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全国高等学校教頭・副校長会

　　　　　年　頭　所　感

　

　会長　加瀬　きよ子

　明けましておめでとうございます。
　今年もよろしくお願いいたします。
　新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、
新しい年を迎えることとなりました。一日も早
い収束を心よりお祈りいたします。
　また、台風や記録的豪雨により甚大な被害が
もたらされました。被災された皆様にお見舞い
申し上げます。
　令和 3年の年頭にあたり全国教頭・副校長会
の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　昨年は、10 月東京都研究協議会が対面で、
11 月第 3回全国理事研究協議会をリモートで
開催できましたが、予定されていました徳島県
での全国大会をはじめ、各地区研究協議会等も
書面開催等が相次ぎました。残念ではありまし
たが、これまでのご尽力に心から感謝申し上げ
ます。
　令和 2年度は新内閣が発足、スパコン「富
岳」が世界一、大阪なおみが全米オープン優勝、
将棋の藤井聡太 7段が最年少タイトル、スマホ
5G本格化等様々なニュースがありました。
　これからの令和 3年はウイズコロナ、アフタ
ーコロナ、新しい日常等の下に様々な工夫が必
要とされ、社会も大きく変化するといわれます。
1年延期となった東京オリンピック・パラリン
ピック開催の年でもあります。「平和でより良
い世界の構築に貢献する。」「伝統と文化を尊重
し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する
とともに他国を尊重し、国際社会の平和の発展
に寄与する態度を養う」とするオリパラ教育を
推進していきます。
　現在、中央教育審議会において、これからの
時代の高等学校教育の在り方について、高校生

の学習意欲を喚起し、能力を最大限に伸長する
ための各校の特色化・魅力化を具体化するため
にスクールミッションの再定義とスクール・ポ
リシーの策定、地域社会や高等教育機関等の関
係機関との協働等が各学科・課程に共通して取
り組むべき方策として述べられています。また、
学科・課程の特質に応じた教育実践の充実強化
として普通科改革、専門学科改革について答申
しています。さらに、定時制・通信制課程での
多様な学習ニーズに応じた取り組みの推進方
策、高等学校通信教育の質的保証方策について
も言及しています。
　今年度は、第一に「新学習指導要領」の実施。
「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざして、
知識・技能の獲得だけではなく、課題追及や探
究型の学習展開となります。答えのない諸問題
に取り組み、自分で探し、調べる力が必要にな
ってきます。高校では 2022 年度より学年進行
での実施となりますが、それに向けての新教育
課程の準備が本格化される見込です。
　第二に「GIGA スクール構想」小中学校のみに
留めず、小中高が一体となり早期完備を実現す
べきとして高校での整備計画も進んでいます。
コロナ禍で学びを止めないために「EDTech」が
今まで以上に注目されています。
　学校教育の必要性、学校があるからこそでき
ること、そして今一番大事なものは何なのかを
改めて考えさせられました。危機を乗り越える
メンタルヘルスも必要です。
　全国の教頭・副校長先生と情報を共有しなが
ら前を向き頑張っていきましょう。
　令和 3年度は、私たちにとっての日常が戻り、
第 60 回全国高等学校教頭・副校長会総会（沖
縄大会）の開催、各地区研究協議会の開催を願
ってやみません。
　結びに、全国の教頭先生、副校長先生方のご
活躍とご健勝を祈念し挨拶といたします。

（東京都立芝商業高等学校　副校長）
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　　　　　　　　新年のご挨拶

全国副会長　　　　　　

全国総務部長　松井　章朗
東京都会長　　　　　　

　明けましておめでとうございます。
　令和 3年の年頭にあたり、全国教頭・副校長
会の皆様にご挨拶を申し上げます。
　まず、昨年は、新型コロナウイルス感染症が
蔓延し、教頭・副校長の皆様ご自身、ご家族や
職場の方々をはじめ全国で罹患された方々や濃
厚接触とされた方々へ心からのお見舞いとお早
いご回復をお祈り申し上げます。
　昨年に引き続き、私は全国副会長、全国総務
部長、東京都会長を仰せつかり、東京の副校長
先生をはじめ全国の教頭・副校長先生方には大
変お世話になり日々勉強させていただいており
ます。
　昨年は秋から大学入学者選抜改革の各テスト
への対応や令和 4年度から始まる新学習指導要
領への準備の最終段階と例年以上に大変な年で
した。さらに、3月からの本格的な新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止策のため文部科学省の
指示や各都道府県教育委員会と連携した適切な
対応や「学びの保障」のため ICT を活用した教
育環境の再構築、「新しい生活様式」を踏まえ
た学校衛生管理に向け、その最前線で指揮をと
られた教頭・副校長先生方の多忙感や疲労感は
相当なものであったと拝察いたします。
　そのような中、8月の全国大会や第 1回、第
2回の全国理事研究協議会が止むを得ず中止の
中、第 3回全国理事研究協議会が ZOOMによ
るオンラインで開催でき、大変喜ばしく思いま
す。令和 2年度の各活動報告や令和 3年度の活
動計画について対面で協議ができ、大変有意義
であったと安堵しております。事務局の皆様の
ご準備・運営や各校の校長先生、教職員の方の
ご理解・ご協力に深く感謝申し上げます。さら
に、東京都で行いました全国特別調査「新型コ
ロナウイルス感染拡大防止、緊急事態宣言に伴
う教育活動等への影響と対応について」にご協
力いただきまして感謝申し上げます。
　最後に、教頭・副校長先生の皆様方、私たち
は新学習指導要領に記載のとおり「決まった答
えのない課題に主体的に取り組み，試行錯誤し
ながら新しい価値を創造できる」生徒の見本と
なるべく笑顔で頑張っていきましょう。

（東京都立大田桜台高等学校　副校長）

  新年のご挨拶

全国副会長
　　　　　　

瀧澤　共喜
北海道会長　　　　　　

　明けましておめでとうございます。
　令和3年の年頭にあたりご挨拶申し上げます。
　まずは昨年、新型コロナウイルス感染症の拡
大により、予定されていた 6月の第 1回全国理
事研究協議会、8月の第 2回全国理事研究協議
会と第 59 回全国高等学校教頭・副校長会総会
及び研究協議大会、11 月の第 3回全国理事研
究協議会のすべてが中止となり、全国の教頭・
副校長先生方にお目にかかることが 1度もな
く、そして我々の研修の場もないまま終えるこ
ととなり、我々もこれまで経験したことのない
1年間となりました。
　さて、令和 4年度からの学習指導要領にあわ
せ学校現場では、育成を目指す生徒像を具現化
し教育課程への落とし込みを進め、あわせてア
ドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、
グラデュエーションポリシーなどスクールポリ
シーの具体策定の取り組みも進められているこ
とと存じます。それらを地域・社会と共有し、
カリキュラムマネジメントをもとにした学校運
営の準備に余念がないのではないでしょうか。
　急速なグローバル化や AI の進展、新型コロ
ナウイルス感染症の終息が見えないことから、
まさに先の見えない時代となっています。その
ような時代を生き抜いて行くために、新学習指
導要領がめざす育成すべき資質・能力である「生
きて働く知識・技能」、「未知の状況にも対応で
きる思考力・判断力・表現力」、「学びを人生や
社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性
の涵養」を子ども達が、確実に身につけられる
よう着実に取組を進めることが我々の使命でも
あります。今年も教頭・副校長の資質・能力の
向上と学校教育の質の更なる向上を図り、地域
の皆様から一層信頼され、ご期待に応えるため
に取組を充実、発展させる所存です。
　最後になりますが、本会のますますの御発展
と皆様の御健勝を祈念し、新年のご挨拶といた
します。

( 北海道札幌東高等学校　副校長 )
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新年のご挨拶

　全国副会長　
　　　　　

　平井　忠美
滋賀県会長　

　　　　　

