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No.274（平成 30 年 5 月号）
表紙写真

巻頭言

No.275（平成 30 年 7 月号）

坂井市の国際交流事業「英国派 山口七夕ちょうちんまつり／瑠璃光寺
遣事業、英国青少年招へい事業」 五重塔（国宝）／十朋亭（市史跡）

原敬生家（市指定有形文化財）／盛岡八幡宮祭りの山
車行事（市指定無形民俗文化財）／啄木第一号歌碑

教育と福祉の連携

西日本豪雨に想う

福井県坂井市教育委員会

福田みゆき 副会長

山口県山口市

主体的なかかわりをもって生き
る

番坂啓介 副会長

これからの学校図書館：教科横断的な 学校教育と障害者スポーツ―2020
学びを促進させ授業改善を実現させる 東京オリンピック・パラリンピックに向けて―

論考

青山学院女子短期大学教授

日本福祉大学教授

堀川照代

教育の不易

No.276（平成 30 年 9 月号）

藤田紀昭

岩手県盛岡市教育委員会

橋本 悟 副会長

保護者・地域住民による学校運
営参加

常葉大学教職大学院教授

窪田眞二

概念・根拠・論理を鍛える

今こそ〈いのち〉教育を

たくましく個性的な人間性の涵
養を

離島の魅力

愛着の一品 一冊のノート

ある哲学者の俳句

桃山学院教育大学学長

梶田叡一

随想

『離島経済新聞』統括編集長

鯨本あつこ

知っておきたい 「不当な支配」禁止と教育委員
会の保護義務
教育法規

株式会社ほたか代表取締役

広瀬琢磨

俳人

坪内稔典

デジタル教科書の導入

教育委員会の DNA

工芸技術記録映画について

伝統的建造物群保存地区の保存
とまちづくり

名古屋大学大学院
教育発達科学研究科教授

中嶋哲彦

金銅馬形飾付透彫冠ほか
文化財紹介

霞ヶ関通信

国立教育政策
研究所通信

文部科学省
国立教育政策研究所

―茨城県三昧塚古墳出土品―

文化庁文化財部美術学芸課考古資料部門
文化財調査官 横須賀倫達

―結城紬の撮影始まりました―
文化庁伝統文化課工芸技術部門

生田ゆき

主任文化財調査官

下間久美子

平成 28 年度体力・運動能力調査 「学校の危機管理マニュアル作
成の手引」
結果について

高等教育の負担軽減の具体的方
策について

平成 30 年度教育課程研究指定校 「発達や学びをつなぐスタートカリ
事業の実施について
キュラム～スタートカリキュラム導入・
教育課程研究センター研究開発部
実践の手引き～」の公表について

平成 30 年度全国学力・学習状況
調査の結果公表について

スポーツ庁健康スポーツ課

研究開発課専門職

牛山晴登

文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課

教育課程研究センター研究開発部
研究開発課専門職

奥田正幸

「大館ふるさとキャリア教育」
が奏でる「学びの交響学」
地域の
特色ある活動

文化庁文化財部参事官（建造物担当）
、

「まごころプラン」で小中一貫教
育を推進 ! 特色ある水戸の教育
秋田県大館市教育委員会 で“水戸人”の育成を目指して
茨城県水戸市教育委員会
「教育日本一」を目指して進める
“学びの環境モデルふじえだ”
地域とともにある学校 地域と
づくり
ともにある教育委員会
～「笑顔あふれる教育」のために～
静岡県藤枝市教育委員会

