よかぐら

表紙〈高千穂の夜神楽〉
よかぐら

高千穂の夜神楽は、宮崎県西臼杵郡高千穂町に伝わる民俗芸能である。毎年11月中旬から２月上旬
にかけて、町内の約20の集落でそれぞれ氏神を民家等に迎えて奉納される神楽の総称となっている。
幸多き秋の実りに感謝し、来年の豊穣を祈願するために神々に33番の神楽を奉納する。
次期九小協大分大会の盛会を祈念して表紙とした。
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第７１回九州地区小学校長協議会研究大会宮崎大会
会長

竹

内

一

久

天気にも恵まれ、第７１回九州地区小学校長協議会研究大会宮崎大会を、
「令和」という新しい元
号となったこの年に、宮崎県知事 河野俊嗣様、宮崎県議会議長 丸山裕次郎様、宮崎市副市長 原田
賢一郎様、宮崎県教育委員会教育長 日隈俊郎様をはじめ、多くの御来賓の御臨席と、全国連合小学
校長会会長 喜名朝博様、事務局長 内藤信様をお迎えして、九州各県から約９２０名の会員の参加を
いただき、盛大に開催できましたことを心よりお礼申し上げます。
本大会は、「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」

の大会主題のもとで開催する最後の大会でもありました。そこで、これまでの大会で蓄積されてきた
成果等を踏まえ、副題を「心豊かでたくましく生き抜く子どもを育て、夢と希望が輝く学校経営の理
念と指導性」としました。
１日目の全体会では、喜名全連小会長により「２０２０年と２０３０年を見据えた教育」と題して
御報告をしていただきました。午後からは、９つの分科会に分かれ、１８人の校長先生方の優れた実
践発表と、１８の協議題のもと活発な議論を重ねていただきました。会員の各学校の規模、経営方針、
土地柄、風土等はそれぞれ異なりますが、それぞれが抱えている悩みや疑問、思いを率直にぶつけて
いただき、大いに盛り上がりました。答えはなかなか簡単には見つからないかもしれませんが、発表
や協議の中から何か一つでもお土産として持ち帰るヒントを見つけていただけたものと思います。
２日目は、「和太鼓日本一

泣いて笑って感謝して」と題して、橘太鼓響座座長

岩切邦光様に御

講演をいただきました。太鼓を叩き始めたいきさつから、太鼓にかける熱い思い、子どもたちに伝え
たいことなどエネルギッシュに語っていただきました。また話の合間には、各県代表の校長先生方に
ステージに上がっていただき、太鼓の実技指導をしていただきました。そして、小中学生を含めた響
座による太鼓の演奏。見事なばちさばきに心打たれ、ずしんとくる太鼓の音が心の奥底まで響き、元
気と勇気をいただきました。参加者の皆様にも御満足いただけたのではないかと思います。
昨年度より、大会に向けて準備を進めてまいりましたが、行き届かなかったところもいくつもあっ
たのではないでしょうか。しかし、会場へのスムーズな移動、分科会のグループ協議での司会進行な
ど、参加者の皆様にたくさんの御協力をいただいたおかげで事故、怪我等なく２日間の日程を無事終
えることができたと思っています。本当にありがとうございました。
最後になりましたが、本大会の開催にあたり、御指導、御助言をいただきました全国連合小学校長
会、九州地区小学校長協議会、宮崎県、宮崎市、宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会、宮崎県市町
村教育委員会連合会をはじめとする関係諸機関に心からお礼申し上げます。そして、何より大会運営
に尽くしてくださり、本大会を成功裡に導いてくださった宮崎支会をはじめとする宮崎県小学校長会
の皆様に心から感謝申し上げます。
「九州はひとつ」です。この合言葉を胸に抱き、また来年大分県でお会いしましょう。

祝

辞

宮崎市長

戸

敷

正

第７１回九州地区小学校長協議会研究大会宮崎大会が、九州各県から多数の小学校の校長先生方を
お迎えし、ここ宮崎市において盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げますとともに、本研
究大会が九州各県の小学校教育の充実・発展に多大な貢献をしておられることに心から敬意を表しま
す。
義務教育の開始から思春期を迎えるまでの６年間を過ごす小学校時代は、生きる力の基礎を築く大
切な時期であります。これからの地方創生の要になるのは、まさに子どもたちでありますから、学校
の果たす役割は非常に大きいと考えております。
本市では、子どもたちは、「地域の宝」であるとの思いから、第五次宮崎市総合計画において、戦
略プロジェクトの一つに「子ども・子育て推進プロジェクト」を掲げ、子どもの生涯にわたる人格形
成の基礎を培い、子どもたちが夢や目標をもち、自ら未来を切り拓いていけるよう、学校教育の充実
に取り組んでおります。
ここにお集まりの校長先生方におかれましては、それぞれの小学校の最高責任者として、今日の教
育的課題の解決や学校経営ビジョンの実現にご苦労、ご尽力されていることと思います。今後の社会
は、少子高齢化の進行や人工知能の進化をはじめ、さらに大きな変化が予想されております。そのよ
うな社会を生き抜くために必要な資質や能力をもった人材育成には、これまで以上に人が結束して取
り組むことが求められると考えております。本研究大会を機に、これからの地域を支えていく子ども
たちを育むために、九州の小学校が今後とも一体となって取り組んでいただくことをご期待申し上げ
ます。
本市は、「太陽」や「緑」に象徴されるように豊かな自然と温暖な気候に恵まれており、県都として、
また南九州の中核都市として発展を続けてきております。現在、「食」「スポーツ」「神話」「花」とい
った宮崎らしさを生かして、さらに魅力あるまちづくりに取り組んでおります。
「鬼の洗濯板」で有
名な青島や風光明媚な堀切峠、花いっぱいのフローランテ宮崎等の観光地や、宮崎牛やみやざき地鶏、
焼酎等の食を堪能いただき、宮崎の夏を満喫いただければ幸いです。
最後になりましたが、本大会の開催にご尽力いただきました関係各位に深く感謝申し上げますとと
もに、大会の成功と全九州小学校長協議会のますますのご発展並びにご参会の皆様のご健勝とご活躍
を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

第71回 九州地区小学校長協議会研究大会宮崎大会開催要項
１

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」
〜心豊かでたくましく生き抜く子どもを育て、夢と希望が輝く学校経営を推進する校長の理念と指導性〜
２

趣

旨

九州地区小学校長協議会では、全国連合小学校長会と歩みを共にし、平成２５年度から研究主題を「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」とし、教育の理念と本質に基づいた
適切な教育活動の在り方や、時代の要請・社会の変化に対応できる教職員の資質向上を中核に据えて、研究・実
践に取り組んできた。一方で、グローバル化や情報化、少子高齢化など、今日の社会は急激に変化しており、そ
れに伴って高度化、複雑化する諸課題への対応が必要となっている。
このような時代を背景に、新学習指導要領では、基礎的・基本的な知識・技能の習得に加え、これらを活用し
て課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成や学習意欲の向上、多様な人間関係を構築する
力や習慣の育成等を重視している。また、地域社会と一体となった子どもの育成のために地域社会の様々な機関
との連携の強化が求められている。これらを踏まえ、校長は強いリーダーシップを発揮し、改訂の趣旨や内容を
十分に把握し、教育課程の編成や指導の在り方を追求する学校組織体制の構築を推進していかなくてはならない。
宮崎県小学校長会では、これまで全国連合小学校長会及び九州地区小学校長協議会の大会主題を受け、２１世
紀をたくましく生き抜く原動力となる確かな学力、豊かな人間性、健やかな体など「生きる力」を調和的に育成
することを目指して研究に取り組んできた。また、平成２７年度に策定された「第二次宮崎県教育振興基本計画
（改定版）」のスローガンである「未来を切り拓く 心豊かでたくましい 宮崎の人づくり」を受け、生涯にわ
たって自己実現を目指し、ふるさとを愛し地域や社会の発展に主体的に参画し、グローバルな視野をもって活動
する県民の育成を目指して、創意工夫しながら教育実践を行っているところである。
「心豊かでたくましく生き抜く子ども」とは、主体的に生きていく力や他者と協働しながら生きていく力を身
に付け、困難な問題に直面しても、あきらめずに克服していこうとする意志や意欲をもった子どもである。その
ためには、幅広い知識と柔軟な思考力に基づいて、知識を活用し、付加価値を生み、新たな社会を創造する力や、
グローバルな視野をもち個人や社会の多様性を尊重しながら他者と協働して課題解決を行う力を育てることを目
指して教育活動を展開していかなくてはならない。そのような教育活動を展開していくことが、夢と希望に輝く
学校経営の推進につながるものと考える。
そこで、本大会においては、学校教育の果たすべき役割と使命の重大さを真摯に捉え、大会副主題を「心豊か
でたくましく生き抜く子どもを育て、夢と希望が輝く学校経営を推進する校長の理念と指導性」と設定した。各
分科会の研究協議を深める中で、優れた実践を共有し、学校経営を推進する最高責任者としての校長の果たすべ
き理念と指導性を究明していきたい。
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分科会

分科会の運営

研究主題

協

議

題

提案県
提案者

長友 久満
宮崎：北川小

稲用 浩一郎
宮崎：宮村小

① 社会の発展に貢献しようとする資質・ 福 岡 篠 田 宏 記
上野
誠
能力・態度を育む教育の推進
みやこ町立上高屋小 みやこ町立黒田小
社会形成能力を育む
教育の推進
② 自立・協働・創造の心を育むキャリア 沖 縄 平 良 雅 司
宮里 寿子
教育の推進
那覇市立識名小 那覇市立城岳小

自立と共生を図り、 ① 子どもの自立を図る特別支援教育の推
田尻 則幸
蓑田 誠一
進と、「持続可能な社会」を目指した環 熊 本 水俣市立葛渡小
実践的な態度を育む
水俣市立久木野小
境教育等の推進
教育の推進、並びに
家庭・地域等との連 ② 家庭・地域と連携し、充実した教育活
稲栄 浩保
田島 豊広
携と異校種間接続の
動を展開できる学校づくりと、異校種間 長 崎 雲仙市立大正小
松浦市立志佐小
の学びの連続性を重視した取組の推進
推進

自立と共生
９
連携・接続

学校安全
危機対応

８ 社会形成能力

７

井上 勝徳
宮崎：青島小
近藤 公博
宮崎：本庄小

永井 秀樹
宮崎：恒久小
後藤 正裕
宮崎：七野小

日髙
伸
宮崎：清武小
山下 多門
宮崎：広瀬小

前村 賢一
宮崎：小松台小
服部 光洋
宮崎：森永小

柳田 克彦
宮崎：木花小
新町 芳伸
宮崎：広瀬西小

森山 欣一
宮崎：佐土原小
川越 鉄郎
宮崎：宮崎東小

運営委員

白地
浩
宮崎：寺迫小

田口
毅
宮崎：潟上小

島木 良浩
宮崎：田代小

三輪 正憲
宮崎：北浦小

高松 公俊
宮崎：綾小
濱田 常義
宮崎：東大宮小

穴井 雅之
宮崎：江南小
甲斐 周作
宮崎：木脇小

① 危機回避能力を育む安全教育・防災教
東
恒平
大迫 貴子
上之
浩
木下 史朗
命 を 守 る 安 全 教 育の充実と、地域や関係機関との連携を 福 岡 水巻町立伊左座小 芦屋町立山鹿小 宮崎：西岳小
図った安全教育・防災教育の推進
宮崎：学園木花台小
育・防災教育の推進、
川﨑 伸幸
並びに様々な危機へ ② いじめや不登校等に適切に対応できる
鈴木 泰昌
佐土原 智彰
緒方
裕
宮崎：宮崎南小
の対応
体制の整備と、高い危機管理能力をもつ 熊 本 熊本市立龍田小
熊本市立龍田西小 宮崎：高巣野小
組織・体制づくり

平田 陽介
鶴山 匡文
① 学校教育への確かな展望をもち、行動 佐 賀 大 木 貴 博
佐賀市立西与賀小 佐賀市立大詫間小 宮崎：高崎江平小
できるミドルリーダーの育成
これからの学校を
６ リーダー育成
担うリーダーの育成 ② 時代の変化をとらえる能力と、豊かな
石橋
直
今藤 誠一
長 崎 松瀬 伸吾
人間性を身に付けた管理職人材の育成
佐世保市立吉井南小 佐世保市立皆瀬小 宮崎：須木小

５ 研究・研修

① 教育の資質・能力の向上を目指した研 佐 賀 牟 田 尚 敏
松野 克己
究・研修体制の充実
唐津市立長松小 唐津市立田野小
学校の教育力を向
上させる研究・研修 ② キャリアステージを意識した展望や、
萩島 安彦
の推進
学校経営への参画意識をもたせる研修の 福 岡 野 片 敏 洋
みやま市立桜舞館小 みやま市立二川小
推進

横山 真一
宮崎：梅北小

益森 浩志
宮崎：都井小

大

① 新たな社会を見据えた人権教育と豊か 熊 本 坂 本 和 子
佐藤 洋一
豊かな人間性と健や
な心を育てる道徳教育の推進
上天草市立阿村小 天草市立御所浦小
豊かな人間性 かな体を育むカリキ
４
健やかな体
ュラム・マネジメン ② たくましく生きるための体つくりを教
森田 正人
佐久川 政昭
育活動の推進と、主体的・実践的な能力 沖 縄 沖縄市立島袋小
ト
沖縄市立諸見小
や態度を育む健康づくりの推進

「新たな知を拓く」教育課程の工夫
福田 泰典
宮崎：岡富小

知性・創造性を育 ①
３ 知性・創造性 むカリキュラム・マ
②
ネジメント

中津 朋広
自らの生き方に自信をもち、夢と希望 鹿児島 平
千 力
さつま町立盈進小 さつま町立鶴田小
を育む教育活動の推進

齊田 泰子
宮崎：倉岡小
髙橋 浩司
宮崎：東方小

組織・運営
評価・改善

阪元
聡
宮崎：高原小

佐藤 裕一
勝河
馨
分 別府市立亀川小
別府市立境川小

２

谷山 寿一
学校経営ビジョン ① 学校経営ビジョンの具現化に向けた活
草留 久之
鹿児島 南九州市立頴娃小
南九州市立粟ヶ窪小
力ある組織づくりと学校運営の推進
の具現化を図る組織
づくりと運営、並び ② 「新たな知を拓く」教育を確かなもの
に学校教育の充実を
長渡 利光
とする学校経営の評価・改善と、学校評 宮 崎 藤 原 章 生
図る評価・改善の推
宮崎市立広瀬北小 宮崎市立西池小
価・人事考課を生かした学校経営の評
価・改善
進

甲斐 伸明
宮崎：多賀小

西村 誠一
宮崎：妻南小

記録者

協議運営分担
司会者

① 未来を見据えた明確な学校経営ビジョ 長 崎 松 坂 眞 一
松島 修二
先見性のあるビジ
ンの策定
対馬市立豆酘小 対馬市立久田小
１ 経営ビジョン ョンに基づく創意あ
② 学校経営ビジョンに基づく創意あるあ 沖 縄 黛
智 久
渡 口 美智代
る学校経営の推進
る学校経営の推進
名護市立東江小 国頭村立奥小

９

宮崎観光ホテル
西館９Ｆ
グレイスホール
７４人

宮崎観光ホテル
西館10Ｆ
スカイホール
７４人

宮崎観光ホテル
東館２Ｆ日向
１２１人

宮崎観光ホテル
東館２Ｆ紅
１２３人

宮崎観光ホテル
東館３Ｆ翠燿
１２３ 人

会
場
参加者数

ひまわり荘
１Ｆ
霧 島
８９人

岡村 安孝
宮崎：加納小

ニューウエルシティ宮﨑
２Ｆ関之尾・霧島
１２２人

ニューウエルシティ宮﨑
戸髙 達之
２Ｆ高千穂・雲海
宮崎：宮崎西小
１２３人

谷 村 栄樹郎
宮崎：内海小

宮崎観光ホテル
吉冨 俊文
西館８Ｆ
宮崎：宮崎港小 ブリリアントホール
７５人

岩切 康郎
宮崎：大宮小

井之上健次郎
宮崎：生目台西小

満行 孝一
宮崎：八代小

石原 勉
宮崎：池内小

杉田 康之
宮崎：国富小

分科会責任者
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第１分科会
研究主題
Ⅰ

経営ビジョン
「先見性のあるビジョンに基づく創意ある学校経営の推進」

趣旨

今日、知識基盤社会やグローバル化の進展は、政治や経
済、文化などのあらゆる領域に影響を及ぼしており、社会
構造そのものが大きく変化し、学校教育に寄せる期待も多
様化している。このような中、新学習指導要領が改訂され、
これからの時代に求められる教育を実現するためには、
「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という
理念を学校と社会が共有し、学校と社会との連携及び協働
のもと、教育活動が展開されていくことが一層求められて
いる。そのためには、「社会に開かれた教育課程の編成」
が重要となり、学校経営においては、社会の変化を見極め
て、「新たな知を拓く」教育を着実に推し進めていく必要
がある。
また、校長は、保護者や地域住民の声を確実にとらえな
がら、これからの社会を生き抜く子どもの望ましい姿を思
い描き、その育成に向け、先見性のある経営ビジョンを策
定することが重要となる。
さらに、校長の強いリーダーシップの下、教員の職務に
対する誇りと使命感を大切にしながら、未来へ向かって夢
と希望をもち、たくましく生きる力をもった子どもを育て
る教育活動を組織的・計画的に進めていかなければならな
い。
本分科会では、これからの未来をたくましく生きる力を
もった子どもを育てるための明確な経営ビジョンを掲げ、
マネジメント能力を発揮し、学校や地域の特色を生かして、
子ども一人一人の夢と希望の実現に向けた創意ある学校経
営を推進するため、その具体的方策と成果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
未来を見据えた明確な学校経営ビジョンの策定
＜発表題＞
地域のよさを知り、地域の生活に関わろうとする子ど
もの育成
～地域のよさを生かした「ふるさと学習」の取組を通
して～
長崎県 対馬市立豆酘小学校長 松坂 眞一
＜発表概要＞
県・市教育委員会の重点施策の一つに「ふるさと学習」
が掲げられている。また、地域の人々も若い世代も含めて
多くの人々が地域に集い、地域が活性化することを願って

