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　平成28年８月24日に、全国公立学校教頭会事務局で、
国立教育政策研究所　初等中等教育研究部　総括研究官
藤原文雄先生と全国公立学校教頭会　池端庄一郎会長が
対談を行いました。お二人から、次の３つの話題を中心
に、学校や副校長・教頭を取り巻く様々なお話をいただ
くことができました。

＜副校長・教頭の現状と学校の多忙化＞
【池端】本日は、対
談をお引き受けいた
だきありがとうござ
います。今日のテー
マですが、まずは、
副校長・教頭の多忙
化という視点からお
話を伺えればと思い
ます。

【藤原】副校長・教頭先生は、法律上、校務を整理する
役割と、校長の補佐という役割がありますね。教頭先生
の中には、実際に授業をやっている方がいます。校務を
整理したり全体を調整したりする仕事より、ますます増
えてくる仕事に対して対応しているということが実情で
ないかと思います。副校長や教頭の仕事の理想は、全体
を調整し、校長を補佐することです。しかしながら、調
整や補佐だけではなくて、教頭が問題解決の前面に立っ
ていることが現状のように感じます。日々立ち上がって
くる教育課題に副校長・教頭が一日追われているのだと
思います。全国公立学校教頭会では、副校長や教頭の職
務上の課題について、どんな風にとらえていますか。

【池端】副校長・教頭会でも職務上の課題について調査
し、疲労やストレスを感じる職務と力を入れて取り組み
たい職務について聞いております。疲労やストレスを感
じる職務として、「文書の整理」、「各種調査への対応」、
「苦情対応」が多く上げられています。力を入れて取
り組みたい職務は、「教職員同士の人間関係作り」、「校
内研修の充実」、「教職員の評価や育成」、「若手教員の育
成」が多く上げられています。どの仕事も大切な仕事で
すが、ストレスを感じる職務と力を入れて取り組みたい
職務の間には、なんとも言えないギャップがあります。

【藤原】今「ギャップ」という言葉を使われました。副校
長・教頭職は、教員の仕事の延長としてとらえにくいと

ころがあると思います。特に、文書処理は、あたかも事
務職員になったかのような印象があるかもしれません。
教員の時にあまり取り組む機会の少なかった仕事には、
大きなギャップがあるかもしれません。池端会長は、小
学校の教頭ですが、校種によるギャップの違いはお感
じになりますでしょうか。教員の多忙化についての認識
は、池端会長と同じです。

【池端】そうですね。全国の校長会は、小学校と中学校
に分かれているんです。全公教は、小学校と中学校の合
同の組織です。全公教は、そのギャップの内容について
しっかりしたものを出せるのではないかと考えてます。
小学校と中学校の大きな違いは、部活動ではないでしょ
うか。日本の教員の１週間あたりの勤務時間は、世界最
長になっています。授業に費やしている時間は、他の国
と変わらないようです。中学校の先生で言えば部活動の
時間、小中の先生の事務処理の時間が他の国と比べて多
くなっていると感じます。この問題は、とても解決が難
しいと思います。校種による教頭の仕事の違いと言うよ
り、校種による先生の仕事の違いが、学校全体に影響し
ていると思います。

【藤原】教頭職多忙化の視点から小学校と中学校の組織
の違いを考えると、中学校では、学年主任、生徒指導
主事がミドルリーダーとしての役割を果たしていると思
います。中学校には、ミドルリーダー層がいるのです。
副校長・教頭は、その先生方を束ねているというイメー
ジがあります。しかし、小学校では、学年主任も生徒指
導主担当者も、担任をもっています。ここに、小学校で
は、学年主任や生徒指導主担当者がミドルリーダーと
して機能しづらい原因があると思います。教頭らしく仕
事を進める際の、難しさがあると感じます。全国の副校
長・教頭先生に協力してもらった国立政策研究所の調査
では、「小学校の教頭は，他の校種と比較して、職員を
巻き込んでの指導」が難しいという結果が出ています。
中学校と小学校の校種の違いを尊重しながら、多忙化に
ついて議論を進めていきたいと思います。

