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資 料 

参考 県立社会教育施設の活用について 
広島県教育情報の提供 
○ ホットライン教育ひろしま ○ 広島県立教育センター  Ｗｅｂページ 
○ 広報紙「くりっぷ」 

 

第４章 教育活動の推進 

※ 目次，本文中の「小学校」は，義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部，「中学校」は，義務教

育学校の後期課程，中等教育学校の前期課程及び特別支援学校中学部，「高等学校」は，中等教育学校の後

期課程及び特別支援学校高等部を含む。 


