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全国普通科高等学校長会

第 72回総会・研究協議会 (東京大会)の開催について

令和 2年春からの新型コロナウィルス感染拡大により、令和 2年度開催予定の二重大会は

中止、令和 3年度の鹿児島大会はオンライン開催 と苦渋の決断となりました。今年度も予断

を許 さない状況が続いていますが、現段階では全国的に行動制限が発出されていないことか

ら、本年は 10月 25日 (火 )・ 26日 (水 )、 大会テーマを「未来を担 う普通科高等学校教育

～ポス トコロナにおける普通科高等学校教育～」として、東京都で 「全国普通科高等学校長

会第 72回総会 。研究協議会」を開催することといたしました。

さて、本年度の新一年生から、高等学校の学習指導要領が年次進行で始ま り、 「主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」や「教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、

学習の効果の最大化を図るカ リキュラムマネジメン トの確立」、 「『知識・技能』『思考・

判断・表現』『主体的に取 り組む態度』の 3観点に整理された観点別学習状況の評価」など

が求められています。

また、令和 3年 1月 の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指 して

～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」を踏ま

え、令和 3年 3月 に学校教育法施行規則が改正され、高等学校に期待される社会的役割等の

再定義 (ス クール・ ミッション)と 、高等学校における二つの方針である、グラデュエーシ

ョン・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ア ドミッション・ポリシーの策定 。公表や、高

等学校における「普通科教育を主とする学科」の弾力化 (普通科改革)な どが定められまし

た。 7月 には、教育職員免許法の改正によつて教員免許更新制が発展的解消となり、来年度

から新たな教員研修制度が始まることになります。

こうした教育改革がより加速する中で、全国普通科高等学校長会として、高等学校普通科

教育をどのように進めていくかを打ち出し、研究活動に取 り組み、実行 していくことが重要

であると考えます。

会員の皆様には、校務ご多用の中ではありますが、基本的な感染防止対策に務めていただ

き、第 72回総会 。研究協議会に是非ともご参集いただきますようご案内申し上げます。

なお、参加申込みは8月 1日 (月 )からです。

また、今後の新型コロナウィアレス感染再拡大の状況によつては、開催形態の変更をする場

合があることを申し添えます。
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全国普通科高等学校長会

第 72回総会・研究協議会 (東京大会)開催要項

1  大会テーマ  「未来を担 う普通科高等学校教育」

～ポス トコロナにおける普通科高等学校教育～

2  日  時   第 1日 令和 4年 10月 25日 (火)9:00～ 17:00

第 2日  令和 4年 10月 26日 (水)9:10～ 11:40

△
本 なかのZEROホ ール

〒1640001 東京都中野区中野 2-9-7
アクセス :」Rま たは東京メ トロ東西線 中野駅
Tel (03)5340-5000 (4く )Fax (03)5340-5016

南口徒歩 8分

日  程

[第 1日 ] 10月 25日 (火)9:00～ 17:00

9:00～    受付

9:40～ 10:40 1 開会行事・総会

10:40～ ■:40 Ⅱ 講話  文都科学省初等中等教育局長 (申 請中)

11:40～ 13:00  昼 食

第 1日 目の昼食は、会場近 くの食堂、レス トラン等で各自お取 り下さい。

13:00～ 15:00 Ⅲ シンポジウム

テーマ  「ポス トコロナにおける教員研修の在 り方」

コーディネーター 全国普通科高等学校長会顧問

東京都立町田高等学校長     杉本悦郎

パネ リス ト    独立行政法人教職員支援機構理事長  荒瀬克己 様

埼玉県教育委員会教育長      高田直芳 様

高校基本問題検討特別委員会委員長

千代田区立九段中等教育学校長   野村公郎

全国高等学校長協会副会長

和歌山県立向陽高等学校長    前田成穂

15:15～ 16:45 Ⅳ 研究協議 I

l 大学入試研究委員会

「高大接続改革における新たな大学入試の在 り方」

～新学習指導要領下での新たな大学入試を見据えて～

大学入試研究委員会専門委員

埼玉県立杉戸高等学校長     蛭間 督

2 中国ブロック
「
『 探究的な学び』を核 とした学校活性化の取組」

鳥取県立鳥取西高等学校長     國岡 進

3 】日言越ブロック

「若手教員を中心とした『本校の魅力 と学校運営』」

石川県立大聖寺高等学校長     米 日一彦

16:45～   諸連絡



[第 2日 ] 10月 26日 (水)9■ 0～ 11:40(8:50開 場 )