【池端】もう一つの多忙化原因として、大量の事務処理
があります。事務職員はよくやっていますが、学校徴収
金業務（教材費・給食費）は大変です。未納の対策業務
もあります。銀行の引き落とし業務も大変ですが、未納
の家庭には、家庭訪問を繰り返さなければならない場合
があります。学級担任も一緒にやっています。最近は、
就学援助をもらう家庭が増えています。諸々の事務を事
務職員が、担任との窓口になって、教頭と連携しながら
学級担任をフォローしてくれています。

対談「副校長・教頭の現状とこれからの学校教育」

＜副校長・教頭の現状と学校の多忙化＞
＜チーム学校と組織を機能させるもの＞

＜新しい学習指導要領のコンセプトと「笑顔の循環」＞
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＜チーム学校と組織を機能させるもの＞
【池端】ミドルリーダーが機能しているためか、中学校
の先生の方が組織で動くことに慣れているように感じま
す。小学校の方が学級担任を中心とした仕事ぶりである
ように感じます。教頭になった人も、小学校の出身者よ
り中学校の出身者の方が、組織を生かしたり、校長を補
佐したりすることが得意なように思います。

【藤原】先ほど話した教頭職が理想の仕事をするため
に、校種の枠組みを基に考える必要があると思っていま
す。また、現在、文部科学省は、児童生徒支援専任教諭
の配置拡充について進めようとしています。児童生徒支
援専任教諭などについては、どんなことをお考えですか。

【池端】チーム学校に関わるテーマですね。川崎市の小
学校では、児童支援コーディネータと呼んで既に配置さ
れています。特別支援コーディネータとは別の教員が担
っています。その分掌になると学級担任をもちません。
特別支援教育、生徒指導など教育活動全般に関わりアド
バイスをしたり、保護者との面談をしたりします。児童
支援コーディネータがなかったときは、その仕事は教頭
の役割でした。子供と担任と保護者とをつなぐ連絡調整
役は教頭の役割でした。現在は、児童支援コーディネー
タに情報が集約されるようになっています。教頭のよき
パートナーとして、児童支援全般にあたることをしてく
れています。川崎市の２/３の小学校に配置されていま
す。配置されると、県費及び市費の非常勤の先生も配置
され、コーディネータがもたない分の授業をもってくれ
ます。川崎市では、毎年予算化されていて、先生たちが
他の役割に専念できるように貢献しています。

【藤原】池端会長が学校の仕事に加えて、全公教の重責
を果たされているのも、川崎市の児童支援コーディネ
ータ配置のおかげかもしれませんね。教頭一人で全国の
会長をすることは大変なことと推察いたします。ある県
では、県の教頭会の会長をやるときは複数配置の学校か
ら出すなど工夫しているところもあるようです。学校では
様々なことが起きますから、調整役が教頭以外にいるこ
とがとても重要なことだと考えています。児童・生徒指
導や事務問題など個別の問題を解決していくことは重要
ですし、その個別の課題を教頭以外の調整役が行えるよ
うになることが重要だと考えています。これは、チーム学
校の一つのコンセプトです。教頭がすべての調整をする
わけではないということです。教頭は、その要ととらえた
いのです。それを実施していくためには、各県の教頭の
仕事内容や校務分掌の分析が重要ではないかと思ってい
ます。どのような内容の仕事を教頭一人一人がもってい
るのか、全国の教頭会で仕事内容をもちよって、その比
較を研究することが新たな学校組織の在り方を考えてい
く上で重要だと思います。

【池端】素晴らしいご指摘だと思います。全国の教頭会
の課題として取り組みたいと思います。

【藤原】管理職も学校運営をチームで行い、そのことが
学校のマネジメント機能を強化すると考えているので
す。そのための裏付けとして、主幹教諭や主任など学校
内部の実態についての調査が求められています。

【池端】教頭がマネジメントをする際には、教務主任と
児童支援コーディネータと事務職員が頼りです。この３
人が柱になっています。

【藤原】主幹教諭については、どうでしょうか。中学校
では、組織に位置づけやすい気がします。小学校は難し
い。小学校の中で主幹教諭が調整役になっていくような
仕事分担を考えていく必要があると思います。

