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１ 開会のことば 全国公立学校教頭会副会長

２ 国 歌 斉 唱

３ あ い さ つ （１）　全国公立学校教頭会会長

（２）　大分大会実行委員会委員長

４ 祝　　　　辞 （１）　文部科学大臣

（２）　大分県知事

（３）　別府市長

（４）　全国連合小学校長会会長

５ 来 賓 紹 介 大分大会実行委員会副委員長

６ 閉会のことば 全国公立学校教頭会副会長

－来賓退場－

基 調 提 案

開会行事 日時　平成 25 年 7 月 29 日（月）13:00 ～ 14:00

公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会　大分県ＰＴＡ連合会　別府市ＰＴＡ連合会
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全国公立学校教頭会会長　　石　黒　　　茂

　第55回全国公立学校教頭会研究大会が九州ブロック大分県別府市においてこのように盛大に開催されます

ことを心から感謝申し上げます。また、本研究大会を開催するにあたり、校務ご多用の中、文部科学省、大

分県、大分県教育委員会、別府市、別府市教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会をはじめ、

関係諸機関、諸団体からのご支援・ご協賛をいただきましたことに深く感謝申し上げます。一昨年は、東日

本大震災により日本中すべての人々にとってつらく厳しい年となりました。それから２年余りを経過し、多

くの方々の努力により、被災地域の復興への真摯な取り組みが進み、被災地の多くの方々が熱い思いを持っ

て生活されています。学校も教育関係者のご尽力により、教育活動が進められています。その取り組みに対

し、全国の副校長・教頭より義援金や物心両面にわたるご支援を賜りました事を、改めて深く感謝申し上げ

ます。

　ご承知のとおり、全国公立学校教頭会は半世紀にわたる歴史の中で、教育についての「政策提言能力を備

えた職能研修団体」として確固たる地位を築いて参りました。その活動における大きな柱である研究活動の

推進は、全国公立学校教頭会のまさに「命」であります。全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性をはぐ

くむ学校をめざして」を掲げた第九期の３年目、まとめの年となります。「絆・思いを一つに」という言葉

に載せて開催した昨年度の研究大会を継承し、研究をさらに深め発展させ、来年度スタートする第十期の研

究に大きな示唆を与えるのが、この第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会となります。

　本大会は、「夢や希望を追いつづけ、21世紀を主体的に生きる子どもの育成」に焦点をあてたサブテーマ

を設定し研究を進めております。子どもたちを取り巻く社会環境や教育環境はますます厳しさを増してきて

いる中、東日本大震災の教訓を生かした「防災教育」をはじめとする「喫緊の課題」、子どもたちの自己形

成と自立を促す教育をするための学校づくりと学校教育の推進という「不易の課題」がとりあげられていま

す。本研究大会は、副校長・教頭の職務の専門性を高め、求められる幅広い課題に対し、対応する能力を培

う貴重な３日間です。なかでも、研究大会の特徴である参加型研究協議に、これらの課題に迫る研究実践を

日本全国から持ち寄り、参加者同士で共有し合い、自らの管理職としてのリーダーシップのあり方や資質能

力の向上に向けて研鑽できる場と確信しております。また、その成果を皆さんに帰ち帰っていただくという

大きな意義も含まれています。

　これまで、総力をあげて本大会の運営に取り組んでこられました九州ブロック、大分県公立学校教頭会の

皆様に深く感謝申し上げます。

　最後になりますが、いにしえより「豊の国」といわれた豊かな国、大分県で本研究大会が豊かな実り多き

なものとなりますと共に、ご参会の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、あいさつとさせていただき

ます。３日間、よろしくお願いいたします。
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大分大会実行委員会実行委員長　　溝　部　美和子

ようこそ　豊の国　おおいた へ
　　湯ったり　のんびり　そして　新たな一歩を

　緑豊かで、海の幸山の幸に恵まれた、「日本一のおんせん県おおいた」に、ようこそおいでいただきました。
　「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」と謳ったここ大分県別府市において、第55回全国公立学校教頭会研究大
会、並びに第53回九州教頭会研修大会、第46回大分県教頭会研究大会を盛大に開催できますことを、大変光栄に思
っています。
　大会を開催するに当たり、公務ご多用の中、ご臨席を賜りました多くのご来賓の皆様方に、心より厚くお礼申し
上げます。また、文部科学省、大分県、別府市、別府市教育委員会、全国公立小学校長会、中学校長会をはじめと
する関係諸機関、諸団体の皆様から多大なるご支援を賜りましたことに対しましても、深く感謝申し上げます。
　今、わが国は多くの課題を抱えたまま、大海をさまよう小船のような状況にあり、早急に解決しなければならな
い課題が山積しています。
　３・11の東日本大震災の復興支援・原子力発電の問題。２年が経過したにもかかわらず、未だに住む場所も仕事
も安定していない人々が多くおられます。また、尊い命を奪い人権を脅かすいじめや自殺、体罰等繰り返し報道さ
れる痛ましい事件に胸が締め付けられます。
　そして、自分の未来像が描けない若者たち。この頃は、小学校においても自分の夢を持てない子どもが増えてい
ます。教育の現場では、「将来を見据えた生きる力の育成」をめざし、子ども達と向き合いながら日々の実践を重
ねてはいるものの、昨今の教育環境や、なかなか明るさの見えてこない将来展望を思うと、その育成は、決して容
易なものではありません。
　しかし、私たちは、この現状をこのまま手をこまねいて見ているわけにはいきません。私たちの大事な愛すべき
子どもたちの未来を保障するための教育を創造していかなければなりません。
　いかに厳しい時代にあっても自尊感情をもち、しっかりと自立できる「人として」育てていかなければなりませ
ん。そして何よりも、仲間意識、連帯感、絆を大切にする心を培っていかなければなりません。
　このような様々な課題に正面から向き合いながら、その解決に向け、日々奮闘している全国の副校長・教頭先生
方が、ここ別府に集い、その思いや実践を交流する研究大会を開催できますことは大変意義深いことと考えており
ます。大分県の教頭会は、本研究大会の開催準備を平成23年度から進め、皆さんと一堂に会する今日の日が来るの
を、大変心待ちにしていました。
　本大会は、第九期全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」の３年次、まとめの大
会です。昨年度、本部直轄大会での「不易と喫緊」「組織の絆、学び合いの絆、命・心の絆」という２つの課題・
３つの絆の成果をもとに、本大会では、さらなる実践の発展や日々の課題解決への糸口を探るべく熱心な議論がな
され、次なる第十期の研究へつながる新たな一歩が踏み出せればと考えています。
　研究大会の合間には、湯量豊富な別府の湯につかり、心も体も癒していただき、明日からの新たな実践への活力
を生み出していただきたいとも考えております。参加された皆様に「来てよかった」と思っていただけるよう、大
分県の教頭会会員は、おもてなしの心で大会運営にあたりますので、活発な研究実践交流を行っていただき、全国
から集まった仲間との新たな絆が結ばれるようお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。
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文部科学省初等中等教育局視学官（文部科学大臣代読）　　長　尾　篤　志

　文部科学省初等中等教育局視学官の長尾と申します。今日は、下村大臣の祝辞を持参いたしましたので、

代わりに読ませていただきます。

　第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会が、かくも盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げ

ますと共に全国公立学校教頭会が長年にわたり、教育の振興発展に格段のご尽力を続けておられますことに

対し心から敬意と感謝の意を表します。

　さて、第二次安倍内閣は、教育再生を内閣の最重要課題として掲げて取り組んでおります。人づくりは国

づくりです。日本の将来を担う子どもたちは、国の一番の宝であり、教育は国の根幹を形作る最重要政策で

す。そのような考え方に基づき本年１月、21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し教育の再生を実行に

移していくため、教育再生実行会議が議論を開始いたしました。これまでいじめの問題等への対応や教育委

員会制度のあり方等について提言が取りまとめられたところでございます。文部科学省としましては、この

提言に基づきいじめの問題等について規範性や自主性、社会性をはぐくむ道徳教育の抜本的な充実、関係者

が一丸となっていじめに向き合う責任体制の整備、いじめられている子を守り抜き、いじめている子には毅

然として適切な指導を行うことの徹底を図って参ります。また社会総がかりで子どもたちを支えていくため

地域とともにある学校づくりに取り組むと共に、体罰の禁止の徹底を図ります。

　「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」を大会主題に全国の教頭および副校長の皆様が全国

からの提案や実践報告等により研究協議が行われる本大会は大変有意義であると考えます。本日、ご出席の

教頭および副校長の皆様方には、校長を補佐し、教員との連絡調整はもとより子どもたちの教育を第一に、

日々ご尽力いただいており、その役割はますます大きくかつ重要になって参ります。皆様方のいっそうのご

尽力、ご協力をよろしくお願いいたします。

　結びに本総会が初期の目標を達成し、多大な成果が得られますようご期待申し上げますと共に、全国公立

学校教頭会のますますのご発展と、ご参会の皆様方のご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたしま

す。

　平成25年７月29日

文部科学大臣　　下　村　博　文
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大分県副知事（大分県知事代読）　　二日市　具　正

　皆様こんにちは。大分県副知事の二日市でございます。本日は、全国各地よりここ大分県にようこそいら
っしゃいました。心から歓迎を申し上げます。また大分大会がこのように盛大に開催されますことを心から
お慶びを申し上げます。本来でありますと広瀬知事がこの大会に参加させていただきまして、親しく皆様方
にご挨拶を申し上げるべきところでございますけれども、ちょうど昨日から、全国高等学校総合体育大会、
インターハイが北部九州４県で開催をされておりまして、ちょうどそこに皇太子殿下もご臨席になっており
ます。その対応でどうしても出席がかないません。皆様方にくれぐれもよろしく、また、祝意と歓迎の意を
伝えてほしいということでメッセージを託されておりますので、ご披露させていただきたいというふうに思
います。

　第55回全国公立学校教頭会研究大会が、ここ大分県におきまして、このように盛大に開催されますことを
心からお慶びを申し上げます。また、全国からご来県いただきました皆様を県民をあげて歓迎いたします。
　副校長・教頭の皆様には、常日頃から、学校教育の充実・発展のために多大なるご尽力をいただいており
ますことに対しまして、深く敬意を表する次第でございます。
　さて、いつの時代においても、社会を築いていくのは「人」であり、その鍵を握るのが「教育」でござい
ます。本県では、未来を担う子どもたちや若い世代の挑戦を支え、夢の実現を積極的に後押しするため、学
力向上支援員と習熟度別少人数指導教員の配置や、あるいはまた小学生の夏休みの補充授業の拡充といった
基礎学力や真学力を高める取組みなどに力を今入れているところでございます。
　また、子どもの社会性の欠如あるいは、コミュニケーション能力や他人を思いやる心など人間関係をはぐ
くむ力の不足が指摘される中、子どもの豊かな心を育成することが大きな課題になっています。そのため、
本県では道徳教育を充実させるとともに、読書活動や体験活動等を推進し、規範意識や倫理観、コミュニケ
ーション能力等をはぐくみ、豊かな人間関係を築くことにも努めているところでございます。
　このような中、「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」をテーマに、夢や希望を追いかけつ
づけ、21世紀を主体的に生きる子どもの育成に向けまして、本研究大会が本県でこのように盛大に開催され
ますことは、誠に意義深いものがございます。活発な研究協議や意見交換を通じまして、ご参会の副校長・
教頭の皆様が力量をさらに高められ、あわせて本大会が今後の学校づくりの糧となる実り多い機会となりま
すことを念願いたしております。
　本県は温泉の源泉数、湧出量ともに日本一であり、中でもここ別府市は豊かな温泉資源を有する観光地と
して全国に知られております。「地獄めぐり」や古くからの街並みを残す「鉄輪の湯治場」など、風情のあ
る名所も各所にございます。また、豊かな天然自然やそこで育てられた新鮮な「海の幸、山の幸」にも恵ま
れており、多くの特産品もございます。現在、本県では「日本一のおんせん県おおいた　味力も満載」をキ
ーワードに全国に大分の魅力をPRする活動を積極的に取り組んでおります。この機会に、是非このような
大分県の魅力に触れていただければ幸甚でございます。
　結びになりますけれども、本研究大会の開催にあたり、ご尽力を賜りました関係者の皆様に深く敬意を表
し合わせまして、皆様のご健勝とますますのご活躍を祈念申し上げまして祝辞といたします。

　平成25年７月29日

大分県知事　　広　瀬　勝　貞
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別府市副市長（別府市長代読）　　阿　南　敏　晴

　全国各地からようこそ別府へお越しくださいました。別府市の副市長をしております、阿南でございま

す。本来であれば浜田市長が出席をし、皆様方にお祝いそしてまた、歓迎のご挨拶を申し上げるべきでござ

いますが、只今副知事さんのほうからご案内のとおり浜田市長も同行いたしております。出席がかないませ

ん。祝辞を預かってまいりましたので、代読させていただきます。

　第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会が多くの関係者の皆様をお迎えし、盛大に開催されますこと

をお喜び申し上げますとともに、全国各地からお越しをいただきました皆様方を、心より歓迎いたします。

　さて、小学校新学習指導要領が一昨年度から、中学校学習指導要領が昨年度から本格実施されましたが、

この教育改革期に「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」の大会主題を掲げた、本研究大会大

分大会がここ別府市で開催されますことを感慨深く受け止めております。別府市におきましては、「共に学

び、共に喜び、共に生きる」豊かな人間性の育成を基本理念にとらえ、地域とともにある学校づくりと心豊

かな子どもを育む地域づくりを柱に学校・家庭・教育がつながりを深め、未来を担う子ども達の健やかな育

成を目指して取組みを進めているところでございます。本研究大会での成果が夢や希望を追い続け主体的に

生きる子どもの育成に向け別府市から全国各地へ広がっていくことを心より期待しております。

　ところで別府市は、別府八湯と呼ばれる温泉群が点在し、市民生活はもとより観光・産業などにも幅広く

活用されるなど日本一の湧出量と源泉数を誇る日本を代表する温泉地であります。また、近年は留学生の数

が増加し、人口における外国人の比率も日本一であります。国際観光温泉文化都市として、住んでよし、訪

れてよしの温泉ツーリズムの街づくりを推進しておりますので、是非これを機に皆様にも別府市のすばらし

さを感じていただけることを願っております。

　結びになりますが、本大会の開催にご尽力いただきました石黒会長様をはじめ、全国公立学校教頭会関係

者の皆様に感謝申し上げますと共に、本研究大会のご盛会と皆様の益々のご健勝、ご活躍をご祈念いたしま

してお祝いの言葉といたします。

　平成25年７月29日

別府市長　　浜　田　　　博
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全国連合小学校長会常任理事（全国連合小学校長会長代理）　　窪　　　淳　朗

　皆様こんにちは。第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会が全国各地より多数の小中学校副校長・教
頭先生方のご参集のもと、歴史と文化の豊かないで湯の里大分県で開催されますことに心からお喜び申し上
げます。本日は、全国連合小学校長会の堀竹会長が所用で参加できません。全国連合小学校長会の常任理事
をしております福岡県小学校長会の窪が代わってご挨拶を申し上げます。

　副校長・教頭先生方には、日ごろから校長の学校経営方針の一番の理解者・推進者として、教職員の先頭
にたち、多くの課題に正面から向き合い教職員の悩みや健康を気遣いながら学校教育の充実に日夜ご尽力い
ただいておりますことに敬意を表しますとともに、全国の校長先生方を代表いたしまして心よりお礼申し上
げます。ありがとうございます。
　さて、わが国は東日本大震災からの復興というこれまで経験したことのない事態への対応や経済の建て直
しという国家的課題に直面し、国民としての自覚と絆を強めながら人間性豊かな社会を築くべく、懸命な努
力を続けています。私たちは、これらのことを通して人間的な絆や支えあう仕組みを重視する社会を築いて
いく豊かな社会力を持った子どもたちを育てることの重要性をさらに強く認識いたしました。各学校におい
ては、学習指導要領に基づき教育課程の編成、実施、評価、改善が確実に行われ、成果をあげていることと
思います。24年度の全連小の調査では、言語活動や道徳教育に関しては順調に実施改善がなされています
が、理数教育の充実や日本の伝統文化の理解に関しましてはまだまだ不十分であり、取組みにバラつきがあ
るという結果がでております。こういった現状を受け止め、日々の教育活動を充実させ国民の信託にこたえ
ることは、我々管理職に与えられた使命であり、一人一人が自覚して職務に励むことが求められています。
６月にはいじめ防止対策推進法が成立し、９月から施行されます。第２期教育推進基本計画の答申の中では
わが国の危機回避に向けた４つのビジョン、基本的方向性が示されました。教育再生実行会議からは３次に
わたる答申が出され、それを受けて中央教育審議会の審議が開始されるなど新たな教育政策をめぐる動きが
活発化し、その動向を注視していくことが必要です。今後の知識基盤社会に向けさまざまな分野でイノベー
ションを生み出す力を身につけた日本人の育成や、持続可能な発展を実現する社会の一員としての資質・能
力・態度を子どもに身につけさせることをめざして校長・副校長・教頭が共に協力しながら学校の諸問題に
正面からぶつかり、学校教育の充実・発展に寄与することが重要です。われわれ管理職には組織として常に
これからの教育のあり方を探り、明確な方向性を示すことが期待されています。このような中、全国公立学
校教頭会が大会テーマを「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」サブテーマを「夢や希望を追
い続け、21世紀を主体的に生きる子どもの育成」とし、研究協議が深められることは私ども校長会と道を同
じくするものであり、意を強くするものでございます。全国連合小学校長会といたしましても、教育課題の
解決に向けた調査研究活動の充実をはかり、定数改善や人的条件の拡充、教育条件整備に向けて全力をあげ
てまいります。共にがんばりましょう。
　結びになりますが、本研究大会開催に向けてご尽力いただきました関係各位の皆様方に敬意を表しますと
ともに、この大分大会の研究協議が充実したしたものになり、学校の活性化につながる成果がそれぞれの学
校に還元されることを祈念いたしましてお祝いの言葉といたします。

　平成25年７月29日

全国連合小学校長会長　　堀　竹　　　充
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分科会　課題一覧

	 第１Ａ分科会

　教育課程に関する課題	   

 第１Ｂ分科会

■■　第２課題　■■

　子どもの発達に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２分科会

■■　第３課題　■■

　教育環境整備に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３分科会

■■　第４課題　■■

　組織・運営に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４分科会

	 第５Ａ分科会

　教職員の専門性に関する課題	

	 第５Ｂ分科会

■■　第６課題　■■

　副校長・教頭の職務に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６分科会

■■　特別課題　■■

　「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメント」‥‥‥‥ 特別分科会	Ⅰ

　「地域の力を生かした学校づくりの推進」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特別分科会	Ⅱ
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特

■■　第１課題　■■

■■　第５課題　■■

全国公立学校教頭会研究部長　　青　田　一　彦

　全国の副校長・教頭の皆さん、こんにちは。今年度、全国公立学校教頭会の研究部長になりました神奈川
県の青田一彦といいます。よろしくお願いいたします。
　さあ皆さんいよいよ全国大会のはじまりです。「湯ったり　のんびり　そして新たな一歩へ」のスローガ
ンのもと、海の幸、山の幸に恵まれ、人情味豊かなここ大分において第55回全国公立学校教頭会研究大会が
このように盛大に開催されることに心より感謝申し上げます。全国各地の公立学校教頭会・副校長会、約３
万の代表である皆様をお迎えし、さらに全国各地で実践された研究について共に語り合い、それぞれの課題
と成果を共有できることは大変大きな喜びであります。
　さて、本大会は全国統一研究主題として、先ほどからも何回も言われておりますが、「豊かな人間性と創
造性をはぐくむ学校をめざして」を掲げた第九期３年次の全国大会となります。平成23年度から継続して研
究されてきた研究主題であり、本大会ではその成果を検証し第十期に継続し発展させるための大変重要な大
会となります。
　全国公立学校教頭会は、各地区教頭会・副校長会と連携して「副校長・教頭の地位向上」と「研究活動の
推進」を両輪として、半世紀以上の間、職能研修団体として活動してきました。特に、研究活動について
は、昭和52年度第一期から学校教育目標の達成を目指す各地区教頭会との連携のもとに組織的・継続的に研
究を推進することによって職能の向上をはかりつつその職責を究明してきた継続性、単位教頭会のおける組
織的な研究を進める中で同じ副校長・教頭として同僚性を発揮して開かれた関係の中で、分担したり、補い
あったり、そこで得た成果や課題を単位教頭会に反映させる協働性です。各単位教頭会の課題を自らの職務
遂行や校内研究の課題にかかわらせ、そこで得た成果や課題を単位教頭会に反映させつつ研究を進める関与
性、この３本の柱として重点をおいて実践的な研究活動を進めてまいりました。
　さらに、全国８ブロックにおいてもこのような研究活動が推進され、今回の全国大会大分大会の提言・研
究協議につながっています。
　この大分大会では、サブテーマを「夢や希望を追い続け、21世紀を主体的に生きる子どもの育成」とし
て、変化の激しい社会情勢、近いうちに発生が予想されながらも予測不可能な自然災害と厳しく過酷な時代
を生き抜く子どもたちが夢や希望を持って、自ら考え、主体性を持って様々な課題に立ち向かう力を身につ
けさせたいという思いが込められています。その思いを受け止め、実現するためには、私たち副校長・教頭
がリーダーシップを発揮し、学校・家庭・地域が連携して豊かな教育活動を推進していく必要があります。
　学校においては、学習指導要領の完全実施から１年を経て、教育課程の見直しや、いじめ防止対策推進法
の成立を受け、各自治体、各学校でいじめ対策推進計画の立案が求められています。
　この大分大会の分科会会場では、実践的な提案をもとにそれぞれの課題解決に向けて、副校長・教頭とし
て何をすべきか、どう関わるべきか念頭に十分に協議していただき、学びあい、共有して、ここ大分で学ん
だこと、得られた成果が各教頭会・副校長会へと広がり、そして各学校においては具体的な実践に生かされ
ますことを期待してやみません。
　最後になりましたが、大分県公立学校教頭会の皆様が溝部美和子実行委員長を中心に総力を挙げてこの大
会の運営に取り組んでこられましたことに、心から敬意を表します。とともに文部科学省をはじめとする、
各関係諸機関の方々から多大なるご支援・ご協力をいただきましたことに深く感謝申し上げます。
　それでは、皆さんこの３日間をわれわれ副校長・教頭の権利でもあり、義務でもある研究と修養に努め広
い知見を持って日々業務に取り組めるよう有意義に過ごしていきましょう。ありがとうございました。
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郷土文化紹介

大分県立由布高等学校 郷土芸能部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは、由布高等学校郷土芸能部です。

　由布高校郷土芸能部は昭和五十一年に創部され、五十九年には学校内に郷土芸能保存館が造られました。

恵まれた環境の中で日々練習に励み、福祉施設の訪問や地域のイベント、学校の神楽殿に地域の方を招いて

の公演などで神楽を披露しています。

　これまでに、全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門に大分県代表として十二回出場。平成九年に優良賞、

平成二十年に最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞しました。今年の全国大会は、七月二十九日から八月一日ま

で、長崎で行われますが、今回ご覧いただく演目は、全国大会で発表する演目の、庄内神楽「貴見城」です。

　「貴見城」は、皆さんご存じの兄の海彦と弟の山彦の神話を題材にした神楽で、兄（火
ほのすそりのみこと
闌降命）の釣り針

をなくした弟（彦
ひこほほでみのみこと
火火出見命）が、釣り針を返すために海宮「貴見城」を訪れ海神の助けを借るという神話

を舞に表現したものです。この神楽の見どころは、激しい舞と息の合ったお囃子です。どうぞ由布高校の庄

内神楽をお楽しみください。

庄内神楽「貴見城」



津久見樫の実少年少女合唱団

■プロフィール

　津久見樫の実少年少女合唱団は、1979 年、青少年健全育成を目的に津久見市により設立された合唱団で、

今年で結成 34 年目を迎えました。

　主な演奏活動は、５月の定期演奏会、12 月のほらほらコンサートを中心に、大分県内のイベントに出演

するほか、病院、養護学校、特別養護老人ホーム等を訪問するなど、地域に根ざした奉仕活動を定期的に行っ

ています。

　来年、創立 35 周年を記念して東京公演を開催することになっています。団員約 100 名、今まで以上に心

をひとつにして、東京公演という夢の舞台にむけ頑張って行こうと思っています。

14 15
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～夢や希望を追いつづけ、
21世紀を主体的に生きる子供の育成～

自立・協働・創造する
学校をつくる

《シンポジウムの趣旨・構成》
　本シンポジウムでは、第九期のまとめとしての３年次の今大会に「夢や希望を追い続け、21世紀を主体的

に生きる子どもの育成」のサブテーマを設定しました。昨年の成果を継承しつつ、豊かな人間性と創造性を

はぐくむための鍵としての私たち副校長・教頭の役割、校長を支えながら教職員をまとめ、私たち自身が目

指す学校の姿を思い描き夢や希望を持つことと重ね、どのように研鑽を深め、職務遂行にあたっての自覚や

力量を高めるかを明らかにしたいと考えました。そのために３つの視点を設定しました。

○視点の１つ目は、教師同士の学び合いによる創造的な学校組織を副校長・教頭としてどうつくるかです。

　知識基盤社会を生きるための基礎基本的な力の育成を授業改善や教育課程の編成によって確実に行った

り、短いスパンでの目標管理と評価により教育の質的向上を図ったり、専門職としての教師の総合的な資質

の向上を支えるための私たち副校長・教頭の使命として不易ともいえる組織マネジメントの課題です。

○視点の２つ目は、喫緊の課題を焦点化し豊かな人間性と創造性の基盤である安心・安全な学校づくりのた

めに副校長・教頭としての創造的なリーダーシップをどう高めるかというものです。

　命を守る防災教育、いじめや自殺など生きることに真剣に向かい合う必要のある問題や、教職員のメンタ

ルヘルスなどをめぐり組織指導体制や準備をどのようにするか、また私たち自身が様々な課題が山積する中

で魅力ある副校長・教頭像をどう描き、立ち向かえばよいのかというものです。

○視点の３つ目は、豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校づくりのための行政の関与や地域との連携をどう

はかるかというものです。

　地域や保護者への説明責任、小中連携、学校地域支援本部事業など将来に向けた自立する力を学校だけで

なく様々な環境の中ではぐくむことが真に生きる力の育成につながることは明確になっています。一方、多

忙な現状を考えると、職務や組織の見直しも必要であり、学校と地域や行政とのコーディネーターとしての

副校長・教頭の役割を明らかにさせることが求められていると考えます。

　本シンポジウムでは上記の視点や、様々な面からの具体的事例等を元に豊かな人間性や創造性をはぐくむ

学校へアプローチをしたいと思います。
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全体シンポジウム

テーマ　～夢や希望を追いつづけ、21世紀を主体的に生きる子どもの育成～

自立・協働・創造する学校をつくる
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　氏（筑波大学人間系教授）Profile
■略　　歴
1961 年、山口県下関市生まれ。1980 年、広島基町高校卒業。

1984 年に筑波大学第二学群人間学類を卒業。筑波大学大学院教育学研究科博士課

程を単位取得退学後、鳴門教育大学（1989 年～ 1992 年）、東京学芸大学（1992 年

～ 1998 年）を経て、1998 年から筑波大学へ。2008 年 7 月から教授。

その間、バリー大学（米国、1996 年 3 月～ 9 月）、南カリフォルニア大学（米国、

2005 年 3 月～ 2006 年 3 月）で在外研究。

2007 年、博士（教育学）

■主な著書
・『学校を変える新しい力』（編著）、小学館、2012 年

・『「新たな職」をいかす校長の学校経営』（編著）、教育開発研究所 ,2010 年

・『「学校の組織力向上」実践レポート』（編著）、教育開発研究所 ,2009 年

・『「学校の自律性」と校長の新たな役割』（単著）、一藝社、2007 年

・『学校経営研究における臨床的アプローチの構築』（共編著）、北大路書房、2004 年

・『「大学における教員養成」の歴史的研究』（共編著）、学文社、2001 年　　　　　　　　　　等

金
かな

　山
やま

　康
やす

　博
ひろ

　氏（共栄大学教育学部教育学科准教授）　Profile 

■略　　歴　

東京都民生局福祉指導職、埼玉県公立小学校教諭、志木市教育委員会教育研究所長、

公立小学校教頭、志木市教育委員会学校教育課長、教育次長、理事（特命担当部長）、

公立小学校長（３校）

教育行政時代、少人数学級編制の実現（25 人程度学級「ハタザクラプラン」）、不

登校児在宅学習支援策（ホームスタディー制度）などを企画推進。

小学校長時代に、児童の可能性追求の場「どらえもんルーム設置」、若手教員育成

の「金八塾」「プラスワン塾」、学級経営研究自主研修会「ワンポイントアドバイス

研修会」などを創設。

定年退職後、工学院大学、日本女子体育大学などで教員養成に携わり現在に至る。

■主な著書
「明日からできる地域連携 30 のアイディア」（単著）日本標準

「校長になろう！楽しい学校経営のススメ」（単著）日本標準

「市民と創る教育改革、検証：志木市の教育政策」（編著）日本標準

「学校のなぞ」（監修）愛育社　

「小学校児童指導要録の記入例」（代表編者）学事出版

「トラブル円満解決策」「実践教育法令」など Web 通信講座　第一法規
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2005 年 3 月～ 2006 年 3 月）で在外研究。

2007 年、博士（教育学）

■主な著書
・『学校を変える新しい力』（編著）、小学館、2012 年

・『「新たな職」をいかす校長の学校経営』（編著）、教育開発研究所 ,2010 年

・『「学校の組織力向上」実践レポート』（編著）、教育開発研究所 ,2009 年

・『「学校の自律性」と校長の新たな役割』（単著）、一藝社、2007 年

・『学校経営研究における臨床的アプローチの構築』（共編著）、北大路書房、2004 年

・『「大学における教員養成」の歴史的研究』（共編著）、学文社、2001 年　　　　　　　　　　等

金
かな

　山
やま

　康
やす

　博
ひろ

　氏（共栄大学教育学部教育学科准教授）　Profile 

■略　　歴　

東京都民生局福祉指導職、埼玉県公立小学校教諭、志木市教育委員会教育研究所長、

公立小学校教頭、志木市教育委員会学校教育課長、教育次長、理事（特命担当部長）、

公立小学校長（３校）

教育行政時代、少人数学級編制の実現（25 人程度学級「ハタザクラプラン」）、不

登校児在宅学習支援策（ホームスタディー制度）などを企画推進。

小学校長時代に、児童の可能性追求の場「どらえもんルーム設置」、若手教員育成

の「金八塾」「プラスワン塾」、学級経営研究自主研修会「ワンポイントアドバイス

研修会」などを創設。

定年退職後、工学院大学、日本女子体育大学などで教員養成に携わり現在に至る。

■主な著書
「明日からできる地域連携 30 のアイディア」（単著）日本標準

「校長になろう！楽しい学校経営のススメ」（単著）日本標準

「市民と創る教育改革、検証：志木市の教育政策」（編著）日本標準

「学校のなぞ」（監修）愛育社　

「小学校児童指導要録の記入例」（代表編者）学事出版

「トラブル円満解決策」「実践教育法令」など Web 通信講座　第一法規
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佐
さ

　藤
とう

　　　学
まなぶ

　氏（学習院大学文学部教授）　Profile 

■略　　歴
1951年　　広島県に生まれる

1980年　　東京大学大学院教育学研究科博士課程修了

1983年　　三重大学教育学部助教授

1988年　　東京大学教育学部助教授

1997年　　東京大学大学院教育学研究科教授

1998年　　放送大学客員教授（2007年まで）

2001年　　エル・コレヒオ・デ・メヒコ招聘教授

2002年　　ハーバード大学客員教授、ニューヨーク大学客員教授

2004年　　東京大学大学院教育学研究科研究科長・学部長

2006年　　ベルリン自由大学招聘教授　

2012年　　東京大学退職。東京大学名誉教授

現在　　　学習院大学文学部教授

■主な著書
『米国カリキュラム改造史研究』（東京大学出版会　1990 年）、『教育方法学』（岩波書店　1996 年）、『カリ

キュラムの批評―公共性の再構築へ』（世織書房　1996 年）、『教師というアポリア―反省的実践へ』（世織

書房　1997 年）、『学びの快楽―ダイアローグへ』 （世織書房　1999 年）、『教育改革をデザインする』（岩波

書店　1999 年）、『学びから逃走する子どもたち』（岩波書店　1999 年）、『習熟度別指導の何が問題か』（岩

波書店　2002 年）、『教師たちの挑戦』（小学館　2003 年）、『学校の挑戦』（小学館　2005 年）、『教師花伝書』

（小学館　2008 年）、『学校改革の哲学』（東京大学出版会　2012 年）、『学校を改革する』（岩波書店　2012 年）

など多数。

勝
かつ

　野
の

　正
まさ

　章
あき

　氏（東京大学大学院教育学研究科准教授）　Profile 

■略　　歴
平成８年 北星学園大学経済学部専任講師

平成 12 年 お茶の水女子大学助教授

平成 16 年 東京大学大学院教育学研究科助教授

平成 19 年 〃　准教授（職名変更）現在に至る

■主な著書
・『教員評価の理念と政策－日本とイギリス』（エイデル研究所）

・『教育行政学』（共編著　明治図書）

・『教育行政と学校経営』（共著　放送大学教育振興会）　等
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全体シンポジウム「自立・協働・創造する学校をつくる」 
 
司会：只今から全体シンポジウムを行います。はじめにコーディネーター、シンポジストの先生方を全国公立学

校教頭会研究部副部長 熊倉 仁がご紹介申し上げます。 
 
熊倉 仁：全公教研究部副部長の熊倉でございます。私の方からは、本日シンポジウムでお世話になります先生

方をご紹介申し上げます。 
はじめに本日コーディネーターをお願いいたしました筑波大学人間系教授 浜田博文先生です。続きまして、

シンポジストを順にご紹介申し上げます。共栄大学教育学部教育学科准教授 金山康博先生です。学習院大学文

学部教授 佐藤 学先生です。東京大学大学院教育学研修科准教授 勝野正章先生です。 
引き続き４人の先生方のご経歴を簡単にご紹介申し上げます。なお詳細な内容つきましては、先生方お持ちの

開催要項の 16p 17p に掲載されておりますので、そちらをご参照願います。 
 はじめに、浜田先生でございますが、鳴門教育大学、東京学芸大学をご歴任後 1998 年に筑波大学に着任され

現在にいたっております。学校経営学や学校改善論をご専攻とされ学校が継続的に教育活動を改善していくため

の条件、あるいは要因を追究されておりまして、現在全国各地で数多くご講話をされるなどご活躍をされておら

れます。本シンポジウムでは、コーディネーターとして舵取り役をお願いいたしました。よろしくお願いいたし

ます。 
 続きまして、金山先生でございます。先生は、埼玉県公立小学校の教諭として着任された後、教頭職、校長職

を歴任されるなど、学校現場を長く経験されるとともに一方で志木市教育委員会教育研究所長、学校教育課長、

教育次長など教育行政上の要職にも数多く就かれたご経験の持ち主です。その後それまでの学校現場と教育行政

の両面に深く関わってこられた経験を生かされて、工学院大学あるいは日本女子大学などで教員養成に携わり今

日にいたっております。本日は、この後基調講演もちょうだいするとのことで大変お世話になります。よろしく

お願いいたします。 
 佐藤先生でございますが、三重大学教育学部、東京大学教育学部、東京大学大学院教育学研究科をご歴任後、

2012 年に東京大学名誉教授となられ現在にいたっております。先生につきましては改めて申すまでもないかと

思うのですが、これからの学校は一人残らず子どもの学びの権利を保障する学びの共同体をご提唱され全国的に

その取組みが浸透されてきているところであります。校内研修による同僚性の構築を軸に、現在でも全国各地か

らの招聘があとをたたず、大変お忙しい中を本日はおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 
 後になりますが、勝野先生です。北星学園大学、お茶の水女子大学をご歴任後、2004 年に東京大学大学院

教育学研究科に着任され現在にいたっております。先生は、教育行政や学校経営をご専攻されるとともに全国公

立学校教頭会におきましてもいろいろな面でお世話になっております。研修検討委員会、あるいは全国の先生方

にもご協力をいただいております全国教頭調査でございますね、全国教頭会の調査そのより良いあり方を目指し

た検討会などでアドバイスなどをいただいております。昨年度の全国研究大会においては、シンポジウムのコー

ディネーターをお願いしまして、引き続き今年度はシンポジストとしてご参加いただくこととなりました。大変

お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 
 本日は「夢や希望を追い続け、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成、自立・協働・創造する学校をつくる」

と題しまして先生方から深い識見と経験に裏打ちされた示唆にとんだお話が伺えるものとご期待しております。

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
司会：続きまして、本シンポジウムの主旨を大分県公立学校教頭会研究部長新納徳光がご説明申し上げます。 
 
新納徳光：大分大会研究部長新納です。よろしくお願いします。私のほうからシンポジウムの主旨、背景につい

て簡単にご説明申し上げます。第九期全国統一研究課題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」は

新学習指導要領において示された教育の基本理念である生きる力を実現するために私たち副校長・教頭はどのよ

うな方策をたて、どう具体化するかの協働研究の指針として示したものであり、試行錯誤を重ねながらもこの２

年間着実な歩みを刻んできました。前回第 54 回大会全体シンポジウムでは、「教師の創造性を促す学校のあり方」

をサブテーマに目指すべきこれからの児童・生徒像、豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校教育のあり方、そし

て教師の創造性を促す副校長・教頭の役割から課題へのアプローチを行いました。生きる力の育成、東日本大震

災を経験し改めて見えてきた思いやりや人と人との絆づくりや急務であるいじめ・自殺問題等を解決した安心・

安全な学校づくりの重要性を考えると何より確立させなければならないのは教室での子どもたちの学びあいや

そのための教師同士の自らの学びあいではないかという課題を確認しました。大分県公立学校教頭会では、第九

期のまとめとしての３年次の今大会に「夢や希望を追い続け、21 世紀を主体的に生きる子どもの育成」のサブ

テーマを設定しました。昨年の成果を継承しつつ、豊かな人間性と創造性をはぐくむための鍵としての私たちの

副校長・教頭の役割、校長を支えながら教職員をまとめ、私たち自身が目指す学校の姿を思い描き夢や希望を持

つことと重ね、どのように研鑽を深め、職務遂行にあたっての自覚や力量を高めるかを明らかにしたいと考えま

した。そのために３つの視点を設定しました。視点の１つ目は、教師同士の学び合いによる創造的な学校組織を



副校長・教頭としてどうつくるかです。知識基盤社会を生きるための基礎基本的な力の育成を授業改善や教育課

程の編成によって確実に行ったり、短いスパンでの目標管理と評価により教育の資質向上を図ったり、専門職と

しての教師の総合的な資質の向上を支えるための私たち副校長・教頭の使命として不易ともいえる組織マネジメ

ントの課題です。視点の２つ目は、喫緊の課題を焦点化し豊かな人間性と創造性の基盤である安心・安全がな学

校づくりのために副校長・教頭としての創造的なリーダーシップをどう高めるかというものです。命を守る防災

教育、いじめや自殺など生きることに真剣に向かい合う必要のある問題や、教職員のメンタルヘルスなどをめぐ

り組織指導体制や準備をどのようにするか、また私たち自身が様々な課題が山積する中で魅力ある副校長・    

教頭像をどう描き、立ち向かえばよいのかというものです。視点の３つ目は、豊かな人間性と創造性をはぐくむ

学校づくりのための行政の関与や地域との連携をどうはかるかというものです。地域や保護者への説明責任、小

中連携、学校地域支援本部事業など将来に向けた自立する力を学校だけでなく様々な環境の中ではぐくむことが

真に生きる力の育成につながることは明確になっています。一方、多忙な現状を考えると、職務や組織の見直し

も必要であり、学校と地域や行政とのコーディネーターとしての副校長・教頭の役割を明らかにさせることが求

められていると考えます。本シンポジウムでは上記の視点や、様々な面からの具体的事例等を元に豊かな人間性

や創造性をはぐくむ学校へアプローチをしたいと思います。そして本日の成果を明日の分科会でさらに深めるこ

とに繋げる事が出来るようにご参会の皆さまのご討議をよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 
 
司会：それでは、マイクを本シンポジウムのコーディネーターの浜田先生にお渡しし、シンポジウムを始めたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
 
 
浜田先生：筑波大学の浜田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、全国公立学校教頭会の大会

にこのような形で参加させていただけることを大変光栄に存じております。これから約２時間ほどシンポジウム

の討議を進めてまいりますけれども、ここに参加された皆さんにとりまして有意義な会議になりますよう努力を

してまいりたいと思いますので、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。 
 進め方ですけれども、これから基調講演ということで約 30 分間金山先生からお話をいただきます。そしてそ

れを受けまして勝野先生から10分間ほどご提案をいただき、続いて佐藤先生から10分間ほどご提案をいただく、

というかたちで３人の先生方からお話をいただきます。その後、ステージの上でいろいろと質疑応答等を重ねな

がら途中是非ここにお集まりの副校長・教頭先生方から直接ご質問をいただく時間をとりたいと思いますのでど

うぞご活発にご意見をいただければと思います。では、早速金山先生のほうから基調講演をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
 
金山先生：改めまして、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました金山でございます。私は、今日の日を大変心

待ちにしておりました。全国の副校長先生・教頭先生と親しくふれあいをさせていただけるそして、特に大分県

という会場にひかれまして、私はこの別府温泉は実は初めてでございます。大変喜んで参加させていただきまし

た。初めての別府温泉に前日から入らせていただきました。こちらの教頭会の皆さん方の心からのおもてなしを

いただきまして、とてもうれしく思いました。はじめてきた別府温泉、とても好印象で帰らせていただけるもの

と思います。来年度はどちらですか。秋田県。秋田県もまだ行った事がありません。 
全国の校長の、元校長の一人として副校長先生・教頭先生に平素のご迷惑ではありませんが、平素の皆様方の

お勤めに感謝を申し上げながら。校長はいろいろおりますから、なかなか人の話を聞かないという校長もいるか

もしれませんし、私が思うのですけれども、人の話を聞かないと言う校長先生がもしいたとしたら、ひょっとし

たら聞こえてないかもしれませんので、そこは一つ丁寧に報告等していただけたらと思います。副校長さんやあ

るいは教頭さんの存在感や必要感や信頼感は絶大だと思います。私は校長も教頭も経験しておりますが、特に副

校長・教頭先生は仮に出張等で１日学校をあけただけで学校は大変です。そういう日に限って残された校長のと

ころに今日は浄化槽の点検があるとかなんとか来て、鍵をさがすのも一苦労。そういう中で、校長などはひょっ

としたら３日間、場合によっては１週間くらいいなくても誰も気づかないということもあるかもしれませんが、

副校長・教頭先生はわずか１日でも先生たちが学校にいらっしゃらないととても不安になるということがありま

す。この後、基調提案ということでお話をいただいておりますので、私になりに考えたことを提案になるかどう

かわかりませんが、お話をさせていただきたいと思います。 
 提案と言うより、私はこのように考えているところです。２つありまして、１つは、ひとりぼっちにしない教

育の推進が大事だと思います。ひとりぼっちにしないその場所は教室。担任の先生をはじめ教科担当の先生たち、

児童生徒をみてひとりぼっちの子はいないかどうかというひとりぼっちにしない教育の推進が重要なのではな

いかなと思います。教室のみならずこの話は職員室も同じだと思います。職員室経営もひとりぼっちの教職員が

いないかどうかと一番 初に察知できるのは、校長よりも副校長・教頭先生だと思います。そしてあえてもうし

あげれば、教室、職員室、そしてひとりぼっちにしない教育は、校長室もそうだと思います。校長を是非、ひと

りぼっちにしないでいただいて教育を推進していただければと思います。いやもしもですね、教頭先生ご自身が、

「いや私だってひとりぼっちだよ」という方がいらっしゃったら、なんともこの場ではご説明できませんから、



この会が終わりましたらどうぞゆっくり話をさせていただきたいと思いますが、そのこと自体が分科会等で是非

お話し合いを進めていただければと思っているところです。         
２つ目に、学校運営の推進力、これは副校長・教頭さんの立場で申し上げているのですが、学校の推進力は、

私は小さなアイデアの積み重ねが大事だと思います。思いついたら、やってみようというメリット・デメリット

を考えてわずかでもメリットが上回るのならやってみようということが大事ではないかと思います。中にはぜん

ぜんできっこないような話もあるかもしれません。私も埼玉県志木市で 25 人程度学級とか、ホームスタディー

制度とかいろいろ考えさせていただきました。できっこないことを発想の原点としてできっこないコンクールと

いうのがあるそうです。できっこない大賞というコンクールがあって、ある年にその大賞になったのが、「天気

予報番組の視聴率が低い。それをどうやって視聴率を高めるか」が大賞になったそうですが、全国の家々の屋根

を取っ払うことだそうです。それぞれの家の屋根をなくしてしまったらそうとう天気予報を気にしなければいけ

ないと、そんなことできっこないよという大賞らしいです。私たち学校運営もいろいろ考えていったらできっこ

ないことがあえて思いつくことがあるかもしれませんが、実はそこの発想から考えていったらいろんなことがで

きるんじゃないかというふうに私は思っているところです。ひとりぼっちにしない教育の推進と学校の推進力は、

私は小さなアイデアの積み重ねというところをあえて申し上げたいと思っています。 
 副校長・教頭先生、是非ナンバー２の底力を見せていただければと思います。ナンバー２というのは、誰より

も早く出勤し、誰よりも遅く退勤する。そういうことは覚悟して教頭になったとしても、現状はなかなかつらい

ですよね、きついです。私は、機会がありましたら、今度校長会で申し上げたいのは、トップリーダーである校

長先生は、出勤も退勤も定刻にしていただきたいと思うのです。早めに来たい校長先生もいるかもしれませんし、

遅くまで仕事をするという校長先生もいるかもしれません。でも、校長が定刻で出勤・退勤時刻を決めていただ

くと、おそらく教頭先生・副校長先生の動きが変わってくるし、そのことが職場の生態系を作っていけると思い

ます。朝は７時 45 分でも８時ジャストでもだいだいそのくらいの時間帯に校長が出勤する。終わりは５時 45 分

あるいは６時でも校長がそこで退勤する。校長の出勤する前、退勤後そこにこそ、副校長・教頭先生が校内でい

ろんなお仕事を進めていきやすい環境があるわけですので、是非校長はですね、定刻出退勤をしたほうがいいん

じゃないかなと思っているところです。 
副校長・教頭先生は、校内を回って歩くわけですけれども、私は教頭時代、校内を歩くときには７つ道具が必

要だと思います。その中に絶対必要なのは、軍手だと思います。たかが軍手、されど軍手。人間って不思議なも

ので軍手と長靴をはけば何でも触れて、踏み入れることができる気持ちになります。そして、７つ道具の一つに

メモ帳というのが必要だと思います。だんだん年を重ねていくとあっこれはと気がついても、急いで職員室に戻

ってメモしなくては、と思いながらも途中で誰かにあったらもうすっかり忘れてしまう。メモ帳は必要なんじゃ

ないかなと思うところです。 
 職員室での教頭先生・副校長先生のデスクワークですが、私は、自分もそうしましたが、できるだけ学校の日

課表通りに仕事の内容を考えてしたほうがいいのではないかと思います。休み時間と授業時間とチャイムで区切

られているのですから。ずっと職員室でパソコンを打っている教頭さんがいたとしたら、休み時間に戻ってきた

先生たちの間では、その教頭先生に声をかけるときに、「教頭先生、お仕事中すみません」パソコン打っている

ときだけ仕事だと思っているのです。私は、休み時間はフリーに「何でも声かけていいよ」というふうにむしろ

副校長・教頭先生は、フラフラされていて、そしてチャイムが鳴って先生たちも教室に散らばっていったら、そ

れからデスクワークのパソコンを持ち出すというような日課表で動いていくということが大事なのではないか

なと考えているところです。今日はせっかくの機会ですから、先ほど研究部長の新納先生の主旨説明３つの視点、

というお話がありましたので、それに見合うような形で具体的な実践例を踏まえていくつか申し上げたいと思っ

ております。 
 初の視点の１番目の創造的な学校組織という組織マネジメントの話ですが、私は円滑な学校運営をするため

の押さえ所として、毎年度、校務分掌と日課表は見直したほうがいいと思います。毎年度。もしもですね、結果

的に見直しの話を教職員としていても結果として昨年度と同じだといってもかまわないと思います。でも、見直

していくことが大事だと思います。校務分掌と言うのは実は、見直していくその途中過程で学校像というのが見

えてくる。日課表は、このチャイムはこれでいいのか、この時間帯掃除の時間はどうなんだということを見直す

ことによってその学校の児童生徒像が見えてくるのではないかと思います。従って、是非校務分掌と日課表は毎

年度見直したほうがいいと思いますし、前年度の見直しを図るには、私は、その前年度の学校日誌と職員会議録

と旅行命令簿この３点は 1 回全部見てみると大体その流れがわかりますし、何が問題点であるか見えてくると思

います。転勤して次の学校にいって 初の教頭の仕事としては、私はまず前年度の職員会議録、そして学校日誌、

旅行命令簿、特に小学校の校務分掌組織というのは、私は中学校と校務分掌組織の作り方は異なると思います。

中学校は教科等ですから専門性を追求してそれぞれ研究部会と称しての教科部会が出来ていると思いますが、小

学校は必ずしも専門に長けているものがその部を組織するということはないのです。むしろ小学校は、女性の教

員も多い中にあって、私は校務分掌に均等化を図っていかなければ難しいと思います。そのためには、前年度の

旅行命令簿も見れば、一目瞭然です。そこをちょっと集計すれば片寄りが見える。結局出張は、自分のクラスを

自習にするか誰かに見てもらうかということですから。均等にどのようにその組織を作っていけばいいかを考え

ていったほうがいいと思います。自慢じゃありませんが私は、小学校の校務分掌組織の作り方は得意です。小規



模校、中規模校、大規模校に併せて、その組織の作り方、編成の仕方というのはそれぞれ特色があるんです。

も大事なのは、主任をどこから決めていくかなんです。教科等の主任を。生徒指導主任もやり、学年主任もやり、

何でもやりと一人に重責が担ってしまうような形はないのかどうなのか。主任の決め方をどこから手をつけるか

ということも重要な要素ではないかなと思います。 
 校長への報告は２度するということをいつも考えていました。教頭時代は。校長への報告は２度する。それは、

ひょっとすると所属教職員が副校長・教頭先生に報告するのも同じだと思います。報告は２度するということが

実は学校全体に、あるいは校長に、教頭先生のお仕事に安心感を与えていくんじゃないかと私は思います。指示

をしてその先生にやっていただくとしたならば、待つということは大事です。いつまでにしてくださいという話

をしたら、やっぱりその期日までは待つということが大事ですから、これがなかなか待てない。校長も同じで、

教頭さんと話をしていても「いったいあれはどうなったの。」と聞きたくなってしまうものです。私は、途中過

程で一回報告をするということがあるととても安心感や安定感がでると思います。是非、そういう形で、途中で

もいい、まだぜんぜんうまく決まってないという話でも１回、途中過程で報告をする、報告は２度するというこ

とが大事だと思います。公立学校は特に小中学校はまだまだ未開発地域だと思います。もっともっといろんなア

イディアを出して、いろんな形で進めていけるのではないかと思います。 
小中連携という話もありますが、必ずしも校舎が一緒でなくても併設してなくても、ハード面の施設設備がな

くともソフト面の教育の内容で小中連携というのは図れるのではないかと思います。近隣の小中学校児童生徒に、

なぜ算数から数学へ名称がかわるのかということだって答えていけると思います。算数・数学研究会を作って、

小中連携の、お互いに５、６年生の教科書と中１、２年生の教科書見合わせるだけでもずいぶんかわってくるの

ではないかと思います。小中連携は特に私は、できることからはじめていく、できないことは無理しないという

ほうが長続きすると思うのです。小中連携を組んだら一生物ですよ。なかなか簡単にそれをやめるということは

出来ないと思います。一生物の仕事は、出来ないものを無理していくとなかなか 後厳しくなりますから。例え

ば、近隣の中学校と話をして、当時やったのですが、小学校の卒業式に中学校の生徒会の会長さんをそこの校長

先生と同じように来賓でお招きする。そして、卒業式のとき来賓紹介をし、何々中学校校長何々様、同生徒会長

何々様と紹介する。するとその生徒会長は立ち上がって「皆さん方が中学校に入学するのを心待ちにしています」

くらいの挨拶をする。そして、いよいよ入学式にいったら２年生の生徒会長が今度は新３年生になり、新入生を

受け入れていく入学式で生徒会代表として挨拶していると、「あ、あの人は僕たちの学校の卒業式に来てくれた

人だ」。私は、わずかそのくらいでも連携という点ではずいぶん変わっていくのではないかと思います。それか

らその学校運営上それぞれの先生方の授業を見て、授業の中でつまずいていることがもしもあったら、それを指

導していくというときに、無理して教室に入っていくということよりも是非、校庭の体育の授業の時間割は自分

の手帳にいれておくべきだと思います。外でやってる体育はすべて公開ですよ。隠し様がありませんから、そこ

でちょっと何気なく草取りか何かしながら子どもの扱いを見ているとだいたい先生の指導ぶりがわかります。そ

して、その体育の授業が終わったときに草取りを自分もちょっとやめて一緒に汗をふきながら、職員室に戻ると

きになんとなく立ち話をしながら、歩きながらちょっと重要なことも授業を褒めながら話をしていって、共に職

員室に戻る。その段取りを踏んでいけば、特に小学校などは、すべての教員に話していける絶好の機会です。 
 視点の２つ目の安心・安全な学校づくりということですが、この危機管理については、どう考えてもボトムア

ップよりトップダウンだと思います。教育委員会の指示待ちでは、危機はなかなか回避することは難しいです。

台風がきているのにいつ子どもを帰せばいいのですかと教育委員会に尋ねることももちろん大事でしょうけど

も、帰ってくる教育委員会の答えが、「では、全部の市内の学校の様子を聞いた上でまた改めて返事をします。」

ということでは、川のすぐそばの学校は、もう土手から水があふれそうだという状況があるわけです。私は、危

機管理というのは、トップダウンでいかざるをえないことがあると思います。その時に校長の判断としてやっぱ

り頼りになるのは、ぶれない教頭の参考意見だと思います。このぶれない教頭の参考意見という点では、小雨が

降っている朝の運動会の判断も同じです。校長はずっと天気を見ながら実施すべきかどうか悩んでいる。教頭も

一緒になって悩んでいたらなかなか決まりません。一貫して校長先生やりましょうと、そして 終的にそれが中

止になったとしても、校長の責任の取り方というのが出てくると思います。私は、危機に直面した時にトップダ

ウンでいくという考え方で進めていったほうがいいと思いますし、3･11 以来、学校はその対応にレベルをもっ

と上げていかなくてはいけませんし、地理的条件という点でも、地形的、海抜までどのくらいだということを考

えていかなくてはいけないような事態になっていると考えます。 
日常の変質者、あるいは侵入者等の危機管理に対しても、私は、まず学校の中で出来ることは何かというと、

徹底してあいさつをさせることだと、もうこれは皆さん百も承知だと思います。校門の中の文化では、私は、子

ども達に「あいさつは相手より先に、相手を選ばず」ということを徹底させるべきだと思います。門から一歩外

に出た社会は、残念ですがあいさつはだれでもしてはいけませんよということになっているかもしれません。で

も少なくとも、門の中では相手より先に相手を選ばずということを指導すべきと思います。とある学校で、私も

それは真似しましたが、正門から管理棟の職員室、事務室あるいは校長室等があるところの正面玄関まで、正門

から歩道、一本道をずっとペンキで書いてもらって、そして矢印をつけて「職員室はこちら、事務室はこちらで

す」という矢印をずっとつけて、正門から入ってきたお客様にすぐ管理棟に入ってきやすくしている学校もあり

ます。これはいろいろな相乗効果を生みます。それを PTA や保護者会でもそして、子ども達にも徹底して、門



から入ってくる方は必ずこの歩道の一本道を通って管理棟にくるのだと、それ以外にふらふらと出歩いている横

道にそれる人は要注意、ということを徹底すべきだと思います。そのことによって PTA や保護者の方も学校に

くるときのある意味での規則的なものも、それぞれご認識いただけることもあります。   
地域の方に「下校時間に見守ってください」とお願いするのでしたら、学校から子どもが何時に帰るのかとい

う時間を知らせなくてはいけないと思います。年がら年中、外に出てみてもらう訳にはいきませんから。それな

らば学校内を整備して下校時間をきっかりタイムにしてわかりやすくする。低学年なら２時、中学年なら３時、

高学年なら４時、おおむねこの時間帯に学校を出発させます。そうすると町の中のラーメン屋のおやじさんが、

自分の店のウィンドウの前へ子どもが集団で通るときに逆算して、うちなら３時 15 分くらいに通過する。「あれ、

今日はまだ来てないな」と。いつのまにか子ども達の様子が、ひとつの町全体が守っていく風景を作っていくこ

とも出来るわけです。私は地域にお願いするのでしたら、学校も自ら努力をして、下校時間をきっかりタイムに

なるように校内でおおいに話しあうべきだと思います。３時に下校させるのに２時半で帰りの会も終わった、30
分間時間をもてあます。そういうときこそ担任と子どもの放課後のふれあいなど、何かができるはずです。 
 視点の３つ目の行政の関与や地域との連携ですが、「地域連携」というこの４文字には相手が誰か顔が見えま

せん。誰ですか、地域って。地域連携っていいますけど、どの方のイメージなんでしょう。私は地域ということ

に関しては２通りあると思います。学校に隣接されているいわゆる、近所住民の方々の地域とその方々以外の学

区内の地域の方たち。その２通りをあるとしたならば、近所付き合いのお隣さんは、常に例外的な感覚でお付き

合いしなければうまくいかないと思います。どれだけ子ども達や、学校のチャイムや放送でご迷惑をかけている

か計り知れないところがあります。したがって、そこの２種類をわけて考えることが大事だと思います。 
教頭の業務の中で、弱点というのがあると思います。人によって様々でしょうが、一つは予算関係、２つは保

健関係。どうしても予算と保健については、なかなか難しい。ましてや予算というのは市町村立ですと、自治体

との予算の編成時期と学校が考えている時期とぜんぜん違うわけですから、ここが難しいところです。自治体の

予算編成に合わせざるをえません。ところが夏休みが終わるころに来年度備品等の予算を考えてくれという話が

飛び込み、そこに合わせていったところが、４月に人事異動で人がかわり、当時考えた者たちが異動でいなくな

った。そして夏休みの今頃納品される、ダンボールのまま教材室にある。いったいこれは、誰が考えて、誰が注

文したのかわからない。この夏休みを使って、空いている教室のどこかに今年度、購入した備品類をダンボール

から一回全部あけて、「展示会」をした方がいいと思います。そうすると、「あっ、算数・数学はこれを今年買っ

たのか」ということがわかり、一回全部、展示会をして新学期になったら各部署の者たちに片付けるのも含めて

それを持っていくついでに展示会を見させるということが大事だと思っているところです。 
地域住民の話ということですが私がよく使った手法は、学校の周辺に犬を散歩させている人と絶対親しくなり

ました。よく見たら一軒や二軒ではなく結構な数の人が犬と散歩しているんです。その犬の散歩をしている人と

親しくなったら、学校は今、警備保障で夜いないわけですから、休みも。学校の変化の第一発見者になりえるの

です。犬を散歩させている方も教頭先生や副校長先生や校長先生と親しいということが実は家族には結構なステ

イタスになっているのではないかと思います。犬の散歩をしている人と親しくなるという方法は、誠に簡単です。

飼い主の名前なんかどっちだっていい。その犬を見かけたら犬を徹底して褒める。「大きな犬ですね。立派です

ね。番犬としてはすばらしいでしょう。」「かわいいですね。名前なんていうんですか。チビですか。まあチビチ

ビかわいいな」犬好きの人は、犬が好きな人はみんないい人だと思ってくれるはずです。是非、犬から入って犬

の散歩人の方と仲良くなっていただければ、学校の安全等も含めて大変有効になるのではないかなと思います。 
いずれにしましても、私は、教頭先生や、副校長先生は、校長先生を裸の王様にする方法は知っていると思い

ます。校長先生も教頭や副校長を経験していたら、どういう形で裸の王様になってしまいそうかも良く知ってい

ると思います。私は、是非ひとりぼっちにしない教育の推進は、校長室も含めていただいて、もしかするとひと

りぼっちのひとりというのは、校長に関しては孤独という字のひとりかもしれません。是非ひとりぼっちにしな

い教育を推進していただければと思っているところです。ありがとうございました。 
 
司会：金山先生どうもありがとうございました。ひとりぼっちにしない教育ということを、子ども・教職員そし

て校長先生まで含めた形で、副校長先生・教頭先生の職務や役割の重要性と小さなアイデアを積み重ねていくこ

とによって、学校の様々な幅広い運営を円滑にしていくというそういう具体的なお話をいただいたところだと思

います。では、引き続きまして、勝野正章先生より今のお話に少し関連付けながら 10 分ほどお話をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 
 
勝野正章先生：はい、ご紹介いただきました勝野です。パワーポイントのほうお願いできますでしょうか。今日

のこのシンポジウムでこの場にいるというのは大変私、恐縮している訳でありまして、金山先生には、志木市の

教育改革の中心人物として活躍されていた当時から随分、ご指導いただきましたし、今回のシンポジウムのコー

ディネーターを務められている浜田先生は、私にとっては、ほとんど研究領域が同一で、そしてわたしにとって

は大先輩であるという方でありますし、佐藤先生は一時期おととしまでは同僚ということもありましたが、実は

私にとっては、大学院時代の先生でありますので、この場で私が何かお話をするというのは大変、本当に恥ずか

しい思いがしています。特にいくつか今日視点をお示ししていただきましたけれども、教師同士の学び合いによ



る創造的な学校組織を副校長・教頭先生方がどう作るかということこれに関してもこの間３年、４年ぐらいでし

ょうか。この全校教の研究大会にも出させていただき、副校長・教頭先生方から全国の先生方から学ぶというこ

とをしてきましたし、また何よりもやはりこの理念といいますか、哲学ということに関して言えば私は、佐藤先

生から教わったことが大変大きかったというふうに思っています。おそらくこの後佐藤先生から具体的な学校作

りの事例ということに即して、お話をいただけるというふうに思っているので、私の話は短く端的にしたいと思

っています。 
私自身も教師同士が学びあうということの重要性を本当にしみじみと痛感しているわけですけれども、一方で

それは大変難しいことだなと本当に重要で今求められていることの第一なんだけれども、大変難しいことなんだ

なというふうに思っています。端的に言ってしまうと教師同士が学びあうということ、そこには非常に大きな苦

しみとか痛みというのが伴うのではないかというふうなことを思っています。何よりも学びあうということが本

当に成立するためには、考え方や違い、これを子どもの理解ですとか授業感ですとか教育の哲学といったところ

ですね、そういったところに関わってお互いの違いをやはりさらけ出さないと本当の意味での学びというのは、

おそらく生じないはずなんですね。そうではなくて、一位って言うことを安易に求めてしまうとなんとなく学び

あったかなぁという雰囲気は残るんですけれども、でもそこで本当に一人一人の先生として同僚同士として、お

互いの教育実践に対ししっかり責任を持ち合う、そういう教師同士の学びあう組織にはなかなかなっていかない

というふうに思っています。こういう学びあいという組織の中では、学びあいというところでは、お互いに教育

の専門家として、やはり権威をお互いに発揮しあうということが当然求められてくるんだろうと思うんです。そ

れは経験が浅い、長い、歳が上である、下である、初任者である、ベテランであるということを問わず、すべて

の教師がやはり、一人一人が、教育専門家であって、自分がしっかりとした教育感を持ち、それを鍛えていく。

それで、互いに自分自身の教育実践だけではなくて、互い互いに教育実践に対して責任を負い合うというような

ことをしていかないと、本当の意味での学びあいの学校組織というものにはなっていかないんだろうと思ってい

ます。佐藤先生がお使いになっている言葉だと思いますが、「協働・信頼・責任の文化」という言い方をされて

いますけれども、本当にこの「協働・信頼・責任の文化」というものを学校に根付かせるというふうなことは簡

単なことではない、しかし、それだけに求められていると 近つくづく思っているところです。今、申し上げま

したように、教師が学びあうということを考えたときには、何よりもまず学びということが成立するためには自

主的・自発的に先生方がそこに参加をしていかなければいけない。本当に学びたいんだということでそこに関わ

っていくということが必要になりますから、やれと言って学びあいの組織というのは作れるわけではないんだろ

うと思います。それから先ほども申し上げたことですが、基本的にはこの学びあいという場では、職階ですとか、

年齢ですとか、経験だとかということは関係なくて、やはり対等･平等であるということです。それからやはり

大事なことは、その違いから学ぶということで「あっ、こういう見方があるんだ」と、お互い学びあうことが大

事なわけですから、これ繰り返しですけれども、安易に一致していくということを目指すような学びあいはあま

り実は生産的でなはいような気がしています。 
もう一つ学びあうということが成立するために大事なことは、やっぱり時間ということがすごく大事だと思っ

てるんですね。確かに今、非常に短いスパンで成果を出さなければいけない、挙げなければいけない、という要

求はかなり強くなっていますけれども、でも本当に学びあいをしていけば、結果的にはその成果として学力はつ

いてくるんだと思うのですけれども、 初からその成果を挙げるとか、結果をみて説明責任を問うということを

目的にして、学びあいをはじめようってなるとこれ、なかなかうまくいかないんじゃないかなっていう気がして

います。それはどうしても短期間になってしまったり、短期間でということを意識してしまったり、違いから学

ぶということよりは、とにかく成果とか説明責任ということになりますと、みんなで一致してというところが強

調されてしまうので、それは大事なことではあるんですけれども、なかなかそこのバランスというのは難しいと

思っているんです。学びあいの組織という言い方をして、それは決して間違った言い方ではないと思いますが、

今申し上げてきたようなことを考えてみると、案外そのコミュニティーという考え方のほうが近いのかなと、組

織というとやはりある目的が明確になっていて、ある意味ではそこで指揮、命令ですとか指示、上の人が言った

ことをきちっとしたがっていくというのことは必要になる。求められる部分ですけれども、学びあいというのは

やはりちょっと性格が違ってるような気がしています。ですから、おそらく、今まで今ここにいらっしゃる教頭

先生や副校長先生の中にもたくさんご自分の学校で学びあいの組織というのを作られようとしてきた、様々なこ

とを試みられて実践をされてご尽力をされてきたんだろうと思いますけれども、単に例えば校務分掌を作ってみ

るとか、なにか組織の新しいものを作ってみるというだけで学びあいが本当にその学校に根付いていったかとい

うと、たぶんそういうことはありえないような気がしてきているんですね。ただこの場合そのコミュニティーと

いうのは繰り返しですけれども自主性・自発性ですとか対等・平等ということはありますが、非常に古い封建主

義的なコミュニティー地域ではなくて、お互いの違いを認め合ってそこから学べるそれのために自主的・自発的

に参加するとか対等平等なんだということが重要であるようなコミュニティーだということです。具体的に副校

長先生・教頭先生がこうした学び合いをどういうふうに作っていくかということなんですが、私はコミュニティ

ーということも申し上げたように、組織を作るというよりはどちらかというと育てるという感覚が近いのかなと

思っています。あたかも植物を育てるかのように、学びあいの共同体ですね、佐藤先生の言葉で申せば学びの共

同体なんですが、これを育てていくという発想に近いんじゃないかと。そうなってくると種があり、養分・水・



光、そして光がありそして、一つ重要なことは植物が育っていくのに障害になるものというのがあるわけですけ

れどもそこから守るということは実は副校長・教頭先生のリーダーシップとして大事なのではないかなぁという

ことを思っています。 
種ということではいろんな仕掛けや働き掛けていうことをすでに先生はなさっていて、おそらく今日も明日も

この交流をなさるのだと思いますし、金山先生のお話で今日、聞きことができるかなぁ、教えていただけるかな

ぁと思って少し期待をしていたんで、また後でお話をしていただければと思いますが、金山先生自身もその学校

に学びあいをどうやって作るかということで様々な仕掛けや働きかけを現職の先生だったときにされてきてい

るわけなんですね。その話も是非聞かせていただければと思います。 
それから、養分という意味では、やっぱり時間は本当に大事だろうと、あまり短時間でこういう学びあいとい

うのが学校の中に根付くというふうに考えないほうが私はいいのではないかというふうに思ってます。 
それからもう一つ植物が育つためには光が大事ですけれどもこれは副校長・教頭先生が学びあってるというこ

との価値を是非認めてほしい。皆さんたくさん先生方、例外なくやられていることだろうと思いますけれども、

私は、直接すぐ成果に結びつくというものではないだけに、この先生方が学びあってるということの意味をお互

いに確認できるということが是非必要で、これはある意味では、リーダーシップを発揮して副校長先生・教頭先

生たちの立場で、今先生たちが学びあってるということは学校にとってもとても重要なんだ、子ども達の学びに

とって意義のあることなんだということを、常に語りかけて価値を認めていくということがとても重要なんでは

ないかなぁというふうなことを思います。 
 視点の２のところは、これは、安心・安全な学校づくりということで、本当に昨年度のこの私が関わらせてい

ただいている教頭会の調査を見ても、防災教育ですとか、そういったところが重要な課題であると答えた先生方

が、大変増えられました。多くの学校でその防災教育で実際にトレーニングなどもなさっていて、実際、これ真

剣トレーニングをやられている学校というのは現実に何かが起きた時に、しっかり対応できるそういう備えが作

られている学校だと、これまで少数ですけれども実際に拝見をしてきて思っています。やっぱりきっちとやって

いるところとやってないところというのは違うんだなというふうなことを思っています。 
それから、先ほどの基調報告、 初の主旨説明のところにも、先生からもありましたように、いじめや自殺の

ない学校って本当に大事で、今、課題になっていることもありますし、それから、教職員のメンタルヘルスのこ

とも触れられました。教職員が生き生きと働き続けられる学校ということですね、職員室の担任というふうに副

校長先生・教頭先生は呼ばれることがありますが、金山先生のお話にありましたように、やっぱり先生方のそう

した健康面に真っ先に気が付かれる可能性がある、気が付かれる立場にいらっしゃるのが副校長先生・教頭先生

でいらっしゃいますので、本当に大事な視点だろうと思います。ただこれは、私が申し上げるのは蛇足なんです

が、副校長先生・教頭先生自身が率先して健康ということ管理を大事にしていかないと、大変なことになるなと

思っています。 
先ほど控え室のところで、大分県の教頭先生のお話を伺ってましたら、朝６時半に出勤して帰りは普通が８時

半であるということです。調査を見ても、実はこの 10 年間ぐらいの間に 1.5 時間勤務時間が延びているんです。

教頭先生・副校長先。すごいことですよね。10 年間で 1.5 時間、勤務時間が延びるというのはいったいどういう

ことなんだろうと思うわけです。すでに全国平均でも 12 時間を越えてますし、おそらく、実感としては 13 時間

ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですね。そういう中で教頭先生ご自身が、副校長先生ご自身が、まず

は健康生き生きと働き続けるということを大事にされることが、大事なのではないかなぁというふうに思います。  
安心・安全ということでいうと、これも実はさきほど学びあう組織というところとも関わってくるんですが、

お互いにやっぱり信頼できる、っていうんでしょうか、やはり子ども同士の関係でも教師同士の関係でも、子ど

もと教師の関係でも、例えば教師同士の関係でいえば、つらいとかちょっといろいろな気持ちが沈んだとか、体

調が悪いですとか、家庭のいろんな事情があるんだという時に、これやはりしっかりと口に出せる、信頼できる、

それがやっぱり安心できるということだろうと思います。金山先生が独りぼっちにしないということをおっしゃ

ったのは、まさにそのとおりだろうと思います。それから、こうした安心・安全の文化といったものを学校に作

っていく上で特に、リーダーと言われる人たちに求められるのは、３つくらいあるというふうに、どうもいくつ

か本を読んでいると、出てきたなぁというふうに思っているんですが、1 つはやはり、先生方に対して、配慮、

ケアを示すということです。気にするということですね。心配をするということです。心から心配をするという

ことです。それから２つ目はある意味ではやっぱり技術の部分がありますから、避難訓練ですとかいったところ

で、範を示すというんですかね、それも大事だろうと思います。それから今いろんな危機管理マニュアルですと

か、対応のマニュアルですとか、あるいは法令等がありますから、それはやはりリーダーとして、しっかり重視

を徹底させていくという側面もあるかと思います。 
 ３つ目の、地域との連携ですとか行政の関与というところですけれども、本当に連携が必要であるというその

背景や目的が今どれも重要になってきていると思いますけれども、１つはこれも佐藤先生がお話、ずっと主張さ

れてきている議論されて生きている、学びの共同体の中の１要素としての保護者地域住民の学習参加ということ

があるかと思います。 
それから２つ目は、１番と重なるところもあるんですが、地域の教育資源の活用ということが言われていて、

まあそれによって本当に豊かな教育活動ができるという、側面があると思います。これもこの後の明日以降の分



科会でもこうした報告がいくつか見られるようです。 
それから３つ目は、むしろ地域と学校を一体的に発展させようという背景がここに出てきていて、例えば高齢

化や過疎化が進む地域なんかですと、地域再生の一環として学校教育を充実させようと、学校を充実させること

によって地域も発展させていこうというような、ちょっと政権が変わったので言葉として使われなくなるかもし

れませんが、共助というふうな言葉が前の政権の時には使われてましたが、そうした新しい公共ですとか共助と

いうふうなイメージでよく使われるようなことがあるかと思います。 
それからもう１つはかなり深刻な子どもの育ちの環境の劣化ということがあって、地域と切り離して学校教育

を進めることがそもそも困難になってきているということだと思うんです。例えばスクールソーシャルワーカー

が 近いくつかの地域では取組みを展開しはじめているということなどもこうした背景と密接に関わっている

んだろうと思います。地域との連携をどう進めるか、今、申し上げたようないくつかの視点・背景・目的は大変

どれも重要ですからますます地域との連携は重要になってくると思います。現実問題として、副校長・教頭先生、

実は一番この仕事に時間をかけてらっしゃるというのが今の現実ですし、また先生方自身の気持ちとしてももっ

とやらなければいけないという気持ちをもたれているということもわかります。ただ一方で、負担感はやはり決

して小さくないはずですので、私は、非常に具体的な判断は難しいんですが、それぞれの連携の目的ということ

に照らして、副校長・教頭先生の貴重な時間とか労力をどう使うかということは、やはり賢明に判断するという

ことも必要なのではないか、ある意味では切り分けるということは私は必要ではないかなと思います。学校教職

員本来の仕事にこうした連携が支障を生じないようにするという原則を確認しておいたほうがいいと思います

し、地域・子ども教室ですとか、放課後子ども教室などの運営でもなかなかうまく切り分けられないですね。実

際には、教育委員会部局ではないということがあって、管理は学校が直接やってなくても、やはり子どもはいっ

しょだから、先生方は気になる、いろんなとこで情報交換もする、そこで時間も使うというもあると思うんです

けれども、そうした微妙なところ、難しいところも考えながら、やはり賢明な判断ということは重要ではないか

なと思います。 
 後ですが、外向きの連携ということも重要なんではないかなと思っておりまして、なかなかこの地域連携と

いうことになりますと、学校と地域がいっしょになってというところはいいんですが、学校と地域が自力で解決

できる、あらゆることが自力で解決できるというのはなかなか難しいことで、現実にはそうはいかないことがも

多いわけです。例えば必要な人的・財的・物的資源とかといったことを学校と地域が一緒になって、広い意味で

は社会にしっかりそれを訴えかけるとか、行政・教育委員会に要請するというようなことが私はもっとあっても

いいかなということも思います。それからもう 1 つ視点の３のところには、はっきりとは出ていませんが、やは

り教育委員会だけではなくて大学との関係も重要で、特に学び、その学びあいの組織を作るという点では、この

大学も含んだ学びのネットワークを広げるということが大事ではないかなと思っています。 
 かなり時間を 10 分間オーバーしてしまいましたので、駆け足でしたがここで、終わりにしたいと思います。

どうもありがとうございました。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございました。多少時間をオーバーしましたけれども、討議の時間をなるべくとり

たいので、すぐに佐藤先生のお話に移りたいと思います。大丈夫でしょうか。 
 切り替わりましたでしょうか。はいじゃよろしくお願いします。佐藤先生。 
 
 
佐藤先生：佐藤です。昨年度に続き、昨年度は基調講演をさせていただき、また今年も参加させていただきまし

た。時間も限られているようですので、かいつまんで申し上げます。結論的に言いうと、金山先生の部分と一致

する話をしようと思っていまして、どの子どもも一人にしない、どの教師も一人にしない、そういう学校はどう

作れるかということですね。なぜそういうふうに結論を持ってくるかということを申しますと、つぶれる子ども、

それから低学力の子ども、荒れる子ども、皆一人です。つぶれる教師、病弱な病気になってしまう教師、それか

ら未来を失ってしまう教師、希望を失ってしまう教師、皆一人です。ですから、これからの学校づくりを進める

上で、今の金山先生が結論的に言われたことをどう実現するのか、一人残らず、どの瞬間もという言葉を僕はつ

けてるんですが、どの瞬間もどの子どもも一人にしない。どの瞬間も、どの教師も一人にしない。そういう学校

づくりをすることが、是非必要だということでございます。 
じゃなぜ、現在の学校は子ども一人一人を一人にしてしまってるのか。なぜ現在の学校は教師たち一人一人を

一人にしてしまってるのか。まずそこから考えなければいけないのです。結論ははっきりしています。現在の学

校が 19 世紀末から 20 世紀の初頭にかけて、大工場生産システムをモデルにして作られた学校だからです。今か

ら一世紀近く前ですよね。その学校の形態が未だに続いているわけです。教室で一斉授業というのはいい形です

よね、典型です。あれは黒板でしかつながってないですよ。お互いみんなバラバラ。教師とでさえつながってな

いんです。職員室に行くと、教師たちもそうです。小学校の学級担任制、全部教室を閉ざしてる。職員室でしか

つながってない。校長はどこにいるか。いつも校長室にいます。結局、今の学校の構造そのものが、かつて 100
年くらい前に作られた一人一人を孤立させてしまうシステムの中に組み込まれてしまっている。これが一番根本

問題です。今日問題にしたいのは、21 世紀型の学びを実現する授業の改革と教師が学び育ちあう学校づくりで



す。これをどう変えるかということです。21 世紀型の学校というのは、簡単にいうとここです。これはぶっ飛

ばします。先ほど話をした産業主義の社会が、ポスト産業主義の社会に変わったわけですね。それに伴って教育

の改革も著しくこの 30 年起こっています。国際的に起こっている。簡単にいうと、先進諸国で言いますと、質

の時代に入ったんですね。質と平等の同時追求をやっている国だけが改革だけは成功している。文献改革による

学校のオートロミー、それから教師の創造性、それからプログラム型、これはまあ周到型といってもいいと思う

のですが、それからプロジェクト型、思考探求型へのカリキュラムの転換。それから一斉授業から共同的な学び

舎への転換。それから教師たちが学びあう共同体としての学校の役割。こういうふうに変わってきたわけですね。

教える専門家から学びの専門家、これはヨーロッパの風景です。もうすべてそういうふうに変わっているわけで

すね。どの国ももう一斉授業はやっていません。それから教師たちの役割は、専門家共同体をどうやって作るか

ということを中心に動いています。つまり、研修を中心に動いているということです。マネジメントの中心も プ

ロフェッショナルデヴェロップメントです。これは（図を指し）左上がフランス右上がドイツ、左下がフィンラ

ンド、右下がアメリカです。これは同じように、今世紀の 1998 年から 2003 年に渡ってアジア諸国はすべて教

育改革・学校改革の根本理念を出しました。それがやっぱり 21 世紀型学校への転換でして、同じようなことが

アジアでも起こっているわけです。（図を指して）左は上海、右上は韓国の高校、左下は北京ですね。1890 年代

にもうこうなってた。北京はね。右下これは、ハルビンです。 近は東南アジアにも広がっているということで

すね。インドネシアです。上はね。それから下は台湾です。というふうに 21 世紀型のタイプの学校に変わって

きているということです。私はご存知のように、学びの共同体としての学校の改革を進めてきましたけれども、

一言で言えば、21 型の学校を作るということですね。子どもを誰一人一人にしない。共同の学びを通じて質の

高い学びを創造する。学校を教師たちが専門家として成長し合える場とする。一人残らず成長しあう場所にする

ということ。まあその理念というのは、ありがたいことに、現在、中学校で 2000 校、小学校で 1500 校ぐらい、

高校でも 500 校ですね、まあ普及している、そのシステムを取り入れている。ここにもずいぶんいらっしゃると

思うんですけれども、公立学校の約１割ですから。昨年調べたら公開研究会を全国で 1000 回やっているんです。

1000 回以上やっていますので毎日３回以上どっかでやっていますので、その学校を訪問してみていただきたい

と思います。そこでの１つの形なんですが、これなんかは（図）、左上は、これある地域のある学校です。名前

はちょっと言えませんが、８割以上が要保護、準要保護で、３割以上がニューカマー、３割以上が特別センとい

う学校。これで学力が全国平均を上回りました。とんでもないことです。もちろん日本で 低レベルだったと思

います。右上の方の、中学校。これ中学校は、左下もそうですが別の中学校ですが年間 800 枚窓ガラスが割れた

学校です。1 年後には 1 枚もわれなくなりました。不登校も８割なくなりました。右下はですね、高校です。300
人入って 200 人やめた高校です。１年後には 10 人以下になりました。退学者がですね。大学進学率は３％～70％
までいきました。というようなことがなぜ起こるかということなんです。ここで問題にしたいのは、なぜ起こる

かということなんです。そのことを少しお話したいと思います。時間もないのでポイントだけね。まず、学校の

改革をやる前に、校長の役割、副校長・教頭の役割の見直しが僕は必要だと思うんですね。勤務実態調査ってや

ってますでしょ。あの調査でね、あるところに、校長・教頭調査というのがあるんです。校長・副校長調査って

いうのがね。これ調べてるとね、64 カ国中で調べてみました。日ごろどこにいるか。日常的にどこにいるか。

日本の教師は 96％が校長室です。ほかの国々は 70％以上が各教室です。つまりね、校長・副校長は日常的に教

室にいるんです。やっぱりそういうふうにスタイルを変えなければいけないと思います。どの教師も一人にしな

い。校長・教頭が教師を支えていく。それから困った授業、例えば破綻した教室が起こった場合どうしますか。

という問いもあるんですね。そうすると日本の校長の 90％以上がまず職員室で事情を聞くという。呼んでね。

その職員から事情を聞くと、校長室でね。海外は、調べてみたら 80％以上がその教室に行ってその教師のアシ

スタントをするというんですね。支えるという意味ですね。このあたりを僕は変えなきゃいけないと思う。どの

教師も一人にしない。そのためには、校長・教頭がその中心になって支えていくということですね。そうなって

こそ、学校間の信頼関係が生まれるんだろうと思います。校長や副校長も含めていいと思うんですが、実は２つ

のタイプがあるんですね。ヨーロッパ型というのは教師の教師なんです。教師共同体の中心ということになって

るのかな。いわばギルド図式的な伝統を持っていますので、ヨーロッパ型の校長や副校長は当然授業します。担

当科目や担当授業数がどれくらいか別問題として、国によって違いますけれども、一般の教員と同じだけやって

る、授業数持ってる国もあれば、わずかに限られている国もありますけども、基本的には、教師の中心なんです

ね。それから例えばフィンランドなんかはまったく同じ授業数持っています。小学校の校長なんかはね。 
それからアメリカ型というのはやっぱり管理型で、管理経営の責任者で、ただしこの場合は専門家です。管理

経営行政のね。ですからアメリカの場合の校長・教頭というのは現在では、博士課程のやっぱり教育を受けてい

ます。教育行政とか教育経営の専門的な教育と受けているんですね。日本の場合、どちらを考えればいいのか。

これは、皆さん考えてみてください。僕はどうも、折衷型でいかなきゃいけないんだけども、やはり教師の共同

体の中心というのは、これまでの明治時代からの伝統だからその伝統をもっともっと引き継いだほうがいいと思

うんですね。 
その上で一番重要なのはビジョンの共有です。現在の学校はなぜうまく機能しないのか、それはあまりにもビ

ジョンが共有されていないからです。学校変えようよという声をかけるとほとんどの先生方は時間がたりない、

お金がたりない、人がいないというんですね。一番足りないものを言ってないんですよ。ビジョンです。ビジョ



ンがないとあらゆるお金を費やしても、労力を費やしても無駄になってしまうんです。現在の学校というのはご

存知のように手一杯で回っているんですね。僕はティーチングにジャグリングという比喩を使う。ジャグリング、

ご存知ですか。曲芸。３つの玉も４つも５つもまわしているね。僕は教室でも先生方も一生懸命ですよ。いろん

な子どもに対応したりね、進路のことを気にしたり、ジャグリング状態。職員室でもいろんなことやっているわ

けです。ジャグリング状態のところに、現在の改革で今一番大きな問題は、外からあれもやれこれもやれと投げ

込んでくるんです。「もう一杯です、もう一杯です、うっ！」といっているのに、ボンボンと投げ込んでくるん

ですね。ここで重要なのはビジョンを持たない校長はすべての玉を回そうとして、教師と子どもをつぶしていま

す。ビジョンを持たない教師は、すべてを回そうとして子どもをつぶしています。だからビジョンが必要なんで

す。いったい何が中心なのかね。何を大切にするのか、何を脇に置くのかという筋を立てないと全部の学校がつ

ぶれてしまうという意味でビジョンが大切。僕は、学びの改革では、一人残らず学びを保障すること、その質を

高めること、一人残らず、教師が教室を公開し同僚者を高め成長しあうこと。これ以外やるなと言っている。こ

の２つを中心にしながら後は、脇に置いていこうよ。そういうこと。つまり 21 世紀型の学校へ移行しようよと、

こういうことです。ですから学校経営において も必要な物は、ビジョンそれから中心的な仕事の場を校長室か

ら各教室に移す。私が関わっている学校の校長や教頭さんは、ほとんど校長室にいません。教室に一緒にいって

います。各教室の先生方の仕事を支えていますし、子ども達を支えています。子ども個人の学習状況の把握と教

師一人一人の支援、これに徹することだと思います。それからですね、ナレージマネジメントね。としての学校

経営をする必要があると思うんですね。現在は知識社会ですから、それぞれの教室でそれぞれの教師が学んだこ

と、つかんだことそれらを共有しあう。さらに校長がビジョンとして提供するものを知識として学校のなかで共

有しあう。知識を中心とした学校の人のつながりということ。さらに言えば教師の専門的知識を高める事を通し

た学校経営という路線を引く必要があります。つまり校内に、学びの専門家共同体を形成する。同僚性こそが一

番の鍵です。同僚性のない学校というのは、変わらないですね。変わらないとこは全部つぶれていくんですね。

ですから、同僚性はどう育つかということです。これはですね、すべての教師が教室を公開することでしか成り

立ちません。ご存知のように私は、32 年間学校で授業の、学校会に協力しましたが、2500 校くらいやってきま

したけれども、1000 校以上失敗しましたからね。その中でやっぱり一番わかったことは、一人でも教師が教室

を閉ざしていると学校は変わらないです。それをどうやって、お互いがお互いの教室を開きあって、学びあう環

境をつくれるのか。これこそがやはり、学校の改革の一番の基盤になるわけですね。そのときにやはり同僚性が

中心になる。同僚性が育った学校であれば、子どもの学ぶ権利もきちんと保障できるし、学びの質を高めること

も出来る。でも同僚性が育ってない学校では、一人二人優秀な先生が出てきても、その学校は変わらないし、そ

の学校自身が、公共的な責任としての子どもの学びの保障を達成することはできないわけですね。ですから、同

僚性こそが何よりも中心。これはすべての教師が 低年１回授業を公開する、これは強く要求していいことだと

思います。なぜなら、どんなにすぐれた仕事をされている教師であっても１年に１度も、同僚にさえ教室を開か

ない教師は子どもを私物化しています。教室を私物化しています。学校を私物化しています。公教育の教師であ

るならば、 低年１回は授業を公開すべきだし、それから同僚とともにお互いの教育を高めあうべきです。これ

は強く要求していいと思います。逆に言うと、実現できれば、学校のモラルは高まりますし、子ども達の学びの

様子が学校全体で共有できますし、学びの方向性も見えてきますね。改革は可能なんです。でもこのことが出来

ないと、絶対に改革は、どんな改革も無駄に終わってしまいます。そのことを前提に校内研修を学校経営の中核

にすえる。それから授業の研究を授業の批評から学びの省察に変えることですね。あそこは良かった、あそこは

悪かったという研究をやるからみんないやになっちゃうんです。授業を評価する教師はろくな教師じゃない。あ

のね、授業の専門家あるいは授業研究の専門家は絶対に授業を評価しません。授業の事実から学ぶことができる

んです。あれは素人だからみんな評価してしまう。ですから授業の事実から学ぶ、どこに学びが成立したのか、

どこに学びが成立しなかったのか。それはなぜなのか。どこに学びの可能性があったのかを丁寧に研究する必要

があります。こういう研究であれば、どの教師も夢中になって取り組みます。評価しないということです、授業

を。中学校・高校では教科単位でやっていてもまったく変わりません。学年単位で子どもの学びを中心に研究を

やる。それから個人研究テーマを設定するのは、とても重要です。どの学校も学校のテーマはあると思うんです。

でも、個人個人の先生方、研究テーマを持ってない。本来は研究は個人でやるものです。ですから、自分の専門

的成長の課題というのを絶えず個人で設定し、学校で共有しあうというような学校づくりが僕は必要だろうと思

います。これらはその風景ですね。驚くくらい、先生方元気になります。その上で重要なのは、学校経営の改革

ですけれども、３つの原理で考えています。学校組織とカリキュラム、共通しています。１つは、This is more.
ということです。たくさんやらない。やることを絞る。その代わり深くやる。あれもこれもやらないということ。

先ほどのジャグリングの話です。 
それから２つ目は、Simple is better.学校の組織や機構を極力単純化する。先ほど校務分掌の話もありまし

たけれども、校務分掌もほとんど僕はなくします。それによって会議が激減できるわけです。校務分掌とかです

ね、増やせば増やすほど、一見細かく行き届いた経営が出来るように見えながら、無責任体制になるんです。そ

れぞれの教師はそこしか責任を持たないんですね。協力体制が崩れてしまいます。よく冗談で言うのですが、事

実です。仲の悪い学校ほど、同僚性のない学校ほど組織が多くて会議が多いです。つまり、会議が多い学校ほど

仲が悪いということです。それをもっともっとシンプルにして、より協力しより信頼関係を強めるものにする必



要があります。あとは、Small is beautiful.出来るだけ学校の組織機構というのを小さい共同体に再組織する

ということです。以上です。 
１つはビジョンが大切。それから教室を開きあうね。パブリックな場所に開きあって、共に学びあう。先ほど

の言葉で言えば、どの瞬間もどの子どもも一人にしない。同じことが言えます。どの瞬間もどの教師も一人にし

ない。そういう学校づくりこそが、21 世紀型の学校の質の高い学びの一番基盤にあるんだということを申し上

げたいと思います。以上です。 
 
 
浜田先生：はい、佐藤先生ありがとうございました。やっぱりこんな時間になってしまいますよね。ついつい、

３人の先生の話に聞き入ってしまって、コーディネーターの役割を途中で忘れてしまっておりました。申し訳ご

ざいません。議論の時間が少なくなってしまったのですが、大変興味深いことに 後、佐藤先生のお話の中でも

どの瞬間もどの子もそしてどの教師も一人にしない、そういう学校の運営というものをいかに実現するかという

ところから、改めて佐藤先生ご自身の学びの共同体の哲学というものを、お話しいただきました。 
そして、勝野先生からは、３つの視点にあわせてお話しいただいたのですけれども、その中で学校組織という

