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はじめに
　平成30年度も３月を迎え、
そろそろ終わろうとしており
ます。副校長・教頭の皆様に
は、年度末・年度初めの準備
に向け、お忙しい毎日をお過
ごしのことと存じます。日々
の健康に御留意いただき、職

務にお取り組みいただければと思います。
　平成30年度の活動方針に基づき、全国公立学校教
頭会の今年度の活動を振り返り報告いたします。
１　研修・研究活動について
　全国公立学校教頭会では、副校長・教頭の職能向
上を図るため、第11期全国統一研究主題「豊かな人
間性と創造性を育み未来を拓く学校教育（２年次）」
のもと、全国研究部長会（年２回）、全国要請推進
部長会、第60回全国研究大会札幌大会をはじめ、全
国８つのブロック大会、中央研修大会などを実施し
ました。８月に実施された全国研究大会札幌大会は
60回目を記念する大会として「豊かな心とたくまし
く生きる力を育む　活力ある学校づくりの推進」を
サブテーマに北の大地　北海道で実り多い大会とな
りました。大会シンポジウムでは東京大学大学院教
育学研究科教授　勝野正章氏をコーディネーターに
３名のシンポジストによる「豊かな心とたくましく
生きる力を育む　活力ある学校づくりの推進」につ
いての提言がなされました。また、第１課題から第
６課題までの全国共通研究課題と２つの特別研究課
題による10の分科会では、全国各地からの提言をも
とに活発な論議が行なわれました。詳しい内容につ
いては、お手元の札幌大会収録を御覧ください。次
年度の第11期全国統一研究主題の最終年度にあたる
滋賀大会へとつながります。
２　要請活動の充実
　職能研修団体としての全国公立学校教頭会におい
て、教育水準の維持・向上に必要な教育諸条件の整
備・充実のために重要な取組が要請活動です。立法
機関や教育行政などへの教育政策提言、定期総会で
承認された「文教施策・文教関連立法並びに予算措
置に関わる要請・要請事項」に基づいて要請活動を
行なってきました。７月には全国要請部長会を開催
し、各都道府県国会議員などへの要請活動を行ない

ました。９月には文部科学省の次年度概算要求に係
る説明会に参加しました。また、11月には「子ども
たちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連
絡会」（教育関係23団体）の全国集会が開かれ、浮
島文部科学副大臣を初め、来賓に各党代表の国会議
員を迎え、アピールの採択を行ないました。
　６月にはWebにて全国公立学校教頭会の調査を
実施しました。その結果を学校における教職員の働
き方改革や新学習指導要領への対応や教育課題解決
に向けた要請活動のエビデンスとして有効活用して
います。
３　組織の強化活動について
　全国公立学校教頭会では「全公教はひとつ」を合
言葉に、副校長・教頭の職能研修団体の全国組織と
して、日本全国の児童・生徒の健やかな成長を願っ
て組織活動に取り組んできました。今年度は、長野
県の教頭先生方が個人加入できるように会則の一部
を改正し、長野県の各教頭会13か所に訪問させてい
ただきました。お蔭様で長野県から個人で加入して
いただいた教頭先生もあり、関東ブロックの研究大
会にも参加していただきました。
４　被災地への支援活動について
　東日本大震災から７年が経ち、一昨年には熊本地
震、今年の６月には大阪府北部地震、７月には西日
本豪雨、８月には台風被害、９月には北海道胆振東
部地震が発生しました。被災された方々には心より
お見舞い申しあげます。全国公立学校教頭会として
被災された地域への復興教育支援事業に取り組んで
まいりました。札幌大会では全国の副校長・教頭先
生方から多くの募金をいただきました。しかし北海
道では、札幌大会の１か月後に地震に見舞われ、大
会後に息つく間もなく多くの教頭先生が避難所の運
営や施設設備の修繕等に追われていました。全公教
からはお見舞金をお送りさせていただきました。ま
た、福島県、熊本県への視察を行い、支援の必要性
を改めて感じました。今後も全公教として支援をし
てまいります。

