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ＩｏＴ（Ｐ5） 

Internet of Things の略。さまざまな物をインター

ネットを介して繋ぎ、その物と情報をやり取りした

り、制御したりするなどの仕組み。

ＩＣＴ（Ｐ5，23，25，27，29，32，33，37，67，69，73，
77，85，86） 
Information and Communication Technology の略。

情報処理や通信に関する技術のことであるが、それに

とどまらず、これらを活用した機器やサービスなども

含む幅広い概念として使用されている。 

アイヌ教育相談員（Ｐ41）

学校教育におけるアイヌの人たちの歴史や文化等に

関する指導の充実のため、初任段階教員研修・中堅教

諭等資質向上研修などの教員研修の講師や、教育局と

連携し、市町村教育委員会・学校への助言に従事する

非常勤職員。

アイヌ民俗文化財（Ｐ82，83）

アイヌの人たちの文化によって生み出され、伝承され

てきた生活用具や民俗芸能・技術、口承文芸など有形・

無形の文化的所産で、本道の歴史や文化を理解する上

で欠くことのできないもの。

アスベスト（石綿）（Ｐ69）

熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくい特性がある

天然の鉱物繊維。建築資材などに使われていたが、ア

スベストの吸入により健康障害のおそれがあり、平成

18年にアスベストがその重量の0.1％を超えて含有す

る製品の製造、輸入、使用等が禁止された。

安全教育（Ｐ17，74）

児童生徒が安全な生活を営むのに必要な事項を実践

的に理解し、安全な行動ができるような態度や能力を

身に付けることをねらいとした、生活安全、交通安全、

災害安全を内容とする教育。

インクルーシブ教育システム（Ｐ26）

障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成

に向けて、障がいのある子どもが障がいのない子ども

と共に教育を受けることを追求するとともに、個別の

教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社

会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的

確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組み。

インターンシップ（Ｐ9，34，35）

学生・生徒に望ましい勤労観や職業観を身に付けさせ

るため、在学中に企業などで行う就業体験。

Wｅｂページ（Ｐ77，83） 

インターネット上に公開している文字、画像、音声な

どの情報を１つの文書（ページ）として作成したもの。

また、インターネット上にＷｅｂページをひとまとめに

して公開している場所をＷｅｂサイトという。 

家読（うちどく）（Ｐ43） 

家庭での読書を通して、家族のコミュニケーションを

図ろうという取組のこと。道教委では、平成23年度か

ら、北海道「朝読・家読運動」を実施している。なお、

「朝読（あさどく）」とは、学校における始業前の一

斉読書のこと。

AI（Ｐ5） 

Artificial Intelligence の略。人工知能のこと。

栄養教諭（Ｐ52，53） 

学校教育法第37条の規定により、「児童生徒の栄養の

指導及び管理をつかさどる」ことを職務としており、

栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有す

る教育職員。

エコスクール（Ｐ69）

あ 行

環境を考慮した学校施設。①環境への負荷の低減を目

指して設計・建築がなされる施設、②環境への負荷の

低減の目的に沿った運営がなされる施設、③環境教育

にも活用されることが可能な施設の三つの要素が調

和・機能する学校施設。

ＳＰＨ（Ｐ37） 

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクールのこと

で、社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成す

るため、先進的な卓越した取組に関して研究開発を行

う、文部科学省が指定した専門高校等。

ＮＰＯ（Ｐ77，89） 

Non Profit Organization の略。様々な社会貢献活動

(事業も含む)を行い、団体の構成員に対し収益を分配

することを目的としない団体の総称。 

遠隔研修（Ｐ32，33）

ＩＣＴ機器等を活用し、遠隔地においても受講できるよ

うにした研修。

遠隔授業（Ｐ32，33，67，86）

インターネット等のメディアを用いて、離れた地域の

学校間を結び、リアルタイムで質疑応答等の双方向の

やりとりを行う授業。

か 行

科学の甲子園（Ｐ31） 

高等学校等（中等教育学校後期課程、高等専門学校を

含む。）の生徒がチームで科学的に問題を解決する力

を競う、平成23年度から始まった大会。また、「科

学の甲子園ジュニア」は、中学校等（中等教育学校前
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期課程、義務教育学校後期課程を含む。）の生徒を対

