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ごあいさつ

　第 62 回全国公立学校教頭会研究大
会岡山大会・第 40 回中国地区公立学
校教頭会研究大会・第 57 回岡山県公
立小中学校教頭会研修大会の開催にあ
たり、全国公立学校教頭会を代表しま

して、ご挨拶申し上げます。
　はじめに、本研究大会を開催するにあたり、文部科学省、岡山
県、岡山県教育委員会、岡山市、岡山市教育委員会、全国連合小
学校長会、全日本中学校長会をはじめ、関係諸機関、諸団体から
ご支援、ご協賛いただきましたことに心より感謝申し上げます。
　全国公立学校教頭会は、全国約２万８千人の会員が「政策提言
能力を備えた職能研修団体」として、副校長・教頭の社会的地位
や専門性の向上をめざして４つの方針の下、活動しています。第
１の柱である「研修活動の充実」は、重要な柱であり、全国公立
学校教頭会のまさに「命」といえるものです。
　今後、日本の社会は、次のステップへと進化していきます。そ
の次のステップである Society 5.0 によって、ビッグデータとそ
れを解析実行する AI 人工知能による急速な情報化や技術革新に
よる生活の質的変化が予想されています。また、このような将来
の予測が困難な社会の中であるからこそ、自ら思考し、的確な判
断ができる資質・能力を子供たち一人一人に確実にはぐくむ学校
教育の実現が求められています。また、どんなに予測が困難な未

来であろうと今、目の前で授業を受けている子供たちが 20 年後
の社会の中心となっているのです。
　私たちの研究活動は、副校長・教頭としての「資質を高めるた
めの研修を推進し、わが国の教育の振興に寄与する」という目的
の下、第１期から 40 年以上にわたり継続して取り組んできた組
織的な協働研究です。本年度は、全国統一研究主題「未来を生き
る力を育む 魅力ある学校づくり」を掲げた第 12 期の最初の年度
となります。この研究主題は、全国大会の主題であることは勿論、
各地区（ブロック）、都道府県、郡市教頭会等においてもこの主題
に基づいてそれぞれの実態に即した研究が進められています。
　生涯学習社会の構築に向け、学校教育においても子供たち一人
一人が多様な個性・能力を伸ばし、個人や社会の多様性を尊重し
ともに支え合い高め合いながら、新たな価値を創造していくこと
のできる資質・能力の育成に努めなければなりません。
　本研究大会には、「継続性」「協働性」「関与性」に焦点を当て
た全国からの多様な実践的研究が提案されます。「代表参加制」、

「参加型の分科会」等の取り組みにより、副校長・教頭としての
専門性を高め、実践的指導力が磨かれるものと確信しております。
　結びに、「晴れの国」岡山における本研究大会が、豊かで実り
多きものとなりますよう祈念いたしまして、ご挨拶とさせていた
だきます。

　瀬戸内海の海の幸、中国山地の山の
幸に恵まれた岡山は、古代は「吉備国」
として独自の文化圏をもち、日本列島
の中心地のひとつとして栄えていまし

た。現在は、関西と九州、山陰と四国を結ぶ交通網の要衝として、
より重要性が高まっています。また、快晴日数の多さと降水量の
少なさから「晴れの国　おかやま」をキャッチフレーズに掲げて
おり、観光地として、また、フルーツ王国としての認知度も高く
なっています。
　この岡山の地で開催いたします全国大会では、第 12 期全国統
一研究主題「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」を踏
まえ、サブテーマを「豊かな心と未来を拓く力を育む 開かれた
学校づくりの推進」と設定しました。
　「豊かな心」とは、多様な人々の思いや立場を理解し、協働し

