
主催：日本学校改善学会（会長 露口健司・愛媛大学大学院教授） 

後援：文部科学省、滋賀県教育委員会、大津市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

〇両日とも実会場（オンライン視聴可能）〇 

 

 

13:30～14:45 特別企画  「いかにして学校管理職はつくられ／育つのか」 

パネリスト：大津市教育長 島崎輝久 氏            全体司会：今井弘樹 氏（滋賀大学） 

パネリスト：兵庫県立伊丹北高等学校長 千家弘行 氏   コーディネーター：棚野勝文 氏（岐阜大学） 

パネリスト：岐阜大学 助教 芥川祐征 氏          コメンテーター：加治佐哲也 氏（兵庫教育大学） 
 

15:00～16:15  講演     「令和の教員の養成・採用・研修について」  

講師：兵庫教育大学 学長  加治佐哲也 氏（中央教育審議会委員・日本教職大学院協会会長） 

 

 

 

 

9:10～10:40 特別セッションⅠ 

「教員のセカンドキャリア開発論：日本・米国・英国・フィンランドの比較分析」 

報告・コーディネーター：露口健司 氏（愛媛大学） 

報告：大野裕己 氏（滋賀大学） 

報告：末松裕基 氏（東京学芸大学） 

報告：矢田匠 氏（Finnish Institute for Educational Research） 

13:20～14:50  特別セッションⅡ 

「働きながら研究する」 

報告：西山高史 氏（高槻市立小学校／兵庫教育大学連合大学院） 

報告：久保田重幸 氏（滋賀県教育委員会） 

報告：相良誠司 氏（福岡女学院大学人文学部） 

コーディネーター：當山清実 氏（兵庫教育大学） 

13:20～14:50  特別セッションⅢ 

「探究学習を考える」 
報告：荒井英治郎 氏（信州大学） 

Aaa 報告：清水優菜 氏（兵庫教育大学） 
コーディネーター：柏木智子 氏（立命館大学） 

大林正史 氏（鳴門教育大学）             http://j-sira.jp/ 

２０２２年 １月２２日（土）１月２３日（日） 

 

研究発表 

9：10～ SessionⅠ 

10：50～ SessionⅡ 

13：20～ SessionⅢ 

＊詳細は４Pへ 

日本学校改善学会 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別企画＆講演】 

会場：大津市民会館小ホール 

大津市島ノ関１４－１ 

 

 

 

 

 

１月２３日（日） 

【研究発表＆特別セッション】 

会場：滋賀大学大津キャンパス（教育学部） 

大津市平津 2丁目 5番 1号 

※22日･23日で会場が異なります

のでご注意ください。 

準備の都合上,事前申し込みとしま

す。詳しくは【参加申し込み方法】

をご覧ください。 

<問い合わせメールアドレス> 

jsira2022kansai@gmail.com 

 

 

 

学会 HP   

 

 

 

about:blank


日本学校改善学会２０２２ 関西大会 大会プログラム 

【1日目】 会場：大津市民会館 小ホール （午前理事会等は大津駅前サテライトプラザ） 

日程 

理事会 

・紀要編集委員会 

11：00～12：00   

開会行事 13：20 （大津市民会館受付開始予定 12：50） 

特別企画 

 

13：30～14：45 「いかにして学校管理職はつくられ   

／育つのか」 

講 演 15：00～16：15 「令和の教員の養成・採用・研修について」  

講師：兵庫教育大学 学長 加治佐哲也 氏 

（中央教育審議会委員・日本教職大学院協会会長） 

総 会 16：20～17：00  

 

【２日目】 会場：滋賀大学大津キャンパス（教育学部） 
日程 

受 付 8：40～ 2日目から参加の方は、必ずお越しください。 

（講義棟 1階） 
特別セッション 

 28講義室 

 

27講義室 

 

28講義室 

9：10～10：40 「教員のセカンドキャリア開発論：日本・

米国・英国・フィンランドの比較分析」 

13：20～14：50 「探究学習を考える」 

 

13：20～14：50 「働きながら研究する」 

 

