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資料編
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　本市では、子どもの権利を保障し、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちの実

現をめざして、平成20（2008）年4月1日「なごや子ども条例」を施行しました。

　本計画の策定にあたっては、この条例の趣旨を踏まえ、教育長・教育委員が児童生徒から

学校生活に関することなどについて率直な思いを聴く機会を設けたほか、なごっちフレンズ

（身近な地域や名古屋のことを考え、活動する子どもたちを応援する情報提供の制度）によ

る意見募集を実施しました。

　また、市民の皆さまから幅広くご意見をお聴きするため、市政アンケートやシンポジウムに

あわせてのアンケートを実施したほか、経済団体との意見交換会や有識者会議、教職員から

の意見募集も行いました。

資料①　意見聴取

 

なごっち

なごや子ども条例マスコットキャラクター

【参考】

○なごや子ども条例（抜すい）

　（主体的に参加する権利）

第7条　子どもは、自分たちにかかわることについて主体的に参加するため、その年齢及び発達に応じ、次に掲

　げることを権利として保障されなければならない。

（1）意見を表明する機会が与えられること。

（2）自分たちの意見が尊重されること。

（3）意見を表明するために、必要な情報の提供その他必要な支援を受けられること。
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実施日 実施校

平成30（2018）年

　6月18日（月）

平成30（2018）年

　7月  9日（月）

平成30（2018）年

　7月11日（水）

平成30（2018）年

　7月13日（金）

平成30（2018）年

　7月17日（火）

丸の内中学校（2年A組）

城 山 中 学 校（3年5組）

北 高 等 学 校（3年H組・普通科国際理解コース）

西陵高等学校（2年5組・国際ビジネス系列、総合学科ビジネスマネジメント系列）

栄  小  学  校（6年1組）

1　児童生徒からの意見

　（1）教育長・教育委員と児童生徒との意見交換会

　　ア　実施日及び実施校　

イ　意見の要旨

○栄小学校（6年1組）

　・図工室にエアコンがほしい。

　・体育館では集会などが行われるため、エアコンや扇風機を設置してほしい。

　・デジタル教科書を導入してほしい。

　・トイレを新しくしてほしい。

　・災害で大変な地域に総合学習等でボランティアに行くのもいいと思う。

　・科学館のプラネタリウムへ海外の方を案内したいと思う。

　・外国人は日本の本を読まないと思うので、市立図書館に案内したい。

　・スポーツ施設を都心部に設置してほしい。

　・科学館の開館時間を延ばしてほしい。

　・美術館に行ったことがないから、行く機会を設けてほしい。

 

栄小学校（中区）での意見交換会
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○丸の内中学校（2年A組）

　・トイレを洋式化し、壁など全体をきれいにして、スリッパを置いてほしい。

　・教室に授業で使うスクリーンがほしい。

　・特別教室にエアコンがほしい。

　・ウォータークーラーを増やしてほしい。

　・黒板をホワイトボードにして、チョークではなくペンで書きたい。

　・将来の仕事に役立つため、技術の授業以外でもパソコンを使用させてほしい。

　・運動場に登り棒などの遊具を設置してほしい。

　・プールを温水にし、更衣室を設置してほしい。

　・理科や家庭科の授業は動画があるとわかりやすいので、機材を導入してほしい。

　・名古屋にはメジャースポットがないので、つくってほしい。

　・なごやめしはおいしくて種類が多いので、スクールランチメニューに出してみんなに知ら

　　せてほしい。

　・市内にもっと自然とふれあえるところがほしい。

○城山中学校（3年5組）

　・通学鞄が重く、教科書でいっぱいになるので、デジタル教科書にしてほしい。

　・社会の教科書は３年分が１冊になっているから、分けてほしい。

　・机の引き出しが狭すぎて、その日の授業の教科書が全部入らない。

　・いすや机が古いので、新しいものがほしい。

　・学校内の段差をなくしてほしい。

　・チョークは汚れやすいので、ホワイトボードにしてほしい。

　・雨が降ると運動場は乾かないので、室内運動場をつくってほしい。

　・エアコンが教室にしかないので、美術室、理科室などにもつけてほしい。

　・市内に、外国人向けの和を感じられる場所をつくってほしい。

　・市内の緑がもっときれいに整備されるとよい。

　・インスタ映えする市内スポットを増やしてほしい。

 

丸の内中学校（中区）での意見交換会
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○北高等学校（3年H組・普通科国際理解コース）

　・マレーシアのパーム油など、発展途上国の文化についてさらに学ぶ授業を増やしてほしい。

　・第二外国語を学びたい。

　・国際情勢について授業を通して学び、海外で仕事がしたいと思うようになった。

　・先生の体験を聞いて、ボランティアをやってみたいと思うようになった。

　・１、２年で、もっと大学や将来について考える時間がほしい。

　・学校で職業について研究する授業をしてほしい。みんなでやればアイデアが増える。

　・卒業生に来てもらって仕事について話してもらうのが、参考になると思う。

　・市立高校で校則を統一してほしい。

　・市立図書館を月曜日にも開館してほしい。開館時間も延長してほしい。

　・市立図書館の本が少なく、新刊も少ない。高校生向けの本を増やしてほしい。

　・市立図書館の学習室がきれい。短編で読みやすい洋書がもっとあるとうれしい。

　・市内は、地下鉄でいろんな施設へ行ける。そういうところをＰＲしてはどうか。

○西陵高等学校（2年5組・国際ビジネス系列、総合学科ビジネスマネジメント系列）

　・トイレをきれいにして、洋式を多くしてほしい。

　・財務会計の授業は電卓などを使うため、机をもっと大きくしてほしい。

 

城山中学校（千種区）での意見交換会

北高等学校（北区）での意見交換会
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・選択授業は、まず体験して、どんな勉強をするのか知った上で選びたい。

・入学してから学科を考えることができるのが、この学校の強みだと思う。

・卒業後すぐ就職できるように、さまざまな資格が取れるところがよい。

・卒業した先輩の講演は、将来の参考になると思う。

・市立図書館の学習室が混み合うため、部屋の数を増やしてほしい。

・科学館は中学生まで無料だが、高校生も無料にしてほしい。

・瑞穂陸上競技場は日陰がないので、もっとつくってほしい。

 西陵高等学校（西区）での意見交換会

 

 

（1）なごっちフレンズによる意見募集

　ア　実 施 期 間　平成30（2018）年7月1日（日）～7月31日（火）

　イ　実 施 対 象　登録している市内在住又は在学の小学5年生から高校3年生

　　　　　　　　　（平成30（2018）年7月1日現在641人）

　ウ　実 施 方 法　登録者へ書類を郵送し、メール又はFAXにて受付

　エ　実 施 結 果　意見提出6人延べ10件

   　○意見の要旨

 
・児童集会などを増やして、他のクラスや学年とも交流したい（小学校５年）。

・文化祭で飲食店を出すなど、みんなで参加できるイベントがあるとよい（中学校３年）。

・クラブや部活動を増やしてほしい（小学校５年）。

・授業でわからないことを先生と勉強できる時間がほしい（小学校６年）。

・あからさまないじめはないが、陰口や悪口が多い。注意すると自分がいじめの対象になりかね

　ないので、対策を取ってほしい（中学校３年）。
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・子どもの視点に立って、10、20年後を見据えた施策をしてほしい。

・現在学校に通っている子どもたちに即適用される事業の展開を重視してほしい。

・子ども、教員など、もっと現場に目を向けた計画にしてほしい。

・外国人の教員を確保して英語教育を行ってほしい。

・ICT環境の整備が名古屋市は遅れていると聞くので、早急に対応してほしい。

・未来を支える人づくりのために、学校で子どもにタブレットを使用させるべきである。

・学力差を縮めるために、義務教育で留年制度を用いてはどうか。

・各家庭や子どもに応じた通学区域の柔軟化を検討してほしい。

2　市民からの意見聴取

　（1）市政アンケート

　　ア　実 施 期 間　平成29（2017）年10月17日（火）～10月31日（火）

　　イ　実 施 対 象　市内に居住する満18歳以上の市民（外国人を含む）2,000人

　　ウ　実 施 方 法　郵送

　　エ　実 施 結 果　有効回収数924人（有効回収率46.2％）

　　　○主なアンケート結果（複数回答可、％は小数点以下第2位を四捨五入）

　　　　・名古屋市の今後の教育にとって影響が大きいと思うもの

　　　　 「少子高齢化」　　　　　　　　　　　　　  56.6％

　　　　 「地域とのつながりの希薄化」　　　　　　  46.8％

　　　 　「携帯電話やスマートフォンの急速な普及」　45.5％

　　　　 「子どもの貧困の拡大」　　　　　　　　　 34.2％

　　      ・今の子どもに身につけてほしいと思うこと

　　　　 「他人を思いやる心」　　　　　　　　　　 82.4%

　　　 　「責任感、根気強さ、忍耐強さ、意志の強さ」  66.2%

　　　　 「思考力、判断力」　　　　　　　　　　　  58.4%

　　　　 「基礎的な学力」　　　　　　　　　　　　 57.4%

　　      ・名古屋市の今後の教育のために、特に必要であると思うもの

　　　　 「いじめ・不登校への対応の充実」        　　62.8％

　　　　 「教員の指導力の一層の向上」            　　45.6％

　　　　 「教員や専門職員の充実」                　　　41.6％

　　　　 「教育にかかる保護者の経済的負担の軽減」 39.3％

　（2）学校の小規模化を考えるシンポジウム（本計画策定にあたってのアンケート）

　　ア　実　　 施　　 日　平成30（2018）年7月22日（日）

　　イ　場　　　　　　所　名古屋コンベンションホール

　　ウ　アンケート回答者　118人

　　エ　意 見 の 要 旨
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・先生の目が行き届くように、先生１人当たりの適正な子どもの数を考えてほしい。

