
【アルファベット】 

 

 ｅ-Learning  

 パソコンやインターネットを中心にＩＣＴを効果

的に活用した学習方法。１対１あるいは１対複数の

形で双方向性を持った学習が可能になり、いつでも

どこでも学習者が自分のペースで研修や教育を受け

られる。 

 高速大容量の次世代コンピュータネットワーク技

術がさらに発達することによって、指導者と学習者

との間にネットワーク（インターネット、イントラ

ネット）を介して、今までとは違った支援体制がつ

くられ、今後の研修や学習を大きく変革する可能性

を持っている。 

 ｅ-Learning の特徴を活かした活用については、

以下に示すとおりである。 

・教員の指導力を高める研修 

・教員の情報機器活用能力を高める研修 

・子どもの情報機器活用能力を高める学習支援研修 

・自動集計を活用した、各種調査やテスト 

（学校教育課） 

 

 ＩＣＴ  

 ＩＣＴとは、Information and Communication 

Technologyの略で、コンピュータや情報通信ネット

ワーク（インターネット等）などの情報通信技術を

表す言葉である。 

 学校教育において教育の情報化を図るため、 

 ①児童生徒の情報活用能力の育成 

 ②各教科等における効果的なＩＣＴ活用 

 ③校務の情報化 

を進めている。         （学校教育課） 

 

 

【あ行】 

 

 いじめ防止対策推進法  

 社会総がかりでいじめの問題に対峙するための基

本的な理念や体制の整備について規定しており、平

成25年(2013年度)６月に成立。いじめの防止等のた

めの対策の基本理念として次のことを掲げている。 

・児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組む

ことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが

行われなくなるようにすること 

・全ての児童生徒がいじめを問わず、他の児童生徒

に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置

することがないようにするため、いじめが児童生徒

の心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関して児

童生徒が理解を深めるようにすること 
・いじめを受けた児童生徒の生命および心身を保護

することが特に重要であることを認識しつつ、国、

地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係

者の連携の下、いじめの問題を克服すること 
         （学校教育課） 

 

 医療的ケア  

 治療を目的とせずに、障害にともなって日常的な

生命の維持、健康状態の維持・改善のために必要な

医療的行為であり、医師の指示のもとで看護師また

は保護者が行うもの。主なものに、経管栄養（胃ろ

う、腸ろうを含む）、吸引、吸入、気管切開・エア

ウェイ、人工呼吸器（の管理）、導尿などがある。 

（学校支援課） 

 インクルーシブ教育  

 障害者権利条約（24条）や障害者基本法（16条）

の各条で、共生社会（ノーマライゼーション社会）

形成のための教育分野における取組として示された

もの。 

 「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者

でない児童及び生徒と共に教育を受ける教育」と訳

される。平成24年(2012年)７月に中央教育審議会か

ら「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進」が報告さ

れ、学校教育法施行令の改正などの一連の法整備と

ともに、合理的配慮に関する研究などが進められて

いる。           （学校支援課） 

 

 淡海生涯カレッジ  

多様化、高度化する生涯学習のニーズに対応する

ため、平成７年度(1995年度)に旧文部省から委嘱を

受け、県教育委員会と滋賀大学が共同で研究開発し

た学習講座。 

カレッジでは、まず、公民館等の身近な学習施設

での日常的な問題発見講座からスタートし、県内高

等学校等で実験・実習講座による体験的な学習を経

て、最終的に大学で理論講座を学ぶという体系的な

学習プログラムを提供。年間15～18回の講座で、学

習時間は30～36時間程度。10～13回以上受講した者

には修了証書が交付される。 

 学習テーマは、「環境」や「健康」など現代的課



題の中から県民のニーズに応じたものを取り上げて

いる。修了生には、琵琶湖博物館や、びわ湖フロー

ティングスクールのサポーターなど学習成果を生か

した活動の場を用意している。 

 平成27年度(2015年度)は、大津校、草津校、甲賀

校、彦根校、長浜校の５校が開校する予定。 

                （生涯学習課） 

 

 おうみ通学路交通アドバイザー  

おうみ通学路交通アドバイザー制度は、滋賀県交

通対策協議会で決定された「通学における児童・生

徒の交通安全対策アクションプラン」に基づき、地

域社会と関係機関等の連携・協力により将来を担う

子どもたちを交通事故から守る目的で設けられた。

県内の全公立小学校区に配置されたのは全国でも初

めてであり、理想とする通学路の実現に向けた安全

対策の柱と位置づけている。アドバイザーは、平成

25年(2013年)４月より各警察署長の推薦に基づき、

県教育長、県土木交通部長、県警本部交通部長の三

者からの委嘱（任期２年）を受け、通学時間帯を中

心に通学路に立ち、横断旗を使って子どもたちを保

護、誘導するとともに、通学路に危険箇所がないか

を点検する。保護者や地域住民からの要望を一元的

に集約し、関係機関との連絡調整をしたり、通学路

モニターとして意見を提案したりするなどの役割を

担う。 

      （スポーツ健康課） 

 

 近江の心  

 県教育委員会において、滋賀の地に今なお息づき、

大切に守り育て未来につないでいくべき、次のよう

な先人たちの教えを「近江の心」としている。 

［近江の心］ 

・ 中江藤樹先生の言葉である「良知（生まれなが

らにして持っている美しい心）」の心 

・ 糸賀一雄先生の言葉である「この子らを世の光

に」の考えにある一人ひとりを大切にする心 

・ 雨森芳洲先生の言葉である「たがいに誠をもっ

て交わろう」の考えにある異文化を理解する心 

・ 近江商人の経営の理念である「三方よし」の考

えにある公の心 

・ 琵琶湖とともに生き、自然を大切にしてきた近

江人の環境を大切にする心   （教育総務課） 

 

 

 

 

 

【か行】 

 

 学習指導要領  

 小・中・高等学校、特別支援学校の小・中・高等

部において教育課程を編成する際の国の基準であ

り、各教科、道徳、外国語活動（小学校）、総合的

な学習の時間および特別活動等の目標・内容の取り

扱いなどを大綱的に明示している（幼稚園は、これ

に代わり幼稚園教育要領）。 

 昭和22年(1947年)に文部省で作成されて以来、ほ

ぼ８年ないし10年おきに改訂されている。最初は、

「試案」の形式で示され、教師の参考用という程度

の性格であったが、昭和33年(1958年)の改訂で官報

による告示形式となり、国家基準の性格が明確にさ

れた。また、学校教育法に基づき同法施行規則の委

任を受けて制定される告示形式をとることから、法

規を補完する法規命令の性格を持つ。 

 平成10、11年(1998年、1999年)の改訂では、完全

学校週５日制の下、基礎・基本を確実に身に付けさ

せることや、自ら学び自ら考える力などの「生きる

力」を育成することが重視された。これに伴い、教

育内容が厳選され、「総合的な学習の時間」が新設

された。 

 また、平成15年(2003年)には、学習指導要領の基

準性の明確化や、総合的な学習の時間の充実、個に

応じた指導の充実を柱とする一部改正が行われた。 

 そして、平成20年(2008年)には小・中学校、平成

21年(2009年)には高等学校・特別支援学校の学習指

導要領が告示され、「生きる力」をはぐくむという

理念を実現するため、 

・言語活動の充実 

・理数教育の充実 

・道徳教育の充実 

・伝統や文化に関する教育の充実 

・体験活動の充実 

・外国語活動の実施 

などが盛り込まれた。 

 平成21年度(2009年度)からの幼稚園教育要領全面

実施にはじまり、平成23年度(2011年度)には小学

校・特別支援学校（小学部）で、平成24年度(2012

年度)には中学校・特別支援学校（中学部）で、平成

25年度(2013年度)からは高等学校、特別支援学校（高

等部）で、新しい学習指導要領での学習指導が展開

されている。    （学校支援課・学校教育課） 

 



 学習障害（ＬＤ）  

 Ｌearning Ｄisabilities の頭文字をとって

「ＬＤ」と表されることがある。学習障害とは「基

本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算する、または推論する能力

のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示

す様々な状態を指すものである。学習障害は、その

原因として、中枢神経系に何らかの機能障害がある

と推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、

情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因

となるものではない。」と定義づけられている。 

（学校支援課） 

 学校運営協議会制度（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ）  

 平成16年(2004年)６月に「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」が改正され、教育委員会の指

定により、「学校運営協議会（コミュニティ・スク

ール）」を置くことができるようになった。 

 「学校運営協議会」は保護者や地域住民による合

議制の機関であり、教育委員会や校長と責任を分か

ち合いながら学校運営に携わっていくことで、地域

に開かれ、支えられる学校づくりの実現を目指すも

のである。特に、学校運営の基盤である教育課程や

教職員配置について、一定の責任と権限を持って意

見を述べることが制度的に保障され、その意見を踏

まえた学校運営が進められることになる。 

 本県では、平成27年３月現在で、43校園が指定を

受けて学校運営協議会を置いている。 

                （生涯学習課） 

 

 学校間連携  

 選択学習の機会を拡大する観点から、生徒の多様

な実態に対応した教科・科目の開設が困難な場合、

他の高等学校の教科・科目を受講する機会を与え、

当該学習の成果を自校の教科・科目の単位として認

定できる制度で、平成５年度(1993年度)から導入さ

れた。 

 学校間連携は、総合学科や全日制単位制で活用さ

れることが期待されているほか、連携校間の教職

員・生徒間の相互理解の深まりや、開かれた学校づ

くりなど様々な効果が期待されている。 

 類似の制度としては、定時制・通信制課程につい

て、学習負担の軽減を図るねらいで他の課程におい

て単位を修得したときは、自校の単位として認定で

きる「定通併修」や、専修学校における学習成果や

技能審査の成果を単位として認定する制度（単位認

定）がある。          （学校教育課） 

 

 学校支援地域本部  

 学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子

どもを育てる体制を整えることを大きな目的とし

て、地域住民が学校を支援する組織を構築し、学校

の求めと地域の力をマッチングして、より効果的な

学校支援を行い、教育の充実を図ろうとするもの。 

 県内では、８市町に 45本部が設置されており、地

域住民の専門性を活かした授業支援、校庭整備など

の学校環境整備支援、登下校の見守りなどが継続的

に実施されている。        （生涯学習課） 

 

 学校と地域を結ぶコーディネート担当者  

 県内全公立小・中学校および県立高等学校・特別

支援学校において、地域の人の経験や技能を学校教

育活動に取り入れるなど、学社連携・融合を推進す

る際に学校側で中心的な役割を果たす担当教員。 

                （生涯学習課） 

 

 学校評価  

 平成19年(2007年)６月に学校教育法が改正、公布

され、「教育活動その他の学校運営の状況について

評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図

るため必要な措置を講ずること」さらに、「教育活

動その他学校運営の状況に関する情報を積極的に提

供すること」が明記された。 
 これを受けて、平成19年(2007年)10月に学校教育

法施行規則が改正され、「教育活動その他の学校運

営の状況について、自ら評価（自己評価）を行い、

その結果を公表すること」、「自己評価の結果を踏

まえた学校関係者評価を行い、その結果を公表する

よう努めること」、「それらの結果を教育委員会に

報告すること」となった。 
滋賀県では、平成17年度(2005年度)からすべての県

立高等学校に学校評価を義務づけているが、平成20

年度（2008年度）からは、学校教育法等の改正に対

応した「滋賀県立学校学校評価実施要綱」を定め、

すべての県立学校において学校評価を行い、その結

果をもとに成果や課題を明らかにし、今後に向けた

改善策を具体的に示して、学校運営の改善を図って

いる。        （学校支援課・学校教育課） 

 

