平成２８年度 各地区研究協議会 講話・発表等一覧
講話 「教頭・副校長に望むこと」

北海道教育庁教育指導監
菅原 行彦 様

「本堂高校教育の動向について」

北海道高等学校長協会会長

大鐘 秀峰 様
発表 「スーパーサイエンスハイスクール研究指定を契機とした

北

学校改革の取り組み」
「『生徒の自主性と自信を育む教育の推進』

海

～大学科併置校のキャリア教育～」
「我が国の農業科学技術系人材を育成する農業科学

道

プログラムの研究開発～ＳＳＨ事業の実践と課題～」
「効果的な進路指導を目指して
～学校全体で取り組む進路指導～」
「『21世紀型能力』を意識したカリキュラムマネジメント
～生徒の個性を伸ばし、正解のない社会に自律的に生きる
人材の育成を目指して～」
講演 「女性が輝く職場の条件とは」

北海道滝川高等学校
三條 克彦 先生
北海道紋別高等学校
矢部 幸樹 先生
北海道岩見沢農業高等学校
清澤 城次 先生
北海道登別青嶺高等学校
辻 伸也 先生
北海道幌加内高等学校

保格 秀規 先生
日経BPヒット総合研究所所長
執行役員 麓 幸子 様

発表 「副校長・教頭の勤務実態と多忙感・ストレスの
要因変化について」
「青森県立十和田西高等学校の学びと課題

東

―受け継ぐ伝統、築く未来―」
「情報モラル違反・ネットトラブル等の事例と
事案発覚・発見の経緯、並びに指導内容」

北

「教職員人事評価について」

秋田県立湯沢翔北高等学校
佐藤 和実 先生
青森県立十和田西高等学校
梅村 淳 先生
岩手県立紫波総合高等学校
工藤 清見 先生
山形県立酒田光陵高等学校
庄司 豊 先生