いる。さらに、児童生徒を対象に実施した調査から、地域
のよさに気付き、地域をよくするために自分がどう関わっ
ていくかに目を向ける子どもの育成が必要であると考えた。
そこで、「ふるさと学習」を重視した学校経営ビジョン
を策定し、次の視点と内容で研究、実践を進めてきた。
⑴「ふるさと学習」の指導計画の見直し
① 「赤米行事」を題材とした学習
② 「豆酘に伝わる民話」を題材とした学習
⑵「ふるさと学習」への校長の関わり
① 文化財課・赤米行事保存会との連携
②「ふるさと学習」の指導計画の再編成
③ 教職員の資質向上に向けて
④ 地域と学校との組織的な関わり
今後も、保護者や地域とともに、未来の対馬を担う人材
を育てるため、「ふるさと学習」の計画的・組織的な取組
を積み重ねていきたい。
＜協議の概要＞
⑴ 指導計画の見直し
体験活動ありきに陥ることなく、その活動を通して、
子どもにどのような力を身に付けさせたいのか、まず目
的を明確にしておくことが大切であり、そこから適切な
ゲストティーチャーの選定へとつなげていくことができ
る。その際、地域のよさを知るだけではなく、子ども自
らが、よりよい町づくりについて考え、発信し、実際の
地域の生活に関わっていく学習活動を取り入れていくこ
とも必要である。
⑵ 組織づくり
管理職が地域とのパイプ役になることは当然ながら重
要なことであるが、職員の核となる地域連携担当を校務
分掌に位置付けることにより、「ふるさと学習」の円滑
な連携推進とともに、教職員の地域と関わる力の向上を
図ることが期待できる。コミュニティースクールや公民
館主事（地域コーディネーター）などとの協働を積極的
に進めていくことも「ふるさと学習」の充実を図る上で
重要である。
⑶ 中学校との連携
意図的・組織的な「ふるさと学習」を展開していくた
めには、義務教育９か年を見通した指導計画作成が必要
である。自分が生活する地域のよさを知り、地域に愛着
をもつことは、自尊感情を育むことであり、キャリア教
育との関連も十分に図りながら、地域発展に主体的に関
わる子どもを育てていく。
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学校の実態を基に課題解決のための取組として、学校
や地域の特色を生かした教育活動の充実は重要である。
提案にあった「お仕事フェスティバル」のような事業紹
介や仕事の体験活動は、小学校段階では有効な手立てで
ある。
また、このような外部講師を招いた活動は、学校と地
域の双方にメリットがあることが大切である。このこと
を十分に考慮した企画が必要であると言える。
一方で、働き方改革を求められる中、教職員がこうし
た活動にどのように関わるのかといった課題もあるが、
提案された取組は、ＰＴＡの予算と組織を活用し、負担
を上手に分散させていることにも注目され、参考になる。
こうした新たな企画の実施に当たっては、校長の役割
が重要になってくる。中でも各事業所や関係教育機関と
の初期の連絡調整は、校長のフットワークに依るところ
が大きい。個々の教師のベクトルをそろえて学校全体の
取組として運営するに当たり、校長の強いリーダーシッ
プが大切になる。子どもたちの共生の心と「生きる力」
の育成のために、こうした取組は、今後更に重要になる
と考えられる。

＜協議題２＞
学校経営ビジョンに基づく創意ある学校経営の推進
＜発表題＞
学校経営ビジョンに基づく創意ある学校経営の推進
～共生と心と生きる力を育む学校づくりを目指して～
沖縄県 名護市立東江小学校長 黛 智久
＜発表概要＞
国が教育改革を進める中、人材育成を念頭に、未来社会
に視野を入れて、子どもに向き合う学校経営に努めなけれ
ばない。
そこで、校長は、教職員の資質向上や働き方改革などを、
家庭地域と連携しながら学校の状況に応じた学校経営ビジ
ョンを示し、学校の特色を生かした学校経営を推進する必
要がある。
⑴ 明確な経営ビジョンの策定
学校評価や保護者アンケート、全国学力学習状況調査、
各種学力調査等の結果を基に実態把握に努めた。
⑵ 互いに認め、支え合い、学び合う環境づくり
児童一人一人のモチベーションを高めるため、「東江
小５つの心がけ」を設定し、児童の自己肯定感の向上に
向けた教師の働きかけを行った。また、学習規律の育成
を目指し、「学習名人」への道の実践を行った。そして、
インクルーシブな教育の実現のため、学びの合言葉「３
つの大丈夫」「３つのお隣さん」の取組を行った。
⑶ 学校や地域の特色を生かした教育活動の充実
児童の将来への夢や希望を実現するために「お仕事フ
ェスティバル」を実施し、地域の１９事業所・高等専門
学校を招き、より具体的なキャリア教育の実践に努めた。
今後もこうした取組を行うことで、共生の心と「生き
る力」育成を図るため取り組んでいきたい。
＜協議の概要＞
⑴ インクルーシブな教育の実現のための実践
特別支援教育の充実のためには、より専門性の高い人
材が求められているが、現実は人材不足である。通常学
級における特別の支援を要する児童が増える中、児童の
学級からの飛び出しや学級崩壊など課題も多い。
学校教育環境の整備については、学校によって教職員
の欠員があるなど、行政的な改善も求めたい。また、生
活支援員の適正配置などを求める声は、今後更に高まる
ものと思われる。
関係機関の活用としては、ＳＳＷやＳＣと連携を図る
など、今まで以上に拡充していくことが必要になる。そ
れにも増して、校内特別支援教育コーディネーターの働
きは重要であるが、学校によっては、その育成が十分進
んでいないのが実情であり、緊急の取組が必要である。
⑵ キャリア教育

Ⅲ

まとめ

研究主題である「先見性のあるビジョンに基づく創意あ
る学校経営の推進」を、各学校で推進するに当たり、地域
の実態と特色を生かした２つの実践の提案発表を受け、熱
心に協議がなされた。
校長は、先見性のある経営ビジョンを策定し、今回の協
議内容を基に、各学校の実態に合わせ、保護者や地域住民
の声を確実にとらえながら、子ども一人一人の夢と希望の
実現に向けた創意ある学校経営を推進していかなければな
らない。
＜成果＞
⑴ 先見性のあるビジョン策定に当たり、様々な観点から
の実態把握が重要である。学校や地域の実態分析から得
られた強みと課題を整理し、校長のリーダーシップを基
にその改善のための手立てを講じることが大切だと確認
した。
⑵ 新たな企画を実施に移していくために、社会に開かれ
た教育課程の編成が重要であり、地域素材の有効活用に
校長の果たす役割がますます大切であることを確認した。
＜課題＞
⑴ 地域素材を生かした実践を行うに当たり、既存の取組
や新たな取組の質を高め精選し、教職員に意義を理解さ
せ、方向を一つに実践していくことで、働き方改革を加
味した取組を推進していく必要がある。
⑵ 特別の支援を要する児童が増える中、専門性の高い教
職員不足の問題を、校内において適正配置で育成を進め
ることを行政と一体となって行っていく必要がある。
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第２分科会
研究主題
Ⅰ

「組織・運営」「評価・改善」
学校経営ビジョンの具現化を図る組織づくりと運営、並びに学校教育の充実を図る評価・改善の推進

趣旨

⑴

今日、知識基盤社会の進展やグローバル化の進行等によ
り、社会状況は急激に変化してきている。このような中、
校長は、
「新たな知を拓く」教育を実現するために掲げた
学校経営ビジョンの実現に向け、活力ある組織、運営体制
を築いていく必要がある。そのためには、学校組織を刷新
し活気ある組織づくりを行うとともに、教職員一人一人が
協働意識と参画意識をもって組織を機能させるようにして
いかなければならない。
また、校長は、学校経営ビジョンに基づく確かな学校経
営と教育実践を進めるとともに、絶えずその評価・改善に
取り組み、学校教育の更なる充実に努めていく必要がある。
そのためには、評価をマネジメント・サイクルの重要な
観点として位置付け、改善に向けたより実効性のあるもに
していかなければならない。さらには、人事考課も踏まえ
つつ、自校の教職員に対する適切な指導や助言が、個々の
意識改革や資質・能力の向上、学校組織全体の成長・発展
につながるようにしていかなければならない。
本分科会では、校長の示す学校経営ビジョンの具現化を
図るための組織づくりと運営、並びに学校経営の充実を図
る評価・改善の具体的方策と成果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
学校経営ビジョンの具現化に向けた活力ある組織づくり
と学校運営の推進
＜発表題＞
学校経営ビジョンの具現化に向けた活力ある組織づく
りと学校運営の推進
～カリキュラム・マネジメントを軸とした学校教育の
改善・充実～
鹿児島県 南九州市立頴娃小学校長 草留 久之
＜発表概要＞
主題設定にあたり、「新しい学習指導要領の考え方」に
よる「カリキュラム・マネジメント～教育課程を軸とした
学校教育の改善・充実～」を基に、学校運営・経営に係る
組織改善や職員意識の充実に資すると考え、研究を進める
こととした。
そこで、次の視点と内容で研究・実践を進めてきた。

南九州市立学校における、カリキュラム・マネジメン
ト（以下Ｃ．Ｍ）や学校評価システムの取組状況を集約
すること
① 過半数の学校では、学校評価システムを意識して進
めているが、Ｃ．Ｍの考え方は不十分
② 各校における学校評価システムへの職員の理解とと
もに今後の積極的な取組への期待
⑵ 本市校長会で進める「Ｃ．Ｍや学校評価システム」の
基本的な考え方を整理すること
① Ｃ．Ｍの３つの指針
ⅰ 教科横断的な視点で教育課程を編成する。
ⅱ 教育実践の質の向上のためにＣＡＰ－Ｄサイクル
を確立する。
ⅲ 実践を可能とする資源（人・金・物・時間・情報
等）を確保する。
② 評価システムの基本的な考え方は、教職員・児童及
び保護者、地域の評価によるＣＡＰ－Ｄサイクルと改
善策の公表
⑶ Ｃ．Ｍや学校評価システム導入に係る校長としての考
え方（ガイドライン）をまとめること
① Ｃ．Ｍの考え方による自己評価をＣＡＰ－Ｄに整合
させた「学校における自己評価」
② 学校への信頼確保と教育の質の向上と能動的・積極
的な教育活動の展開
＜協議の概要＞
⑴ 効果的な外部評価の事例としては、地域にある福祉施
設を活用した学習の評価や、校区内の青少年育成協議会
のアンケート調査結果の活用がある。
⑵ Ｃ．Ｍ、ＣＡＰ－Ｄの見える化を図る必要がある。評
価の重点項目の設定とともに、全職員による評価体制を
整えていきたい。ただし、学校規模により、ＣＡＰ－Ｄ
の流れに違いがあるため、その学校に応じて留意する必
要がある。
⑶ 学校評価が評価のままで終わらないように、平均以下
の項目の確実な改善と複数回の評価に努める。
⑷ 校長のＣ．Ｍを推進していくためには、明確な学校経
営ビジョンが肝要であり、そのビジョンに基づいた学
年・学級経営が展開されているかが鍵となる。また、ミ
ドルリーダー及び若手の人材育成も急務である。

−7−

＜協議題２＞
｢ 新たな知を拓く ｣ 教育を確かなものとする学校経営の
評価・改善と学校評価・人事考課を生かした学校経営の評
価・改善
＜発表題＞
｢ 新たな知を拓く ｣ 教育を確かなものとする学校経
営の評価・改善と学校評価・人事考課を生かした学校
経営の評価・改善
～学校評価，教職員評価，地域社会との連携を通して～
宮崎県 宮崎市立広瀬北小学校長 藤原 章生
＜発表概要＞
これからの先行き不透明な未来社会では、予測の難しい
変化に受け身で対処するのではなく、主体的に関わり課題
解決を図る創造的な思考力やしなやかな知性といった「新
たな知」を生み出す力が求められている。学校は、子ども
たちが、予測できない変化に対応できるよう学び続ける主
体としての力を養っていくために、学校の在り方を地域社
会と共に考えていく必要がある。
ここでは、学校経営の評価・改善に向けて、学校評価や
教職員評価の在り方、また地域社会との連携の在り方を中
心に宮崎市並びに本校で行った取組を挙げる。
具体的には、次の３つの視点での研究・実践である。
⑴ 各中学校区を単位とした「学校関係者評価委員会」に
よる学校評価の在り方
⑵ 「教職員評価制度」による人事評価の在り方
⑶ 「地域まちづくり推進委員会」との連携の在り方
学校教育の質の向上を図るため、今後もリーダーシップ
を発揮して、学校評価による学校経営の評価・改善、教職
員評価による教職員の資質向上、そして「社会に開かれた
教育課程」実現のための地域社会との連携を図っていきた
い。
＜協議の概要＞
⑴ 各中学校区を単位とした「学校関係者評価委員会」に
よる学校評価の在り方
宮崎市の各中学校区を単位とした「学校関係者評価委
員会」は、小中一貫教育を意識しており、特色ある取組
である。年度初めに一堂に会して説明を行い、年間８回
以上の会を開いている。評価項目は、中学校区共通実施
項目と学校独自実施項目にしている。評価委員が複数校
見ることは、客観性があってよい。学校関係者評価委員
会で出された意見を学校経営の評価・改善にどう組み入
れるかが大事である。

⑵

「教職員評価制度」による人事評価の在り方
宮崎県では、「教職員評価制度」による人事評価が、
給与に反映されるようになっている。学校によって、校
長によって、評価が違うかもしれないが、説明責任を果
たせるようにしておくことが大切である。
しかし、一番大事にしたいのは、｢ 人材育成 ｣ という
ことである。職員のやる気を大事にし、｢ 学校評価 ｣ と
ともに学校教育の質の向上を目指すものとしてとらえた
い。目標設定の段階において、各職員の立場で学校経営
方針をどう具体化しようとするのか考えさせることも大
事である。
⑶ 「地域まちづくり推進委員会」との連携の在り方
宮崎市の「地域まちづくり推進委員会」の窓口は、教
頭である。加えて、校長も事務局と密に連携を図ること
が大事である。
子どもたちの安心・安全を守るという点から、登下時
の地域の協力は大変ありがたい。これからもコミュニテ
ィスクールの在り方が重要になってくる。

Ⅲ

まとめ

新学習指導要領のポイントの一つに ｢ 社会に開かれた教
育課程 ｣ が挙げられている。よりよい達成のためには、学
校評価にどう取り組むかが大事になってくる。要は、評価
された内容をどう学校経営に生かしていくか、どう学校を
改善していくのか、そこが校長としての手腕が問われると
ころである。今後、本分科会における次のような成果と課
題を踏まえ、校長としての使命感を自覚して、しっかりと
した経営ビジョンをもって、学校経営に邁進していきたい。
＜成果＞
⑴ 学校評価は、実施の意義やメリットを生かして有効な
状況が見られる。特に、学校運営・管理事項で、情報や
数値的な成果を、指導や広報・啓発に生かすこができる。
⑵ 多方面からの学校に対する意見を収集できたことが、
学校経営計画を見直すことになり、学校経営の改善に生
かすことができた。また、教職員評価制度における校長
の役割を整理したことで、見通しをもって一人一人の職
員に対する関わり方を考えることができた。
＜課題＞
⑴ 学校評価をシステムとして体系的に進めたいが、諸課
題 ( 人的、時間的、方法論的 ) の制約で難しさもある。
⑵ ｢ 社会に開かれた教育課程 ｣ に向けて、今後さらに地
域の声を生かすことができるシステムを構築していく必
要がある。
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第３分科会
研究主題
Ⅰ