【池端】最近、中学校の部活動では、地域の外部人材の方
が協力してくれています。一方、生徒への責任の所在の
問題もあり、なかなか任せきれないジレンマもあります。
部活動の外部人材についてどのようにお考えですか。

【藤原】部活動については、その教育的意義を認めつ
つ、外部の方の力を積極的に活用するべきだと思いま
す。全国には、学校の教職員以外の人が引率できるよう
な仕組みがあるようです。部活動を含め、これまで教員
が担当してきた仕事の分担を見直す上では、先生自身の
働き方の見直しがポイントになると思います。先生方に
は抵抗感があると思います。生徒のことも考えながら、
先生自身の働き方を見直すチャンスであると考えていき
たいと思います。学校の中には24時間子供のことを考え
ている献身的な先生がいるのも事実です。今までは、そ
んな先生を中心に生徒の成長を支えてきたのです。しか
し、現在、そのことを継続するのは難しくなっていると
思います。まず、子育てしたり介護したりしている先生
も多くいます。今までは、それでよかったのですが、こ
れからの若い先生に受け入れられていくのか疑問が残る
のです。未来志向的な部分と現実的な部分の折り合いが
必要になってきます。日本の中には、先行形態があるの
で、そのことから研究していきたいと思います。

【池端】私自身が情報が少ないので勉強していきたいと
思います。部活動を含めた生徒指導が中学校の教育をよ
くしてきた面があります。私が勤務している川崎市の学
校もそうです。

【藤原】一気に改革することは難しいと思います。それぞ
れの地域で考えていかなければならないことだと思います。

【藤原】現代は、いろんな人の力を借りながらやってい
く時代になったのです。スクールソーシャルワーカーも
その一つとして取り組んでいます。教師が一人で全てや
っていくという発想を転換しなければならないのです。

【池端】現在は、家庭支援も福祉も教員が中心に支援し
ています。

【藤原】家庭支援も学校の中だけではできませんよね。
【藤原】部活動に関しては、中学校の先生の気持ちとも
折り合いをつける必要があると思っています。ネット上
では、若い先生による部活動の強制の反対運動が起きた
ことも事実です。先生方の間にも部活動に対する考え方
には違いがあるようです。

【藤原】チーム学校の関係で教えてほしいことがありま
す。校長の補佐の役割として、教頭が校長の意向をつか
んで下に流す役割と、上に具申する役割があります。最
近、上方向の役割が弱まっているのではないかと感じる
ことがあります。もちろん地域差、学校差はあると思い
ますが、校長の考えを聞いて校長の意向を実現するのが
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精一杯であることが実情だと感じます。
【池端】校長によっても様々ですが、強力なリーダーシ
ップを発揮する校長先生だと、教頭は目一杯になる場合
が多いようです。「教頭先生どう思う？」というように
教頭に尋ねてくる校長先生だと、少し違うようです。管
理職同士の人間関係によりますが、調査結果がそうなっ
てるようですね。自分の考えをなかなか出せない教頭先
生は多いようです。

【藤原】そのことは、学校にとってもったいないと思う
んです。校長が考えることが中心ですが、何かもったい
ない気がします。校長先生も万能ではないと思います。
強味と弱味をみんなもっています。校長が、すべて把握
できるわけではないと思います。教頭の強味を入れて、
校長先生の弱味を強化していく必要があります。管理職
もチームを組んで、よりよい解答を見つけていく必要が
あると思うのです。

【池端】そのとおりだと思います。二人の持ち味を生か
してやっていく必要があると思います。
＜新しい学習指導要領のコンセプトと「笑顔の循環」＞

【池端】教頭として、
いつも頭の中に描い
ているのは、「笑顔
の循環」ということ
です。先生たちが笑
顔になれば、児童が
笑顔になる。児童が
笑顔なら、保護者
や、おじいちゃんおばあちゃんが笑顔になる。保護者が
笑顔なら先生が笑顔になる。どこがスタートだか分から
ないが、その循環がある学校になるといいなと思いま
す。そのコーディネータが校長、教頭の役割になるとい
いと思っています。