「『チーム黎明』としての特色ある取組」

宮城県古川黎明高等学校
遊佐 忠幸 先生

「平商業の生徒指導実践例と教頭の関わり方について」

福島県立平商業高等学校
佐藤 知永 先生

テーマ 生きる力と絆を深める教育の推進
講話 「Ｓｕｉｃａペンギン空を飛ぶ」
～新しい社会インフラ創造への挑戦～

関

発表 「生きる力と絆を深める教育の推進」

椎橋 章夫 様
山梨県立農林高等学校
宮川 尚巳 先生

「言語活動の充実について」

東

ＪＲ東日本メカトロニクス株式会社 社長

～アクティブラーニングの推進に向けて～

茨城県立大子清流高等学校
浅野 雅裕 先生

「地域連携と原動機付自転車通学の安全に向けた対策」

千葉県立東総工業高等学校

「グローバル教育における生きる力と絆を深める教育の推進」

神奈川県立横須賀明光高等学校

横田 正廣 先生
岡花 弘幸 先生

講話 「教育・入試改革の情報整理と今後の方向性について」

株式会社ベネッセコーポレーション
英語・グローバル事業開発部長

藤井 雅徳 先生
発表 「障害者差別解消法の施行に向けた各学校の取組について」

東京都立八王子東高等学校
山本 勇 先生

「『人間と社会』における体験活動の実施について」

東

東京都立蔵前工業高等学校
近藤 安彦 先生

「新教科『人間と社会』について」

東京都立江戸川高等学校
穂積 振司 先生

京

「主権者教育に関する各校の取組についての研究」

東京都立東村山高等学校
関山 勝之 先生

「都立学校における授業外の学習時間の確保
あるいは増加のための取組」

東京都立雪谷高等学校
松井 章朗 先生

「SNS利用に対する各校の取組について」

東京都立農芸高等学校

「ユースソーシャルワーカーとの連携について」

東京都立工芸高等学校

平栁 伸幸 先生
佐藤 俊彦 先生
講話 「富山県高等学校教育の現状と課題」

富山県教育委員会教育参事 県立学校課長

荒木 義雄 様

北

講演 「身近な昆布で再発見」

信

発表 「自ら学ぶ力を育成するために

株式会社四十物昆布 代表取締役社長

四十物 直之 様
～富山県における実践と成果～」

越

富山県立八尾高等学校 村上竜哉 先生
富山県立呉羽高等学校 横川元俊 先生
富山県立雄峰高等学校 杉原 栄 先生

「SGHおよび探求科学科の取り組み」

富山県立高岡高等学校
大浦 栄治 先生

発表 「教頭の職務をいかに遂行するか」
～研究部会の取り組み～

愛知県立吉良高等学校 小山信幸 先生
愛知県立知立東高等学校 伊豫田祥子 先生
愛知県立安城南高等学校 手嶋修一 先生

東

愛知県立西尾東高等学校 川澄 誠 先生

「職員室・研究室の使用状況と学校経営への影響」

静岡県立土肥高等学校
齊藤 篤 先生

海

「生徒の登下校の指導と安全管理」

三重県立特別支援学校玉城わかば学園

江崎 徹 先生
「一人一人の生徒と向き合う教育を目指して」

岐阜県立不破高等学校
棚橋 毅 先生

講演 「発生工学と生殖医療の歴史」

近畿大学副学長
細井 美彦 様

発表 「エンパワメントスクールの取り組み」

大阪府立成城高等学校
吉田 徹夫 先生

「本校の『学力向上・評価研究』の取組について」

近

～アクティブラーニングに向けての授業改革～
「地域と企業を結ぶ『ものづくり人材』の育成」
～京都府立南丹高等学校 総合学科テクニカル工学系列～

畿

「高校におけるインクルーシブ教育システム構築に向けて」
～個別の支援・指導計画の作成のために～

滋賀県立甲西高等学校
片岡 幸一 先生
京都府立南丹高等学校
大島 浩樹 先生
兵庫県立上郡高等学校
八十川 洋一 先生

「『学校の組織力の向上』に関するアンケートからみえてきたもの

奈良県立西の京高等学校

「伝統校の再生に教諭、教頭として関わって」

藤岡 宏朗 先生
和歌山県立耐久高等学校

～いかにして失望のスパイラルから抜け出すか～
テーマ 「郷土を愛しグローバル社会を生き抜くたくましい人づくり」

戸川 しをり 先生

～豊かな心と確かな学力を育てる教育の推進～
講演 「“商”からはじまる農業振興・地域振興」

越智今治農業協同組合 直販開発部長

西坂 文秀 様
発表 多様な生徒を育む総合制高校を目指して

香川県立高松南高等学校
秋山 文孝 先生

「地域創生」人材育成プロジェクト―SPH研究指定校として―

徳島県立徳島商業高等学校
守田 裕史 先生

四

心を育む教育の取り組み―中山間地域からの挑戦―

高知県立檮原高等学校

高校の魅力化と地域の連携を図る教育の推進

愛媛県立松山南高等学校 砥部分校

山本 由美子 先生

国

―本校教育の現状と課題―
ある新設高校の40年

丸尾 秀樹 先生
香川県立高松西高等学校
柴田 節 先生

地域とともにある総合学科の取組

徳島県立新野高等学校
土井 正史 先生

併設型中高一貫教育校での教育実践
―本校の存在意義を高めるために―
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―

高知県立中村高等学校
田邊 法人 先生
愛媛県立宇和島東高等学校
重松 聖二 先生

講話 「不登校、ひきこもり、非行、ニート等アウトリーチ（訪問支援）
と重層的な支援ネットワークを活用した多面的アプローチ」
～「一人の子どもも見捨てない！」社会的孤立・排除を生まない～

九

支援体制の確立に向けて～
発表 「時代の変化に対応した農業高校の取組」
～農業経営者育成高等学校としての寮教育の在り方について～

「ARA・SHIの学校改革プロジェクト」

州

～子どもと向き合う時間の質と向上を図るために～
「再起動！串高 ～地元と共に未来をつくる～」

特定非営利活動法人NPO
スチューデント・サポート・フェイス
代表理事

谷口 仁史 様

宮崎県立高鍋農業高等学校
萩原 浩二 先生
熊本県立熊本支援学校
堀川 丞美 先生
鹿児島県立串木野高等学校
小牧 剛 先生

「佐賀県におけるICT利活用教育の実践について」

佐賀県立神埼高等学校
坂本 明弘 先生