てよりよい社会の実現に取り組もうとする心を表し、「未来を拓
く力」とは、予測困難な社会の急激な変化の中にあっても新たな
夢を描き、自ら積極的に問題解決に取り組み、志高くたくましく、
未来を創造していく力を表しています。
　「開かれた学校づくり」とは、これからの社会を子どもたちが
生き抜いていくために必要な資質・能力を明らかにし、社会に開
かれた教育課程を通して、社会全体で子どもたちを育成する体制
をつくることを表しています。
　岡山大会で提案される研究実践が、これらの教育課題の解決へ
の指針となり、その成果が、参加いただいた先生方から全国の仲
間へ拡がっていくことを願っています。
　大会まで残りわずかとなりましたが、有意義な会となりますよ
う、岡山大会役員一同、精一杯の準備をしてまいります。皆様の
お越しを心よりお待ちしております。

岡山大会によせて
全国公立学校教頭会　会長 多久 知明

「豊かな心と未来を拓く力を育む
　 開かれた学校づくりの推進」に向けて
岡山大会実行委員会　委員長 三宅 裕之
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開催要項
主　　　催  全国公立学校教頭会・中国地区公立学校教頭会・岡山県公立小中学校教頭会

後　　　援  文部科学省・全国都道府県教育長協議会・岡山県・岡山市    
  岡山県教育委員会・岡山市教育委員会・鳥取県教育委員会    
 島根県教育委員会・山口県教育委員会       
 全国連合小学校長会・全日本中学校長会・全国へき地教育研究連盟    
 岡山県小学校長会・岡山市小学校長会      
 岡山県中学校長会・岡山市中学校長会      
 公益社団法人日本 PTA 全国協議会・岡山県 PTA 連合会     
 岡山市 PTA 協議会・公益社団法人日本教育会      
 公益社団法人日本教育公務員弘済会岡山支部     

大 会 主 題 「未来を生きる力を育む 魅力ある学校づくり」 
     全国統一研究主題　第 12 期１年次 
 キーワード　〈自立・協働・創造〉
 サブテーマ　「豊かな心と未来を拓く力を育む 開かれた学校づくりの推進」

開 催 期 日 令和２年　８月５日（水）・６日（木）・７日（金） 

開 催 地 岡山県 岡山市

全体会会場  岡山県総合グラウンド体育館（ジップアリーナ）
分科会会場  岡山県総合グラウンド体育館（ジップアリーナ）・ホテルメルパルク岡山   
  ホテルグランヴィア岡山・岡山コンベンションセンター     
  岡山ロイヤルホテル・ANA クラウンプラザホテル岡山

郷土文化紹介 備中神楽〈総社社中〉         

シンポジウム テーマ  「豊かな心と未来を拓く力を育む 開かれた学校づくりの推進」     
 コーディネーター　 妹尾 昌俊　氏（教育研究家、学校業務改善アドバイザー） 
 シ ン ポ ジ ス ト　 大原 あかね氏（公益財団法人大原美術館 代表理事・理事長） 
 シ ン ポ ジ ス ト 　治山 正史　氏（株式会社はるやまホールディングス 代表取締役社長・執行役員）
 シ ン ポ ジ ス ト 　中川 覚敬　氏（文部科学省初等中等教育局財務課長補佐）

記 念 講 演 講師 菅波 茂　 氏（特定非営利活動法人 AMDA〈アムダ〉 代表）   
 演題 多様性の共存　～世界災害医療プラットフォーム構想～      
       

第１日
８月５日（水） 
岡山県総合グラウンド
体育館

受　付
開会行事 シンポジウム

郷土文化紹介

第２日 ８月６日（木） 
各　会　場 受付 分　科　会 昼食 分　　科　　会

第３日
８月７日（金） 
岡山県総合グラウンド
体育館

受付 研究の
まとめ 記念講演 閉会

行事

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00〈日程〉
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分科会 課　題　名 各　課　題　の　内　容 提　言　テ　ー　マ 会　　場

第１Ａ
教育課程に関する課題

○教育課程の編成・実施・評価　  ○学校経営・学校運営
○教育理念　 ○教育目標の設定　 ○信頼される学校づくり
○生きる力　 ○幼・保・小・中・高・特別支援学校の連携
○コミュニティースクール　 ○土曜授業　 ○地域との連携

全国 青森（中） 中 「小中連携を推進するための教頭の役割について」　～小中連携の再構築　現状と課題～ 岡山ロイヤルホテル  
光楽の間（北）中国 島根（小） 小 地域の特性を活かした特色ある教育活動の推進と教頭の役割

