２７年度各都道府県市研究論文等掲載一覧

北海道『平成 27 年度 会誌』
、平成 28 年 2 月
全体会Ⅰ
・第１分科会
「根室高校の防災教育 『危機管理意識高揚のために ～みんなでぼうさい～』
」
・第２分科会
「地域・産業界等で必要とされる人材の育成～小樽水産高校における教育実践～」
・第３分科会
「
『本校における特別支援体制』について」
「本校定時制課程における取組」
秋田県『会報 第 38 号』
、平成 28 年 3 月
・管理運営
「副校長・教頭の勤務実態の多忙感・ストレスの要因分析」
・生徒指導
「道路交通法の改正に伴う自転車の安全指導の進め方について」
・教育課程
「教育課程実施上特別な配慮を必要とする生徒への対応について」
山形県『会報』第 51 号、平成 28 年 1 月
・管理運営部会
「高校における各種研修の実態と課題について」
・高校教育
「高校教育の質の確保・向上について～各高校の取組み状況～」
・生徒指導
「高等学校における特別支援教育の充実について
－特別支援学校との連携の在り方を切り口にして－」
福島県『総会並びに研究協議会 記録』
・第一分科会
「在校時間調査における教員の超過勤務の現状と課題について」
・第二分科会
「新学習指導要領の実施に伴う学校づくりに関する各校の取組みについて」
・第三分科会
「自己指導力を育む～生徒指導の事例より～」
・第四分科会
「
『学び』へとつなげるための連携と支援のあり方」

茨城県『会報 第 43 号』
、平成 28 年 3 月
・制度・組織委員会
「学校設定科目及び学校設定教科の設置状況からみた特色ある教育活動について」
・財務・厚生委員会
「教育相談における現状と課題について」
・管理・運営委員会
「平成 26 年度及び 27 年度（前半）の主要通知・通達文のまとめ（DVD 化）
」
・進路・学習指導委員会
「言語活動の充実について～アクティブ・ラーニングの推進に向けて～」
・生徒指導・特別活動委員会
「学校の広報活動におけるメディアとの有効な関わり方」
栃木県『平成 27 年度 創立 60 周年記念誌 研究紀要 第 35 号』
、平成 28 年 3 月
・管理運営部門
『特色ある学校づくりに向けて学校組織を活性化させる校務運営について』
①社会で生き抜く力の育成を目指して
②学校規模に合わせた校務分掌のスリム化（試案）
③定時制における地域の包括的支援につなげる地域連携
④「馬高将来構想検討委員会」と若いパワーを起爆剤として
⑤「総合学科推進部」の活用を例に
・高校教育部門
『高等学校におけるキャリア教育の推進』
①総合的な学習の時間及び特別活動等の活動を通して育成される能力と
スクールアイデンティティ（SI）の確立
②本校の現状と課題の改善に向けて
③専門学科基礎科目の研究を通して
④高い志を抱き、次代を力強く担うリーダーの育成を目指して
⑤本校におけるキャリア教育の実践
・生徒指導部門
『豊かな心を育む生徒指導の取組』
①地域連携事業を通した豊かな心の育成
②鹿商工高生、自尊と愛校心高揚教育をめざして
③体験活動を効果的なものとするために
④基本的生活習慣の確立を目指した少人数指導の実践
⑤豊かな心を育む生徒指導の取組
・特別支援教育研究部門
「特別支援学校における人材育成に関する一考察」
群馬県『群嶺 第 30 号』
、平成 28 年 3 月
「教頭の職務と管理運営上の諸問題」
「学習指導や生徒指導に関する諸問題」

