
1

第58回全国公立学校教頭会
研究大会が、平成28年７月27
日（水）～７月29日（金）の３
日間徳島県徳島市において開
催されました。全国から2,280
名の副校長・教頭先生方が四

国徳島の地に一堂に会し盛大に研究大会が行われまし
た。天候が心配されましたが、幸いにも初日から晴天
に恵まれ、蝉の鳴き声が響き渡る会場「アスティとく
しま」では郷土芸能阿波踊りが披露されました。

『四国は一つ』を合い言葉に、研究を深化

全国約３万人の副校長・教頭先生方の最も大きな
研修の機会である全国大会は、各ブロック大会や都
道府県の研究大会へと繋がる重要な大会として位置
づけられています。それだけに開催地徳島県の全副
校長・教頭先生方をはじめ、香川県、愛媛県、高知
県の先生方も多くご参加いただき、まさに『四国は
一つ』を感じることのできた大会でした。

今年度は、第10期３年次になります。第10期の大
会主題『豊かな人間性と創造性を育む学校教育』と
２つのキーワード「生き抜く力」「絆づくり」を受
け、徳島大会では【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】を
サブテーマに掲げました。

とりわけ、分科会における（６課題と２特別課
題）研究協議では、情報交換にとどまらず、「継続
性」「協働性」「関与性」に焦点を当てた熱心な協議
がなされました。例えば、副校長・教頭が子ども・
家庭・地域など様々なものと学校を「つなぐ」役割
を担っていること、地域差、学校差のある教育環境
であっても自校の実態を見据えた実践を選択するこ
と等、改めて私たちの自身の組織マネジメント力を
どのように生かしていくのかが確認されたのではな
いでしょうか。

この話し合いが、今後、研究組織としての全公教
の価値付けとなり政策提言へ繋がっていくものと確
信しています。

学校に、子どもたちの笑顔輝く

　　～熊本県益城町立広安西小学校の報告～

益城町立広安西小学校の田中壮介教頭先生から
は、熊本を中心とした地震で被災した学校、地域の
様子をご報告いただきました。校長先生（内閣総理
大臣）を中心に田中教頭先生（官房長官）、教職員
が一丸となった学校の避難所運営から多くを学ば
せていただきました。「苦しい中で前へと歩を進め
る」ための“○○大臣任命”というアイディアは、
教員一人一人に明るさと責任を持たせ見届けさせ
る、まさに「チーム学校」の真骨頂と言えます。本
大会に参会の先生方、すべてが感銘を受けた報告で
あり、いかなる状況おいても、学校は地域とともに
子どもたちの笑顔が輝く場なのだと実感したのでは
ないでしょうか。

改めて、地震で被災された地域の方々、先生方に
心よりお見舞い申し上げます。

『教師のアクティブ・ラーニング』を実践

９月の北海道大会を皮切りに、各ブロック大会で
はそれぞれの研究課題に取り組みます。研究大会
は、私たちにとって何よりも自ら職能を高め、抱え
ている課題の解決となるものでなければなりませ
ん。徳島大会第６分科会講師の東京大学大学院教育
学研究科教授　勝野正章先生の言われる“教師のア
クティブ・ラーニング”を私たち自身が実践し課題
解決に繋げることが重要です。研究協議では①積極
的主体的に学び合うこと②自校のよりよい学校運営
に生かせる具体策を持ち帰ること、の２点を念頭に
取り組んでいきましょう。

各ブロック大会の成功をご祈念いたします。

徳島大会から各ブロック会へ『研究をつなぐ』 全国公立学校教頭会
副会長　加藤　景子
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第58回　全国公立学校教頭会研究大会徳島大会

大会主題「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」（第10期　全国統一研究主題）
	 キ―ワード　〈生き抜く力・絆づくり〉
	 サブテーマ　〈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〉
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７／27【開会行事】【シンポジウム】
　　　　アスティとくしま（多目的ホール）
７／28【分科会】
　　　　アスティとくしま　他６会場
７／29【研究のまとめ】【記念講演】【閉会行事】
　　　　アスティとくしま（多目的ホール）

