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あついぞ！さいたま 全国公立学校教頭会
副会長　松崎　宏行

　第59回全国公立学校教頭会
研究大会埼玉大会を去る８月
２日（水）～８月４日（金）の
３日間埼玉県さいたま市にお
いて開催しました。「彩の国」
埼玉の地に、副校長・教頭が
一堂に会し学び合う時間は、

大変貴重であり、明日からの職務遂行に向け多くの
刺激を受けたことと思います。大会前、茂木里仁埼
玉大会実行委員長からは、猛暑の心配を伺っていま
したが、幸いにも３日間とも過ごしやすい天候に恵
まれました。開会にあたり、会場の「さいたまスー
パーアリーナ」では郷土文化である秩父屋台囃子が
披露されました。続けて、埼玉県公立学校に生まれ
全国で親しまれている合唱曲「旅立ちの日に」を、
春日部市立豊春中学校混声合唱団の皆さんの素晴ら
しい歌声で聴かせていただきました。
　全国約３万人の副校長・教頭先生方の最も大きな 
研修の機会である全国大会は、各ブロック大会や都 
道府県の研究大会へと繋がる重要な大会として位置 
付けられています。それだけに、大会開催に向けた
埼玉県の先生方の熱い思い、また、参会していただ
いた全国の副校長・教頭先生方の熱心な研究協議や
情報交流の様子は、まさに、合言葉の『あついぞ！
さいたま』を感じることのできた大会でした。今年
度は、全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性を
育み未来を拓く学校教育」を掲げた第11期の１年目
になります。埼玉大会では、「自立・協働・創造」
をキーワードに、「きめ細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」をサブテーマに設定しました。初日のシンポジ
ウムでは、加速するグローバル社会を主体的に行動
し、たくましく豊かに生きる子供をいかに育んでい
くかを、シンポジストの討論から深く考える機会を
得ました。
　分科会では、６つの全国共通研究課題と２つの特
別分科会に分かれ、熱心な協議をしました。お忙し
い中、実践資料をまとめ提言をしてくださった提案

者の皆様、適切な指導・助言をいただきました助言
者の皆様に感謝いたします。また、どの分科会でも
全国から集まった副校長・教頭先生方による活発な
討議がなされ、充実した内容であったとの報告を聞
くことができました。私が参加した特Ⅰ分科会で
は、都留文科大学文学部国際教育学科講師　山辺恵
理子氏を講師に迎え、午前は「グローバル社会を生
き抜く児童生徒の育成をめざして」というテーマで
ワークショップを交えた講演をしていただき、午後
は午前の講演を受けて、グループでの研究討議が行
われました。急速に進展するグローバル社会を生き
抜くために必要な資質・能力の一つとして、多様な
価値観を持つ人々と協働していくためのコミュニケ
ーション能力の重要性についてあらためて気付く機
会となりました。
　記念講演では、ノーベル物理学賞を受賞された梶
田隆章氏をお招きし、素粒子ニュートリノの研究に
ついて、私たち参会者にわかりやすくお話しいただ
きました。また、ご自身の経験から、恩師との出会
いが人生の転機となったこと、多くの仲間との協働
で知恵を出し合うことの大切さ、不思議と思って調
べることの大切さ、などのお話は、私たち学校教育
に携わる者へのメッセージに感じました。
　閉会行事では、次年度開催の北海道の皆さんが、
全国研究大会への進捗状況と意気込みを映像を交え
て紹介してくれました。北の大地での全国大会開催
を今から楽しみにするとともに、来年の大会に向け
て、副校長・教頭としての研鑽を積んでいきたいと
思います。
　最後になりますが、全国研究大会埼玉大会を受け
て、夏季に開催した九州ブロック大会宮崎大会を皮
切りに、各ブロック大会・都道府県大会ではそれぞ
れの研究課題に取り組んでいただいています。各研
究大会への取組が、私たち副校長・教頭の職能を高
め、それぞれの現実課題の解決に繋がるものにして
いきたいと思います。各ブロック大会・都道府県大
会の成功をご祈念いたします。
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８／２【開会行事】【シンポジウム】
　　　 さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）
８／３【分科会】
　　　 さいたまスーパーアリーナ　他４会場
８／４【研究のまとめ】【記念講演】【閉会行事】
　　　 さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）

　第59回全国公立学校教頭会研究大会埼玉大会が、８月
２日（水）～４日（金）の３日間、埼玉県さいたま市で開
催された。全国から3,248名の会員が集まり、充実した研
究大会となった。