ものの捉え方をむしろ組織というよりはコミュニティーに近いものとして、しかも、その中の副校長先生や教頭

先生の役割としては、成果主義というものを相対化してむしろ植物を育てていくような感覚で、それぞれの学校

のコミュニティーというものを育てるというそういうことが大事なのではないかというお話でした。ここもやは

り、丁寧にそして一人一人の教職員・子どもに目配りをして、ケアリングをしながら、やはりメッセージとして

はどの教師もどの子どもも一人ぼっちにしないというようなところを大きな柱にしたお話だったというふうに

私は、受け止めさせていただきました。３人の先生同士の間でもし、お互いに何か少しこの点について、もっと

聞いてみたいというようなお話、ご質問があればここで少し交換したいと思うんですけれども。どうでしょう。

初にお話し下さった金山先生、ほかのお２人の先生のお話を受けて何かご質問ございますか。いいですか。勝

野先生いかがでしょうか。 
 
勝野先生：私は先ほども少し申しましたけれども、金山先生が実際に校長先生のときになさったその先生たちの

学びを作るきっかけといいますか、種みたいなところを是非、少しお伺いできればと思っています。よろしくお

願いします。 
 
浜田先生：そうですね。先ほど植物を育てるというお話の中で、金山先生の 初のお話の中では、その学びあう

教員同士の関係作りということについてはあまり触れる場面がなかったかと思います。金山先生いかがでしょう。

その辺。 
 
佐藤先生：僕もですね、金山先生にですね、先ほど僕は 後すっ飛ばしたんですが、校務分掌とか見直しがとっ

ても必要ですよね。学校を創造的組織にするために。その分もお話されましたので、これも実例があれば少しお

話いただきたいです。 
 
浜田先生：金山先生いかがでしょう。教頭先生としても、校長先生としても、ご経験が豊富でいらっしゃるんで

すけれども、校内で教師同士が学びあうような関係作りというものを進めていくにあたって実際に、何かアイデ

ィアを実現したというようなエピソードがもしおありになれば、ご紹介いただきたいということと、校務分掌に

ついての、佐藤先生から Simple is better.というお話があったのですけれども。それを受けて金山先生からい

かがでしょうか。 
 
金山先生：私は、特に校内研修というか研修については、３種類あると思ってやってきたんですね。３種類。こ

れは、私は日本の教育しかしりませんので、日本の学校のおかれている状況の中での３種類なんですが。 
１つは、やはり教員あげての全校あげての課題研究。特に若手の先生や新任等の先生等は１つの教科テーマで、

小学校の場合は、学校あげて研究していくということが重要なんじゃないかなと思います。 
２つ目は、私は内容によっては任意自発性の研修を取り入れていくという必要性があると思うんです。特に、

生徒指導や教育相談に関することは、私はその先生が必要とするという観点から任意自発性の校内研修を取り入

れていく。私はそれをワンポイントアドバイス研修と称して、例えば教育相談的に通常学級のなかで、発達障害

のお子さんがいたとしたならば、教員になって ADHD とはとか LD とはという、そういうような研修ではなく

て、それは教員になる前にすでに今大学でもやっていますから。そういう概論的な話じゃなくて、しかもこうい

う例があるといって例を出されても、自分のクラスの目の前にいるその子と違った場合にはどうにも解らないで

すよね。従って、自分のクラスの目の前のこの子にどういうことができるのかという、すぐその場明日から使え

るような、校内研修を任意自発的に出来るような体制を作っていくと。ワンポイントアドバイス研修というのは、

ある意味では、そういう心理系の専門の方を学校にきていただいて、そして午前中、もちろんこれは教員のほう

から、うちのクラスのこういうケースについて研修を受けたいというそのニーズに応じてプログラムを組むわけ

です。例えば１つのクラスに、その心理系のカウンセラー的な人に来ていただいて、そして授業風景を見て、そ



して放課後、担任に対してそのカウンセラーの専門の方がアドバイスをするんです、担任に。それを車座になり

みんなで見て「あっ！あの子の場合はこうすればいいんだ」あるいはパニックを起こして外へ飛び出した場合に

は、残っている 39 人の子どもを見るのか、飛び出した子を追いかけるのかどっちをどうすればいいんだとか。

そういうことを担任に対するアドバイスを昨年度担任した者もいれば、場合によっては来年度受け持とうかと思

っている者もいたりする中で任意でその研修会に集まって、アドバイスをいただいた後に、意見交換をしたり先

輩教員からアドバイスがあったりという形をとりました。 
そして３つ目には、これは、佐藤学先生も先ほどのパワーポイントでご説明があったように私も、校内研修の

中には絶対に個人研究を取り上げての報告、発表会が必要だと思います。確かに今年は、国語の研究をやろうと、

そこでみんなを合わせてもいいんですが、一方では、理科嫌いの子をなくすため、こういうおもしろい実験が出

来るというアイディアを持っていたりですね、そういう個人研究的なものを取り上げて発表会、報告会をすると

いうこの３種類が必要だと思います。 
当時、私が校長の時に、臨任と初任者合わせて 12、3 人いたんですね。30 学級くらいのところで、学年に一

人や二人は必ず臨任か初任者だった。もう一触即発ですよね。 
そこで退勤の５時半から約一時間の６時半くらいにかけて一つの教室で私が 30 分間くらい話をしてあとは先

輩の教員とか意見を出し合って、あと２人くらいでいろいろアドバイスをしたり、その人の指導案を見たりとか、

そんなこといろいろ考えて、私は金山ですし、当時、教頭で八巻って書いてヤマキっていう教頭がいましたので

二人の名前をとって「金八塾」と称して、金曜日の夜８時までにはおうちに帰してあげますからっていう金八塾

というのをやったんですけど、これが、 初の頃は本当に臨任や初任の 12、3 人でしたが、そのうち中堅どころ

も入ってきました。「だから学校の先生は長い間学校にいるんだ」って浜田先生に言われそうですけども、自発

的に残ってみんなでそれを議論していってという誠に楽しい金曜日の校内教師塾みたいなのが出来上がって、私

はあれは一定の成果があったと思いますね。そして私の仕掛けは、そのガラス窓から見える教室を使ってやりま

したから、そこに PTA の役員を呼びました。20 名近くの。そして金曜の夜、先生たちが自発的に研究会、「勉

強会を開いて、未熟な教員もいますけどやってますよ」と PTA の役員に見てもらったんですよ。外からそっと。

そのことによって、うちの担任はどうしてこういう先生なんですかみたいな話が、少しづつ理解をいただいて応

援団に近づくような親がいっぱい出てきましたから。ずいぶん相乗効果をうみましたから私は単純に校内の研修

といってももちろんキャリアや年代、年齢もいろいろありますから、もう少しいろんなバリエーションの校内研

修を考えていかなければ、一本だけで無理して特に中学校などは教科を一つに定めての校内研修というのは無理

がありますよね。他の教科の先生はなかなかのりが悪くなってしまう。当然ですよね。従って同じ校内研修でも

いくつかのバリエーションをとるような、研修を提示してやっていくということが必要なんじゃないかなという

ふうに思いました。 
校務分掌についてはですね、これは、毎年度見直したほうがいい。例えば 30 年前に開校した学校が当時 20 学

級くらいの学校があるとしたら今は、わずか６学級か７学級位の学校になっているところでも校務分掌は、まっ

たくいじることなく、永遠とその組織でやってるんです。校務分掌には何々部というのもありますが、前年度の

部の活動をみて、例えば小学校に算数部会があります。考えてみたら、４月当初に各教室に大型の分度器と三角

定規をくばって終わりなんていう算数部会もあるんです。それなら部をやめて係りにして何人かでいいんじゃな

いかと。もうちょっと研究を深めてから部に人数を増やそうじゃないかとか、考えて毎年少しずついじって、し

かも前年度実績評価です。たいしたことやってなければ別に研究組織ではなくて係りにしてやってもいいのでは

ないかというのが、実はあるんですね。それは何年たっても校務分掌というのは誰かがどこかで見直さない限り

永遠と続く。大規模校などは、落し物係りとか靴箱整理係りみたいな校務分掌があるんですよ。大規模ですから

一人一役でなにかつけようって。それから安全点検、月ごとにあがってきたら、「廊下に画鋲が落ちてないか」「落

ちてる○」なんかつけてくる安全点検カードがあるんです。画鋲が廊下に落ちてたら拾いなさいよって。それを

出してじゃどうするんだ、それ校長か教頭が拾いに行くのかって話です。 
毎年度見ていくと、例えば、日課表でもチャイムは本当にこんなに予鈴から含めて鳴らす必要があるのか。そ

したらみんなで一日チャイムを５回鳴らすことにしようと。小学校は。じゃ５回はいつ鳴らせば子どもたちの生

活は、うまく動くんだというその５回をいつ鳴らすかを議論したほうがよっぽどいいと思います。そうやって毎

年度ちょっと見直すということが案外、学校の活性化やあるいは子どもをみて先生方同士が「そうなんだよね」

って言う、おそらく佐藤先生のお話は教員の学びあいといっても「そうなんだよね」って言う言葉がいっぱい出

る学校づくりなんじゃないかと私は思うんです。そういう機会を作っていくことが、ある意味、管理職としても

大事な学校内システム作りではないかなと思ってるところです。 
 
浜田先生：ありがとうございます。佐藤先生今の答えでよろしいでしょうか。何か。はい。 
 
佐藤先生：僕が勝野先生にご質問してもよろしいですか。勝野さんのお話の中でとても興味深いと思ってのは、

今日、生物モデルでいわれたよね。学校を生き物として考えるというかね。僕はこの感覚はすごい重要だとつく

づく思ったんですね。勝野さんはなぜそれ大切と思ってるのか。つまり学校組織としてみるのではなくて、一種

の生き物、有機体としてみていくというのかな。日々変わっていくし、それからどこか病んでるし、どこかに生



命力が宿ってるし、というね。そういう生々しく学校の組織を見直していくというのかね。そういうのをどこか

ら勝野さんそういうことを感じられてるのかなぁとちょっと聞きたいなぁと思ったんです。勝野さんのお話の中

から初めて生命モデルがでてきたので。 
 
浜田先生：はい勝野先生いかがでしょうか。 
 
勝野先生：はい、佐藤先生が 初に話された、大量生産、大量消費時代のアッセンブリラインですね。そういう

学校の捉え方、まさに組織としての捉え方。あれは、おそらく一つ一つの部品ですとか、簡単に言えば一人一人

の教師とか一人一人の子どもっていうのは置き換え可能なんですよね。部品でこれが磨耗したら変えましょうみ

たいな発想でできるわけですが、学校って絶対そういうものではなくて、これが今日の一番重要なテーマだと思

うんですが、一人一人の先生方を大事にするし、一人一人の子どもを大事にする。それはそしてまた全体でもっ

て一つ何らかのこの統一性みたいなものがそれでもあるって言うのは、やっぱり機械のイメージではなくて生物

だったり、植物だったりする、っていうことを思ったんです。それは、どこからというのはなかなか難しいんで

すけど、やっぱり学校に行っているとこれは明らかに機械よりは生物だなというふうに思いますし、今までいろ

んな方に学校見せていただいたり、教えていただいたりしたことからということでしょうか。以上です。 
 
浜田先生：私の方から実は佐藤学先生とこうやって同じ場所でお話させていただくのは初めてなので、せっかく

いただいた千載一遇のチャンスなので、佐藤先生に直接お話を伺いたいなと思うんですけども。私は、学校経営

学を専門にしてまして、 後の部分の佐藤先生のお話、大変共感をもってお聞きしたんですけれども、ただその

産業主義から脱産業主義への転換というところ、これは誰もがやはり今、望んでいるところだと思うんですね。

私たちこの社会の中で、日本という社会の中で、これからどう社会を変えていかなきゃいけないのか。その時に

やっぱり一人一人の学校においては子どもであり、教師ですけれども、われわれ一人一人の社会の形成者がお互

いを大事にし合えるような社会でないと、おそらくこれみんながつぶれてしまうんじゃないか。誰もが同じよう

な思いを持っていると思うんですけれども、ただその時に学校どう変えるかという時に、校長先生はいつも教室

にいればいいっていうふうに言い放って、果たして学校がうまくいくのか。あるいは教頭先生はその時どうすれ

ばいいのか。これが一番ここにいらっしゃる先生方にとっての日常身につまされる問題だろうと思うんです。例

えば、校長室に伺っていても、かなり多くの時間電話がひっきりなしに鳴ったり、あるいは授業中であっても、

教頭先生は常に心配なクラスへ出入りしたり、校長先生とも常にやり取りをしたりということが日常的にありま

す。でもだからと言ってみんなが校長室を出て、その教室へ行けば学校うまくまわるだろうか。いつ何時何がお

きるかわからない、それから教頭先生の日常業務としては、大量の文書の処理をなんとかしなければいけない。

そして地域や保護者との関係作りにおいても今、お便り物がものすごく多く、これはやはり必要に迫られて作っ

ているという部分もあるし、地域からの訪問者もたくさんある。この辺のところをどううまく回していくか。確

かに Simple is better.でもあるし、子ども達が学ぶ教室が一番大事だということをわかった上においても、単

純にじゃみんなが教室に行けばいいかというとそうではないというところのお悩みをたぶん先生方抱えていら

っしゃると思うんで、そのあたり佐藤先生が関わっていらっしゃるその学校の具体的なエピソードなども交えて

ちょっとお話しいただけますでしょうか。 
 
 
佐藤先生：えっとあの、ただ考えなきゃいけない、本当にいけないんですね。この問題は。実は校長室だけで過

ごしてる学校というのは日本だけではないんですね。まあ端的に言うと、中国、台湾これそうですよね。ただし

ね、そちらはね、学校の規模が大きいんですよ。例えば中国で言うと小学校でも 2000 人規模。台湾でも 1000
人以上の規模ですからね。僕は中国で小学校で 8000 人以上の学校も何度も経験してますから、こういう学校と

ね、日本は現在小学校でいうと、平均で言うともう 130 人まできているんですね。それから中学校に関しても

200 何十人かな、というところまできてるんです。そうすると、かつての、日本も大規模校だったわけですよ。

そうすると校長はやっぱり経営の中心でなければいけない。組織の中心にいなければいけない。教室を回る時間

なんかなかったというのはわかると思うんですけどね。そろそろ考え直していいんじゃないかと思うんです。つ

まり、教師の学びの共同体の中心にじっとしてる校長の役割という部分ね。その場合問題なるのはやはり、業務

が先ほど浜田先生がおっしゃったように外からの業務とかですね、いわば校長の雑務が多くなってるんです。あ

る校長なんかは、僕も知ってる長野県のある校長ですけれども、中学校の校長です。半年間に学校だけで過ごし

た日が二日しかなかったんですね。そういう校長だっているわけです。いろんな役職引き受けてるために、朝は

学校に来るんだけども、また途中どこかの会議に行ってまた帰ってきてというようなですね。こういう状態をど

こかで見直していかないと、それこそ行政のあり方とか、それから教育委員会の行政のあり方とかね。見直して

いかないと、このままいくとね、本当にますます学校の規模や必要性からはいわば研修というか専門的成長の専

門家としての共同体の中心人物であるべき校長の役割が客観的にはまとめられないかもね。現実的には振り回さ

れてしまってそれがまったく機能していないというこれをね、変えなきゃいけないと思うんです。多くの校長は

平均的に見ても３分の１は黒板に色別で校内の仕事を、それから赤い字は校外とか書くとだいたい３分の１対３



分の２なんですね。３分の１は外回りの仕事に追われちゃってるわけです。ですからそういう状況を少しでも変

えていく。だから私の関わっている学校の先生はもちろん校長室には、じゃなくて各教室を中心に回ってらっし

ゃる。デジカメを１つ持ってね。とってもいい子どもの姿とか、ここはちゃんとみんなで共有すべきところをき

ちんきちんとスナップで撮ってみなで、先生方で共有しあっているんですね。そういう形を一歩でも続けていた

だきたと思うんです。また僕は、日本の教師の中で、それをやってる教師というのは１割くらいだと思います。

校長さんのね。今の中でも出来ないわけではないですからね。それは進めていただきたい。その上で今後のいわ

ゆる雑務とか校長や教頭の関わってる現在の経営のあり方ですね。これはまあそれこそ浜田先生や勝野先生がご

専門であるから、是非ご検討いただきたいと思いますね。そうしないと本当に子どももつぶれるし、教師もつぶ

れていくというこれからの状況ね。厳しい状況を乗り越えて生きられないんじゃないかというふうにまあ危惧し

ています。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございます。それから今の本当に学校の悩みの部分をどうやって解決するかという

ところでなかなか正解が見えないというところだったと思うんですけれども、今ここにいらっしゃる副校長先生、

教頭先生方のもう一つの難しさというのは、校長はこうあるべきだという話だけでは、納得できないというそう

いう管理職のお立場、つまり校長先生だったら自分の思いさえはっきり、まあ佐藤先生がおっしゃったそのビジ

ョンですね、校長だったら自分でしっかりビジョンをもって校内でそれを共有していきさえすれば校長が考えて

るとおりに動ける。ところが、副校長先生、教頭先生の場合には自分一人のビジョンをいくら研ぎ澄ましてつく

りあげたとしても校長先生とまったく違うことで動くわけには行かない。あるいは、教職員同士の間のまあ勝野

先生のお話に出てきた様々な違いですよね。この違いというものを決して無視してはいけないし、むしろそうい

う違いというものを意識しながら協働の文化というものを築くというところがとても大事になる。その面で言う

と校長先生とほかの先生方の間、あるいは一人一人の教職員の方々の常に間に立ちながら、植物を育てるような

非常にその粘り強い役割というものが求められてしまう。でも、それが延々いつまで、どうやってそれを続けて

いけばいいのかというところもあるかと思うんですけれども、勝野先生これはもう、悩み続ける以外ないのでし

ょうか。 
 
勝野先生：本当に難しいと思いますし、先生方が本当に今悩まれていることだろうというふうに私も思います。

それでさっきパワーポイントのところには、副校長先生、教頭先生に求められる役割ということで学びあいの仲

立ち、ということをちょっと書いておいたのですが、その後実はこれは佐藤先生が良く、佐藤先生と非常に親し

くしているデボラマイヤーが実は編集者という言葉を使われているんです。そのこれからの管理職だけでは本来

ないんですが、その学びあいとか学校を共同体として同僚性を育み、子どもたち一人一人の学びをしっかり保障

する共同体にしていくために教師に求められるのは、編集者なんだって、すぐれた編集者としての役割なんだと

いうことがあります。これはやはり校長先生の学校経営方針というものが必ずしもその学校の先生たちとうまく

思いとつながらない場合があるわけですから、そこで仲立ちをする。本当は校長先生こういうふうにおっしゃっ

ていることはこうなんじゃないかっていうふうにある意味では解釈しなおしたり、それからいい編集者ですから

本当に言いたいのはこうなんじゃないですかみたいなことを校長先生にもこう語りかけるやり取り、それは校長

先生だけではなくて、先生方との関係でもそうだろうと思うんですよね。いい編集者だと本当に自分の書きたい

こと、言いたいことを引き出してくれる。そういう役割が特に今、言葉としてはよくないんですが、やはり真ん

中にいらっしゃる副校長先生、教頭先生には特に今必要とされていることなんではないかなぁと思います。特に

良く日本の文化は編集の文化だというふうに言われていて、その非常にいい美徳といいますかいい面があるんだ

ろうと思いますけれどもそういうところに一つのきっかけがあるんだろうと思います。 
それから延々とこれをやっていくのかというのは本当に難しくて、いつ終わりがあるんだろうかというふうに

思わざるをえない部分はあるんですけれども、ただ、実際にこれはある意味楽観的に思えるところもあって、佐

藤先生が先ほどご紹介いただいた学びの共同体の実践を見ていても、案外はやく結果はでるんですね。 初から

あーいう結果を出そうと思ってやったわけではないと思うんですが、以外にはやく１年でもって学力がみるみる

あがってみたり、あるいは不登校の子どもが減ったり、っていう結果がでているので、その結果が出てくるとた

ぶん先生方は安心して取り組めることができるんではないかな、承認をされるということになるんではないかな

ぁ。その辺は実践的には私は楽観的でいいんではないかなと思います。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございます。そろそろフロアーの方からですね、是非今の議論をお聞きになってこ

のことをもっと聞いてみたいっていうようなご質問を受けたいと思うんですけれども、どなたか是非聞いてみた

いという方手を挙げていただけますでしょうか。 
  
質問者：佐藤学先生の学びの共同体の理論を一生懸命今、本校大規模校なんですけども、伝えて今３年目になる

んですが、なんかやっぱり教員の中には、一斉授業の信仰者みたいな方もいらっしゃって、まあ授業を見ていろ

んなことを言うと自分のその授業を否定されたというふうに発言しているような方もいます。佐藤先生がおっし

ゃっていたように、授業を公開するというシステムは何とか作り上げてはいるんですけども、まあその後のリフ



レクションによって何とかしていくしかないなということは感じてはいるんですけども、子どもを見る目を育て

るっていうんですかね。結局、一斉授業で何が悪いの。という方がやってる授業を客観的に私の立場で子どもを

見ていると、やっぱりひとりぼっちになってる子がたくさんいるよっていうことを言っても、それに気づいてく

れないというか。そうではなくて自分の授業を否定されたというような感覚になっていく方が、いらっしゃいま

す。そんな方を何とかするような、アドバイスがいただければと思いまして。 
 
浜田先生：はい、じゃ佐藤先生お願いします。 
 
佐藤先生：実はですね。授業を変える学校を変える上で、小学校は本当に難しいんです。中学校や高校の方がは

るかに簡単ですね。なぜかとずっと考えてみますとね、小学校の先生方は孤立してるんですよ。学級担任制で。

僕は小学校の教師ほど孤独な仕事はないと思いますよ。教室の中で行き詰ると誰も助けにきてくれない。何か問

題を起こす、学級崩壊なんかおころうもんなら、みんな責任は自分のところにかかってしまうという、こういう

中に小学校の先生方がいるということをまずは認識しないといけないんですね。ですから、小学校の先生方は、

当然のことながら経験主義に閉じこもります。保守主義になります。新しい挑戦を怖がります。当然だと僕は思

っているんです。これはまったく当然のことで、ですからそれを否定してはいけない。やっぱりそれはなぜ起こ

るのかということを十分理解したうえで、考えなきゃいけないと思うんです。これが１点ですね。 
それから、もう一つは、一斉授業をこういう新しいつまり、19 世紀型の学びの授業スタイルと 21 世紀型の学

びのスタイルとの関係ですよね。これをなんか否定されたというふうに受け止められるのは、おかしくて僕はい

つも言うんですがそれは、否定ではなくて、まあちょっと乱暴な言い方をすれば、一斉授業というのは、一斉授

業ができるというのはあるいはするというのは、教師としてのいわばミニマムな条件なんです。プラスαで、現

代的なものにそれを高めていきましょうと。ですからいままでのが間違っていたわけではなくて、それをより現

代的なもの、あるいはより質の高い学びに挑戦していきましょうというふうに言っていかないと。それはあの当

然のことですよ。否定しているわけではないんです。しかし、もはやそこには限界があるということをお互いが

共有しあって一歩でも二歩でも質の高い学びへ進めていく。やはりね、どの先生も子どもの輝く姿は見たいんで

すね。それから子ども達が伸びていく様を見たいんです。この信頼なくしては改革できないんですね。どんな子

どもも信頼しなきゃいけないのと同時にどんな教師もやっぱり信頼が、同僚間で成立しないとね、その学校は動

かないんですよ。だから、表向き、おれは一斉授業を絶対変えないぞといってるんだけど、逆に言うとその先生

はどこかで信頼されてないということの裏返しなんですね。そういう部分も見ておかなければいけない。だから

じっくり進めるしかないでしょうね。これには、万能薬はありません。ですから事実を積み上げていくしかない

というふうに思っています。でも必ず変えられますよ。そういう先生は、今までいっぱいいましたから。で、逆

に、一度そういう形で授業のスタイルを変えられた先生は、もう夢中になってそちらに移られる先生方です。そ

ういう姿をずっと見てきたものですから、むしろ信頼すべき方というふうにある面では見えます。 
 
浜田先生：はい、ご質問下さった先生いかがでしょう。 
 
質問者：ありがとうございました。私も中学が長かったものですから、中学校では今、佐藤先生がおっしゃって

たように否定していた方が、本当は２年もしたら一番もうのめり込んでいたという経験はあるんですけれども、

今、小学校に来てまだ３年目なんですけども、でも非常に勇気がわきました。ありがとうございました。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございました。他にご質問ありますか。 
  
質問者：こんにちは。なんだかこうやって息をしてるのもドキドキしているすごくいろんなお話を聞いて、あの

感動しています。で、小学校のところで学びという話がありましたが、私は中学校の神奈川県川崎市京町中学校

のノボリオと申します。よろしくお願いたします。私もやはり、学びって校内研修の中で中学校の場合は確かに

教科担任制ですので、やはりそれがグループ化になって、教科の枠にとらわれない一つの方法を、いろんな学校

で今模索しているということが一つと、もう一つは、私はその中の一つのキーポイントで先生たちが一つのもの

で学びやすいのに道徳の授業があると思うんですね。道徳というのは教科を超えて子どもがどうその一つのテー

マに対して考えを深め、発表しあい意見を聞きあうその時に昨今、今後の中で道徳を教科みたいに評価のある道

徳にしようというような動きがあるんですが、このことについては評価教科制になると評価をしていかなければ

いけない、 終的に評定をださなきゃいけないということになるんではないかなと私は思ってるんですが。その

辺の危惧とかもし何かございましたら、そういう学びの一つの形での道徳についても、もし示唆していただけれ

ばありがたいなと思っています。よろしくお願いします。 
 
浜田先生：はい。今のご質問は２つポイントがあって、１つは中学校で教科を超えて先生方同士が学びあうとい

う時の道徳の時間の使い方といいますか、その位置づけについてのご意見をお聞きしたいということ。もう一つ

はこの道徳というものが教科として位置づけが変わってしまうことに対する危惧のようなものだったかと思う

んですけれども、この中学校の先生方同士の学び合いという点での道徳の時間というものの位置づけについては



佐藤先生いかがでしょうかね。 
 
佐藤先生：えっとですね。まず中学校が教科単位で授業研究をやっているかぎり変わらないですね。高校もです

からね。私どものやっているようなネットワーク必ずですね、中学校も高校も授業の研究は学年単位でやる、つ

まり中学や高校の教師の専門家像なんですが、教科の専門家である前に教育の専門家になる。一人一人の子ども

達の生徒の学びを中心にしながら、研究を行う。先生の教え方ではなくて、生徒の学びを高めることを中心にし

ながら研究を行う。そうすると教科をクロスして行うことができますので、それが成功してますね。ただしです

ね、道徳なら共通してできるではなかというお話なんですが、主旨はわからないでもないんですけども、難しい

んですよ。これ、実は。小学校でも中学校でもね、道徳の授業って難しいんです。道徳の授業で何か授業研究が

進んだからといって数学の授業研究が進むとかですね、ぜんぜん違います。ちょっと性格が違うんですね。です

から、そこはあまり期待しないほうがいいのではないかと思います。 
あと道徳の教科化の問題ですが、これは、もちろんおかしいことは明らかなので、もし教科にするならばです

ね、道徳じゃなくて、市民科ね。市民性の確立の教育というのはどの国もやってますから、これは道徳教育じゃ

ないです。民主的主権者の教育です。民主主義の教育ですね。それからあとボランティア教育とかですね。それ

からあと（ ）する教育とか、いわゆるシティズンシップの教育ですね。こちらの方向の中における公共的モラ

ルの教育としての発展性はやはり代案として考えておかなきゃいけないと思うんですけどね。そうなったときに

も、先ほどの授業研究の場合はやはり、そこに過大な期待はできないのではないでしょうかね。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございます。今の道徳教育の位置づけ、先ほどの金山先生のお話からも小学校と中

学校では、かなり違いがあるんではないかというお話がありましたので、小学校も含め、その道徳の先生方の学

びあいにおける位置づけについて、金山先生いかがでしょう。ご経験何かおありでしょうか。 
 
金山先生：今の質問のお話の道徳っていいと思いますよね。中学校で全員という前提で研修するいうことはやら

なければいけないことですから、いいと思います。ただ道徳の教科として佐藤先生もおっしゃっていましたよう

に私もいくつかの学校で経験しましたけど、なかなか難しいですよね。だからどこに到達度を持って行くのかと

いうその達成感ってなかなか難しい内容かもしれません。ですから、是非おやりになってむしろ教えていただき

たいと思っているところです。道徳管理については勝野先生にお聞きください。 
 
浜田先生：というご指名ですので勝野先生、道徳の教科化についてはいかがでしょうか。 
 
勝野先生：教科化ということでは、その中身が問題なんだろうと思います。佐藤先生がおっしゃってたようなこ

とに尽きると思ってます。で、何か一つの一面的なその物の見方をみんなに押し付けて、そしてそれが、評定の

対象になるというのはこれはやっぱりいろんな課題を問題をむしろ生み出すだろうというふうに思っています

ので。 
もう一つは、それでもやはり今先生がおっしゃられたように、その道徳っていうのは先生たち皆さんが教える

からだから教師の学び合いにとって、一つのいいきっかけ、種になるといことと、もう一つは、道徳の中身をこ

う変えていくという方向性の話と重なってきますけれども、やっぱり、同じものをいろんな見方で見てるんだと

いうことを学ぶ、それが学校を出てから、いわゆる共生社会といわれるところで、お互いの違いを認めあいなが

ら、共に生きていくということの一つのレッスンになっていくという意味では道徳は非常に重要だというふうに

思いますので、まあそんな形で子ども達にとっての学びの意味ということもむしろ中身を積極的に考えていくと

いう方向で、実践的には対応するという事が良いのではないかなぁと思いました。ちょっとその政策的にこれか

ら教科化がどこまでどのように進むかっていうのは、ちょっと政治の話になってくるので、よくわからないとこ

ろがあります。正直いって。 
 
浜田先生：はいありがとうございます。今、三人の先生のお話を伺いながら、私が感じたことは、確かに中学校

の先生方の場合、それぞれが教科、特定の教科の専門家だという意識があるので、お互いの授業を見合うきっか

けとして道徳というその時間の使い方というのは、確かに意味があるかもしれないけれども、しかし 終的にそ

れぞれの先生方が授業を改善していくための学びあいをするっていうところまで行くためにはやはり、それぞれ

の教科の授業をお互いが見合えるようなそういう同僚性というものを築いていくということをやはり見据えて

いかないといけないというお話かなというふうに思いました。時間的にはあとお一人か、お二人くらいかなと思

いますが。よろしくお願いいたします。 
 
質問者：佐藤先生からとってもいいお話を聞きましたので、私の教頭 10 年やってるんですよ。その中で、はじ

めはねやっぱり、まだ編集者としての自分というのはなかったな。要するにこうあるべきだということを教えて

いた自分になっていて、なかなか受け入れてもらえなかったということを感じてたんですね。それでだんだんし

だいに自分自身の中でその育てるという感覚というのは持ち合わせたときにやっぱり言い方も変わってきたと

いうことを感じています。その中で良いやり方として校長のビジョンと兼ね合わせ、要するに教職員との仲立ち



をするという時にどうやったらいいかということで、今自分自身の中で、特に考えてることはどの学校でもある

んですが、学校の教育目標、これがポイントかなと私今考えてるんです。学校の校長のビジョンが、いかにその

学校の教育目標とつながっているかということを自分自身が解説をしながら職員に伝える。職員の思いを学校の

教育目標とつないで理解をしてもらう。そういうことで今仲立ちをしながら、一緒になっていこうという気持ち

で捉えているのですが、こういった捉え方はどうでしょうか。教えてください。 
 
浜田先生：勝野先生いかがでしょうか。 
 
勝野先生：そのとおりだと思います。教育目標、特色ある学校づくりということや、学校の自主性、自立性とい

うのが言われるようになってある意味ではとてもいいことだと思いますけれども、教育目標を変えるといいます

か、議論しあうようになりました。かつては、１回決めてしまうと学校教育目標というのはそのままってことが

多かったと思うんですが、本当にその子どもの実態に即し教師がどういう力を子どもにつけさせたいのかという

ことを考えあいながら教育目標を今、本当に真剣に議論されるようになっているので、まさにビジョンをしっか

り学校として持つ、その時に、その教育目標を核に置づけて、そしてそのなかで特に、やはり副校長先生・教頭

先生が編集者としての役割をご自分の考え方もお持ちになるということは重要だと思います。編集者もきっとご

自分の哲学なりビジョンを持ってないといい編集ができないと思うので。でもしかし学校を動かしていく、学校

を経営していくという観点にたったときには、その編集者としての役割、仲立ちということはすごく重要な役割

ですし、先生がおっしゃられた形で進めていらっしゃると、とてもいい学校づくりになると思いました。以上で

す。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございます。せっかくですから、もうお一人。一番前の方でお一人手を挙げていた

だきましたので、これがおそらく 後になるかと思います。お願いいたします。 
 
質問者：とても新鮮な話をたくさん、私は教頭経験が浅いものですから新鮮な話をたくさんいただきました。そ

の中で特に印象に残っていてお聞きしたいなぁと思うことが一つあります。勝野先生の話の中で、ありました学

びあう、教師同士の学びあいには安易に一致しないことが大事だと、違いから学びあう、違いを表に公にする。

これはかなり勇気が現場ではいることなんですね。そして痛みが伴うんだと。まさにそれを今体験しています。

その中で、これ痛みを伴うんですがどのようにそこから抜け出ていくかというところがですね。非常に私も経験

が浅いものですから、なかなか難しいんですね。その具体化。今、先生のこの前の質問の中で、答えがあったよ

うにも思うんですけれども、編集者としてという立場に立つと、どちらか裁判官のようにジャッジするのではな

いという考え方にたてばいいのかなと思うんですが、なんかこう、Ａさんから言われたら、Ａさんにはそうだよ。

Ｂさんに言われたら、あなたの意見もここは一理あるよといいながら、まあ八方美人をやらなければいけないわ

けですね。自分としての一貫性をちょっとこう、ぐらついてしまうようなことがあります。さらに校長の意見が

ということになりますと、その間に立っていったいどこにあるんだという。そのどっちの方向にディレクトして

いけばいいのか、というところで非常にゆれる、ぶれてはいけないリーダーシップ、そこで一番ぶれを起こしや

すい立場にあるわけですね。それを、何とかいい方向に持っていきたいなと。かなりレベルの低い質問で申し訳

ないんですけれども、まあ現場で一番それに身につまされているのでお聞かせ願いたいと。それと同時にあのと

ても感銘を受けたのは、この仕事が工業的なものではなくて、私は農業的なものだ、教育は農耕だというふうに

感じています。だから、耕しをするという感覚が非常に何かわかるんですけれども、その具体がですね、やはり

もう一つ見えないところがありますので、何かご指摘いただければと思います。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございます。大変、奥の深い質問をいただいたというふうに私は受け止めました。

勝野先生いかがですか。何かコメントございますか。 
 
勝野先生：はい、これはむしろ佐藤先生にお答えいただくほうがいいと思います。私からは簡単に、本当に先生

が今、ご苦労されているということがよくわかります。やはり、その痛みを伴うとか、簡単にできることではな

い、一致するということよりも違いということをまずは大事にしてそこから学びあうっていうことは子どもでも

やっぱりそうだと思いますし、教師同士でも同じことだと思います。その中で、そこで嫌になってしまわない、

傷ついてしまわないためには、佐藤先生もおっしゃられていたように、やっぱり信頼をしあうということが大事

ですし、お互いがケアをしあうというのが本当に大事になってると思うんですね。今までも副校長先生、教頭先

生たちは、本当に学校の先生たち、間接的には子ども達に対してということになるんだろうと思うのですが、直

接的には同僚の先生方に対してケアをなさってきた。一番そこを大事に確認してなさっている先生方がたくさん

いらっしゃるわけで、私は、大事にされていてそのことの結果というのはついてくるだろうと思っています。あ

とは、佐藤先生のほうが絶対に良いお答えをいただけると思うので、すみませんふっちゃって、申し訳ないので

すが。 
 
浜田先生：実は、もう予定の時間を若干オーバーしているものですから、今、本当に 後に副校長先生・教頭先



生としては、とても重要なポイントについてのご質問でしたので、 後のコメントということで佐藤先生そして、

金山先生に 後にお願いいたしたいと思います。 
 
佐藤先生：もう時間がきているので簡単に申し上げます。本当にご質問のとおりだと思うんですね。それで結局

ですね、違いから学びあうとか、お互いやはり痛みをさけられないとか、傷つけあうことは避けがたいとかね、

ということはあるだろうと思うんですね。まあ、そうであってこそ、また改革が進むわけで、前進できるわけで

ね。という痛みや傷つきやそれから後は、もろもろのいわば問題を避けては通れないですね、だからその前提が

僕はあると思うんです。その前提とは引き受けるということだと思うんですね。僕は、いつも言うんですが、教

育は引き受けるところからスタートする。その地域を引き受け、その学校を引き受け、子どもを引き受け、です

から副校長・教頭の場合はその子ども達を引き受け、地域も学校も引き受け、それから同僚も引き受け、またさ

らに校長までも引き受ける。でもね、やはりそうなんですよ。そこがまず前提にあれば、信頼ができるんです。

その引き受けるということを、お互いがないところでね、ぶつかりあうから傷ついた者が次を生み出せないの。

そういう学校のモラルというのかな。お互いに引き受けるところから教育はスタートしますよというね。その倫

理だよね。一種のね、教職の倫理といってもいいと思うんだけど、その倫理感覚をお互いに大切に出来ると、衝

突することが怖くなくなってくるですね。お互いがね。そういう学校づくりこそ、これは、校長だけでは本当に

できなくて、むしろ副校長・教頭が一番それを出来る立場にあるといいますかね。一番のつなぎ手ですから、そ

ういうことをまた期待したいと思います。以上です。 
 
浜田先生：はい、ありがとうございます。金山先生、もうこれが、本当に 後になりますので、今のご質問を受

けて、励ましの言葉をいただければと思います。 
 
 
金山先生：佐藤先生、勝野先生がお話されたとおりだと思います。私は、全員のみなさんになんですけども、や

っぱり副校長先生や教頭先生がビジョンを持つというのは大事だと思います。もちろん校長もビジョンを持って

進めていくわけですが。では、その副校長先生や教頭先生がビジョンを持っても、それをいったいいつ出すのか

という問題だと思います。いったい「いつ出すんでしょうか。」「今でしょう」じゃないんですね、これが。私は

ビジョンを持つ、それを出すタイミングというのがあると思います。どうしたって、校長先生がいるわけですし、

学校全体の歴史的な変遷もあるでしょうし。そこで私は、その教頭先生の場合、その学校で校長二人目のときが

勝負だと思います。その学校で校長が二人目のとき当然新しくお見えになた校長先生は教頭先生や副校長先生に

聞くわけですから。その学校のことを、そして引き継いでいくわけですから、その段階でご自分のお考えを入れ

て伝えていけるということが私は大事だと思います。一方、校長は、その校で２年目が勝負だと思ってるんです。

前年度踏襲をしながらも２年目まるで新設校のようにいろんなビジョンを出していっていいと思います。もちろ

ん、教職員の皆さん方との話を聞くことが前提で、ですよ。ですが、教頭先生がビジョンをお持ちになったら、

私はやっぱり、どうしても今置かれている立場からいくと、それを出すタイミングというのを考えていくことが

必要なのではないかなと思っています。是非、教頭先生、副校長先生は、一級品の教頭先生、副校長先生になっ
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会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提言者

第
１
Ａ
分
科
会

教
育
課
程
に
関
す
る
課
題

「土曜日における授業の実施について」 
 　～としま土曜公開授業の効果的な運用～

東京都　
豊島区立千登世橋中学校

脇田　禎彦

「『地域の教育資源』を生かした教育課程をより効果的にしていくた
めの教頭の役割について」

長崎県
長与町立長与北小学校

坂本　浩章

第
１
Ｂ
分
科
会

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」 
　～小中の連携を中心とした信頼される学校づくりの推進～

北海道
釧路市立春採中学校

松岡　伸之

「地域の教育力を生かした教育活動の充実に向けて」 
　～学校支援活動の効果的な活用と教頭の関わり～

熊本県
人吉市立第一中学校

迫田　正純

第
２
分
科
会

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
課
題

「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」 
　～子どもたちの心と体の発達にかかわる課題の解決と教頭の役割～

青森県
三沢市立おおぞら小学校

村山　通徳

「不登校問題解消への取組をすすめるための体制づくりと教頭のかかわり」 
　～久留米市の不登校問題の現状と取組の分析を通して～

福岡県
久留米市立宮ノ陣中学校

佐藤　直子

「豊かな心・学力の向上・健康づくりをバランスよく育むため教頭
として関わり」 
　～地域コーディネーターや地域人材の活用を通して～

大分県
豊後高田市立呉崎小学校

今富　雄三

第
３
分
科
会

教
育
環
境
整
備
に
関
す
る
課
題

「防災意識を高める教育環境づくり」 
　～教職員・家庭・地域への教頭の働きかけを通して～

千葉県
一宮町立一宮小学校

松村　暁雄

「児童・生徒の９年間の育ちを見通した小中連携のあり方」 
　～人的交流と指導観の共有化を促進する教頭の役割

佐賀県
唐津市立久里小学校

三戸谷　史

「『統合してよかった』と思える新設校に向けての取り組み」 
　～学校統合における課題解決に向けて教頭の役割はどうあればよいか～

大分県
玖珠町立ここのえ緑陽中
学校

日隈　哲憲

第
４
分
科
会

組
織
・
運
営
に
関
す
る
課
題

「情報管理分野からみた危機管理意識を高めるための教頭としての取組」 
　～文書事務システム・三島市独自のファイリングシステムを中心として～

静岡県
三島市立山田小学校

土屋　　晃

「えびの市における小中一貫教育及び教育特区の取組と教頭の役割」 
　～ふるさとを愛し、確かな学力を身につけた児童生徒の育成を目指して～

宮崎県
えびの市立真幸中学校

押川　幸廣

「学力向上に向けて組織的に取り組む学校体制」 
　～ミドルリーダーが効果的に機能する学校運営をめざして～

大分県
津久見市立堅徳小学校

平川　英治

分科会　提言テーマ一覧
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会 課題 提言テーマ及びサブテーマ 提言者

第
５
Ａ
分
科
会

教
職
員
の
専
門
性
に
関
す
る
課
題

「教職員の道徳教育推進の意識を高める取り組みの工夫と教頭の役割」 
　～道徳の時間を核とした道徳教育の充実をめざして～

和歌山県
田辺市立龍神中学校

新行　　靖

「教職員の資質能力の向上を図るために教頭としての役割はどうあ
ればよいか」 
　～専門性・職責感の向上を目指して～

鹿児島県
鹿児島市立桜洲小学校

平山　甲一

第
５
Ｂ
分
科
会

「組織的な学校運営による総合力の向上」 
　～教職員の意欲・実践欲を高める取組を通して～

山口県
山口市立秋穂中学校

今坂　雅志

「『竹田教育のまちＴＯＰ運動』を推進するための教頭のかかわり」  
　～竹田中のプロジェクト立ち上げによる組織的な取組を中心に～

大分県
竹田市立緑ヶ丘中学校

河野　義文

第
６
分
科
会

副
校
長
・
教
頭
の
職
務
に
関
す
る
課
題

「学校を活性化させるための教頭の職務について」  
　～小中一貫校としての教頭のリーダーシップについて～

高知県
高知市立行川小学校

中島登喜雄

「校長の学校経営の具現化を図るため、リーダーシップを効果的に
発揮する取組」  
　～確かな学力の向上を推進する教頭の関わりを通して～

沖縄県
久米島町立仲里中学校

宮城　　肇

「協働意識の高揚を目指した職員室経営案の作成と実践」  
　～多忙感を充実感に変えるために～

大分県
由布市立由布川小学校

清水　　聡

特
別
分
科
会
Ⅰ

テーマ　　「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメント」

演　題　　～法令遵守を実現するための教頭の役割～

講　師　　黒川　雅子 氏（淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科准教授）

特
別
分
科
会
Ⅱ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ ー マ　　「地域の力を生かした学校づくりの推進」　　

基調講演　　ワトソン・ロバート 氏（日田市大山公民館長） 

シンポジウム　 
「教育の協働を推進するためのシステムをどうつくるか」
　－協育ネットワークを活用した学校づくりの推進－

基調提案　　中川　忠宣 氏（大分大学高等教育開発センター教授）
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分科会　提言テーマ一覧
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分科会　課題一覧

	 第１Ａ分科会

　教育課程に関する課題	   

 第１Ｂ分科会

■■　第２課題　■■

　子どもの発達に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２分科会

■■　第３課題　■■

　教育環境整備に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３分科会

■■　第４課題　■■

　組織・運営に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４分科会

	 第５Ａ分科会

　教職員の専門性に関する課題	

	 第５Ｂ分科会

■■　第６課題　■■

　副校長・教頭の職務に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６分科会

■■　特別課題　■■

　「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメント」‥‥‥‥ 特別分科会	Ⅰ

　「地域の力を生かした学校づくりの推進」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特別分科会	Ⅱ

１
Ａ

１
Ｂ

２

３

４

５
Ａ

５
Ｂ

６

特

■■　第１課題　■■

■■　第５課題　■■
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分科会　課題一覧
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竹田南部
中学校

須股　仁美

井手　俊郎

川内中学校
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分科会　指導助言者・提言者・講師
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第１Ａ分科会

研 究 協 議
提言１　土曜日における授業の実施について
　～としま土曜公開授業を生かした教育課程
の効果的な運用～
東京都豊島区立中学校副校長会
　　豊島区立千登世橋中学校　脇田　禎彦

協議の柱
　土曜授業を生かした教育課程の効果的な運用
をいかにすすめるか。

１　質疑応答
　○　長期休業の設定は？また、定着が図られ
ているかどうかの評価はどのようにしてい
るか。

　・　夏休みを４日間短縮する。本年は７月21
日～８月27日。また、学力調査を豊島区独
自で４月に実施し、８月に分析後、学力向
上プランを作成している。

　○　授業改善に関する先生方の意識はどう
か。

　・　独自の調査を実施し、公開している。教
諭にとっては、他校と比べられることで授
業改善につながっている。また、秋田県能
代市と連携しながら学力向上に取り組んで
いる。さらに、ＩＣＴ機器の導入及び充実
をさせている。

　○　社会スポーツに参加している子どもたち
への対応はどうしているか。また、先生方
のモチベーションは？

　・　中体連行事やシニアの野球大会で組織か
ら連絡があった場合は公欠扱いにしている
が、練習試合等は欠席扱いにしている。ま
た、保護者からの「ありがたい」という声
を先生方は励みにしている。

　○　保護者の参加率はどのくらいか。また、
年間10回の設定はどういう理由からか。ま
た、独自の学力調査とは？

　・　保護者の参加（授業参観者）率は通常の
保護者会の２倍弱に増えている。また、年
間10回の根拠は、４・５・６・７月に各１
回、９・10・11・12月に各１回、１・２・
３月は都合の良いときに計２回の合計10回
が妥当という教委の方針で設定している。
この中には学校行事も組み入れるようにし
た。また、学力テストは業者に依頼して実
施している。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　７人中２つの県で土曜授業をしている。
土曜授業の必要性について話し合った。そ
の結果、地域に開かれた学校づくりや保護
者の参加という点では、土曜授業は効果的
であろうという話になった。また、教職員
の負担は心配だけれど、午後の時間は教職
員の交流になっているのではないか。

　協議報告②
　　　グループの中では、東京都だけの実施で
あった。導入に際しては、前向きに提言の
成果を取り入れていきたい。しかし、導入
に対しては、児童保護者のアンケートや先
生方の意識調査等から懐疑的である。ま
た、「学力向上＝授業時数増」ではないの
で、しなくても実績は上がっていることを
アピールすればよいのではないか。

　協議報告③
　　　土曜授業の良い面は、「時間割の変更が
減る」、「忘れ物が減る」ことだ。また、
何をねらって土曜授業を行うかをはっきり
させて方策を練ることが大切ではないか。
さらに、月曜日から金曜日までの充実が大
切である。一方、副校長・教頭の役割は外
部講師との連絡・調整で、教職員の勤務管
理も大切ではないか。

　協議報告④
　　　土曜授業を実施する上での留意点につい
て話した。まず、地域や団体との摺り合わ
せや児童・生徒の安全の確保、日数等を検
討する必要がある。また、子どもにとって
楽しい土曜授業になるようにすることが大
切である。

　協議報告⑤
　　　土曜授業は久留米市で実施している、勤
務の割り振りが大変である。一方、２学期
制で授業時数が確保できているところは、
土曜授業の必要性は感じられない。また、
土曜授業を実施する場合、授業改善につな
がるものにしていく必要がある。

３　提言１における指導助言
　助言①（姫野　悟　氏）
　　　学校５日制導入の、主旨の通りに過ごせ
ていない子どもがいるのではないかという
ことが、検討チームの話し合いの中での土
曜授業の必要性の理由にもなっている。

　　　土曜授業のあり方について提言しても
らったが、いろいろな活動を土曜日に行っ
ているので、これから取り組む学校の参考
になる。特に、土曜日でなくては実施が難
しいと思われる内容を考えていく必要があ
る。

　　　また、土曜授業を教育課程のどこに位置
づけるかを明確にする必要がある。そのた
めには、副校長・教頭は校長の方針と摺り
合わせてミドルリーダーのコントロールタ
ワーになることが大切である。

　　　一方で、土曜授業を授業時数の増加だけ
をねらったら目的がずれる。自分の学校で
の子どもたちの土曜日の過ごし方等の実態
把握をする必要がある。また、保護者の願
いを把握したり、地域の行事や社会体育と
の関連を調べた上で、土曜授業をどのよう
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な形で行っていくかを検討して欲しい。
　　　最後に、これから取り組む学校では、ど
のようなことが想定されるかを考えて、地
域内で取り組んでいくことが大切である。

　助言②（池村　恵司　氏）
　　　実践研究においては、３Ｃ（協働性・関
与性・継続性）が大切だといわれている。
豊島区の発表は、協働性の発揮された研究
になっている。

　　　一方、土曜授業は少しずつ喫緊の課題と
なりつつあり、実施の方向へ向かってい
る。そして、保護者は、かなり多くの方々
が土曜授業を望んでいるというアンケート
結果もある

　　　そこで、副校長・教頭としては、中学校
区で連絡・調整をすることが大切になって
きている。また、土曜授業に関しての市全
体・県全体の方向性が大切である。

提言２　『地域の教育資源』を生かした教育活
動をより効果的にしていくための教頭の役割
について
長崎県西彼杵郡教頭会
　　長与町立長与北小学校　坂本　浩章

協議の柱
　教育目標の具現化を図るために、地域の資源
を十分に活用する具体的方策をどのようにすす
めるか。

１　質疑応答
　○　ドリルやプリントの丸付けは誰にしても
らうのか。

　・　学習支援チーム事業の謝金（交通費程
度）を使って、退職校長や大学生にしても
らっている。

　　　※豊後高田市では、ボランティアで丸付
けに来てもらっている学校もある。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　それぞれの地域での取組について情報交
換をした。その中では、地域コーディネー
ターの活用やスクールヘルパーの活用など
があった。

　　　課題については、コーディネーター役を
誰にするのか、ねらいの摺り合わせ、予算
の確保、人材募集の方法などがある。

　　　いずれにしても、土曜授業とも絡めて、
地域の人材活用は効果的である。

　協議報告②
　　　農家と農業高校の協力で米作りに取り組
んだ例、休耕田を利用しての作物作りや５
日間の通学合宿の実施、昔遊びの導入など
の情報交換をした。

　　　また、『おやじの会』の協力で環境整備
を行ったり、地域人材リストの作成、婦人
会等との連携などを行っている。

　　　そして、地域の特色を生かしながら、公
民館の活用などを行い、一方で、協力して
いただく方にもメリットがあるものにする
ことを職員間で共通理解する事が大事であ
る。

　協議報告③
　　　地域資源の活用例について情報交換し
た。

　　　学校支援ボランティア、人材バンク、お
やじの会、ガーデニングボランティアの活
用などをしている。その中で、伝統芸能・
工芸品の伝承を行ったり、職場体験学習に
協力をしていただいたりしているところも
ある。

　　　一方で、予算面の裏付けがないところが
多いが、謝金を組んでいるところもある。

　　　また、教師の仕事量が増大しないよう
に、市教委との連携も必要になってくる。

　協議報告④
　　　地域人材の活用状況等について情報交換
した。大分は人材バンクのデータがある。
長崎は平和に関する人材バンク（語り部
等）を活用している。沖縄は地域教育コー
ディネーターが指名されているが、先生方
の活用が十分ではない。東京は人材活用の
ための予算がついているので活用してい
る。

　　　活用にあたっては、充実した活用にする
ためにも、教育目標とのずれが生じないよ
うに打ち合わせが必要である。そして、地
域に応じた活用が大事である。

　　　最後に、地域人材の活用ができるまでの
コーディネートは校長・教頭の仕事にな
る。

　協議報告⑤
　　　開かれた学校、開かれた学級でなければ
ならない。そのためにも、教職員の意識改
革が必要である。

３　提言２における指導助言
　助言①（姫野　悟　氏）
　　　「学校にとっても地域にとっても有益で
なければならない」という視点は素晴らし
い。ただ、やらされ感にならないようにね
らいを明確にしていくことが大切である。

　　　また、教頭としては、次のようなことが
仕事として出てくる。

　　　○担当者が具体的に取り組める方向付け
をしていくこと。（職員を動かし、方
向性を指し示す）

　　　○学年のずれが生じないように、教育課
程に適正に位置づけること。

　　　○地域資源の活用が進んでいるか評価す
ること。そして、めざす子ども像に向
けての評価もしていくこと。

　　　○週予定の見直しを行い、校長との連携
強化を図ること。
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　　　○予算については、学校支援チーム事業
等を活用することもあるが、ずっと継
続することはない。それ故、事業がな
くなる前に、確かな取組にし、また、
事業の情報収集に予算を確保するこ
と。

　　◇グループ協議について
　　　・土曜授業については、何をやるかの明

確なねらいを決めて実施することが大
事。

　　　・時間数増や学力向上だけが目的ではな
い。

　　　・土曜授業の振り替え休業をどうする
か、夏休み中にとれるように工夫する
とよい。

　　　・地域資源を活用するには、公民館を活
用したり、年間計画に落とし込むなど
の工夫が必要である。

　　　・最後は、教頭がやらざるを得ない現実
があるので、誰がやるかを整理し、教
頭の仕事を増やさないようにすること
が大事である。

　助言②（池村　恵司　氏）
　　　坂本先生の発表は、教頭会の協働の取組
が為されており、教頭会の３Ｃを生かした
ものになっている。ただ、教頭が動きすぎ
てもだめなので、他の教職員をどう動かす
かが重要になってくる。

　　　また、地域の人と子どもたちが顔見知り
というのは大切である。

　　　また、予算を得るための情報（補助金の
活用等）を集めることも大事である。さら
に、それまでにやっていたことをやめる場
合は、事前の根回しをしてからやめること
が大切である。急にやめたりしたら、地域
の信頼を損なうことになる場合がある。

　　◇グループ協議について
　　　・土曜授業は、何をねらってするのか、

子どもの視点に立っての方策が大事で
ある。

　　　・管理職として前向きに考えるというの
は重要である。

　　　・ボランティア活動は学校にとって役に
立つが、参加者していただける人物に
ついては注意が必要な場合もある。

　　　・人材バンクの内容を確認しておく必要
がある。

　　　・全国でみなさん方と同じように教頭職
という激務に取り組んでいる仲間がた
くさんいる。そんな仲間の１日の生活
に共感していただくために全国公立学
校教頭会編集・発行の『学校運営』
（2010年４月号）の特集「がんばれ、
教頭・副校長」の内容を紹介するの
で、参考にして欲しい。
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第１Ａ分科会

成　果　と　課　題
１　提言１における協議の柱について
　⑴　授業時数確保の一方策として、土曜日に
おける授業を模索している自治体が増加し
ている。

　⑵　土曜授業の実施に向けて、教育課程の効
果的な運用、地域との調整、労働管理の課
題、スケジュール調整、地域・保護者の理
解、他団体との調整等について、教頭が中
心となって取り組む必要がある。

　⑶　地域資源を活用するための、教育課程上
の位置づけを明確にする必要がある。

２　提言２における協議の柱について
　⑴　地域の教育資源を生かすだけではなく、
学校にとっても地域にとっても有益な取り
組みになるように教頭の役割を模索してい
くことが大事である。

　⑵　実際に、地域人材を活用するまでのコー
ディネーターは管理職の役割である。また
充実した活用にするためには、教育目標と
のずれが生じないように十分な打ち合わせ
が必要である。

３　成果と課題
【成　果】
　○　土曜授業の実施について、今後、全国の
学校で実施されることが予想される中、成
果や課題を聞くことができ、教頭としての
役割などの共通認識を深めることができ
た。

　○　授業改善との関わりでいえば、「土曜授
業の開設」≠「学力向上」であることが確
認できたことは大変意義深い。

　○　地域の教育資源探し・効果的な活用をす
すめるための教頭の役割・体制づくりにつ
いて考える良い機会となった。

　○　各地域の取り組みの違い、課題がよくわ
かった。

　○　各地のよさを教えていただいたことで、
逆に、自分たちの地域が持っている良さに
気づくことができ、参加者それぞれに新し
い発見があった。

　○　小中・地域による違いはあったものの、
教頭としての役割という点では同じ認識の
下、活発に議論を進めることができた。

【課　題】
　○　土曜授業については、「開かれた学校」
「授業時数の確保」の二つの観点があり、
どちらを重点的に考えていくのかを考える
必要がある。

　○　教師サイドの負担ばかりでなく、想定さ
れた課題を見据えた上で実施していく必要
がある。

　○　土曜授業実施に向けた条件整備がまだで
きていない。

　○　土曜授業の振り替え休業の確保が難し
い。
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第１Ｂ分科会

研 究 協 議
提言１　豊かな人間性と創造性をはぐくむ学
校をめざして～小中の連携を中心とした信頼
される学校づくりの推進～
北海道釧路市小中学校教頭会
　　釧路市立春採中学校　松岡　伸之

協議の柱
　「小中連携を密に図るために教頭として果た
すべき役割にはどのようなものがあるか。」～
組織づくり・必要感の持たせ方～

１　質疑応答
　○　生活リズムチェックシートについて、具
体的な内容とどこが中心になって取り組ん
だのか？

　・　学校によって中心となる担当がちがう。
本校では教頭が中心となって取り組んでい
る。部会を開いて対策を出し合って導入し
た学校もある。チェック内容も学校によっ
て違う。北海道では、内容は多少違うが、
どこでも取り組んでいる。

　○　中学校だけではなく、小学校側から見た
状況も教えて欲しい。教育過程に対するア
クションもあれば教えて欲しい。

　・　中学校の方が必要感は強いが、小学校は
それほど感じていないのではないかと思
う。その中で小学校の先生にも必要感を実
感してもらうには、小中交流会をどう位置
づけるかが大切である。例えば、中学校の
行事に小学校が参加するなど。教育課程へ
の位置づけも教頭間で話し合い調整をして
いる。

　○　９年間を見通した場合、だれがその年間
計画を立てているのか。また、巡回教諭は
どのようにされているのか。

　・　いくつかの部会に分かれており、その中
の一つで９年間の計画をつくっていくこと
になっている。巡回教諭は、市教委より増
員として指名を受けた教員（中学校）が
行っている。小中ジョイントプログラムの
指定を受けている地域のみ予算が出てい
る。

　○　小中連携をすること自体が目的でなく、
しっかりとした目的をもつことと成果の実
感が大切だと思うが、成果の見届け方を教
えて欲しい。

　・　成果は、児童生徒に現れる。教頭は把握
しにくいので、学級担任や教科担任が把握
する必要がある。例えば、「中学校の垣根
が低くなった」という児童の感想があった
ら、それを吸い上げるパイプが必要。担任
が見取ったものを全体で共有する場面を設
定することが大切。もっと意識してやって
いかなければならない。学力についても
徐々に成果が現れてきている。

２　グループ協議
　協議内容
【学力向上・生徒指導】
　・　小中相互で乗り入れ授業を行う。また、
毎週合同研修会を行う。

　・　出前授業にて小中連携を図る。小中相互
に授業参観。

　・　夏季休業中に中学生による小学生への学
習支援を設定している。

　・　小中一貫校は別格だが、「１・２」
「３・４・５」「６・中１」「中２・中
３」という区分けをし、募集を行っている
ところもある。

　・　中学校の英語教員が外国語教員として小
学校へ指導にいく。

　・　小中で発表の仕方（学び方）を統一して
いくのは効果がある。

　・　小中見通した授業改善を図る（９年間の
教育課程を作る）。

　・　生徒指導面から、小中のきまり・校則の
共通化は必要。また、指導観や子ども観を
共有し、相互理解することが大切。

　・　大規模校の小中一貫教育は、学力が低く
なりやすい。中規模校以下がよい。

【必要感の持たせ方・組織づくり】
　・　教頭は、小中交流のコーディネータとし
ての役割を持つ。

　・　中学校が選択制の地区は、中学校から小
学校へのアピールが強く、連携を積極的に
進めている。

　・　小中一貫校としての連携を行っている地
域もある。

　・　小中連携担当を校務分掌にしっかり位置
づけ、小中連携会議の開催日を位置づける
ことにより、組織としての整備がなされ、
機能していく（組織づくり）。

　・　小中連携や小中一貫校としての必要感が
大切であり、それを行う事によりどのよう
なメリットがあるのかを教師自身が認識し
ていないといけない。（教師自身の意識改
革が必要）

　　　校区内の小中連携として、学期に一度、
教務主任会、研究主任会、生徒指導主事レ
ベルの定期的な打合せを行っている。

　・　小中連携の鍵は、小中学校職員の人間関
係づくりにある。

　・　ミドルリーダーを積極的に交流の中心と
して活動に参加させる。トップダウンだけ
ではなくボトムアップの取り組みも行う。

　・　小中連携が取り組み目標ではなく、あく
までも連携によるねらい達成が重要である
という根本に立たねばならない。
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　・　アンケートを実施し、課題を明確に職員
に示すことが効果がある。

　・　小学校の先生が中学校の実態を知ること
も大切。

　・　数値として示すことが大切（不登校・授
業・テスト等）これにより必要感を持たせ
る。

　・　副校長・教頭が職員に作業の内容や手順
の指示を出すことが大切。また、職員に連
携の必要性を伝えることが大切。

　・　地域コミュニティーを生かす組織づく
り。

【その他】
　・　防災教育の面で、防災教育の小中連携を
図り、児童生徒の引き渡し訓練を行った。

　・　中学校の先生が小学校に赴任し、５・６
年を担任し、卒業した後、中学校に異動し
て中１を担任することにより中１ギャップ
の解消を図る取り組みを行うところもあ
る。

　・　学校からの情報発信が大切である。子ど
もが行きたくなる学校、保護者が行かせた
くなる学校をめざす必要がある。

　・　小中連携を通して，中学校の特色を小学
校の保護者へ発信している。

３　提言１における指導助言
　助言①（阿部　修三　氏）
　①　中一ギャップの解消に向けて、学習と生
活の両面から子どもたちに力を付けていく
ことが必要。国の調査では何らかの取り組
みをしている学校72.4％など多様な形で全
国にて進められている。課題として、「打
合せの時間の確保」、「中学校の負担感が
大きい」が出されている。議題解決に向
け、前向きに取り組みたい。

　②　小中連携の留意点として教員同士が目的
を共有すること、小中教員が集まって意見
を交わすことがスタート段階で大切。マイ
ナス方向の意見も出し合うことが必要。小
中間では、わかり合うことこそが難しい。
不満を出し尽くしたところで「では、どう
するのか」という論議が大切である。

　③　連携にはいくつかの段階がある。「知
る」「方法」「取り組み」「改善」の段階
である。それぞれの段階で、子ども・教
師・地域が果たす役割や内容を考えること
が重要である。教育課程の編成にいかに主
任等の教員を参画させるのかは大きな課
題、教頭が必要以上に出過ぎないことが大
切である。教頭は、担当者の作業課題を与
えることが良い。いつ、だれが、どのよう
にするのか等を与えることで組織的な取組
となっていく。

　助言②（野中　秀敏　氏）
　①　小中連携が必要である理由は、中一
ギャップが最大の理由だが、背景も把握す
ることが大切。６・３制の義務精読分を見
直し、９年間に一貫性を持たせることも大
切。また、小中の教育計画のズレも理由の
一つ。

　　　始めから全員ですることもあるが、教科
や生徒指導から連携に入っても良い。小学
校で、どんな学習をしているのかを中学の
先生が知るだけでも大きい。

　②　「身体的・精神的な成長の変化」「人と
のかかわりの少なさ」「実体験の不足」
「地域・社会の変化」等が、今の子どもた
ちの置かれた現状や社会環境である。その
ような中で、中学へ進学してくるので、中
一ギャップにつながりやすい。

　③　そのようなことを押さえた中で、どのよ
うな小中連携ができるのかを模索してい
く。そのためには、段差のない９年間の学
びをめざした小中連携が必要である。小中
が、お互いに文化を学びあう。また、お互
いの指導技術や学習内容を学ぶことが大
切。教頭は、自校や相手校の先生とつなが
り、ミドルリーダーを活用していくべきで
ある。

提言２　地域の教育力を生かした教育活動の
充実に向けて～学校支援活動の効果的な活用
と教頭の関わり～
熊本県人吉市中学校教頭会
　　人吉市立第一中学校　迫田　正純

協議の柱
　地域の教育力を生かした学校支援活動への教
頭の関わりはどうあればよいか。

１　質疑応答
　○　シンポジウムの中で、地域との連携を進
める中で、本来の業務に差し支えのないよ
うにとあったが、教頭の仕事をしながら、
地域との関係づくりで苦労している点を教
えて欲しい。

　・　教頭の仕事に支障の内限り、校長の代行
として、地域の会合に出ている。教頭は、
健康でなければいけないので、無理のない
範囲でやっている。

　○　これまでにコミュニティースクールの成
果と課題が知りたい。

　・　僅かではあるが、生徒の中に変容が見ら
れた。あいさつが向上した。学習面も上
がった。課題としては、運営協議会の委員
さんや支援ボランティアの方々が高齢化し
ていることである。

　○　学校評議員制度は違うが、委員の権限に
ついて知りたい。

　・　権限については、学校経営方針について
委員さん達が承認して学校がスタートす
る。学校に対して、人事面の意見が出たこ
とはない。協力的な人たちで構成されてい
る。

　○　別室登校の生徒に対して、外部の方が支
援を行うにあたって、注意することを教え
て欲しい。
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　・　本校でも気を遣っている。昨年は２名の
子が両方とも高校進学ができた。ボラン
ティアの方に依頼する際は、運営協議会の
委員さんも立ち会いで、守秘義務ができる
元教員の方を５名確保できた。それぞれ中
学校の免許を持っている方が、曜日ごとに
来られた。

　○　職場体験や福祉体験は何カ所行かれるの
か。日数も教えてほしい。

　・　職場体験70カ所、２日間。福祉体験は40
カ所、２日間。夏季休業中に行っている。

２　グループ協議
　協議内容
【地域の教育力を生かした】
　・　地域や退職教員を中心とした学校応援団
を組織して、平成塾や昔遊び等々子ども達
に放課後指導をお願いしている。また、学
習での丸付けボランティアをお願いしてい
るところもある。

　・　人材バンクの活用の仕方も地域によって
いろいろな方法をとっている。

　・　人材バンクへの連絡はメールで行う。登
下校時間の変更も一斉メールですぐ対応出
来る。

　・　学校支援協議会・学校応援隊などを組織
して支援体制をつくる。

　・　公民館活動との協力体制をつくる。
　・　読みきかせグループ、見守り隊などとの
連携を図る。

　・　地域の子どもは地域で育てる視点を持た
せる。

　・　PTA組織の中に支援体制をつくる。
　・　教育課程に位置づけて整理していく必要
がある。また、予算をきちんと取る必要も
ある。

　・　行政（社会教育等）が中心に地域の教育
力を生かす取り組みを行っているところ
は、予算が下りていることが多い。

　・　部活動における地域の教育力を生かした
支援を行っている。

　・　学校も地域も共に元気になるというスタ
ンスが大切。

【教頭の役割】
　・　教頭はパイプ役となっている。
　・　連絡調整・接待・お礼を副校長・教頭が
行っているところもある。

　・　担当者への指導助言を行っている。
　・　対外的な広報活動を行っている。
　・　教頭は、地域を知り、人を知らなくては
いけない。

　・　人材不足を見越して、地域の中に後継者
をつくってもらう。

３　提言２における指導助言
　助言①（阿部　修三　氏）
　①　地域・保護者の要望が少しでも実現する
ような方向で進めるのが教頭の役目であ
る。その一つとしてアドバイザーとしての
役目がある。外部支援者を取り入れるため
の人材確保が大切である。また、どの場面
で、どのようにかかわっていくのかを頭に
入れておくことが必要である。外部支援者
一人でもやるべきことがたくさんある。ど
こに、だれを招くと教育効果があがるのか
を考えておく。また、全てを教頭が一手に
引き受けるのではなく、職員ができるよう
に手順を教えていくことは人材育成の視点
から大切である。

　②　教育活動に対する支援活動の評価である
が、陥りやすいのが、目的、到達点を明確
にして、外部人材に説明することが不足す
ることである。子どものために支援活動は
どうだったかという大前提で見ることが大
切。どんな力をつけるのか、どうやって評
価するのか、より効果を上げるための改善
はどうあればよいかを教育課程でも見直
し、改善していくことが必要である。

　③　地域の方と職員がうまくかかわっていく
ことが大切である（学校運営協議会におい
て）。また、ミドルリーダーを全面に出し
て組織的に取り組んでいくことが効果的で
ある。

　助言②（野中　秀敏　氏）
　①　教育基本法の改正により、地域の人材活
用が出てきた。コミュニティースクールは
予算化されている。そのコミュニティース
クールや学校支援活動の目的は、「学校へ
の信頼感・安心感につながる」「地域の教
育力の活用で教師の負担増を解消する」
「多様なかかわりや経験が子どもの育ちを
促す」「若い教師を実体験の中で育てる」
等がある。どのように活用していくかは、
教頭・ミドルリーダーの組織的な取り組み
にかかっていく。ただ、学校支援活動は落
とし穴がある。守秘義務もその一つ。進路
に立ち入ることも一つある。つまり、支援
の方々に任せることと、そうでないことを
明らかにしておくことが大切である。支援
と指導の違いを押さえておくことも大切で
ある。

　②　公立も私立も教育的使命は変わらない。
将来「自律した社会人になること」であ
る。そして、学校教育に求められているも
のとして、「人・もの・こととかかわり合
う力」「自己表現力の育成」「規範意識の
確立」「社会人としての自律」がある。
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第１Ｂ分科会

成　果　と　課　題
１　提言１における協議の柱について
　⑴　小中連携を蜜に図るためには、相互に文
化を知り合うことが必要である。小中９年
間を見通した指導観・子ども観を共有・相
互理解することにより、学習面や生徒指導
面の共通化が図れる。また、小中の相互理
解においては、小中連携の必要感を教師自
身がしっかり認識することが大切である。
つまり、教師自身の意識改革が必要であ
る。

　⑵　小中連携における教頭の役割で大切なこ
とは、ミドルリーダーを積極的に連携の中
心として参加させることにある。教頭は出
過ぎないようにしながら、担当者に作業課
題を与えていき、組織で動けるようにコー
ディネートしていくことが大切である。

　⑶　連携において、相互理解をするために、
定期的な会議や打合せが必要である。その
中では、児童・生徒の発達段階を考慮しな
がら、学習面や生徒指導面で統一できるも
のは揃えていくことも大切である。段差の
無い９年間の学びや生活を画策することが
大切である。

２　提言２における協議の柱について
　⑴　地域の教育力を生かした学校支援活動の
推進では、学校だけでなくPTAや行政と
の関わりが大切になってくる。より多くの
人材を確保するシステムを構築することが
必要となってくる。また、人材における効
果的な活用を教頭として把握しながらコー
ディネートしていくことと教頭だけでなく
ミドルリーダーを活用しながら組織として
の動きができるようにすることが必要であ
る。

　⑵　コミュニティースクールや学校支援活動
の目的をしっかり把握し、活用の仕方を考
えて行く必要がある。また、支援と指導の
違いをしっかり認識し、より効果的な活用
方法考えることも大切である。そして、忘
れてはならないのが子どもにどんな力をつ
けたいか、どうやって評価するのか、より
効果をあげる改善はどうあればよいのかを
もとに見直しをしていくことも必要であ
る。

３　成果と課題
【成　果】
　○　教頭の役割が明確になった。全体のコー
ディネーターとしての役割やミドルリー
ダーを中心とした組織作りを企画・実行し
ていく役目は最大の役割である。また、そ
のためには、職員や外部人材の特性を把握
しておくことが大切であることがわかっ
た。

　○　教職員の組織作りにおいては、教職員の
意識改革が必要であることがわかった。
「子どもや親、地域のために」が大きな目
的であるが、ミドルリーダーをはじめ、教
職員方の意識改革を図ることが大切である
ことがわかった。

　○　組織やシステムを構築するにあたって
は、一人に負担がいかないようにすること
が大切である。無理のない形での取組を教
頭が企画・実行することは、本来の目的を
達成し、長期にわたっての取組ができるこ
とがわかった。

【課　題】
　○　職員年齢構成のアンバランスから来るミ
ドルリーダーのモチベーション低下に対す
る取組。

　○　外部人材への謝金や保険代などの予算確
保。

　○　より細かい指導を行うための人員確保。
　○　学校間格差を考慮した、教頭会としての
足並みのそろった取組を行うための研修の
工夫。

　○　教頭への仕事の偏りを起こさせず、ミド
ルリーダーが活躍できる組織作り。
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第２分科会

研 究 協 議
提言１　豊かな心・学力の向上・健康づくり
をバランスよく育むための教頭としての関わ
り～地域コーディネーターや地域人材の活用
を通して～
大分県豊後高田市教頭会
　　豊後高田市立呉崎小学校　今富　雄三

協議の柱
　地域コーディネーターや地域（外部）人材の
活用の評価の方法や取り組みの見直しはどうあ
ればよいか。

１　質疑応答
　○　「地域協育担当」は、校内でどのような
人がなっていて、どのような権限を与えて
いるのか。

　・　教務主任がなっていて、学校内での提案
や学校運営協議会の中で中心となって報告
している。権限としては、企画運営の中心
としての権限。

　○　地域人材活用で教科の時間数に対して影
響はあるか。あるとしたら教頭としてどの
ように取り組んでいるか。

　・　教育課程として位置づけられるものは位
置づけているし、毎年、教育課程を見直し
次年度につなげている。

　○　ＰＤＣＡサイクルの評価はどのようにし
ているのか。

　・　概ね活動後に評価をし、年度末に評価し
ており、そのことを学校運営協議会に報告
し評価をしてもらっている。

　○　キャリア教育を体験することで子ども達
にどのような効果があるのか。

　・　本物に触れたり、様々な職業を体験する
ことで、自己有用感や自己肯定感が増えて
いる。

２　グループ協議
　協議報告①
　・　地域の応援を得るためには学校が先に地
域に出ていくことが大切である。休日など
に教職員にボランティアとして地域に出て
もらうことを依頼するのに難しさがある。
そのため、管理職がでることになるので負
担が増えることが多くなる。

　・　地域人材を活用しての評価は、子どもが
どう感じているか。地域の方はどう評価し
ているか。それを集積していくことが大切
である。

　協議報告②
　・　地域人材を活用していくことは子どもを
教育していく上で大切な部分が多い。しか
し、地域人材が教育者ではない部分は、教
頭がフォローし、打ち合わせが欠かせな
い。

　・　地域コーディネーターの位置づけと役割
を明確にし、組織力をどう高めていくかが
課題である。

　協議報告③
　・　地域人材活用は、生徒がいかに学習に必
要性を感じているか、そのための専門性が
必要であればゲストティーチャーが生きて
くると思う。ただいればいいということと
は違う。事前指導こそ大切だと思う。

　・　地域人材活用の評価は、地域人材との打
ち合わせ・子どもの思い・教師の思いが
マッチングしたかどうかである。子どもに
何が必要かが大切。

３　提言１における指導助言
　助言①（福田　秀樹氏）
　①　地域人材活用の目的を確認する。
　　　何のために地域人材を活用するのか、活
用してどのような学校をつくろうとしてい
るのか、そのビジョンを共有すること。

　②　地域人材活用のねらい
　　　学校教育と家庭教育、社会教育との連携
を図る一方策（ツール）であって、教師の
補助やお手伝いではない、活用が目的では
ない。

　③　戦略的情報発信～学校改善の視点から～
　　　現在の活用の在り方ついて、学校は、本
当に困っていること、学校だけでは解決で
きない問題に対しての活用になっているの
か。例えば「保護者や地域からの苦情を減
らして欲しい」という困りがあるならば、
学校はもっと地域に発信すべきである。学
校改善の視点からの地域人材の活用という
考え方が成熟すればコミュニティ・スクー
ルとなるわけである。

　④　戦略的情報受信
　　　地域人材の活用を通して、保護者や地域
住民の学校に寄せる思いを直接知ることと
なり、それを学校評価などの受信情報を学
校経営に戦略的に活かす。

　助言②（古谷　雅幸氏）
　・　地域には貴重な人材がいる。発見してい
かに子どものために、学校のために利用で
きるかが大切である。

　・　地域人材を活用する際に、地域も学校も
共に有益な面がなければならないという
win-winの関係の視点が必要である。

　・　地域人材を活用する際、見直しながら、
縮小したり、拡大したりすることが必要で
あるが、拡大するときは、教頭や教諭が進
め、縮小するときは校長がすべきである。

　・　教頭の仕事は、子どものために何ができ
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るかを創造していくクリエイテブなもので
なければならない。

提言２　社会的・職業的自立を促すキャリア
教育を推進するための教頭のかかわり～内外
のリソースを「結び付ける」実践を通して～ 
青森県三沢市小中学校教頭会 
　　三沢市立おおぞら小学校　村山　道徳

協議の柱
　キャリア発達を意識した教頭はどうあればよ
いか。

１　質疑応答
　○　三沢市独自で行われている「ゆめの実現
事業」について。キャリア教育担当者の実
践的な動きについて。

　・　６月に担当者会を行い、教育委員会がま
とめ各学校へ流す。教育委員会がほとんど
行っている。

　・　キャリア担当者は、教頭が行っている。
　○　成果と課題でどんな働きかけをされた
か。困っている部分はないか。

　・　新しいものを入れるときは、一覧にして
渡すこと。

　・　職員に働きかけ動かしていくことが難し
い。

２　グループ協議
　協議報告①
　・　９年間を見通し教頭がよきアドバイザー
としての役割を果たしていく。

　・　小中でめざす子ども像を共有していく。
　・　新しいだけでなく、今やっていることを
自信をもって取り組んでいくことも大切。

　・　管理職は一般教員よりちがった目を持つ
ことが大事。

　協議報告②
　・　キャリアのカリキュラムの編成ができて
いないので教頭としてやっていくこと。

　〈学校全体の教育観として〉
　　①　失敗をたくさん体験させる
　　②　小学校のときいっぱい夢を持たせる
　　③　自分の夢を実現できる高校を選択
　〈日常のカリキュラム〉
　　　今あるカリキュラムの中で生かせるもの

があるのではないか。（例えば２分の１
成人式など）

　〈来年度のカリキュラムの編成〉
　協議報告③
　・　キャリア教育として、総合的な学習時間
等で商店街の見学や職業講演・職場体験を
行っている。

　・　教頭としてキャリア教育の視点に立って
意識して取り組んでいくようにさせていく
ことが大切。

　・　キャリア教育については、小学校と中学
校では意識に相違があると思う。

　・　キャリア教育で、「選ぶ」・「経験をつ
む」の二面を意識すると、活用と蓄積がで
きる。

３　提言２における指導助言
　助言①（福田　秀樹氏）
　　キャリア教育に対する教員の意識を高める
ことが最重要課題で、そのためには校内研修
を充実させること。具体的には、次の内容に
ついて主任等を活用して研修が行われるよう
な仕掛けが求められる。
　①　キャリア教育とは何かについての議論を
すること。

　　　学校で学んでいることと自分の将来を結
び付けて考えられるようにする。そのため
には、社会の「本物」に触れさせ、「働く
ことの書び」と「世の中の実態や厳しさ」
の両面を学ばせる。

　②　なぜキャリア教育が必要なのか
　　　その上で、将来の生き方や進路に夢や希
望を持ち、その実現を目指して、学校での
生活や学びに意欲的に取り組むようになる
こと、これがキャリア教育の意義である。

　　　さらに、学校生活と社会生活を結び、将
来の夢と学習を結び付けることにより、子
どもの学習意欲を喚起する。だから、キャ
リア教育は学力向上にも繋がるのである。

　③　各教科等におけるキャリア教育
　　　今自分が勉強していることと、将来自分
が巣立っていくであろう社会との関係を見
出し、結び付けることにより、自分が勉強
している理由や重要性がわかる授業の実践
を。

　助言②（古谷　雅幸氏）
　・　すべての教育活動をキャリアの視点で見
直していくことが大切である。

　・　焼き網にもずくを投げつけるようにしつ
こく・しつこく伝えていくことが大切であ
る。

提言３　不登校問題解消への取組を進めるた
めの体制づくりと教頭のかかわり～久留米市
の不登校問題の現状と取組の分析を通して～ 
福岡県久留米市中学校教頭会 
　　久留米市立宮ノ陣中学校　佐藤　直子

協議の柱
　不登校問題解消のために、学校が組織体とし
てどのように取り組み、教頭としてどのように
かかわればよいか。

１　質疑応答
　○　久留米市の不登校の実態について。Q-U
の活用の仕方について。

　・　中学校に入ってから不登校が多くなって
いる。ほとんどの中学校でQ-Uを扱い、分
析し話し合いをして活用している。

　○　不登校にかかわる担任に対してどのよう
な指導助言をするのか。適用指導教室を進
めるときの対応の仕方について。不登校へ
の学校の取り組みは。

　・　担任だけでなく学年の組織で対応してい
くようにしている。担任と一緒に教頭がつ
いて訪問し対応することもある。

　・　適用指導教室の対応でトラブルにあった
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ことはない。保護者に対する話し込みが大
切である。

　・　子ども側に立って考えることを大事にし
て不登校を減らす努力をしている。カウン
セラーにも相談することで解消できている
ところがある。

　○　発達障がいに対する理解・対応について
　・　早期発見、早期対応するようにしてい
る。発達障がいにかかわることで保護者の
要望があれば、医療機関のドクターに知ら
せるシステムを作っている。

　・　個人カルテ等の工夫(細かな項目で
チェック)

２　グループ協議
　協議報告①
　・　不登校に対する取り組みは、小学校は危
機感が甘い。中学校でも通用するような指
導を行っていくことが大事。（小さなこと
にも取り組んでいく）

　・　小中連携を充実させる。
　・　校務分掌の中に不登校対策担当を作る。
　・　ギャップに耐えていける子どもを育て
る。

　協議報告②
　・　保護者との連携をしっかり図っていくこ
とが大切。

　・　子どもをしっかり見つめて、学校が楽し
いと思えるよう担任と子どもがつながりを
もつこと。

　・　中学校になると不登校（中１ギャップ）
になることが多い。小中連携を図り、引き
継ぎをしていく。

　協議報告③
　・　生徒指導を組織として行い、情報収集
し、指導助言・校長に連絡していく。

　・　生徒を一番よく知っているのは担任、教
頭は親・外部組織との調整を図る。

　・　学校には指導の限度があるので、外との
ネットワークを使っていくこと。

３　提言３における指導助言
　助言①（福田　秀樹氏）
　①　主任を活用した教職員の意識改革を
　　・担任任せにしないための体制づくり
　　・自分だけで解決しようと思わせない体制

づくり
　②　教育課題は様々だが、組織として取り組
めるためには、風通しの良い風土や雰囲気
を生み出すこと、すなわち互いに認めあ
い、批判しあえる素地を学校に作り出すこ
と。「見て見ぬふり」をなくし、年長者優
位の構図もなくし、各々の考えと思いの行
き交う場を、職員室等で生みだすようにコ
ミュニケーションを交通整理すること、こ
れこそが学校管理職の役割である。

　助言②（古谷　雅幸氏）
　・　不登校の子を抱える保護者にも担任にも
不安があるため、相談には総務や副担任が
入る方がよい。そのためのコーディネート

をするのが教頭の役割であろう。
　・　教員がゲートキーパーの役割を果たさな
ければならない。まず「気づくこと」。情
報収集能力が大切である。

　・　札幌市では、相談支援パートナーという
不登校の子どもを迎えに行ったり、勉強の
面倒をみたりする有償ボランティア制度が
始められている。

　・　小中の教頭や校長が仲良くなることが、
連携の第一歩となる。

　・　自分は教頭として２つのことを大切に過
ごしてきた。その１つ目は「困難は乗り越
えられる人にしか来ない」ということ。そ
してもう１つは、「鉛筆型人間になる」と
いこと。「中に１本芯が通っていて、周り
に木（気）をつかい、身を削って人の役に
立つ」ということだ。ポジティブにクリエ
イティブに教頭職を楽しんでほしい。
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第２分科会

成　果　と　課　題
１　提言１における協議の柱について
　⑴　地域コーデネーターや地域人材を授業や
学校行事に活用することで学校も地域も共
に有益な面がなければならない。そのため
に教頭として、「何のために地域人材を活
用するのか」学校教育目標や教育課程、各
種計画との整合性に配慮して調整すること
が大切である。

　⑵　地域人材活用の評価については、子ど
も・教師・地域人材の思いが一致したかど
うかである。子どもからの評価・地域人材
の評価をしっかりと集め、見直し・改善を
行うことが重要である。

２　提言２における協議の柱について
　⑴　キャリア教育に対する教職員の意識は中
学校に比べて小学校の方が低い実態があ
る。教頭として小中の連携を図りながら、
キャリア教育の視点に立って率先して取り
組む必要がある。

　⑵　将来の生き方につながるキャリア教育を
通して、子どもたちに何を学ばせるのか。
キャリア教育のカリキュラムの編成をして
いくことが大切である。

３　提言３における協議の柱について
　⑴　Ｑ-Ｕの活用や個人カルテ等の工夫を組
織的に行うことで、早期発見・早期対応に
つながり不登校傾向にある生徒への支援が
充実できた。

　⑵　学校が組織体として機能するように、聞
く耳を持つことやお互いの悩みを出し合え
る土壌をつくることが教頭の役割である。

４　成果と課題
【成　果】
　○　キャリア教育も不登校問題・地域人材の
活用も担任・担当者任せでなく、組織とし
て対応することで課題解決につながる。

　○　学校が組織として動くためには、多少の
辛口もお互いに聞く耳を持ち、感じたこと
や思ったことを職場で出し合える教職員集
団をつくっていくことが大事。そのために
教頭としての役割について考えることがで
きた。

　○　地域と連携することによって、子どもた
ちだけでなく教職員集団においてもプラス
になる報告を聞き、今後の取り組みの励み
になった。

【課　題】
　○　地域の協力を得るには、学校がもっと地
域に関わる必要がある。そのため、休日に
ボランティアで地域行事等に参加すること
が多くなり、今以上に負担が増える。

　○　地域「協育」・キャリア教育等の担当が
自分の役割を意識し、十分機能するよう教
職員の指導や体制づくりをしていかなけれ
ばならない。
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第３分科会

研 究 協 議
提言１　防災意識を高める教育環境づくり～
教職員・家庭・地域への教頭の働きかけを通
して～

（千葉県）長生教頭会
　　一宮町立一宮小学校　松村　暁雄

協議の柱
　防災意識を高めるための教育環境づくりに向
けて、地域の教頭会として、どのような働きか
けをすることがより効果的か。

１　質疑応答
　○　教頭中心に危機管理マニュアルを作成し
ていると思うが、地域の避難者の問題等も
あるので教育委員会は、どのようにリー
ダーシップを発揮しているのか。

　・　７つの自治体があり、積極的な自治体、
進まない自治体等、差が大きい。市教委中
心のアンケートや避難訓練を行う中で、各
自治体の関心が高まっている。

　○　小学校と中学校では、対応が違うのか。
　・　小学校では、避難所での引き渡し基準が
できている。中学校では、当初、引き渡し
まで想定していない学校が多くあった。

　○被災地の取組はどうなっているのか。
　・　宮城県石巻市では、大震災の教訓を生か
し津波警報中は引き渡しをしないことを決
めた。管理職も避難所に戻らない。皆が高
台に逃げることを徹底している。

　・　災害の発生が日中か夜間かでは、対応が
違うことから、事前にアンケートを実施
し、避難場所や避難経路等を各自で決めて
おく。

　・　避難１日目か、３・４日目かでも、対応
に違いがある。総合的な学習を通し、避難
の方法等を考えさせている。

　・　ある中学校では、生徒会に防火委員会を
つくり、訓練での役割を決めている。

　・　地域コミュニティーが崩れてきているこ
とが一番の問題である。

　・　防災に関する学習等の公開も予定してい
る。子どもが変われば地域も変わる。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　防災意識を高めるための環境づくりのた
めには、教育委員会や市防災課との連携を
図ることが大切である。

　　　「防災マニュアル」「引き渡し訓練」の
見直しが図られている。地域・自治会や隣
接学校・園との連携が大切で、教頭会とし
て情報交換しながら、足並みをそろえて取
り組んでいく必要がある。

　　　「校長会」「教頭会」として意見を集約
しつつ、強い要望を出していく必要があ
る。学校独自で進めてはいるが、予算的な
こともあり、本気で整備を進めるために
は、行政の力が必要である。

　協議報告②
　　　防災対策の主体はどこかを考えながら、
地域を巻き込んだ対策を取っていくことが
必要である。その場合に、どこがリードし
ていくのかに課題がある。

　　　自治体として、教頭会として一斉に取り
組んでいるかを見ていくと、地域によって
温度差があるため、各々の状況を情報交換
する必要がある。

　　　中学校区をもとに、地域に応じた対策を
取っていくことが必要である。そのために
も、地域間の情報交換の機会を多くするこ
とで、マニュアルを整備し、地域と連携し
ながら対応していくことができる。

　協議報告③
　　　緊急時の避難システムの確立が急がれ
る。また、避難訓練を通しながら避難経路
等の確保やメール配信システムの整備、引
き渡しカードの準備等、事前に備えておく
べきことがある。

　　　地域防災訓練の実施が必要である。その
際、家庭・地域から学校や高台への避難訓
練を行うことで、行政、地域住民を含めた
防災意識の向上を図ることができる。ま
た、土のう作りや非常食の試食、炊き出し
体験等もできると良い。

　　　行政への働きかけを、さらに継続する必
要がある。たとえば、備蓄倉庫の確保や自
家発電機の備え等は、行政の支援がないと
整備ができない面がある。

　　　今後、ますます、学校・家庭・地域・行
政との連携をより強化していく必要があ
る。

３　提言１における指導助言
　助言①（米持　武彦　氏）
　　　３・11東日本大震災において津波の被害
を受けた当事者としての貴重な提言であっ
た。被災地としての学びの整理という視点
から「学校指導下における課題の共有」
「引き渡しを含めた避難訓練」「避難所の
開設」等の課題が挙げられた。提言者の所
属する長生教頭会として、課題解決のため
に、真摯な取り組みがなされていた。

　　　「危機管理マニュアル」の見直しと「危
機管理マニュアル」に基づいた避難訓練の
実施、被災時対応の検討会・研修の実施を
域内の小中学校と情報を共有し、連携して
行うことで、防災力が向上する。

　　　家庭との連携においては、引き渡し基準
の明確化と周知、伝達方法の確立と周知を
行うことが重要である。安否確認や引き渡
しは、保護者だけでなく、知人・地域団体
等を通じた情報交換を行うシステムをつ
くっておくことも必要である。

　　　学校を核とした地域の防災意識の向上の
面から「学校からの発信で地域が変わる」
ことを改めて感じさせられた。教頭会とし
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て、防災に関する保護者アンケートを行う
取組をしていた。このアンケートの集約
を、総合的な学習の時間を通して子どもが
まとめる活動を仕組めば、地域に防災意識
が継続的に広まっていくのではないか。

　　　子どもたちは、年間を通じて24％の時間
を学校で、76％の時間を地域で過ごす。こ
のことから地域の取組と連携することも大
切であろう。

　助言②（渡辺　真也　氏）
　　　長生教頭会で学校の防災意識を高める取
組がなされていることは素晴らしい。

　　　大地震の後，学校ごとに防災マニュアル
を作成したり見直したりしたが，２年も経
つと次第に防災意識が薄れてしまうことが
ある。忘れた頃にやってくるのが災害であ
るので，常に防災意識を高める取組は重要
である。マニュアルはあればよいというも
のではなく，マニュアル作りには全職員に
参加させ，職員全体の防災意識を高めるこ
とが望ましい。