　今後も全国公立学校教頭会は、政策提言能力を備
えた職能研修団体として、資質を高め教育の向上に
寄与するため、力を尽くしてまいります。

平成30年度 全国公立学校教頭会のあゆみ 全国公立学校教頭会
副会長　齋藤　健一
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　平成31年２月８日（金）、第11期全国統一研究主
題「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教
育」のもと、第43回中央研修大会が東京都のメルパ
ルクホールにおいて、全国各地の会員約1200名の参
加を得て開催されました。
　開会行事では、杉江淳一会長の挨拶に続き、全国
連合小学校長会事務局主事　冨士道正尋様より、ご
祝辞をいただきました。
　その後、小林一男研究部長が本大会の趣旨説明を
行いました。続いて、妹尾昌俊様より基調講演をい
ただきました。午後のシンポジウムでは、「副校
長・教頭の業務改善を通した魅力ある学校づくり」
について意見交換が行わ
れました。
　閉会行事では、多久知
明副会長の閉会の挨拶を
もって本研修大会が無事
幕を閉じました。

【趣旨説明】� 研究部長　小林　一男
　全国統一研究主題第11期「豊かな人間性と創造性
を育み未来を拓く学校教育」の２年次にあたり、全
国大会札幌大会をはじめ、ブロック大会、県大会に
おいても研究活動の成果の共有を進めていただいて
おります。
　研究活動を進めるにあたっては、副校長・教頭が
日々実践していることをもとにして、継続性（conti-
nuity）、協働性（collaboration）、関与性（commit-
ment）の「3C」の視点を踏まえ研究を行っていま
す。今、長時間勤務の常態化など教職員の業務負担
の軽減が、学校教育の喫緊の課題です。今回の中央
研修大会では「学校に
おける働き方改革」に
ついて研修を深めます。
副校長・教頭として求
められる心構えや資
質・能力を明らかにし
ていきたいと思います。

【基調講演】
　演題：「魅力ある学校づくりと働き方改革
　　　　 ～副校長・教頭だからできること～」
　講師：学校マネジメントコンサルタント
　　　　文部科学省学校業務改善アドバイザー
　　　　�中教審学校における働き方改革特別部会委員
� 妹尾　昌俊　氏

○　学校の“働き方改革”ってなんのため？？？
　長時間労働によって教師の健康、教育（児童生
徒）、人材獲得への影響がある。教師は、自らの授
業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊か
にすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供
たちに対して効果的な教育活動ができるようになる
ことが学校における働き方改革の目的である。その
ことを常に原点としなが
ら、未来ある子供たちを
前にして、学校を、健康
で幸せに活き活きと働け
る場にしてほしい。

【シンポジウム】
司会進行　全国公立学校教頭会
� 研究部　西本　直史
　テーマ「�副校長・教頭の業務改善を通した魅力あ

る学校づくり」
　シンポジスト
　○基調講演者
　　学校マネジメントコンサルタント
　　文部科学省学校業務改善アドバイザー
　　中教審学校における働き方改革特別部会委員
� 妹尾　昌俊　氏
　○大学教授
　　埼玉大学教育学部　教育実践総合センター
� 教授　安原　輝彦　氏
　○教育関係機関
　　岡山県美咲町立加美小学校
� 事務副参事・事務長　大天　真由美　氏
　○全国公立学校教頭会
� 副会長　安村　宏晃　氏
〈視点１〉「�副校長・教頭の長時間労働の実態とその

要因」
〈視点２〉「�副校長・教頭が取り組む業務と整理する

業務」
〈視点３〉「副校長・教頭に求められる資質・能力」
「まとめ」
　副校長・教頭が職
場のキーパーソンと
なりチームで考え変
えていくことが重要
である。

※�　シンポジウムの詳細は、全国公立学校教頭会ホ
ームページに掲載されます。

第43回　全国公立学校教頭会　中央研修大会報告
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１年を振り返って、の思いを各専門部の部長に聞きました

今年度を振り返って� 総務調査部長　　下島　幸泰

　「今年を副校長・教頭の働き方改革元年にしよう」
　これは、今年度の全国研究大会「札幌大会」第６分科会の講師　青木栄一先生の言葉です。学校の業務改善
及び働き方改革は、今や社会の一大関心事です。その節目の年、総務調査部は順風に勢いづきました。
○６月　総務・調査部として発足、新たに始動
○６月　全公教の調査（団体・個人）の実施、回収
○７月　全国要請推進部長会議　合田哲雄先生講演
○８月　札幌大会第６分科会の運営　青木栄一先生講演