　初日、郷土文化とし
て、無形文化財に指定
されている秩父屋台囃
子保存会による軽快な
お囃子が披露された。

その後、春日部市立豊春中学校混声合唱団を迎え、素晴ら
しい合唱が披露された。特に埼玉から発信された「旅立ち
の日に」では、作曲者　高橋浩美先生を迎え、15分で作曲
した逸話など、この曲への思いが語られた。
　開会行事では、今井功　全公教会長、茂木里仁　埼玉大
会実行委員長の挨拶に続き、文部科学大臣　松野博一様

（代理）、埼玉県知事　上田清司様、さいたま市長　清水勇
人様、全国連合小学校長会会長　種村明頼様（代理）より
ご祝辞をいただいた。全日本中学校長会　教育研究部長　
山本聖志様、埼玉県教育委員会教育長　小松弥生様をはじ
めとする多くの教育関係の方々にご臨席を賜り盛大に開催
することができた。
　会長からは、被災地に対するお見舞い、来賓の皆様・ご支
援ご協賛をいただいた方への感謝、災害義援金口座名の変
更について話された。そして、全国公立学校教頭会の「政
策提言能力を備えた職能研修団体」としての活動や大きな
柱である研究活動の全国統一研究主題について話された。
　実行委員長からは、被災された方へのお見舞い、「あつ
いぞ！さいたま」と参会
者の皆様への思い、ご来
賓の皆様への感謝の気持
ちを述べられた。本大会
のサブテーマへの思いと
とらえ方について述べ、
子供たちが毎日「元気」に登校し「笑顔」で帰宅するため
に、活発な実践交流など共に考える場となり、全国からの参
会者の絆が結ばれるようにと願いをこめて、挨拶とされた。

　祝辞の中で文部科学大臣より、学習指導要領の改訂、学
校現場の働き方改革への取り組み、日々の活動に対するね
ぎらいと激励、本大会の成功を願う気持ちなどのメッセー
ジをいただいた。
　開会行事に続く基調提案で研究部長より、第11期のテー
マについて、特に「未来を拓く」という部分について、

「変わっていく世の中で、『自らの力』で未来を拓いていく
ために必要な資質能力を育てていくにはどうすればよい
か」に着目をし、副校長・教頭の役割を考えていきたいと
提案された。
　その後、『グローバル人材の育成』を中心テーマにシン
ポジウムが開催された。（詳細は３・４ページを参照）
　２日目は、５会場、10の課題に分散し、分科会を行っ
た。各分科会では、提言の内容をもとに、テーマを振り返
りながら、話し合いを進め、参会者同士の絆を深めるとと
もに、副校長・教頭としてのあり方について熱い議論が行
われた。（詳細は５・６ページを参照）
　３日目は、研究のまとめとして各分科会で議論された内
容について全公教の研究部員から報告され、本研究大会が
総括された。続く記念講演では、ノーベル物理学賞を受賞
された東京大学卓
越教授　梶田隆章
氏を迎え、「ニュー
トリノの小さな質
量～神岡地下での
研究～」の演題で
ご講演いただいた。
　学生時代の弓道部のエピソードから、大学院の研究室へ
の参加、そこでの活動や研究について話していただいた。
もともと陽子崩壊の研究のために作られたカミオカンデで
得られた結果が予想と違うことから新しい「なぜ」が生ま
れ、受賞につながるニュートリノ振動の発見につながっ
た。スーパーカミオカンデの研究では国際共同研究とな
り、現在では、国際協働での研究は当たり前になっている
と話された。科学研究の面白さに興味関心をもって子供た
ちが育ってほしいという思いを語っていただいた。
　続く、閉会行事では、会長より、大会運営に当たられた
方々へのねぎらいと３日間で得られた「学校教育へのヒン
ト」「絆の深まり」について語られた。また、実行委員長より、
この３日間の研究大会ではどの場面を取り上げても成果の
得られる素晴らしいものであったと総括された。
　そして、次年度、北海道大会実行委員長より魅力ある北
海道での開催に向けた意気込みが語られ、しっかりと北海
道札幌大会へバトンが引き継がれた。

第59回　全国公立学校教頭会研究大会埼玉大会
大会主題　「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」

キーワード　〈自立・協働・創造〉
サブテーマ　〈きめ細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〉

