
平成３０年５月１日

第65回 中国地区小学校長会教育研究大会島根大会
第60回 島根県小学校長会研究大会出雲大会
　　　　　大 会 会 長　金　山　美　幸
　　　　　　　　　　　（島根県小学校長会長）

中国地区各県小学校長会
　　　　　会　員　様

第65回 中国地区小学校長会教育研究大会島根大会
第60回 島根県小学校長会研究大会出雲大会

～　ご 　 案 　 内　～
　薫風の候　会員の皆様には，ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　さて，標記の大会を，下記のとおり実施することにいたしました。
　新たな時代の要請に応える教育の推進のため，全国連合小学校長会の大会主題を踏まえ，副主題を
「未来に向け　地域とともに　主体的・協働的に新たな価値を創造する子供を育てる学校経営の推
進」とし，新たな時代に向けた小学校教育のあり方を究明することにより，本大会の目的を達成した
いと思います。多数の会員の皆様のご参加をお願いします。

記

１ 主　　催　　　中国地区小学校長会　　島根県小学校長会

２ 主　　管　　　出雲市小学校長会

３ 後　　援　　　島根県　　出雲市　　島根県教育委員会　　出雲市教育委員会
島根県市町村教育委員会連合会　　島根県教育研究会　　
公益財団法人日本教育公務員弘済会島根支部　　全国連合小学校長会
一般財団法人島根県教職員互助会

４ 期　　日　　　平成３０年１１月９日（金）

５ 会　　場　　　【全体会】出雲市民会館　　大ホール
　　　　　島根県出雲市塩冶有原町2丁目15番地　　
　　　　　（Tel 0853-24-1212）
【分科会】出雲市民会館（４会場）
　　　　　ニューウェルシティ出雲（３会場）　　   
　　　　　ビッグハート出雲（２会場）
　　　　　パルメイト出雲（１会場）

６ 大会主題

　　　　　　　　新たな知を拓き　人間性豊かな社会を築く
　　　　　　　　　　　日本人の育成を目指す小学校教育の推進
　　　　～未来に向け　地域とともに　
　　　　　　　主体的・協働的に新たな価値を創造する子供を育てる学校経営の推進～
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７ 記念講演　　　講師　株式会社アカツキ代表取締役ＣＥＯ　塩　田　元　規　氏
演題　「経営を通じて学んだ，人生にとって大切なこと」

８ 参 加 費　　　６，０００円（弁当代を含む）

９ 日　　程

　※中国地区理事会・懇親会　１１月８日（木）１４：３０～　ニューウェルシティ出雲２Ｆ
　　分科会打合せ会　　　　　１１月９日（金）１３：０５～　分科会各会場

10  分科会会場・各県の参加割当　　☆印分科会提案県：開催県以外30%割当
　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎残席多く調整可能）

２

１１月　８日（木）

１１月　９日（金）

１４：３０～２０：００
　９：００～　９：５０
　９：５０～１０：３０
１０：４０～１１：００
１１：００～１２：２０
１２：２０～１３：３０
１３：３０～１６：３０

理事会・懇親会
受　付
開会式
全体会（趣旨説明，次期開催県挨拶）
記念講演
昼食・休憩・移動（分科会打合せ会）
分科会（各会場）

経営ビジョン
組織・運営
評価・改善
知性・創造性
豊かな人間性
健やかな体
研究・研修
リーダー育成
学校安全
危機対応
社会形成能力
自立と共生
連携・接続
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合計

<施設１>　出雲市民会館
<施設２>　ニューウェルシティ出雲
<施設３>　ビッグハート出雲
<施設４>　パルメイト出雲

11  大会主題・副主題及び趣旨

　　　大会主題　　「新たな知を拓き　人間性豊かな社会を築く
　　　　　　　　　　　　　　　　日本人の育成を目指す小学校教育の推進」
　　　副 主 題  　　 ～未来に向け　地域とともに
　　　　　　　　　　　 　　主体的・協働的に新たな価値を創造する子供を育てる学校経営の推進～

【 趣　旨 】
　全国連合小学校長会は，これまでの研究と実践の成果を踏まえながら，新たな時代の要請に応
える教育推進のために，平成25年度から本大会主題を掲げ，その実現を目指して取組を進め，大
きな成果をあげてきた。
　近年，科学技術の進歩やグローバル化・情報化の進展は，人間社会に豊かさや利便性を生むと
ともに，複雑で変化が激しく先行き不透明な時代をもたらしている。一方では都市化・過疎化の
進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様化などを背景として，地域社会のつなが
りが希薄化し，支え合いや学び合いの場が失われるなど，家庭・社会の教育機能の低下が指摘さ
れている。国においては，２０３０年の社会を見据え，新たな教育制度，教育内容等についての
様々な教育改革を進めている。
　このような状況の中，次代を担う子供たちが，社会の情勢や変化に主体的に関わり合いなが
ら，一人一人が自らの可能性を最大限に発揮するとともに，多様な人々と協働し，持続可能な活
力ある社会や幸福な人生を創り出していくことが重要である。そのために学校教育では，社会の
加速度的な変化の中でも，自立した人間として高い志をもち，伝統や文化に立脚し，幅広い知識
と柔軟な思考力で，膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し，自ら問いを立ててその解決を
目指し，他者と協働しながら新たな価値を創造する力を育むことが大切である。この力を育む基
盤の一つとして，子供たちが生まれ育ってきた地域をあげることができる。地域における人との
温かな関わりや美しい自然・貴重な伝統文化とのふれあいは，人と人との絆を実感し，豊かな心
を培い，先人の知恵を学び，新しい時代を子供たちが力強く生き抜いていこうとする心の礎とな
る。そして，学校が地域と一体となった子育てを実践するとともに，未来に向け，広い社会や世
界に向き合い，関わりをもたせていく教育を展開していくことが必要であると考える。
　そこで校長は，強いリーダーシップのもと，確固たる教育理念や学校改善に向けた意志をも
ち，新学習指導要領の理念を踏まえながら，新たな価値を創造していく未来の形成者たる子供た
ちに必要な資質の育成を目指し，「地域とともにある学校」「カリキュラム・マネジメント」
「チームとしての学校」などの視点に立ち，教育のイノベーションの創出を図っていかなければ
ならない。
　島根県は，世界ジオパーク隠岐諸島，風光明媚な宍道湖，清流高津川をはじめとした豊かな自
然と，出雲大社や松江城，石見銀山，たたら製鉄など貴重な歴史・文化資源に恵まれている。ま
た，地域コミュニティー活動や人的ネットワークの広がりなど，人と人とのつながりも大切にさ
れている。本県においては，こうしたふるさと島根の「ひと・もの・こと」のよさを土台とし，
「島根を愛し世界を志す豊かな人づくり」を理念とした教育の推進を図り，新しい時代を生き抜
く子供の育成に努めている。
　以上のことから，本大会では，副主題を「未来に向け　地域とともに　主体的・協働的に新た
な価値を創造する子供を育てる学校経営の推進」とし，学校経営の責任者である校長の果たすべ
き役割と指導性を明らかにするものである。

