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12 月

Ａ 大臣講演・あいさつ等
・令和 4 年

B

年頭の所感

文部科学大臣

3.12

866 号

デジタル庁と教育について

末松

伸介

4.1

デジタル庁国民向けサービスグループ教育担当

867 号

1月

4.1

867 号

GIGA スクール構想に関する
教育関係者アンケートについて

特集

4・5 月

3.5

今年度の重要施策と課題

デジタル庁国民向けサービスグループ教育担当

859 号

2月

■解説
・初等中等教育局
・総合教育政策局
・大臣官房文教施設企画・防災部
・大臣官房国際課・国際統括官
・スポーツ庁
・文化庁

868 号

教育データ利活用ロードマップについて

デジタル庁国民向けサービスグループ教育担当

■解説
・令和２年度公立学校教職員の人事行政状況調査について

初等中等教育企画課

3月

6月

3.6

860 号

1）義務標準法の一部改正等について

財務課

■解説
・教職員団体の組織の実態について
初等中等教育企画課

総合教育政策局調査企画教育 DX 推進室
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

C

3）人権教育を取り巻く諸情勢について

～人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］
児童生徒課
策定以降の補足資料～
3.7

861 号

愛知県立大学准教授／兵庫教育大学大学院客員准教授

9月

3.9

2）
「令和元年度学校教員統計調査」の報告
総合教育政策局調査企画課
について

862 号

11 月

3月

4.3

総合教育政策局教育人材政策課

864 号

D

2）教育再生実行会議第十二次提言

資

料

12 月

～ポストコロナ期における新たな学びの在り方について～

3.12

教員免許状の授与状況

内閣官房教育再生実行会議担当室

(2)

