
　 対象 女性管理職及びミドルリーダー教員

主催 北海道教育庁日高教育局

共催 日高管内教育委員会連絡協議会

第１回

日時 6月30日（木）日高教育局会議室にて開催

出席者

内容 講話 講師 日高教育局長　赤間幸人

テーマ

協議 進行 日高教育局企画総務課長　大畑明美

意見交換 テーマ

まとめ

平成28年度日高教育局目的別研修
（日高管内女性管理職等研修）

及び
平成28年度日高管内女性教員を対象とした

ミドルリーダー養成研修

教職員7名（うち管理職7名）、日高教育局（局長、義務教育指導監、企画総務課長、教育支援課長、教職員係長）

 　北海道教育庁日高教育局では、女性管理職及び管理職を目指す女性教員の資質能力の向上を図り、
 拡大に向けた環境整備について意見交換を進めるとともに、日高管内における女性管理職の登用、
 確保に向けた情報を発信するため、標記研修会を開催しました。
　
　なお、ミドルリーダー養成研修については、管内の女性管理職教員が、管理職等研修の場で「後
輩女性教職員に学び取ってほしいこと」をテーマに企画案を練り、さらに、当日はファシリテータ
ーとして運営に参画しています。

 　本リーフレットは、本研修に参加した女性教員が、研修を通じて「女性教員の活躍支援」について
 協議した内容を紹介するものです。女性はもちろん男性の皆様方にもご覧いただき、 女性教員が子育
 て、介護等を行いながら働き続けることができる 「環境」の整備や、意欲や能力のある女性教員の
「登用」について、考えるきっかけとしていただければ幸いです。

「学校における女性管理職の活躍の推進に向けて～教育改革の動向を踏
まえて～」

7月開催の「女性教員を対象としたミドルリーダー研修」の企画検討
（受講者がミドルリーダー研修で学び取ってほしいことを検討）を通
じ、日高管内に求められる女性活躍支援のあり方等について協議

日高教育局義務教育指導監　日比生究

・教育の方向性や方針についての知識をしっかり持って、またそれを熱意をもって示していきたい。

・現在の教育の動向を教職員に浸透させ、学校改善に繋がる運営を心がけたい。

・教職員の意識向上や学校運営への参画について、実態を良く把握しながら具体策を模索したい。

・授業を基本として子どもを育てるという言葉に共感した。

講話を通して再確認したこと。以下、主な意見を抜粋



日時 ７月２６日（火）日高教育局会議室にて開催

出席者

内容 講話 講師 室蘭市教育委員会就学相談員　八田由起子氏

（元室蘭市立旭ヶ丘小学校長）

演題

全体協議 助言者 北海道平取高等学校校長　渡邉祐美子氏

進行 日高教育局教育支援課長　藤森美由紀

テーマ 「ミドルリーダーの役割とワークライフバランス」

演習
ファシリ
テーター

テーマ 「キャリアデザインを描く」

教職員13名（及び管理職7名）、日高教育局（局長、企画総務課長、教育支援課長、教職員係長、教職員係員）

「ミドルリーダーが活躍するすてきなづくり」
～凜としてしなやかに「楽しくなきゃ学校じゃない！」～

管内女性管理職（平取中教頭盛永美樹氏、浦河東部小校長山田知子氏、
浦河小教頭佐藤恵美氏、堺町小教頭大城郁子氏、様似中校長深堀美紀
氏、
東洋小教頭髙橋郁子氏、庶野小教頭中田実千代氏）

