平成２７年度 各地区研究論文等掲載一覧
講話 「教頭・副校長に期待すること」

北海道教育庁教育指導監
村田 尋如 様

「本堂高校教育の動向について」

北
海
道

北海道高等学校長協会副事務局長

後藤 哲 様
発表 「根室高校の防災教育
『危機管理意識高揚のために ～みんなでぼうさい～』」
「地域・産業界等で必要とされる人材の育成
～小樽水産高校における教育実践～」
「『本校における特別支援体制』について」

北海道根室高等学校
鈴木 強児 先生
北海道小樽水産高等学校
亀山 喜明 先生
北海道遠別農業高等学校
篠原 圭 先生

「本校定時制課程における取組」

北海道室蘭栄高等学校定時制課程

渡部 秀治 先生
講話 「遠野物語について」
～津波の記憶・幽霊・和解すること～
発表 「在校時間調査による
職員の超過勤務の現状と課題について」
「高校教育の質の確保・向上について

東

～各高校の取り組み状況～」
「東日本大震災後の
被災地生徒への支援について」

北

「岩手県内の高等学校・特別支援学校における
防災教育の実態と課題」
「キャリア教育の充実に向けて」

学習院大学文学部教授
赤坂 憲雄 様
福島県立白河実業高等学校
松本 善法 先生
山形県立米沢商業高等学校
皆川 政浩 先生
宮城県気仙沼高等学校
菅野 定行 先生
岩手県立大槌高等学校
鈴木 尚 先生
秋田県立角館高等学校定時制
小松 弘樹 先生

「高等学校における個々の能力・才能を伸ばす
特別支援教育事業に係る研究開発について」
テーマ 学校・家庭・地域が連携して取り組む特色ある高等学校教育
講話 「グローバル人材の育成」

青森県立五戸高等学校
渡邊 潔 先生
千葉商科大学教授 国際教養学部長

宮崎 緑 様

関

発表 「地域から望まれる高校の在り方について
－中学生・保護者・教員へのアンケート調査を通して－」
「外部との連携による学校教育力の向上について」

東

「学校が発信するSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
「学校評価に関する調査から
見えてきた連携充実へのヒント」
講話 「長野県教育の現状と課題」

信
越

藤生 卓也 先生
埼玉県立川越総合高等学校
服部 修 先生

サービス）の運用について」

北

群馬県立伊勢崎工業高等学校

東京都立南葛飾高等学校
外川 裕一 先生
栃木県足利工業高等学校
大崎 逸夫 先生
長野県教育委員会高校教育課長

今井 義明 様
「真田家の人材育成」

松代文化施設等管理事務所 学芸員

降幡 浩樹 様
発表 「飯田OIDE長姫高等学校の取組」

長野県飯田OIDE長姫高等学校

松村 真一 先生
「世界・日本・地域と私たちをつなぐ」
～スーパーグローバルハイスクール２年目を走りながら考える～

長野県長野高等学校
小川 幸司 先生

発表 「教頭業務の現状と多忙化改善のための取組」

愛知県立岡崎北高等学校
阿部 卓巳 先生

「スーパーグローバルハイスクールの取り組み」

東

村橋 裕之 先生
「県立学校における生徒の学力
向上・定着のための取組」

海

岐阜県立大垣北高等学校
三重県立名張西高等学校
堀 昌弘 先生

「ピア・サポート～浜松江之島高校の活動を通して～」

静岡県立浜松江之島高等学校

「名古屋市立高等学校における

名古屋市立名東高等学校

中村 尚介 先生
生徒の自主活動を支援する取り組み」
講話 「神道と日本人の心」

永井 年彦 先生
春日大社 宮司
花山院 弘匡 様

発表 紀北地方の防災教育について

和歌山県立笠田高等学校
岡 泰宏 先生

教志コースについて

近

～進路希望を実現させるために～
本校のキャリア教育・就労支援の取り組みについて

大阪府立高槻北高等学校
宮城 良明 先生
滋賀県立湖南農業高等学校
加藤 靖 先生

畿

ここからみらいへ ～清明高校を開校して～

京都府立清明高等学校
中江 祐 先生

学び、育て、支える兵庫の教育の在り方を求めて
～高校生へのアンケート調査から～
地域との連携を活性化するための方法

兵庫県立明石南高等学校
塚田 誠司 先生
奈良県立高等学校等教頭協議会
平成２６年度研修委員会
代表 奈良県立畝傍高等学校

中川 好成 先生
講話 「教育者、ラフカディオ・ハーン」

島根県立大学短期大学部教授
小泉 凡 様

発表 ビジネス教育とものづくり教育の融合への取組
～ミックスホームルーム制を中心に～
地域連携を通した高校魅力化について

中

山口県立徳山商工高等学校
久保田 力哉 先生
島根県立津和野高等学校
宮島 忠史 先生

米子工業高等学校における学科改編の取組について

鳥取県立米子工業高等学校

高い志を抱かせる指導について

岡山県立西大寺高等学校

深田 直 先生

国

秋葉 直之 先生
高校で取組む情報モラル教育

島根県立出雲商業高等学校
日向 伸之 先生

生徒指導体制の構築に向けた
教頭のリーダーシップについて

広島県立大崎海星高等学校
平原 範昌 先生

テーマ 「地域に根ざし未来を創造できるたくましい人づくり」
～確かな学力と豊かな人間性を育てる高校教育の実現～
講話 「私のライフワークとしてきたこと」
～高知の顔づくり人づくり
発表 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

株式会社丸三会長
岡内 啓明 様
愛媛県立宇和島南中等教育学校

中岡 生文 先生

～本校教育の現状と課題～
地域に根ざした学校行事の取り組みについて
～地域社会の有為の人材として、

四

池田 正樹 先生

善良で良識ある市民を育成するために～
那賀高校を核とした地域活性化をめざして
～地方創生を担う人材づくり～

国

香川県立津田高等学校

学校経営の改善
～中途退学者防止に向けた取り組み～
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

徳島県立那賀高等学校
湊 雅邦 先生
高知県立高知東工業高等学校
北村 晋助 先生
愛媛県立新居浜工業高等学校
武田 正彦 先生

～本校教育の現状と課題～
本校の道徳教育の取り組み
～生徒指導を中心として～
特色ある学校づくり
～「スーパーオンリーワンハイスクール推進事業」指定を受けて～

総合学科高校の充実に向けて

香川県立志度高等学校
鏡原 寿吉 先生
徳島県立名西高等学校
西木 正 先生
高知県立春野高等学校
弘瀬 拓生 先生

講話 「人を活かす経営～強い会社・良い会社～」

株式会社ふくや 代表取締役社長

川原 正孝 様
発表 「長崎県における校内研修について」

九

植松 信行 先生
「真の文武両道を目指して
～自主性と主体性を育成する波風を立てる取組～」

州

長崎県立諫早高等学校

「学校をつくる ～ある新設高校の取組～」

沖縄県立普天間高等学校
比嘉 良一 先生
大分県立新佐伯豊南高等学校
今西 恒夫 先生
金田 浩嗣 先生

「道徳教育の効果的な指導 ～いじめ撲滅に向けて～」

福岡県立折尾高等学校
谷川 陽一 先生