【藤原】いろいろな人たちが循環するといいと思いま
す。この前、会長の学校のそばの豆腐屋さんに一緒に行
きましたね。あの後、お豆腐を買って帰りましたが、お
豆腐、おいしかったですね。豆腐屋さんの笑顔が、児童
に循環する。先生も頑張るけれどもいろんな大人が関わ
ってその笑顔が児童にうつる。会長さんの言葉だと、い
ろいろな大人の力が児童の笑顔につながる。それがチー
ム学校であると思います。

【池端】本校（川崎市立苅宿小学校）はキャリア教育を
推進しています。お店体験、例えば、豆腐屋さんで豆腐
を詰める体験をしている。豆腐屋、畳屋、自転車屋など
に分かれて活動しています。お店の方たちは、朝の見守
り、帰りの見守りをしてくれています。そこに、地域と
児童の中に循環があります。本校の教育活動の一つに、
お年寄りが昔遊びを教える活動があります。現在は、ど
の小学校でもやっている活動かもしれません。運動会で
民踊を踊る。民踊を運動会のために教えに来る。その人
たちにお礼ができないかということで、自転車教室にお
年寄りに来てもらうことになりました。お年寄りは喜ん
でくれました。地域のお年寄りの皆さんといっしょに勉
強する。そんなことをちょくちょくやっている学校です。

【藤原】知識を使いこなして、自分や社会の未来を創造す
る人間を育むことができる教育課程をつくることが新学
習指導要領のコンセプトです。会長の小学校は、その要
素が既に入っている学校ですね。キャリア教育は、今後
ますます大切になってきます。社会の中で人と関わりなが
ら「どうやって役に立とうかな。こうやって役に立てるか
な。」という教育が大切なのです。2020年の学習指導要領
改訂に向けて関連付けながら教育活動を推進していただ
きたいと思います。いろいろな大人を笑顔にする循環が
ある。そのコーディネータが教頭先生であったり、その他
の先生であったりして、チームでやっている学校ですね。
これからの学校の役割を会長の学校や川崎市の学校が果
たし始めているのですね。学校の中にこれからの学校を
実践する芽が出ています。どの学校も学校像があって、
先を見越しながらやっています。現代は、学校が、社会
の核であってほしいという地域住民の願いは強いと思いま
す。児童は地域や社会の核になっている。学校に対する
期待は重厚です。学校は、子供に知識をもたせて、それ
を使いこなして、自分の人生と社会をつくる力を育ててい
ます。そのことは、子供のためだけでなく社会のためにな
る。そのことを共通理解するのが今回の学習指導要領の
肝です。大人みんなで関わって子供を育てよう。学校を
核とした未来創造です。人生や社会をつくる学校です。
社会で合意しながら学校を核としながら未来創造してい
る。学校の役割は大きいのです。こうした、次世代の学
校をリードする教頭先生たちが、学校の在り方について
立ち止まって考えられる時間が必要とされているように思
います。

【池端】今まで先生は、専門家よりオールマイティーを
求められてきました。これからの学校の先生は、専門性
に入っていって、違う分野を他の人が担うようになって
いくことを感じました。

【藤原】日本の先生は、先生より師匠の感が強い。トー
タルな教育を求められるのは変わらないし、なくならな
い。先生も、家庭もあるし人生もあるし、先生だけがす
べてを背負って耐えられるのでしょうか。日本は、世界
でトップ水準です。自分に自信のない先生もいます。先
生たちは頑張っています。これから先、先生たちの誇り
を壊さないで、新しい学校づくりをしていく必要があり
ます。

【池端】最後にまとめの言葉をお願いします。
【藤原】新しい時代に必要な資質・能力をしっかりと育
むとともに、これまでどおり全ての子供を大切にする教
育をみんなで作っていこう。それがチーム学校です。先
生だけで頑張ってきたことを、いろいろな人を巻き込み
ながら、チーム学校を作っていくのです。そこで、全体
を束ねる副校長・教頭先生が必要です。その条件整備を
提案をしているのです。副校長・教頭会が提案している
本来の副校長・教頭先生の役割を実現できるチャンスが
来ているのです。そのチャンスをとらえながら仕事に取
り組んで欲しいと思います。