【 分科会 】
　　（１）経営ビジョン　（２）組織・運営　（３）評価・改善　（４）知性・創造性
　　（５）豊かな人間性　（６）健やかな体　（７）研究・研修　（８）リーダー育成
　　（９）学校安全　　　（10）危機対応　　（11）社会形成能力（12）自立と共生
　　（13）連携・接続
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８ 参 加 費　　　６，０００円（弁当代を含む）

９ 日　　程

　※中国地区理事会・懇親会　１１月８日（木）１４：３０～　ニューウェルシティ出雲２Ｆ
　　分科会打合せ会　　　　　１１月９日（金）１３：０５～　分科会各会場

10  分科会会場・各県の参加割当　　☆印分科会提案県：開催県以外30%割当
　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎残席多く調整可能）

２

１１月　８日（木）

１１月　９日（金）

１４：３０～２０：００
　９：００～　９：５０
　９：５０～１０：３０
１０：４０～１１：００
１１：００～１２：２０
１２：２０～１３：３０
１３：３０～１６：３０

理事会・懇親会
受　付
開会式
全体会（趣旨説明，次期開催県挨拶）
記念講演
昼食・休憩・移動（分科会打合せ会）
分科会（各会場）

経営ビジョン
組織・運営
評価・改善
知性・創造性
豊かな人間性
健やかな体
研究・研修
リーダー育成
学校安全
危機対応
社会形成能力
自立と共生
連携・接続

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

１

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

２

３

４

あ

い
う

え

お
か
き
く
け

こ

３

４
☆６

３

☆７
３
３
３
３

３

３８

１２６

鳥取県
分科会

分科会名研究領域

合　　計

各県小学校数

学校
経営

教育
課程

指導
育成

危機
管理

教育
課題

施

　設 会場

８

８
８

９

８
８
８

☆１２
☆１０

８

８７

２９０

山口県

☆１６

１３
１３

１４

１４
１４
☆１７
１３
１３

☆１６

１４３

４７３

広島県

１０

☆１４
１１

☆１４

１１
☆１４
１１
１０
１０

１０

１１５

３８０

岡山県

☆２０

☆２１
☆１９

☆２０

☆２０
☆２１
☆２１
☆１９
☆１９

☆１９

１９９

１９９

島根県

５７

◎６０
５７

◎６０

◎６０
◎６０
◎６０
◎５７
５５

５６

５８２

１４６８

合計

<施設１>　出雲市民会館
<施設２>　ニューウェルシティ出雲
<施設３>　ビッグハート出雲
<施設４>　パルメイト出雲

11  大会主題・副主題及び趣旨

　　　大会主題　　「新たな知を拓き　人間性豊かな社会を築く
　　　　　　　　　　　　　　　　日本人の育成を目指す小学校教育の推進」
　　　副 主 題  　　 ～未来に向け　地域とともに
　　　　　　　　　　　 　　主体的・協働的に新たな価値を創造する子供を育てる学校経営の推進～

【 趣　旨 】
　全国連合小学校長会は，これまでの研究と実践の成果を踏まえながら，新たな時代の要請に応
える教育推進のために，平成25年度から本大会主題を掲げ，その実現を目指して取組を進め，大
きな成果をあげてきた。
　近年，科学技術の進歩やグローバル化・情報化の進展は，人間社会に豊かさや利便性を生むと
ともに，複雑で変化が激しく先行き不透明な時代をもたらしている。一方では都市化・過疎化の
進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様化などを背景として，地域社会のつなが
りが希薄化し，支え合いや学び合いの場が失われるなど，家庭・社会の教育機能の低下が指摘さ
れている。国においては，２０３０年の社会を見据え，新たな教育制度，教育内容等についての
様々な教育改革を進めている。
　このような状況の中，次代を担う子供たちが，社会の情勢や変化に主体的に関わり合いなが
ら，一人一人が自らの可能性を最大限に発揮するとともに，多様な人々と協働し，持続可能な活
力ある社会や幸福な人生を創り出していくことが重要である。そのために学校教育では，社会の
加速度的な変化の中でも，自立した人間として高い志をもち，伝統や文化に立脚し，幅広い知識
と柔軟な思考力で，膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し，自ら問いを立ててその解決を
目指し，他者と協働しながら新たな価値を創造する力を育むことが大切である。この力を育む基
盤の一つとして，子供たちが生まれ育ってきた地域をあげることができる。地域における人との
温かな関わりや美しい自然・貴重な伝統文化とのふれあいは，人と人との絆を実感し，豊かな心
を培い，先人の知恵を学び，新しい時代を子供たちが力強く生き抜いていこうとする心の礎とな
る。そして，学校が地域と一体となった子育てを実践するとともに，未来に向け，広い社会や世
界に向き合い，関わりをもたせていく教育を展開していくことが必要であると考える。
　そこで校長は，強いリーダーシップのもと，確固たる教育理念や学校改善に向けた意志をも
ち，新学習指導要領の理念を踏まえながら，新たな価値を創造していく未来の形成者たる子供た
ちに必要な資質の育成を目指し，「地域とともにある学校」「カリキュラム・マネジメント」
「チームとしての学校」などの視点に立ち，教育のイノベーションの創出を図っていかなければ
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12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