・障害児に関する教員の理解にばらつきがあるため、教員の知識、技能の向上を望む。

・いじめ、不登校のない学校にしてほしい。

・スクールカウンセラーや精神科医など専門家と学校の密な連携に力を入れてほしい。

・地域との関わりを大切にした教育を行ってほしい。

・地域住民が学校教育に参画できる仕組みをつくってほしい。

・給食へのなごやめしの提供は、子どものためにいい取組だと思う。

・トイレ改修や特別教室へのエアコンの設置など、学校施設・設備を良好なものにしてほしい。

・老朽化がひどいため、未来を担う子どものために学校施設全体の整備を進めてほしい。

・学校の統廃合にあたっては、地域への丁寧な働きかけをしてほしい。

・外国語活動や道徳の教科化など、新しいことがどんどん増えるため、教員が心にゆとりをもっ 

　て子どもたちと向き合える体制にしてほしい。

・部活動は教員が携わらない形が望ましいが、担い手がボランティアだけで賄えるとは思えな

　い。人を雇うか、土日のみの活動に集約するなど、早目に方向性を示してほしい。

・市民が学ぶ場を維持することが大切である。

・すべての小学校にトワイライトルームをつくってほしい。
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・教員や専門職員（スクールカウンセラー、学校司書など）の充実：86名

・障害のある子どもや日本語指導が必要な子どもへの教育：72名

・安心・安全で快適な教育環境の整備：68名

・地域と連携した子どもの見守り活動の充実：68名

・いじめ・不登校への対応の充実：66名

・個性を引き出す教育：64名

・家庭の教育力の向上：49名

・教員の指導力の一層の向上：48名

・基礎学力の向上：45名

・人権教育や道徳教育の推進：43名

・相談事業の充実：39名

・グローバル人材の育成：35名

・保護者や地域の意見が反映された学校づくり：33名

・保護者の経済的負担の軽減：30名

・放課後活動（部活動やトワイライトスクール、土曜学習など）の充実：30名

・生涯学習の機会と場の提供：29名

・郷土への理解を深め、郷土を誇れる教育の充実：23名

・幼児教育の推進：20名

・ICT教育の充実：20名

・図書館サービスの向上：15名

・理数教育の充実：13名

・博物館・美術館・科学館の魅力向上：13名

・文化財の保存と活用の推進：7名

・市立高校教育の充実：2名

　（3）ナゴヤ子ども応援会議・教育シンポジウム

　　ア　実　　 施　　 日　平成30（2018）年11月13日（火）　

　　イ　場　　　　　　所　名古屋市立大学　桜山キャンパスさくら講堂

　　ウ　アンケート回答者　172人

　　エ　ア ンケート内容

　　　○名古屋の今後の教育のために特に必要であると思うものは何ですか？

　　　　（以下の項目から選択（複数回答可）してもらい、回答者の多い順に掲載）

○その他の主な意見（自由記述）

　・小・中・高にかけて自己肯定感の育成をしてほしい。

　・外部、地域人材を教育活動に積極的に活用してほしい。

　・幼・小や小・中の連携を密にしてほしい。

　・多様な学びやコミュニケーション力の向上に努めてほしい。

　・少人数学級を実現してほしい。

　・給食に地元野菜を使用し、添加物を削減してほしい。
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・コミュニケーション能力は、社会で活躍するために重要な力である。

・高度な外国人人材を受け入れるための教育環境の整備が必要である。

・小・中・高・大学を通じた人材育成のグランドビジョンが必要である。

・考え方の多様性が今後求められていくのではないか。

・一人ひとりの学びの進度にあわせた教育のためのICT活用を検討してほしい。

・教養や社会経験のために、教員の研修機会を充実させてほしい。

・教員の多忙化解消に向けた取組を推進してほしい。

・教員のワーク・ライフ・バランスの確保が重要である。

・ビジョンを明確にした学校経営が重要である。

・公共施設の老朽化対策の計画的実行と教育予算の確保が必要である。

・高齢者を含む大人が子どもを支えるという視点に変えるべきである。

・学校、家庭、地域、企業それぞれの役割と責任を踏まえた相互理解を促進してい 

　く必要がある。

・女性の社会進出を踏まえ、トワイライトスクールなどを充実させてほしい。

・産学が連携して人材育成を行っていきたい。

・いじめ対策における地域の役割が重要である。

・学校施設を活用したリカレント教育の実施が必要である。

・名古屋に人を惹きつける文化の創造に向け、若い世代の参加が重要である。

3　経済団体との意見交換会

　（1）実   施  日　平成30（2018）年8月8日（水）

　（2）場　　　所　名古屋市役所　東庁舎5階　大会議室

　（3）出 席 団 体　愛知県経営者協会、中部経済同友会、中部経済連合会、名古屋商工会議所

　　  　　　　　  （五十音順）

　（4）意見の要旨

※基本的方向（Ⅰ～Ⅳ）については、P.21～22を参照してください。

・子どもにとって夢のある計画を策定してほしい。計 画 全 般

基本的方向Ⅰ

基本的方向Ⅱ

基本的方向Ⅲ

基本的方向Ⅳ

区 分 主 な 意 見
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・異なる価値観をもった人と協力・共生できる子どもの育成が大切である。

・ICT等を活用して、多様なニーズに対応した支援体制を充実させることが大切で   

　ある。

・感性を育てるために、五感を刺激する多様な体験機会を充実させるべきである。

・基礎・基本の学力向上と、豊かな人間性や生きる力などとの両立が必要である。

・特別支援学校高等部から社会へ円滑に移行していくために、教育課程を見直して

　新しいシステムを構築していく必要がある。

・自己効力感の向上を後押しする施策を充実させていくとよい。

・「名古屋らしさ」を踏まえた内容にするとよい。

・教育委員会と福祉分野が連携した事業があるとよい。

・名古屋のまち全体で子どもたちを育てていくという視点を入れるとよい。

・インクルーシブ教育について記載すべきである。

・計画の点検・評価について、他部局と連携した成果を評価できる仕組みがあるとよい。

・相手を尊重し、背景を理解する子どもが育つような教員研修の充実が必要である。

・デジタル教科書などを教員が使いこなせるようにする必要がある。

・発達障害についての理解を深めるため、教員の研修を充実させてほしい。

・小・中・高が連携した実践的な研修を行う必要がある。

・教員の負担軽減や児童生徒のためにも、さまざまな専門家を登用するとよい。

・教員が授業を工夫することで子どもが育つので、そのゆとりがもてるように教員

　の確保、ワーク・ライフ・バランスなど環境を充実してほしい。

・インクルーシブ教育とユニバーサルの観点で、教室環境を見直してほしい。

・これからの学びのスタイルにあわせた教育環境の改善をするとよい。

4　有識者会議

　（1）実　施　日　平成30（2018）年6月1日（金）、8月29日（水）、11月15日（木）

   （2）有　識　者   （五十音順・敬称略）

（3）意見の要旨　（個別に意見聴取したものを含む。）

計 画 全 般

基本的方向Ⅰ

基本的方向Ⅱ

区 分

氏　名 役　職

主 な 意 見

伊藤　康児 名城大学大学院人間学研究科教授

伊藤　恭彦 名古屋市立大学理事・副学長、大学院人間文化研究科教授

佐藤　　賢 愛知淑徳大学文学部教育学科准教授

白上　昌子 NPO法人アスクネット代表理事

坪井　裕子 名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授、臨床心理士
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・大人が子どもを見守る体制をつくるために、コミュニティ・スクールなども検討す　 

　る必要がある。

・学校教育は地域との関わりなしに成り立たない。学校と地域との関わりを模索し　  

　ていく必要がある。

・開かれた学校の中で、教員と専門職がどう連携、協働していくかが大切である。

・地域から子どもたちは多くを学ぶため、地域の教育力が重要である。

・PT（理学療法士）、OT（作業療法士）など、特別支援教育において専門的人材を活

　用してはどうか。

・切れ目のない子育て支援に向けた他局との連携について、記載してほしい。

・キャリア支援をモデル事業から展開していけるような、他局と連携した具体的検  

　討が必要である。

・いじめと不登校の対策について、部署ごとに事業展開されているため、体系化す　 

　べきではないか。

・なごや子ども応援委員会の安定的な運営のために、任期制を見直すべきである。

・博物館、美術館、科学館を拠点として生涯学習が推進されるとよい。

・副読本「ナゴヤ歴史探検」は、生涯学習の切り口としてとてもいいと思う。

・歴史の里しだみ古墳群は素晴らしいものなので、海外に発信すべきである。歴史　 

　の知識はグローバル化の礎にもなる。

・学校に入る前の段階で読書に親しんでもらえるとよい。

・外国籍の方が非常に増えており、早い段階で日本社会になじめるように、図書館　  

　の資料の多言語化が必要である。

・社会教育はコミュニティづくりと重なっている。地域の学習活動の充実ということ

　も一つのアプローチであり、引き続き検討してほしい。

・余裕教室を活用し、生涯学習と多文化共生に絡めて、外国から来た子どもの親の　 

　世代向けの日本語教室などを実施してはどうか。

・働く世代を射程に入れた生涯学習を推進していくことが課題である。

基本的方向Ⅲ

基本的方向Ⅳ

区 分 主 な 意 見

※基本的方向（Ⅰ～Ⅳ）については、P.21～22を参照してください。
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・教職員の配置拡充

