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【事業概要】
国際的視野や語学力などを備え、国際社会で活躍できる人材を育てるため、
県内各地の中学校２年生を海外へ派遣しています。

【平成25年度】
◆派遣者：１２名（男子4名、女子8名）
◆日　程：平成25年7月29日～8月8日　11日間
◆派遣先：スイス（ジュネーブ）・フランス（パリ）・イギリス（ロンドン・メドウェイ）

【小学校の英語教育】
小学校では、外国人の先生（ALT）と一緒に、歌やゲームを通して英語
に親しみます。

【中学校の英語教育】
電子黒板を使った授業が広がりつつあります。
ひと目で英文のつくりを理解し、テンポよく発音練習ができます。

・ 授業は英語で行うことを基本と
し、英語に触れたり、英語でコミュ
ニケーションを行う機会を充実さ
せます。

・ 情報や考えを英語で発信できる
生徒を育てます。

現在、長崎県内の中学生を対象とした「英
単語・表現集ソフト」を開発しています。
ゲーム感覚で英単語を身に付けて力だめ
しをしたり、長崎を紹介する具体的な英文
を学んだりすることができます。
Web配信しますので、中学生以外の方
も家庭用PCやスマートフォンで挑戦で
きます。

【高等学校の英語教育】

長崎県のグローバル人材育成の取組

変わりゆく英語教育 世界へこぎ出せ!
長崎っ子応援事業

国際連合ジュネーブ事務所(ＵＮＯＧ）、ジュネーブ国際機関日本人職員会、世界保
健機関（ＷＨＯ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）、ルーブル美術館、大英博物館など

【参加者の感想】
・英語が間違っていても、一生
けんめいに伝えることやお互
いにわかり合おうとすることが
大切だとわかった。

・ 遠く離れたヨーロッパの建
物、芸術などに出会えたこと、
人との出会いときずなは一生
の宝物になった。

・世界保健機関（ＷＨＯ）で働い
ている方々は熱い情熱をもっ
て全力で働いていた！
世界の人々のために働き、役
に立ちたいという思いが強く
なった。

・外国人とコミュニケーションを
とるためには、もっと日本のこ
とを知る必要があると感じた。

英単語・表現集ソフト

ALTに英語で質問 ALTに英語で自己紹介

国際赤十字・赤新月社連盟（
ジュネーブ）訪問

日本人スタッフから説明を
受け、その後、意見交換

メドウェイ市の青少年との交
流

※メドウェイ市は、ウィリア
ム・アダムス（三浦按針）に

より

　　　　　　　平戸市と深
いつながりがあるロン

ドン近郊の都市

松浦市立上志佐小学校での外国語活動の様子

長与町立長与中学校での外国語（英語）の授業の様子

英語コミュニケーションスキルアップ事業の様子



第二期長崎県教育振興基本計画ができました
「長崎の明日を拓く人・学校・地域づくり」を目指して！

10の本県教育の基本的方向性と41の主要施策
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主な目指す成果指標重点的に取り組む施策【重点施策】
1.確かな学力 人づくり
（1）確かな学力の育成
（2）一人一人を大切にする教育体制の整備
（3）校種間連携の促進
（4）情報教育の推進
（5）国際理解・外国語教育の推進
（6）理数教育の推進
（7）キャリア教育・職業教育の推進
（8）幼児教育の推進
（9）特別支援教育の推進
（10）県立学校教育改革の推進

【目  標】
県学力調査で６割以上理解している児童生徒の割合を増
やします。
県内公立高校卒業生の進学希望者数に対する進学決定
率を伸ばします。
ICTを活用できる子どもの数やICTを活用して指導できる
教員の数を増やします。
英語で簡単なコミュニケーションができる小学生を増や
します。
身近なことを英語で話すことができる中学生を増やします。
公立の幼・小・中・高等学校における個別の教育支援計画の
作成率を高めます。
夢や憧れを持って行動する児童生徒を増やします。

【目  標】
スクールカウンセラーの配置を増やします。
学校評価を活用し、充実した学校経営を図ります。
事務の共同実施や校務支援システム等を活用し、教員の
事務負担軽減を図ります。
通学路の安全点検や登下校時の見守り活動を継続的に実
施します。