　　　長生教頭会の７つの市町村のホームペー
ジでは，行政も防災に関して確実に取り組
んでいることがうかがわれる。地域の住民
のために学校の屋上に上がる外階段ができ
たところもあった。ハザードマップ作成に
学校も協力するなど行政と学校とが協力し
ていくことが必要である。行政の取組が学
校に知らされないままであったり，学校の
取組が行政に伝わっていなかったりしたこ
ともある。

　　　3．11後に，文部科学省のアンケートに
先んじて長生教頭会としてアンケートを実
施したことは驚くべきことである。結果や
課題も文部科学省の出しているものとほぼ
同じであるのでアンケートの正確性に感服
した。

提言２　「統合して良かった」と思える新設
校に向けての取り組み　～学校統合における
課題解決に向けて教頭の役割はどうあればよ
いか～
大分県玖珠郡教頭会
　　九重町立ここのえ緑陽中　日隈　哲憲

協議の柱
　学校統合に伴う様々な課題の解決に向けて、
教頭としてどうかかわればよいか。

１　質疑応答
　○　統合後に生徒に取ったアンケートの中
で、中２女子のアンケート結果（統合が良
くなかった）が気になるが、背景があるの
か。

　・　中２女子の人間関係に難しい面があっ
た。統合前の方が良かったという思いが、
アンケート結果に表れた。小運動会的な活
動を取り入れながら人間関係の構築を図っ
た。

　○　スクールバスの運行時刻の変更等の連絡
で教頭に負担が増加したのではないか。

　・　学校行事等で、スクールバスの運行時刻
に変更がある場合の連絡調整が煩雑であ
る。保護者への連絡は、メール配信
（90％）と電話連絡で行っている。

　○　廃校になる学校の地域は、反対しなかっ
たのか。

　・　地域住民のさまざまな感情はあるが、校
舎耐震の関係や生徒数が減少している関係
から、統廃合に納得せざるを得ない事情が
あった。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　「どういう学校を作るのか」ビジョンを
もつことが大切である。数の問題だけでは
ない。地域への説明等、統合へのプロセス
に則り、進めていく必要がある。まず、住
民の声を聞き、賛同を得るのは難しい面も
あるが、「教育効果」の視点から説明を行
い、納得してもらうことだ。教委との連携
も欠かせない。

　　　人間関係についても、保護者・地域との
連携を図ることが必要である。例えば、日
曜参観日や地域懇談会の実施も有効ではな
いか。

　　　また、場合によっては個人面談やアン
ケートを実施する必要もあろう。

　　　統廃合にかかわり、校名・校章・校歌・
PTA組織・制服・部活等々多岐にわたる
問題があるが、教頭が中心になってスムー
ズに進めていく。新しい学校ができること
はチャンスととらえていきたい。

　協議報告②
　　　学校の統廃合には、様々な課題が考えら
れる。スクールバスの運行にかかわる連絡
調整等は、教頭が中心になって運行計画表
の作成を行っているが、負担が大きい。地
域との共同利用等も考えられる。

　　　小学校として進学先の中学校が統合した
ため困った事例があった。地域や保護者
に、進学先の中学校について、十分な説明
を行った結果、中学校の組織や内容等が理
解され、良かった。また、地域住民や保護
者の中に「母校がなくなる。町に火が消え
る。」等の感情があることは事実。統廃合
する際の教頭の立ち位置は、あくまでも中
立でなくてはならない。

　　　統合する児童の心のケアの問題がある。
統合前に、関係の小学校同士が連携し合
い、合同で授業をしたりレクレーションを
したり触れ合いを計画した方が良い。小規
模校から統合した場合、不登校になる場合
もあるので、児童の心のケアを大切にした
い。

　協議報告③
　　　学校規模や地域の思いに差があり、保護
者・地域住民の意思統一が難しい。統合校
同士が良く話し合うことが重要だ。生徒指
導は、統合した時にしっかりと取り組むべ
きだ。
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　　　地域による文化の違いがあり、その融合
が難しいが、特色ある教育活動を展開・
PRすることが統合への推進力になるので
はないか。

　　　適正規模は必要である。学校サイズが小
さくなってギリギリになって統合するとい
うのはなく、先を見通した取組が必要であ
る。バスの運行一つとっても、運行計画の
作成から連絡調整等、難しい問題がある。

　　　小学校として進学先の中学校が統合した
ため、困った問題に直面した。地域・保護
者といろいろ相談をしながら進めた。一つ
一つの問題を丁寧にクリアすることが大切
だ。

　　　被災地については津波の被害等により、
29校が統合して無くなった。やむをえない
状況下での統合であったので、行政の施策
として取り組んだ。

　　　また、保護者や地域住民が、極小規模校
の不安を覚え、統廃合を進めた事例もあ
る。教頭としては、人数の問題だけではな
く、児童の心のケアを一番に念頭におくこ
とだ。

　　　統合による会議は20回以上になる。教育
課程の作成、備品、予算、通学方法等さま
ざまな点での協議が必要となってくる。
しっかりとしたビジョンがないと協議が進
まないだろう。あくまでも、児童生徒を主
体とした統廃合が理想である。

３　提言２における指導助言
　助言①（米持　武彦　氏）
　　　九重町の４つの小中学校の統廃合は、
（パワーポイントを示しながら）このよう
に行われた。統廃合は、言葉を変えると、
異文化の統合であり、授業はもちろん、行
事や校内メール１つ１つを整えていく作業
が必要である。

　　　統廃合により、各学校の様々な課題を持
ち寄ることになる。学力・生徒指導上の問
題解決へつなげてほしい。学力の向上が重
要課題として掲げられているが、教師の資
質向上が欠かせない。課題解決のために
は、組織的な取組が必要である。また、生
徒指導上の課題解決のためスクールバスを
利用する際に、公衆のマナーを学ばせ、
「規範意識の向上」を図って効果を上げて
いる。いろいろな機会を通し、師弟同行の
学びの機会にしてほしい。

　　　閉校作業と統合準備が、ほぼ同時進行で
行われた。新しい学校への移行が、前向き
に行われるようにすることが重要だ。

　助言②（渡辺　真也　氏）
　　　統廃合に向けて、教育課程の作成、校
章、校歌の問題から引っ越しの手順の問題
等々、大変なエネルギーを使う。中でも、
推進役となる教頭の負担は大きい。

　　　何をすり合わせていくのか、どこに合わ
せるのか、または、新しくするのか等、考
えなければいけないことがたくさんある。
卒業式一つを取ってみても、学校ごとに文

化の違いがあって難しい。
　　　地域感情の問題については、行政の役目
と考える。教職員が中に立つことは、限界
がある。以前勤務した学校で統廃合の経験
があるが、地域感情の問題に直面した。言
葉一つとっても、地域の方々の感情を害す
ることにつながる。また、教職員について
も、「○○小からきた子どもは・・・」と
いう発言等は避けなければならない。

　　　地域の文化の違い等々、様々な問題に直
面しながらも、「統合して良かった」と思
える新設校をつくろうとのテーマの設定は
素晴らしい。特に、生徒指導面に重点を置
いて新設校の新しい校風を作り上げようと
する努力が感じられた。

提言３　児童・生徒の９年間の育ちを見通し
た小中連携のあり方　～人的交流と指導観の
共有化を促進する教頭の役割～
佐賀県唐津地区教頭会
　　唐津市久里小学校　三戸谷　史

協議の柱
　小中連携における職員の意識改革を図るため
の教頭の働きはどうあればよいか。

１　質疑応答
　○　複数小から中学校へ進学した場合、小学
校間での差が生じない方法はないのだろう
か。

　・　２つの小学校から１つの中学校へ進学し
ている。当初は、児童生徒間のトラブルが
あったことも事実である。中学校を含めた
３校での連携が図られている。管理職・担
当者で構成されている推進委員会を中心に
して小中間の課題を話し合っている。教職
員同士が意見交換する会もあるが、育友会
（PTA）の話し合いの場もある。年間２
回の教育講演会が開催されている。

　○　幼保小中連携という地域ぐるみの取組の
成果は、どんなものがあるのか。

　・（三重県四日市市の例）幼保小中の連携と
なると、学校によって重点を置きたい点が
異なる。そのため、教頭が調整して「学び
合い」に焦点化した。テーマで焦点化して
いるので、教職員が入れ替わっても、連携
が継続された。

　○　提案にあった小中連携で「敬語を使う」
ことをどう教えていったのか。

　・　小学校段階では、徐々に教えていくこと
を目標にした。中学校では、教師に対する
暴言にもつながってくるので、小学校段階
から「さん」「くん」付けで呼ぶことを徹
底した。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　地域間での取組に差がある。先進地の取
組として以下のような事例が挙げられた。

　　　幼保小中高の連携組織をつくり活動して
いる地域では、高校生が幼稚園児にパソコ
ンを教えるなどの取組がある。また、劇団
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を招く行事を同日開催にし、保護者の負担
削減を図った。小中一貫カリキュラムを作
成し、９年間を見通した指導が可能になっ
た。中学校を対象にした予算配分がなされ
ている地域もある。

　　　中学校区で、共にいじめ対策に取り組
み、保護者や地域に情報発信を行ってい
る。便りを作成するのは、教頭の役割に
なっている。

　　　小中学校間での教職員の乗り入れ授業が
行われたり、生徒と児童の交流活動も活発
に行われたりしている地域もある。

　　　課題としては、中学校区に多数の小学校
がある場合、公平に活動することが困難な
状況がある。

　　　また、小学校によって、規模や距離に違
いがある。また、学習規律から生活のルー
ルに至るまで差があることで、中学校に入
学してからの指導に苦慮する面がある。小
小間での連携も必要だ。

　協議報告②
　　　教職員にとって、やる気の出るような体
制づくりが不可欠である。小中間での互見
授業や協議の場の設定等、相互理解を深め
る取組が必要だ。スポーツを通した小中の
教職員の交流の場をもつ等、教職員間の交
流が連携に直結する。また、小中連携プロ
ジェクトチームをつくる等、組織的に取り
組むことが重要である。

　　　情報の共有化以上に、取組の共有化と実
践が重要だ。共有化できる具体的な実践例
として、「あいさつ運動」「授業スタン
ダードの確立」「生活習慣の確立」等が求
められる。

　　　児童生徒間の交流としては、部活動の体
験や行事への参加、乗り入れ授業等が考え
られる。日頃から、特別支援教育にかかわ
る児童生徒や生徒指導上で気になる児童生
徒の情報交換をしておくことも欠かせな
い。その際の連絡調整役を教頭が担ってい
きたい。

　協議報告③
　　　地域間、学校間、教職員間に温度差があ
るのも事実だが、小・中の文化をお互いに
受け入れることが大切である。また、教職
員の意識改革が必要だ。例えば、小学校側
は、「中学校に入学したら終わり、あと
は、お願い。」ではなく、中学校側も「い
ずれは本校に入学する子どもたちだ。」と
の思いで小中連携を進めることが大切だ。
小中連携のビジョンを描きながら、教職員
のモチベーションを上げることが、教頭の
課題である。

　　　小中の教職員で連携する事例として、カ
リキュラムの接続に伴う備品購入、生徒指
導面の情報交換、出前授業等がある。ま
た、児童生徒間の交流も行う必要がある。
教職員の連携は、児童生徒にとってもプラ
スに働くということを意識させたい。

　　　授業での連携において、専門性の高い中

学校の教師の出前授業は、小学校の教師に
とって、学ぶものが大きい。ある県では、
最近、小学校の体力テストに、中・高の体
育教員が指導に派遣される事例もあった。

　　　連携支援アドバイザーが配置されている
学校では、連携がスムーズに進んでいる事
例がある。一方、ある小学校では、２つの
中学校に分かれて進学するので、連携の仕
方が難しいという事例もある。

３　提言３における指導助言
　助言①（米持　武彦　氏）
　　　（小中連携の進捗状況をステップ０～４
で提示し、参加者に挙手で尋ねた。）

　　　小中間の接続には、難しい面もあるが、
課題を共有し、学習指導面と生活指導面で
円滑な小中の接続をしていくことが大切で
ある。また、単接続、複接続、多接続と接
続の型に応じた実践をしていくことであ
る。

　　　小中連携のためには、小中接続したカリ
キュラムの作成が不可欠である。条件的に
児童生徒間の交流ができない場合でも、カ
リキュラム上、学びの連続性をつくること
ができる。

　　　小中連携のために、教育環境を整備する
ことが必要である。教育環境の中には、同
僚性の向上と実践力の共有、個の意識向
上、地域・家庭との連携、児童生徒の能力
向上への帰着等が考えられる。いずれにし
ても、教頭の役割が重要である。思慮深さ
とコーディネート力を発揮していただきた
い。

　助言②（渡辺　真也　氏）
　　　唐津市は何年も前から小中連携に取り組
んできた地域である。中１ギャップの問題
を含め，「なぜ，今小中連携が必要なの
か」を考えることが大切である。これまで
は「中学校で伸ばしてくれない」「小学校
のうちに育ててくれない」など，小学校と
中学校の教職員間で責任を押し付け合って
きた面が多々あった。そもそも児童生徒に
対する指導観が違うので，簡単には連携は
図れない。校舎を一つにするだけでなく，
職員室を一つにしてからはうまくいくよう
になったという例もある。

　　　提言では連携の方法を状況別のパターン
に分けているところがとても良い。唐津地
区教頭会でしっかりと共同研究をしてきた
ことがうかがわれる。情報連携から行動連
携へと確実に移ってきていることは素晴ら
しい。

　　　提言２の統廃合の問題と同じように，小
中連携の問題も「違う校種，違う学校の文
化の違いを乗り越えさせるために職員の意
織をどのように変化させるか」という共通
テーマをもっている。教頭自身の視野が広
いかどうかがたいへん重要である。
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第３分科会

成　果　と　課　題
【成　果】
　　＊提言１について
　○　３・11東日本大震災により津波被害を受
けた被災地から提言は、さまざまな角度か
ら課題を整理しており、参考になった。

　○　被災地の津波被害に対する先進的な防災
対策は、課題解決に向けて今後、各県でも
生かせる内容であった。

　○　学校を核とした地域の防災意識の向上
は、「学校からの発信」が大切であること
を再確認することができた。

　　＊提言２について
　○　学校の統廃合には、さまざまな課題が伴
うが、一つ一つ丁寧に課題を解決すること
が大切であることを提言により再認識する
ことができた。

　○　「どういう学校をつくるのか。」ビジョ
ンを示す中で、「統合して良かった。」と
言える新設校をつくった本提言が参加者の
共感を呼んだ。

　　＊提言３について
　○　小中連携については、地域間で取組に差
があるので、先進校での取組の紹介が、参
考になった。

　○　小中間の連携はもちろんのこと、同じ中
学校に通う小学校間での連携の大切さにつ
いても確認することができた。

　　＊全体を通して
　○　防災・統廃合・小中連携等の教育環境整
備の問題は、各県の取組に差があるだけ
に、情報交換が大変活発に行われた。

【課　題】
　　＊提言１について
　○　防災対策は、地域・自治会や隣接学校・
園との連携が大切であり、教頭会として情
報交換をしていく必要がある。

　○　防災対策については、予算面での制約を
伴うので、行政の力が必要である。

　　＊提言２について
　○　地域感情の問題については、学校だけの
取組では限界があるので、行政と連携しな
がら継続的に取り組む必要がある。

　○　津波被害のために、急きょ統合せざるを
得なかった事例が出され、児童生徒の心の
ケア等の課題が出された。統廃合に伴う諸
課題を教頭会として情報を共有しておく必
要がある。

　　＊提言３について
　○　小中連携を進める上で、取り組む側の教
職員のモチベーションを上げることが、教
頭の課題である。

　○　連携支援アドバイザーが配置されている
学校では、連携がスムーズに進められてい
るので、人的配置についての要望を行政に
働きかける必要がある。

　○　中学校区に複数の小学校がある場合、公
平に連携することが難しい。そのために
も、各小学校が中学校とカリキュラムの接
続を図る必要がある。

　　＊全体を通して
　○　提言２と提言３は、時間が足りなかっ
た。グループ討議では、各県の取組を出し
合うだけで、テーマを絞って意見交換する
時間がなかった。

― 16 ― ― 17 ―― 16 ―



第４分科会

研 究 協 議
提言１　学力向上に向けて組織的に取り組む
学校体制の推進～ミドルリーダーが効果的に
機能する学校運営を目指して～
大分県津久見市教頭会
　　津久見市立堅徳小学校　平川　英治

協議の柱
○ミドルリーダーの育成。
○ミドリリーダーを効果的に機能させるため学
校組織はどうあればよいか。

１　質疑応答
　○津久見市立堅徳小の学校規模は、
　・児童数77人、教職員数10人。
　○津久見市の小、中学校数は、
　・10校
　○明確に教務主任を位置づけたところは、
　・平成24年度に市教育委員会から。
　○津久見市立堅徳小の放課後におこなわれて
いるミニ講座の年間の回数は、

　・年５回程度。
　○学力向上支援はどのような人がなっている
のか。

　・市・町・村で授業力や技術の高い人。
　○加配について聞きたい。
　・指導方法工夫改善教員など、県で100名程
度。市町村に戦略があり、方針が明確な学
校に配置している。

　○互見授業について全員参加か希望参加か。
　・基本的には全員参加。
　○多忙化の中で反対は。
　・教務、研究主任と反対はなかったと思う。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　ミドルリーダーを育てるのは大変難し
い。人材がいない場合はどうすればよいか
教えてほしい。

　協議報告②
　　　学校教育目標を明確にするために数値化
する。

　　　秋田県は、ミドルリーダーを学校評価に
関わらせている。ミドルリーダーを自覚さ
せるために校内分掌に位置づける。

　協議報告③
　　　年齢構成からいくと50代が多い。ベテラ
ン組が多いので意識改革を行う。

　　　ミドルリーダーについては、それなりの
ポジションにつける。立場をあたえる。

　　　教職員評価を取り入れてミドルリーダー
の育成を行う。

３　提言１における指導助言
　助言①（阿部　宰士氏）
　○　ミドルリーダーが活性化している学校
は、輝いている。

　○　「ミドルリーダーの育成」と「組織の活
性化」は切っても切れない関係にある。

　○　ミドルリーダーを育成するために、ミド
ルリーダーを核としたミドルアップダウン
マネジメントを確立するということが欠か
せない。

　○　教育課題を解決するサイクルを確立する
ためには、チームづくり、役割づくりを運
営委員会を中心にして行っていく。

　○　ミッションを遂行し、課題の解決を図っ
ていくには、よりよい効果を求めて数値目
標（指標）を掲げ、効果測定を適宜実施
し、見直しや改善を加えること。チーム
リーダーを中心に進行管理を重要視するこ
とが大切。

　○　互見授業で言えば、ポイントをぐっと絞
りこんだ提案授業を行うとともにそれが日
頃の授業にいかされ、児童生徒の変容、高
まりにつなげることができているか見てい
くことが必要。

　助言②（川口　眞弘氏）
　○　教頭会研究の基本は３Ｋ（継続性、協働
性、関与性）、英語では３Ｃであるが、こ
の３つの基本が踏まえられた組織的な素晴
らしい発表であった。

　○　大分県の学力向上支援員制度は学校固定
ではなく、学校を巡回しながら着実に児
童・生徒の実態を高めているということで
素晴らしい制度である。

　○　教務主任を生かすためには教務部の長と
してではなく、各校務部の頂点に位置付け
ることが重要で、また研究主任とも分離さ
せることが肝要である。「校務推進委員
会」においてもミドルリーダーを適切に位
置づげ、校務を推進させたい。

　○　東京都教委の調査によると、副校長や教
頭の職務の阻害要因として、①職務に対す
る周囲の認識不足、②不適切な仕事、③機
能不全、④分掌組織の不備、⑤職務分担の
不備等が挙げられており、これらにメスを
入れることが職務の改善につながる。

　○　参画型の学校経営で、学校の教育目標や
校長の経営ビジョン、学校評価、各校務部
の目標、学年・学級経営目標等々、目標を
連鎖させて、組織的・効果的に取り組むこ
とが肝要である。
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提言２　情報管理分野からみた危機管理意識
を高めるための教頭としての取組～文書事務
システム・三島市独自のファイリングシステ
ムを中心として～
静岡県公立小中学校教頭会
　　三島市立山田小学校　土屋　晃

協議の柱
　危機管理ファイリングシステムの検証。

１　質疑応答
　○文書受付後電子データ化するのか。
　・紙媒体でくることはない。全て電子化して
いる。

　○ファイルリング番号は、教頭が行うのか。
　・教頭と事務の共同で実施。
　○市役所全体のシステムか。
　・市教委と小中学校のシステム。
　○だれでもアクセスできるのか。セキュリ
ティの面はどうしているのか。

　・校長のフォルダーは校長しか見れない。管
理職のフォルダーは区別されている。

　○電子データ化されていないデータは、どの
ようにするのがよいか。

　・静岡県では、ＰＤＦで送られてくるが、み
なさんでグループごとに協議してほしい。

　○子どもの情報漏洩しないようにどうシステ
ム化しているのか。

　・セキュリティレベルをＡ・Ｂ・Ｃとランク
づけしている。

　・インターネットにつながっていない環境で
利用している。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　紙ベースの実態を調べたら、１割紙、７
割紙とある。公印偽造があり厳しいシステ
ムにかわった。教頭として事例、具体例を
挙げて声かけしている日常的に意識できる
システムが必要。

　協議報告②
　　　グループ内で情報交換を行った。紙のみ
や両方、その後の処理にも各々やり方があ
り、文書は、学校のもので、担当者が責任
をもってもらう。

　協議報告③
　　　危機管理、教頭がリーダーシップをとり
文書を厳しく管理していく必要がある。
ファイリングシステムは速くさがせるが、
教頭が番号をうつ苦労がある。

３　提言２における指導助言
　助言①（阿部　宰士氏）
　○　一番大切なことは、文書管理は、学校と
してのシステムであり、子どもたちの教育
のために先生方が何をしたかの記録であ
り、学校としてきちんと責任をもつ体制が
必要である。

　○　なんらかの改善が必要だとみえてきた
ら、教頭会として校長会等を仲間にひきい
れながら学校全体として提言していくこと
が大切。

　○　災害等を含めこれから先、どのように文
書管理をしていくか、しっかりと共通理解
したうえでの教頭会としての提言が大切。

　助言②（川口　眞弘氏）
　○先行き不透明な時代にあって、危機管理の
充実を図り、発信していくことが家庭や地
域の教育への関心と信頼高揚につながる。
そのような観点からも、危機管理に直結す
る素晴らしい組織研究である。

　○　事務関係は事務室任せという管理職も散
見されるが、三島市の重要施策である「文
書事務システム」や「ファイリングシステ
ム」の定着・有効活用に教頭として、教頭
会として取り組んだことの意義は大きく、
教職員の意識改革並びに市の施策の浸透に
つながる。

　○　どの自治体においても事務の手引や校納
金マニュアル、公印使用マニュアル等々の
改善がなされ、電子決済等が進んでいる。
三島市では市教育委員会や学校事務部会も
タイアップして、施策の有効性の評価をし
ながら改善が進んでおり、素晴らしい。

提言３　えびの市における小中一貫教育及び
教育特区の取組と教頭の役割～ふるさとを愛
し、確かな学力を身につけた児童生徒の育成
をめざして～
宮崎県えびの市小中学校教頭会
　　えびの市立真幸中学校　押川　幸廣

協議の柱
　えびの市における小中一貫教育及び教育特区
の取組と教頭の役割。

１　質疑応答
　○地域で学ぶ「えびの学」について教科書
は、あるのか。

　・教科書はない。共通のカリュキュラムはあ
る。

　○平成22年度に、英語活動、英語科として取
り入れているが英語面の学力があがってい
るか、中学校につながる英語について何か
効果があるか。

　・会話を楽しむなど英語力向上に効果があ
る。小学校は英会話科がプラス１時間、中
学校は英語表現科がプラス１時間ずつ多
い。よく聞き取れている。この取組の効果
は、大きい。

　○評価はどうしているのか。
　・観点別評価、作業部会で基準をつくってい
る新しい小学校の英語活動の中身を加味す
る改定作業に入っている。
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　○小、中一貫教育のきっかけ、教頭会とのか
かわり、小中文化ののりこえ方はどうして
いるのか。

　・えびの市教育の施策として平成24年度から
実施している。教頭会でリーダーをひきう
け計画実践し、部会長が他の教頭にも教頭
会で伝え、共通理解している。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　特区の取組でふるさと学習と英語教育の
２本立てでやっているのがすばらしい。
小、中連携でそれぞれのミドルリーダーが
共通の意識を持って教頭同志が共通理解を
図っていることがすばらしい。ただ、教頭
が部会長を努めていることは大変ではない
か。

　協議報告②
　　　連携によるメリットをどのように感じて
いるかが大切なこと。

　　　小、中の教員同志が知り合う、本当の意
味での交流が大切である。一貫教育につい
て市教育委員会主導で自ら見直していく取
組が大切ではないだろうか。

　　　小中の免許を持ち、小中両方を経験して
いくともっと進んでいく。

　協議報告③
　　　小中の職員室が同じなのはよいと思うが
文化の違い、空気の違いを近づけていくた
めに授業を見せ合うことが大切。

　　　小中連携は、中学校へ進学する生徒を見
た時に必要を感じる。

　　　小・中合同で研修会を持つようにしてい
る学校もある。

３　提言３における指導助言
　助言①（阿部　宰士氏）
　○　小・中・高一貫教育の推進連携のため、
教頭は、市全体の取組の一員として行って
いる。えびの市の取組に感動した。

　　　小・中・高の取組は、はじめは、トップ
ダウンであったが、推進委員として部会長
としてやらなければならないという思い
や、何かが生まれるだろうという考えでよ
しやろうとなった時、教頭会がかみくだき
自分たちでつくったことがすばらしい。こ
れは、もうトップダウンではない。

　○　市・町・村の教育の実態を知っている教
頭が教頭会で情報交換し教頭会で何を担
い、何を提言するのかが大切。

　○　市全体として市教委、市教振などベクト
ルを同じにしているか、効果測定をどのよ
うに行っていくのか、教頭会でまとめなが
ら方向性を発信し提言ができないだろう
か。

　○　教頭先生が元気で前を見て地道にあせら
ず取り組んでいる学校は大丈夫。

　助言②（川口　眞弘氏）
　○　教頭並びに教頭会が、教育特区の指定を
受けている市教育行政の中心的存在として
教務主任や中堅教員等も巻き込み、互いに
切瑳琢磨し、高め合いながら施策の具現化
に取り組んでいることの意義は大きい。

　○　えびの市では英会話科、英語表現科の教
科書を作成・活用しながら、ふるさと学習
「えびの学」も推進するなど小中高一貫教
育が推進されており、発展性があり、
ギャップの解消にもつながる素晴らしい取
組である。具現化のためには教頭の役割が
重要であるが、しっかり果たされている。

　○　教職員の資質向上を図る上で、大量退職
時代にあってOJTの推進は不可欠である。
宮崎や大分を含めて各都道府県で整備が進
んでいるが、いち早く必要性に迫られた東
京都ではマニュアル等の整備が進んでお
り、参考にしたい。教職員評価制度とOJT
は互いに関連付けながら進めて行くことが
重要である。

　○　現在九州ブロックの代表顧問を、そして
47回宮崎大会では実行委員長を務め、今や
全国教頭会３大原則である「参加型研究大
会」、「開かれた大会」、「各都道府県代
表としての参加」という改革に携わった。
今や校長会研究大会でもグループ協議が導
入されている。教頭会研究の在り方が校長
会研究に影響を与えている。本日も素晴ら
しい提言と協議が展開され、極めて有意義
だった。成果の還流をお願いしたい。
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第４分科会

成　果　と　課　題
１　提言１における協議の柱について
　○　ミドルリーダーの育成。

　○　ミドリリーダーを効果的に機能させるた
め学校組織はどうあればよいか。

２　提言２における協議の柱について
　○　危機管理ファイリングシステムの検証。

３　提言３における協議の柱について
　○　えびの市における小中一貫教育及び教育
特区の取組と教頭の役割。

４　成果と課題
　【成　果】
　○　ミドルリーダーを育成するには、ミドル
リーダーを核としたミドルアップダウンマ
ネジメント（各主任が自主的に企画立案
し、教育活動を実践すること）を確立する
ことが重要であること。

　○　公文書、文書管理の重要性を改めて認識
することができた。文書は、学校のもので
あり子どもたちの教育のために先生方が何
をしたいのかの記録であり、学校としてき
ちんと責任をもたなければならないことが
わかった

　○　小中一貫教育では、市・町・村の教育の
実態を知っている教頭が教頭会で情報交換
し、教頭会で何を担い何を提言するのかが
大 切 。�
　　　また、各学校のミドルリーダーが共
通の意識を持って取り組むことが重要。

【課　題】
　○　ミドルリーダー育成の難しさ。特に50代
以降の教職員の意識改革。

　○　公文書、文書管理の難しさ。紙文書や電
子化された文書など、市町村教育委員会
で、統一されていない。できれば一つに統
一してほしい。

　○　小、中連携のメリットを実感する必要が
ある。そのためには、小、中の先生方が知
りあう時間や場を設ける必要がある。
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第５A分科会

研 究 協 議
提言１　「教職員の道徳教育推進の意識を高め
る取り組みの工夫と教頭の役割」～道徳の時
間を核とした道徳教育の充実を目指して～
和歌山県田辺市教頭会
　　田辺市立竜神中学校　新行　靖

協議の柱
○道徳教育推進のための工夫。
○「道徳の時間」における話し合い活動の充実
のための工夫。

１　質疑応答
　○　①24の内容項目のうちいくつできている
のか。②35ｈのうちどのように総合単元を
しているのか。� （東京都　吉田）

　・　①体験活動なども含めて３年間で24項目
は入ってくる。②できるだけ体験活動を意
識して行っている。

　○　実際に35ｈ確保できているのか。
� （青森県　相馬）
　・　確保できている。資料の差し替えは担任
の裁量で行っている。体験活動について
は、古紙集め等生徒会中心に行っているも
のもある。

　○　①35ｈのうち生徒会をどのように活用し
ているのか。②家庭との連携はどうしてい
るのか。③校長のリーダーシップは？

� （鳥取県田中）
　・　①主に体験活動を通して活用している。
②学級通信で行っている。③校長のリー
ダーシップで始まり、校長教頭をはじめ全
員が授業を行った。

　○　①授業充実のための35ｈの指導案は？②
同じ学校で教諭として推進するのと教頭と
して推進することの違いや悩み等を教えて
ください。� （福島県　山口）

　・　①略案で実施。年間１・２本細案で実
施。②教諭としては自分がやればというと
ころがある。教頭としては、校長が変わる
と理解してもらえなくて困り、下見に行っ
てやっと理解してもらった。

　○　生徒の実態は？どこを目指すのか子ども
の姿で？単元構想表は？�（愛知県　近藤）

　・　全国調査で自己肯定感が低いことが分
かった。体験活動を取り入れ、きちんと評
価をしていくことで自己肯定感が幾分高く
なった。

　○　①年間の総合単元の数は？②単元とつな
いだ結果どう変わったのか。

� （福岡県　小川）
　・　①各学年１つ。②アンケートの結果、変
化が見られた。

２　グループ協議
　協議報告①
　・　価値観の多様化に対応すべく統一した言
動。公共性・挨拶・物使い方等。

　・　全体計画、年間計画の整備。副読本の採
択を教務主任と推進教師で確認、授業の巡
視。

　・　研究主任と道徳教育推進教師が連携でき
るシステムづくり。

　・　学校支援ボランティアの活用。

　協議報告②
　・　日頃の学級経営が大切。
　・　保護者との連携の大切さ。成果や課題を
アンケート等で把握。

　・　教師の課題意識や自己肯定感。
　・　教員をチームに分け、道徳教育等の推進
を図っている。

　協議報告③
　・　若い力の活用をはかりながら、授業を公
開する仕組みづくりに取り組む。

　・　発達段階に応じた話し合いのルールづく
りをする。（よい話し手・よい聞き手）

　・　道徳強化週間を設定。ゲストティー
チャーを招いて活性化を図る。

　・　35時間の確保、価値項目の漏れ防止も兼
ねて、各学年の略案を作成して交流・保
存。

　・　道徳の授業力向上のため、授業を公開
し、学校評議員も含め参観。

　協議報告④
　・　全県一斉の発達段階に応じた目標が設定
されおり、各校で具体化している。

　・　小中９年間を見通したカリキュラムづく
りに取り組んでいる。

　・　年間の授業公開計画を立て、積極的に授
業参観をする。

　・　人権学習や総合学習との関連を図る。
　・　道徳教育推進教師への働きかけと教師の
授業力向上の取り組み。

　・　読解に終始してしまうという実態を受
け、中学校における小学校教材の活用を実
施。

　・　家庭への啓発。

　協議報告⑤
　・　家庭環境による道徳性に違いを埋めるあ
いさつ運動（あいさつマイスター）

　・　縦割り班活動を年間通して行い、活動を
通して道徳性を高める。

　・　研修の充実をはかる。（若手教師の道徳
の授業力アップと各教科等との関連をはっ
きりさせた指導計画の作成）

　・　人権学習との関連。

― 22 ―― 22 ―



　・　保護者への全学級授業公開。
　・　地域との関連（見守り）、ボランティア
活動、地域の人権課題への対応。

３　提言１における指導助言
　助言①（安田　憲司氏）
　　　　「学力向上のためには、知と徳のバラ

ンスが大切」（児童生徒質問紙より）
　　　１．提言のキーワード「積極的に」「組

織的に」について
　　　　○積極的
　　　　・授業を見る６つの視点が大切。
　　　　・ワークショップ、ＫＪ法、マトリク

ス等
　　　　○組織的
　　　　・教科を横断。総合単元的指導とリン

ク。
　　　　・教務主任との連携。教育課程の見直

し・人材育成等
　　　２．道徳推進教師が果たすべき役割
　　　　○８つを整理して３つに
　　　　　①体制整備　②授業改善　③連携こ

の３つについて推進・調整・支援する
のが教頭の役割。

　　　　◎「何をどう進め、教頭が何をして、
推進教師が何をすればいいのか」を明
確にし、「子どもたちがどう変わった
のか」を分析して、教職員のこれから
のエネルギーにする。

　助言②（星野　裕司氏）
　　　１．授業力の向上
　　　　・道徳推進教師のリーダーシップを活

用。
　　　　・文科省発行の各資料を活用。
　　　２．道徳的実践力を育成
　　　　・失敗をする前に何か心に引っかかる

ことが出てきてほしい。
　　　３．全職員で関わること
　　　　・家庭環境の把握、先生が共感するこ

と、教師が本音で語れることが大
切。

　　　４．教頭の関わり―発信のキーマンに…
　　　　・外に向けて―学校便り、ホームペー

ジ等地域の人や企業との結びつきが
大切。

　　　　・内に向けて―組織をどう繋げるかど
う伝え、どう育てるか。

　　　　◎変化の可視化に努め、よさをアピー
ルし、次につなぐことが大切。（校
内体制継続のために）

提言２　「教職員の資質能力の向上を図るため
に教頭としての役割はどうあればよいか」
～専門性・職責感の向上を目指して～
鹿児島県鹿児島市地区教頭会（中央・桜島ブ
ロック）
　　鹿児島市立桜洲小学校　平山　甲一

協議の柱
　教職員の資質能力の向上を図るために教頭と
しての役割はどうあればよいか。

１　質疑応答
　○　資質能力向上スケジュールの作成につい
て、一人ひとりに応じて作成するのか。

� （香川県　三木）
　・　教職員が７名なので、学年当初に自己申
告された最重点目標に向けて教頭は何をす
べきかを考えて作成する。

　・　自己申告をもとに助言するので、本人も
受け入れやすい。

　・　Ｈ23年度に比べ、多忙化の評価が改善さ
れた。

　○　教職員の資質とは、変わるものか？様々
な力の中で変容しやすいもの、しにくいも
のはあるか？� （福岡県　秋山）

　・　資質能力は、Ｈ23アンケート、Ｈ24・25
の中教審答申を参考にしている。

　・　資質能力は、その先生の目標を考慮し
て、総合的に伸ばすもの。個々の実態に応
じて方策を講じている。

　○　教職員同士の学び合いによる資質向上の
姿があれば教えてください。

� （東京都　濱脇）
　・　Ｈ25コーチング手法を取り入れる中で、
授業参観や教材研究等職員間のつながりを
つくることはできた。

　・　自分自身で振り返りをさせ、課題を明確
にし、必要な部分について先輩の授業を参
観させた。

　・　小規模校の中で複式の授業を工夫して互
いの学び合いの時間を生み出している。

２　グループ協議
　協議報告①
　・　本人に気付かせるためには、多くの手法
が有効である。

　・　教員の資質・能力の向上については、子
どもの姿で議論することが大切ではない
か。

　・　本人が納得しなければ指導はゆきとどか
ない。ベテランの先生を指導者に職員同士
で学び合う環境をつくっていくことも大
切。

　・　教頭の人間性をどう磨いていくのか、教
頭自身の資質向上が人材育成につながる。

　・　多忙化による対話時間の不足、能力向上
に意欲的でない教員への対応など課題もあ
る。
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　協議報告②
　・　自己管理目標シートに数値目標を設定
し、全員授業で授業力を高めている。

　・　個別の指導の実施。管理職模範授業や若
手とベテランを組ませてお互いに伸びるよ
う切磋琢磨している。若手の先生にしっか
りとした自分の考えをもつように指導して
いる。

　・　若手育成の研修の必要感から、そのため
の時間を生み出すための工夫をしている。
校務支援システム活用し、事務の効率化、
校務分掌のスリム化、地域行事への参加の
選択制、保護者対応を管理職で等。

　・　職場に高年齢層が多く、ミドルリーダー
不足で、資質・能力を高めるための分掌の
構成や研修等の課題もある。

　協議報告③
　・　子どもたちの成長という視点で考えれ
ば、授業力向上が第一。パワハラにならな
いように厳しく、小さな成長も見逃さず、
褒める。

　・　職員一人ひとりを理解し、認めること。
話をする時間やタイミングをうまくとり、
コミュニケーションを図ると効果的。（ア
イメッセージ）

　・　人事評価制度の活用。面接は効果的、職
員を育成する目的で行う。

　・　いかに職員をサポートし、モチベーショ
ンを高めるかが大切。（話し方・タイミン
グによって言いたいことの伝わり方が違
う）

　協議報告④
　・　力量アップの第一歩は、授業力アップ。
（授業で勝負する力）授業公開・研修の時
間と機会の確保。

　・　職員の個に応じた対応、各種研修会・研
究会の活用、研究会に参加しやすい校内体
制づくり、長期休業の活用

　・　ミドルリーダーの育成
　　　育てる仕掛けづくり
　　　（よさを見出す）
　　　コミュニケーション
　　　（褒め励ます、具体的指示）
　　　職員室の雰囲気づくり
　　　（校長への報連相）
　・　教頭として研究・研修のための人材確
保。教頭自身のコーチング研修。

　協議報告⑤
　・　能力は開発できる、資質は見出すもの。
教頭として、育てる・見出す・褒める。ダ
メ出しをせず、ポイントを見極め、いっ
しょになって育てる。

　・　技能・スキルは入れることはできるが、
運用活用する力は、難しい。そのため、学
校の組織づくりを進め、チーム的に人材を
育てていく。

　・　学び合う場面を設定する。ベテランと若
手を組み合わせたり、テーマをもった授業
公開を計画的に行ったりする。

３　提言２における指導助言
　助言①（安田　憲司氏）
　　１．大分県の人材育成の取り組み
　　　⑴　教職員一人ひとりの指導力向上
　　　⑵　世代交代を目前に控え、技術等の伝

承
　　　⑶　大分県の求める教師像
　　　　　①専門性　②人間性　③社会性・創

造性たくましさ　④組織人
　　　◎「芯の通った学校組織の構築」
　　　　学校教育目標をいかに具現化するか検

証可能な重点目標（数値化）の設定実
現のためには教頭の調整力が不可欠

　　２．提言について
　　　⑴　資質向上スケジュールについて
　　　・学校の状況に応じて、個に応じて自ら

取り組む姿勢をつくることが大切。
　　　・本人が納得した上で、焦点化を図り、

どんな力がついたか確認していくこと
が必要。

　　　⑵　教員同士の学び合いについて
　　　・学びの場としての教員集団をつくるの

は教頭の仕事。互いのよさを生かし、
実態を把握した上で個に応じた指導を
行うこと。

　　　・校長との連絡を密にしながら、教頭が
コーディネイトしてベテランのよさを
伝える場面をつくる。

　助言②（星野　裕司氏）
　　　提言について
　　　１　組織的研究…教頭の働きが明確だっ

た。
　　　　・組織力向上のために継続・協力・関

与が大切
　　　　・「学校運営誌」の活用
　　　２　教師の成長を支える
　　　　・教職としての技術・専門性の何をど

のように伝えるか
　　　　・校内のOJTを通して「グループによ

る学び合い」「切磋琢磨」する力を
育てる。

　　　３　教頭の関わり
　　　　◎教頭として多くのアイデア、情報を

集め、校長に繋ぎ、よりよいものに
していく。
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第５Ａ分科会

成　果　と　課　題
【成　果】
　○　テーマを絞り、本音で話し合えた。新し
い手法や全国の様々な取組が聞けて良かっ
た。

　○　１つの提言について、掘り下げて質疑応
答できる時間が確保されていて、よかっ
た。自校の行っている教育活動を検証する
のに役立ったし、小中学校の道徳の違いが
よくわかり、小学校で何をすべきかを考え
ることができた。

　○　他県の状況・情報を交流するなかで、共
通する課題について話し合いが深められ
た。教職員の専門性に関する課題に対して
の教頭の役割が明確になり、自分の課題を
見つけることができた。

　○　教職員の資質向上は、まず信頼関係が基
盤。コミュニケーションの取り方に様々な
工夫があることを確認できた。特にコーチ
ングの手法やSWOT分析が参考となっ
た。

　○　教頭として積極的に職員にかかわり、同
僚性を発揮して組織的に取り組むことが必
要。教頭の立ち位置、役割の難しさを感じ
るとともにやりがいを感じた。今後に向け
ての意識が高まった。

【課　題】
　○　「研修の機会・時間等の確保」「教職員
に応じた資質能力の向上」「教頭としての
資質能力の向上」まだまだ研究と実践の積
み重ねが必要である。

　○　「教頭の役割、責務」という漠然とした
内容は難しい。テーマの絞り込みが必要で
はないか。

　○　各学校の実情や課題によって明確にでき
ない面がある。この状況でこんな取り組み
を行っているという事例の出し合いで終
わってしまう。
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第５Ｂ分科会

研 究 協 議
提言１　組織的な学校運営による学校の総合
力の向上　～教職員の意欲・実践欲を高める
取組を通して～
山口県山口市立中学校教頭会
　　山口市立秋穂中学校　今坂　雅志

協議の柱
　地域との連携を進めるためには、どのように
教職員に関わりを持たせるか。

１　質疑応答
　○　副校長会（教頭会）の部会構成（グルー
プ）の作り方は？　副校長（教頭）の負担
感はどれほど大きいのか？

　・　大規模校、中規模校、小規模校がおおむ
ね均等になるようにグループ分けしてい
る。

　・　受け持つ授業数は、12時間（市内平均10
時間）。地域との連携は教頭中心だが、他
の先生にも機会をもってほしい。

　○　地域との連携コーディネーターとしての
苦労や心がけていることは？

　・　地域とは、職員全員で関わることを大切
にしている。

　○　参画意識を高めるための企画書は、どこ
まで見通して、いつの時点で書くのか？

　・　企画書は２学期末に提出している。どの
ように活用していくかが、今後の課題であ
る。

　○　ねらいの提示について、各主任との関わ
りは？ねらいに対して生徒の反応は？教頭
会がリーダーシップをとって始めたのか？

　・　山口市からの提起があり、教頭会でも推
し進めた。各主任にも説明し、関わっても
らうようにした。生徒のアンケートは、ね
らいがあった方がよいが80％を超えてい
る。（はっきりしていた方がわかりやす
い）

　○　小中合同研修会については？
　・　小中連携研修は、時間の設定が難しい。
小中の教頭が年間計画を立て、教育相談が
設定。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　教頭、教務が窓口になる。どうしても他
の教職員の意識が低い。（教頭の仕事と
思っている）　　　意識改革をどうすすめ
るのか。地域との連携が必要だという意識
をどうもたせるのか。教頭はあくまでもパ
イプ役で、一報は教頭、後は担当職員に
と、役割を明確にし任せる。

　　　地域と連携した取組の年間計画があり、
誰がいつ何をするか分かっているため、自
主的に動く。

　　　地域担当の教職員がいる。→進捗状況の
把握が大事。

　　　閉塞感をどう打ち破るか、そのためにま
ず学校に人を入れる。

　　　地域との連携は様々。各々の役割を明確
にし、絶えず情報を流すこと。みんなで協
議する場も必要。

　　　連携が必要だという意識をもたせる。そ
のためには人を入れ、その良さを実感させ
る。

　協議報告②
　　　学校防災対策、防災主任を位置付け、取
り組んでいる。

　　　平成27年度全国教頭会、防災教育研究校
…地域との連携が必須。授業参観を年２
回、地域の関係者をよんでいる。

　　　地域との関わりは深い。公民館活動を学
校教育がつながっているが、防災意識は低
いのが現状である。

　　　場所によって防災意識の差がある。職員
を育てる…直接関わる先生を育てる、教頭
はつなぎ役である。

　　　スクールサポーター、放課後子ども教
室、施設開放、農業体験、図書ボランティ
ア等、校務分掌の中に位置づける学校が二
次避難場所に指定されている。

　協議報告③
　　　学校と地域とのつながりは大きい。ＰＴ
Ａ活動も活発で、第二土曜日は資源回収作
業日である。土日の活動が多い。文化体験
学習。地域連携コーディネーター１名がい
る。

　　　地区ごとの結束力が強い。教頭のコー
ディネート力が道をつける。

　　　日赤より防災倉庫をもらう。町内会長を
呼んで、内覧会、校舎の見学等を行った。

　　　津波、大雨、想定マニュアルを生徒一人
ひとりに持たせている。

　　　生徒の命、安全を第一に守ることが学校
の信頼を得ることだ。

３　提言１における指導助言
　助言①（清松　今朝見　氏）
　　　地域との連携のスタートラインは、課題
の共有である。→協働的な関係を作る。

　　　学ぶための機会をつくる。→教頭ではな
く担当に教員をあてる。

　　　地域の学校であるために→小中連携をす
る、コミュニティースクールも一つの手で
ある。

　　　行事の見直し→何のためにその行事をす
るのか？期待する教育効果と時間数との関
係。

　　　どう職員を参画させるのか→一つの方法
として、分掌の中に地域連携担当をつく
る。

　　　誰が、いつ、何をするのかの分担を、一
年を通じて確かめていく必要がある。
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　助言②（黒川　泰　氏）
　　　保護者や地域との連携は、何のためにし
ているのかを整理すべきである。

　　　地域の人材活用が学校にとって本当にメ
リットがあるのか？必要なのか？を共通理
解することが大切である。メリットが無い
のであれば行う必要はないのではないか。

　　　教頭の大きな仕事は、人材育成と組織強
化である。ミドルリーダーをいかに育成す
るか→教師は学ぶ専門職、自己改革を常に
胸にもっていたい。

提言２　「竹田教育のまち TOP 運動」を推進す
るための教頭のかかわり　～竹田中のプロジェ
クト立ち上げによる組織的な取組を中心に～
大分県竹田市教頭会
　　竹田市立緑ヶ丘中学校　河野　義文

協議の柱
　教育委員会の方針と学校経営をつなぐ教頭の
役割はどうあればいいか。

１　質疑応答
　○　ＴＯＰ運動は学校ごとにトッピング(重
点化)するのか？

　・　生活ＴＯＰ、学習ＴＯＰはそれぞれの学
校で重点は違う。

　○　ＴＯＰ運動の図式を見ると毎年変化して
いるが、どういう流れで修正されていくの
か？

　・　ＴＯＰ運動の図式が毎年変わっているの
は、教育長だけでなく、校長会、教頭会の
代表が事務局に入り、次年度のことを検討
している。

　○　ＴＯＰ運動推進の組織（事務局のメン
バー）はどうなっているのか？教頭として
の関わりはどうなっているのか？

　・　組織はプロジェクトチーム、サポート
チームの代表が５～６人入り、具体的な流
れを作っている。教頭はその流れを、学校
の中でどのように伝え、広めていくかが仕
事になる。

　○　学習指導部のメンバー構成は？限られた
職員でなぜこのような複雑な分掌組織を
作ったのか？

　・　分掌図はかなりシンプルにしながら、新
たに学習指導部を立ち上げた。学習規律は
学習指導部、校外は生徒指導部と分担して
取り組んでいる。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　教育委員会のやる気が感じられたが、全
ての学校でずれはないのか？教頭が校長と
教育委員会のはざまに入ることはないの
か？→各学校で取捨選択しているところも
あるが、まずやってみるということで、成
果と課題が明らかになり、次につながると
いう点もある。

　　　長野で始まった「自問清掃」、富岡が全
小中学校に採り入れた。竹田は少し違う。
時間いっぱいに取り組む掃除＝自分を磨
く。

　　　強いリーダーシップは必要だが、教員に
はストレートには下せない。どう咀嚼して
職員に下ろしていくかが大切だと思った。

　　　校長なり教頭なりが、意図をくみ取り、
自分の学校に合わせた取組にしていく必要
がある。そして取組の総括を次年度に組み
込まれるようになっているのか。

　　　市長スタートのＴＯＰ運動を教育長や教
育委員会がフォロー、継続発展をしていっ
ている。

　協議報告②
　　　周南市の方針、生徒指導の３機能を入れ
た指導の実践。授業力向上の視点。→学校
内のチャレンジ目標の設定。

　　　３つの達成目標(確かな学力、規律ある
態度、健康体力)→テスト、質問紙の実施

　　　久喜市→「総合的な人間力」の育成→
知・徳・体の調和のとれた人間づくり

　　　小中一貫教育の推進（ブロックごとに研
究、公開）１中、２小の計３校で研究（各
学校のスタンダード作り）知・徳・体の３
つの部会で研究、発表。

　　　校長のビジョンをいかに教職員に下ろす
か→教職員の評価制度の活用。

　　　子どもの未来をひらく学校教育で、１、
学力向上　２、教師の資質向上　３、家庭
の教育力の向上　４、地域との連携、若手
教師の育成が急務、家庭読書の推進

　　　復興教育（岩手）→分掌に復興担当を設
置。人間関係、信頼関係が大切。50歳代
（60～70％）20歳代（残り）ベテラン教師
の意欲の向上が課題。

　協議報告③
　　　市からは、方針のみ出され、各校で実践
している。学び合うことを大切にしてい
る。→切るべき所を切って、重点化して行
う。授業形態を工夫し、聞き合える力を育
てている。

　　　市の学習形態についてやり方、モデルが
出ている。これに沿ってやるよう指示があ
る。課題に沿って、最後まとめる。全ての
教科、単元には当てはまらないときがあ
る。→課題が出てきた理由は、教師によっ
て力量の差があるために出てきた経緯があ
る。

　　　特に教育委員会と連携はしていない。県
の学力低下が課題。５年後トップ10に入る
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のを目標に進めている。→各校そのために
取り組んでいる。ねらいの明確化を学校で
巡視、成果の見届けを教頭がしている

　　　学力向上では、方針のみ出され、各校で
実践している。校内研修をすすめ、学力の
協同体をすすめている。

　協議報告④
　　　各府県ごとに違いがあるが、道徳に関わ
る（郷土愛、徳育など）こと、学力向上に
関わること、（結果のよい県を視察、附属
などで研修、学力調査の結果を上げるため
に）など、委員会がすすめている。

　　　新しい施策などについて、教師が市議会
の議事録やホームページを利用して一般職
員に周知している。

　　　教頭が回りの先生方に新しいことを分
かってもらえるようにお願いする。

　　　新しいことを作っているが、古いものを
取りやめにしていないので、負担感は増
す。

　　　教育委員会と一般の先生方との間の板挟
み状態に教頭がなっている。

　協議報告⑤
　　　教頭会の中で、市からの指導で特に竹田
市のような指導はない。

　　　教育推進計画を市が作る。各学校に対
し、経営方針に金がからむ。

　　　１学力向上、２特別支援教育、３食育に
力を入れる。１は、ＩＣＴ教育で教育内容
を変える。２は、地域の特別支援学校と連
携している。３は地産、地消、担当に計画
を立てさせている。

　　　トライ運動…学校独自の計画（学力改善
プラン）を市が要請している。運営委員会
で分けて出す。

　　　教育委員会の指導は校長にあるので、教
頭の仕事は校長のサポートである。教頭と
して、できることと、できないことを考え
る。

３　提言２における指導助言
　助言①（清松　今朝見　氏）
　　　市の課題と学校の課題をつなげていくた
めに、校内研究が大切になる。①取組の共
有→課題や目標だけでなく、到達イメージ
も共有することが必要。②子ども達の主体
的な取組となっているか→子どもがどのく
らい課題をつかんでいるか。③保護者や地
域への公表（通信等）④プロジェクトチー
ムの目標を学年や教科経営に、学級経営目
標につなげていけるか。（実際の授業で表
出しているか）⑤評価…長期と短期に分け
て、うまくいかないときは止めるか、修正
していくことが大事。

　助言②（黒川　泰　氏）
　　　学校も教頭も変わり続けていかなければ
いけない。自分を変え続けるチャンスは研
究指定校の研究。

　　　学校の教育課題や目指す子ども像に近い
場合は、積極的に取り組むべきである。

　　　①必要性の認識、②目標の共通理解、③
受けた手ごたえ→ソフトランディングへ

　　　取組の当初が大切になってくる（校長が
勝手に引き受けたわかではない。）研究指
定校を受けることで、研究の中で、常にミ
ドルリーダーの育成をしていく。キーワー
ドは人材育成。
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第５Ｂ分科会

成　果　と　課　題
１　提言１における協議の柱について
　⑴　地域との連携を推進するためには、組織
やシステムが必要である。多くの教職員が
関わるシステム作りが大切である。例え
ば、計画や参加を教職員に委ねることは参
画意識の向上につながる。目的が分かり、
見通しが持て、成果が見えることが充実感
につながる。いずれにしても教頭にはコー
ディネート力が求められる。

　⑵　地域との連携システムを再構築したこと
で、学校全体の支援体制の様子が明確にな
る。教育活動全般における支援も充実し、
職員が地域の方の専門性に学ぶ機会とな
り、教師自身の指導力向上にもつながる。

　⑶　教頭として、地域人材の発掘、活用は欠
かせないが、その具現化に向けて、効果
的・効率的な取組をどのように行えばよい
かが重要である。

２　提言２における協議の柱について
　⑴　リーダーを育てるとは学校運営に参画す
る意識を育てることでもあり、強力なリー
ダーを育てることは、活力ある学校を実現
する一方策である。

　⑵　学校を取り巻く環境が厳しくなる中、ス
トレスが多い職場では、仕事の効率低下を
招く。我々教頭は、教育委員会、校長の提
言を受け、教職員の職業意識を高揚させな
がら、教職員が感じている多忙感を軽減さ
せ、ストレスをも乗り越える活力ある教職
員集団の実現をめざしている。

　⑶　あとに続く人材育成、職務内容の精選や
適切な業務の分業化による職場環境の改善
や、メンタルヘルス管理の面からも、職員
の力を引き出す配慮及び取組が、いま教頭
職に問われている。

３　成果と課題
【成　果】
　○　教頭として、職員の特性を把握し、積極
的に関わりを持つ中で、教職員の資質向上
につながる実践が持てた。

　○　ミドルリーダーとして、必要な資質・能
力と経験のモデルを作成できた。

　○　各小中学校の教職員の年齢構成を把握
し、ミドルリーダーに必要な資質能力を身
につけるための経験が不足する要因となっ
ていることが考察できた。

　○　様々な取組の中から職能成長に有効と思
われる取組に共通して含まれる要素そして
「実践」と「協働」を確認できた。

【課　題】
　○　実践を共有するための校内組織や研修体
制の工夫。

　○　補充教員の職能成長を計画的・継続的に
行うための研修体制の確立。

　○　教職員の年齢構成等の実態を踏まえたミ
ドルリーダーの育成方法の立案。

　○　研究の継続性、協働性、関与性を満足さ
せる教頭会の組織や研修会の持ち方の改
善。
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第６分科会

研 究 協 議
提言１　「学校を活性化させるための教頭の
職務について」～小中一貫校としての教頭の
リーダーシップについて～
高知県高知市小中学校教頭会
　　高知市立行川小学校　中島登喜雄

協議の柱
　小中一貫(連携)教育を推進するために、教頭
として、合同組織への関わりや人間関係の構築
をどうすれば効果的になるか。

１　質疑応答
　○　小中教頭の役割分担について
　・　中教頭はPTA、施設全般、小教頭は小
中一貫に関する事項を担当。職員室が一つ
なので、比較的良好な連携関係がとれてい
る。

　○　サブタイトル「リーダーシップ、パート
ナーシップ」について

　・　職員とはミドルリーダーの自主性を活か
す点に、校長とは「小中一貫教育の推進」
への思いが組織全体に行きわたる点に配慮
している。

　○　コミュニティースクール指定と、それに
係る学校運営委員会を通しての教頭の役割

　・　地域や保護者と連携した主な活動は
「しょうが作り」、「地域防災活動」であ
るが、教育委員会や公民館も含めた連携の
要としての役割を担っている。

　○　効率的な業務推進、負担軽減に向けた小
中連携、他校との連携、市への要望

　・　市内で小中一貫に取り組んでいるのは本
校のみだが、他校との連携も始まった所で
ある。

　・　小中連携した校時表の見直しを行いなが
ら、相互乗り入れ授業を実施している。

　・　教職員の声を聞き、校長判断で要望を出
し、加配をつけてもらった。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　小中連携による外国語活動（小６～中
３）の指導案を作成した取組や、毎朝５分
間の英語活動ＤＶＤの視聴学習の例が報告
された。

　　　小学校同士の連携については、各校教頭
の情報交換を図り、各学校の教育活動の推
進に役立てている。

　　　校内では教頭が教務主任・研究主任を
リードし、運営委員会を機能させていると
いった事例が紹介された。

　協議報告②
　　　小中連携の事例として、毎年２月に６年
生が中学校を訪問し、授業を参観しながら
中学校生活への見通しや希望を高める実践
が紹介された。また、その他にも防災、危
機管理、ＰＴＡ活動、生徒指導、合同研修
会、乗り入れ授業等の活動における多彩な
小中連携の事例が紹介された。各活動にお
ける、連携の核としての教頭の果たす役割
の大きさを再認識し、小中の接続に関する
実践例の有意義な情報交換がなされた。

　協議報告③
　　　出前授業等の実践を通して、小中各教職
員間の価値観の違いを如何に埋めつつ連携
を図っていくか有意義な意見交換がなされ
た。また、意識の食い違いを認識しなが
ら、互いの良さを認めるため、各教頭・教
務主任が中心となり、情報交換会を定例化
し、効果的な学習指導・生徒指導の実践に
結び付けている例が紹介された。

３　提言１における指導助言
　助言①（相原　誠一　氏）
　　　教頭として、教職員の小中連携の必要性
を常に意識化させるとともに、その意識を
高めていくため、小中連携のメリットを具
体的にわかりやすく説明し、納得させてい
くことが大切である。

　　　また、各学校において特色ある教育活動
を教育課程に位置付けるとともに、校内研
究体制を確立する過程においても、小中連
携に向けた教育活動を推進して欲しい。教
頭には、研究を積極的に展開して行くため
に、適切な指導助言を各教職員に与えるこ
とが望まれる。

　　　しかし、小中教職員間には、当然の様
に、意識のずれや違いが常に生じてくる事
も少なくない。互いの相違点を明確にし
て、理解することで、学校相互の風土を尊
重する雰囲気を教職員組織に醸成していっ
て欲しい。

　　　校長の掲げる教育目標の具現化に向け、
それぞれの教職員集団へ、指導・助言を与
える努力を惜しまないことが教頭に期待さ
れている。

　助言②（三浦　雄一　氏）
　　　秋田の小中一貫教育は、各学校の特色に
合わせた方法で、それぞれの教育活動を推
進しながら、「一貫した考えに立った教
育」に向けた体制づくりを行っている。そ
のために、各学校では連携するための部の
編成や、各部のキャップにあたる教職員を
配置し教育計画の立案と実践に取り組んで
いる。

　　　そうした取組の中で、教頭はキャップの
育成や指導、連絡・調整等大きな役割を
担っている。
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　　　時数管理上の課題もあるが、小中相互の
授業乗り入れ、中学校ＰＣ室や図書館の解
放等も積極的に実施している。

　　　相互乗り入れの授業を実施するにあたっ
て、一部の教職員の中には、「貸し・借
り」の意識があり、双方の教職員間の文化
の違い、障壁を感じることもあったが、小
中連携の真の目的や協働意識を高めること
で、まちがった考えを払拭し、相互に教育
効果を高める点を再認識させて行きたい。

　　　連携校における教頭間の情報交換を密に
しつつ、小中連携の体制づくりに向けてあ
らゆる方策、手段を検討しながら、形ある
実践を展開していくことが重要である。

提言２　「校長の学校経営の具現化を図るた
め、リーダーシップを効果的に発揮する取組」
～確かな学力の向上を推進する教頭の関わり
を通して～
沖縄県久米島町小中学校教頭会
　　久米島町立仲里中学校　宮城　肇

協議の柱
　小・中、家庭・地域連携による「学力向上」
の取組を効果的に行うため、組織編成と運用を
副校長・教頭として如何に推進するか。

１　質疑応答
　○　ミドルリーダーの育成ができたと判断し
た根拠について。

　・　主観的にもミドルリーダー育成がなされ
た事を実感している。学力向上に係る実践
計画を推進する上で各主任へ教頭が助言を
与え、機能的な実践ができたと判断してい
る。

　○　小中が連携して学力向上に係る共通実践
事項を構築しているが、その結果が出てい
ない点を具体的に説明して欲しい。

　・　学力検査の結果が出ていないので、分
析・考察については今後実施ということで
ある。

　○　教頭の関わり方についての検証方法は想
定していなかったのか。外部機関に方法を
求めても良いのではないかと考えている。

　・　検証方法についても考えてはいたもの
の、少し考えの甘い点もあった。より具体
的な検証方法について今後も検討して行こ
うと考えている。外部の指導も仰ぎたい。

　○　へき地教育、キャリア教育を進める中
で、「島を出たい」と考えている生徒がど
の程度いるか調査結果はあるか。

　・　進路指導教育の中で調査を実施してい
る。沖縄本島へ出たいと３～４割程度の生
徒が考えていることがわかっている。

　○　学力向上推進に係る研究発表等の事例が
あれば教えてほしい。

　・　毎年11月に、久米島を３つのグループに
分けて学力向上推進会議を実施している。
校長、教員、地域の有識者等が参加し、指
導主事の助言も頂き各学校の教育活動の推
進に役立てている。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　学力向上について、授業力の向上・家庭
教育力の向上・地域との連携の３つの視点
で討議を行った。まず、授業力向上につい
ては学び合いの方法や家庭学習の充実等習
熟に向けた具体的事例を出し合った。家庭
の教育力向上については、啓発に向けた取
り組みや課題について話し合った。また、
学力向上が将来的には地域再生へつながる
との視点に立ち、地域と共に育む教育活動
の在り方や、地域講師のコーディネイトに
向けての、教頭の果たす役割の大きさにつ
いて、改めて確認した。

　協議報告②
　　　小規模校では、学力向上に向けた補充学
習の実施が、比較的容易に行える反面、大
規模校では下校時刻や社会体育団体との調
整に手間がかかり、必要に応じて臨機応変
に実施することが困難であるという意見が
出された。

　　　また、副校長が忙しくならないように、
教頭や主幹教諭と業務分担を適切に行う必
要性についての指摘がされた。たとえば教
頭が授業力向上に向け、若い教師に指導し
たり、主幹教諭が学力テストの結果の分析
と指導を実施し学年長へ指導を行う等、組
織的な取り組みの例が紹介された。

　協議報告③
　　　学力向上に向けた、横浜や北九州での具
体的な取り組み事例が紹介されたほか、愛
媛県では全国ベスト10入りを果たすために
学力向上主任が設置された例、スーパー
ティーチャーが各校を回り、授業力の向上
に向けて指導・助言を行う例等が報告され
た。授業乗り入れについてのメリットと教
師の意識改革の必要性についても確認する
機会となった。

３　提言２における指導助言
　助言①（相原　誠一　氏）
　　　大規模校に比べて組織的な対応や教職員
同士の磨き合いがしづらい小規模校では、
目標を共有することにより、一層の協働体
制の確立と全教職員への意識づけが必要で
ある。

　　　また、規模の大小を問わず、校長のビ
ジョンや提言を理解し、様々な課題に対し
て指導助言するミドルリーダーの存在も重
要になってくる。教頭を通じて得られる、
連携校間の情報交換や課題も収集して、各
校の運営の核となる主任を推進部会等の核
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に置き、トップとローワーの中間における
ミドルアップダウウンマネジメントを効果
的に機能させる人材育成が急務となってく
る。

　助言②（三浦　雄一　氏）
　　　学力向上の取組では、秋田県が全国トッ
プレベルにあると言われているが、本県で
は学習規律の確立を大切にするとともに、
授業づくりに重きを置いている。

　　　学習規律の確立に向けての具体的な実践
を各校で情報交換し、共通した取組を実践
している市町村も多い。また、家庭学習
ノート指導の充実を図りながら、「あたり
まえに学習に取り組める子」を育てていき
たいと考えている。

　　　授業づくりについては、一時間の授業に
おけるねらい、課題の位置づけを徹底させ
ている。その取組により、次時とのつなが
りも明確になってきてはいるが、中学の授
業では教師が喋りすぎる傾向がある。生徒
の活動を保証し、意欲を高める授業づくり
に向け、その都度修正や指導も加えなが
ら、授業力を高めて行くことが大切であ
る。

　　　また、外部講師の活用も積極的に行って
いるが、人材ネットワークを活用し、何の
目的で、どのような場面で、如何に活用す
るかを明確にするよう配慮している。

提言３　「協働意識の高揚を目指した職員室
経営案の作成と実践」～多忙感を充実感に変
えるために～
大分県由布市教頭会
　　由布市立由布川小学校　清水　聡

協議の柱
　副校長・教頭の職員室担任としての役割は、
どうあるべきか。

１　質疑応答
　○　「多忙感を充実感に」ということだが、
充実感をどのように考えているか。

　・　研究指定校という事で日常的に多忙であ
るが自校で言えば、「忙しかったけど
･･･」の後に、満足感や達成感を表す言葉
が教職員から出ればよいと、考えている。

　○　職員室経営案作成への校長の関わりと作
成のポイントについて。

　・　事前に校長に見せて理解してもらってい
る。校長の教育方針に沿いながら、学校に
必要であり実践可能な事である点を配慮し
ながら作成した。

　

　○　「高いチームワーク」、「一体感」、
「最高の職場」という成果について。

　・　本校独自アンケートへの記述をそのまま
使った。回答者が気を遣ってくれた感もあ
る。

　○　「取材を欠かさない」との説明であるが
取材の方法はどのようなものがあるのか。

　・　学期終わりの反省をする際、教職員一人
ひとりを児童に見立て、それぞれの反省用
紙に意欲化につながる文を掲載した。

　○　具体的な「職員へのことばかけ」とは。
　・　常に職員との会話を心がけており、適切
にコーチングできるよう心がけている。

２　グループ協議
　協議報告①
　　　本グループでは、教頭が一番多忙である
という認識で一致した。来客対応、クレー
ム処理に係る業務も多く、職員室を離れら
れない実態も出された。

　　　また、職員の年齢構成に偏りがある実態
も出された。50歳代の職員が８割を超える
学校では高め合いの意欲が高まりにくく、
若手ばかりの学校では生徒指導、保護者対
応における不安が払拭できない実態にあ
る。

　　　そうした現状下では、管理職の指導・助
言が大きなウェイトを占める。また、子ど
もの変容を見つけては、教職員の指導を評
価し価値づけて行くことが、多忙感を充実
感に変える近道ということで意見が一致し
た。

　協議報告②
　　　多忙感とは教職員のメンタルな部分に因
るものが大きい。必要に応じて、声かけや
手厚いフォローをするのが教頭の役割であ
る。その際、業務の状況、体調、年齢等を
考えた配慮を欠かさない様、留意していき
たい。

　　　「休めるときは休む」、「部活の無い日
は部活をしない」といった雰囲気づくりを
徹底して、勤務能率向上や多忙感払拭への
配慮を欠かさないのも重要な教頭の役割で
ある。

　協議報告③
　　　職員室は困ったことや悩みを出しあえる
場所、安心できる場所という雰囲気を職場
につくる必要がある。

　　　教職員の組織をピラミッド型にすること
により、業務を効率的に行い、校務分掌に
よる役割分担と責任が明確になる。そのこ
とが教職員の負担軽減、意欲の向上につな
がる。

　　　管理職は、若い教職員や、困りを抱えて
いる者への適切なアドバイスや声かけを常
に考えておく必要がある。また、アドバイ
スを聞き入れない教員もいるが、全体への
影響も考慮しながらそうした職員への適切
な対処についても考えておく必要がある。
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３　提言３における指導助言
　助言①（相原　誠一　氏）
　　　「教職員のメンタルケア対策検討会議の
最終まとめ」でも多忙化は非常に大きな課
題であるとされている。中でも、外部との
連絡調整や保護者対応等の業務によって、
教頭が一番多忙であると認識している。学
校全体で見ても、保護者・地域対策や提出
文書の増加、生徒指導等多忙化は進む一方
で業務縮減は一向に進んでいない。メンタ
ルヘルスの悪化が進んで、休職となる事例
も少なくない。

　　　業務が増えている実態の下、管理職を除
いては皆が横ならびの組織のままでありつ
づける点も、業務遂行効率化を阻害するの
要因となっている。

　　　そうした実態を踏まえ、ミドルリーダー
を効果的に機能させ、組織間のコミュニ
ケーションや意志伝達の効率化を図る事
が、職場を活性化し協働意欲を高めること
につながる。また、学校評価の結果を教職
員の質の向上に結び付けることと、職場の
チームワーク向上の両輪が学校力を高める
ことになる。

　助言②（三浦　雄一　氏）
　　　職員室経営案は初めて見た。職員室をど
ういう方法で構築していくかは非常に大切
であり、由布市全体での取組という点は素
晴らしい。職員室経営案をもとに、一人一
職種を担う教員をはじめ、職員それぞれへ
の適切な距離を保ち、経営にあたることが
大切である。また、小規模校では報告・相
談と雑談の区別がつかなくなる傾向がある
ので、報・連・相をきちんと行う必要があ
る。

　　　多忙感については、「行政への働きか
け」も重要になってくる。秋田県では少人
数学級が抱える様々な弊害を、積極的に行
政に対して明らかにしていこうと考えてい
る。同時に日常の声かけなどによる状況把
握等、「職員への働きかけ」も大切であ
る。

　　　教頭とミドルリーダーの核である教務主
任との関係づくりが大切である。学校教育
目標実現に向けた取組の中から、特に教頭
が何に中心的に関わっていく時か、常に確
認する事も重要である。そのためのアイデ
アも大切にしながら、学校組織を効果的に
動かしていくために教頭として今何が必要
か常に考えていきたいものである。

　　　とかく、「知」と「体」が重要視される
傾向がある中、秋田市では「知・徳・体」
の三つの車輪のうち、一番大切な前輪は
「徳」であるととらえ、各学校で教育活動
に取り組んでいる。「知」と「体」をしっ
かり育みながらも、それらの力をどういう
形で発揮するか、生きていくうえでの方向
性をしっかりと徳育で育成することが重要
である。
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第６分科会

成　果　と　課　題
１　提言１における協議の柱について
　⑴　小中一貫教育を推進に向けて、連携推進
を効果的に図るためには、まず、校長の運営方
針に沿いながら、小中の役割分担を明確にする
ことが先決である。各校分掌の長による協議や
打ち合わせを企画したり、連絡調整を図るうえ
で、両校教頭の果たす役割は大きい。
　　　また、小中各職員の意識のずれ、足並み
の乱れが生じることの内容細心の注意も払う必
要がある。

　⑵　小中が連携を進めるうえで、各校におい
ても教務・研究主任等、ミドルリーダーが他の
分掌のキャップとの意思疎通を図り、全教職員
が一体となった学校運営体制を構築することも
必要である。このことにより、全職員による目
標の共有化と、組織的課題解決をより効率的に
実現できるようになるのではないかと考えられ
る。

２　提言２における協議の柱について
　⑴　学力向上に向け、小・中連携、家庭・地
域との連携をめざし、効果的組織編制と運
用を進めるため、教頭がミドルリーダーの
育成・指導を行うことは大変効果的であ
る。各校の推進体制と学校間の連携強化に
向け、教頭が核となりながら、校内体制の
維持、推進を図るのが効果的である。

　⑵　授業力の向上を目的に、小中相乗り授業
や各校教務主任による時数調整、研究主任
による校内研究との連動等主任間の情報交
換を実施するため、教頭間による連絡調整
が不可欠である。

３　提言３における協議の柱について
　⑴　職員室経営案は各校長の教育方針を具体
的に進めるうえで、大変効果的であり、市
で統一して進めている点も画期的である。

　　　作成を教頭が行い、各主任を機能させ、
組織的に教育活動を推進していくプランと
いう面から見ても素晴らしい取組である。

　⑵　教育目標の実現に向けた組織的取組や協
働体制の構築とともに、重要になってくる
のが、管理職による教職員へのことば掛け
である。苦労の後の適切な声かけが、「多
忙感」を「充実感」に変え、職員の体調へ
の配慮が、心身の健康維持につながること
も珍しくない。

　　　また、職場の良好な人間関係の構築推進
につながり、円滑な連携と、効率的な業務
推進につながる。

４　成果と課題
【成　果】
　　　①小中一貫教育、②学力向上の推進、③
職員室経営案の作成・実践という３つの取
組を進める中での、教頭のリーダーシップ
について討議を行った。提言・討議を通し
て、校長の教育方針を教職員に浸透させ組
織的に課題解決を図っていく中心的役割を
教頭が担っている多くの実践例を紹介し合
えた。

　　　また、組織的課題解決に向け、ミドル
リーダーが効果的に機能することが、業務
効率化と職員の意欲化につながる点も確認
できた。

【課　題】
　　　学校業務効率化と教職員の意欲向上に向
け，提言とグループ協議を通して、実に多
くの実践に触れることができたが、依然と
して、各校における教頭の多忙化は大きな
問題となっている。外部との連絡調整、保
護者対応、職員および施設の管理等、その
業務は依然として多岐にわたる。一層の業
務改善、ミドルリーダーとの効率的業務分
担等の措置が望まれる。
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特別分科会Ⅰ 「法令遵守を実現するための教頭の役割と役職マネジメント」 

講師 黒川 雅子氏（淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科准教授） 

 