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」

趣旨

今日、インターネットで情報を容易に得ることができた
り、ＡＩ（人工知能）の実現化が進んだりしており、暮ら
しはもとより産業や経済などあらゆる分野の変革の動きが
加速し、知識基盤社会やグローバル化も確実に進展してい
る。このような中、子どもには、自他としっかりと向き合
いながら自分を見失うことなく、社会の変化に柔軟に対応
し、自信をもって自らの夢と希望の実現に向け、たくまし
く生き抜く力を身に付けていくことが求められている。
また、新学習指導要領も単なる知識や技能の獲得に留ま
らず、時代を先取りした新たな課題に果敢に挑戦しながら、
主体的に解決することを求めている。そのため、学校教育
では、子どもに多様な人々と協働しながら、様々な社会変
化にも対応し乗り越えることができる柔軟な思考力や判断
力、表現力を身に付けさせることが必要となる。さらには
新しい見方や考え方で新たな価値を創造できる資質・能力
を獲得させていくことが不可欠であり、そのためのカリキ
ュラム・マネジメントの確立が強く求められている。
本分科会では、子どもが豊かな人生を切り拓き、持続可
能な社会の創り手となることができるように、校長のリー
ダーシップの下、「新たな知を拓く」教育課程の工夫と、
自らの生き方に自信をもち、夢と希望を育む教育活動を推
進する上での具体的方策と成果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
「新たな知を拓く」教育課程の工夫
＜発表題＞
「新たな知を拓く」教育課程の工夫
～新しい時代の資質能力の育成を目指す学校教育目標
の策定と目標達成に向けた取組～
大分県 別府市立亀川小学校長 佐藤 裕一
＜発表概要＞
予測できない時代を生き抜く子どもたちにとって、必要
な資質・能力とは何かという視点から、学校の教育目標を
見直し、その教育目標達成のために教職員意識調査等を実
施し、短期のＰＤＣＡサイクルを行う工夫をすることで目
標を達成できるのではないか。また、社会に開かれた教育
課程の観点から、その取組を保護者・地域と共有すること

で目標が達成できるのではないかと考えた。
そこで、次の視点と内容で研究・実践を進めてきた。
⑴ 学校の教育目標の見直しと変更
① 育てたい資質・能力の明確化
② 教職員に共有されやすいメッセージ性のある教育目
標
③ 教職員の意識調査を活用した重点目標の設定
⑵ 教育目標の浸透や達成に向けた取組
① 職員室通信の発行
② 教職員意識調査を活用した検証改善サイクルの確立
⑶ 社会に開かれた教育課程
① 地域との教育目標の共有
② 地域住民による子どもたちへの激励
⑷ 目標達成に向けた教育課程の工夫（本年度令和元年度）
① 「学びの姿勢」の育成を目指す高学年における教科
担任制の試行
② 学校教育目標を意識した教育課程の編成
＜協議の概要＞
⑴ 教育目標の共有化と教職員の意識改革
教育目標を教職員にしっかり意識させ、共通実践をす
るためには、子どもたちに育てたい資質・能力を全職員
でしっかり話し合う必要がある。そして、教育目標を簡
単でメッセージ性のあるものにして、教職員の意識への
定着を図り、重点的取組内容に対して全職員で共通実践
ができるようにすることが大切である。
⑵ 教育目標への取組と検証改善サイクル
教育目標に関することや重点目標、重点的取組の内容
を掲示したり、職員室通信を発行したりすることは、教
職員の実践力を高める。また、教職員の意識の変容を定
期的に示し、短期のＰＤＣＡサイクルを行う工夫をする
ことによって、重点目標の取組が確実のものになる。
⑶ 地域との連携
校区内の地域の方々に教育目標や重点的な取組を知っ
ていただくことは、大切なことである。地域に開かれた
学校として、地域全体で子どもを育てる意義は大きく、
子どもたちの頑張りを集会等で称賛する取組には素晴ら
しいものがある。
⑷ 次年度の新学習指導要領本格実施へ向けた取組
高学年における教科担任制の試行においては、専科教
員や担任の得意分野の教科指導を計画的に実践しながら、
その有効性を検証していく必要がある。
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＜協議題２＞
自らの生き方に自信をもち、夢と希望を育む教育活動の
推進
＜発表題＞
「盈進の児童を光に」するための組織的な実践
鹿児島県 薩摩郡さつま町立盈進小学校長 平

千力

＜発表概要＞
急激な時代の変化に対応し、学校教育の場にも時代を生
き抜く資質や能力を備えた人材の育成が求められている。
本校ではその実現のために、校訓「盈して進む」をその基
盤に据え、「やり抜く力」「豊かな心」「さつま町を愛する
心」の醸成を柱として組織的な実践に取り組んでいる。
⑴ 教育課題を明確にした組織的な学校運営
① 校訓「盈して進む」をより強調
② 重点課題・めざす姿等を５観点で統一
⑵ 「よく聞き」「よく考え」「よく発表する」児童の育成
① 「さつまの構え」の徹底
② 「盈進授業モデル」の共通理解と実践
③ 生きて働く知識・技能の習得
④ 未知の状況に対応できる思考力・判断力・表現力の
育成
⑤ 学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力
の育成
⑥ 「盈進タイム」と連動した家庭学習の充実
⑦ 相互授業参観と座談会の実施
⑧ 鹿児島県教育委員会指定の「学びの組織活性化」推
進プロジェクトによる実践
⑨ 一人一人のニーズにあった特別支援教育の充実
⑶ 「さつま学の」推進
① 学校創立160周年記念事業の実施
② 総合的な学習の時間の実践（６年）
＜協議の概要＞
⑴ 学校教育目標の明確化
すべての職員が学校教育目標を正しく理解するととも
に、保護者や地域にもその目指すところを浸透させ学校
教育にその力を取り込むためには、文言等を整理して簡
潔な目標とすることが望ましい。また、重点課題や、め
ざす児童の姿を観点別に整理することで共通理解や実践
内容の焦点化を図ることができる。評価の観点（項目）
の設定にも反映されることで、ＰＤＣＡサイクルによる
日々の実践に生かすことができる。
⑵ 日々の授業の充実

相互授業参観の機会を設定し、お互いの授業を見つめ
合うとともに、事後に座談会（事後研究）を行い授業の
振り返りを大切にする工夫がなされていた。学年ごとの
実施であり、授業参観や事後の検討での学びを自らの授
業に生かすことができる。授業改善の視点をお互いに共
有し実践することで、学年としての授業力向上にもつな
がる効果的な取組である。
⑶ 地域を生かすことの大切さ
自分が住んでいる地域に対する誇りと、その地域に対
して現在、そして未来に何ができるかを考えさせること
は、次世代を担う資質・能力の育成を考える上でも大き
な意味をもつ。学校内外の行事や総合的な時間での郷土
学習など、地域の力を最大限活用して、郷土を愛する心
の育成に努めることが大切である。

Ⅲ

まとめ

加速度的に進む現代社会の変革を受容しつつも、時に挑
戦し新しい知性を切り開く力。現在、そしてこの先の未来
を歩み続ける今を生きる子どもたちには、その力を生み出
す根源となる知性と創造性が不可欠であり、学校教育の場
にはその育成が求められている。最後に二つの協議題に基
づく研究発表と、それを受けてのグループ討議をとおして、
本分科会の中で得られた成果と、今後、実践研究による解
決を図るべき課題を以下に示しまとめとする。
＜成果＞
⑴ 学校教育目標をシンプルで分かりやすく、メッセージ
性があるものにすることで、学校の考えが職員、保護者、
地域に伝わり教育活動への理解が得られやすくなった。
⑵ 教育活動をとおして育成すべき資質・能力は多々ある
が、学校としの優先順位を決め、その育成のための方策
を考えることで重点目標を明確にすることができた。
⑶ 保護者、地域、行政の力を教育活動に取り込むようカ
リキュラムを工夫改善することで、子どもたちの学ぶ姿
勢、保護者の協力姿勢等に大きな変化が見られた。
＜課題＞
⑴ 学校教育目標の大きな改変には、確たる信念とそこに
至る確たる理由が必要であり着手できないことが多い。
しかし、思いを打ち出す努力を怠ってはならない。
⑵ 学校教育目標は浸透させなければ意味がない。丁寧な
説明と職員や保護者の認知の程度を把握するとともに、
その浸透のための方策を常に模索する必要がある。
⑶ 地域の力を教育活動に積極的に生かす工夫がまだ十分
とは言えない。地域の子どもが学ぶ、地域の学校として、
特色ある教育活動の展開に努めなければならない。
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第４分科会
研究主題
Ⅰ

「豊かな人間性」「健やかな体」
豊かな人間性と健やかな体を育むカリキュラム・マネジメント

趣旨

⑴

今日、グローバル化の進展に伴い、文化や習慣、価値観
の多様化が進む中、未来を担う子どもが自らの夢や目標の
実現を図るためには、学力や体力の向上はもちろん、自律
的態度の確立を促すこと、互いを思いやり尊重する態度や
感動する心など豊かな人間性を育むことが大切である。そ
のため、学校においては、全教育活動を通して体験活動を
推進することや、人権教育や道徳教育を基盤とした心の教
育の充実を図ることが強く求められている。
また、近年の急速な社会環境や生活環境の変化は、物質
的な豊かさをもたらしている反面、精神的なストレスの増
大や生活習慣病の増加など、心身両面で問題を生み出して
いる。学校においても、体力・運動能力の低下やアレルギ
ー性疾患、いじめや不登校等、子どもの心と体の健康に関
わる様々な課題が生じている。校長としては、このような
ことを踏まえ、課題解決を進める指導態勢の構築と社会の
変化に対応した取組の充実を図る必要がある。
本分科会では、校長のリーダーシップの下、豊かな人間
性を育むための心の教育の実践、並びに未来をたくましく
生き抜くための体づくりと健康づくりを推進するためのカ
リキュラム・マネジメントについて、具体的方策と成果を
明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

〈協議題１〉
新たな社会を見据えた人権教育と豊かな心を育てる道徳
教育の推進
〈発表題〉
新たな社会を見据えた人権教育と豊かな心を育てる
道徳教育の推進
～自立（律）した児童の育成を目指す道徳教育を推進
するための校長の役割～
熊本県 上天草市立阿村小学校長 坂本 和子
〈発表概要〉
昨年隣接の中学校が統合・閉校し、地区で唯一の学校と
なるとともに、国版のコミュニティ・スクールを導入し、
家庭・地域と協働しながら児童の道徳的実践力を高め、豊
かな心の育成を図ることを目指している。
そこで、次の視点と内容で研究・実践を進めてきた。

校長の方針の明確化
学校教育目標共有のための取組
学校教育目標と道徳教育との関連の明確化
⑵ 道徳科を要とした教育活動全体を通じて行う道徳教育
の推進
① 共通理解を図る全体計画（別葉）の改善
② 全校オリエンテーションの実施
③ 道徳教育の中で役割を果たす校長講話の実施
④ 「考え・議論する道徳科」への授業改善
⑶ 家庭・地域との協働
① 地域と合同開催の行事を通して
② その他地域と共に行う活動を通して
③ 諸活動や校長の方針の積極的な公表
校長として方向を具体的に示し、教職員の取組や児童
の心の成長を見取り適切な評価を行うことで、道徳的実
践力を高め、豊かな心の育成を図っていきたい。
〈協議の概要〉
⑴ 校長のマネジメント力
校長室の入り口に意見箱を設置し、児童の意見を聞い
て担任に情報提供し、また児童にも返し、全員で児童を
育てていくことが大切である。
⑵ 校長講話の大切さ
常日頃から児童と校長がどのように関わっているかに
より児童の実態を把握し、また地域の実態や職員の意識
の差を知った上での講話となるよう配慮すべきである。
⑶ 学級経営の大事さ
児童が本音で発表するためには学級経営が基本である。
教師の力量を高めるためには、授業を互いに見合うこと
が必要である。
⑷ 道徳を柱としたカリキュラム・マネジメントの提案
目標を明確化して情報発信をしている。また、別葉に
力を入れ、若手職員に他教科との関連を明確化するなど
授業改善にリーダーシップを発揮している。
⑸ 地域との関わり
行事を通して、地域と関わりを深め、地域に根ざした
研究を進めていくことが大切である。
⑹ 人権意識を高める取組
学校の違いにもよるが、教頭やミドルリーダー等の育
成を図ることが大切で、ある程度のことを任せることが
信頼関係を構築することになる。
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①
②

＜協議題２＞
たくましく生きるための体つくりを図った教育活動の推
進と、主体的・実践的な能力や態度を育む健康づくりの推
進
＜発表題＞
たくましく生きるための体つくりを図った教育活動
の推進と、主体的・実践的な能力や態度を育む健康づ
くりの推進
～児童が主体的に取り組む体づくり、健康づくりの充
実に向けて～
沖縄県 沖縄市立島袋小学校長 森田 正人
＜発表概要＞
本校は、「共に学び、共に育ち、共に輝く学校」づくり
をコンセプトに児童・職員・保護者・地域の連携・協働の
もと、学校教育目標の実現に向けて取り組んでいる。
少人数校である本校では縦割り班として、異学年との交
流を通して幅広い人間関係づくりを行うことを目的に全児
童が６グループに分かれている。その班によるあいさつ運
動やボランティア清掃活動等に取り組んでいる。
児童の「健やかな体づくり」を推進するために、校長は
どのように関わり具体的な方策を考え実践していくかを発
表する。
⑴ 研究の視点
① 児童の柔軟性、全身持久力を高める共通実践
② 食育推進体制の充実
③ 学年ギャップのない歯科衛生指導の充実
④ スクールカウンセラーを活用した心の健康づくり
⑵ 研究の成果
① 体育科の授業における体つくり、縄跳び朝会等の実
践
② 栄養職員との連携による食に関する課題解決
③ 幼稚園と連携したう歯罹患率の減少
④ スクールカウンセラーとの連携の充実
校長として、職員や近隣校、関係機関との連携を充実
させ、未来をたくましく生き抜くための体づくりを育む
教育活動の推進に取り組んでいく。
＜協議の概要＞
グループ毎に、「主体的・実践的な能力や態度を育む健
康づくり」について、自校の取組を活発に出し合い、校長
同士で実践事例を共有することができた。すばらしい交流
の中で、校長として全力で学校経営をしている姿が見られ
た。
⑴ 健やかな体づくりへ向けての実践
① 運動の日常化（校時程に「走れ走れ運動」）

②
③

体育科の授業改善と職員の意識改革
運動の楽しみから日常の楽しみへ
長崎県の学校では、校時程に「走れ走れ運動」を数年
前から取り入れており、児童も職員も運動への意識が高
い。また、児童が主体的に動く体育科の授業を職員自ら
が実践している。
⑵ コミュニィティスクールの活用による健康教育
① 学校運営協議会で、心を育てるための話合い
② 学校・家庭・地域と連携した取組の実践
学校・家庭・地域が連携・協働して健康教育に取り組
み、成果をあげている学校がある。
⑶ 関係機関との連携
① 学校歯科医と連携したフッ化物洗口
② スクールカウンセラーとの連携した心のケア
学校が必要に応じて関係機関と連携し、児童の健康や
心のケアをフォローしている学校がある。

Ⅲ

まとめ

学校において、人権教育や道徳教育を基盤とした教育の
充実と全教育活動を通して体験活動を推進することの重要
性を第４分科会の発表、協議会で確信することができた。
今後とも、校長のリーダーシップの下、豊かな人間性を
育む人権教育・道徳教育の実践や体つくり・健康づくりを
推進するためのカリキュラム・マネジメントについて具体
的な方策を探究していかなくてはいけない。
＜成果＞
⑴ 校長のリーダーシップによる豊かな人間性と健やかな
体を育むカリキュラム・マネジメントが児童及び職員を
成長させる。
⑵ 学び続ける教師集団づくりにより教師の授業力が向上
し、ひいては学校の組織力が高まり学校経営がスムーズ
にいく。
⑶ 人権教育・道徳教育・健康教育を柱にしたカリキュラ
ム・マネジメントを明確にして、家庭・地域へ情報発信
することで心豊かでたくましい児童を育てることができ
る。
＜課題＞
⑴ 学校の教育的な課題解決と、職員の意識改革と組織力
の向上等を目指し、校長のリーダーシップをさらに発揮
する必要がある。
⑵ 豊かな人間性と健やかな体を育むカリキュラム・マネ
ジメントについて、具体的な方策をＰＤＣＡサイクルで
検証し、成果と課題を明確にする必要がある。
⑶ 地域に根ざした学校づくりへ向け、学校・家庭・地域
及び関係機関等との更なる連携・協働が必要である。
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第５分科会
研究主題
Ⅰ

