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表紙写真
医聖・華岡青洲と春林軒

和歌山県紀の川市教育委員会
御碕神社祭礼宇屋だんじり舞風
流

島根県隠岐の島町教育委員会

火焔土器／錦鯉
新潟県長岡市

巻頭言
「特別の教科 道徳」先ずは、静謐
な環境のもとで教科書選定に全力

松野　隆　副会長

「教師たちの時間」を
津森　毅　副会長

学校・地域が躍動する「コミュ
ニティ・スクール」

時久惠子　副会長

論考
新学習指導要領が目指す国語教
育の充実

十文字学園女子大学教授
冨山哲也

不登校児童生徒の理解と支援
FR 教育臨床研究所所長

花輪敏男

検証・新教育委員会制度の現状
と課題

東京大学大学院教育学研究科准教授
村上祐介

教育の不易
学校法人聖ウルスラ学院理事長

学校法人松徳学院理事長
梶田叡一

深い学びを 師道の再興を 知的な〈渇き〉を

随想
目指せ！ 学校給食甲子園

特定非営利活動法人21 世紀構想研究会理事長
／全国学校給食甲子園大会事務局長

馬場錬成

「ぐい呑み蒐集」の旅と陶芸へ
の挑戦

元全日本中学校長会会長
中西　朗

イエナプラン教育と出会う
オランダ教育・社会事情研究家

リヒテルズ直子

知っておきたい
教育法規

名古屋大学大学院 
教育発達科学研究科教授

中嶋哲彦

学校運営協議会設置の努力義務 教職員配置及び学校運営の改善
のための法改正

部活動指導員の配置と課題

文化財紹介
近年の文化財建造物保存修理に
おける取組
文化庁文化財部参事官（建造物担当）付

金剛力士立像　二軀（臼杵磨崖
仏）

文化庁文化財部美術学芸課
井上大樹

中世予土国境最前線の山城「河後森城
跡」と山城を活かした松野町の取り組み

松野町教育委員会教育課文化振興グループ主事

亀澤一平

霞ヶ関通信

平成28年度　全国体力・運動能
力、運動習慣等調査結果につい
て

スポーツ庁政策課

義務教育諸学校等の体制の充実
及び運営の改善を図るための公立
義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律
等の一部を改正する法律について

文部科学省初等中等教育局　財務課　初等中等教育企画課 
参事官（学校運営支援担当）付　生涯学習政策局　社会教育課

平成28 年度特別支援教育に関
する調査の結果について

文部科学省 
初等中等教育局特別支援教育課

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

平成29年度教育課程研究指定校
事業の実施について

教育課程研究センター研究開発部

PISA2015年調査国際結果報告書
『生徒のwell-being（生徒の「健や
かさ・幸福度」）』の公表について

国際研究・協力部研究員

梅澤希恵

平成29 年度全国学力・学習状況
調査の結果公表について
教育課程研究センター研究開発部学力調査課分析係長

田部井伸郎

地域の
特色ある活動

子どもが輝く新発田の教育 
～子どもの夢や希望を育む教育の推進～

新潟県新発田市教育委員会

いつでも、どこでも、誰でも読
書に親しむことができる環境づ
くり

福井県越前市教育委員会

次代の「いわき」を担う人づくり 
～キャリア教育を通した「生きる力」
の育成～

福島県いわき市教育委員会

金沢型学校教育モデルの実践に
ついて 
～めざすべき金沢の子ども像の実現～

石川県金沢市教育委員会

“From Kurashiki”が誇りとなる
ひとづくり

岡山県倉敷市教育委員会

ふる里に誇りをもつ子供達を育て
る「八女ふる里学」・「八女茶学」

福岡県八女市教育委員会

ブロック
研修報告

平成29 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

第54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 歩く、走る、通りすぎる 
―見えるものが違う―

幼児教育は人生の礎石 
―少子化の現状の中で―

ボトムアップに耳を 
―「新学習指導要領」をめぐって―

資料・その他

第62回定期総会・功労者表彰関
連記事、表彰者名簿

平成30年度文教施策と予算に関
する要望書
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表紙写真
ユネスコ無形文化遺産「高山祭の屋台行事、古
川祭の越し太鼓・屋台行事、大垣祭の　行事」
岐阜県高山市・飛騨市・大垣市教育委員会

