平成 29 年度地区研究協議会発表一覧
平成 29 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 17 日～18 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「やりがい・働きがいを持つには」
川口淳 北海道高等学校長協会会長
全体会Ⅱ
「教頭・副校長の立ち位置～学校経営者の一員
として～」
鈴木浩 北海道札幌月寒高等学校
分科会
第 1 分科会（学校の管理運営に関する諸問題）
「カリキュラム・マネジメント～研究開発学校
の指定を受けた連携型中高一貫教育校の取組～」
山内章裕 北海道鹿追高等学校
第 2 分科会（教育課程・学習指導に関する諸問
題）
「札幌旭丘高校の『進学重視型単位制』につい
て、現状からの検証」
川瀬雅之 北海道札幌旭丘高等学校
第 3 分科会（生徒指導、進路指導、特別活動に
関する諸問題）
「コミュニケーション能力を伸ばす取組～支援
が必要な生徒への対応～」
浅井邦昭 北海道上磯高等学校
「大通高校の支援事業を通して今後の定時制課
程高校の課題を考察する」
熊谷修司 市立札幌大通高等学校
平成 29 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 17 日 北海道札幌市）
講演「チーム運営と管理方法」
田北百樹子 田北社会保険労務士事務所所長
研究協議
「学校運営における『リスク・マネジメン
ト』
」
ファシリテーター
平岡祥孝 札幌大谷大学社会学部教授
平成 29 年度第 33 回東北六県高等学校教頭・副
校長会研究協議大会
（10 月 19 日~20 日 山形県山形市）
記念講演「山形から日本の科学教育を変える」
慶應義塾大学先端生命科学研究所所長 冨田勝
研究協議Ⅰ（管理運営）

「
『校務運営 Q&A』について」
加藤徳善 宮城県仙台南高等学校
誌上発表「教職員の多忙化解消に向けた取組に
ついて」
工藤勇利人 青森県立青森東高等学校平内校舎
研究協議Ⅱ（高校教育）
「特色ある教育課程づくり～小名浜高校の魅力
ある学校づくり～」
佐竹建城 福島県立小名浜高等学校
誌上発表「幼少期から高校卒業後までの一貫し
た指導を行う特別支援教育を目指して～各校の
現状から分析する今後のあり方について～」
青木裕信 岩手県立大野高等学校
研究協議Ⅲ（生徒指導）
「
『地域とつながる人』
を育てるための取組～キ
ャリア教育と生徒指導の観点から～」
我妻茂美 山形県立南陽高等学校
誌上発表「道路交通法の改定に伴う自転車の交
通安全指導の進め方について」
今川拡 秋田県立小坂高等学校

平成 29 年度関東地区高等学校教頭・副校長会
研究協議会
（11 月 17 日 神奈川県横浜市）
テーマ 「自立して生きる力、他者と協働しな
がら創造的に生きる力の育成」
講演 「未来の君に会いに行く～人工知能型教
材の開発と実践の場から～」
神野元基 株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ ＣＥＯ
研究協議
「確かな学力の育成を目指す高等学校における
アクティブ・ラーニングの取組」
田部井洋 埼玉県立所沢高等学校
「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」
松木富美代 東京都立富士森高等学校
「アクティブ・ラーニングへの取組状況とその
課題について」
渡辺徹 栃木県立馬頭高等学校
「深い学びを実現するためのアクティブ・ラー
ニングの視点を持った授業～特色を生かした各
校の取組状況～」
野村功 群馬県立高崎女子高等学校

平成29年度東京都立高等学校副校長研究協議会
（10 月 17 日 東京都文京区）
分科会
第 1 分科会（管理運営研究）

「学校マネジメントの強化につなげる副校長業
務の見直しと業務の明確化」
山室俊浩 東京都立山崎高等学校
「組織の運営と副校長の役割」
倉本晃 東京都立農産高等学校
第 2 分科会（高校教育研究）
「日本の伝統・文化に関する教育の推進に向け
て」
金澤剛志 東京都立紅葉川高等学校
「
「高大接続改革」と「次期学習指導要領」への
対応における副校長の役割と課題について」
沖山栄一 東京都立小金井北高等学校
第 3 分科会（生徒指導研究）
「部活動指導に関する現状と課題について」
森田常次 東京都立三鷹中等教育学校
「食物アレルギーを持つ生徒への組織的な対応
を考える」
松尾成美 東京都立板橋有徳高等学校
小山克之 東京都立飛鳥高等学校
第 4 分科会（定時制・通信制教育）
「グループエンカウンターの取組とその成果に
ついて」
大野哲也 東京都立小山台高等学校
全体会
講話「次期学習指導要領とカリキュラムマネジ
メント」
長尾篤志 文部科学省初等中等教育局視学官