研究・研修
「学校の教育力を向上させる研究・研修の推進」

趣旨

知識基盤社会やグローバル化が進展し、社会に大きな変
化が見られる中、
「持続可能な社会」を実現させるために
必要な資質・能力の育成や、多様な人間関係を構築してい
く力や習慣の育成等が重要となっている。このような社会
の急激な変化や時代のニーズに応え、学校教育の使命・責
務を果たすためには、学校の教育力の向上・充実が急務で
ある。
これらのことを踏まえ、校長は、確かな先見性と洞察力
を身に付け、自校の課題を明らかにしながら、教職員が教
職に対する使命感や責任感、探究心をもち、職務やキャリ
アステージに応じて求められる資質・能力を生涯にわたっ
て高めていけるよう展望をもせるとともに、学校経営への
参画意識がたかまるように研究・研修体制を充実すること
が重要である。
本分科会では、校長のリーダーシップの下、教職員の資
質・能力の向上を図るとともに、教職員にキャリアステー
ジを意識した展望や学校経営への参画意識をもたせ、学校
の教育力を向上させる研究体制の確立とその推進について、
具体的方策と成果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
教員の資質・能力の向上を目指した研究・研修体制の充実
＜発表題＞
～つながりを意識させ、「出番・役割・承認」を与え
て教師力向上を図る取組～
佐賀県
唐津市立長松小学校長 牟田 尚敏
＜発表の概要＞
１ 学校経営方針から人事評価制度へ
① 同僚を働きかけの対象として意識付け
② 人材育成指標を活用した実態把握
③ 出番・役割の具体化
④ ＰＤＣＡサイクルを意識したヒアリング
２ 校内研究での授業力向上
① 省察に重きをおいた実践
② リレー授業で見せ合い・磨き合い
③ 多様な授業スタイルを子どもの姿で評価
④ 学力向上アクションプランで伸びを自覚
３ いろいろな出会いで資質・能力の幅を広げる
① コミュニティスクールの活用
② 小小連携 小中連携で同業種との出会い
③ 他業種連携の計画
４ 校長だより
で感性を耕す
＜協議の概要＞
〇 学校経営方
針の生かし方
について
４月に示し
た学校経営案
をＡ４版１枚
にし、下半分
につながりを

意識した人材育成について考えさせ、それぞれの職員が
「出番と役割」について自覚したところがよかった。こ
れにより自己肯定感の高すぎる職員がベテラン層の実践
のすごみを感じたり、経験則が通じなくなって悩んでい
るベテラン層がミドルリーダー層の授業を見て学ぶこと
ができたりしている。
このことは発表校だけでなく多くの参加校から同様の
意見が出され、つながることやキャリアステージに配慮
した研究の進め方が重要であることが確認できた。
〇 校内研究での授業力向上について
校内研究において、これまでのように全員で作り上げ
る授業研究から「省察に重きを置いた授業研究」へのス
タイル変更が効果を上げている。また、初任者やベテラ
ン層の能力を発揮させるためには「板書型指導案」をは
じめとする指導案の簡略化も効果を上げている。負担感
が減ることにより気楽に「授業を見せてください。」「授
業を見においでよ。」という会話がなされている。
このような会話から始まりトップダウンにならない校
内研究ができあがってくる。
〇 資質・能力の幅の広げ方について
小中連携校では、同じ校舎内に小中の教諭が同居して
いるので出前授業をすることが多々ある。ある学校では、
中学校教諭が授業でしゃべりすぎていることに気付き、
小学校教諭の細やかな配慮と子どもたち同士の対話的学
びをまねするようになり、出会いが資質・能力の向上に
寄与した事例が出された。
〇 校長だよりと感性について
校長だよりや学校だよりと名前は様々であるが、「出
番と役割」「子ども同士の学びあい」「教員同士のつなが
り」等校長が視点を明確にして、校内の様子を参観し、
具体的な事例を挙げて承認していくことが大切である。
その際にリーダーシップを期待される教員には思い切っ
て任せることや失敗を許すことが大切である。
〇 全体的に
どの観点においても「ベテラン層や再任用」の校内組
織への位置付け方の意欲の高め方等の困難さが出された。
それらの層の教員へ「出番と役割」をどう意識させ、実
践へつなげさせていくかが今後の大きな課題である。こ
れまでに得てきた「経験則」が少なく若手職員へ伝える
ものをもたない職員の「よさや存在感」を見抜き、自覚
を促し、ミドル層や若年層へつなげていく校長の感性と
能力が、職員の参画意識を向上させ、自然な形で教師力
向上を図り、学校の教育力を向上させていくのではない
かという意見がグループ協議の中で多く出されたいた。
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＜協議題２＞
キャリアステージを意識した展望や、学校経営への参画
意識をもたせる研修の推進
＜発表題＞
キャリアステージを意識した展望や、学校経営への
参画意識をもたせる研修の推進～みやま師魂の継承と
効果的な伸長を図る校長会の組織的取組と校長の指導
性～
福岡県 みやま市立桜舞館小学校長 野片 敏洋
＜発表概要＞
みやま市校長会では、全市的視野に立って市校長会とし
て活動方針を定め共同で取り組んできた。
子どもの教育に当たる教師の力の影響力や重要性から人
材の「材」を財産の「財」としてとらえ、組織的な人財育
成とそれぞれの学校における校長としての指導性を発揮し
た人財育成を行ってきた。具体的には、以下の三つの視点
を設定し実践をした。
⑴ キャリアステージに応じた人財育成
⑵ 合同三部会を通して人財育成
⑶ 四者合同研修会を通して人財育成
⑴においては、市の教職員の実態を把握・整理し、中長
期的な人財育成構想を作成し、それをもとに研修の具現化
を行った。また、校長会として若手教師やリーダーとして
の女性教員の資質向上を目指しサークルを立ち上げたり、
自主的な合同サークルに支援をしてきたりした。そのこと
によって、人材が育ってきた。⑵については、校長会、教
頭会、教務主任会にも組織編成に共通性をもたせ、それぞ
れに研究部、職務研究部、対策部を設定し、合同三部会を
組織し研究や研修を実施した。また、教頭・教務主任にも
人財育成に関する意識を高めることができた。⑶について
は、授業力の向上を目指すために各学校での校長・教頭・
教務主任に研究主任を入れた四者研修会、そして、四者合
同研修会を実施してきた。それぞれの職に応じた役割行動
を自覚することができ、職能の成長を図ることができた。
＜協議の概要＞
⑴ キャリアステージを意識した人材育成
キャリアに応じて人材を育成していくことは大切であ
り、校長としての責務である。新規採用の倍率が低下す
る中で新規採用職員の人材育成について喫緊の課題であ
ることを共有しながらその方策について協議した。また、
ミドルリーダーを育てることや次代の管理職を育てるこ
とも協議された。そうした中において、自主的なサーク
ル活動についての現状と課題が話題となった。また、校

長会がリードしながら教頭会・教務主任会等との連携を
図るような研修体制は人材を育成する上で有効なことや
研修体制と学校運営との関連性も話題となった。
サークル活動については、今後、継続・活発化してい
くために校長として積極的に関わることが必要ではない
かという意見が多かった。しかし、時間外での活動とな
るために働き方改革との兼ね合いで対応が難しい現状が
あることも話合いの中で出てきた。
⑵ 学校経営への参画意識を高める研修
職種や校務分掌の違う職員で研修を計画的に組織化・
運営できれば、各職や各担当において、学校運営への参
画意識を高めるよい研修となることが共有された。また、
参画意識を高めるための手立てや方策について活発に話
し合われた。若手職員であっても主任を任せたり、ベテ
ランの先生とは面談を活用しながら存在感を高めたうえ
で人材育成に参画させたりすることがよいのではないか
という意見が出た。さらに、次代の管理職を育てるため
に管理職の業務の内容や面白さを伝えていくべきだとい
うようなことが話題となった。

Ⅲ

まとめ

学校の教育力を向上させるための研修の在り方やその体
制について二つの発表をもとに校長として、また、所属す
る校長会として指導性をどのよう発揮していけば良いか協
議が行われた。
それぞれのキャリアステージに合わせた研修への対応が
校長として所属する校長会として求められている。
＜成果＞
⑴ 校長が指導性を発揮し、キャリアの違う職員同士、委
員会と学校、校区の中学校、他業種との連携などつなが
りをもたせることが研修の場をつくり、人材育成につな
がることが確認できた。
⑵ 校長会として人材育成に係る研修組織と運営に積極的
にかかわることで、市町村全体の職員の資質向上につな
がることが確認できた。
＜課題＞
⑴ 学校経営参画の意識を向上させ各職員が主体的に学校
運営にかかわっていく雰囲気づくりとその具体的方策を
今後とも模索していく必要がある。
⑵ 増え続ける若手職員および絶対数の少ないミドルリー
ダーとなるべき中堅職員への研修、ベテラン職員への参
画意識を向上させることが課題である。
⑶ 新たな研修の構築をするにも既存の研修会があり、研
修会の精選と運営の在り方を検討する必要がある。
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第６分科会
研究主題
Ⅰ

リーダー育成
「これからの学校を担うリーダーの育成」

趣旨

今日、学校には、
「新たな知を拓く」教育の実践や様々
な教育課題への対応が求められ、その解決に向けて学校の
教育力を高めていくことが重要になっている。学校教育目
標等の具現化に向けて教職員一人一人の力量を高め、学校
組織としての教育力を向上させていくことが学校経営の重
要課題である。そのためには、学校を組織的に運営してい
くための大きな役割を果たすミドルリーダーの存在がます
ます重要になっており、その育成が急務となる。
また、校長は、教職員一人一人の特性を把握し、必要と
される資質・能力を具備した人材を発掘して、意図的・計
画的に育成していくことが重要である。特に、組織的な学
校運営を推進していくためには、学校全体を統括・指導す
る有能な管理職人材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。その際、校務分掌
を通して幅広い経験をさせるとともに、経営感覚を育むこ
となどが重要である。
本分科会では、学校教育への確かな展望と実践力を身に
付けたミドルリーダーや時代の変化をとらえる能力と豊か
な人間性を身に付けた管理職人材を育成するため、その具
体的方策と成果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
学校教育への確かな展望をもち、行動できるミドルリー
ダーの育成
＜発表題＞
チーム学校としての共通理解のシステムづくりとミド
ルリーダーの育成
～学校組織としての教育力向上の取組～
佐賀県 佐賀市立西与賀小学校長 大木 貴博
＜発表概要＞
文部科学省の「学校組織マネジメント研修」において、
学校におけるミドルリーダーの役割として「責任感と使命
感」「学校ビジョン構築への参画と教育活動の推進」「職場
の活性化」
「同僚教職員の指導・育成」などが挙げられて
いる。
学校のキーパーソンとしてのミドルリーダーのパワー
「人柄や人間味に対する周囲の人々からの尊敬・信頼に基
づいて人を動かすパワー」
「専門性に基づいて人を動かす
パワー」「価値のある情報に基づいて人を動かすパワー」

などを活用することが学校運営、組織力の向上、人材育成
を図っていく中で重要となってくる。
そこで、次の視点と内容で研究・実践を進めてきた。
⑴ 学校教育目標の共有と意識化
学校教育目標の実現を図るための重点項目として「知
づくり（創造）」「心づくり（共生）」「体づくり（伸張）」
の三本柱をかかげ、
「グランドデザイン」という形で図
式化して示し、教職員、保護者、地域にも提示している。
⑵ 校務分掌のプロジェクト化による重点項目の意識化と
ミドルリーダーの育成
学校経営の三つの重点項目に合わせた校務分掌を再編
し、各部の部長には、ベテラン教師やミドルリーダーを
配置した。又、部長には部全体の把握に努めさせるため、
それぞれの業務分担には充てないように配慮した。また、
各業務においても担当を複数配置するようにした。
⑶ 面談等による進捗状況の確認
教職員が同じベクトルを向くように、次のような面談
や日頃の助言活動を通して、それぞれの立場から、進捗
状況を確認するとともに、指導・助言を重ねることで学
校力の向上に努めてきた。
① 人事評価制度における面談
② 人事異動及び次年度に向けての面談
③ その他の日常指導
＜協議の概要＞
⑴ 学校教育目標を共有するための工夫
学校の教育目標を具現化するための方策として、校長
はグランドデザインを示すことが重要である。さらに、
学校経営案や学年・学級経営案に反映させたり、特にミ
ドルリーダーである学年主任等への理解を深めるための
話合いの場を設定したりすることも必要である。
⑵ 校務分掌と配置の工夫
人材育成のためには、重要なポジションを与えること
も一つの手立てである。ミドルリーダーの年齢層が少な
いという現状では、20代や30代という若い年齢層にも学
校の要となるポジションに配置することによって、学校
運営に参画する意識を高めることができるのではないか。
⑶ 教職員評価制度の活用
授業時数が増え、放課後の時間が少なくなる中、職員
とコミュニケーションをとることも難しくなってきてい
る。そこで、教職員評価制度におけるミーティングやフ
ィードバック時に、人材育成の指標を活用して具体的な
視点や目標をもたせたり、キャリア指導をしたりしなが
ら、人材育成に努めることも一つの手立てである。
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＜協議題２＞
大量退職時代の学校教育を支える人材育成
＜発表題＞
大量退職時代の学校教育を支える人材育成
～管理職人材の資質向上を目指す佐世保市小学校長会
の組織的取組～
長崎県 佐世保市立吉井南小学校長 松瀬 伸吾
＜発表概要＞
学校を取り巻く環境は日々変化しており、これまでより
複雑で困難な経営上の課題が山積している。一方、学校現
場では、教員の大量退職時代を迎えている。大量の経験不
足の若手教員と少数の多忙な中堅教員からなる集団をまと
めていくためには、校長のリーダーシップとマネジメント
力がこれまで以上に求められる。
佐世保市内の学校では、平成30年度からの３年間で21名、
約48％の校長が退職する。10年後の教育界を担う中堅層の
人数が少ないため、若い年齢層や経験不足の副校長・教頭
からの管理職への登用も必要になってくる。
学校の教育力低下を防ぐために、管理職の資質能力の向
上は重要な課題となる。管理職人材の意図的・計画的・組
織的育成を図るため、以下の２点の取組を進めてきた。
⑴ 副校長・教頭への講話による指導
① 定例副校長・教頭研修会での指導
② 分団副校長・教頭研修会での指導
⑵ 後継者育成研修会の実施
① 前期後継者育成研修会
② 中期後継者育成研修会
③ 後期後継者育成研修会
④ 任用前後継者育成研修会
＜協議の概要＞
⑴ 管理職を希望する人材の育成について
管理職になると、仕事も責任も大きくなり大変である。
学校で一番忙しく、朝早くから夜遅くまでの勤務を求め
られるというような理由により、管理職に対し魅力を感
じないという職員もみられる。また、女性管理職の育成
という要望はあるが、勤務条件等により、管理職にはな
れないという意見もある。
働きがいと、働きやすさの両面から、今の管理職が職
務内容を見直し、魅力ある職務であることを示していく
こと、また、各年代に応じて、校内での職務経験を積み
上げさせることで、学校運営に携わる魅力を実感させて
いく取組を継続していくことが大切である。
⑵ 管理職育成のための研修のあり方

管理職育成や、管理職試験対策のための研修は、各県、
各地区で多く実施されている。しかし、学校における働
き方改革が叫ばれる中、参加者はもちろん、研修会を実
施する主催者側にも多忙感の増大とならないような工夫
が必要である。
人事評価システム、研修センター、教育委員会と校長
会との連携を図り、研修の機会確保を行っていくことが
望ましい。また、管理職採用前だけでなく、各年代に応
じた学校経営に参画する魅力を伝えるための研修も重要
であるとの意見も出された。
⑶ 校長の後継者育成意識の向上
研修会を企画運営する中で、校長自身の後継者育成に
対する意識も向上が図られ、各学校での職員の働きかけ
に役立ってきたことも報告された。

Ⅲ

まとめ

経験の浅さ等に起因するミドルリーダーや管理職の資質
能力の未熟さは、学校の不安定さを招きかねない。これか
らの学校を支えるリーダー育成をどのように図っていくか
ということについて、２つの発表を通して熱心な協議が行
われた。
今後、本分科会における以下の成果と課題を踏まえ、学
校や関係機関が連携して人材育成を推進していきたい。
＜成果＞
⑴ 学校の教育目標を実現するための組織づくりにおいて
は、一人一役ではなく、ベテラン職員、ミドルリーダー、
若手職員等を融合させたチームでの取組が重要であるこ
とを確認できた。
⑵ 人材育成のための研修は、教育委員会、研究センター、
校長会等、各組織が連携をすることにより、効率的な運
営が図られることを確認できた。
⑶ 職員の学校運営参画意識を向上させ、管理職を目指す
人材の育成を図るためには、今の管理職自身が魅力ある
リーダー像を示していくことが重要である。
＜課題＞
⑴ 管理職を目指す人材育成のためには、管理職自身が働
き方改革の考えに沿った多忙化の解消を図っていき、魅
力ある働き方を示すことができるようにしていく必要が
ある。
⑵ 学校の組織力を高めるために、ミドルリーダー世代と
ベテラン教職員の融合を図る必要がある。
⑶ 教職員の資質向上のために、各年代に応じた、人材育
成のためのシステムづくりが必要である。
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第７分科会
研究主題
Ⅰ