　明けましておめでとうございます。
　令和3年の年頭にあたりご挨拶申し上げます。
　昨年より国難とも言うべき新型コロナウイル
スの感染が拡大し、教育現場では異例の対応を
迫られる事態となりました。本会におきまして
も、全国大会や各地区連絡協議会の中止など、
準備を進められてきました担当都道府県や全国
教頭・副校長会の事務局の先生方の心中を察す
るに余りあります。副会長という大役を仰せつ
かりましたが、何もお力になれず大変申し訳な
く思っております。
　さて、新高等学校学習指導要領の導入に向け
各校様々な検討に入り、新しい教育課程もほぼ
決定した段階となりました。「With コロナ」に
対応するため、ICT の活用を前倒しで取り組む
ことは、Society5.0 時代を生き抜く人材を育て
なくてはならない教師側にとって不幸中の幸い
であったかもしれません。国が進める「GIGA
スクール構想」は、生徒の知的好奇心の喚起と
新しい学びの発見を促すと同時に、教師の働き
方改革にもつながる事業だと思います。本県で
も、今年度教育員会事務局内に「教育 ICT 化推
進室」が設置され、急速に各校の環境整備が進
められているところです。
　滋賀県教頭・副校長会では、10 月実施の研
修会で、前麹町中学校校長の工藤勇一氏を迎え、
新しい時代の学校経営についての講演を聴講致
しました。予測不能な困難な時代には、今まで
にはない、管理職の柔軟な思考が必要だと、滋
賀県の教頭・副校長が刺激を受けた次第です。
　最後になりますが、本年は、明るい将来に向
けての第一歩となるよう祈念し、新年のご挨拶
といたします。

　　　　（滋賀県立草津東高等学校　教頭）

　　　　　　新年のご挨拶

全国副会長
　　　　　　
　小嶺　和隆

島根県会長
　　　　　　

　新年おめでとうございます。
　令和 3年の年頭にあたり、全国高等学校教頭・
副校長会の皆様にご挨拶を申し上げます。
　まずは昨年、新型コロナウイルス感染症対策
にご尽力なさった皆様方のご苦労に対し、共感
とともに敬意を表したいと存じます。
　今年度、島根県の会長を拝命し、更に本会副
会長の大役を仰せつかっておりましたが、この
コロナ禍に対して戸惑うことばかりでした。ま
た、県の協議会総会はもとより、本会全国大会
も中止となり、新任の副校長・教頭の方々には、
より大変な年であったことと拝察いたします。
そうした不安や困惑の声を伺うにつけ、改めて、
本会の講演や研究発表・協議の担う役割の重要
性を再認識したところです。
　一方で、教育を取り巻く環境の変化には驚か
されるばかりです。テレビ会議が当たり前にな
り、まだ先と思っていたオンライン学習に向かっ
て個人 PC や ICT 機器の整備が怒涛のように進
んでいます。例年にも増して調査や研修が求め
られる中、重要なのは教員のパッションである
と思います。新高等学校学習指導要領のもと、
社会に開かれた学校への変革や、従来にない教
育課程の実現などを新しく創り出していく魅力
に心躍らせるのは教員ならではと思います。
　さて、高校改革に関する国の動向と同じくし
て、島根県では地域社会との連携・協働による
地域の実態に応じた教育を目指しています。来
年度にはすべての公立高校で高校魅力化コン
ソーシアムが構築され、そのグランドデザイン
が公開される予定です。これらの取り組みによ
り SDGs 達成の担い手に必要な資質・能力の向
上など、持続可能な社会の創り手の育成が期待
されるところです。
　最後に、本年が皆様にとりまして、良き年に
なりますよう、ご祈念申し上げてご挨拶とさせ
ていただきます。

（島根県立松江工業高等学校　教頭）
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　　　　　第 60 回沖縄大会へのご案内
「『美ら島』おきなわへめん
そーれー」
全 国 理 事　　　　　　

沖縄大会準備委員長　渡久平元一
沖 縄 県 会 長　　　　　　

　昨年 8月、徳島県で開催予定だった全国大会
は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け
て、残念ながら中止となり、誌上発表での開催
となりました。徳島県の先生方におかれまして
は、入念な準備を進められていたとうかがいま
した。その徳島県の先生方の思いを引き継ぎ、
今年 8月、新型コロナウイルス感染の収束を願
いつつ、南の国おきなわで全国大会の開催を予
定しています。
　開催日は、8月 4日（水）～ 8月 6日（金）で、
会場は 1日目の全国理事会を「沖縄県市町村自
治会館」（那覇市）、2、3日目の全国大会を「ア
イム・ユニバースてだこホール」（浦添市）で行
います。1日目の講演会には、東京大学名誉教
授で大学入試に詳しい南風原朝和氏、2日目に
は、琉球大学名誉教授で 2度目の首里城復元に
取り組む高良倉吉氏をお招きいたします。また、
歓迎公演では、沖縄水産高校の生徒による琉球
舞踊が披露されます。沖縄ならではの内容で皆
様をお迎えいたします。ご期待下さい。
　さて、第 60 回沖縄大会の統一主題は「新時
代の到来を見据えた次世代の教育の創造に向け
た高校教育の推進～多様な能力を発揮し社会の
持続的な発展を牽引する人材の育成を目指して
～」といたしました。グローバル化の進展や人
工知能の飛躍的な進化による技術革新により、
社会の変化は一層激しさを増していきます。将
来の予測が難しい中、社会の持続的な発展を支
えるために必要な資質・能力を確実に育み、次
世代を担う「人」を育てる教育を目指す必要が
あります。沖縄大会の統一主題のもと行われる、
講演、協議、情報交換等で得られた知見を持ち
帰り、各校の教育活動に活かしていただきたい
と願っています。
　大会時期は東京オリンピック・パラリンピッ
クと重なり、また新型コロナウイルスの感染状
況も気になるところではありますが、全国の教
頭・副校長先生方におかれましては、ぜひ当地
へお越しいただき、大会へのご参加に加えて沖
縄の歴史・伝統・文化にも触れていただきたい
と存じます。皆様のお越しを心よりお待ちして
おります。

（沖縄県立向陽高等学校　教頭）

令和２年度研究部報告

全国研究部長　　　　　　

全国常任理事　髙橋　　聡
東京都全日制部会長　　　　　　

　令和 2年度全国研究部会を 8 月 5日（水）徳
島県徳島市・あわぎんホールにて、会長・研究
部長、各地区研究副部長、研究委員長、大会運
営委員（徳島）、大会準備委員（沖縄）事務局（2 
名）、主管県担当者の出席で開催予定であった
が、新型コロナ感染症拡大防止対応のため中止
となりました。
　予定されていた協議事項については、徳島大
会の研究発表は紙面発表とし発表資料集を全会
員に配付、『研究集録』の編集日程を確認、本
年度の特別調査（東京）は、当初の働き方改革
等の調査から変更し「新型コロナウイルス感染
症拡大防止、緊急事態宣言に伴う教育活動等へ
の影響と対応について」を調査研究し、情報共
有することといたしました。また、第 3回理事
研究協議会講話講師は、会長、事務局と相談し
て文部科学省に依頼することとしました。
　『研究集録』第 45 号の発刊に関しましては、
会員の皆様に御協力をいただき厚く御礼申し上
げます。本集録は、研究部長、管理運営研究委
員長、高校教育研究委員長、生徒指導研究委員
長と事務局が研究集録編集会議を開催し、令和
元年度に各都道府県市で行われた研究協議会や
報告、会誌、紀要等の中からテーマが新しいか、
考察やまとめがあるか、全県的な取り組みに
なっているか等を総合的に判断し選定致しまし
た。令和 2年度の全国大会（総会及び研究協議
大会）は徳島県において開催される予定でした
が、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため
中止を余儀なくされました。大会の中では、12
題の発表と 3題の紙上発表が予定されており、
これらは全て発表資料集・大会集録として収録
されることとなりました。しかし、それ以外に
も全国各地には今回発表されなかった、各都道
府県の課題解決に資する貴重な調査研究が、豊
富に存在します。本集録は、全国の教頭・副校
長の先生方に、全国各地の動向を知り、大きい
視野を持って学校運営に当たることができるよ
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 北海道地区
全国常任理事

　　　　　　

　伊勢　一哉
北海道事務局長

　　　　　　