～知夫村立知夫小中学校におけるふるさと教育の実践を通して～

第１Ｂ 全国 東京（小） 小 地域の歴史や文化・自然を生かしたカリキュラムの編成　～豊島ふるさと学習プログラムと副校長の役割～ 岡山ロイヤルホテル
光楽の間（南）岡山 岡山（小中） 小中 確かな学力の向上を目指した教育活動への副校長・教頭のかかわり　～学校間の連携を生かして～

第２ 子供の発達に関する課題
○豊かな人間性の育成　 ○健康・体力の増進　 
○確かな学力    ○課題を発見し解決する力 
○子供の発達を支える教育課題

全国 岐阜（小） 小 校内および関係諸機関を含めた組織や支援体制の構築　～たくましさ・関わる力の育成～
岡山コンベンションセンター
イベントホール

中国 島根（中） 中 豊かな心を育てる活動推進における教頭の役割　～幼小中連携、家庭・地域との連携・協働の取組を通して～
岡山 岡山（小） 小 保幼小中が連携し、学びの連続性を目指した中学校区の取組

第３ 教育環境整備に関する課題
○安全・安心 　○施設設備　  
○家庭・地域との連携　 ○学校規模適正化　
○文書事務・経理事務　 ○教育の情報化

全国 和歌山（中） 中 「魅力と特色ある学校づくり」における教頭としての関わり 
地域との連携・協働を中心に据えた総合的な学習の時間　～ゲンジボタルの調査・保護活動～ 岡山ロイヤルホテル

光琳の間中国 山口（中） 中 小中一貫教育推進における教頭の役割　～コミュニティ・スクールを核とした地域連携教育を通して～

岡山 岡山（小） 小 学校の諸課題に対して「チームとしての学校」として取り組むために 
～鏡野町教頭会研修会を通した教頭のコーディネート力の向上～

第４ 組織・運営に関する課題
○学校運営全般　 ○人材育成　  
○組織力の向上　 ○危機管理や情報管理　 
○地域連携　 ○異校種連携

全国 徳島（小） 小 「学校再編」における「新たな学校」づくり　～働きやすい職場環境を醸成するための教頭の役割～ 岡山コンベンションセンター
コンベンションホール中国 山口（小） 小 やまぐち型地域連携教育の仕組みを生かした小中一貫教育の充実に向けて　～家庭・地域との絆をつなぐ教頭の役割～

岡山 岡山（中） 中 地域振興の取組への参画を通して教育課題の解決を図る　～学校と地域との連携・協働を推進するための教頭の役割～

第５Ａ
教職員の専門性に関する課題

○教育の専門家としての意識高揚　 
○指導力の育成　 ○研修　 
○服務・コンプライアンス意識　 
○小中一貫教育 
○協働体制の構築　 ○学校運営参画意識の向上

全国 福岡（小） 小 若年教師の資質能力を高める指導の在り方　～人材育成を視点にした教頭の意図的・計画的なマネジメントを通して～ ANA クラウンプラザホテル岡山
曲水中国 鳥取（中） 中 10 年間一貫教育における教職員研修充実の取組 

～幼稚園・義務教育学校、施設一体校での教職員研修推進における副校長・教頭の役割～

第５Ｂ 全国 北海道（中） 中 教職員の専門性を引き出すための教頭の積極的な関与による学校改善を進める 
～各地区のブロックを基盤とした教頭の関与と人材育成を目指して～ ホテルメルパルク岡山

泰平　岡山 岡山（小） 小 教職員の指導力を高めるための取組　～総社市「だれもが行きたくなる学校づくり」を通して～

第６ 副校長・教頭の職務内容や 
職務機能に迫る課題

○「全国公立学校教頭会の調査」についての結果報告及び考察
○文部科学省働き方改革部会関係者等の講演 
○事前アンケートを基にした協議　 ○グループ討議　 ○講師指導・助言

全公教総務・調査部  学校における働き方改革の実現　～魅力ある副校長・教頭職の在り方～ 
※参加者は事前アンケートを全公教ホームページからダウンロードして記載し、10 部お持ち下さい。