 学校評議員  

 平成10年(1998年)９月の中教審答申「今後の地方

教育行政の在り方について」の提言に沿って、「地



域住民の学校運営への参画」「地域に開かれた学校

づくり」の促進を目的に、平成12年(2000年)４月よ

り導入された制度。 

 学校評議員は、各学校長の推薦により、教育委員

会や学校法人などの学校設置者により委嘱され、校

長の求めに応じ、学校運営に関する意見を述べるこ

とができる。 
 一方校長は、学校評議員が児童生徒や学校の現状

を十分に理解し、よりよい意見が述べられるように、

学校の活動状況等を説明するとともに、学校評議員

の意見を参考としつつ、自らの権限と責任において

学校運営を行う。 
 この制度により、学校、家庭、地域が連携協力し

て、地域をあげて子どもの成長を支える環境づくり

に積極的に取り組んでいくことが期待されている。 

 本県でも平成12年度(2000年)より、これからの学

校がより一層地域に開かれた特色ある学校づくりを

推進していくことができるよう、すべての県立学校

において学校評議員を置くこととし、会社員・会社

役員やＰＴＡ関係者のほか、医療や福祉、自治会関

係者など幅広い分野の方々を学校評議員として委嘱

している。     （学校支援課・学校教育課） 

 

 環境教育  

 本県では、環境教育を教育実践の重点の一つに位

置付け、幼・小・中・高等学校と一貫した取組を進

めている。人間の活動と環境との関わりについて理

解を深め、日常生活において自然との共生を意識し、

環境に配慮した生活をすることや、地域の環境保全

活動を積極的に行う行動力、つまり、持続可能な社

会の実現に向けて主体的に行動できる人づくりを目

指している。 
小・中学校では、環境教育全体計画を作成し、学

校の教育活動に位置付け、児童生徒や地域の実情を

踏まえ、環境教育の課題と内容を明確にして、学年

の発達段階に応じて計画的にその実践と推進に努め

ている。高等学校では、環境教育の推進と環境負荷

を減らす取組の推進を行動目標にしている。また、

フィールドワーク等も取り入れた計画的な指導を行

い、勤労等に関わる体験的な学習とも関連させ、総

合的に進めている。 
 このような取組の中で、琵琶湖を中心とした環境

教育を深め、琵琶湖の水質や自然環境の保全のため

に行動しようとする態度や能力を育むことを重視し

ている。副読本として「あおいびわ湖」（小学校編）、

「あおい琵琶湖」（中学校編）、「琵琶湖と自然」

（高等学校編）を作成し、活用している。 
（学校教育課） 

 

 義務教育費国庫負担制度  

  義務教育については、市町村に小・中学校の設置

義務があり、これらの学校の経費は、「設置者負担

主義」（学校教育法第５条）に基づき、原則として

その設置者が負担することとされている。しかしな

がら、小・中学校に係る経費のすべてを市町村が負

担することは、市町村の財政力に対して過重である

ため、設置者負担主義の例外として、市町村立小・

中学校の基幹となる教職員の人件費、旅費について

は、都道府県の負担とする「県費負担教職員制度」

が設けられている。その上で、全国的な義務教育水

準の維持と教育の機会均等を保障するため、都道府

県が負担する義務教育諸学校の教職員の給料・諸手

当に係る経費の一部を国が負担する「義務教育費国

庫負担制度」が設けられており、平成 16 年度(2004

年度)から都道府県の自由度を高める「総額裁量制」

が導入されたところである。 

 なお、国庫負担率については「三位一体の改革」

が進められる中で、平成 17 年(2005 年)11 月の「政

府・与党合意」に基づき２分の１から３分の１に変

更され、8,500 億円程度の国庫負担金が減額され一

般財源化された。          （教職員課） 

 

 キャリア教育  

 キャリア教育とは、「一人一人の社会的・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、キャリア発達を促す教育」である。 
 本県においては、子どもたちが社会の変化に対応

し生き抜く力や、社会の一員として自分の役割を果

たしながらよりよく生きる力を身に付け、社会人・

職業人として自立していくことができるようにする

ため、児童生徒一人ひとりに望ましい勤労観、職業

観を身に付けさせるとともに、自己の個性を理解し、

主体的に進路を選択する能力や態度を育てる教育を

進めている。 
 具体的には、各学校段階において、教科活動を含

めたすべての教育活動の中で、生きる力の基礎とな

る人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管

理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力

を育て、ボランティア活動や社会体験・職場体験・

インターンシップ等の様々な体験を通して、自分の

よさや可能性に気づき、学ぶこと、働くこと、生き

ることの尊さを実感し、自分の将来を考えることが

できるよう図ることが大切である。 

（学校支援課・学校教育課） 

 



 教育課程部会（中央教育審議会）  

 中央教育審議会に設けられた５つの分科会のうち

の、初等中等教育分科会に設けられた初等中等教育

の基準に関する重要事項を審議する部会である。 
 第４期中央教育審議会は、平成19年(2007年)２月

に文部科学大臣から審議要請を受け、教育基本法の

改正を踏まえて、緊急に必要とされる教育制度の改

正について集中的に審議を行い、同年３月に「教育

基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度

の改正について（答申）」をまとめた。 
 国会では、同年６月に「学校教育法」をはじめと

する「教育関連三法」の改正が成立、公布された。 
 第４期教育課程部会は、それらを受け、小・中・

高等学校および特別支援学校の教育課程の枠組み、

道徳教育や体験活動の充実といった教科等を横断し

た事項や各教科等の教育内容についての具体的な改

善について審議を重ね、平成20年(2008年)１月に中

央教育審議会から答申が出された。 

第５期教育課程部会では、学習指導要領の改訂に

伴い、小・中・高等学校および特別支援学校におけ

る児童生徒の学習状況等を適切に評価するために必

要な事項について議論を進め、平成22年(2010年)３

月に中央教育審議会から「児童生徒の学習評価の在

り方について（報告）」が出された。 

                （学校教育課） 

 

 教育基本法  

 我が国の教育の基本を定めた法律。現行の教育基

本法（平成 18 年法律第 120 号：新法）は、昭和 22

年(1947 年)発布・施行の教育基本法（昭和 22 年法

律第 25号：旧法）の全部を改正したものである。 

 国民一人ひとりが豊かな人生を実現し、我が国が

一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発展に貢献で

きるよう、旧法の普遍的な理念は大切にしながら、

今日求められる教育の目的や理念、教育の実施に関

する基本を定めるとともに、国および地方公共団体

の責務を明らかにし、教育振興基本計画を定めるこ

となどについて規定している。 

 国においては、新法の精神を様々な教育上の課題

の解決に結びつけていくため、関係法令の改正、教

育振興基本計画の策定や学習指導要領の改訂などが

行われた。           （教育総務課） 

 

 教育情報ネットワーク  

 高速で信頼性の高い情報通信ネットワーク「びわ

湖情報ハイウェイ」に、平成 16年度(2004年度)に

県立学校60校を接続して「滋賀県教育情報ネットワ

ーク（しが教育ネット）」を構築し、運用している。

これを活用して、授業におけるインターネットの活

用、学習情報の共有、教員の e-Learning等を実施し

ている。            （学校教育課） 

 

 教員免許更新制  

 「その時々で教員として必要な最新の知識技能を

身につけること」を目的として、平成19年(2007年)

６月の教育職員免許法の一部改正により平成21年

(2009年)４月１日から導入された制度である。 

 平成21年(2009年)４月１日以降に授与される教員

免許状には10年間の有効期間が付されることとな

り、有効期間を更新するためには２年間で30時間以

上の更新講習の修了が必要となる。また、制度導入

前に免許状を取得した者にも更新制は適用される。 
               （教職員課） 

 

 広域スポーツセンター  

 全国の市町村において、子どもから高齢者までだ

れもが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ

に親しむことのできる環境として総合型地域スポー

ツクラブの育成が進められているところであるが、

その育成を効果的・効率的に促進していくためには

様々な支援が必要である。広域スポーツセンターは、

総合型地域スポーツクラブの設立や運営にあたって

の適切な指導・助言その他必要な支援を行っていく

機能を備えている。 

 ① クラブ設立・育成に関する支援 

 ② 県民啓発 

  ③ 指導者育成に関する支援 

 ④ スポーツ情報の整備・提供 など 

（スポーツ健康課） 

 

 高機能自閉症  

 高機能自閉症とは、中枢神経系に何らかの機能不

全があると推定され、 

 ① 他人との社会的関係の形成の困難さ 

 ② 言葉の発達の遅れ 

 ③ 興味や関心が狭く特定のものにこだわること 

を特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的

発達の遅れを伴わないものをいう。 （学校支援課） 

 

 高等学校教育改革（高校改革）  

 第 14期中教審の答申を受け、文部省内に「高等学



校教育の改革の推進に関する会議」が発足し、平成

４年(1992 年)６月から平成５年(1993 年)２月にか

け４次にわたり報告があった。報告では、時代の変

化や生徒の多様な実態に柔軟に対応できる高等学校

教育を求めており、文部省は次の取組を一体的に進

めるよう関連施策を打ち出した。 

 ① 総合学科や単位制高校など特色ある学校づく 
   り 

 ② 多様な科目を開設するなど生徒の選択を中心 
としたカリキュラムづくり 

 ③ 高校入試の多様化と中学校の進路指導の改善 
 
本県では「滋賀県高等学校教育改善推進協議会」

による平成６年(1994年)の報告を受け、総合学科や

特色ある学科の設置などの取組を進めた。平成14年

(2002年)には「県立高等学校将来構想懇話会」から

「今後の県立高等学校の在り方について」の報告を

受け、一層の特色ある学校づくりや柔軟な高等学校

システムの確立へ向けて取組を進めた。 

 また、平成21年（2009年）には「県立学校のあり

方検討委員会」の「今後の県立学校のあり方につい

て」の報告の中で、県立高等学校の課程・学科等、

適正な規模、県立学校の適正な配置のあり方が示さ

れた。さらに、平成22年(2010年)に第23期滋賀県産

業教育審議会から「社会の変化に対応した新しい職

業教育の在り方について」の答申がなされた。これ

らの「報告」や「答申」、県民からの意見等を踏ま

えて、平成23年(2011年)７月には滋賀県立高等学校

再編計画（原案）を公表し、県民や教育関係者等か

らの様々な意見を聴取した。さらに、平成24年（2012

年）8月には第24期滋賀県産業教育審議会から「社会

の変化に対応した福祉科教育の在り方について」の

答申がなされた。 

 これらを踏まえて、平成24年(2012年)10月に滋賀

県立高等学校再編計画（案）を公表し、県民説明会

を開催するなどして様々な意見を聴取し、12月には

「魅力と活力ある県立高等学校づくりに向けて〜滋

賀県立高等学校再編計画〜」を策定した。 

この再編計画に基づき再編の取組を進めている。 

               （学校支援課） 

 