・小学校への英語専科教員の配置

・学校司書、日本語指導担当教員、スクールカウンセラー等の配置拡充

・学校生活介助アシスタント、外国語活動アシスタント等の人材確保

・老朽化への対応

・特別教室へのエアコンの設置

・バリアフリー化の推進

・トイレ改修の推進

・ICT教育環境の整備（パソコンやタブレット端末の配置、インターネッ  

　ト環境の改善）

・過大規模校の解消

・小規模校対策において幅広く意見をもらうための工夫

・小学校全学年での30人学級の実施

・通学区域の見直し

・小学校部活動の見直し

・活動時間の短縮

・保護者負担軽減のための給食の無償化

・スクールランチの充実

・新学習指導要領への対応

・学校徴収金等、機能の追加

・家庭への経済的支援の充実

・学校での児童生徒向け配付チラシの削減

・歴史、文化施策の充実

5　教職員からの意見募集

　（1）実 施 概 要

　（2）意見の要旨

教職員の配置等

学 校 施 設・設 備

学 校 規 模・学 級

規模

部活動

学校給食・スクー

ルランチ

校務支援システム

その他

区分 件数

期　間 対　象 提出状況

主な意見

平成30（2018）年

　5月14日（月）～  6月14日（木）
教職員及び教育委員会事務局職員 37人延べ75件

教職員 29人延べ81件
平成30（2018）年

  11月  5日（月）～11月26日（月）

54

38

23

23

7

6

5
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計画全体に関すること

その他

子ども一人ひとりの個性を大切にし、社会で活躍できる力を育成します

子どもや教職員のための良好な教育環境を整備します

学校・家庭・地域が共に子どもの豊かな育ちを応援する体制を整備し

ます

生涯を通じた学びの支援と、名古屋に人を惹きつける文化の魅力の創

造・発信を進めます

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

平成31（2019）年1月18日（金）～2月18日（月）

市公式ウェブサイト、市民情報センター、区役所情報コーナー、支所 など

人数 18人

件数 77件

メール7人、FAX7人、郵送3人、持参1人

区　分 件　数

5

31

12

15

12

6

　6

　6

　5

　4

　2

　2

5

4

3

9

3

3

11

1

2

77合　計

学校教育全般に関すること

特別支援教育等に関すること

少人数教育に関すること

部活動に関すること

学校図書館に関すること

学校設備に関すること

人権教育に関すること

教員の多忙化解消等に関すること

教員の育成・研修等に関すること

小規模校・大規模校対策に関すること

いじめ、不登校対策等に関すること

家庭への支援等に関すること

子どもの針路に関すること

図書館に関すること

美術館に関すること

実 施 期 間

計画（案）の配布

提 出 状 況

提 出 方 法

意 見 の 内 訳

6　パブリックコメント

基本的方向Ⅰ

（施策1～5）

基本的方向Ⅱ

（施策6～9）

基本的方向Ⅲ

（施策10～14）

基本的方向Ⅳ

（施策15～18）



子ども一人ひとりの個性を大切にし、社会で活躍できる力を育成します（31件）
基本的方向Ⅰ

（施策1～5）
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○教育委員会の考え方

　　現行計画が進行中であるため、目標の到達状況を本計画に掲載することはできませんが、本計画は、

　各年度で実施している点検・評価の結果を踏まえ策定しております。

　　本計画の施策・事業を着実に推進することにより、本市の教育の振興を図ってまいります。

　　各事業における年齢層の区分表記については、主に教職員を対象としている施策６と施策７の各事業

　の表示を省略しております。この点について、説明を補記いたします。

　　本計画が対象とする施策の範囲について、私立学校の振興に関する施策を含むことがわかるよう文

　言を追記いたします。

　　本計画では、子どもの個性が尊重され、一人ひとりの発達の過程を踏まえた人生（ライフキャリア）の

　支援という視点を大切にしながら、施策・事業を推進してまいります。

○意見

　・学校ではいまだに一斉授業等が行われているため、主体的に新しい教育について探求する意識をもっ

　 た人材を投入する必要がある。

　・学校の授業内容が社会でどのように活用されているかについて、子どもに伝えたり、夏休みの課題とし

　  たりすると、学ぶ意義が見いだせてよいと思う。

　・「特別の教科　道徳」の見直しが必要である。現在の教科教育では、子どもに価値観を押し付けているに

　　過ぎない。

　・多くの教員の目で子どもたちを見ることができ、教員の専門性を発揮しやすく、負担軽減にもなるため、

　 小学校高学年の教科担任制を導入してほしい。

　・外国語教育の充実について、特例を設けた教員採用選考試験が実施されても、必要な場所に配属され

　　ているのか確認できない。

　・子どもの生きる力を引き出すために、幼児期の子と親の育ち支援を推進してほしい。

　本市では、新学習指導要領の着実な実施に向け、主体的・対話的で深い学びを一層進めるため、各学校

で授業改善に取り組んでまいります。

○意見

　・前期計画で掲げた事業の目標の到達状況を、計画に明記すべきである。

　・名古屋市の教育の魅力がアピールできれば、若い世帯の増加や財源の確保につながる。

　・事業によって幼児、小学生、中学生、高校生、大人の区分が存在しないものがある。

　・計画が幼児教育全般に関する施策を扱うものであるなら、計画の対象範囲に私立幼稚園等に関する施

　 策が含まれるような記載とすべきではないか。

　・元気でたくましいことが好ましいとする価値判断に基づく子ども像が、子どもの生き難い状況の原因

　 となっている。

計画全体に関すること（5件）

（6）意見に対する教育委員会の考え方

○教育委員会の考え方

学校教育全般に関すること（6件）
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　学校における社会奉仕体験活動や自然体験活動などの体験活動を充実させ、子どもが学習課題や学習