ホテルグランヴィア岡山
フェニックス（東）

特Ⅰ 時宜に応じた課題
○情報モラル教育を通した心の教育に関する講演 
○不登校児童生徒への具体的な取組に関する講演 
○グループ協議

 全公教研究部
①豊かな心を育み、未来へとつながる情報モラル教育を充実させる副校長・教頭の関わり 
② 「できないことを嘆くより、できていることを認め合う」立花高校の実践と不登校児童生徒を生まないための副校長・

教頭の関わり

ホテルグランヴィア岡山
フェニックス（西）

特Ⅱ 開催地の創意を生かした課題
○自然災害と防災教育に関わる講演
○働き方改革と学校業務改善に関わる講演
○グループ協議　 ○講師指導・助言

岡山県 ①西日本豪雨災害により学校被災を体験して（倉敷市真備地区）～学校で取り組む防災教育を考える～    
②働き方改革と学校業務改善　〈講師；妹尾昌俊 氏〉  

岡山県総合グラウンド体育館
（ジップアリーナ岡山）

研究内容 「豊かな心と未来を拓く力を 育む 開かれた学校づくりの推進」      

研
究
の
基
本
目
標

　今後、わが国の社会はグローバル化がますます多様性をもたらし、急速な情報化や技術革新による生活の質的変化の進展が
予想されています。また、このような将来の予測が難しい社会の中、志高く未来を創り出していくために必要な資質・能力を
子どもたち一人一人に確実に育む学校教育の実現が求められています。教育の現場にいる私たちは、新たな事態に直面した
今後の教育の在り方を見極め、日本国憲法や教育基本法の理念に基づき、学校教育の中に実現していくことが、大きな使命と
考えています。
　このような背景を踏まえ、「社会や地域とともにある学校づくり」を展開し、「生きる力」を育むことをねらいに、豊かな人
間性や創造性をもち、国際社会の一員としての自覚をもった人間を育成するために私たちは貢献しなければなりません。また、
私たちは、副校長・教頭の職務内容の研究を通して力量を高め、国民の期待に応える魅力ある学校づくりに努めることが必要
です。 
　以上のことから、次のことを研究の基本目標とします。

●●●テ ー マ

● 教育理念に基づく学校教育の実現
特色ある学校づくり、社会に開かれた学校づくりを展開し、生きる力を育む学校教育の実現を目指す。

● 副校長・教頭としての力量の向上
広い視野に立って学校運営が行えるよう、学校教育に対する識見を深める。

● 学校の社会的役割の推進
国民の期待に応える魅力ある豊かな学校づくりを推進する。
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分科会 課　題　名 各　課　題　の　内　容 提　言　テ　ー　マ 会　　場

第１Ａ
教育課程に関する課題

○教育課程の編成・実施・評価　  ○学校経営・学校運営
○教育理念　 ○教育目標の設定　 ○信頼される学校づくり
○生きる力　 ○幼・保・小・中・高・特別支援学校の連携
○コミュニティースクール　 ○土曜授業　 ○地域との連携

全国 青森（中） 中 「小中連携を推進するための教頭の役割について」　～小中連携の再構築　現状と課題～ 岡山ロイヤルホテル  
光楽の間（北）中国 島根（小） 小 地域の特性を活かした特色ある教育活動の推進と教頭の役割

～知夫村立知夫小中学校におけるふるさと教育の実践を通して～

第１Ｂ 全国 東京（小） 小 地域の歴史や文化・自然を生かしたカリキュラムの編成　～豊島ふるさと学習プログラムと副校長の役割～ 岡山ロイヤルホテル
光楽の間（南）岡山 岡山（小中） 小中 確かな学力の向上を目指した教育活動への副校長・教頭のかかわり　～学校間の連携を生かして～