野村先生：それでは皆様おはようございます。私は本分科会特別分科会Ⅰの運営責任を務

めます、大分県公立小中学校教頭会の野村尚生と申します。よろしくお願いします。会を

始める前に、この分科会特別分科会ということで他の分科会と違いまして、基調提案を受

けての班でのグループ討議ということになっておりません。午前中、今日の講師 黒川先

生の講義を受けて、昼からの演習ということになります。そこで昨日の運営協議会並びに

今朝の打ち合わせで確認したんですけれども、この会場を業者さんに頼んでこういうふう

につくってもらったんですけど、これ昼からの会場設営、演習の会場になっております。

講義される黒川先生、メモをとりながらするのに先生方非常に心苦しいんじゃないかとい

うことで、席をですね、いま背中を向けられてる先生方、机が脚がありますのでこちらに

向けて講義形式の席作りをしていただこうと思いますので、ご協力をお願いします。でで

すね、テーブルナンバープレートのところに各グループ毎の冊子をまとめておいてます。

その冊子できれば左端の先生方、責任もって昼まで保管していただければと思いますが、

それもご協力お願いいたします。昼からの演習でそのグループの冊子を使おうと思います。

よろしくお願いします。後ろの先生方からどんどんどんどん席作りしていかないとちょっ

と狭いかなと思いますのでご協力お願いします。はい、じゃあ席作りお願いします。30 番

ぐらいの後ろの先生の机の長さがちょっとありますので、よろしくお願いします。 

松木先生：窮屈であればもうちょっと後ろの方はちょっと下がっていただいて、余裕があ

るように聞くようにしたほうがいいかなというふうに思っています。 

野村先生：はい、ありがとうございます。今朝の打ち合わせで机作りお願いしようかなと

いう時に、先生方からえーとかおーとかいう声が出るんじゃないかなと思いましたが、ぜ

んぜん出なくて２分 30秒で設営できました。ありがとうございました。それではさっそく、

ただ今から全国公立学校教頭会研究大会大分大会の特別分科会Ⅰを開始いたします。はじ

めに本分科会の司会者をご紹介いたします。全体司会は全公教研究部南国市立香長中学校

の松木昭二先生です。どうぞよろしくお願いいたします。 

松木先生：よろしくお願いします。 

野村先生：それでは本日の日程についてご説明いたします。この後の午前中先ほど申しま

したが 11 時 40 分まで黒川先生による講義となります。そのあと質疑があれば質疑を受け

て、11 時 50 分に午前中終了しようと思います。そのあと昼食休憩を１時間とり、午後から

は 12 時 50 分から再開し、はじめにグループ協議による演習Ⅰを 13 時 40 分まで、その後

13 時 50 分から 15 時 25 分までを演習Ⅱ、そして講師の先生によるまとめと参加者の皆さ

んのまとめの時間をとり、全ての終了を本日 16 時 30 分と考えております。どうぞよろし

くお願いします。その前に携帯電話、マナーモードか電源切られるようにお願いいたしま

す。それではこのあとは全体司会の松木先生にお願いいたします。よろしくお願いします。 



松木先生：はい、そしたらよろしくお願いします。野村先生のほうから日程のほうに関わ

って連絡ありましたが、本大会要項の 64 ページに一応本日の日程が書かれています。運営

上ひょっとすればこの時間帯が、午前中はこの日程でいきたいと思うんですが、午後から

の演習Ⅰ、演習Ⅱについてはちょっと時間帯が変更するかもわかりません。その時は私の

ほうが連絡をするようにしたいと思いますので、多分２回目の休憩はとらずにですね、皆

さんからいただいた意見を基に黒川先生のほうがコメントを入れていただくようにという

ふうにしたいと思います。そのほうが教頭先生方の勉強というか研修になると思いますの

で、そういうふうにさせていただきたいというふうに思っています。座って失礼します。

そしたら本大会の担当スタッフの紹介をさせていただきます。記録 加納雅子先生、お願

いします。吉良正幸先生。運営委員 野村尚生先生。会場責任者 吉田敦先生。はい、そ

したらよろしくお願いします。それでは本分科会の趣旨説明を全公教研究部の細河より説

明をお願いいたします。 

細河先生：おはようございます。全公共研究部の細河正行と申します。新潟市教頭会に所

属しております。それでは趣旨の確認をさせていただきます。皆様受付でスクール・コン

プライアンスという１枚折り込んだ、黒川先生からご提供ありました資料をお開き下さい

ますでしょうか。この資料を開きますと左上に日本女子大学 坂田仰教授の「法規に基づ

く学校運営教育実践」として提言が印字されておりますが、ここを使いまして本分科会の

趣旨を確認させていただきます。読み上げます。 

「法規に基づく学校運営、教育実践 

 世は、コンプライアンスの大合唱である。学校現場もまた例外ではない。不祥事が発生

するたびに、スクール・コンプライアンス研修の必要性が説かれている。 

 教職員はコンプライアンスに励むべきであるとする世論に対して、異議を差し挟むつも

りはない。残念なのはその背景にある学校観の変化、すなわち学校や教職員との関係を、

専ら「権利と義務」という視点から捉えようとする保護者、地域住民の台頭である。学校

をデパートに擬え、教育実践を商品の如くに考えようとする。そして、自らの教育観と一

致しない場合には、執拗な抗議を繰り返す。そんなモンスター・ペアレント、モンスター・

レジデントが闊歩しているかに見える。 

 人間的な触れあい、信頼関係こそが学校教育を支えていると信じ込んできた教職員にと

って、教育実践を「法」というプリズムを通して考えようとする試みは、馴染みが薄く、

戸惑いばかりが募っていく。学校を個人の「嗜好」をベースとした「商品」購入の場と見

なしてよいのか。「学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」ためには、子どもの権利や

自由を制限することも必要なのではないか。 

 だがその一方で、文部科学省の調査によると、平成 22 年度中に当事者責任として懲戒処

分を受けた公立学校の教育職員は 905 人、訓告等及び諭旨免職まで含めた処分者の数は

4,304 人に上っている。中には、わいせつ行為や窃盗等、刑罰法規に触れる行為を行い、懲

戒免職となった者も含まれている始末である。教員の世界にも、モンスター・ティーチャ



ーが少なからず存在していることがわかる。 

 スクール・コンプライアンスの確立を求める声は、今後も勢いを増していくことであろ

う。だが、不祥事が起きてからその場を取り繕うためのコンプライアンス研修、いわゆる

「言い訳コンプライアンス」では意味がない。「法規万能主義」的発想は困るものの、法規

に基づく学校運営、教育実践がこれまで以上に求めらていることを自覚するための研修、

「予防的コンプライアンス」が、今、切実に求められている。」 

まさに本日は坂田先生のこの提案に基づいた分科会と私たち捉えまして、このあとの話し

合いに臨んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

松木先生：次に講演をいただく講師の先生を全公教副会長の幸丸先生よりお願いします。 

幸丸先生：東京都墨田区本所中学校の幸丸と申します。よろしくお願いします。それでは

本日の講師の先生をご紹介いたします。黒川雅子先生は法政女子高等学校の教諭を退任後、

筑波大学大学院、図書館情報メディア研究科博士課程の単位を取得されました。その後、

日本女子大学、法政大学、立正大学等の講師を永年勤められました。現在は淑徳大学総合

福祉学部准教授として、主に教育法規を中心に研究活動を行っておられます。また教育法

規関係の著書も数多くあり、多分皆さんの中にも試験のときにお世話になった方がいらっ

しゃるのではないでしょうか。本日は各地の研修会講師として大変お忙しい中、本分科会

の講師として、題名がありますが「法令遵守を実現するための教頭の役割と組織マネジメ

ント」と題しまして、講義をしていただきます。先ほどもありましたが我々公務員は、法

を守ることにより法に守られているといわれます。今日の研修を是非有意義なものにして

いただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

松木先生：そしたら先生方のお手元に５つの事例の冊子があると思うんですが、多分午前

中の講義を聞かれて、午後の演習Ⅱのほうでそれについてグループで協議をしていきます。

前半の黒川先生の話も踏まえて、そういった事例の内容が聞けるものと思いますので、そ

れも参考にしながら講義のほうを聞いてもらいたいというふうに思っています。そしたら

黒川先生よろしくお願いします。 

黒川先生：おはようございます。改めまして、ただいま幸丸先生よりご紹介にあずかりま

した淑徳大学の黒川と申します。本日は一日長い時間ではありますけれどもお付き合いい

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。スクール・コンプライアンス、いま先生

から坂田先生の文章が紹介されて、なぜ講師が坂田先生じゃないのかというところ、お感

じになった先生いらっしゃるかもしれません。本当にコンプライアンス研修というのが急

速に増加しています。正直なところ申しますと、このスクール・コンプライアンスといっ

たところに基づく研究をしている大学の教員というのが、本当にこの坂田研究室の人間だ

けとまでは言いませんけれども、非常に少ないというのが現状でございます。私はですね、

坂田先生の大学院の修士課程のときにお世話になって、坂田先生が指導教員なんですが、

今でもずっと研究を共にしてお世話になっているんですね。今日も本当だったらここに坂

田先生がいらっしゃるのが一番ベストかなと私も思います。ただ坂田先生残念なことに、



今日はどこですかね、長野かな？、どこかで講演してるんです、コンプライアンスで。い

ま坂田先生が週７日ありますね、週７日あって夏休みの間、だいたい７日のうち５日コン

プライアンスで講演してるんです、全国。どこへいっても足りない。で、私、一番弟子に

なるんですけど、年齢的に。黒川にというようなかたちで、私もコンプライアンスネタの

こういうような研修に呼ばれることが急に増えて、これもまさしく時の流れなんだなとい

うのを感じます。やはり学校現場の先生たちにこういうコンプライアンスっていったもの

がどういったふうに現場で生きていくのか、どういったふうに生かしていかなくちゃいけ

ないのかというのを一緒になって考えていけるという大学教員というのが、やっぱりまだ

まだちょっと実は少ないという現状がきっとあるんだと思います。私実は、さっき紹介し

ていただきましたけれども、大学を卒業してそのまま高校の教員になりました。５年間高

校の教員として子どもたちと日々触れ合ってきました。その時にやはり 20 代の非常に若い

ときにも、果たしてこれで子どもたちとのやりとり大丈夫かなとか、保護者との対応はも

ちろん同僚の先生方に相談の上で行いますけれども、これがベターなのかどうなのかって

いう確固たる思いというか、確固たるこれで大丈夫というのもないままに毎日毎日流れる

ように仕事をしていたなというところがあります。その反省があって実は学校の教員にな

ってから、今では非常に流行りですけれども、私が専任として教壇に立ったのが私立の高

校だったものですから、平日に１日研究日をいただいて月曜日から土曜日まで授業をする

という学校でしたので、その平日の研究日をつかって、ながら院生ですね、働きながら院

生をするという。そういうことを校長に認めてもらって、坂田先生の下で教育制度といっ

たものをもう一回学び直したいということがきっかけでこんなことを研究するようになり

ました。ある時に、こういう学校現場ではなくてこれから教員になりゆく学生たちに授業

をするという日々が、いま来ているといったところにあります。私も両親教員なんです。

もう父は 70 過ぎてますけれども、本当に父が 40 代でバリバリ生徒指導主事として高校の

教員で働いていた頃の後ろ姿を見てると、もうこのコンプライアンスということは、そう

叫ばれてなかったなというのが体感としてありますね。日々、俗語ですけどヤンキーたち

といわれる子どもたちに、悪戦苦闘してる父親を毎日見ていて、とてもなかなかこのコン

プライアンスの徹底というのが言われてなかったなか、いま時代は非常に変わってきたな

という思いがあります。学校の現場の先生に「教育とはどういったイメージがありますか？」

ということを私のほうで聞いたときにですね、学校の先生たちがイメージする言葉として

よく聞くのが「温かい血の通った行為、子どもと教員との対話から生まれるものである、

人と人とのふれあい」。非常にこの愛情に満ちたと言いますか、あったかい言葉のキーワー

ドが数多く並んでくるんです。一方「法という言葉を聞いてイメージすることは何ですか？」

っていうふうに聞くと、「機械的、杓子定規」とかですね。中には「冷たい」というような

キーワードをあげてこられる先生方っていうのも少なくありません。一定数どんな先生が

いるのか。「黒川先生、学校教育にね法なんていうものをいれたら成り立たない、学校に法

は不要なんだよ」っておっしゃる先生が、今でもいらっしゃいます、出会います。こうい



う先生はすごく恵まれてるなって私は思います。信頼、信頼関係の中で教育活動がずっと

できてきている。そういう、でも先生それは幻想なんじゃないのかなというのをどこかで

私は心に止めながらいつも聞いてますけど、幻想の中にいる先生たちっていうのは、法は

実際不要なんじゃないの？と考えてる先生もいらっしゃいます。でも考えてみてください

と。先生たち、私も大学の学生に授業で言うんですけど、なぜ教員という職種に職業につ

いたら、自分の子どもではなくてよそ様の子どもを教室という場所に囲って教育すること

ができるんですかね。何で先生だったらできるんですかね。学生も「先生だからできるん

だよ」とかいろいろ言ってきます。けどこれも教育職員免許法という法律に基づいたカリ

キュラムを経て教員免許状を取得しているという、そういう相当免許状主義に基づいた、

そういう法的根拠がある人のみに与えられている使命ですよね。だからすべて「法は不要

だよ」という先生にも、いや先生は法の下でその教員という仕事をやってるんだよって、

やっぱり心のどこかで思っちゃうわけなんですよ。だからおよそすべての教育活動には根

拠となる法規の存在というのがありますよね。だから日々先生たちというのは法の網の中

で教育実践してるわけですよね。じゃあ教育法規を理解しましょうといったところにいく

んです。で、だいたい教育法規という言葉を聞くと先生たちは眠くなる。教育法規は、あ

れはやっちゃ駄目、これはやっちゃ駄目、やっちゃ駄目のオンパレードを言われるような

印象がある。さらに言うと教育法規をじゃあ勉強する機会ってどのぐらいあるんだろうか

といったときには、これは私が参加させてもらっている研究会や学会でよく話題にしてち

ょっと笑い話みたいに言うんですけれども、以外と少ないというところではなくて、教員

歴ベテランの先生が勤めあげて 1.5 回は勉強するよねって。１回は採用試験受けるとき、大

学生必死に教育法規勉強します。でもそれってすごい私からすると無味乾燥な教育法規の

勉強で、教育基本法の穴埋めの用語を必死に覚えてたり、学校教育法 11 条を暗記したり、

そんな世界の勉強をまずしてます、いま学生見てると。それも必要ですけどね。0.5 回、プ

ラス 0.5 回いつするか、先生たちですよね。管理職選考受ける、そういったところに私たち

頑張ると思った先生たちがもう１回トライする。だから 1.5 回ぐらい勉強するんじゃないの、

先生は、ということをよく言います。ほとんど教育法規と向き合う時間というのがない中

で、でもいまコンプライアンスという大合唱が起きている中で、じゃあ何をどう勉強すれ

ばいいか、何をどう習得すればいいかというのを知るか知らないかというのは非常に大き

いんだろうなというふうに思います。コンプライアンスといったものをこんだけ声高にな

っちゃってて、こんだけコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスと言われる

中でどうしてそんなことが起きてるのかってことなんですよね、ひもといて考えてみると。

子どもの為というマジックワードがあるんじゃないのかと。これ坂田先生とよく話をする

ところなんですけれども。偶然ですね、批判する意味で言うんじゃないんですけど。昨日

私は前日入りをさせていただきまして、全公教の先生方と教育懇親会というかたちで夕食

を共にさせていただきました。そこには来賓の先生として教育長の先生がお見えになって

いらっしゃいました。その先生が挨拶の時にですね「全ては子どもの為に頑張りましょう」



っておっしゃいました。やっぱり学校現場、教育界にいる先生たちの大好きな言葉ですよ

ね、子どもの為に。「子どもの為に頑張ろう」って言ったときに反対する人って全然いない

です。それ「子どもに読書をさせましょう」という読書活動推進法の趣旨と同じで、「子ど

もに読書させようよ」といったときに「そんなの意味ないよ、反対だ」という人なんてい

ないんですね。それと同じなんです。学校の先生たちは無意識に子どもの為に頑張ろうと

いうことで保護者とも連携をとっていけるはずだ、地域住民も理解してもらえるはずだっ

てどこかにあるんですよね。でも実際、そこに含んでいる子どもっていったところに含ん

でいる意味合いっていうのはどうなんだろうかっていったところを考えてみると、全然違

うベクトルを向いちゃってるんじゃないのかっていう場面があるんじゃないかということ

なんです。学校の先生っていうのは、その勤務する学校に在籍をする全ての児童生徒の平

均的な幸せを願います。誰もがボトムアップ的にできるようになることが子どもの幸せな

んです。知徳体をバランスよく育てる、よく言いますよね、これだと思います。保護者は

我が子市場主義です。我が子の幸せを願っています。「子どものためにこうすることがいい

ですよね」「そうですよね」って言って笑顔で微笑んでくれているお父さんお母さんは、私

の子どものために先生は頑張ってくれるんですよねっていう思いで笑ってくれてる可能性

高いですよね。地域住民の人たちはどうかっていったら、これは徳育徳育徳育なんですよ

ね。自転車並列で歩道をふさがないでほしい、そんな子どもに育ってほしくない。ゴミの

ポイ捨てを登下校中にやってくれるような子どもにはなってほしくない。コンビニに買い

物に行きたいけど入口でたむろをしているような中学生たちはいなくなってほしい。子ど

ものために大人はどう動こうかといったときに、徳育をちゃんと充実させるためには何が

できるかというところにベクトル向いてる可能性高いんですよね。子どもというたったこ

の一つの言葉に含まれている解釈の差異というものを、やはり認識するということが一つ

連携をとるときの前提なんだと思うんです、今の時代。価値観の対応化に伴って。みんな

本当に同じ方向を向いて頑張ろうっていうふうに言えて思っているのかなといったところ

にクエスチョンがつけられる教頭先生であれば、うまく連携がとれる道がすぐ見つかって

いくと思うんですね。でも多くの先生たちは「話し合わなくても分かりあえるはず。だっ

て子どものためにするんだから。子どものために私たちはこんなにいいことしてるんだか

ら。こんなに頑張ってるんだから理解してくれるはず」っていうふうにどこかで思ってる。

でも、坂田先生の 初の文章にありましたけれども、学校観、学校を見つめる眼差しとい

うのは、やはりここ 10 年ぐらいで急速に変化してきています。文科省は中教審の答申なん

かを読みますと「信頼される学校づくりをしましょう」っていうこのキーワードが盛んに

出てくるようになりました。信頼される学校をつくろうっていうことは、そもそも学校に

対する保護者や地域住民の繋がり、その関係性に何らかの異変が生じてるということをサ

インとして出してるということですよね。信頼されてないとまでは言わないけど、何か変

化起きちゃってるぞということです。今は、ここはわざとちょっと極論的な話をしますけ

れども、学校なんかいらないって思ってる地域住民の人たちも一定数いるわけなんです。



先生たちは学校で子どもたちの教育活動をすごくいいことしてる、子どもたちをこんなに

まっすぐ育ててる、一生懸命邁進してる子どもたちを見て輝かしく思ってる。でもその学

校に対して迷惑施設というふうな感覚で捉えようとする住民たち。これが実際出てきてる

んです。この人たちを私たちは話し合ってもやっぱり分かりあえないという人たちが存在

してるんだということなんです。話し合えば分かるはずというここが、もうそもそも崩れ

ちゃうっていう人たちもいるよって。でもその人たちが納めてくれている税金で公立学校

は運営されているよっていえば確かにそうなんですよね。だからそういうサイエントマジ

ョリティじゃないですけど、静かに学校と何の接点もないんだけれども学校に不満を持っ

ている人、学校に声を上げているんだけれども学校になかなか自分の不満や声が届いてい

ないという思いを抱いちゃっている人。そういった人たちとどう連携をとるかというか、

どう理解してもらうかというか、そういったことの感覚が教育法規っていう、私たちが言

う教育実践に求められる教育法規なんだと思うんです。法令の第何条何項にこういったこ

とが書かれているからこうしなきゃいけないということとはちょっと違うと思うんです。

感覚なんだと思うんです。 

 実際に起きている事案、１つ目。エアコンの室外機の訴訟問題というのがありました。

これはですね、京都で起きた事件で私立高校で起きている事件なんですけれども、私も私

立高校で勤務していたから分かるのですが、私立高校っていったところは非常に各部屋が

もう冷暖房空調整ってまして、その数だけ当然室外機といったものが出ますから数は多い

ですよね。学校がそこにある。どういう状況の学校がある。そこを知って学校の目の前の

土地を買った住人がいるんです。何するかっていったら室外機の音がうるさいとして訴訟、

住民訴訟起こされたんです。学校は何もしないかっていうと当然そんなことはないですよ

ね、先生たちの発想としても。うるさいっていわれたら改善する努力を当然学校はするわ

けです。何したか、４回改修工事してるんです、防音の装置をつけたり。だけど裁判を起

こされた結果、裁判所は損害賠償請求を認めて 10 万円の慰謝料を学校側に払いなさいとい

うような訴訟、平成 20 年に出ました。ここで私が坂田先生が何に驚いたかといったら、裁

判官の学校観なんです。ひもといてきたときに使った法律が騒音規制法という法律でした。

騒音規制法という法律に基づいてつくられている京都市の条例を引っ張ってきて、このデ

シベルでは生活にやっぱり何らかの支障がきたすデシベルになっているよといって。その

騒音規制法が対象とする建物というのは特定控除でして、要はドッカンドッカンドッカン

ドッカンやってる騒音を出すような工場ですとか、空港ですね飛行場のまわりとか、そう

いうような施設と学校教育の場所を同じ土俵で語ってくれたかと。そしてそんなうるさい

ところはやっぱり迷惑をかけたんだから慰謝料を払いなさいということになるわけです。

変わったなあという感じがします。ちょっとショックでしたね、騒音規制法で線を引かれ

たときは。 

 ２番目、これは東京で起きた事案なんですけれども、先生たちは小中学校で毎日子ども

たちと向き合ってますから、子どもの笑い声が聞こえる、子どものはしゃぎ声が聞こえる、



それは幸せな光景だと思っていると当然わかります。私もそうですね。どこからか子ども

の笑い声が聞こえてきたら、うわぁこの町は何か平和だなというか、いい場所だなって思

いますね。でも違うんですよ。何かっていったら公園に、公園を都市計画でつくる。その

公園の目玉として巨大な噴水をつくる、それが計画として持ち上がったんです。まわりの

住民は何したか。そんな噴水つくられたら子どもが集まってうるさくなるから、そんな噴

水はつくらないでほしいという住民訴訟が起きるという事態になりました。いいじゃん子

どもの笑い声が叫んでたら幸せな町じゃないっていう人たちだけじゃ、もうもはやないん

ですよね。これは仮処分が申請されて工事が停滞するというような自体にまでなっている

という、そういうようなことなんです。 

 一方でこれはですね、今日主にやるコンプライアンスの感覚とは違う、もう一つのほう

の守らなければいけないコンプライアンスの話でちょっと一瞬だけ触れるような話になっ

ちゃうんですけれども、学校を見る目線が変わってるっていうもう一つの理由は、やっぱ

り残念ながらモンスターティーチャーの存在があるからっていうことが大きいですね。教

員の被行為の報道っていうのはマスメディアの操作がある、これは誰もが分かっているこ

となんですよ。マスメディア操作してるんです。新聞社の知人の新聞社の人にはっきり言

うんです。「何で教員の不祥事ばっかりそうやって連日連日取り上げるんだ」「新聞売れる

もん」そのへんのねサラリーマンがね、電車の中で痴漢しましたっていう記事を載せたっ

て、買ってくれる人は少ない。けど公立学校の先生が高校生のおしりを触った、盗撮をし

た、紙面は売れる。操作はされるわけですね、取捨選択されるわけですよね。あたかも公

立学校の先生ばかりがこんな不祥事をしているかのような世の中の動きになっちゃってま

すけれども、でも残念なことにはその事件は実態として起きてるってことなんですよね。

わいせつ行為や盗撮っていうのがこれから夏の時期になると必ずといっていいほど連日の

ように多分出てきちゃうんだと思うんです、残念なことに。驚くのはわいせつや盗撮、盗

撮といった事件では男の先生がそういったところに手を染めてしまいましたというような

ことが今までの慣例といいますか私の価値観といいますか、それがありました。去年の夏、

盗撮で任意同行を求められてビデオの中で小学生の裸が写っていて「これは何ですか」「修

学旅行中に盗撮をしてしまいました」ということで公立学校の先生なんだねということが

分かって立件された先生、女性の先生でした。だからもう、いろいろなかたちで多分教頭

先生の感覚と違うモンスター・ティーチャーといいますか、やっぱり問題をもう起こして

しまう先生っていうのがやっぱり一定数存在してきてしまってるというのも一方で事実は

事実だということなんですね。多くの教育委員会が不祥事防止マニュアルといったものを

つくって、コンプライアンスの研修をしてくださいという依頼が坂田先生をはじめ私のほ

うにも非常に転がってくるようになっています。これをさっき坂田先生の言葉でいうと、

言い訳コンプライアンス研修は非常にやっている本人、私たちとしてはせつないですね。

こういったことが起きてしまいました。住民説明のために、住民に説明をするために「大

学の教員を招いて公立学校の教員にこういう研修をしました」と教育委員会としては言わ



なきゃいけない。「先生、急な予定ですけれどもこの日に必ず来てください」という依頼が

きます。そういうのが非常に増えています。でも、今日のやるような予防的なコンプライ

アンス研修じゃないと意味がないと思うんですね。起きてからではなくて起きる前に何に

気をつけなくちゃいけないかという感覚を、どういうふうにして持てばいいのかっていう

のを知っておくっていう、その為の研修というのが一番意味があることであって、言い訳

コンプライアンス研修というのはやっぱりなかなか意味はなくはないんですよ。だけどな

かなかちょっとせつない研修になるなというふうに思います。このサイト、このページで

何が一番言いたいかと言うと、結局教員の不祥事っていうものが非常にクローズアップさ

れるようになってますけど、その原因、教員が非行為をしてしまったということで、これ

は地方公務員法 33 条に抵触する、信用失墜行為の禁止に抵触するということでよく処分が

下されますよね。この信用失墜行為というのを考えると、地方公務員法どこを読み解いて

みてもその具体的な基準というのは法令上存在していないんです。住民の信用を失墜させ

るような行為をしてはならないよということなんですよね。ということはその失墜をさせ

るようなことをしちゃいけないよの失墜というのはいつどう決まるのかっていったら、こ

れがまさに社会通念に基づいて個別具体的に決められているわけなんです。その時々の社

会の多数派が持っている価値観で決めるよっていうことなんですよね。これが結局先生た

ちが一番もってなくちゃいけない感度なんだと思うんですよ。いつの時代もこれは駄目、

当然ありますよね。だけれども今日このあと話しますけれども、世の中の人たちが、でも

学校の先生そうしちゃっても仕方ないじゃないっていう思いが強かった時には、先生たち

が同じ行為をしていたとしても処分の対象から外れるといいますか、厳しい批判からは避

けられるということが起きていたんです、過去にも。でもやはりその時々の社会の多数派

の価値観によって、大きく学校の先生たちというものは見つめられる目線が変わっちゃっ

てるんですね。これが私がいう法化現象のリーガルマインドの１つ目で、意識が変化して

いるっていうのを察知しましょうということなんです。保護者と地域住民と学校のつなが

りというのは、やはり昭和の古き良き時代といったときから比べれば、平成のいま 25 年で

すか、やはり希薄化しているといわれてもそれはそうなんだと思います。積極的に地域の

お祭りがあるよっていったら仕事とは関係なくプライベートとして祭りに参加する。けれ

どもしょってるのは何何小学校、何何中学校の先生が来てくれたって地域の人は思うわけ

ですよね。でもそういうようなことがなかなか教員も労働者化していく中で、地域の人た

ちとのプライベートな中でも子どもの教育いまこんなふうに頑張ってるよって話あえる時

間というのは非常に少なくなってきているというのが実態だと思うんですね。もう一方、

保護者や地域住民の人たちにとっては学校教育ももはやサービスになってきているんです。

消費者権利意識が台頭してるって、さっき坂田先生のパンフレットにもありましたけれど

も。私が勤めていたようなね私立学校であれば、百歩譲ってこれはもうしょうがないかな

と思うところもあるんです。授業料徴収してもらっている以上、これだけのサービスを受

けて当然だと保護者は思って授業料を払ってきているわけですね。だからここまで教えて



くれないと困るとか、ここまでうちの子にやってくれないと困る、これはもうついてまわ

ってくることだというのは私立の先生とか切実に感じるわけなんですけど、もういま公立

学校でも関係ないですね。公立の小中学校においても、あたかもデパートでねバッグを選

ぶかのように、このバッグ気に入って買って帰ってきた。けども家に持って帰ってきたら

何かちょっと違う。見方かえて見たら、あれあの先生のやってることちょっと違うかもと

思ったら、どうしてそんなことしたんですか。もっとこういうふうにしていただきたいん

ですけれど。うちの子にはどうしてここまでやっていただけないんですか。そういうこと

のオンパレードになりつつあるということですよね。私の知り合いの小学校の校長先生が

修学旅行に行くときに、東日本大震災直後の修学旅行、翌年の修学旅行で、水筒を持たせ

るということを急遽決めて、保護者の人にプリントを配ってもらったんです、担任を通じ

て。すぐ電話がきたっていってました。「校長先生、水筒持たせることお決めになったんで

すね。うちの子どもの水筒を旅館の人に洗ってもらってください」。その校長先生はべらん

めえな先生で「かあちゃん何言ってんだ」と言ってね「かあちゃんが洗い方教えれば済む

話じゃないのか。旅館の人に、お宅の息子の水筒を洗ってくれっていうふうに頼む前に、

おうちで洗い方教えりゃいいじゃないの」って言ったそうです。お母様ひきません。「うち

の子どもに洗い方教えても私が思うようにきれいに洗えるとは思いません」。校長先生「も

う毎日なので慣れっこになったよ」って言ってましたけど私に。「じゃあしょうがないね、

旅館の人に聞いてみるよ。だけど旅館と旅行会社との小学生の宿泊の契約の中に持参して

きている水筒を洗うというのが契約事項に入ってないから断られる可能性もありますから

ね」ということを言った。保護者「ありがとうございます」って言ってくれたと思います

か？「校長先生、何か誤解してませんか。うちの子だけ洗ってどうするんですか。学年全

員分を洗ってもらわないとうちの子が目立つじゃないですか」と言ってきたそうです。こ

ういうものかとして、私のことを黒ちゃんと呼ぶんですけど「もう黒ちゃん、ここまでき

たんだよ」と言ってましたけど。水筒一つ持ってこいっていったらこうなっちゃうんだ。

洗ってくれるのも仕事でしょ？ってなっちゃうんだよってことなんですね。だから本当に

学校の教育活動、学校が決めた旅行にうちの子ども連れていくんだから、ここまでやって

もらわないと困っちゃうわっていうようなことを担任通り越して、学年主任通り越して、

ダイレクトに校長にくる時代だよっていうようなことをよく聞きますね。やっぱり学校に

対して保護者とか地域住民の人たちがそういうふうな見方で見てくる中で、やっぱり学校

何してんのよ、先生何してるのよ、うちの子にどういう対応とってくれたのよ。これは厳

しさを増すっていうのはやっぱり先生たちも切実にお感じになっているんじゃないかなと

いうふうに思います。そういうふうな厳しい視線を送ってきている人たちっていうのは、

どういうふうな気持ちでといいますかね、どういうスタンスで学校の先生たちにそういう

ふうな対応を求めてるかというと、やっぱり学校の先生毎日忙しいじゃないですか。毎日

すごい忙しいですよね。それを見て、忙しいんだから 40 人の子どもをまんべんなく目線を

くまなくね配慮する、それは仕事だけどできない瞬間があってもしょうがないじゃない、



と思ってくれるような、常にあたたかい視線をおくってくれるような人たちばかりじゃ残

念ながらなくなっているんですね。直接的に訴えを言ってくるって人たちは、やっぱり自

分との権利、自分の自由、そういったところの関係から学校が邪魔するとか、学校が私の

やりたいようにやらせてくれてないとかっていう発想に陥ってるということなんです。そ

うなると学校のやってるってことって、本当に正しいことなのかしら。法に照らして学校

の行動の正当性吟味しようって考える人たちが出てきますよね。納得がいかなければ学校

の行動についてはやっぱり直接不服申し立ててしまいましょうっていう人たちが、そうい

う発想になっちゃっている人たちが出てきている。これが法化現象の意識の変化というこ

と、１つ目の側面ということ。人々のこういう意識の変化が出てきちゃっていることによ

って何が次に生まれてるかっていったら、解決方法に変化が生まれてきちゃうわけなんで

すよね。従来であれば、先生たちもでも今でもそういうようなね、こういう解決方法で日々

いろんな問題クリアされてるっていったところ多いかもしれませんけど、いわゆる水面下

での解決方法ですね、インフォーマル。学校側に文句といいますか苦情言ってくる。その

時に学校側も非を認めるではないですけれども、こういったところがじゃあ次は改善して

いきます、分かりました、じゃあ次からは先生そういうかたちでよろしくお願いします。

そういうかたちで解決をして次のステップに進んでいく、これ多かったです。比較的ね。

でもそれが「白黒はっきりさせるから先生との話合いはもうこれで結構です」といって、

近年はですね司法的な解決を求めていこうというそういう、私からすると大胆な人たちが

増えているということ。教育紛争といったものが研究のネタにはならないよというのを坂

田先生は大学院生時代にお世話になっていた指導教官に言われたそうです。「坂田君、ここ

はアメリカじゃないんだよ」。でも坂田先生は私と同じで学校現場を経てから大学の教員に

なっている先生なんですが。いやいや感覚が変わってきているっていうのをまざまざと感

じて、ここを研究しておくっていうことはやはり誰かがやりはじめないといけないと強く

感じていたそうです。それがこういうふうにいろんなところに呼ばれるように、何十年、

10 年 15 年経ってなっているといったところは、やっぱり坂田先生も現場にいたからこそ感

じていたことなんだと強く思いますけれども、やっぱりそうなってきますと「何で先生た

ちこういうことしたんですか。学校の先生たちがやっていることってどういうふうな視点

からいったら正しいって言えるんですか」っていうふうな意識でくる人たちに対して、「私

たちはこういう理由でやってたんですよ、こういうふうなかたちで妥当性を見出したので、

この選択肢を選んだんですよ」というふうに常に跳ね返すといいますか、対話をするとい

いますか、そのセンスがいるってことなんですよね。だからそういった意味で学校運営を

担っていく教頭先生たちには、自分の行為、一般教員の人たちの行為に対する法的な素養

といったものがどうしても不可欠な時代になってきてるんです。それはさっきも言いまし

たけど繰り返しですけど、何とかの法の何条の何項にこう書いてあるということに意味が

あるわけじゃないんです。社会の多数派の価値観がどっち向いてるかという、そのコンプ

ライアンスの感度を持ててるかどうかということなんです。この選択肢の中でうちの学校



の環境と状況をみたらこの選択肢を選んだんですよ、そういうような思考回路にスイッチ

入れ替えることができるかどうか、そこが非常に試されているという時代にきてると思い

ます。ここがコンプライアンスが非常に強調されるような時代に突入しているっていうこ

とがいえるかなと思います。だからコンプライアンスというのも二つの捉え方があります

よね。非常に狭い捉え方、狭義といいますけど狭い捉え方でいってしまえば、当たり前で

すけど法令遵守の名の通りルールを守りましょうということなんですよね。公立学校は当

然ですけれども公教育の場であって、何にもルールに縛られずに教育活動できるわけが当

然ありませんので、ルール守って教育実践営んでいきましょう。これは非常に狭い考え方

コンプライアンスの捉え方ですね。もう一方、広義のコンプライアンス。広い意味でのコ

ンプライアンスの捉え方っていうのが実は重要で、これは学校としての社会的使命をどう

果たせるかとかですね。学校としての法的な責任を果たすというのは一体どういうふうな

ことをすればベターなのかというね。それが非常に広義のコンプライアンスのことです。

この広義のコンプライアンスというのは実は民間企業のほうの発想が、企業経営のほうの

発想から学校に遅れて流れ込んできたというふうに捉えることが可能だと思うんですけど、

ＣＳＲっていうんですかね。コーポレイト ソーシャル レスポンシビリティですか？企業

の社会的責任、社会的使命、これを民間企業は非常に重要視するようになっていって、お

客様相談室とかつくりはじめましたね。社会貢献に企業が自分たちの資産を投入して消費

者の人たちに貢献をして、そしてその人たちに私たち企業の商品を買ってもらう、安心し

て買ってもらう。そういった信頼関係の築き方といいますか、対話の持ち方っていったも

ので責任を果たしていくということが必要であるということを、非常に経営学的なところ

の論点で生まれてきたわけですよね。それがスクール ソーシャル レスポンシビリティっ

ていうんですかね。学校の社会的責任といったところに舵が切られるようになっていって、

非常に学校もそういった意味で何ができるか、何をしなくちゃいけないか、どうあるべき

かみたいなところが非常にそのコンプライアンスといったところで も重要な考え方なん

だというふうに私は思うんですね。余談ですけど、私の大学時代の先輩、男の先輩とみん

なで久しぶりに集まって飲もうというふうになったときに、夕方あらわれた先輩がジャー

ジだったんですよ。「若いですね」って言って、「その年齢でジャージであらわれるとは思

いませんでした」という話を私がしたんです。その先輩は外資系のバリバリの証券マンな

んですけど、言った台詞が「いや今日さぁ、朝から代々木公園の清掃があってさぁ」「なに

それ」「ＣＳＲです」もう外資系の民間企業も土曜日日曜日関係なく、企業のまわりのとこ

ろで私たちは会社の名前を背負ってるけど、でも皆さんの居住環境をね私たちも清掃して

綺麗にして、この街で一緒に生きている企業市民ですというのを示して、そして地域の人

と企業に対する視線といったものを対話を、見えない対話をつくっていくといったところ

が非常に重要視されてるから、代々木公園の清掃というのが定期的に入って来るよという

ようなことを言ってました。そういったようなことで、地域住民の人たちとどんなふうに

して連携がとれるか。保護者の人たちとどんなふうに連携がとれるか。社会的責任とか法



的責任といったところに照らして、どう妥当的にこう連携がとれるかということが非常に

重要なんですね。私も学校現場の先生に学会とかで現場の先生に「先生、連携とれてる？」

というようなことを聞くんです。「とれてる、とれてる」大方の先生は即答で答えてくれる

んですね、笑顔で管理職の先生が。「どんな人と連携とれてるか？」と具体的に次に聞くと

「ＰＴＡの役員さんと自治会長さんとかとは定期的に会ってね、定期的にお話ができてる

んだよ」って言うんですね。それ学校のこと好意的に見てくれる人たちだけじゃんってい

う、そこがあるんですよね。だから好意的に見てくれている人たちは、それは校長先生や

教頭先生の話に耳も傾けてくれるし、なるほどそうやって学校頑張ってるんだって理解も

積極的に示してくれますよね。でもそうじゃない、その向こう側にいる人たち。その多く

の人たちがどう学校を見ているかといったところに対しては、以外となるほどって。その

人たちとの連携とるというとりかたがちゃんと分かってなかったというようなことを言う

先生いらっしゃるんですね。ちょっと今日レジュメにはあげてませんけれども、２年前、

大阪では高校でしたけど公立学校で、昼休みに子どもたちが百何十人生徒が、昼休みに校

庭で遊んでるというか部活やってるのかな、やってるときに 80 過ぎのおばあちゃんが灯油

もって校庭の中入ってきて、ハンドボールのゴールに、子どもたちいるんですよ百何十人。

ハンドボールのゴールネットに灯油まいて火つけて逮捕されてるわけです。学校の校長先

生のコメントが翌日の新聞に載りますけど、モンスター・レジデントだと思ってましたっ

て。あのおばあちゃまからは何回も苦情を言われてました。80 過ぎて、もう学校が何を言

っても、子どもの声がうるさいという苦情を繰り返し繰り返し学校に届けていた。けれど

もそれに対してコンプライアンスの感覚をもってどういう解決方法をするか、どういう対

応のかたちを持っていくか。そこもうちょっと考えられたら 80 過ぎたおばあちゃんが逮捕

されるということもなかったのかもしれないなと、ちょっとせつなくなったりする事件も

ありました。一方埼玉のほうでは、これは推測ですけど、夜勤明けの人がね家に帰って来

るのが朝４時５時６時わかんないですけど帰ってきた。寝ようと思ったらちょうど中学校

の登校時間。子どもの声がうるさくて疲れた体が休まらないということが苦情の元になっ

て、やはり学校に再三苦情を申し立てるわけですね。登下校中の声を静かにするよう指導

してくれ。結局その人何したかといったら半年ぐらいの間に 1700 回ぐらい学校に無言電話

かけて、携帯から。業務を停止させてる。学校の公立学校の業務を停止させているという

かたちでやはり逮捕されたんですね。だから地域の人が学校をどう見てるか。学校の先生

は子どもたちがすごく頑張っているから、体育祭の前は夕方遅くまでガンガンガンガン行

進の練習をしても、吹奏楽部が一生懸命ブラスバンドの練習してても、あんなに一生懸命

がんばっている子どもたちなんだから、みんな温かい目で見てくれるはずっていうと、う

るさいなってやめてほしいなって思っている人たちが、やっぱり一方でいる。そのやめて

ほしいなと思っている人たちに対して、管理職としてどういうような対話、どういうよう

なアクションがとれるか。そこが非常にすごいちっちゃな種といったものを積んでいくこ

とができる一つの可能性なんだけど、なかなかね大きくボンとなって、どっちかが逮捕さ



れてしまったととかね、そういうようなニュースっていうのが出てくるとちょっと残念だ

なというような感じがするという時代にあるということなんですね。 

 ちょっとここから具体的な内容に入っていかないと時間がありませんので入っていきた

いと思いますが、私これ坂田先生と学会で報告したところのグラフを持ってきました。じ

ゃあ裁判って本当に増えてるのかって話が、そもそもの疑問になったわけです、私自身。

教育紛争増えてるなっていうのは何となく感じる。それが実態として本当に増えているの

かどうなのかというのをちょっと調べてみようというのが事の発端でありました。研究関

心として。ちょっと波線引いてあるのは平成 12 年度までのデータのとり方とそれ以降のデ

ータの取り方というのが方法をかえましたので、ちょっとそういった意味で波線を入れさ

せていただいてるんですが、研究手法をかえているので。でも昭和 46 年から 55 年の 10 年

間、第一審判決が下りている、それも学校事故に起因するものに限定しました。27 件ヒッ

トするんですね。それが昭和 56 年から平成２年度にかけてで 66 件まで、ガンとここで上

がるわけなんですね。66 件。そして平成 13 年から平成 22 年までの 10 年間でガンとまた

上がって 92 件っていうのがヒットしました。ああやっぱり実態として数が上がってるって

いうのは嘘じゃないんだなということなんですね。これ坂田先生も言うんですけど、子ど

もの権利条約に批准してから、非常に学校教育はやりにくくなってるんだと思うんです、

生徒指導も含め。中高の先生なんかとも話をするんですけれども、子どもの権利条約とい

ったものが学校現場に入ってきた影響というのは非常に今となっては大きいんですよね。

けど子どもの権利といったものを擁護する、それは非常に子どもの為にとっていいことで

あるっていうふうに、あの時学校現場の先生たちは無意識に多くの先生が賛成してきてた

んですよね。子どもの権利条約に批准したのは平成６年という年だと思います、1994 年。

ちょうどやはりそういったものを皮切りに、学校現場に権利の主張を入れていいっていう

ふうになったら 終的な解決策は訴訟なんですね。私の権利が認められない、私の権利を

どういうふうにして学校側は守ってくれたのか、守ってくれてないじゃないか。それが如

実にこういったかたちで、これはたまたま学校事故だけあげてますけど、いろいろなかた

ちで教育紛争といったところを生み出してきちゃっているということなんです。じゃあこ

れからこの件数減るかっていうと、これ残念ながら子どもの権利条約批准したときに高校

生大学生であった人たちが、これから小学生の子どもをもち中学生の子どもを持ちという

年齢に到達していくことになりますので、どんどんどんどん訴訟っていうのは増えていく

というふうな見込みで学校現場の先生たちはやっぱり考えていかなきゃいけないというこ

とですね。じゃあ小学校中学校高校、これは高校まで学会のときに入れたんですけど、校

種別に特徴ってあるのかなって。次なる疑問です私の。見てみました。そしたらやっぱり

非常に単純に出てくるんですね、校種別の特徴が。小学校の先生たくさんいらっしゃると

思います。これは第一審判決になっている、教育の紛争ネタになっちゃっているものでど

ういった事案が多いかというと、小学校の先生が一番気をつけなければいけないのは授業

中の事故なんです。授業中の事故に起因して裁判にまでいっているというケースが 41.2％



でした。次に多いのが小学校は体罰なんです、20.6％。体罰と授業中における事故、これが

確実にといいますか、できるだけ 小限に抑えられることができる学校は紛争のネタの６

割を事前にかいつまむことができるということですよね。中学校はもっと特徴がバンと分

かりやすく出てきます。いじめ４割、いじめに起因して訴訟にまで発展するというのがガ

ッと中学校では増えてくる。特徴的にやっぱり次に中学校で特徴になってくるのが部活動

です。小学校ないですからね。中学。これはもう如実に高校になると半数を超えて部活動

に起因した事故で訴訟までいくということになるので。いじめの問題に対して社会的責任、

法的責任をどのように中学校側がとれているのか。部活動の事故というのを未然に防ぐた

めに、また事故後の対応を迅速に的確にこなすことができていれば、教育の紛争の元の７

割をある程度かいつまむことができるということになるよということなんですよね。校種

的にポンポンと特徴出てくるわけですね。さらに言いますと、小学校の先生たちっていう

のはもうひとつ、中学校の先生たちにも関係は当然するんですけれども、裁判所が学校観

見る時には、事故にあって被害を受けた子どもの発達段階、これが非常にキーワードにな

ってきますね。だから小学校１年生であったならば当然教員に求める配慮、高まるってこ

となんです。自己判断できないでしょ？自己防衛できないでしょ？じゃあ学校はどこまで

できてたの？そういうようなかたちで非常に小学生に関しては特に学校の先生たちに求め

られる、それが配慮っていう言葉、これもマジックワードなんですけれども、これも言っ

てしまえば感覚感度なんですよね、コンプライアンスの感度。こういうことをこの子たち

にやってあげられれば、こういうことをこの子どもたちに声かけしてあげられれば、だっ

たら責任が果たせるかなということになると思うんです。今日私にあたえられた教頭先生

のコンプライアンスの話をするときに、どうしても盛り込んでほしいと言われているテー

マの一つが体罰です。体罰。桜宮高校の事件が起きて以降、体罰といったものが急速にク

ローズアップされるような事態になり、急にね全国的な調査も行われて、第一次発表みた

いなかたちで懲戒処分がどんなふうになったかって、このあとのシートにもつくっておき

ましたが、そんなようなかたちでいま体罰がまた再びクローズアップされるような時代に

なってますね。こんなことを教頭先生にわざわざ確認するまでもないのですが、 初のほ

うはね、学校教育法 11 条で、校長等及び教員は教育上必要があると認めるときは、文部科

学大臣の定めに従って懲戒を加えることができるよということになってますよね。この文

部科学大臣の定めと言われている学校教育法施行規則を見てみると、法的な懲戒と呼ばれ

るものと、事実上の懲戒と教育学の世界では言いますが、こういう二つの種類の懲戒とい

うのがまた見えてくると。法的な懲戒、もちろん校長先生にしか権限がない。校長先生等

及び教員が行っているのが日々行っている事実上の懲戒であるということですね。この懲

戒を課す条件というのは文部科学大臣は、心身の発達に応ずるなど教育上必要な配慮をし

なきゃいけないよということをやっぱり繰り返し言っているわけですよね。ここで「私は

こんな配慮をしました」って、その担任の先生なり一般の先生が言う。「その配慮はあなた

が勝手に思っている配慮でしょ」って言われてしまったときに足元すくわれるってことな



んです。社会の多数派はそんなことを配慮だと思いませんよ。それが十分な配慮だとは誰

も認めてくれませんよということが出てくるということです。教員の主観に基づく教育的

指導といったものがここで懲戒っていうその言葉に裏付けられて行われたとき、行き過ぎ

る懲戒というのが生まれて、そこに入り込んでくるのが体罰ということになってくるんで

す。この子のためには、さっきの子どもの為にじゃないですけど、この子の為にはここま

でしないと分からないと思って熱意のある先生こそ厳しい懲戒をする場面が出てくる。あ

とは、単純にこれが正しいはずだという先生の主観で行ってしまった行動。それが社会一

般から見たら客観的な視点に照らしたら、いやいやいやそれは妥当じゃないでしょうとい

いますかね、それはやってはいけないのでは？っていうクエスチョンがつくっていう場面

がでてくる。先生たち体罰だという意識でやっている先生ばかりではないといったところ

が、この体罰がなくならない大きな一つの原因ですよね。社会の人はそうは思ってないよ。

体罰を理由とした懲戒処分者数の動向といったものを見てみますと、平成 23 年度の１年間

の懲戒処分者数をみますと免職ゼロ、停職 20、減給 52、戒告 54。というのがこれが文部

科学省から発表されている数字ということになるんですよね。今回大阪の桜宮高校事件が

起きたあとに急遽先生方も対応が大変だったと思いますが調査が行われた。その結果、平

成 24 年４月１日から１月末までのところでの結果報告を見ますと、免職２、停職９、減給

43、戒告 30 というかたちで、こういうふうなかたちで数字が出てきているということなん

ですね。氷山の一角というふうにも私書いてるんですけど。これは子どもがやられたとい

って叫び、子どもの保護者がやられたと言って叫び、校長や教頭先生なんかが調査に踏み

切って、教育委員会にその報告があがって、教育委員会が任命権者が処分の検討をして処

分を決断する。この決定した人数がこういうかたちだっていうことなんですよね。とすれ

ば当然ですけれども、水面下にものすごくたくさんの事案は眠っているということですよ

ね、氷山の一角。学校現場から体罰がゼロにならないということは、どうしても出てきて

いるというか、なくならないというのが見えてくるということなんですね。もっと言いた

いのが、体罰がなぜなくならないのかのなくならない理由とはマッチングはしないとは思

うんですけれども、体罰に対する懲戒処分は軽いのではないかっていう見方もあります。

子どもが先生から殴られる、蹴られる、叩かれる、どのようなかたちであれ、有形力の行

使に先生のね、有形力の行使によって子どもたちが何らかの被害を受けているということ

でこれ発表みると、骨折、鼓膜が破れる、打撲、いろいろな子どもの負傷がバーッと出て

きますよね、当然一覧になって。免職ゼロですよね。子どもの鼓膜破ったって、子どもの

こと骨折させたって、それは先生としては首になるといったところまでの処分には至らな

いですよね。だから何が言いたいかって別に私は処分を厳しくしろって言ってるわけでは

なくて、やっぱり教育現場のその中にやはり愛の鞭という美名がやっぱりとれないんだと

思うんですよね。この子の指導のためにはここまでしないといけないというそのここまで

が、社会の学校観とマッチングしていないんだけれども、学校の教育界にいる人たちの中

では必要だよねといったところでずっと何か変わらない土俵がある。そこが厳格にパンと



なくならないといいますか数が減らないといいますか、そういったところの大きな変化に

つながってないという、そういったところが言えるんじゃないかなと思います。だってね、

コンプライアンスネタでここ数年で非常に話題になったのが飲酒運転。これは福岡の市の

行政職員が追突事故を起こして３人の子どもの命を奪ってしまったというあの事件が起き

てから、公務員が飲酒運転をするとは何事だ、それこそ信用失墜行為ですよね。何事だと

して社会のバッシングひどかったですよね。どこの教育委員会任命権者も横並び的に一発

免職っていうのをまずつくってましたね、処分基準。先生方のところは今どうでしょう？

一発免職はとれたけれども、プライベートの週休土曜日日曜日にお酒を飲んで、そしてち

ょっと仮眠をして日曜日に運転をして検問にひっかかって、人もひいてない、事故も起こ

してない、けどアルコールの検査でひっかかっちゃった。処分の対象になりますよね。や

めろとまで言われる処分をつくっているところもあるんですよ。けど体罰で子どもに有形

力の行使直接加えて、骨折してる子どもが。理由はどうあれ、その子どもがいかに悪かっ

たにせよ。鼓膜が破れている。でも戒告とかってなるわけですよね。だからここがやっぱ

り教育現場にいる先生の一つの体罰に対するきっと感覚っていうのが出てくるところなん

じゃないかなというふうに私は厳しいかもしれませんけど、非常に思うところにあります。

体罰が発生している時間帯とかですね、発生している場面といったものを文科省の調査を

結果に考えてみますと、小学校ではもうダントツ授業中が多いですよね。授業中一人の授

業を担当している先生、多くは学級の担任の先生ということでしょうか、小学校ですと。

子どもとの関係の中で指導を行うその延長線の中に入り込む体罰というのが出てきちゃう

というのが非常に多くなってるってことなんですよね。一方中学校は分かりやすくて、や

っぱり体育系運動部です。部活動です。これダントツですね。つづいてやはり授業中に起

きている体罰というのが非常に多くなっているというのが、これはデータから見えること

なんですね。学校現場にこれから先生たちが帰られて、先生方一般の教員の先生方の教育

実践といったものを管理職という立場から見守っていくということになるときに、特に気

をつけなければいけない場面というのは、このデータからは何が浮いてくるんだろうかと

かですね、過去の判例から何が見えるんだろうかというのを考えてみました。そしたらこ

の中に体育の先生がいらっしゃると思いますのであれなんですけれども、やはり体育の授

業中、中高、高校ここのメンバーの中にはいませんけど先生方の中にはいませんけど、授

業中といいながらも起きている場所が体育館とかグラウンドとかってなってくると、やっ

ぱり推察ですけど、体育の授業中にちょっと起きてきちゃっているというのが実態として

多いのかな。あとは体育系の運動部。部活動ですね。こういった場面で体罰というのがど

うしても出てきているってことですね。３つ目が生徒指導の延長で体罰に化けてしまった

ということですね。体罰が入り込んできてしまったという傾倒が非常に多くなっています

ね。４つ目なんです。これは特別支援教育の場面で、場面といいますか特別支援教育を必

要とする、特別な教育的ニーズを欲している子どもたちが受けてしまうというケースが体

罰といったものには非常に顕在化しつつあるというのがデータから見えてくるんですね。



これ特にこの４番目の特別支援教育については、被害を受けている子どもが障害を持って

いますので、自分が先生から受けている被害を表に公表しないんですね、なかなか。なの

で事件が顕在化するんですよ、眠っちゃうんですよね。なかなか発見が遅れるということ

が、問題が表面化しにくいという問題が出てきています。実際に特別支援学校なんかで体

罰が事案として起きてきてしまっているのが、言ってもわからない、聞いてもくれない、

だから力で指導をしてしまったという先生が裁判になったときに、やっぱり発達段階とい

ったものがどうしてもキーワードとして出てきます、裁判官から。中学部に在籍している

とはいえ、この子の症状からみれば病状からみれば、精神年齢は２～３歳に留まっている

というのが学校の教育の専門家であれば誰もが明らかに理解できているにも関わらず、こ

ういったことが必要な指導だということを判断することはとてもできません、というよう

なかたちで裁判の中でね、先生の過失といったものが認定されるケースといったものがで

てくるんです。だから発達段階というのはやはり一つの非常に大きなキー概念になりつつ

あるかなというふうに思います。あと生徒指導もですね、 近では生徒指導提要なんかを

見ますと１対１の生徒指導は極力避けるといいますかね、必ず教員のほうも複数で扱う、

対応する。それは何の意味があるか。当然体罰を生まないっていう一つの大きな意味当然

ありますけれども、もう一つは子どもと１対１の指導をしたときに必ず出てくるのが、言

った言わないとかね、聞いた聞いてないっていうのが出てきてしまうので、学校の社会的

責任、法的な責任といったものを捉える時に、学校がこう指導をした、教員がこういう言

葉がけを子どもにしているといったときに、もう一人の教員がある種証言者となって、私

も聞いている、私も記録にとっているということがやっぱり非常に重要なコンプライアン

スの感度というかたちで出てきている時代になってきているかなと思います。じゃあ具体

的に私がこれを事例分析するということはよくやることなんですけれども、じゃあ判例か

らみた時に体罰というのはどういうふうにして出てきて、裁判所っていうのは学校の先生

に何を求めるかというのをちょっと考えていきたいと思うんですけど。これは非常に有名

な事件ですよね。今でも文科省のホームページ見れば、体罰に関わる通知のときに体罰に

対する考え方の基準とかいったときには、必ずリーディングケースとしてあがってくる判

例ですので非常に有名な事件ですね。東京高裁昭和 56 年に起きた水戸五中事件という事件

です。女性の先生が生徒指導の延長で、某言を吐いた生徒がいて、その某言を吐いた生徒

に指導をする中で、こぶしで頭を数回叩いたと。それが暴行罪にあたるというかたちで、

これは教員の刑事責任が問われ、教員個人が訴えられているという裁判ですね。体罰では

このケースが多いですよね、当然。直接教員が、直接子どもに力でふるまってしまってま

すので、お金で損害賠償を請求しますという民事裁判だけではなくて、教員が起訴されて

刑事責任を追及されるという、こういうようなかたちでの裁判というものが体罰に関わっ

ては非常に増えてくるということになりますね。この時に第一審はですね、暴行罪だよっ

ていうかたちで有罪判決受けたんです、教員は。だけど女の先生がこれを体罰だとは認め

てほしくないとして控訴しましたよね。この中にも多分この判例は多分多くの先生がご承



知おきかもしれませんけど。何がニュースになったかといったら逆転無罪だったからとい

うことですよね。東京高裁が体罰じゃないと言ったからです。ちょっといくつかのその時

の裁判官の求めている学校観が引き出せるかなといったところをピックアップして私がカ

ギカッコつけてるのは、判決文の引用です。教師が生徒を励ましたり注意したりするとき

に、肩や背中など軽く叩く程度の身体的接触、これをスキンシップといいました。スキン

シップによる方法が相互の親近感ないしは一体感を醸成する効果をもたらすよということ

を言ってます。いいですか？「そんな某言を先生に吐いてはいけません」と言葉だけで言

うよりは、「そんな某言吐いちゃだめじゃない」って軽く背中を叩いて指導したほうが一定

の教育的な効果がある、こう裁判官が言ったわけです。教育作用として本来の機能と効果

を教育の場で十分に発揮させるためには、懲戒の方法形態としては、単なる口頭の説教の

みにとどまることなく、必要に応じ生徒に対し一定の限度内で有形力を行使することも許

されてよい場合がある、と言ったんですね。いたずらに、全部体罰一切やっちゃだめって

学校の先生に求めるのは無理、やってよい、そういう場合があるよ。有形力の行使ふるっ

ていいっていう場合があるよ。このケースに関しては、この女の先生が頭こぶしで殴って

るけれども、これは暴行罪にはあたらないよ。そんなこと先生に全部やっちゃだめって言

ったら、生きた教育活動が阻害されて、生きた教育活動が不可能になる恐れがありますよ

ということを高等裁判所の裁判官が言った。これがまさにその時の社会の多数派が持って

いる価値観ですね。時代はどんな時代だったか。昭和 56 年、1970 年代後半から 80 年代前

半。少年非行第三の波というふうに教育学の世界ではいいますが、戦後もっとも不良たち

が増えた時ですね。学校現場が荒廃し、尾崎豊の歌の歌詞ではありませんが、高校なんか

では本当に廊下をバイクが走り抜け、窓ガラスが割られ割られ割られ、先生の命は誰が守

るのかというふうなこと、先生が髪の毛を燃やされるとか、先生に椅子が飛んでくるとか、

それはひどい時代だったんですよね。その時に地域の人たち、「悪い事してる子どもに先生

たちが力で迎えなくてどうするのよ。そんな子どもたちを地域に放り出されるぐらいだっ

たらちゃんと学校の中で学校の先生が指導してくれてるんだから。いいじゃない、駄目な

子に手を出して当然よ」っていう世論があるわけです。これが反映するわけですよね。こ

れで許される体罰っていうのが、いわゆるグレーゾーンです。体罰は駄目なんですよ。体

罰はさっきも見たように学校教育法 11 条で体罰は加えてはならない、これは日本は明治の

時代から 130年貫いている禁止規定なんですよね。体罰はやってはいけないんだけれども、

許される有形力の行使ってあるよねってことになってくるわけなんです。この結果何が起

きるかというと担任の先生が教え子を殴り殺すというようなところまでいってしまったん

です。行き過ぎる懲戒、入り込む体罰ってやつですね。所持品検査、修学旅行中に所持品

検査をしたときに、持ってきちゃいけないよって言っていたヘアドライヤーが鞄の中に入

っていたという子が３人いたんです。３人並べて担任の先生が指導をして、こんこんこん

と頭を１回かな殴って指導したんです。そしたら数クラスある中で、その 30 歳前半の英語

の先生だったんですけれども、その先生自体は体罰はしたくないという体罰反対論者だっ



たということをよく聞きますが、その先生が指導したときに、その高校の生徒指導主事の

先生がその指導を後ろで見ていて「君の指導がそんなにぬるいから子どもたちになめられ

るんだよ」ということを煽るわけです。その一言でカーッとなってしまって、何でこの子

たちのために私は同僚の先生、先輩の先生からこんな侮辱を受けなきゃいけないんだって

なって、 後までごめんなさいが言えなかった一人の男の子だけがターゲットになって、

気が付いたら殴る蹴るの応戦をしてるわけですね、その子だけに。ぐったりした。まずい

んじゃないのかっていって病院に運んだんですけれども、搬送先の病院で残念ながら亡く

なってしまった。殴ったり蹴ったりしてるときに後ろで見てた先生は止めないってどうな

のよって思いますけどね。でも許される有形力の行使があるんだって言った、そのひとつ

の裁判をきっかけに、問題を起こした子どもに対しては力で応戦していいんだというのが

全国的にやっぱり解釈として広まってしまったというのがあります。私もね中学校の時に、

笑い話なんですけど、体育の先生それこそ体育の先生がね、「授業します」っていつも竹刀

持ってくるんです。今日は剣道の授業じゃないんですけど、いつも授業しますって男の子

の授業の時には竹刀持ってやってましたから、それを思うとやっぱり力でくる子どもには

力でいくしかないんだというふうな考え方が学校現場に浸透していったというのが一つ見

えている、その頃は見えてきたというところです。でもこの一つの判例、これも刑事事件

なんですね。教員の担任の教員の先生が、これは傷害致死罪です。殺してしまいましたか

ら。起訴されて、執行猶予なしです。実刑判決です。教員免許剥奪。そのまま刑務所に行

って。被害者は相当程度判断能力を備える高校生だったと。教師と生徒の関係性考えたら

十分に対話で説得可能だったのに、それをすることなく力でいってしまったというのは駄

目だよねって。当たり前のことですけどね。社会に与える影響が大きいと。担任の先生が

教え子を殴り殺してしまったっていうのは非常に影響的に大きいものがあるから、執行猶

予なしの実刑で臨むしかないんですということを裁判官言いましたけれども、この下、

後のところですね。ある程度の体罰が容認されていた高校内の風潮を認めています、裁判

官が。高校全体で体罰よしありき、やっぱり指導してたよね。さらにいうとね、この殴る

蹴るの直前にその先生を煽ってしまった一人の先生のきっかけとなって担任の先生が殴っ

ちゃった。そういう側面があったにせよ、でも担任の先生が子どもの命を奪うまで力を加

えてしまったというのを認めることはできませんということで、こういうような結果が出

ました。これでガラッとですね、世の中の感覚が変わっていくんですよ。何って。担任の

先生が子どもを殴り殺すってどういうことなの？世の中の価値観が体罰なんてもってのほ

かです。規定はずっと体罰はやってはいけないという規定なんですけど、社会の感覚によ

って体罰が許されるものがあるのかないのかみたいなものが生まれてきて、それでこの事

件を皮切りに先生たちは体罰なんかできない人たちでしょ？っていう価値観にやっぱり舵

がきられていくってことですね。これはこちら九州で起きた事件で、詳しい先生がこの中

にもしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、 高裁判所で体罰の訴訟に判決が

おりた 近の事案としては、この事案ですよね。平成 21 年４月 28 日におりた事案です。



これはごくごく 近の事案ですので、先生方もご記憶にあるところだと思いますけれども、

この事件は小学校２年生の男の子が、一人の先生がですね、発達障害を抱えていたといわ

れている女の子をちょっと廊下で次の授業出たくないとゴネていた女の子がいて、校長の

指示でその子については担任だけじゃなくて学校の教員みんなでその子どもについては指

導するようにしましょうという方針があったものですから、当時隣任だった男の先生が気

がついて指導にいって、「駄目だよ、次はコンピュータールームに行く時間じゃないから授

業を受けなきゃ駄目なんだよ」ということを指導してしゃがんで指導してた。そこに通り

かかった２年生の男の子が後ろからおんぶさると言いますか首をしめるというか、おんぶ

するみたいにぶら下がってきて「いま指導中だからごめんね」ということでほどくわけで

すね。先生が言うこと聞いてくれなかったというのが気に入らなかったんでしょう。向こ

うからきた小学校上級生の女の子をボコボコボコボコ蹴り始めたんですね。当然ですけど

その女の子たちはそこにいるその指導をしている先生のところに「あの子がいつも私たち

に蹴ったりなんだりちょっかい出してくるから暴力ふるってくるから、先生からちゃんと

言ってよ」っていう苦情が届くわけですね。当然ですけど先生としたら指導しますよね。「駄

目だよ、お友たちに蹴ったりなんだりしたら痛いでしょ？駄目でしょ？」っていうことを

指導しますよね。２回も怒られちゃったもんだから気に入らなかったんだと思います。「分

かった？」って言って別れて、男の先生が職員室に戻ろうとして戻ったところ、その男の

子が後ろからかけてきて先生のおしりに向かってドロップキックをしたということなんで

す。振り返ってその男の先生がカッとなって追いかけていって、掴んだところが小学校２

年生の胸ぐらだったんです。たまたま。「もうすんなよ」と言ったとき、その一言を声をか

けたということなんですけど、大の大人が小学校２年生の胸ぐらつかんじゃったので、ち

ょっとつま先立ちになるというか宙に浮くということになるんですかね。すとんと体が地

面に下りて手をついたっていうのが事件の元々の発端なんですよ。その晩にお母様から担

任の先生に「男の先生に暴力をふるわれたといって子どもが泣き叫んでいる」という苦情

が届き、その隣任の先生は体罰を振るったという意識はありませんから、特別な指導をし

たという意識もありませんから、自分が指導をして指導をして 終的におしり蹴られた子

どもに、「もうすんなよ」って言って厳しく叱責したっていう理解でいますから、担任にも

報告をしていなかったそうなんですが、慌てて確認をとったらそういうことは実態として

事実としてありましたということになったんだけれども、それは体罰じゃないよねという

のが学校側の認識だったんです。で、お母様とは食い違うんです。お母さんは体罰だと。

連日のように学校現場に苦情を届けにくる。学校現場だけでは飽き足らず教育委員会に行

く。教育事務所をまわる。あの先生を辞めさせてくださいということでまわる。暴行罪で

起訴しようと警察に被害届も出そうという準備もする。民事訴訟もこうやって起こす。さ

らには私も判決文を読んでて驚いたのは、その男の先生のご実家までどうやって調べたん

でしょうね。ご実家まで出掛けていって、お母様に「あなたの子育てが間違えているから

あなたの息子さんは私の子どもに体罰をふるうような先生になっているんですよ」という



苦情をしたそうです。この判決が非常に現代的だなと思ったのは一審も二審も体罰だって

言ったんですね。一審は体罰だっていってプラスアルファ現代的です。この子どもはどう

したかっていうと数カ月たってからお母様がＰＴＳＤの診断書をもって学校に届けてきま

すね。外傷性ストレス性障害にかかっていますということです。これはこれからの時代に

なると、こういうような診断書を手にしなくちゃいけないという場面が出てくるかもしれ

ませんけれども、医者であれば誰でも書けますよね、この診断書ね。非常に笑い話ですけ

ど、講演なのでここだけで聞き流してほしいんですが、朝青龍が日本で相撲できないと言

ってたのにモンゴルでサッカーしてたっていうときがありましたよね。あの時に日本は何

で相撲ができないっていってるのにサッカー元気に笑ってやってるんだって怒って、帰っ

てきた朝青龍何したかっていったら友達の皮膚科医に頼んでＰＴＳＤの診断書を書いても

らって、日本人の批判に耐えられなくなってストレス性障害になりましたっていって出し

たっていうのが笑い話みたいにしてありますけれども、こういうようなことっていうのは

これからやっぱり起きてくるんだと思うんですけれども。これを武器にといってしまった

ら言葉選んで悪いですけど、これで裁判を起こしてきて一審は両方認めたんです。体罰で

もあり、それが原因でＰＴＳＤという病気にもなっちゃったよ。学校現場そんなの認めら

れては困ってしまうと。これは日常的な指導の一環であると戦ったんですね。ちゃんと議

会が予算つけて。高裁までいって、そしたらＰＴＳＤになった理由だけは棄却されたんで

すけど、体罰はまた認定されたんですよ、体罰だと。ただし、この体罰を受けたことが原

因で病気になったという因果関係、関係性を立証することはできない。慰謝料払えという

話で減額されたんです。でも頑張ったんですよね、また予算つけて。 高裁までいったん

です。 高裁で逆転無罪ということなんです。これは体罰じゃないということを言われた

わけです。だから新聞もちょっとにぎわったんですね。 高裁体罰無罪判決ということで

ね。でも 高裁判官が言っている台詞ちょっとピックアップしましたけれども、いわゆる

文部科学省が言っている通知と同様の内容を言っているってことなんですね。この胸ぐら

をつかんでしまった本件行為は、児童の身体に対する有形力の行使である。他人を蹴ると

いう一連の悪ふざけについて指導するために行ったのであって、悪ふざけのペナルティと

して肉体的苦痛を与えるためにやってないということは明らかでしょうということを言っ

ています。ただ気をつけなきゃいけないなと思ったところにちょっとわざと下線部引いた

んですけど、やや穏当に欠くところがなかったとはいえないにしても、っていう言葉がや

っぱり入ってきました。 高裁判所といったところは当然ですけれども、その後の類似す

る判決にものすごく多大な影響を及ぼしますので、 高裁判所の裁判官は非常に慎重に判

決といったものを言い渡しますね。ここでやや、やや穏当に欠くって言ったってことは、

穏当に欠けてたってことなんです。やっぱり小学校２年生の子どもに対して胸ぐらをつか

んでしまった、立腹して胸ぐらをつかんでしまったといったところは、やっぱりちょっと

一言入ってきます。ただ体罰に該当するべきではないというね、継続時間なんかから考え

たら体罰に該当するというべきではないということが判決として言われているというとこ



ろになります。もう一つ 高裁判官が、ちょっとこのレジュメには載せてないんですけれ

ども言ったのが現代的だなと思ったのは、お母様のことに対する批判です。あまりないで

す 高裁判官が。あまりにも執拗な抗議をしているということが入ってきました。だから

保護者の人の主張を事実の認定というかたちに 100％使っていく。そこで判断していくとい

うことが極めてできないというようなことを 高裁判官が言ってます。だから学校現場が

やっぱり苦心するということなんですけど、このあとちょっと体罰に起因する歴史的な変

遷をもってちょっと今いくつかの判例を見てきましたけれども、結局ここから何を先生た

ちが感じとってもらいたいかというか、何を現場に還元していってほしいかといったとこ

ろなんですけれども、やっぱり先生たちは子どもたちに愛情をもって日々悪さする子なん

かにはおしりおっかけて指導してるわけですよね、毎日ね。何回言ってもあいつ分かんな

いなと思いながらも毎日毎日指導をやってるわけですよね。だけど自分たちがやっている

行動が子どもたちの行為に反省を促す為の教育的な指導だというふうに誰もが認めてもら

えるものをちゃんと選択できているかどうかというところが大切なんだと思うんです。こ

れが社会の価値観の多数派が肉体的苦痛になっていることをやっているというふうな判断

が下されるような行為を選んでしまっていたら、自分がいくら「いや、そうじゃない」と

言っても、「でもやっぱりあなたの主観だよそれは」ってなっちゃうってことなんです。こ

れコンプライアンスの感度なんです、感度。自分はこれが正しいと思うけど、社会一般も

社会通念も、この私が選んでいる選択肢を後押ししてくれるよねって振り返れるかどうか

なんです。カッとなって何かするとか、立腹して何かするとか次にも書いてますけど、感

情的にやっているというのもこれもちょっとアウトなんですよね。指導というのはやっぱ

り冷静に淡々とできるものでしょっていうのが学校観に求められるところであります。当

然厳しい叱責は必要ですし、子どもたちにね、何度注意したって言うこときいてくれない

わけですから、だから怒鳴りつけることも当然必要でしょうし。だけれどもそれが指導で

はなくて先生が怒って怒りまくって殴り殺してしまうみたいに、ああいうふうに感情的に

なってやっているっていう評価になると、それはやっぱり暴力っていったものの評価に化

けていくということです。だから怒鳴りつけることと感情に任せて殴っていたり叩いてい

たりすることは違うという、そういうようなことをやっぱりちょっともう一回改めて考え

るということが必要なんだろうなと。接触方法は、対話が可能な発達段階にある子どもた

ちについては、当然対話で行うべきでしょうっていうのが岐陽高校から鮮烈に言われてい

るところにあるというのはわかるところかなと思います。あとは過去の成功体験を引きず

っていないかというのをちょっと書いてあるというのはどういうことかというと、体育系

運動部で体罰が減らない、これが如実に出てきてしまって、私も秋にその運動部の顧問の

人たちだけを集めた言い訳コンプライアンスに出掛けたりしなくちゃいけないお仕事入っ

てたりするのですが、「先生があの時殴ってくれたから今の僕があります」っていう卒業生

いるんですよ。「俺があの時しごいてやったから、いま君がこんなふうになって頑張ってい

るんだよ」って先生たちもいる。「そうです。ありがとうございます」っていう関係性の中



で今も先生やってる先生たちっているんですよ。その時に冷や水かけるわけじゃないんで

すけれども、「黒川先生、こういうように卒業生たちから言われるんですよ」とか言われた

時に、「でもね、それ卒業生全員じゃないでしょ。先生に殴られて本当によかったって思っ

てる人は、卒業してから先生のとこ寄ってこないから」とかって言うと、「確かに」ってい

う言葉は聞こえてこないんですけれども、ちょっと目が伏し目がちになったりしますね。

だからやっぱり叩いてしごく、殴ってしごく、何くそってハングリー精神を見出す方法っ

ていうのはやっぱり暴力からでしか生まれないのかって言われたら、多分社会の多数派の

価値観は今は「ノー」っていうのを叩きつけてくると思います。その方法じゃなくたって

見出せるはずでしょって。だからやっぱり過去の成功体験。あとね、いま私も学生がいる

んですけど可愛いもんですよ、学生が。「どうして教員になりたいの？」とかって私が面談

するわけですよね。教職課程担当として。「サッカー部の指導がしたいです」って。「君は

馬鹿か。先生の仕事は部活動の顧問だけじゃないんだぞ」って言うんですけど。だから「自

分があんなふうに一生懸命やったのを子どもに伝えたい、それはすごく素敵なことだよね。

その成功体験だけで君がもし教壇に立ったときに子どもたちに対して指導をしたら足元す

くわれてしまう場面ってきっとたくさんあると思うよ。今は分からないかもしれないけど」

っていうのを面談とかで話したりします。若い先生、熱意をもって子どもたちと向き合っ

て一生懸命頑張っている先生ほど、もしかしたら成功体験といったものが頭の片隅に残っ

ているかもしれません。ベテランの先生はこれ成功体験ももちろんあるんですけれども、

プラスもっと大変なことが頭の片隅にあります。それが経験です。経験主義という考え方

です。「これで私はうまくやってこれてた。これで一度も失敗したことがない」この経験主

義です。これ引きずることによって生まれてくる問題というのは後半でちょっとお話した

いと思いますけど、これちょっとあるんですね。３つ目ですね。保護者の人も未だにです

ね「先生厳しく指導してください」という声を届けてくる人たちたくさんいるんですよね、

本当にいるんですよね、現場の先生からも聞きます。ただ「厳しく指導してください」っ

ていう保護者の声には、「自分の子ども以外には」っていう枕詞入ってますからっていつも

私とか言うんですけど。それを信じてみんなにまんべんなく厳しく指導したら「何でうち

の子にこんな指導したんですか」っていうのが火種になっている学校がけっこうあったり

します。解釈のズレですね。保護者の主観と先生の主観、子どもの為にのベクトルが合致

しなかったといったときですね。４番目の裁判所の社会通念の変化っていうのは、ちょっ

と簡単にご説明させていただいたので察知していただけるかなというふうに思います。 

 限られる時間の中でちょっと次のテーマに飛ばして、テンポよくいかせてください。い

じめ問題。こんな大きな教育課題をコンプライアンスといったものをひもときながらいっ

ぺんにお話するというのは結構大変なんですけど、でもやっぱり大津のいじめ自殺事件以

降、やっぱりいじめというものも非常に大きな捉えなおしの転機が教育界の中に起きてき

たということですよね。いじめっていったものっていうのが、今までやっていた体罰って

いったものの判例というのがですね、これは先生が子どもに対して直接殴っちゃう、直接



叩いちゃう、それが原因で訴訟の種になっているということになるので、これは学校側に

とっては直接責任と言えるんですよ。直接的に先生が手をくわえちゃってるから。なんで

すけど、いじめで一番難しいところは間接責任なんです。レジュメの一番下にあります。

悲しいことに数十年前は担任の先生がいじめに加担したという中野富士見いじめ事件とい

う非常に悲惨な事件がありました。でも基本的にはいじめ事件に教員は加害者として加担

することはありません。子ども同士の問題なんです、子ども同士のトラブルなんです。だ

けれどもその人間関係がどこでつくられているかって学校でつくられているもんだから、

学校で何してくれたんだ、学校の先生は何を子どもたちのトラブルに対して法的責任、社

会的責任をどういうふうにして果たしてくれていたのか、これが問われてくるんです。間

接責任。いじめ問題に対する責任の主体はどこにあるのかって考えると、１つ目はこれは

必ず絶対そうなんですけど、やった子どもたちなんです。やった子どもたちに責任がある

んです。加害行為をした児童、加害行為をした生徒。ここに第一義的責任というものがい

じめ問題については必ずあるわけですよね。学校の先生はすごくいい人たちなんです、ま

じめな人たちなんですね。だから 初の責任は自分にある、担任の先生は思いますよね。

でもやっぱり第一義的責任は子どもなんですよね、やった本人が悪い。２つ目、考えられ

る責任。加害行為をしてしまった子どもの保護者の責任をどう捉えるかっていう話なんで

す。指導していない保護者ほど好き勝手言ってきます。「学校に預けている間は私は学校に

いるわけじゃないんだから、うちの子どもの言動にいちいち注意できるはずないでしょ。

学校にあずけてる間、うちの子を指導してくれるのはそれは先生たちがやってくれるの当

然でしょ」とか言ってくる保護者が出てきています。そんなこと言い出したらきりがない

ですよね。いや、あなた、この子どもの保護者としての責任、第一義的責任はあなたにあ

りますから。それが理解できていない保護者が残念ながらいっぱい出てきてしまったこと

が故に、７年前教育基本法改正したときに、わざわざ保護者に第一義的責任があるってい

うのが明文化されてましたけど。当たり前じゃんって思うことをやっぱり条文化する意味

っていうのはそういうことなのかもしれませんけど、分かっていない人たちが出てきてい

るってことですね。ただですね、子どもが問題起こせば必ず保護者に自動的に法的責任が

及ぶかというとそうではありません。保護者がきちんと自分の監督責任を果たしていたと

しても、子どもたちが悪さをするということは十分に考えられるわけです。監督責任を果

たしていたかどうかっていったところが、保護者にとっての責任で問われてくる部分です。

悪いことをした子どもには責任がある。けれども悪いことをした保護者には責任が法的に

は及ばないというケースもたくさんあります。ここ間違えないでください。連動はしませ

ん。自動的に保護者に法的責任があるないという議論には、あるという議論にはならない

ということ。どういったことか、保護者としての不法行為があった場合に監督者としての

監督責任が果たせていなかったということが立証されたときに保護者としての不法行為が

あったよと言われて法的責任が問われるということになります。学校側の責任３つ目、安

全配慮義務。このキーワードは先生たち教頭先生であれば説明の必要はないとは思います



けれども、児童生徒が事故、これは学校ですね。学校の管理下にある間、その安全に配慮

する法的義務、これは黙示的どこかの条文に明文化されているわけではありませんが、在

学関係という特殊な学校教育関係を考えると子どもたちが学校に通っている間はその子ど

もたちの命を安全に守るという法的な義務というのがやはり発生します。この安全配慮義

務からやっぱり導き出されてきますね、いじめ問題に対する学校の法的責任というのが。

安全が確保できたか、できなかったか。責任が果たせていてもできない場面も出てきます

けど、どうかこうかということがでてくる。学校側にいじめ問題についての法的責任、コ

ンプライアンスっていったものを考えたときに、どういうふうな方向性として考えていく

のか。被害児童、被害生徒を徹底して守り抜くというふうに舵をきってくださいというこ

とは文科省の通知で再三言われているところです。守り抜く、ね。いじめ問題が起きて、

特に一番 悪といいますかね、残念な結果がいじめ自殺事件ということになりますけれど

も、道義的な責任は、ああしてあげればよかった、こういうふうにさえすればよかった。

先生なんだから、学校だったんだから。こういう道義的な責任はどんな事故、どんな事件

についてもついてまわります。考えたらきりがないといえばそうですよね。先生たちはな

おのこと教育者であり、子どもたちへの愛情が深い人たちですから、当然ここからの呪縛

から解かれることはないと思います。でもやはり避けなければならないところは法的な責

任が問われる時に、法的な責任をきちんと果たすことができていたかどうかっていうこと

なんだと思うんです。ここが裁判で争われた時に学校側が問われる場面、問われる部分と

いうことになります。じゃあ何をしないと法的責任を果たしたことにならないのかという

ことを考えておかなくちゃいけないわけですね。いじめ問題っていう間接的な責任といっ

たものをピックアップするときに。これがいじめの定義ということになります。文部科学

省は先生たちも毎年毎年協力していると思いますけれども、いじめの実態を把握するため

に調査を行っていますよね。その時に使っている定義というのが、１番の四角でくくって

いるところです。これ文科省のその定義そのまま引用していますね。「本調査において、個々

の行為がいじめにあたるか否かの判断は表面的形式的に行うことなく、いじめられた児童

生徒の立場にたって行うものとする。いじめとは当該児童生徒が一定の人間関係にあるも

のから、心理的物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものとする。

なお起こった場所は学校の内外を問わない。このいじめの中には犯罪行為として取り扱わ

れるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体、

または財産に重大な被害が生じるような直ちに警察に通報することが必要なものが含まれ

る。これらについては早期に警察に相談通報の上、警察と連携した対応をとることが必要

である」後半の一段落は平成 24 年度から追加されているものです。まさしく大津市いじめ

自殺事件が追記させた文章ということになります。いじめといったところに対して、犯罪

行為というキーワードが出てくるようになっているのが、ここ 近のいじめの捉え方とい

うことなんです。その感度ということになります。もうひとつ問題なのは、実は点線が引

いていない 初の３行の部分です。これを坂田先生とは主観主義というふうに私たちは呼



びます。いじめられた児童生徒の立場にたって行う。あたかもこの言葉が弁護士を通じて

保護者たちの間に一人歩きしていくんです。うちの子どもがいじめられたと言っているん

だからいじめです。こういうことですね、主観主義。学校はいじめはなかったと言ってい

ます。衝突するところです。主観主義の限界っていうのが、いま学校現場に非常にいじめ

問題の対応を苦慮させてしまっている一つにあります。非常に教育学的なシンパシーおぼ

えますよね。いじめが起きてしまっていじめられた子を守りたくない教員なんて一人もい

ませんね。救出したいですよね、ひと時も早くね。いじめられた側の子どもの立場に立っ

て対応する、誰も反対しませんよね。でもこれが学校現場をある種きっと困惑に陥れたん

だろうなと。平成６年からこれ定義の中に入れ込まれてきたんですけどね。20 年経ちまし

た。浸透します。そうするとうちの子が言ってるんだからいじめです、という主張が非常

に増えていくということになってくる。もう一つ６月 28日、いじめ防止対策推進法という、

また新しい法律が可決成立したというのは先生方ご承知だと思います。施行されるのは９

月 28 日です。９月 28 日からいじめというものを防止するために学校の設置者及び学校、

新しい役割が次々と求められるようになります。これを機にまだ法律を全く読んだことが

ないという先生は、すべて読む必要はありませんので、主語が学校はというふうになって

いる条文だけは少なくともざっと目を通してください。新しくやらなければならない役割

が非常に増えてきています。もうすでに学校にね、いじめに対応する組織チームなるもの

を特別な特化したですよ。いじめ問題だけに特化するチームというのをもうすでにおいて

いるよという学校は、大きく抜本的な変化っていらないかもしれません。でもそういうよ

うな組織的なものをおかなきゃいけないとかですね、いろいろ学校に新しい役割次々と出

てきていますので、だから未施行というのはそういうことです。施行はされてません、ま

だ。９月 28 日から効力をもって学校現場を拘束していきますので、いま勉強の時というこ

とで。ここで、いじめの定義というものがこんなふうに定義されましたね。これは議員立

法の法律なので国会議員たちが議論して、そして法律にして、国会に提案して、衆議院も

参議院も満場一致で可決したということの法律になってますけど。児童らに対して当該児

童らが在籍する学校に在籍しているなど、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等

が行う心理、または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいじめ

とするというのが定義です。今までのいじめの捉え方と別に違和感があるものではないで

すよね。すごい細かいことを言うとインターネットって何をさしているのかしらとか気に

なる人たちいるようですけど、要は掲示板に書かれた誹謗中傷で子どもたちが傷ついた、

それもいじめだよっていう捉え方をしていきましょうということなんだと思うんですよね。

７月もね、ラインという、私いまだにガラケー使ってるのでスマホを使ってませんが、ラ

インでね、何か嫌いな子に侮辱された言葉書かれたからっていって、ひどいですよね、集

団で女の子一人の命を奪ってしまうっていったところまで問題発生してますけど。インタ

ーネットっていったもので心身の苦痛を与えるといったものも入る。ただですね、ちょっ



とこのあとの話をしてからこの定義に戻りたいんですけど、これ坂田先生がずっと提唱し

ている考え方なんですけど「いじめについて考えましょう」って学校の先生というと、「考

えましょう、考えましょう、喫緊の課題です」ってなってきます。そこで「いじめに対し

てはこういう対策が必要だと思います、こういう対応が必要だと思います」って言った時

に、さっきのね子どもの為にというマジックワードと一緒で、いじめというのもマジック

ワードなんですよ。語る論者によってそこで想定しているケースの度合いというのがバラ

バラなんですね。そこをきちんと類型化して峻別することによってそこから議論をスター

トさせるということが、実は も大切なんじゃないかというのが坂田先生がずっとおっし

ゃっていることなんです。いじめの三類型といったところで、一番多いのが日常的な衝突

というものがあるだろうと思います。これはですね、子どもが社会化していくにあたって

特に小学校の低学年なんかそうじゃないですかね。幼稚園生の時に「誰誰ちゃん嫌い」と

かね、「誰誰ちゃんバーカ」とか言って、幼稚園の先生やお父さん、お母さんに叱られて育

ってきたとしても、でもまた小学校になってもやっぱり日常的に衝突って起きてきますよ

ね。でも学校現場ってそれがなかったら子どもの人間形成ってできなくて。そうやってぶ

つかりながら人と人との距離感というのを子どもたちが覚えていくことによって、私たち

大人は苦手だなと思う人とは距離をおいてつきあったりとか、何か仕事としてこういう付

き合い方しなくきゃいけない。その人間関係の距離感というのをつかんでいくわけですね。

そのためには日常的な衝突っていうのを全部つむぐことなんていうのは不可能ですし、む

しろやってはいけないことなんですよね。それは保育学なんか研究してる先生とかだった

らよく言います。それをいじめとは言わないでくれと。それは子どもの人間形成にとって

必要なことですっていう。嫌な思いをした、嫌がらせをして逆に嫌な思いをした、そうい

う日常的な衝突の積み重ねで子どもは成長していくんですということなんです。でもここ

がさっきの文科省の提言の言った主観主義に基づいて「うちの子どもがいじめられたと言

ってるんですからいじめなんです」というふうに主張をしてくる保護者の方に学校現場の

先生が、それはいじめだというふうにお子さんが思ってしまってるかもしれません。学校

側としても至急対応はします。ただ日常的な衝突で子どもの育ちといったものに対してや

っぱり全くゼロにすることがいいことではないんだよということをきちんと保護者と対話

できるかどうかといったところで、その日常的な衝突の問題をいじめ問題だ、いじめ問題

だっていうふうにしてトラブルが大きくなっていくことを未然に防ぐことも一つの方法な

んだと思うんですね。文科省が問題にしているのは、この日常的な衝突のレベルを超えて、

子どもたちだけで本当は解決していけば一番ベストなんだけど、そうもいかない。何回注

意しても繰り返す、同じことを。教員がやっぱり間に入って介入して、「もうこういうこと

しちゃだめだろう、何でこういうことやっちゃいけないって分かっててやったんだ」って

いう、そういうような指導をしながらいじめといったものを解決に導いていくというか無

くしていく努力をしていくといいますかね。それが教育課題としてのいじめというふうに

坂田先生呼ぶんですけれども、これが先生たちが毎日毎日日々学校の子どもたちと一緒に



奮闘しているところだと思うんですね。この教育課題のいじめといったものに対して、文

部科学省が定義をつけているのがこの調査の定義なんだと思うんです。本来ずっとそうだ

ったと思うんです。教育課題のいじめっていったものはこう捉えましょうということを言

ってきたんだと思うんですけど、文部科学省もそこは説明不足。学校の先生たちもいじめ

っていったものの一言で、いろんなレベルの問題を全て学校の子ども同士の人間関係で起

きてしまった問題は、どんな問題であってもいじめという言葉で集約する、解決しようと

する。それがいろんな問題を実は含んでいて、いまそれが大津いじめ自殺事件をきっかけ

に捉え方を直そう、捉え方かえようというのが急速に進んできてる。教育課題のいじめ、

そこからさらに進んでしまって一般社会に置き換えて考えてみても明らかに被害者の権利

侵害、人権侵害が甚だしい行為のレベルにまできちゃっているもの。これは法的問題とし

てのいじめだろうということなんです。民事責任が問われるもの、刑事責任が問われるも

の。それも学校の現場で、学校の人間関係で起きてきてしまっていれば、教育関係者はい

じめだと言ってきたんです。それに対しては「いじめじゃないとしよう」というふうに、

いま文科省が必死になって舵とりしてるわけですね。「犯罪行為だというふうにしよう」と。

でもここは学校現場に身をおいた私も思うんですけど、目の前のかわいい教え子が加害者

であり被害者である。教え子を簡単に警察に通報連絡できない、なかなか際どい問題ある

と思うんです。でも被害者を守り抜くという視点も、やはりそれ以上に大切だし。教員は

教育の専門家でしかないというふうに、 近弁護士の先生から聞きました、私。確かにな

って。「少年事件のプロではないし、法律のプロでもない。やっぱり教員は教育のプロなん

だよ。それを超えた問題まで自分たちだけで解決しようと思う子どもへの愛情は、やはり

健全じゃないんだよね。できないことをやろうとして、結果できませんでしたっていって、

学校側が非難を浴びている。通報が遅かった、連絡が遅かった。警察との連携はとってた

のか。加害者への指導というのはどういうふうになってたのか。だからやっぱり教員は教

育の専門家でしかないという意識をもつということは、非常に重要な視点なんだよね」何

ていうことを私の知人の弁護士の先生は言ってます。こういう３つの捉え方があるんだよ

という中で、裁判になってしまっているレベルというのは当然ですけれども、この一番の

中央２つのね法的問題としてのレベルにまで到達してきてしまっているいじめというのを

学校側がどういうふうに対処してたかってことなんですよね。学校の法的責任の範囲をこ

の間接責任になぞらえて考えてみたときに、法的問題としてのいじめの発生を防止する義

務って、じゃあ学校にあるんだろうかって考えてみたんです。非常に妥当な線としては日

常的な衝突があって、そのレベルを超えて教育課題としてのいじめというレベルにまで発

展していって、その指導があったにも関わらず、その先にガーンと法的問題としてのいじ

めといったものにまで発展してしまったというのが、多分ケースとしては一番大きいんじ

ゃないかなと思います。一発触発型っていいますかね。一発でいきなり法的問題のいじめ

のレベルにまでいっちゃう、いきなり殴る蹴るの集団リンチしてるとかね。一発即時型の

そういう法的問題のいじめというのも無きにしも非ずかもしれませんが、多くは徐々に



徐々にやっていくことがひどくなっていく。頻度が増えていく。そういうようなことにな

っていくと思うんですね。とするとやはり先ほどいった学校の安全配慮義務の観点からい

くと、導き出される法的責任としては法的問題としてのいじめの発生防止義務は学校にや

っぱりあるんだと思うんです。学校の先生たちがこういうふうに法的問題のレベルのいじ

めになるまで指導していくにあたって、まず教育課題としてのレベルのいじめとしてきち

んと認知できていたかどうか、学校側が。これが一つポイントなんだと思うんですね。大

人が介入しなきゃいけないいじめが起きているぞということが、きちんと認知できていた

かどうか。その教育課題としてのいじめの段階で、要は何か起きてるぞ、何かおかしなこ

とになってるぞ、子ども同士の人間関係に対してこれはいじめかもしれないぞっていうそ

の疑いをもった瞬間から、どういった指導が学校側としては展開できてきたのか。さらに

言うと、今の時代は犯罪行為といったものがそこに含まれるという、そういう認識をもっ

てくれっていう時代になってますから、法的問題のいじめとして化けてないかな、そうい

う認知、察知能力があるかどうか。もうひとつは、いじめ問題というものについては間接

責任でありますから、先ほども言いましたけど児童生徒の保護者の責任といったものも連

動して関係してくるわけです。そうすると教育課題のいじめのレベルで、学校側が法的責

任社会的責任を果たすために繰り返し指導していく中で、加害児童、加害生徒がその指導

に従わない場合、保護者に対してどんな情報を学校側は共有できていたのかな。家庭でも

こういうような指導を繰り返しお願いしますという依頼がどの段階で、どの程度できてい

たのかな。だって保護者にも責任があるんですから、さっきも言った通り。そういったこ

とが非常に関係します。ただしやっぱり法的問題のいじめといったものが問われたときに

は、学校側には発生を防止する義務というのはあるよねというスタンスから、社会は学校

を見るということです。じゃあ実際にいじめ問題といったものを具体的に考えた時に、ど

んなような問題がいまケースとして起きてきてるのかということなんです。これは去年で

すね、平成 24 年に九州ですけど起きてきている事件ということになります。主観主義、主

観主義というのが私とか坂田先生とかが研究会や学会やなんかの中で勉強していく中で、

こういうかたちで顕在化するんだというのでやっぱりある種の驚きもあった判例です。法

的問題のいじめとして訴えるというのが裁判にまでいってしまった 悪な結果ってことに

なるんですけど、裁判官が法的問題としてのいじめではないというふうに、これはいじめ

ではないと否定した事案です、これ。中学校でですね、女子ソフトボールなんですね。女

子ソフトボール部で、新入部員の１年生の女の子が声出しが悪い、挨拶がたりない、遅刻

が多い、遅刻はしないこととかね、ボールはちゃんと拾うこととか、ボールはちゃんと磨

くこととか、いろんな指導あると思います。そういうことが繰り返し繰り返し上級生から

新入部員の１年生に対して行われていたわけです。呼び出しを受け続けていく中で一人の

女の子が苦しんでいくわけなんです。部活に行きたくない、私はいじめをうけている。４

月１日から学年がはじまって、この子が学校の校舎から自殺未遂を図ったっていうのが５

月の 30 日ぐらいなんですけど、２階と３階の踊り場から飛び降りてしまうんですね。後遺



障害が残ってしまいまして、これは学校側がいじめを防止できなかったところに原因があ

るというかたちで裁判にでた、そういう事案なんですね。原告側は被害女子生徒とその両

親が訴えますというかたちで原告になって、被告側、いじめ問題は加害行為をした生徒も

訴えられますね、多くは当然ですけども。その子たちが第一義的責任がありますから。先

輩の女子生徒たちとその保護者たちと、やっぱり学校側は安全配慮義務が違反があるんじ

ゃないのかっていうかたちで学校設置者とというかたちで被告側がたてられて訴えられて

るんです。判決が先ほど先に結論は言いました通り、棄却なんです。これはあなたたちが

原告側が主張するようないじめではないというふうに裁判所がはねたということ。なぜか

というとですね、裁判官はどういったかと言うと、部の先輩たちがやっていた行為といっ

たものを事実認定で確認して並べていくと、どこの学校のどこの部活動でも見受けられる

行為ですよねと。先輩が後輩に挨拶はきちんとしよう、声出しはしっかりしよう、ボール

はちゃんと拾おう、それっていじめなんですか。それって部活動の中で非常に教育効果が

高いといわれる先輩から後輩に対する必要な指導の域を出るものというふうには考えられ

ないので、これをもって違法な権利侵害行為、いわゆるいじめであるというふうに評価す

ることはできないよというふうに裁判官は言いました。学校の担任の先生が気がついてく

れなかったっていうことに対しては、まず入学してから２ヵ月足らずで飛び降りていると

いう、その時間の期間の短さがまず一つあるということと、入部したのが４月の終りぐら

いなので入部してからわずか１ヵ月程度でこういうようなことが起きているという、その

さらなる時間の短さ。あと、誰も友達がいなかったかというとそうではなくて、クラスの

中で毎日お弁当を一緒に食べたり一緒に廊下移動したりお話したりする友達というのがい

るということが、担任だけじゃなく複数の教員から、あの子は孤立していなかったという

ようないじめを受けて困り果てているというような状況ではなかったということが認めら

れて、やっぱり担任がそういうような状況をもってね、いじめに苦しんでいる、いじめら

れているというふうに認識したり、認識して指導していくということは可能なことではな

いですよと。だから学校側に対してそこに安全配慮義務違反を求めてもそれはやっぱり学

校側には何の過失もないというふうにいえるでしょうというふうな判決が下ったというの

が一つあります。私がいじめだと言えばいじめになるっていう、これに対しては後遺障害

が残ってしまったという非常に大きな損傷がありますので、そこで私としては、ああそれ

でもやっぱり学校側に責任がないといったところにいったのかというある種の驚きといい

ますかありましたけれども、やっぱり主観主義の限界というのがこういったところで出て

くるということなんですね。子どもがいじめだと言えばいじめになるというようなことは

法的責任の議論、土俵としてはないという場面も出てくるんですね。もう一つは、これは

ですね非常にある種悲惨な事件で、いわゆる法的な問題としてのいじめ。近年でいうとこ

ろの犯罪行為としてのレベルまで到達してしまったいじめということになるかなと思いま

す。加害生徒が特定できていたにも関わらず、学校側がその加害生徒に対する徹底した調

査といいますか、指導といいますかね、それが展開できなかったが故に起きてきてしまっ



た残念な事件ということなんです。加害者は同級生の男子生徒数名、被害者は同級生の女

子生徒。びっくりするんですけど、中学校１年生に入学したときから執拗な性的被害を受

けて、中学校３年生の時に学校の中の男子トイレで強姦されてしまう。驚きをもった、私

は、びっくりしてこの判決を読んだんです。そういう悲しい事件です。原告側は被害生徒

とその両親、被告側は学校設置者と給与負担者である学校設置者と都道府県というかたち

で民事裁判起こすっていうことで起こしてきました。これについてはですね、学校側に過

失が認定されて、損害賠償請求がでて 200 万円あまりですけど認められているという、そ

ういう事件になってます。要は先生方にどんなものを感度として持ってほしいかというと、

子どもがＳＯＳ出したときのキャッチ。ＳＯＳへのキャッチが悪すぎるというのがこの判

決から出てくるものなんですね。性的被害というものを実はこの女の子は３回担任の先生

に報告をしています。担任の先生はベテランの男性の先生だったというふうに言われてい

ます。中学校１年生から実ははじめられていたんですが、当然ですけれども胸やおしりを

触られるというその事態を、女子生徒が男子の先生、男の先生に告知するというのは非常

にハードルが高かったです。性的被害が顕在化するっていうのは恥ずかしい気持ちから言

えないという、そういったところが非常に大きいですよね。中学校２年生の冬になっては

じめて担任の先生に困ってるんだと、あの人とあの人とあの人だと。この特定の男の子の

名前をあげて、こういうことをされて困ってきているんだということを相談します。この

とき担任の先生がしたことは、事のレベルを理解できませんでした、ベテランの先生は。

経験値からいって。男の子はね、ちょうど思春期っていって女の子の体に興味関心が高ま

る時期なんだよね。やられて嫌だったねってことはあったと思いますけど、何したかとい

ったらホームルームを開いて「今の時代、異性が嫌がることを言ったりやったりしたらセ

クハラって言われる時代なんだよ」って、セクシャルハラスメントの一般的な指導で終わ

りました、まず。加害行為をした子どもの特定の名前があがってるんですけど、それやっ

たって何の心にも響かないってことですよね、やってる本人たちには。逆に何が残ったか

っていったら、お前チクッただろってことだけが残るんですよね。よりひどい被害が悪化

していくということ。被害が悪化していく中で、中学校３年生になっても２回相談をして

「分かった分かった、じゃあ今度反省文書かせるから」という指導があったりね。特定の

名前あがってますから、加害行為の。ベテランの先生は、当然ですけれどもまさか学校の

中でそういうような集団な性的な暴行事件が起きるなんていうのは想像していませんでし

たということを当然裁判官に訴えるわけですけど、絶対にそれは想像できてなかったと思

うんです。だけれども裁判官は、いや、この男の子たちが集団で非行化しているというの

は学校の関係者であれば誰もが分かっている。性的な被害を訴えているという期間を聞け

ば、きちんといつからどういうことが始まっていたのかということをきちんとおさえてお

く必要があった。それをおさえておきさえすれば、この先こんなことが起きてしまうかも

しれないというのが、いわゆる予見可能性っていうんですけど、予想することが教育の専

門家であればできたはずですよと。少なくとも３回も相談にきたんだから、３回目の相談



を受けた段階で、まだ終わらないのか。きちんと調査に乗り出す必要があったよね。それ

ができなかったっていったことについて、きちんとした対応がとれてなかったという、そ

ういう果たすことができなかったという義務がやっぱり違反があるというふうにいわれて

も致し方ありませんよねということを鮮烈に言われています。こういうようないじめ事件、

また加害者が特定されている場面と、加害者が特定されていない場面もいじめ事件には当

然あります。誰にやられたか分からないんだけれどもこんなに被害与えられちゃってるん

だけど先生どうしたらいい？っていうのも学校現場ではよくよく聞く問題だと思います。

その事案については、午後の演習問題のほうで一つ先生方に考えてもらおうと思って、私

のほうで作文してきています。こういったいじめ判例がある中で、読み解いておいてほし

いなと思うところについては、間接責任ですから気がつかなかったら責任は発生しないん

ですよね。人間ですから機械じゃありませんから、気がついていないことに対して何をし

てくれたんだっていわれてもそれは無理でしょ。気がつく気がつかないの敏感さは確かに

教員の資質にかかっていると言われたら、確かに気がつかな過ぎでしょ？って言われるこ

とはありますよ。だけど気がつかないことに対してまで責任を課すということは、さっき

もいったソフトボール部の事案でもないとおり、同じようにね、そこまで法的な責任が問

われることはないんです。ということはどういうことが言いたいかというと、気がついた

時の時点から法的な責任は必ず発生するという感度でいてくれってことなんです、逆をか

えすと。「教頭先生、こんなようなことがうちのクラスで起きてるかもしれないんですけど」

っていうのが耳に入った瞬間から、じゃあ何しようかということはきちんと計画たてて指

導していくということが必要になってくるということ。それが社会的責任、法的責任とい

ったものが問われた時に、学校側はちゃんとやってたねって、ちゃん指導してたね、法的

責任果たしてくれてたねって評価してもらえることになるんです。これは被害児童、被害

生徒が直接的に先生にＳＯＳをおくってくることもあれば、小学校なんかでは分かりませ

んけど、うちのお姉ちゃんがちょっとおかしいとかね、うちの弟がちょっとおかしいとか

ね、兄弟や姉妹からとか、友人関係からいじめの臭いがするぞというような情報が入って

くることもあるでしょう。それも同じです、当然。そこの時点からっていうことです。学

校が何かキャッチした時から責任といったものが生じるぞというのはやっぱり絶対考えて

おかなきゃいけないですね。問題はやっぱり表面的な判断で一過性のもの、今日起きてし

まっただけのことっていうことで片付けるのは危険なんですよね。性的被害も、ああまた

起きちゃったんだ、ああまた起きちゃったんだって３回相談されたにも関わらず点でしか

捉えない。普通教育の専門家であったら、その点で起きたことは線で結ぼうよ。絶対持続

されてきてるんだよってことですよね。だから一過性のものじゃないんだというようなと

ころの感覚をやっぱりもってないといけないですよね。当然ですけど担任とか授業を担当

している教員とか、教員個人で的確な対応をすることは当然ですけれども、いじめ問題に

ついては組織的な対応というのが裁判所の学校観として常に求められるところです。この

組織、いじめ問題に対する組織観、これについてはこの９月 28 日から施行される「いじめ



防止対策推進法」で条文化されているところにあります。組織をつくれってところまでき

ていますので、そういうのが非常にありますね。あと４番目はですね、さっきも言いまし

た。いじめ問題を保護者と議論する中で、学校の先生特に若い担任の先生が、もう思考停

止に陥ってしまうっていう場面は主観主義という峻別ができなくなる時です。だからそこ

の保護者との対話、主観主義にとらわれないっていいますか、主観主義といったものをき

ちんと説明できるといいますかね。そういう対話ができるというそういうところが非常に

感度として必要になってくるんだろうなというふうに思っています。いま言いましたけど

今後さらに必要になるのは、この「いじめ防止対策推進法」といったものが９月から施行

されますので、そこが非常に学校の先生たちには関係してくるかなと思います。さあ急が

なくちゃいけないのに、すいません喋り過ぎて時間が過ぎてしまいました。えっと、小学

校の時点では学校事故が非常に裁判で多いよって話しました。これはですね、授業中に起

きた事故でプールで発生してしまった事故です。簡単に言います。でもこれ高校で起きて

るんですよ。やんちゃな高校生たちですね。絶対にこれ、判決文読むと、推察されるに、

私。ここ大分で起きてますけど。体育の先生が４月のあたま学年集めて、プールでは飛び

込みするな、プールサイドでは走るな、当たり前の指導をします。授業が始まるたびに、

始まる時にプールサイドは走らない、飛び込みはしない、その繰り返し指導をします。け

どたまたま自由泳法の時間の時にシャワーの水が出しっぱなしになっていることに気がつ

いた先生がシャワーの水を止めにいきました。その隙をねらって生徒が飛び込みをしてプ

ールの底に頭を打ち付けて後遺障害が残って、学校側の責任だとして賠償請求をしたとい

う事案です。これに対して裁判所は学校側に責任があるという厳しい判決を下しました。

私はびっくりしました。どういったかっていったら、やんちゃな子どもたちなんだから子

どもたちの状況を考えたら、自分がプールから離れたら子どもたちがどんな態度に出るか

っていうのは想像できるだろうと。だからプールを離れるときに「いいか、飛び込みをし

ないんだぞ」っていうことをもう１回繰り返して注意を促すというか、そういうようなこ

とが必要だったのに、それをしていないでふらっとプールからいなくなってしまった。そ

こで過失が問われています。２つ目、ちょっと慌てていきますね。中学校の先生方部活動、

教頭先生は校長先生と共に校務分掌といったものを議論するんじゃないかなと思います。

誰先生に何の部活をあずけるかということですね。これはラグビー部の練習を早朝練習し

ていて、その時熱中症に罹患していたにも関わらず練習をさぼっているというふうに部活

動の顧問の先生が決めつけて、病院に搬送する時間が遅くなり、搬送先の病院で亡くなっ

てしまったという、そういう悲しい事件です。これに対して遺族が学校側の安全配慮義務

違反を訴えて裁判に出たという事案では 4000 万あまり慰謝料の請求が認められています。

この事案で何が言いたいかというと、体育の先生はですね、それだけで運動生理学その他

の専門的な知識をもっているはずだとして、求められる対応能力のハードルが高まります。

体育の先生だったらここまでできなきゃおかしいということが、まず裁判官が、社会一般

が求める対応レベルです。このラグビー部の顧問の先生は社会科の先生だったんです。裁



判官うまい言葉使ってきました。判決引用文の１行目 後の部分です。「特に体育教育関係

者」っていってきました。そうでたか～という感じなんですね。運動部の顧問をしていた

ら体育教育関係者だというふうな学校観があるんです。私バレーボールまったくしたこと

ありませんでしたけれども、高校の教員やっている時代ずっと女子バレー部の顧問をやっ

てました。学校の先生そんなもんですよね。けどきちんと先生たち、教頭先生たち校長先

生が校務分掌で運動部の顧問発令する時に、熱中症対策の技術知識もっているか、体育教

育関係者なんですよっていう意識をもたせてするか。そのへんっていったものの指導と確

認の声かけですよね。それが非常に大きく左右すると思います。これは剣道部で起きた事

件で、これは４月の仮入部期間中に起きている事件なんですけれども、竹刀を振り回して

しまった１年生が、後ろを振り返った上級生の目にスパンと竹刀をあててしまって、目に

障害をおったと。学校側の責任があるといって訴えられたんです。顧問の先生立ち合って

ませんでした。なぜ立ち合ってられなかったか、職員会議中だったからです。立ち合える

わけがありませんよね。このときに裁判官が言ったのが、時期を考えろということを言っ

てます。仮入部期間ということは竹刀の取り扱い方がちゃんと体に染みついていない子た

ちがたくさんいるときだよって。だったら顧問の先生として竹刀の取り扱い方、感覚の取

り扱い方、そういった指導の徹底については顧問教諭としては部長の子どもと事前に綿密

な指導の計画っていったものをする必要がある時期だった。けどそれを怠っている。立ち

合い義務を果たしていないといったところを怒っているわけじゃないんですね。だからそ

ういうふうな感度なんですよね。立ち合えない場面っていうのは学校現場にいるとたくさ

んありますよね。立ち合えないことに駄目っていうんじゃなくて、ちょっとこれ飛ばさせ

ていただきますけど、部活動っていったものに対しては学校事故というのは非常に多発し

ています。それは 初のグラフからも読み取れるところです。これ小学校に置き換えたら

小学校は部活動はありませんけれども、昼休み中の子どもの遊び時間とか、業間休みの子

どもの遊び時間とかあるんじゃないかなと思うんですね、小学校の場面に置き換えると。

そこでの事故というのは非常に実は小学校は多いです。特に部活動についてはね、(2)番で

裁判官が言っているのは、教育活動の一環としてやる以上、安全配慮義務というものは当

然学校に課されますよっていうことを言ってます。それは先生たちも納得されると思うん

です。ただし全ての部活動の練習にこれだけ忙しい学校の教員が立ち合えるはずはありま

せん。そこを裁判官も当然ながら認めています。(3)番のとこなんですけど。課外クラブ活

動が本来生徒の自主性を尊重するべきものであることに鑑みれば、何らかの事故の発生の

危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうで

ない限り、顧問の教諭としては個々の活動に常時立ち合い監視指導すべき義務までを負う

ものではないとするのが、相当だよねということを言ってくれてます。だけどここで先生

たちが読み飛ばしちゃいけない部分が、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見す

ることが可能である場合は絶対に立ち合わなきゃ駄目だよってことなんです。「どんな練習

するの？私がいない間」「飛び込みします」「駄目っていうか、じゃあ私４時にならないと



プールサイド行けないから、そこまではその飛び込みの練習はやめといてね」って、これ

は確認しておかなきゃだめだよってことなんです。子どもたちだけで飛び込みやっちゃっ

たら危険が及ぶ、なんか事故が起きるなっていう予想、誰もが教育の専門家であればでき

るでしょ？その時にも立ち合わない。それはもう法的責任的には果たせてないことってい

うふうに非難されるし、指摘されますよってことなんです。その感覚なんですよね。ずっ

と立ち合えるわけじゃないじゃん、そうだよね、立ち合えませんよね、立ち合うべきじゃ

ない？っていうふうに解するのがそれは一般的ですよね、そうだ、そうだって言って、部

活動指導と担任指導と忙しい毎日おくるってことじゃないと。あとは 後に学校事故に絡

んでは、学校保健安全法という法律が平成 21年４月から施行されています。これはですね、

私ちょっと自分の文部科学省から補助金もらった調査で黒川雅子個人で調査をしたんです

けれども、学校に危険等発生時対処要領って法律用語ではいうんですけど、いわゆる危機

管理マニュアルというのが整備されなければならないというふうな法的義務がおかれまし

たので、先生方の各学校にはおかれているはずなんですね。一般の先生に「先生方の勤務

校におかれていることを知っていますか」知らないというところに堂々と○をつけてくれ

る方まずいます。知らないじゃ困るよということなんです。これ何かっていうと裁判にな

ったときに使われるってことなんですよ。私の子ども預けてる学校で危機管理マニュアル

もうできてるでしょ？法律でつくれっていってるもんって弁護士から絶対入れ知恵される

わけですよね。さらに言うと、校長先生には学校保健安全法は危機管理マニュアルの周知

徹底といったものを法的義務を課してるんですよ。だからわかりましたって、百歩譲って

アンケートでね、存在は知っているという先生に「読んだことありますか？」って次なる

質問をしたんです、アンケートで。そしたら「読んだことは一度もない」ってところに堂々

と○をつけてくれる先生もいるんです、３割ぐらいいたんです。だからやはりつくって満

足、忙しい中でつくってる、読む時間なんか確かに見出さないとないのかもしれませんけ

れども、危機管理マニュアルいざ必要となったときに、危険が起きたっていったときに、

そこのマニュアルに書かれている通りに動ける先生と動けない先生がいたら、動けなかっ

た先生がやっぱり足引っ張りますし、それが学校側の責任過失というところに大きく影響

することになりますので、そういったやっぱり感度をもっていただくっていうのが学校事

故といったものを未然に防げるようになるのではないかなというふうに思います。すいま

せん、40 分までと言われたんですが、４分程度延長してしまいました。午後は皆さんの活

発な議論といったものに私もちょっと一緒に参加させていただきたいと思いますけれども、

情報の交換共有ができれば嬉しいなというふうに思っております。２時間ご静聴どうもあ

りがとうございました。 

松木先生：はい、黒川先生ありがとうございました。そしたら質疑応答の時間をここでと

りたいと思います。黒川先生のほうからは、コンプライアンスについての概念や考え方、

あるいは全国からの起こった事例について話をしていただきました。これについて何か質

問等あるいは教わりたいなということがありましたらお願いしたいんですが、どなたかご



ざいませんでしょうか。何でもいいんですけど何かありませんか。はい。 

タケイ先生：黒川先生ありがとうございました。千葉県の習志野市立香澄小学校から参り

ましたタケイと申します。いじめ問題について、先生が３つの構造があると。これらを主

観主義にとらわれてしまっていて全てをいじめとして同じものとして見ているようなそう

いった風潮に対して危険性をおっしゃっていただいておりまして、私も全く同感なんです

けれども、一方で、いじめのアンケートをどこの学校でも定期的にとっていると思います。

それについては子どもは主観主義で書いてきますので、そのデータをそのまま出すか、そ

れとも教育相談を通して日常的な衝突はその件数から除いて校外に出すか。それがですね

校内でも、また近隣の学校間でもどちらがいいんだろうかといったことで議論があります。

いまうちの学校としては一応件数としては全て上がってきたものをやっぱり口外しなけれ

ば、一方でアンケートの結果を公表するコンプライアンスというかそういったものが果た

されないのではないかと、学校で結局もみ消しているのではないかというふうにとらわれ

てしまうのではないかというところで、そのまま出しているんですけれども、そうすると

件数はものすごく多くなるんですよね。数字だけが一人歩きをしてしまっていく危険性と

いうものも感じておりまして、それについてですね黒川先生のほうからお考えといいます

か、アドバイスをいただければありがたいなと思います。 

黒川先生：ご質問ありがとうございました。これは私の個人的な見解になりますけれども、

先生のおっしゃる通りアンケートを定期的にとれっていうのは文科省が言ってるところで

ありまして、先生方皆さんとってると思います。このアンケートから出てきた件数を数字

をかえる、これはもうベターではないというタケイ先生がおっしゃって下さったのは正に

その通りだと思います。これはかえちゃいけないんだと思うんですね。件数としては上が

っていきますよね。日常的な衝突もその中に一定数眠っていますよね。解決する件数って

いったものも公表するんだと思うんですよね。やっぱり教育相談をする、担任が指導に入

る。だから子どもがいじめだと言ったらやっぱり学校側は非常に先生たちまじめですから

日常的な衝突も含めて教育課題のレベルのいじめだというふうに抽出して、そして解決を

はかっていく。解決ができた件数として、また公表していく。こういったことが必要なん

だと思うんです。なぜならいま私、坂田先生と共に講演活動しながらこの三類型について

現場の先生を中心に語ってますけれども、まだこのいじめといったものの三類型で学校の

現場の先生がどれほど困惑しているか、どれほど困っているか、みんなちゃんといじめ峻

別して考えるようにしようよっていったところに対しては、保護者の価値観も含めてのコ

ンセンサス得られてないところがありますね。私たちも頑張って研究活動続けなくちゃい

けないところなんですけれども。だからそういった中で社会の多数派がまだ日常的な衝突

といったものはいじめに含めないんだといったところに共通的な理解が及んでいないとこ

ろにありますので、でもいじめといったものが非常に深刻化しつつあるという認識だけは、

もう非常に浸透してきている時代にありますので、その集めたデータと解決したデータ、

こういったかたちで保護者との情報共有っていいますかね。こんだけ子どもたち言ってる、



叫んでるよと、うちの学校に通ってる子どもたち。学校の先生たちはこんだけ努力してと

いいますか、こんだけやりとりをして保護者の人とも協力してもらってこんだけの件数に

なってきているよって。でもまだやっぱり一緒になって子どもの指導をしてくださいって

いうことをやっぱり繰り返し、保護者もやっぱり責任があるのでいじめについては、さっ

きも言いました通り。体罰問題とはちょっと全然違うレベルの土俵になるので、そういっ

たかたちで対話をしていっていただければ一番ベターなので、先生がいまとっている方法

がベターなのではないかなというふうに拝見して聞いていましたけれども、よろしいでし

ょうかそのようなかたちで。 

松木先生：はい、ありがとうございました。タケイ先生、よろしいですか。そしたら時間

がきましたのでこれで講義のほうは終わりたいと思います。もう一度大きな拍手でお願い

したいと思います。はい、ありがとうございました。そしたらここで昼食休憩に入ります

が、諸連絡を運営責任者よりご連絡を申し上げます。 

野村先生：はい、お疲れ様でした。ちょっと寒かったんじゃないかなと思います。途中で

温度上げてもらいましたが、他の会場と違ってしめ切っていた状態なのですいません。じ

ゃあ今からお弁当の件お話します。お弁当お茶受付のところで貰ってください。昼食場所

ですが、ここ結構です。ロビー結構です。エントランス結構です。食べてください。食べ

終わったゴミは、受け取ったところに紙袋ありますのでそこにお戻しください。集合時刻

を 12 時 45 分にしようと思います。午後からの開始が 12 時 50 分なので、12 時 45 分から

開始をしたいと思います。なおこの特別分科会Ⅰ、一番はじめに席をこういうふうな講義

形式にしてもらいましたので、午後からすんなり入れるようにグループ討議のかたちに戻

してそれからお弁当に行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

松木先生：そしたら、もう一点お願いします。先生方が黒川先生の五事例、五つの事例を

もっていると思いますので、この昼休みのほうに目を通しておいて、それを午後の演習に

活用していきたいというふうに思っていますので是非よろしくお願いします。そしたら机

の移動をされて昼食に入ってください。 



特別分科会Ⅱ 「地域の力を生かした学校づくりの推進」 

基調講演 講師 ワトソン・ロバート氏（日田市大山公民館） 

基調提案 中川 忠宣氏（大分大学高等教育開発センター教授） 

 

