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第５回「いのちの授業」大賞 

 

  

 

 

 

 

 

 

   ① いのちの尊重に関する教育の推進  

取組み１ 「いのちの授業 1」の取組み  

【取組概要】 ・ かけがえのない「いのち」や、人への思いやりなどを大切に感じる心を育む

ため、県内すべての学校で「いのちの授業」を実施しました。そして、学校で

の授業や行事、地域における活動などでの取組みを共有して活用するため、各

学校から「いのちの授業」の実践事例を幅広く収集し、県教育委員会ホームペ

ージで紹介しました。 

・ 「いのちの授業」を受けた作文

を募集し、第５回「いのちの授

業」大賞の表彰式を行い、受賞作

品の文集を作成、配布しました。 

・ 「ともに生きる社会かながわ憲

章」の理念に基づき、かながわ

「いのちの授業」ハンドブックを

作成し、県内すべての学校に配付

しました。 

 

【自己評価】 ・ 「いのちの授業」の実践事例を幅広く収集し、紹介したことにより、それぞ

れの学校において、工夫ある実践が推進されるようになりました。 

・ 第５回「いのちの授業」大賞に応募された作品数は、前回より761作品増加

し、6,026作品となり、各学校において「いのちの授業」の実践が推進されまし

た。一方、家庭や地域でも多くの大人が子どもと関わり、「いのち」について

共に考えること等の取組みを広げていく必要があります。 

・ 作成したかながわ「いのちの授業」ハンドブックは、県内すべての学校はも

とより、県ＰＴＡ協議会など関係機関に配付することができました。一方、ハ

ンドブックは学校における取組みが主な内容であるため、今後は、保護者や地

域向けに活用が広がるよう工夫する必要があります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 いのちの授業 

 子どもたちの社会性や規範意識の低下、不登校やいじめ・暴力行為などの教育課題、自殺や若者の自立をめぐる問題が生じている

中、他者への思いやりや自分を大切にする心を育み、かながわを担う人づくりを進めるため、学校の授業や行事、地域での活動など、

様々な場面で「いのちの大切さ」や「他人への思いやり」などを伝え、共に学びあう取組み。県内すべての学校（幼稚園・小学校・

中学校・中等教育学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校）で実施。 

Ⅱ 

１ 豊かな心を育む教育の充実と、不登校、いじめ・暴力行為への対応の強化 

 

主な取組概要及び自己評価等について 

 

 

クリック！！ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p/cnt/f417796/ 

 
かながわ 「いのちの授業」 検 索 
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【平成29年度「いのちの授業」の実践事例収集件数及び実績】 

校種 件数 具体例 

幼稚園 6,034  ４歳児が老人福祉施設を訪問し、運動会で踊ったダンスを披露した

り、一緒にわらべ歌遊びを楽しんだりして交流を図った。幼児たちか

ら「自分たちが行ったら笑顔になってくれた」「うれしくて泣いてい

る人がいた」といった言葉があり、高齢者とのふれあいの中で自己有

用感を感じたり、思いやりの気持ちを表したりすることができた。 

小学校 108,437 児童たちが、胸骨圧迫と自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の取り扱い

について、消防本部救急救命課とＰＴＡボランティア（資格保持者）

から指導を仰ぎ実習を行うことで、生命の尊さを実感するとともに、

社会の一員としての行動について、意識を高めた。 

中学校 34,780  生徒たちが、どんなものがいじめとして扱われるのか、「いじめの

定義」について考えた。イラストの中からいじめに当たるものを班単

位で考え、話し合い、クラス全体で共有した。その後、「なぜいじめ

が起きるのか」を生徒自らが考え、より良い集団生活を送るために一

人ひとりの「いのち」を大切にしようとまとめた。 

高等学校及び 

中等教育学校 

41,648 ２年次・３年次の生徒が、自身の半生を語るスピーチ大会。通信制

に通う生徒が、これまでの自分を振り返り、様々な出会いを経てこれ

からの自分の姿を語る。学業に励み、高校卒業・進路実現をめざして

生きている生徒のありのままの話を聞くことは、後輩や学友にとって

の大きな励みとなり、「生きる力」を与える何よりの教材となった。 

特別支援学校 11,415 さつまいもの苗植え、水やり、草取り、収穫等の実習を継続して行

った。一つの種芋から多くの実になっていくという命の繋がりについ

て学んだ。さつまいもの調理を行い、美味しくいただくという経験を

通じて、苗植えから食べるまでの食物連鎖についても学ぶことができ

た。 

計 202,314  

 

   ② いじめ・暴力行為などを防止するための普及啓発の推進 

取組み１ 「かながわ元気な学校ネットワーク推進会議 2」を中心とした取組み 

【取組概要】 ・ 県内のすべての学校や地域で、子どもたちの笑顔があふれ、いじめ・暴力行為及

び不登校などを防止する取組みを推進するため、「かながわ元気な学校ネットワー

ク推進会議」を中心に、学校が関係機関や団体等と連携・協働する活動や、コミュ

ニティ・スクールの導入を促進して、学校・保護者・地域社会が一体となる取組みを

推進しました。 

また、学校での実践を県民に広く理解していただくため、新聞等を活用した

広報活動を通して、学校の教育活動の周知に努めました。 

【自己評価】 ・ 学校が問題の起こりにくい風土を家庭・地域・関係機関と共に作るための手

立てについて、推進会議での協議を踏まえ、各事業を推進することができまし

た。一方、平成28年度問題行動等調査において、公立小・中学校のいじめは前

年度認知した件数より6,459件多く、暴力行為は918件増加、不登校は1,481人増

加するなど、引き続き、問題行動等が起こりにくい学校づくりを、産・官・

学・民が一体となって推進する必要があります。 

   

 

                             
2 かながわ元気な学校ネットワーク推進会議 

 子どもたちのいじめ・暴力行為及び不登校などの問題を防止し、県内のすべての学校や地域に子どもたちの笑顔があふれることを

めざし、学校、保護者、関係機関・団体等、地域社会全体が一体となった取組みを推進するために設置した会議。推進会議は３つの

プロジェクト（魅力ある学校づくり、関係機関との連携推進、地域との協働）の推進に対して提言・指導・助言を行う。 
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取組み２ 「かながわ元気な学校づくり地域生徒代表総会 3」や「地域フォーラム」の開催  