（1）ふるさと教育の推進
（2）道徳教育の推進
（3）平和教育の推進
（4）人権教育の推進
（5）環境教育の推進
（6）子どもたちの体験活動の推進
（7）子ども読書活動の推進
（8）子どもたちの文化芸術活動の推進

(1) 体力の向上と学校体育の推進
(2) 健康教育の推進
(3) 食育の推進と学校給食の充実

（1） 子どもの安全確保対策の推進
（2） 安全で快適な学校施設の整備
（3） 修学支援の推進

（1） 県民の生涯学習を支える環境の整備
（2） 社会教育の充実・活性化
（3） 社会人権教育の推進

（1）魅力ある私学教育の振興

（1）地域に根ざした県立大学づくり

（1） 学校・家庭・地域の連携による地域の教育力向上
（2） 家庭教育支援の充実

（1） 県民の文化芸術活動の推進
（2） 伝統文化の継承
（3） 文化財の保存・活用
（4） 世界遺産登録を目指した取組の推進と情報発信
（5） 生涯スポーツの推進
（6） 競技スポーツの推進

(1) 生徒指導・教育相談体制の充実
(2) 開かれた学校づくりの推進
(3) 教職員の資質能力の向上
(4) 教員が子どもと向き合う環境の整備

（1) 変化の激しい社会を生き抜く「確かな学力」の育成

【目  標】
学校・家庭・地域の連携に役立つ「学校支援会議」の取組の
充実を図ります。
家庭教育に関する親の学ぶ機会を増やします。
祭りや演奏会など地域文化や伝統芸能を活かしたイベント
に出演または参加した人を増やします。
長崎県美術館や長崎歴史文化博物館への入館者数を増
やします。　
週に１日以上スポーツする県民の割合を増やします。
平成２６年長崎がんばらんば国体での総合成績1位を目指
します。

学校づくり

地域づくり

◆県学力調査を実施し、全国学力・学習状況調査と連動させながら、確かな結果分
析に基づく体系的・総合的な学力向上対策を推進します。

◆校種間連携・協力体制の充実を図り、時代の変化や多様なニーズに対応できる学
校づくりや、学力向上にかかる教員の指導力向上のための取組を推進します。

◆学校・家庭・地域社会の連携による取組として「育てよう三つの習慣～読む習
慣・書く習慣・考える習慣～」を掲げ、学習習慣の確立を目指すとともに、「夢・憧
れ・志」をもった長崎っ子の育成に取り組みます。

（2) 学校における効果的なＩＣＴ活用の促進

◆電子黒板やタブレットPC等、ICTを活用した分かりやすい授業づくりの実践研究
を行い、県内学校への機器整備の促進とICT教育の普及・発展を図ります。

◆ICT機器を利用した遠隔授業等により、免許外教科担任や複式学級担任の授業へ
のサポート体制の整備を図るとともに、教員のICT活用能力の向上を目指します。

（3) 国際社会で主体的に行動し、活躍できる人材の育成

◆我が国及び郷土の歴史や伝統文化等について正しく理解し、大切に思う心を育むととも
に、国際感覚、コミュニケーション能力を有し、国際社会で活躍できる人材を育成します。

◆小学校低学年からの英語教育の推進や県独自の教材を活用した中学生の英語基礎力
の向上、高校では新たな学科の設置や留学生等との交流の機会の確保に努めます。

(4) 多様な教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進

◆障害のある幼児児童生徒の多様な教育的ニーズに対応するため、特別支援学校の
適正配置や地域における特別支援教育のセンター的機能の強化に取り組みます。

◆幼児児童生徒の自立や社会参加のためのICT教育やキャリア教育を推進するととも
に、特別支援教育に携わる教職員一人一人の専門性の向上を図ります。

(1) 信頼され、学び続ける教員の育成

◆より人物重視の選考を行うため、面接方法や適性検査の見直しなど、教員採用選考
方法の改善に努めます。

◆教職員の研修については、子どもたちへの深い愛情と強い使命感を持ち、国際化、高度情
報化等に対応した高い識見と指導力を備えた教職員を育成するとともに、長崎大学教職
大学院への教員派遣など大学と連携した取組を促進し、教職員研修の充実を図ります。