「学校安全」「危機対応」
命を守る安全教育・防災教育の推進、並びに様々な危機への対応

趣旨

未曾有の大被害をもたらした東日本大震災以降、国民の
防災意識は確実に高まってきている。近年は、台風や局地
的大雨による土砂崩れや洪水、火山の噴火等の自然災害が、
毎年、各地で起きるとともに、猛暑による熱中症も頻発し、
その対策も喫緊の課題となってきている。また、通学路等
における不審者の声かけ事案やわいせつ事案、交通事故な
ど、子どもが被害者となる事案や事故の発生も後を絶たな
い。さらに、人間関係の希薄化、家庭の教育力の低下等、
子どもを取り巻く環境は、子どもの意識に変化をもたらし、
暴力行為やいじめ、不登校等といった問題行動の一因とな
っていると考えられる。
そのため、学校では、組織的・計画的な安全教育・防災
教育を推進するとともに、多様化・深刻化する危機に備え、
日頃から危機管理体制の整備、危機発生の未然防止、危機
発生時の対応、並びに再発防止等の適切な対応を行ってい
くことが重要である。
校長は、教職員の危機管理意識をより一層高めるととも
に、自然や社会の変化を踏まえた危機管理体制の確立を図
ることが求められている。そのためには、家庭・地域・関
係機関との連携をより一層強化し、組織的に迅速かつ的確
に対応できるようにしていかなければならない。
本分科会では、子どもの安全安心を確保し、危機を回避
する能力を育む教育の充実と、学校危機への計画的・組織
的な対応を進め、危機に強い学校づくりの具体的方策と成
果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
子どもの命を守る安全教育・防災教育の充実と虐待への
対応
＜発表題＞
子どもの命を守る安全教育・防災教育の充実と虐待へ
の対応
～学校・行政・家庭・地域の連携・協働による危機回
避・危機管理能力の育成～
福岡県 遠賀郡水巻町立伊左座小学校長 上之 浩
＜発表概要＞
水巻町教育委員会では、数年前から「みんなで育てよう
水巻の子ども」を教育施策のスローガンに掲げ、自立力・
協働力・健康力・規範力の育成を目指している。本校では、
関連する法令や町や学校に
おける児童の実態等を踏ま
え、学校教育目標、めざす
子ども像を設定した。
そこで、学校・行政・家
庭・地域の連携・協働によ
る危機回避・危機管理能力
の向上を目指し、次の視点
と内容で研究・実践を進め
てきた。
⑴ 地域や関係機関と連携
した児童の危機回避能力
の育成

安全教育に関する全体計画と実践・評価
地域安全パトロール隊による交通指導
交通教室の実施
生活・学習アンケートの実施と指導
⑵ 地域や行政と連携した児童の危機回避能力及び教職員
の危機管理能力の育成
① 「伊左座小みんなで育てよう会」の結成と平成29年
度防災避難訓練の実施
② 平成30年度防災避難訓練と安全教室
⑶ 行政や関係機関と連携した教職員の危機管理能力の育成
① 虐待事案を通して
以上の研究を進めながら、同時に校長としての役割や指
導性を常に考えながら取り組んできた。
学校運営協議会において、これまで以上に地域の声をし
っかり聞き、それを学校運営に反映させていく必要がある。
特に、防災に関しては、学校・行政・家庭・地域が連携・
協働した取組となるので、全員が当事者意識をもって参加
できるようにしていきたい。家庭を含めた児童の実態を把
握するとともに行政や関係機関等と連携・協働しながら、
児童の危機回避能力・教職員の危機管理能力を育成してい
きたい。
＜協議の概要＞
⑴ 児童の危機回避能力の育成
◯ 地域・関係機関・行政と連携した体験活動や学習を
より多く実践し、振り返りや自己評価を確実に行う。
・型どおりの避難訓練から、より実際に近い訓練や保
護者や地域の方と一緒に行う訓練へ変えていく。
（引き渡し訓練や地区防災訓練への参加なども含む）
・警備会社、自動車学校、消防団等を講師に活用する。
・命を見つめる月間など、児童に自分の命は自分で守
るという意識をもたせる場面を多くつくる。
・日本赤十字社の防災教材を活用する。
・見守り隊や地域の高齢者との交流を行い、顔や人を
知ることで危機対応の幅を広げる。
⑵ 教職員の危機管理能力の育成
◯ 地域・関係機関・行政と連携した体制づくりを行い、
教職員の意識改革を行う必要がある。
・警察や警備会社の方と話をすることにより、不審者
対応等の技術や意識を高める。
・虐待事案に備えて、教育委員会・児童相談所・警察
との体制づくりや情報交換等の機会を増やす。
・地域の防犯・防災情報等を保護者と共に共有する機
会をつくる。
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①
②
③
④

＜協議題２＞
いじめや不登校等に適切に対応できる体制の整備と、高
い危機管理能力をもつ組織・体制づくり
＜発表題＞
いじめや不登校等に適切に対応できる体制の整備と、
高い危機管理能力をもつ組織・体制づくり
～不登校対応の体制づくりと組織力の向上～
熊本県 熊本市立龍田小学校長 佐土原 智彰
＜発表概要＞
熊本市の不登校児童数は、ここ７年間で約３倍になって
おり、本校でも平成３０年度には児童数６３７人に対して
不登校児童数は１３人であった。このような実態から、専
門機関を巻き込んだ体制づくりやその体制を機能させるた
めの職員同士のつながり、情報の提供による組織力の向上
を図ってきた。
⑴ 相談支援体制の整備
不登校の要因や背景を把握し見立てを行い、それに沿
って組織的、計画的に支援を行うことが肝要である。そ
のためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーとの連携を強化してきた。専門家の診断や助言を受
け、支援や対応の充実を図ることができた。
⑵ 組織力向上のための改革
組織力向上のための体制づくりとして、主幹教諭を不
登校児童支援コーディネーターとして配置した。また、
組織を機能させる工夫として、学年主任を窓口としてケ
ース会議を開き、学年経営の意識を高めたり、不登校事
案のケース会議には同じ学年部の担任も参加させ、情報
の共有や担任等のサポートを行ったりした。
⑶ 不登校予防のための取組
授業改善では、児童が意欲的に取り組みたくなるよう
な学習問題を設定し、児童同士が問題に協力して取り組
む活動を積極的に取り入れることで、お互いに意見を安
心して出し合えるようになった。
＜協議の概要＞
⑴ 相談支援体制の整備
市町村教育委員会やスクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー等の関係機関との連携を強化してい
くことが大切である。例として、校内のいじめ・不登校
対策委員会や学年別の情報交換会に同席していただき意
見を求める等がある。また、必要に応じて、民生委員や
心理士等の専門アドバイザー、放課後等支援事業所等と
の連携も考えられる。
⑵ 組織力向上のための改革

主幹教諭を不登校児童支援コーディネーターとして配
置したり、学年主任が主体的にかかわるように意識付け
を図ったりすることが重要である。その際、学年主任の
校務分掌を軽減するなどの配慮も大切である。不登校対
応の加配教員を配置されている学校もある。
不登校児童が多数の場合には、主幹教諭や養護教諭、
若手職員など複数職員で朝・昼・夕に何らかのアクショ
ンを起こすようにしている事例も報告された。
⑶ 不登校予防のための取組
早期発見早期対応のために、校務支援システムを活用
して常に児童の状況を把握している例もあった。
学力保障の取組として、別室指導や適応指導教室・フ
リースクールの活用、プリント届け・添削指導などの意
見が出された。

Ⅲ

まとめ

学校では、組織的・計画的な安全教育・防災教育を推進
するとともに、様々な危機に適切に対応することが重要で
ある。校長として、教職員の危機管理意識を一層高め、危
機管理体制の確立を図るための方策について、熱心に協議
が進められた。次のような成果と課題を踏まえ、危機に強
い学校づくりを推進したい。
＜成果＞
⑴ パトロール隊やドライビングスクール、学校運営協議
会、教育委員会等の地域や行政、関係機関と連携しなが
ら安全教育や防災教育を計画的・組織的に進めていくこ
とで、児童の危機回避能力や職員の危機管理能力を高め
ることができることを確認した。
⑵ いじめ・不登校・虐待等の事案に関しては、専門機関
と連携してケース会議を開き、共通理解した上で役割分
担を行い共通実践につなげていくことが効果的であるこ
とが確認できた。また、それぞれの未然防止のための取
組として、「居場所づくり」が重要であり、その取組が「分
かる授業づくり」や「楽しい学校づくり」であることも
共通理解できた。
＜課題＞
⑴ 様々な危機への対応は、組織づくりや体制づくりが重
要となる。校長としてどのような役割を担い、指導力を
発揮すべきかを今後も検討していく必要がある。
⑵ 不登校の要因は、家庭環境や生活リズム、学力不振、
人間関係等多岐に渡る。要因に応じて専門機関と連携し
ていかに保護者支援をしていくかも重要である。また、
保護者の「行かなくていい」という考えや精神疾患の場
合等への対応も検討していく必要がある。
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第８分科会
研究主題
Ⅰ

社会形成能力
「社会形成能力を育む教育の推進」

趣旨

これからの日本社会は「将来の予測が困難な複雑で変化
の激しい社会」、「ＡＩ（人工知能）等の導入により、子
どもが今なりたい職業は将来存在しないかもしれない社会」
など、産業・経済の構造的変化、雇用体制の多様化・流動
化による社会環境の大きな変化が予測される。このような
社会の到来は、子ども自らの将来のとらえ方にも大きな変
化をもたらしている。とどまることなく変化する社会の中
で、子どもが夢や目標をもって積極的に自分の将来を切り
拓いて生きていくためには、社会の変化を恐れず粘り強く
前進し、失敗しても諦めず変化に対応していく力と態度を
育てることが不可欠である。
そこで、学校においては、これからの社会を創りあげて
いくために必要となる知性と創造性とともに、豊かな人間
性を身に付けさせるために、他者を認めつつ、他者と協力
することの大切さを教え、よりよい社会を協働して形成し
ようとする態度や能力を育む必要がある。
校長はキャリア教育等の視点を取り入れた教育活動によ
り、社会的・職業的自立に必要な基礎的・汎用的能力等、
子どもに生きる力の基礎を積極的に身に付けさせなければ
ならない。
本分科会では、校長のリーダーシップの下、特別活動を
要としつつ教科等で身に付けた知識・技能等を基に、より
よい社会の形成に向けて、主体性をもって社会に参画し、
課題解決を図る能力や態度等を育むための具体的方策と成
果を明らかにする。

Ⅱ

研究発表と協議

＜協議題１＞
社会の発展に貢献しようとする資質・能力・態度を育む
教育の推進
＜発表題＞
社会の発展に貢献しようとする資質・能力・態度を育
む教育の推進
～地域との連携を図り、社会形成能力を育む教育活動
の創造～
福岡県 みやこ町立上高屋小学校長 篠田 宏記
＜発表概要＞
勝山中学校区は三小一中で構成され、小中連携教育研究

事業によって、授業交流会や合同研修会を積極的に行い、
学力向上の取組をはじめ、キャリア教育にも取り組んでい
る。
身近な地域社会の現実や問題にふれる学習を経験するこ
とで、将来、より広い社会に目を向けて、積極的に社会に
貢献しようとする資質・能力・態度を養うことができると
考えた。
そこで、次の視点と内容で研究・実践を進めてきた。
⑴ 「かつやま夢プラン」の作成・実施
キャリア教育の「断片」をつなぎ、めざす３つの力を
育成していく教育活動計画である。
⑵ 地域との連携を図った体験活動の充実と推進
① 諫山校区アンビシャス広場
② 関係機関、団体との連携
⑶ 小中連携教育研究事業の推進
① キャリア教育でめざす子ども像の共有
② 小中連携校長・主幹教諭合同会議の定例化
③ 小・中連携による夢プランの実施
校長が明確な方針やビジョンを提示し、リーダーシップ
を発揮することで、教職員のモチベーションを高めるとと
もに、保護者・地域の教育活動への関心も高めることがで
きた。今後は、校種間の連携も含め、地域や関係機関との
連携を密にしながら、行政や企業との連携を深めることで、
児童の活動の場や夢や願いを広げ、よりダイナミックな取
組にもチャレンジしていきたい。
＜協議の概要＞
⑴ 地域資源「ひと・もの・こと」の効果的活用
校長として積極的に地域へ足を運ぶことや、その活動
で身に付けさせる子どものゴール像を明確にして地域と
共有すること、高齢化が進む中で若い世代の人材を発掘
することなどが大切である。特に、地域人材をＧＴやア
ドバイザーとして迎える際には、事前に学習のねらいや
意図を伝え、かつ、相手の思いや願いを理解するなどの
共通理解が重要である。
⑵ キャリア教育全体計画の作成・実施
キャリア教育の活動計画を作成し、各教科・領域で実
施されているキャリア教育の「断片」（キャリア教育の
視点にある諸活動）をつなぐ必要がある。発表された「か
つやま夢プラン」は、めざす力のゴール地点の設定や地
域素材の活用、ＰＤＣＡに基づく評価・見直し等からの
工夫があり、大変参考になり今後活用していきたい。
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＜協議題２＞
社会形成能力を育む教育の推進
＜発表題＞
社会形成能力を育む教育推進
～キャリア教育を視点においた社会に貢献する能力や
態度の育成をめざして～
沖縄県 那覇市立識名小学校長 平良 雅司
＜発表概要＞
平成２３年３月には、中央教育審議会答申「今後の学校
におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」の中
で「基礎的・汎用的能力」の一つとして、
「人間関係形成
能力・社会形成能力」が示されている。
さらに、新学習指導要領改訂にあたって育てるべき資質
能力の一つの柱として「どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間性等）」が
示され、「社会形成能力」がますます重要視されている。
そこで、本研究では、これまでの研究を土台に、
「社会
形成能力」を育む教育を推進するための具体的な方策につ
いて次の３つの視点で研究、実践を進めてきた。
⑴ 「社会形成能力」の定義と新学習指導要領における位
置付けと意義について
⑵ 体験活動の教育課程への位置付けとその評価（資質・
能力）について
⑶ キャリア教育の充実（各教科、総合的な学習の時間、
学級活動３の実践）
＜協議の概要＞
⑴ キャリア教育推進
キャリア教育を推進するためには、全職員が「キャリ
ア教育」の意義や視点をしっかり共通認識することが大
事である。
「何のために」を意識せずに活動だけで終わってしま
うことがある。「児童に何を身に付けさせるのか」「どう
表現させるのか」
「どう評価するのか」など基本となる
研修を受け、共通理解する必要がある。
また、各教科、領域の力もしっかり身に付けさせるこ
とがキャリア教育につながることも意識しながら日常的
な指導を行うことが大事である。
⑵ キャリア教育と体験活動
具体的な体験活動を進めていく際には、そのねらいや
意義をしっかり確認するとともに、キャリア教育の視点
及び身に付けさせたい人間関係形成能力・社会形成能力
についても計画等に記入するなど意識して取り組むこと

が大事である。
体験活動では、本物に触れさせることも重要である。
交番で本物の制服の警察官に仕事の話を聞く。考古博物
館で本物の土器や石器に触れる。また、南極隊経験者の
方に来ていただいて話を聞き、南極の氷に触れる体験を
数年間続けている等の事例が出された。
本物を見て、触れて、聞くことによって、初めて気付
いたり、違いが分かったりする。そして何より感動を味
わわせたい。夢へとつながる第一歩ではないだろうか。
⑶ 小中連携
キャリアノート、キャリアファイルに振り返りや変容
を積み重ねていくことで成長が実感できる。そしてそれ
をつないでいく必要がある。中学校の職場体験の土台と
なるよう小学校の体験活動をしっかり整理し、つなげて
いけるように小中での連携をしっかり取っていくことが
重要である。