・今の自分の立場で何をしていけばよいのか分かった。早速実践したい。

・ピンチを克服し乗り越えることが大切、その姿勢が信頼に変わるという話が印象に残った。

・変化に対応すべきというお話から、年齢とともに柔軟な思考を持つことの必要性を学んだ。学校

に戻ったら広くいろんな人の意見を聞き学校運営に活かしたい。

・的確に判断して仕事をしているように見える先輩も、失敗を含めた様々な経験をしていることが

わかった。自分も様々な経験をして、年齢に恥ずかしくないようにキャリアを重ねていきたい。

・学校が活き活きとなるよう、若い先生方、先輩の先生方をつないでいきたい。

室蘭市教育委員会 八田氏から学んだこと 以下、主な感想を抜粋

・「みんなでリーダーになろう」という気持ちで参加してほしい。副題としたい。

・講演については、「学校組織マネジメントの向上」や「教職員の意欲・資質の向上」などをテーマ

に、女性リーダーとして分掌をまとめることや、運営への参画などについて聞かせたい。また、女

性が管理職になることの魅力の一端を感じ取ってほしい。

・全体協議では、女性管理職としてのやりがい、学校全体を動かすことのおもしろさ、職員室でのコ

ミュニケーション、家庭と仕事の両立で壁となっていることをできるだけ本音を話せる場としたい。

・演習は、それぞれキャリアデザインを描かせてはいかがか。

ミドルリーダー研修の企画を検討しました。以下、主な意見を抜粋

女性管理職の意見を元にミドルリーダー研修を企画



・「プロフェッショナルアイデンティティ」という言葉が印象に残った。自分の仕事の形をしっ

かり自分で理解していかなくてはいけないということを心にとめておきたい。

・「ミドルリーダーは教師を育てる教師であり同僚性を持っている人」との発言があった。管理

職の立場では見えないこと、又は見えていても言えないことをミドルリーダーが同僚の立場と

して指導助言するということをこれからも続けていきたい。

・協議では、同じような悩みを持つ方が多く、少し安心した。

・お子さんをお持ちの女性の先生方を助けていきたいと思った。

・日々の仕事に追われていたので、少し先の自分を考えることができて良かった。

・目指す教師像を改めて書き出すことで、より明確になった気がします。

・管理職の方々のお話を身近にざっくばらんに聞くことができたのは貴重だった。

・校長先生の「大変だけれどやりがいがある」の一言に、少し後押ししていただいたように思う。

全体協議を通じて学んだこと 以下、主な感想を抜粋

《日高管内における教職員の男女比率　（平成28年度）》
【全教職員】 【管理職】

学校種 男性教諭数 （比率） 女性教諭数 （比率） 計 学校種 管理職数 女性管理職数 （比率）

小学校 142 51.8 132 48.2 274 小学校 56 5 8.9

中学校 118 66.3 60 33.7 178 中学校 30 2 6.7

計 260 57.5 192 42.5 452 計 86 7 8.1

演習「キャリアデザインを描く」 以下、主な感想を抜粋

全体協議では、はじめに渡邉校長から、学校におけるミドルリーダーの役割と期待される行動、ワー

クライフバランス、これからの女性リーダー像などについてお話しをいただいたたあと、藤森教育支援

課長の司会により、『普段悩んでいること、職場として課題となっていること』『自身又は組織が取り組

んでいる工夫や改善策』などについてグループ協議しました。

演習では、参加者それぞれが、「キャリアデザイン設定シート」（キャリアプラン、目指す要旨増、目指

す教師像に向けて必要なこと）を作成し、その後グループ内で協議を行い、その後協議を通して得た

新たな気づきをシートに反映したのち、グループごとにキャリアデザイン発表を行いました。また、管

内の女性管理職教員がファシリテーターとして参加し、自らのキャリア紹介やアドバイスなどを行いま

した。



日時 １１月４日（金）～１１月５日（土）小樽市・札幌市にて開催

出席者

内容 学校視察 視察先 小樽市立稲穂小学校

説明者 小樽市立稲穂小学校校長　寺澤真氏

説明・協議 講師 日高教育局長　赤間幸人

協議進行 日高教育局企画総務課長　大畑明美

テーマ 説明「中教審３答申について」

協議①　教頭等の多忙化解消について学校運営体制から考える

協議②　教頭等の多忙化解消についてホームページの活用方法を考える

まとめ 日高教育局長　赤間幸人

教職員６名（うち管理職４名）、日高教育局（局長、次長、企画総務課長、教職員係長）

説明・協議を通して学校運営と管理職の役割などについて検討しました。

・校長先生の言葉や資料に、共通実践、共有化、具体化、可視化という言葉が繰り返し出てきた

ことが印象的だった。

・系統的に初任者の育成が行われていること、助言者、指導者としてのミドルリーダーの育成に

もつながっていることも素晴らしい。

・初任者層の多いこちらの学校でも、組織力をつなぐことで先生方全員が同じゴールを目指し、

具体化し明確にすることで学校の教育目標につながっていくと、あらためて実感した。

・ミドルリーダーが若手を集めて学習指導する方法はもちろん、学級通信の書き方から年間を見

通した学級経営について組織立てて指導しているとお聞きし、衝撃を受けた。

・Ｔ２の先生方の動きが参考になった。個別指導の仕方やＴ１や子供たちの話を上手に板書する

など、黒子となって的確なフォローをしている。このことは、細かく書かれた「板書計画」に

より可能になっていると感じた。

・中堅の先生がいろいろなところで上手にバランスをとっているから、学校が円滑に回っている

のだと思った。中堅教師の果たす役割は多く、その影響力も大きいことを改めて認識した。

・Ｔ２の役割や定着確認テスト、校内の掲示物や初任者育成方法など参考にしたいことがたくさ

んあった。

小樽市立稲穂小学校から学んだこと 以下、主な感想を抜粋