【池端】過去から現在、そして未来を見通す話をありが
とうございました。とても未来に希望が沸きました。



4

北海道ブロック函館大会報告

北海道ブロック長　　森　田　智　也

１　日　程
　　平成28年９月16日（金）
　　　開会式　記念講演　分科会１日目
　　平成28年９月17日（土）
　　　分科会２日目　閉会行事
２　会　場
　　全体会　函館市民会館
　　分科会　函館市民会館
　　　　　　函館アリーナ　花びしホテル

３　参加会員数
　　800名
４　大会内容
　①開会式
　�　本大会は、北海道公立学校教頭会第13次３か年
継続研究３年目の大会として、全公教から示され
たキーワード「生き抜く力・絆づくり」に視点を
あて、さらなる研究の深まりを求める大会としま
した。大会オリエンテーションとして北海道公立
学校教頭会山下尊子研修部長から研究概要の説
明、本大会の意義等の解説があり研究大会がスタ
ートしました。

　②記念講演
　�　ラッキーピエログループ代表�王�一郎氏による
「讃嘆」という演題で講演をしていただきまし
た。王氏は、お客様第一主義を掲げる地域密着の
ファーストフードチェーン経営者です。「仕事は
人に喜んでもらうために行うもの」「人生は心を

磨くために与えられた期間」などと述べ、パワフ
ルであたたかい雰囲気の中で、参加者が前を向い
て元気になる講演でした。

　③分科会
　�　３会場に分かれて８分科会が開催されました。
どの分科会でも、提言に基づき活発な意見交流が
繰り広げられました。協議の柱と話題になりそう
な内容をプリントで示し事前に配付してあったこ
とで話し合いの焦点化が図られ、有意義な話し合
いになりました。各分科会の提言内容は以下の通
りです。

【第１Ａ分科会】教育課程に関する課題
○教育課程経営における教頭の指導性のあり方
○学力向上のための教頭の関与性

【第１Ｂ分科会】教育課程に関する課題
○�ミドルリーダーを機能させるボトムアップ型の取
組と教頭の関与性
○�キャリア教育を位置づけた教育課程編成・実践へ
の教頭の関わり

【第２分科会】子どもの発達に関する課題
○�子どもの発達と情報教育に関わる教育環境の維
持・管理における教頭の関わり
○不登校児童・生徒への支援のあり方

【第３分科会】教育環境整備に関する課題
○�確かな学力、健やかな体、豊かな心を育むための
学校・家庭・地域の連携
○学力向上に向けた環境整備と教頭のあり方

【第４分科会】組織・運営に関する課題
○学校組織の活性化を図るための教頭のあり方
○ミドルリーダー育成を図る教頭の役割

【第５分科会】教職員の専門性に関する課題
○組織を生かした教職員の資質向上と教頭力
○専門性を高め合う教師集団の育成と教頭の関わり

【第６分科会】副校長教頭の職務に関する課題
○地域、学校種間連携と教育力の向上
○教職員の意識改革を図るための教頭の関わり

【第７分科会】特別分科会
○学校における情報モラル教育の現状と課題
～基調講演、グループ協議、シンポジウムを通じて～
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東海･北陸ブロック石川大会報告

東海･北陸ブロック長　　大　窪　浩　之

　平成28年10月24・25日、ぬけるような青空の下、
前日開催の金沢マラソン13,000人の興奮が残る石川県
金沢の街に、東海･北陸地区７県から1,200余名の副校
長･教頭が参集し、第44回東海･北陸地区公立学校教
頭会研究大会石川大会が「豊かな人間性と創造性を
育む学校教育」を大会主題として開催されました。

