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研究推進の概要 
１ 研究主題 

新たな時代を切り拓き、よりよい社会を創り出していく日本人を育てる中学校教育 

 

２ 研究主題について 

（１） 今日的教育課題から 

生産年齢人口の減少、グローバル化の一層の進展や人工知能（AI）の飛躍的な進化、絶え間ない技術革新

等により、社会構造や雇用環境は大きく変化しており、予測が困難な時代となっている。このような時代を担う子

供たちには、様々な変化に積極的に向き合うとともに我が国の伝統や文化に立脚し、高い志や意欲を持つ自

立した日本人として、他者と協働しながら価値の創造に挑み、よりよい社会を創り出していく力を身に付けること

が求められている。 

そのために、学校教育目標を踏まえた教科等横断的な視点で教育の内容を組織的に配列し、教育内容の質

の向上に向けて一連の PDCA サイクルを確立し、教育内容と教育活動に必要な人的・物的資源を、地域等の

資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせる「カリキュラム・マネジメント」が重要となる。また、「何ができる

ようになるか」を明確にしながら、子供たちそれぞれの興味や関心を基に、一人一人の個性に応じた多様で質

の高い学びを引き出すことを意図した「主体的・対話的で深い学び」が求められている。 

一方、いじめや不登校の解消、自殺（自傷行為）防止等の深刻かつ喫緊の課題についても積極的に取り組

み、地域や関係諸機関と連携し、「チーム学校」として心身ともに健全な生徒を育てていかなければならない。 

これらの課題を踏まえ、「新たな時代を切り拓き、よりよい社会を創り出していく日本人を育てる中学校教育」

を研究主題として、下記の９分科会により研究を推進することとした。 

（２） 岐阜県中学校長会の活動方針から 

上記のことを受け、私たち校長は学校経営の責任者としての使命感や確固たる教育理念とビジョンをもち、

課題解決に向けたリーダーシップを強く発揮していく必要がある。 

岐阜県中学校長会は、平成 30 年度東海北陸中学校長会研究協議会岐阜大会において、校長の指導性の

発揮や、校長会として連帯して取り組むことの重要性といったメッセージを発信することができた。 

今年度は新しい研究サイクルの第 1 年次として、新たな教育課題に対しても果敢に挑戦し、校長相互の資質

向上と目的を明確にした研究を推進することにより、学校経営の更なる充実と学校からの教育改革を進めてい

かなければならない。 

 

３ 分科会研究題と担当地区 

分科会 研   究   題 担当地区 

１ 「カリキュラム・マネジメント」の推進 美濃地区 

２ 「主体的・対話的で深い学び」の実現 岐阜市 

３ よりよく生きようとする意思や能力を育む道徳教育の充実 岐阜地区 

４ 健康で安全な生活と豊かなスポーツライフを実現するための教育の充実 飛騨地区 

５ 社会的・職業的自立に向けたキャリア教育と進路指導の充実 可茂地区 

６ 自他を敬愛し他者と協働しながら自己実現を図るための自己指導能力を育成する生徒指導の充実 特  別 

７ 多様化した学校教育課題に対応できる教員の育成 西濃地区 

８ 地域との連携・協働による「チーム学校」の実現 東濃地区 

９ 生きる力を育み、豊かな学校生活を実現する部活動の在り方 特  別 



No.1-2 

 

１ 研究題 

「カリキュラム・マネジメント」の推進 

２ 研究の概要 

急激に変化する社会において生徒に「生きる力」を身に付けさせるため、各学校においては、生徒

たちに育成すべき資質・能力を具体的かつ明確に示し、社会と連携・協働して育んでいくための「カ

リキュラム・マネジメント」を推進することが求められる。そのために、教科等の目標や内容を見通

し、教科等横断的な学習の充実や主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善等が不可欠であ

る。そこで、校長が中心となり、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上

を図るカリキュラム・マネジメントについて実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・自校の教育目標実現のために、育てたい資質・能力を明らかにし、カリキュラム・マネジメントを

