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第 58 回全国大会に向けて
千葉県高等学校教頭・副校長協会副会長
千葉大会運営委員長
常泉 香澄
8 月 1 日・2 日の 2 日間、習志野文化ホール
及び千葉工業大学津田沼キャンパスを会場とし
て、第 58 回全国高等学校教頭・副校長会総会
及び研究協議大会を開催いたします。大会の統
一主題は、『「ふれる」「かかわる」そして「つ
ながる」高校教育の推進〜新しい時代を切り拓
く心豊かな人材の育成を目指して〜』といたし
ました。開会にあたり、文部科学省より当面す
る教育課題についてご講話をいただきます。ま
た全体講演として、駅伝の解説など多方面で活
躍されている、スポーツジャーナリスト・大阪
芸術大学教授増田明美氏から「人を育てる伴走
者とは」という題でご講演をいただきます。駅
伝チームの取材を通じた監督、コーチ、選手の
関係やメダリストを育てる指導者の魅力の紹
介、故小出義雄監督の秘話もお話しいただける
予定です。分科会では、全国より 12 本の研究
発表が用意され、主管県の千葉県は管理運営研
究、高校教育研究、生徒指導研究の全分科会で
研究発表を行います。管理運営研究では、「学
校の情報発信と情報管理〜千葉県公立高等学校
の取組から〜」という題でアンケート結果の考
察を中心とした発表を行います。高校教育研究
では、
「高校教育改革と学校改善〜学習指導要
領改訂へ向けて〜」という題で部会員校を対象
にしたアンケート調査と分析を基に発表を行い
ます。生徒指導研究では、「高校生活の豊かな
心の育成に係る LHR の取組〜生徒指導の充実に
向けて〜」という題で発表を行います。本県が、
各高等学校の LHR の充実に向けて発行している
「High School Life 21」の現状と今後の活用方法
について副校長・教頭の視点で発表を行います。
歓迎公演は、千葉県立八千代高等学校の「鼓組」
による和太鼓の演奏を行います。迫力ある演奏
をお楽しみください。

私たち千葉県高等学校教頭・副校長協会は、
全日制 128 校、定時制（3 部制及び併設校を含
む）12 校、通信制 1 校、県立中学校（中高一
貫教育）2 校で構成され、205 名の会員がいま
す。本協会では、春秋 2 回の総会・研究協議会
を開催し、県内を 12 地区に分けて地区ごとに
教育課題に対する研究を行い、地区別教頭・副
校長会、研修会、総会等において報告等を実施
しています。また、全日制研究部会では、管理
運営部会、学習指導部会、生徒指導部会、学校
運営部会の 4 分科会に分かれて分野別研究協議
会を開催し、各研究部会の研究内容や実践発表
を毎年「研究集録（DVD）」としてまとめ、副校
長・教頭相互の連携や意識の向上に役立ててい
ます。特色ある取組として、管理運営部会が「学
校運営上の諸問題と対策」という教頭・副校長
が校務運営の際のよりどころとなるハンドブッ
ク（平成 25 年 1 月発行 A4 判 168 ページ）を
編集し会員に配付をしています。教職員の服務
などが Q&A の形式で編集され法的な根拠を示
したものとなっています。現在改訂版の発行に
向けて準備を進めております。
千葉県では、平成 27 年 3 月に第 2 期千葉県
教育振興基本計画【新みんなで取り組む『教育
立県ちば』プラン〜「ふれる」
・
「かかわる」
・そ
して「つながる」】が策定され、千葉教育の目指
す姿である「元気な子ども」
「元気な県民」及び
「元気な学校、家庭、地域」の実現に向け、平成
31 年度までの 5 年間で取り組む施策が示され
ました。「ふれる」
「かかわる」そして「つながる」
を取組方針とし、すべての大人が子どもたちの
育成にかかわるという自覚のもと、学校、家庭、
地域がかかわりつながることによりさらに大き
な教育力を発揮していくという思いが込められ
ています。本県の取組方針を今大会の統一主題
にも活かしました。
最後になりましたが、参加者の皆様には、他
県の素晴らしい取組にふれていただき、協議、
情報交換、懇親等を深めていただくことを願っ
ております。皆様のお越しを千葉県高等学校教
頭・副校長協会一同、心よりお待ち申し上げま
す。
（千葉県立千葉北高等学校 教頭）
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千葉大会へのお誘い
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陸上競技長距離選手で、女子マラソンが正式プ
ログラムとなったロサンゼルス五輪に出場、そ
の前には、55 年ぶりに日本の女子選手として
世界記録を更新し、大活躍しました。引退後は、