【取組概要】 ・ いじめ・暴力行為及び不登校の未然防止を図るため、県西地区で「かながわ

元気な学校づくり地域生徒代表総会」を開催し、いじめのない学校を作るため

の各学校の取組みについて生徒が情報交換したほか、県央・湘南三浦・中・横

須賀の４地区で「地域フォーラム」を開催しました。 

【自己評価】 ・ 「かながわ元気な学校づくり地域生徒代表総会」には約75名（中学生約35

名、教職員約20名、その他関係者20名）が参加し、各学校の生徒が実践活動等

を情報交換することにより、今後のいじめ防止等に向けた意識を高めるととも

に、新たな取組みの参考とすることができました。 

また、「地域フォーラム」では、児童・生徒が各学校でのいじめ・暴力行為

などの問題行動や不登校等の未然防止等を目的とした取組みを発表すること

で、改めて自分の学校に誇りを感じ、学校や仲間を元気にするためにできるこ

とは何かを考える機会となりました。今後も、同フォーラムの主旨を周知する

ために、より多くの児童・生徒・保護者・地域の方々に参加していただけるよ

うな工夫が必要です。 

 

取組み３ 小・中学校の「道徳の時間」の教科化に向けた取組み  

【取組概要】 ・ 教科化に向けて、教職員が学習指導要領の趣旨・内容の理解を深め、子ども

たちが豊かな心を育み、物事を多面的・多角的に考える道徳科の授業ができる

よう、県内の公立小・中学校の教職員への研修や実践推進校の研究授業・実践

発表を実施しました。 

【自己評価】 ・ 研修では講義や演習等を行うことにより、受講者から「講義が理論的で分か

りやすく、学校で取り組むことが明確になった」という声が聞かれるなど、教

職員の学習指導要領についての認識・理解を深めることができました。今後、

道徳科の授業が子どもたちにとって一層充実するために、教職員がより具体的

な実践事例を共有し、授業の工夫改善に努めていく必要があります。 

    

 

 

 

                             
3 かながわ元気な学校づくり地域生徒代表総会 

 各学校におけるいじめ・暴力及び不登校を未然に防止するために、生徒自らが元気な学校づくりに向けた取組みを活性化させるた

めの本県の事業。主に、各学校においての取組みを発表し、意見交換等を行う。 
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   ③ 不登校、いじめなどに対する相談体制や支援の充実  

取組み１ スクールカウンセラー 4 の配置・活用  

【取組概要】 ・ いじめなどの問題行動や不登校等に関する学校の相談体制を充実させるた

め、スクールカウンセラーをすべての公立中学校175校（政令市を除く）に配置

し中学校区の小学校にも対応しました。県立学校では、スクールカウンセラー

を前年度より３名増員し、２校の県立中等教育学校及び61校の県立高校を拠点

校としてすべての県立学校に対応しました。 

・ スクールカウンセラースーパーバイザー（１名）及びスクールカウンセラー

アドバイザー（５名）が巡回相談を行い、経験の浅いスクールカウンセラー等

の資質・能力の向上に取り組みました。 

【自己評価】 ・ スクールカウンセラーを配置することにより、いじめなどの問題行動や不登

校等の未然防止、早期の発見・対応を行うことができました。また、「スクー

ルカウンセラーの資質・能力の向上には、スクールカウンセラーアドバイザー

等の巡回相談が効果的である」との意見を学校等から得ることができました。 

・ スクールカウンセラーの新規採用時に行う研修や連絡協議会等で、子どもを

取り巻く社会状況が変化する中で増えつつある発達の課題や虐待などの、学校

だけでは対応が困難な事例へのスクールカウンセラーの効果的な関わり方につ

いて、周知することができました。 

・ 一方、「相談件数が年々増加し、現在の配置状況では十分な対応ができな

い」との意見もあるので、更なる支援の充実を図るため、スクールカウンセラ

ーの配置拡充を進め、より一層の質の向上を図る必要があります。 

 

取組み２ スクールソーシャルワーカー 5 の配置・活用  

【取組概要】 ・ 問題を抱える児童・生徒に対して、関係機関と連携した支援をより充実させ

るため、スクールソーシャルワーカーを、公立小・中学校（政令・中核市を除

く）には前年度より６名増員して36名、県立高校等には前年度より５名増員し

て25名、それぞれ配置し、支援体制の充実を図りました。 

【自己評価】 ・ スクールソーシャルワーカーの配置増により、更に学校と関係機関の連携が

進み、より多くの児童・生徒を多様な支援につなげることができました。一

方、家庭の生活環境や経済的な問題、親子関係等に関する相談の件数が年々増

加し、現在の配置状況では十分な対応ができない現状があることから、引き続

きスクールソーシャルワーカーの配置拡充や効果的な配置の検討を行うととも

に、より一層の資質向上を進めていく必要があります。 

    

取組み３ 不登校相談会や進路情報説明会の実施  

【取組概要】 ・ 不登校の児童・生徒の社会的自立や学校生活の再開に向けた支援を行うた

め、県教育委員会とフリースクール等が連携・協働し、連携協議会を開催し、

また、児童・生徒、保護者等を対象にした不登校相談会を９回開催しました。

うち７回は、不登校の児童・生徒や高校中退者及びその保護者等が、進路に見

通しが持てるよう、進路情報説明会も同時に開催しました。 

【自己評価】 ・ 不登校経験者と保護者による座談会やフリースクール等による相談会、進路

についての情報提供及び個別の相談会を実施した結果、「将来に希望が持て

た」「進路について不安が払しょくした」等の声が多数アンケートに寄せら

れ、不登校の児童・生徒の社会的自立や学校生活の再開に向けた支援の一助、

保護者の不安の解消になりました。一方、不登校相談会等に関する情報が不登

                             
4 スクールカウンセラー 

 臨床心理士等、児童・生徒の心の問題に対応するため、児童・生徒や保護者への相談・助言、教職員への助言等を行う職。 
5 スクールソーシャルワーカー 

 社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童・生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行う職。 
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校の児童・生徒や保護者に十分に届いていないという課題もあることから、今

後は、一層の周知に努める必要があります。 

    