○９月　全公教調査集計、分析、考察
○12月　60周年記念祝賀会の司会進行運営
○１月　全公教調査の集録冊子校了

　今後も要請活動＆調査活動に加えて、学校における働き方改革～業務改善による魅力ある学校づくり～を最
大テーマに、先端を走ります。そのための志、

・今日の仕事を後回しにせず、今日中に完結する
・明日できる仕事には手を出さず、今を充実させる

・自分しかできない仕事をつくらず、味方をふやす
・各職員の立場と能力を生かし、やりがいを高める

魅力ある学校に働く、魅力ある人づくりを進めます。

この出逢いに感謝� 研究部長　　小林　一男

　「川の流れに逆らわず。でも、流されず。」
　が私の座右の銘です。与えられた役割を、あわてずあせらず、着実にこなし、自分が納得できる仕事をす
る。そう心がけてきました。
　年度当初、研究部の活動内容や課題について、様々なアドバイスや提案を頂きました。課題を先送りにせ
ず、正面から向き合い一つ一つ解決していこう。それが、研究部長として私の道

みちしるべ

標になりました。
　全国研究大会分科会報告の時間短縮の工夫。全国研究部長会、中央研修大会の企画・講師選定。第12期全国
統一研究主題の設定。そして、次年度の「研究の手引き」の作成、全国研究大会の分科会の講師依頼等々。研
究部員の先生方と共に、協働して創り上げてきました。
　研究部長の任期を終える今、この大役を務められたのは、研究部員の先生方のおかげだとしみじみ思いま
す。任期の後半は、様々な形で親睦を深めることができました。この出逢いを大切にしたい。心からそう思い
ます。ありがとうございました。

支えてくださったすべての方々に感謝� 広報部長　　宮崎　史隆

　今年度、広報部長として全国の副校長・教頭先生方と交流する機会をもつことができました。各地区で課題
を抱えながらも未来に希望をもち奮闘していらっしゃる先生方の思いにふれたことで、自分の視野が拡がりま
した。全公教の一員として微力ながらも活動できたことは大きな財産となりました。これからも広報誌が全国
で奮闘する副校長・教頭先生の架け橋となり、読んだ方に勇気や意欲をもてていただける紙面になるように願
っています。
　私は、第145号「札幌大会シンポジウム、分科会、記念講演」、第146号「杉江淳一会長と日本パラリンピッ
ク協会会長の鳥原光憲先生との対談」の書き起こし原稿をまとめる際、その時の光景が思い出され、とても励
まされ活力が湧く思いでした。また広報部員と担当役員の先生方と目をしょぼつかせながら校正作業を行った
ことはとてもよい思い出になりました。
　最後に広報部を支えてくださったすべての方々に、そして原稿の回収から発送作業まで大変お世話になった
事務局の皆様に、改めて感謝申し上げます。

平成30年度を振り返って
全国公立学校教頭会の全国から集まる主な活動

６月１日　　　　定期総会
７月５日～６日　第１回研究部長会
７月12日～13日　全国要請推進部長会
８月１日～３日　全国研究大会札幌大会
９月７日　　　　第１回理事会

11月29日　　第２回研究部長会
12月７日　　第２回理事会、
　　　　　　60周年記念式典
２月８日　　全国中央研修大会
３月１日　　第３回理事会
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Ⅰ　大会名称
　第56回　近畿公立学校教頭会研究大会　京都大会
Ⅱ　開催期日・場所
　平成30年11月20日（火）
　国立京都国際会館
Ⅲ　日程・大会概要
　１　日程
　　受付　　　　　　　　 ９：15～10：00
　　開会行事　　　　　　 10：00～10：50
　　記念講演　　　　　　 11：00～12：20
　　研究協議会（分科会）　13：30～16：00

　２　概要
　⑴　研究主題　�「豊かな人間性と創造性を育み未

来を開く学校教育」
　　　　　　　　キーワード〈自立・協働・創造〉
　⑵　主催　近畿公立学校教頭会
　　　　　　京都公立学校教頭会協議会
　⑶　後援　京都府教育委員会　京都市教育委員会
　　　　　　京都府中学校長会　京都市中学校長会
　　　　　　�京都府小学校長会　京都市小学校長会　

全国公立学校教頭会
　⑷　開会行事
　　�①開式の言葉　②国歌斉唱　③会長挨拶〈近畿
公立学校教頭会会長〉　④来賓祝辞（京都府教
育長・京都市教育長・全国公立学校教頭会会
長）　⑤来賓紹介　⑥閉式の言葉