会長

福田

洋三

執筆活動、マラソン中継の解説、ナレーション
でも活躍されています。歓迎公演は、千葉県立

昨年宮城県仙台市での第 57 回全国高等学校

八千代高等学校和太鼓「鼓組」による演奏です。

教頭・副校長会総会で会長に再び御推挙いただ

元は吹奏楽部内に結成され、独立して、全国高

き、有難うございます。微力ながら全国の教頭・

等学校総合文化祭に出場し、関東和太鼓選手権

副校長の皆様を御支援できるように、重責を果

では金賞を受賞しています。

たしたいと思っています。
さて、5 月 1 日から元号が令和となり新しい

ところで、文部科学省は、3 月 29 日に、平
成 31 年度「大学入学者選抜改革推進委託事業」

時代への期待とともに、平成の最後ということ

公募の選定結果を公表し、申請のあった学校法

で、この 30 年を振り返りますと災害も多く、

人関西学院に、電子調査書の普及と一般選抜に

本会としてもわずかながら被災地への支援を

おいても電子調査書が効果的に評価できる環境

行って参りました。今後も、全国の皆様のお役

整備及び調査書における評価の在り方の調査研

に少しでも立ちたいと存じます。

究を委託しました。この公募説明資料では、全

令和元年第 58 回全国高等学校教頭・副校長

ての入学者選抜において、「学力の 3 要素」を

会総会及び研究協議大会は、7 月 31 日（水）

多面的・総合的に評価することが求められてお

から 8 月 2 日（金）まで千葉県習志野市で千葉

り、
「主体性等」をより適切に評価するには、調

工業大学津田沼キャンパスと習志野文化ホール

査書を積極的に活用する必要があり、e ポート

を会場として開催されます。統一主題は『
「ふれ

フォリオとインターネットによる出願システム

る」
「かかわる」そして「つながる」高校教育の

の構築には、調査書の電子化が喫緊の課題とし

推進〜新しい時代を切り拓く心豊かな人材の育

ています。令和元・2 年度は、委託事業を中心

成を目指して〜』です。千葉県教育振興基本計

に高等学校・大学間で合意したところから電子

画『みんなで取り組む「教育立県ちば」プラン』

調査書の活用が可能、令和 3 年度を目途に全面

では「ふれる」、
「かかわる」
、そして「つながる」

電子化とし、必要なセキュリティ環境、評価モ

を取組方針とし、
「すべての大人が子どもたちの

デル・システム等の開発を行うそうです。

育成にかかわる」という自覚のもと、学校、家

昔も今も、残念ながら高校教育が大学入試の

庭、地域がかかわり、つながることにより、さ

影響を受けるのは変わらないでしょうが、高大

らに大きな教育力にしていくことを目指してい

接続改革や様々な教育改革に対して各学校が課

ます。今回、会場として使用させて頂く千葉工

題を解決していくためには、文部科学省や各教

業大学には、深くお礼を申し上げます。千葉工

育委員会と各都道府県市の各校の様々な取組や

業大学は、東京工業大学に次いで日本で 2 番目

実践から適切な情報を相互に得ていくことが重

に長い歴史を有する工業大学で、東京都町田市

要です。全国大会は、教頭・副校長の皆様が情

の玉川学園内に設立され、昭和 21 年に千葉県

報共有を図り、課題解決の方策を見出し、相互

に移転し千葉工業大学と改称しました。JR 津田

の交流を深める貴重な機会です。

沼駅の目の前の津田沼キャンパスは、最新の 20

常泉香澄大会運営委員長をはじめ、主管の千

階建ての高層校舎が二つ並び立ち、未来ロボッ

葉県高等学校教頭・副校長協会の皆様には大変

トや惑星探査の研究センターも備え、街のシン

お世話になります。校務御多忙とは存じますが、

ボルです。習志野文化ホールは、そのすぐ隣で

全国の皆様の御参加を心よりお待ち申し上げて

す。講演は、スポーツジャーナリスト、大阪芸

おります。校長先生の皆様と各教育員会の皆様

術大学教授の増田明美氏による「人を育てる伴

には、御理解と御支援をお願いいたします。

走者とは」
です。千葉県生まれ、元女子マラソン・

（東京都立石神井高等学校

副校長）

令和元年 6 月 20 日

