
令和元年度地区研究協議会発表一覧

令和元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 15日～ 16日 北海道札幌市）

全体会Ⅰ

講話１「教頭・副校長に望むこと」

相馬哲也 北海道教育庁教育指導監

講話２「教頭･副校長の皆さん期待すること」

宮下聡 北海道高等学校長協会会長

全体会Ⅱ

「地域で子どもを守り育てる学校づくり～

別海高等学校の取組～」

篠原圭 北海道別海高等学校

分科会

第 1分科会（学校の管理運営に関する諸問題）
「次の 10 年に向けた学校のグランドデザ
インの構築」

鎌田祐一 北海道登別明日中等教育学校

第 2 分科会（教育課程・学習指導に関する諸
問題）

「新学習指導要領本格実施に向けた取組に

ついて」

工藤昌彦 北海道興部高等学校

第 3 分科会（生徒指導、進路指導、特別活動
に関する諸問題）

「カリキュラム・マネジメントを生かした

生徒指導、進路指導の実践について」

佐藤公人 北海道岩見沢高等学校

「定時制高校における教育相談・特別支援

～函館工業高校定時制課程の取組～」

山口勉 北海道函館工業高等学校

令和元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 15日 北海道札幌市）

講演「北海道とともに、世界へ.」
野々村芳和 株式会社コンサドーレ

代表取締役社長

研究協議

「学習指導要領の理念実現に向けての授業

改善」

助言者

石垣則昭 北海道医療大学非常勤講師

令和元年度東北六県高等学校教頭・副校長会研

究協議大会

（10月 31日～ 11月 1日 青森県八戸市）

口頭発表

Ⅰ管理運営 「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

ート調査結果からよみとる考察～」

加藤直樹 岩手県立宮古高等学校

佐々木寬 岩手県立宮古水産高等学校

Ⅱ高校教育

「各校における授業改善の取組に係る調査に

ついて」

浅利宏 秋田県立大館鳳鳴高等学校

Ⅲ生徒指導

「自己指導能力の育成を目指す生従指導の取

組」

久保田千夏 青森県立弘前高等学校

誌上発表

Ⅰ管理運営

「多忙化解消に係る取組の現状と課題に関す

る考察」

和田直也 福島県立郡山東高等学校

Ⅱ高校教育

「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～」

齋藤潤弥 山形県立新庄南高等学校

Ⅲ生徒指導

「地域協働の取り組みを通した生従指導並び

に教員の資質向上」

佐藤智子 宮城県鹿島台商業高等学校

情報交換

Ⅰ「働き方改革の現状と課題について」

Ⅱ「統合型校務支援システムの導入につい

て」

講演 「深海生態系:共生とせまりつつあ
る間題」

藤倉克則 JAMSTEC地球環境部門海洋
生物環境影響研究センター長

令和元年度関東地区高等学校教頭・副校長会研

究協議会

（11月 15日 栃木県宇都宮市）

テーマ 「未来を切り拓き、学び続ける心豊

かな人材の育成」

講演 「千利休に学ぶ－おもてなしの本質」

石塚修 筑波大学教授

研究協議

「都立学校における環境保全に係る取組の推

進について」

檜山清幸 東京都立つばさ総合高等学校

「総合的な探究の時間を活かす校内組織の構

築～カリキュラム･マネジメントの実現に向

けて～」



小川浩昭 栃木県立宇都宮女子高等学校

「探究活動と外部機関との連携について」

松村敏明 群馬県立前橋東高等学校

「埼玉県の高等学校における通級による指導

の実施について」

佐賀博 埼玉県立春日部女子高等学校

令和元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）

「働き方改革、在校時間縮減に向けた取

組の検証」

山田智美 東京都立王子総合高等学校

「副校長のライフワークバランスと心身

の健康」

赤池知足 東京都立町田高等学校

第2分科会（高校教育研究）

「新教育課程の取組状況から見る今後の

視点・動向」

太田和人 東京都立江北高等学校

「『総合的な探求の時間』の現状と課題」

藤本晋哉 東京都立江戸川高等学校

第3分科会（生徒指導研究）

「インターネット依存症に関する実態調

査について」

岡谷典幸 東京都立田無工業高等学校

「宿泊防災訓練の成果と課題」

山本一之介 東京都立三鷹中等教育学校

第4分科会（定時制・通信制教育）

「多様な生徒の学びに対応する学校の管

理運営」

秋谷悟 東京都立墨田工業高等学校

山田淳一 東京都立葛西南高等学校

全体会

講話「新時代に対応した高等学校改革に

ついて」

谷合俊一 内閣官房教育再生実行会議担

当室 参事官

令和元年度北信越地区高等学校教頭・副校長会

連絡協議会

（11月 14日～ 15日 新潟県長岡市）