特 集
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　８月２日（水）全国公立学教頭会研究大会埼玉大会１日目が始
まった。開会行事終了後、本研究大会の大きな方向性を示す全体
会のシンポジウムが行われた。はじめに、研究部からコーディネ
ータ－の杉田洋氏、シンポジストの勝野正章氏・小島奈津子氏・
佐々木則夫氏の紹介が行われた。続いて埼玉大会実行委員会研究
部長より研究大会主題「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く
学校教育」の趣旨とサブテーマ「きめ細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」が示された。
杉田氏の基調提案をもとに、３名のシンポジストが提言や互いの
質問を交えながらテーマについて深めていった。
【基調提案】杉田洋氏
　マイケル・オズボーンは「今ある職業の半分はICT化される」
と言っている。国境を越えて人工知能が支配する、わざわざ学校
に子供を集め何かをするからいじめが起こるということかもしれ
ない。しかし、私はそうはならないと思う。人が人間を教育する、
学校という場所は人を人間の中で育てる場所だと考えている。オ
オカミが育てた人は人間にならなかった。ならば人は人間にしか
育てられない。そういった人間の教師集団の中にあって、校長と
職員の間を結んで皆さんのやっている仕事はとても重要だと認識
している。いろいろな価値観をもった教員を束ねていく、それが
グローバルだと言っていいのではないか。グローバルというテー
マをいただいたときに外国語活動オンリーにならないようにした
いと思った。差異を受け入れる、というテーマで話し合っていき
たい。高齢者が３人に１人になる時代にどういう教育をするか。
発達障害など様々な支援を要する子供たちが、当たり前に教室に
いる状況の中でどんな教育を求めたらよいのか。生産年齢人口が
半分になり相当数の外国人を受け入れなければならなくなる。考
えも価値観も違う人間が共に生きるとはどういうことなのか。今
日、共に考えていきたい。
【提言①】勝野正章氏
　文部科学省の事業のスーパーグローバル大学は、大学の国際的
な発信力を高めていこうという取組であり、世界ランキング100を
めざすものと、日本社会のグローバル化を牽引するものとがある。
グローバル化の指標が、留学生の数を増やす、日本人の留学経験
者を増やす、外国語で授業をするなど、外国語が強調されている。
それだけがグローバル化ではないだろう。大学のグローバル化は
国の第２期教育振興基本計画によるもので、ここでも指標として
あげられているのが英語になっている。2012年グローバル人材育
成推進会議の中で、①語学力・コミュニケーション力　②主体

性・積極性・協調性・柔軟性・使命感　③文化に対する理解と日
本人としてのアイデンティティーが視点とされた。高校段階では、
スーパーグローバルハイスクールがあり、国内外の大学・企業と
連携し、横断的・総合的・探究的にグローバルな社会課題・ビジ
ネス課題に取り組んでいる。グローバル化で外国語教育は大切だ
がそれに応じた条件整備が具体的に必要だ。スーパーグローバル
ハイスクールは、地域課題に取り組むことでグローバル人材の育
成を図ったり、英語だけではない個性を育てたりすることでグロ
ーバル人材を育てようとしている。グローバル人材の育成が、人
材の差別化・階層化になってはならない。グローバル社会が本来
持っている多様性に価値をおいたり差異を認め合ったりして人々
を包み込むような共生社会が大事である。
【提言②】小島奈津子氏
　大学で教職課程を専攻し、中・高の国語の免許を取得した。国
語の先生になるか、アナウンサーになるか迷った。言葉、言語に
関する仕事をしたいと物心ついた頃から思っていた。フジテレビ
のアナウンサーとなり、研修をして、７月にお天気お姉さんとし
てデビュー。下手でもいいから目の前のことを言葉にして視聴者
に伝えるようにと言われた。その後、「おはようナイスデー」「め
ざましテレビ」に出演。台本はあるが、ハプニングがあって当た
り前。いつもゴールキーパーの様な気持ちで、どこからボールが
飛んできても対応するように、ということを学んだ。女子アナは
華やかに見えるが、スタッフとして番組を作り上げるチームの一
員。みんなで番組を作り最後にプレゼンをする立場。今は小６女
児の母。２年前から保護者の立場から蕨市の教育委員を務めてい
る。今日は保護者、アナウンサーという立場からグローバル人材
について一緒に学び考えていきたい。
【提言③】佐々木則夫氏
　サッカー界は22～23年前から未来へ飛躍するグローバル人材の
育成に取り組んできた。ジュニアから一貫して育成していかなく
てはいけないということは世界で言われていた。その中で「タフ
でクリエイティブな選手の育成」ということを掲げて取り組んで
きた。そうした選手を育成するため、大人がプランを立てて行か
なければならない。部活、地域のクラブチームのアカデミー、Ｊ
リーグのアカデミー、サッカー協会のアカデミーといった体制を
整えてきた。競技だけではなく、人間的な教育力を重視し真のエ
リート育成に取り組んできた。海外から指導者を招いて繰り返し
指導者が学ぶ場も設けてきた。指導者がクリエイティブな人材に
ならないといけない。『学ぶことをやめたら指導者を辞めなくては