全国高等学校教頭・副校長会会報

経験は大きな財産
会計監査
埼玉県高等学校等副校長・教頭会
前会長
嶋村 秀樹
私は微力ではございましたが、平成 30 年度
埼玉県高等学校等副校長・教頭会の会長を務め
させていただきました。その関係もあって、全
国高等学校教頭・副校長会の会計監査の役職に
就き、会の運営に協力することが出来ました。
埼玉県では 4 地区の会長が持ち回りで県の会
長職となり、全県の会議の運営や教育局との折
衝を行い、会務全般を指揮するなど、今振り返
ると多忙な 1 年であったと感じています。しか
しながら考えるに、このような貴重な経験がで
きたことは教員人生も残りが少なくなった今、
本当に有意義なものであったと痛感していま
す。
教育は人なりと申します。私は商業科の教員
ですが、人と人とのつながりの中で自らの成
長を感じ取ることができる。まさにビジネスコ
ミュニケーションのスキルを身に付けることが
出来た気がします。この全国の仕事とビジネス
を結び付けるのには、多少の違和感があるかと
は思います。しかし、全国の会費納入一つをとっ
てみても、校内の事務室と連携しなければ前に
進みません。教育局に増額申請を行うなど、しっ
かりとした段取りが必要なことも学びました。
また、設置者の違いにより申請の方法が全く
違っており、まったくお恥ずかしい事ではあり
ますが、他校の事務方に手法を一から伺いなが
ら、また、多くの迷惑をお掛けしながら、仕事
を進めてきました。その甲斐もあってか、財務
的な業務の裏側を知ることができたことは、自
己の財産となりました。さらに 全国の会議の
中での情報交換の場は常に新鮮であり、多くの
方々と名刺交換ができ、ネットワークがつなが
りました。遠くは倉敷商業高校の副校長先生か
ら、マーチングバンドの全国大会前の練習場所
として、勤務校を拝借したいという申し出があ
り、喜んでお貸ししたことも懐かしい思い出で
す。野球の強豪校同士、少しではございました
が、交流も図ることが出来ました。このような
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経験は、この組織に積極的に関与していなかっ
たらできなかったことです。転勤があり今年度
から教頭職を離れましたが、よき連携が今後も
続いていくことを切に願うばかりです。
全国大会では、折しも働き方改革の真只中と
いうこともあり、意見交換会の中で、
「学校閉庁
日」や「部活動に関する指針」などを議論しま
した。「学校閉庁日」に関してはほとんどの県が
設定済み、または考察中とのこと。他県の推進
度合に驚くとともに、埼玉県のフットワークの
悪さに閉口したことが思い出されます。早速学
校に戻り、次年度の行事予定表に組み込むべく、
企画委員会に提案を行いました。
私は常々、井の中の蛙になりたくないと考え
ています。全国の場に出ていくことは当初勇気
のいることで、校務への影響を懸念することが
大きかったのですが、いざ様々な職務をこなし
ていくうちに、開眼したことが多々ありました。
貴重な経験は大海を見るのと同じく、自己の成
長につながったと思います。本部で忙しくお仕
事をされている事務局の皆様、会長をはじめと
する東京都の皆様、本当に一年間ありがとうご
ざいました。
時代も令和に代わり、益々変化の激しい世の
中を生きていかねばなりません。また、教育界
もこのような流れに逆行することなく、正対し
ながら改革を進めていくことが望まれます。そ
の先駆者として今年度は、松山高校の長谷川靖
教頭にバトンタッチしました。全国の為に必ず
やご尽力いただける方として、期待してくださ
い。
（埼玉県立幸手桜高等学校 校長）
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でした。1 つは記念講演。東北大学加齢医学研
究所の川島隆太教授のお話はすごく惹かれるも

会計監査
千葉県高等学校教頭・副校長協会
前会長
越川
淳

のがありました。スマホの善し悪し、朝食や睡
眠の及ぼす影響等の話に頷くだけでなく、
「い
ないいないばぁはコミュニケーションのなかで
感情を揺さぶるという遊び」の話には大変感銘
を受け、私は千葉県の秋季総会で教頭・副校長