平田先生：私は本分科会の運営を担当いたします、大分県由布市立南庄内小学校の平田と

申します。よろしくお願いいたします。それでは、ただいまから第 55 回全国公立学校教頭

会研究大会特Ⅱ分科会を開催いたします。はじめに、本分科会のテーマ及び運営について

ご説明申し上げます。ご存じのとおり、教育基本法第 13 条には、学校、家庭、地域それぞ

れの教育機能の発揮と、連携協力の必要性が定められております。即ち教育の抱える様々

な課題は、学校だけでは解決できるものではないといえます。そこで連携協力を図るため

には教育の協働システムをいかに構築していくかが喫緊の課題であり、そうした関係者の

ネットワーク化が急務とされています。本分科会は研究テーマを「地域の力を生かした学

校づくりの推進」とし、午前に講演とシンポジウムに向けての基調提案を行います。午後

からのシンポジウムではそれらを受け、教育の協働を推進するためのシステムをどうつく

るかというテーマで、研究テーマに迫りたいと考えております。他の分科会のようにグル

ープ討議の場を設けておりませんので、ご参加の皆様方のご質問やご意見は午後のシンポ

ジウムの中で伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。それでは講演に入

りますのでしばらくお待ち下さい。 

 

安東先生：それでははじめに、講師のワトソン・ロバートさんのご紹介をいたします。ワ

トソンさんはアメリカ合衆国アイダホ州のご出身です。1989 年より国際交流員として大分

県日田市大山町役場に 15 年間勤務されました。その間、毎年夏休みには町の子どもたちを

故郷のアイダホ州に連れていき、異文化生活を体験させるなど様々な活動に取り組んでこ

られました。現在は、日田市大山公民館館長並びに工房まんげきょう所長として、ご活躍

されております。本日は「感性を育てる地域づくり」という演題であり、地域の担う役割

等についてお話が伺えるものとご期待しております。なおワトソンさんの詳しい経歴につ

きましては大会要項に掲載しておりますのでご覧ください。また要項にあります演題から

変更がございましたのでご了承願います。以上でご紹介を終わります。それではワトソン

さん、よろしくお願いいたします。 

 

ワトソン氏：皆さん、おはようございます。まずひとつ最初から決めたいことがあります。

これからの話は日本語でするか英語でするか、ぜひ皆さんに合わせてやりたいと思います

けど、どうしましょうか？一応両方用意してきましたけれども、どうしましょうか。日本

語という希望が出ましたので一応日本語でやりたいと思います。ちょっとなまってる日本

語です。皆さんぜひ想像力を使って聞いていただきたいなと思います。いまちょっと聞き

取れなかったなと思うときには想像力を使って、多分それに間違いはないと思いますので



よろしくお願いします。私はこの大分県に住んでいます。同じ大分県といっても日田市と

いうところで、時々テレビに出るのはだいたい日本一暑いということで時々出るんですね。

日田市は同じ大分県ですけれども、日田市から大分市に来るバスはほとんどありません。

福岡市に行くバスは１時間３～４本があります。そういうことでわかるように、どっちか

というと生活は福岡県に近いところです。温泉もとても気持ちのいい温泉がありますので、

別府、大分市も素晴らしいけれども、時間があれば帰りにはちょっと日田市にも寄ってい

っていただければありがたいなと思います。ＰＲはそのぐらいでよろしいですかね。はい、

お願いします。 

 今日これから私が話すのは、皆さんちょっと見ればわかると思いますけれども、あとで

大学の教授とかいろんなそういうことをやってる方でてきます。難しい話はその皆さんに

任せる。私はどっちかというと日常生活の中で、私たちがちょっと忘れてるんじゃないか

なと。特に子どもと社会全体とお互いに接してるときに、もうちょっとこういうことを考

えたほうがいいんじゃないかなというところを、そういうところを入りたいなと思います。

あまり難しい研修と考えなくても大丈夫と思います。それは午後のほうに任せたいと思い

ますので。まず入る前に皆さんにすごく手を合わせたいと思います。経歴を見れば私実は

４年間中学のＰＴＡ会長をやりました。そして市の会長を２年間やりましたけれども、本

当に教頭先生とＰＴＡ会長、その関係がどれだけ大事か、多分経験してる人じゃないとわ

からないと思います。多分校長先生はちょっとジェラシーをもったんじゃないかなと思い

ます。校長がいて教頭いるはずなのに、なぜか教頭と会長がいつも話し合って、いつも学

校のこと考えてやってるので、本当に私の場合はすごく素晴らしい先生がいて大変助かり

ました。本当にそういうことを私も助かりました。そして２年間市の会長をやってると、

やっぱり必ずしもそういう関係ではないということもわかりました。いろんな学校の対応

をみると、ここはちゃんと会長と教頭先生はちゃんとコミュニケーション取り合ってるな

と、ちゃんと協力してるなとすぐわかりました。ここはもうちょっと頑張ってもらいたい

なというとこもありました。先ほど言ったようにいろんなそういう経験を通して、いろん

なことを経験してきて、ここで何で私がここで話すかということを変な話でちょっと紹介

したいなと思います。ちょっと変わった話です。皆さんスプライトという飲み物ご存じで

すか？どこでも売ってる炭酸飲料ですね。全世界で売ってるんですよ。ただある時期はで

すね、サウジアラビアという国で売れなかった。砂漠の国、とても暑いところで絶対売れ

るはずなのに何で売れないかなという話になりまして、宣伝に問題があるんじゃないかと。

いや、それは問題ないはず。言葉も文化も違うのはわかってる。誰が見てもわかりやすい

宣伝にしてると、宣伝考えた人が自信をもって言いました。宣伝のプロを呼びまして、ど

うですか？と。これからその宣伝を書きたいと思いますけれども、見えますかね？あとで

見えなくってよかったと思うかもしれないけど、一応見えますね。これからその写真３枚

ですね、宣伝に。言葉も何も使わずに３枚の写真だけですけども、その絵を描きますけど、

描く前に一つだけ言わないといけないことありまして、人間誰でも才能があると私は信じ



てる。私にも何かの才能があると信じてる。ただ絵を描く才能がないようです。これから

描くのは本当にふざけて描くわけではありません。ただそう見えるだけですので、皆さん

優しく見ていただきたいと思います。１枚目の写真は（絵描き中）精一杯です、すみませ

ん。１枚目の写真は砂漠の中にある男の人暑そうに苦しそうに立ってる。太陽が当たって

本当に暑そうですね。２枚目（絵描き中）おいしそうにスプライトを飲んでる。（絵描き中）

３枚目は爽やかな気持ちよさそうな顔になってるんですね。わかりやすいですね。暑い時

にスプライト飲んだら気持ち良くなるぞと。これは誰が見てもわかる、と思っていたら、

その専門の人がこれ見たら「あ、これはダメですよ」と。「何が悪いんですか？」と聞いた

ら、サウジアラビアではこういうのを左から右じゃなくて右から左の順番で見るそうです。

飲みたいと思います？アラビアの人から見ればスプライトはどういうものに見えますかね。

今日は気持ちがいい、スプライト飲んでみた、はぁ～、それで売れるはずがないですよ。

ちょっと変な話ですけれども、考えてみれば今の社会はこういう状態です。やっぱり人が

育った環境、受けた教育を通して物事を見る。全く同じ物を見てる二人の人がおいしそう

に見えるか、おいしくなさそうに見えるか。その物よりもその人が立ってる立場で、国が

違うと当然のことです。でも同じ日本でもどうですかね。今日は全国から集まってるんで

すけれども、やっぱり味噌汁の作り方、もしかして皆さん九州にきて醤油はちょっとどう

かなと思ったかもしれないし。教育はもちろんそうですね。親の立場、先生の立場、地域

の方の立場、それによって全然違う物に見えるんじゃないかなという気がする。部活ひと

つ、本当にＰＴＡ会長ですごく困りましたんですね。あるお父さんは「先生、びしびし朝

から晩まで土日も入れて休まずに叩いてください」と、そういうお父さんもいれば、「いや

ぁ遊びだから楽しくやってください。土日は家族で遊びに行くから練習入れんでくれ」そ

ういうお父さんもいる。その間に入ってる会長、教頭、どうすればいいですかね？携帯電

話、高校生でも早すぎる。小学生持ってまわって何が悪いか。本当にその人その人の中に、

皆さん一生懸命仕事してるところですね。私、人権の話もよくするんですけれども、同和

問題ですかね、男女平等ですかね、高齢者人権ですかね。本当に同じ話してるはずなのに、

気付いていったら全然違う話をしてるんですね。じゃあこの中でどうやってみんな同じ考

え持ってもらおうかと。まずそれは無理ですね。いろんな立場があって、いろんな考え方

がある中でどうするかということ。まずそれを考えないといくら素晴らしい話をやっても

なかなかまとまらないような気がする。これをちょっとおいていて話したいなと思います。

あと、もうひとつ。まだ本題に入ってないです。もうひとつ前話としてですね、私の教育

論といいましょうか。あとで専門の人がいっぱい出てきますけれども、私は単純に素人と

しての教育論ということで。実は私いま大山小学校、大山中学校の学校評議員やっていま

すので、評議委員会と別に学力向上会に年何回か呼んでいただいてるんですね。学力をど

うやって高めるかと。すごく大事ないい話はでるんですけれども、どうしても疑問に思う

ことが出てくる。学力上げるのは、つまり点数を上げる。どうやって日田市より上にいく

か、その平均より。どうやって県の平均より上にいくか。どうやって全国レベルより、ど



うやって点数を上げるか、どうやって点数を上げるかという話がメインで、もちろんそれ

をするための工夫とかいろんなそういう話もでるけれども、学力イコール点数ですかね？

といつも私は思って。学力と、これから私の変な漢字で書きますけれども、学ぶ力。それ

をずっと私は違う立場から見るとすごい不思議に思うんですね、学ぶ力。学ぶ力と点数は

全然関係ないように私は見えてきたんですね。学ぶ力。その前につけないといけない力は、

あるんじゃないかな？私に言わせると、それは感じる力。日本語でいえば感性。まず関心

ですね、関わる関で書く関心。周りはどうなってるの？これはどういうことなの？この人

は何をする人なの？何でそういうことをやってるの？そういうことに対して関心を持つと、

関わったりしていろんな経験をして。感心、つまり感じる感の感心。ああ、そういうこと

だったか。あ、すごいねと。そのあとに来るのは感動。すっげぇ。そういう素晴らしいこ

とだったか。こうやってそういう物つくってるの。その人はそういうことやっていたの。

そのあとは、できれば感謝が生まれてくる。こういう素晴らしい世の中に生まれて良かっ

たぁ。こういう人がそういうこと一生懸命やってくれて本当に有難い。本当にいろんな人

にお世話になってる。そして今度は考える。自分はもっとどうすればいいか。この世の中

をもっと良くするために自分は何かできることはないか。もっと知りたい。もっと学びた

い。それが本当の学力ではないですかね？今度のテストは得点上げたいから、その学校行

きたいから、その仕事に就きたいからじゃなくて、この世の中は素晴らしいところだ。本

当にこの世の中に生まれて良かった。私もそれに参加してもっと素晴らしい世界にしたい

ので、いろいろ学びたい。その為に学校に行っていっぱい学ぶという、本来の学力ではな

いかなと私は思いますので、私が今日話すのは得点の学力ではなく、本当に感性、そうい

うことについてちょっと皆さんと考えていきたいなと思います。 

 じゃあ真面目な話はそこまでです。これから本題に入りたいと思います。今日の流れと

しては、まず自己紹介。私がどういうところから来て、何でこういう大分県にいるか。そ

してその中でいろんな経験をして、その中で皆さんとこういうこと考えていきたいなと思

います。はっきり言って多分途中この人はいつ教育の話をするんですか？と思うことがあ

ると思います。自己紹介は普通の人より何倍も長く続きます。その中から何か考えること

はあるんじゃないかなと思いますので、その中その中にちょっとヒントが出てくるんじゃ

ないかなと思います。そして 90 分終わったところに、ああそういうことだったんですね、

そういうのをテーマにもって、これからの午後のシンポジウムに入りたいと、そういう流

れでいきたいなと思いますので、90 分の短いような長いような付き合いをよろしくお願い

します。 

 まず自己紹介。アメリカのアイダホ州というところから来ました。ここ聞きますけども

アイダホ州、聞いたことある方、手挙げてもらえますか？さすがですね、ありがとうござ

います。アイダホポテト、じゃがいもで有名なアイダホです。今ほとんどの人が手挙げて

くれて本当に嬉しいです。そこでやめればいいですけど、どうしても次も聞きます。どこ

にあるかわかる方？遠慮してる場合じゃないですね、ここは。一人ぐらい、ちょっと手挙



げてやろうという気持ちで手挙げてる人がいる。現実ですね。厳しい現実ですね。私はよ

くアイダホはアメリカの大分県とよく言うんですね。聞いたことあるけどもどこだったか

ねぇ、この辺りじゃなかったかねぇと。これわかりますかね？一応アメリカ合衆国のつも

りで書いたんですけど、この前小学校で書いたら「亀ですか？」って聞かれたんですけれ

ども。北西部、ロッキー山脈があるところですね。実はこのアイダホ州の面積は日本の本

州と一緒です。一つの州で本州の面積で、人口は 100 万人しかいないです。大分県と同じ

ぐらいですね。本州の広さに大分県の人口です。もうガラガラですね。田舎です。私は田

舎者です。皆さんの中にもしかしてお互い様がいるんじゃないかなと思います。そういう

と必ずかえってくるのが、何でこのアメリカの田舎者が日本の田舎の九州、またその田舎

の大分県、またその中の日田郡大山町、何でそういうとこにいるんですか？と必ずかえっ

てくるんですけれども、それを説明するにはもう５時６時までかかりますのでちょっと短

く言いますと、私は小さい時からいろんなことに興味をもちました。関心といいましょう

か。そのきっかけはお母さんだったかな。実は５人兄弟の末っ子で、12 歳ぐらいの時に父

が亡くなりまして、お母さん一人で一生懸命５人の子どもを育ててくれましたですね。そ

の末っ子としていろんな苦労を見ましたですね。経済力はなかったんですけれども、貧し

かったという記憶はありません。ひとつ今でもよく覚えてる経験を言いますと、ある夏の

日にスイカを食べていたんですね、６歳ぐらいの時だったかな。スイカを食べてると種を

出しまして「お母さん、この種を埋めたらどうなりますか？」もしかして学校で豆をティ

ッシュに蒔いてそれで芽が出るのをそういうのを見て、この種もそうなるかなと思ってい

たかもしれないですね。「おお、やってみたら」と言うんですね。場合によっては「気候合

わないよ、時期もそうよ」とかそういうこと言えたかもしれないけれども、私の母がそう

いうようなこと言わないですね、「おお、やってみたら」と。外に持って行って埋めました。

毎朝早く起きて水撒きをしまして、スイカいっぱい作るぞと。そうすると芽がやっぱり出

てきました。このぐらいで葉っぱ２つある。そのある朝水撒きに行ったら、まだこのぐら

い葉っぱ２つあるところに、前の日に何もなかったのに、このぐらい大きなスイカがあっ

たんですね。皆さんあんまり農業詳しくはないですかね。普通はもうちょっとツルが出て

ですね、ツルから花が咲いて、その花からどんどん実が出て、それでスイカがやっとでき

るんですけれども、６歳の自分にはそういう暇がありませんでしたので、何もないところ

に水を撒いたらパンと大きなスイカ。しかも冷えてるんですね。嬉しかったんですね。「お

母さんスイカできたよ」と言ったら「ああ、良かったね」と喜んでくれまして、切って食

べてみたら最高に美味しかったんですね。店で買う物の何倍も甘かったんですね。それを

全部食べて何日間か後に、またお兄さんが「スイカ食べたいな」と言ったら、よし作って

やろうと思いまして。１個できたらもう水撒きやめていたからですね、作ってやろうと思

いまして、また水撒きはじめたんですね。そうすると大きなスイカが出ました。その夏は

二度と店で買う必要はありませんでした。全部私の摩法のスイカ畑で作りました。いい年

になってやっとわかりました、本当のことですね。94 歳になるお母さんにこの前聞きまし



た。「スイカはすごかったね」と言ったら「どこから来たでしょうね」と。もういい加減に

ですね、94 歳で認めたらどうかと思うんですけれども。何をしようとしていたんですかね。

まず毎日一生懸命やっているのを見て何もならなかったら可哀想と思ったんでしょうね。

「なるわけないでしょ？そういうバカなことやって」という言い方もあったかもしれない

けれども。私は母に感謝してるのは「まずやってみたら」「やってみましょう」私が母に教

えてもらった一番大事な言葉は、失敗ということは、しないこと。しないことで得ること

は何もありません。やってみれば必ず成果がでる。当然思う通りにいくこともある。でも

どっちかっていうとそれは珍しいほうです。もっと以上うまくいくこともある。いや、ど

う考えてもうまくいかなかった。でも考えて、今度どうすればいいかという、そういう勉

強になる。必ず得ることがある。やってみれば必ず得ることがあるということをずっとお

母さんがいろんな経験を通して教えてくれて、挑戦する、やってみる。つまり周りに関心

をもつということは小さい時からお母さんはいろんなことを通して教えてもらったんです

ね。実は私、歌が大好きで、自慢じゃないけれども、大山町民カラオケ大会３回優勝して

います。ありがとうございます、すみません。自慢じゃないけどですね。日本語って楽し

いですね。自慢じゃないというと必ず自慢するんですね。とにかく音楽は大好きで、高校

生になって合唱団に入りまして、歌が大好きですから。ある日先生がきて「今度アイダホ

全体の選抜合唱団がありますので入ってみませんか」と。「おお、いいねぇいいねぇ」と。

挑戦ですね。スイカの精神があるからですね。行ったら豪州かヨーロッパに行くらしいと

いうことですね、いろんな国に行く。やってみようと。何と合格しましたですね。高校生、

田舎の高校生 24 人、ヨーロッパに行くということで。イタリア、ギリシャ、フランス、ド

イツ、イギリス。今でもよく覚えてるのはフランスのパリのノートルダム大聖堂で歌うこ

とになりました。世界一有名な教会といっても過言ではないぐらい、そういうところで歌

うことになりまして「先生何か間違えてるんでしょう、私たち歌うようなところじゃない

よ」と。「いや、頑張れよ」と。20 人の高校生がそのいろんな国の人の前に立って、しかも

最初の曲は私が一人で歌い出すということになってるんですね。それにラテン語です。そ

ういう教会のミサの音楽ですね。誰に聞けばいい？ちょっと歌っていいですかね？すいま

せん。拍手は多分あとでどうするか考えたほうがいいと思います。これからの歌はそうい

う拍手が出るような歌じゃなくて、ちょっとその時の経験をちょっとわかってもらいたい

ための、多分喜びよりも引くことはあると思いますので我慢して聞いてもらいたいと思い

ます。先生はですね、いつもより強くはっきりと歌いなさいと。何かいつもとちょっと気

合いが違うんですね。でもこうやって足が、いま以上緊張していて、声が今も出ないと思

いますけど、その時もあまり出なかったですね。「アヴェマリア～（歌唱中）」先生はぜん

ぜん満足してない。もっと力強く、もっと～というような顔で。もう先生これ以上出ない

と思って。「（歌唱中）」全然もっともっとって言うんですよ。頑張ろうかな、今まで出した

ことないような力出してみようと思いまして。「（歌唱中）」やっと終わったと思ってそれか

ら他の人が入ってくるはずなのに先生が止めるんですよ。もういじめとしか思えないです



ね。気付いていたら一人で歌ってるはずなのが、あっちこっちから声がするんですね。そ

ういう教会、わざとそういう建設にしてるんですね。少人数で歌ってもあちこちから響く

ように。自分とハモるの初めての経験でした。もう鳥肌が立ちまして、何秒も自分の声が。

やっとおさまったら先生が他の人入れて、こうやって 24 人の田舎の高校生が 100 人以上に

聞こえて、もう涙が出まして。はっきりいってアイダホの学校の体育館でそういう経験は

ありませんでした。その時にその場でそういうことやってなかったらそういう経験がなか

ったということですね。本当に行って良かった、本当に挑戦してみて良かったなとそう思

いまして、そういうような経験もっともっとできるだけやりまして。そして 19 歳になって

「日本に行ってみませんか？」という誘いがありまして、日本語もできん、日本のことあ

んまり知らないけれども、行ってみようかな、挑戦ですね。行ってみようと思いまして、

東京に飛んでいきました。２年間住むことになりました。最初はこういうことだらけです

ね、靴履いたまま畳に上がったりしていてですね、いろんなそういう失敗いっぱいあった

んですけれども、でも少しずついろんなことに慣れてきまして。８月に入って近所の盆踊

り大会に呼ばれて、踊ったり食べたり。日本は結構面白いな、いいところに来たなと少し

嬉しくなりまして。盆踊り大会から家に戻って、もう寝ようと思いまして私は２階に住ん

でいて窓も開けていて夏の音が入りまして、１階の人たち歌いだすんですよ。もううるさ

いなぁと最初は思っていたんですけれども、聞いているうちにこれも悪くないなと、そう

思いまして。あと一回だけ歌っていいですかね。これ絶対最後ですので、今度は日本語で

すので皆さん安心してください。一番だけ歌いますけれども、この歌を聞きまして本当に

私の人生をかえたといってもいいぐらいの歌でした。「守りもいやがる 盆から先にゃ 雪

もちらつくし 子も泣くし」２番３番４番まで聞いた（拍手）あんまり拍手でると４回目

の優勝目指して頑張るんですけれども。心変わりました。音楽が大好きということでしょ

うけれども、こういう音楽がある国は素晴らしい文化もってるに違いないと思いまして、

何か響いたんですね。19 歳ですので、その日までは遊び心、チャレンジですね。行ってみ

ようかなという、そういう軽い気持ちで日本で生活していたんですけれども、もっと知り

たい、もっと勉強したい、日本語、日本の文化、日本の社会のこと。２年間東京でいろん

な勉強しましてアメリカに戻りまして、いま考えてみれば日本語は東京で覚えて良かった

なと思ってるんですよ。いきなり大分県に来て日本語覚えていたら、多分皆さんの前で講

演できないと思いますけれども、良かったなと思いました。アメリカの大学に戻って専門

的に日本のこと勉強しまして、日本の社会のこと勉強して、卒業すると、もうちょっと日

本に行ってみたいなと思います。１～２年ぐらいもうちょっと日本語の勉強、日本の社会

の仕組みとか勉強したいなと思いまして、日本の大使館に電話して「何かいい仕事はない

ですか？」と聞いたら、「国際交流員という仕事あるよ」と。英語で言うと「Coordinator for 

International Relations」どうですか、発音いいですかね。Coordinator for International 

Relations、国際交流を担当する人。想像したのは東京に行って、総理大臣、外務大臣、い

ろんな国の大統領、大使、そういう人と仕事するんでしょうねと。若い人の夢が大きいで



すね。そういうとこにぜひチャレンジしてみようと思いまして申込みまして何と合格しま

してですね、大使館から電話があって「おめでとうございます」「ありがとうございます」

「派遣先決まりました」「うん、もう東京でしょ？これから東京に行って頑張ります」「い

や、違いますよ。大分県」10 年以上日本のこと勉強して初めて聞きました。「いや、日本に

行きたいんですよ」「一応日本ですよ」「どこですか」「九州です」「言葉通じますか」「いや

大丈夫、日本語ですから大丈夫」「そうですか、大分県。じゃあ県庁でしょうね。県知事の

特別顧問になって多分私の机が知事の隣に」。19 歳の若さ、いいですね。もう 20 何歳です

ね。いいかげんに現実わかればよかったけれども、そういう大きな夢があって。「いや、県

庁ではない。大山町」調べてみたら私の持ってる本には載ってないですね。いろんな資料

出していただいて「ウメ、クリ、植えて、ハワイへ行こう」「一村一品」わけわからないこ

とばかり書いてあるんですけど、よく見たら４千人しかいない小さな農村ですよ。大統領

とか大使が来るはずがない。行くのやめようかな、いくら挑戦といってもこれはあまり意

味のない挑戦に見えるので、断りの電話入れようと思っていたら手紙が届きました。「みん

な楽しみに待ってます。早く来てください。大山町民一同」もう行くしかないかとそう思

いまして、一年ぐらい我慢しようと思って、東京に飛んで東京から福岡。先ほど言ったよ

うに日田のほうは福岡のほうが近いので。まだ高速道路ができてなかったので一般国道で、

日田市というところに入りまして、そして日田市から阿蘇方面に行って、９時ぐらい、そ

の大山町というところに入りました。第一印象はありませんでした。まっ暗で何も見えな

かったんです。でも次の朝起きると、山、山。ああ大自然だなと思いまして、その山から

ウグイスの声がする。水も空気もおいしくて、もうずっとその時までは東京というイメー

ジしかないですね。東京のいろんなところに行くんだと。全然違う。どっちかというと東

京より故郷のアイダホに似てるなと思いまして。まず大自然、もう山、森、鳥、小動物。

でもそれより人の心。最初の朝、まだ町見てないのでちょっと早く起きて散歩してると、

畑で作業してるおばあさんと出会って、私を見て「おお、ワトソンさん、おはようござい

ます」と言うんですよ。「おはようございます」昨日夜着いたばかりで、まだ誰も会ってな

いはずなのにと思って。もう少し行くと自転車に乗ってる中学生、「おおワトソンさん、グ

ッドモーニング」と言うんですよ。それは嬉しいけど、グッドモーニング何で知ってるの

と。役場についていったらＯＹＴ大山有線テレビがあるんですね。あそこは山ばかりなの

で電波が入らないです。全部有線にしてるんですね。そのおかげで、福岡放送、大分放送、

12 局も入るんですね。地元のスタジオもありまして、学校の発表会、運動会全部それは放

送して、行く前から「ワトソンさんがやって来る」という番組があったらしいんですよ。

もうこの顔がテレビに出て、この人が来るぞということで、着いてから「頑張って」「よろ

しくね」「うちに遊びに来ませんか」と。東京でも「うちに遊びに来ませんか」とよく言わ

れました。最初言われたときに素直に「いつ行けばいいですか？」と言ったら「今度ね」。

気付いたらほとんど行ってないです。「どういうことですか？」と聞いたら「本当に呼びた

いけれども、現実問題として難しいので呼びたい気持ちを認めてあげてね」と言われた。



なるほど。その大山町に入りまして「うちに遊びに来ませんか」と。「うん、わかった。今

度いこうね」と言ってたら「いや、これからですよ」とそのまま連れられて、何も連絡も

何も準備もないのに、あっちこちから美味しそうな物いっぱい出てきて「何もないけれど

もどうぞ」と言われる。これが何もないなら、ある時見たいなといつも思いながら。１年

我慢しようと思ったら２年３年４年５年、24 年が経ちますですね。その中にいろんなこと

やりまして、例えば最初の一年が経って里帰りしようと思いまして何かの人と話していた

ら「うちの子どもも連れて行ってくれるかい」と。「いいよ」と最初の年はもう完全に個人

で５人の子どもたちを中学１年連れていって、３週間のホームステイをやりまして、本当

に子どもたちも頑張ってくれて、ホームステイの皆さんもよくやってくれて、帰ってきて

すごく感動していて、その親も感動して、その報告は町長の耳に入りまして「次の年は町

の行事でやりましょう、事業でやりましょう」と。次の年は 22 人連れて行きまして、多い

ときには 40 人も連れて行きまして。どんどん人口が減って私も役場を退職しまして、今度

完全に個人で、実は今度の日曜日８月４日出発で８人の中学生を連れて行きます。もう 24

回やってるんですね。500 人以上。親子も連れていきました。その親子の意味わかります？

お母さんが中学生の時行きまして、いまその子どもが去年行きましたんですね。自分の年

を感じますですね。最初連れていった５人は、私はまだ若いお兄さんだったんですね。よ

～し行くぞ～と。今はもう近所のおじいさんが連れて行ってるという感じで、多分全然違

うけれども得ること多いですね。その中から一つだけ話しますとですね、昔は飛行機はち

ょっと不便がありまして、福岡からホノルル経由で行っていたんですね。そうなると帰り

は飛行機の都合で一泊ホノルルに泊まらないといけなかったんですね。大変でしょ？ホノ

ルルに泊まらないと行けない需要だったんですね。しかも半日遊ぶ時間もあったんですね。

だから子どもたちに言ったのは、この部屋のカギ、カードキーですね。「泳ぎに行っていい

ですけれども、これをなくしたら部屋に入れない。部屋に入れないと、これから一生ハワ

イに住むことになるよ」とですね。数年経って私もそういういじわるとかなおしています

けど、その当時はですね、そういうこと言って。だいたい２つのパターンがありまして、

30人～40人連れていったときには一人ではとても無理ですので学校の先生も一緒に行って

もらいました。ある日、学校の先生が私のところにきて「ワトソンさん、聞いて」って。

子どもがこうやっててですね。「この子はカギをなくしたんですよ。怒ってください」と。

先生ももちろんびしびし怒ってるんですね。「ワトソンさんがせっかくそこまで行ったのに」

バンバンバンバン。「で、どうしましたか？」と聞きましたら「もう私が連れて行きまして、

そのフロントで謝らせてカギをとりました」「ああ、なるほど、ありがとうございます。ご

苦労です」実は違う子どもが私のところに来たんですね。「ワトソンさん、カギをなくした」

「ああそうですか、それは、これからハワイの生活楽しんでね」と。「ええ？」「じゃあ考

えましょう。カギは一生懸命探したんですか？もう出てこないですか？」「はい、もうない

です」「じゃあ、もう一つのカギはどこかにあると思いますよ」「ワトソンさん持ってませ

んか？」「いや、持ってません。どこにあると思います？」「ホテルに聞けばいいですか？」



「あぁ、じゃあやってみたら？」で行って、私は離れて見えないところに。「あの～すいま

せん、キーキーキー」って言ったら、ホテルの人は日本語ペラペラで「はい、どうなさい

ましたか？」と言って、「カギは何番ですか？名前は？」って聞かれてやっと入れました。

その二つ、先生のやり方と私のやり方を、それからずっと考えていろんな人に話したら、

どっちが厳しいですかね。どっちが厳しいですかね。怒られてカギを取ってもらってさあ

といったのが厳しいか、自分で考えて自分が責任をもって自分で解決するのは、どっちが

厳しいかなと。そう思って別に私が偉い、私のやり方がいいとかじゃなくて、その経験を

通してやっぱり子どもたちは実際に、人生の経験、つまりその関心、感動。やっぱりこう

やらないといけない、言われたからやるんじゃなくて、体験を通して得る情報。自分がや

ったことは自分が責任をとらないといけない。怒られるか褒められるかじゃなくて生きる

ため、というのをそういう経験を通して 500 人以上の子どもを連れてホームステイで、ほ

とんど英語できない中で、浮くか沈むか。本当に不思議なことで、私はここでホームステ

イの親と話していたら、大山の子どもとそのホームステイ家族の子ども、ベラベラベラベ

ラって喋ってるんですよ。こっちは英語ができないはず。こっちは日本語できないはずな

のに、ベラベラベラベラ喋ってるんですね。よく聞いたら英語でもなく日本語でもなく、

何か自分たちでつくったような言葉で、すごい心と心が伝わってきてるんですね。ああ、

得点より大事なコミュニケーションがあるなと、それを見て強く感じました。そういう話

はおいておいて、まだ自己紹介ですので、もうちょっと我慢してください。気付いたら私

も仕事も大山町、実は町づくりの元祖といわれる町です。いろんな国の人が研修で来るん

ですね。東南アジアとかいろんな国。そういう仕事を担当させていただいて。でもそれだ

けじゃなくて保育所、小学校、中学校、いろんな人と交流をもちまして、気付いたらこう

いうものも指につきました。実は日田美人という言葉ありますけれども、日田美人の一人

と結婚しました。ありがとうございます。そして今はですね、大分県内のある高等学校で

教えてるワトソンリュウタという先生がいるんですよ。大学でて２年ですね。また福岡の

ある大学で勉強してるワトソンショウタという、本当は名前出したら悪いんですけれども、

ここだけでお願いします。そして日田市の消防署で消防士になったワトソンケンタという、

こういう３人の男の子のお父さんになりました。なりましたっていっても、皆さん計算が

早い人は気づきましたかね。大山町に来て 24 年。大学でて２年。計算あわないですね。実

はそのお母さんは「結婚していいよ」と言ってくれたときに、３人は「ついていっていい

よ」と言ってくれたんですね。意味わかります？ある日は独身、次の日は妻と３人の子ど

もがいました。逆に言えば母子家庭に私が入りまして、家族をつくりました。血はつなが

ってないけど血より強い絆があります。もう私の子供です。３人とも私をお父さんと考え

て呼んでくれてるんですけども、そうじゃないとＰＴＡ会長はとてもなれません。子ども

たちは少しずつ大きくなりまして。ジュニアというかミニサッカー入りたいというんです

ね。いいことですよ、体験ですね。やっぱりお母さんの教えが私にも伝わってるので「い

いよ、じゃあチャレンジしたらいいけん」練習に連れて行って見てると、会長といわれる



私の知ってる人ですけれども「おお、子ども入ってよかったね。ちょっと役をしてもらい

たい」と。保護者会の役ですね。それで私はすごくいい勉強ができました。皆さん、ある

日本語。皆さんも多分この日本語聞いたことあると思います。日本で一番大きな嘘の日本

語を聞きました。「役をやってほしい」と言われて、「いや、私は何もできないけれども、

やってみてもいいけども何もできないですよ」と言ったら、出た言葉「名前だけでいいか

ら」。それほどひどい日本語ありません。その時日本人の人格疑うぐらい「名前だけでいい

から」と。そういうことあり得ないですけれども、もうなりました。会計、最初はですね、

いろいろ教えてもらって、予算の立て方ですね、決算報告、ジュース何本買ったか、会費

は全部入ってるか。少人数ですのでそんなに難しいことではない、いい勉強になりました。

今度副会長、会長。長男が中学校あがりましてＰＴＡの副会長、会長。気付いたら市の副

会長、会長。県の理事。高校にあがりまして当然のように「はい、会長お願いします」と

いうことで、監査もずっと５年間ぐらいやっていて、会長お願いします。県の副会長にな

りまして、最後の年は九州大会は沖縄。全国大会、札幌。いい年に会長になったなと思い

ましたんですけれども、ずっと長くやってきたご褒美と自分は考えてる。といっても遊ん

でいたわけではないですね。こういう部屋、外には北海道の綺麗な風景と美味しい物があ

るのに、こういう部屋でですね、皆さんもいま本当は温泉に入っていたいでしょ？かわり

にそういう経験もいっぱいやりまして、仲間もいっぱいつくりまして、いろんな人と出会

って、何といっても子どもたちが頑張っている姿を見て感動しまして、すっごく自分がや

ってよかったと思います。本当に自分の人生に一番といってもいいぐらいの影響を受けま

した。そのサッカーチームがなくなりました。子ども減ってるのは事実ですけれども、も

っと大きな理由があるんですよ。子どもがやりたいけれども、役を受けたくないのでやめ

ておけ。送り迎えが面倒くさいからやめておけ。土日は練習とか試合につかうのはもった

いないからやめておけ。子どもやりたくても、させない親増えてるんですね。皆さんも学

校はどうですかね、ＰＴＡの役はすぐ決まります？すぐ決まるという人はいるかもしれな

いけれども、だいたいどっちかというと小さくこうやってる人が多いですね。条件つき、

１年ならいい。１年しかやらないけども、ほとんど会議欠席。それを私が気になるのは、

当然ＰＴＡとして機能するのは難しいけれども、それよりもそういう経験する人が減って

るということ。いろんなそういう体験、いろんな勉強、いろんな研修会、いろんな人と協

力する、いろんな子どもを見る人が減ってきてるということ。役受けてもそういうのをで

きるだけしないようにしてる人が増えてるっていうこと。これから社会はどうなるんです

かね？人とつながりをつくっていろんな体験して、いろんな予算の立て方、会議の運営の

やり方。もう知らん、どうすればいいかわからん。人と人のつながりを持たない。つまり

関心を持たない。子どものこと言ってる場合じゃないような気がする。世の中に対して関

心を持たない。経験をしない。そうすると感動も少ない。感謝が少ない。人の為に自分が

何をしないといけないかということが少ないという社会になりつつ、すごく危機感を感じ

てる。それで公民館長になりまして、何とか大山で少しそういう変な流れを変えられない



かなと思ってなってるんですけれども。その中で、実は私はもう数年前に経験したことを

思い出しましてですね、意外なところで意外な人が教えてくれた言葉を思い出します。も

うずっとその人の言葉が私の人生を変えてきてるので。先ほど言ったように大山町にいろ

んな人が研修に来るんですね。バングラディシュからカーンさんという人が来まして。皆

さん、バングラディシュという国はご存じですね？よくテレビに出るんですけど、あまり

いい話で出ることはないです。水害がでるか、この前は建物が壊れて何千人の人が亡くな

ったとか。世界一貧しい国の一つですね。そのカーンさんが半年ぐらい滞在して、帰った

ときに「ワトソンさん、いつか遊びに来て下さい」と言ってくれて、行きたいけれどもい

ろいろ調べたら内戦状態、すぐ行けるような国ではありません。ちょっと諦めました。何

年か経ったらカーンさんからまた連絡があって「安定しました。今がチャンス。来てくだ

さい」と。東京３回ぐらい行って、やっとビザ手に入りまして、飛んで行きました。皆さ

ん、バングラディシュわかります？インドがありまして、その上のところですね。ガンジ

ス川がインドからでてバングラディシュに入ってでるんですね。空港からカーンさんの町

まで行かないといけない。日本だったらちょうど日田市から福岡までぐらい。普通の道で

も２時間ぐらいと考えていただければいいですよ。道もよくない、車もよくない、ガンジ

ス川渡る橋がなくてフェリーで渡らないといけない。８時間かかりました。ちょっとだけ

どういう生活してるか話したいと思いますけれども、必ずあとに結びますのでちょっと我

慢して聞いててください。フェリーに乗ってるとトイレに行きたくなりました。でもトイ

レのドア開けると便器がないですね。あるのは板１枚に穴が開いてるだけ。中を見ると、

そのまま川が流れてるんです。意味わかります？ある意味では水洗トイレですね。そのま

まで流してるんですよ。使ってる人もいっぱいいる。インドと考えてください。そういう

人の多さ。そういう船がいっぱいあります。食堂に行きましたけれど食べませんでした。

なぜかというと食堂の目の前に 12 歳ぐらいの男の子が、生きてる鶏をさばいてる。お客さ

んの目の前でですね。こういう道具を使って。板２枚こうありまして、間に刃物が外向き

にありまして、おいていてまず鶏１羽とって頭もって首を通して、ここをスライスして皮

を開いて内蔵出して骨をとって、関節を全部切って、もう料理に使える。10 秒ぐらいです

ね。小さい鳥でも何羽もですね 10 羽 20 羽ぐらいから内臓頭全部たまっていって、それを

全部川に捨てる。ゴミは全部川ですね。生ゴミ、トイレのゴミ。全部。しかもインドから

流れてきてるので何千万人の人のゴミが流れてると考えて。もう臭い。ゴミいっぱい見え

る。もしかして見に行ったことある方もいるかもしれないけれども、言葉で表現できない

です。その川に人が入ってシャンプーと石鹸を使って体洗ってる人、洗濯物洗ってる人、

生活用水を汲んで持って帰ってる人。その中でやっとカーンさんの家に着きました。国の

職員ですからちゃんとした家に住んでるといってもマンションですね。窓にガラスが入っ

てないです。中側に雨戸があるだけですね。水道は通ってるけれどもそのままはとても使

えない。沸かさないといけない。電気とかガスじゃなくて焚火です。よりも焚火です。テ

レビありますけれども、電気が１日くるのは３時間４時間だけです、発電所が弱いので。



その中にカーンさんも何回も何回も言ったのは「ワトソンさん、ごめんね。こういう貧し

いところに呼んで。でも現状見てもらいたかった」と。確かに貧しかった。いま一部しか

言ってない。肌で肌で感じる貧しさ。目の前に人が亡くなってるんですね。助けられない

ですか？といったらきりがない。この人を助けたらこの人はどうするか、この人はどうす

るか。その中に宝物見つけることができました。実はカーンさんと奥様には２人の息子さ

んがいまして、当時 18 歳、15 歳。カーンさんが仕事から帰ってくると 18 歳、15 歳の男の

子ですよ。ダッシュで行きまして「おかえりなさい、お疲れ様でした。今日一日ありがと

う。カバン持ちましょうか」と嬉しそうに出迎え行きました。「おお、ありがとう。今日学

校どうだった？お疲れでした」とカーンさんもすごく嬉しそう。「会いたかった」って言う

んですよ。久しぶりに帰ってきたわけじゃないですよ。朝会って一緒に朝ご飯食べて、学

校仕事行って、帰ってきて「会いたかった～」食事盛り上がるんですね。「今日学校でどう

いう勉強した？」「今日お父さん、こういう人に会ったよ」とかいろんなすごく楽しそうな

会話して、「あ、塩忘れたね」とお母さんが言ったら、さっと取りに行ってさっと帰ってき

て「あ、ありがとう」。食事終わりましたら、同じ部屋に行きまして隣の部屋に行きまして、

伝統的な楽器を出して歌って踊って笑って。15 歳、18 歳の少年はどうしてるんですかね。

部屋の隅のほうに・・・じゃないです。お父さんの隣に、こう座ってる。お母さんの隣に、

こう座ってる。こう来てるカーンさんは何と言ったと思いますか？「赤ちゃんじゃなかろ

うが」言わなかった。カーンさんもこうやってる。お母さんもこうやってるんですね。文

化が違うので日本人もそうしたほうがいいよとかそういうこと言ってるわけではありませ

ん。当然国によって文化が違う。ただ、まだ独身だった自分にとって、何かすごく新鮮な

何かを感じた。素直に飾らないで好きな人を好きだと表現する。本当に感動しまして、３

日間その中にいると自分の心も何か綺麗になった気分で。帰りのフェリーでカーンさんの

15 歳の次男に聞きました。「お父さんとお母さん、どう思ってるんですか？」と。全く恥ず

かしがらないで当たり前のように「愛してる。尊敬してる。感謝してる」と堂々と言いま

した。「何を感謝してるんですか？」と聞いたら「まずこの服」。決して高いブランド品で

はありませんでした。普通の服だったんです。ただ周りを見るとほとんどの子どもは布１

枚を腰に巻いてるだけ。破れてる汚れてる。別に伝統的な服ではないです。ただの布です。

裸足、上が裸。うちは１日３食も食べてる。朝昼晩、全部カレーカレーカレーですね。ず

っとピリピリ状態だったんですよ、５日間。美味しかったんです。周りの子ども、１日１

回でも食べるか食べないかわからない。今日食べたら明日食べないでしょうと。「お父さん

とお母さんに感謝してる。僕とお兄さんは学校に行ける」。バングラディシュで学校行って

るの、子どもの 30％以下ですね。残りの 70％は何で行かないかというと、別にさぼってる

わけでもないし、学費払えないからではない。学費はいらない。仕事しないといけないで

す。親の収入では生活できないので子どもが歩けるようになったら、もう仕事。仕事しな

いと食べられない。もう名前書ける、読める人ほとんどいません。大人になってもちゃん

とした仕事は手に入らないので生まれてくる子どもも同じ運命。僕と兄さんは学校にいけ



る。その意味を痛感してる。でもだからといって自分が学校行けるからエリートになる、

偉い人になるとか全くそれは感じませんでした。逆に一番感動したことがでました。「僕が

大人になったら、お父さんのように人に役に立つ人間になりたいです。絶対お父さんとお

母さんのように、周りの人がもっといい生活できるように、僕も頑張ります」と。本当に

まず親を尊敬してることと、本当に人のために一生懸命やりたいということが強く伝わり

まして、感動しました。感動して大山町に戻りました。実は私はバスケットボールが大好

きで、この 20 年間毎週土曜日バスケットを体育館を開けて、小学生、中学生、高校生を呼

んで楽しくやってる。うちの子どももそれで育ちまして。いい子どもばっかりですよ、大

山は。ＰＴＡ会長やってたときも名前全部覚えていたんですね。自分の子どものつもりで

接していたんですよ。ただ気になることもあります。土曜日のバスケット終わって雨が降

る日には家に電話して迎えにきてもらう子どもは少なくはないですね。いいことですよ、

助け合うことはいいことですから。ただ電話の内容といいましょうか、態度といいましょ

うか。「終わった。ああ」日本語になおしますと「バスケット終わりましたので迎えに来て

くれる？お願いします」そういう意味が入ってるでしょう。「終わった。ああ」もっとビッ

クリするのは、それでも来るということですね。もうすごい日本語力だなと思いまして。

で来まして「おせぇ」。文化の違いを認めましょう。日本語は言葉少なく伝わるんですね。

それはすごいことと思います。お父さんたちもどうですかね。ご飯のおかわりが欲しいと

き「ごはん、おかわりお願いします」言わないでしょう。「うーん」通じますから。悪いと

は言ってません。問題は「終わった。ああ」その裏にどういう心が入ってるかという問題

ではないでしょうかね。どうですか、皆さん。皆さんの学校の子どもたち、周りの子ども、

保育所、小学校、中学校、高校生、若い人見て、そのバングラディシュの子どもの言って

くれた言葉。親だけじゃなくて周りに対して、どれだけ感じますか。愛してる。尊敬して

る。感謝してる。人の為に一生懸命役に立ちたい。はっきり言って、私はいろんな大会い

って、だいたい偉い人が子どもの悪口言い過ぎるんですよ。今の子どもはこれもできてな

い、今の子どもはあれができてない、今の子どもがまるでダメみたいなこと、それはひど

いです。子どもは一生懸命頑張ってる。与えられた環境の中、一生懸命頑張ってる。でも

認めないといけないのは、確かにそのバングラディシュの子どもが言った言葉がちょっと

足りないかな。愛する。死ね。バーカ。感謝してる。買ってもらってあたりまえ。最新版

ないと気が済まない。人の為に役立ちたい。いま大学卒業して高校卒業して就職する人の

１年以内に仕事辞めるのすごく多いんですよ。その理由、思ったよりきつかった。人間関

係が難しかった。思うほど給料が上がらなかった。１年以内でですよ。もっと人の役に立

つ仕事やりたかったから、という理由が入らないですね。でもあまり子どものこと言って

ると、もしかして本人たちからみればそんなに変なこと考えてやってるわけではないでし

ょう。自分たちの立場から当たり前のこと。考えてみれば今の子どもたちが育った環境と

私たちが育った環境は全然違うんですよ。全く違うんですよ。そうなるとどういう環境で

育ったか。そしてその環境は誰がつくったか。どうですかね、私たちの大人の社会。人が



人を愛し合ってると感じますか？何か責め合ってるほうが多いような気がする。誰が悪い

んですか。誰が責任をとるか。つまらん。ダメ。愛という言葉自体、私の一番好きな日本

語です。愛という言葉、書きましょう。いいですね。一番好きな日本語ですね。何か間違

えてるんですかね。一番好きなのになんで間違えて書くんですかね。これは何といいまし

ょうか。受ける。何を受けましょうか。受ける。愛、心を受ける、受け入れる。今どっち

かっていうと拒みあってるほうが多いような気がする。自分と同じ立場の人であれば条件

付きで受け入れる。ちょっと立場が違う、考えが違うと拒否する。いま皆さんすごく気に

してるいじめ問題、体罰問題、自殺問題。いまこそ私たち保護者として何をやらないとい

けないですか。先生たちと話していろいろ考えましょう。先生たちは、私たちは先生とし

てもうちょっと頑張らないといけないのはどこですか。お父さんお母さん、いろいろ話し

ましょう。教育委員会として、こういう指導、こういう研修やりましょう、みんな入りま

しょう、とやってないといけない。なのに「いや、親として知らなかった。何で先生気付

かなかったんですか？」「いや、先生はそういうこと言ってません。先生の立場から何も変

なことは気付きませんでした。何で親は気付かなかったんですか」「教育委員会はいじめが

あるという根拠がありません」「教育委員会は悪くない」守り、攻め、違うでしょう。お互

いに協力しあって、愛し合って。どうする子どもたち、今こういう状態になってる場合。

感謝しあってると感じますかね。やってもらって当たり前。仕事だろ？もっとしてもらわ

んと困る。人の為、いや自分の為、この学校行って、この得点とる。自分の為、いい車に

乗りたい。隣に蔵が建つと腹がたつ。言い過ぎましたかね。どうですかね。もし私たち大

人一人一人が、仕事、立場、かっこよさ、伝統。一歩二歩下がって、心見直して、そのバ

ングラディシュの子どもが教えてくれた言葉を、もう少し考えたらどうですかね。大人一

人一人自分の心をもうちょっと、人を愛する心をもってみよう、もうちょっと人に感謝す

る心、もつ心もってみよう。人を好きになってる、大好き。本当に感謝してる。その中で

自分も何かすることはないかな。もうちょっと自分の僅かでもいいから力出してみようか

なと。どうですかね。大人一人一人そういう心もつ努力、もう少し少しだけでもやればち

ょっと変わると思います。そしてその中で育つ子どもが絶対変わってくると私は信じてる。

どうですかね。あと２時間しか残ってないと。ちゃんと見てますよ。11 時 10 分までに終わ

りなさいと言われてますので心配しないでください。どうですかね。この前、実はこの福

岡県内の久留米という町に講演に行きまして、日田市からだいたい車で１時間半のところ

で。講演が夜終わりまして、11 時ぐらいだったかな帰りに。これは結構前の話、十何年前

の話でですね。喉が渇きまして、コンビニエンスストアに入ってジュース買おうかなと思

った。でも自分が買おうと思っていたジュースの前に５～６人ぐらいの 16 歳ぐらいの田舎

不良が立ってました。もうその当時ですので、ここは短い、ここはポンときてる、ここは

ホワンときてる、金オレンジ紫。服もそれなりの服。何といっても一番びっくりしたのは

その表情。完全にこっちを睨んでるんですね。皆さん 17 歳事件覚えてますか？その時期だ

ったですね。一番青少年たちの心の中が乱れていた、その時期でした。もう怖かったんで



すね。注意しただけで殺される人もでていた時期ですね。でもそのジュースが飲みたい、

どうしようかな、違う店に行くまでではないですね。違う飲み物にする？でもそれが飲み

たい。いろいろ考えていきました。思いついたのは普通の人間扱いしてみたらどうか。怒

るか何かしようかと思ったんですけれども、見ていて本当はドキドキしてるけれども「こ

んばんわ」と言いました。返ってきたのは、まずビックリしたんでしょうね。この外国人

がいきなり「こんばんわ」と言って「知ってる？」「知ってる？」「知らん」「知らん」。「ハ

ロー」っち。「こんばんは、学生さんですか？」と。ドキドキドキ。３人は就職、３人は専

門学校いってる。「国どこ？」「アメリカ」「おお、いつか行ってみたいなぁ」とですね。い

ろんな話をして「音楽好き？」「こういう音楽が好き」「アメリカどういうスポーツやって

いた？」「うん、こういうスポーツやっていた」20 分ぐらい話しました。笑ったりして、い

ろんないい話。やっぱりその中には少年の心あったんですね。やっと待ちに待ったジュー

スが手に入りました。それで不思議なことやりました。「何か飲みませんか？」と。「いや、

いいです、いいです」「遠慮しなくていいですよ、どうぞ」と。その６人分のジュースを自

分でもビックリしたけどおごってやった。店を出たときに、その 20 分、30 分前にこう完全

に睨んでいた子どもたちが並んで「ありがとうございます」と気持ち良く礼を言ってくれ

ました。ああやっぱりちゃんとした教育受けてるなと思いまして、車に乗って出ていった

ら、考えてみればいま何かすごいことだったかもしれないと。というのは、もしかしてこ

の若い人はそういう人間扱いされるのは何年ぶりじゃないかな。多分その店に入ってくる

人は一人一人その少年たちを見て、多分私と同じ反応だったでしょうね。怖い、関わりた

くない。マザー・テレサの言葉に私が好きな言葉ありまして「人間にとって一番きついの

が相手にされないこと」。皆さんご存じの言葉「愛の反対言葉は憎しみではない、無関心」。

その若い人たちはどうですかね、周りの人に関心されてると感じてますかね。相手にされ

てる気持ちになってますかね。できればその店に入ってくる人は私と違って怖がるんじゃ

なくて。おお、この町の大事な若者。大好き。もう過去はどうでもいい。見た目はどうで

もいい。この町に貴重な貴重な存在宝物の若者。愛してる。この町に生まれてくれてあり

がとう。この子どもらに何ができるかな。ジュースおごったらそのうち太ってしまうので、

何か声かける。一番できるのは「こんばんわ」。「挨拶できんか」じゃなくて「こんばんわ」。

多分最初の人は「ちっ、うるせぇな」と言われるかもしれない。10 番目ぐらいの人は「う

ーん、こんばんわ」。100 人ぐらいになれば「こんばんわ」。もしかして 1000 人、2000 人

になれば、その人が言う前に子どもたちから「こんばんわ」くるでしょう、と私は信じて

ます。そしてその大事なのはどういう心で、この町の大事な宝物、本当にこの町に生まれ

てくれてありがとう。場合によって一番しないといけないことは何ですかね？悪いことや

ってる場合はしっかり注意することではないですかね。むかつくだからじゃなくて、今の

若者はつまらんだからじゃなくて、愛情と感謝の心で本当にその子のことを考えて、この

子をもっといい人間として育つように、私はしっかりやらないといけない。怒る場合、褒

める場合、つきあう場合、必要になるのではないでしょうかね。いま大山公民館で「感性



が育つ公民館」というキーフレーズに変えました。「子どもの感性が生まれる環境づくりを」

そのもとに声かけて。まだはじめたばかり全然。多分大山の人に聞いたら誰も聞いてない

というかもしれないぐらいです。これからそういう環境をぜひぜひつくりたいなと思って

ます。もうひとつ自分が子どもの時の経験を話して、そろそろまとめに入らないといけな

いですけれども、13 歳ぐらいの時だったかな。お父さんが亡くなって１年も経ってないぐ

らい。学校から帰ってきてすごくいい香りがしました。一番好きな食べ物でした。なかな

かつくってもらえない、ちょっと贅沢品でしたね。食卓を見ると一番いいテーブルクロス

と、一番いい食器がでてる。もう意味がわかってる、お客さんが来るということですね。「お

母さん、今日お客さん？」「うん、そうよ」「誰？」「それは秘密です」「教えてよ」「いや、

絶対言わん」「ヒントぐらいください」と言ったら、「うんわかった。お母さんにとって一

番大事な人が来るぞ」と。ああ何が、お父さんが亡くなって１年ぐらい何かそういう全く

臭いがないのに誰かできたかなとか子どもなりに考えて、時間になりまして座って、お兄

さんお姉さん座ってお母さん座って、お客さんの席がないですね。「お母さん、お客さんど

うしたの？来られないですか？」と聞いたら、「いや、言ったでしょ。お母さんにとって一

番大事な人が来るぞ。もう揃いましたよ」と。先ほど言ったんですけれども、お金はなか

った。でも貧しかったという記憶は全くないですね。お金で買えない物が山程あります。

でも人間って不思議なことに、自分にとって誰が一番大事か、忘れることはないでしょう

けれども、あまり関係のない人にすごく丁寧な言葉を使って温かい対応をとって、一番大

事なはずの人にちょっと冷たい言葉、冷たい態度とりあうし。いつも一緒にいるからしょ

うがないかもしれないけれども、どうですかね。人間にとって一番大事な人と、その人と

の接し方は本当にあってるかなと思うことも時々あります。ここで皆さんに言うのはあれ

ですけれども、あと２つだけの経験。これよく私が若いお父さんお母さんの前で話すとい

うお話。自分の子ども産まれた日、思い出してみてください。はじめてその顔を見る。も

しかしてバングラディシュの子どもが言った言葉があてはまるんじゃないですかね。愛し

てる。言葉で表現できないでしょう。生まれてくれてありがとう。この子のために何でも

してあげたい。いま必要であれば自分の命をこの子のために捨てていいです。と、そう思

っていたはずなのが、夜はなかなか寝てくれない。うるさい。またおむつを汚したか。保

育所に行ってまた喧嘩した。小学校行ったら、どうも自分の子どものせいで平均点数が下

がった。その点数でどこの学校行けると思ってるか。部活は補欠。なんだ、お父さんはス

ターティングメンバーだったよ。試合に見ていられない。そのひとつひとつ、心ひとつひ

とつ。お前バカじゃないか。ひとつひとつ。何でわからんか。ひとつひとつ。本当に愛し

ていたはず、感謝していたはず、何でもしてあげたいはずの心に、ひとつひとつひとつひ

とつ。どうですかね。この話がなんで私に気になるかというと、生まれたときの顔を私は

見てないですね、自分の子ども。もう本当に私は感謝してる。私を選んでくれた気分です。

昔は朝起きて「おはよう」と言っても誰も言ってくれなかった。「ただいま」と言ったら冷

たい暗い部屋だった。今は違うんですね。「おはよう」「おはよう」「おはよう」「おはよう」



ですね。「ただいま」「おかえり」本当に感謝しています。人と人のつながり。心と心の絆。

この前あるお母さんの話聞いて、赤ちゃんが生まれて、初めて赤ちゃんを抱っこしました。

皆さんはどうかわからないけど、私は６歳の時にはじめて抱っこしたんですね、親戚の赤

ちゃん。こう持ってこう持って本当にドキドキして怖かったけれども、ちゃんと落とさな

いようにこうやればいいよと教えてくれて、そのやわらかさ、その臭い。臭いといえば１

年後、はじめておむつをかえたのは７歳の子ども、強烈だったんですね。24 歳になって赤

ちゃんができて「くせぇ、何これ」。それは困る。13 歳のときに赤ちゃんが８時ぐらいに寝

たほうがいいよということはわかりました。子守をやっていて８時に寝かせてねと。この

ぐらいの子ども８時に寝るんですね。このぐらいの子ども９時に寝るねと。昨日見ません

でしたか？居酒屋とか。１歳２歳ぐらいの子どもが親と一緒に出てる。その若いお父さん

お母さん責めてるわけではありません。私たち社会として、本当に何を大事にする社会で

ありたいですかね。本当に人間として必要なことを、いつどこで誰が教えるんですかね。

その世の中の素晴しさ、世の中の感動、ああ自分が人に支えられてる、自分も頑張らない

といけないという気持ちは、誰がどこで教えてくれるんですかね。家でやらないといけな

いこともいっぱいあります。でも今のお父さんお母さんは自信がなくなってる。学校でや

らないといけないこともいっぱいあります。でもいま毎年のように教育委員会、文部省は

また新しい制度を。はっきり言って、いま英語教育、ここでいう場合じゃないかもしれな

いけれども、ほんの２週くらい勉強する量増やしても子どもたちはますます英語が苦手に

なるだけです。本当は中学校で教えてる内容を６年間ゆっくりかけて高校でも教えれば、

日本人はみな英語ペラペラになるんですよ。もういま進学校の高校３年生と話すと、私も

理解できないような英語を言うんですけれども、基本ができてない。何を言ってるかさっ

ぱりわからない。難しそうな英語に聞こえるけど全然できてない。基本ができてないから。

いろんなそういう制度がゴロゴロゴロゴロ変わって。でも変わらない、変わってはいけな

いものは、それはやっぱり地域社会とそれから学校と、一緒にならないといけない。最後

の一言ちょっとつきあって、そろそろ終わりにしたいと思います。ある小さな町に小さな

畑で、あるお爺さんが作業してる。ある４月の朝に 12 歳の男の子がはじめてその前を通り

ます。12 歳、まだちっちゃい。でも身につけてるのは学ランですね。中学生になった。し

かも３年生になったことを考えて買ってる学ランです。意味わかります？もう中学校の教

頭先生、今の１年生想像してみてくださいね。袖から手がほとんど出てきてない。ここ頭

が出てるか出てない。腰はここまできてるんですね。人間が入ってるか入ってないかわか

らないぐらいで。「おお、おはよう。今日入学式かい？」できればその子どもに元気よく挨

拶してもらいたい。でも残念ながらその子どもが育った環境では、知らない人に声かけら

れたら逃げなさいと。皆さんのところもそうと思いますけど、日田市は幸にその時代が終

わりました。もういろんな人が安全パトロールとか、いろんな防犯パトロールとか出て、

もうそういう話は最後になくなった。挨拶もまたできる状態になったんです。その子ども

はそうじゃなかった、残念ながら。逃げていきました。帰ってきたらまた不審者いるので



避けて帰ります。「不審者いるよ」と。「矢野さんだ」「お爺さんの友だち、しっかり挨拶し

なさい」と親が言うんですね。「わかりました」次の朝「おお、おはよう、学校どうだった？」

「はい、おはよう」まだ怖いですね。「おかえり」「ただいま」少しずつ声が大きくなる。「た

だいま」「おはよう」「お前、部活入ったか」「いや剣道部に入りました」「おおそうか、お

っちゃん剣道だったよ、何か教えてやろうか」「いいです、いいです」「今度いつ大会ある

んですか」「日曜日にあります」「おお、見に行こうか」「いや、来んでください、来んでく

ださい」。気付いたら来ました。「頑張れ」「何できたの、恥ずかしい」本当は嬉しいけどね。

次の朝「その時はメンじゃなくてドウのほうがよかった」「先生もそう言いました、ありが

とうございます」。３年生になって自転車登校になりました。ある日気付いたらヘルメット

が頭の上じゃなくてバスケットの中にあります。「おいこら、帽子帽子」「すいませんでし

た」。高校生になって、またその前を自転車で通る。「おお、かっこよくなったね。身長の

びた。髪ものびた、切ったほうがいいよ」「部活頑張ってるみたいね、優勝おめでとう。で

もこの時間まで練習はないでしょう。親心配してるよ、早く帰れよ」。その３年後「おじい

さん僕は卒業しました。もう４月から大学に行きます。本当にいろいろありがとうござい

ました」「いなくなるんですか。寂しいなぁ。まぁ大学で頑張ってよ、ここで応援してるか

ら。いつでも帰ってこい。待ってます。いってらっしゃい」と。10 年が経ちまして、矢野

さんが足が悪くなってなかなか家から出られない。ある日福祉センターから電話あって「ホ

ームヘルパー派遣しましょうか」「来んでいい」「近所の若者全部やってくれる。部屋の掃

除も、買い物も。この前若いお父さんが小さい子ども連れてきてタケノコ掘りをやりまし

た。もういま自分でできんなったので助かった。小さい子ども、自分と同じぐらいの大き

さのもの持って帰ってすごく喜んでいた。また来てほしいなぁ」。どうですか、今の話。そ

の立派な若者は誰が育ててくれたんですかね。もちろん学校で大事な勉強もしました。も

ちろん家で大事なことも教えてもらったでしょう。でも人間として心と心のつながりは、

やっぱり地域の皆さんで教えないといけない。いま現状はどうなってるんですかね。前通

っても挨拶するどころか、どこの子どもか知らない。目もあわせない。変なおっちゃんが

いる。今の子ども何を考えてるかわからん。部活やってるかやってないか知らん。見に行

こうと思ったことは当然ありません。前を通らなくなったら気付かない。この前私ある学

校に行きまして校長先生の部屋に座ってたら電話が鳴りまして、校長先生がでました。「は

い、すいませんでした、すいませんでした。指導します。ありがとうございます。これか

らもよろしくお願いします」と言ってた。どういう電話かというと、近所のおばあさんか

らの電話。「あんたの学校の子どもの挨拶はできてない」。私が先生に言ったのは、今の立

場上として先生はそういう反応しかなかったかもしれないけど、本当は私として言ってほ

しかったのは「いいや、あなたの地域の子どもが挨拶はできてない」。先生にそう言っても

らいたかったと。でもどっちのせいかという問題じゃない。学校が悪いか、地域が悪いか。

みんな力合わせて、人が人を愛するぞ、この地域は、学校、家、地域みんな人を愛し合っ

てるよ、助け合ってるよ、感謝しあってるよ、そういう地域で育つ子どもは絶対、関心、



感動、感謝の心を持ちます。そして人の為に、自分がもっとできることは何かという心は

絶対もちます。そうなるとお金、物あてに勉強する人ではなく、苦しんでいる人を楽にし

てあげたいから医者になる。人がもっといい生活できるように一生懸命ものづくりに頑張

りたい。そういう子どもが育つ環境を皆さんと一緒に目指していきたいなと思います。今

日のテーマ、何だったんですかね。これから私よりずっと専門的な勉強をして、ずっと専

門的な知識をもってる人がでて、本題の話に入ります。私は結論を出すつもりはありませ

ん。本当は結論を出してノーベル平和賞もらいたいぐらいです。私は出発点は、ある程度

話したつもりです。私たちは何を目指して何を目標として、そしてどこから出発するかと

いうことを、ちょっとだけ提供したつもりですけれども、どうですかね。スプライトは暑

い時に飲んだら気持ちよくなる。どうみても気持ちいいのに飲んだら暑くなる。あんたお

かしくない？おかしいのはお前のほうでしょ。そういう人と付き合いたくもない。何かそ

ういう複雑な難しい社会になってるような気がする。スプライトを暑い時に飲んだら気持

ちよくなる。あらら、僕から見れば気持ちいいのに飲んだら暑くなる。あらら、何か変。

でもお前いい人。一生懸命頑張ってる。考え方は違うみたいだけれども、何でそう思うん

ですか。いや、こうこうこう見たらそう見えた。なるほど、はじめてそういう見方あると

思った。なるほど、いい話聞きました。僕はこうこうこう見る。何だ、それだったかね。

いや、何かおかしいなと思った。でもお前いい人。できれば協力して、できれば一緒にや

りたかった。そういう考えだったかね、よ～し話しましょう。いろんな話がでて、いろん

な新しい発想がでて、もっともっと素晴らしいものがぜったい生まれてくるはずです。そ

ういう全然違う環境で育った人、地域。90 歳の人と 20 歳の人の考えが違うのは当然のこと。

それを悪いことではなく良いこととして見て、ネットワークをつくって素晴らしい社会を

つくりましょう。最後に、もう一回言います。絶対忘れないでもらいたいですから。この

社会は人は人を愛する。この社会では人が人に感謝する。この社会では人が人に役に立つ。

周りに関心を持つ。そういう社会ですよと、ぜひぜひ子どもに伝わる、そういう環境づく

りに私も頑張っていきたい。ぜひ皆さんもいろんなかたちがあると思いますけれども、目

指していきたいなと思います。すいません、長い時間の付き合いで申し訳ないけど、これ

からこのベースをもって専門的な人の話をぜひ聞いていただきたいなと思います。今日は

本当にありがとうございます。 

 

平田先生：ワトソンさん、どうもありがとうございました。午後のシンポジウムにつなが

る貴重なお話が聞けたものと思います。また私自身、感性の大切さに改めて気付かされた

思いがいたしました。ここで、これからますます暑い日が続きますが、ワトソンさん、く

れぐれも体調にはご留意され、益々のご活躍をご期待申し上げます。それでは講師の先生

がご退場されます。皆さん拍手でお送りください。つづきまして基調提案に入りますが、

ここで 10 分間の休憩に入りたいと思います。ただいま時刻が 11 時でございますので、開

始を 11 時 10 分にいたします。それでは休憩に入ります。よろしくお願いいたします。 



 

～休憩～ 

 

平田先生：それでは、ただいまより基調提案に入ります。ご提案いただきます中川先生は、

現在大分大学高等開発高等教育研究センター教授をなされると共に、ＮＰＯ法人大分県「協

育」アドバイザーネット顧問であります。先生には午後のシンポジウムのコーディネータ

ーもつとめていただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。 

 