平成 29 年度北信越地区高等学校教頭・副校長
会連絡協議会
（11 月 16 日～17 日 福井県福井市）
講話「福井県の教育について」
片柳成彬 福井県教育庁教育政策課課長
講演「福井から世界へ そして 世界から福井
へ」
宮地正雄 （株）シャルマン代表取締役社長
研究協議Ⅰ
「21 世紀型能力の育成を目指して～自己管理
手帳の活用とふるさと創生教育を通して～」
坪川敏幸 福井県立丸岡高等学校
研究協議Ⅱ
「総合産業高校の特長を生かした特色ある取り
組みと課題について」
髙橋秀幸 福井県立坂井高等学校

平成 29 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 16 日 三重県津市）

研究協議
「生徒の進路実現に向けたキャリア教育の充実
に関する研究」
加藤勝義 愛知県立豊橋工業高等学校
古川藤記 愛知県立豊丘高等学校
「効果的な校内組織の研究～クラス減による小
規模化への対応～」
伊佐治正浩 岐阜県立多治見北高等学校
「一斉メール配信のアンケート機能を応用した
安否確認システムの構築」
岩﨑典子 静岡県立浜松湖南高等学校
「魅力ある市立高等学校づくり推進基本計画へ
の対応～SSH・SPH 事業を活用した特色ある
学校づくり」
天神浩詞 名古屋市立山田高等学校
「授業力向上への管理面からの取組」
落葉恵子 三重県立名張桔梗丘高等学校
平成 29 年度全国高等学校教頭・副校長会近畿
地区連絡協議会大阪大会
（10 月 27 日 大阪府大阪市）
講演「違いがあるから面白い」
講談師 四代目玉田玉秀斎
研究協議
「学校改編に伴う生徒指導の取り組み～信頼回
復への取り組みと新たな学校へ～」
長谷川哲朗 滋賀県立能登川高等学校
「就いた仕事を天職に～京都府立洛水高等学校の
キャリア教育～」
髙橋文正 京都府立洛水高等学校
「但馬地区県立高等学校における特別支援教育
実践事例集作成の試み～若手、中堅職員の資質
向上を支えるために～」
児島克己 兵庫県立村岡高等学校
「人材育成による学校の活性化について」
村田隆則 奈良県立生駒高等学校
「スーパーグローバルハイスクール（SGH）
アソシエイト校としての取り組み」
坂本真理 和歌山県立田辺高等学校
紙上発表
「生徒は JumpUP! 教員は PowerUP!」
橋爪豊子 大阪府立野崎高等学校

平成 29 年度第 32 回四国高等学校教頭・副校
長会研究協議会
（10 月 19 日～20 日 香川県高松市）
主題 「夢を語り、力強くチャレンジする人づ
くり～豊かな人間性と創造力を育成する教育の
実践～」

講演 「高等学校における発達障害のある生徒
への支援」
坂井聡 香川大学教育学部教授
研究発表及び研究協議
「地域で学び、地域で育ち、自ら進んで活動す
る生徒の育成～教育困難校からの再生 15 年
間の変容・成長の軌跡～」
岡本義治 香川県立琴平高等学校
「高校の魅力化と地域の連携を図る教育の推進
～伯方高校の現状と課題～」
米澤俊二 愛媛県立伯方高等学校
「防災教育への取組と課題について」
前田康彦 高知県立室戸高等学校
「
『農業科』
『商業科』併設校における取組～６
次産業化に向けて～」
青木秀雄 徳島県立吉野川高等学校
「時代の潮流を見据えた学びを推進する」
小原史明 徳島県立城西高等学校
「地域に信頼される学校を目指して」
小島圭介 高知県立岡豊高等学校
「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
校の現状と課題～」
星川志朗 愛媛県立松山東高等学校
「飯高プロジェクトの取組～ひとりひとりが輝
くために～」
溝口秀隆 香川県立飯山高等学校

平成 29 年度第 35 回九州各県高等学校教頭・副
校長研修会長崎大会
（10 月 5 日～6 日 長崎県長崎市）
講演「Creative & Never Give Up」
前田拓 前田園 USA 社長
研究・実践発表及び質疑応答
「高等学校における特別な支援を要する生徒の
実態及び課題に関する調査～沖縄県高等学校教
頭・副校長会アンケート結果より～」
露木一英 沖縄県立小禄高等学校
「大分県高等学校におけるグローバル人材の育
成の取組」
渡辺智久 大分県立大分西高等学校
「アクティブ・ラーニング推進に係るマネジメ
ントについて～福岡県公立高等学校副校長・教
頭協会北九州地区アンケート調査結果から～」
秋山和徳 福岡県立小倉南高等学校
「副校長・教頭の業務多忙化解消に向けて～副
校長・教頭を楽しまずんばこれいかむ～」
木原修一 長崎県立佐世保南高等学校
研究協議（ワークショップ）

「ＡＬＰ（アクティブ・ラーニング・パター
ン）研修会～アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れた授業改善を組織的・体系的に実現す
るために～」
北村宏 (株)ベネッセコーポレーション