象として、「科学の甲子園」と同様の趣旨で行う、平

成25年度から始まった大会。 

学習指導要領（Ｐ6，17，23，25，70）

法令に基づいて国が定めた教育課程の基準で、各教

科・科目、特別活動などの目標、内容、内容の取扱い

等を大綱的に示したもの。

学校安全計画（Ｐ74，75） 

学校保健安全法に基づき、学校において児童生徒等の

安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安

全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修その他学校における安全に関する事項について策

定する計画。

学校ＣＩＯ（Ｐ33） 

ＣＩＯは Chief Information Officer の略。教育の情報

化を進める上で、実際に統括的な責任を持って学校の

ＩＣＴ化を進める役割を担う者のことであり、文部科学

省の「教育の情報化に関する手引」では、学校の管理

職が学校ＣＩＯとしてリーダーシップを発揮するよう

求められている。

学校司書（Ｐ42，43） 

児童生徒及び教員による学校図書館の利用の促進に

資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員で、

学校図書館の日常の運営・管理、学校図書館を活用し

た教育活動の支援を行う。学校図書館法により、配置

は努力義務と規定されている。

学校独自の危機管理マニュアル（Ｐ75） 
児童生徒等の安全の確保を図るため、学校の実情に応

じて、危機等発生時において、当該学校の職員がとる

べき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の

こと。

学校図書館サポートブックス（Ｐ43） 

学校での一斉読書、調べ学習等で活用したり、学校図

書館や学級文庫などで利用したりできるよう、テーマ

ごとにセットにして本を貸し出す道立図書館の事業。 

学校図書館図書標準（Ｐ42，68） 

公立の義務教育諸学校において、学校図書館の整備を

図る際の目標として、学級数に応じて設定した標準冊

数のことであり、平成５年３月に文部省（当時）が定

めたもの。

カリキュラム・マネジメント（Ｐ22，27，59）

児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の

目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横

断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状

況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の

実施に必要な人的又は物的な体制を確保するととも

にその改善を図っていくことなどを通して、教育課程

に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質

の向上を図っていくこと。

考え、議論する道徳（Ｐ39） 

「特別の教科である道徳」において、発達の段階に応

じ、答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児

童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考える道

徳」、「議論する道徳」を目指しているもの。

記念物（Ｐ12） 

文化財保護法において、貝塚、古墳、都城跡、城跡、

旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術

上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳そ

の他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価

値の高いもの、動物や植物、地質鉱物で我が国にとっ

て学術上価値の高いものをいう。

キャリアガイダンス（Ｐ35）

生徒自らが進路を選択・計画し、将来の生活により良

く適応する能力を伸長するよう、組織的、継続的に行

う相談や援助。

キャリア教育（Ｐ9，16，34）

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。

キャリア発達（Ｐ34，35）

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のこと。

CAN-DO リスト（Ｐ28） 

英語を使って実際にどのようなことができるように

なるのか、その能力を記述したリストにしたもの。

教育課程（Ｐ22，23，24，25，27，37，45，47，59，
64，65，67，69） 
学校教育の目的や目標を達成するため、幼児児童生徒

の心身の発達に応じ、教育の内容を授業時数との関連

において総合的に組織した学校の教育計画。

教育支援センター（Ｐ48，49）

不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援する

ことを目的に、指導員等による相談・適応指導、各教

科の学習指導、保護者等に対する助言・援助を行う、

市町村教育委員会が整備する施設。

教員育成指標（Ｐ70，71） 

教員養成を担う大学等と教員の採用や研修を行う教

育委員会が、教員のキャリアステージに応じた学びや

成長を支えていくため、養成や研修を計画し実施する

際の基軸となるもの。

資
料
編 



- 94 -

グローバル人材（Ｐ36，37） 

グローバル化が進行する社会において、迅速に決断し

組織を統率するリーダーシップ、国境を越えて人々と

協働するための英語等の語学力・コミュニケーション

能力、異文化に対する理解、日本人としてのアイデン

ティティなどを兼ね備えた人。

校内研修（Ｐ27，39，71） 

校内の全教職員が自校の教育目標に対応した学校と

しての教育課題を解決するために、共通のテーマを設

定し、学校全体で組織的・計画的に取り組む研修。

公民館主事（Ｐ79） 

住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社

会福祉の増進等に寄与する事業を行う公民館職員。

校務支援システム（Ｐ73） 

教職員の校務の負担を軽減するとともに、児童生徒の

成長を教職員全体で見守るきめ細かな指導の充実等

を図ることを目的に、学校や児童生徒に関する様々な

情報をデジタル化し、教職員間で共有するシステム。 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）（Ｐ60，
61，86）
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