◆教職員の不祥事や体罰根絶のための取組を徹底していきます。

(2) いじめや不登校など児童生徒が抱える問題への対応の充実

◆学校と家庭・地域・関係機関が連携した取組により、児童生徒の規範意識や自己肯定感を育成するとともにいじめの未然防止、早
期発見・早期解消、不登校や自殺の未然防止、非行からの立ち直り支援等に努めます。

◆スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置等、教育相談体制の一層の充実を図るとともに、「長崎っ子の心を見
つめる教育週間」、「長崎っ子さわやか運動」などの取組により、命を大切にする心や他者を思いやる心、あいさつや礼儀等の社会
性や規範意識などを育成します。

(3) 安全で安心して学べる教育環境の整備

◆災害や交通事故、不審者などから子どもたちを守るための学校の危機管理体
制の強化を図るとともに、放課後の安全・安心な居場所づくりとして、「放課後
子ども教室推進事業」等を推進します。

◆子どもたちを有害図書や有害情報から守るための取組、学校の耐震化を推進
するほか、経済的・地理的な事情から修学の機会が失われないよう修学支援
に努めます。

(5) ふるさとを知り、思い、語ることができる子どもの育成

◆ふるさとを誇りに思い、大切にし、その発展に貢献しようとする態度を養うとと
もに、郷土に関する様々な学習や体験活動を通じて、郷土の歴史や文化等を正し
く理解し、自分の言葉で語ることができるようにします。

◆本県特有の「しま」の自然・歴史・文化等の良さを体感する機会や、本県の貴重な
文化財を大切に守り、次の時代に引き継ぐため、地域の文化財や歴史に触れる機
会を充実し、豊かな心の醸成を図ります。

(6) 離島等の過疎地域における教育の維持・向上

◆児童生徒数の減少に伴う学校の小規模化に対応するため、複式学級への支援
や免許外教科担任の解消のための非常勤講師の配置、ICT機器を活用した遠
隔授業の実施等に取り組みます。

◆小中及び中高の校種間連携や市町と連携した幼保小連携の推進に努めます。

(1) 地域の絆を深める地域教育力・家庭教育力の向上

◆学校・家庭・地域が連携・協働する仕組みである「学校支援会議」の充実や「放課後
子どもプラン」の推進及び地域住民の活動拠点である公民館活動の活性化に向けた
支援に取り組みます。

◆「ココロねっこ運動」、「家庭の日」運動の推進、親育ちプログラム「ながさきファミリー
プログラム」の推進を図るとともに、学校・家庭・地域が連携した家庭教育支援の充
実に取り組みます。

（2) 国民体育大会や全国高等学校総合文化祭など全国大会の成果の継承

◆平成25年度の全国高等学校総合文化祭長崎大会の成果や平成30年度に本県で
開催される全国中学校総合文化祭の準備を契機に子どもたちの文化力の向上を
図るとともに、平成26年度に開催される「長崎がんばらんば国体」「長崎がんばら
んば大会」を契機として整備されたスポーツ施設や育成された人材等の活用を図
り、大会後の継続した競技力の向上対策にも取り組みます。

2. 豊かな心

3. 健やかな体

4. 信頼される学校づくり

5. 教育環境の整備

6. 生涯学習・社会教育の推進

8. 文化・スポーツの推進

9. 私学教育の振興

10. 個性が輝く県立大学づくり

7. 地域教育力・家庭教育力の向上

第二期長崎県教育振興基本計画とは
第二期長崎県教育振興基本計画は、教育基本法第１７条に基づき、今後５年間の本県教育が目
指す基本的な方向性や具体的な施策等を県民の皆さんにお示しし、互いに協力し合いながら、
県民挙げて本県教育の振興に取り組もうとするものです。計画期間は平成２６年度から３０年度
までの５年間とし、対象範囲は、教育、文化芸術、スポーツや私学振興、県立大学としています。

創造性に富み、
自立した人間

いのちを重んじ、
心豊かでたくましい人間

郷土及び国家を担う責任を自覚し、
その形成と発展に主体的に参画する人間

我が国と郷土の伝統・文化や自然を誇りに思い、
これからの国際社会を生きる人間

本県教育が目指す４つの人間像
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話し合いは
苦手という方
もゲームや
おしゃべりを
しているうちに、子育てについてのヒントが
得られる楽しい講座です。