9:10～    諸連絡

9:15～ 11:30 V 研究協議 Ⅱ

4 教育課程研究委員会
「学習指導要領実施上の教育課程の研究」

～ 3つ の観点の経年変化 と新観点から見えること～

教育課程研究委員会委員長

埼玉県立川 日北高等学校長     小出和重

5 九少Hブロック

「学校の教育力向上を目指 して」

～ポス トコロナ時代の教育に向けた持続可能な学校経営～

福岡県立輝翔館中等教育学校長    山日英明

6 キャリア教育研究委員会

「就職問題並びにキャリア教育を巡る課題 と方策」

～ AI時代、人口減少時代へ向けて～

キャリア教育研究委員会委員長

東京都立小平西高等学校長     井戸康文

7 生徒指導研究委員会

「GIGAス クール時代の生徒指導」

～1人 1台端末導入に伴 う生徒指導に関する考察～

生徒指導研究委員会委員長

茨城県立守谷高等学校長      櫻井隆之

(誌上発表)普通科高校の管理運営に関する現状 と課題

管理運営研究委員会委員長

東京都立蒲田高等学校長

11:30～    閉会式

松本治子

※大会 2日 目の年後に予定 していた (自 由参加 )は、今回は実施ヤヽた しませんぉ

5 参 力日費 等  6,000円
内訳 参加費 2,300円    資料費 3,700円

資料のみ申込みの場合は、3,700円 (資料費)をお支払いください。

6 参加申込み 。費用納入方法

(1)参力日申込み受付期間  令和 4年 8月 1日 (月 )～ 9月 15日 (木 )

(2)申 込み方法  ホームページ内のフォームメールからお願いいたします。「送信」で完了

になります。なお、都道府県単位での一括申込みをされる場合は 「参加申込書 (団体申込

み用)」 をご利用 ください。

(3)費用納入方法

上記期限までに、学校名・氏名等を記入 し、銀行 日座 (次ページに記載)に送金してくだ

さい。

申し訳ございませんが、振込費用はご負担 ください。



銀行振込  三井住友銀行 東京公務部

普通預金  NO. 0149895
加入者名義  全国普通科高等学校長会

*銀行振込口座は、年度会費振込とは別口座です。

(4)そ の他

・申込み受付期間以降のお申込みについては、参加者名簿に記載できないことがあります。

・参加申込者で当日ご欠席の場合は、総会終了後資料をお送 りします。

・領収書が必要な場合は、当日総会会場で配付いたしますのでお申し出ください。
。新型コロナウィルスの感染拡大によリオンライン開催 とする場合は、本会HPに 適宣ア ッ

プしますのでご確認 くださいぉその 奮 料 事 前イま イこ洪付 い た しますハ

・振込後、キャンセル等による返金はできませんのでくご了承 ください6

・宿泊につきましては、本会 として取 り扱いませんので各 自でご準備 ください。

7 総会前 日の 10月 24日 (月 )15時より東京ガーデンパ レスにて第 140回理事会・研究協議会

を開催 します。役員 。理事の方には後 日ご連絡いたします。

患詳細地四  (東京 日なかの ZEROホール)
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問合せ先

全国普通科高等学校長会  事務局長  佐藤 到

T105--0003

東京都港区西新橋 2-5-10 NBC西 新橋 ビル 4階

TEL 03-3581-1000    FAX 03-3597-8060

E― mail   zennfukoo230528@zen― koh― chohI

中野駅