推進することが、生徒たちの資質・能力を高め、教育目標の具現につながるというビジョンをもつ

ことができつつある。 

・カリキュラム・マネジメントの推進にあたり、校長の指導性を発揮する場として、「ビジョン構築」

「環境づくり」「職員指導」「対外的折衝・連携」を明確にして実践することができた。 

・管理職の指導の下、地域の様々な機関や人とのかかわりが積極的に行われ、生徒の資質・能力の育

成につながってきている。 

◇ 今後に向けて 

・めざす生徒の資質・能力を全職員で共通理解し、３つの視点を有効に関連させる組織の位置づけや

見直しをすすめていく必要がある。 

・校長の方針のもとに、職員一人一人にカリキュラム・マネジメントの推進を進めていこうとする意

識をもたせていく必要がある。 

 

 

１ 研究題 

「主体的・対話的で深い学び」の実現 

２ 研究の概要 

生徒たちが、これからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続

けることができるようにするためには、これまでの教育の蓄積を生かし、学習の質を一層高める授業

改善の取組を活性化していくことが必要である。そのために、課題の発見と解決に向けた主体的・対

話的で深い学びの視点から学習内容の定着と学力向上を図り、生きて働く「知識・技能」の習得と「見

方・考え方」を深める教科指導の改善について校長がその指導性を発揮し、実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・校長の指導の下、「学び方」関する小中一貫等の指導を実施したり、「主体的な学び」の実現に向け

た指導を行ったり、ICT機器を活用した学習指導を進めたりすることにより、「知識・技能」の習得

や「見方・考え方」を深める教科指導を促すことができた。 

・校長の指導の下、「学びの共同体」の取組や全校パフォーマンス課題の取組を行ったことで、すべ

ての学習の基盤となる能力を高め、「主体的・対話的で深い学び」につながる教科等の指導を促す

ことができた。 

◇ 今後に向けて 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現につながる「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学

習に取り組む態度」の３観点による学習評価の在り方について、実践研究を行う必要がある。

第１分科会【教育課程】美濃地区 

第２分科会【確かな学力】岐阜市 
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１ 研究題 

よりよく生きようとする意思や能力を育む道徳教育の充実 

２ 研究の概要 

規範意識や人間関係形成能力の低下、いじめなど生徒を取り巻く様々な問題の解決のためには、各

教科、総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育との関連を図りながら、「特別の教科 道

徳」において、道徳的諸価値について自覚を深める授業の充実を図りながら、全教育活動において生

徒の道徳性を養うことが必要である。そこで、校長主導のもと、道徳教育推進教師を中心とした指導

体制を充実させ、多面的・多角的に考え、議論していく道徳科の授業の実施や、家庭や地域社会と連

携しながら生徒の道徳性を養う学校羽全体の道徳教育について実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・校長が、地域で大切にされてきた活動を踏まえ、地域のニーズを把握し、地域の強みを生かし、校

区内の小中学校（CS 組織等）、地域との様々な連携活動をマネジメントするとともに活動を価値付

けることで、道徳的な実践意欲と態度を育成することにつながっている。 

・授業においても、チーム担任制、問題解決型の展開、評価方法の工夫、学年（部）研究会の推進等、

小中学校の校長が連携して道徳推進教師を支援することによって、学校ごとに特色のある実践を積

み上げることができている。 

◇ 今後に向けて 

・連携活動において、さらに地域のニーズを踏まえた実践を継続していく必要がある。 

・校長が指導性をさらに発揮するために、より多様な実践を学ぶ必要がある。 

 

 