教育委員会が任命した保護者や地域住民等により構

成される「学校運営協議会」を設置している学校を指

し、一定の権限と責任を持って学校運営の基本方針を

承認したり、教育活動について意見を述べることがで

きる制度。

これからの高校づくりに関する指針（Ｐ67） 

北海道教育委員会が平成18年度に策定した「新たな高

校教育に関する指針」に代わり、高校を取り巻く環境

の変化に対応し、未来を担う人材を育む教育機能の維

持向上を図るため、これからの高校づくりに当たって

の基本的な考え方と具体的な施策を示した指針。

コンプライアンス（Ｐ72，73）

法令遵守のことであり、職員が法令や社会的規範、公

務員倫理などを守ることをいう。

産業教育（Ｐ9，36，37） 

農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するた

めに必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をも

って行う教育。 

シックハウス（Ｐ69）

新築・改装したての建物の中にいることで起こる目・

喉の痛み、頭痛、吐き気、めまいなどの症状をシック

ハウス症候群という。建材・塗料などから発生する揮

発性有機化合物が原因とされる。学校においては、備

品等に用いられている化学物質が原因となることも

ある。

指定文化財（Ｐ82） 

文化財保護法又は地方公共団体が制定した文化財保

護条例の規定に基づき指定された文化財をいう。

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査（Ｐ8，48） 
暴力行為、いじめ、不登校等について、全国の状況を

調査・分析し、実態把握を行うことにより、未然防止、

早期発見・早期対応に繋げていくため、文部科学省が

毎年度実施する調査のこと。（平成27年度調査までは

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査」。）

社会教育施設（Ｐ78，79） 

国及び地方公共団体が、社会教育法に基づき社会教育

の奨励に必要として設置した施設をいい、公民館や図

書館、博物館など各種の施設がある。

社会教育主事（Ｐ60，61，78，79） 

社会教育活動を行う人に対して、専門的技術的な指

導・助言を行う専門的教育職員。

社会的・職業的自立（Ｐ7，34） 

社会人・職業人として自立していくために必要な基盤

となる能力や態度を身に付けること。

社会に開かれた教育課程（Ｐ17，22，37） 

よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るとい

う理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校にお

いて、必要な学習内容をどのように学び、どのような

資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課

程において明確にしながら、社会との連携及び協働に

よりその実現を図っていくというもの。

就学支援金（就学支援金制度）（Ｐ62，63） 

高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に

対して、授業料に充てるため国が支援金を支給する制

度。

主幹教諭（Ｐ10，72，73） 

学校教育法において、小学校では校長及び教頭を助け、

命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育を

つかさどる職として置くことができるとしている教

育職員。小学校のほか、幼稚園、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校も同様

に置くことができるとされている。

主体的・対話的で深い学び（Ｐ16，22，23，24，25，
27，70，85） 
児童生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働

かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解し

たり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見い

さ 行
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だして解決策を考えたり、思いや考えを基に想像した

りすることに向かう過程を重視した学習。

奨学給付金制度（Ｐ63） 

全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよ

う、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生

等がいる低所得世帯を対象に都道府県が支援を行う

制度で、北海道公立高校生等奨学給付金のこと。

小中一貫教育（Ｐ64，65） 

小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す

子供像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、 
系統的な教育を目指す教育。

情報モラル（Ｐ5，32，33，48） 

プライバシーの保護、著作権に対する正しい認識、情

報セキュリティについての理解、情報の受発信におけ

るエチケットの遵守など、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。

食育（Ｐ16，52，53） 

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、豊かで健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てること。