　⑸　記念講演
　　演題　「神様からの贈り物」
　　　　　～土井ホームの子どもたち～
　　講師　�土井　高徳 氏（一般社団法人「おかえ

り基金」理事長　土井ホーム代表）
　　概要　�虐待や非行、発達障害などの困難を抱え

る子供たちに対する理解と対応を土井ホ
ームの実践を踏まえて紹介。困難を抱え
る子供たちをどう支援するかについて。

　⑹　分科会
　　�①教育課程に関する課題　②生徒指導に関する
課題　③組織運営に関する課題　④人間尊重の
教育に関する課題　⑤教頭の職務に関する課題

Ⅳ　大会に参加しての感想等
　分科会では討議の柱に沿って各学校の実情を報告
し合いながら副校長・教頭としてどう関与していけ
ばよいか協議が深められた。幼小連携、特別の教科
道徳への取組、学校安心ルールの策定、コミュニテ
ィスクールによる学校運営、チーム学校としての連
携と協働、主体的・対話的で深い学びの保障、子供
たちが安全で安心して学べる学校づくりなどを中心
とした研究が行われた。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告
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Ⅰ　大会名称
　第38回　中国地区公立学校教頭会研究大会
　　　　　（岡山大会）
　第55回　岡山県公立小中学校教頭会研修大会
　　　　　（倉敷大会）
Ⅱ　開催期日
　平成30年11月22日（木）
Ⅲ　開催会場
　倉敷市民会館・倉敷市芸文館
Ⅳ　大会概要
　１　日程
　　受付　　　　　　９：00～９：30
　　開会行事　　　　９：30～10：00
　　基調提案
　　講演　　　　　　10：10～11：40
　　分科会　　　　　13：00～16：00

　２　概要
　⑴　研究主題　�「豊かな人間性と創造性を育み　未

来を拓く学校教育」～自己肯定感
を育み 自ら課題を解決し 創造性を
発揮できる人材育成を目指して～

　⑵　主催　中国地区公立学校教頭会
　　　　　　岡山県公立小中学校教頭会
　⑶　後援　�鳥取県教育委員会　島根県教育委員会　

山口県教育委員会　岡山県教育委員会　
倉敷市教育委員会　岡山県小学校長会　
岡山県中学校長会　岡山県小学校教育
研究会　岡山県中学校教育研究会

　⑷　開会行事
　　�①開会の言葉　②国歌斉唱　③挨拶～中国地区
公立学校教頭会会長　④来賓祝辞～岡山県教育
委員会教育長　倉敷市長　⑤来賓紹介　⑥次期
開催県挨拶　⑦基調提案

　⑸　記念講演
　　演題　�「リゾート再生と持続可能な中山間地域

の創造を目指して」
　　講師　一ノ本　達己 氏
　　　　　（株式会社マックアース代表取締役）
　　概要　�スキーブームが去り各地のスキーリゾー

トが苦戦する中、その地域を存続させて
いくために奔走する一ノ本氏の生き様と
信念について。人材育成や組織を運営し
ていくにあたっての具体的な講話。

　⑹　分科会
　　�①教育課程に関する課題　②子どもの発達に関
する課題　③教育環境整備に関する課題　④組
織・運営に関する課題　⑤教職員の専門性に関
する課題　⑥副校長・教頭の職務内容や職務機
能に迫る課題

Ⅴ　大会に参加しての感想
　会場の倉敷市は、ことし７月の豪雨により未曾有
の被害を受けられたことは記憶に新しい。本研究大
会の準備に当たっておられた方々の多くが被災さ
れ、準備データや物品なども流失したと伺った。こ
うした極めて困難な状況にありながら、倉敷市の実
行委員会の皆様は、中国地区の副校長・教頭のため
に、血のにじむような忍耐と努力をされ、今大会を
無事成功に導かれたことは、全公教の歴史に刻まれ
る、特筆すべき快挙であるといってよい。全く頭の
下がる思いであった。
　岡山の副校長・教頭先生方からいただいた、熱い
｢おもてなしの心｣ を後世に伝え受け継ぎ、中国地
区の結束を高めていきたいと強く念じた大会であっ
た。記して感謝申し上げる次第である。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告
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Ⅰ　大会名称
　第36回　四国地区小中学校教頭会研究大会
　　　　　（香川大会）
　平成30年度　香川県小中学校教頭会研究大会
Ⅱ　開催期日・場所
　平成30年11月21日（水）・22日（木）
　サンポートホール高松 他
Ⅲ　日程・大会の概要
　１　日程
　⑴　１日目
　　受付　　　　　　 11：30～12：15
　　開会式（全体会）　12：30～13：10
　　移動　　　　　　 13：10～13：40
　　分科会　　　　　 13：40～16：45
　⑵　２日目
　　受付　　　　　　 ９：00～９：30
　　記念講演　　　　 ９：30～11：00
　　閉会式（全体会）　11：00～11：30