香川県高松市教育委員会

文部科学省
人生 100 年時代構想推進プロジェクト
チーム

教育課程研究センター研究開発部学力調査課分析係長

多田尚平

次代を担う子供たちを育て、すべ
ての人が生涯を通し学習していく
まち

千葉県茂原市教育委員会

家庭教育支援とコミュニティづ
くり ～集い、学び、つながる、切れ

目のない家庭教育支援～
長崎県南島原市教育委員会

平成 30 年度関東甲信越静市町村
教育委員会連合会総会及び研修
会報告

関東甲信越静市町村教育委員会連合会事務局

ブロック
研修報告

第 55 回北海道市町村教育委員研
修会概要

北海道町村教育委員会連合会

余滴

資料・その他
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言葉と挿絵で読む活動

―ブックスタートを大切に―

世界の箴言を旅する

心は誰にも見えないけれど

第 63 回定期総会・功労者表彰関
連記事、表彰者名簿

平成 31 年度文教施策と予算に関
する要望書

―先生の道標に―

―心づかいは見えるのだ―

No.277（平成 30 年 11 月号）
表紙写真

甲子園大運動場

兵庫県西宮市教育委員会

子供たちの未来を思う

巻頭言

古城和敬 副会長

No.278（平成 31 年 1 月号）

No.279（平成 31 年 3 月号）

海中鳥居／むつごろう（有明海沿
岸）／鹿島ガタリンピック（鹿島市）

手筒花火／のんほいパーク／路
面電車

教育委員会のエンパワメント

学校で「地域」と出会う

佐賀県教育委員会

田邊俊治 会長

愛知県豊橋市教育委員会

宮原久美子 副会長

新学習指導要領が目指す 新しい インクルーシブな学校や社会に向けて 多文化の子供と教育
～共生社会の時代に求められる特別支援教育とは～
「特別の教科 道徳」

論考

秋田公立美術大学教授

筑波大学教授

毛内嘉威

教育の不易

振り返りの習慣を

柘植雅義

「人間性の涵養」の具体的ポイ
ント

桃山学院教育大学学長

上智大学教授

坂本光代

社会を生き自分の人生を生きる
力の涵養を

梶田叡一

江戸はうまい

元虎屋文庫研究主幹／学習院大学非常勤講師

随想

青木直己

知っておきたい
教育法規

自動車部品工場からアクセサリー
が生まれるまで

日本にやってきたブータン人たち

写真家

関 健作

株式会社三光ダイカスト工業所社長

三宅ゆかり

文化財保護

教育情報セキュリティポリシー
の確立

児童虐待と通告義務

多賀城碑

史跡 武蔵国府跡

田植えをめぐる信仰と民俗文化財

名古屋大学大学院
教育発達科学研究科教授

中嶋哲彦

文化財紹介

文化庁文化財第一課／書跡・典籍、古文書部門
文化財調査官

府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課

江口 桂

佐藤健治

第 3 期教育振興基本計画について

霞ヶ関通信

国立教育政策
研究所通信

文部科学省
国立教育政策研究所

地域の
特色ある活動

～一人一人の「可能性」と「チャンス」
の最大化に向けて～
文部科学省
総合教育政策局政策課

特別活動に関する教師向けリーフ
レット等（小学校編）
（高校編）
の公表について

教育課程研究センター研究開発部研究開発課

いじめ対策に係る事例集

文部科学省
初等中等教育局児童生徒課

文化庁文化財第一課
民俗文化財部門・文化財調査官

石垣 悟

新時代の学びを支える先端技術
のフル活用に向けて

～柴山・学びの革新プラン～
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

平成 31 年度全国学力・学習状況 平成 30 年度教育研究公開シンポジウム
調査における中学校英語調査に 「資質・能力の育成に向けたカリキュラム
ついて
･マネジメントの推進－授業づくりの視点から－」
教育課程研究センター研究開発部学力調査課長

教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

高橋友之

林 剛史

西野真由美

ふるさとを思い 志をもつ子を
育て、夢と希望に満ちた次代を
“ひらく”
！

地域とつながる学びの場をつくる

小規模校の良さを生かし、中学
校への円滑な接続を図る教育の
推進～宇宙留学（山村留学）制度と

郷土愛を育む「世界遺産学習」

平成 30 年度東北六県市町村教育
委員会連合会定期総会及び教育
委員・教育長研修会

平成 30 年度東海北陸六県市町村
教育委員会連合会理事総会・研
究協議会

平成 30 年度四国地区市町村教育
委員会協議会概要

学校の先生の勤務時間

校長先生の通信簿

まだ潜在化している体罰の現状

指導係長

鳥取県鳥取市教育委員会

―図書館・美術館がつくる未来のカ
タチ―
山形県東根市教育委員会

海洋教育を人材育成の柱に！

岩手県洋野町教育委員会

義務教育学校 白川郷学園

岐阜県白川村教育委員会

大阪府藤井寺市教育委員会

小中一貫教育の推進～
鹿児島県南種子町教育委員会

ブロック
研修報告

余滴

資料・その他

四国地区市町村教育委員会協議会
東北六県市町村教育委員会連合会事務局 東海北陸六県市町村教育委員会連合会事務局 （香川県市町教育委員会連絡協議会事務局）
（山形県市町村教育委員会協議会） （福井県市町教育委員会連絡協議会）

―教えることは、二度学ぶことである―

平成 30 年度 地方教育行政功労
者表彰 被表彰者名簿

―あるのだ。五感の厳しい機能―

―昭和（戦中、戦後）
、平成、そして今―

2019 年度文部科学省の予算（案）
主要事項
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