 高等学校等就学支援金  

 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減

として、授業料に充てるために国から支給される支

援金。保護者等の収入の状況に照らして経済的負担

を軽減する必要があると認める場合に支給されるも

の。               （教育総務課） 
 

公立の学校における侵入者による犯罪を防止するための指針  

 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例（平成

15年滋賀県条例第５号）第12条第２項の規定に基づ

いて、公立の学校における幼児、児童および生徒に

対する正当な理由なく校地・校舎に侵入する者から

の犯罪を防止するために行う必要な方策に関するこ

とを定め、学校における児童生徒等の安全確保を図

ることを目的とした指針であり、次の７項目にわた

って具体的方策が示されている。（平成15年(2003

年)10月施行） 

 １ 教職員の危機管理意識の高揚と学校安全対策

の推進 

 ２ 安全教育の充実 

 ３ 不審者の侵入防止等 

 ４ 安全確保についての校内体制の整備 

 ５ 施設設備の点検整備 

 ６ 保護者、地域および関係団体との連携 

 ７ 警察署、消防署、医療機関等との連携 

（スポーツ健康課） 

 

 合理的配慮と基礎的環境整備  

 合理的配慮は、障害者の権利に関する条約におい

て提唱された新たな概念であり、中央教育審議会初

等中等教育分科会報告では、「障害のある子どもが、

他の子どもと平等に『教育を受ける権利』を享有・

行使することを確保するために、学校の設置者及び

学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、

障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校

教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」と定

義されている。同時に、合理的配慮については、「学

校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面にお

いて、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」

と示されており、合理的配慮の決定に当たっては、

各学校の設置者及び学校が、体制面、財政面をも勘

案し、均衡を失した又は過度の負担について個別に

判断することとなる。 
なお、同報告においては、合理的配慮を提供する

に当たっての観点を、①教育内容・方法、②支援体

制、③施設・設備、について類型化した整理が試み

られている。 
この合理的配慮の基礎となる環境整備として、法

令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、

都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で

それぞれに行う教育環境の整備を基礎的環境整備と

呼ぶ。 
この基礎的環境整備を基に、設置者及び学校が、

各学校において、障害のある子どもに対し、その状



況に応じて合理的配慮を提供することとなる。 
なお、基礎的環境整備については、合理的配慮と

同様に体制面、財政面を勘案し，均衡を失した又は

過度の負担を課さないよう留意する必要がある。 
（学校支援課） 

 

 語学指導外国青年（ＡＬＴ） 

 外国語教育の充実および地域レベルでの国際交流

の進展を図るため、昭和61年(1986年)に国際化推進

自治体協議会が設立され、昭和62年(1987年)８月か

ら「語学指導等を行う外国青年招致事業」（ＪＥＴ

プログラム）が実施された。この事業により、小学

校・中学校・高等学校および特別支援学校で外国語

学習を補助する目的で外国から招致された青年のこ

とをいう。ＡＬＴとは、Assistant Language Teacher

の略である。 

 平成26年度(2014年)は、イギリス、アメリカ、オ

ーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、アイル

ランド、ニュージーランド等28か国から4,101名が招

致され、そのうち82名が本県に着任している。雇用

期間は１年間で、最大５年目まで再任用できる。 

（学校教育課） 

 

 国際教育  

 国際化した社会で、地球的視野に立って主体的に

行動するために必要な態度・能力の基礎を育成する

ための教育。 
 平成 17 年(2005 年)８月３日付け「初等中等教育

における国際教育推進検討会報告」では、国際教育

で育成する態度・能力として、異文化や異なる文化

をもつ人々を受容し共生することのできる態度・能

力、自らの国の伝統・文化に根ざした自己の確立、

自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動する

ことのできる態度・能力の３つを挙げている。 
（学校教育課） 

 

 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会  

国民体育大会は、昭和21年(1946年)から続く国内

最大のスポーツの祭典であり、９月中旬から10月中

旬までの11日間以内の会期で開催される本大会と、

12月から２月末日までの5日間以内の会期で開催さ

れる冬季大会がある。公益財団法人日本体育協会、

国および開催地都道府県の３者の共催により、毎年、

都道府県持ちまわりで開催され、本大会および冬季

大会で実施した全正式競技の男女総合成績第１位の

都道府県に天皇盃が、女子総合成績第１位の都道府

県に皇后杯が授与される。 

全国障害者スポーツ大会は、従来の全国身体障害

者スポーツ大会と全国知的障害者スポーツ大会を統

合した大会として、平成13年(2001年)から続く障害

のある方のスポーツの祭典であり、毎年、国民体育

大会の本大会の直後に当該開催地都道府県において、

公益財団法人日本障害者スポーツ協会、国および開

催地都道府県の３者の共催により、３日間の会期で

開催されている。      （スポーツ健康課） 

 

 個別の教育支援計画  

 障害のある幼児児童生徒一人ひとりのニーズを正

確に把握し、教育の視点から適切に対応していくと

いう考え方の下に、福祉、医療、労働等の関係機関

との連携を図りつつ、幼児期から学校卒業後までの

長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援

を行うために、障害のある幼児児童生徒一人ひとり

について作成した支援計画。   （学校支援課） 

 

 個別の指導計画  

 幼児児童生徒一人ひとりの障害の状態等に応じた

きめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課

程や指導計画、当該幼児児童生徒の個別の教育支援

計画※等を踏まえて、より具体的に幼児児童生徒一人

ひとりの教育的ニーズに対応して、指導目標や指導

内容・方法等を盛り込んだ指導計画。 

（学校支援課） 

 

 

【さ行】 

 

 サピエ  

 視覚障害者および視覚による表現の認識に障害の

ある方々に対して点字、デイジーデータをはじめ、

さまざまな情報を提供するネットワーク。日本点字

図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提

供施設協会が運営を行っている。平成21年度(2009

年度)厚生労働省「視覚障害者情報総合ネットワー

ク」構築事業を継承する形で平成22年(2010年)4月に

運用が開始された。 

加入者(加入施設利用者)は、そのデータベース「サ

ピエ図書館」を利用することができ、様々な資料の

利用機会の拡充と、読書環境の向上につながる。 
（県立図書館） 

 



 しがｅ-センター  

 県内教職員の研修・学習支援を目的に、平成16年

(2004年)11月より本格稼働したシステムで、

e-Learningシステムと教育学習情報システムから構

成される。 

 e-Learning システムは、教職員の研修機会の拡大の

ためインターネットを通して｢いつでも｣｢どこでも｣

｢自分のペース｣で研修や学習を進めることができ、

集合研修の事前事後学習等に活用されている。 
 また、教育学習情報システムは、インターネット

を通じて教材等の教育情報を県内の教員が登録、共

有することにより教育活動を支援するネットワーク

拠点である。       （総合教育センター） 

 

 しが学校支援センター  

 しが学校支援センターでは、地域の人々や企業、

団体、ＮＰＯ等（支援者）が学校を支援する仕組み

づくりを進めるため、支援者と学校とのコーディネ

ートを行う学校支援ディレクターを配置し、下記の

ことに取り組んでいる。 

 ① 学校と支援者をコーディネート 

   （情報収集と発信・相談・助言・調査） 

 ② 「学校支援メニュー」一覧の作成 
③ 支援者と教員との出会いの場の設定 

   （しが学校支援メニューフェアの開催） 

 ④ 学校と地域を結ぶコーディネート担当者新任

研修を開催 

 ⑤ 支援者間の情報ネットワークづくり 

 ⑥ 学校支援地域本部事業との連携 

                     （生涯学習課） 

 

 「滋賀 教育の日」  

 県民がこぞって滋賀の教育について考える気運を

高め、社会全体で子どもの育ちを支える環境づくり

を促進することを目的に、滋賀県教育委員会が平成

18年(2006年)から毎年11月１日を「滋賀 教育の日」

と定めた。 

 また、おおむね10月から11月を「滋賀教育月間」

として、地域、企業、学校などが互いに連携して、

教育に関する活動に主体的に取り組むよう呼びかけ

ている。全国的にも「教育の日」制定の動きは拡が

っている。           （教育総務課） 

 

 滋賀県いじめ防止基本方針  

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受け

る権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長およ

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、広

く子どもの人権を侵害する行為であるとともに、そ

の生命または身体に重大な危険を生じさせるもので

あることから、いじめの防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進するために、いじめ防止対策推

進法第 12 条の規定に基づき策定。いじめ防止等のた

めの対策の基本的な考え方や、いじめの防止等のた

めに県が実施する施策等について規定している。            

（学校教育課） 

 

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」 

県民の多様な学習のニーズに応えるため、生涯

学習に関する様々な情報をインターネットを通じ

て提供するシステム。 

 「におねっと」の主なメニュー 

① 講座・教室等の開催情報の検索 

 講座、教室、体験活動、イベント等の県内で

開催される多様な学習機会が、開催期間、対象、

分野、地域等の条件で検索できる。 

② ＤＶＤ・ビデオ等の検索・予約 

 「しが生涯学習スクエア」にあるＤＶＤやビ

デオ、16 ミリフィルム等の視聴覚教材の検索

と貸出予約ができる。 

  ＜ＵＲＬ http://www.nionet.jp/＞ 

 なお、「におねっと」という愛称は、滋賀県の県

の鳥「かいつぶり」の呼称「鳰（にお）」と「ネッ

トワーク」をあわせた造語。   （生涯学習課） 

 

滋賀県家庭教育協力企業協定制度(しがふぁみ) 

 家庭の教育をはじめ、子どもたちを育てる様々な

営みを社会全体で支えあうため、企業および事業所

と県教育委員会が協定を結ぶ制度。締結企業では、

企業における家庭教育について学ぶ講座の開催や、

参観日など学校行事に参加しやすい職場環境づくり、

中・高校生の職場体験の受け入れなど、企業におけ

る子どもたちの健やかな育ちのための取組を推進し

ている。              （生涯学習課） 

 

 滋賀県基本構想  

 県行政の総合的な推進のための指針となるもので

あり、県政の最上位計画として、部門別の各種計画

等の基本となるものである。 

 この構想の計画期間は、平成 27 年度(2015 年度)

から平成30年度(2018年度)の４年間としているが、

時代の大きな潮流に的確に対応していくため、長期

的な視点から平成 52 年(2040 年)頃の滋賀の目指す



べき将来の姿を描いた上で、中期的な県政の基本方

向を明確にし、政策等の方向性を示している。 

 基本理念として、本格的な人口減少社会の到来な

ど時代の大きな転換期を迎えるなか、将来に対する

不安を安心に変え、夢や希望を抱くことができる豊

かな社会を築くことが求められており、現在の豊か

さだけでなく、将来の豊かさを実現するために今な

すべきことを、県民一人ひとりが考え、行動するこ

とで、夢や希望を抱き、幸せや豊かさを実感できる

滋賀の実現を目指し、「夢や希望に満ちた豊かさ実

感・滋賀～みんなでつくろう！新しい豊かさ～」を

掲げている。 
 この基本理念の実現に向けて県の将来の姿を、「ひ

と」「地域の活力」「自然・環境」「県土」「安全・

安心」の５つの目指す姿として描き、時代の潮流と

課題を踏まえつつ、滋賀の強みを活かしながら、豊

かさの実現に向けて、みんなで一緒に取り組むこと

としている。          （教育総務課） 

 

