
平成２９年度 北海道小学校長会  

第５回理事研修会 （2018/2/23） 

情報部活動報告 

これまでの情報部の活動を報告する。 

１点目は、会報『教育北海道 321 号・道小結成 60 周年記念誌』である。既に

発刊しており、各地区に送付しているが、不手際で掲載記事に誤植があったこ

とをご報告する。編纂に際し、雄文をご寄稿いただいた皆様や発刊にご尽力を

いただいた関係者の皆様に心からお詫びを申し上げる。理事の皆様には、本日

配付している。道小における最近 10 年間の活動の様子がよく分かる内容になっ

ている。あらためて、北海道の小学校教育への充実発展のために、果たしてき

た役割の大きさが実感できると思う。是非、ご覧いただきたい 

２点目は、『道小情報』である。１月 22 日に第４号デジタル版を発行し第４

回理事研修会の報告をした。最終号の第５号は、本日行われている理事研修会

の報告となる。 

３点目は、「道小ホームページ」である。アクセス数が着実に伸びている。今

日の理事研修会終了以降、全連小北海道大会の情報をトップページに移動する

など、来年度を視野に入れたＨＰ更新を予定している。 

４点目は、全連小関係であるが、今年度、北海道小学校長会に割り当てられ

た原稿等については、全ての報告を完了いたしたが、既に 30 年度の執筆依頼が

きている。その中には、「全連小北海道大会について」の道小の動き等の早急に

対応する原稿依頼もある。係や担当の方に執筆依頼をするので、よろしくお願

いする。 

５点目は、年間の活動報告についてである。平成 29 年度情報部の活動報告を

ご覧いただきたい。『道小情報』の発行が５回、『会報・教育北海道』が２回の

発行、並びに「道小ホームページ」の更新と内容の充実、そして、全連小との

連携などを報告している。情報部としては、道小結成 60 周年記念事業を含め、

充実した内容だったと思う。 

６点目は、平成 30 年度の情報部活動計画（案）についてである。29 年度同

様、「道小情報・教育北海道」の発行、「ホームページの充実」、「全連小との連

携」を中心とした活動を続けていきたいと思う。また、函館市で開催する「全



連小北海道大会」についての情報を道小 HP 等で積極的に発信していきたいと考

えている。 

 

資料 

平成 29 年度  情報部年間活動報告 

１ 業務内容 

（１）会報『教育北海道』の発行 

７月号（№３２０）＜担当 四戸＞  

２月号（№３２１）＜担当 浪岡＞ 道小結成 60 周年記念特集  

※平成 30 年 7 月号（№３２２）の原稿依頼は，３月初旬に行う。 

 

（２）『道小情報』の発行       

理事研修会の報告～電子版で配信と年５回道小ＨＰ掲載 

特別号（全道会長研修会報告）紙媒体で 9 月 29 日に発行 

 

（３）『道小情報・道中だより』号外の発行 

「文教施策・予算要望書の回答」→8 月 4 日発行 文教施策・各課懇談会資料として活用 

「文教施策懇談会の報告」   →12 月 15 日発行 

 

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

☐総会研修会報告，理事研修会・全道会長研修会等 各種機関会議の報告 

□道小教育研究大会報告， 

☐各学校の優れた実践事例の紹介（地区校長会活性化支援事業） 

□会員必携（対策部担当） 

☐地区研のまとめを掲載（経営部担当） 

☐各地区校長会の活動の様子（研修部担当） 

☐校長会だより～各地区の組織や活動計画を掲載（情報部担当） 

☐全道会長会，退職校長アンケート，広域人事の報告，会員必携の一部掲載 

☐平成 29 年度 学校改善・授業改善ツールの掲載 

☐第 70 回 全連小北海道大会（函館市）にむけての準備及び進捗状況 

 

（５）その他 全連小広報との連携    

◇ 全連小編 教育研究シリーズ 

・「教育研究シリーズ第 55 集」（平成 29 年 5 月刊行済）稚内市 稚内港小 舘野 薫 校長 

・「教育研究シリーズ第 56 集」 執筆者 日高町 富川小 中村 等 校長（日高地区理事） 

  



◇「小学校時報」への原稿提供【29 年度の割当】 

月 原稿締切 地区 執筆内容 執筆者名（敬称略） 

４ 3 月 1 日 渡島 学校めぐり 加賀谷正明（八雲町 山越小） 

６ 4 月 20 日 道小 この道・この人 土井 大輔 氏   

㈱ビー・リガーレ 

８ 7 月 1 日 函館 会員の声 宮越 忍（函館市 桔梗小） 

札幌 特集「ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾝｼﾞﾒﾝﾄ」 野寺 克美（道小副会長） 

11 

 