〈全体会〉
　初日の全体会は、駅に隣接する石川県立音楽堂コ
ンサートホールにおいて行われ、開会行事では、多
くの方よりご祝辞をいただきました。基調提案で
は、「教頭のかかわり」をベースにした６つの分科
会の提言内容について紹介しました。
　記念講演では、（株）箔一の代表取締役社長であ
る浅野邦子様をお
招きし、「人材育
成と組織づくり～
強くしなやかな経
営から～」と題し
てご講演いただき
ました。リーダー
として求められる
力量の大きさと厳しさや強さとともに、温かい愛情
が大切であることを強く感じさせる内容であり、特
に教頭という、人材を育成する立場の者として大変
考えさせられる講演でした。
　その後、コンサートホールに設置されているパイ
プオルガン演奏では、荘厳な音色に包まれたひと時
をもち、リフレッシュできました。

〈分科会〉
　２日目の分科会は、６課題６分科会を駅近くのホ
テル２会場に分かれて開催しました。各県からの提
言は、パワーポイントなどを活用して大変わかりや
すく説明され、その後の活発なグループ協議へとつ
ながりました。
　他県の様子や同じ教頭として日々取り組んでいる
ことを意見交換できることは大変有意義であり、楽し
い雰囲気ながらも真剣な話し合いが行われました。
最後に、助言者の校長先生方より丁寧で的確な指導
助言をいただき、２日間の大会日程を終えました。

【第１分科会】教育課程に関する課題
（1）�生きる力を育む教育課程の編成・実施・評価　
～創意工夫を生かした特色ある学校づくりを目指
して～

（2）�地域と連携したふるさと教育の取組と教頭のか
かわり

【第２分科会】子どもの発達に関する課題
（1）�新しい学校づくり「小中連携から小中一貫教育
へ」～藤原中学校区の取組と教頭の役割～

（2）�キャリア教育の推進に果たす教頭の役割
～「学ぶこと」と「生きること」をつなげる～

【第３分科会】教育環境整備に関する課題
（1）�「チームとしての学校」の実現に向けた教育環
境整備～子ども応援委員会等との連携を通して～

（2）�地域の力を教育活動につなぐための教頭の役割
【第４分科会】組織・運営に関する課題
（1）�夢のある明るい学校づくりを推進する組織・運
営の在り方～職員の参画意識を高め、組織の活性
化を図る教頭の役割～

（2）�学校運営で主任を機能化させるためには
　～主任が組織を牽引するための効果的な指導～

【第５分科会】教職員の専門性に関する課題
（1）�教職員の専門性の向上と教頭のかかわり
（2）�教職員の学校運営参画意識の向上と教頭のかか
わり～小中連携を生かして～

【第６分科会】副校長・教頭の職務に関する課題
（1）�特別支援教育を推進するための教頭の役割
（2）�学校組織の活性化を図るための教頭の役割～小
中連携を通した人材育成～
　日頃は孤軍奮闘している感のある副校長・教頭で
すが、同じ悩みを抱える方々との話し合いは大変新
鮮で、学校に
戻ってからの
活力につなが
り、学校の組
織力や教育力
向上へと還元
できるものと
思いました。
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関東甲信越ブロック茨城大会報告

関東甲信越ブロック長　　木　村　正　光

１　日程・会場

　平成28年11月10日（木）第１日目　全体会
　記念講演：茨城県民文化センター
　平成28年11月11日（金）第２日目　分科会
　レイクビュー水戸　ウェストヒルズ水戸
　水戸京成ホテル　三の丸ホテル�
　フェリヴェールサンシャイン
２　大会の概要

（１）大会主題
　　「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」
（2）主催�
　　関東甲信越地区公立学校教頭会
　　茨城県小中学校教頭会
（3）開会行事
　①開会のことば（茨城大会実行委員長）
　②国歌斉唱
　③挨拶（関東甲信越地区公立学校教頭会長）
　④祝辞（茨城県教育長・水戸市教育長・
　　　　　茨城県学校長会長・全公教会長）
　⑤来賓紹介
　⑥基調提案（茨城大会研究部長）
（4）上映会「みんなの学校」
（5）記念講演
　　演題「みんながつくるみんなの学校」
　　講師��木村泰子先生

　