 滋賀県競技力向上基本計画  

 第 79回国民体育大会を開催する県として、開催地

にふさわしい成績が残せるよう、また、国体終了後

も安定して高い競技水準が維持されるよう、競技力

を総合的に向上させる中長期的な指針として、平成

26年（2014年）12月に策定したもの。 

平成 26 年～28 年までを準備期、32 年までを充実

期、開催年である36年までを躍進期に分け、それぞ

れの達成目標を示すとともに、「選手の育成強化」

「指導体制の充実」「拠点の構築と環境の整備」を

３つの柱に、さまざまな主体の参画を得て、県全体

で競技力向上対策を進めることとしている。 

（スポーツ健康課） 

 

 滋賀県子ども読書活動推進計画  

 子どもの読書活動の推進に関する法律第９条の規

定に基づき、平成 17 年(2005 年)２月に本県の子ど

もの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため策定したもので、平成 22 年

(2010 年)３月に第２次計画、平成 26 年（2014 年）

12月に第３次計画を策定し、平成26年度(2014年度)

からおおむね５か年の施策の方向や取組を示したも

のである。 

 計画では、「すべての子どもがいつでもどこでも

楽しく読書ができる環境づくり」を目指して、次の

３つの項目を基本的方針とするとともに、子どもの

発達段階に応じた読書活動に配慮しながら、国およ

び市町と協力して取組を進めることとしている。 

① 子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件

の整備・充実 

② 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組

の推進 

③ 子どもの読書活動に関する理解と関心の普

及           （生涯学習課） 

 

 滋賀県産業教育審議会  

 産業教育を通じて経済自立に貢献する有為な国民

を育成することを目的とした「産業教育振興法」に

基づいて、県条例で設置する審議会。教育委員会の

諮問に応じて本県における産業教育に関する事項に

ついて審議し、その結果を建議する。 

 第24期の審議会は、「社会の変化に対応した福祉

科教育の在り方について」を主題とし、本県の福祉

科教育の在り方などについて審議を行い、平成24年

(2012年)８月に答申がなされた。 （学校教育課） 

 

 滋賀県人権施策基本方針  

 人権が尊重される社会づくりに関する施策の総合

的な推進を図るための基本となる方針として、県人

権尊重の社会づくり条例第４条に基づき、平成15年

(2003年)３月に策定したものであり、人権の基本理

念、基本施策、分野別施策等を示している。 

（人権教育課） 

 

 滋賀県人権施策推進計画  

 人権施策基本方針に掲げる人権施策全般について、

その具体的な方策を体系的に示し、総合的、計画的

な推進を図るため、平成 23年(2011年)3月に改定し

たものであり、滋賀県のめざす人権が尊重される社

会の姿および基本施策の推進、分野別施策の推進等

を示している。         （人権教育課） 

 

 滋賀県人権尊重の社会づくり条例  

 すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現

に寄与することを目的として、人権尊重の社会づく

りの主体である県と県民および事業者の責務や人権

施策の推進に当たっての基本となる事項を定めた条

例。（平成13年(2001年)４月１日施行） 
（人権教育課） 

 

 滋賀県スポーツ顕彰  

 本県のスポーツ振興に関して、功績のあった者を

顕彰することを目的に昭和38年度(1963年度)に制定



された。 

 地域または職域におけるスポーツ、レクリエーシ

ョンの健全な普及、発展に永年貢献し、地域スポー

ツの振興に顕著な成績をあげた個人および団体、な

らびに優秀な選手を育成指導し、競技スポーツの発

展に寄与した者が対象となる。 （スポーツ健康課） 

 

 滋賀県スポーツ推進計画  

 スポーツを通じて、目指す姿や目標を明らかにし、

スポーツ施策を計画的に進めるための、スポーツ推

進に関する計画。 

 平成25年(2013年)３月に策定し、平成25年度(2013

年度)から概ね５年間を計画の期間とする。 

               （スポーツ健康課） 

 

 滋賀県スポーツ推進審議会  

 国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活

の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和あ

る発展に寄与するスポーツの推進を目的とする「ス

ポーツ基本法」に基づき、滋賀県スポーツ推進審議

会条例により県に設置する審議会。知事または教育

委員会の諮問に応じて、スポーツ基本法に基づき地

方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関す

る重要事項について調査・審議する。 
（スポーツ健康課） 

 

滋賀県民スポーツ大賞・滋賀県民スポーツ賞 

 競技スポーツ大会において、極めて優秀な成績を

あげた選手（個人・団体）に対し、その努力と栄誉

ならびに県民に夢と希望を与えた功績を讃えるとと

もに、本県スポーツの振興を図ることを目的に、滋

賀県民スポーツ大賞は知事が、滋賀県民スポーツ賞

は教育長が表彰。表彰の種類は以下のとおり。 

滋賀県民スポーツ大賞 

 ①栄誉賞 

 ②優秀賞 

 ③若鮎賞 

 ④特別賞 

滋賀県民スポーツ賞 

  一般の部・高校の部・中学の部 

              （スポーツ健康課） 

 

 滋賀県立高等学校再編計画  

  魅力と活力ある県立高等学校の実現を目指し、平

成24年(2012年)12月に滋賀県立高等学校再編計画を

策定した。 

 滋賀県立高等学校再編基本計画では、高校に入学

するすべての子どもたちが、充実した学校生活を送

る中で、希望する進路を実現し、また自己実現を図

ることができるよう、平成33年度(2021年度)までの

概ね10年後を見据え、長期的かつ全県的な視野に立

ち県立高等学校再編の基本的な考え方を示した。 

 また、滋賀県立高等学校再編実施計画では、平成

25年度(2013年度)から概ね５年間の再編の具体的な

内容として「新しいタイプの学校の設置」「統合に

よる新しい学校の設置」「地域に根ざした学校づく

り」「職業系専門学科の改編等」「総合学科の充実」

「定時制課程の見直し」などの方策を示した。 
当計画に基づき、生徒の興味・関心や進路希望等

に応じた教育を提供し、魅力ある教育を展開すると

ともに、多様な選択科目の開設をはじめ、部活動や

学校行事などの集団活動の活性化、施設や設備の効

果的・効率的な利用等の観点から学校活力の維持向

上を図っていくこととしている。     （学校支援課） 

 

 しが「心の冒険」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(SMAP)  

 集団で行う遊びや冒険的活動を通じて、人間の社

会生活に不可欠な自尊感情や他人との信頼関係、困

難に挑戦し課題を解決する力を段階的に身につける

ことをねらいとしたプログラム。 （生涯学習課） 
 

 しが生涯学習スクエア  

 生涯学習の総合的な窓口として、 

 ① 生涯学習に関する様々な情報の提供 

 ② 多様な学習のニーズに対応する学習相談 

 ③ ＤＶＤ、ビデオ、16ミリフィルム等の視聴覚

教材の貸出(平成26年12月現在、2,067本保有) 

 ④ 団体、ＮＰＯ、学校、大学、企業等の生涯学

習推進主体の連携・協働を促進する交流と情報

交換の場づくり 

等のサービスを提供する。（県庁新館３階生涯学習

課内）              （生涯学習課） 

 

 滋賀の教師塾  

 本県教員の大量退職時期を迎え、小・中・高等学

校教員の採用数増加が見込まれている。競争倍率低

下による採用予定者（合格者）の質的低下を回避す

るとともに、即戦力として実践的な指導力を持つ優

秀な人材を養成するため、滋賀大学教育学部と連携

しながら、本県の小・中学校教員を志望する大学生、

大学院生を対象に平成19年度(2007年度)から教師の



養成塾を開設した。平成20年度(2008年度)からは、

経験の浅い臨時講師と非常勤講師、社会人や通信制

で学ぶ者も対象とし、平成25年度(2013年度)からは、

高等学校枠を設け、より一層幅広い人材の育成に努

めている。さらに、平成26年度(2014年度)から、本

県の教員を志す大学１・２年生に塾を公開する「体

験講座」、高校生を対象とした「出前講座」を実施

し、本県の教員志願者の拡大を図っている。 

 教育現場の実態に触れ、現役教員の実践的な指導

法を学ぶことで、確固たる教師観を身につけ、本県

での教師志望をより強固なものとするとともに、学

校現場においてもスクールサポーター制度との協働

実施により児童生徒にきめ細かな支援が行えること

が期待できる。           （教職員課） 

 

 滋賀の生涯学習社会づくり基本構想  

 県民をはじめ地域、ボランティア団体・ＮＰＯ、

学校・大学等、企業等、社会教育施設等および行政

の各主体が、連携し、滋賀の生涯学習社会づくりを

推進するための指針として定めたもの。（構想期間：

平成23年度(2011年度)から平成27年度(2015年度)

までの５年間） 

 基本目標として、「つながりで未来を拓く 滋賀

の生涯学習社会づくり～まなぶ いかす つながる

～」を掲げている。 

 この基本目標を達成するために、次の３つの柱を

示している。 

① まなぶ 個人と社会のニーズに応じた学びの

充実 

 ② いかす 学びの成果を生かす機会の設定と拡

充 

 ③ つながる 学びを通した人と人、人と社会の

つながりの推進        （生涯学習課） 

 

 社会人の科目履修制度・聴講制度  

生涯学習の観点から、社会人が単位制の定時制課

程または通信制課程において、聴講生として特定の

科目を履修（一定の要件を満たせば単位認定）でき

ることが単位制高等学校教育規程に定められてお

り、これを科目履修制度と呼んでいる。本県では、

現在、大津清陵高校通信制課程と瀬田高校の２校で

実施している。 
 また、科目履修制度とは別に、学校の特色化と地

域に開かれた学校づくりを推進していくことを目的

として、平成 19 年度(2007 年度)から全日制課程にお

いても特定の科目を社会人が聴講できる制度（社会

人聴講制度）を導入し、信楽高校で実施している。 

ほかに、県立学校の持つ施設や人材などの教育機能

を一般人に開放するものとして高等学校等開放講座

がある。       （学校支援課・学校教育課） 

 

 小学校外国語活動  

 平成23年度(2011年度)より小学校高学年（５・６

年生）に週１時間（年間35時間）の外国語活動が実

施された。児童のもつ柔軟な適応力を生かして、言

葉への自覚を促し、幅広い言語に関する能力や国際

感覚の基盤を培うことをねらいとしている。英語の

音声や基本的な表現に慣れ親しみながら、言語や文

化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度を育成するとともに、中学校

との円滑な接続を図ろうとするものである。小学校

での発達段階等を考慮し、中学校段階の英語教育を

単に前倒しするのではなく、あくまでも、体験的に

「聞くこと」「話すこと」を通して、音声や基本的

な表現に慣れ親しませながらコミュニケーション能

力の素地を養うことが目標となっている。 

（学校教育課） 

 

