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　全連退の伝統を築いた先達を始め、これまでの部会・委員会は本会の綱領に
示されている「教育の尊重の気運を高め、日本の教育の振興に寄与すること」
を念頭に活動し、多くの研究物を発表してきた。
　その内容は学校教育、家庭教育、社会教育に関するものに止まらず、学校制
度等に関するもの、望ましい教師像の提言、生涯学習の在り方に関するもの等、
全連退としての意見、提言に満ちている。
　大きな節目に当たる設立50周年に今日までの「教育界の大きな流れ」に沿って、
全連退の研究物を改めて検討し整理を行った。
　なお、この研究物をご覧になりたい方は、本事務局にお問い合わせ下さい。

全連退50年の活動及び調査・研究の歩み

研　究　物　一　覧
○　冊　子

・教育混乱の原因を探る	 昭和44年	 ・教育界に人材を誘致する方策	 昭和45年

・第三次教育改革を探る	 昭和45年	 ・週休二日制に関する調査	 昭和48年

・退職校長の社会活動の調査	 昭和50年	 ・社会教育に関する問題点	 昭和51年

・現下教育の課題	 昭和52年	 ・望ましい教員像	 昭和53年

・退職校長の公的教育職	 昭和53年	 ・問題少年指導の手引き１・２・３	昭和54～56年

・現職校長との連携１・２	 昭和57・58年	 ・退職校長の活動状況１・２	 昭和59・60年

・教育改革に対する提言１・２・３	 昭和59・60・62年	

・会員の生きがいの調査	 昭和61年	 ・会員の生涯学習調査	 昭和62年

・組織運営の充実強化	 平成元年	 ・組織の活性化	 平成２年

・組織上の問題点	 平成３年	 ・退職校長会の実態調査	 平成４年

・特色ある生涯学習実践事例集１・２	 平成４・５年	

・児童の権利について	 平成５年	 ・情報公開について	 平成６年

・生涯学習推進体制の前進	 平成６年	 ・家庭教育の在り方	 平成10年

・基礎・基本そのとらえかた１・２	 平成10・11年	

・学校を開く	 平成12年	 ・評価のあり方	 平成13・	14年

・生涯学習への道をたどる	 平成16年	 ・義務教育の学校のあり方	 平成15～17年

・教育の日10年の歩み	 平成20年	

○年間活動・研究報告	 平成７～24年	 各年の各部・各委員会の研究物をまとめる

○年間紀要	 平成25・26年	 年間活動・研究報告の名称変更
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研究物の主な内容による分類の記号　Ａ：学校教育　Ｂ：家庭教育・社会教育　Ｃ：教員　Ｄ：学校制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ：退職校長の生きがい　Ｆ：全連退組織
部会・委員会の略　研究調査部⇒研究調査　教育改革調査研究委⇒教育改革　生涯学習推進部⇒生涯学習
教育振興対策部⇒教育振興　中教審対策委⇒中教審　福利厚生部⇒福利厚生　教育課題刷新委⇒教育課題
教育基本法対策委⇒教育基本　教育の日推進委⇒教育の日　出版委⇒出版　高校問題研究委⇒高校問題　
事業委⇒事業　総務部⇒総務　会計部⇒会計　会報部⇒会報　会旗制定委⇒会旗　事務局⇒事務　出版事
業委⇒出版　教育課題答申委⇒答申委　生涯福祉部⇒生涯福祉　広報部⇒広報　ＨＰ検討作成委⇒ＨＰ検討

教育界の大きな流れ 全 連 退 の 活 動 と 調 査・ 研 究
研究題目（分類） 内　　　　　　　　　　容

昭和40年 1965年
（全国連合退職校長会
結成）
高校進学率70％超える
小中学力検査実施

昭和41年 1966年
中教審「後期中等教育
拡充整備」答申
文部省教育白書「青少
年の健康と体力」

昭和42年 1967年
文部省「道徳指導の諸
問題」配布

昭和43年 1968年
小　学習指導要領告示
（Ｓ46年度より実施）
中教審「わが国の教育
のあゆみと今後の課
題」答申
大学紛争起こる

昭和44年 1969年
高校紛争起こる 教育混乱の原因

をさぐる（アン
ケート処理委員
会）ＡＢ

１　学園紛争の原因　２　家庭教育の欠陥　３　国民生活の
憂慮点についてのアンケート調査　161通の回答　１は大学の
在り方、教師の責任、高校教育の問題点、政治体制、教育制
度の問題点、現代社会の問題に分類　２は親子関係の実態、
教育に対する認識等に分類　３は過った民主主義等に分類

義務教育諸学校の教科
用図書の無償法律
中　学習指導要領告示
（Ｓ48年より実施）

昭和45年 1970年
高　盲聾養小中学部学
習指導要領告示

教育界に人材誘
致方策（研究）Ｃ

１　社会的地位の向上　２　教員の待遇改善　３　研究制度
の確立　４　教員養成制度の改善についてアンケート調査

昭和46年 1971年
中教審「今後における
学校教育総合的な拡充
整備のための基本施
策」答申

「第三次教育改
革を探る（研究
調査）ＡＣＤ

中教審答申に対する各都道府県代表278人の意見のまとめ、（　）
は最も多かった意見と賛成者数　１　学制の問題（５・４・
４制152人）　２　幼稚園の義務化（幼保一本化192人）３　市
町村の幼稚園設置義務化（必要250人）４　中等教育（多様な
コースの選択履修　賛成201人、コースの多様化　賛成132人）
５　義務教育段階の能力別学級編成（反対169人）６　公立、
私立学校に関する地方行政の一元化（賛成182人）７　５段階
給与（賛成206人）

教育職の給与等に関す
る特別措置法
教育制度検討委員会
「日本の教育はどうあ
るべきか」第１次報告

昭和47年 1972年
教育制度検討委員会
「日本の教育どう改め
るべきか」第２次報告
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昭和47年 1972年
教育職員養成審議会
「教員養成の改善方策
について」建議
学制百年記念式典

昭和48年 1973年
人材確保法公布「日本
の教育はどうあるべき
か」第３次報告

週休二日制に関
する調査（研究
調査）Ｄ

週休二日制に関するアンケート調査、都道府県の会員116人の
意見のまとめ、賛成７人、反対26人、条件付賛成80人、その
条件としては、社会教育の充実を上げた方が多い

昭和49年 1974年
社会教育審議会「在学
青少年に対する社会教
育の在り方」建議
学校教育法施行規則一
部改正（教頭職法制化）
教育制度検討委員会最
終報告「日本の教育改
革を求めて」
高校進学率90％超える

昭和50年 1975年
学校教育法施行規則一
部改正（主任法制化）

10周年記念誌発
行Ｆ
退職校長社会教
育活動調査（研
究調査）Ｅ

１　現在就任している職名　２　特技を生かした指導例の調
査

昭和51年 1976年
教育課程審議会「教育
課程の基準の改善につ
いて」答申（ゆとりと
充実指導内容３割減）

社会教育に関す
る問題点、特に
退職校長の関係
について（研究
調査）ＢＥ

社会教育の中で退職校長の関わりに関する14項目について意
見を聞き、25都道府県県からの回答を集め、要望をまとめた

昭和52年 1977年
小中　学習指導要領告
示（ゆとりと創意）

「現下教育の課
題」（研究調査）
Ｃ

第１部　教員養成、研修、現職教育　第２部　望ましい教員
像について５名ずつの意見を求め40都道府県から回答を得る
教員養成大学設置等の要望あり、教師像については多くの多
義多様な意見が寄せられた

大学入試センター発足

昭和53年 1978年
高校　学習指導要領告
示
　

「望ましい教員
像」－よい先生
とは（研究調査）
ＣＤ

父母、一般社会人に対する調査、319人の回答が寄せられた
望ましい教師像では、使命感、教育専門職としての教養、教
育技術等の多くの意見が寄せられた

中央教育審議会「教員
の資質能力の向上につ
いて」答申

退職校長は、ど
のような公的教
育職についてい
るか（研究調査）
Ｅ

文化財専門員、教育委員等多くの職について活躍

文部省初中局長通達
「教育上特別な取り扱
いを要する児童生徒の
教育措置について」
特殊教育百年記念式
国公立大学共通一次試
験開始

昭和54年 1979年
養護学校教育義務制実
施

問題青少年指導
の手引き１（研
究調査）ＡＢ

警察庁、警視庁、文部省、家裁等から提供された青少年の非
行や自殺の実態を知る資料、統計、指導事例をまとめたもの

昭和55年 1980年
校内暴力・非行防止通
達

問題青少年指導
の手引き２　実
践事例（研究調
査）ＡＢ

本会員が現職校長等との懇談会や研修会やＰＴＡ等のテキス
トとして作成
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昭和56年 1981年
中央教育審議会「生涯
教育について」答申