第58回全国公立学校教頭会研究大会徳島大会が、７月27
日（水）～29日（金）の３日間、徳島県徳島市で開催された。全
国から2,280名の会員が集まり、充実した研究大会となった。

初日は、アスティとくしま（多
目的ホール）を会場に、伝統芸
能紹介（阿波踊り）の後、開会
行事とシンポジウムが開催され
た。開会行事では、全公教会長
　池端庄一郎氏、徳島大会実
行委員長　福田明則氏の挨拶に続き、文部科学大臣 馳 浩
様（代理）、徳島県知事 飯泉嘉門様、徳島市長 遠藤彰良
様、全日本中学校長会会長 榎本智司様よりご祝辞をいただ
いた。また、徳島県教育委員会教育長 美馬持仁様をはじめ
とする、多くの教育関係のご来賓の方々にご臨席をいただ
き、盛大に開催することができた。開会行事に引き続き、全
公教研究部長の高橋司氏より、『絆を深め、たくましく生き
抜く子どもを育てる』という基調提案が発表された。その
後、『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』というテーマでシンポジウムが行
われた。（シンポジウムの詳細については、次ページ参照）

第２日は、アスティとくしまを中心に、徳島市内の７会
場に分かれて分科会を行った。全国から参加した会員が、
予め希望した10の分科会に分かれて参加した。それぞれ
の分科会では、第１課題～第６課題、特別課題Ⅰ、Ⅱに基
づく提言発表を聞き、それぞれ熱のこもった討議が行われ
た。（各分科会の内容については、５～６ページを参照）

最終日は、初日同様アスティとくしま（多目的ホール）
を会場に研究のまとめと株式会社いろどり　代表取締役 
横石知二氏の記念講演、閉会行事が行われた。

全国からの参加者は、３日間の徳島大会への参加を通
して、今後の学校経営に資する多くのことが学べた。四国
ブロック公立学校教頭会、徳島県公立小中学校教頭会の
皆様に感謝したい。

当時農協職員だった横石知二氏は1986年に第三セクタ
ー株式会社「彩（いろどり）」立ち上げ、葉っぱビジネス
をスタートした。現在の年商は２億6000万円であり、中に
は年収1000万円を稼ぐおばあちゃんもいるという。

古い習慣から脱却し、人間力をもって行った「いろどり
社会づくり」は農業の大改革となり、“妻物（つまもの）”
が今は上勝町の重要な産業となっている。

講演では「誰にだって居場所がある。人は自分に役割
があることが何よりうれしい。居場所や出番があるため
の舞台が必要である。」というお話から始まり、人に生き
がいをもって働いてもらうための「ツボ」や「命令ではな
く、自分で考えて行動させること」の大切さなど、教頭の
役割について示唆に富むたくさんのお言葉をいただいた。
＜人間力が発揮できる３つの要因＞

①出番　②評価　③自信
＜ツボを知ること＞

○できないことを人前で言われるのが大嫌い
○気にしていることは何か
○誰と誰がライバル関係なのか
○ほめてもらいたいことは何か
○どんな生活習慣をしているのか
○何を価値観としてもっているのか

＜つながる糸はなにか＞
　家族　仕事　名誉　お金　遊び

＜日常の生活習慣で大切なこと＞
○時間を守る習慣
○そうじをする習慣
○約束を守る習慣

＜ハブとスポークをつくる＞
ハブとスポークとはヒト、モノ、カネ、コト（情報）が

行き来する経路のことでスポークは数が多いほどよい。
最後に「人は誰でも主役になれる」という横石氏が好

きな言葉でしめくくられた。
職員が主役となりやる気をもって働けるよう、教頭とし

て自身も「できることからはじめていきたい」と思う。

［記念講演］
演　題

「そうだ、葉っぱを売ろう　
　　　～居場所と出番づくり～」
講師　横石知二氏
　　　（株式会社いろどり　代表取締役）
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全体シンポジウム 豊かな人間性と創造性を育む学校教育
～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～

視点1　豊かな人間性　人との関わりを深める子どもを育む学校教育
視点2　創造性　たくましく生き抜く子どもを育む学校教育
視点3　連携や協働体制　郷土への誇りをもつ子どもを育む学校教育