私は平成 30 年度、千葉県高等学校教頭・副

の皆さんに、勤務校では 2 年生の生徒にその話

校長協会の会長を務めさせていただきました。

をしたほどです。講演終了後には千葉県の御出

また千葉県の会長は、全国高等学校教頭・副校

身とのことでしたので御挨拶もさせていただき

長会の会計監査の職を務めることになっており

ました。もう 1 つは情報収集。今年（令和元年

ますので、この大任をお引き受けいたしました。

度）の全国総会及び研究協議会は千葉県が主管

先ずは、このように千葉県のみならず全国での

県（千葉大会）であるので、県の準備委員のメ

活動の場をいただいたことに感謝いたします。

ンバー 7 名とともに参加し、分担して会の準備

そもそも私が千葉県の会長になること自体が

や運営を確認させていただきました。各会場の

青天の霹靂でした。のちに全国会長を務めるこ

設営状況や宮城県の先生方の動きに注目し、千

とになる前々県会長の小芝一臣先生（現県立木

葉大会に活かそうとメモや写真をとり、夜に集

更津高校長）と同じ高校（県立佐倉高校）で教

まって情報交換していたことを思い出します。

頭を務めておりました私は、小芝先生が全国事

なお、山梨の関東大会では、山梨県の協会に無

務局等に出かける際に留守を預かる側でした。

理をお願いして、例年にない全国大会（千葉大

その私が前県会長の富田昌宏先生（現県立千葉

会）のＰＲの時間をいただいたりしました。

南高校長）から会長職の打診があるとは想像も

千葉県の協会は、昨年度の後半は今年の千葉

できないことでした。最初に全国事務局（ナー

大会に向けての準備を少しずつ本格化させまし

ベルお茶の水）に伺うまでは不安でしたが、事

た。上述の山梨の関東大会では、一昨年私が部

務局長の針馬様、次長の玉井様はもちろん、福

会長を務めていた管理運営部会が、今年の全国

田会長はじめ本部役員の皆様が、丁寧にまた和

大会に向けた研究実践経過を地﨑聡部会長（県

やかに御配意くださり、埼玉県の嶋村秀樹先生

立千葉東高校教頭）が発表しました。年が明け

と会計監査の仕事を務めることができました。

てからは千葉県高等学校長協会と相談して、県

全国の会計監査は本部役員であるため、本部

会長の私の名で、今年の千葉大会の際に全県の

役員会、全国総務部会、全国理事研究協議会そ

教頭・副校長が参加できるよう御配慮をお願い

して毎年夏に行われる総会及び研究協議会（全

する通知を発出しました。さらに通常の常任理

国大会：宮城大会）のメンバーとして参加しま

事及び研究部会長会議に地区代表を 1 名追加し、

した。また関東地区高等学校教頭・副校長研究

その会場を千葉大会の分科会を開催する千葉工

協議会（山梨大会）へも千葉県の代表として参

業大学で行い、会場の下見もしました。

加させていただきました。この間、今度は私が

以上、全国の会計監査として、千葉大会の準

学校を留守にしたため、同じ学校（県立千城台

備をする県会長として、充実した 1 年でした。

高校）で一緒に教頭を務めていただいた鬼澤宰

各先生方ありがとうございました。多くの皆様

教頭にはただただ感謝するばかりです。そして

の千葉大会への御参加を期待しております。

各会議等においては、全国大会等の詳細を検討
するなどの他、文科省の最新情報や各都道府県
の先行した取り組みを目の当たりにして、それ
らを千葉県の施策や現状と比較して、見識や指
導実践を広げることができました。
特に昨夏の宮城大会は非常に思い出深いもの

（千葉県立土気高等学校

校長）

令和元年 6 月 20 日
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活動を振り返って
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団結していて、大会自体大変スムーズに運営さ
れていました。宮城大会も大成功で終了しまし

総務副部長
神奈川県立学校副校長会
前会長
中津川 雅則

た。
平成が終わり、時代の変化していく中、高等
学校教育も大きく様変わりして行こうとしてい
ます。神奈川県では平成 28 年に始まった県立
高等学校改革も第Ⅰ期 3 年間を終えて第Ⅱ期に