問題青少年指導
の手引き３　指
導対策これでよ
いのか（研究調
査）ＡＢ

問題少年の指導に各都道府県当局の方策についてのアンケー
ト調査の結果をまとめたもの

青少年問題審議会「青
少年問題に関する提
言」提出
社会教育審議会「青少
年の徳性と社会教育に
ついて」答申

昭和57年 1982年
青少年問題審議会「青
少年の非行問題行動へ
の対応について」答申

現職校長との連
携健全育成　１
（研究調査）Ａ

①連携校長会の開催数　②協議内容　③特色事項　④問題点、
隘路　⑤全連退刊行の手引きの活用状況　⑥今後の課題等　
の対応　38都道府県の報告と7道県の実践事例の紹介

昭和58年 1983年
文部省初中局長通知
「公立の小中学校にお
ける出席停止等の措置
について」

現職校長との連
携健全育成　２
（研究調査）Ａ

昨年度の県段階と同じ調査項目で、今年度は、郡市段階の調査	
38郡市の報告と39郡市区の実践報告、及び座談会記録

中曽根首相「教育改革
七つの構想」発表
中教審「教科書の在り
方について」答申

昭和59年 1984年
学校教育法施行規則一
部改正（公立高校入試
の弾力化）

「退職校長の活
動状況」（研究
調査）Ｅ

会員の活動状況の実態調査、教育委員会関係、私学関係、国
及び地方自治体関係、法務関係、民間各種団体関係、個人的
活動についてその調査結果を基に研究会をもつ

臨時教育審議会発足 教育改革に対す
る提言（教育改
革研）ＡＢＣＤ

提言内容は、１　教育の現状　２　教育問題の根本原因　	
３　教育改革の基本的視点　４　教育改革の方向と主な課題
についてからなる。国民的基礎資質を育成するための地域に
根ざした経営、教員の資質の向上等が重要

昭和60年 1985年
臨時教育審議会「教育
改革に関する第１次答申」

「退職校長の活
動状況２」（研
究調査）Ｅ

Ｓ58年退職会員を対象に、高齢化社会の一員としての活動状
況とこれからの生きがいの調査

東京・区立中学生いじ
めを苦に自殺 教育改革に対す

る提言２（教育
改革研）ＡＢＣＤ

提言の作成には、校長として長い教職体験に基づく、率直な
提言等がまとめられている文部大臣「いじめの問

題の根絶について」
20周年記念誌に
かえて会報77号
発刊Ｆ

昭和61年 1986年
臨時教育審議会「教育
改革に関する第２次答
申」

会員の生きがい
に関する調査
（研究調査）ＥＦ

今後どのような生きがいを希望するするか等について調査の
結果をまとめたもの

昭和62年 1987年
臨時教育審議会「教育
改革に関する第３、第
４次答申」

教育改革に対す
る提言―第１、
２、３次のまと
め（教育改革研）
ＡＣＤ

第３次提言　１　学校教育改善の基本方策　２　教育内容・
方法の改善について　３　家庭教育、社会教育の改革につい
て　４　教育課程の基準の改定に対して提言

教育課程審議会「教育
課程の基準の改善」答申

会員の生涯学習
に関する調査
（研究調査）ＥＦ

生涯教育の推進状況、推進母体、生涯学習推進状況等の項目
に対して調査を行い、回答を考察

教育職員養成審議会
「教員の資質能力の向
上方策について」答申

昭和63年 1988年
幼　教育要領、小中　
学習指導要領告示（個
性をいかす）
単位制高校制度発足
文部省生涯学習局新設
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昭和64年・平成元年 1989年
初任者研修始まる 「組織運営の充

実強化につい
て」（研究調査）
Ｆ

１　組織作りと充実について会員の加入状況等　２　未加入
の退職者への今後の対策　３　関係教育機関等との連携につ
いて　４　全連退運営についても調査

高　学習指導要領告示
国連総会「児童の権利
条約」採択
中教審「生涯学習の基
盤整備について」答申

平成２年 1990年
大学審議会「大学教育
の改善について」答申

「組織の活性化」
（研究調査）Ｆ

組織活性化に関する調査　①各都道府県退職校長会の運営機
構・活動組織　②運営・事務処理　③定期総会　④活性化の
ための行事　⑤会員の拡充対策等についての調査

平成３年 1991年
14期中教審「新しい時
代に対応する教育の諸
制度の改革」答申

「組織上の問題
点」（研究調査）
Ｆ

各都道府県退職校長会の組織及び運営の問題点の調査

学校教育法施行規則一
部改正（週５日制）

平成４年 1992年
生涯学習審議会「今後
の社会の動向に対応し
た生涯学習の振興方策
について」答申

「支部の実態調
査」（研究調査）
Ｆ

活性化の実態について　①運営上の活性化のために　②新会
員の勧誘の方策と実績について　③問題点等の調査

高等学校教育改革に関
する会議１、２次報告

特色ある生涯学
習実践事例集
―心豊かに生き
る―（生涯学習）
Ｅ

１　いきいき生涯学習実践編　①子どもの人間形成ボランテ
ィア　②生きがいを求める生涯学習　２　がっちり体制づく
り実践編　①生涯学習の推進体制　②生涯学習地域づくり　
③生涯学習の指導者（計33事例）

学校教育法施行規則一
部改正（単位制高校総
合学科開設等）
「児童の権利に関する
条約」国会批准

平成５年 1993年
高等学校教育改革に関
する会議３、４次報告

「児童の権利」
（教育振興）Ａ

「児童の権利に関する条約」との関連を踏まえて一問一答集

学校週５日制スタート
（毎月第２土曜日）

特色ある生涯学
習実践事例集２
心豊かに生きる
（生涯学習）Ｅ

前年度に引き続いての実践報告　１　子どもの人間形成ボラ
ンティア（14事例）　２　地域いきいき生涯学習（15事例）

業者テスト自粛通達

平成６年 1994年
文部省いじめ対策緊急
会議アピール発表

「情報公開」（教
育振興）Ａ

「児童の権利に関する条約」の正しい解釈、定着を願い、「情
報公開」についての一問一答集を作成　１　児童の権利条約
が目指しているもの　２　条約の中で使われている自由や権
利等の11問

学校教育法施行規則一
部改正（週５日制次年
度月２回）

子どもの姿から
教育を考える―
新学力観の理解
に向けて―（教
育振興）ＡＢ

新しい学力観の理解と育成を目指して　１　知育・徳育・体
育の面から見た子どもの実態　２　家庭地域に期待すること
等のまとめ

阪神・淡路大震災発生 生涯学習推進体
制の前進（生涯
学習）Ｅ

退職校長会としての生涯学習指導者・講師名簿等の作成

平成７年 1995年
「いじめ問題への取組
の徹底等について」文
部省初中局長通知

30周 年記念誌
「連帯の絆」Ｆ
特色ある生涯学
習実践事例集３
―心豊かに生き
る―（生涯学習）Ｅ

本年度も20事例を取り上げ発表
文部大臣緊急アピール
「かけがえのない子ど
もの命を守るために」

21世紀に生きる
子どもの教育を
考える（教育振
興）Ａ

社会の変化に応じて、家庭や地域社会と学校がどのように連
携して指導に取り組むかを研究　①社会の変化と価値観の変
化　②新しい教育観と新学力観　③子どもの実態　④体力と
根性　⑤育成が望まれる心と態度　⑥家庭に期待されること
　⑦地域的教育力の回復　⑧新学力観による教育の推進
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平成８年 1996年
生涯学習審議会「地域
における生涯学習機会
の充実方策について」
答申

