
地域 校種 職種 文字数等 掲載号

北海道 公立学校 校長・副校長／教頭・主幹教諭 1200字 2021年２月号

札幌市 市立学校 校長・副校長／教頭・主幹教諭 1200字 2021年２月号

校長 提出 ―

教頭 提出／小論文 2021年５月号

校長 実践レポート提出 ―

教頭 実践レポート提出／２次：800字 ―

校長 800字×２問

副校長 600字×２問

校長 1000字 ―

副校長 800字 ―

宮城県・仙台市 校長／教頭 A4・２枚／A4・１枚

宮城県 主幹教諭 提出：2000字

小・中学校 校長／教頭 1200字 2021年４月号

県立高校 教頭 1000～1200字 ―

県立特別支援学校 教頭 1200字

小・中・特別支援学校 校長／教頭 提出：1600字 2021年６月号

県立高等学校 校長／教頭 提出：A4・２枚 ―

校長・副校長 1000字

教頭・主幹教諭 600字

校長・副校長 1200字 ―

教頭 900字

校長 500～600字

教頭 600～800字

県立高校 校長／教頭 1000～1200字 ―

県立特別支援学校 校長／教頭 800字／1000字 ―

栃木県 小・中学校 校長／教頭・主幹教諭 論文 2020年12月号

小・中・特別支援学校 校長／教頭 横罫30行 2020年12月号

県立学校 教頭 400字×４問 ―

小・中学校 校長／教頭 1500字 2020年12月号

県立学校 管理職 1600字 ―

さいたま市 小・中学校 管理職 1600字／300～800字 2021年３月号

校長 B4横罫約30行×２問／小論：A4横罫約20行×２問

教頭 B4横罫約30行×２問／小論：A4横罫約22行×３問

主幹教諭 A4横罫22行×２問 ―

校長 横罫23～24行×３問

教頭 横罫23～24行×５問

主幹教諭 横罫24行×２問 ―

校長 提出：職務論文2500字 ―

教育管理職 1505～2030字 ―

主任教諭 1225～1505字 ―

市町村立学校 教頭 720～880字 2021年１月号

県立学校 教頭 720～880字 ―

横浜市 公立学校 校長／副校長 1200字 2021年４月号

川崎市 市立学校 校長／教頭 小論文 2021年６月号

相模原市 小・中学校 校長／副校長 提出論文／論文 2021年２月号

校長 800字

教頭 800字／400字

校長

教頭

高校 教頭 ―

校長・副校長 提出論文

教頭・主幹教諭 提出論文

高校 校長／副校長・教頭 提出 ―

新潟市 小・中学校 校長／教頭 提出：校長１問・教頭２問／横罫34行 2021年１月号

校長 1000字 2021年２月号

教頭 1000字 ―

石川県 公立学校 校長・副校長・教頭 筆記 ―

福井県 小・中・県立学校 校長／教頭 1200字 ―

岐阜県 小・中学校 校長／教頭・主幹教諭 論文 2020年12月号

校長 論文

教頭 論文

高校 校長／副校長／教頭 600～800字×２問 ―

特別支援学校 校長／副校長／教頭 論文 ―

校長 筆記

教頭 筆記

浜松市 小・中学校 校長／教頭 筆記 2021年４月号

愛知県 公立教頭 公立教頭 1600字 2021年４月号

2021年２月号

福島県

秋田県

茨城県

2021年５月号

2021年２月号

山形県

小・中学校

千葉市
2021年３月号

2021年３月号

埼玉県

群馬県

東京都

静岡県

2021年５月号

小・中学校

神奈川県

公立学校

小・中学校

山梨県 2021年３月号小・中・県立学校

2021年６月号

県立学校

静岡市 2021年５月号

富山県

新潟県
2020年12月号

長野県 A4×２問提出
小・中学校

小・中学校

千葉県

※2020年度実施の全国学校管理職選考の論文問題の文字数をまとめました。なお、掲載されていない地域は、小社で情報を入手
　できていない場合、または論文試験が実施されていない場合です。
※「掲載号」は小社『学校管理職合格セミナー』に解答例・解説を掲載している号です（すべて特価注文書でご購入いただけます）。