１ 研究題 

健康で安全な生活と豊かなスポーツライフを実現するための教育の充実 

２ 研究の概要 

生徒の運動における二極化傾向や社会の変化に伴う新たな健康課題に対応した教育が必要となっ

ている現状を踏まえ、心と体を一体としてとらえ、生涯にわたって健康の保持増進を目指し、明るく

豊かな生活を営む態度を養うとともに、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う必要がある。校

長主導の下、学校、家庭、地域が連携し、心身の健康の保持増進、食育や眠育の推進並びに防災等安

全に関する指導について、実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

□校長の指導性として以下の３つの力が重要であることが分かった。 

・自校の実態をしっかり把握し、その問題の本質を見抜き、その解決に向け熱くそして分かりやすく

ビジョン構築し伝えていく力 

・カリキュラムや日課、組織や担当者の明確化、予算配分などビジョン実現のため人・もの・金を効

率よく使えるように整備配分していく力 

・活動の充実を図るため、地域や保護者、関係機関、連携校などの役割分担を明確にし、協働して活

動を継続くさせていく力 

◇ 今後に向けて 

・将来的に豊かなスポーツライフを実現していくために、目の前にいる生徒に、どんな資質や能力を

いつ、どのように育成していくかを校長が明確に持って教育実践していく必要がある。

第３分科会【道徳教育】岐阜地区 

 

第４分科会 【健康教育】 飛騨地区 
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１ 研究題 

社会的・職業的自立に向けたキャリア教育と進路指導の充実 

２ 研究の概要 

産業構造や就業構造の急激な変化が生じている現状において、生徒に社会的・職業的自立に向けて必要

な基盤となる「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解･自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニ

ング能力」によって構成される「基礎的・汎用的能力」を育成することが求められる。学校の教育活動全体を通

じて組織的かつ計画的に行う進路指導や、産業界と連携したキャリア教育の取組など、校長が指導性を発揮

し、実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・キャリア教育アンケートの実施とその結果の分析に基づいた指導改善について、中核となる教職員

に対して校長が指導することにより、育てたい資質や能力を明確にしたキャリア教育や進路指導の

充実を図ることができる。 

・可茂地区の中学校長会研究推進委員会が作成したキャリア教育アンケートの様式や集計用のファイ

ルは、県中学校長会のホームページに掲載されている。各中学校において、キャリア教育や進路指

導の充実のために効果的に活用されることを願っている。 

◇ 今後に向けて 

・学校や学級全体の傾向の変化のみでなく、生徒一人一人の変容を見届けていく必要がある。 

・実態の把握や分析を丁寧に行うための、教職員の「ゆとり」を生み出す必要がある。 

 

 

１ 研究題 

自他を敬愛し他者と協働しながら自己実現を図るための自己指導能力を育成する生徒指導の充実 

２ 研究の概要 

好ましい人間関係を基礎に、自他を敬愛し他者と協働しながら自己実現を図るための自己指導能

力を育成し、不登校、いじめ問題、自殺（自傷行為）等の諸問題に対応するため、校長が中心とな

り、組織的、継続的な支援・取組を更に充実させるとともに、家庭・地域社会との連携、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフや関係機関との連携を一層充実さ

せるべく実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・好ましい人間関係を構築するために、校長が自校の現状や問題点を踏まえ、学校運営で校長の指導

性を発揮し、どのような取組をどのようにつなぎ合わせ、自校の取組の改善を図るかが、よりより

人間関係の構築につながっていく。特に以下の４点を大切に自己指導能力の育成を図り、生徒指導

の充実をさらに図っていく必要がある。 

①「授業等の一コマが人間関係と社会性を向上させることを意識化」 

②「聴き合うことを重視し、授業や特別活動等の教育活動で教師の働きかけによる様々な仕掛け」 

③「仲間のよさを大切にした、本気で関わることのできる話合いや活動等の工夫」 

④「授業や特別活動等における生徒指導の三機能の位置付け」 

◇ 今後に向けて 

・「心の健康の増進」については、今後さらに校長の指導の下、学校での取組を推進していく必要があ

る喫緊の課題と考える。 

・人間関係づくりのために効果的な教育活動をつなぎ合わせ、好ましい人間関係をさらに構築してい

くための実践を図る必要がある。 

第５分科会【進路指導】可茂地区 

 