活動を選択する機会を授業時間内に設けることで、学校の授業内容が社会でどのように活用されているか

について伝えてまいります。

　「特別の教科　道徳」は、答えが一つでない道徳的な課題を一人ひとりの児童生徒が自分自身の問題と

捉え、向き合う「考え、議論する道徳」への転換を図るものとして実施してまいります。

　小学校高学年における教科担任制は、平成28（2016）年度から全小学校高学年で実施しており、今後も

継続・充実を図ってまいります。

　外国語教育の充実に関し、特例を設けた教員採用選考試験を実施して採用した人材については、英語免

許所有者がいない小学校などの必要な学校に配置しております。

　幼児期の子と親の支援については、平成31（2019）年７月に開設予定の幼児教育支援室において保護者

に対する子育ての支援を進めるとともに、保育者の資質向上を図る研修や今日的な課題についての調査

研究を実施してまいります。

○教育委員会の考え方

　高等特別支援学校の整備は、若宮商業高等学校と同一敷地内に併設することを検討しており、インク

ルーシブ教育の推進が図られるよう検討してまいりたいと考えております。

　多様な教育的ニーズに対応した子どもへの支援について、特別支援教育に関わる免許状所有者を教員

採用選考試験の際に特例を設けて積極的に採用しているほか、発達障害対応支援員の配置などをしてま

いりたいと考えております。

　本計画では、一人ひとりの子どもたちが困っている状態をしっかり踏まえながら、そのニーズに応じて支

援を行うという考え方のもとで、施策・事業を進めてまいります。

○意見

　・特別支援学校高等部の入学者数の増加に関しては、高等特別支援学校の整備だけでなく、市立高等学校に

　 高等部の分校や分教室を設置するなど教室の活用やインクルーシブ教育体制につなげる方向性を明示して

　 ほしい。特別支援学校中学部も、小規模な小・中学校に併設し、多様な交流を推進すべきではないか。

　・発達障害の可能性のある子どもへの支援について、講師や介助員の配置、アドバイザーの派遣よりも、

　 特別支援教育免許保有者の正規採用を増やす方が先だと考える。

　・多様な教育的ニーズに対応したきめ細かな指導のために、支援員の配置が不可欠である。

　・障害のある子どもへの支援、日本語指導が必要な児童生徒への支援、多文化共生に向けた支援につい

　 て、目標等が抽象的である。

　・発達障害を意識しすぎて、それ以外の子どもとの区別が強調されると、本来の「インクルージョン」の考

　 え方に反するものになる。

特別支援教育等に関すること（6件）

○意見

・すべての学年において30人以下の少人数学級にすることは、インクルーシブ教育を行う上で必須であ　

　り、教員の負担を減らすことにもつながる。

・県からの権限移譲のメリットを活かした少人数教育の充実を施策として明確化し、教員が安心して働き  

　続けられる環境整備をお願いしたい。

少人数教育に関すること（6件）
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○教育委員会の考え方

　少人数教育の充実を図るため、少人数学級、少人数指導（ティーム・ティーチングなど）を推進し、インク

ルーシブ教育を含めた本市の教育力向上に努めてまいります。

　特別支援学級の定員は８人となっており、少人数によるきめ細かい指導を実施してまいります。

・小規模校対策が進められると、特別支援学級数が減り、1学級当たりの児童生徒数が増加するため、きめ

　細かい教育ができなくなるのではないか。

○意見

　・部活動を生徒指導に利用する実態がある限り、子どもの主体的な活動にならない。

　・名古屋市立高等学校において、女子の運動部に男子マネージャーを積極的に受け入れてほしい。

　・小学校部活動の今後の方向性がわかりづらい。

　・小学校部活動の振興の目標にスポーツ体験事業について記載があるが、文化的体験について記載がない。

　・学校体育等における安全指導体制の事業があるが、安全指導には生涯学習課も取り組むべきではないか。

○教育委員会の考え方

　　部活動は、子どもたちが豊かな学校生活を過ごす上で大切な役割を果たしていると考えており、自主

　的に楽しめる活動となるよう指導してまいります。

　　教育委員会では、高等学校のマネージャーについて、生徒の性別等の制限を設けておりません。各校

　において学校の特色や生徒の意思を尊重した部活動運営を実施してまいります。

　　小学校における部活動については、教員が指導しない新たな運動・文化活動の実施に向けて検討し、

　取り組んでまいります。

　　部活動における文化的な体験事業の実施に関するご意見については、今後の参考とさせていただきま

　す。

　　学校体育等における安全指導体制の充実のため、生涯学習課においても部活動指導者研修会等で指

　導を行っておりますので、事業を担当する課として追記いたします。

部活動に関すること（5件）

○意見

　・学校図書館図書標準の達成率の向上、小・中学校への児童生徒用新聞の配架など、学校図書館教育を充

　 実させてほしい。

　・学校司書の配置の目標について、計画期間中に全校配置とするよう明記すべきである。

○教育委員会の考え方

　　学校図書館図書標準の達成及び学校図書館への児童生徒用新聞の配架については、各学校への周知

　を今後も継続してまいりたいと考えております。

　　学校司書については、配置拡大に向け努めてまいりたいと考えております。

学校図書館に関すること（4件）



子どもや教職員のための良好な教育環境を整備します（12件）
基本的方向Ⅱ

（施策6～9）
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○意見

　・子どもは権利の主体であり、すべての子どもがもつ日常的な権利を保障することが大きな課題である。

　・男子でリボンをつけたりスカートを履いたりする人や、女子でスラックスを履く人が安心して学校生活

　 を送れるように、多くの生徒にリボンのつけ方とスカートの履き方を知ってほしい。

○教育委員会の考え方

　　子どもの人権が尊重される社会の実現に向けて、「子どもの権利条約」や「なごや子ども条例」の趣旨

　や内容を周知してまいります。

　　誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、性的マイノリティなどの児童生徒に対し、きめ細か

　い配慮に心掛けるとともに、多様性を認め合い互いに尊重し合う豊かな人権意識が児童生徒の身に付

　くよう、人権教育の推進に努めてまいります。

人権教育に関すること（2件）

○意見

　・スクール・サポート・スタッフの配置より前に、非常勤教員の正規雇用化が求められる。

　・スクール・サポート・スタッフの導入による改善点や今後の増員予定についての展望が書かれていない。

　・新学習指導要領に対応するには、教員のゆとりが必要である。教員の働き方改革を進める意義を教育委

　 員会から保護者へきちんと説明してほしい。また、備品管理等は教員以外に委ねられるよう、人的資源

　 の投入を認めていく必要がある。

　・学校にプロジェクタやスクリーンを配置し、教材を表示できるようにすれば、教員の負担軽減になり、授

　 業内容も工夫しやすくなると思う。

　・学校現場に希望者がたくさん集まるような勤務条件になっているか等、自己点検が不十分である。

○教育委員会の考え方

　　スクール・サポート・スタッフは、教員が児童生徒への指導や教材研究等に、より注力できる体制を整

　備する目的で配置しております。配置校からは「大変役立っている」、「今後も配置してほしい」といった

　意見が寄せられております。こうした声も踏まえながら、今後の配置を検討してまいります。　

教員の多忙化解消等に関すること（5件）

○意見

　・教材の整備は重要だが、予算的なことを考えれば、タブレットよりも図鑑などの学級用図書を充実させ

　 る方が現実的ではないか。

○教育委員会の考え方

　　新学習指導要領の実施にあたっては、主体的・対話的で深い学びによる授業改善のため、コンピュー

　タ等で画面を大きく映し、学習情報を共有することは最低限必要であり、書籍とともにタブレット端末の

　活用を進めることで、さらに多様な学習活動が展開できると考えております。

学校設備に関すること（2件）
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　　教職員の働き方改革の推進については、平成30（2018）年12月に教育委員会から保護者あてに通知

　文書を出し、ご理解とご協力をお願いしたところです。今後も機会を捉えて働き方改革の意義について

　お伝えしていきたいと考えております。

　　今後とも学校現場の実情を踏まえ、働きやすい職場づくりに努めてまいります。

○意見

　・若手教員の育成について、今後の教員の年齢構成やワーク・ライフ・バランスの観点が必要である。

　・教職員評価によるメリット等について、具体的に記載すべきである。

　・幼児教育の充実のための教員養成を実施するにあたり、「なごや教職インターンシップ」の実施において

　  は、幅広く体験する場を提供するために私立幼稚園等への派遣を検討してはどうか。

　・教育実習のために、教育現場が学生にとって開かれた場であり続けてほしい。

教員の育成・研修等に関すること（4件）

○教育委員会の考え方

　　若手教員の育成については、新任教員応援セミナーの講座でワーク・ライフ・バランスについても取り

　上げております。

　　教職員評価については、教職員の意欲と資質・能力の向上、学校（園）組織の活性化・教育活動の充実

　を図ることを目的として、実施してまいります。

　　「なごや教職インターンシップ」については、名古屋市公立学校教員を志望する学生を対象としている

　ため、名古屋市立学校（園）における体験機会を提供しております。市立幼稚園でも実施しておりますの

　で、その旨を追記いたします。

　　教育実習の受け入れについては、希望者が多いことから、受け入れる学校の状況を勘案しながら進め

　ております。

○意見

　・小規模校では、全教職員が全校児童を知ることができ、クラス替えができなくてもしっかり手をかけられ

　 るので、社会性や協調性を伸ばせると思う。

　・大規模の学校は、子どもたちの学習権が奪われるため、すぐに解決を図るべき対象であるが、手をつけ

　　やすい小規模の学校から対応しているようにみえる。

　・学校規模について、「ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画」との違いがあり、正確な情報が書かれてい

　 ない。

○教育委員会の考え方

　　小規模校では、社会性や協調性を伸ばす機会が限られてしまうことのほか、集団学習などに制約が生

　じる、教員が少なく一人当たりの負担が重くなるなどの課題があることから、望ましい学校規模の確保　

　に取り組んでまいります。また過大規模校についても、望ましい学校規模の確保に取り組んでまいります。

　　施策9は、「ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画」を基に記載しております。詳細な内容は、同計画を