研究発表 

 

 32講義室 

 33講義室 

 24講義室 

 27講義室 

 28講義室 

9：10～10：40 SessionⅠ 4部会 発表 17本 

＜協働・リーダーシップ／研修／行政／若手教員＞ 

10：50～12：20 SessionⅡ 5部会 発表 20本 

＜カリマネ・学校経営／困難を抱える子ども／ 

生徒指導／授業・実践／コミスク・地域＞ 

13：20～14：50 SessionⅢ 3部会 発表 11本 

＜地域・学校外支援／心理・統計分析／教師教育＞ 

研究発表講評 

優秀発表表彰 

15：00～15：40  

 

【実会場へご参加の皆様】 

〇宿泊手配は、各自でお願いいたします。 

〇2日目の会場周辺には徒歩圏内に飲食店・コンビニがありません。 

昼食を各自用意してください。（JRの駅周辺に店舗が多いです。） 

〇2日目大津キャンパスの会場は、「講義棟」（最終ページ地図参照）となります。 



【参加申し込み方法】 

 ・本大会は、1 月 22・23 日の両日、感染症対策を鑑み、実会場（研究発表者は実会場で発表）

にオンライン視聴を可能とする方式で実施します。参加者数等の把握および受付等での接触

機会の低減のため、大会参加申し込みは、「会員」「会員以外の参加希望者」ともに、「Peatix

によるオンラインでの申し込み（必要事項の入力と大会参加チケット購入）」を基本とします。 

 ・枠内の説明をご確認のうえ、枠下の【Peatixページ】よりお申し込みください。 

〇大会参加費 1,４00円（2日間 1日のみの参加も同料金となります） 

〇支払方法 ・クレジットカード払い（VISA, Master, JCB, AMEX） ・PayPal, 銀行口座振替 

・コンビニ / ATM払い (注文 1 件あたり 220 円の手数料が購入者負担) 

〇お手続きに際し、入力フォームに以下の内容をご記入お願いします。 

 ・メールアドレス ・ご所属 ・大会企画（土）への参加の有無  

・講演（土）への参加の有無 ・SessionI～Ⅲ/特別セッションへの参加の有無 

〇以上のお手続きは、1月 18日 17時までに完了をお願いします。 

※なお、コンビニ / ATM でのお支払いは、販売期限の 1 日前（17日）に締切られます。ご注意ください。 

〇チケットの譲渡、取り消しはできません。 

 参加申し込みはこちらから【Peatixページ】 

 URL<https://jsira2022kansai.peatix.com> 

 ・実会場チケット販売枚数に制限があります（上限を超えた場合オンライン視聴のみ可能）。

なお当日参加の窓口も開設予定ですが、同様に入場制限の可能性があります。 

※研究発表者の 2日目実会場参加については、別に補足連絡を差し上げます。 

 

【Session（〔自由〕研究発表）発表者の皆様】 

〇発表時間は 15分（質疑応答を含む）です。 

〇会場には Windows パソコン、プロジェクター、HDMI ケーブルを用意しております。使用さ

れる場合は、発表当日にデータを USB メモリに入れてお持ちください。使用される方は、各

Session の開始時刻の前まで会場にて動作確認をお願いいたします。それ以外の場合はご自身

で用意してください。 

〇当日、発表資料を配布予定の方は、不足が生じないよう必要部数（各４０部を目安）をご持参

のうえ、該当会場の係員にお渡しください。資料配布机に置く形で配布させていただきます。

発表直前に係員が配布する形ではありませんのでご注意ください。 

〇資料印刷・複写等のご要望には、大会実行委員会としてお応えできません。また、冬期の輸送

事情と紛失事故の可能性に鑑み、発表資料等の事前送付はご遠慮ください。 

〇万一、お申込みいただいた発表を取りやめる場合は、必ず事前に大会実行委員会の連絡先まで

ご連絡ください。(連絡先：jsira2022kansai@gmail.com) 

 

