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
～」
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
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
「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）
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