　参照して下さい。

小規模校・大規模校対策に関すること（3件）
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○意見

　・不登校について、なぜ増え続けているかの分析こそ教育委員会の役割ではないか。福祉との連携や少人

　  数教育等での対応を考えてほしい。

　・不登校の児童が大勢いるのに対して、子ども適応相談センターの数が少ない。鶴舞サテライトは分割すべ

　  きではないか。

　・多様な児童生徒がいる中、いじめや不登校などの原因になるおそれがあるため、学校への入学時に自己紹

　  介するのをやめてほしい。

　・問題が生じた際に、法律の専門家や家庭への介入・支援を行う専門家が素早く対応できる仕組みをつくっ  

　  てほしい。

　・児童生徒が孤立したままでも安心して学校生活ができるサポート体制を整えてほしい。

　・学校行事は、教員が指示し、子どもの自主的に考える力を損ない、いじめにつながる可能性があるため、見

　  直す必要がある。

　・いじめ、不登校などは、土台にある社会や文化に注目しなければ対応していることにはならない。

　・外国籍の子どもが年齢に縛られずに学校に入学できたり、不登校になった子どもが夜間中学校などで無理

　  なく学べたりするといった、多様な子どもたちが学べる機会をもてることが必要である。

いじめ、不登校対策等に関すること（9件）

○教育委員会の考え方

　　不登校になる要因はさまざまで、適切な支援も一人ひとり違います。子ども適応相談センターを中心

　に、各学校や関係機関等と連携を密にしながら適切な支援を進めるとともに、支援の充実に向け、さまざ

　まな検討を進めてまいります。

　　学校での自己紹介は「人間関係をよりよくするための力」、「多様な他者との違いや多様性を認め、生

　かし合いながら協働して活動に取り組もうとする態度」を育てる上で相互理解ができる効果が期待でき

　ますが、各学校・学級の実情に応じた配慮をすることが大切であるとも考えております。

　　学校問題解決支援チームでは、学校だけでは解決できない困難な事案に対し学校への指導助言を行っ

　ており、なごや子ども応援委員会では、子どもたちと普段から関わりながら学校とともに問題の未然防

　止、早期発見や個別支援を行い、子どもたちを支援する体制づくりを推進しています。また、担任が声を

　掛けたりスクールカウンセラーと接する機会を設けたりして、きめ細かくサポートしてまいります。

　　学校行事を行うにあたっては、各学校に、児童生徒の自主的・実践的な活動が助長されるように工夫

　していくことを働きかけてまいります。

　　本市では、周囲の大人が子どもの主体性を重視し、子ども中心の発想をするための基本的な考え方と

　なる「なごや版キャリア支援」の策定に向け、取り組んでおります。また、市民の皆さま全員が子どもに関

　する課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、子どもが安心して豊かな社会や集団を築く推

　進者であることを自覚できる風土づくりに、より一層努めてまいります。

　　名古屋市内にお住まいの外国籍の子どもは、ご希望により名古屋市立の小・中学校に入学することが

　できます。編入学年については、日本語教育の状況等を考慮し、学校長が判断しております。不登校に　

　なった子どもへの対応については、国籍に関係なく学べる機会が用意されております。

学校・家庭・地域が共に子どもの豊かな育ちを応援する体制を整備します（15件）
基本的方向Ⅲ

（施策10～14）



生涯を通じた学びの支援と、名古屋に人を惹きつける文化の魅力の創造・発信を進め

ます（12件）

基本的方向Ⅳ

（施策15～18）
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○意見

　・家庭生活のあり方は、親の就労や家計の状況に大きく左右されるため、就学前の家庭支援を担っている保

　 健センターや福祉関係者と学校の協働が求められる。

　・PTAのあり方自体が課題となっていることにふれてほしい。家庭教育セミナーの開催自体難しくなってく

　 るのではないか。

　・幼児教育無償化は低所得世帯への十分な援助にならないため、その財源を他の公教育に投資すべきでは

　 ないか。

家庭への支援等に関すること（3件）

○教育委員会の考え方

　　家庭教育の振興を図るために、保護者の自発的な学習を支援する事業を実施しております。事業の実

　施にあたっては、関係機関との連携・協働が大切と考えております。また、就学前の家庭支援の状況等に

　ついては、幼稚園等から就学前に送付されるリレーシートで情報共有に努めております。

　　PTAでは、それぞれの実態にあわせて自主的な運営が行われております。学校・家庭・地域で子ども

　たちを見守り育んでいくため、PTA活動の振興を支援する事業を実施しております。

　　幼児教育無償化については、少子化対策や幼児教育の重要性を考慮して国全体として実施する施策

　ですので、国の動きにあわせて対応してまいります。

○意見

　・高等学校の進学校に就職・公務員コースを設置して、専門学校進学者と就職者をもっと増やしてほしい。

　  また、専門学校進学と就職できる魅力を知ってもらうため、ガイダンスなどの小冊子をつくってほしい。

　・「針路」という言葉が使われているが、子どもをものとして扱っている感じがするため、「進路」としてほし 

　  い。

子どもの針路に関すること（3件）

○教育委員会の考え方

　　市立高等学校では、将来を見据えたキャリア教育を進めております。就職及び専門学校進学それぞれ

　の希望者に対して、個別のガイダンスやインターンシップなどを実施しながら個々に応じたキャリア教

　育を推進しており、今後とも本人や保護者の希望に寄り添った進路指導を行ってまいります。

　　本市では、「日本で１番子どもを応援するマチ　ナゴヤ」を掲げ、子どもの就労や進学という目前の進

　路に留まらず、将来の人生（ライフキャリア）の視点で子どもたちの生涯を通じた応援をしていきたいと

　いう思いを「針路」という言葉に込めております。

○意見

　・「図書館サービス網の充実」について、具体的な対処方針を示すべきである。

　・なごやアクティブ・ライブラリー構想について、千種区内のモデル館と千種図書館との関連や、名東、守山、

図書館に関すること（11件）
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○意見

　・美術館が目立たないので、隣接する科学館とあわせて魅力をアピールしてはどうか。

美術館に関すること（1件）

○教育委員会の考え方

　　美術館では、科学館との常設展共通観覧券の発売や広報協力などをこれまでも実施しており、今後も

　美術館・科学館両館の魅力を発信できる事業を企画実施してまいります。

○教育委員会の考え方

　　なごやアクティブ・ライブラリー構想における図書館サービス網の充実については、ハード面とソフト

　面の機能をブロックごとに組み合わせ、ネットワークとして展開することで、より広く多くの市民の皆さ

　まにサービスを届けられるよう、誰もが気軽に利用しやすいサービス網の再構築に取り組んでまいりま

　す。

　　図書館の整備については、地域に根ざしてよりきめ細かな図書館サービスを展開できるよう、ブロッ

　ク内の図書館を地域サービス館３タイプに分けるとともに、図書館機能を必要な場所に再配置してまい

　ります。

　　図書館の運営については、将来にわたる持続可能な管理運営体制を構築するために、市直営と民間活

　力を組み合わせて効率化を図りながらサービスを向上させていく必要があると考えております。

　　施策15の指標では、広く図書館サービスを利用された方の増加を重視し、設定しております。図書館

　での読み聞かせの実施については、おおむね現在の実施回数の維持を目標としていますが、今後は図書

　館外のより身近な場所での実施を推進したいと考えております。

○意見

　・パブリックコメントの実施にあたり、事前の説明会や事後の議論の場を設定すべきである。

○教育委員会の考え方

　　パブリックコメント制度では、事前の説明会や事後の議論の場は想定されておりません。いただいたご

　意見は十分に精査し、修正が必要と思われるものを反映いたします。

　  東、志段味図書館がどのような位置づけになるか不明である。また、３つのタイプの図書館に分けるとある

　  が、区により図書館サービスに差がついてしまうため、今までどおりの図書館規模にしてほしい。

　・図書館運営を現状どおり市の直営にしてほしい。指定管理者制度は「図書館の自由」の観点からも心配で

　  ある。

　・図書館サービスの基本は図書・情報の利用なので、施策15の成果目標は貸出冊数を指標とすべきである。

　・目標としている図書館での読み聞かせの実施回数や、図書館司書による学校等でのブックトークや読み聞

　  かせの実施回数の根拠が不明である。

その他（2件）
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資料②　計画策定の経過

 実 施 時 期 事　項

平成29（2017）年　

　9月  4日

10月

5～6月

6～7月

7月

12月12日

7月22日

教育長・教育委員による協議（次期名古屋市教育振興基本計画の策定について）

市民からの意見聴取（市政アンケート：名古屋の教育について）

教育長・教育委員による協議（本市の教育を取り巻く潮流について）

教育長・教育委員による協議（重点戦略について）

市民からの意見聴取（学校の小規模化を考えるシンポジウム）

経済団体との意見交換会

教育長・教育委員による協議（施策体系及びめざす姿について）

第2回有識者会議

市長と教育委員会との意見交換

教育長・教育委員による協議（中間案について）

教職員からの意見募集

第1回有識者会議

教職員からの意見募集

教育長・教育委員と児童生徒との意見交換会

なごっちフレンズによる意見募集

平成30（2018）年　

　2月  9日

6月 1日

8月 8日

8月10日

8月29日

10月 4日

10月17日

11月

3月26日

11月13日

11月15日

12月12日

12月25日

市民からの意見聴取（ナゴヤ子ども応援会議・教育シンポジウム）

教育長・教育委員による協議（計画案について）

教育委員会定例会（計画の策定について）

第3回有識者会議

パブリックコメント

名古屋市会教育子ども委員会所管事務調査

平成31（2019）年　

　1～2月

この他に、社会教育委員協議会などにおいてご意見をいただき、計画策定の参考としました。
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資料③　用語解説 

あ

い

え

お

あ行

順 用　語 解　説No.

自分なりの価値観をもち、定年退職後にも、趣味やさまざまな活動に意欲的な、

元気なシニア層。特に、平成19（2007）年以降に定年を迎えた団塊の世代をさす

ことが多い。

教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習への参

加を取り入れた教授・学習法の総称。

学習者が能動的に学ぶことによって、後で学んだ情報を思い出しやすい、あるい

は異なる文脈でもその情報を使いこなしやすいという理由から用いられる教授

法。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグ

ループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等を行うことでも取り入

れられる。

第2次世界大戦後まだ間もない昭和26（1951）年、戦禍によって引き裂かれたア

ジア諸国の絆を、スポーツを通じて取り戻し、アジアの恒久平和に寄与したいと

の願いを込めて、インドのネルー首相の提唱により、我が国を含む11か国の参

加のもと、第1回大会がニューデリーで開催されたスポーツ大会。

幼稚園において保護者の希望する幼児に対して、4時間を標準とする教育時間

の終了後等や、長期休業期間中に教育活動を行うもの。

建築物、道路、橋りょうなどの公共施設を資産（アセット）としてとらえ、財政的制

約のもとで安全性・利便性・快適性などを確保し、資産全体の効用を最大化する

ための総合的かつ戦略的なマネジメント手法。

障害者の権利に関する条約第24条より、人間の多様性の尊重等の強化、障害者

が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効

果的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害のある者と障害のない

者が共に学ぶ仕組み。

（inclusive education system、署名時仮訳：包容する教育制度）

英語圏の人々と行う活動や宿泊生活を通じて、生きた英語を学ぶためのキャン

プのことで、ことばの学習を通して国際感覚の育成を図るもの。

子どもにとって親はどうあるべきかを考え、子どもと共に成長する楽しさなどに

ついて学ぼうとするもの。

父親を中心としたPTA活動またはそれに準じた活動のための地域組織

高力猿猴庵（1756～1831）。本名は種信といい、知行300石の中級クラスの尾

張藩士で文筆家兼画家。名古屋城下の風俗や事件を取材した記録絵本を多数

残した。

昭和14（1939）年5月に発見され、昭和16（1941）年1月27日に国の史跡に指定

された。

昭和55（1980）年瑞穂陸上競技場改築工事の際、縄文時代の人骨がほぼ完全な

形で出土し、実物は名古屋市博物館に展示されている。

アクティブシニア

アクティブ・ラー

ニング

アセットマネジ

メント

イングリッシュ

キャンプ

インクルーシブ

教育システム

アジア競技大会

預かり保育

猿猴庵

大曲輪貝塚

親学

おやじの会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

きょう ぎ  た い  か い

あ ず

きょういく

えん  こう あ ん

お お  ぐる  わ   か い  づ か

お や  がく

か い

ほ  いく

こ う  り き  え ん  こ う  あ ん た ね の ぶ ち  ぎ ょう

用語

解説
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か

き

く

け

こ

か行

順 用　語 解　説No.

全国的に一定の教育的水準を確保するとともに、実質的な教育の機会均等を保

証するため、学校教育法に基づき国が定めている教育課程の基準。小学校、中学

校、高等学校等ごとに教科等の目標や大まかな教育内容を体系的に示している。

各学校は、学習指導要領等に基づき、その記述の意味や解釈などの詳細につい

て説明した教科等別の解説を踏まえ、地域や学校の実態に応じて教育課程を編

成し、実施している。

なお、新学習指導要領については、P.12を参照。

本市では、帰国児童生徒教育推進校として笹島小学校と笹島中学校（ともに中

村区）を指定し、本市が定めた要件を満たす帰国児童生徒であれば学区にかか

わらず同校へ通学できることとしている。

また、本市教育委員会では、それぞれの学校に帰国児童生徒教育推進校講師

（非常勤講師）を、笹島小学校に外国人ボランティアを配置し、授業時間における

取り出し授業や入り込み授業、課外における日本語教育や、英語の保持伸長教

育を実施している。

各学校が、学校教育目標を実現するために、子どもや地域の実態を踏まえ、教育

課程（カリキュラム）を編成・実施・評価し、改善を図る一連のサイクルを、計画

的・組織的に推進していくこと。

学校（園）教育の目的や目標を達成するために、教育内容を子どもの心身の発達

に応じて、授業数との関連において総合的に組織した学校教育の計画。本市で

は学習指導要領を基準に作成した本市教育課程を参考に、各学校で教育課程を

編成している。

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育て

ることを通して、「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を

実現していく過程」であるキャリア発達を促す教育。

本市の学校（園）を結ぶネットワークや児童生徒の学習活動をはじめ、教員の教

材研究や授業等を幅広く支援しているウェブサイトの総称。

かつて航空機騒音や大気汚染などの公害指定区域内にあったため、当時の公害

対策の一環として、空調設備を整備した学校。公害指定が解除された後も使用し

続けており、設備の老朽化が進んでいる。

人、物財、情報の国際的移動が活性化して、さまざまな分野で「国境」の意義があ

いまいになるとともに、各国が相互に依存し、他国や国際社会の動向を無視でき

なくなっている現象。

戦後、教育制度の全面的改革に伴い、新教育の理念と方法の徹底を図るととも

に、教職員の資格、資質を高めるための再教育のこと。

教職員に研修の機会を与え、また教育課程の改訂にあたってその趣旨の徹底を

図るとともに、資質の向上に資するため実施するもの。

学習指導要領

カリキュラム・

マネジメント

教育課程

キャリア教育

くすのきネット

なごや

帰国児童生徒教育

推進校

グローバル化

現職教育

公害対策関係校     

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

がく しゅう  し   どう  よう  りょう

き   こく  じ   どう  せ い   と  きょういく

げ んしょくきょういく

こう が い   た い   さく  か ん   け い  こう

か

知的な障害の程度が比較的軽い生徒のために、企業等への就労をめざし、職業

教育を主とした指導を行う高等部のみの専門学科がある特別支援学校。
高等特別支援学校

こうとう　とく べ つ  し   えん  がっ  こう

す い  しん  こう

きょういく

きょう いく   か　てい

用語

解説
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順 用　語 解　説No.