初任段階教員（Ｐ41） 

任用されてから５年目までの教員。

スーパーグローバルハイスクール（Ｐ29）

国際化を進める国内の大学のほか、企業、国際機関等

と連携して、グローバルな社会課題を発見・解決し、

様々な国際舞台で活躍できる人材を育成する質の高

いカリキュラムの開発・実践を行う、文部科学省が指

定した高等学校。

スーパーサイエンスハイスクール（Ｐ31）

科学技術・理科、数学教育に関する教育課程等の改善

に資する実証的資料を得るため、理数系教育に関する

教育課程等に関する研究開発を行う、文部科学省が指

定した高等学校。

スクールカウンセラー（Ｐ48，49）

学校において、児童生徒のいじめや不登校、生活上の

悩みなどの相談に応じ、臨床心理に関する専門的な知

識や技術を用いて指導・助言を行う専門家。

スクール・サポート・スタッフ（Ｐ73）

教員がより児童生徒への指導や教材研究等に注力で

きるよう、教員の負担軽減を図るため、学習プリント

等の印刷など教員に代わって行うサポートスタッフ。 

スクールソーシャルワーカー（Ｐ49，62，63）

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱え

た児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、

地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えてい

る問題の解決に向けて支援する専門家。

スタートカリキュラム（Ｐ58，59，64，65）

幼児期における遊びを通した総合的な学びから、各教

科等における、より自覚的な学びに円滑に移行できる

よう、入学当初において、生活科を中心とした合科的・

関連的な指導などを行う工夫。

ストレスチェック（Ｐ73）

労働者の心理的な負担の程度を把握するために労働

安全衛生法で義務付けられている検査。

青少年教育施設（Ｐ45，79） 

自然環境のなかで行う集団宿泊訓練、野外活動、自然

観察、その他の活動を通じて、青少年の健全育成を図

ることを目的に設置した施設。 

世界遺産、世界文化遺産（Ｐ82，83） 
1972 年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺

産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）

に基づく世界遺産リストに登録された、遺跡や景観そ

して自然など、人類が共有すべき普遍的な価値をもつ

ものを世界遺産といい、自然遺産や文化遺産、そして

自然遺産・文化遺産の価値を併せ持つ複合遺産に分類

される。

全国学力・学習状況調査（Ｐ5，6，7，10，11，22， 

30，34，38，40，42，44，46，48，52，56，60，64） 
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、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

を確立することを目的として、国が平成19年度から

実施している調査のこと。なお、小学校第６学年及び

中学校第３学年を対象に実施している。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査（Ｐ8，50） 
子どもの体力が低下している状況にかんがみ、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、その改善を図るとともに、そのような取組を通じ

て、子どもの体力の向上に関する継続的な検証改善サ

イクルを確立し、学校における体育・健康に関する指

導などの改善に役立てることを目的として、国が全国

の小学校第５学年及び中学校第２学年を対象に平成

20年度から実施している調査。

総合型地域スポーツクラブ（Ｐ51） 

人々が、身近な地域でスポ－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好する

資
料
編 



- 96 -

人々が（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）、という特徴を持ち、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。 

