
校長研修①まとめ         
令和元年５月１４日（火）国府町コミュニティセンター

参加者の感想 

・人と人をつなぐ具体策、思いやりを育てる年計を考える 

 ことがいかに大切か再認識した。 

・原因をはっきりさせて、それに対して、設計図を描き戦 

 略を立てること、そのためのアセスメントが必要なこと                

 を改めて理解した。 

・学校づくりに向けた教職員の育成を図る。 

 特に個々の実態を見据えたリーダー養成 

 を図るために声かけとポジション、研修 

 の機会の確保をしっかり行う。 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

「すべての子どもを支援する
ための学校づくり」 

       講師 栗原 慎二 氏（広島大学大学院 教授） 
【研修のねらい】 

■校長としての資質と見識を高め、学校経営能力の向上を図る。 

 
まとめ 

 
参考 

 
Point 

 
Keyword 

 
 

 
 

 

学校を変えるために必要なこと 

 
１（目標）「育てたい子ども像」と具体的方策がクリアである。 

２（研修）生徒指導の最低ラインをそろえるため年8時間程度の研  

     修。研修1つで学校は変わる。 

３（研修）UDL等の共通した取組が明確で、定着している。 

     前の黒板横はすっきり等。 

４（研修）リーダーには20時間以上の研修。 

     人材育成が全ての要である。 

５（戦略）プロジェクト単位の教員チームがあり、若手とベテラ 

     ンをバランスよく登用。学校の組織体を整える。 

６（戦略）プロジェクトチーム単位での理念・目標・方針の共有 

     は十分である。価値観とスキルを育てる。 

７（査定）子どもの適応状態をアセスメントし、その結果を共有 

     している。状態の把握なくして手段を打つことはでき 

     ない。 

８（1・2次）思いやりと関係性を育む教育活動が年間計画に位 

      置づいている。他者と社会に貢献できる子どもを育 

                     てる。 

９（３次）個別支援チームが定期的に開催され、方針がその都度  

                  決定される。愛着の形成不全を確認する。愛着に課題  

                  がある子どもは、75％いる。 

10（風土）職員室では、どんな先生も自由にモノを言っている。 

11（風土）「次の挑戦は何か」を校長が自覚し、職員に投げかけ 

     ている。人づくりが校長の仕事。 

12（評価）評価ツールが活用され、結果が共有され、PDCAが機  

     能している。 

管理職がやるべきこと 

 
１ 管理職がプロジェクトの意義を理解する。 

２ 担当者が勤務時間のすべてをプロジェクトの実施に活   

  用できるようにする。 

３ 担当者がプロジェクトを改善できるように支援する。 

       以下7項目あり（ミズーリ州教育局監督官） 

 

 

 

 

 

 

 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

結論 

研修ロゴ 

ピラミッドの３色に
合わせる 

重要 

図形を 

効果的に使う 

なにを育てたらうまくいくか。 

思いやりである。 

思いやりを育てるプログラムあるか。 

それがピアサポートである。 

不登校を増やさないようにするには、保健室や図書室にいる子どもを知るこ
とである。教室にいたくない子どもが行くところである。教室が楽しくなる
と行かなくなる。 
不登校の子供を何とかするのではない。子供集団を、教室を何とかするので
ある。 
教室でエネルギーがたまるようになるためには、良質な人間関係を作ればよ
い。 

学校を救いとして生きている子供はたくさんいる。 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

４プログラム＋３サポートシステム 

・４つの主要プログラム 

 SEL(社会性と情動の学習） 

 ピアサポート（思いや行動を育てるプログラム） 

 協同学習(協同学習の導入が学習意欲の形成に影響を及ぼす） 

 PBIS(価値観と価値的行動を徹底的に身につけさせる） 

・３つのサポートシステム 

○保・こ・幼・小・中連携 ○欠席の管理による早
期介入 ○専門家を活用したチーム支援 

○学校を救いとして生きている子どもはたくさんいる。 
○教室が何よりも楽しい場であること。 
○良質な人間関係がエネルギーを貯める。 
○思いやりあふれる人間関係が人間を成長させる。 