「学校における働き方改革」の総合的な方策の一環として、平成31（2019）年1月

に文部科学省が策定したガイドライン。

限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善や児童生徒等に接

する時間を十分確保し、教師が自らの授業を磨くとともにその人間性や創造性

を高め、児童生徒等に対して効果的な教育活動を持続的に行うことができる状

況を作り出すことをめざし、制定された。

障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動は、相互のふれあ

いを通じて、豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、教科等のねら

いの達成を目的とする共同学習の側面がある。「交流及び共同学習」とは、この

ような両方の側面が一体としてあることを表している。

障害のある子どもの自立と社会参加を促進するとともに、社会を構成するさま

ざまな人々と共に助け合い、支え合って生きていくことを学ぶ機会となる。

【個別の教育支援計画】

一人ひとりの障害のある子どもについて、他機関との連携を図るための長期的

な視点に立った計画。乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画

を、学校が中心となって作成するもの。

作成にあたっては関係機関との連携が必要で、また保護者の参画や意見等を聴

くことなどが求められる。

【個別の指導計画】

障害のある子どもの指導を行うためのきめ細かい計画。子ども一人ひとりの教

育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだもの。

遊びを中心とした異年齢の子ども同士の集団活動を通じて、子どもの自主性・

創造性・協調性を養い、心身の健全な育成を目的とする地域団体。

学校運営協議会制度を導入した学校のこと。保護者や地域住民等が一定の権限

と責任をもって学校運営に参加することで、育てたい子ども像、めざすべき教育ビ

ジョンを保護者や地域と共有し、目標の実現に向けて共に協働していく仕組み。

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図る制度。

地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている。「政令指

定都市」、「政令市」、「指定市」などともいわれ、全国に20市ある。

本市のほか、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新

潟市、静岡市、浜松市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、

福岡市、熊本市がある。

教育委員会の事務局に置かれ、学校教育についての専門的事項の指導に関する

事務に従事する職員。

交流及び共同学習

公立学校の教師

の勤務時間の上

限に関するガイド

ライン

個別の教育支援

計画、個別の指導

計画

子ども会

コミュニティ・ス

クール

指定管理者制度

指定都市

指導主事

23

22

24

25

26

27

29

28

30

こう    りつ  がっ   こう

きん    む      じ    かん じょう

げん かん

きょう　し

こう りゅうお よ きょう どう がくしゅう

し  て い  か ん    り  しゃ せ い   ど

し  て い   と   し

し  どう しゅ　じ

こ か い

こ　べつ

け い  かく こ 　 べ つ

け い   かく

し　どう

きょう   いく    し   えん

用語

解説

教務系（成績処理、出欠管理、時数等）・保健系（健康診断票、保健室管理等）、指

導要録等の学籍関係、学校事務系など統合した機能を有しているシステム。

メリットは、情報システムの利用により校務における業務負担を軽減できること

に加え、情報の一元管理及び共有ができる点にある。

校務支援システム
こう　 む 　し　 えん
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順 用　語 解　説No.

選挙権年齢が満18歳に引き下げられ、平成34（2022）年度からは成年年齢が18

歳へと引き下げられることに伴い、平成29（2017）年及び30（2018）年に改訂さ

れた学習指導要領を踏まえ、子どもたちがこれまで以上に主権者として必要な

資質・能力を確実に身に付けるための教育。

本市教育委員会が独自に運営するウェブサイトであり、講座情報、施設情報、ボ

ランティア講師、学習グループ等の情報を提供する生涯学習情報総合サイト。

食育は、食習慣に関することをはじめ、食を通じたコミュニケーション、自然の恩

恵や食に関わる人々への感謝、食の安全・安心に関する情報の選択、環境への配

慮など、非常に幅広い分野にわたる。

食育基本法では、「食育」とは、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育

の基礎となるべきもの」と位置付けるとともに、「様々な経験を通じて「食」に関

する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる

人間を育てる食育を推進する」ことが求められている。

学習指導要領では、「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態

度」を「情報モラル」と定め、子どもたちが各教科の指導の中で身に付けるため

の教育。

それぞれの地域において、女性の地位向上、男女平等の推進、地域社会の福祉

増進を目的に活動する社会教育関係団体。各地域女性団体の連絡調整を行う組

織として、名古屋市地域女性団体連絡協議会を組織している。

平成19（2007）年度から文部科学省が実施している調査。

調査目的は、「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的

な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、

その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状

況の改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的

な検証改善サイクルを確立する。」とされている。

平成20（2008）年度からスポーツ庁が実施している調査。

調査目的は、「国が全国的な子供の体力の状況を把握・分析することにより、子

供の体力の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る」、 「各教育

委員会が子供の体力の向上に係る施策の成果と課題を把握し、その改善を図る

とともに、子供の体力の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する」、

「各学校が児童生徒の体力や運動習慣、生活習慣等を把握し、学校における体

育・健康等に関する指導などの改善に役立てる」とされている。

中央省庁等改革の一環として、従来の中央教育審議会を母体としつつ、生涯学

習審議会、理科教育及び産業教育審議会、教育課程審議会、教育職員養成審議

会、大学審議会、保健体育審議会の機能を整理・統合して、平成13（2001）年1月

6日付けで文部科学省に設置された。

【主な所掌事務】

文部科学大臣の諮問に応じて、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊

かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項を調査審議し、文部

科学大臣に意見を述べることなど。

情報モラル教育

生涯学習Webナ

ビなごや

食育

女性会

全国体力・運動能

力、運動習慣等調査

全国学力・学習状

況調査

中央教育審議会

31

32

33

34

35

36

37

38

じょうほう きょういく

しゅけ んしゃきょういく

しょう が い  がくしゅう     うぇぶ

ちゅうおうきょう いく しん   ぎ  か い

しょくいく

じょ せ い  か い

ぜ ん  こく がく りょく

ぜ ん  こく た い  りょく

りょく うんどうしゅうか ん とう ちょう さ

うん  どう  のう

がく しゅうじょう

きょうちょうさ

主権者教育

た行

用語

解説
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順 用　語 解　説No.

複数の教員が役割を分担し、協力しながら指導計画を立て、指導する方式。

紙の教科書と同一の内容がデジタル化された教材であり、教科書発行者が作成

するもの。

小・中学校において、障害の種類や状態によって通常の学級では学習の成果を

十分に上げることが難しい児童生徒を対象として、一人ひとりの実態に応じて、

きめ細かく指導するもの。

本市では、知的障害、自閉症・情緒障害、弱視、肢体不自由、病弱・身体虚弱、難

聴、言語障害の各特別支援学級がある。

若年者を対象として、企業と教育機関の連携を図りながら、教育と企業実習とを

組み合わせて実施することにより、一人前の職業人を育成しようとする人材育

成システム。

障害者基本法に基づき、本市の障害者の自立及び社会参加の支援等のための

施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定している計画。

名古屋市障害者基本計画（第4次）の計画期間は、平成31（2019）年度から平成

35（2023）年度までの5年間。

日本列島に沿って日向灘沖まで延びる細長い凹地（トラフ）。水深4,000～4,800メー

トル。フィリピン海プレートの沈み込み帯にあたる。西南日本海溝。南海舟状海盆。

新しい学校運営のモデルの開発をするために指定した学校。

本市では、高等学校教育の課題を解消するため、めざす学校像を明確に掲げな

がら先進的な取組を行い、「学びのあり方」を大きく変えていくことを重要なね

らいとしている。さらに、その成果を市立高等学校全体へ広げ、各校のさらなる

「魅力ある高等学校づくり」に繋げていくものとしている。

発達障害者支援法で定義されている「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症

候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢

において発現する脳機能の障害とされている。

ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性などを分

析することで新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群のこと。

例えば、ソーシャルメディア内のテキストデータ・画像、携帯電話・スマートフォン

が発信する位置情報、時々刻々と生成されるセンサデータなどがある。

デジタル教科書

特別支援学級

名古屋市障害者

基本計画

パイロット校

（教育実践推進校）

南海トラフ

ビッグデータ

発達障害

41

40

43

42

44

45

46

47

48

49

きょう か   しょ

つうきゅう  し どう

とく　べ つ 　し　 えん がっきゅう

な     ご     や      し   しょう が い  しゃ

き   ほ ん    け い  かく

な ん か い

きょういくじっせ ん  す い  しん  こう

はった つしょうが い

こう

ティーム・ティーチ

ング

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して、各教科等の指導は通常の

学級で行いつつ、障害に応じた特別の指導をするもの。通級指導

デュアルシステム

な行

は行用語

解説

ち

一つの学校として、一体的に中高一貫教育を行うもの。

中高一貫教育を実施することを目的とする新しい学校種として設けられたもの

であり、学校教育法において、その目的、目標、修業年限、前期課程と後期課程の

区分等について規定している。

中等教育学校39
ちゅうとう きょういく がっ こう
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順 用　語 解　説No.

