平成29年度

福島県の教育
Education in Fukushima Prefecture 2017
第６次福島県総合教育計画 〈基本理念〉 Fundamental Concept

“ふくしまの和”で奏でる、
こころ豊かなたくましい人づくり
Fostering of spiritually-rich and broad-minded humans resonated by“Harmony of Fukushima”

平成 28 年度「合同表彰式」
各種コンクールに参加した児童生徒の皆さんが一堂に会して表彰されました。
2016 Fiscal Year‘Joint Awards Ceremony’
Students who participated in a variety of contests received awards at the joint
ceremony.

「ふくしまの未来を担う夢応援事業 医療体験セミナー」
将来、医療人を目指す中学生が参加したセミナーでは、体験医師から心音の聴き方を
教わりました。
‘Dream Projects to support Fukushima’s Future ‒ Hands-on Medical Care
Seminar’
Junior High School students aspiring to be doctors attended the seminar, and
learnt how to listen to heartbeats from the attending doctors.

「県庁に みんなの声を 届けよう！」 プロジェクト
小学 5・6 年生 25 名が福島県の魅力を発信する方法を考えて知事に提案しました。
‘Presentation at the Prefectural Government’Project
Year 5 & 6 elementary school students presented their ideas to the Governor
about how to promote Fukushima’s many attractions.
「教育フォーラム」フォーラム応援パフォーマンス
県立平商業高等学校フラダンス愛好会は平成 28 年度フラガールズ甲子園で最優秀
賞文部科学大臣賞を受賞しました。
‘Education Forum’Forum Support Performance
The Fukushima Prefectural Taira Commercial High School Hula Dance Club won
top prize (MEXT Award) at the Hula Girls National Tournament.
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第6次福島県総合教育計画（改訂版）

Outline of Fukushima Prefecture（As of January1, 2017 ）

The 6th Fukushima Prefectural Comprehensive Education Program

福島県教育委員会では、平成２２年度から平成３２年度を計画期間とする第６次福島
県総合教育計画の後半 4 年間の取組を加速させるため、「頑張る学校応援プラン」を
策定し、課題に対応する有効な手立てを戦略的に実行しています。

基本目標

口

Population

1,896,758 人

世 帯 数

Families

743,730 世帯

面

Area

13,782.76ｋm2

Municipalities

13 市 (Cities)

積

市町村数

Fundamental Goals

1 知・徳・体のバランスのとれた、社会に貢献する自立した
人間の育成

Cultivation of independent humans who will contribute to society with
well-balanced properties of intellect, virtue and physical strength

2 学校、家庭、地域が一体となった教育の実現

31 町 (Towns)
15 村 (Villages)
（計(Total)

59）

福島県教育委員会
Fukushima Prefectural
Board of Education

Implementation of integration of school, family and community

3 豊かな教育環境の形成
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Formation of an affluent educational environment

頑張る学校応援プラン

人

School Support Plan

施策1

学力向上に責任を果たす

施策2

教員の指導力、学校のチーム力の最大化

施策3

地域と共にある学校

Policy 1 Fulfill responsibility to increase students’academic performance
Policy 2 Fully expand teachers’ leadership skills and school teamwork strength
Policy 3 Schools that function together with local communities

施策4

ふくしまの未来に向けた創造的復興教育

施策5

学びのセーフティネットの構築

Policy 4 Creative revitalization education focused on Fukushima’s future
Policy 5 Framework that includes safety nets to secure students’ learning