中川先生：それでは改めまして、こんにちは。紹介いただきました大分大学の中川です。

今日はですね、レジュメ、大きな流れのレジュメを表裏１枚で、今朝受付のほうでお配り

させていただいております。中身はスライドのほうでお話をさせていただきますので、ス

ライドのほうを中心に見ていただければと思います。私の駒は基調提案ですので、提案を

させていただいて、そして午後のシンポジウムにつなげていきたいと思います。前半は、

なぜ地域の教育力の活用なのか。後半は、じゃあ何をどう工夫していけばそれができるの

か、という部分を提案させていただこうと思ってます。前に書かせていただいてますけれ

ども、午前、どう進めるのか、地域教育力の活用ということ。午後のシンポジウムは教育

の協働を推進するためのシステムをどうつくるかということで、４時半近くまで進めさせ

ていただこうと思ってます。実は私、皆さん方と同じように小学校の教員が出発です。昭

和 48 年に小学校の教員になりまして、トータルで小学校の教員を 20 年、それから社会教

育を 15 年、いま大学にきまして６年目になります。皆さん方と同じように私小学校の教頭

を４年しました。今日お話させていただく私の研究テーマでもあります「教育の協働」っ

ていうのを強く感じたのが、小学校でですね、昭和の話で申し訳ないんですけども、60 年

前後に合科っていう考え方がでてきました。今の小学校１年生の生活科の前身です。合科

の考え方を通して実践を通して今の生活科が生まれたわけですけども、当時、私教諭でし

たけれども、もうこれは学校の先生だけではこれからの教育はできないなということで、

社会教育の道に入りました。社会教育を 10 年しまして、学校現場に戻って管理職をしまし

た、４年間しましたけども。その管理職１年目にですね校長と相談して、地域の教育力を

活用するシステムをつくりましょうと。例えば大分県の場合は、平和授業等等で地域の方

に来ていただいて昔の戦争の悲惨さだとか、それから当時の食べ物だとか、そういうもの

をお話していただくとか。少しずつ読み聞かせというものも入ってきてました。それを学

校としてやりましょうというふうに提案しました。当時の職員がここいないんで言います

けど全員が反対でした。とんでもない。ちょうどその頃です。あの大阪の池田小学校の悲

惨な事件があった。地域の人が学校に来たらあんな状態になるからダメや。地域の人を学

校にいれない。多くの先生方の。一年間経ちました。一年間経って、やっと部分的にこう

いうのを必要やねというのが、その間も何回も何回も研修をしながらもっていったんです

けれども。当時、ふるさとホットラインという名称で、地域からの学校支援システムを立



ち上げました。そういう中で全県的に地域からの教育力の活用というものが進められてい

く中で、私また再度、県のほうの社会教育行政に呼ばれまして、そしてその続きで今日お

話させていただくことを大分県教育委員会としてはじめました。午後のシンポジウムで今

の担当の池田先生に相談していただきますけども、詳しく現状を話していただこうと思っ

てます。ということで、大分県における教育の協働のシステム化というところをベースに

しながら、その必要性というものを午前中お話をさせていただこうと思ってます。はい。

これがおわかりの方、すいません、「ああ、あれや」という方、手を挙げてみてください。

はい、すいません、大きな声で。そうです。東日本大震災。これは仙台。仙台の先生、お

られますか。名簿上はあったんですが。ようこそ大分へ。昨年仙台のほうに、これ閖上中

学校です、空港近くの。仙台のほうに４日間行きまして、仙台市はですね学校支援地域本

部事業というのを中心にやってます。そういう話も聞きたかったので４校、５校回りまし

た。その時に最後の学校の校長先生が連れていっていただいたんですけども、これ中学校

のここまできたそうです。これが全部あの中学校の周辺です。もう家の基礎ですよね、こ

れ、全部流されて。多分ここには家は建たないだろう。ですからあの学校も将来的にどう

なるのかという話をされてました。実は、この仙台市の先生方、校長先生を中心にしなが

ら、長田先生という方、いまは文部科学省のほうにいるんですけども、当時仙台市の指導

主事の方ですけども聞き取り調査をしました。学校支援地域本部事業をしていた学校 20校、

していなかった学校 20 校の校長先生に聞き取りをしました。あの悲惨な津波、そのあと学

校は避難所になりますよね。私、大分でテレビ見ました。様々な方が学校に集まって学校

の体育館を中心にしながら、そこで新しい自治会、コミュニティをつくって数日間、数十

日間過ごしていった。そのときに「校長先生、お宅の学校体育館に集まられた方の新しい

コミュニティは順調に立ち上がりましたか？」という質問に対して、学校支援地域本部事

業をやっていた校長先生は、「混乱がみられた、０％」「順調だった、95％」「どちらともい

えない、５％」。そういうことをやっていなかった学校の校長先生 20 校、「順調だった、35％」

「どちらともいえない、混乱がみられた」。これを文部科学省は今いろんなところでこのデ

ータ使ってますけれども、これがただ単に学校支援地域本部事業をやっていたから、いな

いからこうだという直接のつながりがあるかどうかということはちょっとこちらにおいと

きまして、見えるパーセンテージでいえば、学校支援地域本部事業をやっていたところは、

常日頃から学校という場を通して子どもたちを通して地域の人たちがつながっていた、そ

ういうことがいえるんじゃないか。だからいざそこに人が集まったときに、みんなでお互

いに助け合いながら、ということが言えるんじゃないか。恐れ入りますけども、午後のシ

ンポジウムにも関係があるので、学校支援地域本部事業という事業があることをご存じの

方手を挙げてみていただけます？ほとんどですね、はい。もう一つ、コミュニティ・スク

ールという事業というか、これ制度なんですけども、そのことをご存じの方手を挙げてみ

てください。コミュニティ・スクールのほうが多いですね。はい、じゃあ伺います。コミ

ュニティ・スクールの指定校になっておられる学校、すいません、ちょっと手を挙げてみ



てください。10 校ぐらいですね。はい、下ろしてください。学校支援地域本部事業を受け

ている、そのエリア内にコーディネーターがいるんですよね、学校にいるかどこにいるか

わかりませんけど。学校支援地域本部事業を実施している学校、すいません、ちょっと手

を挙げてもらえますか。ほぼ一緒ですね、はい。いま地域の教育力を学校が活用していく

制度、事業として大きくこの２つがあります。コミュニティ・スクールと学校支援地域本

部事業。これはこの違いを言ってたらまた時間がかかるんで。仙台市はですね、学校支援

地域本部事業をやってます。コミュニティ・スクールは一切やってません。要は似たよう

なもんやとよく言うんですけども。基本的には違うんですよ。でも地域の教育力を学校に

活用していくシステムという点では同じです。ですからコミュニティ・スクールと、午後

登壇していただきます伴野コーディネーターはコミュニティ・スクールと学校支援地域本

部事業２つ、その学校は実施しています。その他、放課後子ども教室とかそんなのもある

んですけども、一応その２つ。学校が直接支援する、地域が支援するシステム。今日の話

はコミュニティ・スクールもそうなんですけども、学校支援地域本部の実施による効果と

いうものを全国調査、大分県調査をしましたので、それをベースにしながらお話をさせて

いただこうと思います。２つめ、なぜ地域の教育力が必要なのかの２つめ。いじめが見え

ない構造、学校です。まさに私も学校にいましたから、学級王国、学校王国、閉ざされた

学校、内に開かれた学校、外に開かれた学校、様々なことが言われます。これは滋賀県大

津市のいじめ自殺事件があった、あのすぐあとに岐阜県の可児市ですかね、いじめ防止条

例。岐阜県の方おられます？おられませんか、はい。学校現場に任せず、第三者委員会が

調査するとか、いじめ防止、町全体で、こういう条例をつくりました。ただ罰則条例はあ

りませんよね。なぜかっていうと、これは私がいう私もそう思って私が私なりに絵を描い

たんですけれども、学校というのは中心は子どもですよね。子どもの周りに教員がたくさ

んいます。その周りに地域住民がたくさんいます。昔は良かったです、昔は。さっきワト

ソンさんも言ってましたね。昔、私たちが育った頃と、いまの環境は全然違うということ

を言われてました。まさに。昔は、私は昭和 48 年に教員になったんですけども「宿題忘れ

た？」「はい、昼休みなし」昼休みなしでさせてました。家に帰って子どもたちが「今日昼

休みなくて先生からこんなに怒られた」って言うと、親が「お前が悪いからや」と言って

また子どもを怒ってました。そういう時代でした。昔ですよ、給食を食べ終わるまでは昼

休みなしってよくやってました。そのかわり先生も教室にいて、食べるのを「がんばりぃ、

がんばりぃ」ってやってました。今そんなことでもやったら大変なことですよ。それだけ

違う。そういう現状、学校はですね。もちろん、あのいじめ自殺等の事件の構造を見た時

に、閉ざされた学校。あの学校の中で何回も繰り返されたいじめが、多分子どもの声を通

して親や地域住民は知っていたであろうが、表沙汰にはならなかった。もっと言い換えれ

ば、いじめとは思わなかったというのが先生たちのコメントでしたよね。これは 10 日程前

の名古屋の自殺の問題もそうでした。新聞を見るかぎりでは、担任の先生がその場に居た

にも関わらずいじめとは思わなかったというコメントが新聞に出てました。その子どもは



明くる日ですか、マンションの上から飛び降りて死にましたよね。まさに学校の中が見え

ない。この見えない原因は様々ある。教員自身のいわゆる資質といえば非常に厳しいです

よね、もあるかもしれません。でも先生方は研修を通して、いじめを見抜く力を今つけな

ければならないし、つけようとしてます。私どもが、先ほど言いましたふるさとホットラ

インをつくった頃は、内に開かれた学校とか外に開かれた学校とかよくいわれてました。

まさに内に開かれた学校、いわゆる先生たちが、いわゆるつながってみんなで子どもを見

るという学校、学校の組織化。一人の先生がいじめじゃないと思っても、他の先生が見た

らあれはいじめだよ、じゃあちょっと考えようかという教師集団、これがまさに内に開か

れた学校。この内に開かれた学校をつくることによって、地域の人たち、親が子どもたち

を見る。先生たちと一緒に子どもたちを見る。こういう学校、外に開かれた学校をつくら

なければならない。あのいじめの問題でも、地域の人がどんどん入っていれば、先生こん

なことがあったよ、こんなこと子どもたちしてたよ。地域の人たちが子どもを見る。地域

の中だけじゃなくて、学校の中で子どもたちを見る。先生と一緒に考える。こういう学校

をつくる必要がある。午後の伴野さんという方がつくった言葉かどうか知りません、隙間。

いわゆるいじめは先生方が見ていないところで繰り返されますよね。見ていないところと

いうのは隙間なんです。地域の教育力をうちは活用してますって、よく先生方言われます。

地域の人にお願いしています。でも学校の中、今の学校の中には隙間だらけなんですよ。

だって例えばですよ、先生が一人います。子どもたちが 40 人います。一人の先生が 40 人

の子どもをいつも見ているわけがありません。ましてや職員会議だとか研修会だとか昼休

みだとか、隙間だらけなんです。その隙間に地域の人たちをお願いして協力していただこ

うというのが、午後シンポジストの伴野さんがここいらあたりを詳しく提案していただけ

ると思います。ただ大分県で平成 16 年からこの取り組みはじめましたけれども、先生方ノ

ーなんですよ。忙しくなるから、多忙化につながりますから。地域の人たちが来るという

ことは様々な課題が、あとでデータ見せます、様々な課題があるんです。ですから反対な

んです。そこで大分県は平成 16 年、実際はじまったのは 17 年、県単独事業でモデル事業

をしました。モデル的に、その先生方の多忙化を回避をすると同時に、地域の人たちをど

んどん学校に行くシステムを学校活用するシステムをつくるために、コーディネーターを

配置しよう。民間の方ですよ、地域の方。地域をよく知っているコーディネーターを配置

しようということで取り組みをはじめました。ただですね、これも大反対でした。モデル

事業３市、３箇所やろうとしたんですよ。これ県もですね、県の単独で１千万とったんで

すけども、財政のほうはとんでもないということでしたが、何回か繰り返す中で知事セッ

ションをやりました。財政課長セッションもやりました。金がつきました。じゃあ金はつ

いたけれども、じゃあどこがするか。私が管理職参事でした。課長と一緒にいろんなとこ

行きました。もう８年ぐらい前なんでいいでしょうけどね。大分県の中の豊後高田市とい

うところがあります。昭和の町で有名ですよね。学力もずっと、学力ってさっきのワトソ

ンさんの話でいう学力じゃなくて、基礎学力いわゆる点数の問題ですよ、ずっと高いです。



あそこは教育のまちづくりを市長がやってまして、学校週５日制がはじまるときに、学び

の 21 世紀塾という、いわゆる地域の教育力を活用して土曜日日曜日に学びの塾を開設した

ところです。そこに行って教育長さん、今でも覚えてます、都甲教育長さんだったんです

けども「おお、いいことや」と。だって 300 万くれるんですよ、人件費を。県は３箇所に

300 万、300 万、300 万。いいことや。豊後高田市さんはすぐその年から受けていただきま

した。あと２箇所、いろんなとこ。ちょうど町村合併があったときなんで、そこの町がう

んっていったって合併した後の話なんで、合併協にも行きました。ご存じですかね、話が

脱線しますが。合併協の中では教育のことはほとんど語られてないんですね。教育のこと、

ほとんど語られてません。ビックリしました。合併協に行って、この取り組みをしてほし

いんだというのを合併協に行って話そうとしたら、事務局と話すだけで合併協のいくつか

の分科会には教育というのはないんです。これを大きく取り上げてやったのが島根県雲南

市、雲南市の先生おられます？大雨だったんで大変ですよね。雲南市の教育長も来て、大

分県に来ていただきましたけども。話、脱線しましたけども。要はなぜ、教育委員会まで

は教育長はうんっていうんですけども現場がノーなんです。コーディネーターをおいて地

域の教育力を入れると多忙化につながる。もうそれだけです。それで泣く泣く１年目は、

もう１箇所、う～ん仕方ねぇわって言ってやっていただきました。２年目に、もう２箇所、

本当大変でした。その事業が終わったときに平成 20 年ですかね、から学校支援地域本部事

業いわゆる教育基本法第 13 条をベースにした事業を国が立ち上げて、大分県でもそれを実

施してます。そのへんはその中身については午後の池田指導主事から話がありますけれど

も。この地域の教育力を活用するということに関して、子ども、実は実際私は大学に平成

19 年からいきましたので、その前につくったのは地域教育振興プランという。これは例え

ば人権教育であろうが、学力であろうが、キャリア教育であろうが、文化であろうが、大

分県 72 項目大分県教育改革プランという、いわゆる教育全体をどう進めるかというのをち

ょうどつくりました。その中の 72 項目の中の 40 項目は、協働してやりますとか、地域の

教育力を活用して進めますとか、保護者と共にやりますとか書いてるんですよ。書いてて

もじゃあどう具体的に現場でどうするのっていうのが書かれてないんで、これをつくりま

した。40 項目これ全部この中に抜粋してますけども、義務教育課はこうこうこうだ、人権

同和教育課はこうこうだと書いてるのを全部抜粋して。じゃあそれをやるためには地域の

教育力を活用するシステムが必要だということで地域教育振興プラン、これがいま動いて

います、大分県では。私大学に行きまして、これ調査物なんですけども大分県の調査を３

年連続。昨年度、先ほど言いました仙台にも行きましたけれども全国調査をしました。こ

れ冊子。これ全部あの大分大学高等教育開発センター、私の所属するところのホームペー

ジにデータが全部載ってますので、もし関心がある方はわかりやすいですから開いてみて

ください。そのデータをいくつか使いながらご説明をさせていただきます。まず子どもの

意識からみます。これは大分県の学力調査、23 年度の基礎学力調査。県教委が発表したも

のですけども、学力を４段階ＡＢＣＤとして、そして他の項目とクロスをさせて示したも



のです。まさにこれは先ほどのワトソンさんの話と同じです。学力がＡ村、小学校の先生

はこちらを見てください、これは中学校の先生こちらを見てください。学力がＡ村の子ど

もは「先生から認められていると思う」と回答したのが 69％、当然わかりますよね。ＡＢ

ＣＤ。学力が低い子どもたちは、先生たちから認められているっていうのが低い。という

ことは先生とのコミュニケーション能力、コミュニケーションの問題。「学校が好き」Ａ村、

Ｂ村やっぱり低い。こういうデータがたくさん県教委が発表しました。まさに学力とコミ

ュニケーション能力の問題だとか、先生との関わりの問題だとか、基本的な生活習慣だと

か、そういうものが関係あるんだよと大分県教委は一生懸命言いました。今でも言ってま

す。ところがなかなかそれを理解できない。詰め込みの学力、現場としてはそうせざるを

得ないのかなというふうには思いますけども。もちろん保護者なんかも「お手伝いせんで

いいから勉強しよ」「土曜日に部活？もうだったら部活やめて勉強しよ」こういう状況です。

子どもたちに聞きました。「あなたたちは地域の人に関わってもらって教えてもらったり、

一緒に活動したりしたことがありますか？」という質問。一緒にした活動、一番多いのは

総合的な学習の時間ですよね。それから読み聞かせ、読書。それから学校行事。それから

クラブ活動、部活動。５教科、他教科。５教科も結構、地域の人してる、一緒にしてます。

これが子どもにとってどうなのか。これは先生たちが持ち込んだ地域の教育力です。これ

は子どもに受け入れられてるのかどうなのか。「良かった」赤です。この差、この差があり

ますよね。全部が全部良かったんじゃない。これは今日は触れませんけれども、子ども自

身のコミュニケーション能力の問題。元々自分一人でコツコツするのが好きだとかいう、

そういう問題があります。と同時にやっぱり地域の人が来て煩わしいとかそういうことも

あるのかなと思いますけれども、基本的に見てください。ほとんどした活動、一緒にした

活動は良かった。「なぜ良かったんですか？」って聞きました。わかるようになる、できる

ようになる、楽しい、褒めてくれる、自分から進んでできる、何となく、その他。わかる

ようになる、できるようになる。小学校ならわかるけれども、中学校は専門ですよね。だ

からと思ったら大間違いで、これ小学校と中学校に分けてみましょう。わかるようになる、

できるようになる。これは小学校も中学校も同じくらいなんです。55％ぐらい。先生とだ

けするよりも、地域の人がきて教えてもらったり一緒にするとわかるようになる、できる

ようになる。小学校の子どもは感情的な楽しいとか褒めてくれるとか、自分から進んでと

かこういうのが多い。中学校はやはり感情的なものが少ない。何はともあれ、できるよう

になる、わかるようになると子どもたちは言ってる。ただ全ては全てじゃないかもしれま

せん。部活の意味かもしれませんし、英語教育のことかもしれません。子どもによって違

うようです。だから全てに地域の教育力を入れることがいいとは思いません。学校がやっ

ぱり自分たちの課題を把握して、よしここに地域の教育力を入れようよということを議論

することが必要です。実は、先ほど紹介いただきましたけども、私ども大分大学で地域の

指導者の研修をしてます。コーディネーター育成講座初級中級上級というのをやってます

けども、いま４年、今年５年目ですけども、上級は県外視察に行きます。一泊二日で。昨



年は佐賀県、その前の年は山口県に行きました。山口県に行ったときコミュニティ・スク

ールの学校、いわゆる地域の教育力を活用しながら取り組んでいる学校。全ての授業を私

たちのためにその日に全部あわせて、全ての学年で授業を見せていただきました。その中

のひとつ６年生の授業、20 人近くで行ったんですけども、みんなバラバラしながら各教室

授業を見たんですけども、６年生の授業音楽の授業をやってました。担任の男の先生はこ

う机を回りながら、それからボランティアさんが大事なことを喋ったとき談笑しながら。

ボランティアの女性の方が「じゃあ皆さん今日から新しい歌を歌いましょう」と。ある意

味ではプロですよね。私みたいなのがドドドとするよりもよっぽどいいですよ。特に小学

校の先生方大変ですね、私小学校だったんで。５教科はまあまあみんなね、あれですけど。

習字があって、絵があって、体育も様々あって、音楽があって、ピアノがある。できるは

ずないんです。こんなん言ったら悪いですけどね。小学校の先生全部できなきゃいけない

んですけども、できるはずない。だったらこの教科は地域の人にっていうのが、その学校

のやり方。音楽の授業見ました。ボランティアさんがピアノ弾いて一回歌って「さぁ皆さ

ん、はい何ページです。はい、歌いましょうね」とやりました。そしたら子どもたちが歌

いました。ボソボソっと歌いました。そしたらそのボランティアさんが「ありがとうござ

います。ありがとう」（拍手）と言ったんです。え？と思いました。普通私だったら、声が

小さい、まだ寝ちょんのか。寝ちょんは大分弁ですね。まだ寝ちょんのか、口が開いてな

いやろ。やりますよね？はい、もう一回。やります。ところがその方は「ありがとう」。そ

して「じゃあ今度はもう少し口を開けてみようかね。じゃあいくよ」大きくなりました。

あとで交流会があったんですけども、その方に「何でありがとうって言ったんですか？」

私たちだったらいま言ったみたいにこうなんですけどもって言ったら、その方「だって私

は教員でもないし教える身でもない。にも関わらず子どもたちは私が言ったら歌ってくれ

た。私が言うことを聞いてくれた。歌ってくれた。だから私はありがとうって言ったんで

す」と。まさに褒めてくれる。先生だったら褒めません。ボランティアさんの素晴らしい

教育力というものを見ました。こういう事例はたくさんあります。じゃあ先生方の現状見

てみましょう。ちょっと色だけ見てください。県内の小学校の先生方、一つの学校です。

お願いしてアンケートをとらせていただきました。小学校で目指す学校、目指す教師につ

いて項目がいくつかあって「とても思う」「思う」「あまり思わない」「まったく思わない」

という項目を選択していただいたんですけれども、「とても思う」「思う」だけをとりまし

た。上位を並べました。教職員が子どもと向かい合う時間を増やしたい。児童生徒の学習

意欲を高めたい。児童生徒の学力を向上させたい。いじめ・不登校・暴力等の生徒指導の

課題を解決したい。教育課程を改善・充実したい。20 人が 20 人とも。「とても思う」が青

です。「思う」が赤です。これ合わせて 20 人が 20 人とも。教員であれば当たり前というか

もしれません。でも、こう先生方は思ってるということを教頭先生、校長先生が、自分の

学校の先生がどう思ってるのかっていうのを把握されてます？やっぱり把握するべきです。

把握するということはコミュニティ・スクールを入れる上では絶対必要です。学校の先生



たちがどうしたいのか。何を悩んでるのか。だったら地域の教育力を入れようよっていう

流れになっていきます。これ小学校です。中学校。項目的にはほぼ一緒です、上位は。ほ

ぼ一緒です。が見てください。「とても思う」というのが中学校の先生多いでしょう。中学

校の先生のほうが現実的に様々な課題を抱えてる。「とても思う」いじめ・不登校・暴力等

の生徒指導の課題を解決したい「とても思う」。学習意欲を高めたい「とても思う」。子ど

もと向かい合う時間を増やしたい「とても思う」。小学校の先生はぎゅーっと少なくなって

ますけども、中学校の先生は「とても思う」が多い。現実、本当悩まれてるのだなという

のをつくづく感じます。保護者や地域への願い、家庭の教育力をあげてほしい。100％です

ね。学校に対する保護者や地域の理解を深めてほしい、保護者が学校に協力的になってほ

しい、こういう。これを中学の先生見てみましょう。見てください。「とても思う」が多い

でしょう。小学校の先生と中学校の先生の意識は若干違うということです。ただ、「そう思

う」っていうのは確かに同じぐらいなんですけどね。ここでですね、学校に対する保護者

や地域の理解を深めて欲しいとかいうのがあります。協力的になってほしいとか。ほしい

んであれば学校からどうアプローチするかです。ほしいほしいってじっと待ってたってし

てくれません。ほしいんなら学校を見てくれよ、どんどん学校に来て学校の大変なところ

見てくれよ。逆に、こんなところは学校はいま悩んでるんです、誰か支援していただけま

せんか。アプローチをいかにするか。アプローチしないでおっとって、学校に協力的であ

ってほしいとか、理解がほしいとか、なかなか言えないと思います。実際に保護者や地域

にしてほしいこと。これはですね、これは小学校のほうです。校外引率の活動サポーター

70％。子どもたちを連れて校外に行くときに、学級担任と養護教諭、管理職が一人ついて

いってくれればいいけども、なかなか。その時地域の人にお願いしますと何人か入ってい

ただく。小学校はこれが一番多いですね。学習効果を高める学習サポーター。授業でのゲ

ストティーチャー。人材バンクがほしい。まさにですね、こういうのは義務教育の先生方

の場合はごろごろ変わるじゃないですか、学校が。新しい学校に行くじゃないですか。そ

うすると地域がわからないんですよ。地域にどんな人がいて、地域にどんな物があって。

だったら、前にいた先生に聞けばいいんだけど、前にいた先生は教えてくれません。私も

行政に 10 年いて学校に帰りました。小学の４年生を担任したんですけども、何を聞けばい

いのかがまずわからないと同時に、教育課程を進めるうえで地域の人にお願いしたいんだ

けども、何をどういうふうにしてするかといったら、もうＰＴＡに「会長さん」ってお願

いするしかないんですよね。同僚の先生に聞くと「私はそんなのしてないからね」って言

う。去年はうちの学級担任だったから、子どもの保護者にお願いしました。先生も学級の

保護者にお願いしたら？これが精一杯です。してほしい支援、取り組みがあるんであれば、

それを何らかのシステムで支援していただく。そういう取り組みが必要だと思います。こ

れ中学校。ちっちゃいですけどね。中学校は学校へのクレーム対応を学校だけに任せない

でほしい。まさにこれがトップです。メンタル的なところでね、先生方苦労されてますよ。

ある地域では、学校支援地域本部事業とかコミュニティ・スクールとかいうものの中にも



ありますけれども別途、いわゆる弁護士さんとか、地域の中にいる弁護士さんたちですよ。

それとかＰＴＡとか組織の中で。学校にクレームがあったら私たち保護者に言ってくださ

いという組織も、学校の中にあります。職場体験の受け入れ。体験活動の場を積極的に提

供してほしい。まさにキャリア教育キャリア教育って言われてます。先日文科省にいって

話をしました。指導要領がかわって高校もキャリア教育をしなければならないということ

になりましたけども、中学校の職場体験、中学校２年生ですかね、大変ですよね。高校も

いよいよ大変になってきますけれども。そうそう、これ言ってましたよ。子どもが希望す

る職場先を探す必要は無いってはっきり言ってました。子どもが例えば商店に行って商店

の仕事をしてみたいって言ったら、先生方商店を探すでしょう。必要ないって。ある職場

に、そこにオッケーって出してもらった職場に行けばいい。そこで職業というものの入り

口を体験すればいい。これは文科省の考え方ですので、無理して子どもの希望どおりの職

場体験先を探す必要はないということでした。そういう遠征の送迎の活動支援をしてほし

い。まさに中学校の部活。指導要領の中のどこにも位置づけられてないでしょう。一時期

指導要領に位置づけるっていう時期があったんですけども、現在どこにも位置づけられて

いません。特別活動の中にもうちょっとはっきり出るのかなと思ったら出ませんよね。で

すからいま先生方、中学校の部活の先生方は、練習試合には連れていけないけど何とかは

したい。中体連とか公的な場合は別ですけども。練習試合とかだと。教員は乗せたらいけ

ない。私、教頭のとき研修をさせました。部活動、例えばですよ、野球部の先生が「教頭

先生、今度の土曜日何何中学校に練習試合に行きます。よろしいでしょうか」よろしいで

しょうかと聞くな。聞くな。黙っていけっち。聞かれたら答えないけん。いいとか悪いと

か言わなきゃいけない。この練習試合をどう位置づけてるのか。社会体育に位置づけてる

ところもあります。様々なかたちでやっておられるようですけども、中学校の先生は遠征

のときの送迎の活動支援、こういうことを言ってます。教員は目の前に様々な子どもがい

ます。優秀な子ども、Ｂみたいに体育だけが好きな子ども。それから平均的な子、これが

30 人 40 人います。一人の先生で見れることは、この輪っかをいかに大きくするかというの

が教員の力量。でも限度があります。スーパーマンじゃないですからね。これを抜いたと

ころ。この外のここが隙間なんですよ。ここにどう関わっていくのか。いま中学校、空き

時間がなくなったでしょう。前は 10 時間から 13 時間ぐらいの授業だったのが、今はほと

んど満杯でしょう、中学校の先生もね。ですから、ここのぶんは私が先生のクラスに行っ

て見ましょう、なーんてことはできません。ここをこういう子どもたちにどう関わってい

くのか。誰が関わるのか、この隙間に。ですから一日に一回も先生と話さんまま帰る子ど

もはいるはずです。はい、そういう流れの中で文部科学省。教育基本法が平成 18 年に改正

されたときに新しく入ってきた項目。第 13 条 学校、家庭及び地域住民の相互の連携、協

力。それぞれの役割と責任を自覚するとともに、問題はここです。相互の連携及び協力に

努めるものとする。ここです。この 13 条が入ったために文部科学省は生涯学習局のほうで

学校支援地域本部事業というのをはじめました。いわゆるコーディネーターを配置して、



コーディネーターが地域と学校をつないでいく。大分県はこれが 19年からはじまったかな。

大分県は 16 年から取り組みをはじめてましたので、この事業をとりました。全国的にとっ

てます。先ほど言いました仙台は今はすべての学校で多分、学校支援地域本部事業をやっ

てます。学校支援地域本部事業をやってるいろんな県のところから、中川さん来て話して

くれんかということで、先日鳥取県に行ったんですけども。鳥取県の先生おられます？は

い。今日この日に会いましょうと言って別れたんですけども。教頭先生とそれからコーデ

ィネーターさんの合同研修会を演習形式でやりました。もうコーディネーターを配置して

います。ここで聞きます。コミュニティ・スクールにしてもどちらでもいいです。地域の

人、ＰＴＡでも何でもいいです。学校の要望に対応して地域の人たちを学校に紹介してく

れる、そういうシステムがある。学校の先生が一生懸命電話して探してお願いするんじゃ

なくて、この人に言ったら、公民館に言ったらとか、コーディネーターさんに言ったらと

か、ＰＴＡのこの部に言ったらそれしてくれるというシステムがあるところ、恐れ入りま

すけど手を挙げていただけますか。はい、わかりました。午後は、このシステムづくりを

考えましょうというのが午後のテーマになります。連携協力に努めるためには、学校に任

せておったらダメなんです。それこそ先生方の多忙化です。学校はしてほしいことを言っ

てください。そして、してほしいことを支援に入ったときに、具体的に打ち合わせをやっ

てください。でもね、いまコーディネーターさんがもう何年もたつとコーディネーターさ

んが具体的に打ち合わせをしてくれてます。まさに伴野さんが午後、そこいらあたりを話

をしてくれると思いますけども。これも文部科学省が、より豊かな学校教育活動の展開が

必要だよと。地域社会からの学校教育活動への支援が必要だよと言ってます。でコミュニ

ティ・スクール。学校の立場からコミュニティ・スクール。先ほど言ったのは教育基本法

13 条からいったのは、学校支援地域本部事業。地域から学校を支援する。コミュニティ・

スクールは逆に、学校がこんなところが足りないんでぜひ、こういう子どもたちを育てた

いんでぜひというのが、簡単に言えばそういうことです。という取り組みが必要なんだよ

と。コミュニティ・スクールのほうは初中局、学校支援地域本部事業のほうは生涯学習局

です。最近やっと初中局と生涯学習局がこのことに関しては仲良しになりました。大分県

は先ほどから言ってます。実際事業としてはじめたのが平成 17 年度から、１千万で事業を

始めました。システムづくりです。施策としてのシステムづくりを始めました。総合教育

計画だとか答申基本法の改正を受けて、学校・家庭・地域社会の教育の協働の具現化、時

代を担う子どもの育成と同時に生涯学習をやり社会教育をやりますので、大人自身の生き

甲斐と地域の再構築。まさに仙台のあの東日本大震災があったときに大人がつながってい

た。それをめざしてます。キーワードは情報の共有、コーディネーターとの。大分県はコ

ーディネーターさんを公民館にいていただいております。いま 120 名ぐらいおりますけれ

ども。全国調査、文部科学大臣表彰を受賞した学校というか地域を昨年調査したんですけ

ども、全国的にはですね、学校にコーディネーターを配置しているところが多いです。ま

た、いい成果をあげてます。でもね予算がないんですよ。大分県なんで中学校区に一人。



教育委員会が積極的に進めている市町村、大分県もしてるんですけども、要は予算がない。

積極的にしてるところは各学校に一人ないし二人おいてるんです、コーディネーターを。

それは後ほどちょっとデータでお見せします。先ほど言いました地域教育振興プラン、19

年度から 27 年度までのプランをつくりました。この基本は、子どもたちの体験・交流、安

全・安心、豊かな学校教育を、いまやっていることをもっともっと整理しよう。統合しよ

う。この３つの力がバラバラに働いてる。例えば私、この例でいつも言うんですけども。

はい、教頭先生たちにお伺いします。一つ一番単純な例です。朝の交通指導に学校として

年間、この時に交通指導でる、この時に交通指導でる。教員が順繰り順繰り回って交通指

導に立っている。そういう取り組みをされている学校、手を挙げてみてください。はい、

ほとんどですね。はい、私がいたところもそうでした。その間学級担任は、例えば１年１

組の先生がそれに出ていくときに教室に誰がいるか。勤務時間外ですからいなくてもいい

んですけれども。私が地域の人に向かって言ってます。何で先生たち、何何先生、中川先

生、先生こんでいいっち。先生は教室で子どもを待ってくれっち。地域の安全・安心は私

たちに任せてくれっていう、何でそういう地域にならないんですか。まさに隙間です。先

生たちが勤務時間が８時 10 分だからっていって８時 10 分に来る先生はほとんどいないで

しょう？20 分 30 分前に来て、教室に行って子どもたちを迎えたり授業の準備したり、様々

なことをされてます。交通指導に行けば、その間教室に行けないんですよ。先生たち、来

んでいいっていう地域社会をぜひつくっていただきたい。これは一人ではできません。教

育行政、町づくりの一貫として。一つの例ですよ、今の。そこで、そういうことを役割分

担して体系的、効果的、日常的、継続的にやっていこうよっていう、３つの力を足して育

むという言葉を造語として平成 16 年に大分県がつくりました。かぎかっこがついてます、

本当は。某メディアからたたかれました。県教育委員会がこんな造語をつくるとは何事だ。

ところが、その某メディアも今はどんどんこの文字を使ってます、使っていただいてます。

まさに私がいま言ったんです。先生の役割は子どもと向かい合うこと。だったら教室で子

ども、私たちは地域で。お母さん、お父さん、子どもに朝飯を食べさせてください。これ

だけでも協働ですよ。朝飯を食べさせないで学校にくると子どもたちはいつまでも脳が眠

ってます。先生は学級担任は昨日のパンとか何とかを買ってとっとって食べさせます。今

は食べさせたらいけないんかな。こそっと食べさせてますよね？だって何も食べてきてな

いんだから。せめて朝飯を食べさせて。文部科学省の調査です。朝給食というのがあると

ころがあるらしいですね。朝給食。校費でですよ、ビックリしました。文科省が調べまし

た。今までずっとお話してきましたけども、これは大分県の取り組み、大分県は公民館に

いく。学校が何か支援してもらいたい、職場体験の受け入れ先を探したいと言ったらコー

ディネーターにお願いして、コーディネーターが公民館長に言って、また商工会とか組織

に言って、そしてそれぞれで探してコーディネーターに、この人がいくよ、この人がいい

よって言って、コーディネーターが学校に紹介する。教育課程の中身はコーディネーター

なかなかわかりませんので、先生とやはり打ち合わせをしなければいけない。そして支援、



受け入れをしていただく。でもコーディネーターさん、先ほども言いました。３年も４年

も５年も、午後の伴野さんみたいになると「先生そろそろ今年もこの時期になったけん」

っていう話をコーディネーターからしてくれます。で中身。様々あります。施設メンテと

か環境整備は結構お願いしてるんですけれども、ゲストティーチャー、学習アシスタント

はなかなか、子どもに直接関わっていただくと、秘密がばれるとか情報がばれるとか、そ

ういう心配がある。だからこっちはなかなか右側はなかなか入れようとしていません。地

域の方々、子どものための活動ならいいですよと言って、これは大分県調査です。66％の

方が、子どものためなら私ができることならしますよ。これアンケートですから実際にす

るかどうかはわかりませんけども、少なくとも半分してくれたって 30％です。いろんなデ

ータが出てますけれども、学校支援者述べ５千何百人って出てますけども、述べですよ。

私が言ってるのは実人数です。東日本大震災のときみたいにつながる、実際の人間がつな

がる。そういう実人数が 66％ですから、半分ぐらいの方が本当にしてくれても十分につな

がれる。地域の環境、交通安全活動、様々な活動があります。これに比べて断トツですよ。

子どものためなら汗水流します。これ学校に行くだけじゃないんですよ。学校はね、こう

いうことをお願いしてるんですよ。商店街の商工会の人にお願いして、子どもたちが登校

する時間に合わせて店先の掃除をしてください。「おはよう。いってらっしゃい」声かけて

ください。こういう町づくりをしてるんですよ。わざわざ学校に来てしなくても、子ども

のために何かしていただけませんか。まさに 65.9％の方々にお願いして、自分ができるこ

とをお願いしてる。日向ぼっこパトロールとかね、わんわんパトロールとかね、様々な言

葉で地域の人に呼びかけながら子どもに関わっていただこうと、そういう取り組みがあり

ます。そろそろ終わりですので、期待できる効果。はじめる前、はじめて１年後、授業の

理解力につながった。学校、校内生活の意欲につながったという結果。それから、これ小

中学校別に分けますと、小学校のほうは校内活動への関心・意欲が高いですよね。子ども

の安全・安心はもちろん小学校も中学校も。これ全国調査。青が全国で、赤が大分県です。

学習意欲、コミュニケーション能力、社会規範、思いやり、道徳性の向上とか、基本的な

生活習慣。これ全国の文部科学大臣表彰受けたところ。これ高いですね。それから大人、

社会、学校へ期待されること。地域住民の関心が高まる。まさに学校を理解してほしい。

大人同士がつながる。全国は 70％あります。安全安心。全国調査と大分県調査を比較して

みました。ボランティアの発掘、これは大分県です。教職員がする。コーディネーターが

いるとこですよ。コーディネーターがいても教職員がする。実はですね、私免許状更新講

習の講義をやってるんですけど、150 人の先生方に何回か「はい皆さん方、皆さん方を支援

するコーディネーターがいる学校、手を挙げてみてください」と言ったらパラパラしか挙

がらないんですよ。今いるところ言いますよ。はいって言ってね、中津市は全部います、

全部のカバー。豊後高田市も宇佐市も杵築市も国東市も、全部の学校カバーするようにコ

ーディネーターが配置されてますって言ったら、ええ？知らんかったっち。コーディネー

ターが配置されていることを、多分校長、教頭は知ってるでしょうけども、職員までいっ



てない。校長がストップしてるのか教頭がストップしてるのかわかりませんけども、先生

方が知らない。教頭先生や管理職が言ったけども、先生方が右から左なのかもしれません。

ただ知らないという方、ものすごく多いです。そのシステムの事務局。システムを動かす

事務局。全国調査では学校の先生たちもその事務局員として入ってる。ここは教頭先生な

り学校の研究主任とかそういう方々とコーディネーターさんが一緒に、週に何回か月に何

回か打ち合わせしながらやってるということです。これは最後のスライドです。とはいえ

３年間連続調査をしました。一番下が１年目始めるとき、２年目、３年目、だんだん教職

員の仕事量が増加っていうのはこれ、だんだん増えてます。それはもちろんそうですよね。

今まで算数の時間、英語の時間にお願いしてなかったのが、この制度がはじまることによ

ってコーディネーターさんがしてくれることによって、どんどん入れだしました。そうす

ると多忙化につながるのは当たり前です。ただそれは多忙感なのか、本当に多忙なのか。

もし多忙化につながるんであれば、先ほど言いました、朝の交通指導はもう地域にお任せ

しますとか、そういうことを校長を中心にして学校経営の中できちんと、そのことを教育

長に報告して教育行政としてちゃんと支援していくシステム。内部情報の問題。それから

地域の人が来るとどうしても急に中止しましたというのはなかなか言えないですよね。日

程の問題。ところが予算の問題だとか自己責任の問題というのは、だんだん少なくなって

きてます。ずっとお話させていただきましたけれども、午後はこれを受けまして、じゃあ

日常的に継続的にそういう地域の人を来ていただくシステムをどうつくっていけばいいの

かということについて、先ほど伺いましたけどもコミュニティ・スクールとか学校支援地

域本部事業とか受けているところは、その機能を使う。受けていないところは、じゃあど

うしたらいいのかということも含めまして、午後登壇者とともに考えていけたらいいなと

思います。午前中は一応こういう方向、こういう取り組みをしましょうという提案をさせ

ていただきました。どうもありがとうございました。 

 

平田先生：中川先生、たいへんありがとうございました。中川先生には午後のシンポジウ

ムでのコーディネートもお願いをしております。一旦ご退席されます。このあと昼食休憩

に入ります。この会場を出られまして階段を上がりましたところに、弁当を準備しており

ます。この会場内でも食べられて結構です。あわせて午後のシンポジウムでの追加資料ご

ざいますので、お取り下さい。午後の開始は 13 時 20 分とさせていただきます。５分前に

はご着席のほうをお願いします。それでは午前の部を終了させていただきます。大変あり

がとうございました。 

 

～昼食休憩～ 

 

平田先生：ただいまより午後の部のシンポジウムをはじめます。はじめにご登壇者の皆様

のご紹介をいたします。コーディネーターをしていただきます、大分大学高等教育開発セ



ンター教授 中川忠宣様。シンポジストをしていただきます、別府市教育委員会教育長 寺

岡悌二様、同じく大分県教育庁社会教育課 池田喜隆様、同じく大分県佐伯市立堅田小学

校教頭 伊東俊昭様、同じく杉並区学校支援本部実行委員会チーフコーディネーター 伴

野博美様。皆様よろしくお願いいたします。本シンポジウムはテーマを「教育の協働を推

進するためのシステムをどうつくるか」ということで進めていただきます。それでは中川

先生、よろしくお願いいたします。 

 

中川先生：それでは午前中の基調提案をベースにしながら、ただいまからシンポジウムを

はじめさせていただきます。テーマはいま進行のほうから申し上げましたとおりですけれ

ども、まずテーマをちょっと整理しておきます。前半の「教育の協働」っていう言葉につ

きましては午前中の基調提案で申し上げましたように、家庭、学校、地域社会が連携し、

それぞれの教育機能を互いに補完・融合しあいながら協働して子どもを育てていくこと、

というふうに規定したいと思っているわけです。大分県教育委員会は午前中もお話しまし

たように、このことを「協育」、３つの力を足して育むといっております。次にシステムで

すけれども、一応言葉の共通理解をするために書かせていただきました。特に地域社会の

教育力を学校教育活動に体系的、効果的、日常的、継続的に活用するための、学校を中心

とした家庭、地域社会が協働するしくみ、というふうに規定をしたいと思います。地域社

会での様々な教育活動もあるんですけども、今日は学校教育ということにしぼりまして、

そのシステムを考えていきたいと思ってます。午前中の基調提案をちょっと整理します。

地域住民の学校支援ボランティア活動の推進方策としまして、これアンケート、大分県内

の先生方、それから教職員、コーディネーターの方にアンケートしたんですけども、一番

左側、コーディネーターの配置が一番重要であると先生方が言っている。ここに注目して

いただきたいと思います。いわゆるコーディネーターがいることによってこれは進むんだ

と、先生方が言ってる。もちろんコーディネーター本人も言ってますけれども、ここを一

つおさえていただきたいと思います。次に伴野さんが後ほど詳しくお話されると思います

けども、コーディネーターが何をしてるのかというと、地域人材バンクづくり。それから

チラシ、広報紙を作成するとか、学校との定期的な打ち合わせ。特に大分県の場合は一人

のコーディネーターさんが３校、４校、１中学校に一人ですので校区に一人ですので、様々

な学校に対応しますので、一週間に一回なり一ヶ月に一回なり、定期的に学校と打ち合わ

せをしている。だから公民館にコーディネーターがいますので、公民館学級、公民館講座

との連携。公民館長、公民館職員と連携しながら公民館講座に関わられている方々も含め

て、地域の方々を学校への支援につなげていく。それから会議の企画・運営。日常的な連

絡体制づくり。説明会。こういうことをコーディネーターがやっていると。これは大分県

のデータです。してもらった支援とコーディネーターの有無。実はこの調査は佐伯市の小

中学校の調査なんですけれども、この調査をしたとき佐伯市ちょっと記憶が薄いかもしれ

ませんが 14 中学校区だったと思います。７中学校区にコーディネーターがいまして、７中



学校区にはコーディネーターが配置してなかった。今はすべて配置してます。この調査一

昨年やった時にはそういう状況でしたので、コーディネーターが配置されている学校が青、

配置されていない学校が赤。してもらった支援活動をちょっと分類してみました。クラブ・

部活動はコーディネーターいるいないに関わらず結構多いんですけども、配置があるほう

が多い。それから学校行事は実は学校行事に関しては配置なしでも今までのつながりの中

で十分にできてる。その分、ここですよね、学習支援、実習補助、これがコーディネータ

ーがいることによってはじまったというふうにお考えいただければ。コーディネーターが

いない場合は、ほとんど学習支援、実習補助がない。コーディネーターがいることによっ

て。ですから現在、この調査からもう丸々二年ぐらい経つんですけども、もっともっと学

習支援が増えております。いわゆるコーディネーターがいることによってこういう、いわ

ゆる学習支援、楽しい学習をしていくための取り組み。午前中のお話しにもさせていただ

きましたけれども、褒めてくれるとか、わかるようになる、できるようになる、そういう

活動がはじまってきたというふうに言えます。そこで、今日行政を代表して県の方と別府

の教育長さんに来て登壇していただいておりますけども、行政の役割は何なのかというと、

地域住民、教職員とも予算の額を。特に教頭先生たちは予算の問題ですね。ところがです

ね、この予算についてですが、以前この取り組みをはじめる前は謝金だったんです、先生

方。謝金がほしい。ところがボランティアで地域の人がしていただけるということで謝金

ではなくて、これはですね、原材料費だとか交通費を行政でちゃんと確保してほしい、そ

ういうのが一番多くなっております。じゃあ学校の役割は何なのかというと、やっぱりし

てほしいことをちゃんと発信してよと。先生たちも言ってるんですよ。してほしいことを

発信すること。地域住民も言ってます。コーディネーターも言ってます。断トツです。私

のとこやってるからもういいじゃなくて、してほしいことが、午前中もお話しました、隙

間がいっぱいあるはずです。その隙間をぜひ支援してもらいたいということを発信するこ

とというふうに言っております。ここいらあたりは伴野さんのほうに後ほど詳しくお話を

していただこうかなと思います。要は午前中お話しました、こういうシステムをどうつく

っていくか。それぞれの立場から登壇者の方にお話をいただこうと思っておりますけども、

まず起承転結でこの３時間を進めたいと思います。まず、どのようにシステムづくりに取

り組んだのか、取り組んできたのか、取り組むのか。それを受けまして、会場の皆さん方

と議論を深めていきたいと思います。そして登壇者にもっともっとこれからどうあればい

いのか。仕組みの問題、学校の姿勢の問題等について登壇者の方々に議論をしていただい

て、最後にこれからの取り組みを探っていく。こういう流れで起承が終わりましたら、休

憩をとりたいと思っております。それでは、こういう流れで進めて参りますけれども、先

ほど紹介、進行のほうからしていただきましたけども、本日は４名の方に登壇しておりま

す。まず登壇者の方に自己紹介をしていただきますけれども、それぞれの立場、寺岡教育

長さんは教育長としての立場、それから県教委は県教委の立場、それぞれの立場から教育

課題とか、その課題への自分の立場としての取り組みの現状を交えた自己紹介。要は自己



紹介。自分はどういう立場で登壇してるという部分を踏まえた自己紹介を３分程度でお願

いしたいと思っております。それでは席の順に、まず寺岡教育長さん、よろしくお願いし

ます。 

 

寺岡先生：皆さん、こんにちは。別府市の教育長をしてます寺岡と申します。私はいま、

中川先生のほうからご指摘がありました教育長としての立場でございますけれども、30 年

前いまの支援学校、旧養護学校から小学校、そして中学校を経て、いま行政におります。

別府市の学校配置につきましては、公立幼稚園が 15 園、小学校が 15 校、中学校が８校。

各小学校には単独調理場が配置しております。地区公民館が６地区公民館ございます。こ

の教育委員会にいますと、毎年のようにあるいは毎月のように様々な教育課題が発生して

は雲のように消えていきます。そのご苦労につきましては各学校の教頭先生。大分県はま

だ副校長先生が配置されてませんけれども、教頭先生方のご苦労というのは本当に身にし

みて毎日わかってるところでございます。しかし、いろんな課題を考えましたときに、も

う学校教育では非常に難しいという実感をしております。人的にもスキル的にも学校教育

のみではなくて、どうしても保護者、地域住民の力がいるというふうにいま思っていると

ころでございます。そういう意味では、この学校を中心においた地域と共にある開かれた

学校づくりをぜひ推進しなければいけないという思いでいっぱいでございます。特に別府

市は前が海、後ろに旧火山の山がございます。地震等の自然災害に対しましても、この防

災教育の観点からも学校を中心においた、いわゆる地域づくりというのはどうしても必要

であるというふうな思いに至ってます。もう一点は、今まで自分が関わった子どもたちが、

どうも学校から離れていくと。いわゆる不登校等になりまして学校から離れていってしま

って、本来いるべき子どもたちがいなくなるというような状況がございます。そういうこ

とも、どうも学校教育だけでは厳しい状況があると。特に別府市では昨年もいろんな事件

がありましてマスコミ報道にもなりましたし、校長先生はじめ教頭先生一生懸命やってる

んですけれどもそれが外に出てしまって、議会等でも、一体学校教育のあり方どうなって

るんだろうかという、かなり厳しいご指摘がございます。それ以上に、一人一人の子ども

たちが本当に安心して学校の中で過ごせる学校づくりが本当にできてるのかということを、

校長先生、教頭先生と一緒になって、いま対応しております。そういう意味でも、いま地

域教育力のこの取り組みを入れる必要があるというふうに判断をしました。平成 20 年度か

ら学校支援本部事業を文科省の委託を受けまして３年間、そしてその事業が切れまして、

平成 23 年度から現在まで国・県の補助をもらいながら、市も補助し、地域教育力活性化事

業というのに、いま取り組んでおります。どうしてかといいますと、保護者も子どもも非

常に孤立化する状況がございます。別府市におきましても学校の校長先生、教頭先生ある

いは学年主任あるいは学級担任と保護者との関係が切れたり、あるいは子どもとそのパイ

プが切れてしまって、それが第三者のほうにいくというような状況がございました。どう

してそういう人と人との絆が切れてしまったんだろうかということ。あるいは地域の人か



ら、もう少し保護者と何らかの活動を通じて親しみがあれば、そういうことはなかったん

だろうというご指摘もありました。そういう意味でもぜひこの教育ネットワークを活用し

た学校づくりがいると、そういうふうに判断をしまして、いま担当課の生涯学習課と、あ

るいは学校教育課、あるいは総務課と一緒になって、別府市のほうでこのコミュニティ・

スクールをぜひ入れたいという方向であります。そういう別府市の現状もございまして、

ぜひこのシステムを導入したいという、そういう思いでおります。以上で簡単ですけれど

も終わります。 

 

中川先生：はい、その中身は後ほど具体的に紹介していただこうと思います。それでは次

に、実は午前中も申し上げましたように、大分県の取り組みというのが県教委の取り組み

というのが柱にありますけども、つづきまして自己紹介、池田さんお願いします。 

 

池田先生：はい、それでは皆さんこんにちは。大分県教育庁社会教育課の池田でございま

す。全国都道府県どこでも、いま学力、それから体力、心の育成ということで喫緊の課題、

最優先重要課題だと思いますが、それは学校教育が主導権をですね握って、推進をしてい

るところでありますけれども、私からは社会教育それから生涯学習を軸にして、そういっ

た切り口で端的に県のスタンス考え方について述べてみたいと思います。私も中川先生と

同じで小学校の教員でございました。行政に携わるようになってもう７年目でございまし

て、この別府市が生まれ育った故郷でございます。この大分県では学校、家庭、地域が、

いわゆる連携協働するための仕組みでございますが、午前中からずっと話題になっており

ますけれども教育ネットワークを全国に先駆けて取り組んだわけでございます。その結果

数値にも多く出ておりますけれども、学校の授業それから登下校の見守り、安全指導、放

課後のですね体験活動の支援、多くの県民住民の皆様が参加をしてくださっております。

その実績は着実に伸びて積み上げてですねおります。この施策事業につきましては今後も

財政的な部分もありますけれども、施策事業を続けて進化充実をさせていきたいというふ

うに考えているところでございます。地域によっては非常に大きな成果をあげている市町

村もございます。学校もあります。そういった取り組みが地域、その地域だけではなくて

近隣の広くですね、浸透して全体的に高まっていくような機運もデータには出てきており

まして、いわゆる教育の質の向上は学校、家庭、地域、関わる全ての方が当事者になって

いただきたい。そういった意味での支援者ボランティアだと捉えているところであります。

この取り組みを県内あまねく広めていくというのが現在の県のスタンスでございますけれ

ども、何せ教育の課題が複雑化ですね、多様化しております。いじめ問題に象徴されるよ

うに、なかなか学校や家庭、地域がそれぞれで対応していても解決には至らない。非常に

難しい状況になっておりますが、平成 18 年に教育基本法が改正されまして、そこから学校

支援地域本部事業がスタートするわけですけれども、その事業施策を軸にしながら学校、

家庭、地域がそれぞれの、いわゆる教育力の向上をめざしていく。相互に連携をして子ど



もたちの健やかな育ちを後押しをしていくと、こういうようなことで現状認識、課題認識

をしているところであります。このあと、その現状や課題を打破する仕組みづくりという

ことで、皆さんとまた発表を通して協議、議論していくことを大変楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。伊東さん、お願いします。 

 

伊東先生：改めましてこんにちは。大分県のですね一番南に位置しています、九州で一番

広い面積をもっております、佐伯市。そこの上堅田小学校で教頭をしております。今年で

教頭として３年目を迎えておりますが、前任校２年間勤務したんですが、教諭としてです

ねその前に３年勤務して、そのあと教頭に昇任されてそのままその学校で教頭になりまし

たので、自分自身、地域教育推進担当というものと、それから研究主任を兼ねて教育ネッ

トワークづくりに取り組んでまいりました。公民館に所属している校区コーディネーター

と連携をしながら、地域人材の支援によるですね教育活動の充実等進めてまいりました。

そのあとですね、教頭になってからは今度は研究主任、それから教務主任と連携を図りな

がら、如何に地域教育、教育の協働を推進していくかということに取り組んでまいりまし

た。昨年度はですね、教育課題研修指導者海外派遣プログラムということでイギリスに行

かせていただきました。その時にちょうどですね、学校と地域等との連携ということで、

12 校小学校から高校それから専門学校等まで視察をさせていただきまして、改めて自分の

学校の取り組みのいいところ、それから課題を振り返る機会を得ました。なかなかですね、

４月から現任校でいま新たな取り組みとして行っているんですが、これまで当然いまの学

校でも教育システム、教育ネットワークの構築というのは成されてきてるんですが、やは

り校区コーディネーターが以前の前任校のコーディネーターと少し違ったかたちの方であ

ったり、それからネットワークのつくり方も少し違ったので、いま少しずついいかたちに

していくように模索していってるところです。教育課題としては、学力の向上それから体

力の向上とありますが、個人差が非常に顕著になってきてますので、個に応じたよりきめ

細かな指導、支援が必要だなというふうに感じております。それから、豊かな人間性とし

て心の教育ですが、重点目標として掲げてます挨拶というのは学校の中では非常によくで

きてるんですが、地域に帰るとですね、なかなか子どもたちが挨拶ができてないという声

を聞きます。また、心ない落書きとか言動もありまして、人との関わりを通じてですね、

自尊感情を高めていく必要があるなというふうに課題として捉えております。そういった

場合に個に応じた体験活動や、より多くの人と関わる機会を保証していく必要があるなと

いうことで、これまで取り組まれてきたこと、それから限られた活動に対しては支援して

いただく取り組みが成されてるんですが、これから支援内容の幅を広げていくことが本校

の課題かなというふうに捉えております。今日はよろしくお願いします。 

 



中川先生：はい、ありがとうございました。最後４人目になりますが、唯一東京から来て

いただきました。コーディネーターの伴野さん、よろしくお願いします。 

 

伴野先生：伴野でございます。よろしくお願いいたします。私は皆様方と違って本当にず

ぶの素人ですので、素人が見た地域活動から見た学校ということで今日は語らせていただ

こうかなと思っておりました。私はＰＴＡ、ワトソンさんと一緒でＰＴＡの出身です。私

は幼稚園から有名私立校に子どもを行かせたいがために、おむつをしてる時からずっと塾

通いをさせてました。それが親としての最高の責任と私は思っておりましたので。ところ

が運悪くというか運良くというか、私立小学校には行けませんでした。で、一番行きたく

なかった近隣の杉並第一小学校というとこに入学いたしました。そこが今の私の拠点の場

所になってるんですが。その時に英語はできました。漢字ももうできました。そういう学

力はすごくつけたと私は思ってました。でもそれは学力ではありませんでした。入試のた

めの学びでした。小学校に入って、社会教育が全く成されてませんでしたから、人とのコ

ミュニケーションもとりにくく、いろんな事で友だちと軋轢が生まれたりとか、先生にも

ひどく迷惑をかけた時に、その時の１年１組の担任の先生がうちの子の心を溶かしてくれ

ました。その時に私は「あ、これだ」と思い、ＰＴＡ活動がしたくて自分から自ら手を挙

げて、６年間ＰＴＡ活動をいたしました。それが今の私の基盤をつくっております。ただ

ですね、ＰＴＡから見た学校というのは、もう先生方には釈迦に説法だと思うんですけど、

ゲストですよね。お客様ですから、学校はとってもＰＴＡには気を使ってくださったとい

うことが今になってわかります。地域活動を受けて、そのあと学校支援本部があり、学校

教育コーディネーターを受けたときに、はじめて学校の中がよりよく見えてきました。あ

のＰＴＡのときはきっと先生方は気を使って私たちに接して下さったなということと、先

生は苦労を隠してらっしゃいました。私はコーディネーターになって、皆様方すごく私仲

間だなと思うんですけど、時の教頭先生と手を取り合って泣いたこともあります。汗をか

いたこともあります。ですから私は教頭先生は私の地域活動の仲間と思っておりますし、

学校の入り口だと思っておりますので協力してやってまいりました。今があります。そし

て学校支援本部が立ち上がり、学校支援本部の本部長をやらせていただいてるんですけど

も、それまではですね地域活動といえば、町の良寛様でよかったんです。あの人、人がい

いわよね、何言っても受けてくれる。ただ、学校支援地域本部となったらそれは違います。

先ほど中川先生がお話したように、学校教育により近いところに寄り添って活動を展開し

なくてはいけないので、ものすごく学びました。私の中で、私はずっと親バカだと思って

たんです。親バカは私は美化した言葉だと思ってますから、私は親バカになりたいです。

今も親バカです。でも私はバカ親でした。ですのでいま、ＰＴＡ、保護者の方には親バカ

とバカ親の違いを私はことごとく話しています。私は小学校にあがったときに、たかが親

歴６歳でした。私はその時 46 歳でしたから、実年齢は 46 歳でしたけど、親歴は６歳です。

先生方もご苦労してると思いますけど、人としてよりも親としての資質がなかなかできな



い保護者が多いという中で、私は学校側が言えないこと、それを保護者の方たちにお話し

ながら、保護者教育をいみじくも若干なんですけどやらせてもらいながら学校に協力して、

させていただいてる状況です。その中で、ここにございましたように杉並区のほうの学校

支援本部の実行委員会チーフコーディネーターというのは、杉並区のコーディネーターは

育成しております。杉並区はライセンスをつくりましたので 10 研修受けないとコーディネ

ーターを名乗れません。そのあと東京都のほうの育成もやっておりますし、文部科学省の

社会教育アドバイザーもやらせていただきました。地域の私たちがこんなようなかたちで、

本当に素人が学校教育に関与できるということが私は嬉しくて仕方がないんです。いまワ

クワクして活動しております。ですからいろんな地域に行ってお話申し上げるんですけど

も、ぜひとも負担感がなく、学校教育にこんな関与できるなんてすごく素晴らしいことじ

ゃないですか。それを皆様方にお話しつつ活動させていただいております。ワクワクする

中身に関しましては後ほどお話したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。３分以内にって言ったのが結構伸びました。

これから心配です。そこでですね、いよいよ、いまそれぞれの立場をおわかりいただいた

と思います。それぞれの立場で何をどうしようとしているのか、具体的な事例、取り組み、

考え方というものをシステムという視点から、お話をしていただこうと思っております。

15 分。13 分ぐらいになったらそろそろって言いますので。はい、よろしくお願いします。

まず大分県として平成 17 年度から具体的に事業を展開しておりますけども、その方策、成

果に関して、また現状に関して、まず教育委員会の池田さんからご報告いただきたいと思

います。もう座って結構ですので、よろしくお願いします。 

 

池田先生：それでは失礼いたします。トップバッターでございます。ちょっとあのプレゼ

ンですね、自分もスクリーンのほうで見ながら説明いたしますので、ちょっと少し動き回

るかもしれませんけれども、ご容赦願いたいと思います。テーマは午前中、中川先生から

基調提案ございましたけれども、教育の協働を推進するためのシステムをどうつくってい

くかということでございます。それで、教育や教育ネットワークについての定義について

は、先ほど午前中の整理としてまとめとして中川先生からご提示いただきましたので、こ

のへんは省略をしたいと思います。何回も出てきますけれども平成 17 年度が大分県のこの

取り組みのスタートでございました。事業名が地域教育振興モデル事業といったタイトル

でございまして、これは枠の中にもありますように地域総参加で子育ての町づくりをめざ

すと。それから学校、家庭、地域社会の三者が連携協力して子どもの教育を行う。継続的

で強固な教育ネットワークのシステムを構築する、構築を図るということで、やはりシス

テムづくりがこのモデル事業の柱になっておりまして、やはり大本ですね、原型をつくっ

ていくというのが至上の命題でございました。校区ネットワークを組織するというふうな

ことで赤の字で書いておりますけれども、そこにやはり当時は校区相談員と名称で銘打っ



ておりましたけども、これが現在の校区コーディネーター、いわゆる教育コーディネータ

ーという立場の方を公民館に配属をすると。そして情報交換とか協議等を行いながら、一

体となって子育てに取り組むシステムをつくりあげていく。それから教育委員会にですね、

やはり各市町村にですね、このモデル事業の指定をさせていただいた下にあげております

けれども、豊後高田市、臼杵市それから豊後大野市、佐伯市と４市でスタートしましたけ

ど、なかなか指定にですね手間取ったようでございますが、とりあえずこの４市でまずは

スタートいたしました。これが現在、大分県当課でですね、原点といいますか根拠にして

おります地域教育振興プランでございます。大きく３つの柱がございまして、ご覧になら

れたとおりでございますが、これはもう冊数がだんだん少なくなってまいりましたので大

分県教育委員会のホームページに掲載をしております。いまのスマートフォンや携帯電話

から、すぐ検索エンジンで入れていただくとですね最初に出てきますので、一応データを

ですね分けて章ごとに格納しておりますので、またご覧になっていただきたいと思います。

振興プランに基づいて、まずは平成 19 年度ですね。先ほどモデル事業をお示ししましたけ

れども、終わってそのあとをですね、追う。一年度これダブって平成 19 年度がダブりなん

ですけれども、放課後子ども推進事業、これは文科の文部科学省の事業名でございました

が、大分県では放課後子ども教室推進事業ということで、厚生労働省は放課後児童健全育

成事業ですね。福祉部門と教育部門ですね。文科省と厚生労働省がタイアップして連携を

取りながら実施をした事業でございました。原則として小学校区で実施をしております。

子どもの安全で健やかな放課後の居場所づくり、安心・安全なやっぱり放課後の居場所づ

くりまで、きちっと支援をしていこうということで。学校支援は子どもが朝ですね学校に

登校して下校するまでなんですけれども、今度は家に帰るまで。放課後の時間または休日。

長期ですね休業もちろんですけれども、学校の授業日以外も子どもたちの居場所づくりを

つくっていくということで、下にイメージを絵でお示しをしておりますけども、子ども教

室と児童クラブと。児童クラブというのは毎日開催しておりますけれども、そこをつない

でですね、コーディネーターさんがどちらの教室、クラブもですね行き来をしながらうま

く連携、子どもたちに迷惑がかからないように、子どもたちがスムーズに活動できるよう

にうまく立ち回っていただいて、左に行くほど学びの場になります。体験、学び、それか

ら交流の場。児童クラブさんは遊びや生活が中心になると思いますので。こういったイメ

ージで、この事業を推進をしてきたところでございます。それから 21 年度 22 年度、先ほ

どお示しをした放課後子ども教室は体験や交流活動が中心なんですけれども、どうしても

ですね放課後宿題をさせたい、授業のですね補充学習ドリルをさせたいということで、だ

んだんニーズもですね多様化してまいりました。大分県も 21 年度から県単ですね、県Ｐで

10 分の 10 でこの学びの教室推進事業を立ち上げまして、少し地域の力を活用した学力向上

に向けた取り組み、学力向上ということで少しシフトして、切り離してこちらの推進事業

も立ち上げをしました。ただし、放課後子ども教室を実施をしている市町村さんに限って

と、そこは条件づけをして、それプラスこの学びの教室推進事業ということでセットで実



施をしてみませんかというふうなお勧めで手を挙げていただきました。四角の中に要点あ

りますけれども、マトリックスにしてみますと学びの教室推進事業というのはやはり知徳

体であげますと各教科知のほうですね、学力の補充という部分。それから徳体のほうが放

課後子ども教室の推進事業で交流活動やスポーツ活動、文化活動にシフトをしながら、両

面ですね、子どもたちの支援をする、それを推進をしていくというふうな学校の学校支援

活動三点セットで、年度が少し重なりますけれども、合わせて推進をしてきたところでご

ざいます。これも午前中、中川先生のご提案の中に度々出てきますけれども、学校支援地

域本部事業でございます。文部科学省が提案をして、教育基本法の改正とともに、または

大分県の場合であれば地域教育振興プランを策定したあと、これを根拠にして教育ネット

ワークを構築を推進していくんだと。それから地域全体で学校教育を支援する体制を整備

するんだというふうな再確認ですね。ここにひとつの区切り、集大成を迎えるわけでござ

います。事業全体のイメージとしては、やはり地域にコーディネーターを配置をする。真

ん中ですね、センターの部分にやはりコーディネーターさんが立っていらした。左側に学

校、右側に地域住民と横のつながりをしっかりつないでいく、結んでいく、わたしていく

というとこでございます。３つでそれぞれ期待される成果等々あげておりますけれども、

それぞれ学校については先生方が子どもと向き合う時間を確保したり、多忙化ですね。そ

ういったものを少しずつ和らげていこうかといったところも狙っていたわけでございます。

それから地域の教育力の活性化ということで、これはもう言わずもがなですね。地域のボ

ランティアの方がご自身のいろんな成果をですね、いろんなキャラクター含めて力を子ど

もたちに学校に提供できるわけなので、地域が活性化をしていく。それから公民館等でい

ろんな学びがあると思います。地域の方が学んだことを学校のほうに行って、お花だとか

お茶だとかいろいろ含めてですね子どもたちに伝えていく、教えていく、指導していくと

いうことで成果を生かす場になっていく。地域の方々にとっても非常に有意義な活動にな

るし、学校にとっても非常にありがたい有効な教育活動になっていくということで、両者

にとって非常に有効なんだというふうなことで全体のイメージがこうできあがっていると

思います。いよいよ３つのですね事業が区切りを迎えまして、平成 23 年度より継続中なん

ですけれども、少し再構築をして更に充実を進化を図っていこうということで学校活動、

学校の教育活動が左側にありますけれども、学校支援事業をひとつのくくり。それから右

側のほうに今度は学校の教育活動以外といったらおかしいんですけど放課後休日というこ

とで、放課後休日の活動ということで放課後子ども教室の事業、それから学びの教室事業

ということをひとくくりにしております。中核にあるのはやはり校区ネットワークとして、

そこに中学校区を基本として公民館に原則として校区ネットワーク会議、それから人材バ

ンクですね、そこに情報を集約する。教育コーディネーターさんがそこにいて、しっかり

と情報収集を提供したり、依頼をしたり、学校や地域を支援をしていくというふうな構図

になっております。それから下支えをしているのは数多くの支援者、ボランティアの地域

の方々であります。一番下には、そこから先に求められるといいますか期待される３つの



効果ですね、が示されております。学習成果に還元できる。生きがいづくり、これは地域

の方々。それから大人社会の再構築と地域の教育力の向上。そして最後に生涯学習社会の

形成ということで地域コミュニティの再構築、地域の活性化というところをやはり社会教

育としては大きなターゲットにしている。または学校のほうがやはり子どもの支援が中心

なんですけれども、そういったとこも含めて担ってるというところであります。それから

黄色い枠でお示しをしておりますけれども、今年度から小学校の学校教育活動の学校支援

事業の新しいメニューとして、隙間支援。先ほど出てきましたけれども小学校の図書館の

ですね支援活動、ボランティアさんを派遣する。それからその下の家庭教育支援活動。こ

れは第二次の教育振興基本計画が文科省から策定されました発表されましたけれども、そ

の中の大きな核として家庭教育支援活動というのが、家庭教育支援ですね、位置づけられ

ております。家庭の教育、家庭教育支援、保護者を支援、子どもたちをやはりしっかりと

支えてほしいですね家庭を支援するということは、やはり子どもたちの健やかな成長にも

なりますし、これはひいてはですね、一人で対応してる学級担任。特に小学校の場合は学

級担任制なので一日やはり課題のある子どもさんに対応していく。そうすると教材研究が

なかなかはかどらない、授業等にですね、負担、支障が出てくるということで、家庭教育

支援チームをこの学校の外といいますか、学校の組織の中でもそうなんですけども、当事

者以外で組織をして学級担任や学校を支援していこうという取り組みメニューでございま

す。これは詳しく述べると時間がかかりますのでこのあたりで留めておきたいと思います。

それから右側の放課後児童クラブさんともやはりしっかりと連携をして、子どものいわゆ

る取り合いにならないように。子どもが両方に通えて、やはり子どもに一番利益のあるか

たちになるようにということで連携をとるようにしております。これが今のですね３年目

なんですけども、地域教育力向上支援事業と、上のタイトルうってます。その上の学校、

家庭、地域連携により教育支援活動促進事業、これは文部科学省の補助事業のですね正式

なタイトルなんですが、大分県の場合は括弧の中の事業名でいま推進をしているところで

あります。一番上に奇しくも冠として総合的な子ども支援とありますが、これはシステム

を活用した総合的なというところがひとつのコンセプトになっております。学校だけでは

なくて放課後も、または家庭教育支援も、または学校図書館の支援もということで、いろ

んな切り口でメニューでですね、学校や子どもたち、それから保護者、学校の先生方を支

援をしていくというふうな総合的な取り組みになっております。ここからは少し数字を出

していきたいと思うんですけども、あともう時間も残り少なくなったと思いますけれども、

過去ですね４年間の活動状況の推移でございますが、もう数字を見ていただければ一目瞭

然でありますけれども、活動数も支援者の数もコーディネーターさんの数もですね、参加

する児童生徒もすべて増加の傾向にありますが、一番下の学びの教室の部分の支援者の数

だけ減っているのは、ちょっと一市だけですね、市の財政やいろんな状況で学びの教室は

今年度はですね続けられないんですけども、放課後子ども教室の中で学習については一緒

にやっていこうということで、若干支援者数は減っております。それはその一市がですね、



ちょっと放課後子ども教室のほうだけにシフトをしたというふうな関係になっております。

これが数値でございます。かなりの数にのぼっていると思います。このあたりは写真を見

ながらの紹介ですけれども、これは豊後高田市の高田中学校区の学校支援事業の一端でご

ざいます。地域の老人会の方々をお招きをして、竹とんぼや昔の遊びですね、生活科の授

業の支援をいただきました。それからこれも豊後高田市なんですが蕎麦の栽培ですね。蕎

麦処でございますので栽培から蕎麦打ちからですね選別から全部ご指導いただきました。

それからこれは放課後子ども教室ですね。学校、放課後です。公民館活動を利用した太鼓

だとかお茶ですね。ミカンの収穫だとか。あれは駒打ちですね。椎茸のですね栽培の駒打

ちでございます。これは学びの教室、これは勉強ですね、学習の分野でございます。右上

の若い男性の方は大学生ですね。大学生の方が休暇の間帰ってきて子どもたちの放課後で

すね、学習ドリルを支援をしている場面でございます。それから最後ですけれども、この

施策の部分では教育ネットワークの構築というのが大きな目標なんですけれども、事業と

してはこの３つの事業を活用してシステムをですね十分生かしながら進めていきたいと思

っております。この地域教育力向上支援事業についてはひとつの道具といいますかツール

でありますので、このシステムやツールを活用してどういうふうに中身でですね、子ども

たちや地域を支援をしていくかという、家庭を支援していくかということになっておりま

す。そのためには教育コーディネーターや、そこに関わっている方々のやはり人材の育成

だとかスキルアップですね。そういったことを、いま研修会をしておりますけれどもなか

なかうまくいま進んでいない状況でありまして、そのあたりを今日皆さん方からいろんな

ご質問やお知恵をいただきたいなというふうに考えております。成果と課題についてはそ

れぞれあげておりますので、また議論の中でお願いをしたいというふうに思っております。

以上でございます。ありがとうございました。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。大分県教育委員会の現状、過去から現状まで

を短時間で紹介していただきました。つづきまして、こういう県の施策と連携連動させな

がら、別府市では真っ先に取り組みをはじめていただきました。また先ほど教育長さんの

ほうからありましたけれども、本年度から３年計画で全ての小中学校を公立小中学校をコ

ミュニティ・スクールにするという計画を進められております、寺岡教育長にお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

寺岡先生：先ほど紹介の時にもお話しましたけれども、なぜこのコミュニティの考えがい

るかということを先ほども言いました。実は昨年度も校長先生、教頭先生の指導方針にな

かなか従ってくれないという学年がございました。学校の中でそういうような関係があっ

て、それが保護者になかなか伝わらないというような状況がありまして、そして私のほう

にも、ある保護者から投書がきました。このままこの学校のこの学年にいると、子どもた

ちが不登校になったりいじめが発生したり学力低下とか。あるいは人生の中でこの中学３



年間が本当に子どもたちにとって生きがいのない学年になりそうだというような投書がき

ましたし、その学校のＰＴＡの保護者たちも大変心配したような状況がございました。こ

れはほんの一例でございますけれども、私はさっきも言いましたように教室の中にいる子

どもたち、４月に出会った子どもたちは一人たりとも学校から離さないと、教室から離さ

ないんだというような、そういう意識と自覚と責任感をもって、やはり子どもたちを３年

間、中学校の場合は３年間、小学校も６年間、きちっと引き受けて次の学年にとか社会に

送り出す義務があるだろうと本当に思ってます。その家族の方、あるいはもちろん本人の

辛さとか悲しみを思いますと、もっと力をつけてあげないといけないのと、つながりがい

るだろうと。その学年の場合はほとんど孤立してしまいました。教頭先生にも話してもダ

メ、校長先生にも話してもダメというような状況が最終的にはあったんですけれども、一

生懸命取り組んだんですけれども、そういう状況がありました。様々なことを考えますと、

本当に人生は一冊の問題集といわれますけれども、学校も一冊の問題集というように思っ

てます。おそらく本日ご出席されている教頭先生たち、いろいろ学校の格差はあろうかと

思うんですけれども、多分様々な保護者や子どもたちと出会ってご苦労されてる教頭先生

もおられるんじゃないかと思いますけど、別府市の学校によってはそういう状況のある学

校があるということで、いま池田指導主事がお話されたこの県教委から、あるいは文科省

から出ているこのつながりが必要であるというふうに思ったのと非常に合致しました。教

職員の意識改革とかいうことではないんですけれども、学校の中には本当に子どもに愛情

を注いで学校を変えようと、子どもたちに力をつけてあげようと。先生はいい人であり、

頭を撫でたり話したり声かけしたり部活したり、その程度は誰でもやれると。しかし本来

の教師の役割はやっぱり力をつけてあげることだろうと。そういう思いがあればいいんで

すけれども、なかなかそういうふうになれない学校の場合には、どうしてもコミュニティ

で、やはり一緒になってこの子どもたちを教育する必要があるだろうと本当に思っており

ました。いま県のほうからこういうような取り組みしてるということなので、いま中川先

生からもございましたとおり、いま地域教育力活性化が３年目でございます。いま、２中

学校校区と１中学校のほうでコミュニティ・スクールの調査研究に入りまして、来年と再

来年中には全ての小中学校にもコミュニティ・スクールを導入したいという思いでありま

す。これはまだ先生方にこの前説明会もしまして、一応校長会、教頭先生たちにもご説明

をして、その説明会の中ではいろんな質問が出ましたけれども、別府市の方向としてはそ

ういう方向でぜひいきたいと、いかせてほしいということ。それとＰＴＡの会長等にも別

府市の方向説明しました。議会のほうにも、このいじめ、不登校の問題、体罰の問題、そ

れと学力の問題等々。あるいは家庭教育、別府市のほうは非常に家庭的に生活保護とか受

けている率がかなり高うございます。別府市の予算のかなりのパーセントを民生費のほう

に入ってる状況でございます。そういう意味では子どもたちも本当に頑張ってますので、

このコミュニティ・スクールを導入することによって、地域の中と地域と学校が本当につ

ながって、その学級あるいは学年あるいは学校に支援をしてほしいと、そういう気持ちが



いっぱいでございます。そういう意味で現在は６公民館を中心において地域教育力活性化

で、さっきの子ども教室あるいは放課後教室あるいは公民館の活動で取り組んでいる状況

です。私はペーパーなんですけれども冊子の中をコピーさせて、いま担当課にお願いして

コピーさせてもらいました。「育て別府っ子！地域の力で！」というハンドブックがござい

ます。ちょっとご覧ください。その１ページ、表紙の裏に、先ほど池田指導主事から話さ

れました内容を受けまして、別府市も地域教育力活性化事業ということで６地区公民館の

中に６人のコーディネーターを配置させてもらいました。これは市の単独事業で、非常勤

職員でございますけれども、６地区公民館のほうにコーディネーターを配置しまして、そ

のコーディネーターが学校、各小中学校の分掌の中に地域教育担当者という先生を位置づ

けてます。その公民館のコーディネーターと地域教育担当者等で連携をとりながら、いま

実際活動をしているところでございますけれども、まだまだ学校から要請があれば講師、

あるいはそういう活動に取り入れるというその段階でございまして、まだ整理しなければ

ならないところはたくさんございます。２ページは、今度は学校支援と放課後子ども教室

の２つがあるんですけど、２ページは学校支援の概要でございます。先ほどもご説明があ

りましたとおり学校支援については、学校で行う教育活動を地域住民のボランティアによ

って支えていくということで、できるだけ学校が求める支援に応じて地域人材の確保と活

動実施するということで、そこに環境支援と学習支援というかたちで施設のメンテナンス

あるいはゲストティーチャー、環境サポーター、学習アシスタント的支援ということで、

そこに書いてるところであります。３ページが、その仕組みでございます。地区公民館の

コーディネーターが地域住民に募集依頼かける。そしてそれを各小学校中学校のほうに派

遣していくということであります。学習支援の流れですけれども、学校のほうから指導計

画が出まして、学校からコーディネーターに連絡し、支援の相談依頼、コーディネーター

から地域へ。ボランティアの募集・登録をしまして、地域から学校へ活動の実施という流

れであります。４ページは、放課後子ども教室の概要でございます。先ほどもご説明ござ

いましたとおり、放課後や休日に公民館を活用しまして子どもの安全・安心な居場所、活

動拠点を設けて地域の方々の参画を得て取り組みをするということであります。子どもに

とっても地域社会にとっても、そういうお互いの関係づくりができるということでありま

す。この子どもの居場所のところの「安全・安心な居場所の確保、学ぶ意欲向上」という

ことで、土曜日もこの活動を一応取り入れているところであります。そこに公民館の運営、

公民館には公民館運営委員会という組織がございます。そこと連携をとりながら、各地区

公民館あるいは各小中学校の子どもたちがそこに行く。特に小学校が行くということであ

ります。そして公民館から地域住民にボランティア募集してサポーターに入るということ

であります。その裏には地区公民館、別府市内の公民館の配置があります。かなり偏って

いるとこもありますけれども、別府市では公民館にコーディネーターを配置して学校とつ

ながるという活動をいま現在とっているところであります。次に平成 24 年度の別府市地域

教育力活性化事業の報告書というのがございますが、この２ページはさっきの全体関係図



です。そのシステムのあり方でございますけれども、その３ページをお願いします。地域

教育力活性化事業の組織図です。一応事務局は教育委員会の学校の事務局は生涯学習課が

主管課であります。ここが統括をしまして、社会教育主事等あるいは教育相談員が主に事

務を担当しております。関係課とも連携をとりながら、それを下の公民館運営審議会にか

けまして、各公民館にございます公民館運営委員会にはかり、コーディネーターと連携を

とっている状況でございます。次のページ４ページとなっておりますけど、これが地域教

育力活性化事業の実績でございます。事業の経過はそこに４月から２月までの担当者会、

あるいは研修会等開いているとこであります。２が事業の実績集計表です。事業数、ボラ

ンティア数が各月毎にございます。括弧内は一昨年度の 23 年度の実績となっております。

その下は各公民館別の集計で、事業数とボランティア数でございます。公民館によっては、

やや格差がございますけれども。５ページは、今度は公民館の子ども教室の別府市全体の

事業数とボランティア数、参加の児童数の合計であります。事業数は年間 236 件、ボラン

ティア数は 807 と、参加児童数は述べ 4664 ということで、あとは公民館別に表を出してお

ります。それとボランティアの登録者数と支援可能な分野ということで、支援可能な分野

の環境防災留学生。別府市のＡＰＵというアジア太平洋大学という大学がございまして、

そこに留学生が３千人ぐらいいます。各何十ヵ国から来ているそういう留学生との交流、

国際理解教育で、英語、スペイン語、ベトナム語とかいろんな学生さんの力を借りていま

す。あとは文芸的なもの、音楽的なもの、体育的なもの等であります。６ページは、今度

は学校支援のほうでありますが、内容別の学校支援の集計でありますけど、読み聞かせか

ら家庭科の実習、総合的な学習の時間、あるいは水泳のプールの見守り、校外学習の支援。

あるいは教科もございます。体育、その他花壇等の整備管理というようなことで事業数が

575、ボランティアの述べ人数は 2322 と、少しずつ増加している傾向であります。最後の

34 ページに、いわゆる学校支援についての成果、事業の効果ということで、そこの子ども、

学校、教師、地域、あるいはボランティアに参加した住民にとっての効果、あるいは事業

数の増加と支援内容の多様化ということで、そこにございます。特に課題でございますけ

れども、事業を実施する上での課題ということで、どうしてもボランティアに求める支援

内容をもう少し明確化してほしい。あるいは事前の打ち合わせ時間の確保や急な変更の際

などの連絡。急に行けなくなった等の連絡のそういう面の連絡。あるいはボランティアの

負担への配慮。保険とか交通費とかそういう面。それと学校の要望に沿ったボランティア

の確保と人選。こういうところが各公民館から、学校からあがっております。事業拡大を

図る上での課題ということでそこもございますとおり、なかなかやはり格差がございます

けれども、やはり公民館を中心にいま事業を実施してこれを拡大する方向ではいまいって

るところであります。次のページは、学校支援から今度は公民館の子ども教室でございま

す。これについての成果、事業数およびボランティア数の増加、多彩な事業の展開という

ことで、非常に公民館の子ども教室も子どもたちにとってはいろんな活動をされておりま

して、子どもたちの安全・安心な場所につながってると。あるいは、この事業の展開でも、



みんなの寺子屋活動、あるいは地域散策、いろんな活動を公民館の職員だけじゃなくてい

ろんな方が工夫していただいております。課題でございますけれども、子どもたちのニー

ズへの対応と需要の喚起ということで、そこにどうしても子どもたちのニーズにあった、

あるいは参加したいと思うような講座であるか、あるいは参加しやすい講座である、そう

いうことが求められるということで、今後も各公民館の講座の実施に対してはどんな支援

ができるか、それを検討していくことが必要であろうということであります。それと子ど

もたちへのニーズへの対応と需要の喚起ということで、多様な事業を展開するためには講

師やボランティアの掘り起こしが非常に大きな課題であるということでございます。これ

も、今までの市立美術館あるいはセンター等の歴史の資料室、既存の施設、財産の活用、

いろんなものから講座を考えないといけないだろうということでございました。それと地

域教育担当者会、ここは年間３回ぐらい実施して、地域の学校の先生たちの地域教育担当

者の集まって連携を図っている会議でございます。それと 36 ページは、コーディネーター

研修で、ここは最も先ほどもご指摘されてますように、コーディネーターが非常にキーパ

ーソンであると。それと学校も教頭先生が非常にキーパーソンであると、そういうふうに

伺っております。このコーディネーターの研修についても年間５回ほど県のほうからの講

師等をいただいて、コーディネーターの育成に図っているところであります。それとボラ

ンティア研修会、これもボランティアの皆さんは教育のプロでない方がほとんどでござい

ますけれども、非常に専門的な特技とか技能、知識のある方で、善意あふれる方々ばかり

でございました。このボランティア研修会も何回か実施をしました。非常にボランティア

の方々も横のつながりができたりして好評でございました。いま現在別府市では、県の事

業を受けまして今年が最後の予算、国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１負担して

いただいて、いま実施しておるところでございます。今年来年を受けて全市小中学校にコ

ミュニティ・スクールを配置して、学校の中にぜひ、学校運営協議会ともうひとつ、学校

教育の協議会、学校支援協議会のようなものを早めに組織して学校を支えていくシステム

ができないかということで、いま検討している段階でございます。以上でございます。 

 

中川先生：ありがとうございました。わざわざ教育長さんに登壇していただいたのは、教

育長さんの思い。いわゆる市町村の教育委員会がちゃんと思いをもってリードしていると

いうところの大切さ。中身も詳しくご存じで、今後の今日のこのあとの協議、直接教育長

さんにいっぱい質問をしていただければと思います。それではここからはですね実践とし

て報告を伺います。まず学校現場の教諭として、そして教頭として、この教育の協働を具

体的に実践されてます伊東先生に、伊東教頭に、ご自身の実践、学校としての実践を含め

て 15 分でご報告いただきたいと思います。お願いします。 

 

伊東先生：はい、じゃあよろしくお願いします。15 分ということだったので急いでいきた

いと思います。教頭として教育の協働にこだわっているかということです。様々な問題が



起きてるのは言うまでもないんですが、そういった問題課題をですね解決するためには学

校だけの力ではかなり難しいなということを感じております。家庭や地域に連携協力して

もらってですね、そういった解決を迅速に行っていけたらということで。教職員にはです

ね、教育ネットワークの意義やシステムについて理解をしてもらうと。その活用を生かし

ていけばですね、教育活動や教育環境を充実させることができるよということを訴えてい

っております。それと同時にですね、そういったことをしていくと授業を見られるわけで

すし、様々な方と交流していくわけですから、教職員の専門性が高まるというのを感じて

おります。子どもたちの学力、気力、それから体力を高めていくことにも、そういう先生

の力量が上がることでつながっていくんだというふうに考えております。前任校です。そ

のときは教諭でして、地域教育推進担当というのを位置づけていただきました。自分が担

当としてスタートしたんですが、２年目３年目が６年を担任しながら地域教育推進担当と

研究主任ということで結構ハードな２年だったんですけど、進めていきました。最初先生

方に話をしたときに、地域人材をわざわざ活用しなくても授業はできるよとか、打ち合わ

せが面倒だとか、そんな打ち合わせをしてる時間はないとか、お礼はどうするの？とか、

学校の様子や子どもの様子について地域に知られていくと守秘義務が守られないんではな

いかというような課題も出てました。だけど研修を重ねてですね公開授業等やっていく中

で、先生方も理解をしていってくれました。あと地域への情報発信、これは約千戸あった

んですが学校だよりを配っておりました。それからＰＴＡの再構築ということで、専門部

が全員、全員が専門部に入るとか、施設部をつくって教育環境の充実をはかる。親父の会

みたいなもんでしたが、そういったＰＴＡの再構築も行いました。教頭としてですけど、

自分が研究主任とそれから地域教育推進担当してましたので、次の研究主任に、やはり地

域教育推進担当になってもらいまして、その研究主任に対して校内研究や研究発表会をど

うしていったらいいのかのアドバイス。それから地域教育推進担当と校区コーディネータ

ーの連携、それから協力への支援。そして保護者や地域住民からの情報収集。それから保

護者、地域住民への情報提供ということを心掛けていきました。これが教育ネットワーク

のイメージ図なんですが、いろいろごちゃごちゃ書いててすいません。地域教育推進担当

と、それから地区公民館にいる地域教育コーディネーターと書いてますけど校区コーディ

ネーターです。この連携協力を教頭がですね、支援していくということ。常に校長と連絡

をしながらですね情報交換を進めていくということで、この地域教育推進担当と地域教育

コーディネーターの連携協力を支えるという立ち回りをしてました。なかなか教頭として

時間がないんですが、ちょっとでも時間つくってですね、公民館にいる校区コーディネー

ターのところを尋ねてですね、話をしたりしました。雑談なんかする中でですね、いろい

ろ地域の情報入ってきて助かること多かったです。情報発信と収集ですが、校長が作成す

る学校だよりへの情報提供としてですね、校長先生と学校の中を巡視するときにデジカメ

を必ず持ってですね、子どもの様子、先生の様子を撮ってですね掲示したり、それから学

校だよりで載せていただいたりということで進めてまいりました。それから、学校だより



を配布しにいくんですが、区長さんたちにお願いします。これ東京のほうの区とは違いま

して小さなコミュニティなんですが、その区に区長さんに持っていったり民生委員の方に

持っていったりするんですが、その時になるべく対話をしてですね、いろんな情報を得た

り、またいろんな活動に参加してくださいというようなことを訴えてまいりました。校区

コーディネーターへの対応ですが、地域教育推進担当が授業を行ってますので、その間私

が話をして連携調整を側面から支援するというかたちをとってました。それから学校支援

ボランティアの方、ゲストティーチャーとか学習サポーターの方への対応としまして、や

はり授業してますので担任や担当にかわってですね、支援内容の確認、それから準備物の

確認、それから気になる子どものこととか、そういったことをですね情報提供するという

こと。授業後もですね、ちょっと雑談して反省を聞いていくことでですね、次の授業に生

かしていくというようなことをしておりました。ＰＴＡ活動の活性化も重要なことだと位

置づけてましたので、ＰＴＡ会長をはじめとした関係のある方たちと積極的に対話をして

いきました。それから専門部の話し合いがあるときには必ず顔を出してですね、どういう

ことが成されてるのかということを情報としてとっておきました。保護者との触れ合い方、

それから様々な課題についてですね、雑談をするということで、気になることがあれば担

任、それから担当からの情報をですね校長に報告するというようなことをしてました。保

護者との連携を協力関係を築くために積極的にコミュニケーションを図るということを心

掛けました。そこに写ってる右側の人は県団連の会長をしてた御手洗キヤノンの社長です

けど、前任校の卒業生です。こういった方までですね学校に来ていただくというような取

り組みしてたんですが、地域の人たちの参加によってですね学習が活性化すると。子ども

の意欲や興味が増して学習効果が高まってる。先生方と地域の方たちとの相互理解、学校

への理解が深まって、児童や生徒との触れ合いを地域の方は楽しんでると。そして支援す

る者同士が交流が進んでるというような、校区コーディネーターの話です。情報提供によ

ってですね、こういうふうに先生が子どもたちと一生懸命こういうのに取り組んでるよと

か、子どもたちが協力し合いながら練習してますよとか、地域の何何さんがこんなことを

して下さいと言ってましたとかですね、いろんな情報入ってきます。保護者や地域の方々

がこんなに応援してくれてるということを先生たちが知ってですね、職員のやる気が高ま

るというのは実感しました。ある担任のコメントです。「地域人材を活用した授業をした時

に、地域の方々に授業の中でよりきめ細かい支援をしていただいた上に、授業の終わりに

感想を言っていただいたことで、地域と一体となって授業をしている気がした。また子ど

もたちの学習の幅も広がり、学習内容を深めることもできた。そして何よりも自分自身の

人脈が広がったことが、地域に根ざした教育実践を進めていく上で大きな財産となった」。

この方は去年、違う管内から私たちの学校に赴任してきた先生だったんですけど、もう右

も左もわからないし、地域人材とかどういったその素材があるかというのをわからない中

ですね、こういう校区コーディネーターとの交流によって授業ができてですね、非常に喜

んでました。これがベースだなと思います。できたことはこういったふうに書いてますが、



特に地域人材の活用によって教育活動が充実するのは皆さんご承知だと思うんですが、や

っぱり有難いのが、地域の人たちが子どものために私たちもできることがあるなぁとか、

先生も子どもも頑張ってるなぁ、応援しようという、そういう機運の高まりが有難かった

です。それによってですね、私２年間ここにいたんですが、理不尽な要求とか苦情はほと

んど耳にすることがありませんでした。それによってですね、結局いらぬ浪費をしなくて

いいというか、時間をですね有効に使えたんではないかなというふうに思ってます。かた

ちとしてのネットワークから機能するネットワークにしていかなきゃいけないなという課

題をもって、そして新たな学校に今年赴任したわけです。ここに書いてあるような規模な

んですが、この学校教育目標を達成するために校長とも相談しまして、地域教育推進担当

というのを今年新たに校務分掌に位置づけました。これ、読み聞かせボランティアの方 12

人、それからあと図書館支援ボランティアという方のチームがまたあるんですが、11 人で

す。なか何人かダブってるんですが、12 年目を迎えるということで、すごいきちっとした

チームとして機能してます。ただ、２年前に復活したということで一時期休止してたよう

です。これが読み聞かせの様子です。嬉しいのはですね、これ親父の会の会長なんですが、

その親父の会の方たちがメンバーとして入ってくれるようになりました。それを聞きつけ

たケーブルテレビの方がさっそく取材にきたんですが、こういうふうにですね、お母さん

たちの活動、地域の方の活動が父親の活動に広がっていってるということで、当然来てく

れた父親、お父さんたちに子どもたちが慣れ親しくですね挨拶をしたり会話をしたりとい

う、ほのぼのとした姿が見られます。これはですね、10 年以上書写指導で退職された校長

先生なんですが、こうやって子どもたち、字を上手に書くことができてます。最近の新し

い取り組みです。総合的な学習の時間でですね、そこの黄色の矢印があるのが校区コーデ

ィネーターです。地域の方を呼んでいただいて校長先生と話をしてるんですが、打ち合わ

せをしたあとですね、総合的な学習の時間の中で４年生ですね、川の自然について話をし

てもらいました。そしてこの方、川で漁をする方なんで、漁の道具とかですね、使い方と

か、仕方とかそういうのを教えてもらいました。見て下さい、子どもたちのこの真剣な眼

差しですね。これがやっぱり教員だけではですね、なかなかできない。子どもたち本当に

本物に触れるとですね、真剣になって聞きます。こういったかたちでですね、話をしても

らいました。私も今まで地域人材の活用をよくやってたんで、４学年の先生２人にですね、

せっかくだから鮎のちょんがけというのを子どもたちに体験させたらどう？ということで

けしかけました。一応校長先生とも相談をした上でですね、話を進めてみたらどう？とい

うことでアドバイスさせてもらったんですが、校区コーディネーターが動いてくれて、こ

れ様子です。川の中で仕切ってですね、鮎をかけます。46 人の子どもが参加したんですけ

ど、全員の子どもがですね鮎をかけることができました。本当喜んでいました。すぐ炭を

してですね焼いたんですけど、この時も親父の会の方が手伝ってくれました。こういうふ

うにまた取材を受けたりしてですね、新聞にもこうやって載りました。つい先週のことで

す。やっぱり素晴らしいなと思うのが、こういう体験をすると先生たちは、ぜひまた呼び



たいな、地域の方に来てもらえると本当私たちだけでは体験させることができない体験を

子どもたちにさせられるなと。子どもたちの目の輝きを見てですね、そう言ってくれてま

した。これがやっぱりシステムを少しずつ確かなものにしていくものなのかなと思ってま

す。またですね、親父の会の方たちが大活躍で、プール掃除を５、６年が行うんですが、

そのプール掃除のお手伝いをしてくれたりですね、草刈りを私ももちろん一緒にしたんで

すけど、こうやってやってくれてます。そのことをですね知らせるために掲示物を作成し

てですね、ＰＴＡの時とか地域の方が来たときに見てもらうということで、あまり綺麗な

字じゃないんですけど、こういった掲示物をつくってですね貼ることによって親父の会の

方たちも喜んでくれましたし、ああこういうふうに活動してるんだなということで。去年

30 名だった親父の会が、今年はこういうチラシを作って、去年の教頭さんも作っておられ

たんですけど、こういう掲示をしたあとにこういうものを配布しますと、30 名から 42 名に

12 人も増えました。非常に喜んでます。学校支援ボランティアの様子についてもこういう

ふうにですね、他の学年にも知ってもらうし、他の先生たちにも見てもらうということで、

こういうふうに掲示物も工夫しております。また学校だよりでですね情報提供ということ

で、この中にこの書写指導とか、それから体験学習とか、田植えとか、読み聞かせなどを

載せております。昨年 10 月に海外派遣プログラムに行ってきましたと先ほど申したんです

が、コミュニティ・スクールとかですね、ありました。やっぱり担任だけではなくて学習

サポーターが入って、子どもたちにきめ細かな指導がされておりました。この校長先生は、

25 年間その小学校で校長先生されてるようなんですけど、とっても気さくな方で、子ども

たちにも大人気の校長先生でした。先生方はですね、非常に自信と誇りをもって仕事をさ

れてるという様子がどの学校でも見られたということと、それと役割分担がしっかりして

て、先生たちがしっかり授業をする。心理士さんとかですねそういった方たちがいて、生

活指導とか家の問題とかいうことを解決するときには担任ではなくてそういう人たちがメ

インとなって動くということで、役割がしっかりできてたということが印象的でした。た

だ蒲江小学校が前任校だったんですけど、その取り組みも決してイギリスの取り組みに負

けてないなというような部分もありました。そういったことで地域の方たちに支援してい

ただくシステムをつくることで、まだ現任校の取り組みはですね始まったばっかりなんで

すけど、全ては子どもたちのためにという合い言葉で、職員地域一丸となってですね、い

ま一生懸命取り組んでいってるところです。ゲストティーチャーや学習サポーターの支援

による授業の効果もですね、これから職員に周知してですね、まだ実際に国語や算数の授

業の中では今の現任校ではあまりサポーター入ってきてません。ぜひですね日常的にそう

いう方たちに入ってもらえることの効果等をですね、研究を通じて訴えていきたいし、そ

れによってですね、どんどん地域の方に学校に入っていただいて、学校を支援していって

くれる機運を高めていけたらなというふうに思います。以上です。ありがとうございまし

た。 

 



中川先生：はい、ありがとうございました。こういう取り組み、県から教育長、伊東先生、

順番にお話いただきましたけども、共通して重要なのはコーディネーターですよね。コー

ディネーターがいること。そしてコーディネーターさんが頑張ってくれること。はい。じ

ゃあ最後に、そのコーディネーターとしての活動についてご報告をお願いいたします。 

 