シンポジスト
高橋博義氏

（徳島県神山町教育委員会教育長）

シンポジスト
松浦素子氏

（本家松浦酒造 代表取締役社長）

コーディネーター
阪根健二氏

（鳴門教育大学大学院学校
教育研究科教授）

シンポジスト
浅田和伸氏

（文部科学省大臣官房審議官）

７月27日（水）全国公立学校教頭会研究大会徳島大会１日目が
始まった。開会行事終了後、本研究大会の大きな方向性を示す
全体会のシンポジウムが行われた。はじめに、研究部からコーデ
ィネーターの阪根健二氏、シンポジストの浅田和伸氏・高橋博義
氏・松浦素子氏の紹介が行われた。続いて徳島大会実行委員会
研究部長より研究大会主題「豊かな人間性と創造性を育む学校教
育」の趣旨とキーワード「生き抜く力・絆づくり」、サブテーマ 
～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～ についての３つの視点が示された。阪根健二氏の基
調提案のもとに、３名のシンポジストの提言や互いの質問を交え
ながらテーマについて深めていった。
【基調提案】阪根健二氏

今回の３つのテーマ「郷土の誇り　人との関わり　たくましく
生き抜く」その上で連携や協働という言葉が出てきたのではない
かと思う。誇りをもてと子供によく言うが、なかなか難しいこと
である。子供に「自分が好きですか」「周囲の人は好きですか」
「学校は好きですか」など、どんどん好きが広がっていく。その
根底にあるのが誇りであり、そこに自尊心が生まれてくる。自尊
心がなければレジデンスは生まれてこない。誇りをもつことは簡
単ではないが、私たちのテーマであることには間違いは無いと思
う。次に「関わること」、コミュニケーションも難しいところがあ
る。会話と対話はどう違うのか。今の学生は、会話は得意で、ネ
ットを活用してどんどん会話をしていく。しかし、対話は苦手で
ある。相手の意義や意味を共有していることが基本になる。異な
る価値を認め、認めたところに対話が生まれる。会話はいつでも
できるが対話は難しい。対話のできるコミュニケーションづくり
も私たちにとって重要であると考える。そして、何より「生き抜
く力」、1990年代終わり、中教審から「生きる力」という言葉が出
てきて、その後、東日本大震災を契機に「生き抜く力」へシフト
してきた。生き抜くとは簡単そうに見えて難しいことで、困難に
立ち向かうことである。この大きな命題にも立ち向っていかなけ
ればならない。さて、今日は、国からの立場や過疎と言われなが
らも元気に取り組んでいる町の取組、民間企業での取組から伝え
るものがあればと思う。
【提言①】高橋博義氏

郷土への誇りをもつためには、郷土の文化や自然について学習
したり、地域の人との出会いや触れあい体験を通した地域学習を
行ったりすること。また、教育環境を整備し、神山町は子供たち
の教育に力を入れているんだということを子供たちや保護者地域

に知ってもらうことも大切なことだと思う。人との関わりについ
ては、子供たちには、小さい時から多くの人と関わり、多くの経
験をして、いろいろな職業や働き方があることなど、知識や見聞
を広めることが大切だと考える。幸い神山町には、古くからの伝
統文化だけではなく、ＩＴ関連のサテライトオフィスや起業家、
職人など様々な分野の専門家など、教育資源が豊富にあり、新し
い取組を始めている。まず、町費負担教職員の任用について、地
元の教職員の充足率は50％程度なので、年齢構成等を考えなが
ら、他市町村から教職員配置を県教委にお願いをして教職員組織
の充実を図っている。複式学級を解消するために神山町では昨年
度、町費負担教職員の採用及び給与等に関する条例を制定した。
次に、文科省の事業で、地域住民や学習塾の協力を得て中学２、
３年生を対象として学習支援を実施している。就学に対する助成
等については、小中学校入学準備助成金、小中学生の教材教具等
の負担金、日本スポーツ振興センター掛け金、体育文化活動費の
助成、医療費については、高校生まで無料化にしている。中学２
年生対象のピロリ菌検査、町外から公共交通機関を使って通学す
る生徒への半額補助等を行っている。教育を最重要視し、このよ
うな取組を通して、神山町への愛着と誇りをもってもらいたいと
考えている。
【提言②】松浦素子氏