総合学科（Ｐ66，67） 

普通科及び専門学科に並ぶ第三の学科で、いくつかの

系列をもち、幅広く開設された科目の中から、生徒が

興味・関心、進路希望等に応じて主体的に科目を選択

し学習することができる学科。

総合教育会議（Ｐ89） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

地方公共団体に設置される会議で、大綱の策定、教育

の条件整備など重点的に講ずべき施策、児童生徒等の

生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置の協

議・調整を行う。

総合的な学習の時間（Ｐ35，45，46，47，66，67） 

探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学

習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己

の生き方を考えていくための資質・能力を育成するこ

とを目指す学習。 

中高一貫教育（Ｐ65，66，67） 

連携型、併設型、一体型の３つの形態があり、ゆとり

ある学校生活の中で６年間の計画的・継続的な教育を

行う学校。

通学路の安全マップ（Ｐ74） 

学校において作成する児童生徒の通学路における、犯

罪や事故の発生しやすい箇所やその要因、実際に犯罪

や事故が発生した場所等を示した地図などの絵図。

通学路交通安全プログラム（Ｐ74） 

中高生等の自転車通学の安全確保を含めた定期的な

合同点検の実施や対策の改善、充実等の継続的な取

組とともに、道路交通実態に応じ、警察、教育委員

会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、通学

路における交通安全を確保するための対策を市区町

村で策定したもの。

道民カレッジ（Ｐ76，77）

道内の学習講座を体系化し、総合的に広報するととも

に、独自の学習評価制度（単位・称号）を設けるなど、

産学官が連携して道民の自主的な生涯学習を支援す

るシステム。 

URL https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/

特定分野別計画（Ｐ2，89） 

道政において、産業や保健・医療・福祉、環境、教育

などの分野における政策について、道政の基本的な方

向を総合的に示す「北海道総合計画」に沿って別に策

定する分野別計画。

特別支援学級（Ｐ8，9，26） 

障がいがあり、特別な教育的支援を必要とする児童生

徒のために、必要に応じて設置される学級。

特別支援教育に関する基本方針（Ｐ27） 

本道における特別支援教育の推進に関する基本的な

考え方や、特別支援教育の充実に関する方向性や方策

を示したもの。

図書館司書（Ｐ79） 

図書館等で図書館資料の選択発注及び受入れから、分

類、目録作成、貸出業務、読書案内などを行う専門的

職員。

認定こども園（Ｐ58，59，64，65，86） 

小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに

地域における子育て支援を総合的に提供する機能を

備える施設。 

た 行

耐震化率（Ｐ10，68） 

昭和57年以降の新耐震基準に基づく建物と昭和56年

以前の旧耐震基準に基づく建物の合計数のうち、耐震

性が確保された棟数の割合。

単位制（単位制の高等学校）（Ｐ66，67）

学年の区分を設けず、所定の単位数を修得すれば、卒

業資格を得ることができる高等学校。

地域学校協働活動（Ｐ61） 

地域と学校が連携・協働して、幅広い地域住民等の参

画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を

支え、地域を創生する活動。

地域防災計画（Ｐ75） 

地方自治体（都道府県や市町村）が、災害対策基本法

第42条の規定に基づき、市民の生命、財産を災害か

ら守るための対策を実施することを目的とし、災害に

係わる事務又は業務に関し、関係機関及び他の地方公

共団体の協力を得て、総合的かつ計画的な対策を定め

た計画。

中１ギャップ、高１クライシス（Ｐ49） 

中学１年や高校１年の生徒が、小学校から中学校、あ

るいは中学校から高等学校への進学に際し、大きな環

境の変化に適応できず、問題行動や不登校等を引き起

こしやすい状況にあることの通称。

な 行
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ネット依存症（Ｐ5）

ＳＮＳやネットゲームなどに熱中するあまり、自分の

意思やまわりの忠告でやめられなくなったり、ネット