多摩モノレール／ファーレアート／川
越道緑地古民家園（小林家住宅）

東京都立川市

日本遺産　国史跡足利学校「学校
門、釋奠、国宝漢籍『宋刊本 文選』」

栃木県足利市教育委員会

巻頭言
子供一人一人を大切にする

佐藤孝哉　副会長
教育委員会のユーティリティー

田邊俊治　会長
学ぶ道は幽遠なり

青蔭文雄　副会長

論考
地域の中心となる学校づくり

東洋大学名誉教授・教育環境研究所所長
長澤　悟

新学習指導要領とこれからの学
習評価の在り方

横浜国立大学名誉教授
髙木展郎

「働き方改革」と部活動のあり
方

学習院大学教授・日本部活動学会会長
長沼　豊

教育の不易
学校法人聖ウルスラ学院理事長

学校法人松徳学院理事長
梶田叡一

学びへの〈促し〉を 自己の向上・発展のための内的
原理を

心の深奥に聴く

随想
2020年のために

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会代表理事
釜本美佐子

展覧会開催の裏側 
～学芸員の仕事と魅力～

国立新美術館主任研究員
本橋弥生

進化する駅弁
旅行ジャーナリスト

小林しのぶ

知っておきたい
教育法規

名古屋大学大学院 
教育発達科学研究科教授

中嶋哲彦

就学義務の履行 夜間中学の法整備 いじめの定義と教育委員会の責
務

文化財紹介
大鹿歌舞伎

前文化庁文化財部伝統文化課主任文化財調査官

宮田繁幸

近現代建造物の紹介～旧三河島汚
水処分場喞筒場施設について～

文化庁文化財部参事官（建造物担当）

井川博文

史跡本證寺境内を中心とした「歴史まちづくり」
―歴史資源を核とした市民参加と地域創造―

安城市教育委員会文化振興課

齋藤弘之

霞ヶ関通信

ネットを通じた性被害の防止 
～他人事ではありません～

文部科学省 
生涯学習政策局青少年教育課

平成 28 年度「国語に関する世論
調査」の結果について

文化庁文化部国語科

小沢貴雄

夜間中学をめぐる現状と平成29
年度夜間中学等に関する実態調
査

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

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

教育課程研究指定校の取組及び
研究協議会の開催について

教育課程研究センター研究開発部研究開発課専門職

岩切陽平

OECD生徒の学習到達度調査
PISA2015年協同問題解決能力
調査　国際結果の概要について

教育課程研究センター基礎研究部研究員

小田沙織

平成 28 年度の職場体験・イン
ターンシップ実施状況等につい
て

生徒指導・進路指導研究センター企画課長

濵　由樹

地域の
特色ある活動

いつまでも野沢温泉村～小さな村が輝き続けるために～ 
野沢温泉村 幼保小中一貫教育・
高校連携教育～ふるさと野沢温泉村を
心に刻み 心を世界に拓き 心豊かな人間性
を育む教育の創造～

長野県野沢温泉村教育委員会

教育の原点への回帰 
～震災の教訓を未来の宝に～

熊本県益城町教育委員会

地方の小さな“まち”が創りだす
きらりと光る教育をめざして

和歌山県海南市教育委員会

へき地から挑戦する教育創生 
～小規模校の特性を活かした教育と魅
力的な教育環境づくりを通して～

宮崎県五ヶ瀬町教育委員会

「人間力」の育成をめざす「か
とう夢プラン」の推進

兵庫県加東市教育委員会

香美市のよってたかって教育 
～よってたかって地域を創る子どもの育成～

高知県香美市教育委員会

ブロック
研修報告

平成29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
東北六県市町村教育委員会連合会事務局 

（秋田県市町村教育委員会連合会）

平成29年度九州地区市町村教育
委員会連合会総会及び研修大会
九州地区市町村教育委員会連合会事務局 

（宮崎県市町村教育委員会連合会）

平成29年度東海北陸六県市町村
教育委員会連合会理事総会・研
究協議会及び研修会の概要報告
東海北陸六県市町村教育委員会連合会事務局 
（三重県市町教育委員会連絡協議会）

平成29年度近畿市町村教育委員
会研修大会
近畿市町村教育委員会連絡協議会事務局 
（和歌山県市町村教育委員会連絡協議会）

平成29年度四国地区市町村教育
委員会協議会概要

四国地区市町村教育委員会協議会

余滴 部活動の節度 
―長けりゃ、いいとは限らない―

乳幼児期の教育 
―三つ子の魂、百までも―

教育の危機は、生命の危機 
―教えることは、二度学ぶこと―

資料・その他

平成 29 年度 地方教育行政功労
者表彰 被表彰者名簿

平成 30 年度文部科学省の予算
（案）主要事項
時報『市町村教委』平成29年度
総目次

軸訕