【表彰について】  

〇昨年度瀬戸内大会で実施された研究発表の「発表表彰」を、継承して実施します。 

〇本大会の「発表表彰」は、発表経験の少ない方（現役大学院生や、大学院修学経験なく研究発

信をしている方などを念頭に置いています）への奨励に重心を置いて実施します。 

〇本年度大会の発表表彰の対象者は、「① 学会での研究発表経験が 3回以内の方」と「② ①に該

当しないが発表経験が少なく、準備に不安のある方」としています。①・②いずれかの条件に

該当する方の大会当日の研究発表について、審査を実施し、優れた発表を表彰します。 

申し込みページ 

about:blank


研究発表 SessionⅠ ９：１０～１０：４０ 
Division A （32講義室）協働・リーダーシップ    

S1A1 公立大学法人の中高一貫校における課題と今

しかできない学校改革について 

 
小倉 裕史 兵庫県立大学附属中学校・

高等学校 

S1A2 指導教諭が力量を発揮するリーダーシップの

研究    －高校総合学科での実践スタイル－ 

 
柴田 洋一 大阪市立扇町総合高等学校 

S1A3 インクルーシブ教育推進に向けての特別支援

教育コーディネーターの在り方 －マイリー

ダーシップの視点から－ 

 
森田 靖子 横浜国立大学教職大学院 

S1A4 カリキュラム・マネジメントで教職員の協働

を生む 

 
沢村 志穂 長浜市教育委員会事務局 

Division B （33講義室）研修 
   

S1B1 小中一貫教育校における組織文化の効果的な

構築  －企業の組織融合と経営学の視点より－ 

 
山端 真司 神戸市立義務教育学校港島

学園 

S1B2 コロナ禍における ICT研修の展開 
 

室木 宏司 平塚市立豊田小学校 

S1B3 教員を取り巻くつながり醸成のための校内研

修ファシリテーション －GIGAスクール構想

への対応を事例として－ 

 
熊井 崇 愛媛県大洲市立菅田小学校 

S1B4 子どものウェルビーイングを高める研修開発プロ
グラム －成長し続けるチームとしての学校を目
指してー 

 
岡山ひとみ 愛媛大学教職大学院 

Division C （24講義室）行政 
   

S1C1 働き方改革と学校の生徒指導体制充実の実現に向
けた教育行政の役割 －自治体の少年補導センタ
ーの活動からー 

 
〇冨田明徳  
押田貴久 

兵庫教育大学附属小学校 

兵庫教育大学大学院 

S1C2 義務教育段階の「オンライン授業」における

出席等の取扱いに関する現状と課題 

 
立田 順一 横浜市教育委員会 

S1C3 学校の自主性･自律性を促す教育委員会の在

り方 －学校支援のあり方についての一考察－ 

 
水野 直樹 兵庫教育大学教職大学院 

S1C４ 地域の教育体制確立を目指した校内の協働体

制の構築 －起点としての小学校の部分教科担

任制の試み－ 

 
森野 浩史 滋賀県教育委員会事務局 

Division D （27講義室）若手教員 
   

S1D1 若年層教員の幸福感を高めるオーダーメイド

型働き方改革 

 
森 卓也 愛媛大学教職大学院 

S1D2 サーベイ・フィードバックを活用した若年教

員の人材育成 

 
高瀬 浩介 愛媛大学教職大学院 

S1D3 プロジェクトチームの実践が若手・中堅教員

の成長に及ぼす影響 

 
国本 龍一 兵庫教育大学教職大学院／

京都市立神川中学校 

S1D4 小学校における若手教職員の育成と学校組織

力向上をめざす実践について 

 
前田 利幸 彦根市立東中学校 

S1D5 若手教員の教職適応のパネルデータ分析 ー量

的･質的アプローチによる継続的な追跡を通してー 

 吉弘 祐治 松山市立姫山小学校 



研究発表 SessionⅡ １０：５０～１２：２０ 

Division A （32講義室）カリマネ・学校経営 

S2A1 学校経営における危機管理 －課題意識と当
事者意識－ 

 
河口眞佐男 元滋賀大学教職大学院 

S2A2 生徒の課題に基づく効果的なカリキュラムマ

