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時報『市町村教委』令和元年度総目次
No.280（令和元年5月号） No.281（令和元年7月号） No.282（令和元年9月号）

表紙写真
男鹿のナマハゲ

秋田県男鹿市教育委員会
大谷の樟／雪割桜／ドラゴンカヌー大会 
・オープンウォータースイミング（OWS）

高知県須崎市教育委員会

万葉のふるさと「焼津市花沢の
里」

静岡県焼津市教育委員会

巻頭言
防災・命・温故知新

豊田克文　副会長
子育て世代への支援

山中健一　副会長
福島の今

佐藤玲子　副会長

論考
若手教員増加時代における人材
育成の課題と手法

滋賀大学教授
大野裕己

「18歳成人」時代における主権
者教育のこれから

首都大学東京特任准教授
林　大介

外国語活動・外国語を充実させ
るための“ヒト・モノ・カネ”

大阪樟蔭女子大学教授
菅　正隆

教育の不易
桃山学院教育大学学長

梶田叡一

評価の意義の再確認 教育目標の基本タイプ 
―達成目標・向上目標・涵養目標・
体験目標―

「和」と「慎み」の学び直しを

随想
日本一不便な宿で

エッセイスト（ホシガラス山岳会）
小林百合子

手書き看板文字の良さと重要度
看板屋サインズシュウ代表

上林　修

ドキュメンタリーを撮るという
こと

映画監督
小野さやか

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

医療的ケア児 子どもの貧困対策の原理的転換 アレルギー疾患対策

文化財紹介
文化財建造物の国宝・重要文化
財指定の展開

文化庁文化資源活用課修理指導部門
主任文化財調査官　武内正和

鉄道車輌の文化財指定―ED40 
形式10号電気機関車を中心に―

文化庁文化財第一課
文化財調査官　平出真宣

史跡 武田氏館跡
甲府市教育部歴史文化財課

伊藤正彦

霞ヶ関通信

平成30年度　全国体力・運動能
力、運動習慣等調査の結果につ
いて

スポーツ庁政策課学校体育室

教育再生実行会議第十一次提言
～技術の進展に応じた教育の革新、新
時代に対応した高等学校改革～

内閣官房教育再生実行会議担当室

新時代の学びを支える先端技術
活用推進方策（最終まとめ）に
ついて

文部科学省初等中等教育局 
初等中等教育企画課 

学びの先端技術活用推進室

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

令和元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 

研究開発課長　髙井　修

新しい学習指導要領に対応した
「学習評価の在り方ハンドブッ
ク」の公表について

教育課程研究センター研究開発部 

研究開発課専門職　奥田正幸

平成31 年度（令和元年度）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学力調査課長

林　剛史

地域の
特色ある活動

山村留学の里づくり
北海道美深町教育委員会

「いっぽ」からひろがりつながる
外国人児童生徒教育

三重県松阪市教育委員会

ふるさとを愛し ふるさとを誇
りに思う 子どもの育成をめざ
して

宮城県大崎市教育委員会

「学びあい」・「育ちあい」・「響
きあう」夢を育む街かしば

奈良県香芝市教育委員会

生涯学習社会の実現への取組 
～足利学校 自学自習の精神を次代に～

栃木県足利市教育委員会

「夢・絆・志をともに育む学校」
くす星翔中学校 
～群青の空の下　7 校の思いひとつに
～

大分県玖珠町教育委員会

ブロック
研修報告

令和元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56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 先生の生き甲斐とは 
―居甲斐・やり甲斐・行き甲斐―

資料・その他

第64回定期総会・功労者表彰関
連記事、表彰者名簿

令和2年度文教施策と予算に関
する要望書
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No.283（令和元年11月号） No.284（令和2年1月号） No.285（令和2年3月号）