Ⅲ

まとめ

学校と地域の取組についてそれぞれＰＤＣＡサイクルを
見直し、改善を行い、それを共有することによって更なる
地域と連携した教育活動の充実を図っていくことが大切で
ある。
校長が明確な方針やビジョンを提示し、リーダーシップ
を発揮することで、教職員のモチベーションを高め、保護
者・地域の教育活動への関心も高め、地域との連携が更に
強まり、それによって社会形成能力を育むことができると
考える。
＜成果＞
⑴ 地域との連携の中でめざす子ども像を共有することが
できていたので、活動に携わる関係者が意識しながら児
童のよさやがんばりを称賛し、自己有用感や達成感を味
わわせることができるようになった。
⑵ 新学習指導要領におけるキャリア教育（社会形成能力）
の位置付けを整理することができ、基礎的・汎用的能力
を年間指導計画に位置付けることができた。
＜課題＞
⑴ 振り返りカードやポートフォリオを活用して、キャリ
アカウンセリングを進めることやキャリアパスポートの
作成を行い、一人一人の成長を共通理解できるようにす
る。
⑵ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質能
力の育成と評価の在り方、特別活動を要としたキャリア
教育の充実を更に図っていく必要がある。
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第９分科会
研究主題
Ⅰ

「自立と共生」「連携・接続」
「自立と共生を図り、実践的な態度を育む教育の推進、並びに家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進」

趣旨

づくり宣言」を行い、ごみの高度分別などに取り組み、平

今日、学校においては、子どもが障がいの有無にかかわ

成２０年には、国の環境モデル都市に認定された。また、

らず共に生活する中で、分け隔てなく、相互に人格や個性

水俣市では、全ての学校で、中学校卒業までに育てたい児

を尊重し合う教育が求められている。とりわけ、特別な支

童生徒像として、「水俣病についての正しい認識に基づき

援を要する子どもに、その教育的ニーズに応え、将来の自

環境モデル都市として取組を進める水俣市の姿を理解し、

立に向けての基礎を培っていかなければならない。そのた

将来にわたってふるさと水俣を誇れる児童生徒」を目指し

めには、校長が特別支援教育に対する理解を深め、関係機

各学校の特色を生かした教育活動を展開している。

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

⑴

特別支援教育の推進

切である。また、規範意識や他者とのコミュニケーション

①

小中連携

力が十分身に付いていないことが、いじめ等の問題行動の

②

職員の資質・指導力向上

要因の一つになっており、主体的に地域に関わろうとする

⑵

環境教育の推進

子どもの育成、並びに生徒指導上の課題へ対応するために

「水俣科」の授業

②

環境ＩＳＯへの取組

は、学校・家庭・地域等が一体となった地域基盤を再構築

①

することが求められている。

〈協議の概要〉

さらに、「小１プロブレム」「中１ギャップ」と呼ばれる

⑴

特別支援教育の推進

異校種間の接続上の課題も依然として存在している。校長

特別支援教育における課題として、支援を必要とする

は、地域の核としての学校の在り方を学校運営の基盤に位

児童が増えてきているとともに、就学指導に関して保護

置付け、家庭・地域等との連携、異校種間の連携による円

者の理解が得られないという状況が挙げられる。しかし

滑な接続や教育環境づくりをより一層推進する必要がある。

各市が配置している支援員等の人数には限界がある。そ

本分科会では、校長のリーダーシップの下、子どもの自立

こで、今後はこれまで以上に日頃から保護者との信頼関

を図るための特別支援教育の推進、並びに子ども一人一人

係づくりに努める必要がある。そのためには、担任が力

の将来を見据えた家庭・地域等との連携や、異校種間の円

量を高めるとともに、児童に成功体験を積ませながら児

滑な接続を推進するための具体的方策と成果を明らかにす

童の成長を保護者に伝えるなど、プラス面の情報をもと

る。

に積極的に保護者に関わっていくことが効果的である。
また、専科等による空き時間を活用した支援体制づく

Ⅱ

研究発表と協議

りや小中一貫による児童生徒理解の取組など、校長が特

＜協議題１＞

別支援教育への理解を深め、関係機関と連携して体制づ

児童の自立を図る特別支援教育と、「持続可能な社会」
を目指した環境教育の推進

くりを行っていくことが大切である。
⑵

＜発表題＞

環境教育の推進
環境学習を進めるには、地域の「ひと、もの、こと」
を活用した取組が有効である。そのためには、まず職員

児童の自立を図る特別支援教育と、「持続可能な社会」
を目指した環境教育の推進
～本校の“強み”を生かして～
熊本県 水俣市立葛渡小学校長 田尻 則幸

が地域を知ることが必要であり、それによってふるさと
の強みを生かした教育を展開することができる。
校長に求められる役割としては、地域の素材や核とな
る人材や関係機関との関係づくりを行いながら、学校と

＜発表概要＞

地域の両方のニーズを把握した上で互いをつないでいく

水俣市は、平成４年に日本で初めての「環境モデル都市
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ことが大切である。

＜協議題２＞
家庭・地域と連携し、充実した教育活動を展開できる学
校づくりと、異校種間の学びの連続性を重視した取組の推
進
＜発表題＞
家庭・地域と連携し、充実した教育活動を展開できる
学校づくりと異校種間の学びの連続性を重視した取組
の推進
～松浦市福島町の取組を通して～
長崎県 雲仙市立大正小学校長 稲栄 浩保
＜発表概要＞
これまでの小中連携の取組を整理し、家庭や地域社会か
ら期待を受けながら連携や協働をしている取組について振
り返り、それらの成果と課題を明らかにしながら、今後の
学校運営に役立てたいと考え、本課題を設定した。
そこで、次の２点を研究の視点として、研究と実践を進
めてきた。
⑴ 異校種間（小中・保小）の取組を振り返り、成果と課
題を整理し、連携の推進を図る。
① 中学校との連携
② 保育所との連携
⑵ 家庭・地域との取組を振り返り、成果と課題を整理し、
連携の推進を図る。
① 家庭との連携
② 民生児童委員（民生委員）・主任児童委員との連携
③ 地域キーパーソンとの連携
これらの取組が、市内校長会でも受け入れられ、小中合
同の学習発表会を実施する小中学校も出てきた。また、市
が実施している標準学力調査のデータを中学校に引き継ぐ
ことも始めている。このデータをもとに、学力向上につな
げることが望まれる。さらに、本校の環境の強みを生かし
て、中学校や関係諸団体と今後、益々の連携が図れるよう
に発展を期待したい。
＜協議の概要＞
⑴ 異校種間の取組
小中学校間で、組織や行事等のスリム化や参加者の負
担軽減を図っていること、中学校が生活指導で実践して
いる取組を小学校も共通実践し、確かな実践の積み上げ
を感じた。協議の中で、小中学校の職員が何回か一緒に
研修を重ねることで、お互いの理解が図られること、学
校規模によっては連携よりも一貫教育としての９年間の
カリキュラムを立て、取り組むのがよいのではないかと
いうこと、逆に、児童にとって小中学校間のギャップが
ある方が、児童が自分を変えるのに、よいチャンスでは
ないかとの意見も出された。また、連携する小中学校の

距離がある場合、連携を深める難しさが見られることも
話題となった。
⑵ 家庭・地域社会との連携
ＰＴＡとの連携や民生委員児童委員・主任児童委員と
の連携の他に、コミュニティスクールでの連携の在り方
についても協議が行われた。協議の中で、それぞれの組
織の責任者と校長が繋がることで、学校と地域の信頼関
係が構築できるようになってきたこと等の成果が出され
た。また、コミュニティスクールの組織をつくるときに、
学校から組織づくりをお願いするよりも、地域で組織づ
くりができたことでうまく進んだこと、地域の方からは、
コミュニティスクールの中で学校に関わることで、児童
や学校の様子がよく分かるという意見が聞かれたこと、
組織ができると地域にもまとまりがでて、盛り上がった
ことなどの実践例も出された。

Ⅲ

まとめ

二つの実践的な研究発表をもとに、児童の自立を図る特
別支援教育の推進や家庭・地域と連携した異校種間接続の
推進の在り方について、熱心なグループ別協議や全体協議
が行われた。
今後、本分科会における次のような成果や課題をもとに、
例えば地域との連携を高め、深めるための機運を高めるた
めには、校長として管理者としての資質向上はもちろんの
こと、経営者としての資質を高めるための取組の在り方を
さらに究明し、校長としての使命感を一層自覚して、学校
経営に邁進していきたい。
＜成果＞
⑴ 特別支援教育の推進では、中学校とのつながりが綿密
になり、日常的に情報交換が行える体制ができた。
⑵ 中学校との連携では、生活指導面や学習指導面の共通
理解を図り、共通実践をして、生活や学習のきまりをそ
ろえることができ、児童生徒に一体感が見られた。
⑶ 家庭との連携では、二校ＰＴＡ連絡協議会を既存の組
織に置き換えるなどで、組織や活動の効率化やスリム化
につながった。
＜課題＞
⑴ 特別支援教育の推進において、乗り入れ授業を計画的
に実施するために年間計画に位置付けること、また、個
別の指導計画を作成し、気になる児童への細かな支援を
行うこと。
⑵ 学習指導における小中連携の活性化と指導の連携を広
げる手立てが必要である。
⑶ 地域のキーパーソンとの連携で、これまで協力を得て
きた方々が高齢になり、協力を得ることが難しくなって
きており、新たな方策を講じる必要がある。
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〜 泣いて 笑って 感謝して 〜 』
株式会社太鼓屋代表取締役社長、橘太鼓『響座』座長