子どもの状態の分析は、大切である。 

戦略あるチームを作ることも大切。 

経験がなくて、理論なくては、なにも改善
されない。 

プロジェクトリーダーには、研修が大切。
理論に基づいて研修を組むこと。 

4つの主要プログラムで、教育を通じて子ども
たちに明るい未来を 

全人的成長 

自己実現 

豊かな情緒的交流 

SEL(スキルを身につける） 

協同学習（協同的問
題解決能力を学ぶ） 

PBIS 
（価値的行動を身につける） 

キャリア教育 

ピアサポート(助け
合うことを学ぶ） 

全人的成長 

藤棚：鳥取出合いの森 

管理職が各部署のプロジェクトを
理解し、具体的に支援してくれて
いるということが、ミドルリー
ダーに対する最大の支援になる。 



校長研修② まとめ         
令和元年８月６日（火）国府町コミュニティセンター

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

学校の主役は、一人一人の子供たち 

「 今、求められる魅力ある学校づくり 」 
           講師 藤平 敦 氏（日本大学文理学部 教授） 

【研修のねらい】■学校不適応解消(未然防止）のための組織でのマネジメントの在り方を理解し、危機管   

         理意識を高めるとともに学校経営に活かす。 

目的 

 
考 

 
Keyword 

研修のめあて 

○学校不適応解消(未然防止）のための組織でのマネジメントの在り方を理     

 解し、危機管理意識を高めるとともに学校経営に活かす。 

Exp. 印象的な言葉 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

結論 

重要 

①予防について、正しく理解する 

②子供の「自己有用感」を育むことが、（結果的に）いじめ・不登校等の未然防止に結びつくことを共有する 

不登校対策の２つの視点 

Ａ現在の不登校児童生徒への対応 

Ｂ新たな不登校児童生徒を出さないための対  

 策     
予防 

①予防について、正しく理解する 

学年が上がると増える不登校数 

減って増える不登校数 

目的 
・子どもの「自己有用感」を育むことが、
（結果的に）いじめ・不登校  

 等の未然防止に結びつくことを共有する。 

②子どもの「自己有用感」を育むことが、（結果
的に）いじめ・不登校 等の未然防止に結びつく 

   子供の「自己有用感」が高まると・・ 

他者を攻撃する可能性が低くなる 
誰もが安心できる集団になる（いじめ等の未然防止） 

 

目指すべきゴール＝魅力ある学校 

いじめ・不登校等の未然防止に向けて、一人一
人の子供の自己有用感を育む働きかけを行う 

 
Ａ学習環境を肯定的にする 

Ｂ(子供が）授業を理解しやすくなるような工夫     

 をする 

Ｃ（子供同士の）話し合い活動を積極的に取り    

 入れる 

Ｄ（子供が）発言・発表する機会を積極的に取  

 り入れる 

指示も明確に伝えよう「伝える」から「伝わる」
へ 

不登校対策の２つの視点 

①現在の不登校児童生徒への対応 

②新たな不登校児童生徒を出さないための対策     

予防 

自尊感情と自己有用感の違いは？ 

自尊感情＝自分に対する自己評価が中心 

 

 

 
自己有用感＝自分に対する他者からの評価が中
心 

・他者の存在を前提としない「自己評価」は社
会性に結びつくとは限らない。 
・「自己有用感」に裏付けられた「自尊感情」
が大切。 

自尊感情と自己有用感の違い 

自尊感情＝自分に対する自己評価が中心 
自己有用感＝自分に対する他者からの評価が中
心 

 