 小中連携教育・小中一貫教育  

 義務教育９年間における児童生徒の発達は連続し

ているにもかかわらず、小学校と中学校の教科指導

や生徒指導等に違いや段差が見られる。こうした違

いや段差をより滑らかにするために行う義務教育９

年間を見通した系統性・一貫性を図った教育を小中

連携教育・小中一貫教育という。教育内容・方法、

生徒指導、学校運営などの視点から小・中学校間で

連携しつつ、一貫性を目指した、次のような取組が

なされている。 

 ・小・中学校での総合的な学習の時間、小学校の

外国語活動と中学校の外国語、算数と数学など

の教育課程の一部あるいは全体における一貫性

のあるカリキュラムの編成と実施 

 ・小・中学校で一貫性のある生徒指導、進路指導

の実施 

 ・小・中学校教員による交流授業やＴＴ（チーム・

ティーチング）による授業の実施 

 ・小学校における教科担任制の実施 

 ・１中学校区内の小学校と中学校の学校組織、教

員研修、保護者・地域との連携等における一貫

性のある学校運営の実施   （学校教育課） 

 

 情報教育  

 情報教育とは、児童生徒の情報活用能力の育成を



図るものであり、目標については次の３つの観点に

整理されている。 
 ・情報活用の実践力 
 ・情報の科学的な理解 
 ・情報社会に参画する態度      （学校教育課） 

 

  食 育  

 近年、食生活を取り巻く社会環境の変化に伴い、

子どもたちの偏った栄養摂取や朝食欠食などの食生

活の乱れや肥満傾向の増大など、食に関する様々な

健康問題が増加している。 

 このような状況の中、平成17年(2005年)６月の食

育基本法の制定を受け、平成18年(2006年)３月に食

育推進基本計画が策定された。「食育」を生きる上

での基本であって、教育の三本柱である知育、徳育、

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ものとして「食育」の推進

が求められている。 

 学校においては、食育推進体制を確立し、校長の

リーダーシップのもとに全教職員が学校教育活動全

体で食に関する指導に取り組むことが重要である。 

 学校給食を生きた教材として活用するとともに効

果的な食に関する指導を行い、家庭や地域社会と連

携して食育に取り組むことが大切である。 

（スポーツ健康課） 

 

 人権教育推進プラン  

 人権施策基本方針を教育の分野において具体

化していくため、人権教育指導資料として、平成

15年(2003年)３月に策定し、平成24年(2012年)

３月に改訂版を示した。 

 人権教育の基本的方向、具体的な推進方策等を

示している。         （人権教育課） 

 

 スクールカウンセラー  

 児童生徒の心理面に関して専門的な知識や経験を

有するスクールカウンセラーを公立中学校および中

学校区内の小学校、県立高等学校に派遣して、校内

のカウンセリング機能の充実を図ることで、教員の

資質向上と児童生徒のいじめや不登校などの諸課題

の解決につなげる。 
 スクールカウンセラーとは、臨床心理士および臨

床心理等を専門とする大学教授・学校心理士等のこ

とをいう。            （学校教育課） 

 

スクールガード(学校安全ボランティア)  

 学校の児童生徒が犯罪に巻き込まれないよう、学

校内や通学路などを見回りするボランティア。児童

の登下校時において通学路の安全確保のためにパト

ロールの実施や、通学路の安全点検や安全マップの

点検を実施するとともに、必要に応じて学校との連

携により校内の安全パトロールを実施する。 

 近年、通学路や学校敷地内において不審者によっ

て児童が殺傷されるといった痛ましい事件が多発し

ていることを受け、文部科学省は平成 17 年度(2005

年度)から、防犯の専門家や警察ＯＢ等を地域学校安

全指導員（スクールガード・リーダー）として配置

し、その指導のもと、学校安全ボランティアをスク

ールガードとして養成する「地域ぐるみの学校安全

体制整備推進事業」を開始し、全国各地の学校で組

織化が進んだ。       （スポーツ健康課） 

 

 スクールソーシャルワーカー  

 近年、不登校をはじめとする子どもたちの学校不

適応が深刻な問題となっている。 
 これらの背景には、学校、家庭等の子どもたちを

取り巻く環境が大きな影響を及ぼしており、その調

整・改善が急務である。 
 そのため、県教育委員会は社会福祉学を基盤に精

神医学の知識や心理学等の幅広い知識をあわせ持っ

た社会福祉士や精神保健福祉士等をスクールソーシ

ャルワーカーとして学校不適応の課題の大きい学校

に配置している。         （学校教育課） 

 

 スーパーサイエンスハイスクール  

 科学技術創造立国の実現を目指し、文部科学省が

平成14年度(2002年度)から、科学技術・理科教育に

関する施策を総合的に推進する「科学技術・理科大

好きプラン」の施策の一つとして推進している事業。 

 全国の高等学校や中高一貫教育校の中から科学技

術・理科、数学教育を重点的に実施する学校を指定

し、理数系教育の改善に関する研究開発を行い、将

来の国際的な科学技術人材の育成や高大接続の在り

方の検討の推進を図ることを目的として実施されて

いる。 
 平成26年度(2014年度)は全国で204校が指定され

ており、滋賀県では彦根東高校が平成16年度(2004

年度)からの３年間、平成19年度(2007年度)からの５

年間に引き続き、平成24年度(2012年度)から、さら

に３期目５年間の指定を受けている。膳所高等学校



は平成18年度(2006年度)からの５年間の指定に引き

続き、平成23年度(2011年度)からさらに５年間の指

定を受けている。また、平成24年度(2012年度)から、

虎姫高等学校が新たに５年間の指定を受けている。

立命館守山高等学校は平成18年度(2006年度)からの

５年間の指定の後、平成23年度(2011年度)の継続１

年間の指定をはさんで、平成24年度(2012年度)から、

さらに５年間の指定を受けた。 

 スーパーサイエンスハイスクールの指定期間は原

則として５年間（平成14～16年度(2002～2004年度)

までの指定校については３年間）で、各学校におい

て、生徒の興味・関心や地域の実態等に応じ、創意

工夫を生かした教育課程の編成や、大学等の研究機

関との連携等の取組が積極的に行われている。 
（学校教育課） 

 

 スポーツ基本計画  

 スポーツ基本法第９条の規定に基づき、文部科学

省が平成24年(2012年)３月に策定したスポーツ推進

に関する基本的な計画。 

 スポーツ基本法の理念を具体化し、今後の我が国

スポーツ政策の具体的な方向性を示すものとして、

国、地方公共団体およびスポーツ団体等の関係団体

が一体となって施策を推進していくための指針。 

              （スポーツ健康課） 

 

 スポーツ基本法  

 スポーツ振興法が平成23年(2011年)６月に全面改

正され、超党派の議員立法により全会一致で成立し

たスポーツに関する施策の基本となる事項を定める

もの。基本理念を定め、「スポーツを通じて幸福で

豊かな生活を営むことが人々の権利である」ことや

「地域スポーツと競技スポーツの好循環」「ドーピ

ングやスポーツに関する紛争処理の規定」などが新

たに盛り込まれた。      （スポーツ健康課） 
 

 生活習慣病  

 生活習慣が疾病の発症に深く関係していることが

明らかになったことに伴い、一次予防を重視して生

活習慣の改善を図る観点から、新たに導入された概

念であり、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒

等の生活習慣が、その病気の発症・進行に関与する

疾患群」と定義される。   （スポーツ健康課） 

 

 

 世界遺産  
人類の歴史おいて生み出され受け継がれてきた遺

跡や建造物などの文化遺産、地球の生成によっても

たらされてきた自然景観や生態系などの自然遺産、

または文化遺産と自然遺産双方の価値を持つ複合遺

産を、人類全体のための遺産として損傷、破壊など

の脅威から保護し、未来に向かって保存していくた

めに、国際的な協力及び援助の体制を確立すること

を目的に制定された「世界遺産条約」(「世界の文化

遺産及び自然遺産の保護に関する条約」昭和47年

(1972年)ユネスコ総会採択、昭和50年(1975年)発効)

に基づき一覧表登録される制度。日本はこの条約を

平成４年(1992年)に締結し、翌平成５年(1993年)、

我が国から初めて、「法隆寺地域の仏教建造物」及

び「姫路城」の２件が文化遺産として、「白神山地」

及び「屋久島」の２件が自然遺産として、世界遺産

一覧表に記載された。その後、平成６年(1994年)に

「古都京都の文化財」、平成７年(1995年)に「白川

郷・五箇山の合掌造り集落」、平成８年(1996年)に

「原爆ドーム」及び「厳島神社」、平成10年(1998

年)に「古都奈良の文化財」、平成11年(1999年)に「日

光の社寺」、平成12年(2000年)に「琉球王国のグス

ク及び関連遺産群」、平成16年(2004年)に「紀伊山

地の霊場と参詣道」、平成19年(2007年)に「石見銀

山遺跡とその文化的景観」、平成23年(2011年)に「平

泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的

遺跡群―」、平成25年(2013年)に「富士山－信仰の

対象と芸術の源泉」がそれぞれ文化遺産として世界

遺産一覧表に記載されている。 

滋賀県では、延暦寺が「古都京都の文化財」の構

成資産として登録されている。また、「彦根城」が

暫定一覧表に記載されている。 （文化財保護課） 

 

 全国学力・学習状況調査  

 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・学習状況を把握・

分析した上で、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、こうした取組を通じて教育

に関する継続的な検証改善サイクルを確立すること

や、学校における児童生徒への教育指導の充実や学

習状況の改善に役立てることを目的に、平成19年度

(2007年度)から文部科学省が実施している。 

 平成21年度(2009年度)までは、対象学年の全児童

生徒についての悉皆調査であったが、平成22年度

(2010年度)、平成24年度(2012年度)は抽出調査及び

希望利用方式による調査が実施された。（平成23年

度(2011年度)は東日本大震災のため中止）平成25年

度(2013年度)は、きめ細かい調査が、悉皆調査で実



施された。 

（平成26年度(2014年度)全国学力・学習状況調査の

実施内容） 

 
○調査対象学年  小学校第６学年、中学校第３学年 
        （悉皆調査） 
○調査内容 
 ① 教科に関する調査（国語、算数・数学） 
   ・ 主として「知識」に関する調査(Ａ問題) 
   ・ 主として「活用」に関する調査(Ｂ問題) 
 ② 生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 
   ・ 児童生徒に対する調査 
   ・ 学校に対する調査   （学校教育課） 

 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

 子どもの体力が低下している状況から、全国的な

子どもの体力の状況を把握・分析することにより、

子どもの体力にかかる施策の成果と課題を検証し、

その改善を図ることを目的とし、平成 20 年度(2008

年度)から文部科学省が実施している。 

 調査対象学年の抽出調査により実施されてきた

が、平成21年度(2009年度)と平成25年度・平成26年

度(2013･2014年度)については原則として調査対象

学年の全児童生徒を対象として実施された。 
 

（全国体力・運動能力、運動習慣調査の実施内容） 

○調査対象学年 

 小学校第５学年、特別支援学校小学部第５学年 

 中学校第２学年、特別支援学校中学部第２学年 

○調査内容 

 ① 児童生徒に対する調査 

  ア 実技調査（小学校、中学校８種目） 

   イ 質問紙調査 

  ② 学校に対する質問紙調査  
③ 教育委員会に対する質問紙調査 

（スポーツ健康課） 

 