　北海道高等学校教頭 ･副校長会では ､例年 5
月と 11月に研究協議会を 2回開催し ､全道各
地から会員が集まり研鑽を深めていますが ､今
年度は感染症拡大のため ､2回とも中止となり ､
誌上発表 ､書面による審議となりました ｡
　ここでは ､誌上発表の紹介と11月に行う予定
であった第2回研究協議会の中止までの経緯等
をご紹介いたします ｡
〇総会 ･第 1回研究協議会の誌上発表
　全体会として、旭川東高等学校藤村教頭から ｢
総合的な探究の時間『アカデメイア』の取組に
ついて ｣､旭川西高等学校後藤教頭から ｢道北チ
ア・アップセミナー～管理職の資質向上を目指
して～ ｣と道北支部より2本の発表がありまし
た ｡旭川東高校では ､育成すべき生徒像を共有
し、ディプロマポリシーを策定することで ､総
合的な探究の時間を通して ､学びを深めていま
す ｡知的に楽しみながら行うことを目的として ､
問題解決パラダイムなど3つのパラダイムに分
けて ､まとめとして研究発表を行っています ｡
　2本目は ､平成 29年度から始めた道北支部独
自の取組です ｡目的は、教頭職として日常の悩
みや困っていることなどについて ､膝を交えて
話し合い ､一緒に考えることで連携を深め ､自
校の学校運営の充実を図ることです。先輩、後
輩の垣根を越えて話し合い ､連携を深め ､人材
育成につながる取組となっています ｡道内はも
とより全国でもあまり例のない実践で ､管理職
のなり手不足や人材育成などの課題を解決する
ヒントとなる発表でした ｡
　そのほか、第1分科会（管理運営）では、函
館西高等学校佐紺教頭から「総合的な探究の時
間を軸にした学校づくり」、第2分科会（教育課
程・学習指導）では帯広三条高等学校藤橋教頭
から ｢『授業改善』を通して “学びの質” を変え
る ｣、第3分科会（生徒指導・進路指導・特別活動）
では、千歳高等学校板野教頭から「学科の特色

地区研究協議会報告う、また、各学校が抱える課題解決や未来像の
策定に、よりよい指針となるよう発刊していま
す。
　管理運営研究部門は、「岩手県高等学校・特別
支援学校における働き方改革の現状と課題」～
アンケート調査結果から読み取る考察～（岩手
県高等学校副校長協議会）、「活力ある教頭職を
目指して」～新しい時代に対応できる教頭職の
在り方を求めて～（愛知県立学校教頭会）、「『令
和元年度　教頭業務の効率化に関するアンケー
ト』より」（沖縄県高等学校教頭・副校長会）
　高校教育研究部門は、「探究型学習への取組
み」～各校の取組み状況から見える成果と課題
～（山形県高等学校教頭・副校長会）、「特別な
教育的支援を必要とする生徒に対する取組の現
状について」～中高連携・合理的配慮・通級指
等における取組改善に向けて～（兵庫県立学校・
市立高等学校教頭協会）
　生徒指導研究部門は、「県内における外国人児
童生徒の在籍状況とその対応について（茨城県
高等学校教頭・副校長会）、「スマートフォン等
の利用について」～各学校の現状から～（三重
県立学校教頭会）、「『チーム学校』の一員として
のスクールロイヤーと進める教育課題の解決に
向けて」（大分県立学校教頭・副校長会）
以上の 3部門、8題を選定し、皆様に配付致し
ました。
　最後になりましたが、新型コロナ感染症拡大
という未曽有の状況だからこそ、全国の教頭・
副校長が直面した課題と解決策を記録し、情報
共有し、生徒・保護者のために最善を尽くさな
ければなりません。多忙の中で研究を重ねてこ
られた研究委員等の皆様に敬意を表すととも
に、来年度は、第 60 回総会及び研究協議大会
開催を実現し、全国の教頭、副校長が一堂に会
して、研究発表が行えることを心から祈念して
おります。

（東京都立桜修館中等教育学校　副校長）
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を活かした生徒指導の成果と課題」、苫小牧東高
等学校（定時制）阿部教頭から「教育相談の充
実で安心できる学校へ」です。それぞれをテー
マとする発表があり、各校の取組や成果がでる
までの苦労などたいへん示唆に富む内容でした。
　なお、第1分科会の発表は全国での誌上発表
にて報告させていただいております ｡
〇第2回研究協議会の中止までの経緯
　5月の総会・研究協議会が中止となり ､11月
の第 2回研究協議会は中止ありきではなく、実
施できるよう進めたいと考えて臨みました ｡
　ただし ､これまでのように札幌市内の1つの
会場に300余名を集めての開催は難しいと判断
し ､広域な北海道を17会場に分け ､校長協会か
らの助言や、道教委からの支援もいただきなが
ら ､遠隔システムを活用したリモート開催を計
画し ､6月から準備を始めました ｡
　調査研究チームでは ｢変化の時代における危
機管理上の今日的課題」をテーマに、アンケー
ト調査や助言者であるレヴェランス代表堺千津
子氏との打合せを何度も行い、ここ数年ではか
なり完成度の高いものとなりました。また、十
勝バス株式会社代表取締役社長野村文吾氏から
は、地域に密着し経営をＶ字回復させた軌跡に
ついての講演を行う予定でした ｡
　ところが、10月中旬頃から札幌市内を始め ､
道内各地で感染が再拡大し ､道立高校でもクラ
スターが発生するなど予断を許さない状況とな
ってきました。一方で本研究協議会はリモート
での開催であり、札幌市内の会場は50～ 60名
程度 (定員 100人収容 )､ そのほかの会場は 20
名前後であり ､できる限りの感染対策を行って
いるので、開催はできると信じていました ｡
　しかし、11月に入るとさらに感染が広がり ､
石狩管内・札幌市内の高校生の感染や濃厚接触
者の報告が相次ぎました。
　石狩支部の教頭 ･副校長先生の生命 ･健康を
守る責務と会場校での集団感染を避けることか
ら ､実施日 3日前にやむなく中止という判断に
至りました ｡
　「With コロナ」での研究協議会開催の難しさ
とぎりぎりまで挑戦したこの経験をバネに、「変
化の時代における危機管理」を改めて見つめ直
し、中止ありきではなく、リスク低減を図りな
がら両立できる方向性を模索して令和3年度を
迎えられるようにしたいと思います。

（北海道札幌南高等学校 副校長）

東北地区
　　　　　　　　全国常任理事　　　　　　

研究副部長　増子　文隆
福島県会長　　　　　　

　第36回東北六県高等学校教頭・副校長会研
究協議大会は、福島県郡山市のビューホテルア
ネックスにおいて10月22日～10月23日の2日
間、東北各県から多数の参加を募り、盛会に開
催する予定でした。しかし、今年2月末からの
新型コロナウィルス感染拡大により、2年ほど
前から準備してきました大会を中止せざるを得
ない結果となりました。以下が、その経過と発
出文書の内容となります。
　東北六県教頭・副校長会会長　様
　いつもお世話になっております。標記の件に
関しまして、様々な要因及び他地区の状況を鑑
み、中止（紙上発表のみ）とすることを提案し
たいと思います。大きな理由は下記の通りで
す。
　1　新型コロナウィルスの感染拡大防止のた
め、大人数での集会や密になる状況を避ける。
特に、学校の要となる教頭・副校長は万全を期
さなければならない。感染の拡大状況は治まっ
てはきているものの、第2波も予想され、ワク
チンも開発されていない。東北大会では、県内
の教頭は原則全員参加であるが、新型コロナ
ウィルス関係の対応等で強制をかけられる状況
にもない。
　2　大会運営費がぎりぎりの状態であるた
め、参加者の減少は大きな赤字となる。昨年度
末に各県会長に、参加費値上げの件を打診した
が、値上げは好ましくないという大方の意見で
あったので、今年度の大会は参加者の拡大と自
作等での経費削減を計画していたという状況が
ある。予め、参加予定者の調査をすることも検
討したが、それも飽くまで現在の状況に過ぎ
ず、コロナの第2波が来れば、参加者激減が予
想される。懇親会は開催できないため、1日で
の開催も検討したが、現在の計画では難しいこ
とと、内容が薄くなり参加者減が考えられるた
め、今回は好ましくないとの判断に至った。
　判断の材料とした全国各地区の状況もお知ら
せします。（6月時点）
　北海道地区・・・、関東地区・・・、北信越
地区　～　九州地区・・・
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　以上のような内容で東北6県の会長様にお諮
りした結果、開催の中止はやむを得ないという
ことになりました。しかしながら、多少なりと
も各地区の研究内容を共有するため、研究資料
集を作成し、東北6県の全会員に配布すること
としました。以下が研究資料集の内容です。
　令和2年度　第36回　東北6県高等学校教頭・
副校長会研究協議大会福島大会集録　目次
〇大会運営委員長挨拶　福島県高等学校教頭会  
　会長　福島県立福島高等学校教頭　増子文隆
〇全国高等学校教頭・副校長会挨拶　全国高等  
　学校教頭・副校長会　会長　加瀬きよ子　様
〇記念寄稿　劇作家・演出家　平田オリザ　様
〇研究発表
　・管理運営部門　
『働き方改革について～業務削減に向けた
各校の取り組み～』
　山形県立高畠高等学校教頭　中村純一