　２　概要
　⑴　研究主題　�「豊かな人間性と創造性を育み未

来を拓く学校教育」
　　　キーワード　【自立・協働・創造】
　　　サブテーマ　�つながりを生かし、夢と笑顔が

広がる学校づくりに向けて
　⑵　主催　�四国地区小中学校教頭会
　　　　　　香川県小中学校教頭会
　⑶　後援　�香川県教育委員会　徳島県教育委員会
　　　　　　高知県教育委員会　愛媛県教育委員会

　　　　　　香川県市町教育委員会連絡協議会
　　　　　　高松市教育委員会　香川県小学校長会
　　　　　　�香川県中学教頭会　公益社団法人香川

県教育会　公益社団法人日本教育会
　　　　　　香川県公立学校小中学校事務職員協会
　　　　　　�香川県ＰＴＡ連絡協議会　全国公立学

校教頭会
　⑷　開会式（全体会）
　　�①開会の言葉　②国歌斉唱　③挨拶　四国地区
教頭会長　④祝辞　香川県知事、高松市長、香
川県教育委員会教育長、香川県小学校長会長　
⑤来賓紹介　⑥閉会の言葉

　⑸　基調提案
　　四国地区教頭会研究部長
　⑹　分科会
　　�①教育課程に関する課題　②子供の発達に関す
る課題　③教育環境整備に関する課題　④組
織・運営に関する課題　⑤教職員の専門性に関
する課題　⑥特別課題（副校長・教頭の職務に
関する課題）

　⑺　記念講演
　　演題　「感動のオンリーワン企業を目指して」
　　講師　�十河　孝男 氏
　　　　　（徳武産業株式会社　取締役会長）
　　概要　�常に利用者目線での商品開発・販売を行

い「ものづくり」を通して社会貢献を図
っていること、企業のトップとして組織
をマネジメントするうえで大切にしてい
ること、について。

Ⅳ　大会に参加しての感想等
　分科会では、提言をもとにそれぞれの地域におけ
る課題と合わせて、副校長・教頭の関与性・協働
性・継続性の視点から協議で深めた。「開かれた教
育課程」に向けての取組や「チーム学校」に向けた
人材活用の取組など、これからの学校経営に必須の
視点の研究が行われており、多くの学びがあった。
研究大会での学びを、参加者がそれぞれの地域での
実践を通して広めることで、研究をさらに深めてい
きたい。

平成30年度　全国公立学校教頭会　ブロック大会報告
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　北海道公立学校教頭会は、全道22地区を６つのブ
ロックに分けて活動を行っており、今年度の会員数
は1,583名となっています。学校の統廃合による会
員の減少と、養護教諭や事務職員未配置校の存在な
ど北海道特有の課題も多い中「研修」と「要請」を
２本柱として活動を推進しています。
１　活動方針
⑴�学校教育に求められている今日的課題の解決に向
け、教頭の研修活動を組織的かつ継続的に推進
し、人間性豊かな児童・生徒の育成のため、校長
を支え教職員の資質向上を図る学校運営に努め
る。［研修］
⑵�本会の組織や機能の強化を図り、教育条件の整
備、教職員の処遇改善の実現、及び福利厚生の施
策の充実に努める。［要請］
２　主な事業計画
⑴総会研修会…５月21日
⑵理事研修会…６月22日、２月25日
⑶�地区事務局長・地区研修担当者合同研修会
　…５月28日、11月26日