第２ 子供の発達に関する課題
○豊かな人間性の育成　 ○健康・体力の増進　 
○確かな学力    ○課題を発見し解決する力 
○子供の発達を支える教育課題

全国 岐阜（小） 小 校内および関係諸機関を含めた組織や支援体制の構築　～たくましさ・関わる力の育成～
岡山コンベンションセンター
イベントホール

中国 島根（中） 中 豊かな心を育てる活動推進における教頭の役割　～幼小中連携、家庭・地域との連携・協働の取組を通して～
岡山 岡山（小） 小 保幼小中が連携し、学びの連続性を目指した中学校区の取組

第３ 教育環境整備に関する課題
○安全・安心 　○施設設備　  
○家庭・地域との連携　 ○学校規模適正化　
○文書事務・経理事務　 ○教育の情報化

全国 和歌山（中） 中 「魅力と特色ある学校づくり」における教頭としての関わり 
地域との連携・協働を中心に据えた総合的な学習の時間　～ゲンジボタルの調査・保護活動～ 岡山ロイヤルホテル

光琳の間中国 山口（中） 中 小中一貫教育推進における教頭の役割　～コミュニティ・スクールを核とした地域連携教育を通して～

岡山 岡山（小） 小 学校の諸課題に対して「チームとしての学校」として取り組むために 
～鏡野町教頭会研修会を通した教頭のコーディネート力の向上～

第４ 組織・運営に関する課題
○学校運営全般　 ○人材育成　  
○組織力の向上　 ○危機管理や情報管理　 
○地域連携　 ○異校種連携

全国 徳島（小） 小 「学校再編」における「新たな学校」づくり　～働きやすい職場環境を醸成するための教頭の役割～ 岡山コンベンションセンター
コンベンションホール中国 山口（小） 小 やまぐち型地域連携教育の仕組みを生かした小中一貫教育の充実に向けて　～家庭・地域との絆をつなぐ教頭の役割～

岡山 岡山（中） 中 地域振興の取組への参画を通して教育課題の解決を図る　～学校と地域との連携・協働を推進するための教頭の役割～

第５Ａ
教職員の専門性に関する課題

○教育の専門家としての意識高揚　 
○指導力の育成　 ○研修　 
○服務・コンプライアンス意識　 
○小中一貫教育 
○協働体制の構築　 ○学校運営参画意識の向上

全国 福岡（小） 小 若年教師の資質能力を高める指導の在り方　～人材育成を視点にした教頭の意図的・計画的なマネジメントを通して～ ANA クラウンプラザホテル岡山
曲水中国 鳥取（中） 中 10 年間一貫教育における教職員研修充実の取組 

～幼稚園・義務教育学校、施設一体校での教職員研修推進における副校長・教頭の役割～

第５Ｂ 全国 北海道（中） 中 教職員の専門性を引き出すための教頭の積極的な関与による学校改善を進める 
～各地区のブロックを基盤とした教頭の関与と人材育成を目指して～ ホテルメルパルク岡山

泰平　岡山 岡山（小） 小 教職員の指導力を高めるための取組　～総社市「だれもが行きたくなる学校づくり」を通して～

第６ 副校長・教頭の職務内容や 
職務機能に迫る課題

○「全国公立学校教頭会の調査」についての結果報告及び考察
○文部科学省働き方改革部会関係者等の講演 
○事前アンケートを基にした協議　 ○グループ討議　 ○講師指導・助言

全公教総務・調査部  学校における働き方改革の実現　～魅力ある副校長・教頭職の在り方～ 
※参加者は事前アンケートを全公教ホームページからダウンロードして記載し、10 部お持ち下さい。

ホテルグランヴィア岡山
フェニックス（東）

特Ⅰ 時宜に応じた課題
○情報モラル教育を通した心の教育に関する講演 
○不登校児童生徒への具体的な取組に関する講演 
○グループ協議

 全公教研究部
①豊かな心を育み、未来へとつながる情報モラル教育を充実させる副校長・教頭の関わり 
② 「できないことを嘆くより、できていることを認め合う」立花高校の実践と不登校児童生徒を生まないための副校長・