取組み４ 中学校夜間学級 6 の設置の検討  

【取組概要】 ・ 県内における中学校夜間学級の設置に向けた取組みを促進するため、県・市

町村教育委員会の主管課長をメンバーとして、中学校夜間学級を含む学び直し

の場について検討する「中学校夜間学級等連絡協議会」を３回開催しました。

さらに、設置場所や方法、施設、教職員等の配置、教育課程等の在り方等に関

する協議・検討を行うとともに、中学校夜間学級の設置に係る調査研究を行う

ことを目的とした「中学校夜間学級の設置に関する検討協議会」を新たに設置

し、３回開催しました。 

・ 中学校夜間学級について、どの地域でどの程度のニーズがあるかをしっかり

と把握するため、中学校夜間学級の設置ニーズや希望する学習内容等について

のアンケート調査を、中学校夜間学級で勉強することを希望する県民（中学校

夜間学級がすでに設置されている横浜市・川崎市在住・在勤者は除く）に対し

て実施しました。 

【自己評価】 ・ アンケート調査を実施したことにより、中学校夜間学級を希望する年齢層や

地域、学習したい内容等を把握することができました。今後は、アンケート調

査結果や各市町村立中学校の不登校や外国籍の生徒数等を総合的に勘案し、地

域の実情を踏まえた中学校夜間学級の設置について、市町村教育委員会ととも

に、更に検討を進める必要があります。 

 

取組み５ 「学校緊急支援チーム 7」の派遣  

【取組概要】 ・ 児童・生徒の身体・生命の安全を脅かすような重大な事案が発生した際に、

対応について学校を支援し、児童・生徒及び教職員の心のケアに当たるため、

県教育委員会の指導主事や臨床心理士等による「学校緊急支援チーム」を公立

学校に24回派遣しました。 

・ 重大な事案への対応に当たり、管理職等と情報共有し、学校の対応方針や指

導・支援体制について協議・助言するなどの取組みを行いました。 

・ 適切な支援ができるようにするために、指導主事を対象に、スクールカウン

セラースーパーバイザーによる研修を実施しました。また、「学校緊急支援チ

ーム連絡協議会」を開催し、情報共有や事例検討を実施しました。 

【自己評価】 ・ 「学校緊急支援チーム」の派遣により、生徒の死亡などの重大な事案が起き

た場合、全校集会における心理教育や個別の生徒のカウンセリングを行うこと

で、生徒を安心させる効果がありました。 

・ 一方、チーム構成員に経験の差があるため、研修や事例検討を実施し、スキ

ルアップを図る必要があります。 

    

取組み６ 「ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修」の実施  

【取組概要】 ・ 教育相談コーディネーター が、スクールカウンセラー、スクールソーシャル 

ワーカー、関係機関等と効果的に連携して児童・生徒を支援できるようにする

ため、県立保健福祉大学と連携し、ソーシャルワーク 8に関して一定の知識やス

                             
6 中学校夜間学級 

 様々な事情により中学校を卒業していない方を対象に、中学校卒業資格を取得することを目的に義務教育の機会を提供するもの。

夜間中学校ともいう。 
7 学校緊急支援チーム 

 学校におけるいじめなどの重大な事案が発生した場合に、学校への指導・助言や、児童・生徒・保護者などに対する心のケアなど

の支援を行うチーム。 
8 ソーシャルワーク 

 社会的な問題の解決を援助するための実践活動。 
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キルの習得を行う「ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修」を実施

しました。 

【自己評価】 ・ 公立小・中学校（政令市を除く）から10名、県立高校から20名の教育相談コ

ーディネーターが「ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修」に参加

し、福祉の視点からの児童・生徒支援について学んだことで、ソーシャルワー

クに関しての知識やスキルの習得につながりました。今後は、受講した教育相

談コーディネーターが校内の教育相談体制の充実を図るとともに、会議等にお

いて、スクールソーシャルワーカーとの協働による活動実践報告等を行い、他

校の教育相談コーディネーターにも普及を図る必要があります。 

 

取組み７ いじめ防止基本方針 9 の改定  

【取組概要】 ・ 国の「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定に伴い、その趣旨を踏ま

えつつ、県民意見募集等により寄せられた意見を反映の上、平成29年11月に

「神奈川県いじめ防止基本方針（以下、県の基本方針）」を改定しました。 

・ 各学校に対し、県の基本方針改定の趣旨、ポイントを周知するとともに、県

の基本方針の改定を反映した『学校いじめ防止基本方針』のモデルを示し、各

県立学校のいじめ防止基本方針の改定を支援しました。 

【自己評価】 ・ いじめ防止対策推進法に基づき、平成26年４月に県の基本方針を策定し、い

じめ防止に取り組んできましたが、その取組状況を踏まえながら、必要な改定

を行うことができました。また、各県立学校においても、これまでの取組状況

を踏まえながら、『学校いじめ防止基本方針』の改定を行うことができまし

た。 

・ 県の基本方針の改定に基づく、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、い

じめの解消を推進するため、各県立学校において、いじめに対する教職員等の

理解を深める取組みをより一層推進していく必要があります。 

  

取組み８ 教育相談事業の実施 

【取組概要】 ・ 不登校、いじめなどの相談に対応するため、県立総合教育センターへの来所

相談や、24時間子どもＳＯＳダイヤル、不登校ほっとラインによる電話相談を

行ったほか、電子メールによる相談にも対応しました。 

・ ＳＮＳ相談（ＳＮＳを活用した、いじめ等の相談）の試行的実施を含む調査

研究を行うための予備的調査を行いました。 

【自己評価】 ・ 昨年に比べて、不登校を主訴とする相談は増加していますが、いじめを主訴

とする相談は減少しています（不登校・ひきこもり2,926件（昨年比＋72件）、

いじめ389件（－72件））。学校との連携が状況改善のために重要となるため、

今後も引き続き学校と連携しながら相談を進めることにより、問題の解決を図

る必要があります。また、電話相談や電子メール相談では、相談者から学校の

対応への不満や学校への指導を求めるケースがあることから、相談者の気持ち

に寄り添い、一緒に問題の解決を図る必要があります。 

・ ＳＮＳ相談の試行的な実施を含む調査研究において検証すべき課題等を整理

することができました。今後は、ＳＮＳ相談の試行的な実施に向けた具体的な

検討を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

                             
9 いじめ防止基本方針 

 神奈川県の子どもをめぐる様々な状況や、県内で発生したいじめによる自死事案の教訓を踏まえ、神奈川県におけるいじめ対策の

総合的かつ効果的な推進を図るために、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めたもの。 
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① いのちの尊重に関する教育の推進 