と繋がっていなければイライラしたり不安になるな

どの状態。

ネットトラブル（Ｐ33）

インターネットにおける書き込みやメールでのいじ

め、ネットショッピングなどでの不当請求や詐欺被害

など、インターネットの利用に伴う様々なトラブルを

指す。

ネットパトロール（Ｐ5，48，49）

インターネット上のＷｅｂサイト等への学校や児童生

徒に対する誹謗中傷や個人情報の公開などの不適切

な書き込みについて、監視をする取組。

博物館学芸員（Ｐ79） 

博物館に置かれる専門的職員のことで、博物館資料の

収集、保管、展示及び調査研究その他関連する事業に

ついての専門的事項をつかさどる。

「早寝早起き朝ごはん」運動（Ｐ53） 

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズ

ムを向上させ、読書や外遊び、スポーツなど様々な活

動にいきいきと取り組ませるとともに、地域全体で家

庭の教育力を支える社会的機運の醸成を図るための

運動。同運動全国協議会が文部科学省と連携し、関係

団体の協力を得ながら運動を推進。

ＰＤＣＡサイクル（Ｐ22，25，88） 

計画（Plan）を着実に実行（Do）し、その結果を客観

的に評価（Check）することにより改善（Action）につ

なげること。

ビッグデータ（Ｐ5） 

インターネットなどを通じて収集される多種多様で

大量のデータ群のこと。従来のデータベースソフトウ

ェアやデータベースを処理するシステムでは分析や

活用が困難であったが、ＩＣＴ技術の向上により効率的、

効果的な処理が可能となり、様々な分野での事象分析

などに活用されてきている。

ビブリオバトル（Ｐ43） 

読んで面白いと思った本について、一人５分でその本

の概要や魅力を紹介した後、どの本を一番読みたくな

ったかを投票で決める活動。

フィルタリング（Ｐ49）

インターネットのＷｅｂページを一定の基準により評

価判別し、違法・有害なページ等を選択的に排除する

機能。

副校長（Ｐ10，72，73） 
平成19年の学校教育法改正により設けられた職（任意

設置）で、校長を補佐し、校長から命を受けた範囲で

校務の一部を自らの権限で処理することができる職。 

フッ化物洗口（Ｐ54，55）

週に１～５回フッ化物の水溶液を少量（５～10ml）口

に含み、１分間ブクブクうがいを行い、永久歯のむし

歯を予防する方法で、４歳から14歳まで継続して実

施することが効果的。

ブックスタート（Ｐ42，59） 

市町村の保健センター等で行われている乳幼児健康

診査の機会に、赤ちゃんと絵本を開くことの大切さや

楽しさを保護者に伝えながら、絵本や読み聞かせのア

ドバイスなどの入ったブックスタート・パックを無料

で渡す事業。

ブックトーク（Ｐ43） 

読書意欲を喚起したり、学習への活用を勧めたりする

ため、特定のテーマに沿った複数の本について、粗筋

を説明したり、一部分を朗読したり、挿絵を見せたり

するなどして紹介する活動。

文化財（Ｐ12，17，41，82，83）

人類の文化的活動によって生み出された有形・無形の

所産のこと。文化財保護法では、文化財の種類につい

て、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、

文化的景観、伝統的建造物群の六つに大きく分類して

いる。

返済の必要のない給付金の支給制度（Ｐ62） 
「奨学給付金制度」参照。

ポータルサイト（Ｐ77） 

インターネットを利用する際に、目的のＷｅｂサイトや

閲覧したいＷｅｂページに辿り着くための入り口とな

る検索エンジンやリンク情報などを備えたＷｅｂサイ

トのこと。

北海道家庭教育サポート企業等制度（Ｐ56） 

家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組

む企業等と道教委が協定を締結し、相互に協力して、

北海道における家庭教育の一層の推進を図るための

制度。 

北海道教育推進会議（Ｐ88） 

北海道における教育の振興に関する施策の推進を図

るため、北海道教育委員会の附属機関として設置され

ている会議。

北海道グローバル人材育成キャンプ事業（Ｐ29） 

本道のグローバル化の推進に資するため、高校生向け

に全道４会場で、国際社会で対応できる資質・能力を

は 行
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育むことをねらいとした取組。 

北海道総合教育大綱（Ｐ2） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策について、その目標や施策の根本となる方