教頭の関わり

ホテルグランヴィア岡山
フェニックス（西）

特Ⅱ 開催地の創意を生かした課題
○自然災害と防災教育に関わる講演
○働き方改革と学校業務改善に関わる講演
○グループ協議　 ○講師指導・助言

岡山県 ①西日本豪雨災害により学校被災を体験して（倉敷市真備地区）～学校で取り組む防災教育を考える～    
②働き方改革と学校業務改善　〈講師；妹尾昌俊 氏〉  

岡山県総合グラウンド体育館
（ジップアリーナ岡山）

「豊かな心と未来を拓く力を 育む 開かれた学校づくりの推進」      

研
究
の
基
本
方
針

1 学校教育の課題の解決に努める
私たちの研究は、国民の期待に応え、教育基本法及び学校教育法等の諸法規に定められた教育の目標
を達成することを究極の目的とする。そのために自ら職能を高め、学校現場が抱えている課題の解決
に努める。

2 副校長・教頭の職務内容や職務機能を追究する
学校運営において副校長・教頭としての関わりを大切にし、その職務内容を実践的に追究するととも
に職務の充実を図る。

3 研究成果を政策提言活動（要請活動）に生かす
研究活動と政策提言活動（要請活動）は全国公立学校教頭会の活動の２本柱である。研究の成果を政
策提言活動に生かし、教育環境の整備に役立てていくよう努める。
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郷土文化紹介【８月５日（水）12:00 ～】

シンポジウム【８月５日（水）14:00 ～】

記 念 講 演【８月７日（金）10:00 ～】

郷土文化紹介　シンポジウム　
記念講演　講師紹介

郷土文化紹介　備中神楽
昭和 43 年に総社社中を結成。備中神楽は、岡山県の中西部、備中地方に古くから伝わっ
ております神楽で、お米のとりいれを終えた農民たちが、どうか来年も豊作になりますよ
うにとの願いと様々な災いの鎮魂行事として、夜が明けるまで、舞い続けられる神楽です。
地域の祭りで各神社での奉納や岡山県はもちろん県外や海外のイベントで上演され、人々
の生活の中に神楽が強く生き、親しまれています。

シンポジスト　治山 正史氏
株式会社はるやまホールディングス　
代表取締役社長・執行役員

岡山県玉野市出身。
伊藤忠商事株式会社　大阪・ニューヨーク勤務
はるやま商事株式会社　社長室長、常務取締役、代
表取締役社長など。
株式会社はるやまホールディングス（はるやま商事
㈱から商号変更） 代表取締役社長執行役員（現任）。
なお、新たに設立した「はるやま商事㈱」の代表取
締役会長を兼務。

演題：「多様性の共存
　　　～世界災害医療プラットフォーム構想～」
講師：菅波 茂氏
　1946 年、広島県福山市出身の医学博士、医師、
福祉事業家。国際医療ボランティア AMDA 創設者、
理事長。医療法人アスカ会・創設者、元理事長。ア
スカ国際クリニック（旧・菅波内科医院）元院長。
社会福祉法人遊々会創設者、理事長。

シンポジスト　中川 覚敬氏
文部科学省初等中等教育局財務課長補佐

元 岡山市中学校講師（理科）
元 文部科学省初等中等教育局教科書課係員
元 同省生涯学習政策局男女共同参画学習課係長
元 復興庁統括参事官付主査
元 島根県海士町・地域教育魅力化コーディネーター

シンポジスト　大原 あかね氏
公益財団法人大原美術館　代表理事・理事長

社会福祉法人若竹の園　理事長
倉敷市教育委員会　委員
くらしき作陽大学　特任教授
一般社団法人岡山経済同友会　常任幹事
公益財団法人倉敷市文化振興財団　理事
公益財団法人倉敷考古学館　理事

コーディネーター　妹尾 昌俊氏
教育研究家、学校業務改善アドバイザー

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016 年から
独立。
全国各地の管理職研修、教員研修、事務職員研修な
どを手がけている。
2017 年度から、学校業務改善アドバイザー（文科
省委嘱）。中央教育審議会「学校における働き方改
革特別部会」委員なども務めた。