　・高校教育部門
『これからの学びの可能性～本校のＩＴＣ
活用の取組から～』
宮城県仙台第三高等学校教頭　熊谷聡也

　・生徒指導部門
『本県の生徒指導における現状と課題　
「交通安全指導」～自転車事故を考える～』

　 福島県立安達高等学校教頭　小杉誠
〇大会実行委員会・令和3年度東北6県高等学校
　教頭・副校長会役員
〇編集後記　令和2年度東北6県教頭・副校長会
　研究協議大会福島大会実行委員長

　　福島県立安積高等学校教頭　伊藤靖隆
　来年度は新型コロナの問題が収束に向かい、
全国大会や各地区研究協議大会が開催できるこ
とを切に願います。

（福島県立福島高等学校　教頭）

関東地区
全国常任理事　　　　　　

研究副部長　田畑　　茂
群馬県会長　　　　　　

　令和 2年度は「コロナ禍」の年でした。パン
デミックに見舞われ、まったく先が見通せない
状況下、混乱は世界を覆い尽くしました。
　関東地区高等学校教頭・副校長研究協議会も

例外ではありませんでした。本来であれば、令
和 2年度は茨城大会として、茨城県高等学校教
頭・副校長会の主管のもと、11 月 13 日（金）
に茨城県水戸市のホテルレイクビュー水戸を会
場に開催される予定でした。多くの参加者を迎
えて有意義な意見交換を行う場となったはずで
したが、新型コロナウイルス感染症予防及び安
全確保の観点から、参集しての開催を控え、大
会冊子を作成しての誌上開催を余儀なくされま
した。
　しかし、そうした状況にあっても、大会冊子
には、全国高等学校教頭・副校長会の加瀬きよ
子会長のご挨拶や担当各県の研究報告、また、
『2020 年からの新しい学力』などの著書で知ら
れ、講演の講師を務めていただくはずであった
石川一郎先生からの寄稿文が収められており、
例年どおりの充実した内容になっております。
冊子の作成に当たられた茨城県の先生方のご尽
力、そして、玉稿の掲載に応じていただいた先
生方のご厚意に心より敬意を表します。
　さて、茨城大会の研究テーマは、『探究活動
を軸とした学びの変革を確立し、令和の時代を
生き抜く人財づくり』 です。社会の変化は急激
であり、未来の予測は加速的に困難度を増して
います。そのような環境において、学校教育に
は、さまざまな変化に積極的に向き合い、他者
と協働して課題を解決する力や新たな価値を創
造する力を育成することが求められています。
その実現のためには、探究活動を軸とした学び
の変革が重要であるという観点から今回のテー
マは設定されました。
　講師の石川一郎先生には、この研究テーマを
踏まえ、「これから求められる『探究』とは」
という演題でご寄稿いただきました。これまで
の「総合的な学習」に関する振り返りや大学入
試の変化、そして、「探究」の理論的バックボー
ンについても触れながら、「探究」を進めてい
く上で克服すべき点が明快に語られています。
今回の新学習指導要領で中心的な位置づけと
なっている「総合的な探究」にどう取り組めば
よいかのヒントがふんだんに盛り込まれており、
私たちの視野を大いに広げてくれる内容です。
　また、研究発表については、新型コロナウイ
ルス感染症対応等に追われるなか、今年度担当
である千葉・神奈川・山梨・茨城の 4つの県す
べてからご提出をいただきました。担当の先生
方のご努力には本当に頭の下がる思いです。そ
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れぞれの発表の要旨は次のとおりです。　
１　学校における働き方改革
　　～タイムレコーダによる出退勤時刻記録の
　　　活用～

　千葉県立市原高等学校教頭　大岩良徳
　千葉県では、県教委が策定した「学校におけ
る働き方改革推進プラン」に基づき、地域や学
校の実態に応じて、学校の業務改善及び教職員
の意識改革が進められている。県立学校におい
ては今年度、タイムレコーダによる出退勤時刻
記録の運用が開始された。本発表では、その運
用の仕組みや管理職の役割、また、今後の取組
等が述べられている。　
２　助言者としての管理職の研修と現場での取
　　り組み
　神奈川県立瀬谷西高等学校副校長　日下肇

　AI や IoT などの技術革新に伴い、学習者の「学
び」に大きな変化がもたらされている。神奈川
県では、副校長会や教頭会において、その動き
に対応した研修会が数年来実施されており、そ
こで学んだことを学校現場でどのように活用し
人材育成につなげているかの考察である。
３　緊急時の対応事例及び生徒の奉仕活動につ
　　いて

　山梨県立峡南高等学校教頭　中島仁
　山あいに位置するため、天候悪化による列車
の運休や遅延がたびたび起こる学校がどのよう
に対策を講じてきたかの発表である。生徒への
連絡対応や通学路における安全確保、及びその
通学路の清掃活動等について詳しく紹介されて
いる。
４　「探究を軸とした学びのスタイル改革」の
　　実現に向けて　

　茨城県立茎崎高等学校教頭　津賀宗充
　茨城県は、教育変革の柱の一つとして「探究
を軸とした学びのスタイル改革」を掲げている。
その実現に向けて、本発表においては、総合的
な探究の時間と教科・科目の学びの関係に注目
し、詳細な調査が行われている。その結果に基
づく緻密な分析と考察は、新学習指導要領の実
施を目前に控える現在、大いに参考になるもの
である。
　結びとなりますが、次年度の関東地区高等学
校教頭・副校長研究協議会は群馬大会となりま
す。コロナ禍が一刻も早く収束し、大会が盛大
に開催されることを願っております。
          （群馬県立前橋工業高等学校　副校長）

東京地区
　　　　　　

全国常任理事
 　　　　　　

　髙橋　聡 

　
全日制部会長

 　　　　　　