ネジメントの開発的研究 ー教職員の協働を通

してー 

 
寅澤 弘江 鳴門教育大学大学院学校教

育研究科 

S2A3 地域人材との連携から、カリキュラムマネジ

メントの可能性を探る 

 
今井 弘樹 滋賀大学教職大学院 

S2A4 学校活性化に向けた学校評価の在り方  

－形成的評価プログラムの開発を通して－ 

 
中谷 諭 東近江市教育委員会 

Division B （33講義室）困難を抱える子ども 

S2B1 誰もが行きたくなる学校づくり －外国人児

童を含めたすべての児童にわかりやすい授業づく

りを目指して－ 

 
滿石 大輔 兵庫教育大学大学院／加古

川市立若宮小学校 

S2B2 「在県外国人等特別募集枠」で入学した生徒

への学校支援体制の構築 －多文化共生の教育

の実現のために－ 

 
林 玲子 横浜国立大学教職大学院 

S2B3 依存症家庭で育つ子どもの自立と支援方法に

関するー考察 －依存症支援の現場から－ 

 
橋詰 幸輝 立命館大学大学院社会学研

究科 

S2B4 子どもの「社会的自立」に向けた教師の学級

経営に関する研究 －不登校児童の学級内活動

に着目して－ 

 
有廣 悠乃 京都光華女子大学非常勤講

師 

Division C （24講義室）生徒指導 
   

S2C1 子供の学びに影響する褒め言葉と信頼関係 

－実践から語るー 

 
   ヤスミーン・ 

モスタファ 

福井大学連合教職開発研究

科 

S2C2 人が育つ学校 
 

田中   満 大津市立中央小学校 

S2C3 定期考査廃止による生徒の変容 －どんな生

徒に効果があるのか 

 
石橋 千恵 兵庫教育大学教職大学院 

S2C4 出発点は「生徒の声」！ 協働が生み出す「楽

しい」授業改善で学校改善！ 

 
柳内 祐樹 近江八幡市立八幡中学校 

Division D （27講義室）授業・実践 
   

S2D1 高等学校理数科目における組織的な授業改善

－生徒が生徒に教える異学年学習の視点から－ 

 
齋 孝徳 神奈川県立上溝南高等学校 

S2D2 「書くこと」の資質能力を育成する授業デザ

インに関する研究 －弁証法型の論述による批

判的思考力の育成－ 

 
吉田 拓人 横浜国立大学教職大学院 

S2D3 学校の組織構造の構築と効果的な教育実践 

－多部制・単位制・定時制課程兵庫県立西脇北高

等学校の実践報告－ 

 
隈元 優一 兵庫県立西脇北高等学校 

S2D4 デジタルウェルビーイングを高める指導実践

－１人 1台端末導入の現状と課題－ 

 
入澤 勝利 愛媛大学教職大学院 



Division E （28講義室）コミスク・地域 
   

S2E1 沖縄県における子どもの貧困と学びの保障 

―教育環境の分析による教育地理学的考察― 

 
水野 和男 旭川大学大学院地域政策研

究科 

S2E2 コロナ禍で考えるコミュニティ・スクール

（CS）の魅力 －実務家教員の挑戦－ 

 
遠藤 敏朗 愛媛大学大学院教育学研究

科（教職大学院） 

S2E3 地域に根ざす学校防災 
 

澤田 一彦 滋賀大学教育学部附属中学

校 

S2E4 双方向性を高めるコミュニティ・スクールの

実践 －コーディネーターの立場から見えてき

たもの－ 

 
印南 友統 愛媛大学教職大学院 

 

研究発表 SessionⅢ １３：2０～１4：5０ 

Division A （32講義室）地域・学校外支援 
   

S3A1 地域と共にある近未来教育の在り方  

－「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シテ

ィ」構想に参画して－ 

 
梶原 正史 東京家政学院大学 

S3A2 初等中等教育における外部からの評価と支援

に 関 す る考 察  ー 米 国 の Cognia （ 旧

AdvancED）の新たな取組を中心にー 

 
白川 正樹 順天堂大学 

S3A3 地域コミュニティ計画策定を起点としたひと

づくり・まちづくり・つながりづくり 

 
○野村ゆかり 

 