○ 自己はもちろん、他者、更に他の生物の「いのち」をも大切にする心を育むことは、教育の極め

て大切な役割であり、幼稚園から高等学校まで約20万回の授業が行われ、前年に比べ大幅に増加し

たことは評価できる。いじめの発生状況を考えると、中学・高等学校等で「いのちの授業」の内容

を充実することを期待する。 

 

○ 「いのちの授業」大賞の作品数も順調に増えていることも評価する。 

 

○ また、県内すべての学校や関係機関に配布された「いのちの授業」ハンドブックは、「いのち」

を３つの観点で考えさせ、３つのプロセスで学ばせる等、よく工夫された教材である。地域や家庭

で「いのち」を考えさせるためにも役立つ。 

 

② いじめ・暴力行為などを防止するための普及啓発の推進 

○ いじめ・暴力行為を防止するため急務の対策が必要だ。コミュニティ・スクールなどを核にし

て、地域、家庭との信頼・協力関係を構築してほしい。社会全体にいじめ・暴力行為は許さないと

いう雰囲気を醸成していくことが大切である。コミュニティ・スクールの導入を促進し、コミュニ

ティ・スクールの活動の中にこの問題をしっかりと位置付け、地域の教育力を活用していきたい。 

 

○ 統計では、いじめの件数が増加傾向を示しているが、これは、それだけ児童・生徒・教員・保護

者等の問題に関する理解が深まってきている表れとも考えられるので、今後も自信を持ってこれま

での取組みを進めることを期待する。 

 

○ いじめ・暴力行為及び不登校の未然防止のための「かながわ元気な学校づくり地域生徒代表総

会」や「地域フォーラム」は神奈川県らしい取組みとして評価できる。県民に広く趣旨を周知し、

参加者の拡大に努めてほしい。これらの成果に期待する。 

 

○ 「道徳の時間」で学んだことは、集団活動で実践されることで身に付き、社会に出て生かされる

ものである。したがって、集団活動や体験的活動を通して人間形成を図る「特別活動」の時間を実

践の場として有効に活用したい。「道徳の時間」と「特別活動」それぞれの特質を生かしつつ、両

者を関連付けた指導を工夫していく必要がある。 

 

③ 不登校、いじめなどに対する相談体制や支援の充実 

○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの増員とその効果的な活用に努めている点

は、学校現場の要望を尊重した取組みとして高く評価できる。メンタルな面での課題をもつ児童・

生徒が増える中、この取組みの更なる推進に期待する。 

 

○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの数だけでなく、質の向上を図ってほし

い。専門家にとっては「大勢の中の１人」だが、生徒にとっては「最後の希望」かもしれないの

で、１件、１件、丁寧に対応することを期待する。 

 

○ 中学校夜間学級の設置は、外国人労働者の多い神奈川県では重要な課題である。特に、相模原や

県央などの地域ではその必要性は高い。先行的な取組みを参考にして、なるべく早い段階で中学校

夜間学級が設置されることを期待する。 

 

○ 学校における教育相談では、「教育相談コーディネーター」の果たす役割は大きい。その資質向

上のために、「ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修」講座を実施したことを高く評価

したい。次年度以降も本研修を継続実施して、ソーシャルワークの知識やスキルを習得した「教育

相談コーディネーター」が増えることを期待する。 

外部有識者の意見 
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○ いじめは人権問題である。違いを認め合い、相手の立場に立って考え行動できる人格の形成が大

切である。この視点に立った取組みは学校には浸透しているので、全体としてみれば、これまでの

県教育委員会の取組みの成果は出ている。 

 

○ いじめ問題が発生した学校では、学校長を含め、現場が法律を理解していないケースが見られ

る。まずは、学校に法律を理解させる取組みの徹底を期待する。 

 

  

 

 

   ① いのちの尊重に関する教育の推進 

取組み１ 「いのちの授業」の取組み  

【今後の対

応方向】 

・ これまでの取組みに加えて、教職員を対象とした各種研修会において、「いの

ちの授業」ハンドブックを活用していきます。また、家庭や地域で多くの大人が

子どもたちに関わって「いのち」の大切さについて共に考える取組みを広げるた

めに、保護者や地域向けの「いのちの授業」ハンドブック概要版リーフレットを

作成して、活用していきます。 

・ 県立高等学校及び県立中等教育学校から取組みに関する情報を収集し、特色あ

る実践事例をホームページや教職員研修等で紹介していくことで、「いのちの尊

重に関する教育」を推進します。 

・ 県立特別支援学校での取組みに関する情報を収集し、実践事例等を保護者や地

域に発信していきます。 

 

   ② いじめ・暴力行為などを防止するための普及啓発の推進 

取組み１ 「かながわ元気な学校ネットワーク推進会議」を中心とした取組み  

【今後の対

応方向】 

・ 学校・家庭・地域の連携・協働を更に密にし、社会全体に、いじめ・暴力行為

などの問題行動は見逃さないという雰囲気を醸成するなどして、学校や地域に子

どもたちの笑顔があふれることをめざし、コミュニティ・スクールの導入の促進

等に取り組みます。 

 

取組み２ 「かながわ元気な学校づくり地域生徒代表総会」や「地域フォーラム」の開催  

【今後の対

応方向】 

・  今後、児童・生徒がより主体的に参加し、保護者、教職員や地域の方々がいじ

め防止等に向けた意識を高め、元気な学校づくりを推進するよう「かながわ元気

な学校づくり地域生徒代表総会」及び「地域フォーラム」を統合して開催しま

す。 

・  また、より多くの児童・生徒・保護者・地域の方々の参加を促進するよう、内

容・運営等の充実を図ります。 

  

取組み３ 小・中学校の「道徳の時間」の教科化に向けた取組み  

【今後の対

応方向】 

・ 各学校での道徳科の授業により、子どもたちに豊かな心が育まれるよう、教職

員研修等で具体的な実践事例や授業の工夫を示すなど、引き続き、道徳科の充実

に向けた取組みを進めます。また、道徳科を要とし、各教科や特別活動など、教

育活動全体を通じた道徳教育の推進を図っていきます。 

 