　令和 2年度東京都立高等学校副校長研究協議
会は、10 月 23 日（金）に東京都教職員研修セ
ンターにおいて、分科会での研究発表を中止し
全体会のみを実施しました。また、全体会の後
に新型コロナウイルス感染症拡大予防対策臨時
休業に係る情報交換会を 4会場に分かれて、実
施しました。全国各地区の研究協議会が中止さ
れる中で、教育庁指導部高等学校教育指導課の
全面的なご支援、ご協力のもと、新型コロナウ
イルス感染症への対策を万全に整え、144 名の
副校長が参加し、以下の内容で開催しました。
○主　題　『東京の輝く未来を創造する高等学
校教育の実現に向けて』
1　全体会 『講話等を通して高校教育の未来を
展望し、学校経営に主体的に参画できる副校長
としての識見を高める』
『東京の輝く未来を創造する高等学校教育の実
現に向けて』
○講 話 （60 分）「高等学校改革の方向性につい
て～中央教育審議会初等中等教育分科会中間ま
とめを受けて～」文部科学省初等中等教育局 参
事官（高等学校担当）付 参事官補佐（命）高等
学校改革推進室 室長補佐 酒井 啓至様をお迎え
して、ご講話をいただきました。新学習指導要
領の実施に関して、グランドデザインの重要性、
普通科改革等に関して示唆に富んだ内容を賜り
ました。
2　情報交換会
　東京都は令和 2年度全国特別調査として、「新
型コロナウイルス感染症拡大防止、緊急事態宣
言に伴う教育活動等への影響と対応について」
というテーマで全国にアンケート調査を実施
し、集計、調査、分析を行い、誌上発表すると
ともに全国総務部会で報告しました。それに先
駆けて、同様の「臨時休業に係る課題別対応に
ついての調査」を各都立高を対象に行い、それ
を資料にして情報交換会を実施しました。
○ 第 1 分科会 「教員の在宅勤務についての情報
交換会」
　在宅勤務、テレワーク、服務管理などに係
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る課題と改善の提案
○ 第 2 分科会 「感染拡大防止に係る情報交換
会」
　消毒、体温測定、飛沫感染予防などに係
る課題と改善の提案

○ 第 3分科会 「学習の保障に係る情報交換会」
　リモート学習、学習課題の提供と提出な
どに係る課題と改善の提案

○ 第 4分科会 「生徒指導、家庭・地域との連携
などに係る情報交換会」
　感染拡大防止と生徒指導、生徒の心身の
ケア、学校行事 ･ 部活動等の制限などに係
る課題と改善の提案

　以上、臨時休業に係る課題別対応について活
発な情報交換が行われ、副校長連絡会が中止さ
れたことによって、副校長間の情報共有の場が
欠如しているため、そのような場を設ける必要
性を実感しました。

（東京都立桜修館中等教育学校　副校長）

 北信越地区
　　　　　　　全国常任理事 　　　　　　

研究副部長      　馬場　正一 

　長野県会長  　　　　　

　令和 2年度北信越地区高等学校教頭・副校長 
会連絡協議会は、令和 2年 11 月 12 日（木）
～ 13 日（金）、長野県長野市での開催を予定し
ていましたが、新型コロナウイルス感染症予防
対策のため、誌上開催に変更しました。
　以下、誌上で発表された内容をご紹介します。
(1) 挨拶
　　全国高等学校教頭・副校長会　会長

加瀬きよ子 様
　誌上開催にあたり、会長　加瀬様から、コロ
ナ禍における教頭・副校長会の対応なども含め
て、ご挨拶をいただきました。また、中央教育
審議会初等中等教育分科会より中間まとめとし
て公表された、今後の高等学校教育の推進方策
等、国の動向についても、ご紹介いただきまし
た。
(2) 講話
　　長野県教育委員会高校教育課長

井村敏明 様
　長野県高等学校教育の現状として、長野県が

取組む高校改革について、ご講話いただきまし
た。長野県では、「学びの改革 基本構想」と、
「高校改革 ～夢に挑戦する学び～ 実施方針」に
よる高校改革を進めており、その特徴は、「新
たな学びの推進」と「新たな高校づくり（再編
計画）」を一体的に推進している点にあること
などを、ご説明いただきました。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響下で生徒の「学び」
を保障していくため、「学びの継続推進チーム」
を立ち上げ、教育情報化推進事業を急ピッチで
進めていることをご紹介いただきました。
(3) 研究発表
「ワールド・ワイド・ラーニング（WWL）
コンソーシアム構築支援事業に係る研究内
容等について」
　長野県上田高等学校全日制教頭　市川格

　今年度、WWLコンソーシアム構築支援事業
のカリキュラム開発拠点校に指定された、上田
高等学校の取組を発表いただきました。管理機
関としての長野県教委が構想する「信州版アド
バンスト・ラーニング・ネットワーク」構築に
向けた取組みや、具体的な生徒の探究活動の展
開とその成果について、紹介いただきました。
(4) 情報交換
　それぞれの県における教育施策や、コロナ禍
における取組等について寄稿いただきました。
取り上げられた主な項目は、以下のとおりです。
① 富山県

富山県立大門高等学校教頭　麦谷理香
　新型コロナ感染症対策としての教育情報化の
取組／「富山県教育大綱」に基づく教育施策に
ついて／県教頭会の活動概要
② 石川県
石川県立金沢泉丘高等学校副校長　岡橋勇侍

　新型コロナ感染症対策に係る県教育委員会か
らの支援及び指導について／県教頭・副校長会
の活動概況
③ 福井県

福井県立藤島高等学校教頭　真鍋済希
　第 3期福井県教育振興基本計画について／福
井県高等学校の現況／コロナ禍における教育活
動について
④ 新潟県

新潟県立新潟高等学校副校長　植木勲
　新潟県の教育施策／新型コロナウイルス感染
症への対応／新学習指導要領実施に向けての現
状／県副校長・教頭協会の活動
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⑤ 長野県
長野県諏訪清陵高等学校教頭　小口雄策

　長野県高等学校教育の現状／県立学校「未来
の学校」構築事業について
(5) 規約確認／令和 3年度連絡協議会について
　北信越地区連絡協議会 規約とともに、令和 3
年度連絡協議会　開催要項（案）を掲載し、確
認しました。
　今年度、参集での連絡協議会は、開催するこ
とがかないませんでした。けれども、誌上で発
表いただいた内容から、困難な状況下において
も生徒の学びを止めないために、各県・各校が
工夫して取り組んでいる様子を共有することが
できました。
　最後となりましたが、誌上開催に向けてご協
力いただいた皆様に深く感謝申し上げるととも
に、一刻も早く新型コロナウイルス感染症によ
る影響が終息し、北信越地区の教頭・副校長先
生方とお会いできる日が来ることを願っており
ます。

（長野県松本深志高等学校　教頭）

東海地区
全国常任理事　　　　　　

研究副部長　池田　哲也
岐阜県会長　　　　　　

令和 2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
（1）総会及び研究協議会の中止について
　令和 2年 10 月 16 日にホテルグランヴェー
ル岐山（岐阜市）で開催を計画した東海地区の
総会及び研究協議会でしたが、以下 3つの事由
で中止としました。
①　緊急事態宣言は解除されたが、今後感染拡
大の第 2波、第 3波も予想されるなど、従来通
りの開催は難しいと考えられる。
②　学校の休校に伴い夏季休業が短縮されるな
ど、今後も新型コロナウイルス感染拡大の状
況によって、学校行事を変更しなければならな
い等の緊急の対応が必要になる場合が予想され
る。
③　高校総体や全日本吹奏楽コンクールなど大
きな大会が中止されている他、各種イベントや
集会も従来通りに開催されていない。そんな中、

参加者から感染者が出た場合、東海地区の教育
関係者に多大な迷惑を掛けることになり、危機
管理を担当する管理職としての責任を果たせな
くなる。
　大変残念な決定でしたが、今年度のコロナ禍
においてはいたしかたないと考えました。
（2）総会について
　総会については書面決議で行いました。令和
元年度事業報告・決算報告・監査報告、令和 2
年度役員等組織案・事業計画案・予算案の提案
を行い、静岡県会員 239 名、愛知県会員 22 名
（愛知県は全会員 353 名だが、地区代表幹事 14
名及び役員 8名、計 22名の代表者による決議）
三重県会員 97名、名古屋市会員 16名、岐阜県
会員 152 名、計 526 名の会員に対し、523 名
の会員より回答をいただき、全ての提案につい
て承認をいただきました。
（3）研究協議会
　研究協議会については誌上発表としました。
それぞれの研究内容を以下に紹介します。
【研究協議 1】
「学校機械警備について～各学校の運用と今後
の展望について～」

三重県立神戸高等学校教頭　寺田房純
　三重県にて、長年行ってきた宿日直業務嘱託
員による人的警備から機械警備へと変わったこ
とに伴う課題等について報告されました。
【研究協議 2】
「特色ある普通科を目指して～「創造表現コー
ス」を中心に～」