４

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。

12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

５

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。
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12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

４

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。

12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

５

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。
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12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

６

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。

12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方
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と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。
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12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

６

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。

12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方
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と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。
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12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社
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会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。

12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。
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12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

８

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。

12  分科会領域・研究課題・趣旨

【 研究領域　Ⅰ　学校経営 】

第１分科会  ▶▶▶▶▶  経営ビジョン
『研究課題』　未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
『趣　　旨』
　今日のグローバル化，急速な情報化や技術革新は，社会に多様性や変化をもたらした。こうし
た社会的変化の影響は，子供たちの身近な生活を含め社会のあらゆる領域に及んでおり，新しい
時代を切り拓いて生きていく子供たちのために，学校教育が果たすべき役割は大きい。
　このような時代の要請に応えていくために，学校は地域や社会とつながる学校教育を展開し，
様々な変化や課題に主体的・協働的に関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社
会や幸福な人生を創り出していく子供を育成しなければならない。
　そのために，校長は，地域に立脚し，時代の潮流や世界の動向を的確に読み取り，これからの
教育を見据えたビジョンに基づく学校経営を創造するとともに，教職員の知恵と力を結集し，家
庭や地域と課題を共有するとともに目標の達成に向かう教育活動を推進していくことが重要であ
る。
　本分科会では，子供たちが生きる現在・未来社会を見据えた明確な教育ビジョンに基づく，創
意と活力に満ちた学校経営推進の在り方と校長の役割について究明する。

第２分科会  ▶▶▶▶▶  組織・運営
『研究課題』　学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営
『趣　　旨』
　今日，あらゆる分野で知識基盤社会やグローバル化が進展し，社会状況はますます複雑化・多
様化してきている。そして，学校が抱える教育課題も拡大し，その解決は困難を極めている。こ
のような課題に対応しながら確かな学校経営を進めるには，校長が高い先見性と強いリーダー
シップを発揮するとともに，すべての教職員が学校経営への参画意識を高め，それぞれの専門性
を生かして能力を発揮し，チームとして解決に向けて取り組む活力ある組織をつくり運営してい
くことが重要である。
　こうした活力ある組織づくりや学校運営に取り組むことで，子供たちが心豊かに育ち，仲間と
協働でき，高い志をもって，よりよい未来社会を創造しようとする態度や資質・能力を育んでい
けると考える。
　そのために，校長は，明確な学校経営ビジョンを示し，教職員にそのねらいや実現に向けた具
体策を理解させ，目標達成に向けて組織として機能していくようにすることが必要である。ま
た，学校全体の総合力を一層高めていく必要から，専門家や関係機関，地域関係者などと連携し
た体制づくりも大切である。
　本分科会では，校長の示す学校経営ビジョンの実現を図るための，活力ある組織づくりや運営
の在り方と校長の役割について究明する。

第３分科会  ▶▶▶▶▶  評価・改善
『研究課題』　学校教育の充実を図る評価・改善の推進
『趣　　旨』
　校長は，変化する時代の潮流や教育課題を踏まえ，教職員に学校経営方針を明確にして教育活
動を展開させ，絶えずその評価と改善を進めていかなければならない。
　今，学校は「生きる力」の育成を一層重視し，次代を担う子供たちが変化や課題に主体的・協

働的に対応する力を身に付け，人間性豊かな社会の形成者としてたくましく成長していくよう
に，新しい価値を創造していく教育に努めていく必要がある。
　そのために，校長は，学校経営力を磨き，学校改善に向けた強い意志と使命感をもち，家庭や
地域との連携を大切にして信頼関係を構築しながら，学校経営の改革に取り組んでいくことが肝
要である。
　また，学校評価においては自己評価とともに学校関係者評価が実施され，さらに第三者評価の
規定も明示されたことを踏まえ，校長は，学校経営ビジョンと組織・運営について学校自らが評
価し，改善を図っていくとともに，積極的に情報公開しながら外部からの評価を有意義に活用し
ていかなければならない。さらに，保護者や地域，関係機関との連携・協力を推進するため，協
議と共通理解の場を確保することが必要である。加えて，人事評価において，校長は，評価者と
して教職員への適切な指導と対話を重ね，各自の意識変革や能力開発を促し，個々の人事評価が
学校組織全体の成長・発展につながるように取り組むことが大切である。
　本分科会では，学校評価と人事評価をツールとした組織マネジメントの改善を通して，学校教
育の充実を図る評価・改善の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅱ　教育課程】

第４分科会  ▶▶▶▶▶  知性・創造性
『研究課題』　知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　激しく変化する社会においては，今まで経験したことのない様々な問題に対応するために，し
なやかな知性と豊かな創造性をもち，新たな価値を創り出していく資質や能力が求められる。学
校では，そうした資質や能力を育成するために，子供たちに「確かな学力」をしっかりと身に付
けさせるという認識に立ち，知識・技能の獲得を重視する学力観から知識・技能の活用を重視し
た学力観への転換を図ってきた。今後は，子供同士が関わり，学び合うという協働の中で問題解
決を図っていく活動や，地域や社会に対して目を向け，地域や社会と関わり合う中で学びの成果
を問い直したり生かしたりする活動に，積極的に取り組むことがさらに重要となる。それらが，
子供自身の意欲を引き出し，地域や社会に関心をもち，主体的に参画していこうとする志や態度
をも培うことになる。
　そのために，校長は，地域や社会とのつながりを意識しながら，育てる子供像を明確にして具
体的な目標を設定し，その実現に向けた活動を組織的・継続的に取り組むことや，ＰＤＣＡサイ
クルを生かして推進するとともに質的な改善を図っていかなければならない。
　本分科会では，しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントの在り方と
校長の役割について究明する。