郷土の誇りに対して気づきをもった経緯や日々の業務（人との
関わり）から大切だと思うことについて話をする。1804年江戸時
代に起業したが、昭和50年をピークに低迷を続けている。10代
目を引き継ぎ、ＳＷＯＴ分析やマーケティングの本を読んだりし
た。強みは200年の歴史しかないと気づき、ＰＲしようと考えた。
そして、地元の皆様に誇りをもっていただけることを目標にし
た。誇りに思うことは気づきから始まると思った。いつも、身の
回りにある当たり前のよさに気付くことが大切であると感じる。
その気づきを与えられるのは大人であり、ここにお集まりの先生
方ではないかと思う。大人が自分の郷土に対しての誇りをもたな
ければ伝えられない。次に、人との関わりについてである。企業
では、事実と感情の切り分けができていない従業員がいる。感情
を相手に支配されていることがある。イライラして仕事が進まな
い。感情の部分を変えられることを学習していく毎日の訓練が必
要である。新聞記事に事実は青、想像は赤でラインを引いていく
と、世の中に事実と想像、意見が混在していることを目の当たり
にする。事実と感情をコントロールすることで、コミュニケーシ
ョンも上手くいくと考える。



4

【提言③】浅田和伸氏
私は、香川県豊島で生まれ育った。良い面も悪い面も全てひっ

くるめて私の育った大切な場所である。小豆島も故郷であるし、
香川県も私の故郷である。三重県や中国、東京都大崎中学校、品
川区すべてが、私にとっては特別な存在である。「あるもの」のた
めにかけた時間が長ければ長いほど、「自分にとって大切なもの」
になる。郷土というのは、良いことも悪いこともひっくるめて、自
分にとって関わりが長い。限りある命の中で、可能な部分を郷土
で生きているわけである。誰にとっても大事な場所であるからこ
そ、理解し愛着とか誇りをもてるようにしてほしい。生まれ育った
ところを知るということは、単に知識の量を増やすだけではなく、
アイデンティティや自己肯定感につながるのではないかと思う。
教育基本法の目標の中にも、学校教育法第21条の義務教育のとこ
ろ、学習指導要領の総合的な学習の時間の中でも地域についての
学習が入っている。道徳でも我が国の郷土に関するものが入って
いる。それをどのようにして中身の濃いものにしていくか。子供
たちが単なる表面的な知識だけではなく、アイデンティティや自己
肯定感に結びつくようなものにしてあげることができるか。それに
は、先生方自身も郷土や地域に対して、愛着をもっていることが
望ましい。知れば知るほど愛着が湧いてくるし、少なくとも自分
にとって特別な場所になる。自分がもっている好きな地域や大切
な地域、好きなもの大切なもの、それを一人一人が拡大していっ
たその総和が世の中をよくするのではないかと考える。地域によ
って課題はある。例えば少子化の影響で、過去10年間平均で、毎
年小学校が250校、中学校が50校ずつ減少している。学校数の減少
で、学校と地域の関係が難しくなってきている。そんな中だから
こそ、学校が地域に頼り、地域も学校に頼る、これまでよりも運
命共同体として進めていかなければならないと思う。人とつなが
るテーマについて、いつの時代でも大切なことである。昔よりも人
とつながりやすくなっている。しかし、それで満足しているのかと
いうと、そうでもないと考える。ネットのつながりだけではなく、
自分のことを見てくれている。自分のことを分かってくれている。
そのようなことがなければやっていけない。つながりたい人がどう
すれば人と上手くつながることができるのか。子供たちにも学び
が必要である。我慢すること。人の気持ちを想像することも小さ
い頃からひとつひとつ教えてあげることの方が、細切れの知識よ
りも大切である。学習指導要領改訂の論点整理の中にも、社会に
開かれた教育課程のキーワードの一つにもある。学校教育の中で
どのように組み入れていくかは、一人一人の先生の力もあるが、
校長や副校長、教頭がどう組み入れていくかも大切なことである。
【質問】阪根氏
人口減少化社会の中で過疎化対策が厳しくなっている中での人