愛知県立熱田高等学校教頭　中澤高志
　表現力や創造性の育成を目指し、全国でも珍
しいコースである、「創造表現コース」をもつ
名古屋西高等学校の取組について報告されまし
た。
【研究協議 3】
「高等学校における生徒ポートフォリオ作成に
向けた体制整備について」

静岡県立三島北高等学校副校長　市川幸子
静岡県立熱海高等学校副校長　所康俊

静岡県立伊東高校城ヶ崎分校副校長　森泰博
　生徒ポートフォリオ作成に向けた校内体制や
作業等に関する調査に基づき、具体的な体制作
りや、作業のポイントについて報告されました。
【研究協議 4】
「合理的配慮の理念にもとづく個別の支援」

岐阜県立大垣西高等学校教頭　種田昭彦 
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　大垣西高等学校で行われている、合理的配慮
にもとづく個別の支援についての具体的な取組
について報告されました。
　どの研究も実践的で、副校長・教頭として参
考になる発表でした。

（岐阜県立岐阜北高等学校　教頭）

近畿地区
全国常任理事　　　　　　

研究副部長　三好　徹司
大阪府会長　　　　　　

　令和 2年 11月 6日（金）に予定していた「近
畿地区連絡協議会兵庫大会」は中止となり、「研
究集録冊子」による誌上発表となった。
　研究集録発刊にあたって、兵庫県教育長西上
三鶴様、全国高等学校教頭 ･副校長会会長加瀬
きよ子様よりご祝辞を頂きました。以下、近畿
各府県からの研究発表を報告いたします。
1　奈良県：「学校における働き方改革の具体化
に向けた方策について」

奈良県立十津川高等学校教頭　大塚実
　学校における働き方改革に向けた取組状況の
調査・分析を踏まえ、平成 18 年度（H18）と
令和元年度（R1）の働き方を比較し、考察を行っ
た。「6:30 ～ 6:59 に 出 勤（H18 → R1）」 が
5%→ 42%、「20:30 以降退勤」が 15%→ 32%、
『実勤務時間』では、「13 ～ 14 時間未満」が
5%→ 42%と顕著に増加しており、出勤時間が
早く退勤時間が遅い長時間勤務の実態がうかが
える。一方、改善した業務のうち効果が認めら
れたものについて報告されている。例を挙げる
と、「保護者からの欠席連絡等をメールに変更」、
「学校行事において駐車場の警備を外部委託」、
「進路情報のデータ入力業務を外部に委託」な
ど、興味深い。
2　和歌山県：「通級による指導について」

和歌山県立貴志川高等学校教頭　中津徹
　障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける
通級指導について、当校の取り組みを紹介。「対
象生徒の選定」については、自尊感情や心理的
な負担感等への配慮を行いながら、段階を踏ま
えて決定をしている。「指導内容」については、
放課後の時間帯に個別に実施しており、生徒た
ちは各々自分の課題に向き合いながら学んでい

る。対人関係や社会性に困難のある生徒に対し
て社会技能獲得を目的とする「ソーシャルスキ
ルトレーニング」、視覚機能を高めることによ
り読み書きや手先の微細運動、集中力等の向上
が期待できる「ビジョントレーニング」などを
実施している。
3　大阪府：「オンライン授業の取組みについて
～ Stay Home ！ Go Forward! ～」

大阪府立高津高等学校教頭　佐保田真一
　当校では、ほとんどすべての学校が臨時休業
している中、オンライン授業を活用して、4月
8日より新学期を始めている。生徒たちに「学
校が始まった」「学習ができる」「生活リズムを
作る」という意識を持たせるため、通常の校時
どおりに 1週間の時間割を設定した。毎朝 8：
30 ～ 8：35 に Google フォームを使用して健
康チェックを行った。データ集計は担任に報告
され、気になる生徒は電話で状況を確認した。
課題提出については、午前の課題は 13：30、
午後の課題は 16：30を提出の締切時間とした。
学校再開時にはスムーズに学習移行ができた。
4　滋賀県：「『生徒に付けたい力（目指す生徒
像）』と教育活動をつなげるために～組織的な
取組とするための試み～」

滋賀県立草津高等学校教頭　吉嶋幸子
　「学び合い育ち合う中で、社会につながる資
質・能力を育成する」をモットーに、当校では「主
体的・対話的で深い学び」を実現すべく、10
年以上前から「学びの共同体」の理念を基にし
た教育活動が続けられている。教室の座席を「コ
の字」型に配し、先生がファシリテーターとなっ
て授業を進める「コの字」型学習を実施するな
ど、生徒が受け身にならず、主体的に授業に参
加し、互恵的に学びが深められることを大切に
している。職員間で生徒につけたい力、目標や
目的を再確認し、“ネジのまき直し” が必要とし
て、その取り組みを紹介している。
5　京都府：「地域との協働による高等学校教育
改革推進事業について」
京都府立京都すばる高等学校副校長　貴島良介
　当校では、文科省指定事業を受け、当校が地
域振興の核として機能することを目的に、自治
体、高等教育機関、産業界等と協働してコンソー
シアムを構築し、地域課題の解決等、探究的な
学びを実現する取組を推進している。研究開発
名を「『住んでよし、訪れてよし』の持続可能
都市京都を支える人材育成に関する研究～みん
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なごと化プロジェクト～」と設定し、生徒が発
見した課題を「じぶんごと」としてとらえ、そ
れを多様な価値観をもつ人や立場の異なる人と
協同し、「みんなごと」として新しい成果が出
せるよう、生徒の当事者意識・探究力・論理的
思考力・協働力を育成している。
6　兵庫県：「新学習指導要領の実施に向けた教
育課程の編成について」

兵庫県阪神支部高等学校（7校）教頭
　今年 7月に、阪神地区の公立高等学校を対象
に、新しい教育課程に関するアンケート調査を
行った。その調査結果を基に各校の実態を把握
し、今後の課題について考察している。新学習
指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の
視点が求められている。これについては 9割以
上が取り組んでいる。就業やボランティア活動
に関わる体験的な学習については、「取り入れ
ている」と「取り入れていない」の回答は、ほ
ぼ同数であった。また、「教科等横断的な視点」
「PDCA サイクルの確立」「人的・物的資源の活用」
については、実現できていると回答した学校は
半数強に留まっている。まず、各教科がどのよ
うな資質や能力を育成するのかを明確化する必
要があり、今後の大きな課題である。
　最後に、兵庫県教頭会の皆様方におきまして
は、開催に向けて昨年度からいろいろと準備を
されていたのではないかと拝察いたします。心
より感謝申し上げます。

（東大阪市立日新高等学校　教頭）

中国地区
全国常任理事　　　　　　

研究副部長　大下康一郎
山口県会長　　　　　　

　中国地区では、研究協議会を隔年で開催して
おり、開催しない年については、次年度の研究
協議会の開催県において、12 月に中国五県代
表者会議を開催している。
　今年度は研究協議会を開催しない年となって
いるが、新型コロナウイルス感染症が再び拡大
してきたことから、代表者会議を中止し、電子
メールにより連絡、意見交換を行った。その中
で、次年度の研究協議会については鳥取県立学
校副校長・教頭会が主管し、次のとおり開催す

る予定となった。
□開催期日
　令和 3年 8月 19日（木）～ 20日（金）
□会場
　米子コンベンションセンター BIGSHIP

（鳥取県米子市）
□日程
　第 1日（8月 19日）　　　　　　　　　　
　・開会行事　・記念講演　・研究発表 1
　・協議題提案 1　・教育懇談会
　第 2日（8月 20日）
　・研究発表 2　・協議題提案 2　・閉会行事
□記念講演
　講師　山根昭彦氏（株式会社氷温研究所　　
　　　　代表取締役）
□研究協議
　・第 1分科会（学校運営上の諸問題）
　　研究発表　鳥取県・岡山県
　　協議題提案　島根県・広島県
　・第 2分科会（学習指導に関する諸問題）
　　研究発表　島根県・広島県
　　協議題提案　山口県・岡山県
　・第 3分科会（生徒指導に関する諸問題）
　　研究発表　山口県・岡山県
　　協議題提案　鳥取県・広島県
　全国や中国五県の研究協議会への出席は、国
や他県の動向の把握や時代の進展を強く感じる
絶好の機会となっており、その貴重な情報を自
県へ還元することにより、教頭・副校長として
の資質の向上と各校の教育の充実発展に資する。
　次年度の 8月には、新型コロナウイルス感染
症拡大の状況が改善し、無事開催できることを
祈るばかりである。