第５分科会  ▶▶▶▶▶  豊かな人間性
『研究課題』　豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　子供たちが，自らを律しつつ，自己の確立に努め，他人を思いやる心や感動する心などをもつ
豊かな人間性を育むとともに，自分らしく主体的に生きていくことは，社会全体の願いである。
また，東日本大震災以降，学校には，互いの個性を尊重するとともに，絆を大切にした社会づく
りに貢献できる日本人の育成が期待されている。このような豊かな人間性を育む基盤として，道
徳教育や人権教育がある。
　道徳教育の視点からは，自尊感情や規範意識の希薄化などの心の育ちにかかわる課題や，自分
さえよければよいという利己的な考えや態度に陥りがちな子供の現状が指摘されている。その背

景には，家庭や地域社会の教育力低下などの状況や，いじめや不登校などの子供たちが安心して
学べる学校生活の環境づくりに関わる問題がある。これからの道徳教育は，こうした課題を踏ま
え，子供たちが夢や志をもって未来を拓き，人としてよりよく生きていこうとする力や態度が育
成できるよう，指導の改善と充実を図っていかなければならない。
　また，人権教育の視点からは，個人の尊厳や自他の生命を大切にするなど，基本的人権を尊重
する態度の育成が喫緊の課題である。これらの課題を解決するためには，基本的人権について単
に知的に理解するだけではなく，人権感覚が身につく指導を推進し，共に生きる力を育成するこ
とが大切である。
　そのために，校長は，豊かな人間性を育んでいく上で，道徳教育や人権教育を教育活動全体を
通じて推進していくことが求められる。
　本分科会では，道徳教育や人権教育など，豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの
在り方と校長の役割について究明する。

第６分科会  ▶▶▶▶▶  健やかな体
『研究課題』　健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立
『趣　　旨』
　近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く環境を大きく変え，子供たちの心身の健康状態
や健康に関わる行動に大きく影響を及ぼし，生活習慣の乱れ，メンタルヘルスに関する課題，ア
レルギー疾患，感染症などの様々な健康課題が顕在化している。また，運動能力の低下や体の発
育に関する課題が指摘され，非行の低年齢化が進み，性の問題行動や喫煙・薬物乱用による健康
被害も危惧されている。
　このような状況にあって，学校教育には，子供たちが未来に夢を描き，潤いと活力ある生活を
送るために，運動や健康の大切さについての意識を高め，豊かでたくましく生きる心と体を育む
教育課程を編成し，実施・評価・改善を図ることが求められている。その中で，学校は，家庭や
地域，さらには保健医療などの関係機関と連携して取組を充実させていくことが重要である。
　そのために，校長は，子供たちが生涯を通して，自らの健康を適切に管理し改善していく資質
や能力を身に付けながら健やかに成長していけるように，体づくりや健康づくりに取り組ませる
カリキュラム・マネジメントに努めなければならない。
　本分科会では，未来に向かい，豊かでたくましい健やかな体を育むカリキュラム・マネジメン
トの在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅲ　指導・育成】

第７分科会  ▶▶▶▶▶  研究・研修
『研究課題』　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進
『趣　　旨』
　社会が急激に変化する中，学校教育も知識基盤社会やグローバル化など，時代の変化に即した
対応が求められている。このような時代の要請に応えるために学校は，子供たちが主体的に課題
と関わり他者と協働してその解決に取り組んだり，多様な価値観と共存したりすることで，新た
な価値を創造できるような力を育む教育活動を推進していくことが大切である。
　このような教育活動を直接担うのは教職員であり，その使命・責務を果たしていくために，教
職員一人一人が的確に指導が行える資質・能力を高めていくことが求められる。資質・能力と
は，教科指導・生徒指導・学級経営などのマネジメント力にとどまらず，危機管理能力や地域連
携・保護者対応力なども含めたものである。また，教職員や学校に関わる多様な人材が，それぞ
れの専門性を生かして能力を発揮し，子供たちに必要な力を身につけさせる質の高い教育をチー

ムとして実践できるようにすることも求められている。
　そのために，校長は，教職員一人一人の特性や力量を見極め，個々に応じた課題とその具体的
な解決への展望をもたせることが大切である。そして教職員の資質や能力，学校経営への参画意
識等を高める研究・研修を積極的に推進するとともに，組織として学校全体が高まっていく体制
づくりをしていくことも必要である。
　本分科会では，教職員の資質や能力を高め，将来への展望や学校経営への参画意識をもたせ，
学校全体の教育力を向上させる研究・研修推進の在り方と校長の役割について究明する。

第８分科会  ▶▶▶▶▶  リーダー育成
『研究課題』　これからの学校を担うリーダーの育成
『趣　　旨』
　今，学校では，地域や社会と関わる中で新しい価値を創造する教育の実践や，様々な教育課題
への対応が求められ，その達成に向け学校の教育力を高めていくことが重要になっている。ま
た，学校の教育目標の具現化に向けて，教員組織が効果的に機能し，教育力を発揮できるように
するためには，組織の要となるミドルリーダーやそれを統括・指導する有能な管理職の存在が不
可欠となり，このような人材を計画的に育成していく必要がある。
　学校組織の中核となるミドルリーダーは，若手教員の指導を担うとともに，複雑化・多様化す
る教育課題の解決に率先してあたらなければならない。そのためには，若手教員に受け入れられ
る高い専門性，教育活動全体を見渡せる広い見識，組織を効果的に機能させる調整力や柔軟かつ
迅速な対応力などが求められる。さらに，管理職には，社会の変化を敏感に受け止める力や外部
関係者と折衝する力，組織を適切に動かす力なども求められる。
　そのために，校長は，教員一人一人の特性やよさを把握し，必要とされる資質や能力を具備し
た人材を発掘して，意図的・計画的に育成しなければならない。その際，校務分掌を通して幅広
い経験をさせるとともに，経営者意識を育むことなどが重要である。人材育成においては，その
ことに取り組む校長の確固たる信念が大切である。
　本分科会では，これからの学校を担うリーダー育成の在り方と校長の役割について究明する。