伴野先生：では皆様、よろしくお願いいたします。お手元にですね『杉一プラン 杉並第

一小学校支援本部の要覧』というのがお手元にあるかと思います。これをちょっと見なが

らお話したいと思います。ここにですね、杉並第一小学校学校支援本部というふうに明記

されていて、支援地域本部じゃないんですけども、これはミスプリではございません。文

科省が７年前にこの施策をおろしたときに、もうすでに杉並区は先んじてやっておりまし

た。その時の名称が学校支援本部でしたので、そのまま使わせていただいてる次第です。

これはミスプリではございませんので、皆さんがおっしゃるところの学校支援地域本部の

ほうでございます。一番後ろの裏面を見ていただけますでしょうか。そこに杉一プランの

組織図がございます。これですね、中川先生が学校要覧と間違えられたんですが、決して

これは学校要覧ではなくて、学校支援本部が独自につくっている学校支援本部の要覧です

のでお間違えのないようにしてください。杉並第一小学校『地域運営学校』でございます

が、これが先ほど寺岡教育長がおっしゃったところのコミュニティ・スクールのほうでご

ざいます。うちの学校はコミュニティ・スクールと学校支援本部、両立てでやっておりま

す。これは二輪というんでしょうかね、右と左の輪っかだと思っておりますので、この二

輪で杉並第一小学校は走り続けております。学校支援本部というのは、実践部隊だと私は

考えております。地域運営学校というのは経営とかに関わる、やっぱり大事な中枢ではあ

るんですけども、実行部隊として学校支援本部がその命を受けて、このようなかたちでプ

ログラム展開をしております。私は地域活動から出発しました。いろんな地域の方が町会

の行事であるとか、それから地域の教育行事とかがありましたけど、その時からとても疑

問に思っていたのは地域活動の一番の欠点、これは私のことですからね、皆さまではない。

欠点はですね、論理性のなさなんです。自分が楽しむ行事を学校に提供する。はじめはき

っとその行事もいろんな目的があって子どもの教育のためとかあったんでしょうが、今や

長年通じていくと実施することに力を注いでる行事がたくさんになってきました。果たし

てこれが今の子どものニーズに合ってるのか、学校がこのようなかたちでいろんなかたち

の中で要求してるのかというのが、私の中では非常に疑問に思ってました。その学校支援

本部が立ち上がったときに私は、諸々ある今までの地域活動は一切この中には入れており

ません。私の本当につたない私的なことなんですけども。連携という言葉は非常に魅力的

な言葉なんですが、これをですね勘違いなさると、一つの事業をみんなで分担する。そう

すると１＋１は１になってしまいます。私は今まであった地域行事は必ずきちんとやって

ください。個々が自律したうえで連携をいたしましょうということを思ってましたので、

この下にある諸々の学習支援、サマースクール、幼小中連携のものは、これすべて７年前



に学校支援本部が立ち上がったときに独自に組んだプログラムです。そうしますとね、こ

の中でいろんな諸団体とかＰＴＡとかに連携をもちながら、協力してもらうと１＋１が４

になったり５になったりするんですね。これが私がいうところの地域の論理性だと思って

おります。それで学習支援の、この中からちょっとプログラムをご紹介しますね。学習支

援なんですが、朝先生というのが一番左側に書いてございまして、中にも写真が載ってる

んですけども、私がこの学校のコミュニティ・スクールの委員になったときに、学校長の

学校目標を伺いました。コミュニティ・スクールというのは教育課程を承認しなくてはい

けませんので、きちんとした学校長の目的、教育目的を私たちがきちんと把握しなければ、

教育課程を承認できません。時の校長先生が「我が小学校、杉並第一小学校を卒業すると

きには、基礎学力をきちんと個々の子どもたち、一人一人取りこぼしがないように、基礎

学力をきちんと身につけて中学校におくりたい」というのが、時の校長先生の教育目標で

した。では、それに対して何をしてるのか。もちろん一般の教育、１時間目から６時間目

の学校教育が一番ではありますけども、その中で取りこぼした子どもたちのために放課後

に補充教室があり、朝の 15 分間には漢字プリント、計算プリント。また杉並第一小学校は

伝統芸能というのを進めておりますので、その一貫として百人一首の読み手等を朝の時間

15 分間やっております。それは誰が指導してるのかと聞きました。というのは私はＰＴＡ

をやっておりましたので、朝の先生の多忙は非常によくわかってます。私の時代はですね、

先輩のＰＴＡの方たちから「学校に子どもが徒歩で通ってるんだから、学校に何か用があ

ったり先生に欠席とか遅刻とか早退のお知らせは歩いて行きなさい」と言われたものです。

今の保護者の人は先生方もよくおわかりのように、全員電話で連絡をしてきます。保護者

は１対１と思ってるかもわかりませんけど、30 人の教室。まあ 30 人がいっぺんに休むこと

はないでしょうけども、大変な騒ぎです。一回はですね傘をね、朝うちの子が学校に行く

ときに天気予報をみたら、どうも下校時間はまだ晴れてるようだったと。子どもは学校に

着きました。そのあと天候が変わって何か帰ってくる時間に雨が降りそうだったので、私

が傘を持っていきましたけども、うちの子は傘を持っていったのは知りません。先生のほ

うからどうぞ「あなたの傘はお母様がお届けになりましたよ」とお伝えくださいっていう

ことが電話で先生のとこにきます。先生は教室には上がれません。ではその間、百人一首

は誰が読むんですか？算数プリントは誰が配るんですか？子どもたちが自ら学ぶことを楽

しむなんてことはあり得ません。子どもたちは達成した上で喜ぶかはわかりませんけども、

私も含めてそうですけど、さぼれたらさぼりたいんです。ワイワイガヤガヤ教室は本当に

大混乱をきたしてました。だとしたら先生がおっしゃる教育目標の基礎学力を定着させよ

うというなら、その時間、地域の私たちが朝先生としてその時間見守りますので、どうぞ

やらしてくださいと私のほうから提案いたしました。先生はたいそう喜びました。先生の

朝の会議も重々やっていただけば結構ですし、先生が教室にあがるまで地域の朝先生が子

どもたちを見守りましょうということで、私が提案した事業です。これは担任制にしてま

す。なぜかというと子どもの顔と名前を一致してほしいからです。先生と一緒に自分のク



ラスの子ですから、運動会は大変な騒ぎです。名前を呼んで 100 メートル走を応援します。

その子のおじいちゃま、おばあちゃまはビックリします。何であの人がうちの子の孫の名

前を呼んでるんだろう。そのように地域の方は自分のクラスの子どもたちを心から愛しま

す。これがパトロールをしなくても、地域で生きてくんです。地域で会ったときに「ねぇ

ねぇ君、君、もうそろそろ帰ったほうがいいよ」とか、そういう地域での顔見知り、名前

が一致する関係が抑止力となって、やっぱり安全で安心な町づくりにもつながってくると

思います。それともう一つ、学校側の先生に「地域活動に何を要求しますか？」「何をやっ

てほしいですか？」とお話すると必ず出てくるのがある。これはうちの学校ですよ。先生

方とか、今もおっしゃった伊東先生のとこではありません。私の学校ですから、餅搗き、

花壇の水撒き、パトロール、自分たちでせぇと私は言うんですよ。地域をもう少し教育的

なことできちんと見てほしい。そこで私は朝先生を地域の方にやってもらおうということ

で提案させていただきました。非常に功を成してます。子どもたちも二人の先生がいます

ので、やっぱり先生方もきっと多いんでしょうけど、子どもたちっていうのは多くの大人

の自分のことを知ってる目があると、とても心が落ち着きます。もしかしたら学校教育で

は少し教室の隅にいる子かなと思う子が、社会生活がとってもいい効果を出したりとか、

積極的に朝先生のお手伝いをしたりとかということで認められます。たくさんの目のある

ことが子どもたちの非常に心の安定につながるなと思ってます。これも学校支援本部が立

ち上げた事業です。諸々あるんでちょっとご説明申し上げたいんですが時間もないので、

あとでもし気にかかるとこがありましたら、こちらのほうからご説明いたしますのでご質

問ください。諸々のかたちでこのようなかたちの学校支援のものをやっております。もう

一つ、これは教育課程外の支援なんですが、教育課程内のコーディネートの話をさせても

らいます。私は 12 年前に学校教育コーディネーターになりました。その時に教育委員会の

ほうから指名されまして、中学校２校、小学校３校もちましたけど、まずコーディネータ

ーが何をするものなのかさっぱりわかりませんでした。何とぞ学校の協力をしてほしい。

外部講師と先生方が大変なんだから、それを君たちが見つけてきなさいと、教育委員会か

ら言われました。非常に雑な指名方法だったんですが、その言葉を学校に持ってきました。

まず最初に先生に言われたこと。「伴野さん、著名な人呼んでよね。そうすれば取材もつい

てくるでしょ？学校の評判にもなるからさ」。私あんまり著名な方は知らないんですけどそ

れなりに必死でやりました。その時は内容も聞かずに。オリンピック選手、そういう方た

ちにこちらのほうからオファーをし、来てもらいました。もちろんその方たちがくれば、

さっき伊東先生もおっしゃったようにプロの方ですから、子どもたちの目は生き生きしま

す。続けてましたけど、私はちょっとそれも先ほどのように、私すごく疑問をもつタイプ

なんですね。とっても疑問を思いました。これがどの教科のどこにつながっていくんだろ

う。私、単元っていう言葉も知らなかったんですが、私は教育委員会に行って小学校１年

から中学３年までの教科書を読みあさりました。教科書を読まなければ先生と対等にお話

はできません。２年目になって、ある先生から「地域の子の地域力とか、地域の社会性と



か、地域のことに関して、とある先生を呼んでほしい」と学校から依頼がありました。私

はまた疑問に思いましたので先生に問いかけました。なぜゆえに、私のところは阿佐ヶ谷

というとこに、杉並区の阿佐ヶ谷というところにある学校なんですけどね。「阿佐ヶ谷の地

域を知るのに、その方は非常に社会学としては非常に有名な方ではあるけれど、何で阿佐

ヶ谷の地域を、ましてや３年生の教室に入れるのに、その方が必要なんですか？」と、そ

の先生に聞きました。「いやいや、著名であるからさ。それはそこに保証があるから」とい

う話でした。もうその頃は私は教科書も読んでますし、「ちょっと先生それはあまりにも学

校教育に関して、その依頼はちょっと私おかしいと思いますよ。もし阿佐ヶ谷の地域を知

るなら、隣の八百屋さんのおじさん連れてきますよ。あの方は三代続いた八百屋さんです。

この阿佐ヶ谷を熟知してます」。そこなんです、先生方の。それから私はそのような話で先

生方から持ってこられたプログラムは、最初からオッケーはしません。「それはどこの位置

に位置づけるのですか？」ということを確実に申し上げるようになりました。理科の４年

生の単元だとします。そういうかたちで呼んでほしいというときに、「導入の部分で、その

方が必要なんですか？それとも中間どころで、質を向上させるために、その方が必要なん

ですか？それとも、子どもたちが発表するときをきちんと検証して、評価できる先生が必

要なんですか？」と先生に申し上げますと、「ちょっと伴野さん、待ってください。ちょっ

ともう一回検討してきますから」と先生は引き下がります。先生は１回２時間、二コマ 90

分呼んで、その単元を消化しようとしてるんです。違います。その時間は先生の時間です。

その時間に先生がきちんとした指導案をもってきて、この部分で外部講師が必要だという

んであれば、私は血眼になってその人を探してきます。そういうお話を続けてるうちに、

先生もきちんとしたかたちで私にオファーをしていただくようになりました。私は総合的

学習を柱立てを考えました。総合的学習はその先生が素晴らしいプログラムを持っていて

も、その先生が異動するとそのまま異動してしまうんです。他の国語、算数は反復ですよ

ね。学習っていうのは。反復しながらスパイラルに質を上げていくと私は思っております。

ただ総合的学習は、その基盤がないんです。その先生が思った、とてもいいプログラムを

提案はしてくださいますけど、それは悪くないんですよ、いいプログラムなんですけど。

それをその年に必ずやるっていうカギってないんですよね。５年生のプログラムに非常に

幼い総合的学習が組み込まれたり、逆に３年生に非常に難しい総合的学習が組み込まれた

り。ですので私は校長にお願いして、総合的学習と生活科の１年から６年までの柱立てを

させてもらいました。ですのでうちの学校は１年から６年まで、毎年その学年になると、

地域のお祭りに貢献したり、キャリア教育をやったりとして、必ずその学年になるとその

総合的学習をやるようになりました。それプラス、いろんなかたちでの単発の先生からの

依頼はあります。それに関しては先ほど言いましたように、どの単元に即してるかという

ことをきちんとしたかたちで先生とお話したうえで外部講師を招いてます。私は４月の３

日はどこにも、このようなかたちでいろんなところに呼ばれることも多いんですが、４月

３日はどこにも行きません。なぜかというと、１年生から６年生の担任の先生と、一年間



の外部講師導入における指導案のまとめをするからです。その時に私の意見も言わせてい

ただき、また先生の意見を伺ったうえで、的確な方を探すということでやっておりますの

で、４月の３日は必ず杉並第一小学校の校長室で１年から６年の先生とお話し合いを申し

上げ、一年間の総合的学習及び他の学科の外部講師の依頼に関しては計画を立てます。皆

様方にお願いしたいことがあるんですが、コーディネーターがいる学校がもしおありでし

たら、学校には必ず１年から６年、１年から３年の教科書を揃えておいてあげてください。

私は杉並区、東京都、それから文科省のほうで、コーディネーター育成のほうの関わりは

しておりますけども、目次でもいいから読みに行きなさいと私は指導してます。中まで読

まなくても大変だから、目次だけでも読むと、１年から６年まで、１年から３年まで、流

れがよーく見えます。そうしますと社会でも理科でも先生に提案もできますし、私はここ

のとこ全ての外部講師は私からの提案です。やはりそのような地域も、そのようなかたち

になってきました。それは中川先生がよくおっしゃるところの隙間なんですね。これは学

校側がそういうふうにおっしゃってくれるのは私うれしいんですが、学校側ではできない、

学校ではできない部分を私が隙間を埋めるっていうかたちにしていきたいと思ってますの

で、教科書は必ず置いてください。それと年間の授業計画を必ず渡してあげてください。

そうしますと、特に大分に関しましては公民館にコーディネーターさんがいらっしゃるっ

てことなので、学校に足を運ぶときにですよ、年間計画を持ってれば、この忙しい展覧会

の前日だとか、運動会の一週間前なんてことは行かなくてもすみます。先生がやや、やや

お時間がつくってもらえるなというときに学校に伺うこともできます。お互いにロスもあ

りませんし、コーディネーターの方も落ち着いて先生と話ができると思いますので、必ず

年間行事予定表と指導計画を渡してあげてください。私は必ず４月の１日にそれをもらい、

先生方とご相談申し上げてる次第です。それと一つだけちょっとプログラムの紹介をさせ

ていただいてよろしいですね？はい、いたします。５年生です。キャリア教育です。６年

前に経産省の予算を頂戴いたしまして企業化教育をしました。会社を設立します。手拭の

会社というのもつくりました。たくさんの時間を割いてつくったんですけども、資金があ

りません。株式会社にしました。地域の者が 500 円の株をですね、私はいつも 10 口買うん

ですが、買ってそれを資金にして手拭を染物屋さんに頼み、デザインを起こし、染物屋さ

んに頼み、地域のスーパーとか、あと公的な施設のとこで売らせてもらいます。だいたい

いつも 5000 円が 6500 円ぐらいで返ってきます。すごく率がいいんですね。これは人件費

がないからです。材料費等の諸経費ぐらいしかありませんので、非常に儲けのいい会社な

んですけども、２年間やったあとに、また私が疑問を感じました。作って売るだけでいい

のかなと思いましたので、そこに近隣にある女子美術大学というとこがあるんですが、そ

この先生をお呼びして、デザイン・表現というかたちで一つ一コマ増やしました。これは、

この先生は江戸文化を非常に推進してる方なので、手拭の良さとか、江戸しぐさとかって

話をしながら、なぜに手拭の良さ、手拭はいいものなのかというものを教えていただいて、

それを製品につなげていきました。二年前から野村総研にお願いして、マーケティングの



問題がやや薄いので、システムエンジニアの話をしてもらいます。品質管理と品質のきち

んとした確保、それと売れ筋は何なのかというマーケティングの授業をしてもらうように

なりました。今年 10 月ですけども、東証に行きます。東京証券取引所。株式会社なので株

っていうものがまだ子どもたちの中ではまだ紙切れ一枚なんですね。これが 500 円なので

10 枚が 5000 円なので、株式をちょっと学んでほしいなという思いで、東京証券取引所に

行きます。私は一つの授業を年々年々カスタマイズしていきます。やっぱりその授業がこ

うあるべきだ、こういうところの欠点があるということをきちんと自分の中で反省しなが

ら、次の資質の向上につなげていくということが私のコーディネーターのやり方なんです

けども、先ほど言いましたように、教育課程外のこのような授業に関しまして、うちはコ

ミュニティ・スクールですから、コミュニティ・スクールの委員会にかけていただきまし

て検証してもらいます。意見も言っていただき、またご指摘も受けながら、コーディネー

ターの質を高めていこうと思ってます。地域活動にありがちな、やっぱり自己満足で終わ

ってはいけないなと思ってますので、検証としてＣＳのコミュニティの先生方にもお願い

申し上げてるところです。先生、以上でございます。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。まさに、コーディネート、コーディネーター

イコール学校と地域をつなぐというイメージでしたけれども、伴野さんの話聞くと、提案

型コーディネーターですよね。自分の思い、いわゆる隙間をどう埋めようとしてるのかと

いう、すごい取り組みだなと思いました。ここでですね、それでは会場の方からですね、

今の４人の方の発表・報告に関しての質問、ここをもう少し詳しくとか、こういう言葉を

使われたんだけども、それはどういう意味ですかとか。いわゆるシステムを考えるという

視点から、今の発表についての中身についての質問を受けたいと思います。なお、質問を

いただく際に都道府県名、学校名、お名前を言っていただいた後に、お願いしたいと思い

ます。それでは会場の方に、先生方にお伺いします。何か質問したいことございませんか？

はい、お願いします。マイクお願いします。他におられますか？先に聞いておきたいと思

います。他におられませんか？お一方でよろしいでしょうか。中身、意見、取り組み等に

ついては後半の中で議論をしていきたいと思います。とりあえず質問。はい、お願いしま

す。 

 

ヤクモ先生：はい、お願いします。新潟県長岡市立大積小学校のヤクモと申します。よろ

しくお願いいたします。実は本県にはですね、いまご説明いただいたコミュニティ・スク

ール、それから支援事業というのはございません。非常に私はうらやましく思っておりま

すし、地域のもつ力の素晴しさというのをいま感じました。特にですね、先ほど提案型の

コーディネーターということで、伴野さんからですねいろんなお話を聞かせていただきま

した。ありがとうございました。それで実はですね最近、地域の人と関わるとですね、地

域の人も喜びを感じている、学校もですね喜びを感じている、そんな学校でありたいなと



思ってきました。ところがなかなかうまくいきません。そんな中でですね、伴野さんが非

常にいいですね提案型をしてバンバンと言っていかれるわけですが、その時にですね私ど

も教頭とどういうふうに関わってくるのかですね非常に興味がありますが、教えてくださ

い。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

伴野先生：はい。ありがとうございます。 

 

中川先生：関連してありましたら。だったら私もこれを聞こうっていう先生おられます？

じゃあ質問はこれ一つでよろしいですかね？はい。いまじゃあ伴野さんに質問がありまし

たけれども、他の方でも、もしそのことに関してありましたら、後ほど追加でお願いした

いと思います。じゃあ伴野さんからお願いします。 

 

伴野先生：ありがとうございました。まずですね、私がいつも心掛けているのは、地域活

動というのは先ほどの先生、何てお名前でしたっけ？スプライトの件で考え方が違う、見

方が違うとというお話ございましたよね。あれは考え方の問題なんですが、地域活動とい

うのはそれぞれの方、思いがあってやってくださってるんです。私こうみえてもすごく小

心者なんですね。ですので、その思いがあることに関しては、これはいい、これが悪いと

は私は言えません。ですので、このようなシステム化をして、このようなプログラムに賛

同してる方っていう方でお願いしてるんですね。その折に、やはりその思いとかっていう

ことに関しましては、教頭先生にきちんとしたかたちで地域の方にお話いただくことが有

効なんです。私もその少しずつ信頼を得てきたんですが、なかなか地域の同じ地域の者に

ですね、「あなた、それはちょっと」っていうことはなかなか私も言いづらいとこもあるん

ですが、教頭先生がお礼も含めてこのようなお話を伴野にしてくれたというお話も聞くん

ですが、今のところ授業数だとか諸々の事で、いま提案してくださったことはなかなかう

まくいかないんだけども、今後それをいい参考にさせていただいて次のプログラムづくり

に生かしていきますということをですね、学校を代表して教頭先生が言ってくださる事が、

非常に地域の方に対しては有効です。それと私は、学校からの先生の依頼を地域の方に託

してのようなかたちでコーディネーﾄをします。ですのでぜひとも教頭先生に、職員室内の

コーディネートをしていただきたいんです。私と教頭先生のお話の中で、私と校長先生の

お話の中でそれが納得していても、その担任の先生、教科の先生が納得することはわかり

ませんよね。ですから私は非常に教頭先生と手を組んで、先ほど泣いたり汗かいたりと言

ったのは、私は地域の方を説得します。そのかわり教頭先生にぜひとも、職員室の中をき

ちんとしたかたちでご理解いただけるようにコーディネートをしてほしいということをお

願いしてますので、二人のコーディネーターが手を組んでやってるというのが私のやり方

です。よろしいでしょうか。 

 



中川先生：はい、えーと伊東先生等で補足、補足というか自分なりの考え方。それから池

田先生、ありましたらお願いします。完結にお願いします。 

 

伊東先生：はい、そうですね。前任校のときの校区コーディネーターが非常に優秀な方で、

教員経験もちょっとございましたが、本当にですね、こちらが気をつけなきゃいけないの

は何を目的としてるのか。そして内容は何か。そして教師としての役割と、それからサポ

ーターの役割を明確にしてですね伝えていくと。これがおろそかになると何をやってるか

わけわからなくなって、来た人も何か不快な思いする、子どもたちも満足感得られないと

いうことがあるので、その点を明確にしてお願いするということと、できる人ができる時

にできる事を、という考え方で支援を呼ぶということで、支援が先にありきではなくて、

本当に教科を進めていく、授業を進めていく、体験活動を進めていく上で必要な時にご支

援いただくというかたちでやっております。はい。 

 

中川先生：はい、もうよろしいですか？いいですか？はい。会場のほうからありません？

後ほどですね、じゃあ具体的にシステムについて議論していきたいと思いますが。じゃあ

私のほうから二点。一点は伊東さん、一点は伴野さんにお伺いしたいと思います。まず一

点目、佐伯は全ての公民館にコーディネーターを配置してカバーしてますけれども、ボラ

ンティアの数がどういうふうに以前に比べてかわって、佐伯市全体で結構ですので、変わ

ってきてるのか。数が増えればいいというものじゃないかもしれませんけれども、やはり

ボランティア人口が増えていくということは地域のつながりがそれだけ強くなっていく、

広がっていくという視点からお伺いしたいと思います。伴野さんには三点、完結で結構で

すので。コーディネート、いわゆるコーディネートチームの組織、伴野さん一人でされて

るんじゃないと思うので、どういう組織で何名でやってるか。それから伴野さんの失礼、

言えればですね、月の給料。それから伴野さんのとこも、自分の学校のボランティアの実

人数。だいたいで結構です。じゃあお願いします。 

 

伊東先生：はい。えっとですね、佐伯市ということでしたので、多分こういう質問がくる

と思って調べておきました。20 年度スタートしたときはボランティアにきて延べ人数です

ね、10,378 名だったのが、時を経まして 24 年度昨年度は 27,208 人。延べ人数だそうです。

ボランティアの実人数は 20 年度が 723 人だったのが、24 年度昨年度は 3,023 人というこ

とで大幅に伸びております。 

 

中川先生：はい、ありがとうございます。結局広がってるということですよね。参加して

くださる方が増えてるっていうことですね。はい、じゃあ伴野さん、すいませんお願いし

ます。 

 



伴野先生：コーディネーターの組織なんですけども、私は 12 年前から学校教育コーディネ

ーターをやっておりました。そのときは単独一人で５校を見てたんですけども、学校支援

本部が立ち上がりまして、学校支援本部にはコーディネーター必ずつかなくてはいけませ

ん。ここは単独でもいいですし複数数でもいいんですがそういうかたちになってきました

ので、私は事務方を２名、事務局を２名と、あと私の後任というか徒弟制度なんですけど

も、弟子なんですけども２人つけてますから、全部で５人で活動しております。はい、よ

ろしいでしょうか。あと給料なんですが、これは東京都のほうが文科から３分の１システ

ムというんですか？とってます、１校あたり 38 万なんですね。年間で。その 38 万を私は

２人のコーディネーターに若干多め、事務局に若干少なめで与えてますので、私には一銭

も入りません。その代わり、私は事務所を学校の中に持たせてもらっておりますので、そ

こでの光熱費等は学校で払っていただいてます。ただパソコンもプリンターも、それから

コピー機も全部私の自前です。はい。それとボランティアですが、延べ人数３万弱。これ

は１校です。杉並第１小学校、１年間３万弱。というのは朝、朝先生で 15 名、担任ですか

ら参ります。放課後子ども活動をやっておりますので、そこが一日 140～50 名、子どもた

ちが帰ってきます。そこを７人でまかなっておりますので、７人かけるところの学校実施

数ですから、そうですね 200 何十日ですから、それぐらいの人数になるんですけど、延べ

３万弱ぐらいで活動してます。 

 

中川先生：それは退職者が多いですか？それとも普通の 30 代、40 代の方も結構こられてま

す？ 

 

伴野先生：朝先生に関しましては高齢者の方が多いです。ただいつも先生にもお見せした

ＤＶＤにもありますように、商社マンの方が一人いらっしゃるんですね。その方は、うち

は阿佐ヶ谷の駅前の学校ですので、朝先生をしてから会社に行きます。あと動物病院の先

生とかがいらっしゃいますね。男の方も結構いて、そんな方もいらっしゃいますし、放課

後に関しましては 50 代が中心です。私は両方とも、朝先生に関しましても放課後の活動に

関しましても現役のＰＴＡは使いませんので、すべて地域の方でやってます。ＰＴＡの方

は子どもと一緒に成長して卒業して、地域の方になったときに帰ってきてくださいという

ことで、それまでは地域で私たちがあなたたちのお子さんを見守りましょうということで

やっておりますので、ちょっと高齢になっております。以上です。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。一番具体的に聞きたいことがいっぱいありま

したので。それではここで前半を終了させていただきたいと思います。その間に私ども、

ちょっと打ち合わせをさせていただいて、後半のシステムづくりに関して会場の方々と議

論していきたいと思います。じゃあ 20 分まで、20 分再開ということで休憩させていただき

ます。 



 

～休憩～ 

 

中川先生：はい、それでは再開させていただきたいと思います。前半のそれぞれの方の報

告を伺いまして、やはりコーディネートを誰がするのか、コーディネーターというキーワ

ードが一つ大きいものがあると思います。もう一つは日常的に学校支援をしていくための

ネットワーク、地域住民とのネットワーク。それから地域情報をどこで持っておくのか、

誰が持っておくのか。最後に、やはり学校の多忙化というところが見えてきたのかなと思

っております。後半は会場の方と一緒に議論をしてまいりたいと思いますけれども、いま

ちょっと打ち合わせをしました。再度確認をさせていただきたいんですけれども、学校を

支援していただくシステム、いわゆるコミュニティ・スクールとか、学校支援地域本部だ

とか、それからＰＴＡの中だとか、そういうところにそういうシステムがあるという学校、

ちょっと手を挙げてみてください。はい、ありがとうございました。もし、ない学校は、

おれ関係ないよじゃなくて、やはりつくること、あることの大切さというのはおわかりい

ただいたと思いますので、それをどうしてつくっていくのか。いわゆる教育委員会が金く

れるわけじゃなし、学校独自でどうつくっていくのかとか、教育委員会が金くれなくても

地域の老人クラブをコーディネーターにして、その組織をコーディネートする組織にして

とか、様々なかたちがあるのかなと思います。そういうことを掘り起こしながら議論を進

めていきたいと思います。その中身として、そういう取り組みをすることによって、会場

の先生方のいわゆる効果、コミュニティ・スクールの効果だとかそういうもの。それから

使いやすいシステムだとか、そのシステムづくりを進める上での課題等々を、今までは壇

上の方にお話いただきましたけども、会場の方からご意見。それから、うちではこんなこ

とやってるよ、こういう課題があるんだよ、だからどうしたらいいんでしょうかというこ

とも含めて、ご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお先ほ

ど言いましたように、都道府県名、学校名、氏名のほうをよろしくお願いいたします。は

い、それではご意見等いただける方、挙手をお願いします。はい、シーンとしてます。は

い、お願いします。その他、じゃあ私もという人がいましたら今のうちにちょっと手を挙

げてみてください。その次ですね。 

 

イノウエ先生：滋賀県からきました甲西北中学校のイノウエと申します。よろしくお願い

いたします。ちょっと先ほど質問したら良かったのかなと思いながら、ちょっといま話を

聞こうと思うんですが、私は中学校でいま教頭をさせていただいてるんですが、実際その

地域コーディネーター、地域との連携をつくっていこうということで地域コーディネータ

ーは一人お願いをしているんですけども、いま先ほどずっと話を聞かせてもらう中では小

学校の話はすごく地域との小学校の連携の話はたくさんあったんですが、でしたら中学校

というのは、やっぱりなかなか中学校は地域の学校というようには思われてる部分と、や



はり一歩やはりもう一歩、言い方悪いけど敷居が高いというふうに思われてるような感じ

がするような感じがしています。だから、いろんな地域の方に話を聞いても「いやぁ中学

校はなぁ」というふうな話を聞くことはあるんです。私たちもやっぱり地域の力を借りて

いきたいし、何とかその、学校中学校本当にいま大変です。いろんないじめの問題とか、

いろんな子どもの非行の問題とかいろいろありますし、なかなか教職員の問題もあります

し。やはり地域の力をちょっとでも借りたいなというふうな思いを持っています。そうい

うふうな中で、先ほど聞かせてもらえたのは良かったんですけども、中学校と地域の連携

というふうな、地域の力を借りた中学校の教育力を高めていくというふうな部分について、

ちょっとご示唆いただければというふうに思いますが。 

 

中川先生：はい、どなたか伺いますので、よろしいですか。質問、じゃあお願いします。

すいません、お願いします。 

 

カワグチ先生：東京の八王子市の副校長のカワグチと申します。私の学校はコミュニティ・

スクールを受けて５年目になるんですけども、当初、非常に地域運営学校の委員の方々と

学校が敵対まではいかないんですけども、向こうの方々が学校の至らぬ点をかなり指摘を

されて、学校なかなかそこを対応ができなかったというふうなことで、人事も含めてなん

ですけども、ちょっと行き詰ったスタートをきった経緯があります。そのようなことを受

けて、いま二期目に入って、人事、これは学校運営協議会の方の人事がだいぶ動いた関係

で、今はかなり良好な関係があるんですけども、そのようなことを含めてなかなかうまく

いってない事例も実際はありますので、そのあたりうまくもっていくためにはどのような

もっていきかたがいいのかということが一点と、あとは外部のいろんな人材を学校に入れ

ていく中で、なかなか自分の思いだけで突っ走ってしまうような方も時には学校に入って

きて、なかなかそのような方と学校とがうまくいかないで軋轢を生んでしまったというふ

うなことも過去本校ではあったりして、そこらへんではやはりなかなか人材を入れたいん

ですけども、一歩こちらも躊躇してしまうような点もあったりして、そこらへんをうまく

円滑に進めていくような何か妙案というか、いい方法があったら教えていただきたいと思

います。以上です。 

 

中川先生：はい、お二方の先生からありました。まず中学校の問題、それからコミュニテ

ィ・スクールをうまく、いわゆるボランティアをうまくという部分の問題。どなたでもい

いですかね？はい、じゃあどなたか。はい、じゃあお願いします。 

 

伊東先生：はい、私は小学校なんですけど中学校のですねデータがあります。例えばです

ね部活動、部活動の指導者として平成 20 年度に佐伯市では 11 名の方がボランティアで入

ってたと。それが 24 年度昨年度は 165 名になってるということで、いま中学校の部活動を



支えてくれるボランティアの方がかなり増えてるということも聞きました。それからあと

キャリア教育ですかね。キャリア教育の受け入れ先の事業所を校区コーディネーターにお

願いして、すごくスムーズにいってると。そのときに知った情報をもとに、いろんな家庭

科とかいろんな授業の中にですね入っていただくようなことが展開されてるというふうな

話を聞いております。以上です。 

 

中川先生：はい、コーディネーターさんが一人いる学校です。はい、じゃあお願いします。 

 

伴野先生：私も２校中学校をやっておりました。そのときにやっぱり中学校は専科なので

なかなか入れにくい部分もあったんですけども、土曜日を公開講座というかたちにして 13

講座、地域の方の特色を生かした講座を、子どもたちが２つの講座を受けられるようなか

たちで地域に開放いたしました。その時には地域の方から逆に、次年度の公開講座にはぜ

ひとも講師として入りたいとのお話もありました。それと、いま杉並区で中学校で多くや

ってるのは、検定のお役目を受けて、准会場になるんでしょうかね。漢字検定、英語検定、

数学検定を学校支援本部の活動とし、やってるところも多く見受けられると聞いておりま

す。以上です。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。会場の教頭先生で、中学校でコミュニティ・

スクール、もしくは学校支援地域本部事業でコーディネーターさんがいるという教頭先生

おられます？ちょっと手を挙げてみてください。じゃあちょっとよろしいですか。中学校

としてという部分でご質問がありましたので。お願いします。 

 

三島先生：島根県のですね松江市玉湯中学校でございます。玉造温泉の学校でございます。

私の学校はですね、小学校が二百数十名の学校とそれから 20 名ぐらいの小規模校の学校と

私の中学校と、校区で３校でございます。うちの学校にコーディネーターさんいらっしゃ

います。松江市は小中一貫教育をいま推進しておりまして、その中で地域コーディネータ

ーというのを校区に何名かずつ配置しています。若干ですが手当もございますし、それか

らコーディネーター用のパソコン、プリンターそれから連絡用の携帯は、市のほうから支

給されております。先ほどありましたように中学校というところはなかなかボランティア

をお願いしても、そうこういってはなんですが必要性を感じてないというふうに私も思っ

てまして、本校ではですね先ほどありましたように職場体験学習の受け入れ先をお世話し

ていただいたり、それから学校行事、マラソンをやっておりますので、その時の見守りを

やっていただいたり、それから私去年から勤めておりますが、やはり最近では田舎でも先

ほどデータで出てましたけど餅つきなどすることはございません。ましてや中学校で餅つ

きなんていうことをやる時間もなかなかございませんけども、私もちょっと農業をやって

おるもんですからお米を提供しますのでやりましょうよということで 12月の終わりのとこ



ろで、私の学校で 151 名なんですが、学年３日間にわけて 30 升ぐらいつきましたでしょう

かね。臼も私が用意しまして、近所からもらって石臼を磨いていただいたり、うちのぶん

をもってきたり、うちの公民館に一つ木の臼がありましたのでそれをお貸しいただいたり

して、子どもたち大変喜びましたですね。つきたてのお餅というのはとんでもなく美味し

いんですよね。そういうことで何か昔のやっぱり日本の伝統といいますか引き継ぎがなき

ゃいけないということで、そういうときのボランティアもですね、３日間で 15 名ぐらい地

域の方がすすんで来ていただきまして、これもコーディネーターさんのお世話で実現しま

した。そんなところでございます。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。そのほか中学校でコーディネーターさんがお

られてという方、ありますか？すいません、お願いします。お願いします。無理にしゃべ

ってもらいますけど申し訳ありません。 

 

ヤマモト先生：東京都福生市のヤマモトと申します。福生第二中学校です。福生市は中学

校３校、小学校７校で、いま全 10 校なんですけども、市の教育委員会のほうの社会教育の

ほうですか、それでいま地域支援コーディネーターが各校１名配置されてます。本校では

総合的な学習の時間のキャリア教育の中でゲストティーチャーということで仕事の話を聞

く会の講師ということで、そうですね、講師を探してもらうところからはじまって、今は

地域の伝統芸能とかそういった祭囃子とか、そういった方を探していただいて、総合的な

学習の時間の中で取り組むようなことをしてます。今後なんですけども、そのコーディネ

ーターの方との話の中で、やはり１年生、２年生というふうに総合的な学習を積み上げた

中で、３年生の内容がやはり本校はまだ薄いんですね。修学旅行はあるんですけどもそれ

以外のものというのがなかなかなくて、そういった中身についても今後一緒に計画を立て

ていこうということで。実はそのコーディネーターの方が副校長で退職された方ですので、

社会科の先生でもあるということで元、そういった学校の内容に詳しい方なので、そうい

ったものを相談しながらいま積み上げてることと、やはり地域の中でも郷土史について研

究されてる方ですので、そういったことにも精通してますので、そういった情報をいま、

これからということです。それから市内の中ではコーディネーターの方が定期的に研修会

を開いてまして、いま取り組んでるのがやっぱり中学校区の小学校との小中一貫での取り

組みということで、小学校のほうではすでに学習支援ボランティアというかたちで入って

るんですけども、なかなか中学校のほうではそういった人材をいま探すのが難しいような

状態で取り組んでる状況です。はい。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。登壇者の方には後ほどコミュニティ・スクー

ルの課題っていうもののところで伺いますので、課題をどう乗り越えていくかという。会

場の方にお伺いいたします。いまこちらのほうで東京の先生からコミュニティ・スクール



うまくいくためにどうしたらいいのかと。いわゆる運営協議会、地域の協議会だから、困

るボランティアが入ってきて困ってる部分もあるっていう様々な課題っていうのがあろう

かと思います。そこでコミュニティ・スクールを実際にされている学校、いまお話いただ

いた以外の学校。ちょっとすいません、苦労話でも、お取り組みの方法でも結構ですので、

うまくいく方法、ないかもしれませんけどちょっとお考え、取り組みをご紹介ください。 

 

エンドウ先生：福島県三春町立三春小学校のエンドウといいます。うまくいく方法という

よりも後ほど伴野先生にもお聞きしたい部分もございますが、本校は平成 18 年度からコミ

ュニティ・スクールに取り組みました。当初文科省の調査研究指定校ということで、私も

本校の教頭ちょっと長く今年度で６年目になるんですけれども、大変いい仕組みだな、シ

ステムだなと思って頑張っておるところです。本校に学校運営協議会それから支援地域本

部の名前ではなくて、杉並区の学校支援本部のようなちょっと似たようなかたちで、三春

小学校学習支援ボランティアコーディネーター会というのがありまして、その中のコーデ

ィネーターという専属の方は、学校の規模から、それから地域性からいないんですが、教

頭がやってるような状況です。コミュニティ・スクールのほうの事務局も教頭がやるわけ

なんですが。よく負担感とかも聞かれるんですけれども、私もコミュニティ・スクールの

ほうの事務局としての負担感はさほど感じないんですが、コーディネーター会のこちらの

ほうのコーディネートするのが、委員がやはり十何名いるんですけれども、そこを取りま

とめるのがやはり非常に大変だなと思っているような状況です。それで２つちょっとお聞

きしたい点が、質問でもよろしいでしょうか？学校運営協議会のこちらのほうの伴野先生

からいただいた杉一プラン組織図の中で学校運営協議会の下に学校支援本部、この関係性

といいますか、学校運営協議会の下部組織ではないとは思うんですけれども、この関係性。

本校の場合、学校運営協議会の委員とコーディネーター会の委員が数名こうダブっており

まして、ダブっている利点がなかなかちょっと見出せないような状況があって、こちらの

ほうの組織の関係性ちょっとお聞きしたいと思いました。もう一点なんですが、この運営

協議会の委員それから学校支援本部の人材、委員の選任ですか？選任をどのようにするの

か、それぞれのところから推薦をいただいて委員が選ばれてくるのか、学校からこの方に

お願いしたいですというようなかたちで委員の方をお願いしてるのか。なかなか小さな町

ですので、いろんな学校で一人の方がいろんな役職を得てますので、なかなか取り合いに

なったりとか、なかなか受けてくれなかったりとかって委員の不足といいますかそういう

こともございますので、どのようなかたちで委員を選ばれてるのかなと思って質問させて

いただきました。 

 

中川先生：じゃあ伴野さん、その件は後ほど組織としてお答えいただければと思います。

それでは戻ります。コミュニティ・スクール、地域の教育力の活用、うまくいくため、様々

な課題、困った人材等々への対応という点で会場のほうから、こんな例があるよというの



がありますか？こんなことがあったんだけど、こういうふうにして解決して、こういうよ

うに取り組んでるよというのがありましたら伺いたいと思います。なければ、じゃあ登壇

者のほうで、池田さん、全県の情報も含めてそのへんが。やはり全てが全てうまくいって

るとは思わないんで、やはり課題は課題としてあがってくるだろうと思いますし、それに

対してどう指導し提案しながらやってるのかというところをお願いします。 

 

池田先生：はい、基本的にはですね、社会教育課は学校支援地域本部事業、それから義務

教育課がコミュニティ・スクールの所管をしておりますので、お互い情報交換してるんで

すけれども、なかなか突っ込んだ課題の話についてはですね、まだ深くはちょっと議論は

してないんですが、一点、特にボランティア、ちょっと困ったですね委員さん、ボランテ

ィアの件で、こういった事例ございました。初歩的な事例なんですけども、子どもたちま

たは学校のプライバシーをですね内部のことを、ちょっと世間話というかいろんなとこで

話すと。だから結局、個人情報含めて学校のことがいろんなところで漏れてるわけですね。

そういった部分がありましたら、もうその緊急性を要しますので個人的に市の教育委員会

等がちょっと呼んでですね、きちんと指導する場合もありますし、研修会の折にやはりじ

わっとですね、個人のプライバシーだとか学校の事情についてはやはり守秘義務がござい

ますので、徹底してそのあたりは研修または指導を行うというふうなところは大分県とし

ては取り組んでいるところであります。 

 

中川先生：はい、寺岡教育長には、まとめて最後、今の質問に対して別府市として、中学

校の問題、それからコミュニティ・スクールを今から入れようとしている時にそういう問

題があるということは前提で考えられますので、どういうふうに考えておられるかという

のをお願いします。それでは伴野さんの質問、最後の質問はちょっと後にしまして、伴野

さん、伊東さん、先ほどのうまくいくために、そういう点でですね、何か配慮事項なり、

こういうふうにやってますよということをご示唆ご指導いただければ。はい、お願いしま

す。 

 

伊東先生：はい。それ校区コーディネーターがうまくということですかね、それとも地域

の人材が入ってきたときにっていうことですかね。 

 

中川先生：トータル的に。地域の教育力を入れると様々な課題が起こると。 

 

伊東先生：はい、そうですね。一つはやっぱり教頭として自覚をしていかなきゃいけない

のかなというとこはあります。教頭自身がですね、地域の方が来たときに知りませんじゃ

なくて、必ずお会いして声がけをして「よろしくお願いします」というところからはじま

ってですね、人間関係教頭自身も築いていくということが大事なのかな。つまり複数の目



でその方を大丈夫かどうかというとこを見ていくということは大事だと思います。何より

もですね、その時にフィルター役となってくださるのが校区コーディネーターです。例え

ばですね、地域の方が学校に来て支援しました。ところが担任の先生の対応があんまりよ

くなかったというときも、コーディネーターは直接先生に言えないんですね。そしたら校

区コーディネーターがその話を聞いて、私なり校長なりに話をしてくれたことをうまくこ

っちから担任に伝える。もしくは担任のほうがちょっと話が長すぎてこの次来てもらうと

きにちょっと困るなとかいうときはですね、学校のほうから言うとですね、来て下さった

方そうとう非常にショックを受けますので、その時に校区コーディネーターにうまくです

ね、オブラートに包んでいただいてさりげなく伝えてというようなことはあります。校区

コーディネーターとの人間関係がやっぱりしっかりいかないとですね、うまくいかないと

思うんですが、その為にはですね、なかなか時間がもてないんですけど、雑談ってさっき

書いてましたけど、いろんな世間話とか地区でのこと、それから他の学校での人材の支援

を受けてる様子とかですね、いろんな話をして校区コーディネーターと教頭との人間、校

長も入れながらですね人間関係を築いていくということが非常にうまく運用していくこと

につながっているんじゃないかなと思います。 

 

中川先生：はい、あわせて伴野さん、地域の方が入ってもらうと、すぐ学校の批判をする

んですよ、現実。先生の悪口言ったり、情報が漏れたりとか、で学校とのトラブルってい

うのが絶対様々な課題がよく耳にするんですけれども、そのへんを含めていわゆるボラン

ティアのお願いの仕方、発掘の仕方というか、その配慮事項っていうか、そこいらあたり

をお願いしたいんですけど。 

 

伴野先生：はい。まず配慮に関してはですね、きちんとした打ち合わせを再度重ねてです

ね、目的をきちんとその方に明確にお知らせするということが、まず第一の手段だと思い

ます。やはりお互いにそこのところが曖昧でありますと、時間的な制約とかが。私もさっ

きちょっと２分ほど伸びてしまったんですが、時間的なことだとか。あと持ってきてもら

う機材のことだとか、前もってプリントするものがあるのかとか、どういう時間帯だった

らご都合がいいのかっていうことを十分にコーディネーターが、その入ってくださるボラ

ンティアの方と検討しないと、ままあるトラブルがあります。思い、こんなふうには思っ

てはいなかったとかってことがありますので、そこは十分にコーディネーターの力を機能

させて検討する必要があるかと思います。するとだいぶ見極めみたいなこともできてきま

すので、ある程度のトラブルは避けることができると思います。あと学校の守秘義務のこ

とに関してなんですが、私よく地域活動と町会のお話にも伺わせてもらうんですけどね、

学校と敵対心になる必要は全くないんですよね。子どもたちはもちろん学校の時間は学校

にいます。でも地域の子どもたちです。ですから学校の中でどうだこうだという前に、じ

ゃああなたは地域の人として、その子どもたちに対してどういうかたちで接してますか？



ということをよくお話するんです。私は自分の子はきちんと育てましたと、他人のことま

でとやかくいう必要はないと思いますという方には、他人のことをとやかく言うことがな

いんであれば学校のことも言わないでくださいと私は言います。やはり地域のものがこの

学校を愛し、学校の子どもたちを愛すということになると、多少のですねトラブルは回避

できますし、やっぱり自分の愛してる学校の子どもたちだと思えば、地域の方たちもちょ

っと口を閉ざすこともあるでしょうから、そういうかたちで自分がどういう立ち位置にい

て、自分がどういう当事者であるという意識を地域の方にももってもらう必要が多分にあ

ると思います。 

 

中川先生：そこいらあたりがシステムとしてやはり動いていく必要性がありますね。 

 

伴野先生：あります。それは私がいつもいったようにプログラム化して、それに合った人

を選ぶという一つの方法もありますし、あなたはどこの立場でこの学校と関わってるんで

すかとなったときに、当然ＣＳの委員さんは守んなくてはいけない、これは大前提ですし、

ボランティアの方であったにしても、やっぱり地域の人としてやっぱり学校の批判等は申

し訳ないけれど口を慎んでもらうということも、その中には一つの条件として当事者であ

る限り出てくると思うんですね。そういうことを日々の何かの活動の折にでも皆様方とお

話申し上げると、当事者意識がどんどん芽生えてくるとそういうことは回避できるという

ことはあると思います。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。教育長さん、様々な課題も出てるようなんで

すけれども、別府市としては全ての学校にコミュニティ・スクールを入れるということで

すけども、教育長さんの決意というか方向性、中学校の問題、それからコミュニティ・ス

クールの課題等とも含めて、教育長さんのお考え、取り組む方向性についてお話ください。 

 

寺岡先生：先日の説明会におきましても今の問題が一番重要でございました。人選をどう

するのかということで、各学校地域の中で本当に信頼できる人が人選できるのかというよ

うなご質問もございましたけれども、私はしっかりとこのコミュニティ・スクール、この

いわゆる地域の子は地域で育てるんだということを、具体的にやはり意義とか有効性を十

分説明して納得してもらったうえで人選するということになろうかと思います。しかしな

がら人間のすることですから、最終的には人間性になろうとは思うんですけれども、先ほ

どありましたように最悪の状況も考えておいて、そしてやっぱりシステムをきちっとプロ

グラム化して、人事異動でかわってもそのシステムを動くというようなことが大事だろう

と思っております。私はこのコミュニティ・スクールにつきましては、実は小学校教育が

終えて中学校の１年生２年生学年が進むにつれて、本当に不登校が増えてきます。悲しい

ほど 100 人近い子どもたちが保健室に行ったり、あるいは教育委員会の所管の適応指導教



室に行くような状況でございます。最悪の場合は家庭の中にひきこもると。あんなに小学

校で元気だった子どもたちが中学校に入るとどうしてこういうようなことが起こってるん

だろうかということが、もう数十年間継続してるわけです。今こそ学校のシステムを変え

ない限りは子どもを救えないだろうと、本当に一人一人の子どもたちの学びの保証をして

あげるということを、先生たちも授業改革しながら教室の中にもコミュニティのような考

え方の授業をやろうという先生もおられますけれども、依然として一方的な講義中の授業

をして、子どもがわかるわからんはもう全く無視して、部活動ばっかりに打ち込む中学校

の現状ございます。やはりいまシンポジストの先生たちから出ましたように、私はいま学

校をかえないと本当にそういう子どもたちを救えないと思ってます。従来のやり方ではカ

ウンセラーとかいろんなコーディネーターあるいはいろんな相談、それから研修、あるい

は啓発、いろんなことをやってるんですけれども依然として変わらない。もちろん家庭教

育が問題もあるんですけれども、そういう意味でもこのコミュニティ・スクールをやっぱ

り入れてあげることが、本当に一人の子どもを救ってあげることにつながると。そういう

意味でも地域の方に本当に自分たちの学校あるいは地域を守り育ててほしいと、そういう

願いと愛情をその校区の人たちに伝えていきたいと。あとはいろんな問題も想定したうえ

で、このコミュニティ・スクールを導入していきたいというように思ってます。そのため

にはやっぱり教頭先生たちがキーパーソンでありますので、どうしても多忙化というのが

問題になってこようかと思いますけど、そういうところを十分整理しながら何とか子ども

たちのために導入できればなと思ってます。それと行政のほうはどうしても予算の確保が

いります。私たちは、いま別府市内は地区公民館に６名、この予算をとるだけでも一人非

常勤でございますので市の職員として入ってきますから、何百万の市民の税金が使われる

わけでありますので、市の市長部局と予算の折衝になってきます。その時もやっぱりコミ

ュニティ・スクールの意義とか、どういう子どもを育てるんだとか、どういう学校を育て

ていくんだということを明確に市長部局に説明する責任がありますし、それでも予算がつ

かない場合がございます。ですからどこの市町村も多分そういうかたちでいいものなんで

すけれどもなかなか事業がとれないっていう、そういう悩みがございます。しかしそこは

子どもたちのためにということを説明できるような資料とデータとそういうもので市長部

局の方にお願いしながら、更にこのコミュニティ・スクール以外にもまだよい制度がある

かもしれませんので。とにかくいま思うのは、本当に社会に出て困ったり悲しんだりする

ような子どもがでないような学校教育、そのために社会教育の力を借りたいと。本当は学

校の教員がすべきこと、すべてできるはずなんですけれども、別府市のいまの先生方を見

ていましたら、どうも先生、特に小学校の場合は１学級１担任でございまして、過度な要

求をする保護者が非常に増えております。どうしてもその先生一人では対応できない状況

があって、校長先生教頭先生も対応できない状況があったりしますので、人間の信頼関係

をつくるためには外部の力もいる学校もあるとそういうふうに思ってますので、積極的に

このコミュニティ・スクールを入れるべきであると。中学校校区教育ということですので、



先日福島県の皆さんとか京都府の皆さん等で視察に行かせてもらいましたけれども、中学

校校区で幼小中で、中学校校区で子どもを育てていこうと、一つの方向がはっきりしてま

したので、別府も８中学校ございますので８中学校教育で 10 年間教育、公立幼稚園があり

ますので 10 年間教育で、子どもたちを絶対不登校出さないというような決意をもって覚悟

をもって、社会におくりだしたいという思いで、このコミュニティ・スクール、課題はた

くさんございますけれども、丁寧に辛抱強く、学校の先生そして地域の方あるいはＰＴＡ、

いろんな自治会の方にご支援をしていただきながら導入したいと考えております。はい。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。ぜひ学校を支える教育行政であってほしいな

と思うんですよね。コーディネーターをおいたからもう学校でやれじゃなくて、やはり様々

な課題がこの取り組みの中には生まれてくると思いますので、相談窓口なり、支える窓口

をきちんと教育行政の中につくっていただきながら素晴しい取り組みをしていただければ

なと思います。じゃあ最後に質問、伴野さん、組織の関係性と、それからいい人材の選任

方法、これについて説明してください。 

 

伴野先生：先ほどの質問に関してですね、はい。その関係性というのはですね、紙面がこ

れどっちのほうでしたっけ？Ａ３だったのでみたいなことではいけないでしょうか。そん

なことではないんです。ですけど、先ほど申し上げましたように、学校運営協議会、地域

運営学校というのは私は市立では経営母体だと思ってます。経営運営の母体ですので、そ

の下に学校支援本部があって、これが実行部隊として実践。テレビドラマとか映画でいえ

ば、プロデューサーが地域運営学校、ディレクター監督ですよね、撮る人が学校支援本部

というかたちでやっておりますが、本当は上も下もないんですけども。ただうちに関しま

しては学校支援本部の活動をＣＳの委員さんに検証してもらうというところがありますも

のですから、この上下というかたちの関係性になってます。ですので私も学校運営協議会

の一員でもありますから、全てのこの活動に関しましては情報を委員の皆様方にお伝えし

て、これに対する評価。あるときはですね、この表紙の写真なんですけど、学校の裏にあ

る神社でですね、和紙キャンドルナイトというのをやったんです。これもちょっといろん

な発案したのが予算を組むあとだったものですから、この予算はありませんでした。それ

も含めてＣＳの委員さんにご相談申し上げましたら、いくばくかの予算をコミュニティ・

スクールのほうで皆さんが募金してくださいましてね、提供してくれたみたいなこともあ

りますのでちょっと上にしてみました。よろしいでしょうか。あとは委員の人材なんです

けども、どのようなかたちで。これは杉並区だけでしょうか。先ほど福生の方もいらした

から東京都もそうなんでしょうか。見識者ということで教育委員会の方から３名指名して

おくられてきます、委員の方が。学校長推薦で４名、一般公募で３名。一般公募は論文と

それから面接です。でＣＳの委員は選ばれます。ですから幾つものハードルはありますも

のですから、早々人材としてですね、人それぞれではありますけども、ある程度の教育的



なことを語ったり、そこで考えたりできる人を杉並区は入れてるんですが、福生もそうで

しょうか。そうすると東京都の施策になると思うんですが。そういうかたちで人材を確保

しておりますので、あまりその先生方とのトラブルはありません。それプラス学校長です

ので 11 名で運営してます。よろしいでしょうか。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。予定の時間が過ぎたんですけども、ご質問い

ただいた先生方よろしいでしょうか。はい、それでは登壇者の方で最後のまとめをしてい

きたいと思います。えっとですね、今日は教育の協働システムということをベースに、シ

ステムの重要性、システムづくりということについて協議をしております。そのシステム

づくりとして重要なこと。これだよ、これが大事なんだよということ及びそれを推進して

いく場合、学校に望むことととか、行政・地域に望むこととかも含めて、それぞれの実践

の中でお話いただきたいと思いますので、２～３分といったら短いでしょうけども、核と

なることについてお話いただきたいと思います。まず池田さんからいきましょう。はい。 

 

池田先生：はい、いま中川コーディネーターのほうから宿題いただきましたけれども。学

校の中のですねシステムについてちょっとヒントといいいますか、私の経験も含めてお話

をさせていただきたいと思います。特に教頭先生、学校の中の職員室の担任とも言われて

おります。まず職員室の中のシステムコーディネートということも先ほど出ましたけれど

も、実はですね、各先生方たくさんニーズをもっております。そのニーズって拡散してる

しぼんやりしてるんですよね。それをオーダーにかえる、やはり工夫をしないといけない

と思います。オーダーっていうのはベクトル方向性もってますから、これがほしい、この

人に来ていただきたいという具体性になるわけですね。どうやったら変わっていくかとい

いますと、３つですね、持っておかなければならないものがある。１つはですね、これは

もう学校の核なんですけれども教育課程、年間指導計画、いわゆる学校の教育計画の中に

学校支援のメニューがどのくらい位置づいてるか。その具体をやはり書類としてもってお

く必要があると思います。２つめはですね、地域の人材のリスト。これは更新されたり整

備されたりしとかないと、いざとなったら使えないんですよね。毎年度毎年度やはり更新

しておく必要があると思います。それから３つめは先ほど伊東教頭先生が非常にプレゼン

の中で大きなヒントいただきましたけれども、模造紙でもいいんです。見える化するんで

す。やったことはデジカメでプリントで普通のコピー用紙でいいんです。たくさん貼って

ですね、たくさんの方が見ていただけるとこに貼ればいいわけですね。見える化すると、

だんだん具体化してきますから、学校の中の雰囲気も環境の面でも変わってきます。変わ

ってくるとですね支援していただいた方も見るので、地域の方のモチベーションが高まっ

ていきます。学校に行って○○の支援をしてみたい。ボランティアしたい。一緒に行って

子どもと接してみたい。地域も活性化します。地域が活性化するとボランティアの方がた

くさん声が今度は学校に届いて、見えて聞こえてきますから、先生方の気持ちが動くんで



すね。今まで面倒くさい、忙しい、やらんでもいいと言ってた方が、見えて効果がでてく

ると聞こえてくると、心が動きます。人を動かす前に心が動くんですね。そうすると先生

方のニーズがオーダーに変わっていくというサイクルができてきますので。些細なことで

すけれども非常に大事なことだと思いますので、ご提案させていただきます。以上です。 

 

中川先生：確かにヒントになりましたね、今のね。なるほど。じゃあ伊東先生お願いしま

す。 

 

伊東先生：はい。えっとですね、やはり僕ら教頭としてはですね、教務主任とか研究主任

それから地域教育推進担当、いわゆる学校の核になる先生方がやっぱり機能していくとい

う、教頭と連携をしていけれるシステムづくり。いま大分県は芯の通った組織づくりとい

うことで進めておりますが、そういったことを進めていくことは大事かなと思います。い

まうちの学校で職員が 22 名なんですが教務の先生が非常によく動いてくださって、非常に

連携が図れつつあるなと感じてるんですが。そういう職員室の雰囲気がよくなると地域の

方も学校に来るようになるんじゃないかなというふうに思っております。それから、やは

り何といっても地域の方に来てもらうっていうときに、よく地域の方が言うんですよ。わ

したちも、方言ですけど「わしたちも学校に行くのはいいんやけど、肝心要の保護者はど

げぇなっちょんか。父ちゃん母ちゃんは何も手伝わんようにあるけど」なんて言う言葉が

以前聞こえたことがあるんですけど。やはりあの地域の方に支援入ってもらう前に、ＰＴ

Ａとしての組織をですね、しっかり。先ほども再構築の話をしましたけど、お父さんお母

さんたちも学校と一緒に頑張ってますよ、子ども育てていますよというのをやっぱり地域

にアピールしていくということも大事かな。それを考えると、やはり情報発信。いまうち

の学校もホームページで今のところ 10 回、今年度に入って更新しておるんですが、もっと

ですねそういう地域の方が入ってくれた支援についての情報発信もしていかなきゃいけな

いかなと一つ課題として考えております。いずれにしても結構何て言うんですか、打ち合

わせをしたりとか入ってもらおうとすると時間がない中大変だと思われる方もいるんです

が、これは言えると思います。そういう保護者地域住民が学校に入ってきて、学校の取り

組みを理解してくれる。そして学校に対して支援していこうという機運が高まるとですね、

本当に学校に対する理不尽な要求というのは本当に減ると思います。そうすると本来、授

業研究とか教材研究とかしていく時間がですね、違うことで使われる部分がですね、しっ

かり保証されてくるので先生たちも腰を据えて教材研究ができるというような声も聞いて

おります。支援に対しても入ってもらう授業をパターン化していくことによって、打ち合

わせも効率よくできますし、先生方も内容だけかえながらうまく支援が入った授業を展開

していけるということで、いろいろ今までやってきて取り組んできてることもあるんです

が、何といってもやっぱり人間関係づくり、これが一番かなというふうに思います。以上

です。 



 

中川先生：はい、ありがとうございました。じゃあ教育長さん、寺岡さん、お願いします。

システムとして重要なこと、別府市としてやろうとしていること、学校に望むこと、行政

としてやるべきこと、そういう視点でお願いします。 

 

寺岡先生：別府市では、先生方一人一人が授業にまず打ち込めるような体制をつくっても

らいたいと。授業以外のことで本当にエネルギーを費やしてる学校が何校かございますの

で、ぜひ地域のニーズを聞きとるような場の確保が絶対いるだろうと。それとニーズを学

校運営に生かすということ。そういうようなシステムを学校の中に早めに位置づけたい。

ということは全教頭先生あるいは副校長先生方に、地域と共に開かれた学校づくりをやり

ましょうというようなそういう覚悟と自覚とがいるだろうと思っております。その意志と

覚悟があれば先生方と一緒に話をして、この学校の中にそういうシステムをしっかりと位

置付けていこうと。別府市の場合は全市一斉で教育委員会とＰＴＡと学校と一緒に、そう

いうシステムを導入したいと思いますので、今からいろんな各都道府県のシステムを参考

にしながら、そういうシステムをつくっていきたいと思います。最終的には人間関係づく

りが大事と、いま伊東教頭先生もおっしゃいましたけれども、できるだけ先生方が悩まな

いように、多忙化にならないようなかたちで授業に専念でき、そして子どもたちが本当に

いろんな価値観をもって経験した人と出会える場をたくさんやっぱり与えてあげる、そう

いうような教育がいるだろうと思っております。教師一人での力以上のものが発揮できる

ような気がしますので、別府市としては早急にそのシステムをいまから構築して運営した

いと思っているとこです。以上です。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。じゃあ伴野さん最後に、外から支援していま

すよね、学校をね。いっぱいね、隙間支援をね。そのことを通してシステムの問題、学校

に望むこと、行政に望むこと、トータル的にお願いします。 

 

伴野先生：はい。システムに関しましては、これはプログラムづくりということで十分に

お話させていただいたと思うんですけども、教頭先生に望むこと。私はいつも、うちも１

年前に新しい副校長先生、東京都は副校長先生といいます。ですからその言い方に慣れて

しまったんですけど、教頭先生といろいろ話す機会も多くなりました。教頭先生は学校の

先生方の頭であり、また地域の窓口でもあります。そうしたときに「誰があなたの仲間で

すか？」と私はいつもお話申し上げます。「私は必ず教頭の仲間として、あなたのことは支

えていきます。一生支えていきます」という話をするんですけども、それをうまく学校の

システムと地域のシステムに重ねていけばいいと思うんですね。ただ悲しいかな、まだ地

域のシステムがそこまで成長していません。ですからそこで教頭先生も一緒に学校を地域

のものと学校のものとのシステムが必ずどこかで重なり合うとこがありますので、それを



早くキャッチし、それをコーディネーターと共に相談しながら、学校ができ得ること、地

域ができることっていうところをお互いに助け合いながらやるというのが一番いいシステ

ムかと思います。必ず教頭先生のことは地域の方は、先ほど敵対心のような委員の話もあ

りましたけど、地域の特にコーディネーターは教頭先生が私たちの窓口でもありますから、

決して敵だなんて思っておりません。本当に良き仲間だと思っておりますし、もし何かの

かたちで、それこそ生活指導面でもですね、先生が大変なことがありましたらご相談いた

だければ地域のおばちゃんの感覚でその相談にものることもできます。ですから良き仲間

というかたちで進んでいったらよろしいかと思っております。以上でございます。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。お互いに何か質問あります？よろしいですか？

一番最後に一人ずつまた最後の発言をお願いしようと思ってますので、よろしくお願いし

ます。ずっと話し合いを協議を進めてまいりましたけども、いま登壇者の方々から言われ

たことをちょっと整理をしてみたいと思います。５点なのかなというふうに思います。ま

ず第１点目は、地域のシステムをどうつくるのか。ここの鍵がコーディネーター。２つめ

が、学校の中のシステムをどうつくるのか。活用していこうというシステム。大分県の場

合でも研究主任が学校の地域教育担当を兼務してるとかあります。その先生を中心にしな

がら、こんなことをお願いしたいというふうにコーディネーターにもってくる。いわゆる

学校の中のシステムづくり。当然、教育課程の中に週明けでここに地域の方をいれるなと

かそういうことも含めて。３つめ、やはり人間関係づくり。情報発信を如何にするのか。

データにもありました、学校がやっていること、やってほしいことを発信することなんだ

よと先生方も言ってますし、地域の方々も言っています。４つめ、授業に先生方が授業に

専念できるシステムをどうつくるか。これをつくったがために授業に専念できんで忙しく

なった、とんでもないことになってしまいます。５つめ、学校ができること、学校がしな

ければならないことと、地域ができること、地域がしなければならないこと、これをきち

んと整理するということ。この５つに絞られるのかなというふうに感じました。ただこれ

は一つの学校で進めていくとかいう問題ではなくて、やはり教育行政として、どう各学校

を支援し指導していくか。当然地域の特性等々がありますので、どこにウエイトおいてい

くかというのは学校の方向性だろうと思いますけれども。学校の先生たちが何を願ってい

るのかということを大前提にしながら、いまの５つに絞られていくのかなというような気

がしました。それではそろそろ時間がきますので、登壇者の方に最後に感想を含めまして、

先生方、学校の先生方が、また教頭先生が、本当私も４年しましたけれども、朝早くから

夜最後まで頑張っておられること。そして教員と地域の方、教員と校長の間にいて、もの

すごく心の面でもそれから肉体的な面でも苦労されております。そのうえでこういうシス

テムを新しく入れようよなんて本当大変。でも効果があるということはもうはっきりして

おります。そこで登壇者の方々から、それから最後に教頭先生へのお願いというよりもエ

ールを送っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまず



寺岡教育長お願いします。 

 

寺岡先生：全国からみえられた教頭先生、あるいは副校長先生におかれましては本当に毎

日多忙な、そしてまた一人一人の学級の先生からのいろんな悩み、いろんなものをすべて

一身に受け、そしてそれをまた校長先生との連絡体制、あるいはＰＴＡ会長等、いろんな

悩みがあろうかと思いますけれども、私は教育行政にいますので何か学校で発生した時は

教育行政の責任であると思ってます。今回もいろいろございましたけれども、結局学校を

守れなかったという反省をしております。もう少し支援をしておれば、こういうことはな

かったんだろうというようなケースはかなりございます。そういう意味でも教頭先生たち

に、この教育の協働という本当に協力して一緒にやっていくんだという、その学校の中に

いわゆる同僚性。私は企業と行政と違うところはやっぱり学校というのはトップダウンで

はなかなか難しい。どうしても同僚性がいるというような気がします。いくら文章、通知

でやっても、実際に動くのは先生方お一人お一人ですので、先生方のそういうものをしっ

かりと思いをつないで学校の中で一つの方向に向かってこういう子どもたちを育てようと。

そういう中でどうしてもいじめや不登校が発生したときは、最重要な危機と。危機管理を

もってその学校を何とか立て直さないといけないと、そういうやっぱり責任と覚悟が必要

であろうかと思います。そういう意味でも、こういうコミュニティ・スクールの導入とか、

何らかの方法をとりながらこの学校の課題を解決する、そういうようなことを先生方と本

気になってつくる必要があろうと思ってます。それが私たちが与えられた使命であるし、

いま出会ってる子どもたちが本当に来年３月に卒業していくときに、このシステムで良か

ったと。あるいはこういう先生方一人一人悩んでいる先生方にも校長先生、教頭先生、副

校長先生の力だけではなくて違う力があったために、その学校がこの学校でよかった、こ

のクラスでよかった、この先生でよかったといえる学校になるんではないかと思っており

ます。そういう意味でもぜひ教頭先生たちがキーパーソンでありますし、いろんなご苦労

あろうかと思いますけれども、子どもたちのためにぜひ各学校に帰られましたらそういう

ようなシステムづくりがもしできれば、そういうことを積極的にやったらどうかなという

ふうに思っております。以上です。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。じゃあ池田さん、お願いします。 

 

池田先生：はい、昨日から本日ですね、朝早くから夕方も遅く、終わりに近づいておりま

すけども大変ご苦労様でございます。貴重なご意見またはご示唆ご指導たくさんいただき

ました。一つ一つまた丁寧に整理をして今後の自身のですね業務に生かしてまいりたいと

思いますが、コーディネーター、シンポジストの皆さんの話を聞いたり、皆さんの話を伺

ってですね、２つだけ心に残ったことがございました。１つは伴野さんが最初におっしゃ

ったことの中にですね、論理性がないと、論理性を大事にしましょうよという話をしまし



た。システムを動かすのも停滞させるのも、ひとつは理性論理性です。面倒くさいからし

ないとか、誰かが入ってきたらちょっと困るとか、何かそういう目に見えない不安とかで

すね困りではなくて、これがこうやって人がこう入ってきてこういうふうに動かすとこん

なに子どもたちにとってメリットになって私たちにとっても専門性高まっていくよねとい

う理論性の構築がやはりこのシステムを動かしていくし、先生方の意識をかえていくし、

学校を活性化、地域を良くしていくわけなので、やはり理論性というところの整理とこの

システムの活用というのは表裏一体じゃないかなというふうに思います。それから最後に

ですね、このシステムというのは先生方を多忙化させるためのシステムではなくて、むし

ろ逆です。学校の中に多忙感とか負担をですね、できるだけ軽く、ハードルを下げ、軽く

排除しながら、寺岡教育長さんがおっしゃったように、授業に先生方お一人お一人が向き

合えるようなシステムなんです。家庭教育支援にしても、学校図書館のボランティアの支

援にしてもそうなんです。先生方はプロですから授業をしてプロなんですね。授業のプロ

です。教材研究をすればするほど深めれば深めるほど地域人材がほしくなる。自分の足り

ないところがわかってくるから。だから地域人材いらないとか欲しくないって言ってる先

生方は、教材研究の深さはどうなってるのかなと。僕も小学校の教員なので、そこは少し

辛辣なんですけれども指摘したいところではございます。先生方体に気をつけてですね、

暑い日々が続きますので、どうぞご活躍ください。ありがとうございました。 

 

中川先生：はい、ありがとうございました。じゃあ伴野さん、お願いします。 

 

伴野先生：先ほど池田さんのほうから新指導要領の話も出たんですけども、もちろん先生

方はもうお読みになってると思いますが、あれを読んでみると非常に柔軟にできていて、

ある部分非常に学校の特色なんか出せるようにできてるんですよね。縛りはあまりないと

思います。施策もそうです。予算等にはかなり縛りがあるんですが、きちんと明確な目標

さえ明確になっていれば、その地域に沿った活動にいけると思いますので、どうぞコミュ

ニティ・スクールとか学校支援本部のほうに怯えることなくですね、先生方の独自の考え

でその学校を良くするようなかたちの、逆にそれを使ってください。そうしますと、より

いい学校になっていくと思います。私はその一番のそこの旗を振ってくださるのが、私は

教頭先生だと思っておりますので、非常に私は教頭先生にエールを送りたいですし、期待

もしております。私がいつも話すときに使うんですけど、風土ってありますよね。その地

域地域に風土。私は先生方は風だと思っております。とても爽やかな清々しい風を吹かせ

ていただくんですが、そこに留まってはいません。そこで学んだことを今度は違う地域に

いって風を吹かせてくださいます。でも私たち地域は土です。ですのでしっかりと土壌を

肥やしてですね、その地域を守っていきますのでぜひとも先生方の爽やかな本当に素晴し

い風を吹かせていただいて、それには私たちコーディネーターが極力協力いたしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。頑張ってください。 



 

中川先生：はい、ありがとうございました。じゃあ最後に、立場は決意表明のほうやな。

教頭として。 

 

伊東先生：はい。今日は本当どうもありがとうございました。もうですね、実は僕、伴野

さんのところに実際に見に行ったことがあります。あれも８年か９年ぐらい前なんですけ

ど。本当に素晴しい取り組みをされてて、子どもたちが生き生き、放課後自由に遊んでる

姿を目の当たりにして、素晴しいな、東京の真ん中でこんなことが行われてるんだという

ことで、久しぶりにお会いできて嬉しくも思っておるんですが。このようなですね素晴し

いやっぱり校区コーディネーターの方がもっともっと増えてくれると、僕ら教頭はより仕

事をですね効率よくできるんじゃないかな。もちろん我々は給料をもらってますので、ボ

ランティアの方たちにですね支援をしてもらうばかりじゃいけないとは思うんですけど、

やはりそういう方たちと接することで学ばせていただくことってたくさんあるなというふ

うに思っております。教育ネットワークの拡充を僕はこれからも進めていきたいなと思い

ますし、子どもたちのコミュニケーション能力を高めなきゃいけないと。言語活動進めて

いかなきゃいけないということが一つ大きな課題となってます。そんな中でですね、やは

り教職員自身のですねコミュニケーション力、私もそうなんですが高めていかなきゃいけ

ないなと思いますし、その為にはですね明るい雰囲気で職員室の中でですね先生方が会話

をしていく。そういう環境づくりをしていかなきゃいけないなと今日改めて思いました。

そのためにですね、やっぱり人と人とをつなぐコミュニケーション力を高めると共に、時

にはコーディネーターとして、時にはネゴシエーターとして機能できるように、明日から

私も頑張っていきたいなというふうに思います。今日この会に参加させていただいて自分

自身も、また新たな気持ちでスタートしたいなと思ってます。今日ここにお集まりの方々、

実はですね、こんなこといったら失礼なんですけど、午後からだし、ご飯食べたあとだし、

一度我々が下がってですね打ち合わせしてるときに次にこちらに戻ったときにかなり皆さ

ん減ってしまうのかなと思ったら、最初にお会いしたときとほとんど変わらない方が残っ

てくださってて、非常にありがたいなと思いました。全国のですね教頭先生同士がつなが

っていけるとうれしいなと思いますし、もっと気軽につながるネットワークができるとい

いななんて思っております。この大分県大会のですね機会をぜひ、今日別府で飲みニュケ

ーションしていただいてですね、もっともっと教頭として仕事ができる活力としていただ

けたらなと思いますし、私も今日は別府で飲みたいと思います。もしお会いすることがあ

ったら声をおかけください。どうもありがとうございました。 

 

中川先生：はい、４人の登壇者の方に最後の一言お願いしました。私いま大学で授業をし

ながらとか免許証更新講習をしながら使っている言葉が、不易流行。これ俳句の世界、松

尾芭蕉の言葉ですよね。不易流行。いわゆる変わってはいけないこと、学校教育において



変わったらいけないこと。と同時に、その時代に合わせて変わらなければならないこと。

変わるっていうか新しい流行を取り入れなければならないこと。まさに教育の協働、地域

の教育力の活用というのは昔は考えられませんでした。学校の先生がやれば、それで教育

は十分足りてた。今は学校の先生たちだけがどんどんどんどん背負ってきて、家庭がやる

べきことまで背負ってきて、大変な荷物を抱えておられます。それに対応するためには流

行、必要な流行として、この地域の教育力の活用というものをぜひ進めていただければな

と思います。実際に文部科学省のホームページに全国の素晴しい地域の中学校も小学校も

幼稚園もありますけれども、動画がたくさん一か所にですね、たくさん集中的にのってお

ります。文部科学省の地域とつながる何とかかんとかというホームページがあります。あ

れを見てると全国で様々な取り組みが行われてるんだなというのを感じます。ぜひ、立ち

あげる当初は多忙化につながる、多忙感を感じると思いますけれども、子どものために、

そして先生方のために、ぜひこの取り組みを少しづつでもはじめていただければという気

持ちで今日一日分科会を進めさせていただきました。最後に本当学校現場におかれて教頭

という過酷な職務にある皆さん方においては心身共に健康に留意されて、教育現場の原動

力として活躍されることを期待してシンポジウムを閉じます。最後に登壇者の方々に拍手、

お礼をお願いします。どうもありがとうございました。はい、それでは全てを閉じます。

進行のほうにおかえしします。 

 

平田先生：登壇者の皆様、ありがとうございました。登壇者の皆様がご退場されます。再

度大きな拍手でお送りください。以上で本日の日程を終了します。お帰りの際には分科会

アンケートのご提出をお願いいたします。また明日はここビーコンプラザ１階コンベンシ

ョンセンターで９時から受付を開始し、９時 30 分から記念講演を行います。お時間までに

お集まりください。なおお帰りの際にはお忘れ物などございませんよう、お気をつけくだ

さい。お疲れ様でした。 
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記念講演

演　題

学校運営力を高める処方箋

講　師　　田
た

　中
なか

　和
かず

　彦
ひこ

（コンサルタント／プロデューサー

株式会社プラネットファイブ代表取締役）別府市出身

■プロフィール（人物・特徴）

　一橋大学社会学部卒業後、リクルートに入社。人事課長、広報室課長を経て、就職情報誌『週刊ビーイング』、

『就職ジャーナル』など４誌の編集長を歴任。40 歳で映画配給会社ギャガ・コミュニケーションズのバイス

プレジデントに就任し、異業種から映画プロデューサーに転身。その後、老舗の映画雑誌のキネマ旬報社で

代表取締役を務め、現在はプラネットファイブ代表取締役。今までに２万人以上の面接を行ってきた人材コ

ンサルタント兼映画プロデューサーとして活躍中。

　「人材の採用・教育・モチベーション戦略」「マネジメント」「進学・進路」「地域活性」「後継者問題」「エ

ンターテインメントビジネス」などのテーマで講演・執筆活動を行う。

　現在、朝日新聞でコラム『はたらく気持ち』を毎週土曜に連載中。

■その他の職歴・受賞歴

ニュービジネス協議会「人材委員会」委員／経済同友会「人材委員会」委員

国土庁「大都市住民の地方移動促進方策調査委員会」委員

デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツグランプリ」審査委員

／「デジタルコンテンツ白書 2005」編集委員など歴任。

財団法人「金子国際文化交流財団」評議員。

プロデュース映画『受験のシンデレラ』で、2007 年モナコ国際映画祭グランプリ受賞。

■主な著書

『威厳の技術【上司編】』（幻冬舎）、『やりがい論』（大和書房）、『それでも仕事は「好き！」で選べ』、『38

歳から絶対やっておくべきこと』（Nana ブックス）、『42 歳からのルール』、『リーダーの修行ノート』（明日

香出版社）、『「好きな仕事」は会社を辞めずにやりなさい！』（日本能率協会）、『断らない人は、なぜか仕事

がうまくいく」（徳間書店）、『40 歳から伸びる人の習慣』（ＰＨＰ研究所）、『課長の時間術』（日本実業出版社）、

『定年サバイバル時代の働き方ルール』（朝日新聞出版）など。

■主なプロデュース映画

『ＥＭ　エンバーミング』（1999 年／青山真治監督、高島礼子主演）

『バトルロワイアル』（2000 年／深作欣二監督、ビートたけし、藤原竜也主演）

『春よこい』（2008 年／三枝健起監督、工藤夕貴、時任三郎、西島英俊、宇崎竜童主演）

氏
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記 念 講 演



 

【記念講演 】 

 

司会者：ただいまより記念講演をはじめます。講師の株式会社プラネットファイブ代表取締役 田中和彦先

生のご登壇です。大きな拍手でお迎えください。 

 

    講演に先立ちまして、大会実行委員長 溝部美和子が田中先生のご紹介をいたします。 

 

溝部先生：講師の田中先生の紹介をさせていただきます。 

      実は別府出身の田中先生とお会いするのは今日で二度目なんです。一度目は５月、聖路加タワ

ーでの打ち合わせでした。プラネットファイブ取締役、それからリクルート社など多くの人事を

手掛けてこられた方だということで、私はとても緊張していきました。お話を伺っていくうちに

先生のその気さくなお人柄に触れ、随分いろんな話をしたような気がしました。 

先生の書かれた本もたくさんありまして何冊か読ませていただいたんですが、読んでいくうち

にあたかも先生が隣にいるような気さえする、とっても身近に感じられる方です。私のお気に入

りは『リーダーの修行ノート』『威厳の技術【上司編】』そして『課長の時間術』。『課長の時

間術』に書かれていますように、会議は１時間がいいということで、私たちの打ち合わせも１時

間で終わりました。今日、このご講演は２時間を予定しております。これは会議ではありません

ので 後までしっかりとお聞きください。 

 

司会者：それでは田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

田中先生：改めまして、おはようございます。田中和彦といいます。私は別府市の出身です。このビーコン

プラザまで歩ける距離なんですが、今日はちょっと暑いですから義理の兄の車でここまで連れて

きてもらいました。 

      皆さん昨日は温泉に入りましたか？入ってます？入ってますよね。大会のこの要項のところ、

募集のところでしたかね、溝部先生が大分が生んだ人物として三人ほどお名前をあげてました。

福沢諭吉、それから広瀬淡窓、それから瀧廉太郎。別府市長が「皆さんの財布の中にある福沢諭

吉をぜひ別府の町で里帰りさせてほしい」って、うまいこと言うなと思いましたね。 

      別府にも有名な人物がおりまして、油屋熊八という人です。別府駅を降りると銅像があるんで

すがご覧になりました？油屋熊八さんの銅像、別府駅の前に。普通銅像ってこう黙って立ってる

ようなものが多いんですけど、油屋熊八さんの銅像は手をこう、こんなふうに広げてマントの後

ろに小さな子どもが空を飛んでるような、そういう銅像があります。もし今日、ＪＲの別府駅を

利用する方いましたら銅像をちょっと見ていただければと思います。 

     この方は大分県の生まれじゃなくて四国の宇和島で生まれた方なんですけれども、別府の温泉地

を有名にした方です。亀の井ホテルっていうホテルの創業者でもあります。すっごいアイディア

マンだったんですね。『山は富士 海は瀬戸内 湯は別府』っていうフレーズありますよね。こ

のフレーズを考えたのは油屋熊八さんです。考えただけじゃなくて、大きな柱みたいなものに『山

は富士 海は瀬戸内 湯は別府』っていう文字を書いて、それを富士山のてっぺんに持っていっ

たんですね。そして、それを標識みたいに立てたんですよ。昔はおおような時代だったのか、今

だったらすぐ撤去されますけどね。それで富士山に登った人が「別府っていう温泉があるんだ」

っていう。その柱を全国各地の観光地に立てて、別府という温泉地が有名になったっていう、そ

ういうエピソードを持ってる人です。日本で 初に観光バスというものを考えて、バスガイドと

いう存在をつくったのもこの油屋熊八さんだというふうに言われてます。そういう人物もおりま

す。 

私は今回別府出身ということで、こういう場でお話をさせていただくことになったわけですけ

ども、ちょっと私も変わったキャリアを、今までの経歴ですけどしております。生まれたのが１

９５８年で、今５４歳になります。 初に入社したのが株式会社リクルートっていう会社です。



 

当時はまだリクルートっていう会社はそんなに大きい会社じゃなくて、日本リクルートセンター

っていうふうに言ってました。先日創業者の江副さんっていう方が亡くなられまして、私もお別

れの会に行ってきました。 

      リクルートに入社して 初に人事部人事課というところに配属になり、人事の仕事をしてまし

た。人事課長をやってたときにリクルート事件っていう事件が起きたんですね。 近でいうとラ

イブドア事件みたいな、ああいう企業スキャンダルです。その時に広報室に異動しろって言われ

て、７月の１日付けでした。普通４月とか１０月の人事なんですけども、何でこの７月のタイミ

ングに自分は広報室に異動しなきゃならないんだろうと思ってですね。「行けばわかるから」っ

ていうふうに上司に言われたんですね。行ってものんびりしたものだったんですね。しかし４日

後に大きな報道がバンと出ました。リクルート事件が世の中に知れ渡ったっていう。そこからは

１年間会社に寝泊まりするような時期が続きました。本当に後にも先にもこんなに２４時間臨戦

態勢で働いたっていう時期はありませんでした。会社の会議室にソファーベッド用意してもらっ

て「寝れる時はいつでも寝ろ」って言われてですね。「お風呂どうすればいいですか？」って言

ったら、銀座のリクルートのビルの裏に金春湯っていう銭湯があるんですね。「役員でもない特

権だ、風呂はいつ行ってもいい」って言われて、夕方の４時頃よく洗面器持って、銀座の金春湯

に行ったりしてました。非常に大変な１年半でした。 

その後、『週刊ビーイング』という転職の情報誌、それから『就職ジャーナル』という新卒向

けの情報誌の編集長を務めるようになりました。今はいずれの雑誌ももうなくなってしまいまし

た。リクナビ、それからリクナビＮＥＸＴっていう就職サイト、インターネット上のサイトにな

ってしまいました。リクルートでは就職情報誌統括編集長という立場を務めていたときに、たま

たま縁があって、リクルートを辞めてギャガ株式会社、ギャガ・コミュニケーションズって書い

てますけれども、現在のギャガ株式会社っていう映画の会社に転職をしました。映画の配給、外

国映画が中心です。私が入ったときは『グリーンマイル』という映画とか、その前は『セブン』

という映画とか、ああいった映画を配給してる会社です。 近では『 強のふたり』という映画

が割りとヒットして有名になりました。その映画の会社でヴァイスプレジデントという立場で仕

事をしました。 

      日本映画の制作の仕事もしてます。こういう先生方がいる場でお話するとなんかちょっとあん

まりよろしくないのかもしれませんけど、『バトル・ロワイアル』っていう作品をプロデュース

したのは私でございます。本当に申し訳ありませんでした。 

      その後、『キネマ旬報社』という非常に古い映画の雑誌があります。創刊１９１９年ですから

ね、間もなく百周年を迎えようとする古い映画雑誌ですけども、その出版社の代表取締役を務め

たあと、こういう雑誌ですね。独立をして、今はプラネットファイブっていう会社で人材コンサ

ルタント、それからプロデュース、そんな仕事をやっています。映画を作ったり、本を書いたり、

そんな仕事です。先ほどいくつかの本を紹介していただきましたけれども、これが今までに書か

せていただいた本です。それから雑誌に記事を書いたり、新聞にコラムを書いたりしてます。毎

週土曜日の朝日新聞に、ここの右側にありますけど『はたらく気持ち』っていうコラムを書いて

ます。実は今のタイトルは『はたらく気持ち』っていうんですけども、以前は『複職時代』って

いうタイトルでした。もうスタートして１２年目に入りますかね。毎週毎週働く人たちの喜怒哀

楽について書かせていただいてます。 

      あとテレビでコメンテーターを務めたりとか。ちょっと変わったところでいうと右側のスライ

ドはモナコ国際映画祭という映画祭の審査員を務めさせていただいたりもしています。映画の仕

事、この場で先生たちの前で私の過去の作品見せるのちょっとドキドキするんですけども、実は

あんまり教育上よろしくないものも作ってるかもしれません。こういうやつですね。ちょっとお

どろおどろしい感じですね。私が４０代の前半に作ってた映画です。子どもたちには見せられな

い映画もたくさんあります。私の中ではエロス＆バイオレンスの時代っていってるんですけどね。

ただ私も４０代後半からはですね、少し大人になって愛と平和の時代に変わります。次のスライ

ドは私の愛と平和の時代の映画です。ずいぶん変わりますよね、トーンが。『ベルナのしっぽ』



 

っていうのは盲導犬の犬の話ですね。それから『赤い鯨と白い蛇』っていう映画は、香川京子さ

んに主演していただいた老人の認知症の物語です。戦争と平和をテーマにした映画ですけれども、

こんな映画も作らせていただいてます。非常に変わったキャリアなんですけれども、なぜ私が今

日この場で話をするようになったかということですけど、恐らく先ほど溝部先生に言っていただ

いた『課長の時間術』という本がきっかけなのかなというふうに思っています。どんな本かとい

うとこんな本ですね。左側の本が『課長の時間術』です。「できる課長は決して忙しいとは言わ

ない」と書いてますけどね。この本が結構多くの方に読んでいただいたんですね。ある時、この

総合教育技術っていう会社から出版社に連絡があって「ぜひ取材させてほしい」って。「私は教

育関係とか学校現場はそんなに知らないですよ」というふうに言ったんですけれども、「いやい

や、逆に知らない人のほうが何かいい意見もらえるかもしれない」っていうことで取材を受けさ

せていただきました。ここにある『「教師の多忙感」克服宣言！』というのと、『「忙しすぎる

教頭・副校長」多忙感克服の極意』っていう、そのあたりでお話をさせていただいて、恐らくそ

のあたりから今日皆さんにお話してほしいというふうな話がきたんだと思ってます。 

      皆さん忙しいですよね？私もいろいろ調べたら、教頭先生それから副校長の先生っていうのは

多分一番現場で忙しくされてるんだろうなと思ってます。急ぎの仕事ってありますね。とにかく

早くこの仕事してほしいっていう。「急ぎの仕事ほど忙しい人に頼め」っていう格言あります。

忙しい人に頼むと何か後に回されるんじゃないかというふうに思って、暇そうな人に仕事を頼む

と、暇そうな人はいつまでたっても暇で仕事しないんですね。忙しい人は忙しい理由があるわけ

ですね。早く仕事してくれるっていう。だから早く仕事したいときは、忙しくしてる人に頼めっ

ていう、そういう鉄則があります。 

      私は札幌に１年住んでいたことがあるんですけども、札幌にラーメン横丁っていうラーメン屋

さんがずっと並んでるところがあるんですけどね。不思議なもんで行列ができてるラーメン屋さ

んもあれば、その隣にはお客さん誰もいないっていうお店があったりしますね。こっち空いてる

んだからこっちに並べばいいのにって思うんですけど、やっぱり行列するんですよね。でね、お

いしいラーメンの作り方をどっちに聞くかっていうと、やっぱり行列ができてる忙しいところに

聞きますよね。やはり何か課題を持ってたり、それを解決したいというときには 先端を走って

る人に話を聞くといいということがあります。こんな話もありましたね。 

      昔、スカンジナビア航空っていう航空会社がありました。北欧の飛行機会社です。そこの会社

が業績が悪くなってリストラしなきゃなんないっていう、とにかく改革しなきゃなんない。飛行

機の利益ってどうやって出るかというとホテルと同じなんですね、稼働率なんですよね。どれだ

け飛行機っていう資産を回転するかというね。一日往復で４回しか飛ばない飛行機を６回飛ばし

たほうが会社としては、もちろんお客さんが乗らなきゃ意味がないですけど、多く飛ばしたほう

が売上も上がるし利益も上がる、そういう仕組みですよね。そのスカンジナビア航空が経営改革

するときに何を参考にしたか。他の航空会社を研究したんじゃなくて、Ｆ１っていう車のレース

ありますよね。あのピットインってどうなってるんだろうっていう研究をしたんですね。Ｆ１の

ピットイン、タイヤが擦り切れますから、何周かしたら必ずタイヤ交換するんですね。ものすご

いスピードでタイヤ交換をします。レーサーの人が車でスーっと乗り付けたら、何ていうんでし

ょうね、何人ものそのクルーの人が車体を上げて、ネジをもうパンパンパンパンっていって０コ

ンマ何秒でネジを外すんですね。クルーが新しいタイヤを入れたらまたパンパンパンパンってい

って、10秒もたたないぐらいでまたスーっとレースに戻るっていう。あそこのいわゆるタイヤ交

換のところにどんなノウハウがあるのかという研究から始めたっていいますよね。新幹線のお掃

除をして、あそこにもそういうノウハウがあるんですね。だから皆さんが解決したいことを誰が

一番考えてるんだろうとかね。どういう人の話を聞けばいいのか。ですから、もし皆さんが忙し

いなと思って誰かに話を聞こうと思ったら、ぜひ忙しくしてる学校の先生に話を聞くといいです

ね。あの先生はいつも忙しそうにしてるな、どうしてるんだろうって。 

      私が 先端を走ってるかどうかわかりませんけど、実は私は忙しい時期があって、先ほどのリ

クルート事件の時も忙しかったですけど、実はリクルートで４つの雑誌の編集長を兼務してたこ



 

とあるんですね。『就職ジャーナル』『週刊ビーイング』それから音楽の情報誌の『ザッピィ』

っていう情報誌も兼務してたことありました。４つの雑誌の編集長を兼務すると何が起こるかっ

ていうと、業務が４倍になるんですよ。なぜかっていいますと、雑誌作るときに必ず企画会議っ

てあるんですね。企画をたてる為の会議。企画会議のあとには台割会議って、どういう順番で記

事を並べるのかっていう会議があって、それから広告・宣伝のために電車の中吊りにタイトルを

掲載する、そのタイトル会議っていうのがあったりします。中吊りの会議ですね。そんな会議が

たくさんあるわけです。４つ掛け持ちすると全部に出なきゃなんないですね。部下も単純に４倍

になるわけですから、面談しなきゃなんないっていうと４倍の人と面談しなきゃなんない。そん

なところからですね、私もここにある時間ってどうすればいいのかということをいろいろ考えま

した。中には苦肉の策で出たものもありますけれども。そんなノウハウを今日は皆さんにお伝え

したいと思ってます。前半が時間術、時間管理。後半はややマネジメントについての話をしたい

というふうに思ってます。あの先ほどから言いましたように、私は学校の現場の専門家じゃない

ので企業での話が中心になりますけれども、組織の本質論っていうのはあんまり変わらないと思

ってます。 近結構病院から講演依頼や研修の依頼があったりして、いろんな病院に行くんです

けれども、私は病院の専門家じゃないんですけれども、企業でこんなことやってるっていうのを

「ああそうなんですか、会社っていうのはこういうことやってるんですね。それを病院でも取り

入れたい」って言って取り入れてくれるところが多くなってます。ですから、ぜひ皆さんも、今

日はそういう企業の中の話が中心になるかもしれませんけれども、一つでも二つでもヒントにな

るものがあればお持ち帰りいただければというふうに思ってます。 

      この右側の総合教育技術の中にこんな記事が載ってました。『現役の教頭・副校長が選ぶ、疲

れを感じる５つの原因』っていう。何だと思います？疲れを感じる５つの原因。一つめは膨大す

ぎる事務仕事。やっぱり事務の仕事多いんですね。本当に半端なく書類が次から次に来るってい

うふうに言われてます。それから二つめ、保護者への対応。これも 近大変ですよね。それから

三つめ、校長との関係。これはあんまり大きな声では言えないですけどね。それから多種多様な

雑務。本当に雑務多いらしいですね。何で自分がこんな今日対応しなきゃなんないのかって思い

ながらもですね、やっぱり熱中症とかあると対応しなきゃなんないとか、そんなことも書かれて

ました。それから教職員への指導助言。ここがマネジメントの部分につながってくるんだと思い

ますけれども、今日はこんなテーマに沿ってですね、皆さんに少し参考になる話をさせていただ

ければと思ってます。 

 

      なぜこんなに組織の運営が難しくなってるのかっていう要因ですけどね、一つは時代の変革期 

っていうことです。今までのルール、今までのやり方が通用しなくなってますよね。 

      実は私はここの会場の近くの別府市立西小学校というところで学びました。当時は約４０人の

クラスが４クラス、１学年がですね。ですから１６０人ぐらい１学年にいたんですけども、昨日、

母に「今どれぐらい？」って言ったら「２０人ぐらい」。１学年１学級で２０人ぐらいって言っ

てましたね。ですから８分の１になってますね。上り坂の時、人が増えたりとか成長したりとか

って、上り坂のマネジメントってそんなに苦労しないんですよ。上り坂の時の組織運営っていう

のは時代が後押ししてくれたりとか、成長するっていう流れの中で、言葉は悪いですけどね、い

けいけどんどんっていう感じで前に進めるわけです。大変なのは下り坂の時ですね。現状維持と

か下り坂の時。下り坂の時っていうのは何とか今の状況を変えなきゃなんないっていう、変革が

求められる。これが一つの要因です。 

      それからもう一つはこれですね。ＩＴ化が急激に進んだ。ペーパレスとか言われますし、紙を

なくそうって言いながら、やっぱり紙も大事だといってね。紙もネットも両方あるみたいな、そ

ういう今が端境期です。これが皆さんの業務を多分これまた多くしてるんじゃないかなと思って

ます。 

      それからもう一つは情報公開ですね。情報公開が進んだ。外部の人のほうが詳しかったりする

っていう。この前も、ある病院の研修に行った時に、 近は患者さんのほうが詳しいんですよね、



 

いろいろ。お医者さんが「じゃあ痛み止めでも出しときますか？」って言ったら、患者さんが「じ

ゃあボルタレンの３０mgにしてもらえますか？」とかね。何でそんなこと知ってるんだってね。

そういう時代ですよ。ネットで検索すればこの薬が何なのかってすぐわかるっていう。そういう

時に、お医者さんは医者としての威厳をどう保つのか、これが一つの課題ですよね。情報公開が

進んで外部の人のほうが詳しかったりする。まあこんな時代になってます。 

      こんな中、今日は膨大すぎる事務仕事っていうところから入りたいと思います。まずはですね、

今日は講演会ですけども皆さんにちょっと考えてもらおうというワークを用意してます。膨大す

ぎる事務仕事。ケーススタディです。私ちょっと読み上げますので皆さんで考えてみてください。

実はこのケース、教頭先生のケースで一旦つくったんですよ。私の知り合いで教頭先生してる人

にこれを読んでもらったら、「田中、これ生々し過ぎてだめだ。客観的に考えられないからやめ

よう」って言われてですね。急遽、企業のケースに変えました。ですから企業の営業課長さんっ

ていう形のケースで考えていただきます。 

 

