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県教委の動き 

「教科研究センター」を開設します 
   子ども 

          教 員       教科研究センター 

 
教員の皆さんの自主的な授業研究・教科研究活動を支援する「教科研究センター」を県内４か所

に設置します。 

本部センターは１２月上旬にオープンしますので、積極的にご活用くださいますようお願いします。 

 

 

 

場所 ○本部センター 高知県教育センター２Ｆ（平日 12:00～20:00 土曜 9:00～19:00） 
○東部センター 安芸市総合庁舎内２Ｆ（東部教育事務所隣室）○中部センター 中部教育事務所庁舎内２Ｆ

○西部センター 幡多総合庁舎内３Ｆ（西部教育事務所隣室） 〈東・中・西部センターは２月開設予定〉 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

◎西部管内市町村ＰＴＡと西部教育事務所との夜間教育懇談会を行っています 
西部教育事務所では、毎年 9 月から 12 月にかけ

て各市町村のＰＴＡ（主に保護者）と夜間懇談会を

開催しています。この懇談会は、教育事務所と保護

者が合同で主催し、幡多の子どもたちを共に支えて

いくためのより良い方策を考えることを目的に、数

年来行ってきているものです。昨年度は「家庭学習

の推進」をテーマに協議を行いました。様々な意見

が出る中で「ＰＴＡとして家庭へ啓発していくため

にはまず自分たちの組織の活性化が必要ではない

か」という意見がありました。そこで今年度はこの

ＰＴＡ組織の活性化に焦点を絞り協議を深めてい

くことにしました。 

「保護者がたくさん集まる参観日をやりたい」

「保護者が進んでたくさん集まる行事をやってみた

い」「みんなが参加したい魅力あるＰＴＡ活動にした

い」の３つのテーマから好きなものを選び６人程度

のグループで自由に意見を出し合っています。その

協議の中からは各単Ｐが抱える悩みや現状の課題な

ども出てきます。「ＰＴＡ活動は忙しい」「会が多す

ぎる」などの意見も出されますが、ＰＴＡ活動の情

報発信のために「メーリングリストを作成中である」

や「保小中高の保護者で運動会を行っている」「保護

者と子どもを対象に週一回の体育の日を設けたい」

など保護者同士のつながりを強めるための前向きな

意見も出されました。また「親子のスキンシップ参

観日」や「懇親会の工夫」などユニークなアイデア

なども出されています。 

現在３市町村が終わり残り３回となりましたが、

６市町村終了後には出された意見を集約して、各市

町村に発信したいと考えています。楽しくやりがい

のあるＰＴＡ活動を目指し、保護者、学校、行政が

共に真剣に考えていくことが重要であり、そのこと

が子ども達の生活、学力を支える基盤になると思い

ます。この夜間懇談会で出された意見が今後のＰＴ

Ａ活動のヒントになるよう願っています。 

 

西部教育事務所 

(TEL)0880-35-5981 

教育センター 学校支援部 教育課程研究開発担当

（TEL）088-866-5155

東部 

西部 

中部 

本部 

 

○学習指導案や授業映像を見ることができるよ。

○教育図書・月刊雑誌や教科書が揃っているよ。

○カラーコピー機・カラー拡大機が使えるよ。

○電子黒板や書画カメラの操作練習ができるよ。

○「授業づくり」などについて相談できるよ。
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◎体力向上を目指して！～ 「体力アップ７５プログラム」の作成・配布 ～

高知県教育委員会では、高知県の子どもの体力

の向上を目指し、高知県子どもの体力向上支援委

員会を設置しました。その具体的な取組の一つと

して、高知大学教育学部、神家一成先生を中心に、

県下の小・中・高等学校の先生方の協力のもと、

子どもたちに様々な運動を通して体力を高めさ

せるための工夫や取組の具体的な実践のための

動画教材「体力アップ７５プログラム」を作成し

ましたので、そのＤＶＤと解説用冊子を、県下の

学校に１２月上旬（予定）に配布いたします。 

 このプログラムは、発達段階に応じ、７５のプ

ログラムをテーマに合わせて組み合わせ、体育授

業の準備運動の時間などを利用して、楽しく継続

的に行うことにより、体力を向上させようとする

ものです。 

また、この取組を通し体力向上を目指した運動

の仕方を学んだり、学習したことを実生活などで

生かしたりすることで、結果として動ける体を育

てることを目的とするものです。 

各学校においては、自校の子どもたちの体力の

状況や体育の授業の実態を十分に把握・分析して

いただき、本教材の目的や活用方法を生かして積

極的に取り組んでいただければと思います。 

なお、本プログラムの活用方法につきましては、

当課の指導主事を派遣しますので、校内研修等に

積極的にご活用ください。 

スポーツ健康教育課 学校体育担当 

(TEL)088-821-4929 

 構成内容（８つのカテゴリーに分類） 
 ① ストレッチ系  

  ② ウォーキング・ジョギング・ランニング系 

 ③ 自分の体重や仲間の重さを利用した運動 

 ④ 用具を用いた運動 

 ⑤ ボールを用いた運動 

 ⑥ 器械・器具を用いた運動 

 ⑦ ペアゲーム系 

 ⑧ 集団ゲーム系 

 

 

 

 

 

 
      

 

トピックス 

◎文部科学大臣表彰や高知県教育委員会表彰が行われました 

文部科学大臣表彰 
 ～ 全国的な観点から、多年にわたる功績や本県を代表する取組を行った方を表彰します。 ～ 
 ＜表彰式＞ 平成 21 年 11 月 30 日 

高知県教育委員会表彰 ～ 他の模範となる取組をされた学校、教職員を表彰します。 ～ 
 ＜表彰式＞ 平成 21 年 11 月 26 日 高知県教育センター分館 大講義室 