づくりについて、神山町の取り組みについて説明をお願いします。
高橋氏

サテライトオフィスで起業家やＩＴ関係の方々によるアプロー
チと教員側からこのようなことをしたいという提案をしている。
小さい学区なので機動力がある。人口減少を食い止めるために、
町･人･仕事づくりの総合戦略を立てている。地域教育コーディネ
ーターを配置し地域教育を推進している。保育所、小、中、高の
つながりを深めることで「みんなでご飯」を実施している。その
中に起業家の方も参加している。
浅田氏

ものすごく手厚いなと思う。子供を育てる環境としてはうらや
ましい。豊島は今では１学年２～３人で離島であるから統合する
ことすらできない。ほとんどの地域で子供が減り、人口構成がお
年寄りによって行っている中、地域の活力をどうしていくのか。
子供たちに将来の希望をどう作るのか。持続性のある社会保障の
しくみを本当に作っていけるのか行政としても難しいところに来
ている。だからこそ、教育委員会が努力するのは当然として、自

治体の首長の方々が子育てについて深い熱意をもっておられる。
重点的に施策に取り組んでいただいている。私は昔から教師の数
を増やすことや教育予算を増やすことをずっと言い続けてきた。
教育関係者だけで議論していてもだめである。教育関係者以外に
どう理解してもらえるかが大切である。
【質問】阪根氏
学校がどんどん無くなってきている。何か手を打っていく、で

きるだけ地域に残ってもらう人材を育成するためにふるさと学習
を行っている。子供は少なくなったけれど、個々で何か手を打っ
て未来を考えていこうという大人の支援があって次に進んでいく
んだと強く感じる。松浦さんの目から見てどう感じますか。
松浦氏

酒蔵が地域のみなさんとどう関わるかに関して実践しているこ
とは、歴史を感じていただく近道として、来ていただくことに力
を入れている。月に１回「蔵蔵立ちきゅう」を行い蔵の中庭を開
放し、お酒を提供している。一企業が教育の現場を知り、先生達
との関わりをもつということを始めるひとつとして企業見学は役
立つのかなと思う。中学生や高校生も見学に来ていただき、少し
は郷土の誇りに対して気付いていただけたのかと思う。先ほどの
浅田氏の話は、行政の方と教育の方と我々一般企業の方で連携を
もつということは、教育の現場だけではなく、ビジネスの現場で
も役に立つ大切なことではないかと思う。
【質問】阪根氏
「未来にたくましく生き抜く」とは何なのか。そのためにはどん
な力が必要なのか。それを校長や教頭がどんなふうにフォローア
ップしていくのか。従業員教育の中でも必要な力を身に付けさせ
るため、企業としてサゼスチョンがあればお伝えいただきたい。
松浦氏

たくましく生きるために大切なことが３つある。「感謝の気持ち
をもつ」「苦難を迎えたときに新しいステージへのチャンスと考え
る」「事実と感情を区別する」困難や苦難が起こったときに、もう
いやだと思うのではなく、どうすれば解決できるのかを考えられ
るよう小さな訓練を積み重ねておくことが大切なのではないかと
思う。褒められるだけで育ってきた人は企業に来て苦難を感じて
立ち直れなかったりする。ある程度苦難を経験して成長していっ
てほしいと思う。
阪根氏

困難に立ち向かうことをどう教えるか。このあたりはどのよう
な教育方法があるか。
高橋氏

小さいうちにいろいろな経験を積むことが大切であると思う。
情報を手に入れることは簡単になったが、実際の経験をするこ
とができにくくなってきている。地域の環境を生かした失敗体験
や成功体験など多くのことをしていくことが重要なことと思うの
で、学校や地域でそのような場を経験できたらと思う。
浅田氏

子供だけではなく、大人も含めて折れやすくなってきているよ
うに思う。褒めることも大切であるが、怒られ慣れてない。学校
教育の中で行うのは難しいところもある。私は離島で育ったため
15歳から一人暮らしであった。トラブル、人間関係、寂しさ、悩
みなどがあっても身近に相談できる人がいないので自分で解決し
てきた。頼りたくても頼れない環境に置くことも成長させるきっ
かけにはなると思う。キャンプや集団宿泊学習等での経験も大切
になってくる。
阪根氏