第６分科会【生徒指導】特別委員会 
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１ 研究題 

多様化した学校教育課題に対応できる教員の育成 

２ 研究の概要 

新たな時代を切り拓き、よりよい社会を創り出していく力を身に付けることを目指す中学校教育を

実現するには、高い倫理観に立ち、使命感溢れる指導力を発揮し、生徒や保護者、地域の信頼を獲得

する教員を育成する必要がある。そのために、校長自らが意図的に適切な研修の機会を設定したり、

学習指導や生徒指導等において専門性を高めるための仕組みを構築したり、教員が主体的に地域と連

携・協働を円滑に行うことができるよう校内分掌の組織化を行ったりするなどの実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・コンプライアンスの強化やキャリアステージに応じた研修において、教頭と同一歩調での指導や、

同僚性を大切にした指導、OJTを推進することで信頼に応えられる教員の育成を図ることができる。 

・校長間で連携し、学校の枠を越えた研究会や授業交流や、心理の専門スタッフなど多様な人材と連

携するよう指導することで、教科・領域の専門性や指導力を高めることができる。 

・学校運営協議会や地域学校協働活動の取組において、担当に地域の関係者との意思疎通を十分に図

り、依頼事項を明確にすることで、学校経営に携われる教員の育成を図ることができる。 

◇ 今後に向けて 

・生徒や保護者、地域の信頼に応えられる教員を育成するために、教員、生徒、保護者、地域のニー

ズを常に把握し、連携を図りながら、より効果的な OJTが展開されるよう指導する。 

・教科・領域の専門性や指導力を高めるために、教科横断的な視点や、外部の専門家との連携を重視

して指導する。 

・地域と連携・協働した学校経営に携われる教員を育成するために、担当に教育活動全体を見渡し、

学校が必要とする取組を明確にするよう指導する。 

 

 

１ 研究題 

地域との連携・協働による「チーム学校」の実現 

２ 研究の概要 

今後、すべてを教職員が担う自己完結型の運営を廃し、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー、部活動指導員等の専門人材との協働やコミュニティ・スクールによる地域との連携を推

し進め、チームとしての学校を実現していくことが求められる。こうした「チーム学校」の実現のた

め、これまでの教職員の管理を主とするマネジメントから脱却し、多様な人材を含めた学校組織全体

の効果的な運営をするマネジメントの在り方について実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・人事評価における個々の職員の目標を全体で共有し、目標達成に向けた相互の働きかけを促したり、

近隣校とテレビ会議システムを活用した研修体制を構築したりすることで、組織的に教職員の専門

性を高めることができつつある。 

・部活動・ジュニアクラブ連携会議の開催により、部活動運営方針の周知と社会人指導者やクラブ指

導者との意思疎通が容易になり、効率的な連携ができている。 

・小中一貫校や学校統合において、地域と関わるカリキュラムの工夫によって生徒の郷土についての

視野を広げるとともに、生徒の情報を発信することで、地域の学校統合等の不安を和らげている。 

◇ 今後に向けて 

・教職員が関係諸機関、地域と連携しやすい環境づくりをさらに行っていく必要がある。 

・教職員と関係諸機関、地域とをつなぐ見通しをもった取組を今後も行っていく必要がある。

第７分科会【人材育成】西濃地区 

 