③ 不登校、いじめなどに対する相談体制や支援の充実  

取組み１ スクールカウンセラーの配置・活用  

【今後の対

応方向】 

・  「スクールカウンセラー活用ガイドライン」を活用した研修や、スーパーバイ

ザーやアドバイザー等の巡回相談等により、スクールカウンセラーのより一層の

資質向上を図り、その効果的な活用を推進することや、関係機関と連携した取組

今後の対応方向 
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みを進めるなど、問題行動や不登校等の早期発見・早期解決に向けた取組みを推

進します。 

 

取組み２ スクールソーシャルワーカーの配置・活用  

【今後の対

応方向】 

・ スクールソーシャルワーカーは、公立小・中学校（政令・中核市を除く）対応

について６名、県立高校への配置について５名増員し、更に多くの児童・生徒を

効果的に支援できるよう、事業の充実を図ります。また、スーパーバイザーの巡

回や連絡協議会等における事例研究を通じて、スクールソーシャルワーカーの一

層の資質向上を図ります。 

 

取組み３ 不登校相談会や進路情報説明会の実施  

【今後の対

応方向】 

・ 不登校の児童・生徒一人ひとりの社会的自立や学校生活の再開に向けた支援の

一つとして、引き続き、不登校の児童・生徒や高校中退者及びその保護者等に対

して教育委員会とフリースクール等が連携・協働し、不登校相談会や進路情報説

明会を計９回実施するとともに、各地区における連携の活性化を図ります。ま

た、県教育委員会ホームページに設置した「不登校対策関係資料」のコーナーを

活用し、不登校相談会や進路情報説明会に関する情報や子どもたちの多様な居場

所に関する情報の周知に努めます。 

・ 不登校対策の中核を担う県内各市町村の教育支援センターの専任教員が一堂に

会する連絡協議会を開催し、不登校の児童・生徒への支援の基本的な考え方や各

市町村の情報を共有し、取組みの更なる充実を図ります。 

 

取組み４ 中学校夜間学級の設置の検討  

【今後の対

応方向】 

・ 夜間中学に関するアンケート調査結果や、各市町村立中学校の不登校や外国籍

の生徒数等を総合的に勘案し、地域の実情を踏まえた中学校夜間学級の設置につ

いて、市町村教育委員会とともに更に検討を進めます。 

 

取組み５ 「学校緊急支援チーム」の派遣  

【今後の対

応方向】 

・  緊急時に適切な支援ができるように、「学校緊急支援チーム」として派遣する

指導主事や臨床心理士等を対象に、スクールカウンセラースーパーバイザー等に

よる研修を実施します。 

  

取組み６ 「ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修」の実施  

【今後の対

応方向】 

・  教育相談コーディネーターが児童・生徒に対し、より効果的な支援ができるよ

うに「ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修」を継続します。また、

教育相談コーディネーター会議等において、本研修の受講者による実践報告を行

い、教育相談コーディネーターの資質向上に努めます。 

 

取組み７ いじめ防止基本方針の改定  

【今後の対

応方向】 

・  いじめ防止対策推進法及び改定した神奈川県いじめ防止基本方針に対する教職

員の理解を深めるため、各種会議で説明するととともに、各学校に研修教材を配

付するなど、各県立学校における効果的な研修等の実施を支援します。 

  

取組み８ 教育相談事業の実施  

【今後の対

応方向】 

・ 今後も不登校、いじめなどの来所や電話による相談を継続するとともに、新た

にＳＮＳを活用した相談事業の試行を行うなど、学校や関係機関との関連を進

め、問題の解決を図っていきます。 
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   ① 多様な学びの場のしくみづくり 

取組み１ インクルーシブ教育実践推進校（パイロット校）の取組み  

【取組概要】 ・ インクルーシブ教育実践推進校（パイロット校）３校では、知的障がいのあ

る生徒の第１期生の入学を踏まえて、できるだけ共に学ぶため、すべての生徒

にとって理解しやすい授業づくりなどの指導の手立ての研究に取り組むととも

に、生徒の相互理解を進めるため、障がい者理解のための講演会などを実施し

ました。 

・ パイロット校３校では、平成30年度入学者選抜に向けて、中学３年生に積極

的に志願を検討してもらうようにするため、中学校の進路指導担当者や生徒・

保護者に学校説明会、授業見学及び学校行事に参加していただき、パイロット

校の取組みを丁寧に伝えました。 

・ すべての県立高等学校及び県立中等教育学校でインクルーシブ教育の推進に

取り組むため、「高等学校におけるインクルーシブ教育の推進に係る会議」を

開催し、パイロット校３校での取組みを周知しました。 

【自己評価】 ・ パイロット校３校では、授業に集中しやすくするため、教室の前方に掲示物

を置かないことや、連絡事項を掲示する場所を各教室で共通化するほか、プロ

ジェクタなどの映像機器を活用した視覚支援を実施するなど、すべての生徒に

とって理解しやすい授業づくりが進むとともに、共に学ぶことにより、生徒の

相互理解を深めることができました。 

今後は、知的障がいのある生徒の第１期生が２年生に進級することを踏まえ

て、すべての生徒にとって理解しやすい授業づくりなどに引き続き取り組む必

要があります。 

・ パイロット校の平成30年度入学者選抜の連携募集志願者が、県立茅ケ崎高等

学校では18名（前年８名）に、県立厚木西高等学校では19名（前年15名）に、

それぞれ増加しました。一方で、県立足柄高等学校では４名（前年８名）と減

少したため、対応を検討する必要があります。 

・ 「高等学校におけるインクルーシブ教育の推進に係る会議」では、すべての

県立高等学校及び県立中等教育学校（144校）から217名の参加者があり、障が

いのある生徒等に対する支援の具体的な方法について理解を得ることができま

した。今後も、すべての県立高等学校及び県立中等教育学校における、すべて

の生徒の相互理解に向けて取り組む必要があります。 

      

取組み２ 「みんなの教室 10」の取組み  

【取組概要】 ・ 「みんなの教室」モデル事業の成果の普及を図るため、パイロット校のある

３地域から４市町（茅ヶ崎市、厚木市、南足柄市、寒川町）をインクルーシブ

教育推進地域に指定し、４市町が指定するモデル校（小学校４校、中学校３

校）において「みんなの教室」の実践研究を実施しました。 

あわせて、その取組例と成果・課題についてまとめた資料を作成し、市町村

教育委員会に配付することにより周知するなど、全県への普及に向けて取り組

みました。 

【自己評価】 ・ モデル校では、教育相談コーディネーターを担う教員の担当する授業を代わ

りに行う非常勤講師を配置して、コーディネート業務を行う時間を確保するこ

                             
10 みんなの教室 

 本県では、すべての子どもができるだけ通常の学級で共に学びながら、必要な時間に適切な指導を受けることができるしくみづく

りを進めており、そのしくみのことを「みんなの教室」という。 

２ インクルーシブ教育の推進 

 