【研究領域　Ⅳ　危機管理】

第９分科会  ▶▶▶▶▶  学校安全
『研究課題』　自らの命を守る防災教育・安全教育の推進
『趣　　旨』
　我が国は，近年，阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の災害を経験した。その間も各
地で，大型台風，局地的な豪雨，火山噴火などによる自然災害が発生しており，改めて防災体制
の見直しが喫緊の課題となっている。一方，交通事故や不審者問題をはじめとした子供が被害者
となる事故・事件の発生，さらには，携帯電話やインターネットにかかわる犯罪といった新しい
リスクの顕在化など，子供たちを取り巻く危機的状況は多様化し，深刻度を増しつつある。
　こうした現状において，学校には，安心・安全な教育環境の確保や，防災・減災にかかわる知
識，危険予測・危機回避能力などを子供たちに育んでいく教育に取り組むことが求められてい
る。加えて，予測できない事態が生じた際には，子供たちが自ら判断し行動できる力を身に付け
させることも強く求められている。
　そのために，校長は，学校の教育活動全体を通した組織的・計画的な指導とともに，家庭・地
域・関係機関と連携を図りながら，子供の命を守るための諸課題に適切に対応していかなければ
ならない。
　本分科会では，子供たちの安心・安全を確保し，命を守る防災教育・安全教育の推進の在り方

と校長の役割について究明する。

第10分科会  ▶▶▶▶▶  危機対応
『研究課題』　様々な危機への対応と未然防止の体制づくり
『趣　　旨』
　学校が対応すべき危機には自然災害のみならず，子供の生命や安全を脅かす多岐に渡る危機が
山積している。特に，いじめ，不登校，暴力行為など，生徒指導上の問題は依然として深刻であ
り，さらには，児童虐待の増加や携帯電話やスマートフォン利用の低年齢化などの影響も大き
く，子供の豊かな心を育む上での大きな課題となっている。学校としては，危機管理において，
生命と安全を第一にした日々の教育活動の推進，子供と教職員の信頼関係の構築，保護者や地域
と一体になる協力関係を構築することなどが重要な柱となる。
　そのために，校長は，教育活動のあらゆる場，あらゆる時に危機的状況が発生する可能性があ
るという意識をもち，様々な危機を想定して，発生時のための校務分掌組織を整備して協働体制
を確立するとともに，家庭・地域，関係機関との密接な連携体制を構築し，組織的対応，迅速な
情報収集，適切な判断処理をしていかなければならない。そして，何よりも普段から子供たちの
健全な育成を目指した未然防止の体制を確立し，学校経営にあたらなければならない。
　本分科会では，子供の生命と安全を守る様々な危機対応や未然防止の在り方と校長の役割につ
いて究明する。

【研究領域　Ⅴ　教育課題】

第11分科会  ▶▶▶▶▶  社会形成能力
『研究課題』　社会形成能力を育む教育の推進
『趣　　旨』
　核家族化・少子化などによる家庭の養育姿勢の変化や，地域社会のつながりや支え合いの希薄
化などにより，家庭や地域において，子供たちが社会性を高めたり人間関係を育んだりする機会
が少なくなってきている。
　学校はこのような情勢の中で，子供たちが将来に夢をもち，主体的に自己の課題と向き合い，
他者と協働して社会の様々な活動に参画し，未来社会を積極的に形成しようとする態度を身につ
けられるようにしていくことが大切である。そのためには，学校が家庭や地域とともに課題や目
標・ビジョンを共有し一体となって子供たちを育み，地域社会全体で学びを展開していけるよう
に取組を推進していく必要がある。
　そのために，校長は，子供たちが考え行動するプロセスを重視し，地域や社会と接点のある教
育課程の編成を工夫することが大切である。そのことで子供たちが多様な地域や社会の課題にふ
れながら，その解決に主体的に向かっていけるようにすることができる。また，キャリア教育の
視点を取り入れた教育活動を展開することで，幅広い学力をはじめコミュニケーション能力，規
範意識といった社会的・職業的自立に必要な能力や意識を高めていくことも考えられる。
　本分科会では，社会形成能力を育む教育の推進の在り方と校長の役割について究明する。

第12分科会  ▶▶▶▶▶  自立と共生
『研究課題』　自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
『趣　　旨』
　人権侵害や異文化ゆえに起こる対立，あるいは地球温暖化に象徴される環境問題など，現代社

会に生きる私たちは多くの課題に直面している。これらの課題を解決し，世界中の人々が将来に
わたって安心して暮らすことのできる社会をつくるため，全ての人の自立と社会参加を実現し，
様々な人や自然と共生しながら生きる「自立と共生」の社会づくりが重要である。
　学校においては，全ての子供たちが互いに尊重し合い，支え合い，多様な在り方を認め合う心
を育む教育を進める必要がある。とりわけ，特別な支援が必要な子供については，その教育的
ニーズに応えて可能性を伸ばし，将来の自立と社会参加に向けての基礎を培っていかなければな
らない。そして教員間の共通理解や関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくこと
が大切である。
　一方，地球規模で起きている様々な環境問題やエネルギー問題の解決は，人類にとって喫緊の
課題であり，学校においても子供一人一人が自らの問題として認識し，互いに協力しながら力を
合わせて解決していこうとする実践的態度を育む必要がある。このような取組が，人や自然と共
に生きることを重視する社会や持続可能な社会の実現につながっていく。
　そのために，校長は，「自立と共生」の社会づくりにおける学校の役割の大きさを一層自覚し
つつ，人間性豊かな社会を築こうとする実践的態度や能力を育むため，校内体制の充実や関係機
関等との連携を強化する必要がある。
　本分科会では，自立や共生を図り実践的態度を育む教育の推進の在り方と校長の役割について
究明する。