講話「新潟県の教育」

藤井人志 新潟県教育庁高等学校教育課長

講演「2030年のワークス夕イル 生徒たち

が働く未来のニッボン」

石塚由紀夫 日本経済新聞経済解説部編集委員

研究協議Ⅰ

「働き方改革における勤務管理～モデル校と

しての実践と課題～」

山口 活水 新潟県立長岡農業高等学校

研究協議Ⅱ

「遠隔授業による教育システムの研究開発」

横尾則幸 新潟県立正徳館高等学校

情報交換 各県の状況について

令和元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 18日 静岡県浜松市）

研究協議

「新しい進学校を目指して～進学重視型単位

制高校に向けて～」

池田哲也 岐阜県立岐阜北高等学校

「三重県立学校における主権者教育の現状と

課題」

奥山敦弘 三重県立南伊勢高等学校度会校舎

「名古屋市におけるキャリア教育の現状と課

題」

佐藤恒徳 名古屋市立工業高等学校

「活力ある教頭職を目指して～意欲的に取り

組める教頭職にするための方策を求めて

～」

足立敏 愛知県立豊野高等学校

「高等学校における教育課題への取組」

矢島一 静岡県立静岡城北高等学校

令和元年度全国高等学校教頭・副校長会近畿地

区連絡協議会「京都大会」

（11月 8日 京都府京都市）

講演「組織を動かす人が絶対知らなければな

らない『考え方』」

永守重信 京都先端科学大学等を運営する学

校法人永守学園理事長

日本電産株式会社 代表取締役会長

（ＣＥＯ）

研究協議

「兵庫県がすべき防災教育とは～わたしたち

に何ができるのか～」

田中良季 兵庫県立伊川谷北高等学校

「学校における働き方改革について」

金子博和 奈良県立平城高等学校

「病弱特別支援学校の現状と課題」

阪本聡 和歌山県立みはま支援学校

「共生推進教室の取組み～ともに学び、とも

に育つ～」

谷廣進一 大阪府立千里青雲高等学校

「地域と共にある学校づくり～滋賀県立長浜

北高等学校コミュニティースクールの取り

組み～」



中澤成行 滋賀県立長浜北高等学校

誌上発表

「京都府立鳥羽高等学校 S G H最終年度
を迎えて」

橋長正樹 京都府立鳥羽高等学校

令和元年度第 34回四国高等学校教頭・副校長
会研究協議会

（10月 24日～ 25日 愛媛県松山市）

主題 「郷土を愛し地域の未来を切り拓くた

くましい人づくり～ 豊かな人間性と確かな

学力を育てる教育の実践 ～」

講演 「念ずれば花ひらく」の詩人坂村真民

の人生と詩の魅力について

西澤孝一 坂村真民記念館館長

研究発表及び研究協議

「三木高ルネサンス～学校改革の歩み～」

塩田浩之 香川県立三木高等学校

「これまでの伝統を基盤にした新たな教育

の創造～ SSH 事業の指定研究等を生かし
た魅力ある学校づくりの推進～」

横井祥人 徳島県立富岡西高等学校

「「探究する学校」への挑戦～ Yamada
High School moves forward to the next
stage.～」

市原庸寛 高知県立山田高等学校

「高校の魅力化と地域との連携を図る教育の

推進～本校教育の現状と課題～」

二神弘明 愛媛県立今治北高等学校

大三島分校

「全教科によるアクティブラーニングと理

科・総合学習での課題研究」

片山浩司 高松第一高等学校

「新たな専門高校として 徳島科学技術高

校 開校 10 年の歩み～ハイブリッド型教
育システムの導入と S S Hの取組」
鎌田敏文 徳島県立徳島科学技術高等学校

「人権教育を重点とした学校改善の取組」

公文秀次郎 高知県立高知東高等学校

「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～」

福岡恵里子 愛媛県立上浮穴高等学校

令和元年度第 37回九州各県高等学校教頭・副
校長研修会大分大会

（10月 10日～ 11日 大分県大分市）

講演「 「考え方」が人生を決める」

中野通孝 大分ヤナセ株式会社

代表取締役社長

研究・実践発表及び質疑応答

「『働き方改革』における副校長・教頭の

役割～教頭業務の整理と I C T活用(学校
日誌等の電算化)～」

庄山健一 福岡県立城南高等学校

「学校いじめ防止基本方針に基づく取組の

学校評価における評価項目の作成～国のい

じめ防止基本方針の改定をうけて～」

安里剛 沖縄県立美来工科高等学校

「長崎県公立高等学校における理数科の取

組と今後について」

古賀巌 長崎県立長崎北陽台高等学校

「コミュニティ・スクールを利用しての学

校創り」

塩月光久 大分県立玖珠美山高等学校

研究協議

「学校における働き方改革の取組と課題」

各県の取組報告

講義及び演習

演題「教頭の働きやすい学校は教職員にも

働きやすい学校」

講師 澤田真由美 先生の幸せ研究所代表