　AMDA（アムダ）とは、The Association of Medical Doctors 
of Asia（設立時の名称：アジア医師連絡協議会）の頭文字をとっ
たもの。1984 年に設立、本部は岡山市。
　AMDA は相互扶助の精神に
基づき、災害や紛争発生時、医
療・保健衛生分野を中心に緊急
人道支援活動を展開。世界 32
の国と地域にある支部のネット
ワークを活かし、多国籍医師団
を結成して実施している。
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会　場　案　内
　全体会会場・分科会会場 第１日・2 日・３日目

　分科会会場 第 2 日目

〒 700-0012 
岡山県岡山市北区いずみ町
2-1-3
TEL:086-253-3944　
FAX:086-253-8900

〒 700-0024 
岡山県岡山市北区駅元町
14-1
TEL:086-214-1000　
FAX:086-214-3600

〒 700-8515 
岡山県岡山市北区駅元町
1-5
TEL:086-234-7000　
FAX:086-234-7099

JR 岡山駅運動公園口（西口）より車で
約 10 分、徒歩で約 20 分

岡山県総合グラウンド体育館
（ジップアリーナ岡山）

岡山コンベンションセンター

ホテルグランヴィア岡山

JR 岡山駅運動公園口（西口）より車で約 10 分、徒歩で約 20 分

JR 岡山駅運動公園口（西口）より徒歩で約 3 分

JR 岡山駅後楽園口（東口）より徒歩で約 2 分

●❶ ●❷

〒 700-0984 
岡山県岡山市北区桑田町
1-13
TEL:086-223-8101　
FAX:086-223-9152

ホテルメルパルク岡山

JR 岡山駅後楽園口（東口）より徒歩で約 7 分

〒 700-0028 
岡山県岡山市北区絵図町
2-4
TEL:086-255-1111　
FAX:086-254-0777

岡山ロイヤルホテル

JR 岡山駅運動公園口（西口）より車で約 7 分、徒歩で約 15 分

〒 700-0024
岡山県岡山市北区駅元町
15-1
TEL:086-898-1111　
FAX:086-898-1200

ANA
クラウンプラザホテル岡山

JR 岡山駅運動公園口（西口）より徒歩で約 1 分

❶ 岡山県総合グラウンド体育館（ジップアリーナ岡山）
〒 700-0012 岡山県岡山市北区いずみ町 2-1-3
TEL:086-253-3944　FAX:086-253-8900

●❸ ●❹

●❺ ●❻



全体会会場＆分科会会場図

■大会お問い合わせ先

■大会参加・宿泊のお問合せ先

株式会社 日本旅行 岡山教育旅行支店 担当︓松村
〒700-0023 岡⼭県岡⼭市北区駅前町2丁目1-7
【TEL】086-223-2377 【FAX】086-223-2259 【E-mail】ok_kyotokai@nta.co.jp

全国公⽴学校教頭会研究⼤会 岡⼭⼤会実⾏委員会 実⾏委員⻑ 三宅 裕之
〒700-0823 岡⼭県岡⼭市北区丸の内1-2-12（元 内⼭下小学校内）
【TEL】086-222-4314 【FAX】086-222-4307【E-mail】okakyoto@plus.harenet.ne.jp
第2次案内掲載先
全国公⽴学校教頭会ホームページ（http://www.kyotokai.jp）内「岡⼭大会第2次案内」

■ 大会お問い合わせ先

全国公立学校教頭会研究大会　岡山大会実行委員会　
実行委員長　三宅　裕之
〒 700-0823　岡山県岡山市北区丸の内 1-2-12（元 内山下小学校内）

【TEL】086-222-4314　【FAX】086-222-4307【E-mail】okakyoto@plus.harenet.ne.jp
第 2 次案内掲載先
全国公立学校教頭会ホームページ（http://www.kyotokai.jp）内「岡山大会第 2 次案内」

■ 大会参加・宿泊のお問合せ先

株式会社 日本旅行 岡山教育旅行支店　担当：松村

〒 700-0023　岡山県岡山市北区駅前町 2 丁目 1-7
【TEL】086-223-2377　【FAX】086-223-2259　【E-mail】ok_kyotokai@nta.co.jp

全体会会場 & 分科会会場図