○日高教育局長から、中教審の３答申について、改めてポイントを確認するとともに、学校の組織運営

のなかで、管理職がどのような役割を果たしていくことができるのかについて、問題提起を行いました。

○これを踏まえて、以下について協議を行いました。なお、協議にあたっては、管内外のさまざまな好事

例を共有しました。

① 教頭等の多忙化解消について学校運営体制から考える協議

参考事例：登別市立幌別小学校におけるメンター型人材育成

千歳市におけるＩＣＴ機器の活用による教育活動の充実

② 教頭等の多忙化解消についてホームページの活用方法を考える

参考事例：新冠町立新冠中学校ＨＰほか



日時 ２月15日（水）日高教育局会議室にて開催

出席者

内容 説明者 日高教育局長　赤間幸人

テーマ 「中教審答申（H28.12.21）のポイント～今後の教育行政に向けて」

協議 テーマ 次年度のミドルリーダー養成研修企画

・管理職に求められる資質から考える

・ミドルリーダーに求められる資質から考える

教職員５名（うち管理職５名）、日高教育局（局長、企画総務課長、教職員係長）

あいさつ（兼
情報提供）

・視察など、現在活躍されている女性教員の姿を見る機会があれば、実践に活かすことができ

る。

・1日日程で良いので、たくさん参加出来るような内容が良い。日程が合えば、指定を受けて

いる学校の研究発表会や自主公開研でも良いのではないか。1時間の授業をじっくり見たい。

・「学校力」「組織力」という言葉の本当の意味がわかるような研修が良い。

・次年度少しでも多くの女性教員の意欲向上、質の向上に繋がるような研修の企画ができれば

と思う。

・この研修会について管内にもっと普及するためにはどうしたら良いのか、今後も考えていき

たい。

・女性、ミドルリーダーに特化すると躊躇してしまう先生もいると思う。

・今後新しい教育課程に向けて必要な研修（コミュニティ・スクール、アクティブ・ラーニン

グ、外国語、道徳等）も取り入れながら、視察研修等を行ってほしい。

・女性の場合、一番心配しているのは、家庭との両立や公宅への居住だと思うので、それらの

解消についても話題になればと思う。

次年度の女性管理職等研修に対する要望など 以下、主な意見を抜粋

・より具体的で、明日から使える、明日から変わることができると思えるような研修が良いと思う。

実践を見せてもらえるのがよい。

・管理職でなくても、校内で学校運営のためにリーダーシップを発揮している先生の話を聞いたり、

実践を見せてもらえたら参考になる。

・現場としての学校力チーム力を向上させることが肝要であり、その観点でこの研修会の内容を充

実させることに少しでも貢献したい。

・視察でもよいし、テーマを決め（例えば、授業づくり、学級経営、組織作り（教職員の））テー

マ毎に簡単な学習をして交流し合うなど、参加することでプラスになったと思ってもらえる研修

がよい。

・テーマ毎の学習会の講師が女性管理職ができればもっと効果も高くなるかもしれない。

ミドルリーダー養成研修企画 以下、主な意見を抜粋



　　　　《管内の女性管理職がミドルリーダー養成研修の企画や運営を行いました》

　《視察先（稲穂小学校）からはたくさんのヒントをいただきました》

平成２８年度の女性教員活躍推進のための研修は下記スキームにより実施しました。

北海道日高教育局「女性活躍支援のページ」

ＵＲＬ：
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/
hdk/joseishien.htm

（日高教育局企画総務課教職員係）

対象

参加期待数 管内女性管理職７名＋候補者 参加期待数

日時 ６月３０日（木）１５時～ 日時 ７月２６日（火）１３時～

場所 日高合同庁舎 場所 日高合同庁舎

参集 管内女性管理職　7名 参集 管内女性管理職＋ミドルリーダー　計２１名

運営側 運営側

テーマ ミドルリーダー研修企画 内容 A 13:00～13:50

内容 Ａ 局長講話 講

Ｂ 意見交換（ミドルリーダー研修企画） 話

日時 １１月４日（金）～５日（土） 　　　（元室蘭市立旭ヶ丘小学校校長）

参集 管内女性管理職＋管理職候補者　計６名

運営側 局長、次長、企画総務課長、教職員係長 Ｂ 14:00～14:50

テーマ 管外視察（組織として機能する学校） 全 テーマ：「ミドルリーダーの役割とワークライフ

内容 小樽市立稲穂小学校視察など 体 　バランス」

協 助言者　平取高等学校校長　渡邉祐美子氏

議 進行　　日高教育局教育支援課長　藤森美由紀

日時 ２月１５日（水）

場所 日高合同庁舎 C 15:00～15:50

参集 管内女性管理職　５名 演 テーマ：「キャリアデザインを描く」

運営側 局長、企画総務課長、教職員係長 習 ファシリテーター　管内女性管理職

テーマ

第
３
回

平成29年度ミドルリーダー養成研修等企画

２０名程度（各町小・中から各１名以上、各高・
特から１名程度）

第
１
回

局長、次長、指導監、企総課長、支援課長、教職員係長・係員

（女性管
理職等研
修第１回
で企画）

テーマ：「ミドルリーダーが活躍するすてきな学校

　づくり」～凜としてしなやかに「楽しくなきゃ学校じゃない」

第
２
回

局長、企画総務課長、教育支援課長、教職員係長、係員

講師：室蘭市教育委員会就学相談員　八田由紀子氏

（深堀、山田各校長、大城、佐藤、髙橋、中田、盛永各教頭）

平成28年度日高管内における女性教員活躍推進に向けた研修体制

女性管理職等研修 女性教員を対象としたミドルリーダー養成研修

管内義務教育諸学校の女性管理職及び管理職候補 対象
管内の小、中、高、特の女性教諭（ミドルリー
ダー候補者として学校長が推薦した者）

企画・

運営

管
理
職
候
補
者
の

参
加
促
進