埼玉県『会報 第 40 号』
、平成 28 年 1 月
・高校教育部会
「今高等学校に求められている特別支援教育の現状と課題
～インクルーシブ教育の構築に向けて～」
・特別支援教育部会
「自閉症の指導・支援を一層充実させるために」
富山県『平成 27 年度 課題研究』
、平成 27 年 11 月
「人材育成と組織の活性化について」
愛知県『平成 27 年度 研究の記録』
、平成 28 年 3 月
・研究部会
「教頭の職務について－新任教頭研修会の運営と『教頭の手引き』の修正と追加－」
・第 2 専門委員会
「
『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－」
・定時制・通信制研究部会
「定時制通信制高校の教育相談活動に関するアンケートの分析と 6 校の取組
－定時制通信制高校の生徒一人一人を支える教育を目指して－」
三重県『研究集録 第 21 号』
、平成 28 年 1 月
・管理運営研究委員会
「学校関係者評価の取組及び主幹教諭の状況について～各学校への調査結果より～」
・学校教育研究委員会
「生徒の主体的な学びをとおした学力定着・向上のための取組」
・生徒指導研究委員会
「生徒の登下校の指導と安全管理」
・学校経営品質研究委員会
「新たな『学校マネジメントシステム』について～さらなる高みを目指して～」
・校務運営ハンドブック作業部会
「校務運営ハンドブック作業部会の取り組み」
京都府『平成 27 年度 研究協議録』
、平成 28 年 3 月
・管理運営部会
「事務部との連携の在り方～学校運営費の効率的な運用について～」
・学習指導部会
「質の高い学力の育成～主体的・協働的な学びの追求～」
・生徒指導部会
「社会の変化・多様化に対応した生徒指導の在り方」
・進路指導部会
「キャリア教育と高大接続システム改革についての一考察
～キャリア教育のさらなる推進を目指して～」
・人権教育部会
「あらゆる教育活動を通した人権教育の進め方について
～人材育成の観点から次代につなげる人権教育の具体的方策の徹底～」

・特別支援教育部会
「地域に踏み出す特別支援学校を推進するための副校長の役割
～京都府の特別支援教育の課題や方向性を見通した、特別支援学校の取組の推進～」
・定時制・通信制教育部会
「社会の変化に対応した定時制・通信制教育の在り方について
～現状と課題解決に向けた各校の取組について～
奈良県『平成 27 年度 奈良県高等学校等教頭協議会研修報告書』
、平成 28 年 1 月
「学校の組織力の向上」
岡山県『部会報 第 52 号』
、平成 28 年 2 月
「社会貢献活動の取り組みに関する調査研究 Ⅱ」
広島県『平成 27 年度 研究集録』
、平成 28 年 1 月
・管理運営部門
「教頭の役割としての人材育成における現状と課題
～主任層による継承と継続を高めるための人材育成の取組み～」
「次世代の人材育成～主任の育成を通して～」
・高校教育部門
「三次地区支部の人材育成の成果と課題～三次地区での授業づくりを通して～」
「到達目標を明確にした授業づくり～組織的な授業改善の取り組みにおける教頭の役割～」
・生徒指導部門
「主体的に学び続ける生徒を育成する生徒指導の在り方について
～（ICE 理論を援用した特別な指導に視点を当てて）～」
「特別支援教育の手立てを取り入れた生徒指導の方法」
山口県『会誌第 32 号』
、平成 28 年 1 月
・学校運営
「ビジネス教育とものづくり教育の融合への取組～ミックスホームルーム制を中心に～」
・学習指導
「学習意欲や学習習慣の確立への取組」
・生徒指導
「連携・調整・協働による生徒指導の取組
～3 校の再編統合及び実習船の 3 県共同運航における諸課題～」
高知県『研究集録 第 18 号』
、平成 28 年 2 月
・高校教育
「sakura プロジェクトの取り組みについて」
「総合学科高校の充実に向けて」
・管理運営
「総合学科開設 12 年目を迎えて～現状と課題～」
「学校経営の改善～中途退学者防止に向けた取組～」
・定時制・通信制教育
「宿毛高校定時制の取り組み」

「本校の現状と生徒指導について」
・特別支援教育
「第 45 回全国聾学校教頭会総会・研究協議会（北海道大会）について」
福岡県『研究紀要 第 19 号』
、平成 27 年 12 月
・北九州地区
「道徳教育の効果的な指導～いじめ撲滅に向けて～」
・福岡地区
「教科指導の在り方における中高連携の取組」
・筑後地区
「特色ある学校づくりに向けた学校マネジメントについて」
・筑豊地区
「高等学校における地域連携の取組」
・特別支援学校
「特別支援学校における効果的な組織運営について～人材の活用・育成の観点から～」