主な取組概要及び自己評価等について 
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とにより、教育相談コーディネーターを中心として学校がチームとして子ども

を支援する体制を整備することができました。 

また、モデル校において、できるだけ共に学び共に育つ取組みが進んだこと

により、子ども同士の自然な関わり合いや、互いを理解し、相手の立場に立っ

て助け合う姿が見られるようになりました。 

一方で、モデル校以外の公立小・中学校について、「みんなの教室」モデル

事業の成果を生かした校内支援体制の整備に取り組む必要があります。 

    

取組み３ インクルーシブ教育の理解啓発  

【取組概要】 ・ インクルーシブ教育の推進の趣旨を県民に十分に理解していただくため、フ

ォーラムを開催し、「地域と共につくるインクルーシブな学校～みんなで描く

「わたしたちの学校」～」についてパネルディスカッション等を行うことや、

リーフレットの活用などにより、理解啓発に取り組みました。 

【自己評価】 ・ 参加者に占める教員又は行政職員以外の県民の割合が43.3％（前年43.0％）

と引き続き高かったことに加えて、参加者が学校や地域で何ができるかを考え

る機会となるとともに、インクルーシブ教育を推進する上での課題等について

の意見が出されるなど、インクルーシブ教育についての理解を促進できまし

た。一方、参加者からは、より具体的な取組みについての議論を望む声が多く

なっているため、フォーラムの内容を工夫する必要があります。 

    

取組み４ 県立高校の通級指導 11 導入校の取組み  

【取組概要】 ・ 法改正を踏まえ、高等学校に進学する生徒の多様な教育的ニーズに対応する

ため、県立高校改革実施計画（Ⅰ期）を一部改定し、県立生田東高等学校、県

立保土ケ谷高等学校及び県立綾瀬西高等学校の３校において、自校における通

級による指導を平成30年４月から開始することとしました。 

【自己評価】 ・ ３校での自校における通級による指導の実施に向け、施設整備・環境整備を

進めることができました。一方、各校における校内体制の整備、対象生徒の見

取り、具体的な指導内容等については、検討段階に留まっているため、今後、

実施に向けた取組みについて、明確にする必要があります。 

   

取組み５ 教育相談コーディネーター 12 の養成  

【取組概要】 ・ 児童・生徒が抱える諸問題への適切な支援と校内教育相談体制の構築のた

め、教育相談、児童・生徒理解及びケース会議の進め方等の講義・演習の実施

や、スクールカウンセラーや児童相談所等、学校内外の人的・物的資源をコー

ディネートできる人材の養成を図りました。 

【自己評価】 ・ 個に応じた学習支援について、多様な学習支援の具体的な方法を学ぶための

講義・演習の実施により、個別教育計画の作成においては、各教科の担当者と

の連携が大切であることについて、理解の促進を図ることができました。 

・ ケース会議演習では、受講者が事例発表、司会、記録の役割を模擬体験する

ことにより、児童・生徒の見立てのために自身に付けたい力や、効果的な会議

の運営について理解を深めることができました。一方、教員には研修を受ける

時間の制約があるため、短時間で行う演習について検討していく必要がありま

す。 

                             
11 通級指導 

 障がいのある生徒（自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害を主たる障がいとする生徒）に対して、大部分の授業を在

籍学級で行いながら、一部、特別の教育課程を編成し、障がいに応じた特別の指導を行うこと。 
12 教育相談コーディネーター 

 支援を必要とするすべての児童・生徒に対し、学校の教育相談体制の軸となる教員のことをさす。学校（高等学校は課程）ごとに、

校長が所属する教員の中から各学校の実態に応じて指名をしている。国では「特別支援教育コーディネーター」という。 
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教育相談コーディネーターの養成数 

 

 

 

② 専門的な指導や支援の充実 

取組み１ 特別支援学校生徒の就労支援  

【取組概要】 ・ 県立特別支援学校生徒の就労支援の

充実のため、社会自立支援員を２名増員

しました。また、社会自立支援員連絡会

議を年６回開催し、現状の課題について

協議し、具体的な連携の方法を検討しま

した。 

・ 清掃技能検定事業では、国家検定に一

部対応し、生徒の総合的な力を確認する

ため、「総合種目」を検定項目として増

やしました。 

・ 特別支援学校生徒の卒業後の就労先

での定着を支援するため、特別支援学校進路指導連絡協議会知的障害部会県域

地区会で、障害者就業・生活支援センターと連携を深めました。 

・ 進路学習や進路指導において、ジョブマッチングに重点をおきました。 

【自己評価】 ・ 社会自立支援員を増員したことにより、配置校を中心に進路担当者と協力し

て実習先等の開拓、卒業生等の職場訪問、在校生の職業学習への助言など、支

援員の経歴等を生かした就労支援の取組みを進めることができました。 

また、社会自立支援員連絡会議での情報交換・情報共有を通して、１年目の

社会自立支援員のスキルアップが図られました。今後は、配置していない学校

が活用するしくみを作り、連携の方法を共有する必要があります。 

・ 「総合種目」を検定項目として増やし、タオル・ダスタークロス・モップの

３種目について実際の業務に近い状況を設定し、検定を行うことにより、各種

目をある程度修得した生徒たちが総合的な力を付けたいという動機付けとする

ことができました。一方、各種目の受検者数も伸びており、現状では対応が困

難なことから、受検者の受入れ方法について、更に検討していく必要がありま

す。 

・ 特別支援学校進路指導連絡協議会知的障害部会県域地区会での障害者就業・

清掃技能検定（総合種目） 

（県立総合教育センター取りまとめ資料より作成） 
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生活支援センターとの連携では、主に卒業生の就労先での定着支援について、

県域６箇所の障害者就業・生活支援センターの職員と情報交換や事例の共有を

図り、定着支援のノウハウについて理解促進ができました。今後も、各関係機

関との連携を密にしていく必要があります。 

・ ジョブマッチング等の結果、就職後の定着率が向上しました。 

    

