令和３年度地区研究協議会発表一覧
令和３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
（6 月 22 日 北海道各所属校）リモート開催
全体会
「『怒濤の令和４年度』に向けた学校運営」
中西正志 北海道北見北斗高等学校
分科会
第１分科会（学校の管理運営に関する諸課題）
「伝統校の『らしさ』を緩やかに生かした学校
改革を目指して」
沖野高志 北海道小樽桜陽高等学校
第 2 分科会（教育課程・学習指導に関する諸
問題）
「目指せ！『わっかない人(びと)』～『稚内学』
と『総合的な探究の時間』の学びを通じた地域
貢献～」
加藤誠 北海道稚内高等学校
第３分科会（生徒指導、進路指導、特別活動に
関する諸課題）
「地域連携による持続可能なふるさと知床羅臼
における人材育成～さまざまな地域資源を活用
した郷土愛の醸成～」
嶽山敏嗣 北海道羅臼高等学校
「特別な配慮を必要とする障がい等のある生徒
への取り組み」
古瀬径二 北海道旭川北高等学校
令和３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 12 日 北海道各所属校）リモート開催
講演
「お客さま密着！で地域に貢献する十勝バスの
取組」
野村文吾 十勝バス株式会社代表取締役社長
研究協議
「答えは相手の中にある～相手の自主性を促す
コミュニケーション～」
堺千津子 マナー&カウンセリング
レヴェランス代表
令和３年度東北六県高等学校教頭・副校長会研究協議
大会
（10 月 21 日～ 22 日 岩手県盛岡市）中止
研究発表
Ⅰ管理運営
「地域等との連携による運営を目指す学校づく
り」

熊谷健 青森県立八戸聾学校教頭
「働き方改革の取り組み～授業日における「朝
・夕型（フレックス）勤務」の導入とその実際
～」
髙橋秀典 宮城県柴田高等学校教頭
Ⅱ高校教育
「岩手県におけるＩＣＴの活用状況とそこから見
える課題」
岩手県高等学校副校長協議会北上支会
「スーパーサイエンスハイスクール事業三期目
における探究活動の取組について」
田中成和 福島県立会津学鳳高等学校教頭
Ⅲ生徒指導
「秋田県の高等学校における障害のある生徒への
『合理的配慮』とその基礎となる環境整備につい
て」
秋田県立秋田中央高等学校 副校長 熊
谷 禎子
スマートフォン等の学習ツールとしての活用に
おける諸課題について
五十嵐真徳 山形県立遊佐高等学校教頭
令和３年度関東地区高等学校教頭・副校長会研究協議
会
（11 月 19 日 群馬県高崎市）中止
テーマ 「グローバル社会を生き抜くための探究
する能力の育成～地域の伝統文化に学ぶ～」
講演 松浦利隆 群馬県立女子大学教授（中止）
研究協議
「地域との様々な関わりから生き方を学ぶ」
茂出木健 栃木県立今市工業高等学校教頭
「環境教育による探究活動と課題発見・解決能力
の育成」
篠澤敦雄 群馬県立尾瀬高等学校教頭
「学校組織における再任用教員の活用」
廣野康徳 埼玉県立新座市総合技術高等学校教
頭
「臨時休業に係る『教員の在宅勤務』についての
課題と改善について」
玉井篤 東京都公立高等学校則校長協会全日制
部会研究部事務局次長
令和３年度東京都立高等学校副校長研究協議会
（12 月 7 日 東京都文京区）
分科会
第1分科会 「都立高等学校における通級による
指導について」
第2分科会 「進路指導におけるＩＣＴ機器・オ
ンラインの活用について」
全体会

講話「都立高校および副校長に期待すること」
増田正弘 教育庁教育監
令和３年度北信越地区高等学校教頭・副校長会連絡協
議会
（11 月 11 日～ 12 日 富山県富山市）中止
研究発表
「教職員の働き方に関する意識改革に向けて」
中町保 富山県立砺波高等学校教頭
「生徒につけさせたい力～ＳＳＨの取組を通し
て～」
宮本啓尚
情報交換