2022年3月号

869 号

『教師不足』
に関する実態調査」
及び公立学校
教員採用選考試験の実施状況」
について

総合教育政策局政策課

教育委員会月報

865 号

児童生徒課

863 号

総合教育政策局教育人材政策課

3.10

3.11

令和２年度「児童生徒の問題行動・不登校等生
徒指導上の諸課題に関する調査」結果について

葛西 耕介

教育職員等による児童生徒性暴力等の
防止等に関する法律について

10 月

860 号

総合教育政策局教育人材政策課

寄稿 校長の養成および研修の今日的課題

～国際比較調査を踏まえて～

3.6

1）国立の教員養成大学・学部及び国私立の
教職大学院の就職状況等について

初等中等教育局 GIGAstuDX 推進チーム

3.8

調査・統計

6月

GIGA スクール構想を推進する取組

8月

869 号

こどもに関する各種データの連携について

2）１人１台 端 末 環 境 下における先 端 技 術・
教育データの利活用について

7月

4.3

デジタル庁国民向けサービスグループ教育担当

―小学校 35 人学級の計画的な整備－

1）令和 2 年度文部科学白書

4.2
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総合教育政策局教育人材政策課

E

7月

シリーズ

3.7

861 号

■地方発！我が教育委員会の取組

4・5 月

3.5

地元のアスリートを育む支援プログラム

859 号

■地方発！我が教育委員会の取組

～地元オリンピアンが未来に繋ぐ～

～学級担任から学年担任へ意識の転換を図るチーム学年経営の取組～

～静岡茶を知ろう！飲もう！楽しもう！～

小学校高学年における一部教科分担制の導
入による学年経営力強化事業

静岡茶でつながる学校・家庭・地域の食育

横浜市教育委員会

■学校事務を核に広がる !! 学校マネジメント

3.6

862 号

住民に開かれた教育行政を目指す取組

～総合教育会議、 教育委員会会議等での実践～

860 号

北海道紋別市教育委員会

■地方発！我が教育委員会の取組

特別支援教育への理解と実践力の向上を目指して

11 年間の切れ目のない教育の実現

〜幼小連携・小中一貫教育の推進〜

3.8

■地方発！我が教育委員会の取組

静岡県教育委員会

6月

静岡県教育委員会

8月

しずおか型 学校の働き方改革推進プロジェクト
─分析・自律・創造─

北海道美幌町教育委員会

～通常学級担任と通級担当者の連携を通して～

新潟県上越市教育委員会

茨城県行方市教育委員会

新しい時代に対応できる人材の育成

9月

〜プログラミング教育の先行実施の取組を通して〜

3.9

863 号

■地方発！我が教育委員会の取組

奈良県宇陀市教育委員会

教育委員会はユーチューバー

草津市小中学校体力向上プロジェクトのキセキ

大阪府泉南市教育委員会

〜運動が好きな子どもの育成を目指して〜

■学校における働き方改革

滋賀県草津市教育委員会

全国の学校における働き方改革事例集について

あれから10年

文部科学省 初等中等教育局 財務課

〜施設一体型小中一貫教育学校開校までの歩み〜

■学校、 地域が活性化！地域とともにある学校づくり

宮城県女川町教育委員会

糸満の良さを引き継ぎ、誇れる子の育成

「特色」
と
「魅力」
ある小中一貫教育校への歩み
〜変革を支える５年間の方策〜

～通地域を学びのフィールドとして～

沖縄県糸満市教育委員会教育長 幸地 政行

徳島県佐那河内村教育委員会

10 月

校則・生徒指導のあり方の見直し

3.10

■地方発！我が教育委員会の取組

熊本市教育委員会

近い将来八街市を支える人材を育てる教育の推進

「企業による学びの応援プログラム」

～千葉工業大学との包括的な連携協定による実践～

〜企業等の社会貢献活動と連携した地域活動の活性化・
学校教育活動の支援をめざして〜

千葉県八街市教育委員会

堺市教育委員会

離島へき地から最先端の学びの町への挑戦

読み書き対応 Tsukuba モデルの取組について

～遠隔教育 「徳之島型モデル」 の概要と成果～

鹿児島県徳之島町教育委員会

〜発達性ディスレクシアの早期発見早期対応システムと
専門的教員の育成〜

■学校における働き方改革

茨城県つくば市教育委員会

県立高等学校における部活動改革

■学校、地域が活性化！地域とともにある学校づくり

～部活動数の適正化や地域移行の試行～

協働・協学・協育の町づくり

～一人一人が輝く持続可能な共生社会を目指して～

11 月

岡山県早島町教育委員会教育長 徳山順子

岐阜県教育委員会

3.11

865 号

■地方発！我が教育委員会の取組

■学校における働き方改革

ＩＣＴによる豊かな学びの保障

鳥取県における
「学校業務カイゼン」
の推進について

～時間のゆとりは心のゆとり「自ら変革」～

～ロードマップによる全員参加のタブレット活用～

香川県三豊市教育委員会

鳥取県教育委員会

(3)
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3月

いじめ対策の再構築

～いじめ防止と自殺予防の強化のために～

4.3

■地方発！我が教育委員会の取組

新潟県教育委員会

町ぐるみのキャリア教育の推進

■学校、 地域が活性化！地域とともにある学校づくり

～体験・評価・保幼小中高の連携を通して～

～コミュニティ・スクールの取組～

宮崎市版
「未来の教室」
の実現に向けて

人をつなぐ

福島県棚倉町教育委員会

未来へつなぐ 市川の教育
千葉県市川市教育委員会教育長

12 月

田中庸惠

3.12

～自ら答えを生み出す力を育てる教育への転換～

宮城県宮崎市教育委員会

866 号

■学校、 地域が活性化！地域とともにある学校づくり

■地方発！我が教育委員会の取組

地域と共にある学校づくりを目指して

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」
の実現に向けて

長野県教育委員会

～広島県教育委員会乳幼児教育支援センターの取組～

広島県教育委員会

F

夏季休業明け１８校の手作りオンライン授業

～市教委・学校間の危機意識の共有と方針の明確化～

２ 未来の学校へつなぐ「＃教師のバトン」プ
ロジェクトにご参加ください

～何より子供と教師が 「明るく元気」 であるために～

埼玉県戸田市教育委員会

4.1

「＃教師のバトン」プロジェクト担当

867 号

6月

■地方発！我が教育委員会の取組

ありのままの君を受け入れる新たな形
岐阜県岐阜市教育委員会

２ 在外教育施設派遣教師の募集について

～言葉の力が一人一人の学びの質を変える～

総合教育政策局国際教育課

秋田県横手市教育委会

4.2

3 自然災害時の文教施設における被害情報の
収集及び災害復旧に係る業務の大臣官房
文教施設企画・防災部への移管について

868 号

■地方発！我が教育委員会の取組

文教施設企画・防災部参事官付

オンライン生涯学習の推進

4 コロナ禍における各県の教育委員会が実施
した海外留学創出に繋がる先進的な取組み
事例について

東京都葛飾区教育委員会

０歳から１５歳 保幼小中一貫教育の推進

～子どもが地域に誇りと強い思いを持ち、自己の可能性を伸
ばす特色ある教育の推進～

官民協働海外留学創出プロジェクトチーム

5 新たな広報プロジェクト
「専修学校 # 知る専」
スタート！

千葉県南房総市教育委員会

■学校、 地域が活性化！地域とともにある学校づくり

～専修学校の「いま」を知る あなたの「未来」がここにある

ふるさとへの誇りや未来を創造する心の育成
を目指して

総合教育政策局専修学校教育振興室

7月

鳥取県教育委員会

3.7

オンライン参加者募集について

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全室

千葉県教育委員会

(4)
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861 号

令和３年度「学校における男女共同参画研修」

■学校における働き方改革

プランを中心に業務改善を支援

860 号

研究開発局環境エネルギー課

「言語活動の充実」による授業改善

～コミュニティ・スクールの取組～

3.6

１２１世紀末の日本の気候はどうなる？
「日本の気候変動 2020」

岐阜市立草潤中学校の挑戦～

～ＩＣＴを活用した学びの仕組み作り～

859 号

初等中等教育企画課

戸田市の小・中学校の働き方改革

2月

3.5

１ 教育委員会関係事業の開催予定について

■学校における働き方改革

～不登校特例校

お知らせ

4・5 月

福岡県春日市教育委員会

1月

869 号

2022年3月号
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8月

3.8

＃せかい部 加盟校を募集中

862 号

官民協働海外留学創出プロジェクトチーム

10 月

3.10

864 号

専門高校等の生徒による学習成果発表の祭典
さんフェア埼玉 2021

～夢と技術

彩の国から未来へ～

初等中等教育局参事官付産業教育振興室

11 月

3.11

865 号

コロナ禍でも留学機運醸成に繋がる
独自の強みを活かした取り組みを行っている
県教委の事例

官民協働海外留学創出プロジェクトチーム

令和３年度 教育課程研究指定校事業
研究協議会のオンライン形式での開催

国立教育政策研究所教育課研究センター

令和３年度「学校における男女共同参画研修」
オンラインの実施について
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

12 月

3.12

866 号

歌舞伎俳優・歌舞伎音楽（竹本・鳴物・長唄）
・
文楽・大衆芸能（太神楽）研修生募集

文化庁企画調整課

1月

4.1

867 号

専門高校等の生徒による学習成果発表の祭典
さんフェア埼玉2021

～夢と技術

G

彩の国から未来へ～報告

初等中等教育局参事官付産業教育振興室
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