平成２６年４月  授業料の制度が変わります！

教育環境整備課県立学校管理班 TEL：０９５－８９４－３３２３

『収蔵品展 ～長崎の文学者とふるさと～』

　公立高等学校の授業料について、平成２６年度

の新入生から、現行の「授業料無償制度」が、所

得制限のある「就学支援金制度」へと改正されま

す。

　新入生の保護者の皆様におかれましては、各学

校における入学説明会等で準備していただく書類

をお示ししますので、申請の手続きをよろしくお

願いします。

※現在の在校生につきましては、卒業するまで現
行の授業料無償制度が継続されますので、手続き
の必要はありません。

＜主な変更点＞

①所得制限により、「市町村民税所得割額」が30万4,200 円（年

収 910万円程度）未満の世帯では、国から支給される

授業料相当額（月額：全日制 9,900 円、定時制 2,700 円）

の就学支援金を県が代理受領することで、授業料の

納付は不要となります。

②新入生の場合、４月の入学当初と６月に市町の役場が

交付する課税証明書（市町村民税所得割額が記載され

たもの）を添付して学校へ申請する必要があります。

③２年生以降は、毎年６月にのみ上記申請を行ってい

ただきます。

長崎ゆかりの文学展  第４回企画展珍しい花が観賞できます
亜熱帯植物園で

本県出身の文学者たちの、ふるさと長崎への思いが伺える
作品等を紹介し、長崎の文学の豊かな香りをお伝えします。

長崎県亜熱帯植物園では、長崎のオリジナルカーネーショ
ンである「だいすき」「ミルクセーキ」が見ごろを迎えており、
また、原種ランやデンドロビューム長崎シリーズなどもお楽
しみいただけます。
さらには、地元、野母崎の権現山で発見された椿「陽の岬
（ひのみさき）」も、観賞することができます。
珍しい花がある亜熱帯植物園に、ぜひお越しください。

○休園日は毎月第3水曜日です
○県内在住の小・中・高生は無料

みなさんの学校のPTAや研修会などに
ファシリテーター（進行役）が、おじゃまし
て講座のお
手伝いをし
ます。

参加者同士のコミュニケーションも高まり、
つながって子育てをしようという雰囲気が
生まれます。

ぜひ、皆様の学校やPTA、子ども会その他でご活用下さい。
詳しくは、県こども未来課までお問い合わせ下さい。

佐多稲子、野呂邦暢、井
上光晴などの貴重資料や
著書、文学碑の写真等の
関係資料を展示します。

期  間

会  場

展示内容

お問い
合わせ

お問い合わせ
〒850-0007 長崎市立山1-1-51

こども未来課 地域子育て支援班 TEL：０９５－８９5－2686

２月７日（金）～
　　４月６日（日）
県立長崎図書館
４階 郷土資料展示室

入場無料です。
ぜひご来館
　　ください。

県立長崎図書館 検索

教育環境整備課 検索

こども未来課 検索

TEL:095-826-5257

毎月、標準として
第3日曜日は「家庭の日」 家庭の教育力アップのために

家庭の日は家族の絆を深める日です。

第1位　良いことをしたときは、ほめたり認めたりしてほしい。
第2位　家族そろって楽しむ時間を作ってほしい。

（H24 長崎県児童生徒の社会性・規範意識に関する調査研究より）

家の人にしてほしいこと
（小学5年生）

一緒に活動みんなで楽しく料理もいいですね。 一緒に工作

※標準として…第3日曜日は目安です。それぞれのご家庭で決めて下さい。

ながさきファミリープログラム開催しませんか

お問い合わせ

お問い合わせ

だいすき ミルクセーキ

デンドロビューム

陽の岬

入園割引券

切り取ってお使いください有
効
期
限

平成26年
4月6日

まで

大人 300円→250円

本券1枚でご家族5人までご利用できます

ご入園の際に窓口にご提示ください。

（長崎市脇岬町833）

http：//anettai.org/ＴＥＬ：095－894－2050

カレンダーに「家庭の日」　を
つけてみませんか？

家庭の日16
（みんなで料理）