「日本人として
の自覚、日本人
の育成」（教育
振興）ＡＢ

①これからの学校教育の在り方　②教科書はこれでよいか　
③「生きる力」を育てる教育　④学校、家庭、地域における
教育の充実等、日本人としての身につけさせたい素質を探る

不登校小中生徒８万人
を超える

学校経営上の問
題点、道徳教育
の実態調査（教
育振興）ＡＢＣ

各県小２校、中１校の現職校長を対象にアンケート調査実施
小63人、中29人の回答結果　①学校で忙しい事項（小）会議（中）
課外活動　②経営上の問題点（小）教職員の資質（中）教員
組織中教審　第１次答申

「21世紀を展望した我
が国の教育の在り方に
ついて」

特色ある生涯学
習実践事例集４
（生涯学習）Ｅ

模範的な生涯学習の実践事例18を示す

平成９年 1997年
中教審第２次答申「21
世紀を展望した我が国
の教育の在り方につい
て」（飛び入学・中高
一貫教育）

教育課程審議会
「中間まとめ」
に対する意見、
徳性を育む心の
教育に関する調
査（教育振興）Ａ

道徳教育の現状と課題について、現職、退職校長1278人にア
ンケート調査、1178人（内現職151人）の回答を得る。結果の
まとめ　１　行政に関して―徳性を育む教育の充実には、家
庭教育の回復、大人の倫理観の是正が必要　２　学校の道徳
教育の課題―教師の自覚と熱意が必要　３　家庭の心の教育
―あまり期待できない　４　その他―退職校長ですべきこと
等

神戸市小学校殺害事件 教育改革と教育
支援活動（生涯
学習）Ｅ

「地域の子どもは地域で育てる」体制づくりに関わって、現職
小中学校長を対象とした調査　１　学校・家庭・地域の連携
の実態等と問題点―学校と地域差が大きい、開かれた学校に
するための努力不足、親は自分の子ども中心、地域の人間関
係が希薄化　２　地域教育連絡協議会について―約３分の２
の方が設置賛成　３　退職校長（会）の教育支援活動―賛成
が多かった

通学区域弾力化 家庭の教育力の
充実のために
（中教審）Ｂ

「家庭教育の果たすべき役割」について研究討議　①家庭教育
を考える場合の条件―家族構成の変化と高齢化、家族と家庭
の変化、親の意識の変化、子育ての意識の変化、親の権威の
変化　②親の役割―必要な母性原理・父性原理と役割

平成10年 1998年
中教審「幼児期からの
心の教育の在り方」答
申（家庭の役割強調）

「徳性を育む心
の教育」（教育
振興）Ａ

先の実態調査を基に次の４分野から道徳教育の現状、問題点、
課題、対策について考察した。①学校教育に関しては―実施
状況は幼・小は肯定的、中・高は否定的である　②家庭教育
に関して―親の責任感、考え方に左右され期待できない74％
　③地域や社会に関しては―こころの教育は実施されていな
い79％　④国や行政に関しては―日本の教育の理念を示し、
国民としての自覚、誇りを持たせることが必要

教育課程審議会「生き
る力、総合的な学習の
時間、ゆとりを目指し
小中学校授業内容３割
削減等」最終答申 「教育改革と教

育支援活動」（生
涯学習）Ｅ

前年度実施した調査を今年度は退職校長961人にお願いし810
人から回答があった　１　学校荒廃、教育改革、学校・家庭・
地域の連携に関して―マスコミが騒ぐほど学校は荒廃してい
ない、教育改革は積極的に進めるべきという意見と慎重に進
めるべきが半々　三者の連携は良い（12％）普通（43％）２
　地域教育連絡協議会の設置―賛成90％　３　退職校長の教
育支援―現役を側面から援助する79％

幼　教育要領、小中高
盲聾養　学習指導要領
告示

中教審「今後の地方教
育行政の在り方につい
て」答申 基礎・基本のと

らえかた（中教
審）Ａ

１　基礎・基本の概念　２　学校教育での基礎・基本　３　
国語科、社会科、算数・数学科、理科の基礎的・基本的内容
と問題点

平成11年 1999年
生涯学習審議会「生活
体験、自然体験が日本
の子どもの心をはぐく
む」「学習の成果を幅
広く生かす」答申

「徳性を育む心
の教育」（教育
振興）ＡＥ

44都道府県、９政令都市における会員の活動状況調査、退職
校長会員が務める割合は教育長が４％の県、教育委員は39％
の県、56％の市となっている。公的機関の長となっている施
設は、教育相談所、博物館17％、教育振興対策の組織のある
ところ30％、徳性を育む心の教育の取り組みとしては、社会
教育の支援のかたちでが38％

学校教育法施行規則一
部改正（学校評議員制
度、校長・教頭の資格
要件緩和、職員会議の
位置付け）

退職校長の教育
支援活動（生涯
学習）ＡＥ

平成９、10年度の調査を基に、退職校長の教育支援活動の推
進に関する考察と提言　１　退職校長会としては、学校との
密接な連携と、協力に心がける、行政に対し支援活動の理解
と協力を深める、地域との連携を心がけるなど　２　退職校
長としては、元校長の意識を捨て、一住民としてボランティ
ア精神に心がける、自らの研修、日々の精進に努めるなどを
提言

国旗及び国歌に関する
法律公布
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平成12年 2000年
教育改革国民会議最終
報告（小中高での奉仕
活動を実施、教育基本
法の見直し、「教育の
日」制定）

日本の教育はこ
れでいいのか」
（出版）
ＡＢＣＤ

１　日本の教育の理念を明確に　２　学校教育の在り方を問
い直す　３　家庭の教育力の回復を目指して　４　地域社会
の形成と大人自身の責任の自覚を　５　教育制度の見直しと
再検討

第１回教育改革推進本
部会議「21世紀教育新
生プラン」レインボー
プラン（７つの重点戦
略）決定

退職校長の教育
支援活動実践事
例―教育支援活
動の活性化を期
待して―（生涯
学習）Ｅ

教育支援活動の実践事例を全国から100事例収集でき、本年そ
のうちの17事例を紹介　１　ＣＲＰ子育て相談　２　三重町
菅尾文化財愛護少年団とともに　３　町あげての「菱町カル
タづくり」　４　カブトムシを育てて　等

「地域に開かれ
た学校」開かれ
た学校作り、今
学校に求められ
るもの（中教審）
Ａ

教育改革国民会議は、地域の信頼に応える学校つくりを提言
している。本年度は「開かれた学校」に焦点を当てた。内容
は　１　学校を開くこととは　２（１）学校の現状（２）開
かれた学校　３（１）特色ある学校づくり（２）教職員の意
識を変える（３）人権・生命の尊重

「教育憲章」の
制定提言（教育
振興）Ａ

教育基本法を具体的に補完すべく、前文と９項目からなる「教
育憲章」（案）を作成し、国に教育憲章の制定を提言

平成13年 2001年
大阪教育大学付属池田
小学校事件

「教育基本法の
見直し・改正を
求めて」（教育
基本）ＡＢＣＤ

退職校長1200人、現職校長260人にアンケート調査、87％の回
答があった　１　教育基本法見直し・改正―必要58％　２　
回答の理由　必要―時代が変わった、日本の伝統・文化の尊重、
愛国心が欲しい、家庭・社会の教育を補足する　不要―平和
国家の形成者の養成にふさわしい、流行に振り回されない

不登校は過去最高小中
合計で134,000人

「教育憲章」修
正案・実践事例
（教育振興）
Ａ

１「教育憲章」の制定を国に求めた理由　２「教育憲章」（案）
についての会員、現職校長からの意見を基に修正案作成　３
「教育憲章」（案）の９項目の内容に関わる実践事例４項目の
紹介

文科大臣、中教審に「新
しい時代にふさわしい
教育基本法の在り方」
について諮問

生潅学習・教育
支援活動につい
ての調査―社会
教育法の一部改
正をふまえて
（生涯学習）Ｅ

教育支援活動についての会員の意識調査、1041人に依頼、883
人の回答を得る　１　生涯学習について―学習の成果をポラ
ンティア活動に生かす（89％）２　教育支援活動について―
地域住民と協力して行う（48％）３　これからの教育支援活
動―学校からの依頼があれば活動（87％）文科省「学びのすすめ」