困難に立ち向かうというのは、私たちも忘れかけていた「人と
の関わり」「人との協力」がもう一度見直されてきているのではな
いか。人との関わり、過去と今をつなぐことが、今必要なのでは
ないかと考える。



5

第１A分科会「教育課程に関する課題」
☆地域連携及び学校間連携の推進による特色ある学校づくりへの教頭の関わり

～地域連携担当教職員（地域連携教員）の活用と小中一貫教育の推進を通して～
栃木県佐野市立城東中学校　谷　直人

☆町あげて特色ある教育課程の編成に取り組む
～ ALL四万十・三原～

高知県四万十市立東山小学校　島田　敏和
　　　　　　　　中村小学校　濱口　明大

第２分科会「子どもの発達に関する課題」
☆「自分を大切に　人を大切に　ふるさと宝塚を大切にする人づくり」に向けて

～地域の教育力を活かし、児童の豊かな心を育む教頭の役割～
兵庫県宝塚市立美座小学校　松本　直樹

☆未来に向け力強く生きる子どもの育成
～指導（支援）体制の確立と教職員の指導力の向上のための、教頭のかかわり方～

高知県高知市立介良中学校　泉　誠司
☆自他の命を守りぬく力の育成へ向けた取組における教頭の役割

～教職員の意識を高め、防災教育の充実を図るために～
徳島県鳴門市第一小学校　吉成　啓一郎

第３分科会「教育環境整備に関する課題」
☆地域ぐるみで子どもたちを育てる教育活動の充実と教頭の役割

～幼稚園・小学校・中学校と地域自主組織の連携、協働を通して～
島根県雲南市立海潮中学校　石原　正司

☆学校間及び地域社会との連携に向けた教頭の役割
～学校や地域社会への働きかけ、それをつなぐ教頭～

愛媛県四国中央市立川之江南中学校　石川　勝司
☆学校教育活動の充実に向けて

～土曜授業の効果的な活用と教頭の役割～
徳島県石井町浦庄小学校　近藤　秀樹

第１B分科会「教育課程に関する課題」
☆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～
富山県富山市立長岡小学校　米田　真二

☆教育課程の編成・実施における教頭の関わり
～学校の統合による新中学校開校に向けた学校・家庭・地域の連携の実践を通して～

徳島県小松島市小松島南中学校　荒井　俊輔

分科会
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第４分科会「組織・運営に関する課題」
☆教職員の授業力向上における教頭の役割

～校内研修の取組を通して～
沖縄県中城村立中城南小学校　宮里　政次

☆学校の組織力を高めるための教頭の役割
～学校内外の力を結集して～

愛媛県久万高原町立畑野川小学校　片岡　昌司
☆教職員の育成及び学校組織の活性化を図るための副校長・教頭の関わり

～「教職員の育成・評価システム」の活用を通して～
徳島県徳島市城東中学校　齋藤　大輔

佐那河内村立佐那河内中学校　住友　久之

第５A分科会「教職員の専門性に関する課題」
☆教職員の専門性を高めるための教頭の関与の在り方

～「組織」を生かした「教職員の資質向上」と「教頭力」～
北海道黒松内町立黒松内小学校　古舘　昭仁

☆教職員の業務改善や意識改革における教頭の役割
～教職員の多忙感を軽減し、一層充実した職場にするために～

香川県高松市立古高松小学校　伊瀬　朋哉

第５B分科会「教職員の専門性に関する課題」
☆教職員の資質向上を図る教頭のあり方（第３年次）

～授業力向上を目指したミドルリーダーへの関わり～
宮城県気仙沼市立松岩中学校　小松　昭

☆学校行事の企画・運営に主体的に取り組む教員の育成を目指して
～土曜授業等の特色ある教育活動を通して～

徳島県石井町石井中学校　吉浦　正純

第６分科会「副校長・教頭の職務内容や職務機能に迫る課題」
テーマ　魅力ある学校づくりの実現を目指して～各世代で輝く人材を育成するために～
　　　　講演　「教育行財政改革に係る今後の方向性」