押田 貴久 

高知市立潮江南小学校／ 

兵庫教育大学大学院修了生 

兵庫教育大学 

S3A4 フリースクール経営の実際と今後の課題 
 

入江 誠剛 福岡大学 

Division B （33講義室）心理・統計分析 
   

S3B1 学校メンタルヘルス研究における投稿倫理の

論点と学校改善研究への示唆 

 
〇高木 亮 

神林 寿幸 

清水 安夫 

就実大学 
 

明星大学 
 

国際基督教大学 

S3B2 「学校教員統計調査」における離職出現率集

計シートの作成と公開の提案 

 
〇高木 亮 

長谷 守紘 

高田 純 

神林 寿幸 

清水 安夫 

就実大学 
 

愛知県中学校教諭 
 

東京工業大学 
 

明星大学 
 

国際基督教大学 

S3B3 学習意欲の学級間差を規定する要因に関する

探索的検討 

 

 

 

  

 
生田 淳一 福岡教育大学 



Division C （24講義室）教師教育 
   

S3C1 教員の新たな学びのコミュニティと職能向上 
 

髙橋 葉子 愛媛大学大学院教育学研究

科 

S3C2 外国につながる子どものエスニシティを育む

仕組みの構築に向けて －外国につながる高大

生が支援者となる可能性と課題－ 

 
山田 文乃 立命館大学 

S3C3 教職大学院による授業の工夫 －オンライン

による危機管理講座の実践を通して－ 

 
細畠 昌大 大阪成蹊短期大学 

S3C4 教職大学院における「教師教育の高度化・国

際化」の中長期ビジョン共有 －教職大学院

をカリキュラムマネジメントする視点とは－ 

 
倉本 哲男 横浜国立大学教職大学院 

【コロナ対応に係るお願い】 

〇当日は検温を行い、発熱等の症状がある場合は会場での参加を見送ってください。 

 会場ではマスク着用、会場入口での手指消毒のご協力をお願いいたします。 

〇当日、会場の換気に努め、使用した機器（PC・マイク等）については、係員により消毒します。 

〇今後のコロナウイルス感染症の動向により、開催方法の変更の可能性があります。連絡につい

ては、メールと学会 HPで行います。 

 

【会場図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24講義室

DivisionC 2７講義室

DivisionD 

特別セッションⅡ 

2８講義室

DivisionE 

特別セッションⅠ 

特別セッションⅢ 

 
33講義室

DivisionA 

32講義室

DivisionB 

受付は 1階です。2日目より参加

の方は必ず受付へお越しください。 

23講義室 

控室 

受付で配布の名札が

参加者確認となりま

す。両日参加の方

は、2日目も必ずお

持ちください。 



【会場案内】 

1日目 大津駅周辺 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2日目 滋賀大学大津キャンパス（教育学部） 

URL https://www.edu.shiga-u.ac.jp/faculty/access/ 

【交通アクセス】 
＜公共交通機関をご利用の方＞ 

 JR石山駅からバスで 10分最寄りのバス停から徒歩 5分～10分 

＜お車でお越しの方＞ 

〇滋賀大学教育学部HPのアクセスを参照ください。 

大津駅前サテライト（理事会） 

          日本生命 

ビル４階 

JR大津 

 

琵琶湖 

京阪浜大津 

 

京阪島ノ関 

 
琵琶湖ホテル 

大津市民会館（講演等） 

至京都 

北口（びわこ口） 

至石山 

講義棟 

バス停

滋賀大前 

バ ス 停 

滋賀大西門 

石山駅バス停 4系統 徒歩

普通１駅 普通2駅 大石小学校行 10分

新快速１駅 新快速１駅 滋賀大前

JR京都駅 JR大津駅 JR石山駅

滋賀大西門

52~54 系統 5分

新浜行き

滋
賀
大
学

大
津
キ
ャ
ン
パ
ス

京

阪

バ

ス
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