発表
文科省「心のノート」
配布

年金・叙勲・高
齢者医療の現状
と課題（福利厚
生）ＥＦ

１　年金　２　高齢者医療　３　叙勲　４　長寿会員に対す
る祝賀　５　再雇用・再任用

平成14年 2002年
完全学校週５日制実施 教育憲章調査報

告・実践事例（教
育振興）Ａ

会員以外の方々370人を対象にアンケート調査、「教育憲章」
（案）に概ね賛成77％、慎重に検討せよ15％、反対２％という
結果であった。また、昨年に引き続き実践事例を９事例紹介

中教審「青少年奉仕活
動・体験活動の推進方
策等について」答申

「教育基本法見
直し・改正を求
めて」（教育基
本）ＡＢＣＤ

全連退として作成した「改正教育基本法作成上の基本的な考
え方」「改正教育基本法」中教審基本問題部会に送付する。ま
た、中教審の中間報告と比較検討

中教審「子どもの体力
向上のための総合的な
方策について」答申

生涯学習・教育
支援活動につい
ての調査と考察
２―学校教育支
援活動の充実―
（生涯学習）Ｅ

前年度実施したアンケート調査の自由記述された回答につい
てのまとめ、考察と学校教育支援活動を充実するための提言

中教審「新しい時代に
ふさわしい教育基本法
の在り方と教育振興基
本計画について」答申

「評価について」
（中教審）Ａ

平成13年度から「評価の在り方」について研究討議を進めて
きたことの中間まとめ

「これからの学
校における評価
の在り方」（全
連退編著）Ａ

中教審対策委員会が２年間研究した結果を冊子として発表。
内容は、評価についての基本的な考え方、教科における評価
の方法、総合的な学習の時間と評価、学校評価等文科省「特別支援教育

の在り方に関する調査
研究協力者会議」最終
報告 「教育の日」制

定の推進（教育
の日）ＡＢ

アンケート結果「教育の日」制定状況
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平成14年 2002年
「気迫ある管理
が新しい学校を
創る」（教育課
題）ＡＢＣ

１　基礎的・基本的な内容の定着　２　管理職の責務　３　
家庭・地域の教育力　４　教育基本法の改正　５　「教育の
日」・「教育憲章」の制定

平成15年 2003年
文科省「外国語教育特
区」「幼保一本化」等
構造改革特区第一弾発
表

「教育憲章」（案）
の検討と普及活
動（教育振興）
Ａ

平成14年に修正を加えた「教育憲章」（案）の９項目について、
普及活動を容易にするため、その解説をコンパクトにまとめ
た

文科省「不登校への対
応の在り方」通知

生涯学習・教育
支援活動の実態
調査３（生涯学
習）Ｅ

平成13年度の調査の際、全国から寄せられた実践事例の中か
ら17事例を取り上げ、分類・整理して実践事例集としてまと
めた　１　学校支援活動―15事例　２　その他の支援活動―
２事例

中教審　小中学校に
「栄養教諭」制度の創
設答申

「学校」を考え
る（教育課題）
ＡＤ

現在、教育課題を最も多く抱えている教育現場の「学校」に
ついて研究討議を行った　１　学校の定義、その課題　２　
学校は何のためにつくられたか　３　学校は何をするところ
か

中教審「地域運営学校
の設置」答申

平成16年 2004年
文科大臣「義務教育の
改革案」発表

40周年記念誌発
刊　Ｆ

40年間の研究物を資料として掲載

文科大臣「義務教育制
度の弾力化、教員養成
の大幅改革、学校・教
育委員会改革等」発表

教育憲章の普及
推進活動（教育
振興）Ａ

教育憲章について共通理解をはかるための学習、学校見学等
による普及活動の方策を研究

生涯学習の在り
方を探る（生涯
学習）Ｅ

生涯学習発展のための方策の研究とその実践報告　１　事例
集の活用　２　実地見学での学習　３　アンケート調査を活
用

文科大臣「甦れ、日本」
公表

叙勲受賞者の実
態と関係機関へ
の要望（福利厚
生）Ｅ

平成11年から15年の５年間の受賞者数と有資格数による受賞
率の調査を各都道府県退職校長会から回答。結果を関係省庁
への要請に生かす。15年度叙勲者数608名、有資格者の１％

文科省「高校教育課程
実施状況調査結果」発
表

「教育の日」制
定運動推進の方
策（教育の日）
ＡＢ

制定運動の実践事例を９都県紹介し、その方策を探求しこれ
からの活動に生かす。「教育の日」制定は、18都県、33市町村、
未制定は、29道府県

義務教育の学校
を考える（教育
課題）ＡＤ

義務教育の意義・役割、学校教育の意義・役割を追求し義務
教育の課題と問題点を探る研究

中教審「今後の学校の
管理運営の在り方」に
ついて答申、地域運営
学校の創設などを提言

「教育基本法」
の見直し、改正
を求めて（教育
基本）ＡＢＣＤ

平成15年文科大臣に提出した「新しい時代にふさわしい教育
基本法と教育振興基本計画の在り方について」を更に見直し
意見を提出　これと政府与党案と比較して検討を加えた案に
ついて研究経過をのべたものである

本出版（事業）Ｆ 「揺るぎない信念で新しい学校を創る」を発刊
国立大学法人、発足へ 生涯学習への道

をたどる（生涯
学習）Ｅ（単行
冊子）

本会が行っている生涯学習の研究の歩みと今後への発展を記
述し、集大成したものである　会員の生きがいは何かを追求
し調査研究　平成の時代になり生涯学習を推進することが重
要となり多くの実践収集し紹介、学習で身につけた事を多く
の方に役立つ活動へと発展し、今は、教育支援活動へと大き
く輪を広げている

本会の綱領制定
（総務）Ｆ

設立40周年を記念して「全国連合退職校長会綱領」を制定

平成17年 2005年
中教審「幼児教育、高
等教育について」答申

これからの義務
教育の学校の在
り方」（教育課
題）ＡＢＣＤ
平成15、16、17
年度の継続研究
（単行冊子）

平成15年度に「学校を考える」というテーマで研究・協議を
始め、平成16年度には、学校教育の基本は義務教育にあるこ
とから、「義務教育の学校を考える」というテーマに発展して
研究・協議を進め、２年間のまとめとして、「中間のまとめ」
を小冊子にした。さらに、平成17年度に、これまでの総まと
めとして、「これからの義務教育の学校の在り方」というテー
マで提言すべき研究・協議を行った。この３年間の研究・協
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平成17年 2005年
文科大臣「ゆとり教育
転換」を示唆

議の結果を、現職の管理職をはじめ教職員の方々に参考にし
ていただくため小冊子として刊行　その内容は、１　義務教
育の学校の目的　２　義務教育の学校の役割　３　これから
の義務教育の学校での教育内容・方法　４　義務教育の学校
の運営管理　５　義務教育の学校の教員の資質　６　義務教
育の学校と家庭・地域

文科省「学校選択制に
ついて調査結果」公表
「食育基本法」成立

山口県立光高校爆発事
件

教育憲章（案）
の普及啓発活動
（教育振興）Ａ

本会が平成12年度に作成した「教育憲章」の普及啓発活動を
進めているが本年度の活動をまとめたもの　１　現職校長に
研究会資料を送付し感想意見を求める　２　学校訪問し、普
及啓発する　３　黒石市が作成した「教育憲章」の作成経緯
等の情報交換

文科省「義務教育に関
する意識調査」結果発
表（総合学習について）

「教育の日」制
定推進の全国的
な状況につい
て」（教育の日）
ＡＢ

平成10年に制定を目指して８年目になり、１　実施状況のま
とめ　２　「教育の日」に行われている活動の紹介と成果と課
題について　３　未制定県の課題と取り組み状況にについて
　４　今後への課題等をまとめる。「教育の日」制定は25都県、
46市町村

中教審「大学院教育に
ついて」答申（新時代
の大学院教育）

会員は生涯学習
をどのように考
えているか（生
涯学習）Ｅ

会員が生涯学習をどのように考えているか、どのように参加
しているか、関与しているか等についてアンケート調査1073
人にお願いし1001人から回答　回答を考察し、会員の生涯学
習のとらえ方をまとめた。特に本会の生涯学習推進部への要
望を今後の活動への参考とする

