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副校園長研究会

会長 関田 義博

第 回全国国立大学附属学校連盟副校園長会53

研究会、ならびに平成 年度日本教育大学協会28

附属学校連絡協議会副校園長分科会が、下記の要

領で実施されました。

記

（ ） （ ）日 時 平成 年 月 日 木 ・ 日 金28 10 27 28

場 所 ホテルブリランテ武蔵野

担 当 埼玉大学教育学部附属学校園

主管校 埼玉大学教育学部附属小学校

主 題 「これからの公教育を支える附属学校園

の在り方」

参加者 会員 名 来賓他 名207 17

１ 開会行事

（１）開会のことば

全国国立大学附属学校連盟副校園長会

副会長 飯島 貴子

（２）あいさつ

全国国立大学附属学校連盟副校園長会

会長 関田 義博

（３）祝辞

国立大学法人埼玉大学

教育学部長 細渕 富夫 様

全国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会

会長 井上 恒治 様

（４）閉会のことば

全国国立大学附属学校連盟副校園長会

副会長 堀川 理介

２ 文部科学省説明

文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画

室室長の柳澤好治氏から 「今こそ国立大学附属、

」 、学校の副校園長に期待すること というテーマで

以下の内容について説明がありました。

・国立大学附属学校園の役割

国の拠点校、地域のモデル校としての役割

地域及び社会のニーズへの対応

・国立大学附属学校園が置かれている現状

少子化による大学の定員減

予想される教員数の減少

附属学校園が整理、精選される可能性

・期待される取り組み

汎用性のある教育研究の推進

育成すべき資質・能力の明確化とカリキュラ

ム・マネジメントの必要性

グローバル化のための外部人材の活用及びキ

ャリア教育の推進

３ 講演

『 』演題 生きる力～メシが食える大人に育てる～

講師 花まるグループ代表 高濱 正伸 氏

高濱正伸氏は、 年 「この国は自立できな1993 、

い大人を量産している という問題意識から メ」 、「

シが食える大人に育てる という理念のもと 作」 、「

文 「読書 「思考力 「野外体験」を主軸にすえ」 」 」

た学習塾「花まる学習会」を設立しました。公立

2015 4学校の運営にも様々な形で協力を行い、 年

月からは、佐賀県武雄市で「武雄花まる学園」と

して、公立小学校５校の運営に関わっています。

高濱氏の常に前向きでエネルギッシュな姿勢に基

づく「どんな子でも受け入れる」という教育理念

は、教育関係者がけっして忘れてはならない言葉

でした。

４ 校種別分科会

校種別分科会は、以下の通り 日（金）の午28

前中に行われ、それぞれが抱える課題、特色ある

取り組み等についての協議が行われました。

《幼稚園部会》

部会長 宇都宮大 五十嵐 市郎
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研究協議

提案１ 「ＫＹＴを利用した職員危機管理

研修～みんなでやってみよう～」

提案者 宇都宮大 五十嵐 市郎

提案２ 「園経営の充実に向けて」

提案者 福井大 兼上 泰行

《小学校部会》

部会長 東京学芸大竹早 彦坂 秀樹

研究協議

提案１ 「社会的な知性を培うための幼小中

一貫教育による知の循環型教育シス

テムの開発研究」

提案者 新潟大長岡 松井 謙太

提案２ 「小中一貫をめざした学校運営の構

想」

提案者 静岡大浜松 大村 高弘

提案３ 「熊本地震の教訓と学校経営」

提案者 熊本大 黒川 哲治

《中学校部会》

部会長 東京学芸大竹早 勝岡 幸雄

研究協議

提案１ 「宮城教育大学附属中学校の能力」

提案者 宮城教育大 齊 隆

提案２ 「附属学校の教育活動の推進につい

て」

提案者 岐阜大 伏屋 英幸

提案３ 「中学校課程におけるスーパーグロ

ーバルハイスクール（ＳＧＨ）の取

組」

提案者 広島大福山 平賀 博之

《高等学校部会》

部会長 東京学芸大国際中等 星野 あゆみ

研究協議

提案１ 「本校の沿革とグローバル人材育成

の取組」

提案者 筑波大坂戸 石井 克佳

提案２ 「これまでの研究開発と進路指導」

提案者 東京工業大科学技術 仲道 嘉夫

提案３ 「新設中等教育学校の歩み」

提案者 神戸大中等教育 齋木 俊城

情報交換

情報１ 「授業評価等に関して」

提供者 大阪教育大平野 堀川 理介

情報２ 「各校の基礎データ」

提供者 東京学芸大国際中等 星野 あゆみ

《特別支援学校部会》

部会長 東京学芸大 小金井 俊夫

研究協議Ⅰ 「教員の力量アップにつながる研

修の取り組みについて」

提案１ 「熊本大学教育学部附属特別支援学

校における改善・改革の取組」

提案者 熊本大 牛野 忠男

提案２ 「本校の改善・改革の取組」

提案者 富山大 野原 秀年

研究協議Ⅱ 「学校運営の課題と対策」

話題提供 「特別支援学校運営アンケートの

報告」

提供者 東京学芸大 小金井 俊夫

◎ 次期主管校園

次期副校園長研究会の主管校園は、宮崎大学教

育学部附属園が務め、事務局を附属中学校が担当

します。詳細は下記の通りです。

記

（ ） （ ）開催日：平成 年 月 日 木 ・ 日 金29 10 19 20

開催地：宮崎市（宮崎観光ホテル）

実行委員長：附属中学校校長 安 藤 真 二