岩

切

邦

光 氏

皆さん、こんにちは。ようこそ、神話の
里、宮崎へお越しくださいました。
ここ宮崎では、来年、国民文化祭という
大きな行事がありまして、それに向けて響
座、太鼓チームは、頑張っております。も
ちろん子どもたちの育成にも力を入れて、
来年は、ぜひ子どもたちを５００人から
１０００人集めて、太鼓の大きなイベント
をやりたいと思っています。
今日は、講演の機会をいただきましてあ
りがとうございます。先ほどご紹介ただきました岩切でございます。響座という太鼓チームを２９年
間やって参りました。
その前は、雲海酒造という酒造会社に勤めておりまして、その酒造会社で焼酎の宣伝隊として和太
鼓をたたいて、そして焼酎を売るという職場にいました。そこで８年間、太鼓のチームのリーダーを
務めまして、その後、独立して響座というチームを始めました。
響座という文字の、
「響く」という字は故郷の音と書きます。それをつくる一座として、響座とい
う名前を付けて太鼓チームを始めたわけなんですけども、やっぱり、ここ九州・宮崎で、芸で、芸能
でご飯を食べるって、めちゃめちゃ難しいのです。響座を作ってからは、全く出演依頼が無くて、色々
な祭りに無料で太鼓を叩きに行ったり、施設に太鼓を叩きに行ったり、そういうことをしていたら、
「あっ、響座さんはただで太鼓を叩いてくれるから、いつでも来てくれるんだよね。」という感じに
なってしまって、全く太鼓ではご飯が食べられずにいました。ですから、僕は、実家が「百姓うどん」
といううどん屋で、そこの息子でして、この百姓うどんでうどんをこねながら太鼓を始めました。そ
のうち、響座が、
「窓を開けて九州」という番組でクローズアップされて、それから１年間に５０回
の演奏依頼がありました。２年目には１５０回、そして３年目には１年間に３００回演奏依頼をいた
だきました。そうすると、何が起きたかというと、うどん屋で仕事をすることができなくなりました。
兄貴が社長なんですけども、兄貴は「いいよいいよ」と言ってくれました。
海外へも１か月間、スーダンという南アフリカの国に外務省の依頼で公演に行きました。国際親善
で海外公演すると、太鼓をアフリカまで持っていくのにだいたい８００万円ぐらいかかります。持っ
て帰るのに１千万円もかかるんです。そのお金は全部、国から出ます。けど、国からの僕らへの給料
はゼロなんです。国は、人件費に対するお金というのは非常にシビアで、１か月間給料が無いままな
んです。でも、兄は、その１か月分の給料を満額くれました。兄貴は、「お前、いいじゃないか。」「お
前ね。この響座というのは、絶対プロになれる。頑張れ。
」と言って、３年間応援してもらいました。
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けれども、正直、申し訳なくて自分で事業を起こして、株式会社「響」という会社を作りました。
太鼓を作る会社、それと飲食をする会社、それといろんなお土産物を作る会社、そしてお土産のパ
ッケージのコンサルティングの仕事を今やっております。
なぜこれを頑張れるかというと、僕は、この太鼓が叩きたくて、こういうふうに頑張っております。
今までいろんなことをやってきたのですけども、太鼓を一生懸命叩くと、皆さんが笑顔になったり、
拍手をいただいたりして、この太鼓と出会って『やりがい』というものを感じています。
僕らは響座で公演をして、もちろんお金をいただきます。スクールコンサートに行っても、お金を
いただきます。一人あたり５００円とか７００円とかありますけども、僕らは５人の学校も一人
５００円もらいます。８００人いる学校も一人５００円いただきます。そのように、一緒なんです。
僕たちからしてみれば。
いただいたお金は僕らの給料にはならないんです。この太鼓、いくらぐらいすると思いますか。一
基二基と言いますけども、この太鼓、約８００万します。僕らはこれの倍の大きさの直径１ｍ５０㎝
の和太鼓を持っていて２千５百万円します。僕は太鼓の道場を持っています。８０人ぐらいは入れる
太鼓の道場をもっていますが、約１億円かかりました。事業で成功したお金は全部そちらにつぎ込ん
で、太鼓の公演依頼でいただいたお金は、実はそういう太鼓を買うお金だけではなくて、僕らが作っ
ている響座基金というものに入れています。そして、宮崎には民間の方が先生になって学校を訪れる
「ふるさと先生」というのがあります。そこで、僕は和太鼓の授業を２時間やって、いやらしい話、
１時間うん千円いただいています。そのお金は全部いただいて、すべて響座基金に回しております。
この響座基金で何をやるかというと、毎年５月に視覚障がい者、聴覚障がい者の方々へ和太鼓を寄付
しています。耳が聞こえない人でも、太鼓の音に何かを感じるらしいのです。僕たちみたいに、
「太
鼓を叩くと元気が出る」と、思ってほしいという願いとともに和太鼓を寄付してます。
最近、日本ではいろいろなことが起きています。その中でも、一番悲しかった出来事は、８年前に
なりますが、東日本大震災です。陸前高田って街があります。陸前高田という街は日本で一番最初に
「日本太鼓フェスティバル」をやったところで、全国から８団体を集めて、
『今年のトップのチーム
はこの太鼓チームです。』って、コンサートをやるのです。
会場には６千人の人が入ります。その陸前高田市の体育館が、実は、僕たちの甲子園、和太鼓の甲
子園と言われるところです。そこに出たら日本でも有数の太鼓チームですと言われるようなイベント
でした。３０年の中で、僕たち響座は今まで５回出たことがあります。その体育館、この会場ぐらい
の広さがあるのですが、地震の時の避難場所になっていました。そこに５００人の方が避難したそう
です。
そしたら津波が、一階の窓からではなく
て二階の窓から入ってきたそうです。その
津波の渦は、体育館の中で渦を作って、体
育館の天井まで届いて、そこに避難してい
た５００人の方は、体育館の中でそのまま
亡くなったそうです。
僕らはその話を聞いて、「なんか陸前高
田のためにしたいよね。なんか恩返しがし
たいよね。」と思って、とりあえず陸前高
田に行きました。そしたら体育館の中に体
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育のマットが敷いてあるのです。「何で体
育のマットが敷いてあるんですか」って聞
いたら、屋根があったので遺体安置所にな
っていたとのことでした。そこに５００体
の遺体が並んでいたということを聞いて、
『この陸前高田をなんかで元気付けたい』
と思ってやったことが、宮崎牛の皮で太鼓
を作って、太鼓の胴を宮崎の宮崎杉で作っ
て、大きな大太鼓、３００万ぐらいかかる
大太鼓を作って持っていくことでした。そ
したら陸前高田の方が、「いらない」って言われたのです。『なんで？』僕たちはこの太鼓で、また祭
りを復活してくださいということで持って行ったのです。「何でいらないんですか」と聞いたら、「ど
んどんどどどん」という太鼓の音が、津波の音に似ているのだそうです。「ゴー」という音が。「いや
ー、今そんな時期じゃないよ。
」と言われました。僕は『しまった』と思いましたね。お金を持って
いけばよかった。食べ物を持っていけばよかった。何のためにこんなお金を使ったのだろうと思いま
した。
そしたら、市長さんが「ちょっと待て。陸前高田はいつか元気になります。この大太鼓は置いて帰
ってください。絶対、私が祭りを何とか復活させます。
」と言われました。僕らは謝って、その太鼓
を置いて帰ろうとしたら、「いや、この太鼓の音が聞きたい。」と言われて、その場では叩けないので、
山の上まで持って行って演奏したら５００人の人が集まってくださいました。
「太鼓の音が懐かしいね。嬉しいね。」と、みんな泣きながら聴いてくださいました。
そのとき、僕たちは『しまった』という気持ちいっぱいで帰ったのですが、３年後に陸前高田から
お電話がありました。
「響座の岩切さんですか。陸前高田の祭りをまた復活します。中学校の体育館
を借りて、前回は８００人しかお客さんは入りませんが来てください。」と言われて行きました。そ
したら、僕たち以外のチームは全部プロのチームで、演奏するたびにみんなわーわーっと大きな拍手
を受けていました。
そして、僕らは「大取（おおとり）」と言って一番最後で叩かせてもらいました。陸前高田の太鼓
フェスティバルは、演奏してよくない太鼓には拍手が無いのです。もう二度と来ないでいいよみたい
な。僕らが演奏したら、拍手が無いのです。『いや、これ絶対受けているよね。』って思ったのに、拍
手が無い。すると、拍手の代わりに皆さんが「ありがとう。
」「お帰り。」と言ってくれました。涙が
出てきました。僕は陸前高田出身ではないのです。けど、みんながお帰りって。僕らが贈った太鼓の
おかげで、その祭りは再開が早まったそうです。この太鼓を何とか生かそうということで、陸前高田
の祭りが３年後には始まったとのことでした。
それを聞いたときに３年越しに『ああ、やってよかったな。太鼓を贈ってよかったな』と、思えま
した。３年間僕は悩みました。僕ら響座は、一回一回を全力で叩いて、笑顔で叩いて、皆さんに生き
る勇気、毎日を頑張る力強さを与えるために、毎日毎日、朝６時から練習しています。そんな太鼓を
目指して頑張っています。まずは僕らの太鼓を聞いてください。
ゴルフよりも学校へ公演に行くのが楽しみです。クラブを買ったばかりなのですが、全然使わなく
て、ゴルフも止めてしまいました。実は、今日も朝６時に子どもたちは集合して、毎朝６時３０分か
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ら、学校に行く前に、うちの道場に来て太鼓の練習をしています。この後、その子どもたちも舞台に
出てきます。どんなことでも、舞台に上がるということは、みんなよりも苦労していないと上がれな
いということを子どもたちに教えたいし、人の前に出るということは、ちゃんと練習を積んでから、
「よくなったね。」と、僕からＯＫが出ないと出られないと言っています。今、２００人の子どもた
ちと楽しく毎日太鼓を叩いています。Ａチームに入ると、学校公演に行けるのです。日曜日の参観日
や、文化祭とかに呼ばれて、それが子どもたちのステータスになるのです。もし、どこかの学校に呼
んでいただければ、どこにでも行きます。
今日、太鼓を持って来ました。この太鼓というものは、先ほども言ったように、牛の皮でできてい
るのです。生き物の命を絶って作った神様に仕える道具です。だから、僕たちの太鼓、結構ピカピカ
でしょ。これ、１０年以上使っているのです。けど、ピカピカです。やっぱり、物を大切に扱うとい
うことも、子どもたちに教えています。「おまえ、これ１個１２０万円するぞ。１２０万円するから
傷付けられないよ。
」と金額もちゃんと言います。太鼓は、樹齢１００年経ったケヤキの木でできて
います。そして皮は、主に雌牛の皮を使います。なんで雌牛の皮がいいのかというと、それはお腹の
中に赤ちゃんを授かるので雌牛の皮がいいのです。
今日、せっかく１時間半いただいたので、みなさんの中から、太鼓叩いてみたいなという方がいら
っしゃったら叩いていただきたいと思います。この九州という地は、非常に太鼓が盛んです。今、チ
ャンピオンは福岡県です。福岡県の「たぎり」というチームで小学生もいます。去年は、大分県湯布
院の「湯布院源流太鼓少年隊」というチーム。その前は、僕たちの「響座」でした。今まで全国大会
が２０回あった中で、１３回は九州が優勝しています。僕たち「響座」は、過去４回優勝しています。
このように九州は、非常に太鼓が盛んです。そこで、九州の校長先生は太鼓が上手だろうと思って尋
ねているのですが・・・。
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どうもありがとうございました。先生方にもう一度拍手をお願いします。あっという間に１時間が
経ってしまいました。先ほどから言っていますが、僕らはジュニアコンクールというのに、太鼓の日
本一、内閣総理大臣賞を目指して１年に１回出ています。４７都道府県、九州はもちろん各県から出
てきます。その中でも、九州は一番すごいです。九州は九州大会というのもあって、そこに４０団体
出てきます。その前に約３０団体が出る各県の予選を勝ち抜いて、九州大会、そして全国大会に進み
ます。このコンクールを始めるのに、僕は抵抗がありました。『心底好きな太鼓で、演技で比べると
は何やろう。』野球とか陸上で、タイムで比べるの分かります。『太鼓の勝ち負けって何やろう。どう
やって誰が評価するんやろう。』そう思って、第１９回大会まで出たことはありませんでした。１０
年前まで、コンクールに出たことがなかったのです。その後、どんな大会かなと思って長野まで観に
行きました。それまでは、宮崎で予選を開いて、
「行ってこい、行ってこい。子どもたちがんばって
こい。」という立場でした。会長だったので「やってきなさい、やってきなさい。」でしたが、いざ自
分が始めようと思うと、『俺たちが好きなことに、何で比べられないといけないのか』と思っていま
した。
そこで、観に行ったのです。審査員には、喜多郎さん、宗次郎さんなどの音楽家の人がいっぱいい
て、『太鼓やっていない人に何が分かるんやろう。こんな審査員が。』と思いながら、長野県の大会を
観ていました。そしたら優勝したチームがワンワン泣くのです。舞台で。そして負けたチームもめち
ゃめちゃ泣いて帰って、みんな円陣組んで「来年頑張ろう。」と言っていました。小学生から高校３
年生まで一緒にやっていて、年齢別ではないのです。そして、「３年間今までありがとうございまし
た。」と小学生が高校生に頭をさげて言う姿を見て、『あっ、これはいい大会だ。』と思いました。小
学生と高校生が同じ舞台に立って、それを審査してもらう。小学生だけとか、中学生だけ、高校生だ
けというのではなく、この垣根を越えて、高校生は小学生めちゃめちゃかわいがり、小学生は高校生
にお茶を自分が飲む前に「どうぞ」と持って行く。これは何ていい大会だろうと思いました。
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コンクールから地元に帰り、うちの息子がちょうど中学生になったので、
「来年は俺たちもコンク
ール出るぞ。」と、うちの息子と娘、そして近所の子どもたちを５人集めて練習を始めました。そして、
宮崎の大会で３０チーム出て、とりあえず１位通過し、九州大会は２位で通過しました。そして全国
大会へ行き、
『今回は１年目なので、１位は来年にでも目指すことにして、３位には入るかな』と思
っていたところ第６位でした。『会場ではめちゃめちゃ受けていたのに。何がいかんのやろう。』と思
いました。「この大会は、だめな大会だ。何が宗次郎とか喜多郎に分かるか、太鼓のことが。」よく負
けたチームが言います。
「審査員がだめ。この大会は。」「この大会は○○派がいっぱいおるからだ
め。」「郷土芸能の人達がいっぱいおるから、俺たち郷土芸能じゃないからだめ。創作だからだめ。」
って、僕は表彰式の後でめちゃめちゃ言っていました。
そして、京都大会で優勝した長崎の大村のチームに「君ら、どれぐらい練習してるの。」と尋ねたら、
「毎晩練習しています。」「みんな部活動をやっていて、部活動が終わって８時から練習やっている。
そして夜の１０時まで練習して、そして日曜日は、朝８時から夕方５時まで練習している。」とのこ
とでした。僕たちは週４回の練習でした。恥ずかしかったです。毎日やっているチームにはやっぱり
勝てないです。今は、福岡の「たぎり」というチームが日本一ですけども、このチームは毎日４時間
練習しているそうです。それを聞いて、
『それだったら練習日本一になろう』ということで、毎朝練
習できるようにドンと太鼓の道場を建てました。そして学校が終わって、みんな部活をやってたので、
毎日、部活が終わって夜の１２時まで。そして朝もまた６時に集合して、３６５日練習して、おかげ
さまで３年連続日本一になることができました。
そんな中で、何がうれしいかって、やっぱり親なのです。俺たちが一生懸命、いくら燃えても、い
くら「やるぞやるぞ。」と言ってもだめなのです。今はごつんとやることはできませんけど、バチを
足で触ったら、「こらおまえ、手で触るもんやろう。」ってボコボコです。今はしません。ぜったいだ
めです。そういう感じでやっても親は、「ありがとうございます。」と言ってきます。「家の子は、お
父さんがごはん食べるまで食べなくなった。お父さんが帰ってくるまでごはんを食べません。ドアを
出る時でもお父さんからです。そして車に乗ったら「お願いします。」そして降りる時は「ありがと
うございます。」と言うようになりました」。「先生ありがとう。」と親は言いますが、僕らがありが
とうです。宮崎の道場で練習するのは朝６時からです。お母さんは何時に起きるのでしょうか。すご
いです。お母さん。道場に来たらみんなぴしゃっと化粧しています。何時に起きて化粧しているので
しょうか。やっぱり親があってからこそのコンクールなので、僕たちの涙あり、感動ありだと思って
います。
今日は、夏休みが終わって授業が始まった学校があって、ちょっと人数は少ないですが、ジュニア
Ｂチームの子どもたちを中心に、太鼓を聴
いていただきたいと思っています。大丈夫
ですか。（拍手）ありがとうございます。
それでは、今日は小学校の校長先生方なの
で、小学生を紹介したいと思います。
このメンバーで、去年、石川県の大会で
全国３位になりました。Ａチームが２位で
Ｂチームが３位でしたが、その３位になっ
たチームの曲「蒼天」という曲を聴いてい
ただきます。よろしくお願いします。
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ありがとうございました。僕たち同志なんで
す。一つのことに向かって。太鼓というのがあっ
て、それに向かっていくので、非常に指導しやす
いって言ったら変な言い方になりますが、僕も太
鼓が好きで、この子たちも太鼓が好きで来てま
す。中には、いろいろな家庭の事情でやめる子も
います。「僕は太鼓で全国大会に行かなくてもい
いよ。」という子もいます。僕たちは、そんな子
のためのクラスをちゃんと用意しています。僕は