講師　文部科学省初等中等教育局企画官　黄地　吉隆　氏

特別分科会Ⅰ「特別課題」
テーマ　豊かな人間性と創造性を育む学校教育～生き抜く力・絆づくり～
　　　　講演　「子どもも教師もアクティブ・ラーニング」

講師　東京大学大学院教育学研究科教授　勝野　正章　氏
特別分科会Ⅱ「特別課題」
テーマⅠ　地域連携
　　　　講演　「郷土に誇りを持ち、創造力豊かな子どもを育てる」

講師　NPO法人グリーンバレー理事長　大南　信也　氏
テーマⅡ　業務改善
　　　　講演　「業務改善の推進について」～子どもと向き合う時間の確保のために～

講師　文部科学省初等中等教育局参事官　木村　直人　氏
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平成28年度

全国要請推進部長会
7月14日（木）・15日（金）
会場　都市センターホテル

平成28年度

第１回研究部長会
７月７日（木）・８日（金）
会場　都市センターホテル

全国の単位教頭会・副校長会の要請推進部長会に
全公教役員を加えた70名の参加で、下記のとおり全
国要請推進部長会を開催した。同部長会は、毎年、
国会議員などへの要請活動の実施に当たって開催し
ているものである。
【第１日】７月14日（木）13：30～
（1）講演 「チームとしての学校体制における教頭の

役割と条件整備」
　　講師　 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　氏
（2）全体会
　①オリエンテーション
　　要請文の解説と現在の課題（太田総務部長）

②グループ別等議会
　８グループによる討議

【第２日】７月15日（金）9：00～
（1）グループ別討議報告
（2）講演「これからの学校経営・学級経営の在り方」

　講師　早稲田大学　教育・総合科学学術院
　　　　教授　河村　茂雄　氏

（3）要請活動
　各単位教頭会・副校長会ごとに実施
本会の要請活動は、学校教育の水準を維持・向上

させるために、必要な教育諸条件の整備・充実を求
めるために実施しており、研究・研修活動と並ぶ大
きな柱である。今年度の要請事項は、「予算」「人材
育成」「教育環境」の３つの観点とし、以下のよう
に提言をした。
１　 義務教育費国庫負担制度の全額国庫負担化及び

人材確保法の趣旨を堅持する施策を講じられる
よう提言します。

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

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

分科会やその報告会においては、教育諸条件の地
域格差があることを実感した。そして、明日の国家
を支える重要な人的資源を確保するためにも、国の
教育投資を怠ることなく、充実させていくことの必
要性を強く感じた。

約３万名の会員の総意に基づく本要請を受ける側
の理解と、早急なる全国一律的な実現を願い、今後
も全公教として要請活動の推進をしていきたい。

全国研究部長会は、毎年７月と12月に開催し、各
都道府県教頭会・副校長会の研究部長と全公教役員
が参加し、研究の基本的な考え方や進め方について
共通理解を図り、成果等を確認する場である。

平成28年度第1回研究部長会は、第58回全国研究
大会徳島大会、各ブロック研究大会に先立ち、次の
内容で実施し、80名が参加した。
【第１日】13：30～17：00
（1） 第10期・第11期 「全国統一研究課題」及び「全

国共通研究課題」について（高橋研究部長）
（2）質疑応答
（3）講演 ｢子どもも教師もアクティブ･ラーニング｣

　講師　勝野　正章　氏
 　 （ 東京大学大学院教育学研究科 学校教育高度化

専攻 教授）　
（4）ブロック別懇談会 Ⅰ
【第２日】9：00～12：00
（1）全国大会について
　　第58回徳島大会について（徳島県 井上研究部長）   
　　第59回埼玉大会について（埼玉県 玉崎研究部長）

（2）ブロック別懇談会 Ⅱ
（3）全体会（グループ広告）

今年度は第10期研究の３年次であり、全体説明や
ブロック別懇談会を通して、研究への取り組みと成
果の確認を行った。

また、「全国統一研究課題」及び「全国共通研究
課題」についての説明と質疑応答を含めて、第11期
へ向けての方針や課題の共有化を図った。

講演はアクティブ･ラーニングをテーマにして、
授業の形態としてではなく、「より能動的・主体的
な先生方の学びの大切さ」「学ぶ土壌や共有できる
ビジョンをどう創っていくか」という内容であり、
教育の効果を上げるための職場環境づくりの良いヒ
ントとなる講演であった。

