
平成２６年度      情報部年間活動計画(概要) 
１ 活動方針 

  北海道小学校長会の活動方針を踏まえ、地区校長会並びに会員の緊密な連携と対外的な広報活動を

推進し会員の連帯意識の高揚と運営組織の強化及び活動の効率化に努める。 

（１） 教育情勢や道小の機関会議や審議･決定及び活動状況を広く知らせる。 

（２） 地区校長会並びに会員の活動・意見等についての情報交換を密にする。 

（３） 北海道中学校長会並びに他の教育関係団体との協力を図り、教育世論の喚起に努める。 

２ 業務内容 

◎ 各種教育情報の収集とその提供・交流に関すること 

（１） 道小の活動情報の提供に関すること 

（２） 教育情報の提供とその記録化に関すること 

（３） ホームページによる情報提供と交流に関すること 

◎ 会報等の編集・発行に関すること 

（１） 会員相互の意見交換・情報交流に関すること 

（２） 会報、広報の編集・発行に関すること 

（３） 全連小広報誌「小学校時報」「特色ある研究校便覧」「教育研究シリーズ」等に関すること 

３ 業務推進計画（具体的な内容） 

（１）会報「教育北海道」の発行 

（２）「道小情報」の発行 

（３）「道小情報・道中だより」号外の発行  ２６年度は道中が担当 

（４）道小ホームページの充実（情報の発信・更新）･･･ http://www.dousho.jp/   

（５）地区校長会活性化支援事業（５年目・最終年度）  

（６）全連小広報との連携～全連小広報担当者会議（担当 情報部副部長 茂木） 

             原稿依頼（次ページの ※依頼事項 を参照） 

４ 業務推進予定 

４月 ２日（水） 事務局研修会後、情報部会  業務内容と担当を分担  計画案立案 

５月１２日（月） 平成 26年度 総会研修会 新役員への原稿依頼，講話等の記録 

５月１３日（火） 第１回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

  ○各地区原稿執筆割り当て等具体案の依頼 

６月 １日（日） 会報「教育北海道」№３１４号の原稿締切 

６月 中旬    道小情報１号の発行 

６月２０日（金） 全道会長研修会    ○各地区原稿執筆割り当て等具体案の説明 

６月３０日（月） 第２回理事研修会 各種の記録・原稿作成 

         第 1回情報部会  年間計画の確認等 

７月 １日（火） 全連小広報担当者連絡協議会  副部長出席 

７月 上旬    会報「教育北海道」№３１４号発行 

７月 下旬    道小情報２号の発行 

７月 下旬    要望書・回答書の発行（「道小情報・道中だより」号外）… 道中担当 

８月 下旬    道小情報・特別号の発行 

・全道会長研修会報告・退職校長、広域人事等報告   

８月 下旬    文教施策懇談会・各課懇談会の記録及び原稿作成開始 … 道中担当 

９月１１日（木） 第３回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

  １２・１３日 道小全道大会 記録（ＨＰ用） 

http://www.dousho.jp/


９月 下旬    道小情報３号の発行 「道小情報・道中だより」号外の発行…道中担当  

 １１月１２日（水） 第４回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

１２月 上旬    道小情報４号の発行 

 １２月 末日    地区校長会活性化事業（実践報告）締切 

１月１３日（火） 第５回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

           第 2回情報部会 

  １月１６日（金） 会報「教育北海道」№３１５号の原稿締切 

  １月 下旬    道小情報５号の発行 

  ２月 中旬    地区校長会活性化事業（研修報告）締切 

２月２７日（金） 第６回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

下旬    会報「教育北海道」№３１５号の発行 

３月 上旬    道小情報６号の発行 

     上旬    会報「教育北海道３１６号」の原稿依頼 

     下旬    次年度計画作成 

※依頼事項 

地区情報部長様  

 １ 会報「教育北海道」〈３１４号・H2７年３１５号〉の発行に関わって（年２回の発行） 

 ①原稿執筆者の決定と報告……原稿執筆者を決定のうえ、原稿執筆者氏名報告用紙で報告をお願い

いたします。 （道小 HP「教育北海道」コーナー参照）締切 平成 26年 6月 1日（日） 

 