針を、北海道知事が定めたもの。

埋蔵文化財（Ｐ12） 

その土地に埋蔵されている文化財で、国や地域の歴史

や文化の成り立ちを明らかにする上で欠くことので

きない国民共有の財産であり、個性豊かな地域の歴史

的・文化的環境を形づくる貴重な資産となるもの。

学びのセーフティネット（Ｐ62） 

社会を生き抜く力や未来への飛躍を実現する人材を

養成するための基礎的な条件として、安全・安心で充

実した教育機会にアクセスできるようにする社会参

画・自立に向けた支援をいう。

メンタルヘルス（Ｐ54，55，73）

心の健康のことで、精神的健康の回復・保持・増進に

かかわる専門領域の総称。

ユーカラ（ユカラ）（Ｐ83）

アイヌ民族の間で、口伝えに語り継がれてきた叙事詩

の総称。

有害情報（Ｐ5，32） 

違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘発するな

ど公共の安全と秩序の観点から放置することのでき

ない情報をいう。

緩やかなネットワーク（Ｐ61） 

緊密な結びつきの強い紐帯（つながり）とは異なり、

弱い紐帯（つながり）には有用な情報が得られるなど

とした研究から、情報交換や相互の関係が厳格でない

関係づくりなどを特徴として使用されているネット

ワークの呼び名。

幼稚園教育要領（Ｐ6，59） 

全国的に一定の教育水準を確保するとともに、実質的

な教育の機会均等を確保するため、幼稚園が編成する

教育課程等の大綱基準として、学校教育法等に基づい

て定めたもの。

や 行

ま 行



北海道教育推進計画策定経過

平成28年 5月11日 教育委員会において「新しい教育計画」の北海道教育推進会議への

諮問決定

5月23日 北海道教育推進会議（第６期第１回）

「新しい教育計画」諮問

6月16日 学校視察（６校）

～6月30日

7月11日 北海道教育推進会議（第６期第２回）

8月23日 北海道教育推進会議（第６期第３回）

10月17日 北海道教育推進会議（第６期第４回）

（本道の高校教育に関する集中審議）

12月19日 北海道教育推進会議（第６期第５回）

平成29年 1月20日 北海道教育推進会議（第６期第６回）

2月13日 北海道教育推進会議（第６期第７回）

6月 1日 北海道教育推進会議（第６期第８回）

7月31日 北海道教育推進会議（第６期第９回）

8月28日 北海道教育推進会議（第６期第10回）

9月 5日 「新しい教育計画（素案）」を道議会文教委員会に報告

9月19日 道民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施

～10月20日 （回答：１個人・１団体）

教育関係団体意見照会の実施（回答：11団体）

インターネット教育モニター意見照会の実施（回答：10名）

11月15日 北海道教育推進会議（第６期第11回）

12月22日 北海道教育推進会議（第７期第１回）

平成30年 1月19日 北海道教育推進会議（第７期第２回）

1月26日 北海道教育推進会議から「新しい教育計画」答申手交

1月31日 「新しい教育計画の答申」を教育委員会報告

2月 6日 「新しい教育計画（案）」を道議会文教委員会に報告

3月28日 計画の名称を「北海道教育推進計画」とし、教育委員会の会議で決定
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北海道教育推進会議条例
平成28年３月31日

条例第20号

（設置）

第１条 北海道における教育の振興に関する施策の推進を図るため、教育委員会の附属機関として、

北海道教育推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条第１項の点検及び評

価について調査審議すること。

(2) 知事又は教育委員会の諮問に応じ、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２項に規定す

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定又は変更について調査審議すること。

２ 推進会議は、教育の振興に関する施策の推進に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

（組織）

第３条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

２ 推進会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

（委員及び特別委員）

第４条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育に関する職務に従事する者

(3) 児童又は生徒の保護者

(4) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

４ 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

（会長及び副会長）

第５条 推進会議に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。

３ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。

２ 推進会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（専門部会）

第７条 推進会議は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

２ 専門部会は、推進会議から付託された事項について調査審議するものとする。

３ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

４ 専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

（会長への委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮っ

て定める。

附 則

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日以後最初に任命される推進会議の委員の任期は、第４条第２項の規定にかか

わらず、平成29年11月30日までとする。
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（敬称略）

氏 名 所 属 ・ 職 業 等 備 考

兵 藤 利 彦 厚真町教育委員会教育長 委員～H28.11

石 田 政 充 美深町教育委員会教育長 H28.12～委員

H29.12～会長

鎌 田 英 暢 石狩市教育委員会教育長 委員～H29.11

中 峰 寿 彰 士別市教育委員会教育長 H29.12～委員

岡 仁 子 北海道テレビ放送株式会社ＣＳＲ広報室長

星 野 尚 夫 株式会社札幌振興公社代表取締役 委員～H29.11

中 村 栄 作 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 H29.12～委員

代表取締役社長

小 内 透 北海道大学大学院教育学研究院長 委員・会長～H29.11

大 野 栄 三 北海道大学大学院教育学研究院教授 H29.12～委員・副会長

中 村 泰 江 臨床心理士

山 中 ちあき 日本青年団協議会顧問

松 井 光 一 札幌市立手稲東小学校長 委員～H29.3

角 野 誠 札幌市立幌南小学校長 H29.4～委員

古 谷 雅 幸 札幌市立中の島中学校長 委員～H29.4

𣘺𣘺 本 𣘺 𣘺 𣘺𣘺町立𣘺𣘺中学校長 H29.5～委員

森 政 徒 当別町立西当別中学校ＰＴＡ会長 委員～H29.11

青 田 基 ファーストナレッジ株式会社代表取締役 公募委員～H29.11

北海道ＰＴＡ連合会会長 H29.12～委員

保 前 明 美 放課後子供教室運営団体代表 H29.12～公募委員
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