平成 29、30 年度神奈川県立学校副校長会の

入ろうとしています。インクルーシブ教育の指

会長を務め、全国高等学校教頭・副校長会の総

定校が 3 校から十数校に増え、学校運営協議会

務副部長として役割を果たしました。

（コミュニティスクール）は全校で実施すること

平成 28 年度は神奈川県立学校副校長会役員

になりました。また各校に WI-FI を敷設して 80

として全国高等学校教頭・副校長会の総務部員

台の端末を配り、学校教育の一層の ICT 化を進

となり、平成 29、30 年度で総務副部長を仰せ

めようとしています。学校運営を支える教頭・

つかり、全国理事研究協議会では毎回司会をす

副校長は大きな変化の時期に学校をどのような

ることになりました。

方向に向かわせていくのか、校長先生の運営方

平成 28 年の第 55 回総会・研究協議会は東京

針の下、理解と職員に対する指導が必要になっ

で開催され、神奈川県からは日帰りで参加しま

てきます。そこで必要になってくるのが教頭・

した。東京大会は会場が分散していたように記

副校長のネットワークと情報の共有だと考えら

憶していますが、公共交通機関が発達していて、

れます。情報の共有も都道府県内だけでなく他

不便は感じませんでした。普段総務部会で顔を

都道府県の動向を知ることができるのが全国高

合わせている東京都の副校長先生たちが運営を

等学校教頭・副校長会の活動だと思います。総

していてとても力強い思いで参加しました。

務副部長を務めている間、会議だけでなく情報

平成 29 年の第 56 回総会・研究協議会は岡

交換会で話をした他県の先生方からの情報に驚

山県倉敷市で開催されました。運営委員の先生

いたり、学校運営の参考になったり、と感じる

3 人は東京で総務部会を行う度に岡山から総務

ことがたくさんありました。全国の教頭・副校

部会に出席されて、大変だなあという印象があ

長の職にある質の高い先生方と意見交換をし、

りました。岡山大会も無事終了し、運営委員の

ご協力を頂きながら総務副部長の仕事ができた

先生方の安堵とさわやかな笑顔が見られてとて

ことで私自身の視野を広くすることができたと

も印象的でした。総会以外でも全国理事研究協

いう思いがしております。皆様どうもありがと

議会が東京で開催されると全国各地から理事の

うございました。

先生方が集まっていらっしゃっていました。関
東地方からだと東京まで会議に参加するのは大
変だとは思いませんでしたが、総務副部長とな
り全国理事研究協議会の司会をする度に全国か
ら先生方が集まってくださっているのだから、
しっかり議事の進行を行おうと気を引き締めて
いました。
平成 30 年の第 57 回総会・研究協議会は宮城
県仙台市で開催されました。仙台に到着したと
ころ、その日の気温が一番高いと言われて東北
地方でもやはり夏の暑さは逃れられないな、と
感じました。宮城県の大会では準備段階で運営
委員長であった先生が異動になり、心配する気
持ちもありましたが、宮城県内の先生方が一致

（神奈川県立七里ガ浜高等学校

副校長）

（8）

全国高等学校教頭・副校長会会報

新学習指導要領が求める
授業改善

令和元年 6 月 20 日

に」を信条として、「全国高等学校教頭・副校長
会の発展に向けて微力ながら取り組んで参りま
す。一年間のご理解、ご協力、ご支援を心から
感謝申し上げます。

研究部長
玉川 弘文
授業改善において、
「深い学び」の捉え方や解
釈が難しく、悩まれている先生方が多いと聞き
ますが、主体的・対話的で「深い学び」にする
には、授業を大きく変える必要はないというこ
とです。
OECD の Education2030 で は、 見 通 し を 持
つ Anticipation と、 実 際 に 学 習 や 行 動 を す る
Action と、振り返りの Reﬂection を組み込んだ
AAR と呼ばれるしくみをしっかりと回すこと
が、学びを深めていくために大切であるとされ
ています。Anticipation は、授業の始めに課題
を提示するとき、
「今日は○○をします」と板書
するだけではなく、前の時間とのつながりを生
徒へ質問として投げかけることから始めます。
Action は、生徒が主体的になるには、先生は何
もしないのではなく、先生も主体的に、生徒と
一緒に考えることです。生徒がわくわくする課
題を教員がチームで検討して生徒がどのように
深く考えているか応答的に捉えます。
探究的な学習を構築するには、新しい視点を
どのように授業に取り入れるか教員が理解する
のが第一歩です。理数探究や世界史探究などの
科目が新設されますが、これは複数の科目を横
断、各教科で得た知識を点でなく線として有機
的につなげて、ある程度俯瞰しながら探究して
理解を深めるのが狙いです。管理職や研究主任
などが中心になり、学校全体で共有することが
必要です。
この一年、福田洋三全国会長、加瀬きよ子東
京都会長、針馬利行全国事務局長、玉井篤事務
局次長をはじめ、役員の皆様、各地区の常任幹
事や研究幹事の皆様、会員の皆様のお力添えに
より、この大役を果たして参りました。令和元
年度は、東京都立桜修館中等教育学校髙橋聡副
校長に研究部長を引き継いでいただくことにな
りました。全国の先生方との情報交換会は私を
成長させてくれました。今後も「一歩一歩確実