第13分科会  ▶▶▶▶▶  連携・接続
『研究課題』　家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進
『趣　　旨』
　近年，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，価値観やライフスタイルの多様
化などを背景に家庭や地域社会の教育力が低下し，子供たちを取り巻く生活環境が大きく変化し
てきた。
　そのために，基本的生活習慣の欠如，自制心や規範意識の希薄化，コミュニケーション能力の
不足など，子供たちの成長に関わる様々な課題が生じ，学校生活への影響も大きい。
　こうした状況の中で，学校には，地域からの協力と地域への貢献といった双方向の関わりの中
で，地域社会の維持発展に積極的に参画し貢献しようとする子供の育成を，地域と一体となって
進めていくことが求められている。そのために，学校・家庭・地域が課題や目標・ビジョンを共
有しながら，子供たちを育む「地域とともにある学校」をめざし，それぞれが連携・協働して役
割と責任を自覚した取組を推進する必要がある。
　一方，小学校入学時や中学校入学時に，学習や生活の変化になじめず学校不適応となることが
課題となっている。地域の保育所・幼稚園及び小学校・中学校の教職員が，家庭や地域との連携
を深め，保・幼・小・中学校間の「段差」や「切れ目」を緩和し，子供たちの連続的な発達を意
識しながら，相互理解を図っていくことが大切である。
　そのために，校長は，自らの役割を自覚しながらリーダーシップを発揮し，家庭や地域との連
携体制づくりと異校種間の円滑な接続や教育環境づくりを進めていく必要がある。
　本分科会では，家庭・地域等との連携や異校種間接続の推進の在り方と校長の役割について究
明する。
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13  分科会関係者一覧