● 全体シンポジウム ●
テーマ「未来へ飛躍するグローバル人材の育成をめざして」

（視点１）ご自身が受けた教育、さらには恩師、親、仲間等、ご自身の成長に影響を及ぼした人について
（視点２）ご自身の経験から、グローバル人材の育成の方策について
（視点３）子供たちに多様性を越えさせるために、どのようなことが必要か
（視点４）グローバル化が加速し、今後の世界はどのようになるのか。

コーディネーター
杉田　洋 氏

國學院大學人間開発学部
初等教育学科教授

シンポジスト
勝野正章 氏

東京大学大学院教育学
研究科教授

シンポジスト
小島奈津子 氏
フリーアナウンサー
埼玉県蕨市教育委員

シンポジスト
佐々木則夫 氏

元サッカー日本女子代表
（なでしこジャパン）監督
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いけない』『指導者は選手や生徒の未来に触れている』ということ
を常に忘れずに指導してきた。なでしこジャパンでは、日本の特
徴を生かしてやってきた。大人がアクションをおこさなければ子
供たちに未来はない。
杉田氏
　恩師、仲間など自分に影響を与えた人は。
勝野氏
　１人挙げるとすれば、中学校の時の先生。基本的な勉強や生活
習慣は強制的にでも教え込む。一方で、学校や社会からこぼれて
しまう子供たちを放課後集めて、一緒に校庭を走ったり校庭の環
境整備をやったりしていた。切磋琢磨を認めつつ、弱者・不利な
立場にある人を守りながら鍛えていた。本来の意味でのグローバ
ルの視点を教えてもらったように思う。
佐々木氏
　山形から板橋に転校、そこから蕨市へ。転校生で注目を浴び困
っていた。次の日学校に行かなかったら担任の先生が家まで来て
くれて声をかけてくれた。タイミングのよい声かけが素晴らしか
った。
小島氏
　高校時代、生徒指導の先生に「偏差値じゃないよ。自分がなり
たいものを想像しなさい。それが学べる学校に行きなさい。それ
をいつも自分に問いかけなさい。」と言われた。高校時代はわから
なかったが、親になって娘には、自分は何に興味があるのか、何
が好きなのか、といつも問いかけている。
杉田氏
　キャリアの視点から、なりたい自分を明確にして何のために学
ぶのか、ということが大切にされている。
佐々木氏
　高校進学のときはサッカーの高校を考えていなかったが、新任
の先生がサッカー強豪校への後押しをしてくれた。
杉田氏
　自分１人でこの道を歩いてきたわけではなく、潜在能力を引き
出し導いてくれる教師の役割は大きい。
杉田氏
　アナウンサーは意外と孤独だと言っていたが？
小島氏
　局のアナウンサーはチームの１人。200人ぐらいいるスタッフの
中で最後のプレゼンをするのがアナウンサー。アナウンサー同士
は個性が強いからまとまらないが、まとまる必要もない。
杉田氏
　小学校は女性の先生が多い。女子サッカーをどのようにまとめ
たか？
佐々木氏
　まとめようとは思わない。他のスタッフをうまく巻き込みなが
らお互いに融合していく体制を作っていく。11人の中にいろいろ
な個性・性格がある。もめ事はよくある。もめ事、意見は勝ちた
いから言う。そこを汲んでチームが勝つという目標を共有するこ
とで解決を図った。
杉田氏
　目標を共有することは重要。共有しながらも個性をどう光らせ
るか。個性と共生の折り合いをどうつけるか。グローバル人材を
育成するためにどうすればよいか。
勝野氏
　グローバル人材の育成について、佐々木監督がおっしゃってい
たことと共感する。クリエイティブな選手の育成にはクリエイテ
ィブな指導者。グローバル人材の育成に取り組むのであればグロ
ーバルな指導者であることが必要不可欠。それは英語ができるこ
とではない。様々な地域のことを考えることがグローバルな課題