10 月 1 日 

 

道小 

事務局 

各地区研究大会の概要 新井 弘通（道小研修部） 

各都道府県校長会の動き 小笠原康友（道小情報部） 

12 11 月 1 日 釧路市 会員の声(第６分科会印象記） 濟藤和彦（釧路市山花小中学校） 

２ 

 

12 月20 日 

 

道小 

事務局 

巻頭言～全連小北海道

大会（函館市）にむけて 
角野 誠 （道小会長） 

教 育 論 壇  全 連 小 北 海 道

大 会  （函 館 市 ）副 主 題 に

寄せて 

福田 信一（前 北翔大学教授） 

副主題設定理由 

分科会趣旨説明 
神谷 敦 （道小研修部） 

◇「全国の特色ある研究校便覧」の推薦の依頼について  

年度 
ブロ

ック 
地区名 学校名 校長氏名(敬称略) 

３
０
・
３
１
年
度 

1 小樽 小樽市立忍路中央小学校  山本 博之 

2 宗谷  猿払村立鬼志別小学校 浅野 孝一 

3 渡島 北斗市立谷川小学校 三浦 哲也 

4 空知 滝川市立滝川第二小学校 木村 尚之 

5 オホーツク 北見市立三輪小学校 硯  将隆 

札幌   札幌市立大倉山小学校 類家  斉   

◇全連小ホームページ学校紹介 

ニセコ町 ニセコ小学校にお願いしました。 

 

 

  



 

【平成２９年 道小情報部 活動報告】 

４月 ３日（月） 事務局研修会後 業務内容と担当を分担  計画案立案 

４月 ４日（火） 『小学校時報』８月号原稿依頼（函館） 

５月 ８日（月） 平成 29 年度 総会研修会 新役員への原稿依頼，講話等の記録 

５月 ９日（火） 第１回理事研修会 各種の記録・原稿作成 

    各地区原稿執筆割当等具体案依頼 

５月１９日（金） E メールアドレス等の情報提供締切 

５月２４日（水） 道小情報１号の道小 HP 掲載 

６月 ２日（金） 会報『教育北海道』№３２０号の原稿締切 

６月１６日（金） 全道会長研修会    ○各地区原稿執筆割当等具体案の説明 

６月３０日（金） 全連小広報担当者連絡協議会  副部長出席 

７月 ３日（月） 第２回理事研修会 各種の記録・原稿作成 

７月１５日（土） 会報『教育北海道』№３２０号発行 

７月２４日（月） 道小情報 2 号の道小 HP 掲載 

８月 ４日（金） 要望書・回答書の発行（「道小情報・道中だより」号外）… 道小担当 

８月 上旬   『小学校時報』１１月号原稿依頼（研修部・情報部） 

８月 ４日（金） 会報「教育北海道№３２１号」執筆者報告締切 

８月 ４日（金）  文教施策懇談会・各課懇談会の記録及び原稿作成開始 … 道小担当 

８月 上旬    会報『教育北海道№３２１号』(29 年 2 月号)の原稿依頼 

９月 ７日（木） 第３回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

９月 上旬    『小学校時報』１２月号原稿依頼（釧路市） 

９月 上旬    『小学校時報』２月号原稿依頼（会長・研修部） 

９月２９日（金）   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 

１０月 ６日（金） 道小情報 3 号の道小 HP 掲載    

１１月３０日（木） 会報「教育北海道」№３２１号の原稿締切 

１２月 ８日（金） 会報「教育北海道」№３２２号（30 年 7 月号）執筆者報告締切 

１２月１５日（金） 『道小情報・道中だより』号外の発行 文教施策・各課懇談会報告  

…今年度は 道小担当 （道中と道公教と連携して編集） 

１２月１８日（月） 第 4 回理事研修会及び道小結成 60 周年記念式典  

各種の記録・原稿作成 

 第 2 回情報部会 29 年度活動報告並びに 30 年度活動計画立案 

 【平成３０年】 

１月２２日（月）  道小情報 4 号の発行 道小 HP 掲載 

２月中旬     会報「教育北海道」№３２１号（道小結成 60 周年記念特集）の発行 

２月２３日（金） 第５回理事研修会   各種の記録・原稿作成（年間活動報告） 

３月 上旬    会報「教育北海道３２２号」（2018 年７月号）の原稿依頼 

中旬    道小情報５号の発行予定 道小 HP 掲載 

 