10

施
設

会　　場 研究領域 分科会番号・領域・研究主題会場名 記号

1

出雲市民会館
２Ｆ
（202多目的室）

あ

Ⅰ
学校

経営

① 経営ビジョン
未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進

② 組織・運営
学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営

出雲市民会館
３Ｆ
（301会議室）

い ③ 評価・改善
学校教育の充実を図る評価・改善の推進

出雲市民会館
３Ｆ
（302研修室）

う

Ⅱ
教育

課程

④     
知性・創造性
知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメント
の確立

出雲市民会館
１Ｆ
（大ホール）

え
⑤ 豊かな人間性
豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立

⑥ 健やかな体
健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立

2

ニューウェルシティ
出雲
２Ｆ
（百合）

お

Ⅲ
指導

育成

⑦ 研究・研修
学校の教育力を向上させる研究・研修の推進

ニューウェルシティ
出雲
２Ｆ
（牡丹）

か ⑧ リーダー育成
これからの学校を担うリーダーの育成

ニューウェルシティ
出雲
２Ｆ
（銀河）

き

Ⅳ
危機

管理

⑨ 学校安全
自らの命を守る防災教育・安全教育の推進

3

ビッグハート出雲　
２Ｆ
（白のホール）

く ⑩ 危機対応
様々な危機への対応と未然防止の体制づくり

ビッグハート出雲
２Ｆ
（茶のスタジオ）

け

Ⅴ
教育

課題

⑪ 社会形成能力
社会形成能力を育む教育の推進

4
パルメイト出雲
４Ｆ
（ホール１・２）

こ
⑫ 自立と共生
自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進

⑬ 連携・接続
家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進

11

発　表　主　題 提　案　者 司　会　者

児童・保護者・地域と共有したビジョンに基づく学校経営の
推進

広島・福山市・松永小 広島・福山市・神辺小

関藤　一智 児玉ゆかり

ふるさとに学び、地域と共に育つ学校をめざして
島根・安来市・比田小 島根・安来市・山佐小

曽田　淳史 八澤慎一郎

明確なビジョンに基づく学校経営の活性化と学校評価の推進
岡山・美作市・美作第一小 岡山・美作市・英田小

新田　義純 畝本　昭則
児童生徒の生活習慣改善～中学校区での質のよい睡眠をめざ
した取組を通して～

島根・雲南市・大東小 島根・雲南市・斐伊小

村尾　隆晃 勝田　　寛
豊かな人間性と　たくましく生きる力をもつ子どもの育成
～ひらく・かかわる・つながる境港～

鳥取・境港市・中浜小

築谷　直人

鳥取・境港市・余子小

仲倉　孝浩

あるものを活かし　生き抜く力を育む　カリキュラム・マネ
ジメント

島根・大田市・久手小 島根・大田市・川合小

矢田　悦夫 岩谷　律子
人権教育の推進をとおして豊かな人間性を育むための校長の役割～校長
会が支える「島根がめざす人権教育」を基盤とした学校教育の推進～

島根・邑智郡・川本小 島根・邑智郡・市木小

高尾　康弘 板倉　　宏
基本的生活習慣の確立をめざして～保幼小中の連携と校長の
リーダーシップ～

岡山・岡山市・清輝小 岡山・岡山市・芳田小

髙山　　学 練苧　千之
教職員の参画意識を高め、組織的に教師力を高め合う研究・
研修の在り方

鳥取・鳥取市・富桑小 鳥取・鳥取市・佐治小

米田　恵子 秋田　易子
学校教育目標を達成するための研究・研修の推進～極小規模
校における校長のリーダーシップの在り方を求めて～

島根・鹿足郡・蔵木小 島根・鹿足郡・柿木小

松元　善生 寺戸　和泉
校内チーム制の効果的な活用によるリーダー育成～若手教
員、先輩教員が関わり合い、共に育つ教員集団をめざして～

岡山・倉敷市・玉島小 岡山・倉敷市・中島小

大﨑　行博 西　　敬三
既存の組織や学校の教育資源を活用したミドルリーダー・管
理職人材の育成

島根・江津市・桜江小 島根・江津市・郷田小

木村　　孝 永瀬　裕朗
行政・地域との連携による防災教育の充実～実効的な防災教
育、防災管理の推進～

広島・福山市・柳津小 広島・福山市・広瀬小

吉本　博行 上野　宏道
新たな安全上の課題に対応した学校安全体制の確立と安全教
育の推進～隠岐郡内１１小学校の連携を通して～

島根・隠岐郡・福井小 島根・隠岐郡・都万小

吉田　貴弘 斎藤　尚文
いじめの未然防止への取組と組織的な対応～コミュニティ・
スクール、ＡＦＰＹの実践と市教委との連携～

山口・山口市・鋳銭司小 山口・山口市・良城小

深井　保司 増野　淳一
危機対応の視点からの学校運営及び校務改善の工夫～多忙感
の解消を通して～

島根・浜田市・旭小 島根・浜田市・三隅小

三浦　秀人 渡邉　　淳
社会をつくるアクティブ・ラーナーとしての基盤を育む教育
～さまざまな体験活動を通して～

山口・防府市・野島小 山口・防府市・勝間小

濵本　昌明 椙田　崇晴
社会形成能力を養うための益田市小学校長会の取組～ライフ
キャリア教育の推進をとおして～

島根・益田市・西益田小 島根・益田市・真砂小

渋谷　秀文 塚田　英樹
自立と共生に向けた特別支援教育の推進～教育のユニバーサ
ルデザインに向けた取組を通して～

広島・呉市・原小 広島・呉市・波多見小

小野　結実 相模　　昇
保幼小の円滑な連携・接続に向けて～松江市小学校長会の取
組～

島根・松江市・母衣小 島根・松江市・川津小

中村　次郎 藤原　尚幸



14  全体会座席図

12

15　大会に参加される方への連絡事項
（１）参加申込について
①　参加者は６月２６日（火）までに参加申込票（別紙）に参加費を添えて各県小学校長会
事務局に申し込んでください。
②　参加費の返金はいたしません。後日，大会報告書をお届けします。
③　参加費領収証は，大会当日，受付でお渡しする大会要項に入れておきます。
④　参加についての変更は，８月２７日（月）までに各県小学校長会事務局へご連絡くださ
い。

（２）大会当日の対応について
①　開会式の座席は，「県別の座席」ではなく「分科会ごとの座席」（Ｐ．１２参照）とな
ります。昼食及び分科会会場への移動を円滑に行うためのものですので，ご協力をお願い
します。
②　当日，受付で出席確認をしないので，急な欠席の場合は，他の参加者または各県の市郡
等の代表の方に，要項等の持ち帰りを依頼してください。

（３）宿泊申込について
①　宿泊を希望される方は，参加申込票にご記入ください。開催時期は出雲市は観光シーズ
ンであり，宿泊施設の少ない本市では個人による確保が難しい状況です。業者を通して大
会用のホテルを確保されることをお勧めします。
②　宿泊確認書及び請求書・宿泊のご案内などにつきましては，「日本旅行TiS松江支店」
から，１０月５日（金）までに，参加者個人に送付します。
③　宿泊費は，１０月１９日（金）までに，参加者個人で指定の口座にお振込みください。
④　宿泊についての変更は，必ずＦＡＸで「日本旅行 T i S 松江支店」へお願いします。
⑤　宿泊施設については，下記「宿泊のご案内」から宿泊記号をお選びください。
⑥　宿泊に関するお問い合わせは，すべて「日本旅行 T i S 松江支店」にお願いいたしま
す。

（４）駐車場について
①　全体会場及び分科会会場周辺の駐車場には限りがあります。できるだけ，公共交通機関
や貸し切りバス等を利用してご来場ください。
②　貸し切りバス等の駐車場の斡旋は行いません。

13
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江南駅
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出雲市内

KK
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JJ
　 ●
駅前交番
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大
橋

●
●

●

松江駅

松江プラザホテル

松江アーバンホテル

グリーンリッチホテル松江駅前

松江市内

記号 ホテル名 部屋タイプ 宿泊代金 アクセス

Ａ 出雲グリーンホテルモーリス シングル 7,000円 ＪＲ出雲市駅から徒歩１分

Ｂ ホテルアルファーワン出雲 シングル 6,900円 ＪＲ出雲市駅から徒歩２分

Ｃ グリーンリッチホテル出雲
シングル喫煙 9,900円

ＪＲ出雲市駅から徒歩５分
シングル禁煙 9,900円

Ｄ 出雲ロイヤルホテル シングル 9,300円 ＪＲ出雲市駅から車５分

Ｅ ツインリーブスホテル出雲 シングル 8,860円 ＪＲ出雲市駅から徒歩１分

Ｆ ホテル武志山荘

シングル 7,300円

ＪＲ出雲市駅から車３分ツ イ ン 8,400円

スイート 12,000円

Ｇ ひらたメイプルホテル シングル 6,500円
一畑電鉄雲州平田駅から徒歩７分
（雲州平田駅からＪＲ出雲市駅
までは電車で約２０分）

Ｈ 湖畔の温泉宿　くにびき ツ イ ン 10,000円 ＪＲ江南駅（出雲市駅から西に
３駅）からタクシー５分

Ｉ ホテルサンヌーベ
シングル 7,000円 ＪＲ西出雲駅（出雲市駅から西

に１駅）から徒歩１分☆ツ イ ン 7,000円

Ｊ 松江プラザホテル本館 シングル 7,000円 ＪＲ松江駅から徒歩１分

Ｋ グリーンリッチホテル
松江駅前 シングル 8,500円 ＪＲ松江駅から徒歩２分

Ｌ 松江アーバンホテル シングル 7,500円 ＪＲ松江駅から徒歩３分

期　　　　日 取　消　料
２０１８年１０月２１日まで 無　　料
２０１８年１０月２２日〜１０月２８日 宿泊代金　３０パーセント
２０１８年１０月２９日〜１１月　４日 宿泊代金　５０パーセント
２０１８年１１月　５日〜当日 宿泊代金　１００パーセント