になる。そうした課題が考えられる子供を育てるためには、先生
方のゆとりが大切。学校の中で12時間以上働いていて新聞を読む
ゆとりがあるのか。先生たちが地域を歩き気付くことが必要だと
思う。先生たちのゆとり、余裕、教養に裏付けられた専門性が必
要だろう。
小島氏
　グローバルというと外国語に目がいくが、その前に日本語が大
切。ONE―WAYではなくTWO―WAYに。しゃべる内容がなけ
ればだめ。そのためには人の話を聞くことがポイント。コミュニ
ケーションには聞くことが大切。
杉田氏
　自分に不利益な話をする人の話を聞くことができるか。協働的
な学びというのは、ちょっとずつ我慢するということ。そうした
らもっといいものが生まれた、学習が深まったという経験がなか
ったら協働的にはならない。
佐々木氏
　英語力、コミュニケーション力は手段としては大切だが、スポ
ーツではプレイとアクションで無言で伝える。自分をしっかり伝
える、相手を感じることが大切。サッカーは試合が始まったらチ
ームの中での判断が大切。昔は「ああしろ、こうしろ」といつも
指示をしていた。それではクリエティブな選手は生まれない。ミ
スでもどうしてそのように判断したのかということを考えさせる。
そうした手法をとる中で、ヨーロッパでも自分を表現できるよう
になってきた。自分が何を感じているか。感性が大切だ。
杉田氏
　自分の意思をしっかり表明することがコミュニケーションの第
１歩。子供たちに多様性を学ばせるためどうすればよいか。
勝野氏
　教室や学校がグローバルになるためには、１つは差異を排除し
ないで受け入れていくことを学校の背骨にしていくこと。もう１
つは先生方のグローバル化だ。先生方がもっている豊かな力を教
室や学校で発揮できるようにしていかなければならない。先生方
が子供たちの学びたいことを聴き取って応えていくことが大事で、
それがグローバル化の基本だろう。
小島氏
　娘を見ているとみんな一緒という感じではない。差異を認める
という素地ができてきている。いろいろな人がいることを受け止
められる素地はある。
杉田氏
　チームワークの良さが日本人の良さだが、個をしっかり育てて
いくことも重要だと思う。
佐々木氏
　日本の良さをしっかり見つめてチームを作り成果を上げられた。
日本の教育は金太郎飴を作るのではなく、個性を磨き生かしてい
くことが大切。学校・先生だけでなく保護者・地域、全体が一体
となって子供たちの成長を見ていく。
勝野氏
　人に頼られることが力になる。グローバルな社会で生きていく
ことに必要なことは人と人とのつながり。先生たちの中でも同僚
性をつくっていく、それに力を一番発揮しているのが教頭。職員
室がグローバルに。それが教室をグローバルにする。
佐々木氏
　多様性を認めることができればいじめはなくなる。仲間になる、
何かを知りたい、生きるという３つの要素を人間関係の中で育て
ていくことが重要である。
小島氏
　差異が特別ではなく身近になって、それが世界のグローバル化
につながっていったらいい。



5

分科会

第１Ａ分科会　「教育課程に関する課題」
地域との連携を図り、地域から学ぶ教育活動の実践に向けての教頭のかかわり
～地域に誇りをもつ心を育てる教育を目指して～ 徳島県阿波市立吉野中学校　　中山　祐次
地域の教育力の活用を図る教育課程の工夫に向けて
～教頭会として各学校の教育課程にかかわるためにできること～ 新潟県新発田市立二葉小学校　　𡈽田　利康

【分科会のまとめ】
「開かれた教育課程」を考える上では、「社会と理念を共有」「資質・能力を明確化」「社会と連携すること」が大切であり、副
校長・教頭は、地域の人材活用にかかわることができるのではないか。

第１Ｂ分科会　「教育課程に関する課題」
地域のよさを生かした特色ある教育活動の推進
～施設分離型小中一貫教育の推進に向けた連携の在り方と教頭のかかわり～

鹿児島県肝属郡東串良町立池之原小学校　　向井　智子
確かな学力の向上を目指した教育活動への教頭のかかわり
～「小中連携」「教委・校長会との連携」「家庭・地域との連携」の取組～ 埼玉県比企郡川島町立西中学校　　小野川　和史

【分科会のまとめ】
「学びや育ちの連続性のある教育課程」を考える上では、小中が連携して基本理念を共有することが大切であり、副校長・教
頭は、教頭会などの横のつながりを活用して、外部機関との連携や地域人材の活用にかかわることができるのではないか。

第２分科会　「子どもの発達に関する課題」
多様な人々とかかわりながら、子どもたちに生き抜く力を育むために
～児童生徒の健康・体力の増進に向けた食育の取組における教頭の役割～ 北海道帯広市立花園小学校　　萩原　啓司
学校、郷土を愛する生徒を育成するための教頭としての役割
～近隣学校・家庭・地域との連携を通して～ 千葉県勝浦市立勝浦中学校　　末吉　　徹
通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒への組織的対応における教頭の役割
～望ましい組織的対応と教頭の働きかけ～ 埼玉県加須市立種足小学校　　小林　央士