中教審「義務教育費国
庫負担金制度の維持に
ついて」答申

特色ある再雇用
制度の確立を目
指して（福利厚
生）Ｅ

各都道府県における再任用条例の調査を行い、特色ある内容
と任用の現況についてまとめることにした。そのために今後
の各県の再任用の制度の充実・改善に資することを目的に、
各県に対して「条例の写し」の再任用の実態報告をお願い。
調査の結果として、各県で特色が見られず、殆ど形式・内容
が共通。東京都公立学校再雇用職員設置要綱を掲載している。
共済年金問題として、職域加算存続の活動を続けてることを
述べる

政府・与党「義務教育
費の国庫負担率引き下
げ」で合意

これからの義務
教育の学校の在
り方を考える（教
育課題）ＡＢＣＤ

前述の平成17年度の研究を行った部分を追加掲載

中教審「特別支援教育
について」答申　障害
種別を超えた「特別支
援学校」とする

教育基本法の改
正を目指して
（教育基本）Ａ
ＢＣＤ

平成16年に「教育基本法（案）を作成し、文科大臣に提出し
たがその後、教育基本法改正に対する世の動きが低調であっ
た中で、文科大臣が「地方分権時代における教育委員会の在
り方」について、中教審に諮問した。その中の「学校と教育
委員会との関係及び学校の自主性・自律性の確立」に関する
部分を検討した結果を土橋会長が中教審義務教育特別部会で
意見陳述した。その内容を掲載している。内容は、国の責務、
学校と市町村との関係を問う等の13項目にわたっている

上記の会長の意
見「レジュメ」
紹介（総務）
ＡＢＣＤ
教育尊重の気運
を高め日本の教
育振興に寄与し
たい（出版）
ＡＢＣＤ

全連退の綱領に掲げた「日本の教育振興に寄与する」を具現
化した出版物で「揺るぎない信念で新しい学校を創る」の紹
介

会計内容の改善
（会計）Ｆ

会計内容を明確にすること及び財政健全化への方向性を示す

平成18年 2006年
文科省「教育改革のた
めの重点行動計画」発
表「新しい義務教育を
創造する」「国際社会
の中で活躍できる心豊
かでたくましい人づく
り」

文科省等への要
望（総務部）
ＡＣＤＥ

文科省、教育再生会議等への要望、意見具申の概要を掲載

「地方分権化に
伴う教育上の影
響に関する調
査」の報告（教
育振興）ＡＢＣＤ

地方分権化に伴う教育上の影響に関しての調査を各都道府県
にお願いした。教育費の増減、予算総額に対しての教育費の
割合、総額裁量制による予算、規制緩和による「教育特区」
等について回答を得ている。回答から多くの課題が浮き彫り
されている。回答が自由記述であったので読み取り方によっ
て対立する意見や矛盾する意見が出たりした

中教審「小学校英語科
必修化について」提言

「教育の日」の
拡充を目指して
（教育の日）ＡＢ

「教育の日」の活動について滋賀県と福岡県筑後市の事例発表、
北海道と群馬県前橋市の「教育の日」制定の経緯の事例発表
掲載。「教育の日」制定は26都道県、46市町、１支庁２地区
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平成18年 2006年
文科省「学校評価ガイ
ドライン」［大学院教
育振興施策要綱」発表

会員は生涯学習
をどのように考
えているか（続）
（生涯学習）Ｅ

17年度に続き生涯学習に対しての会員の意識調査と参加状況
を調査した。1001名の回答の内、昨年度未発表の６問につい
て結果を分析している。特筆すべきことは、生涯学習の成果
を自己のためだけでなく、ボランティア活動や教育支援活動
に生かしているが65％を占めてていることである。東京都退
職校長会神奈川支部の歴史探訪クラブの事例を掲載

中教審「教員免許更新
制について」答申
「『教育再生会議』の設
置」決定
高校履修不足問題が発
覚

義務教育学校経
営者の功績に光
を（福利厚生）Ｅ

各都道府県の叙勲の調査結果の発表と各都道府県退職校長会
の福利厚生の組織の有無・活動等についての調査結果を掲載
17年度叙勲者数681名、18年度米寿1181名、上寿74名

文科省高校履修不足問
題の救済策発表

学習指導要領の
改訂について
（教育課題）ＡＤ

「文科省が学習指導要領の改訂を平成18年度中に行う」という
情報があったので全連退としての要望と提言をするために研
究・協議を進めた　１　教育課程の構造化　２　各教科・領
域　３　国語力の育成　４　特に検討が必要な事項（１）総
合的な学習の時間（２）小学校の英語（３）中学校の選択教
科　５　教育行政として検討を要望する事項について

文科大臣へ自殺予告手
紙が届く
いじめ問題で校長が自
殺（福岡県）
文科省いじめ根絶アピ
ールとして「文科大臣
からのお願い」発表

「子どもたちに
慕われ信頼され
る先生の条件」
（出版）ＢＣ

全国に呼びかけた結果、19のレポートをいただき掲載

教育再生会議、いじめ
問題への緊急提言発表

高校必履修科目
の未修問題につ
いて（高校問題）
Ａ

公立高校で必履修科目の「世界史」の未履修が発覚した。文
科省によると１割の国公立、私立で未履修があることが判明
した。問題発生の背景（原因）と高校教育の改革の検討課題
について研究討議した内容を掲載

改正「教育基本法」成
立

「会旗」制定を
目指して（会旗
制定）Ｆ

会員９万余名の「まとまり」の象徴として、「会旗」制定を目
指す経緯を掲載

平成19年 2007年
教育再生会議「社会総
がかりで教育再生を」
発表

文科省等への要
望（総務）ＡＢ
ＣＤ

１　文科省初中局学校評価室宛「学校評価の在り方と今後の
推進方策について」意見具申　２　教育再生会議座長宛「教
育再生会議第二次報告に対する意見と要望」提出　３　教育
再生会議座長宛「第三次報告に向けての検討議題」に対する
意見・要望提出　４　中教審教育振興基本計画特別部会委員
長宛「教育振興基本計画案」に関し意見提出

中教審「青少年の育成
について」答申
文科省、体罰について
解釈見直し 「あなたの子育

て６つのめや
す」作成（教育
振興）Ｂ

家庭の姿・機能、家族構成、親の役割を基盤とし、実用面を
重視し　１　綱目（１）望ましい家庭像（２）躾の在り方（３）
家族間の交流（４）子どもの家事分担（５）親や家族の仕事
への理解（６）家庭と地域や学校との連携とに分け、発達段
階を考慮　２　子育てのヒント　各項目に関し保護者の子育
て上の行動・態度・考え方への参考事項を掲げる　３　諺・
格言から上記内容に関連性があると思われる諺・格言を選択
して取り上げ話題提供に役立てる

中教審「教育関連三法
改正について」答申
中教審「教員給与につ
いて」答申
学校教育法を改正、准
教授、助教、助手発足
全国学力テスト再開 「教育の日推進

状況」（教育の
日）ＡＢ

１　制定の意義　２　制定の状況　３　財政的、組織運営上、
普及・啓発活動推進上の課題について調査し、制定された都
道県市町村を調べる（27都道県46市15町３村１支庁２地区）　
４　制定状況一覧と制定状況地図　５　十日町市立西小学校
の事例報告

児童虐待防止法、児童
福祉法一部改正
少年法、少年院法の一
部改正 「生涯学習の成

果を地域の教育
力の向上に」（生
涯学習）Ｅ

組織を通しての活動の事例報告　１　ＮＰＯ法人を組織して
の会員グループの活動（東京都退職校長会大田支部）　２　県
退職校長会の組織が一体となっての活動（大分県退職校長会）