宿泊のご案内

振 込 先

申し込み内容の変更・取消

※「部屋タイプ」のツインは☆印以外全て１名１室
※「宿泊代金」は一泊朝食付
※松江－出雲市の所要時間はＪＲ特急列車で約30分，普通列車で約40分。

〒690-0003　　島根県松江市朝日町472-2　　日本旅行 T i S 松江支店
　　　　　　 （TEL）０８５２－２２－００１１    （FAX）０８５２－２７－８５６２

口座番号　　　みずほ銀行　十五号支店　普通　３１０１８６１　（株）日本旅行

変更・取消は，ＦＡＸにて連絡ください。　
日本旅行 T i S 松江支店　（FAX）０８５２−２７−８５６２
取消の場合は，下記のとおり取消料が必要となります。
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16  各県小学校長会事務局へのお願い
（１）参加者名簿一覧（分科会別）のデータ及び大会参加申込票は，７月１３日（金）までに，

島根県小学校長会事務局まで送信・送付してください。

（２）参加費は，７月２０日（金）までに，下記に振込みください。

ゆうちょ銀行　　　店名　五三八（ごさんはち）　　店番　５３８
　　【ゆうちょ銀行からの振り込みの場合】
　　　　記　　号　　１５３５０
　　　　口座番号　　１５５４７３３１
　　　　名　　義　　中国地区小学校長会教育研究大会実行委員会

　　【ゆうちょ銀行以外からの振り込みの場合】
　　　　預金種目　　普通
　　　　店　　名　　五三八（ゴサンハチ）
　　　　店　　番　　５３８
　　　　口座番号　　１５５４７３３
　　　　名　　義　　中国地区小学校長会教育研究大会実行委員会

　　　　

（３）参加者の変更は，「島根県小学校長会事務局」にお願いします。
　　　　　（TEL）0852－27－8530　　（FAX）0852－67－3360

　　　宿泊の変更は，「日本旅行 T i S 松江支店」に必ずFAXでお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FAX）0852－27－8562

17  中国地区理事・提案者・司会者・記録者・分科会運営委員等への連絡
（１）「提案原稿」「協議の柱」の提出は，7月３１日（火）までに「島根大会　研究部長
　　出雲市立高松小学校　鎌田　保夫」（問い合わせも）にお願いします。

　　　　　出雲市立高松小学校
　　　　　　　（TEL）0853－21－0730  　　  （FAX）0853－21－7987
　　　　　　　　E-mail   tam-kouchou@izumo.ed.jp

（２）中国地区小学校長会第２回理事会を，大会前日の１１月８日（木）１４時３０分から，
「ニューウェルシティ出雲２Ｆ百合Ａ」において開催します。

（３）大会当日の１１月９日（金）１３時５分から，各分科会会場において，分科会打合せを行
います。打合せの出席者は，提案者，司会者，記録者，分科会運営委員，会場責任者，研究
部員です。詳細は後日，本人宛にご案内いたします。

16

島根大会に関する連絡・問い合わせ先
〒690-0886　島根県松江市母衣町５５　島根県教育会館３Ｆ

島根県小学校長会事務局
（TEL）0852-27-8530    （FAX）0852-67-3360

E-mail   shimane-syo@gold.ocn.ne.jp

18  島根大会（出雲大会）会場のご案内

17
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　　　　　（TEL）0852－27－8530　　（FAX）0852－67－3360

　　　宿泊の変更は，「日本旅行 T i S 松江支店」に必ずFAXでお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FAX）0852－27－8562

17  中国地区理事・提案者・司会者・記録者・分科会運営委員等への連絡
（１）「提案原稿」「協議の柱」の提出は，7月３１日（火）までに「島根大会　研究部長
　　出雲市立高松小学校　鎌田　保夫」（問い合わせも）にお願いします。

　　　　　出雲市立高松小学校
　　　　　　　（TEL）0853－21－0730  　　  （FAX）0853－21－7987
　　　　　　　　E-mail   tam-kouchou@izumo.ed.jp

（２）中国地区小学校長会第２回理事会を，大会前日の１１月８日（木）１４時３０分から，
「ニューウェルシティ出雲２Ｆ百合Ａ」において開催します。

（３）大会当日の１１月９日（金）１３時５分から，各分科会会場において，分科会打合せを行
います。打合せの出席者は，提案者，司会者，記録者，分科会運営委員，会場責任者，研究
部員です。詳細は後日，本人宛にご案内いたします。

16

島根大会に関する連絡・問い合わせ先
〒690-0886　島根県松江市母衣町５５　島根県教育会館３Ｆ

島根県小学校長会事務局
（TEL）0852-27-8530    （FAX）0852-67-3360

E-mail   shimane-syo@gold.ocn.ne.jp

18  島根大会（出雲大会）会場のご案内

17
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●
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ビッグ
ハート
出雲

出雲
グリーンホテル
モーリス

ツインリーブス
ホテル

●● ポプラ●

●
パルメイト出雲

● ●駅前交番

駅南口広場

駅北口広場

●スーパー
ホテル

周辺略地図・駐車場ご案内

ステーション
ホテルホテル

東横イン
ホテル
アルファーワン

ローソン

●ローソン

駅西

駐輪場

駅東

駐輪場

駅北駐車場
77台

駅南駐車場
116台

ビッグハート
専用駐車場22台
（内身障者用2）

専用駐車場10台

高架下駐車場

47台

電鉄出雲市駅
アトネスいずもJR出雲市駅

※全体会場駐車場及び周辺の駐車場には限りがあります。できるだけ公共交通機関や
　貸し切りバス等を利用してご来場ください。
※上記の駐車場は一般の駐車場です。大会専用に確保しておりませんのでご注意ください。

ＪＲ出雲市駅周辺の有料駐車場案内
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