富山県立中部高等学校教頭
各県での取組について

令和３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 15 日 三重県津市）中止
研究協議
「ものづくりを柱とした協働的な学びの実現に
向けて～社会とつながり、他者と協働していく
ために～」
青山和忠 愛知県立瀬戸工科高等学校教頭
河村和繁 前教頭
日榮正二 愛知県立春日井工科高等学校教頭
小川義雄 前教頭
「名古屋市におけるグローバル人材育成の現状
と課題～グローバル・エデュケーション・セン
ターの取組から～」
末﨑俊之 名古屋市立名東高等学校教頭
「校則の実態と今後の展望～教員及び生徒の意
識調査より～」
静岡県掛川地区高等学校等副校長教頭会
「『新しい総合学科』の在り方を求めて～総合
学科の新しい可能性を探究する～」
野口雅子 岐阜県立岐阜城北高等学校教頭
「学校における制服のあり方について」
三重県立学校教頭会生徒指導研究委員会
令和３年度全国高等学校教頭・副校長会近畿地区連絡
協議会「兵庫大会」
（11 月 12 日 奈良県奈良市）中止
研究発表
「『東大津高等学校授業アンケート』の取組に
ついて」
鴫原良裕 滋賀県立東大津高等学校教頭
「ＳＳＨを中心とした特色ある学校づくりにつ
いて」
川津英昭 京都府立洛北高等学校副校長
「さまざまな支援を必要とする生徒へのアプロ

ーチ」
上間紫織 大阪府立阿武野高等学校教頭
「働きがいのある学校づくりについての取組
～『未来への道を切り拓く力』の育成を実現す
るためのワーク・ライフ・バランスの推進～」
白井征彰 兵庫県立川西明峰高等学校教頭
「新型コロナウイルス感染症対策に関する取組
について」
森田徹 奈良県立西和養護（郡山北小）学校
教頭
「コロナ禍における学校行事の取り組みについ
て～新入生歓迎会を通して～」
宇野健二 和歌山県立桐蔭高等学校教頭
令和３年度第 31 回中国五県高等学校教頭・副校長会
研究協議会
（10 月 21 日～ 22 日 鳥取県米子市）中止
特別寄稿
「米子発 氷温技術の開発から学んだこと」
山根昭彦 公益社団法人氷温協会理事長
第１分科会
「鳥取県立高等学校及び鳥取県立米子西高等学
校における部活動管理に関する諸課題における
取組みについて」
鳥羽道仁 鳥取県立米子西高等学校
「学校における働き方改革の推進～限られた時
間での教育活動の充実に向けて～」
前田秀幸 広島県立尾道北高等学校
「学校をつなぐ 地域とつなぐ～四校連携の取
組から～」
森田保志 岡山県立津山高等学校
「高校魅力化コンソーシアム（ＧＯ▶ＧＯＴＳ
Ｕコンソーシアム）の取り組み状況と本校の課
題」
楫野哲央 島根県立江津工業高等学校
第２分科会
「主体的・探究的な学び×地域協働～島根県の
推進状況について～」
吉岡淳 島根県立松江南高等学校
「４科連携ものづくりによる地域貢献」
和田英利 山口県立岩国工業高等学校
「学校全体で組織的に進めるカリキュラム・マ
ネジメント～推進に当たって教頭の果たす役割
～」
奥田浩明 広島県立音戸高等学校
「新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時
休業下における学習指導の工夫と課題」
長谷川陽子 岡山県立興陽高等学校
第３分科会
「開発的生徒指導の試み～地域連携教育を通し

て～」
柳宣之 山口県立田部高等学校
「生徒指導の取組の変遷と課題」
村上千惠美 鳥取県立岩美高等学校
「地域との連携による教育の質を確保した魅力
づくりの研究～コーディネーターを活用した地
域との連携促進～」
金山満彦 岡山県立高梁城南高等学校
「生徒指導規程の見直し～豊かな心の育成をめ
ざして～」
大町司 広島県立神辺高等学校
令和３年度第 35 回四国高等学校教頭・副校長会研究
協議会
（10 月 21 日～ 22 日 香川県高松市）中止
研究発表及び研究協議
「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～」
渡部勇樹 愛媛県立松山北高等学校中島分校
「地域と連携したプロフェッショナル人材育成
の取組～地学地就を目指して（機械造船科での
取組）～」
清水浩 愛媛県立今治工業高等学校
「
『総合的な探究の時間』の現状と課題」
國廣武志 高知県立佐川高等学校
「農業教育における生徒の主体的で深い学びの実
践～幡多農業高等学校における GAP 認証取得
に向けた取り組み～」
川村重喜 高知県立幡多農業高等学校
「地域から信頼される学校づくりに向けて～本
校の現状と課題～」
瀧川卓 徳島県立阿波高等学校
「国内外で活躍できる『グローカル人財』の育
成～海外研修や探究活動を通して～」
安藝恭子 徳島県立城東高等学校
「坂出工業高校における地域貢献～学校と地域の
結びつきを通して、生徒の自己肯定感を高める
取り組みについて～」
多田俊昭 香川県立坂出工業高等学校
「本校における課題探究学習実践のこれまでとこ
れから～探究に必要な資質・能力を育む授業デ
ザイン～」
圖子謙治 香川県立丸亀高等学校