「学校教育法」「地方教
育行政法」「教育職員
免許法」一部改正
文科省、問題行動の調
査の結果発表

叙勲の状況（福
利厚生）Ｅ

叙勲の現状　１　平成18年度都道府県校種別受章種別受章者
数（714名）　２　都道府県別年齢別叙勲受章者数を一覧表に
まとめる

教育再生会議「社会総
がかりで教育再生」（第
三次報告）発表

「学校評価及び
学習指導要領の
改訂について」
意見具申（教育
課題）Ａ

１　改訂された教育基本法、学校教育法により、学習指導要
領が改訂されることを主眼に置き、「学校評価」に対する基本
的な考えに基づき、今後審議してほしい課題として、自己評価、
学校関係者評価、第三者評価について検討　２　中教審「教
育課程部会の審議のまとめ」について意見具申（１）学習指
導要領の改訂（２）教育課程の枠組み（３）諸課題・教育条
件の整備（４）家庭・地域等の教育力の低下への対応
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平成19年 2007年
「高等学校教育
改善について」
（高校問題）Ａ

１　新教育基本法・新学校教育法と高等学校教育　２　高等
学校教育と学習指導要領　３　義務教育と高校教育　４　大
学入試の在り方　について検討の結果を述べる

「会旗」制定（会
旗）Ｆ

１　制定の経緯　２　「会旗」の仕様について

平成20年 2008年
文科省「学校の危機管
理マニュアル」作成

文科省等への要
望（総務）ＡＢ
ＣＤ

１　文科省に「幼稚園教育要領及び小学校、中学校学習指導
要領案」に対する意見提出　２　教育再生懇に「教育再生懇
談会の検討課題に対する意見」提出　３　文科省初中局教育
課程課に「高等学校学習指導要領案に対する意見」提出

中教審「ゆとり教育の
見直しについて」答申

「あなたの子育
て６つのめや
す」についての
意見（教育振興）
Ｂ

１　意見・感想を（１）学校・家庭で役立つもの（２）具体
的な活用方法（３）教師自身にも参考になる例（４）冊子の
作り方の問題点　にまとめる　２　家庭の教育上の役割と責
任について（１）基本的生活習慣の形成（２）善悪の判断と
自立心（３）好ましい人間関係（４）国家・社会の一員とし
ての社会性（５）豊かな情操（６）勤労・職業の理解に分け
てまとめる

中教審「子どもの健康・
安全について」答申
中教審「高大接続テス
ト」提言

文科省「学校評価ガイ
ドライン」改訂

小冊子「教育の
日」作成（教育
の日）ＡＢ

〈小冊子〉「教育の日」制定状況の変遷―10年の歩み―発行　１
　都道府県市町村の制定状況調査（30都道県59市41町５村）　
２　制定した県・市の紹介（「あきた教育の日」制定推進協議
会、群馬県沼田市教委、鳥取県退職校長会西伯支部南部町）　
３　教育の日制定状況一覧と制定状況地図

中教審「生涯学習の振
興について」答申

政府「教育再生懇談会」
設置

学校・家庭・地
域の連携で地域
の教育力の向上
を図る（生涯学
習）Ｅ

１　学校・家庭・地域の連携を強め、社会全体の教育力の向
上を図るため、千葉県退職校長会、岡山県退職校長会、静岡
県退職校長親和会の実践例をあげる　２　学校支援地域本部
事業の発足とその進捗状況と全連退の対応

文科省「幼稚園評価の
ガイドライン」作成
文科省「幼稚園教育要
領」「小・中学校学習
指導要領」告示

米寿者等並びに
叙勲の状況調
査　再任用・再
雇用の調査（福
利厚生）Ｅ

１　米寿者1,305人、上寿者84人　２　叙勲の状況（１）平成
19年都道府県校種別受章種別受章者数（776名）（２）都道府
県年齢別受章者数の一覧表　３　（１）再任用、再雇用の実施
状況（再任用44県中40県実施、再雇用14県実施）（２）条例・
規則の有無（再任用41県、再雇用４県）

文科省「義務教育標準
法」一部改正
文科省「全国体力テス
トの実施」発表 「子どもと向き

合う教師」につ
いて（教育課題）
ＡＣ

１　子どもと向かい合う教師の姿（１）教師と子どもの関係
（２）教師と子どもの望ましい関係づくりのための資質（３）
教科指導を通して子どもと向き合う教師（４）教科指導以外
の活動を通して子どもと向き合う教師（５）進路指導や生徒
指導を通して子どもと向き合う教師（６）子どもと向き合う
時間の確保についての校長の経営能力と教職員の理解と協力
等にまとめる　２　高校問題研究委員会との合同会議の現状
と課題について報告

中教審「教育振興計画
について」答甲
「教育振興基本計画」
閣議決定
政府「青少年育成施策
大綱」決定
文科省「高等学校学習
指導要領案」公表

研修事業と出版
事業（事業）Ｃ

１　「教師力アップの研修会」　２　「生きる力を育てる教育の
肝
コ ツ

所」の出版
中教審「学士課程教育
について」答申

大学進学全入問
題への対応（高
校問題）Ａ

１　中教審大学部会の「学士課程教育の構築に向けて」の概
要と委員会協議の集約　２　「新高等学校学習指導要領案」に
対しての考え方中教審「高等専門学校

について」答申
平成21年 2009年

文科相『「心を育む」
ための五つの提案』発
表

文科省等への要
望（総務）ＡＢ
ＣＤ

民主党新政権への対応　１　「教職員の定数改善及び少人数学
級の実現を求める」要請　２　「子どもの読書活動推進の廃止」
について再検討の意見具申　３　教員免許状の取得を国家試
験にするための意見具申　４　道徳教育の予算を削減しない
よう意見具申　５　義務教育費国庫負担の割合を二分の一に
戻したうえで、更に全額国庫負担を目指すよう意見具申　６
　教職員の定数改善、少人数学級の実現を図るよう意見具申

教育再生懇談会「小中
学生の携帯電話利用・
大学改革・教委改革に
ついて」第三次報告提出
「高等学校学習指導要
領」告示

教育憲章の改
訂・教育の日に
ついて（教育振
興）ＡＤ

１　日本の教育推進の指針としての「教育憲章」の改訂　２
　家庭の教育上の役割と責任について保護者が育成すべき資
質・能力・態度の検討・改善　３　「教育の日」の制定状況
（１）未制定府県（17府県）の制定への見通しと問題点（２）
「教育の日」に関する事業・行事を進めるうえでネックとなる
点の報告（３）「教育の日」の事業に関する予算について（４）
「教育の日」の制定状況（30都道県67市43町５村）と制定状況
地図

「教員免許更新制度」
実施
教育再生懇談会「スポ
ーツ振興など第四次報
告」提出
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平成21年 2009年
「子ども・若者育成支
援促進法」成立

高齢者・死亡者
叙勲（福利厚生）
Ｅ

１　関係省庁への要望活動　２　米寿者・上寿者の調査（米
寿者1,345名、上寿者85名）　３　叙勲の状況　平成20年度都
道府県校種別受章種別受章者数（776名）　４　高齢者・死亡
叙勲の取り扱い方の調査と申請方法

文科省「教育安心社会
の実現に関する懇談会
報告」をまとめる 多年の経験と知

識を地域社会に
生かす（生涯学
習）ＢＥ

地域の教育力の回復・向上を図るために組織的に活動してい
る事例を収集　１　学校緑化と環境学習への支援（栃木県連
合退職校長会の活動）　２　共に学び、共に汗して進める京都
市の生涯学習（京都市退職校園長会の活動）　３　前橋市にお
ける学校支援地域本部事業（前橋市の中学校地域支援本部）

文科省「校訓を生かし
た学校づくりの在り方
について」発表
文科省「今後の総合型
地域スポーツクラブ振
興の在り方について」
発表

これからの学校
の在り方につい
て（教育課題）
ＡＢＣＤ

当面の教育課題を整理し「教育振興基本計画」と「学校と教
育行政の関わり」について現状や課題を討議　１　討議する
教育課題（１）討議する研究課題（２）新学習指導要領の実
施と教育活動の改善（３）学校経営（４）学校と教育行政　
２　教育振興基本計画のアクションプラン　３　学校と教育
行政の関わり（１）教育行政及び諸外国の制度（２）我が国
の教育行政制度（３）教育委員会の設置と基本理念及び役割
（４）教育委員会制度の現状と問題点