第８分科会【学校経営】東濃地区 
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１ 研究題 

生きる力を育み、豊かな学校生活を実現する部活動の在り方 

２ 研究の概要 

岐阜県ではこれまでも｢複数顧問体制による運営及び複数校合同部活動の設置｣｢適切な活動時間

や休養日の設定｣｢外部指導者の確保と活用｣「保護者クラブ・総合型地域スポーツクラブの役割の明

確化｣「指導者の資質向上｣等にかかわる課題解決に向けて取り組んできているが、少子化や生徒の

ニーズの多様化、指導者の不足、教員の多忙化など、中学校部活動における課題は依然多くある。

｢岐阜県中学校運動部活動指針(岐阜県教育委員会)｣に基づき、文化系部活動も含め、部活動が、生

徒たちの生活をより充実したものにし、人格形成に資するよう、校長や郡市校長会が中心となって

実践研究を行った。 

３ 明らかになったこと・提言 

・校長のリーダーシップの下、部活動指針や部活動規約等に活動日や活動時間、希望制加入について

明記することにより、運営や管理について改善が図られている。 

・休・廃部の規定を整備する学校や合同チームや合同部活動を進めている学校があり、学校や地域の

実態を考慮し、中長期的な展望をもち、部活動の整理を進めていく必要がある。 

・総合型地域スポーツクラブ等と連携を図ることにより、指導者や活動の場を確保し、部活動以外に

おいても生徒が主体的に活動できる指導体制を整備することが可能な場合がある。 

・学校や地域によって抱える課題は違うが、校長間で現状や課題を共有することにより、自校で取り

組むことと関係団体等と連携することが明確になってきた。 

◇ 今後に向けて 

・顧問は、部活動の引率や指導だけでなく、加入団体として大会等の運営に関わっており、指導時間

等の削減が困難な状況がある。関係団体との連携が不可欠であり、その窓口を明確にし、協議する

場を設定する必要がある。 

・部活動の運営には、中体連の動向が大きく関わるため、合同チームの出場規定等大会規定の情報を

共有し、校長が十分に理解した上で対応する必要がある。 

 

 

第９分科会【部活動】特別委員会 

 

令和元年度 岐阜県中学校長会 研究推進委員名簿 

 

 

分科会 地区 研推委員長

川尻 裕一 安藤 博文 長谷川 繁樹 寺澤 徹夫 金子 政則

郡上東中 昭和中 武芸川中 緑ヶ丘中 大和中

上松 英隆 山田 隆徳 樋田 光代 本多 正明 岡田 芳子 古賀 英一

岐阜中央中 岐阜清流中 岩野田中 藍川中 厚見中 岐大附属中

伊藤 直輝 小島 孝則 磯谷 浩二 高橋 広美 福地 淳宏 谷村 和男

笠松中 中島中 緑陽中 伊自良中 穂積中 糸貫中

中島 裕典 林 義成 中村 裕幸 宮川 晴光 牛丸 千枝 砂田 直彦 前田 芳隆

竹原中 山之村中 白川郷学園 北稜中 朝日中 清見中 小坂中

田口 雅夫 二村 文生 清水 聖士 臼田 伸幸 細井 孝治 中村 希志 加藤 喜代司

東可児中 双葉中 広陵中 坂祝中 上麻生中 佐見中 上之郷中

兒玉 努 深尾 雅人 森山 健 中川 浩美 立石 敏彦 安藤 充優 岩島 哲也 大森 久司

星和中 本荘中 羽島中 北和中 明宝中 八百津中 坂下中 中山中

平塚 剛 服部 公彦 大蔵 徹哉 西脇 優 金森 透 長田 正樹

江並中 日新中 養老・東部中 今須中 登龍中 坂内中

西尾 英憲 国府田 珠実 丸山 眞理子 安藤 雅哉 小栗 祥吾

明智中 南ヶ丘中 駄知中 瑞浪北中 苗木中

原川 拓雄 多田 積央 鈴木 英已 山田 尚人 平野 秀彦 相原 正文 保木 斉

不破中 境川中 各務原・中央中 美濃中 黒川中 岩邑中 宮中
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研究推進委員

特別

1 美濃

岐阜市2

3 岐阜市

飛騨

可茂

4

5

8

9

7 西濃

東濃

特別