（6）�分科会
　５会場において、第１～第６課題、14の分科会が
開催された。

【第１】  教育目標・教育理念に関する課題

【第１Ａ】教育課程に関する課題（小）

【第１Ｂ】教育課程に関する課題（中）   ���

【第２Ａ】子どもの発達に関する課題（小）

【第２Ｂ】子どもの発達に関する課題（中）

【第３（１）】施設・設備及び事務に関する課題

【第３（２）】教育財政に関する課題

【第３（３）】ＰＴＡ及び地域社会に関する課題

【第４Ａ】組織・運営に関する課題（小）

【第４Ｂ】組織・運営に関する課題（中）

【第５Ａ】教職員の専門性に関する課題（小）

【第５Ｂ】教職員の専門性に関する課題（中）

【第６Ａ】副校長・教頭の職務に関する課題（小）

【第６Ｂ】副校長・教頭の職務に関する課題（中）

（7）閉会行事（分科会終了後各会場で）�
　①開会のことば　　②謝辞
　③大会宣言採択　　④次期開催県挨拶
　⑤閉会のことば
３　大会を振り返って

　今年も、長野県より長野上水内教頭会長の参加を
得、関東甲信越地区１都９県、約1,600名の大会と
することができた。
　１日目は、映画「みんなの学校」を視聴後、元大
阪市立大空小学校長木村泰子先生から、すべての子
どもの学習権を保障するための学校づくりについて
お話をいただいた。２日目は、全ての分科会毎に、
参加都県１、開催県（茨城）１の提言を行い、活発
なグループ討議・意見交換の後、提言ごとに示唆に
富む指導助言をいただいた。
　本研究大会開催のために、ご尽力いただいた皆様
に心よりお礼を申し上げるとともに、ご参加いただ
いた全ての皆様に感謝したい。
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東北ブロック岩手大会報告