 
・他者の存在を前提としない「自己評価」は社  

 会性に結びつくとは限らない 

・「自己有用感」に裏付けられた「自尊感情」  

 が大切 

人の役に立っている 人から認められている 

早期発見 

早期対応 
早期発見の前段階 

初期対応 未然防止 

カウンセリング ガイダンス 

個別に対応した
指導を行う 
ほっておかない 

集団の場面で必要な指
導や援助を行う 

全員を対象とする 

適切な教育
活動をする 

何とかしよ
うとする 

いじめ防止の初期対応と未然防止を明確に分け
る 

早期発見 × 

いじめ防止対策 

初期対応と未然防止に明確に分ける 

早期発見   未然防止 

対処      事後対応 

 
早期発見    初期対応 

 
防止      未然防止 

未然防止は全
員を対象とし、
ここにまず手
をつける 

受講者の感想 

■一人一人の自己有用感を育む取組を中心に据えた学校経営を行い、  

 誰もが安心できる集団を育てていきたい 

■いじめ不登校等問題行動減少のために普段から、自己有用感を育てる  

 教育活動を展開していきたい 

■話し合い活動の中の「聞く」ということをもっと大切にしていきたい 

予防とは何か 

②子供の「自己有用感」を育むことが、（結果的
に）いじめ・不登校 等の未然防止に結びつく 



副校長・教頭研修①まとめ        
令和元年５月２１日（火）国府町コミュニティセンター

鳥取市教育センター 研修企画係 

近年の日本・鳥取県の自然災害の現状から 
 数十年に一度しかないような非常に危険な状況の増加（特別警報発表） 

 

    地域・時代を超えた防災教育・防災管理の必要性 

≪参加者の感想≫ 

○地域の地形、自然、災害の歴史を学び、学校独自の防災対策を検討することが大切と感じた。 

○学校の判断は災害時に問われる。だからこそ、日頃からの点検、状況把握、情報収集が必要   

 不可欠となる。自校を振り返り、不十分な点が多いと気づかされた。 

○学校だけで安全対策するのは限界があり、保護者・地域とともに防災・安全を見つめなおす 

 機会（学校運営協議会等）を設けたい。 

○判例に基づく演習は、主体的な学びにつながってよかった。 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 
           

講師 藤岡 達也 氏（滋賀大学大学院 教授） 

【研修のねらい】 

■副校長・教頭としての資質と見識を高め、学校経営能力の向上を図る。 

学校防災の動向と課題 
①地域と連携した避難訓練・引き渡し訓練 
  地域との合同訓練や小中合同訓練など、単 

 独から連携を重視した訓練が必要になってき 

 ている。 

②「生きる力を育む学校での安全教育」 
  子どもは指導の際に知識が一つしか入らな 

 いことが多い。なぜ、そういう行動をするの 

 か、思考力判断力を養うことをしていかなけ 

 ればならない。（例）上靴のまま逃げなさい 

 という指導 → 外にいた児童が下足から上 

 靴に履き替えるために戻ってしまった。 

  → 状況から、思考・判断する力の育成 

学校安全・危機管理と防災教育 
①大川小学校の悲劇と学校危機管理 
  管理職は住民よりはるかに知識を持つ義務 

 があり、学校に責任があると判決。被災者救 

 済といえども、学校、教員に責任が。 

 民事責任のみならず、刑事責任が問われる。  

②自然災害・学校安全と学校対応 
  身近な地域の過去の実態から防災教育を見 

 直す。そして、想定外を意識した安全対策の 

 実施。学校や教育委員会は、専門家の協力を 

 得ながら最悪を考えながら災害への備えをす 

 ることが求められている。 

 
まとめ 

 
参考 

 
Point 

 
Keyword 

まとめ作成例 

・研修内容や方法、講師の論の展開によってプロットの構成は様々なので 

 適切に対応する。 

・例示したフォントやポイントは表現内容に応じて適宜変更できる。 

 
 

 
 

 
背
景
写
真 

これからの防災教育・減災教育に向けて 
  ①身近な地域の過去の災害を知ることが将来の備えにつながる。 

  ②移動の著しい時代、津波・火山を含めた他地域の自然災害の理解を。 

  ③防災(災害安全)は安全・危機管理の基本となる。 

  ④先行き不透明な時代に「生きる力」を養う。 

  ⑤学校と地域との新たなつながりを考える。 

  ⑥環境・科学技術の二面性を知り、畏敬・感謝の念を培う。自然は普段恩恵を与えてくれる。 

  ⑦守られる側ばかりでなく、自分が社会にどう貢献できるかを考える機会となる。 

   （キャリア教育：地域から世界へ） 例：総社市の高校生からの発信が市を動かした。 

生きる力の育成と危機管理 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

研修の様子写真 

１～２枚 
配置は固定しない
（効果的な場所に
張り付ける） 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