表紙写真
西沢渓谷／万葉うたまつりとホ
タル観賞会／根津記念館

山梨県山梨市教育委員会

国指定重要文化財「眼鏡橋」
長崎県諫早市教育委員会

下依知フラワーパーク／にぎわい爆発！
あつぎ国際大道芸／あつぎ鮎まつり

神奈川県厚木市教育委員会

巻頭言
防災減災から学校地域の連携と
再構築を

小澤建二　副会長

教育委員会のエンリッチメント
田邊俊治　会長

「和」の心で
松永美継　副会長

論考
今こそ求められる特別活動の教育
力―日本の教育に誇りをもって―

國學院大學教授
杉田　洋

幼児教育・保育の現場の安全を問い
なおす―幼児教育無償化に当たって―

甲南大学マネジメント創造学部教授
前田正子

SDGs とこれからの教育
上智大学総合人間科学部教育学科教授・ 

グローバル教育センター長
小松太郎

教育の不易
桃山学院教育大学学長

梶田叡一

「空」と「他力」と 
―自己絶対視的個人主義の乗越えの
ために―

天命を信じて人事を尽くす 
―独善独尊を排しつつ主体的に生き
るために―

義人ヨブの只管（ただひたす
ら）に学ぶ

随想
私と古墳

古墳シンガー／古墳にコーフン協会会長
まりこふん

魚を通して見える日本の姿、そ
のゆくえ

ウエカツ水産代表・東京海洋大学客員教授
上田勝彦

旅の酒
デザイナー／作家

太田和彦

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

行政裁量 給特法改正と教職員の働き方 不登校児童生徒への支援

文化財紹介
重要無形民俗文化財　小倉祇園
祭の小倉祇園太鼓

文化庁文化財第一課芸能部門
吉田純子

文化財建造物の耐震対策の近年
の動向について

文化庁文化資源活用課震災対策部門

西岡　聡

近世染織品の技法～重要文化財　
小袖　繍箔風景四季花文　一領～

文化庁文化財第一課
文化財調査官　小林彩子

霞ヶ関通信

「専門職大学・専門職短期大学」
について～平成31年4月に新しいタ
イプの大学が55年ぶりに誕生～

文部科学省 
高等教育局専門教育課

学校施設におけるブロック塀等
の安全対策等状況調査の結果に
ついて

文部科学省 
大臣官房文教施設企画・防災部 

参事官（施設防災担当）付

平成30年度「国語に関する世論
調査」の結果について

文化庁国語課

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

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　神保岳史

「OECD 生徒の学習到達度調査
（PISA2018）」の結果公表につ
いて

国際研究・協力部副部長

新木　聡

「『指導と評価の一体化』のため
の学習評価に関する参考資料」
について

教育課程研究センター研究開発部

研究開発課長　髙井　修

地域の
特色ある活動

次世代型学校教育の実現と持続
可能な学校システムの構築に向
けて

青森県青森市教育委員会

「日本一 本を読むまち」をめざ
して 
～山口市の読書のまちづくりについて
～

山口県山口市教育委員会

自ら人生を切り拓き、多様な他
者と協働してよりよい未来の創
り手となる力を育む

東京都武蔵野市教育委員会

小中一貫教育の推進と「宇治学」
の取組 
～宇治で学ぶ　宇治を学ぶ　宇治のた
めに学ぶ～

京都府宇治市教育委員会

教育機会確保法成立後初の公立
夜間中学の開設

埼玉県川口市教育委員会

グローバル人材の育成をめざして 
～公立校全国初 八町小「英語イマー
ジョン教育コース」開設～

愛知県豊橋市教育委員会

ブロック
研修報告

令和元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 
（福島県市町村教育委員会連絡協議会）

令和元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 

（大分県市町村教育委員会連合会）

令和元年度東海北陸六県市町村
教育委員会連合会理事総会・研
究協議会報告
東海北陸六県市町村教育委員会連合会事務局

（愛知県市町村教育委員会連合会）

令和元年度近畿市町村教育委員
会研修大会報告

近畿市町村教育委員会連絡協議会 
（滋賀県町村教育委員会連絡協議会）

令和元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 
（高知県市町村教育委員会連合会事務局）

余滴

資料・その他

令和元年度 地方教育行政功労者
表彰 被表彰者名簿

令和 2 年度文部科学省の予算
（案）主要事項
時報『市町村教委』令和元年度
総目次