【分科会のまとめ】
「地域のよさを踏まえた教育活動」「その子に合った教育の実現」を考える上では、「校内指導体制の確立」「教育課程の編成」
「関係教育機関との連携」「地域、家庭等との信頼づくり」が大切であり、副校長・教頭は、それらを構築するためのネットワ
ークづくりにかかわることができるのではないか。

第３分科会　「教育環境整備に関する課題」
学校統合に係る「北中学校区スタンダード」の確立に向けた連携の在り方
～学校間連携のために教頭チームとしてどう取り組むか～ 秋田県横手市立朝倉小学校　　平田　光子
地域の防災力向上に向けた副校長の役割　
～防災部設立を契機として～ 東京都荒川区立南千住第二中学校　　飯島　和弘

荒川区立第三中学校　　岡本　芳明
特色ある学校づくりを支える教頭の役割
　～信頼される学校、開かれた学校を目指して～ 埼玉県さいたま市立道祖土小学校　　佐藤　利春

【分科会のまとめ】
「学校統合に係る連携」「地域の防災力向上」「信頼される学校、開かれた学校」を考える上では、地域や行政と連携し、関係
を構築していくことが大切であり、副校長・教頭は、学校として何ができるかを明確にして伝えながら、教育環境の整備にか
かわることができるのではないか。

第４分科会　「組織・運営に関する課題」
組織力を高めるための教頭の役割
～防災教育を核として、地域とともに高まる組織力～ 三重県度会郡南伊勢町立南勢小学校　　田辺　宣昭
学校運営の活性化を図るための組織・運営の在り方
～「見える」「わかる」組織・運営に向けた取組～ 栃木県鹿沼市立津田小学校　　 茅島　　拡
連携教育から一貫教育を進める上での教頭の役割
～推進役・調整役としての組織・運営の携わり方～ 埼玉県上尾市立原市中学校　　谷田部俊彦

【分科会のまとめ】
「学校運営の活性化を図るための組織及び運営」を考える上では、「地域とともに歩む・見通しをもてる・小中がかかわり合う
学校運営」が大切であり、副校長・教頭は、その推進役・調整役としてかかわることができるのではないか。



6

第５Ａ分科会　「教職員の専門性に関する課題」
教職員の資質・能力を伸ばす地域連携の取組
～様々な実践が力量・意欲・コンプライアンス意識を高める～ 滋賀県大津市立石山中学校　　山本　洋祐
教職員の指導力等の育成に関する教頭の役割
～指導力の向上を目指した校内の研修の充実～ 群馬県前橋市立中川小学校　　萩原　勝義

【分科会のまとめ】
「教職員の専門性を高め、資質・能力の向上」を考える上では、「組織的な協働を活用した研修」「日常的な学び合い（ＯＪＴ）」
を充実していくことが大切であり、副校長・教頭は、教職員の研修への意欲付けや信頼関係を基盤とした指導、助言、及び評
価にかかわることができるのではないか。

第５Ｂ分科会　「教職員の専門性に関する課題」
教職員の学校運営参画意識の向上を目指して
～「危機管理意識」と「コンプライアンス意識」を醸成する研修を通して～

岡山県美作市立江見小学校　　美若　利充
学校運営を活性化させるための教職員への指導
～「若手教員」の育成と教頭の役割～ 埼玉県大里郡寄居町立城南中学校　　設楽　昌宏

【分科会のまとめ】
「教職員の学校運営参画意識の向上」「学校運営を活性化させるための教職員への指導」を考える上では、教職員の専門性を高
めるビジョンの共有が大切であり、副校長・教頭は、継続性や協働性を意図した具体的な取組の推進にかかわることができる
のではないか。

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」
テーマ　「魅力ある副校長・教頭職のあり方」
　　　　～ミドルリーダーがあこがれる存在になるためには～
　　　　「全国公立学校教頭会の調査」の報告、及び「文教政策の要請」の解説

全国公立学校教頭会　　総務部、調査部
テーマ「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築に向けて」

講師　文部科学省初等中等教育局　財務課長　　伊藤　学司　様

【分科会のまとめ】
副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題を把握・共有し、教育政策提言活動に対する認識を深め、今後の要請活動に活
かすことができる意見が出されるとともに、課題解決の一助となる方策を見いだすことができた。