政府「教育再生懇談会」
廃止

事業委員会の活
動（事業）Ｃ

１　出版事業（１）「生きる力を育てる教育の肝
コ ツ
所」の頒布（２）

次期出版物の企画　２　研究事業の在り方（１）研修事業の
実施状況調査（２）全連退への要望のまとめ

平成22年 2010年
文科省「学校評価ガイ
ドライン」改訂

文科省等への要
望（総務）ＡＣ

「学校評価ガイドライン案」に対する意見書提出「確かな学び
を支援する要請活動」を教育関係23団体として実施

文科省「公立義務教育
諸学校教職員定数改善
計画」発表

全連退の活動表
を作成（総務）Ｆ

平成22年全連退の活動を一覧表に示す；全国退職校長会と文
科省の２軸で活動をまとめる

全国学力調査　小６・
中３の抽出方式で実施

「地域」の教育
上の役割と責任
（教育振興）Ｂ

１　地域の教育上の役割と責任及び現状と課題　２　具体的
な取組－実践例を表示　３　親を地域活動に参加　を記載

文科省「小学校１年生
における35人以下学級
の実現」に向けた政府
予算に関する声明

教員の資質並び
に研修・研究（教
育振興）Ｃ

１　教員の資質（16項目より６項目を選択）（１）地域や親へ
の対応を望む（２）自ら学ぶ意欲　等が多い　２　教員研修
の実施方法・予算等―研修は７割が全校で、３割が学年ごと
に実施

「公立高等学校に係る
授業料の不徴収及び就
学支援金の支給に関す
る法律」成立

教育の日（教育
振興）ＡＢ

31都道県73市50町４村で制定　群馬県と千葉県佐倉市の２事
例を示す

叙勲に関する調
査（福利厚生）Ｅ

平成23年度の米寿者1735名　上寿者89名　平成21年に春秋叙
勲を受けた方782名

生涯学習にかか
わるアンケート
調査（生涯学習）
Ｅ

１　退職校長のできること　２　退職校長のなすべきこと　
３　わが県で自慢できる活動　４　会員が組織的に活動して
いる茨城県と沖縄県の事例を示す

「子ども手当法」成立 教員の資質・能
力向上方策（教
育課題）Ｃ

向上方策を提示　１　教員養成（１）養成制度（２）教育実
習（３）課題と改善策　２　教員免許法（１）課題と改善策
（２）免許更新制　３　教員採用（１）現状と課題（２）改善
策を記載

日本の教育予算が O
ＥＣＤ参加国の最低順
位となる
中教審「これからの学
校教育の在り方」審議

学校教育と学校
理事会（教育課
題）ＡＢ

１　これまでの経過　２　学校理事会の利点・課題・問題点
を提示

各県の総会にお
け研修的事業を
調査（事業）ＥＦ

実施団体22；講演会・文化芸能鑑賞会・会員実践発表等が多
い　実施しない団体25あり

平成23年 2011年
東日本大震災・福島第
一原発事故発生

東日本大震災対
策（会計）Ｅ

被災された会員の会費免除措置を実施
校種別人数や年代別会員数の動向、会費免除措置等を調査

文科省「公立義務教育
学校の学級編成と教員
定数の標準に関する法
律等の一部改正する法
律」が成立し小学校１
年生学級編成基準が35
人となる

文科省等への要
望（総務）ＡＣ

中教審へ「教員の資質能力総合的な向上方策」に関する意見
書を提出　学級の推進及び教職員の定数改善を求める全国集
会を教育関係23団体として実施

地域の教育上の
役割と責任（教
育振興）Ｂ

教育上の役割と責任を記載　１　適切な教育環境　２　子供
たちの体験への援助　３　安全な生活の具体的手立てとして
３活動事例を示す
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平成23年 2011年
文科省「教育の情報化
ビジョン」公表

教員の資質の在
り方（教育振興）
Ｃ

小中42校について重要な項目を選定　１　使命感　２　指導
力　３　児童生徒理解力　４　協調性　５　管理能力等

中学校教科書検定 「教育の日」の
制定状況と充実
（教育振興）ＡＢ

32都道県81市50町４村が制定　１　未制定府県の現状　２　
制定都道県の制定方式と中央大会―茨城県と熊本市の事例を
示す

厚労省「児童生徒虐待
数５万人」と発表

叙勲に関する調
査（福利厚生）
Ｅ

平成24年度の米寿者2720名、上寿者104名　県独自で褒章して
いる所３県　平成22年春秋叙勲を受けた方720名　幼小中と
高・特支の受賞者で受賞種に格差があると問題を指摘

最高裁「君が代」の起
立命令は合憲と判決

学校支援地域本
部設置状況の調
査（生涯学習）ＡＢ

各都道府県の設置状況を報告；570市町村で2659か所設置
千葉・神奈川・岐阜・鳥取の４事例を報告

中教審「教員の資質能
力向上特別部会」開催

心の教育の推進
（教育課題）ＡＢ

次の推進法を記載　１　家庭・地域・学校で心を育てる教育
　２　全連小での取組　３　充実策　等を示す

インクルーシブ
教育の構築（生
涯学習）ＡＢ

次の構築法を記載　１　教育理念；抱擁教育　２　特別支援
教育　３　構築のための課題（障害のある者も無い者も共に
学ぶ学習を）

文科省「児童生徒の問
題行動に関する調査」
結果を発表

都道府県退職校
長会の概要集
（事務）Ｆ

各都道府県退職校長会の実態と活動の特色を示す

平成24年 2012年
中教審資質向上特別部
会「審議のまとめ」発
表

中教審に「審議
のまとめ」につ
いて意見書を提
出（総務）Ｃ

１　教員免許状が教員を真に志望する者に授与される仕組
２　教員免許状制度の現実的改革　３　現職段階及び管理職
段階での研修の改革等を提言

中教審初等中等教育分
科会「小中連携一貫教
育に関する主な意見の
整理」発表

中教審初等中等
教育分科会に
「意見の整理」
について意見書
提出（総務）Ｄ

１　幅広い交流による小中連携（１）校長のリーダシップ（２）
教員の連携機会の推進（３）小学校での教科担任制（４）中
学１年生担任のデリカシー（５）教育課題の解決　２　小中
校舎の一体化への国庫補助　等を提示

文科省等への要
望（総務）ＡＣ

「少人数学級のさらなる推進など教職員定数改善計画等を求め
る全国集会」を教育23団体として実施

最高裁「君が代」斉唱
の不起立処分撤回

財務健全化・会
務運営検討会議
を開会（総務）
Ｆ

１　財務状況健全検討会議（１）年代別会員調査；76～80歳
が最多（２）各県の公立園・学校数と全連退会員数を対比し
た結果入会率が低い（３）円滑な活動の推進　２　会務運営
検討会議（１）リーフレットの作成（２）各種委員会の見直
し（３）組織対策委員会の設立

全国一斉学力調査学習
状況調査が復活

全連退設立50周
年記念事業を開
始（総務）Ｆ

平成27年に設立50周年を迎える。実行委員会組織の設立を検
討

中教審「学校安全の推
進に関する計画の策
定」答申

「師範教育に関
する調査と考
察」（教育振興）Ａ

１　調査内容（１）初任校で師範学校卒業者の割合（２）教
員志願の強さ（３）師範教育の目標の徹底（４）師範学校出
の教員の特徴（５）師範教育の残した経験 ２　考察とまとめ

文科省「指導名目の体
罰を防ぐためのガイド
ライン」策定

「教育の日」の
制定状況と事業
（教育振興）ＡＢ

34都道県90市57町６村が制定　実践事例；「高知県教育の日」
フォーラム、「なは教育の日」（沖縄県）

文科省「いじめの問題
に関する緊急調査の結
果」発表

叙勲に関する調
査（福利厚生）
Ｅ

平成25年の米寿者2478名、上寿者96名　今年度は各県の上寿
者の氏名を記載　今年度から春秋叙勲を受けた方を校種別に
統計　幼６名、小298名、中208名、高232名、特支15名　合計
759名

東京都調布市立小学校
児童が給食を原因とす
る食物アレルギーで死
亡

活動を通じて幸
せを感じる人生
（生涯学習）Ｅ

学校支援地域本部を576市町村に3036か所設置　秋田・群馬・
石川・鳥取の活動事例を示す

大阪府立高校で体罰に
よる生徒自殺事件が起
こる

これからの高等
学校教育（教育
課題）Ａ

１　「コア」すべての生徒が共通して身に着けるべきものに
（１）確かな学力（２）豊かな心（３）健やかな体　２　課題
（１）学習指導の改善（２）キャリア・職業教育（３）中教審
の振興方策・高大接続特別部会　３　中高一貫教育