結論 

１２Ｐ 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

図形を 

効果的に使う 

要項に記載されたテーマ サブテーマ 

要項に記載されたねらい 

研修の振り返りから 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 

・自校の実践に活かそうとしているもの 

 

上記フォルダにテンプレートを置くので、必要に応じてコピーして利用する。 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

   

鹿
野
城
址  

地
蔵 

「発表」
は気象庁 

 
「発令」
は自治体 



副校長・教頭研修②まとめ  
令和元年８月９日（金）県立福祉人材研修センター                    

１ もう一つの働き方改革 → 幸せに働くことが重視される時代へと 

  幸せな従業員は、不幸せな従業員よりも、 

  ○創造性が３倍高い  ○生産性が３割高い  ○欠勤率が低く離職率が低い 

  ○組織を助け、外交的で、知的で、創造的で、情緒が安定し、健康である 

≪受講者の感想≫ 
○「先生方の表情や言葉かけは子どもたちへ大きな影響がある」という言葉が強く心に残った。教頭として、 

 教室に向かう先生方を職員室で温かく迎えたり送り出しているか。先生方のやる気を引き出すためのエン 

 ゲージメント等、先生方とのかかわり方を考えていく研修となった。 

○児童の自己有用感の低い状態が続いている。ピア・サポートの考え方や手法を使って、自分の良さや弱みを 

 実感できるようにさせたいと、演習を体験して思った。 

○子ども同士の温かい人間関係づくりに必要なことは、ポジティブシンキングであることを改めて感じること 

 ができた研修であった。過程を認めることの大切さなど、若い先生方に伝えていきたい。 

背景写真の説明タグ 

「 幸せづくりの処方箋 」 
～子ども同士のかかわりを育む生徒指導～         

 講師 菱田 準子 氏（立命館大学大学院 教授） 

【研修のねらい】 

■副校長・教頭としての資質と見識を高め、学校経営能力の向上を図る。 

レジリエンスとは、ある状況に対しての反応の仕方を自己コント
ロールし、困難や逆境からしなやかに立ち直る力のこと。 

レジリエンスステージの鍛え方 
①底打ちのステージ（ネガティブな感情への対処法） 

 ◇心と体を守る ◇ネガティブ感情を受け止める 

 ◇とらえ方に気づく 

②立ち直りのステージ（マインドセット） 

 ◇日々の目標を達成する ◇すごい自分に気づく 

 ◇成長マインド 

③教訓化のステージ（困難から学べたこと） 

 ◇心が喜ぶことをする ◇リソースを認識する 

 ◇他者の役に立てる自分 

      エンゲージメントを育むための必要なもの 

 
    組織風土   承認感    支援を受ける関係   理念戦略  自己成長 

    満足感 健康        良好な人間関係    に納得    
 

 

 

 

 

 

 
    ボジティブ  エンゲージメント ポジティブ 意味・意図  達成・成長 

      感情    愛着・貢献  な関係・社会性 

写真 

 

 

 

 

 
まとめ 

 
参考 

 
Point 

まとめ作成例 

・研修内容や方法、講師の論の展開によってプロットの構成は様々なので 

 適切に対応する。 

・例示したフォントやポイントは表現内容に応じて適宜変更できる。 

 
 

 
 

 
Exp. 印象的な言葉 

レジリエンス 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

研修の様子写真 

１～２枚 
配置は固定しない
（効果的な場所に
張り付ける） 
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要項に記載されたテーマ サブテーマ 要項に記載されたねらい 

上記フォルダにテンプレートを置くので、必要に応じてコピーして利用する。 

 人が楽しく生き生きと働き、力を発揮することができる、そして成果を上げることができる
組織をつくる！鍵は、エンゲージメント （組織や職務との関係性に基づく自主的貢献意欲）！ 

２ 人生１００年時代に必要な力 

Ｐ Ｅ Ｒ Ｍ Ａ 

ピア・サポートの導入で大きな効果が生まれる 
①相談活動（カウンセリング的役割）②仲間づくり 

③葛藤調整  ④学習支援（教育的な支援） 

⑤指導・助言（ななめの関係）⑥グループリーダー（活動促進） 

※専門家や先生ではない同じ立場の生徒が支援することの意味は 

 共感性や役立ち感、互恵性、志向性等が得られ、とても大きい。 