特Ⅰ分科会　「特別課題」
テーマ　「グローバル社会を生き抜く児童生徒の育成を目指して」

講師　都留文科大学文学部国際教育学科　講師　　山辺　恵理子　様

【分科会のまとめ】
講演では、自己効力感を高める手立てや、異文化などの違いを理解し、受容する心を育てる方策を中心にお話しいただいた。
グループ演習では、学校での実践をグローバル人材育成の観点からとらえ直すことの大切さなどについて、活発な意見交換が
行われた。

特Ⅱ分科会　「特別課題」
講演　「子どもが学校で倒れたとき、子ども達の命を守るためにＡＳＵＫＡモデルへの想い」
　　　～学校事故におけるＢＬＳ教育とコンフリクト・マネジメントについて～

講師　桐田　寿子　様（さいたま市ASUKA モデル関係ご遺族）
桐淵　　博　様（さいたま市政策アドバイザー　前埼玉大学教授　元さいたま市教育長）

【分科会のまとめ】
講師の方から、駅伝練習中の小学生の悲しい死亡事故を教訓として「ＡＳＵＫＡモデル」が作成された経緯とその想いを伝
えていただいた。「ＡＳＵＫＡモデル」やコンフリクト・マネジメントなどについて学ぶことができた。
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　全国研究部長会は、年２回開催し、各単位教頭
会・副校長会の研究部長と全公教役員が参加し、研
究の基本的な考え方や進め方について共通理解を図
るとともに、識者の講演を通して今日的教育課題に
ついて理解を深める場となっている。
　平成29年度第１回研究部長会は、第59回全国研究
大会埼玉大会、各ブロック研究大会に先立ち、次の
内容で実施し、83名が参加した。
【第１日】７月６日（木）　13：30～17：00
⑴ 「第11期全国統一研究主題」及び「全国共通研究

課題について（長島研究部長）
⑵質疑応答
⑶ 講演「主体的・対話的で深い学び～カリキュラ

ム・マネジメントを中心に～」
　講師　田村　学　氏
　（國學院大學　人間開発学部初等教育学科　教授）
⑷ブロック別懇談会Ⅰ
　 講演を踏まえて各単位教頭会・副校長会の現状と

課題について協議
【第２日】７月７日（金）　9：00～12：00
⑴全国大会について
　第59回埼玉大会（埼玉県　舘岡研究部長）
　第60回札幌大会（北海道　山下研究部長）
⑵ブロック別懇談会Ⅱ
⑶全体会
　ブロック別懇談会の共有
　今年度は第11期研究の初年度となり、全国統一研
究主題「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学
校教育」の趣旨説明を行い、第11期研究のねらいと
3Cに視点をあてた研究の推進について理解を深め
た。
　講演は新学習指導要領の要となるカリキュラム・
マネジメントについて、深い学びの授業デザインの
ポイントと副校長・教頭としてどのようにかかわる
べきか、示唆を得るものであった。質疑応答も活発
に行われ、関心の高さを感じた。
　ブロック別懇談会では、それぞれの単位教頭会・
副校長での研究の成果や課題を共有するとともに意
見交換を活発に行った。
　ここで得られた新たな知見が、今後の各単位教頭
会・副校長会における研究活動につながる研究部長
会となった。

　全国の単位教頭会・副校長会の要請推進部長会に
全公教役員を加えた80名の参加で、下記のとおり全
国要請推進部長会を開催した。同部長会は、毎年、
国会議員などへの要請活動の実施に当たって開催し
ているものである。
【第１日】７月13日（木）　13：30～17：00
⑴講演「新しい学習指導要領の考え方」
　講師　文部科学省大臣官房教育改革調整官
　　　　平野　　誠　氏
⑵全体会
　①オリエンテーション
　　要請文の解説と現在の課題（矢野総務部長）
　②グループ別討議　　８グループによる討議
　③グループ討議報告
【第２日】７月14日（金）　9：00～12：00
⑴講演「チーム学校について
　　　　～副校長・教頭の役割への期待～」
　講師　東京成徳大学　教授　石隈　利紀　氏
⑵全体会
　①グループ別討論　　８グループによる討議
　②グループ別討議報告
⑶要請活動
　各単位教頭会・副校長会ごとに実施
　本会の要請活動は、学校教育の水準を維持・向上
させるために、必要な教育諸条件の整備・充実を求
めるために実施しており、研究・研修活動と並ぶ大
きな柱の１つである。今年度の要請事項は、「予算」