教育図書出版
（事業）Ｆ

「教師のためのＱ＆Ａ――すぐに役立つ54のアイデア」を出版
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平成25年 2013年
中教審「第２期教育振
興基本計画」答申

文科省等への要
望（総務）ＡＣ

「少人数学級の更なる推進など、教職員の定数改善計画等」を
求める全国集会を教職員関係23団体として実施

中教審教育制度分科会
「今後の地方教育行政
の在り方について」の
審議を報告

中教審教育制度
分科会に意見書
提出（総務）Ｄ

「今後の教育行政の在り方について」の審議経過報告に対する
意見書を提出　１　新しい教育委員会制度の在り方　２　教
育長・教育委員の任命　３　地方公共団体の長の機能　４　
教育における国・都道府県・市町村の役割と責任　５　終りに

いじめ防止対策推進法
成立

設立50周年記念
実行委員会」発
足（総務）Ｆ

１　企画内容（１）記念式典（２）祝賀会（３）記念誌（４）
記念事業　２　開催日；平成27年10月の土曜日
３　会場；アルカディア市ヶ谷　４　実行組織（表）

教育再生実行会議「教
育委員会制度の在り方
について」提言

「道徳」の教科
化について（教
育課題）Ａ

１　我が国の道徳教育の歩み　２　道徳教育の現状　３　子
供たちの現状　４　道徳教育の目標　５　教科化の利点・留
意点　６　各県の教科化に対する意見　等を記載

自民党教育再生実行本
部が教育改革を提言

教育委員会制度
の見直し（教育
課題）ＡＤ

１　教育委員会制度の変遷　２　現行の教育委員会制度　３
　新しい教育長及び教育委員会制度の方向性　４　今後の地
方教育行政の在り方　等を記載

「学校週５日制」
に関する調査（教
育振興）ＡＢ

1　45都道府県の回答（１）５日制を実施―80％（２）長期休
業期間；短縮なし―55％（３）週５日制守るべし―60％　２
　まとめ―大都市で土曜日授業実施あり

文科省有識者会議「道
徳の教科化」提言

「教育の日」の
実施状況と事業
（教育振興）ＡＢ

34都道県、96市、60町、７村、１区で制定。１　各県の実態；
中央大会（77％）―講演会が多い　２　学校での行事；授業
参観、学校公開、学習発表会など　山形県・静岡県掛川市の
実践事例

2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック開
催決定

高齢化社会の課
題（生涯福祉）
Ｅ

１　医療・介護の情報収集　２　税制改正の情報―；ふるさ
と納税、贈与税、自動車関連税等　３　年金一元化と課題　
４　平成24年春秋叙勲を受けた方816名（双光賞以下586名、
小綬章以上230名）　等を記載

第６回教育図書
の企画と実践
（事業）Ｅ

「未来を拓く学校の力」について事例の推薦・筆者の推薦・原
稿執筆等を依頼

平成26年 2014年
文科省「公立小中に在
籍する日本語指導が必
要な児童生徒に対する
新指導体制の整備を目
的に学校教育法施行規
則の一部改正」

文科省等への要
望・陳情（総務）
ＡＣ

教育振興のために公財政教育支出、ＧＤＰ比５％実現、義務
教育費国庫負担２分の１に復元、教職員定数の改善等の要望
書提出、国会議員に対して陳情

「教育の日」制
定についての陳
情（総務）ＡＢ

祝日としての「教育の日」制定について関係国会議員に対し
て直接面談、お願い文書を提出し要望

文科省中教審に「道徳
に係わる教育課程の改
善等について」諮問

設立50周年記念
事業の概要につ
いて（総務）Ｆ

１　事業の意義として　①　その歴史（沿革）に敬意と謝意
を表し、継承事項を峻別する　②　将来を目指し創意を失わ
ず、組織力を高め、決意を新たに出発する　２　事業内容紹
介　３　各委員会事業進行状況文科省「教員免許更新

制度の改善」公表　教
育免許のカード型を提言

「家庭教育の指
針」を成文化し、
家庭における教
育の望ましい在
り方を探る（教
育振興）Ｂ

平成21年度の研究を分析　１　家庭の教育機能　①　親が子
を生み育てる場としての機能　②　家族が集団を形成し、維
持し発展する場としての機能　③　個人が生涯に所属する集
団の基礎的集団としての機能　２　「家庭教育の指針」の内容
について　①自分自身のこと　②　他者とのかかわり等につ
いてまとめる

参議院	教育への自治
体の長の関与を強める
「改正地方教育行政法」
可決

公立小・中にお
ける「学制改革
に関するアンケ
ート調査」（教
育振興）ＡＤ

１　設問　①　現行の６・３・３制について　②　就学年齢
の引き下げについて　③　義務教育期間について等　２　回
答についての分析とまとめ

教育再生実行会議「今
後の学制等の在り方に
ついて」提言
文科省学校基本調査
「不登校児童生徒増加
に転じる」公表 「教育の日」の

制定状況と事業
の調査（教育振
興）ＡＢ

①　新たに制定された市町村：３市・３町・３村　未制定：
12府県　②　制定されている都道府県の意識を高める方策の
調査　③「上越市教育の日」制定への取組紹介　④「美ら島
おきなわ教育の日」制定の紹介

中教審「道徳に係わる
教育課程の改善等につ
いて」答申 社会保障改革と

安心生活の展望
（生涯福祉）Ｅ

①　年金に関わる情報と今後の課題　②　医療・介護に関わ
る情報　③　25年春秋叙勲受賞者数一覧表　④　27年米寿者
2625人　上寿者85人

中教審「大学入試を改
革」答申
中教審「小中一貫校の
学校制度として位置づ
け」答申

教育図書の出版
（出版）　Ｆ

設立50周年記念としての教育図書「未来を拓く学校の力」刊
行

中教審「学校の適正配
置についての手引き」
公表

地方の会報誌等
の紹介（広報・
生涯福祉）Ｅ

１　岐阜県「ふれあい」に感謝　２　秋田県　６年ぶりの再
会　３　茨城県　心も体もいきいきと　４　富山県　鳥の飼
育と研究30余年
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あ　と　が　き

　ここに作成した資料は、全連退の50年間の活動及び調査・研究の記録であり、
全連退の歴史である。そのために、設立40周年の記念誌の資料を継続し、積み
重ねることを念頭に資料づくりを目指した。
　40周年記念誌の「研究・調査」の歩みを「活動及び調査・研究の歩み」に、
左右２ページになる表は、読み難いので１ページ毎の表に、研究物の紹介を写
真から冊子名の記述に変更した。
　資料の構成について
　①　40周年記念誌の資料10ページを発刊の研究物と照合し、約７ページにま

とめた。
　②　40周年以降の平成16年から26年に至る11年間とあとがきを含めて約８ペ

ージに構成し、計15ページとした。
　③　掲載した資料は、40周年までは年間活動・研究報告15冊、冊子35冊、40

周年以降は、年間活動・研究報告及び研究紀要11冊、冊子３冊である。こ
のうち平成７年度からの年間活動・研究報告と25・26年度の年間研究紀要
は、全会員に配布している。

　④　表の中の「教育界の大きな流れ」は、「日本教育史事典」（日外アソシエ
ートＫＫ発刊）を参考にした。平成23年度以降は、教育新聞社のご好意で
作成していただいた「教育年表」を活用した。教育新聞社長　齊藤英行氏、
編集部記者　船木正尋氏に感謝申し上げる。

　14回の資料委員会を開催し、約４万字を超える資料を作成した。ここに掲載
した50年間の研究物作成の活動に携わった多くの本会の各部部員、各委員会委
員の尽力及び研究成果に敬意を表する。また、研究に当たっての諸調査に各都
道府県の多くの会員のご協力をいただいたことに深く感謝申し上げる。
　ここに掲載した資料は、多くの会員の努力の結晶によって成り立つている。
今後、この上に活動及び調査・研究の記録を積み重ねていって欲しいものである。

（資料委員会　相田　新太郎　　金子　政雄　　前田　徹）


