までの道のりを、プロ野球監督としてのお立場で、熱く明快にお話ししていただき

ました。会員の皆様のアンケートからは、「もっと聞きたかった」「勇気をいただいた」な

どの言葉、感想をたくさんいただきました。午後のシンポジウムでは、佐賀県出身の４名

の皆様に「高い志 豊かな心 切り拓く未来」をテーマに、それぞれのお立場から、テー

マに沿ったご示唆に富む貴重な御意見を拝聴することができました。和やかな雰囲気中に

も、私たち副校長・教頭が学校運営を担う立場や役割から深く考えさせられるとても豊か

な時間となりました。 

 ２日目の分科会では、ウェブ会議システムを利用し、双方向での話し合いを行いまし

た。私たちにとって最大の難関であったグループ協議の時間は、佐賀県教頭会会員の技術

のブラッシュアップが功を奏し、何とか計画通りに実施することができました。全国の会

員の皆様と直接会うことはできなかったものの、閉会式後画面越しに全員で手を振り、お

互いの頑張りをたたえ合えた時には、“やってよかった”“心が通じ合えた”という温か

い気持ちになりました。 

 一昨年の滋賀大会の視察、昨年、残念ながら中止になった岡山大会を受け、オンライン

による大会の決定、前例のない大会準備と、役員で何度も頭を抱え、話し合いを繰り返し

てきました。振り返ってみればその全てが無駄ではなかった、逆にどれかが欠けていても

成し遂げることができなかったように思います。『ピンチはチャンスに変えられる』『一

人では成し得ないことでも仲間がいればできる』ということを、本大会を通して学ぶこと

ができたものと強く感じています。 

 今回の大会で記念講演をしていただきました緒方 孝市様、シンポジウムコーディネータ

ーの富吉賢太郎様、シンポジストの中島 潔様、坪田 信貴様、 竹下 真由様、そして全国

各地で研究実践を積み重ねて御提言いただきました各単位教頭会の提言者の方々、そし

て、大会を物心両面から支えていただいた全公教本部の皆様、顧問会の皆様に、心よりお

礼申し上げます。 

 さて、来年の岩手大会では、生活が平常に戻り、再び全国の仲間が参集して「魅力ある

学校づくり」について語り合える全国大会が開催されることを切に願っています。 

 最後になりましたが、令和３年度全国公立学校教頭会研究大会佐賀大会の実施に向け

て、これまで多忙な業務の合間を縫って各部・各担当で御尽力いただきました県内外の全

ての皆様、学映システム様、西日本企画サービス様、長年、佐賀県公立学校教頭会に御尽

力いただきました事務局員の副島いずみ様（令和 3 年 5 月逝去）に対しまして、佐賀大会

実行委員一同、心より厚く感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 



主催者挨拶 

“つながる・つなげる”佐賀から岩手へ 

佐賀大会実行委員会委員長 小川 裕子 

会員の皆様、8 月に開催いたしました全国公立学校教頭会研究大会佐賀大会へのご参加、

ありがとうございました。大会史上初の試みとなったオンラインによる佐賀大会でしたが、

佐賀と上手くつながることはできましたでしょうか？コロナ禍により、佐賀にお迎えするこ

とはできませんでしたが、遠く離れていても佐賀大会にご参加していただいた全国各地の先

生方に、心より感謝申し上げます。本大会を通して、佐賀が大切にしてきた「志」「豊かな

心」「未来を切り拓く」ということが伝わったでしょうか？ 

1 日目には、元広島東洋カープの監督、緒方孝市様にご講演いただきました。午後からの

シンポジウムでは、富吉賢太郎様をコーディネーターにお迎えし、日本画家の中島潔様、坪

田塾塾長の坪田信貴様、竹下製菓社長の竹下真由様といった、立場の異なる方々から貴重な

お話を拝聴することができました。

私たちがこれから各学校でリーダーシップを取っていくためのヒントをたくさん得られ

たのではないかと思います。話の内容をどうとらえ、そして、どう生かしていくかは、私た

ち自身の意識次第であるように思います。 

2 日目は、各分科会での協議が活発に行われました。ネット環境がうまくいかなかったと
ころもあったかもしれませんが、1,800 名の先生方とつながっていたことで、お許しいただ

ければ幸いです。 

各ブレイクアウトルームでは、全国各地の先生方とつながり、協議ができたことはとても

貴重な経験となりました。佐賀はフルメンバーでの参加でしたので、先生方とつながり、た

くさんのことを学ぶことができました。同じように、全国各地からご参加の先生方は、ブレ

イクアウトルームでの協議を通して、日々の職務を振り返りながら、自分の勤務校ではこん

なことができそうだと、考えを広げ深める機会になったならば、これ以上に嬉しいことはあ

りません。

今回、参加頂いた先生方は、全国各地から代表で参加していただいた皆様です。ぜひ、大

会の意義を考えていただき、それぞれの場所で、参加できなかった先生方と佐賀大会で得ら

れたことを共有していただければ幸いです。 

本大会は「つながる・つなげる」が大事なポイントになりました。 

①オンラインでつながる

②協議を通して考えをつなげる

③講演・シンポジウム・協議の内容を自分につなげる

④自分の周りの先生方につなげる・・・ことです。

これからもいろいろな形で、全国の先生方とつながることができれば幸いです。 

これまで大会に向けて、主催者としてご指導、ご助言をたまわりました全公教本部の皆様、

また、物心両面で本大会を支えていただきました県内外の全ての先生方、各都道府県事務局

の皆様に心より感謝申し上げます。 

 来年度開催の岩手の皆様におかれては、これから本格的な準備に入られることと思います

が、佐賀大会の反省を生かして、さらに活発な協議ができる大会にしていただきますことを

祈念しております。佐賀の全会員で応援しております。 

全国各地の先生方にも、来年度の岩手大会へのご協力をお願い致しまして、佐賀大会閉会

の挨拶と致します。２日間、本当にありがとうございました。 