「人材育成」「教育環境」の３つの観点とし、以下の
ように提言した。
１ 　義務教育費国庫負担制度の全額国庫負担化及び

人材確保法の趣旨を堅持する施策を講じられるよ
う提言します。

２ 　学校教育の質の向上と学校の組織的運営を支援
する施策を講じられるよう提言します。

３ 　学校・家庭・地域の連携・協力を深める教育環境
整備のための施策が講じられるよう提言します。

　分科会やその報告会においては、教育諸条件の地
域格差があることを実感した。そして、人的資源を
確保するためにも、国の教育投資を怠ることなく、
充実させていくことの必要性を強く感じた。
　２万８千余名の会員の総意に基づく本要請を受け
る側の理解と、早急なる全国一律的な実現を願い、今
後も全公教として要請活動の推進をしていきたい。

平成29年度

全国要請推進部長会
７月13日（木）・14日（金）
会場　都市センターホテル

平成29年度

第１回研究部長会
７月６日（木）・７日（金）
会場　都市センターホテル
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　関東甲信越ブロックは、東京、神奈川、千葉、埼
玉、群馬、茨城、栃木、新潟、山梨の９都県、11単
位教頭・副校長会で構成されています。（東京都と
神奈川県は小・中校種別で組織）
　今年度の会員数は、8,491名で全公教会員数の約
30％にあたります。
１　活動方針
⑴ 教育の発展に寄与するため、「豊かな人間性と創

造性を育み未来を拓く学校教育」を主題に研究の
推進を図り、積極的な組織活動を展開する。

⑵ 副校長・教頭の職責に見合う処遇改善や教育諸条
件の充実・発展を図るため、全国公立学校教頭会
との連携を密にして、その実現に向け努力する。

⑶ 全国公立学校教頭会との連携のもと、長野県教頭
を会員に組織化するため継続的な活動を展開す
る。
２　事業計画
○６月12日・13日（埼玉・さいたま市）
　第１回関ブロ教頭会役員会・理事会

○８月２日・３日・４日（埼玉・さいたま市）
　第59回全公教研究大会埼玉大会
　第58回関東甲信越地区公立学校教頭会
　研究大会埼玉大会
○11月９日・10日（埼玉・さいたま市）
　第２回関ブロ教頭会役員会・理事会
○12月７日・８日  （埼玉・さいたま市）
　関ブロ教頭会事務局連絡会
○２月２日・３日（埼玉・さいたま市）
　 第３回関ブロ教頭会役員会・理事会・会計監査

会・関ブロ事務引継ぎ会（埼玉→栃木）
３　第59回全公教研究大会埼玉大会
　　 第58回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大
会埼玉大会（埼玉・さいたま市）

　期日：平成29年８月２日３日４日
　・第１日：開会行事、シンポジウム
　・第２日：分科会（市内５会場）
　・第３日：記念講演、閉会行事

　中国地区公立学校教頭会は、鳥取、島根、岡山、
山口、広島の５県で構成されていますが、現在、広
島県が不在の状況です。平成32年には、全国公立学
校教頭会研究大会岡山大会が開かれることもあり、
５県揃っての活動をめざして全公教と連携して働き
かけを続けています。
１　目的
　中国地区公立学校教頭会相互の緊密な協調を保
ち、職能の研究と地位向上を図りながら、中国地区
教育の伸長に寄与することを目的とする。
２　活動方針
⑴教育諸問題の調査
⑵研究大会の開催
⑶教頭職の地位向上のための連絡・提携
⑷その他、本会の目的達成のための事業
３　事業計画
○６月29・30日（鳥取市）
　運営委員会・役員会・専門部会・第１回総会
○11月22日（鳥取市）
　第37回中国地区公立学校教頭会研究大会
 （鳥取大会）

○２月15・16日（鳥取市）
　運営委員会・第２回総会・引き継ぎ会
○３月中旬　　監査会
４　研究大会
　本年度は11月22日（水）に鳥取市の「とりぎん文
化会館」において開催します。
　午前中の講演では前鳥取県知事で早稲田大学教授
の片山善博氏をお招きし、「子どもたちの教育環境
と地方自治を考える」と題してご講演をいただきま
す。
　午後は、「ふるさとを愛し、未来に向かってたく
ましく生きる子どもの育成と夢を育む学校力の向
上」をサブテーマに、６課題・６分科会で実践発表
を基に協議し研修を深めます。
　この研究大会を通して、副校長・教頭の果たす役
割について示唆を得ることができ、併せて、各県の
副校長・教頭先生方の交流や、中国ブロックの連携
が深まることを期待しています。

関東甲信越ブロック＆中国ブロック

関東甲信越ブロック 関東甲信越ブロック長　茂木　里仁

中国ブロック 中国ブロック長　石亀　伸弥