 全日制課程における単位制  

 従来、定時制や通信制課程に認められていた学年

の区分によらない教育課程の編成（単位制）につい

て、平成５年度(1993年度)から全日制課程にも導入

できることとなった。 

 単位制は、特に総合学科で活用されることが期待

されているが、総合学科以外の学科においても、多

様な生徒の個に応じた高等学校の多様化・個性化を

進める上で有効であると考えられている。 

（学校支援課） 

 

 総合型地域スポーツクラブ  

 人々が身近な地域でスポーツに親しむことのでき

る新しいタイプのスポーツクラブで、(1)子どもから

高齢者まで(多世代)、(2)様々なスポーツを愛する人

が(多種目)、(3)初心者からトップレベルまで、それ

ぞれの志向、・レベルに合わせて参加できる(多志

向)、という特徴をもち、地域住民により自主的・主

体的に運営されるスポーツクラブである。今後、「新

しい公共」を担う地域コミュニティ組織としての役

割も期待されている。    （スポーツ健康課） 

 

 総合学科  

 高等学校における普通科、専門学科に並ぶ新学科

として平成６年度(1994年度)から制度化された普通

教育と専門教育を総合的に行う学科である。 

（学校支援課） 

 

 総合単位制高等学校  

 総合単位制高校とは、全日制課程と定時制課程（昼

間部、夜間部など）を併置し、生徒一人ひとりが自

分に合った時間割を組み、所属する課程・部以外の

授業も受けることが可能な、単位制による高等学校

である。 

 定時制課程では、１日 4 時間の学習を基本とする

が、所属する課程・部以外の授業も受けることで３

年間で卒業することが可能である。（学校支援課） 

 

 総合的な学習の時間  

 小・中学校においては平成14年度(2002年度)より

実施され、高等学校においては平成15年度(2003年

度)より年次進行で実施された。 

 学校の実態に応じて、国際理解、情報、環境、福

祉・健康などの横断的・総合的な課題、児童生徒の

興味関心に基づく課題についての学習、地域や学校

の特色に応じた課題についての学習などを行う。 

 平成20年(2008年)３月の小・中学校、平成21年

(2009年)３月の高等学校・特別支援学校の学習指導

要領告示により、以下の目標が示され、総合的な学

習の時間の役割の明確化と学習活動の改善が図られ

た。 

[目標]横断的・総合的な学習や探究的な学習を通し

て、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体

的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を

育成するとともに、学び方やものの考え方を身に付



け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同

的に取り組む態度を育て、自己の生き方（高等学校

は「自己の在り方生き方」）を考えることができる

ようにする。          （学校教育課） 

 

 

【た行】 

 

 体験的な学習  

 学習指導要領総則において、「各教科等の指導に

当たっては、体験的な学習や（中略）…問題解決的

な学習を重視する」と述べられており、中学校の総

合的な学習の時間においても、「自然体験や職場体

験活動、ボランティア活動などの社会体験、ものづ

くり、生産活動などの体験活動（中略）…、を積極

的に取り入れること。」とあり、体験的な学習を重

視している。 
 教育活動を通して、積極的に体験的学習の場面を

取り入れ、正義感、倫理観や思いやりなどの豊かな

心や、人間としてたくましく生きる力を育むことな

どが極めて重要である。     （学校教育課） 

 

 第２期教育振興基本計画（国）  

 教育基本法の規定に基づき、国が、教育の振興に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために

定める計画である。平成20年度(2008年度)から24年

度(2012年度)までの５年間にわたる第１期教育振興

基本計画に基づく施策の実施状況等を検証・評価し、

それを踏まえ、平成25年度(2013年度)から29年度

(2017年度)までの教育振興のための基本的な方針及

び諸方策を示している。 

 平成25年(2013年)６月14日に閣議決定され、教育

行政の基本的方向性として「社会を生き抜く力の養

成」「未来への飛躍を実現する人材の養成」「学び

のセーフティネットの構築」「絆づくりと活力ある

コミュニティの形成」の４つが掲げられている。 
（教育総務課） 

 

 第２期滋賀県教育振興基本計画  

 教育基本法の規定に基づき、滋賀県が策定した教

育分野の中期的な計画。平成 21 年(2009 年)７月に

策定した滋賀県教育振興基本計画(計画期間：平成

21 年度(2009 年度)から平成 25 年度(2013 年度))を

総括し、この間に顕在化した新たな課題を踏まえ、

平成 26年(2014年)3月に策定された。 

 本計画では、教育の基本目標を「未来を拓く心豊

かでたくましい人づくり～学び合い支え合う『共に

育つ』滋賀の教育～」とし、この基本目標を達成す

るため、「子どものたくましく生きる力を育みます」、

「子どもの育ちを支える環境をつくります」、「す

べての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興し

ます」の３つの基本的方向性が示されている。 
（教育総務課） 

 

 単位制・学年制  

 単位制とは、各教科・科目ごとの学習量について、

基準となる単位数を定めておき、生徒の履修の成果

を評価して、その目標を達成している場合に単位の

修得を認定し、修得単位数が学校で定めた単位数以

上に達すると卒業が認定される制度である。 

（高等学校では、35 単位時間〔１単位時間は 50 分

を標準〕の授業を１単位とする。） 

 学年制とは、学年ごとに定められた科目等を履修

し、決められた単位数を修得した場合に学年の課程

の修了を認め、上位の学年に進ませる制度である。

最終学年の修了が認定されれば卒業を認められる。 

 学年制では、各教科・科目を基礎から応用へ体系

的に学習することが可能となるという長所がある

が、原級留置がある。一方、単位制では、生徒の特

性、進路などに応じて、多様な選択科目が設定でき、

個に応じた時間割編成が可能となると同時に、きめ

細かなガイダンスが行われることになる。 

 現在の高等学校は、単位制の高等学校を除き、単

位制と学年制が併用されており、各学年の課程の修

了認定を行う学年制を重視した運用がされている。 
（学校教育課） 

 

 注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）  

 Attention-deficit/hyperactivity disorder の略で、中枢

神経系に何らかの要因による機能不全があると推定

され、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、衝

動性、多動性を特徴とする行動の障害である。 

 具体的な症状としては、 

注意力：気が散りやすい、人の話を聞いてないなど

衝動性：順番を待てない、阻止すると泣き叫ぶなど

多動性：着席できない、からだの動きが止まらない

などである。          （学校支援課） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員

の身分取扱や地方公共団体における教育行政の組織



及び運営の基本を定めることを目的とする法律であ

り、地方教育行政について、都道府県と市町村、首

長と教育委員会の基本的な役割分担を定め、教育の

政治的中立性、継続性・安定性を確保するなど、教

育委員会制度の根本を定める法律である。 

 平成26年(2014年)６月20日に地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公

布され、平成 27 年(2015 年)４月１日から施行され

た。 

この改正法では、教育の政治的中立性、継続性・

安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の

明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携

の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見

直しを図るため、地方教育行政制度の改革が行われ、

(1)教育長を教育行政の責任者として明確化したこ

と、(2)教育長の任免は首長が議会の同意を得て直接

行うこととし、任命責任が首長にあることをはっき

りさせたこと、(3)教育行政の大綱を首長が教育委員

会と協議して定めることとしたこと、(4)首長と教育

委員会が協議・調整を行う場として首長が主宰する

総合教育会議を必置としたことを主な内容としてい

る。              （教育総務課） 

 

 中央教育審議会（中教審）   

 平成13年(2001年)１月６日の中央省庁再編に伴い

公布された中央教育審議会令に基づき、文部省に設

けられていた中央教育審議会、生涯学習審議会、理

科教育および産業教育審議会、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

７つの審議会が統合され、新たに中央教育審議会と

して文部科学省に設置された。 

 審議会の主な役割は、文部科学大臣の諮問に応じ、

教育の振興、生涯学習の推進、スポーツの振興など

に関する重要事項を調査審議することであり、学識

経験者である委員（30人以内、任期２年（再任可））、

臨時委員および専門委員によって構成される。 
 

 
（教育総務課） 

 

 中高一貫教育  

 中学校における教育および高等学校における教育

を一貫して行う教育をいう。 

 平成９年(1997年)６月の中央教育審議会第２次答

申で提言されたもので、これまでの６・３・３制を

基本としつつ、現行の中学校・高等学校の制度に加

えて、生徒や保護者が中高一貫教育をも選択できる

ようにすることにより、中等教育の一層の多様化を

推進し、生徒一人ひとりの個性をより重視した教育

の実現を目指すもの。（平成11年(1999年)４月１日

から施行） 

 中高一貫教育の形態には、１つの学校において６

年間の一貫した教育を施す中等教育学校、同一の設

置者が設置する中学校および高等学校において中高

の一貫した教育を行う併設型、市区町村立の中学校

と都道府県立の高等学校などで設置者間の協議に基

づき中高の一貫した教育を行う連携型がある。 

 本県では平成26年度(2014年度)現在で、併設型の

中高一貫教育校が県立３校、私立２校、中等教育学

校が私立１校である。 （学校支援課・学校教育課） 

 

 通学合宿   

 子どもたちが地域の自治会館や公民館などで、一

定期間寝泊まりしながら学校に通う取組。 

 通学合宿は、物質的な豊かさの中で、親に依存し

て暮らす子どもたちに共同生活の機会を与え、自ら

の手による衣・食・住の生活体験を通して生活技能

を体得するとともに、お互いの立場や役割を理解し、

協力し合ってよりよく生活することができる能力を

高めようとすることを目的とする。（生涯学習課） 

 

 通学路等における児童生徒等の安全の確保に関する指針  

  「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例（平

成15年滋賀県条例第５号）第13条第２項の規定に基

づいて、幼児児童生徒等が通学、通園等に利用する

道路および児童生徒等が日常的に利用する公園にお

ける犯罪を防止するために必要な方策に関すること

を定め、通学路等における児童生徒等に対する犯罪

を防止することを目的とした指針であり、主に次の

３つの項目にわたって具体的な方策が示されてい

る。（平成18年(2006年)７月施行） 

 １ 地域住民、関係機関等と連携した安全確保の

取組 

 ２ 学校等の体制整備、安全教育等の推進 

 ３ 通学路等における安全な環境の整備等 

（スポーツ健康課） 

 

中央教育審議会 教 育 制 度 分 科 会

生 涯 学 習 分 科 会

初等中等教育分科会

大 学 分 科 会

ス ポ ー ツ ・ 青 少 年
分 科 会



 通級指導教室  

 小・中学校の通常の学級に在籍する、比較的軽度

の言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習

障害、注意欠陥多動性障害等のある児童生徒を対象

として、主として各教科等の指導を通常の学級で行

いながら、障害に基づく種々の困難を改善・克服す

るために必要な特別の指導を行う教室である。特別

の指導に係る授業時数は、年間10単位時間から280

単位時間までを標準としている。 

（学校支援課・学校教育課） 

 