（山口県立山口高等学校　副校長）

四国地区
全国常任理事　　　　　　

研究副部長　池渕　　茂
徳島県会長　　　　　　

　令和 2年 8月 5日～ 7日にかけて、「徳島な
らではのおせったい・おもてなし」の合い言葉
の下、統一主題を「令和の未来を切り拓く新た
な時代に対応した「人財」の育成～働き方を見
直す自らの人間性や創造性を高める持続可能な
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学校づくり」に設定し、四国地区研究協議会も
兼ねて第59回全国大会の開催に向けて準備を進
めて参りました。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大
に伴い、中止という結果となったことを、誠に
残念で四国各県はもとより全国の教頭・副校長
先生の皆様方に大変ご無礼をしたものと深くお
詫び申し上げます。
　このような状況の中で、今年度の四国大会は
中止となりましたが、来年度は「香川県」で四
国地区研究協議会を10月 21日～ 22日に開催
する予定です。全国に広がる新型コロナウイル
ス感染拡大は四国地区も同様で、以前は感染し
ても数名程度でしたが、昨今は二桁に昇る感染
者が急増しています。このため、2月開催予定
の「役員会」も現在のところ実施が難しい状況
です。さらに、感染が広がれば、来年度の四国
大会の実施にも悪影響を与えはしないかと
危惧しています。
　最後に、次年度の「全国大会（沖縄大会）」を
はじめ、「四国大会（香川大会）」が新型コロナ
ウイルス感染終息を受け、徳島大会でできなかっ
た「熱き想い」を胸に、今まで以上の様々な活
動ができますよう、心から祈念申し上げ、四国
地区の報告に代えさせていただきます。

（徳島県立鳴門高等学校　教頭）

九州地区
全国常任理事　　　　　　

研究副部長　菅　　竜朗
宮崎県会長　　　　　　

　第 38 回九州各県教頭・副校長研修会宮崎大
会につきましては ､7月 7日に開催を中止とし、
書面発表にかえ研究集録を作成することにし
た。以下に宮崎大会集録の内容と作成の経緯に
ついてまとめた。
Ⅰ　宮崎大会集録の内容
　1　研究・実践発表
　（1）『校内業務のスリム化について』
　　　佐賀県立香楠中学校副校長　宮副健治

　（2）『熊本高校オンライン授業の取組』～コ
ロナ禍にあっても「学びを止めてはいけ
ない」～

　　　熊本県立熊本高等学校副校長　森本健二

　（3）『新たな学びの様式～オンライン×オフ
ラインによる学習活動（ハイブリッド型
の学び）～へのチャレンジ』

　宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校教頭　村山育志
　（4）『教頭の職務と管理運営上の諸課題～コ

ロナ禍における学校運営補佐～』
　鹿児島県立川内商工高等学校教頭　中間淳一
2　共通テーマ『開かれた学校づくり』にかか
わる各県の取り組み報告　※サブテーマがある
場合のみ「　」内に掲載した。
( １) 福岡県立福岡高等学校副校長　江崎賢一郎
　　「新学習指導要領の理念の理解から実践へ」
( ２) 佐賀県立唐津東高等学校・中学校副校長

　田島正敏
　　「地域とつながる高校魅力づくりプロジェ
　　クト」
( ３) 長崎県立佐世保西高等学校教頭　舟越裕
　　「地域課題探究学習を中心とした “総合的な
　　探究の時間” の取組」
( ４) 大分県立国東高等学校教頭　岩野文昭
( ５) 熊本県立天草高校倉岳校教頭　土井裕三子
　　「地域に根差し信頼される学校を目指して」
( ６) 宮崎県立飯野高等学校教頭　新原正夫
　　「グローカル・ヒーローを育成する取組」
( ７) 鹿児島県立甲南高等学校教頭　松崎浩隆
( ８) 沖縄県立向陽高等学校教頭　渡久平元一
Ⅱ　宮崎大会集録作成の経緯
　令和 3年度に入り、実行委員会を組織。
宮崎地区の二人体制の学校を中心に組織。
感染症拡大の状況を踏まえ、開催の可能性
を探りながら、検討していった。

 [ 第 1回実行委員会 ]5 月 20 日　
　・役割分担の確認 ･･･ 事務局・会計・運営（受
付・会場・講演発表・懇談会）・記録

　・実施要項の確認 ･･･1 日目（講演、研究発表）、
2日目（テーマ「開かれた学校づくり」、各
県報告、協議・講義・演習）、参加費

　・予算立ての確認
※開催の可否について、6月 5日の県総会に
はかり、6月中旬をめどに決定することと
した。同時に九州各県理事の意向、全国の
各地区研修会の動向も情報を収集し、判断
の材料とすることとした。

[ 第 2回実行委員会 ]6 月 26 日
　・実施方法について ･･･ 県立学校副校長教頭
会のアンケートをもとに、縮小開催か研究
集録作成の 2つに絞られた。
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　・縮小開催の場合の計画案作成
　・九州各県会長への打診。
[ 第 3回実行委員会 ]7 月 7日
　・実施方法について ･･･ 感染症拡大のために、
紙面発表（大会集録）のみとする。

　・大会集録について
　　　原稿作成者の確認。発送日(12月10日 )、
　　　印刷部数（800 部）
[ 第 4回実行委員会 ]11 月 6日
Ⅲ　成果と課題
　本年度は、感染症拡大に伴い、特に九州大会
宮崎大会を開催中止とし、書面発表に切り替え
るまでの段階では、本会の副校長・教頭各位と
の度重なる協議だけでなく、随時、九州各県・
全国事務局等との連絡調整を図りながら、最後
まで開催の可能性を探っていった。　　　
　振り返ると、この状況では、研究集録の作成
が最善の判断であったように思う。また、集録
の内容は、GIGA スクール構想の先駆けとして、
オンライン授業を実施している先行事例や「開
かれた学校づくり」の優れた実践事例等が掲載
されており、感染症拡大下での学びの保障や働
き方改革の観点からも大変時宜にあったものに
なっている。

　　　（宮崎県立宮崎東高等学校　副校長）

先輩よりの言葉

　各都道府県市より推薦された感謝状贈呈者
74 名へ 12 月に感謝状をお送りいたしました。
数名の方からお礼の言葉をいただきましたの
で、会員の皆様にご紹介します。

◎令和元年７月 31 日～８月２日の３日間の日
程で千葉県習志野市にある習志野文化ホールと
千葉工業大学津田沼キャンパスの２会場で全国
大会千葉大会を開催させていただきました。全
国から約 640 名の皆様にお越しいただき、盛会
のうちに終えることができました。改めてご参
加いただきました皆様に感謝とお礼を心より申
し上げます。
　この度、全国高等学校教頭・副校長会会長加
瀬きよ子様より感謝状をいただきました。千葉
県で全国大会が開催されたことは、私のみなら
ず、千葉県高等学校教頭・副校長協会にとって
も貴重な経験となるもので、千葉県高等学校教
頭・副校長協会の組織力と団結力を高めること
ができました。全国大会は、全国の事務局の皆
様、全国総務部会の先生方や全国の副校長・教
頭先生の皆様と繋がり、絆を深めるだけでなく、
全国の素晴らしい取り組みを知ることができる
最高の研修の場です。新型コロナウイルス感染
症が収束した暁には、是非全国大会を再開して
いただき、全国大会が再び素晴らしい研修の場
となることを祈念し、千葉大会運営委員会を代
表してお礼の言葉とさせていただきます。
　最後に、今年度実施予定でした徳島大会につ
いては、実施に向けて約２年間準備を進めてこ
られた徳島大会運営委員会池渕茂委員長並びに
徳島県の副校長・教頭先生方は、断腸の思いで
大会中止の決断を受け入れられたと拝察いたし
ます。徳島大会の成功を願っていただけに参加
したかったです。