サッカーも好きだけど太鼓も好きだという子のために週一回太鼓を楽しむクラスです。「おまえはや
めてしまえ」というのはかわいそうだなと思います。太鼓も好き、サッカーも好き、勉強も好き、塾
も行ってる、スイミングも行っている、それはそれでいいのではないかと思います。そういう子ども
たちに合ったことをやってあげるのが、僕ら太鼓の指導者ではないかなと思っています。
僕は５４歳なので、確か皆さんと同じ世代だと思うのですけど、夢がありました。夢というのは、
中学校の時、先生になりたいということでした。学校の先生でなくても何かの先生になりたかったの
です。めちゃめちゃ子どもが好きです。子どもに教えることが好きで、絶対先生がやりたいと思って
ましたが、高校受験で失敗しました。あるスポーツを一生懸命やり過ぎて、受験勉強どころじゃない
くらい練習して、それで高校総体で優勝して全国大会に行くのだと思っていましたが、それは実りま
せんでした。そこで行きたくなかった高校に行って、それでちょっとぐれていたのです。そしたら先
生が「おまえ、そんなに一日ぶすっとしていて楽しいんか。」と聞くのです。そして、先生が家に来て、
「おまえね。おまえ笑ったらめちゃめちゃ笑顔がいいから笑っとけ。とりあえず笑っておけ。」と言
われて笑っていたら、「おまえ馬鹿にしているのか。」って３年生にボコボコされました。先生は「ご
めんな」と言いました。けれど、やっぱり「おまえ笑顔がいいから笑っておけ。
」と言われました。
高校の先生のおかげで、今でも僕は何でもないけど笑っています。子どもに怒るときでも「だめだぞ。
おまえ。
」と言って笑ってます。子どもは笑っていたら許してくれていると思うそうです。商売に行
っても笑っています。「あんた何がおかしいの。」と言われたこともあります。
高校で出会った先生のおかげで、僕はそこで目標をもちました。それは会社の社長になることです。
「おまえは、思い通りこの世で行くか。おまえが思う通りにしたければ小さい世界を作れ。社長にな
ればいい。一人でも二人でもいい。おまえ社長になって自分の世界をつくって思うことをやってみた
ら。」と先生に言われました。僕は、高校の頃から社長になろうと思っていて、その後大学には行か
なかったのですが、雲海酒造に就職することができて、そこで和太鼓というものに出合いました。そ
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こでいくつもの資格を取って和太鼓に出合
って、太鼓でご飯を食べていこうとして失
敗しました。その後、商売を立ち上げ、家
業を立ち上げて２千万借金して、シーガイ
アの中に店を出したら、シーガイアが破綻
して３千万円借金して、どん底の生活をや
っていく中でも太鼓だけはやめませんでし
た。『太鼓だけはやっていこう、太鼓のた
めにやっていこう』と心に決めて子どもた
ちの指導をして、子どもたちと一緒に全国
大会に行って一緒に泣くことができました。
けれど、みんな俺のことを先生じゃなくて座長と呼ぶのです。わざわざ１億円もかけて太鼓の道場
を作ったのに誰も俺のこと先生とは呼ばないのです。けれど、全国大会に行って３回目の優勝をした
ときに、子どもたちが「先生、日本一の先生ですね」と言ってくれました。「太鼓においては日本一
の先生ですね」と。俺はあのときのことを忘れません。俺が先生というのは太鼓を叩いているときだ
けが先生なのです。それ以外はラーメン屋のおっちゃんなのです。あとは事業主なので、先生ではな
いのです。資格も何もないし、誰も認めてくれない。けれど、過去４回優勝した指導者はいない。そ
れも１０年間のうちに４回優勝した指導者はいません。自分でも太鼓を叩いているときは、
『俺は日
本一になったのだから、もうちょっとちゃんとしないといけないな』と思って太鼓も叩くし、今日も
全力で太鼓を叩かしてもらいました。だって、あの人日本一と見られるのです。今度は逆に、日本一
になるのはつらいなとも思いました。自分の夢「先生になる」は、叶えられなかったのですが、太鼓
で日本一になることで「先生になる」ことができました。
小学校に年間５０校も行きます。２時間もらって話をするのは先生みたいでしょう。自然に夢が叶
ってしまったのです。宮崎県の校長先生方には感謝しています。だってその２時間は夢が叶っている
からです。けれど２時間が終わると夢が終わっています。何かシンデレラみたいでしょう。何が言い
たいかというと夢をもっていただきたいのです。ここにいらっしゃる方はエキスパートだと思います。
学校の先生方の中の最高峰の先生方の前でしゃべらせてもらってめちゃめちゃ緊張しているように見
えますか。皆様をお客様と思っていますから、緊張はしています。その先生方に言うのも失礼なので
すが、子どもに接することは仕事ではないと思っています。ラーメンにおいてはプロです。エキスパ
ートです。『何においても夢と目標をもっていることが大事だ』と僕は太鼓で学びました。
最近、「ラーメン屋のバイトで社長の下で働きたいです！」という若者がいました。「社長に会いた
いです！」とわざわざ会社まで来て言ったのに一日働いたら電話しても電話出なくて、親に電話した
ら「仕事が合わないのでやめます。」とのことでした。俺もびっくりして、『なんかあったのかな』と
思い家に行ってみたら、うちの洗剤にまけて手の皮が全部むけていました。うち洗剤は油が多い特殊
な洗剤なのです。俺、正直言って怒ってました。わざわざ会社まで来て「社長に会いたいです。
」っ
て来て１時間面接して、たった一日でやめて、この野郎って思って会いに行ったのですがさすがに言
えませんでした。電話で怒ってやろうと思ってたけど、家に行ってみて手を見たら洗剤の蒸気で手の
皮がむけていて、くちびるもちょっと皮がむけていました。『あっ、やっぱりこの子には合わなかっ
たんだ』と分かりました。
「ごめんねぇ」と言ったら、彼が「いや、一日でやめてごめんなさい。会
社へ行く勇気がなかったです。あれだけ社長としゃべって、行く勇気がなかったです。」と話してく
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れました。やっぱり実際に会うことが大事だと改めて思いました。
人の雇用の問題とか、この子の職場として合うと思っても合わない子はいるのです。けどその子が
趣味でゴルフやっていて、その子をゴルフに行かせたら、仕事ばんばん決めてくるのです。仕事でき
ないけどゴルフできるんです。『使うところあるじゃん。人ってやっぱりすごいな』と思います。『何
でこれができないのだ』ではなくて、趣味でも何でも生かして『これをやらせてみたらどうだろう』
というのはいいことだと思います。
うちの会社でめちゃめちゃ事故を起こす子もいました。１年間で、何回も接触事故を起こすのです。
でも、最近、俺の運転手させているのですが『無事故・無違反』です。
『何かをちょっと加えると違
うのだな。なんか与えてあげると違うのだな。』と社員を通して勉強することができました。
これも人との出会いで、太鼓や商売を通して、そして先生方と出会って、いろいろな人との出会い
の中で、こういうことを学んでいきました。やっぱり出会いという言葉、「であい、であい、であい」
と３回書いてみてください。アイデアが２回出てきます。人と出会うと言うことは非常にすばらしい
ことだと思います。
この響座を始めて、僕らは３年間で正直言って成功しました。１年間に３００ステージです。プロ
並みでしょう。何が起こったかというと、１ステージ最低でも５万円〜１０万円もらうのです。そし
て何が起こったかというと、財布の中ぱんぱんになるのです。響座でもらったお金というのは響座基
金に入れて使わないようにするけれども、飲み物、食べ物だけには使ってます。「食べよう、飯くら
い食べにいこうや」と練習が終わった後の飲み会には使ってます。今まで飲んだことがないシャンパ
ンをラッパ飲みもしました。人ってお金持つと変わってしまうのです。このふるさとの音を作る一座
『響座』って言っているのに、もらったお金で夜になったら豪遊です。でも給料でもらったわけでな
いので罪悪感がないのです。太鼓を叩いたお金、よく言うあぶく銭というものです。
『借金も払えて
いるし、トラックも買ったし、べつにいいんじゃないの。』と使っていました。
僕らテレビ出演で「どこでも太鼓をたたきに行きます。」と言っていました。そしたら、一本の電
話がかかってきました。宮崎からちょっと離れた町で、「神社でお祭りをします。夕方７時から祭り
があるんですけれども夕方５時から叩いてもらえますか。」「ああ、いいですよ。喜んで行きましょう。」
それで僕たちは仕事を全部休んで太鼓叩きにいきました。そしたら誰もいないのです。７月の一番暑
いときの宮崎です。田んぼでは、稲刈りをやってました。何もなくて神社の下にブルーシートが一枚
置いてあり、張り紙がしてあって『お祭り７時から。
』下の方にマジックで『５時から響座、呼び込
み太鼓』と書いてありました。でも、夕方５時になっても誰も来ないのです。近所の人たちに聞いて
も、誰も「知らんよ、知らんよ。」と言われるばかりです。そして僕らは太鼓の準備を始めました。
前の日の雨で地面はべちょべちょになって
いて、僕らの足袋は一足６千円するのです
か、足袋がぐちょぐちょになりながら４人
で始めました。『まあ、ギャラが出れば、
最低でも５万円ぐらいだから足袋代くらい
いいや』と思いながら太鼓を準備しました。
そして待っていても夕方６時になっても誰
も来ないのです。「あれぇ？」と思ってた
ら、一人の鎌を持ったおじさんが来て「お
い、おまえら響座か？」と言うのです。「何
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で夕方５時から太鼓叩かんとか？夕方７時まで時間があるっちゃが。なんで叩かんとか？誰か岩切っ
て？おまえ電話しただろが、夕方５時から叩けて言ったろうが！」と言われるのです。「えっ、どこ
で叩くのですか。」と尋ねると「ブルーシートしいておいたっちゃが俺は。そこに書いてあるだろうが。
夕方５時から響座呼び込み太鼓。７時から祭って。」「え、２時間ですか。」「おまえどこでも行って叩
くと言ったやねぇか。」と言われたんです。
「え、いやぁ２時間は無理です。」と言うと、とりあえず
叩けってということになりました。そして、太鼓を叩こうとすると「ちょっと待て。もう６時やな。
俺は今から帰って着替えるから。７時まで叩き続けてくれ。」と言われ、「いやあ７時までは無理です。」
と言うと、「あぁ、分かった分かった。じゃあもういいわ。今日はありがとね。」といって焼酎を２本
ポンとおいて帰っていかれました。僕らみんな仕事休んで行って一時間太鼓叩いて、それで、焼酎２
本。しかも５時から誰もいないところで。「どこでも叩くって言ったやないか。結構いい宣伝になる
んだろが。」と言われ、めちゃめちゃ頭にきました。「今日の夜は、もう練習せんで、こんまま、ここ
で叩いてみんなで飲み行こうや。焼酎２本は手土産や。」となりました。
そして演奏を始めました。７月の夕方６時くらいはめちゃめちゃ暑いのです。倒れそうになりなが
ら、１５分叩いて「おう、もういい、いい。終わり終わり。」と言って帰ろうと思ったら、向こうに
柿の木が一本生えていて、そこから「パチ・パチ・パチ・パチ・パチ・パチ。
」拍手が聞こえました。
『あれっ、さっきのじいさん隠れちょったんかな。』と思って、その辺りを見たら小さい真っ黒なお
ばあちゃんが手押し車に座って首からタオルを巻いて拍手をしていたのです。僕らは走っていって「お
う。おばあちゃん。聞いちょったん？」と尋ねたら、そのおばあちゃん「よかったー。」と言ってく
れました。「おばあちゃん。ありがとうねぇ。」言ったら、そのおばあちゃんが、急に立ち上がって、
また「よかったぁ。」と言ってくれたのです。それで「おばあちゃん、ごめんね。拍手もらって。」と
言うと、おばあちゃんが急に怒って「なんが、ごめんじゃろうか。ごめんじゃないわ、あんた。でも、
なかなか叩かんかったね。５時から待っちょった。
」と言われたので、それで「ごめんねぇ、おばあ
ちゃん。」ともう一回言ったら、
「ごめんじゃない。わたしはこげんな太鼓を初めて聞いた。
」と言い
ながら目から涙がぼろぼろ落ちて、「生きてて良かったぁ。こんな太鼓があるっちゃね。こんな太鼓
は初めて聞いた。」とおばあちゃんが言ったときに、僕はもわっとこみ上がってくるものを全身に感じ、
血の気が全部引いて真っ青になったのでした。
僕ら太鼓を叩き始めて、初めて手を抜いたのです。その手を抜いた太鼓を聞いて「こんな太鼓があ
った。生きててよかった。」と言われて、俺、悔しくて、涙が出てきたのです。その頃、僕は子ども
がちょうど生まれたばかりで、子どもの顔を半年ぐらい見ていませんでした。太鼓に明け暮れて毎日
毎日練習練習の日々でした。「子どもを風呂に入れて。」「おぅ、時間がないからだめどぉ。」「あんた。
子どもの顔も見ていかんと？」「もう時間
がないっちゃが。」「舞台に行かないかんち
ゃが。」「待っている人がおっちゃが。」そ
のうち『ああ、歩くようになったんだ！』
と気付いて、家庭も振り向かずの日々でし
た。けれど、響座が故郷の音をつくるため
に頑張るんだぞと言ってきたその太鼓を僕
らは裏切ったのです。そんな太鼓を聞いて
「生きててよかったぁ。」と僕らに手を合
わせ、「また、生きていたら聞かせてくだ
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さい。」と言っておばちゃんは帰って行きました。
もう２５年前になりますけど、僕らは響座を作って３年目のことです。あれから一回も手を抜いた
太鼓を叩いたことはありません。その頃福岡ドームのオープンで太鼓叩かせてもらったのです。あの
おばあちゃんのことを思い出すと。マウンドの上で５万人の人がわーっと拍手しても嬉しくないので
す。『こんな俺たち、嘘つきやん』と思ったら嬉しくないです。顔では笑ってますけど。ずーっと心
の奥底に、あのおばあちゃんの「生きててよかった。」という言葉を心に残して、今でも僕は太鼓を
叩き続けています。あの日あの時、あのおばあちゃんに会わなかったら、僕はこの舞台には立たせて
いただいていないなと思っています。あの出会いに感謝しています。そして、あの日あの時、『しま
ったぁ、』とあのおばあちゃんが思わせてくれたので、ジュニアコンクールに素直に向き合うことや、
子どもたちと向き合うことができたんだと思って、今では感謝しています。
今日ここで皆さんに、こうやって本当に九州でもトップクラスの先生方の前でこういうふうにお話
をさせていただいて、そして子どもたちの太鼓を披露させていただいて心から感謝しています。そし
て、皆さんとの出会いにも感謝しています。本当にありがとうございました。
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次期開催県あいさつ

大分県小学校長会
副会長

松

尾

敦

雄

８月２２日（木）、２３日（金）の２日間の日程で開催された第７１回九州地区小学校長協議会研
究大会宮崎大会を大成功に導かれました宮崎県小学校長会に心から敬意を表しますともに、竹内一久
会長をはじめ、各校長先生の御労苦に対し感謝申しあげます。また、
「日本のひなた宮崎県」で、あ
たたかな日差しの下、全体会及び分科会等であたたかな心、あたたかな人情にふれることができまし
た。ありがとうございました。
宮崎大会は、新元号「令和」という新たな幕開けの年に相応しく、学校を取り巻くさまざまな課題
に対して、校長が果たすべき役割と使命の重大さを再認識し、校長自身の発想力や創造性を確かなも
のとするため、校長一人一人が主体的に参加した大会でした。私が参加した分科会でも、各県からの
提案を自校に置きかえ、活発な議論がされました。平成２５年度から継続してきた大会主題「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」のもとで開催された

これまでの大会成果の蓄積を、宮崎大会でも肌で感じとることができました。
さて、来年度より、新しい全連小研究主題「自ら未来を拓き

ともに生きる豊かな社会を創る日本

人の育成を目指す小学校教育の推進」のもと、我々校長が目指すべきものが新たに示されました。九
州地区小学校長協議会においても歩調を合わせ、大分大会でも副主題を「心豊かでたくましく

とも

に生きるための力を育む活力ある学校づくりを推進する校長の理念と指導性」として、新たな視点で
研究を深めていきたいと考えます。
私たち大分県小学校長会がこれまでの九州各県で積み上げてきた成果を引き継ぐことになります。
次回開催県として、実り多い大会になるよう今後諸準備に邁進していく所存です。
来年８月２０日（木）、２１日（金）iichiko 総合文化センターをメイン会場として開催致します。
記念講演の講師は、立命館アジア太平洋大学の学長である 出口治明氏です。先生はユニークな経歴
をおもちで、ライフネット生命保険株式会社の社長・会長を経て、昨年同大学の学長に就任しました。
著書も歴史・哲学・リーダー論・思考力等多岐に渡り、私たち校長にとって刺激のある講演をしてい
ただけるものと期待しております。
大分といえば「豊の国大分」の名の通り、温暖な気候と豊かな自然に囲まれ、海の幸、山の幸に恵
まれております。瀬戸内海と太平洋の水塊がぶつかりあう豊後水道（速吸の瀬戸）で育った「関アジ
関サバ」、質素倹約精神から生まれた華やかな黄色のごはん「黄飯（おうはん）」等、江戸時代の小
藩分立という歴史的な背景から、それぞれの地域ごとに特色あるふるさと料理が受け継がれています。
ぜひ、大分の麦焼酎や日本酒とともに大分の食も御堪能ください。
来年は「豊の国大分」「おんせん県おおおいた」でお会いしましょう。皆様のお越しを心からお待
ち申し上げております。「待っちょるでー！！」
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令和２年度 第72回 九州地区小学校長協議会研究大会大分大会開催要項（案）
１

大会主題

「自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る日本人の育成を目指す小学校教育の推進」
〜 心豊かでたくましく ともに生きるための力を育む
活力ある学校づくりを推進する校長の理念と指導性 〜
２

趣

旨

九州地区小学校長協議会では，全国連合小学校長会と歩調を合わせ，平成２５年度から「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」を研究主題として，実践的な研究を積み重ね
成果を上げてきた。
新学習指導要領の前文には，これからの学校には，
「一人一人の児童が，自分のよさや可能性を認識するとと
もに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越え，豊
かな人生を切り拓き，持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」とあり，その
ためには，学校と社会が理念を共有し，連携し，協働する「社会に開かれた教育課程」の実現が重要であること
が示された。
今の子どもたちやこれから誕生する子どもたちが成人して社会で活躍する頃の我が国は，生産年齢人口の減少
やグローバル化の進展，絶え間ない技術革新等による社会構造等の環境が非連続的で劇的に変化するであろうと
言われている。そのような時代を生き抜くためには，生涯にわたって自ら学び続けようとする態度，様々な変化
に対応できる柔軟性，多様な人々と協働しながら新たな価値を創造できる力などの育成が求められる。
このような時代の要請や社会の変化に対応するため，価値観の違いや環境の変化を前向きに受け止め，自らの
力で未来を切り拓く日本人の育成を主意に設定された全国連合小学校長会の研究主題のもと，本大会の副主題を
「心豊かでたくましく ともに生きるための力を育む 活力ある学校づくりを推進する校長の理念と指導性」と
し，新しい視点で研究を深めていくことにした。
副主題の「心豊か」とは，未来に向かう自信と意欲に満ち，様々な価値を尊重する態度を表し，「たくましく」
とは，急速に変化する社会に対応し，経験のない困難にねばり強く立ち向かおうとする姿を表している。そして，
何かを乗り越えようとするとき，自ら身につけた力を充分に発揮することはもとより，周囲の多様な人々と互い
に高め合い協働することが，よりよい問題解決にとって一層重要になるとの意味を込めて「ともに生きる」と位
置づけた。
新しい研究主題の初年度に当たり，学校教育の果たすべき役割と使命の大きさを真摯に受け止め，各分科会で
の研究協議を深める中，活力ある学校づくりを推進する経営者として，新たな時代に求められる理念と指導性を
究明していきたい。

３

主

催

九州地区小学校長協議会

４

後

援

全国連合小学校長会
大分県教育委員会
大分県市町村教育委員会連合会
大分市教育委員会
大分県中学校長会
大分県 PTA 連合会
（一財）大分県教育会館
日本教育公務員弘済会大分支部

５

期

日

令和２年８月１９日（水）・２０日（木）・２１日（金）

６

会

場

全体会：iichiko 総合文化センター・グランシアタ
分科会：レンブラントホテル大分
アイネス消費生活・男女共同参画プラザ
第２ソフィアビル
ホテルザーズ
大分県労働福祉会館（全労済ソレイユ）

７

日

程

大分県小学校長会
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８

記念講演
【演

題】

【講

師】

「これからのリーダーに必要なこと」
出口

治明 氏

（立命館アジア太平洋大学学長，
学校法人立命館副総長・理事）

９

大会参加費

10

６，０００円（予定）

大会参加予定者数（予定）
分科会参加者数

県名

会員数 割当数

計
1

2

3

4

5

6

7

8

崎

214

68

8

10

8

7

8

7

7

7

鹿児島

494

158

20

21

19

16

18

16

16

熊

本

351

112

13

16

14

12

13

10

沖

縄

230

25

2

4

3

3

2

佐

賀

147

47

5

7

6

5

長

崎

314

100

12

15

12

福

岡

725

232

30

31

大

分

246

246

31

31

宮

計

2 , 721

提案者 司会者

9
68

2

2

18

14 158

2

2

12

12

10 112

3

3

3

2

3

3

25

3

3

5

5

5

5

4

47

3

3

10

11

10

10

11

9 100

3

3

28

24

26

23

24

26

20 232

1

1

30

26

27

25

26

28

22 246

1

1

99 102 110

88 988

18

18

988 121 135 120 103 110
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6

あ

と

が

き

８月２２日、２３日の両日、九州各県から９２７名の皆様をお迎えして、
「第７１回九州
地区小学校長協議会研究大会」を、ここ「天孫降臨」の地宮崎県において無事に開催するこ
とができました。これもひとえに九州地区小学校長協議会の幹事及び全会員の皆様、並びに
全国連合小学校長協議会の御理解と御協力の賜物と感謝申し上げます。
本大会は、前年度の鹿児島大会の大会主題を引き継ぎ、
「新たな知を拓き
社会を築く

人間性豊かな

日本人の育成を目指す小学校教育の推進」を大会主題に掲げ、これまでの研究

成果を踏まえ、９分科会１８名の実践に裏付けられた素晴らしい提案なされました。これと
ともに参会された九州各県小学校長の英知を集結して熱心な協議がなされ、小学校教育のさ
らなる充実・発展に寄与することができたと強く感じております。
また、記念講演では株式会社太鼓屋代表取締役社長

岩切邦光様から、会社経営者として

の視点と、幅広い年代の多くの子供たちに太鼓の指導を行っていらっしゃる教育者としての
視点から、実に多くの示唆に富むお話を伺うことができました。講演の合間に披露された小
中学生を交えた力強い太鼓の演奏で会員一同、魂を揺さぶられるほどの深い感動を覚えまし
た。
宮崎大会実行委員会では、この大会に向けて「日本のひなた：宮崎県」のキャッチフレー
ズのように「温かい心からのおもてなしをしたい」という思いで昨年度から入念に準備に取
り組んで参りました。会場移動など行き届かない点もいくつかあったかと思いますが、心広
くお許しいただければ幸いです。
最後になりましたが、本集録の編集に際し、御協力いただきました皆様に厚く御礼を申し
上げますとともに、鹿児島県から引き継いだ熱い志を大分県へ繋ぎます。次年度開催の九州
地区小学校長協議会研究大会大分大会の成功を心から御祈念申し上げ、あとがきといたしま
す。

宮崎大会実行委員会
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