 デイジー(ＤＡＩＳＹ)  

 視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人

のためのデジタル録音図書。見た目は普通のＣＤと

同じだが、従来ＣＤに比べ操作性に優れ、目次から

読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができる。 

ただし、普通のＣＤ再生機で聞くことはできない。 

 県立図書館の利用環境 (H27.１月現在) 

所蔵点数 ３６４点 

利用機器 

 ・インターネット端末  １台 

 ・音声読書器「よむべえ」１台  

・専用再生機（貸出可）  ２台 

                              （県立図書館） 

 

 デュアルシステム  

 デュアルシステムは、学校における基礎的な教育

と、企業における実践的な教育との有機的な連携に

より、基礎的・基本的な技術・技能の一層の定着を

図るとともに、問題解決能力や自発的・創造的な学

習態度を育成するものである。 
 教育課程に位置づけて実施する場合は、特定の曜

日の午後などに科目「課題研究」を配置し、学校と

企業が協力して授業計画を立て、一定期間学校で基

礎的・基本的な技術・技能を指導した後、数か月単

位等のまとまった期間、企業において実際の業務に

就かせ、実践的な技術・技能を身につけさせる。学

校で学ぶ期間と企業で学ぶ期間を交互に設定する場

合もある。           （学校教育課） 

 

 道徳教育  

 道徳教育は、人間が本来持っているよりよく生き

たいという願いやよりよい生き方を求めて実践する

人間の育成を目指し、その基盤となる道徳性を養う

教育活動である。 

 各学校における道徳教育の推進に当たっては、全

教育活動を通じて行う道徳教育の計画的な推進と道

徳の時間（小・中学校）の一層の充実に努めること

が大切である。また、豊かな体験による道徳性の育

成を重視するとともに、道徳的実践が日常生活の中

で生かされるよう、学校、家庭および地域との積極

的な連携が求められている。 
 小・中学校の学習指導要領「道徳」では、 
  (ｱ) 校長の方針の下、道徳教育推進教師を中心に、

全教師が協力して道徳教育を展開する。 

  (ｲ) 体験活動（集団宿泊活動、職場体験活動など）

を生かした道徳教育を推進する。 

 (ｳ) 道徳の内容について、道徳の時間を要として

学校の教育活動全体を通じて指導する。 

  (ｴ) 先人の生き方、自然、伝統と文化、スポーツ

など、児童生徒が感動を覚える魅力的な教材の

開発や活用を行う。 

 (ｵ) 道徳の時間の公開や授業への参画など、家庭

や地域社会との連携を推進する。 
などが特に重視されている。 
 また、高等学校の学習指導要領「総則」では、す

べての学校で道徳教育の全体計画を作成し、学校の

教育活動全体を通じて「人間としての在り方・生き

方」に関する教育の充実を図ることが求められてい

る。              （学校教育課） 

 

 道徳教育推進教師   

  小・中学校学習指導要領道徳「第３ 指導計画の

作成と内容の取扱い」では、「各学校においては、

校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する 
教師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心

に、全教師が協力して道徳教育を展開する」と規定

されている。 
 本県では、学習指導要領への移行期が始まった平

成21年度(2009年度)から、県内全ての公立小・中学

校に道徳教育推進教師を置いている。 
 道徳教育推進教師の具体的な役割については、

小・中学校学習指導要領解説（道徳編）に、以下の

例示がされている。 
 ・道徳教育の指導計画の作成に関すること  
 ・全教育活動における道徳教育の推進，充実に関  

すること  
 ・道徳の時間の充実と指導体制に関すること  
 ・道徳用教材の整備・充実・活用に関すること  
 ・道徳教育の情報提供や情報交換に関すること  
 ・授業の公開など家庭や地域社会との連携に関す  

ること  
 ・道徳教育の研修の充実に関すること  



 ・道徳教育における評価に関すること など  
 各学校においては、上記の例示をふまえて道徳教

育推進教師の役割や校内組織を定め、全校的な協

力・推進体制の確立に努めることが重要である。 

（学校教育課） 

 

 特別支援学級  

 学校教育法の規定により、通常の小学校および中

学校に設置される障害のある児童生徒のための学

級。本県内で設置されている学級は、知的障害、肢

体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴および自閉

症・情緒障害の６種別。     （学校支援課） 

 

 特別支援学校  

 平成19年(2007年)の学校教育法改正により、従前

の盲・聾・養護学校が一本化されたもの。対象とな

る児童生徒の障害種別は、学校教育法施行令22条の

３に規定される５障害（視覚・聴覚・知的障害・肢

体不自由・病弱（身体虚弱を含む））である。なお、

平成25年(2013年)９月の学校教育法施行令の改正に

より、これまで学校教育法施行令22条の３で示され

る障害の種別と程度の障害がある児童生徒に対し原

則として特別支援学校に就学するものとされていた

規定を見直し、個々の児童生徒等について保護者等

の意見を聴取したうえで市町教育委員会が総合的な

観点から就学先を決定するものとされた。 

    （学校支援課） 

 

 特別支援教育  

 特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害

だけでなく、発達障害を含むすべての障害のある幼

児児童生徒の自立や社会参加に向けて、一人ひとり

の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、

生活や学習上の困難を改善または克服するために、

適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うもので

ある。             （学校支援課） 

 

 特別支援教育就学奨励費  

 特別支援学校および特別支援学級に在籍する児童

生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負

担能力（収入）の程度に応じて、特別支援学校およ

び特別支援学級への就学のための必要な経費を国と

県とが負担もしくは補助する制度。主な対象経費と

しては、教科用図書購入費のほか、学校給食費、通

学費（保護者送迎時のガソリン代含む）、学用品購

入費、校外学習費（修学旅行費含む）、寄宿舎居住

に伴う経費（寝具購入費、日用品購入費、食費）な

どがある。     （学校支援課・学校教育課） 
 

 特別支援教育巡回チーム  

 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要と

する児童生徒に対し、臨床心理士や大学教授などの

学識経験者および県教育委員会の指導主事が、学校

からの派遣申請により申請のあった学校を訪問し

て、教員に対する具体の指導方法の研修や個別の指

導計画の作成支援などを行うもの。 （学校支援課） 
 

 特別非常勤講師  

 専門的な知識、技能などを身に付けた社会人を学

校現場で活用する方法として、特別免許状（例えば、

医師に看護の免許状、システムエンジニアに工業の

免許状を授与するなど）と同じく、昭和63年(1998

年)の「教育職員免許法」の改正により制度化された。 

 具体的には、小学校では音楽の一領域である合唱

など、中学校・高等学校では英語の一領域である英

会話、技術の一領域である情報処理など各免許教科

の領域の一部に係る事項やクラブ活動の教授・実習

などにおいて、免許状を持たない者を非常勤講師と

して充てることができる。     （教職員課） 

 

 図書館協力  

 図書館に対する利用者の要求に、１館ごとではそ

れに応じられない場合に、２館以上が協力しあうこ

とにより図書館の機能を高めようとするもの。資料

の相互貸借、文献複写の相互協力、様々な問い合わ

せへの回答（レファレンス・サービス）における相

互協力、資料の収集や保存における協力、職員の研

修などがある。 

 県立図書館においては、特に市町立図書館への協

力事業を重視し、県内各公共図書館を各館毎週１回、

協力車による巡回を行うことにより、要求された資

料を提供するとともに、レファレンスの回答や情

報・意見交換を行っている。 

 また、市町立図書館の職員を対象とした研修事業

なども行っている。       （県立図書館） 

 

 土曜日の教育支援  

 すべての子どもたちの土曜日の教育活動の充実の

ため、地域の多様な経験や技能を持つ人材等を活用

し、体系的・継続的なプログラムの実施など、地域



と連携した土曜日の教育支援体制等の構築を図るも

の。              （生涯学習課） 

 

 

【な行】 

 

 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例  

 県民および滞在者が生命、身体または財産に危害

を与える犯罪に遭いにくい安全なまちづくりに関

し、基本理念を定め、県、県民等および事業者の責

務を明らかにするとともに、安全なまちづくりを推

進するための基本となる事項を定め、犯罪の防止に

留意した施設の普及その他安全なまちづくりに関す

る施策を推進し、県民等が安全に暮らすことができ

る社会の実現に資することを目的とした条例で、平

成15年(2003年)４月から施行されている。 

 この条例に基づき、「公立の学校における侵入者

による犯罪を防止するための指針」（平成15年(2003

年)10月施行）や「通学路等における児童生徒等の安

全の確保に関する指針」（平成18年(2006年)7月施行）

を策定し、それに基づいて学校・通学路の安全確保

等の対策に取り組んでいる。 （スポーツ健康課） 

 

 日本遺産  
日本政府が取り組んでいるクールジャパン戦略の

一つ。地域に点在している社寺や遺跡、有形無形の

文化財や歴史と伝承をひとつのテーマでくくりパッ

ケージ化して「日本遺産」として認定し、観光資源

として国内外に情報発信していこうとするもの。世

界遺産とは直接的な係わりはない。（文化財保護課） 
 

 認定こども園  

 幼稚園と保育所は、それぞれの目的および役割に

応じ社会的ニーズに応えてきた。しかし、急速な少

子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴

い、多様化する就学前の子どもに関する教育・保育

のニーズに適切かつ柔軟に対応できる新たな枠組み

が求められている。 
 「認定こども園」は、保護者の就労の有無に関わ

らず、小学校就学前の子どもを対象に教育および保

育を一体的に提供するとともに、地域における子育

て支援を実施する機能を備えていると知事が認定す

る施設である。 
 「認定こども園」の認定を受ける施設としては、

地域の実情に応じて選択が可能となるよう、①幼保

連携型、②幼稚園型、③保育所型、④地方裁量型の

４つの類型を認めることとしている。 

 この制度を見直す「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律」が平成24年(2012年)８月に可決され、

法の施行後は、「幼保連携型認定こども園」が教育

基本法第６条に規定する学校として位置付けられる

こととなった。         （学校教育課） 

 

 

【は行】 

 

 発達障害  

 発達障害とは、発達障害者支援法において、自閉

症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害やその他これに類す

る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢にお

いて発現するものをいう。    （学校支援課） 

 

 「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動  

 子どもたちの望ましい生活習慣を育成し、生活リ

ズムを向上させ、学習や読書、外遊び・スポーツな

ど様々な活動にいきいきと取り組めるようにすると

ともに、地域全体で家庭の教育力を支える社会的気

運を醸成するための取組。    （生涯学習課） 

 

 非常勤講師  

 教科の授業に携わる非常勤の教員。（初任者研修

の後補充、複数指導、日本語指導など。）なお、学

年担当、学級担任その他の校務分掌は行わない。（地

方公務員法第３条第３項第３号に基づく任用） 

（教職員課） 

 

 ビブリオバトル  

数人の競技者が、自分の好きな本を持ち寄り、

その魅力を５分の持ち時間で紹介し、聞き手が最

も読みたい本を選ぶゲーム形式の書評発表会。 

（生涯学習課） 

 