また、２日間にわたって進められたブロック懇談
会は地区ごとに班を編制し、各地区の研究課題や見
通し、取り組み状況について意見交換と協議を行っ
た。

研究推進の中心として各地区を代表する研究部長
が他地区や他ブロックとの交流を深め、切磋琢磨す
る有意義な研修会となった。
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関東甲信越ブロック＆中国ブロック

　関東甲信越ブロックは、茨城、栃木、群馬、埼玉、
東京、神奈川、山梨、新潟の９都県、11単位教頭会・
副校長会で構成されています。（東京都と神奈川県
は小中学校種別で組織）
　今年度の会員数は、8,535名で全公教会員数28,612
名の約30％にあたります。
１　活動方針
⑴ 教育の発展に寄与するために、「豊かな人間性と

創造性を育む学校教育」を主題に研究推進を図り、
積極的な組織活動を展開する。

⑵ 教頭・副校長の職責に見合う処遇改善や教育諸条
件の充実・発展を図るため、全国公立学校教頭会
との連携を密にして、その実現に向けて努力する。
２　事業計画
　○６月７・８日（茨城・水戸市）　
　　第１回関東甲信越公立学校教頭会
　　役員会・理事会
　○６月23・24日（茨城・水戸市）
　　研究部長会、提言者研修会
　○11月９日（茨城・水戸市）
　　第２回関ブロ役員会・理事会

　○11月10・11日（茨城・水戸市）
　　第57回関東甲信越地区公立学校教頭会
　　研究大会茨城大会
　○12月８・９日
　　関ブロ事務局連絡会
　○２月２・３日
　　第３回関ブロ役員会・理事会、会計監査会
　○２月23日（栃木県）
　　関ブロ教頭会引継ぎ会　　茨城県→埼玉県
　　関ブロ研究大会引継ぎ会　茨城県→栃木県
３　第57回関東甲信越地区公立学校教頭会
　　研究大会茨城大会
　期日：平成28年11月10日（木）11（金）　
　第１日：全体会　茨城県立県民文化センター
　　　　　映画　「みんなの学校」    
　　　　　講演　「みんながつくる　みんなの学校」
　　　　　講師　元大阪市立住吉小学校長
　　　　　　　　木村泰子先生
　第２日：分科会
　　　　　ホテルレイクビュー水戸　他４か所

関東甲信越ブロック 関東甲信越ブロック長　木村　正光

　中国地区公立学校教頭会は、鳥取、島根、岡山、
山口、広島の５県で構成されています。しかし残念
ながら、現在は広島県教頭会が不在の状態となって
います。できるだけ早期に再び５県で活動できるよ
うに、全公教と連携してはたらきかけをしています。
　また、平成32年度に岡山県で全国研究大会が開催
予定となっています。それに向けて、岡山県を中心
に少しずつ準備を進めていくところです。
１　目的
　中国地区公立学校教頭会相互の緊密な協調を保
ち、職能の研究と地位向上を図りながら、中国地区
教育の伸長に寄与することを目的とする。
２　活動方針
⑴教育諸問題の調査　
⑵研究大会の開催　
⑶教頭職の地位向上のための連絡・提携
⑷その他、本会の目的達成のための事業
３　事業計画
　運営委員会・役員会・専門部会・第１回総会

　　…６月30日・７月１日（山口市）
　第36回中国地区公立学校教頭会研究大会（山口大会）
　　…11月22日（山口市）
　運営委員会・第２回総会・引継会  
　　…２月16日・17日（山口市）
　監査会
　　…３月中旬（山口市）　※日付未定　
４　研究大会
　本年度は、11月22日に山口市において開催します。
午前中は、講師として、医学博士で元日本大学医学
部教授の 林 成之氏をお招きし、「子供の才能は３
歳、７歳、10歳で決まる」という演題でご講演をい
ただきます。
　午後は、「たくましく生きる子どもの育成と夢を
育む学校力の向上」をサブテーマに、今日の学校に
求められていることや、副校長・教頭の果たす役割
を、６課題・６分科会で実践発表をもとに協議し研
修を深めていきます。　

中国ブロック 中国ブロック長　藤井　康