取組み２ 県立特別支援学校における医療ケア等の充実  

【取組概要】 ・ 医療機関との連携や人工呼吸器対応等の県立特別支援学校の医療ケア等に係る諸

課題について検討するため、医療関係者等から構成される県立特別支援学校医療ケ

ア等支援事業ワーキンググループを立ち上げ、検討を進めました。 

・ 医療ケア等を安全に実施するため、医療ケア等に従事する看護師の拡充につ

いて、検討しました。 

・ 医療ケア等の高度化に伴う課題を解消するため、医療ケア等連絡協議会や看

護師等連絡会等で研修内容の充実を協議しました。 

【自己評価】 ・ ワーキンググループでの検討により、医療ケア等に関わる医療機関との連携

や人工呼吸器対応等、多くの課題を見付け、整理することができました。今

後、安全な医療ケア等の実施にかかる看護師の確保などの課題について、継続

して検討していく必要があります。 

 

   県立特別支援学校の医療ケア等推移（平成15～29年度） 

         

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み３ 県立高校における障がいのある生徒に配慮した就労支援  

【取組概要】 ・ 適切な就労支援を行うため、進路指導担当教職員を対象とした進路指導説明会等

を通して、神奈川労働局、就労支援に関するＮＰＯ法人、関係各課など各機関か

ら、採用選考など進路指導に係る実践的な情報提供を行いました。 

・ 就職活動に困難が生じた事案等に対し、関係各課や神奈川労働局等とも連携の

上、適切な就労の実現へ向けた丁寧な支援を行いました。 

【自己評価】 ・ 適切な進路指導の実現に向けた情報提供を行うことにより、公正な採用選考の確

保を念頭とした進路指導の充実及び実践的な指導力の向上が図られました。 

一方、適切な就労に対する生徒の意識を高める働きかけについても充実させる必

要があります。 

・ 神奈川労働局等とも連携した適切な支援を行うことにより、就職活動に困難が生

じた個々の事案に対して、きめ細かな支援を行うことができました。 

※平成15年～17年は４月時点、平成18年は３月時点、平成19年以降は５月時点のデータで作成 

特別支援教育課調査資料より作成 
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① 多様な学びの場のしくみづくり 

○ 教育委員会の努力にもかかわらず、インクルーシブ教育の基本的な内容についての県民の理

解は低いように思う。インクルーシブという言葉のみが飛び交っている気がする。パイロット

校、モデル校、「みんなの教室」といった言葉にしても、認知がされていないのではないか。

インクルーシブ教育の理解啓発に当たっては、基本的な言葉や内容を丁寧に説明する等、県民

への初歩的なＰＲ活動に力を入れる必要を感じる。 

 

○ パイロット校３校のうち２校の志願者が昨年比で増加したことは評価できる。３校の取組み

を検証し、受け入れる学校が増えていくような仕組みづくりが必要である。「みんなの教室」

も重要な取組みである。 

 

○ 通級指導が始まり、今後は多くの高等学校に導入されていくと思うが、その場合、生徒、保

護者、教員に対する障がいへの理解を含めた幅広い人権教育が、これまで以上に必要となる。

この点が不十分であると、いじめや問題行動が生じやすくなる。 

 

② 専門的な指導や支援の充実 

○ 検定事業の取組みは、生徒に「励み」と「自信」をもたらす効果があり、評価できる。生徒

の就労の実績アップを期待する。 

 

 

    

 

  ① 多様な学びの場のしくみづくり 

取組み１ インクルーシブ教育実践推進校（パイロット校）の取組み  

【今後の対応

方向】 

・ インクルーシブ教育実践推進校（パイロット校）３校では、知的障がいのあ

る生徒の２年生への進級を踏まえて、できるだけ共に学ぶため、すべての生徒

にとって理解しやすい授業づくりなどの指導の手立ての研究に引き続き取り組

みます。 

・ パイロット校の取組みを中学校の進路指導担当者や生徒・保護者に引き続き

丁寧に伝えるとともに、県立足柄高等学校では、県西地域におけるインクルー

シブ教育を進める環境を整えるため、平成31年度入学者選抜に向けて、募集対

象の地域を拡大するなど、より積極的に志願を検討してもらえるように取り組

みます。 

・ すべての県立高等学校及び県立中等教育学校で、インクルーシブ教育の推進

に取り組めるようにするため、パイロット校等で実践した障がい者理解の取組

みをすべての県立高等学校及び県立中等教育学校に周知するなど、普及に取り

組みます。 

  

取組み２ 「みんなの教室」の取組み  

【今後の対応

方向】 

・ 「みんなの教室」モデル事業の成果の普及を図るため、４市町で引き続き実

践研究を実施し、取組例と成果・課題を他の市町村に周知するとともに、モデ

ル事業後の普及の手立ての検討に取り組みます。 

 

取組み３ インクルーシブ教育の理解啓発  

【今後の対応

方向】 

・ 市町村教育委員会とより一層連携し、地域で行われている具体的な取組みの

紹介等も含めたフォーラムを開催するとともに、インクルーシブ教育の推進の

基本的な考え方について、県民の皆様にご理解いただくために作成したリーフ

外部有識者の意見 

 

今後の対応方向 
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レットの活用等を検討します。 

  

取組み４ 県立高校の通級指導導入校の取組み  

【今後の対応

方向】 

・ 県立高校での通級指導を円滑に実施し、対象生徒に向けた効果的な指導を行

うことにより、インクルーシブ教育の一層の推進を図ります。 

・ 引き続き、通級について周知し、障がいについての理解を図ります。 

 

取組み５ 教育相談コーディネーターの養成  

【今後の対応

方向】 

・ 今後も学校の相談体制の充実を図るため、生徒理解やケース会議の進め方等

の講義・演習により教育相談コーディネーターの養成を推進します。 

 

② 専門的な指導や支援の充実  

取組み１ 特別支援学校生徒の就労支援  

【今後の対応

方向】 

・  就労支援の充実に向けて、社会自立支援員と進路指導担当者の連携の方法な

どを、社会自立支援員連絡会議等で検討します。 

・  清掃技能検定事業については、継続実施する際の諸課題を確認、検討しま

す。 

・  障害者就業・生活支援センター等の各関係機関との連携協力については、各

校の進路担当者を中心に引き続き会議等の場を活用して進めます。 

 