（東京都立本所高等学校

副校長）

令和元年 6 月 20 日
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平成 30 年度地区研究協議会発表一覧
平成30年度北海道高等学校教頭・副校長会総
会・第1回研究協議会
（5月16日〜17日 北海道札幌市）
全体会Ⅰ
講話１「教頭・副校長に望むこと」
小形秀雄 北海道教育庁教育指導監
講話２「教頭･副校長の仕事の進め方」
川口淳 北海道高等学校長協会会長
全体会Ⅱ
「開かれた魅力ある学校づくりをめざして〜寿
都高校の取組〜」
富永学 北海道寿都高等学校
分科会
第1分科会（学校の管理運営に関する諸問題）
「管理運営を行うための学校掌握と学校課題へ
のアプローチ」
北村京一 北海道旭川北高等学校
第2分科会（教育課程・学習指導に関する諸問
題）
「様々な指定事業を活用した特色ある教育活動
の実践について」
中川修司 北海道釧路湖陵高等学校
第3分科会（生徒指導、進路指導、特別活動に
関する諸問題）
「ソーシャルスキルを身につけるために〜3年
間系統立てたキャリア教育〜」
渡辺幹夫 北海道岩内高等学校
「北見北斗高校定時制で身につける力16と地域
社会における定時制高校の役割」
佐々木義人 北海道利尻高等学校
(前北海道北見北斗高等学校）
平成30年度北海道高等学校教頭・副校長会
第2回研究協議会
（11月16日 北海道札幌市）
講演「RESTART Challenge More.」
鈴木直道 夕張市長
研究協議
「学校における働き方改革」
助言者
川島高之 NPO法人コヂカラ・ニッポン代表
平成30年度関東地区高等学校教頭・副校長会
研究協議会
（11月16日 山梨県甲府市）
テーマ 「未来を拓く人づくり〜他者との絆を
深め、自ら行動する力を育む」
講演 「プロジェクトX〜挑戦者たちの素顔〜」
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国井雅比古 元NHKエグゼクティブアナウンサー
研究協議
「生徒指導における「合理的配慮」〜生徒の実
態に応じた支援体制の構築〜」
高橋秀樹 茨城県立波崎高等学校
「地域・保護者と情報を共有するための情報発
信の現状」
地崎聡 千葉県立千葉東高等学校
「工業高校におけるコミュニティ・スクールの
取組について」
岩碕篤 神奈川県立小田原城北工業高等学校
「育成すべき生徒の資質・能力を明確化した教
育目標と教育活動」
小佐野寛 山梨県立吉田高等学校

平成30年度東京都立高等学校副校長研究協議会
（10月15日 東京都文京区）
分科会
第1分科会（管理運営研究）
「職場における円滑な人間関係を構築するため
に」
仲田賀一 東京都立練馬高等学校
「校内業務のスリム化に向けた副校長の役割に
ついて」
神谷画歩 東京都立府中工業高等学校
第2分科会（高校教育研究）
「『人間と社会』における体験活動の実際と課
題について」
瀬田栄治 東京都立竹早高等学校
「都立学校における環境保全に係る取組の推進
について」
高松久一 東京都立つばさ総合高等学校
第3分科会（生徒指導研究）
「部活動と働き方改革について」
荒繁勝 東京都立多摩高等学校
「地域･保護者と連携した教育活動の実践と副
校長の役割」
佐々木一憲 東京都立園芸高等学校
第4分科会（定時制・通信制教育）
「『自立支援チーム派遣事業』の取組と今後の
展開」
細野誠治 東京都立五日市高等学校
江川徹 東京都立青梅総合高等学校
全体会
講話「Society 5.0に向けた人材育成と高等学校
教育」
福澤 光祐 文部科学省初等中等教育局初等中
等教育企画課 教育制度改革室
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平成30年度北信越地区高等学校教頭・副校長会
連絡協議会
（11月15日〜16日 石川県金沢市）
講話「石川県の教育」
堀田葉子 石川県教育委員会教育次長
講演「世界に愛されるSAKE〜地域性と食との
ハーモニー〜」
車多一成 （株）車多酒造代表取締役社長
研究協議Ⅰ
「高等学校における地域との連携・協働の取り
組み」
赤尾博文 石川県立寺井高等学校
笠間清秀 石川県立穴水高等学校
研究協議Ⅱ
「伝統を重んじながら前進する学校へ〜生徒を
育て、教員を育てる〜」
小幡喜宏 石川県立金沢桜丘高等学校
情報交換
各県の状況について
平成30年度東海地区高等学校教頭・副校長会連
絡協議会総会及び研究協議会
（10月19日 愛知県名古屋市）
研究協議
「生徒の自己肯定感・自己有用感〜学校行事前
後比較〜」
大畑京子 静岡県立島田商業高等学校
寺田弘隆 静岡県立島田工業高等学校
「SPHの取組と学科改編について」
中西竜也 岐阜県立岐阜工業高等学校
「学校マネジメントシステム」
市川泰弘 三重県立桑名高等学校
「地域と連携した魅力ある学校づくりに関する
研究」
西田知司 愛知県立豊橋東高等学校
西川直明 愛知県立国府高等学校
平成30年度全国高等学校教頭・副校長会近畿地
区連絡協議会「滋賀大会」
（11月9日 滋賀県栗東市）
講演「データサイエンスへの招待」
滋賀大学データサイエンス学部副学部長
高田聖治
研究協議
「文部科学省指定「スーパー・プロフェッショ
ナル・ハイスクール(SPH)事業」について〜産
官学連携による情報セキュリティ人材の育成〜
京都府立京都すばる高等学校 西田隆
「高校生が考える県政150周年記念事業〜淡路
地区各校の取組〜」
兵庫県立津名高等学校 三浦巡