　第 58回全国大会千葉大会運営委員長
千葉県立市原高等学校　校長

常泉　香澄

◎このたびは貴会より感謝状を賜りましたこ
と、厚く御礼申し上げます。
　経験したことのないコロナ禍のなか、校内で
はリモート授業や行事の中止などの対応を迫
られました。校外においては、今年は関東大会
開催県として準備を進めて参りましたが、誌上
発表という形をとることととなってしまいまし
た。残念でしたが、臨機応変に行動できたこと
に安堵しております。
  コロナ禍により一層教頭・副校長会の結びつ
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第３回全国理事研究協議会報告 事務局長　針馬　利行

　第3回全国理事研究協議会は11月30日（月）
に千代田区九段北のアルカディア市ヶ谷で開催
する予定で、10月 16 日に案内を発送し、出欠
を集めていました。しかし、11 月上旬から新
型コロナウィルス感染症が第 3波として全国的
に拡大したので、11月 16日に急遽第 3回全国
理事研究協議会を東京に参集しての開催ではな
く、ZOOMを活用したオンライン会議として実
施することに決定しました。当日は 14 時から
16 時までオンラインで開催しました。初めて
のことで不手際もありましたが、役員・理事等
84名が参加しました。　　
　会議は、開会の辞に続いて、会長挨拶（加瀬
きよ子会長）、本年度事業中間報告（加瀬会長）、
同会計中間報告・監査報告（黒谷邦男会計、小
宮和則会計監査）を行いました。
　その後、来年度年間行事計画案（事務局長）、
来年度事業計画案ほか（加瀬会長）、研究部報
告（髙橋聡研究部長）を行い、東京都公立高等
学校副校長協会による本年度特別調査「新型コ

ロナウイルス感染拡大防止、緊急事態宣言に伴
う教育活動等への影響と対応について」のまと
めが報告されました。来年度の特別調査は中国
地区の岡山県が担当することが確認され、その
調査主題が発表されました。
　次に、来年度の全国大会準備状況についての
報告（渡久平元一大会準備委員長）を行い、大
会実施要項、予算案、使用会場、講演講師、大
会開催案内等について提示しました。
　その後、事務引継予告、60 周年記念行事と
して刊行する「教頭のホンネ」「北から南から」
への執筆依頼（事務局長）がありました。各地
区研究協議会報告（誌上開催）を、北海道、福
島県、群馬県、東京都、長野県、岐阜県、大阪府、
宮崎県の順に、研究部長、研究副部長等が行い
ました。
　事務局より会議の開催案内における公印押印
についてのアンケートの依頼がありました。そ
の後、閉会の辞（小嶺和隆副会長）でオンライ
ン会議が終了しました。

きが強くなったと言われるよう、会員の皆様の
ご健勝とご活躍を祈念申し上げ、お礼のことば
とさせていただきます。

茨城県立水戸第一高等学校副校長
　金澤　秀美

◎寒中お見舞い申し上げます。
　この度は過分な感謝状をご送付いただき誠に

ありがとうございました。職務の中で全国の教
頭先生、副校長先生と交流し、多くを学ばせて
いただきました。これからも貴会の発展と、教
育界に於ける高等学校教育の更なる貢献を心よ
り祈っております。

前埼玉県高等学校教頭・副校長会副会長
　藤倉　秀和

第 3回全国総務部会報告 事務局長　針馬　利行

　今年度は新型コロナウイルス感染症のために
第１回、第２回の総務部会が中止となりました。
さすがに一度も対面で会議を行わないのは、来
年全国大会を主管する沖縄県の先生方も困るの
ではないかということで、第 3回総務部会を
10 月 30 日にナーベルお茶の水 2階会員集会
室にて開催しました。全国大会主管県の徳島県
は出張が認められないということで欠席でした
が、役員・総務部員等 16名が出席しました。3
密を避けるため、各テーブルに 1名の配置で、
互い違いに着席し、全員マスク着用で会議を行
いました。
　事業中間報告、会計中間報告、会計監査報告
を行い、来年度全国大会（沖縄大会）の準備状
況を確認しました。沖縄県からは、コロナ禍の
状況で来年開催できるかどうか分からないが、

参加者が 400 名を下回ると赤字になるので、3
月か 4月に参加者の予備調査を実施したいとの
要望がありました。
　東京都公立高等学校副校長協会による本年度
特別調査「新型コロナウイルス感染拡大防止、
緊急事態宣言に伴う教育活動等への影響と対応
について」の調査結果について検討しました。
来年度の特別調査は中国地区（岡山県）が担当
することを確認しました。「研究集録」第 45号
の論文選定結果の確認を行いました。
　11月 30日に開催する第 3回理事研究協議会
について、感染拡大予防のために全員にフェイ
スシールドを配付することを決定しました。次
に、次年度事業計画、年間行事日程計画等を検
討しました。
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事務局だより
事務局長　針馬利行

○　この会報の発行に際してご多用の中を原稿
をお寄せいただいた先生方にお礼を申し上げま
す。今年も加瀬きよ子会長と事務局で分担し全
国の地区研究協議会に参加し、地区の先生方と
交流を深めることを予定しておりましたが、東
京以外の地区研究協議会が全て中止となり、実
現できませんでした。来年度こそは新型コロナ
ウイルス感染症が終熄して実現できることを祈
念しております。

○ 例年ならば、年に 3回開催される全国理事
研究協議会の際には、有識者や文部科学省に依
頼して、現在の教育課題や文部科学省の施策に
ついて、講演や講話をお願いしていましたが、
今年度は新型コロナウイルス感染症のためすべ
て中止となり、非常に残念でした。来年度こそ
は実現したいものです。

① 令和 3年度行事日程
 5 / 7　（金）全国監査・役員会　東京（事務局）
 5 /21（金）全国総務部会①　東京
 6 /14（月）全国理事会①・地区協議会
　　　　　　　東京（アルカディア市ヶ谷）
 7 / 9　（金）全国総務部会②　東京
 8 / 4　（水）全国研究部会・理事会②沖縄･那覇
 8 / 5　（木）全国大会　第１日　　　沖縄・浦添
 8 / 6　（金）全国大会　第２日　　　　　〃
10/ 8　（金）全国中間監査・役員会　東京
10/29（金）全国総務部会③　東京
11/29（月）全国理事会③
　　　　　　　東京 ( アルカディア市ヶ谷）

② 全国大会について
・令和 3年度　九州地区
　　主　管　沖縄県高等学校教頭・副校長会
　　場　所　沖縄県浦添市
　　　　　　アイム・ユニバースてだこホール
　　期　日　8月 4日 ( 水 ) ～ 8月 6日 ( 金 )
　
・令和 4年度　北信越地区
　　主　管　石川県高等学校教頭・副校長会
　　場　所　石川県金沢市　金沢市文化ホール
　　期　日　8月 3日 ( 水 ) ～ 8月 5日 ( 金 )

③ 刊行物等
　月刊高校教育（学事出版）に毎月「教頭・副
校長会だより」と「教頭日誌」（教頭のホンネ）、
「高校改革北から南から」を掲載しております。
ご一読賜れば幸いです。
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第60回全国高等学校教頭・副校長会総会及び研究協議大会

１　目　的　　全国高等学校教頭・副校長の連携を図るとともに、高等学校教育の

諸課題について研究協議を行い、時代の進展に即応する教頭・副校長
としての資質の向上と高等学校教育の充実を図る。

２　主　催　　全国高等学校教頭・副校長会
３　主　管　　九州地区高等学校教頭・副校長会（主管　沖縄県）
４　後　援　　文部科学省

　　　　　　　沖縄県教育委員会　　　浦添市教育委員会
　　　　　　　全国高等学校長協会　　徳島県高等学校長協会　等申請予定

５　期　日　　令和3年8月4日（水）～ 8月6日（金）

６　開催地　　浦添市　アイム・ユニバースてだこホール

首里城

ハイビスカス
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