東北ブロック長　　桑　原　良　幸

　第36回東北地区小中学校教頭会研究大会岩手大

会を岩手県小中学校副校長会創立50周年記念事業の

一環として、11月16日（水）17日（木）の２日間、

岩手県盛岡市を会場に開催しました。大会には、約

900名の皆様が参加してくださり、熱心な協議及び

情報交換がなされました。

　本大会は、昨年度開催された青森大会の成果を踏

まえ、第10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」キーワード「生き抜く力・絆

づくり」に基づいた研究の３年次大会として、研究

の深化と充実を図ることをねらい、来てくださった

皆さんが「よかった」と言ってくださることをめざ

し、開催しました。

�

　大会１日目の記念講演では、国の動きにも明る

く、以前岩手にいらして東北や被災地のことにもく

わしい早稲田大学教授河村茂雄先生から「学校・学

級経営を再考する」と題し、復興対策も視野に入れ

ながら、これからの学校・学級経営にご示唆をいた

だきました。

　２日目の分科会は、６課題８分科会において、そ

れぞれ２つの提言発表を核としたグループ討議を行

いました。各グループの人数構成は、６名～８名を

基本とし、「協議の柱」を明示することで、焦点化を

図りました。実践例をもとに、教頭・副校長として

の「役割」と「かかわり」について話し合いの場を

もったことは、日頃一人職で悩み、身近に手本がな

い状況の中奮闘している会員の皆様にとって、様々

な事例や方策を知るうえでとても有意義でした。

　大会終了後のアンケートには、「これからの学校

経営を深く考えた」「盛岡に来てよかった」「寒風の

中、案内してくださる岩手の先生方におもてなしの

心を感じた」などの感想が寄せられました。また、

６年後の全国大会岩手大会に向け、課題も明確にな

りました。

　参加された会員の皆様の意欲的な姿勢と協働の精

神のおかげで、これまでの大会で築かれてきました

東北地区小中学校教頭会の「協働性」と「絆」が一

層深められ、青森大会での成果を福島大会へつなぐ

役割を果たす岩手大会とすることができたと会員の

皆様に心から感謝しています。

　結びに、本大会の開催・運営にあたり温かいご指

導とご支援をいただきました全国公立学校教頭会を

はじめ、岩手県、盛岡市、岩手県教育委員会、岩手

県市町村教育委員会協議会、岩手県小学校長会、岩

手県中学校長会など関係各位に心から感謝を申し上

げ、報告といたします。

開会行事

熱心に協議いただいた分科会
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近畿ブロック＆四国ブロック

　近畿公立学校教頭会は、大阪、京都、兵庫、滋賀、
奈良、和歌山の２府４県、会員数4,165名の組織です。
各府県の単位教頭会においては、職能集団としての
役割を認識するとともに、これまで積み上げてきた
研修の成果を継承し、さらに充実・発展させていく
ための活動を進めています。また、近畿各府県がそ
れぞれの特色を生かし、連携を深めながらさらなる
研究推進を図っていくことを使命と考え、活動して
います。

１　活動の基本方針
⑴�教頭の使命に徹し、学校教育の役割と今日的課題
に正対し、常に研鑽を積み、識見を高め、視野を
広め、資質の向上に努める。

⑵�会員相互の信頼と連携の絆を深め、本会の組織・
機能を充実させ、活性化を図る。

⑶�教育関係機関・教育関係団体との連携を図り、教
育課題の解決に向けて鋭意努める。

２　基本目標
　「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」
　　キーワード　生き抜く力・絆づくり

３　活動計画
⑴�全国研究課題の解明に向け、組織的・継続的に取
り組む。
⑵�当面する教育課題に積極的に取り組む。
⑶教頭会の組織を充実させ，活動の活性化を図る。
⑷�これからの時代に対応する教育条件の改善を図る。
⑸�職責に見合う処遇改善の実現に努める。
�
４　第54回近畿公立学校教頭会研修大会
� （大阪大会）
　・日時　平成28年11月25日（金）
　　　　　午前10時～午後４時
　・会場　エディオンアリーナ大阪
　・記念講演　
　　　演題「大家族�支え愛�見守り愛�励まし愛」
　　　講師　西川ヘレン　氏

近畿ブロック 近畿ブロック長　奥　雅美

四国ブロック 四国ブロック長　福田　明則

　四国ブロックは、高知、愛媛、香川、徳島の４県
の公立学校教頭会で構成され、今年度の会員数は
1,340名である。会員数は少ないが、「四国は一つ」
を合言葉に各県教頭会の発展と教育課題の解決に向
けて、取り組みを進めている。
１　目　的
⑴�四国地区小中学校教頭会相互の交流と連携を図
り、会員の資質向上を目指す。

⑵�四国各県の教育の振興と教育課題解決の方策を探
る。

２　活動内容
⑴�第58回全国公立学校教頭会研究大会（兼第34回四
国地区小中学校教頭会研究大会）徳島大会にて各
県の研究成果を集約するとともに、分科会運営等
に連携・協働する。

⑵教育課題解決に向け、調査・研究、広報活動を行う。
⑶教頭の地位の向上に向け、要請活動に取り組む。
３　事業計画
⑴�理事・代議員会、研究部長・要請部長会
　第１回　６月18日（土）

　　　　　役員選出、事業計画、予算審議
　　　　　全公教徳島大会運営の諸議題等
　第２回　２月４日（土）
　　　　　徳島大会の反省、次期課題割当
⑵全国公立学校教頭会研究大会（徳島大会）
　７月27日（水）・28日（木）・29日（金）
４　全国公立学校教頭会研究大会（徳島大会）
　サブテーマは『郷土への誇りをもち　人との関わ
りを深め　たくましく生き抜く子どもの育成』とし
た。「郷土への誇り」は、郷土の文化や歴史等との
関わりの中で、郷土への愛着や誇りを育み、社会に
貢献する人づくりにつなげる。
　「人との関わり」は、豊かな人間性や社会性を育
むため、他者との協働や絆づくりを図る。「たくま
しく生き抜く」は、激しい社会変革や大震災の教訓
を踏まえ、自他の生命を大切にし、主体的に行動し
問題解決する資質や能力を養う。
　このような子どもを育成するため、副校長・教頭
としての在り方を追究する大会と考えた。