⑷第52回北海道公立学校教頭会研究大会
　札幌大会（全国大会）…８月１日、２日、３日
⑸ブロック研修会
　10月26日…第５ブロック（中標津町）
　11月２日…第２ブロック（旭川市）
　11月９日…第３ブロック（函館市）
　11月13日…第６ブロック（札幌市）
　11月22日…第１ブロック（千歳市）
　11月22日…第４ブロック（新ひだか町）
⑹三役部長会、事務局会議…各年10回程度
⑺文教施策懇談会、各課懇談会
　…８月９日（道教委への要請活動）
３　その他
　道公教研究大会を研修活動の中心に据えるととも
に、道教委との文教施策懇談会・各課懇談会を要請
活動の中心に位置づけています。また、全公教との
つながりも大切にし、北海道の活動を発信しながら
全国の情報を素早く還流しています。今年度は第60
回全国公立学校教頭会研究大会札幌大会を開催し、
成功裡に終えることができました。

　東北ブロックは、青森、秋田、宮城、山形、福島
５県の教頭会と岩手県の副校長会で組織され、今年
度は2,841名の会員がいます。東北地区小中学校教
頭会と称し、各県の単位教頭会・副校長会は、職能
研修団体としての役割を認識し、これまで積み上げ
てきた研修の成果を継承し、さらに充実発展させる
ための活動を進めています。
１　基本方針
　東北地区小中学校教頭会は、会員相互の連携をは
かり、会員の資質を高めるための研修を推進し、教
育の充実振興に寄与することを目的としています。
２　事業内容
　本会は、上記目的を達成するために以下の事業を
行っています。
⑴�各県小中学校教頭会・副校長会の密接な連絡提携
に関すること。
⑵研究大会の開催、研究物の刊行に関すること。
⑶研究の振興に関する調査・研究に関すること。
⑷その他、本会の目的達成に必要なこと。
３　事業報告（抜粋）
○５月24・25日（宮城県仙台市）
　第１回東北理事研修会

○８月30・31日（宮城県仙台市）
　東北研究部長会・東北事務担当者会
○10月19日（山形県山形市）
　山形県研究大会
○10月31日（秋田県大館市）
　秋田県研究大会
○11月29・30日（岩手県盛岡市）
　岩手県研究大会
○１月24・25日（宮城県仙台市）
　第２回東北理事研修会
４　第38回東北地区小中学校教頭会研究大会宮城大会
○期　日　平成30年11月８日（木）・９日（金）
○１日目　分科会　５課題６分科会
　会　場　�仙台国際ホテル　TKPガーデンシティ

ー仙台
○２日目　全体会・記念講演
　会　場　仙台サンプラザホール
・記念講演
　演　題「楽しく科学・伝える防災」
　　　　～学校現場へ期待する協働力～
　講　師　株式会社ＭＣラボ代表取締役
　　　　　　阿部　清人　氏

北海道ブロック

東北ブロック

北海道ブロック＆東北ブロック

北海道ブロック長　稲上　敏男

東北ブロック長　岩淵　雅安
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全会員の皆さんにお薦めします 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyotokai.jp/                                

学校現場で困った

時に，すぐ役立ち

ます！！ 

「学校運営」は，全国公立学校教頭

会が編集・発行している月刊職能研

修誌・機関誌です。 

 

 

「学校運営」は教育情報誌として多くの読者の皆さんに活用されています。個人的な

研修資料としてのみでなく，校内研修の資料としても活用されています。 

《2019 年 4月号より新価格》 

個別送付： 新価格 3,720 円  

団体送付：新価格 3,240 円／人 

年１２冊（毎年４月号～翌年３月号まで） 

 

全国公立学校教頭会の会員及び主幹教諭・

教務主任の皆様に，「学校運営」誌の購読を

是非お願いしたいと思います。お申し込み

は，裏面のＦＡＸ用紙にて，お願いします。 

全国公立学校教頭会の「学校運営」誌では，

特別連載「教育長に聞く」（全国の区市町村

の教育長の寄稿より地域の教育の特色等を

掲載），連載「法規講座シリーズ」，連載「教

育判例考察～過去から学ぶ～」や連載「ニュ

ースの焦点」などの連載をはじめ，教育の課

題に迫る「特集テーマ」を取り上げて読者の

ニーズにお応えしています。 

全国公立学校教頭会会員の皆様へ 

全国公立学校教頭会 編集責任 

特集テーマの予定（２０１９年） 

○３月号「『ファシリテーション力』を育てよう」 

○４月号「フレッシュ副校長・教頭」 

○５月号「危機管理と副校長・教頭パート１」 

○６月号「東京オリンピック・パラリンピックから学ぶ」 

○７月号「新学習指導要領実施にあたって」 