全国新幹線鉄道整備法に基づいて計画された、東京都を起点、大阪市を終点と

する新幹線鉄道。

平成23（2011）年5月に決定された整備計画において、走行方式は超電導磁気浮上方

式（超電導リニア）とし、最高速度は505キロメートル/時とすることが定められた。

Internet of Thingsの略。モノのインターネット。

コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在するさまざまな物

体（モノ）に通信機能をもたせ、インターネットに接続したり、相互に通信したり

することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。

Artificial Intelligenceの略。人工知能。

言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間に代わってコンピュータに

行わせる技術。

Information and Communication Technologyの略。情報・通信に関する

技術の総称。

従来から使われている「IT （Information Technology）」に代わる言葉として

使われている。

Nonprofit Organizationの略。

継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。非営利団体。

Parents、Teachers、Associationの頭文字をとった任意の社会教育関係団体。

保護者と先生の協力によって子どもの健全な成長を図り、また、自らも学習する団体。

Sustainable Development Goalsの略称。

平成13（2001）年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平

成27（2015）年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」にて記載された平成28（2016）年から平成42年（2030）年ま

での国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲッ

トから構成される。

政府はSDGs実施指針を示すとともに、「あらゆる人々の活躍の推進」など8つ

を優先課題として掲げ、これらに重点的に取り組むこととしている。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略

で、人と人とのつながりを支援するインターネット上のサービス。

スーパー・サイエンス・ハイスクール（Super Science High School）の略。

文部科学省では、将来の国際的な科学技術関係人材を育成するため、先進的な理数

教育を実施する高等学校等を「スーパー・サイエンス・ハイスクール」として指定し、

学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進、観察・実験等

を通じた体験的・問題解決的な学習等を、平成14（2002）年度より支援している。

リニア中央新幹線

A I

ICT

NPO

PTA

SDGs

SNS

SSH

52

53

54

56

57

58

59

60

ちゅうおう  しん  かん せん

エ ー アイ

アイアシーティー

IoT55
アイ オーティー

エヌピ ー オ ー

ピーティーエー

エス ディー ジー ズ

エス エヌ エス

エスエスエイチ

アルファベット

ら行

用語

解説

み
笠寺公園（南区）内に残されている弥生時代後期を中心とした環濠集落（周囲に

堀をめぐらした集落）。
見晴台遺跡51

み  はらしだ い   い  せ き

かさ  でら

ま行

ふ
プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために

必要な論理的思考力を身に付けるための教育。

プログラミング教育

（小学校）
50

きょういく
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あ

い

え

お

か

か行

順 索引ワード 事業名 該当頁

14- 4　あい・あい・あいさつ活動推進事業

6-10　若手教員の育成（なごや教職インターンシップ）

施策11の各事業

⇒「図書館」の項を参照してください。

⇒「女性会館（イーブルなごや）」の項を参照してください。

⇒「外国語教育」の項を参照してください。

⇒「コミュニティ・スクール」の項を参照してください。

☆  9-  1　望ましい学校規模の確保

　  8-  7　公的施設等との複合化

☆  1-  2　画一的な一斉授業からの転換を進める授業改善

☆  1-  1　新学習指導要領の着実な実施

☆  1-  8　学力向上サポート事業

☆  9-  1　望ましい学校規模の確保

☆  7-  1　学校における働き方改革の推進

☆  1-  3　ことばの力育成事業

☆  2-11  インクルーシブ教育システムの構築の推進

☆13-  1　家庭教育の促進

☆16-  6　学校開放事業

☆13-  1　家庭教育の促進

　16-  5　生涯学習情報の提供

☆  5-  1　 グローバル・エデュケーション・センターの運営

☆  5-  2　 市立高校生の海外派遣

☆  5-  3　 外国語教育の充実

　  5-  4　 市立高等学校における国際理解教育の充実

☆  3-  1　元気いっぱいなごやっ子の育成事業

☆  5-  6　学校給食におけるなごやめしの提供

☆  8-  4　 教育施設の天井落下防止対策

☆17-  6　 科学館の運営

☆17-  7　 芸術と科学の杜事業

　17-  8　 博物館・美術館・科学館における学校教育との連携強化

あいさつ活動

アセットマネジメント

イーブルなごや

いきいき学校づくり計画

いじめ

インターンシップ

学習指導要領

学力向上サポート事業

過大規模校

学校運営サポーター

学校運営協議会

学校開放

学校給食

学校司書

英語教育

親学

おやじの会

外国語教育

科学館

アクティブ・ライブラリー

構想

インクルーシブ教育シス

テム

画一的な一斉授業からの

転換

116

86

89

75

99～101

49,61

109

126

67

67

68

68,41

85

134

134

135,48

109

37

37

39

38

89

53,111

69

79,117

127,86

ー

ー

ー

ー

あ行

資料④　事業名索引 

以下の索引ワードから関係する事業が探せるようになっています。

（☆が付されている事業名は、重点的に取り組む事業）

事業名

索引
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順 索引ワード 事業名 該当頁

か

き

く

け

こ

7-  3　学校事務のあり方の検討

2-  6　学校における環境教育の推進

5-  7　郷土学習

14-  6　学校評価

施策13の各事業

施策10事業群②の各事業

施策6の各事業

施策8の各事業（☆ 8- 4を除く。）

⇒「学校給食」の項を参照してください。

☆14-  1　コミュニティ・スクールの導入

5-  4　市立高等学校における国際理解教育の充実

3-  4　こころと命を守る教育（自殺予防教育）の推進

☆  5-  1　グローバル・エデュケーション・センターの運営

☆17-   7　芸術と科学の杜事業

☆  3-  6　幼児児童生徒への交通安全教育

☆  7-  1　学校における働き方改革の推進

☆  1-  3　ことばの力育成事業

14-  5　PTA行事等や子ども会活動への参加促進

☆14-  2　登下校時における子どもの安全対策の推進

12-  3　高等学校入学準備金事業

☆  2- 11　インクルーシブ教育システムの構築の推進

☆  4-   1　高等特別支援学校の整備

☆  2-  3　幼稚園心の教育推進プラン

☆12-  5　私立幼稚園での子育て支援事業

4- 14　帰国児童生徒教育の推進

1- 10　教科担任制の導入

6- 11　教職員評価

6- 10　若手教員の育成

☆10-  1　キャリア支援の推進

☆  4- 12　日本語指導が必要な児童生徒等の支援

☆11-   2　子ども適応相談センターでの不登校対応事業

☆11-   3　教育相談事業

☆11-   4　児童生徒に関わる相談・支援の充実

　13-   3　幼児期家庭教育支援事業（家庭教育相談事業）

☆10-  1　キャリア支援の推進

☆10-  2　なごや子ども応援委員会の運営

☆11-  4　児童生徒に関わる相談・支援の充実

学校事務

学校施設

学校評価

学校評議員制

家庭教育

環境教育

帰国児童生徒教育

教職員評価

教師力フォローアップ

郷土学習

6-  5　特別支援教育の教員研修・相談支援

6-  9　現職教育研修支援

子ども安全ボランティア

子ども応援委員会

子ども会

キャリア教育

キャリア支援

給食

教育相談

教科担任制

芸術と科学の杜

研修（教職員研修）

現職教育　

交通安全教育

高等特別支援学校

高等学校入学準備金

校務支援システム

国際理解教育

こころと命を守る教育

子育て支援

ことばの力

グローバル・エデュケー

ション・センター

83～86

80

117

115

109～111

46

ー

40

75

75

70,142

63

94～95

93

62

100,64

100,61

100

110

67

73～76

134

74

75

55

105

79

68,41

54

49

59,84,89

45

105

38

115

117

93

93,101

100

事業名

索引
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順 索引ワード 事業名 該当頁

こ

さ

し

☆  1-   7　子どもの未来応援講師の配置

☆14-   1　コミュニティ・スクールの導入

2-  5　主権者教育の推進

施策16の各事業

（施策15,17,18の各事業も参照してください。）

⇒「こころと命を守る教育」の項を参照してください。

⇒「少人数教育」の項を参照してください。

⇒「キャリア教育」の項を参照してください。

⇒「障害のある子ども」の項を参照してください。

☆16-  3　社会教育における人権教育の推進

☆  5-  2　市立高校生の海外派遣

     5-  5　姉妹友好都市児童生徒書画展

☆12-  1　名古屋市奨学金（高等学校給付型奨学金）の支給

☆  9-  1　望ましい学校規模の確保

☆  1-  6　少人数教育の推進

☆  3-  1　元気いっぱいなごやっ子の育成事業

☆14-  3　PTA・女性会などとの連携による地域活動の促進

☆  1-  5　ICTを活用した教育の推進

     2-  7　情報モラル教育

☆  8-  3　教育施設におけるブロック塀等の撤去等

☆  8-  4　教育施設の天井落下防止対策

☆16-  2　女性会館の運営

☆  8-  1　学校施設の計画的な改修

☆  8-  2　学校施設の空調設備更新

☆14-  2　登下校時における子どもの安全対策の推進

6-12　指導体験記録

☆  4-12　日本語指導が必要な児童生徒等の支援（就学相談）

     4-13　外国語版小学校就学案内等による就学支援

　12-  4　就学援助

☆  1-  5　ICTを活用した教育の推進

このほか施策4事業群①の各事業

※「発達障害の可能性のある子ども」の項も参照してください。

☆11-   1　いじめ、不登校対策の推進

☆11-   2　子ども適応相談センターでの不登校対応事業

☆11-   4　児童生徒に関わる相談・支援の充実

☆  1-15　幼児期の子と親の育ち支援の推進

☆12-  5　私立幼稚園での子育て支援事業

   12-  6　私立幼稚園授業料補助

子どもの未来応援講師

子ども適応相談センター

コミュニティ・スクール

30 人学級、35 人学級

就労支援

主権者教育

生涯学習

障害のある子ども

奨学金

小規模校

少人数教育

情報モラル

食育

女性会

私立幼稚園

市立幼稚園

自殺予防教育

指導体験記録

姉妹友好都市

就学

社会教育

就業体験

99

100,64

100

62

63

105

39

115

76

67

68

ー

ー

ー

ー

46

125～127

126

63

59～61

105

89

39

39

46

53,111

116

85

85

125

83

84

115

42,45,46,

49,54,55,56

60～64

42

105

106

さ行

女性会館（イーブルなご

や）

事業名

索引

　このほか施策1事業群③の各事業及び施策2～4の各事業のうち対

象者の主な年齢層「幼児」の事業（再掲事業を除く。）
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順 索引ワード 事業名 該当頁