令和元年 6 月 20 日

「学校における危機管理〜奈良県公立学校の現
状と課題〜」
奈良県立高円高等学校 上地英彰
「生徒ひとりひとりの確実な成長を目指して」
和歌山県立和歌山東高等学校 松下重喜
「本校の課題と、新たな取り組みについて」
大阪府立岬高等学校 田中次郎
誌上発表
「彦根翔西館高等学校〜彦根西と彦根翔陽の歴
史を引き継いで〜」
滋賀県立彦根翔西館高等学校 杉本一良
平成30年度第33回四国高等学校教頭・副校長
会研究協議会
（10月18日〜19日 高知県高知市）
主題 「郷士への愛着と誇りをもち未来を拓く
ことのできる人づくり〜学ぶ意欲にあふれ、
社会の変化に対応できる力を育てる教育の実践
〜」
講演 「博物館の役割〜高知城歴史博物館を事
例に〜」
渡部淳 高知県立高知城歴史博物館館長
研究発表及び研究協議
「高校の魅力化と地域の連携を図る教育の推進
〜本校教育の現状と課題〜」
窪田賢治 愛媛県立今治南高等学校
「「工業科」「総合学科」併設校における取組
〜統合2年目の歩み〜」
小山圭二 香川県立観音寺総合高等学校
「再編統合の取り組み〜阿南工業高校から阿南
光高校へ〜」
宮本秀樹 徳島県立阿南工業・阿南光高等学校
「高知海洋高校の取組」
松本達也 高知県立高知海洋高等学校
「グローバル社会を生き抜くための確かな学力
の向上と豊かな心の育成を図る教育の推進〜本
校教育の現状と課題〜」
三好浩行 愛媛県立八幡浜高等学校
「120年の伝統と将来を担う人材の育成に向け
た変革」
土井理裕 香川県立観音寺第一高等学校
「中高が連携して取り組む主体的・対話的な学
びの実践〜アクティブ・ラーニングの視点から
の授業改善〜」
豊田聖司 徳島県立川島高等学校
「原付バイク交通安全教育の取組」
永野泰宏 高知県宿毛工業高等学校
平成30年度第36回九州各県高等学校教頭・副
校長研修会熊本大会
（10月11日〜12日 熊本県熊本市）

令和元年 6 月 20 日
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講演「鶴屋の企業文化づくり」
久我彰登 ㈱鶴屋百貨店代表取締役社長
研究・実践発表及び質疑応答
「鹿児島県高等学校における総合的な学習の時
間の取組について〜総合的な学習の時間への実
態・意識調査及び県立川内高等学校実践報告か
ら〜」
古江龍二 鹿児島県立川内高等学校
「ここ数年の九州教頭・副校長会の取組につい
て」
若山浩章 宮崎県立宮崎商業高等学校
「学校活性化を目指して〜伊高イノベーション
プロジェクト〜」
岡本隆 佐賀県立伊万里高等学校
「翔陽高校学校改革の取組」
山西孝起 熊本県立翔陽高等学校
研究協議
「防災教育の取組と課題」
各県の取組報告
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事務局だより
◎次年度に向けての役員会ほか
３月 26 日、本部事務局にて令和元年度全国
役員候補者（会長、副会長兼総務部長、研究部
長、会計、研究委員長）、及び全国役員を支援す
る東京都公立高等学校副校長協会（全日制部会）
役員候補者（協会長兼全国総務部長、全日制部
会長兼全国研究部長、副部会長兼全国常任理事、
会計、会計監査）を推薦するための本部役員会
を開催した。
今後、東京都の総務部会、幹事会、総会を経て、
正式に選出されることになる。
一方、全国役員は、第１回総務部会、第１回
全国理事研究協議会を経て、正式に決定する。
なお、今年度の全国研究部委員長は、管理運
営研究委員長を栃木県、高校教育研究委員長を
東京都、生徒指導研究委員長を山梨県が担当す
る。
また、11 月の理事研究協議会においては、例
年通りに文部科学省等からの講話をいただく予
定である。
なお、平成 30 年度の事業報告、決算報告、
監査報告、令和元年度の事業計画、予算、部会
組織などは、５月 10 日の役員会、５月 27 日の
第１回総務部会、６月 17 日の第１回全国理事
研究協議会の順に承認を受け、最終的に総会で
決定する。今年度の総務部会へは、全国大会運
営主管県として千葉県、全国大会準備主管県と
して徳島県が参加する。
◎全国監査・役員会
本年度の文書配送先報告及び総務部員報告を
４月 15 日に締め切った。全国監査・役員会を、
５月 10 日、お茶の水事務局にて開催し、新旧
役員等 15 名が出席した。会計監査後、役員会
を行い、平成 30 年度事業報告及び決算報告、
令和元年度事業計画（案）及び予算（案）、理
事研究協議会での検討事項、特別調査、全国大
会宣言案ほかについての進行と確認を行った。
また、総務部会の交通費、感謝状の送付方法に
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ついて検討した。本年度の表彰候補者、全国理
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した。