      『何から手をつければいいのか。あなたはあるメーカーの営業課長だ。その日は朝からスケジ

ュールが立て込んでいた。午後から協力会社として世話になっている販売代理店の設立３０周年

式典に部長の代理として招待されている。先方から依頼されていた祝賀スピーチの原稿をまとめ

始めたら、人事部から「人事考課の資料として使う部下全員の能力開発シートの締切が今日の午

前中なので必ず提出してほしい」という電話を受けた。』 

      何かありがちですよね、こういうことね。 

『慌ててシートを探すと机の上に積み上げられた書類の中にまぎれたままだった。書類の山は

取引顧客に関する調査データだった。ここ数年、顧客が利用する商品構成が大きく変化している。

部長から「今後の重点商品をどう位置付けるか。来季の営業戦略を考える上で君なりの意見をま

とめておくように」と言われていた。』 

      これ、実は前のやつは校長先生から指示を受けるっていうやつだったんですね。これが生々し

いからだめだって言われたんですね。ですからこのケースに変えました。どこまで言いましたか

ね。そうそう、言われていた。 

『戦略策定のタイミングは２ヵ月以上先の話だが、懸案事項として必ず手をつけなければなら

ない重要な課題だ。いつかはやらなくてはと思いながら放置していたのだ。夕方は社内の若手営

業マン向け勉強会の講師を務めなくてはならなかったので頭が痛かった。９０分間の講義なのに、

まだ講義内容の整理もできていない。とにかくできるだけ午前中にやるべきことを済ませておか

ねば。』 

      こういう状況ですね。これあともう１枚続きます。 

『まずは急ぎの案件からだ。関東地区の営業課長が集まる明日の営業全体会議で発表する報告

書は、残業して作成しようと覚悟を決めた矢先のことだった。スピーチ原稿を遂行してると、青

ざめた顔をした新人営業マンから「すいません」と消え入るような声で話しかけられた。「どう

した？」と聞くとモジモジしながら「先月受注した商品の納品内容が間違っていたんです」今日

先方に搬入した時にそれが発覚したらしく「私の入力ミスだったようです」。その区画は急成長

企業で、今後の取引拡大が見込まれる重要な相手だった。彼の話では、朝一番に顧客から「どう

なってるのか」という怒りの電話があり、原因を突き止めるべく受注当時の資料などを探してい

たという。ミスの発覚から、もう２時間以上は経過していた。「どうしてすぐに報告しなかった

んだ」と問い詰めると、「課長が忙しそうだったので」とうつむくばかり。そろそろパーティに

出かけなくてはならない時間になっていた。部長は海外出張で連絡がつかない。営業部にはベテ

ランの中堅メンバーが何人か残っていた。「いったいどうしたら……」とおろおろする新入社員

を前に、あなたは頭を抱え込んでしまった。』 

      この状況です。で、問題ですけどね、どういう観点で仕事の優先順位をつけるか。あなたなり

の優先順位のつけ方を考えてみてください。ちょっと戻しましょうか。まずは販売代理店の３０

周年式典の祝賀スピーチをしなきゃなんない。その原稿をまとめてた。そしたら人事部から、午



 

前中締切の部下全員の能力開発シートを提出してくださいねと言われた。取引顧客に関する調査

データ、来季の戦略を考える上で重要なもの。これは２ヵ月以上先の話ですけど、これもやんな

きゃなんない。夕方は社内の若手営業マン向けの勉強会の講師の仕事がある。明日の営業会議で

の報告書は残業してやろうと思ってた。そんなときにクレームですよね。部下のミスによってク

レーム対応しなきゃなんない。さぁこの６つ、皆さんはどの順番から仕事していきますか。ちょ

っとお手元にどの順番からって書いていただいていいです。どれからやっていきます？ＡＢＣＤ

ＥＦってありますからね。まずこれからやって次はこれって。じゃあ１分ほどぜひお考えくださ

い。 

 

（～思案中～） 

 

      一日の中でやっていかなきゃならないですからね。どこからやるのか。じゃあちょっと両隣の

方と、どんな感じですか？って覗きあってみてください。どれが一番にしました？みたいなね。

ええ？これからやるんですか？みたいなね。どうぞどうぞ、少しお話していただいていいですよ。

両隣の方と。一緒に来た先生と。それはないでしょう？みたいなね。いいんですよいいんですよ、

どうぞフランクに話していただいて。お近くの先生と。 

      これよく迷うのは、もうすでに部長代理の代理をたてるのはどうかなって考えますよね。スピ

ーチを先にするのがいいか、でもトラブル対応もなっていうね。ここ悩ましいとこだと思います

ね。部長代理の30周年式典の祝賀スピーチをやめて、新入社員のミスのトラブル対応をするって

いう方、どれぐらいいらっしゃいますか？おお、多いですね、ありがとうございます。いやいや

やっぱり部長代理の代理はだめだ、私が行くっていって、スピーチする方どれぐらいいますか？

結構少ないですね。なるほど。ありがとうございます。部下の能力開発シートの締切はどうです

か？これを先にするっていう。午前中ですからね。でもだいたい企業はですね、人事部の人はあ

んまり現場を信用してないんで、締切だっていっても１週間ぐらいはサバ読んでますよ。私は人

事の立場から言うとね、絶対に今日の午前中なんてことはないですよね。あの人はいつも遅れる

からっていって、だいたい少なくとも３日はサバ読んでますよね。 

      皆さん、一番難しいのは部長代理と、ミスのトラブル対応ですかね。トラブル対応はいきなり

自分が出ていくと後がいないってね。ここは部長がいればまだいいですけど、部長もいなかった

ら、まず 初にベテランの人をいかせておいて何かあったら自分が出るっていう二段階方式をと

るっていう考え方もあります。皆さんも日ごろそうじゃないですか？校長と教頭の関係、校長と

副校長の関係でいうと、何か事が起こったっていうと、校長が出ていくとやっぱり後がないから

「君頼むよ」ってね「また私か」みたいなね。そういうことありますよね。私は副編集長やって

たときにいつもそうでしたね。編集長がいくと後がないからって言ってね、また私ですかって言

ってね。よく間違うんですよ。リクルートの情報誌って電話番号とかあってね。「電話番号間違

えました」っていうと「どこにかかってるんだ」「何とかさんのお宅です」っていうと、もうす

ぐ電話機もって留守番録音してる対応の電話機と菓子折りもって、「すいませんでした。この電

話機でちょっと対応を」って言って、そこですぐ設置してね。何で私が人のお宅で電話機のこん

な工事してるんだろうと思いながらも、そういう対応よくしてましたね。田中さんはお詫びがう

まいっていう評判になってね。編集長になっても「お詫びは田中さんでしょう」って「また俺か」

みたいなね、そんなこともありましたけど。クレーム対応っていうのはやっぱり何をおいてもい

かなきゃなんないっていうことはあると思います。 

      この問題の観点でいうと、内部なのか外部なのかということですね。内部よりもやっぱり外部

のほうを優先させるっていうことです。内部の締切よりも外の何か起こってることを優先させる

っていう、これ一つの観点ですね。それからもう一つは、いい話なのか悪い話なのか。祝賀パー

ティはいい話ですよね、嬉しい話ですよね。嬉しい話っていうのはそんなに問題にならないです

よ。でも悪い話は初期対応を誤るとどんどん悪くなりますよね。例えば対応が１時間遅れただけ

で、とんでもない悪い話になったりします。ですから、いい話なのか悪い話なのか。それから代



 

わりがいるのかいないのかということですね。先ほどの６つの中で代わりができないものって何

かっていうと、部下の能力開発シートの締切なんですね、実は。これ部下に書いとけって言えな

いですよね。部下の人事考課なわけですから、自分がやらなきゃならない。これは代わりがきく

かきかないかってことですね。他のものは何とか代わりはできるかもしれません。それから、先

延ばしできるか納期がせまっているか。これ当然ですけれど。５つめが、影響が大きいのか小さ

いのか。私はいつも何かの案件を先延ばしした時にどうなるかっていうと、時間軸と空間軸で影

響をイメージします。自分の前に時間軸がこうまっすぐ伸びてるような感じになって、例えば一

日これ伸ばしてやらないと、どこまで影響が及ぶのかってね。時間軸から空間が広がっていくわ

けですね。例えば３日伸びてしまうとここらへんまで影響が及ぶなみたいな、そんなイメージを

して仕事にとりかかります。ですからさっきの６つの中でいうと、多くの方は部長代理の代理は

だめだっていう考え方の方と、やっぱりトラブル対応だという、その２つ。でもこれがやっぱり

優先順位が高いですね。それから能力開発の締切は人事にお願いして先延ばししてもらうってい

う。さっきのちょっと出しましょうか。これですね。Ｂの部下の能力開発シートの締切。これは

もう社内のことなので、申し訳ないけど一日待ってくれとかね。それから調査データから来期の

営業戦略、これは２ヵ月先ですからね、今日はしない。それから営業全体の会議で発表する報告

書の作成。これはもう元々残業してやろうと思ったわけですから、明日までにやればいいので全

ての案件が終わってとりかかる。もしくは部下に一部やらしとくっていうのはあるかもしれませ

ん。若手営業マン向けの勉強会の講師。これもう部下に任せますね、ベテラン社員。自分も準備

してないわけですからね。「いきなりそんなこと言われても」って部下に言われるかもしれませ

んけども、「いや、自分も準備してないし、今から準備して頑張ってくれよ」ってね。皆さんの

部下の方っていうか皆さんの部下っていないですかね、現場の先生方に「これやっといって」っ

て言うと「私やれません」とかって言う人いますよね？でも、やれる仕事しかしなければそこま

でですよね。ちょっとその人にとって難しいかなと思う仕事をやってもらったほうが、その人は

成長するんですよね。私はよくちょっと無理かなっていう仕事をやってました。120パーセントの

法則って言いますよね。本人にとって100パーセントの仕事はやれて当たり前ですよね。ちょっと

難しい120パーセントの仕事をすることによって成長するっていう。そこをどう本人が挑戦するっ

ていうふうに気持ちを持っていくか。これはマネジメントの難しいとこですけれども。高校野球

でもノックの名手っていう監督がいますよね。ノックがうまい先生、先生っていうか監督。どう

いう人かっていうと、ギリギリ取れるか取れないかのところに打ち続ける人はうまいっていいま

すね。なぜかっていうと簡単に取れるところに打つと、うまくならないですよ。誰でも取れるわ

けですから。だからといって全然取れないとこに打っちゃうと、選手は 初から諦めるわけです

ね。もう取れないっていって。取れるか取れないかギリギリのところに打ち続けて守備がうまく

なるって言われますね、ノックの名手。これも120パーセント守備ですよね。ギリギリのところを

任せて部下を成長させるっていう。新入社員のミスによるトラブル対応。これは何をおいても優

先って皆さん手を挙げられましたけどもね、優先させる。ＡかＦどっちかっていうことだと思い

ます。正解はありません。 

      いま言った、このどういうふうに優先させるかっていう、これが一つの優先事項です。ただね、

この６つの中でこの会社でこの部署で、今後 も影響の大きいものは何ですか？この会社にとっ

て も影響の大きい事柄って何ですか？じゃあ30秒、お隣の方と両隣の方と、これじゃないです

か？ってちょっと話し合ってみてください。これかなぁ。うん？どうですか。何かみんな「Ｃ」

「Ｃ」「Ｃ」って言ってますね。そうなんですね。実はこれなんです。この今日一日のことを考

えたら一番優先順位が低いですよね。多分これやるって人はいないですよ。スピーチもやらなき

ゃなんない。人事からもせっつかれてる。トラブル対応だっていうのに、俺は来期の戦略を考え

るぞってこんな人はいないですよね。今日一日のことを考えると、このＣは一番下なんですね、

優先順位が。でも実はこの会社にとってこの部署にとって も影響の大きい項目っていうのは、

これなんです。 

      優先順位の高い仕事はどこか。軸が２つあります。重要度の高い仕事と低い仕事。右側が緊急



 

度の高い仕事、低い仕事。これどう考えても優先順位が高いのはＡだ。重要度も高く緊急度も高

いわけですからＡになるんです。ただし、これは短期的にはＡなんですね。でも長い目でみると、

実はＢなんです。このグラフ、この表はですね、アメリカにアイゼンハワーっていう大統領いま

したけども、アイゼンハワーさんの机はこうなってたらしいですね。こういうふうに机の上を、

こう４つに仕切ったわけじゃないですけどね。アイゼンワーさんはいつも国務長官とかいろんな

人から案件があるとポンポンポンと４つに振り分けてたっていうね。今やらなくてもいいけど重

要な仕事はＢのところに積み、重要度が高くて緊急度が高いＡっていう、Ａは置かずにその場で

やってたっていいますね。Ａは置かずにそこに積まずにどんどんどんどん処理していった。Ｃは

どうしてたか。緊急度は高いけど重要度の低い仕事。これは部下に振ってたってね。これ君やっ

て、これ君やって、これはお前やれみたいなね。緊急度も重要度も低いＤのところはどうしてた

か。これはやらなかった。やらないでいるといつの間にかなくなってた。やらなくてもよくなっ

てた。どうですか？皆さんないですか？「先生、このアンケートぜひお願いしますね、やらなき

ゃなんないんですよ」って言って、やらなきゃなんないのかと思いながらも置いてたら、何か締

切過ぎても誰も言わないし。「何かあのアンケートそのもの統計とらないみたいですよ」みたい

なね。「え？そうなの」みたいな。そんなことあったりしますよね。あとは自分がやらないでい

ると他の人が勝手にやってたりね。そんなに虫のいい話はないかもしれませんけども。実は今の

ＡＢＣＤ、言葉にしてあげてみると、Ａのところ、効率的にすぐやるですね。その下、Ｃのとこ

ろ、任せることで部下を育成する。それからＤのところ、左下ですけどね。やらないとなくなる

こともあるっていう。そもそも重要度も低くて緊急度も低いわけですから、そんなに案件として

は大したことないわけですよ。皆さんはどこで忙しいって言ってますか？左下で「忙しい忙しい、

俺はやらなきゃなんないんだ」。これは大きな間違いかもしれません。本来はこの左上ですよね。

中長期的な目標化をして取り組むところ。多分皆さんの学校に大きなテーマあると思います。大

きな課題があると思います。その課題を中長期的なスケジューリングをして目標化して取り組ま

なきゃなんない。実はこの右のところっていうのは、今日の飯のタネなんです。今日どうするか

っていうことなんですね。ただし、ここは明日の種まきなんですね。明日の種まきしてないと、

将来ご飯も食べられないってことなんですよね。今日の飯のタネだけではなくて、ここをぜひ意

識しておいていただきたいなと思ってます。恐らく校長先生それから教頭先生、副校長先生がそ

の学校の将来について未来について、やっぱり考える立場ですよね。他の人は考えません。皆さ

んが、この学校で本当に大事なことは何なんだろう、３年後どうするのか、そういうことを考え

なきゃならないですね。目先の仕事にやっぱりどうしても引きずられてしまいます。だからこそ

どうすればいいのか、このあたりの話もこのあとしたいと思いますけれども。 

      あとは先ほどね、勉強会の講師を部下に任せるって言った時に、皆さんから笑いがおこりまし

たね。そうは言っても部下はなかなかやってくれない。現場の先生に「これやっといて」って言

っても「私はその役割にまだ達してません」とか「私は無理ですよ」とか、そういう人多いです

よね。先生方で、自分がやったほうが早い病にかかってる人はいませんか？どうですか？自分が

やったほうが早い病。この仕事、他の先生でもいいんだけど、自分がやったほうが早いから自分

がやっちゃおうかなっていうね。ちょっと聞いていきましょう。「私は自分がやったほうが早い

病にかかっている感じがする」っていう方、手を挙げてください。あ、すごい多いですね。ああ

そうですか、ありがとうございます。この自分がやったほうが早い病の患者の方の傾向は、「ど

うしてやるんですか？」っていうと、だいたいこう言いますよね。「いやいや、できるようにな

ってから任せますから。まだ無理ですから私がやりますよ」って言って全て仕事抱え込んじゃう

んですね。反対ですよ。できるようになってから任せるんじゃなくて、任せるからできるように

なるんですね。さっきの少し無理目の仕事をっていうふうに言いましたけれども、自分がやった

ほうが早い仕事は我慢して自分でやらずに部下に積極的に任せること。現場の先生たちにお願い

して任せていくっていう。本来部下がやるべき仕事を上司がやってしまうのは部下の成長の機会

を奪っているのに等しい。これぐらいの気持ちでやっていただいてもいいですよね。例えば、今

日の仕事は部下に、現場の先生に。明日未来の仕事は、校長先生、教頭先生、副校長先生たちが



 

やるっていう。こんな意識の切り替えも大事かなと思ってます。ただし任せるときには丸投げは

だめですよ。「やっといて」って。納期がきたら「やってないの？」とか、これはだめですね。

任せる以上はきちんと説明しなきゃならないですね。「こういう背景があって、でもこれやると

あなたにとってすごくプラスになりますよ」っていう、そういうことまで噛んで含んで渡して。

プロセスに関わるっていうことです。ところどころで「今どうなってますか？」ってね。「ああ、

ここまでやった？いいねぇ」とかね。「あ、ここちょっと修正したほうがいいですよ。方向性が

違いますよ」って少しアドバイスしてあげて。任せるのは作業ではなく責任であるということで

す。これ作業だけ任せるとやらされ仕事ですよね。何で私がこんなことやらなきゃならないんだ

ろうってね。ちゃんと理由や目的、背景を説明すると、本人が「責任まで任されたんだな」って

思う。責任を任せるって大事なことです。責任が伴ってはじめて権限移譲になるってことですね。

こんな法則があります。パレートの法則っていう、イタリアの経済学者パレートさんが言いだし

たことですけどね。「上位２割が全体の８割に影響を及ぼす」みたいな、そういうことです。そ

の言い方になぞらえると、重要度の高い２割の仕事が成果の８割に影響を及ぼすっていうことで

す。ですから皆さんにとって重要な仕事って何なんだろう。結果に成果に影響を及ぼす８割に影

響を及ぼす２割の仕事って何なんだろうっていう、これを考えなきゃならないですね。こういう

観点からも仕事の優先順位を考えていただければと思います。 

      いくつか『課長の時間術』から参考になる話をということでさせていただきます。自分へのア

ポイントをスケジュール表に入れる。これどういうことかというと、もう確保しちゃうんですね。

この時間は自分のための時間だ。４つの雑誌の編集長をしてた時は、とにかく部下から次から次

に相談事、報告事項。机についたかと思うと「田中さんちょっといいですか？」って時間が奪わ

れるわけですね。だから考える時間がほしい時は、自分へのアポイントを入れてました、スケジ

ュールにね。今日の午後１時から２時まではスケジューラーに来客って書くんですね。来客Ｔ氏

って。Ｔ氏って誰かって自分ですよね、田中ってね。じゃあちょっとお客さん来るからって言っ

て、会議室もそうやっておさえちゃうんですよ。そこに入って自分一人で１時間考え事するとか。

これはもう自分のスケジュールを確保するための苦肉の策でしたけれども。それからスケジュー

ルは１５分単位で刻む。それまでは１時間単位で刻んでました。１時間。「ちょっと相談事があ

るんですが」「じゃあ１０時から１１時まで」とかね。「田中さん、会議いいですか？」「うん

いいよ、じゃあ２時から３時まで」とか１時間単位で設定してたんですね。４つの仕事を兼務す

るっていうことは業務が４倍になるわけですからね、どうすればいいのか。そうか、１時間を４

つに刻もうということで１５分にしたんですね。だから相談事があるって言うと「わかった、じ

ゃあ１０時１５分から１０時半までね、１５分間」「え？たった１５分なんですか？」でも１５

分で終わる話って多いんですよ。１時間とっちゃうと１時間話すんですよね。「田中さん暑いで

すね」とか、「昨日見ました？あれ、サッカー」とかそんな話してて、「じゃあそろそろ本題に」

とかいって。相談事ってそれっぽっちなんですね。ちょっとの時間だったりする。あとは、１５

分刻み、さすがに外の来客のお客さんに対して１５分っていうのは失礼ですから４５分とかって

いうふうにしましたけれども。でも１０時から１１時までっていうのと、１０時１５分から１１

時までっていうと、絶対に１０時１５分には遅れないですよ。１０時っていうと遅れる人います

けど、「１０時１５分からでいいですか？」って言うと、なんかそこまで刻まれるんならその時

間に行かなきゃなんないって遅刻者が減りましたね。すごい減りました。それからもう一つは、

自分がずっとそこにいなきゃなんないかどうかわからない来客については、冒頭のとこだけ挨拶

させていただいて、あとは副編集長にお願いするとか。 後のところだけでて「申し訳ないです

けどちょっと仕事が入っていたので」と途中からでるとかっていう、そんな工夫もしました。 

      それから、考えずに早くやるべき仕事は始業前の６０分に済ませてしまう。あんまり考えなく

てもいい仕事もありますよね。深く考える必要がない仕事。それは自分のリズムをつくるために

少し朝早く出て、何ていうんでしょうね、肩慣らしっていいますかね、そんな感じで済ませてし

まう。それから、書類は読んだ時に処理し、着手しないのなら読まない。どうですか？皆さん、

未決済箱に戻す病になってませんか？え？読んで、いまやればいいのに、まあちょっと戻しとこ



 

う、また未決済箱に。またこう引っ張り出して、書類、ああそうかこれ出さなきゃなんない、書

かなきゃ、まああとでいいかってね。未決済箱を繰り返してる、行ったり来たり。やらないんな

ら読まないほうがいいですよね。読むんだったらその場でやっちゃう。多いんですよね、未決済

箱戻す病がね。はい、また聞いていきましょう。未決済箱戻す病かな？という方、ちょっとどう

ですか？あ、さっきほど多くないですが今日はいますね。これも早くやるためのノウハウですね。

それからやることを決める前にやめる事を決める。今日からこれやろうあれやろうっていうと、

やることばかり増えますからね。やめることも決めるっていう。必ず一つやることを決めたら一

つやめることも決めてください。そうじゃないともうパンパンになりますよね。やることを決め

るとやめることも決める。だからＴｏＤｏリストのかわりに、しないことリストっていうのをつ

くるといいですよね。もしくは、しないって決めるんじゃなくて今はしないってことを決めると

か、そんなことも大事だったりします。それから納期の確認と同時に、着手日の確認もするとい

うことですね。いつまでやらなきゃなんない、でもいつまでやるっていうんじゃなくて、いつか

らやるのかということも大事です。スタートが一日遅れると、ゴールは三日遠ざかるっていいま

すよね。よく上司が部下に対して「いつまでやるんだ、いつまで、何日まで、よし」って言いま

すけどね。これだと、もっと先ですよね、納期って。「いつからやるんだ」これ大事ですよね。

いつからやるんだ。それによって物事が早く進んだりします。 

      それから仕事を可視化すれば報告書はいらなくなる。私がキネマ旬報社という会社に着任した

ときに、実はキネマ旬報社って７年連続赤字だったんですね。立て直しをしなきゃなんないって

いうことで私が着任して、 初にやったことは、部下の方の仕事を知るっていうことですね。前

任者の社長に「何か部下の仕事わかるものありますか？」って言ったら「報告書がある、日報が

ある」って言ったんですね。「日報があるんですか、読ませてください」って読んでいったんで

すよ。そしたらみんな驚いたことに同じことしか書いてないですね。 近はコピペっていうね、

「あれ？あれ？さっき読んだのかな」と思ってね。「さっき読んだんだ。あれ？同じこと書いて

ある」ってね。同じ曜日には同じこと書いてたりするんですよ、コピペですよね。だから報告書

は意味がないな、形骸化してるなと思ったんで、「もう報告書やめよう。そのかわり皆さんがや

ってる仕事をちょっと見えるようにしましょう」って言って。出版社っていうところは本をつく

る部署もあるんですけども本を売るっていう部署もあるんですね。販売部の人たちって何やって

るかっていうと、日々書店さんに行って本を売ってるわけですよ。売ってるっていうか、本をチ

ェックしてるんですね。もし売り切れになったらすぐに追加して本を納めますよっていう。いい

場所に置いてもらわなきゃならないですから、そういう活動をしてるわけですけどね。報告書書

かなくてもいいから、今日どこに行ったかっていうのをチェックしてほしいって。大きな地図を

コピーして壁に貼ってもらって、都内の地図を。行ったところをシールを貼ってほしい。Ｈさん

はじゃあ黄色いシールを、Ｍくんはじゃあブルーのシールって、人によってシールの色を変えて。

そうするとどこに行ったって貼っていくんですね。これはすごく効果がありましたね。みんな誰

がどういう仕事してるか知らなかったんですよ。Ｈさんっていうベテランの人がいたんですね。

Ｈさんは「忙しい忙しい、もう書店回るの大変なんですよ」って言ってたんですね。Ｍ君ってい

う人はアルバイトのバイト社員だったんですけども、彼はあんまりそういう愚痴もこぼさずに

黙々と仕事してたんですね。よく見たらベテランのＨさんよりもＭ君のほうがたくさん回ってる

んですよ、シール貼ってると。「え？横浜から今日あそこまで行ったわけか」とかね。「都内か

ら横浜まで行って戻って、わぁすごい頑張ったね」ってね。Ｈさんは「あれ？大手町で３件しか

行ってないの？」とかね。「いや行くと話長くなるんですよ」とか言いながら、忙しい忙しいっ

て言ってるわりにはあんまり稼働してないなみたいな、そんなことがわかりました。見えてくる

と競争ですよね。「彼が今日今週20件行ったんだ。じゃあ僕もちょっと頑張ろう」みたいな、少

しみんな頑張るようになりました。もう一つの効果は、編集部の人たちも販売部のその白い地図

を見るようになったんですね。「あ、こんなとこに書店あるんだ」とかね。昔営業やってて、い

ま編集部に異動した人が「あ、今日この書店行ったんだ？あそこの親父さんなかなか難しいでし

ょ？偏屈で」みたいな、そんな話になって。やがて『キネマ旬報』って月に２回出してるんです



 

けど上旬号下旬号って。編集部もちょっと忙しさのないタイミングがあるんですけど、そのタイ

ミングで「じゃあ編集部も書店回るの手伝うから月に２回だけ書店回ろう」っていうそんな動き

も出てきましたね。だから可視化、仕事を見える化すれば報告書がいらなくなる。それから性質

の違う仕事を交互にやり、頭を切り替える。人間には右脳と左脳っていうのがありますから、論

理的に考える仕事と感覚的な仕事。これを交互にやることによって脳が活性化する。飽きなくな

る。そんなこともあったりします。これも重要なことです。こんなことをぜひ仕事が忙しいとき

にやっていただきたいなと思ってます。 

      さあもう一つ、疲れを感じる５つの原因、保護者への対応。私はさすがに保護者への対応の経

験はあんまりないので、メディアへの対応ということにちょっとかえますね。メディアへの対応

はすごい苦労しました。先ほど言いましたように、リクルート事件の時に江副さんっていう社長

が辞任というタイミングでマスコミ各社にファックスを流しました。会長が辞任しますっていう

ね。それで事が収まるかなと思ったら、もうすぐに会議室がいっぱいになるぐらい、200人ぐらい

の記者の人が押し掛けました。テレビ、新聞、雑誌。200人の人からですね、こう一斉にマイクを

突き付けられるっていうか。私はその場を仕切る責任者だったんです、広報誌の課長ですからね。

まだ20代後半でした。29歳の時でした。「記者会見やれ」って言うわけですよね。「いや、今日

は記者会見はやる予定はありません」ってね。「会社としての方針のコメントを出せ」「それは

先ほどファックスで皆さんにお配りしました」「あれはそういうコメントになってない」「責任

者は誰なんだ」「一応私でございます」って言うとね、「責任者に見えない」とかですね、「子

どもの使いじゃないんだ」とか言われてですね、本当に大変でした。「すいません、すいません」

って謝ってね。でも帰らないで、また上の10階に偉い人がたくさんいて「皆さん帰らないですよ」

「いやいや田中くんに広報室に来てもらったのは仕切るためだから、頑張れって」言われて、ま

た行くわけですよ。「今、上のものと相談しましたけれども、今日は記者会見やりません」って

言うとわぁーっとまた来るわけですね。「上の者を出せ」とか言われて「上の者はちょっと業務

で」「これ以上の業務は何があるのか」って言われて「わかりました」ってまた上に行って、「上

の人出さないと帰らないですよ」「いやいや、もう一回頑張ってこい」ってまた行くわけですよ。

それ何回か繰り返して、私は５時間ぐらい頑張ったんですね。それでも帰らないから、次に広報

室の室長が出ていって、そしたら室長も「あんたじゃ話にならない」って言われて。また広報室

の担当役員が出ていって、担当役員でもだめで、夜中の１２時半ぐらいに新しい社長が出ていっ

て記者会見やって。記者会見やったら３０分ぐらいでスッと帰ったんです、皆さんね。さすが社

長の力だなと思ったら、社長の力じゃなかったんですよ。朝刊の締切だったんですね。夜中の１

時がだいたい朝刊の締切ですから、みんな焦ってるわけですよ。「早くコメント出せ」とか言わ

れて、社長がぽろぽろって言うとパーッと書いて「ありがとうございました」パーッと帰るんで

すね。そういうことがありました、深夜の記者会見ってね。その時の新聞あるんですよ、ここに。

コピーしてます。これですね。この右側でひどい顔をしてるのが私なんですよ。まだちょっと髪

の毛ふさふさしてますけどね。この真ん中が社長なんですけど、社長のまわりをガードマンみた

いにボディガードみたいに、こんなつらい経験もありました。メディアの方はどう対応すればい

いのか。もちろん皆さん対応しなければそれにこしたことはないわけですけど、もし何かあった

ときの為に心の準備っていうことです。だいたい教頭先生ですよね、マスコミの対応するの。そ

んなことないですか？校長先生はあとでとっておいてね。先ほどの私の役割ですね、「まずはち

ょっと行って」っていうね。教頭先生がマイクの前に立つこと多いですよね。公平な対応。メデ

ィアの方っていうのは、トクダネっていうのもありますけど、トクオチっていうのもあったりす

るんですよね。彼らもやっぱり評価されるのはこれですからね。他の会社がこのニュース出して

るのにうちの会社だけ出してないってどういうことなんだって、上司から怒られるわけですね。

だからメディアによって差をつけるって、これもうすごい反感を買いますよね。公平に接すると

いうこと。それから対応が悪いとすぐに、彼らはネットワークがありますからね。「あそこは全

然対応がだめだ」っていう話になりますよね。それから、嘘はつかない。曖昧な話はしない。公

表できない話は理由を添えて言えないことを明確に伝える。その場限りに適当な話をしたり、中



 

途半端な知識で伝えないということですね。「多分そうだと思います」これ良くないですよね。

「えっと２５だったかな？」っていう数、数字もそうですけど、その数字が曖昧だったら、その

数字や言ったことが一人歩きしたりしますよね。だから、まだ公表できない、曖昧だったりする

ことは「調べたあとでお伝えします」というふうにきちんと伝えるということが大事ですね。嘘

はつかないということです。「それは今の段階では申し上げられません」嘘じゃありませんよね。

そういうことを言う。それから、わかりやすく簡潔な説明。事前に資料や写真・映像等を用意し

て、説明は完結に明瞭に。数字や固有名詞に間違いがないか注意を払うこと。それから迅速な対

応。即答できない場合、いつまでに回答できるかを伝えたうえで、確実に調べて必ず連絡する。

記者からの問い合わせはたらい回しにしない。このたらい回しっていうのは取材する側からする

と、何か隠してるのかなとか、何でこんな対応遅いんだと、イラつかせる原因になりますね。だ

からもう、責任者だというふうに決まったら、その人が必ず対応するっていうことですね。やむ

なく複数の方が答えなくてはならない時には、必ず同じことを言えるようにしておくということ

ですね。ここで同じこと言ってなかったら、そこ突いてきますからね。「昨日言ってた話と、あ

の人が言ってた話と違いますよ」というふうになります。あのリクルート事件の時は本当にわか

らなかったんですね、現場の社員である私たちは。ニュースを見て知るっていう、新聞を見て知

るっていうことが多かったですね。だから「お答えできません」という、当時の新聞の縮刷版と

か今読んでも、よく「リクルート社広報室 田中和彦課長は」といって私のコメントがたくさん

出てるんですよ。私のコメントがたくさん出てるんですけど、ほぼ「何もお答えすることはあり

ません」って出てるんですね。答えられないんですよね。テレビの方から取材される時に「いや、

今日は何も答えることはありません」って言って 初言ってたんですね。そうするとだめなんで

すよ。「何かないのか」ってずっとくるんです。なぜかってあとでわかったんですよね。早口で

「何もお答えすることはありません」って言うと「絵にならない」って言われたんですよね。「あ、

そうなんですか」って言って。それで少しやり方変えました。「本日、上の者と検討しましたが、

何もお答えすることはございません」って言うと、テレビで流れる長さなんですよね。だから同

じこと言ってるのに短いと次から次に言うんですけど、少し長くしゃべると「ああ、ありがとう

ございました。いただきました」って言って帰るんです。ビックリしましたけどね。だからとい

って丁寧に長く話しても、テレビで使われるのって５秒ぐらいですから。だからその５秒でどう

見えるのかっていうのが大事なんですよ。一番だめなのは、カメラを手で遮ったりする。「いや、

いま言うことありませんから」って、これが流れるんですよ。こうやることが。悪いことしてる

みたいですよね。だから、どう映るのかっていうことも考えなきゃならないですよね。逃げると

逃げてる姿がテレビに映ります。そんなことないほうがいいんですよ、皆さんにとって。こんな

メディア対応しないというのが一番いいことですけどね。ただ何か起きたときの為に「ああ、そ

ういえば、あの時あんなこと言われたな」というのが、もし参考になればということで今日この

パートも用意してます。逃げない。逃げてる姿が映るっていうことです。それから、誠心誠意の

対応。やっぱり誠実に対応するということが全てです。それ以上の対応はありません。それから

一瞬たりとも気を抜かないということですね。パチパチパチパチ写真撮るんですよ。写真たくさ

ん撮るんですよね。選ぶんですよ、その時の写真を。メディアの立場からすると、いいニュース。

ノーベル賞受賞なんていうときは一番いい笑顔選びますよね。絶対にあくびしてる写真は選ばな

いですよ。でも悪いニュースの時、何を選ぶかっていうと悪そうなものを選ぶんですよね。先ほ

どの写真もう一回出しますか？ねぇ。私もあんな顔で写ってね、こういう写真が出ちゃうわけで

すよね。だからどれを選ばれてもいいように気を抜かないっていうことですね。それから堂々と

しておくってことです。別に胸をはれとは言いませんけどね。常に堂々と対応するということで

すね。もちろん、お詫びしなきゃならないときは頭を下げますけれども、お詫びするにしても堂々

とお詫びをするという、この姿勢が見てる方にいい印象を与えます。 

      さあ、ここから上司との関係に入っていきます。校長との関係。これを上司との関係に置き換

えました。これも『課長の時間術』にあります。上司の予定を常に先回りせよ。私が副編集長の

ときには編集長、それから編集長をやってたときは担当役員のスケジュールを常に確認してまし



 

た。 近はスケジューラーっていうパソコンでいろんな人のスケジュール見ることもできますし、

壁にその一週間のスケジュール書いていたりすることありますけどね。必ず自分の上司って今週

どんな仕事があるんだろうっていうことを見てました。月曜日の朝には必ず上司のその週のスケ

ジュールを把握しておく。どういうふうなことがあるかっていうと、その時に呼ばれること多い

んですよ、編集長から副編集長がね。「ちょっと田中君、急な来客なんだけど同席して」とか「役

員会で発表するんだけど細かい各論のとこ頼む」とか言われてね。スケジュール見てると必ず、

ここは何か自分に声がかかりそうだなという時はあえてそこを空けてたりします。さっきの「Ｔ

氏来客」みたいなね。自分でスケジュール埋めちゃうんです、何があってもいいように。声がか

からなければ自分の仕事すればいいんです。そういうふうに皆さんにとって上司の校長先生が、

その週どんなスケジュールなのかということを知ることによって、急に声がかかったときに対応

ができるということですね。これ非常に大事なことです。何をしてるのか把握する。それから、

上司の長期的なスケジュールもチェックしておくこと。編集長が９月の何日にどっかで講演会で

話さなきゃなんない。必ず「資料作っておいて」って言われますよね。だとしたらこのへんから

準備しておいたほうがいいのかなとかっていう。上司の先々の大きなポイントのところを把握し

ておくってことですね。「ああ、ここ出張なのか。出張だったら何かあったときのために、ここ

はなるべく現場から離れないように仕事しとこう」とか、そんなことを考えたりします。さっき

言った、突然命ぜられそうな業務は事前にスケジュールに入れておく。だから副編集長の時には、

上の段は自分のスケジュールで下の段は編集長のスケジュール入れてましたよね。ここで誰が来

客があるんだなとかね。半分ぐらいは当たりますよ。ここは絶対にあのお客さん来たときに途中

で来てって言われて呼ばれるなと思って、そしたらやっぱり案の定「いま会議室で誰誰さん来て

るから、ちょっと紹介したいから来て」とか言われます。 

      それから、エレベータートークっていう言葉がありますね。これはどういうことかっていうと、

エレベーターに乗ってる時間でどれだけ話ができるかっていうことですね。この言葉の由来って

いうか語源は、シリコンバレーで新しい会社を設立した企業家が、会社を起こした人が、投資家

ですよね、出資してくれるって出資者に、エレベーターにあたかも乗り合わせたように、柱の影

にいて、いま乗ったと思ったら乗り合わせたような感じで「あ、何何さんですか。ちょっと私の

新しい事業の計画聞いていただけますか？」って言って、エレベーターに乗ってる間に出資の話

を成立させたっていう、せいぜい30秒以内でしょうけどね。そこからきてるっていう説と、ハリ

ウッドでスピルバーグがやっぱりエレベーターに乗る前に、映画の企画もっている若い監督が「実

はスピルバーグさん、私はこういう企画もってて、ぜひ映画化したいんで力になってくれません

か」って言って映画化されたっていうその２つの説から、このエレベータートーク、エレベータ

ーピッチとも言いますね、説明という意味ですけれども。だから、いかに短い時間で相手を説得

するかっていうことも大事ですね、校長先生も忙しいですからね。長々と説明すると「うん、結

論は何なの？」ってよく言われますよね。私はいつも、結論から先に言う。それから、必ず全体

像が把握できる１枚の資料を持ってました、紙１枚。「ちょっといいですか、この件なんですが。

実はこういうのがあって」って言う。そうすると相手もイメージしやすいですよね。何の相談事

かわかんないってとこがダラダラ続くっていうと大変なんですけれども。それから、重要な数字

は必ず手帳に挟んで、即座に答えられるようにしていた。細かい数字っていうものを押さえてな

い経営者の方、それから上司の方、多いですね。各論は現場の人が知ってる。皆さんもそうじゃ

ないですか？校長先生、細かい数字はおさえてないけど、現場の数字は自分が把握してるみたい

な。そんなことによってすぐに「今どうなってる」ってときに「あ、こうです」って、その数字

を手帳に挟んでいつでも言えるようにしておく、これも大事なことですね。 

 

      さあ、あと４０分ぐらいですね。これから皆さんにはマネジメントとリーダーシップっていう

話をしたいと思います。あと会議の見直しもありますね。ちょっと会議の見直しにいきましょう

か。多種多様な雑務ってね。会議っていうのは５つぐらいしか種類ありません。５つ、何だと思

います？会議の種類。ちょっと考えてください。５つの会議、５つの種類の会議、何なんだろう？



 

皆さんは定例会議っていう会議やってませんか？定例会議。いつもやってるからやってるってい

う会議ですね。定例会議って曲者なんですよ。何をやるって決めずに、毎週やってるからやって

るんですね。いろんな報告がみんなから出ていって。何を決めるっていうわけでもなく決めたり

とか。目的が決まってない会議ですよね、定例会議ってね。よくダラダラと２時間っていったら

２時間使っちゃうんですね、その会議に。「来週は何何先生の送別会がありますから、会場はど

こにしましょうか？」とかね、「前回中華だったから今回和食にしようか」とかね、「え？和食

ですか？何何先生、魚がだめみたいで」とかね、「じゃあどうしようか」なんて、こんな議論を

長々と30分ぐらいしてるっていう、そんな会議は意味がないですよね。会議っていうのは必ず目

的があります。どういう目的かっていうと、一つは決めるってことですね。決める、何かを決め

るっていう会議。その場で決める材料を読む人が多いんですよ。「じゃあ今日このこと決めたい

んで、ちょっと読んでいただけますか？」って言ってね。こんな分厚い資料で、こう読んで。こ

れじゃ決まらないですよね。決める材料がない。考える時間がない。決める会議のときは、ここ

に全部出しちゃいますけど、決める会議のときは事前に決める内容を配るということです。考え

てきてもらうということですね。どういう意見を持ってきてもらうのか。その場で考えてもらっ

て決めるのはなかなか大変です。だから決まらないんですよね。じゃあ来週まで積み残しってい

う。だったら事前に「こういう案件を決めますから、お願いします」って言っておいて決めるっ

てことですね。事前に判断材料を。５つって「決める」「伝える」「集める」「広げる」「上げ

る」です。「決める」はいいですよね。「伝える」っていうのは、全員に全体で決まったことを

報告するとか伝える。「集める」っていうのは、みんなの現場の情報を集めるということです。

「広げる」というのはアイディアを広げるということですね。「上げる」というのはモチベーシ

ョンを上げるということです。やる気を上げる。何か物事を決める。情報を伝達する。情報を収

集する。アイディアを広げる。やる気を上げるっていう。この伝える、情報伝達。これはよく立

ち会議って言って「ちょっと集まって下さい」って言って、「これこれが昨日決まりましたので

皆さんに報告しておきます。はいそれで解散」って、もう５分で終わったりします。集めるのは、

これも長々と報告を一人ずつしてもらうって会議あるんですね。「今週の予定は」「何何さんお

願いします」「今週はこんなことがあります、こんなことがあります」ってね。他の人が聞かな

くてもいいっていうことまで聞かなきゃなんない。だったらメールで送って、そこで終わりとか。

何か紙に書いてみんなに渡して終わりとかっていう。ただ、広げる会議だけは時間をかけたほう

がいいですね。これは話をしながら思いつくっていうことがありますから。アイディアを広げる

ための会議っていうのは、ちょっと場所をかえたりしてもいいですよね。外でやるとか、食事し

ながらやるってこともあるかもしれませんし。アイディアや発想を広げる。それからモチベーシ

ョンを上げる。表彰とか、そういう会議だったりします。ぜひあの会議には目的があるんだって

いう。定例会議は何のためにやってるのかということを考えて、会議の数を減らしていくってこ

とですね。これも大事な観点です。 

      さあ次に、教職員への指導・助言ということです。マネジメントですけれどね。リーダーシッ

プやマネジメントのスキルっていうのはどういうものか。ポータブルスキルって言われてます。

ポータブルテレビ、ポータブルラジオって昔言われてましたけど。ポータブルって持ち運びがで

きるということです。テクニカルスキルっていうのは、業務に必要なスキルです。ＳＥの方はシ

ステムエンジニアとしてのスキルとか、そういう後天的なものですよね。それから、先天的なも

のはスタンス、ポテンシャルって言われてますけども、その真ん中にあるのがポータブルスキル

です。どういうものがあるか。対人スキル、コミュニケーションとか、対課題スキル、ロジカル

シンキング、対自分スキル、自分をコントロールする、うまくコントロールするっていうスキル。

そこにマネジメントスキルというものがあります。じゃあちょっとクイズ出しますけども、日本

人オリンピック 多出場記録保持者は誰でしょう？誰ですか？誰でしょうね？柔ちゃんは５回出

てますけど、柔ちゃんじゃありません。あ、手が挙がりましたね。はいどうぞ。 

「橋本聖子」 

      そのとおりです、橋本聖子さんです。ありがとうございます。よく「馬術の法華津さんってい



 

う人ですか？」とか言われますけど。ロンドンオリンピックの前までは世界記録はイタリアの馬

術の選手だったんですね。その方が８回だったかな？馬術はね、馬が走りますから馬ほど体力は

必要ないっていう、競技寿命の長いスポーツですよね。今はロンドンオリンピックのときにそれ

を超えたんですよね、９回っていう人がオーストリアのヨットかな？その選手だったか。セーリ

ングの選手でしたけどね。橋本聖子さんは日本人の 多記録保持者です。ロンドンオリンピックまで

は女性の世界記録の保持者でもあったんですね。７回出てるんですよ。なぜ７回出てるんですか？

うん？そう。夏と冬出てるんですよね。夏のオリンピックと冬のオリンピック。スピードスケー

トと自転車で出てます。自転車で３回、それからスケートで４回。長野オリンピックでは銅メダ

ルとられてますけれども。他種目でオリンピックに出るという人は少ないですよね。今は専門家

のスペシャリストの時代ですから。100メートルと200メートルでさえ、もう別々の選手がでるよ

うな時代になってますね。昔、カール・ルイスっていましたね。100メートル、200メートル、400

メートル、走り幅跳び、全部で金メダルとったなんて。もうあんな人は今の世の中ではあり得な

いですよね。スペシャリストの時代ですから、他種目でメダルとるなんてことあり得ないですけ

ども。橋本聖子さんは、この２つの競技で第一人者になったわけです。彼女のテクニカルスキル

っていうのは、スピードスケートのスキルであり、自転車のスキルなんですね。このテクニカル

スキルを支えたのが、彼女のポータブルスキル、内転筋という太ももの力ですね。太ももが高校

生のときにもうすでに61センチあったって言われています。この強靭な太ももが、内転筋という

ポータブルスキルが、スピードスケートと自転車競技のテクニカルスキルを支えたっていう。 

      ビジネスにおいて、競技をかえても活躍できる筋力、それをポータブルスキルっていうふうに

呼ぶわけです。リーダーシップとマネジメントも、そういうスキルになります。リーダーってい

うのはどういう人なのかっていうと、リーダーの要諦という言葉があります。リーダーは常に生

き生きしてなきゃなんない。それからリーダーは、あるべき姿を追い求めなきゃならない。リー

ダーは卑しくない。ちょっとドキッとする言葉ですけどね。リーダーっていうのは常に生き生き

してなきゃならない。リーダーが不満とか愚痴ばっかり言ってるのにメンバーが生き生きしてる

ってことはあり得ないですよね。あそこはみんなメンバーの人も活気があるなというときに、リ

ーダーは必ず活気がある人です。それから、あるべき姿っていうのは理想を常に追い求めてるっ

てことですね。このへんで妥協するとか、このへんでもういっぱいいっぱいみたいな。何かを成

し遂げたら次の目標を設定するというのがリーダーですね。それから卑しくない。これドキッと

する言葉ですけど、品格みたいなものですけども。常に生き生きしてるって言葉にちょっと近い

ですよね。「職場は一将の影」という言葉があります。職場っていうのは、リーダーと同じかた

ちになるっていうことです。リーダーが走り出せば影も走り出しますし、リーダーが立ち止まれ

ば影も立ち止まる。リーダーが頭を抱えると、影も頭を抱える。職場も同じですよね、リーダー

と同じようになるっていう。だからこそリーダーの存在は大事なんですよね。 

      部下を動かす５つの力っていうものがあります。もう全部出しちゃいますね。「すごい」「ぶ

れない」「ありがたい」「素敵」「恐い」。「すごい」っていうのは何かっていうと専門性です

よね。「あの人はこのスキルにかけてはとにかくすごい」とか、「あの人はこの知識にかけては

右に出るものはいない」とかっていう、この凄さですよね。これを持ってると部下をうまく動か

すことができます。もう当たり前ですよね。すごいと言われるものを持ってる。何でもいいです

よ。「あの人は何かわかんないけど人脈がすごい」これも凄さの一つですね。いろんな人に連絡

がすぐできるみたいな、専門性。それから「ぶれない」。一貫性ですね。よく企業研修なんかで

「あなたが理想とするリーダーは誰ですか？」って聞くと、いろんな人が、古今東西いろんな人

の名前があがりますけど、日本の政治家で一番多くあがるのは、いい悪いは別にして小泉純一郎

さんなんですよね。あの人本当によく名前があがります。彼の権力基盤何かっていうと、これな

んですね。自民党で派閥もないし、部下もいないし、お金もない。でもぶれなかったって、これ

が長期政権を支えたって言われてます。そのあとの方、結構ぶれましたよね。「あのときは賛成

したけど実は反対だったんだ」ってね。もうがっかりしますよね。これは部下ががっかりする言

葉の一番多いのはこれですよ。あの時はプロジェクトに賛成したけど、だんだんプロジェクトが



 

うまくいかなくなると「俺あれうまくいかないと思ってたんだよ」って後から言うってね。それ

からもう一つ、部下に言っちゃいけないＮＧワードってあるんですよね。「俺はいいと思うけど

上がだめなんで我慢してくれよ」ってね。これは、上を敵にまわして現場をまとめるっていう手

法ですけどね。これも現場の人からすると「じゃあ一緒に上を説得してくださいよ」ってなりま

すよ。皆さんも使っちゃだめですよ。「俺はいいと思ってるけど校長がうんって言わないからさ、

ちょっと今回我慢してくれよ」ってね。これ何となくその場ではうまくまとまるんですけど、あ

とから考えると「じゃあ一緒に戦ってくださいよ、校長と」ってなりますよね。一貫性。それか

ら「ありがたい」。これは聞き慣れない言葉だと思いますけれども「返報性」って言います。返

報性っていうのは、その上司と働くことによっていいことがある、ありがたいことがあるってこ

とですね。自分が成長できるとか、いろんな人紹介してもらえるとか、面白い話が聞けるとか、

何かそんなことです、返報性。それから「素敵」。これは「魅了性」って言いますけど、人間的

な魅力っていうことですね。それから「恐い」。厳格性。この恐さっていうのは恐怖政治の恐さ

じゃありません。「何何さんに逆らうと仕返しされる」みたいなそういう怖さじゃなくて、「あ

の人は仕事に厳しい」っていう恐さですね。そういう人いませんか？皆さんの一緒に働いてる。

例えば校長先生でもね。ちょっとごまかしちゃおうと思ってあやふやなこと言うと「いやいや違

うだろう、これ数字がこうだろう」とね。「よく現場見てるなぁ」とか「よく細かいとこまで知

ってるな」。これも恐さになりますよね。厳格性です。こういう力を持つことによって現場の人

たちを動かすことができるということです。 

      もう一つ皆さんにちょっとクイズっていうか。リーダーシップとマネジメントって何が違うん

ですかね？何が違うんでしょう？どうですか。よく一緒に使いませんか？リーダーシップとマネ

ジメント。例えば絵で表現すると、どんなものになります？リーダーシップとマネジメント。リ

ーダーとマネージャーの違いですよね。世界のリーダーとは言いますけども、世界のマネージャ

ーとは言わないですよね。実はリーダーシップとマネジメントというのは全然別の概念のもので

す。もう出しちゃいますけれども。現場の管理者に期待されるリーダーシップっていうのは、部

下や関係者に対して、よりよい未来像、ビジョンを明確に提示し、その未来像に向かって組織を

一つにまとめる影響力を発揮すること。ちょっと難しい言葉で書いてますけれども。リーダーっ

ていう人は、これをやれっていうこれがないんですよ。自分で考えなきゃなんないですよね。こ

のゼロを１にするっていう。何もないところから、何か決めたり何か考えだしたりしなきゃなん

ない。これがリーダーです。マネージャーっていう人はマネジメント、企業におけるっていうケ

ースですけれども、現場のマネジメントとは上位方針を基に預かった経営資源、人、もの、金、

情報を活用して管理者として自らに課せられた役割を果たすこと、責任を果たすこと、役割を全

うするっていうことですね。これタスク管理なんですよね。だから世界のリーダー、各国のリー

ダーとはいっても、各国のマネージャーとは言わないんですね。リーダーっていう人は、先がわ

からない中で決めていかなきゃなんない。その国のこと考えていかなきゃなんない。首相はリー

ダーだけど、官房長官はマネージャー的かもしれませんね。幹事長もマネージャーかもしれませ

んね。その違いがあります。絵にしてみるとこんな絵ですね。これメンバーですよね。この人が

マネージャーです。この人はリーダーです。ボートを漕ぐときに、みんなに「はい、いっちに、

いっちに」とか掛け声かけて、いかに効率的にボート漕げるのかという、とにかく早く統制を持

ってボートを漕ぐっていう、これを何とかうまくやらせるためにこのマネージャーという人が声

をかけたり、「何何さん、もうちょっとピッチあげて」とかっていう指示をしたりとかっていう。

これはボートを早く漕ぐっていう、その役割を全うするためにまとめてる人ですよね。それから

リーダーっていう人は方向を決める人です。「じゃあ右に行こう」とか「左に行こう」とかね。

この違いが大きいんですね、リーダーとマネージャーの違い。リーダーシップとマネジメントの

違いです。教頭先生や副校長先生っていうのは、マネージャー的な仕事が多いかもしれませんね。

校長先生はもしかしたら、このリーダーっていう方向決めたりするっていう人かもしれません。

もちろん皆さんは両方のこと考えなきゃなんないかもしれません。この違いが結構あります。じ

ゃあもう一つだけ、皆さんにケーススタディを考えていただきましょう。 



 

 

      こんな状況であなたはどんなことを考え行動しますか？『山で道に迷ってしまったら』状況設

定です。また読み上げますね。 

 

      『夏休みの終盤のある日、あなたは小学校６年生の息子とその友人３人を連れて、５人で奥多

摩に登山に行きました。途中子どもの一人が足を滑らせ、脇道に滑り落ちてしまいました。慌て

てあなたが谷間に下りて行ったところ、幸いなことに足に軽い擦り傷を負っただけで無事でした。

あなたはホッとしました。 

しかし、帰り道で道に迷ったようです。あたりはすでに薄暗くなってきています。携帯電話も

圏外で通じません。夜に山中を歩き回るのは危険です。その日は雨が降る可能性も低く、風もあ

りません。擦り傷を負った息子の友人は今にも泣きだしそうです。他の子どもたちも不安そうな

表情の中、あなたは息子から「お父さん、大丈夫だよね」っていうふうに声をかけられました。 

さあ、この状況の中であなたはどんな行動をとりますか。思いつく限り書きあげてください。ど

んな内容でもかまいません。』 

 

ということですね。夏休みの終盤のある日、夏ですからね、そんなに冬山じゃありません。そ

れから５人で奥多摩。奥多摩っていうところはハイキングコースだと思ってください。そんな難

しい山じゃありません。でも結構山は侮れないですよね、迷ったりすると本当に出てこれなくな

りますからね。山で迷ったっていうことですね。薄暗くなってきて、この状況でどうするか。さ

あまた１分間シンキングタイムです。ちょっと考えてみてください。 

 

（～思案中～） 

 

      さあ、またちょっと両隣の方と「どうします？」ってちょっとね、「どんなことやりますか？

まずどんな声かけますか？」ちょっと話しをしていただいていいですよ。まあ皆さん先生ですか

らね、子どもたちを前に先生として役割的にも「多分こう言うだろう」というふうな発想もある

かもしれませんね。さあ、いいですか？「お父さん、大丈夫だよね」って言われたら、まあ絶対

に「大丈夫」って言いますよね。じゃあ聞いてみましょうか？「お父さんも不安だ」って人いま

すか？いないですよね。これリーダーはどうあるべきかっていう、これ企業研修でもよく使うん

ですけれども。リーダーは絶対に「大丈夫だ」って言わなきゃなんない人です。これもリーダー

とメンバーの関係なんですけれども、社長と社員でもいいですよ。リーマンショックのあと会社

が業績が悪くなった。社長に「社長、大丈夫なんですか、うちの会社」って言われたら、社長絶

対に「大丈夫」って言いますよね。どう言うかっていうと「こういう時がチャンスなんだ」って

言いますよね。そう言わなきゃなんないんですよ、リーダーって。リーダーはメンバーと一緒に

「心配だ」って言っちゃいけないんですよね。このお父さんは「大丈夫だ」って言わなきゃなん

ない存在であり、まずゴールを考えなきゃなんないですね。この状況でのゴールは何なのか。奥

多摩ですからね、どうですか。子どもたちが無事に家に送り届けられるのはいつ頃だと思います？

次の日の夕方には各家でご飯食べてる感じですよね。明るくなってうろうろしてたら携帯もつな

がるかもしんないし、もしかしたら救助の人が来るかもしれないし。３日も４日もうろうろして

ることはあんまり考えにくいですよね。じゃあ、とにかくこの暗い夜をどう過ごすのかっていう

ことを考えなきゃなんないですよね。子どもたちに安心させるために、どうするのかっていう。

これがお父さんのゴールです。大きなゴールは無事に子どもたちを各家に連れて送り届けるって

ことであり、もうちょっと手前のゴールでいうと、不安な中、不安を感じさせないように明るく

なるまで夜をどう過ごすかっていうね。雨が降らないっていうことですから降る可能性が低いっ

てことですし、夏ですからね。水の近くで川の近くで、とにかく一夜を明かすっていうことを考

えるでしょうね。夜は山の中は真っ暗ですよね。だから火が欲しいですよね。火を持ってなかっ

たらどうします？おこしますよね。僕はおこしますよ。どうやっておこすか。こんなことやった



 

りとか、あと紐でやってこんなことやるじゃないですか。でもお父さんがこの状況の中で火をお

こせたら凄いですよ。父親の威厳は３年間ぐらいは大丈夫ですよね。３年間ぐらいかもしれませ

んけどね。うちのお父さんは火をおこしたってね。これがさっきの部下への影響力の中の「凄い」

っていうことですよ。凄い、うちのパパは凄い、火をおこした。これが大事なポイントです。何

とかして火をおこす。困難な状況の中でそれを打開しようとする行動が、実はリーダーにとって

必要なんです。火をおこす。あとはやっぱり暗闇の中で夜暗い中で火がおきたら、あとは楽しく

過ごすために歌を歌うとか。天体観測をするとか、お父さんの子どもの時の話をするとか。そん

なことをしながら夜を過ごしていく。明るくなったら歩きだす。だめだめなお父さんはどんなお

父さんですか？だめだめなお父さん。「お前らここに残ってろ、ちょっと探してくるから、道を」

とかね。自分一人が勝手な行動してしまって、これだめなお父さんですよね。もちろん一緒に不

安がるお父さんもだめなお父さんです。あとは、あとどうですかね？だめなお父さん。擦り傷を

負った子どもに「君が滑り落ちたからこんなふうになったんだぞ」とかね。そんなお父さんがい

るとは信じたくないですけどね、責任転嫁するお父さん。「いいか、みんな家に帰ってもおじさ

んのせいだって言っちゃだめだよ」みたいなね、保身をはかるお父さん。これもだめだめなお父

さんですね。皆さん笑ってますけど、組織の中ではそういうお父さんが稀にいますよ。責任転嫁

する、保身をするとかね。あとは息子がチョコレート持ってたら「お前チョコレート持ってるの

か、あとでお父さんと一緒に食べよう。他の子どもには言うな」とかね、不公平なお父さん、ア

ンフェアなお父さん。これもだめですね。リーダーは、そういうお父さんになっちゃいけないっ

ていうことです。 

      リーダーにはですね、どういう人がリーダーにならなきゃならないか。こんな言葉があります

ね。『 悪の事態に備え、 高を求めよ Prepare for the worst, Hope for the best』ってい

う言葉ありますね。常に 悪なことを想像しながら予想しながら、でも一番 良のことを常に求

める。さっきリーダーの条件のところで、あるべき姿を追い求めるって言いましたけどね。この

Hope for the bestってね、ベストがあるべき姿を追い求めるっていうことですね。しかし片方で

悪のことを考えなきゃなんない。もう一つ、ナポレオンの言葉で非常に有名な言葉です。いい

言葉です。『リーダーとは希望を配る人の事だ』っていうね。リーダーとは希望を配る人のこと

だ。リーダーはメンバーに対して、こんな希望があるっていう希望を配らなきゃならない。この

お父さんは子どもたちに「明日は絶対帰れるから。明日の夕方は絶対みんな家で美味しいご飯食

べてるから」。これが子どもたちにとっての希望ですよね。この希望があれば辛くても踏ん張れ

るんです、人間って。明日、今日よりも明日のほうが絶対いいんだと思えば、今日我慢しても踏

ん張れるんですね。でもどんなに頑張っても明日いい状態にならないと思ったら、人間は心折れ

てしまいます。ポキッと折れてしまう。これは別に校長だからとか教頭だからとかそういうこと

関係なく、それは教師と子どもの関係でもそうですよね。リーダー的な立場の人は子どもたちに

メンバーに希望を配らなきゃならない。モチベーションの公式というのがあります。モチベーシ

ョンの原理原則。悲しいかな、モチベーションっていうのは何もしないと自然に下がるんですね。

「よし、こうしよう」っていうときが一番モチベーション高いときです。「よし、今日から健康

のために走ろう」とかね。そう決めたときが一番モチベーション高いんですよ。走りますよね。

でもなんか雨が降ってると「今日は雨だからやめとくか」ってね。次の日は雨降ってないのに「あ

れ？お父さん今日は走らないの？」「うーん」とかね、そういうこと多いですよね。ダイエット

もそうですよ。ダイエットしようと思って、決めた瞬間が一番モチベーション高いですよね。で

も何日かすると「うーん、今日はちょっとかき氷食べちゃおうかな」とかね。ついつい食べて、

あんなに決心したのに。だから下がらない工夫をしてるんですよね。いろんな工夫を人はしてま

すよね、モチベーションが下がらないために。僕の友達で国会議員やってたっていうと過去形で

すけど、やってた人がいるんですね。彼は朝起きるときにロッキーのテーマで起きるってね。パ

ーンパーンっていうね、それ聞いたときにうざいなと思いましたね。「ロッキーのテーマで起き

るの？それで家族の人はどう言ってるんだ」「いや、みんなから不評なんだ」ってそうですよね。

大音量でロッキーの音で起きるってね。でも彼にとってはそれが自分のモチベーションを高める



 

工夫なんですね。だから工夫が必要。それから他人に自分の価値感を認められると上がり、否定

されると下がる。やりたいことに近づくと上がり、遠ざかると下がる。自分で決めた行動をでき

ると上がり、人から決められて行動を強要されると下がる。 後大事なことですね。人は幸せに

近づくと上がり、幸せから遠ざかると下がる。さっき言った通りです。リーダーとは希望を配る

人だって言いましたけど、希望のもてる未来だとモチベーションは上がるんですけれども、希望

のない未来だとモチベーションは上がらないっていうことですね。未来に希望があれば今が苦し

くても頑張れる。だからリーダーっていう人は常にメンバーの人に対して、この組織の希望って

何なんだっていうことを語らなきゃなんない、そういう存在です。どれだけ自分の組織の人たち

に未来を語れるかということですね。過去を語るよりも未来を語らなきゃならないですね。こう

なろう、こうしよう、ああしよう。絶対に３年後こうなるから、絶対に10年後こうなるから、絶

対明日はこうなるから。未来を語るのがリーダーの大きな責務になります。 

      さあ、もうあと１０分ぐらいですからね。少しまとめの話に入っていきたいですけれども。チ

ームビルディングっていう、 近よくそういうことが語られます。チームの語源って何か。チー

ムの語源って実はＴＵＧっていうタグっていう言葉からチームって言葉は生まれたって言われて

ますね。タグって何かっていうと、タグボートってありますね。港に大きなタンカーとかを引き

入れるときの小さな船です。あれタグボートっていいます。紐で、ロープで船を引っ張るわけで

すね。ロープがタグだって言われてます。元々タグの意味は４頭だての馬車の馬具です。結構あ

の馬具の会社って今のブランド企業が多いんですよ。エルメスっていう会社は馬具メーカー、ダ

ンヒルも馬具メーカーですね。ティファニーは文房具屋さんで、グッチは麦わら帽子売ってたと

かね。意外にブランド企業は馬具メーカー多い。なぜかっていうと蒸気機関車が発明される前は、

乗り物でいうと馬車が 先端の乗り物だったわけですからね。その 先端の産業を支える、今で

いう自動車メーカーを支える自動車の部品メーカーみたいなものですね。なぜここからチームだ

ったかというと、力の異なる４頭の馬がそれぞれの力をフルに発揮できるように馬具を調整する

と馬車がいい走りをした。エンジンなら４つの同じエンジンを揃えることできますけれども、馬

はやっぱり人間と同じように個性がありますからね。持久力のある馬と瞬発力のある馬、足の速

い馬と遅い馬。足の速い馬に馬具を調律すると足の遅い馬は途中でへたばってしまう。逆に足の

遅い馬に馬具を調整すると、足の速い馬はストレスで調子を崩すっていう。だから足の速い馬を

少しきつく締めるらしいですね、馬具の調律師っていう人は。それぞれの馬が全速力で走ったと

きに速度が揃うようにする。そうすると馬車は一番いい走りをするということです。これは初代

の南極観測隊の隊長だった西堀栄三郎さんの言葉です。西堀栄三郎さんっていう方は真空管の開

発者でもあったんですね。この方が、同じ性格の人たちが一致団結しても、その力は和のかたち、

足し算ですよね、足し算でしか増やせない。ただし異なる性格の人たちが団結すれば、積のかた

ち、掛け算になるってね。同じ人よりも違う人が集まったほうが組織が強いんだということです。

昔『七人の侍』っていう映画ありましたけどね、黒沢明さんの。あれも個性が違う人が集まって

強いチームになったっていう。日本の企業っていうのは、日本の企業だけじゃありませんけども

ね、日本の組織っていうのは割とブロック塀みたいな同じような人を、レンガづくりみたいな同

じような人を集めてかたちづくるっていう、そういう組織が多かったですね。昔の日本企業って

そういうかたちで人を採用してたわけですけど。 近は石垣だって言ってますね。不揃いなかた

ちの石が、角ばった石とか不揃いな石が集まって、石垣ができる。石垣のような組織のほうがレ

ンガづくりよりも強いんだというふうに言われてます。 

      チームビルディングの考え方ですけれども、高いパフォーマンスを発揮できるチームに求めら

れる要件とは。目的・目標が明確である。チームワークのとれる適切なメンバーがいる。メンバ

ー間に良好なコミュニケーションがある。それからリーダーシップのとれる人がいる。運営管理

上の秩序とルールがある。モチベーションが上がる仕組みづくりがある。このあたりが強いチー

ムをつくる秘訣だというふうに言われてます。あと目標については、意味の共有ではなく意識レ

ベルの共有っていうことですね。一体感。何が何でもこの目標達成しようとか、ここに進んでい

こうとかって、みんながそう思ってるかどうか。意味として理解してるだけじゃなくて気持ちの



 

レベルで、よしそうしようっていうふうに思ってるかどうか。それが大事なポイントになります。 

      さあもういよいよ、あと５分になりました。 後の話。これにいきましょう。マネジメント。

「田中さん、マネジメントってどういうことですか？」っていうふうによく聞かれます。簡潔に

言うならこの３つなんですね。メンバーを知る。現場を見る。思いを伝える。「知る」「見る」

「伝える」って言いますけどね。よく自分が関わってる人。皆さんだとやっぱり、皆さんの下に

いる現場の先生であり生徒であるということかもしれませんね。とにかくメンバーのことをよく

知って、現場で何が起きてるのかっていうことをよく見て、そしてさっきの話です。未来、希望

を配るって言いましたけどね。どんな希望が皆さんにとってあるのかっていうことを、全体にと

ってあるのかということを、皆さんが伝えなきゃなんないですね。皆さんの言葉で語るっていう

ことです。もちろんその役割は校長先生かもしれません。でもリーダーっていうのは、その役割

を担ったからリーダーシップ発揮してるんじゃなくて、リーダーシップを発揮してる人がリーダ

ーになっていくんですね。だから恐らく将来皆さんが校長先生になったときに、なってからそう

いうことをやるんじゃなくて、なる前にそれができるということです。その気持ちを持つという

ことですね。その意識を持つことによって、そうしてる人が校長になるっていうことかもしれま

せん。いやいや、いま校長先生がいるからそこまで差し出た真似はできないって思うかもしれま

せんけど、意識はもってください。自分だったらどう言うかなとか、自分だったらどういう判断

するだろう。自分だったらどんな話をするのかとかっていう。メンバーを知って、現場を見て、

思いを伝える。これがマネジメントの大切なことです。それからもう一つ、「本音」と「本気」

っていうことですね。これはリーダーに必要なものは２つです。メンバーっていう人は常にリー

ダーのこの２つを見てます。本音と本気。本音の反対は何ですか？建前ですよね。本気の反対は

何でしょうね。手抜きかもしれません。リーダーが建前や手抜きの言動があったときに、メンバ

ーはがっかりします。やっぱり常に本音と本気で取り組まなきゃなんない。これはもうリーダー

に課せられた宿命ですよね。中国にすごく恐いことわざがあって、中国のことわざで古いことわ

ざですけどね。『上３年で下を知り、下３日で上を知る』っていう、政治家に対することわざで

す。要するにその国を国王から下の人たち民衆のことをみると３年もかかるのに、下の人は上の

人を３日で見抜くっていうことですね。一瞬にして見抜くっていうことです。上の人が建前を言

ったり、ぶれたり、手を抜いてたりすると、下の人は鋭く見抜いちゃいますよね。ですから、こ

ういう宿命を持ってる存在だっていうこともあると思います。さあ、これで私の話は終わりです

けれども、今日は企業の方にいつも話すようなことを中心に話しましたので、教育現場とはちょ

っと違うということも感じられたかもしれません。ただ、組織に共通な本質的な話をしたつもり

ですので、一つでも二つでも何か参考になることがあれば、ぜひ現場で活用していただければと

いうふうに思います。 

 

      長い長い２時間でしたけれども、私の話はこれで終わりにさせていただきます。ご静聴どうも

ありがとうございました。 

 

司会者：田中先生、素晴しいご講演をありがとうございました。 

感謝の気持ちを込めまして、ここでお礼の花束を贈呈いたします。 

 

    これをもちまして記念講演を終わります。 

田中先生がご退席されます。皆様大きな拍手でお送りください。 

 

開会の言葉を全国公立学校教頭会副会長 森田やす子が申し上げます。 

 

森田副会長：ただいまより、第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会の閉会行事をはじめます。 

 

司会者：閉会にあたりまして、全国公立学校教頭会会長 石黒茂がご挨拶を申し上げます。 



 

 

石黒会長：皆さん、３日間ありがとうございました。本当に充実した素晴しい大会であったと思っておりま

す。これもひとえに大分県公立学校教頭会の皆様のご尽力のおかげと心より感謝申し上げます。

また、豊の国大分県ならではの温かく豊かな心を実感する大会でした。本日までのご準備ご運営

に対し、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。また本大会にあたり、夏季休業の

中でも学校の中でも、更に忙しい学校の中でもご多用の中心になっている副校長、教頭先生方に

３日間にわたり、ある方は早朝の飛行機、あるいは列車、あるいはとれなくて船でいらっしゃっ

たという方も聞いております。また、前日からの山口県萩・津和野周辺の未曾有の大雨の中、本

大会にご参加いただきました2500名にわたる皆様の大きなご協力、本当にありがとうございまし

た。 

      ３日間の研究、いかがだったでしょうか。本日のご講演にもあるように、「本気」「本音」が

溢れる、まさしく素晴しい大会ではなかったかなというふうに思っております。本日の講演はも

とより、大会初日のシンポジウム、昨日の同僚性を発揮した分科会。どの場でも先生方の本気の

本音の真剣な眼差し、熱い思いを語っていらっしゃる先生方に、心から熱い思いを感じました。

本日講演の先生には、私たちに副校長、教頭として「凄い」「ぶれない」「ありがたい」「素敵」

「恐い」、こんな５つの力を指導者としては持っていきなさい。メンバーをよく知りなさい、現

場を見なさい、思いを伝えなさい。まさしく私たちが学校での子どもたちを更に伸ばしていくた

めに、学校の中の要である我々副校長、教頭が、その力をはぐくんでいく大切な輪が、この全国

研究大会だと思っております。その研究大会がですね、このように充実して３日間終えられたと

いうのは本当にありがたい限りでございます。先生方にはぜひ自分の学校にお戻りになって、先

生方が教頭職として指導力を発揮していただきながら、学校を変え、先生方を変え、そして子ど

もたちが笑顔で楽しく元気に、明日も学校に行きたいな、そんな学校を全国３万の先生方に力を

お借りしながらつくっていければなというふうに思っております。ぜひ先生方、これをきっかけ

に研究と修養を深めていただき、またお持ち帰りいただいて、自分たちの都道府県あるいは市町

村の先生方にお伝えいただきたいというふうに思っております。 

      この全国研究大会を皮切りに、全国の８つのブロックにおきましてブロック大会として継承さ

れ、単位教頭会の研究大会にもぜひこの「本気」と「本音」で研究を深めながら、私たちの教頭

職としての力量を高めてまいりたいと思います。本当に３日間おつきあいいただきまして、あり

がとうございました。 後に結びになりますが、本日ご参会の教頭先生方のますますのご活躍と

ご健勝を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。どうも３日間ありがとうございました。 

 

司会者：つづきまして、本大会実行委員長 大分県公立学校教頭会会長 溝部美和子がご挨拶を申し上げま

す。 

 

溝部実行委員長：全国の仲間の皆さん、大分大会はどげぇやったかえ？よかったやろ。 

         大分県公立学校教頭会は、この大会準備を日々の教頭業務の合間を縫って進めてきまし

た。が、別府温泉のように次々と湧き起こる難題、議題の対応は深夜に及び、「どっちが

本職なん？」「どっちもやろ」って言いながら、みんなで励まし合いながらやってきまし

た。お客様満足度120パーセントを目指しましたが、いかがだったでしょうか。ありがとう

ございます。でもやっぱり…という思いのある方はアンケートにお書きいただき、もう大

分大会は終わりますので、大分の残った問題は次年度の秋田さんの課題ということで考え

させていただきたいなと思っています。 

         昨日は分科会すべてを参加させていただきました。どの分科会、グループ協議とも、と

ても熱心に学びとろうとする姿がありました。私もグループ協議の場面には一つのグルー

プに近寄らせていただきました。「何で近寄っちょんのやろう」って思った皆さんもいた

んではないですか？その話をずっと一員になったつもりで聞き、メモをとらせていただき

ました。本当に素晴しい論議がなされていました。 



 

         研究大会はだんご三兄弟だと思います。一番上の長男は全体シンポジウム、三男は先ほ

どの記念講演、そして真ん中の大事な二男は分科会、それをつなぐ串は大会の研究テーマ

であると考えれば、本研究大会はだんご三兄弟仲良く串にささっていたのではないかなと

思います。あとは私たち会員がそれを咀嚼し、味わい、第十期への新たな実践へつなぐだ

けです。多くの方々に支えられて実りある大会になったなと感謝しています。本当にあり

がとうございました。 

 

司会者：つづきまして、平成26年度の開催県であります、秋田県の実行委員長 髙橋忠作がご挨拶申し上げ

ます。 

 

高橋秋田大会実行委員長：秋田県小中学校教頭会の髙橋です。お聞きのように少しずーずー弁が強いので、

まずはじめにプレゼンテーションをご覧ください。 

（～プレゼンテーション中～） 

             秋田の夏、秋田の夏といえば竿灯祭り。毎年８月３日から４日間行われていま

す。提灯は風にそよぐ稲穂をイメージしています。一番小さな竿灯は幼若、一回

り大きい小若、そして力強い大若。手のひらや肩、腰などにのせる演技は大変見

応えがあります。 

             若すぎの志 熱く 高く。第十期全国統一研究主題 一年次『豊かな人間性と

創造性を育む学校教育』。サブテーマ『絆を大切に 生涯にわたって自立、協働、

創造していく子どもの育成』。開催日は平成26年７月30日から８月１日までです。 

 今年で生誕80年目を迎える秋田県民歌と秋田県民の歌を大合唱いたします。 

（～歌～） 

             ただいまスクリーンでご紹介いたしましたように、来年度の秋田大会は、第十

期全国統一研究主題『豊かな人間性と創造性を育む学校教育』の一年次として、

『若すぎをはぐくむ志 熱く 高く』をスローガンに掲げ、大きな感動と素晴し

い成果をあげた大分大会を踏まえて、またお手本として秋田大会に臨みたいと思

います。来年の大会終了後の２日後には、先ほどご覧いただいた東北三大祭りの

ひとつ、秋田竿灯もございます。また秋田は、ここ大分と同じように大変お酒も

おいしいところです。皆様どうぞ来年の夏、秋田大会にぜひおいでくださいます

ようお願いを申しあげまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いします。 

 

司会者：閉会の言葉を、全国公立学校教頭会副会長 野口みか子が申し上げます。 

 

野口副会長：これをもちまして、第55回全国公立学校教頭会研究大会大分大会閉会行事を終了いたします。 

 

司会者： 後に、大会実行委員会から皆様に諸連絡がございます。 

 

大会実行委員：大会事務局より二点ご連絡をいたします。一点目は、お帰りの際に初日と本日のアンケート

をアンケート回収箱に提出願います。二点目です。受付でお配りしました今大会の手提げ袋

ですが、大分市立神崎小学校の中浦教頭先生が別府の景色を版画にして今回提供していただ

きました。ありがとうございます。今大会２００部ほどまだ残っておりますので、ご活用い

ただける方には大会実行委員長の溝部が売り子としてエントランスホールでお待ちしており

ますので、どうぞお買い求めください。なお、収益につきましては東日本大震災義援金とし

て寄付させていただきます。 

後になりましたが、本大会にご参加いただきまして大変ありがとうございました。この大

会の準備、それから運営に関わりました全ての方々にも感謝の気持ちを伝えたいと思います。

本当にありがとうございました。ご縁がありましたらまたどこかで一緒に研修を重ねたいと思



 

います。お疲れでございました。お気をつけてお帰りください。 

 

司会者：これで大分大会の全ての日程が終了いたしました。皆様お気をつけてお帰りください。 

 



20 21

１ 開会のことば 全国公立学校教頭会副会長

２ あ い さ つ （１）　全国公立学校教頭会会長

（２）　大分大会実行委員会委員長

３ 次年度開催県あいさつ 秋田大会実行委員会委員長

４ 閉会のことば 全国公立学校教頭会副会長

・ 諸 連 絡 大分大会実行委員会事務局長

閉会行事 日時　平成 25 年 7 月 31 日（水）11:30 ～ 12:00

日時　平成25年７月31日（水）11：30～12：00

― 22 ―

閉 会 行 事
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大会役員名簿

■全国公立学校教頭会役員
役職 都道府県等 氏　　　名 勤　　務　　校 住　　　　所

会長 千　　葉 石黒　　茂 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 千葉県鎌ケ谷市中央 2-1-1

副　
　

会　
　

長

埼　　玉 山田　　勇 川越市立寺尾小学校 埼玉県川越市寺尾 979-2

千　　葉 佐々　一哉 千葉市立松ヶ丘中学校 千葉県千葉市中央区松ケ丘町 440

東京都小 森田やす子 中央区立泰明小学校 中央区銀座 5-1-13

東京都中 幸丸　　滋 墨田区立本所中学校 東京都墨田区東駒形 3-1-10

神奈川小 野口みか子 横浜市立汐入小学校 神奈川県横浜市鶴見区汐入町 2-3-6

北 海 道 小野寺　正 札幌市立八軒東中学校 北海道札幌市西区八軒 2条東 3丁目 1-20

東　　北 宮部　栄一 山形市立第三小学校 山形県山形市宮町 5-7-58

関東甲信越 伊藤　文雄 横浜市立日吉台中学校 神奈川県横浜市港北区日吉本町 4-9-1

東海・北陸 須田　敏男 岐阜市立木之本小学校 岐阜県岐阜市木ノ本町 1-18

近　　畿 丹羽　広光 大津市立堅田小学校 滋賀県大津市本堅田 3-6-1

中　　国 千葉　照久 倉敷市立庄小学校 岡山県倉敷市上東 785-2

四　　国 松浦　正壽 松山市立生石小学校 愛媛県松山市高岡町 630-3

九　　州 溝部美和子 大分市立明野東小学校 大分県大分市明野東 3-2-1

庶
務

埼　　玉 吉岡　　章 行田市立行田中学校 埼玉県行田市佐間 3-3-8

神奈川中 根津　憲一 松田町立寄中学校 神奈川県足柄上郡松田町寄 2549

会
計

東京都小 大山　祐子 荒川区立瑞光小学校 東京都荒川区南千住 1-51-1

東京都中 畑野　茂実 日野市立日野第三中学校 東京都日野市程久保 650

総　

務　

部

茨　　城 秋葉　　泉 水戸市立千波小学校 茨城県水戸市千波町 1538-1

栃　　木 渡邉　　宏 宇都宮市立陽光小学校 栃木県宇都宮市緑 5-3-16

埼　　玉 久保田浩史 神川町立丹荘小学校 埼玉県児玉郡神川町関口 110-1

東京都小 下島　幸泰 板橋区立成増ケ丘小学校 東京都板橋区成増 3-17-7

鳥　　取 森村　繁一 鳥取市立東中学校のぞみ分校 鳥取県鳥取市立川町 5-417

研　

究　

部

北 海 道 吉田　信興 札幌市立平岸小学校 北海道札幌市豊平区平岸 2条 14 丁目 1-28

青　　森 本間　孝浩 八戸市立第一中学校 青森県八戸市吹上 2-17-1

栃　　木 熊倉　　仁 宇都宮市立河内中学校 栃木県宇都宮市中岡本町 3743

埼　　玉 肥留川明宏 鴻巣市立鴻巣東小学校 埼玉県鴻巣市本町 6-4-56

神奈川中 青田　一彦 横浜市立東野中学校 神奈川県横浜市瀬谷区東野 130

新　　潟 細河　正行 新潟市立中之口東小学校 新潟県新潟市西蒲区小吉 1100

静　　岡 犬浦　教雄 富士宮市立富丘小学校 静岡県富士宮市淀師 489-4

京　　都 岩見　昌則 舞鶴市立加佐中学校 京都府舞鶴市岡田由里 20

高　　知 松木　昭二 南国市立香長中学校 高知県南国市大埇乙 2038

愛　　媛 下東　裕文 松山市立雄郡小学校 愛媛県松山市土橋町 1

熊　　本 有田　　司 熊本市立川口小学校 熊本県熊本市南区川口町 3045

広　

報　

部

千　　葉 岩波　澄夫 館山市立神余小学校 千葉県館山市神余 1363

東京都小 松下　雄太 府中市立白糸台小学校 東京都府中市白糸台 2-16

東京都中 大堀　　浩 立川市立立川第二中学校 東京都立川市曙町 3-29-46

神奈川小 石井　正雄 海老名市立有馬小学校 神奈川県海老名市中河内 1784

新　　潟 小海　信幸 長岡市立阪之上小学校 新潟県長岡市今朝白 1-11-21

調　

査　

部

群　　馬 松島　照欣 桐生市立相生中学校 群馬県桐生市相生町 5-247

千　　葉 矢澤　敏和 匝瑳市立八日市場小学校 千葉県匝瑳市八日市場イ 2311

東京都小 宮原　　元 品川区立浜川小学校 東京都品川区南大井 4-3-27

東京都中 春田　道宏 八王子市立川口中学校 東京都八王子市川口町 2555

山　　梨 岩間　好久 笛吹市立八代小学校 山梨県笛吹市八代町岡 780
会
計
監
査

北 海 道 土田　英之 札幌市立清田中学校 北海道札幌市清田区清田 3条 3丁目 7-1

茨　　城 鴻巣　　隆 つくば市立栗原小学校 茨城県つくば市栗原 2018

新　 潟 閏間　久子 上越市立中郷小学校 新潟県上越市中郷区二本木 704
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■実行委員
役　職　名 氏　名 勤　　務　　校 役　職　名 氏　名 勤　　務　　校

実 行 委 員 長 溝部美和子 大分市立明野東小学校

研

究

部

研 究 部 長 新 納　 徳 光 大分市立神崎中学校

実 行 副 委 員 長 和田喜久美 大分市立賀来小中学校 研 究 副 部 長 末 田　 猛 士 中津市立三保小学校

実 行 副 委 員 長 麻 生　 令 子 別府市立緑丘小学校 研 究 部 会 計 今 村　 慎 二 日田市立津江小学校

事 務 局 長 河野富久美 大分市立豊府小学校 全 体 会 係 長 曽 我　 俊 智 大分市立野津原中学校

事 務 局 次 長 園田  真治 大分市立荷揚町学校 全 体 会 係 馬 渡　　 宏  豊後高田市立河内小学校

事 務 局 次 長 原　 聖 一 郎 大分市立原川中学校 〃 時 枝　　 篤 宇佐市立八幡小学校

顧 問 村 谷　 郁 夫 大分市立稙田東中学校 〃 岩 尾　 一 寿 国東市立小原小学校

総

務

部

総 務 部 長 今 熊　 啓 司 豊後高田市立香々地中学校 〃 高 橋　 澄 哉 杵築市立宗近中学校

総 務 副 部 長 國廣美智子 杵築市立東小学校 分 科 会 係 長 工 藤　 賢 明 竹田市立竹田南部中学校

総 務 部 会 計 安部三代文 大分市立明治北小学校 分 科 会 係 伊 藤　 能 光 日出町立大神小学校

総 務 係 長 卯 野　 敏 彦 杵築市立山香中学校 〃 佐 藤　 元 昭 別府市立石垣小学校

総 務 係 本 多　 貴 久 中津市立深水小学校 〃 古 谷　 幸 子 大分市立下郡小学校

〃 笛 田　 康 生 豊後高田市立真玉中学校 〃 阿 部　 尚 志 由布市立由布院小学校

〃 坂 本　 昭 彦 宇佐市立四日市北小学校 〃 小 林　 一 彦 臼杵市立下北小学校

〃 胡 子　 政 孝 国東市立武蔵中学校 〃 菅　　 博 行 大分市立東大分小学校

〃 松 尾　 敦 雄 大分市立別保小学校 〃 秋 元　 昭 一 佐伯市立鶴岡小学校

〃 望 月　 恒 子 臼杵市立下ノ江小学校 〃 佐 藤　 和 生 豊後大野市立三重第一小学校

渉 外 係 長 財 前　 昭 仁 別府市立山の手中学校 〃 春 岡　 英 紀 豊後高田市立草地小学校

渉 外 係 武 津　 智 美 大分市立鴛野小学校 特Ⅱ分科会係長 平 田　 福 一 由布市立南庄内小学校

〃 屋 田　　 清 大分市立吉野中学校 特Ⅱ分科会係 伊 藤　　 浩 大分市立川添小学校

〃 福 島　 英 治 佐伯市立上野小学校 〃 野 村　 尚 生 大分市立高田小学校

〃 三 河　　 広 竹田市立竹田小学校 〃 安 東　 研 輔 大分市立稙田中学校

〃 河 津　 孫 宗 日田市立光岡小学校 〃 高 浪　 祐 一 九重町立飯田小学校

〃 安 部　 恵 子 玖珠町立日出生小学校

広

報

部

広 報 部 長 廣 瀬　 謙 治 佐伯市立八幡小学校

庶

務

部

庶 務 部 長 宮 成　 敏 明 豊後大野市立犬飼小学校 広 報 副 部 長 安 藤　 謙 二 臼杵市立東中学校

庶 務 副 部 長 溝 部　 慎 一 国東市立国東中学校 広 報 部 会 計 折 本　 篤 紀 中津市立今津小学校

庶 務 部 会 計 井原伸一郎 佐伯市立鶴谷中学校 編 集 係 長 橋 本　 明 彦 宇佐市立柳ヶ浦小学校

庶 務 係 長 嘉 藤　 憲 道 豊後大野市立朝地中学校 編 集 係 川 野　 祐 二 津久見市立保戸島中学校

庶 務 係 中 尾　 一 敏 中津市立山口小学校 〃 竹 井　 弘 子 豊後高田市立三浦小学校

〃 本 庄　 和 徳 宇佐市立糸口小学校 〃 吉 田　 貴 雄 杵築市立大内小学校

〃 川 口　　 洋 大分市立城南小学校 〃 矢 野　 淳 子 別府市立春木川小学校

〃 石 川　　 哲 大分市立鶴崎中学校 〃 加 納　 雅 子 大分市立大在小学校

会 場 係 長 須 股　 仁 美 日出町立川崎小学校 〃 工 藤　 啓 記 大分市立城東中学校

会 場 係 井 手　 俊 郎 国東市立国東小学校 広 報 係 長 森　　 啓 二 臼杵市立福良ヶ丘小学校

〃 河 野　 邦 房 別府市立南立石小学校 広 報 係 馬 場　 宣 昌 大分市立佐賀関小学校

〃 中 島　 弘 和 大分市立滝尾小学校 〃 小 野　 大 介 由布市立塚原小学校

〃 小 畑　 雄 一 大分市立明野中学校 〃 須 藤　 喜 夫 宇佐市立駅館小学校

〃 平 野　 賢 治 臼杵市立南中学校 〃 草 野　　 学 豊後大野市立犬飼中学校

〃 仲元寺宏成 津久見市立青江小学校 〃 岐部久美子 日田市立いつま小学校

〃 衞 藤　 謙 二 由布市立挾間中学校 〃 松 本　 俊 一 九重町立東飯田小学校

〃 吉 田　　 淳 日田市立三和小学校

経

理

部

経 理 部 長 今 永　 裕 康 玖珠町立八幡中学校

〃 仲　　 賢 治 玖珠町立八幡小学校 経 理 副 部 長 岩﨑裕次郎 津久見市立津久見小学校

経 理 係 三 代　 法 生 竹田市立豊岡小学校

〃 松 本　 祥 一 玖珠町立塚脇小学校

〃 山 田　 晃 世 大分市立滝尾中学校

( 各 部 会 計 )

県 事 務 局
椛 田　 健 治

竹本美恵子



平成25年度
第55回全国公立学校教頭会研究大会　大分大会を終えて

大分大会実行委員長　溝　部　美和子

　酷暑、猛暑と耳にするたび、暑さが増すばかりの今年の夏でしたが、暑さにも負けず、全国より2500名近
くの副校長・教頭先生方が、大分県別府市に参集し、第55回全国公立学校教頭会全国大会を開催できました
ことを、大変光栄に思いました。
　大分県公立学校教頭会は、３年前からホテルや会場の準備をしていたにもかかわらず、日程が北部九州イ
ンターハイと重なってしまい次々に起こるブッキングに対応を迫られることとなり、参加された皆様方には
多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
　大会当日はインターハイにご出席される皇太子さまの厳重警戒態勢を受けながらも、開会行事の「由布高
等学校郷土芸能部」の神楽の太鼓で大会の幕が上がりました。エネルギッシュな若者の舞は、私たちの大会
の成功を祈願するかのように荘厳でした。そして「樫の実少年少女合唱団」ののびやかな歌声。小さな仲間
を気遣うリーダーの姿は日々の疲れを吹き飛ばしてくれたと、多くの方から絶賛の声をいただきました。
　全体シンポジウムでは、筑波大学の浜田博文先生をコーディネーターとして、共栄大学の金山康博先生の
基調提案、学習院大学の佐藤学先生、東京大学の勝野正彰先生のお話をいただきました。「自立・協働・創
造する学校をつくる」のテーマのもと「一人ぼっちをつくらない」という同僚性を中心に据え学校経営を進
めていくことの重要性について話し合われ、そのための手立てを探るものになりました。会場からの質問も
テーマと絡み合い、更に内容を掘り下げることへとつながっていきました。会場内のみならずシンポジスト
の先生方からも「大変、学ばされた」と感想をいただき、双方向の学習の場になりました。
　分科会では、第九期全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」の３年次とし
ての集大成がなされるべく熱心な討議が繰り広げられていました。
　特に第６分科会は全公教の総務部を中心に運営され、十期からの新たな運営に繋がるものとなりました。
また、特別分科会Ⅰ，Ⅱにおいても「喫緊の課題」「不易の課題」を捉え、日々の学校経営での悩みや課題
を解決へと導く議論がなされていました。
　記念講演では経営コンサルタントの田中和彦先生に、日頃と違う視点から改めて自分たちの学校経営を見
直す貴重なご示唆をいただき、会場の皆さんが最後まで聞き入っていた姿が印象的でした。演習も組み込ま
れて隣に座る方とも話ができ「学び合いの絆」を広げていくことができました。
　この３日間にわたる研究大会のどの場面を取り上げても充実したものであり、私たちが抱えている課題を
解決し新たな一歩を踏み出せるものになったのではないかと、十期につながるその成果を確信するととも
に、ご支援、ご協力いただいた多くの方々に深く感謝申し上げます。
　皆さまから寄せられたご意見の中には、考えさせられる点も多々ありました。それらの課題に対しまして
は、今後検討を重ね、秋田大会へ引き継いでいきたいと思います。
　大分県公立学校教頭会は、全国大会開催県としての稀有で貴重なこの体験を生かし、全国に誇れる教頭会
へと発展・成長すべく研鑽を重ねていくことを全国の仲間の皆様にお誓い申し上げ、大分大会のお礼の言葉
とさせていただきます。
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