す

し

せ

そ

た

つ

て

と

1-  9　学力・学習状況調査の活用

☆10-  2　なごや子ども応援委員会の運営

☆14-  2　登下校時における子どもの安全対策の推進

☆ 7-  1　学校における働き方改革の推進

☆10-  2　なごや子ども応援委員会の運営

☆10-  2　なごや子ども応援委員会の運営

☆  4-  6　学校生活介助アシスタントの配置

4-15　高等学校教育における幅広い教育的ニーズへの対応

☆  3-  1　元気いっぱいなごやっ子の育成事業　

　  3-  9　学校体育等における安全指導体制

☆  1-  5　ICTを活用した教育の推進

☆  5-  3　外国語教育の充実

☆18-  2　山車行事継承の支援

☆  1- 12　市立高等学校における産業界・大学・地域との連携

⇒「防災」の項を参照してください。

⇒「少人数教育」の項を参照してください。

3-  5　精神科学校医の配置

2-10　その道の達人派遣事業

☆  3-   1　元気いっぱいなごやっ子の育成事業

☆  3-   2　部活動の振興（中学校、高等学校）

☆  3-   3　部活動の振興（小学校）

　  3-   9　学校体育等における安全指導体制

　14-   9　地域ジュニアスポーツクラブの設立支援

☆16-   6　学校開放事業

     4-11　通級指導定着支援員の配置

☆  4-12　日本語指導が必要な児童生徒等の支援

     4-15　高等学校教育における幅広い教育的ニーズへの対応

☆16-  4　青少年の社会参画推進

☆17-  6　科学館の運営（青少年のための科学の祭典）

☆  8-  1　学校施設の計画的な改修

☆  8-  5　学校における避難所機能の強化

☆10-  1　キャリア支援の推進

☆10-  2　なごや子ども応援委員会の運営

スクールガードリーダー

スクールアドバイザー

スクールカウンセラー

スクールポリス

青少年

精神科学校医

全国学力・学習状況調査

その道の達人

スポーツ

体育

耐震

山車

通級指導

ティーム・ティーチング

定時制教育

デジタル教科書

デュアルシステム

トイレ（学校）

115

93

93,101

79

93,101

93,101

93,101

60

126

134

54

40,111

48,118

53

53

54

56

118,54

127,86

53

56

ー

ー

61

62

63

139

63

39,74

68

40

83

85

スクール・サポート・ス

タッフ

スクー ルソーシャルワー

カー

生活介助アシスタント

（学校生活介助アシスタント）

た行

45

126

☆  2-  1　学校教育における人権教育の推進

☆16-  3　社会教育における人権教育の推進
人権教育

事業名

索引
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順 索引ワード 事業名 該当頁

と

に

の

は

な

☆  1-  3　ことばの力育成事業

     2-10　その道の達人派遣事業

このほか施策15の各事業　

     2-  4　道徳教育の推進

☆ 11-  1　いじめ、不登校対策の推進

2-  9　名古屋港スタディツアー

5-  7　郷土学習

⇒「高等学校入学準備金」の項を参照してください。

☆14-  7　土曜日の教育活動の推進

☆14-  8　トワイライトスクール

☆16-  1　生涯学習センターの運営

☆16-  1　生涯学習センターの運営

☆17-  6　科学館の運営

☆  1- 11　市立高等学校における学びのあり方改革

☆  7-  1　学校における働き方改革の推進

☆  8-  3　教育施設におけるブロック塀等の撤去等

☆17-  1　博物館、秀吉清正記念館の運営

☆17-  2　博物館の魅力向上

☆17-  3　秀吉研究の推進

　17-  8　博物館・美術館・科学館における学校教育との連携強化

⇒「障害のある子ども」、「発達障害の可能性のある子ども」の項を

　参照してください。

 4-15　高等学校教育における幅広い教育的ニーズへの対応

 6-  5　特別支援教育の教員研修・相談支援

このほか施策4事業群②の各事業

　※「障害のある子ども」の項も参照してください。

道徳教育

読書

なごやか市民教室

名古屋港スタディツアー

なごやめし

ナゴヤ歴史探検

日本語指導

入学準備金

ノーベル賞受賞者顕彰施設

パイロット校

博物館

図書館

トワイライトスクール

土曜日の教育活動

なごや学マイスター講座

なかまなビジョン

38

48

121～122

85

85

121～122

ー

ー

37

125

125

47,70

70,142

117

118

69

62

63

74

40

85

131

131

132

135,48

63

74

61～62

79,117

は行

な行

☆ 8-  3　教育施設におけるブロック塀等の撤去等

☆ 8-  4　教育施設の天井落下防止対策

このほか施策15の各事業

☆ 4-12　日本語指導が必要な児童生徒等の支援

　 4-15　高等学校教育における幅広い教育的ニーズへの対応

    6-  6　日本語指導を必要とする児童生徒の教育に関する研修

☆ 1-  1　新学習指導要領の着実な実施

☆ 5-  6　学校給食におけるなごやめしの提供

特別支援教育

特別支援学校

特別支援学級

働き方改革（学校におけ

る働き方改革）

発達障害の可能性のあ

る子ども

134

☆  3-  6　幼児児童生徒への交通安全教育

☆14-   2　登下校時における子どもの安全対策の推進
登下校時の安全対策

55

115

46

99

事業名

索引
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順 索引ワード 事業名 該当頁

ひ

ふ

ほ

や

ゆ

よ

☆17-  1　博物館、秀吉清正記念館の運営

☆17-  2　博物館の魅力向上

☆17-  3　秀吉研究の推進

☆  8-  3　教育施設におけるブロック塀等の撤去等

☆17-  4　蓬左文庫の運営

⇒「なごや学マイスター講座」の項を参照してください。

3-  8　学校における防犯対策

☆11-  1　いじめ、不登校対策の推進

⇒「市立幼稚園」、「私立幼稚園」の項を参照してください。

☆  3-  2　部活動の振興（中学校、高等学校）

☆  3-  3　部活動の振興（小学校）

     3-  9　学校体育等における安全指導体制

☆  7-  1　学校における働き方改革の推進

☆  8-  4　教育施設の天井落下防止対策

☆17-  5　美術館の運営

☆17-  7　芸術と科学の杜事業

　17-  8　博物館・美術館・科学館における学校教育との連携強化

☆  2-  2　SDGs達成の担い手づくり推進事業

☆  3-  7　学校における防災教育

☆  8-  3　教育施設におけるブロック塀等の撤去等

☆  8-  4　教育施設の天井落下防止対策

☆  8-  5　学校における避難所機能の強化

☆  2-  2　SDGs達成の担い手づくり推進事業

このほか施策18の各事業

　  4-14　帰国児童生徒教育の推進

☆  7-  1　学校における働き方改革の推進

☆14-  2　登下校時における子どもの安全対策の推進

☆16-  1　生涯学習センターの運営

　16-  5　生涯学習情報の提供

　17-  8　博物館・美術館・科学館における学校教育との連携強化

2-  8　野外教育の推進

2-13　ふれあい交流事業

☆  8-  4  教育施設の天井落下防止対策

☆  8-  5  学校における避難所機能の強化

  4-15　高等学校教育における幅広い教育的ニーズへの対応

このほか施策11の各事業

☆  1-  1　新学習指導要領の着実な実施

☆  1-  4　小・中学校における理数教育の推進

避難所

美術館

秀吉清正記念館

プログラミング教育

夢と命の絆づくり推進

事業

文化財

防災

部活動

不登校

ブロック塀

蓬左文庫

防犯

ボランティア

マイスター

野外教育

幼稚園

85

133,70

134

135,48

131

131

132

85

63

99～101

37

38

45,

139～142

45

55

85

85

85

63

79,117

115

125

126

135

85

85

53,79,118

54,79,118

56

79

ー

ー

132

56

40

47

49

99,46,95

ま行

ま

や行

事業名

索引
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順 索引ワード 事業名 該当頁

り

れ

I

P

S

☆ 1-  4　小・中学校における理数教育の推進

☆ 1-13　市立高等学校における理数教育の充実

☆ 8-  1　学校施設の計画的な改修

　※学校施設リフレッシュプランに基づく事業

☆18-  1　歴史の里しだみ古墳群の運営

☆ 2-12　中学生による陸前高田市との交流陸前高田市

理数教育

PTA

SDGs

歴史の里

ICT

49

83

139,48,70

38

41,69

109

116

116

117

45

39,63,74

40

ら行

☆ 1-  5　ICTを活用した教育の推進

☆ 1-11　市立高等学校における学びのあり方改革

☆13-  1　家庭教育の促進

☆14-  3　PTA・女性会などとの連携による地域活動の促進

　14-  4　あい・あい・あいさつ活動推進事業

　14-  5　PTA行事等や子ども会活動への参加促進

☆  2-  2　SDGs達成の担い手づくり推進事業

リフレッシュプラン

（学校施設リフレッシュ

プラン）

アルファベット

事業名

索引
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