取組み２ 県立特別支援学校における医療ケア等の充実  

【今後の対応

方向】 

・ 県立特別支援学校医療ケア等支援事業ワーキンググループにて、医療ケア等

のあり方や人工呼吸器への対応などの諸課題について、引き続き検討します。 

・ 非常勤看護師を６名増員し、県立特別支援学校の医療ケア等を安全に実施で

きる体制の充実や、公立小・中学校への支援体制の整備を図ります。 

 

取組み３ 県立高校における障がいのある生徒に配慮した就労支援  

【今後の対応

方向】 

・ 神奈川労働局、関係各課等とも綿密に連携の上、継続して公正な採用選考が

行われることをめざす取組みを推進し、適切な就労の実現及び就労実績の向上

に向けた支援を引き続き行っていきます。 

 

 

 

    

 

 

① 「外国につながりのある児童・生徒 13」 への更なる指導・支援の充実 

取組み１ 「外国につながりのある児童・生徒」への支援体制の充実  

【取組概要】 ・ 帰国児童・生徒及び外国につながりのある児童・生徒の教育についての指導

内容や指導方法の改善等を図るため、「帰国児童・生徒教育及び国際教室担当

者連絡協議会」や「外国につながる子どもの支援のための関係機関連絡会」を

開催し、支援の充実や協力体制の構築などについて協議等を行いました。 

・ 国際教育についての理解を深めるとともに、その教育を効果的に促進するた

め、「外国につながりのある児童生徒への指導・支援の手引き」の活用を図り

ました。 

・ 県内の公立小・中学校における帰国・外国人児童・生徒への指導・支援の充

                             
13 外国につながりのある児童・生徒 

 「日本国籍であっても母語が日本語でない児童・生徒」や「家族が外国にルーツを持つ児童・生徒」など、外国籍を持つ児童・生

徒だけでなく、民族、文化など様々な背景を持った児童・生徒。 

３ 「外国につながりのある児童・生徒」への指導・支援の充実 
 

主な取組概要及び自己評価等について 
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実を図るため、文部科学省の補助事業を活用し、市町村（政令・中核市を除

く）の取組みに対して、経費の一部を補助しました。 

・ 外国籍の高校生の保護者との意思疎通を図る通訳支援事業を延べ480回実施し

ました。 

【自己評価】 ・ 会議での協議等により、帰国児童・生徒及び外国につながりのある児童・生

徒にかかわる望ましい教育の在り方について、各地区担当指導主事や国際教室

担当者の理解が深まりました。引き続き、特別の教育課程の編成などの今日的

課題への具体的な対応策を検討するなど、取組みの充実を図る必要がありま

す。 

・ 「外国につながりのある児童生徒への指導・支援の手引き」の活用により指

導主事や教員の国際教育への理解を促進できました。引き続き、手引きの周知

や記載内容の見直しを行うなど、取組みの充実を図る必要があります。 

・ 市町村（政令・中核市を除く）への補助により、児童・生徒の母語が分かる

協力者が学校に派遣されたことで、日本語や教科指導、通訳等の支援を充実さ

せることができました。また、個別の指導計画の作成や日本語能力測定方法の

効果的な活用について研修・研究を行うことで、指導・支援体制の構築を推進

できました。今後は、その成果を県内市町村に広めていく必要があります。 

・ 外国籍の高校生の保護者の通訳のニーズは高く、引き続き行う必要性があり

ます。 

 

取組み２ 多文化教育コーディネーター 14 や学習支援員 15 の派遣  

【取組概要】 ・ 外国につながりのある生徒に対応するため、ＮＰＯ等と連携して多文化教育コー

ディネーターや、学習支援員を外国籍の生徒が多く在籍する県立高校に派遣（コー

ディネーター：21校、27人派遣、学習支援員：33校、807回派遣）し、学習や学校

生活の支援を継続して実施するとともに、個別の支援を推進しました。 

【自己評価】 ・ 多文化教育コーディネーターや学習支援員を派遣して個別支援を行うことに

より、「学校での居場所ができた」や「授業が分かりやすくなった」という意

見が聞かれるなど、外国につながりのある生徒への指導・支援の充実を図るこ

とができました。 

  一方、多文化教育コーディネーターや学習支援員として、外国につながりの

ある生徒の母語や文化について十分に理解するなど、指導・支援をするために

必要な資質や能力を有する人材を確保していくための方策について、検討して

いく必要があります。 

 

   

 

 

① 「外国につながりのある児童・生徒」への更なる指導・支援の充実 

○ コーディネーターの派遣は評価できるが、一過性にならないよう、継続的なフォーローをし

ていく必要がある。 

 

 

 

                             
14 多文化教育コーディネーター 

  日本語を母語としない生徒が学校生活を円滑に送ることができるよう、各学校と相談の上、適切なサポーターを選任。日本語学

習の支援、職員研修会の実施、通訳派遣等の必要な支援をコーディネートする。 
15 学習支援員 

  日本語の理解が十分でない生徒が円滑に学習に取り組むことができるよう、各学校と相談の上、必要な支援を行う。学習支援ス

タッフとしてかながわハイスクール人材バンクに登録された者で、かつ、外国につながりのある生徒の母語や文化について理解のあ

る者とする。 

外部有識者の意見 
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① 「外国につながりのある児童・生徒」への更なる指導・支援の充実 

取組み１ 「外国につながりのある児童・生徒」への支援体制の充実  

【今後の対応

方向】 

・ 「外国につながりのある児童生徒への指導・支援の手引き」を改訂し、特別

の教育課程の編成や日本語能力測定方法の活用等の新たな制度について盛り込

むとともに、県内の各市町村教育委員会における工夫した取組みや、県内のＮ

ＰＯ等の団体による多様な支援等を紹介し、更なる児童・生徒への支援に役立

てます。 

・ 文部科学省の補助事業を活用した市町村（政令・中核市を除く）の取組みに

対する補助については、継続して行います。 

 

取組み２ 多文化教育コーディネーターや学習支援員の派遣  

【今後の対応

方向】 

・ 外国籍生徒への学習支援の充実を図るために、多文化教育コーディネーター

派遣校に、必要に応じて学習支援員を派遣します。また、多文化教育コーディ

ネーター派遣校以外の学校についても、ＮＰＯ法人と連携し、日本語の理解が

十分でない生徒が円滑に学習に取り組めるよう支援する学習支援員を派遣し、

生徒一人ひとりの状況に応じて支援していきます。 

 

 

今後の対応方向 