提出先  〒061－2282    札幌市南区藤野２条７丁目７－１   

札幌市立藤野小学校  TEL 011-591-4110  FAX  011-591-4909 

  情報部副部長 茂木清貴 E-mail  kiyotaka.mogi@city.sapporo.jp 
 

   ②会報「教育北海道」３１４号（７月号） 

     ○原稿依頼  ３月上旬済み（道小 HP「教育北海道」コーナー参照） 

     ○原稿締切 平成 26年６月 1日 

 

提出先  〒001－0925    札幌市北区新川５条 15丁目１－１   

札幌市立新川小学校  TEL 011-762-1737  FAX  011-762-1795 

情報部幹事  眞田 均  E-mail  hitoshi-sanada@city.sapporo.jp 

 
③会報「教育北海道」３１５号（３月号） 

    ○原稿依頼  11月上旬を予定（道小 HP「教育北海道」コーナー参照） 

    ○原稿締切  平成 27年 1月 16日 担当 事務局幹事 小林 一三 
   

提出先  〒003－0026    札幌市白石区本通り 18丁目南１－１   

札幌市立大谷地小学校  TEL 011-863-5790  FAX  011-863-0254 

情報部幹事 小林 一三 E-mail ichizo.kobayashi@city.sapporo.jp 

 

 

地区事務局長様 

１ 地区情報部長・事務局長のメールアドレス調査及び回答のお願い 

   ○、6月 20日(金)までに 情報部茂木へ送付してください。（道小 HP に枠データあり） 

  

    提出先  〒061－2282    札幌市南区藤野２条７丁目７－１   

札幌市立藤野小学校  TEL 011-591-4110  FAX  011-591-4909 

         情報部副部長 茂木清貴 E-mail  kiyotaka.mogi@city.sapporo.jp 
 

mailto:kiyotaka.mogi@city.sapporo.jp
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２  地区校長会活性化支援事業   

      ○６月３０日までに HP 掲載の研究実践校と道外研修派遣者氏名をお知らせください。 

                              （道小 HP に枠データあり） 

    ○研究実践の「実践事例レポート」は 9 月 20 日まで、道外研修の「研修レポート」は研修終了

後 1 か月をめどに情報部に提出して下さい。（最終締切 2 月末日） 

 
提出先  〒004-0032    札幌市厚別区上野幌 2条 4丁目 5－1   

札幌市立上野幌東小学校   TEL   011-893-5055  FAX  011-893-3537  

情報部幹事 小笠原康友   E-mail  yasutomo.ogasawara@city.sapporo.jp 

 

 

３ 全連小広報との連携について 

※全連小からの「小学校時報」や「教育研究シリーズ」の原稿依頼が来るので、執筆ローテーショ

ンにより各地区に次のように依頼をいたします。 

 

①「小学校時報」等への原稿提供 

・「小学校時報」等への原稿提供 

平成 26年度 原稿担当者 

5月号 「会員の声」    3ブロック（函館市） 

     7月号 「この道この人」   4ブロック（空知） 

       9月号 「会員の声」    5ブロック（十勝） 

11月号 「全道大会報告」     研修部 

 ：  「各都道府県校長会の動き」  情報部 

1月号 「会員の声」」    2ブロック（上川） 

 

  ②教育研究シリーズ第５３集 「第２章 新たな知を拓く教育課程の創造」 

・提言「新たな知を拓く教育課程の創造」 論説、提言を中心に論述する 

 執筆担当 5ブロック～釧路    平成 27年 5月刊行 

  

    連絡先  〒061－2282    札幌市南区藤野２条７丁目７－１   

札幌市立藤野小学校  TEL 011-591-4110  FAX  011-591-4909 

         情報部副部長 茂木清貴 E-mail  kiyotaka.mogi@city.sapporo.jp 
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