事推薦、会員構成報告を５月 15 日に締め切っ
◎本年度の地区研究協議会等の予定

た。

北海道第 2 回 11 月 15 日
◎北海道高等学校教頭・副校長会

総会・第 1

東北六県

回研究協議会

札幌市

10 月 31 日〜 11 月 1 日
八戸市

関東地区

11 月 15 日

宇都宮市

会・第１回研究協議会が５月 15 日から 16 日ま

東京都

10 月 15 日

文京区

で、北海道札幌市のホテルライフォート札幌に

北信越

11 月 14 日〜 15 日

て開催された。本部事務局から針馬利行事務局

東海地区

10 月 18 日

浜松市

長が出席した。

近畿地区

11 月 8 日

京都市

令和元年度北海道高等学校教頭・副校長会総

長岡市

中国地区

8 月 19 日〜 20 日

山口市

運営担当者等研究協議会が行われ、午後に開会

四国地区

10 月 24 日〜 25 日

松山市

式、総会、全体会が行われた。開会式では、鈴

九州各県

10 月 10 日〜 11 日

大分市

１日目は、午前中に北海道の理事研究協議会、

木浩会長の挨拶、北海道教育委員会教育長、札
幌市教育委員会教育長、北海道高等学校長協会

◎令和元年度第 1 回総務部会

会長の後、針馬事務局長が挨拶を述べた。来賓・

５月 27 日、令和元年度第１回総務部会をナー

助言者の紹介、祝電・祝文披露があり、総会で

ベルお茶の水（文京区）にて開催した。新旧役

は、鈴木会長、津嶋拓慈、瀧澤共喜、大谷健介、

員等 22 名が出席した。会長挨拶、総務部会役

中村正人、久保木崇副会長、矢橋佳之事務局長

員及組織の紹介、平成 30 年度事業報告及び決

等が正式に選任された。全体会では、相馬哲也

算報告、地区研究協議会及び全国理事研究協議

教育指導監による「教頭・副校長に望むこと」
、

会（第１回）の運営確認、会長、会計、会計監

宮下聡北海道高等学校長協会会長による「教頭・

査の推薦（本総務部会で推薦、副会長は６月 17

副校長の皆さんに期待すること」の講話が行わ

日の地区研究協議会で推薦）、令和元年度事業計

れ、また、
「地域で子どもを守り育てる学校づく

画及び予算（案）、大会宣言等各種協議事項、特

り〜別海高等学校の取組〜」をテーマに篠原圭

別調査原案の検討、全国大会運営委員会報告（千

別海高等学校教頭を提言者とする研究協議があ

葉県）、全国大会準備委員会報告（徳島県）など

り、事務連絡後、教育委員会、校長協会を交え

を行った。終了後、教育情報交換会を行った
（事務局長

ての教育懇談会が開かれた。

針馬

利行）

２日目は、分科会があり、第１分科会（学校
の管理運営）
「次の 10 年に向けた学校のグラン
ドデザインの構築」鎌田祐一登別明日中等教育
学校副校長、第２分科会 ( 教育課程・学習指導）
「新学習指導要領本格実施に向けた取組につい
て」工藤昌彦興部高等学校教頭、第３分科会（生

会
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全国高等学校教頭・副校長会
（非売品）

徒指導、進路指導、特別活動）
「カリキュラム・
マネジメントを生かした生徒指導、進路指導の

編集人

実践について」佐藤公人岩見沢高等学校教頭、
「定時制高校における教育相談・特別支援〜函館
工業高校定時制課程の取組〜」山口勉函館工業
高等学校教頭の発表があり、質疑・応答後、北
海道教育委員会、校長協会からの指導・助言が
あった。その後、閉会式があり、全日程を終了
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