 病弱教育巡回訪問指導（教員）  

 病院等に入院する小学生および中学生に対し、学

習の補完等を目的に、県教育委員会から指導教員を

直接病院等に派遣して指導を行うこと。 
（学校支援課） 

 



  びわ湖フローティングスクール   

 学校教育の一環として、県内の小学校および特別

支援学校等のすべての第５学年児童が学習船「うみ

のこ」に乗船し、母なる湖・琵琶湖を舞台にして行

う１泊２日の宿泊体験学習の事業である。 
 昭和58年(1983年)に就航して以来、48万人を超え

る児童が乗船している。 
 子どもたちは琵琶湖にくり出すこの２日間で、「う

みのこ」からの展望、カッター活動、水調べ、生き

物調べなどの体験学習をしたり、他校児童との交流

活動を行ったりする。また、大阪、京都の小学５年

生とともに活動する「琵琶湖・淀川流域小学生交流

航海事業」や、地元の食材を使用し郷土の食文化を

知るなど、「食育」の取組を進めている。 
 なお、船名は小学校児童会から、シンボルマーク

は教職員から公募して決定されたものである。 

（びわ湖フローティングスクール） 

 

 文化財登録制度  

 文化財保護制度の中心は、指定制度である。厳選

した文化財を指定して、手厚い援助と強い規制で貴

重な歴史的財産を守ろうとするものである。 

 しかしながら、近代の多様かつ大量の未指定の文

化財を、後世に継承していくためには、指定制度だ

けでは不十分であり、文化財の保護手法の多様化を

図る必要がある。 

 このため、平成８年(1996 年)の文化財保護法改正

により、届出制と指導、助言、勧告を基本とする緩

やかな保護措置を講じる文化財登録制度が、指定制

度を補完するものとして導入され、届出を行うもの

として「建造物」が規定された。 

 平成 16 年(2004 年)には建造物以外も登録できる

ようになり、平成 26 年(2014 年)12 月現在、登録文

化財は全国で 9,952 件ある。県内では黒壁ガラス館

本館をはじめ 349 件の建造物と２件の記念物が登録

され、地域の活性化と歴史的景観に寄与している。 

（文化財保護課） 

 

 

 文化財の指定・選定  

 文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無

形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化

的景観」および「伝統的建造物群」と定義し、これ

らの文化財のうち重要なものを国が、重要文化財、

史跡名勝天然記念物として指定し、また、重要文化

的景観、重要伝統的建造物群保存地区に選定して重

点的な保護の対象としている。 

 また、近年、文化財に対する国民の関心の高まり

とともに、より身近な地域の文化財保存・活用につ

いての地方公共団体の役割は、その重要さを増して

きている。全国の多くの地方公共団体が文化財保護

条例を制定し、それに則して地域内に存在する文化

財について、自ら指定等を行っている。 

 指定等された文化財については、その種類に応じ

て、現状変更等に一定の制限が課される一方、修理

等に要する経費の一部について補助が得られるな

ど、保存および活用のために必要な各種の措置が講

じられている         （文化財保護課） 

 

 文化財の選択  

 形のない文化財の記録作成を法的に行うことがで

きるようにする行為。「記録の作成」も含まれ「指

定」とは区別される。「指定」されていない文化財

の中で必要なものについて「選択」がなされ、選択

された文化財については、記録作成、保存、公開な

どを行うときに補助を受けることができる。 

 文化財の種類には、有形文化財、無形文化財、民

俗文化財、史跡・名勝・天然記念物などがある。こ

のうち無形文化財は、人の技に関するものであり、

民俗文化財の無形のものについては、風俗習慣や民

俗芸能に関するものがある。 

 これらの形のない文化財は、そのままの状態では、

音や形あるものとして留めておくことができないも

のであり、記録として何らかの状態で見聞きできる

ようにする必要がある。記録作成は、文字、映像、

録音などの方法により行われる。 （文化財保護課） 

 

 ヘリテージマネージャー  
ヘリテージマネージャーは、地域に眠る価値ある

歴史的建造物を発掘し、国の登録有形文化財制度な

どを活用して保存への道筋を付けるとともに、すで

に登録有形文化財となっている歴史的建造物の修理

や活用を図る民間の建築専門家である。 

平成13年の阪神淡路大震災で多くの文化財が被害

を受け、修復に専門的知識を持つ多数の人材が必要

となり、兵庫県が平成13年(2001年)に全国に先駆け

て導入した。 

各府県の建築士会等を主体として育成の取り組み

が広がっており、平成 26年(2014年)までに 33の府

県で育成講座が開かれ、滋賀県では、平成 26 年度

(2014年度)から取り組んでいる。（文化財保護課） 

 



 放課後子ども教室  

放課後や週末等に小学校の余裕教室や公民館等を

活用して地域の方々の参画を得て、スポーツや学習、

文化活動、地域住民との交流活動等を行うものであ

る。具体的には、小学校の体育館でドッジボールや

大縄飛び、小学校の余裕教室や公民館でのものづく

りや囲碁・将棋等を行っている。 

 この教室は、「放課後子ども総合プラン推進事業」

の一環として実施されており、放課後児童クラブ（子

ども・青少年局）と連携して放課後等の子どもたち

の安全で健やかな居場所づくりを行うものである。 

               （生涯学習課） 

 

 防災キャンプ  

 文部科学省からの委託事業で、関係機関と連携を

図りつつ、地域住民等の協力を得ながら学校等を会

場とし、生活体験型の防災教育プログラムを実践す

るキャンプ（２泊３日程度）。青少年の防災教育及

び地域の絆づくりを目的として行うもの。 
（生涯学習課） 

 
 

【ま行】 

 

 埋蔵文化財センター  

  本県には、約4,600ヶ所の埋蔵文化財包蔵地があ

るが、近年は毎年約2,000件の包蔵地内での工事の

届出等があり、これに基づき約 500件の試掘・確認

調査や、約200 件の発掘調査が実施されている。 

  県の埋蔵文化財センターは、主に県が実施した発

掘調査等で出土した土器や石器などの遺物や記録と

しての写真・図面などの整理、保管・収蔵と、埋蔵

文化財に関する情報センター機能の中核施設として

昭和 55年(1980年)４月に開館した。 

  ロビーを利用した発掘調査成果の展示、研究会や

体験学習の実施、関係図書の整備など、埋蔵文化財

の公開・活用に努めている。   （文化財保護課） 

 

 埋蔵文化財包蔵地  

  埋蔵文化財包蔵地とは、地中に埋もれた住居跡・

古墳・城跡などの遺構が所在するところや伝承地の

ほか、土器や石器などの遺物が出土するところで、

その所在の範囲が遺跡地図に記載され、文化財保護

法で国民に等しく保護を求めている土地のことを指

す。 

  これらは、我が国やそれぞれが所在する地域の歴

史・文化の成り立ちを正しく理解する上で欠くこと

のできない、先人から引き継いだ貴重な歴史的遺産

で、現状で保存されることが最も良い保存策といえ

る。しかし、各種開発との調整の中で保存の困難な

場合が生じることから、保存策の最終手段として記

録保存の措置が講じられるもので、そのために発掘

調査が実施されることとなる。 

  なお、現在埋蔵文化財包蔵地の数は、全国で約 

370,000ヶ所といわれ、滋賀県では約4,600ヶ所が確

認されている。         （文化財保護課） 

 

 学ぶ力向上滋賀プラン  

 本県における就学前から中学校までの、子どもた

ちの学ぶ力の向上に向けた目標と施策の方向性を示

す４年間の中長期計画。 
子どもたち一人ひとりの学ぶ力を高め、仲間と周

囲とのつながりを大切にし、自ら進んで学び、自分

の将来を真剣に考えることのできる子ども、互いの

良さを認め尊重し、自ら進んで挑戦し、やり抜くこ

とのできる子どもを育てる「夢と生きる力を育む教

育」を県全体で推進する。    （学校教育課） 
 

 民俗行事  

 地域社会の中で古くから行われている伝統的な行

事で、人々の習わしや風俗・習慣、信仰により支え

られ、伝承されてきた行事のこと。各家で行われる

ものから村人が共同で行うもの、村落間で共同して

行われるものまで様々なものがある。正月や盆の頃

は行事が多い時期であるが、年間を通して暦により

様々な儀礼や行事が行われている。こうした行事は、

農業などの生業や祖霊祭祀に関係するものが多い。

滋賀県内においては、神社の祭礼などに際して、さ

まざまな芸能を伴うものが多く見られる。こうした

伝統的な行事は、近年においては、簡略化や消滅の

傾向にある。         （文化財保護課） 

 

 メンタルヘルス対策  

 メンタルヘルスとは、一般的には「こころの健康」

と訳される。学校現場の教職員もストレス要因の多

い職種のひとつとされており、直近の文部科学省の

調査でも精神疾患による休職者は教職員200人に1人

と、依然として高水準である。本県においても、厚

生労働省が示した「事業場における労働者の心の健

康づくりのための指針」に基づき、平成18年(2006



年)３月に「滋賀県教育委員会職員メンタルヘルス対

策指針」および「滋賀県教育委員会職員復職支援要

綱」を策定し、予防から早期発見・早期対応、職場

復帰まで総合的・体系的な対策に取り組んでいる。    

（教職員課） 
 

 

【や行】 

 

 薬物乱用防止教育  

 学習指導要領に示されている内容のとおり、「体

育」、「保健体育」、「道徳」、「特別活動」及び

「総合的な学習の時間」における指導に加え、「健

康」に関する横断的・総合的な課題についての学習

活動等も活用しながら、学校の教育活動全体を通じ

て指導している。 

 国の薬物乱用対策推進会議が定めた「薬物乱用防

止新五か年戦略（現在は第四次）」を踏まえ、すべ

ての中学校及び高等学校において、年に１回は薬物

乱用防止教室を開催するとともに、地域の実情に応

じて小学校においても薬物乱用防止教室の開催に務

め、警察職員、麻薬取締官ＯＢ、学校薬剤師等の協

力を得つつ、その指導の一層の充実を図っている。 

（スポーツ健康課） 

 

 予約（リクエスト）サービス  

 利用者の求める資料が貸出中や未所蔵であるため

利用できない場合に、後日、その資料を提供するこ

とを約束するサービス。     （県立図書館） 

 

 

【ら行】 

 

 臨時講師  

 教諭および助教諭の職務の補助または代替のため

臨時的に任用される教員。養護教諭、栄養教諭、養

護助教諭、実習助手および寄宿舎指導員の職務の補

助または代替のためにも臨時養護教諭などとして臨

時の職員が任用される。（女子教職員の出産に際し

ての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項、

地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項

および地方公務員法第22条第２項に基づく任用） 

（教職員課） 

 

 レファレンス・サービス  

 利用者またはその他の図書館などから寄せられる

様々な質問に対して、図書館の資料を使って、回答

を引き出すための援助を与えるサービス。参考業務

ともいう。 

 狭い意味では、質問に対して回答そのものを提供

すること、または回答の掲載されている資料を提供

することをいい、広い意味では、図書館やその所蔵

資料の案内や利用法の指導などが含まれる。 
（県立図書館） 