【学校管理職選考 論文・記述問題 解答字数一覧】

小・中学校

県立学校

小・中・義務教育学校

青森県

岩手県

2021年４月号

小・中・高・特別支援学校

市町村公立義務教育諸学校

県立学校

小・中学校

公立学校

小・中・特別支援学校



地域 校種 職種 文字数等 掲載号

小・中・特別支援学校 校長／教頭 記述 2021年５月号

校長 提出：レポートA4・２枚 ―

教頭 小論文２問 ―

校長 提出：3200字／記述

教頭 提出：3200字／記述

県立学校 校長／教頭 提出：3200字／1000～1500字／200～300字 ―

校長 提出：2000字／600字×３問

教頭 提出：2000字／600字×４問

校長 1200字×２問 ―

教頭 800字×３問 ―

小・中学校 校長／教頭 論文 2021年５月号

府立学校 副校長 論文 ―

校長／教頭 論文／ケーススタディ 2021年６月号

主幹教諭／指導教諭／副教頭 論文／ケーススタディ ―

高校 校長／教頭／主幹教諭／指導教諭 論文／ケーススタディ ―

校長／教頭 論文 2021年２月号

指導主事 論文 ―

校長 提出論文 ―

教頭・指導主事 論文 ―

大阪市 市立学校 市立校園長 2000字 2021年１月号

校長 論述 2021年５月号

教頭 ―

教育委員会指導主事 教育委員会指導主事 ―

校長／教頭 論述 2021年６月号

指導主事 論述 ―

校長 A4・２枚／A4・１枚×２問 2021年５月号

教頭・主幹教諭 A4・２枚／A4・１枚×２問 ―

県立学校 校長／教頭・主幹教諭 論述 ―

奈良県 公立学校 教頭 700字×２問 2021年５月号

小・中学校 校長／教頭 論文 ―

県立学校 校長／教頭 論文 ―

小・中・特別支援学校 教頭 記述 2021年３月号

高校 管理職 800字 ―

小・中学校 校長／教頭 横罫50行程度 2021年４月号

県立学校 校長 1200字 ―

県立学校 教頭 600字 ―

岡山市 市立学校 校長 提出：3200字 2021年４月号

広島県 小・中・県立学校 校長／教頭・主幹教諭 提出：横罫32行×３枚 2021年１月号

広島市 小・中・高 校長／教頭・主幹教諭 記述 2021年４月号

校長 横罫30行程度

教頭 （１次・２次）横罫30行程度

校長 1200字／800字

教頭 800字

高校・特別支援学校 校長／教頭 1200字 ―

校長 提出／記述

教頭 提出／記述

指導教諭 小論文 ―

県立学校 教頭・主幹教諭 論文２問 ―

小・中学校 校長／教頭 （１次・２次）A4縦罫35行程度 2021年６月号

県立学校 校長／教頭 1600字 ―

高知県 小・中・県立学校 教頭・主幹教諭・指導教諭 提出：1400～1600字 2020年12月号

市町村立学校 校長 論文 2021年２月号

県立学校 校長／教頭 B4横罫約33行 ―

北九州市 小・中・特別支援学校 校長／教頭・指導主事 1200字 2021年４月号

福岡市 市立学校 校長／教頭 1200字 2020年12月号

小・中・義務教育学校 校長・副校長／教頭／主幹教諭／指導教諭 1000字 2021年２月号

校長・副校長・教頭 論文 ―

主幹教諭・指導教諭 横罫32行 ―

校長 1600字

教頭 900字

校長・副校長 提出：２問 ―

教頭／主幹教諭／指導教諭 提出：１問 ―

校長 1200字

教頭 記述

県立学校 教頭 A4・２枚 ―

校長 900字／300字×２問

教頭 （1次）200字×３問／（2次）1200字

校長・副校長／教頭 記述３問 2021年１月号

主幹教諭 （２次）小論文 ―

鹿児島県 小・中学校 管理職 1100～1200字 2021年１月号

小・中学校 校長／教頭 1500字 2020年12月号

高校・特別支援学校 校長／教頭 1500字 ―

堺市

滋賀県

2021年３月号

京都府

三重県

2021年４月号

宮崎県

熊本県
2021年１月号

長崎県

2020年12月号

佐賀県

福岡県

鳥取県

島根県

小・中学校

小・中・高・特別支援学校

小・中学校

提出：1500字

沖縄県

小・中・総合支援学校

小・中・義務教育学校

熊本市

小・中学校

和歌山県

香川県

市町立学校

豊能地区

兵庫県

県立学校

愛媛県

徳島県

県立学校

大阪府

2021年１月号

山口県 2021年６月号

京都市

府立学校

2021年６月号

2021年６月号

名古屋市
高校

小・中学校

小・中学校

公立学校

小・中学校

小・中学校

県立学校

小・中学校

公立学校