教育研究実践表彰（優れた教育研究を実践した学校を表彰） 

受 賞 者 所   属 受  賞  内  容 

森岡 俊介 校長 南国市立十市小学校 文武両道に向けた教育的実践の推進 

高橋 啓明 校長 高知県立岡豊高等学校 キャリア教育及び土佐の教育改革の推進 

濱田  治 校長 高知県立高知小津高等学校 質の高い教育に向けた教育課程の充実 

受 賞 校 受  賞  内  容 

香美市立香長小学校 学習指導要領の改訂に伴う小学校外国語活動 

東洋町立甲浦中学校 生徒の興味関心を高めるための授業改善への取組 

田野町立田野小学校 一貫教育の推進に向けて中心的な役割を担う取組 

いの町立伊野南中学校 学力向上及び地域連携による学校改革 

高知市立愛宕中学校 生徒同士の関わりを大切にした授業改善及び学力向上研究推進 

高知市立新堀小学校 児童への豊かな関わりを通した授業改善や英語活動 

高知市立横内小学校 組織的な取り組みによる教育活動の改善 

高知市立横浜中学校 長年にわたるボランティア活動及び教育活動の推進 

四万十市立蕨岡中学校 地域と連携した体験学習の推進 

宿毛市立山奈小学校 地域との連携事業を通じた学校づくり 

梼原町立梼原中学校 教育構造改革による計画的な学校運営の改善 

中土佐町立大野見中学校 生徒の学習活動を支える基盤や環境づくり 

いの町立枝川小学校 体験活動と道徳教育の推進 

津野町立葉山小学校 地域連携による学校支援体制 

高知県立安芸桜ケ丘高等学校 地域貢献をとおした開かれた学校づくり 

高知県立高知南中・高等学校 1000 人のオーケストラを合言葉にした生徒の活躍の場の提供 

高知県立山田養護学校 自閉症の児童生徒への指導支援の充実 
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健康推進活動表彰（健康への関心を高め地域とともに健康推進活動を実践した学校を表彰） 

受 賞 校 受  賞  内  容 

北川村立北川中学校 組織的で効果的な指導法の研究及び地域連携による健康教育活動 

 

土佐の教育功績表彰（主に管理職等の多年にわたる功績と教育実践を表彰） 

受 賞 者 所   属 受  賞  内  容 

上杉 美和 校長 南国市立白木谷小学校 詩や作文指導の充実による教育推進 

宮 英司 校長 いの町立伊野南中学校 地域や保護者に信頼される学校運営 

橋本 正博 校長 高知市立一宮東小学校 学力向上に向けた授業改善への取組 

西岡 ゆき子 校長 高知市立養護学校 後進の目標となる誠実な教育実践 

小島 功士 校長 高知県立仁淀高等学校 地域の特色を生かした教育実践 

長戸 英明 校長 高知県立高知ろう学校 聴覚障害教育の指導実践 

山本 健二 校長 高知県立幡多農業高等学校 地域・保護者連携による学力向上への取組 

池村 明子 教頭 高知県立高知東高等学校 定通教育・看護教育の推進 

桑名 隆 教頭 高知県立高知工業高等学校 学習環境の整備充実への取組 

徳久 善也 教頭 高知県立高知小津高等学校 適切な公務管理による円滑な学校運営 

中山 昭和 教頭 高知県立山田養護学校 学習環境や公務管理の充実 

東 博幸 事務長 高知県立高知小津高等学校 学校事務における円滑な学校運営 

 

土佐の教育奨励表彰（管理職を除く職員の継続的な研究実践の取組を表彰） 

受 賞 者 所   属 受  賞  内  容 

依岡 八代緯 教諭 高知市立一宮小学校 国語科教育を重視した学級経営 

長瀧 由美 教諭 高知市立春野西小学校 算数指導を基盤とした児童の育成 

丹下 真知子 養護教諭 高知市立一宮中学校 健康管理及び教育相談の充実 

池 恭子 教諭 高知市立養護学校 学校経営の中核となる取組 

野村 朝美 教諭 高知市立潮江中学校 読書環境の整備充実への取組 

中平 定人 教諭 高知県立須崎高等学校 学習環境整備及び教育相談活動の充実 

石川 律子 教諭 高知県立春野高等学校 授業改善及び学校運営の中核的な取組 

上岡 砂由美 教諭 高知県立高知農業高等学校 進路指導及び教科指導の充実 

 

土佐の教育実践表彰（主に若手・中堅職員の優れた教育実践を表彰）        ＜敬称略＞ 

野地 真由美 土居 ゆかり 今久保 美佐 川村 由紀子 門田 斉美 中村 佐代 

目良 裕昭 矢野 浩衣 三好 文 山中 幸蔵 植木 喜美子 篠田 裕次 小学校関係 

岩井 千恵美      

南 智恵 溝渕  文子 五百蔵 志保 山岡 由賀 伊藤 美和 水野 純一 
中学校関係 

中内 康幸 北添 忠 高橋 佳奈 山﨑 開巳   

萩原 陽子 恒石 芳彦 村上 吉隆 小松 奨 中井 秀次 山本 貴子 

澤田 朝子 藤原 章弘 米女 啓司 川田 千砂 矢野 元朗 髙橋 美保 

村上 志保 田中 和恵 仙石 理世 宮地 秀伸 山本 賢司 松本 和弘 

岡澤 さわ 中山 ふみ子 山中 智子 下元 史子 山沖 一也 立間 好枝 

高等学校・ 

特別支援学校

関係 

三谷 真知 増井 孝弘     

 

５つの改革奨励賞 

受 賞 者 所   属 受  賞  内  容 

大嶋 登喜子 指導員 いの町放課後児童クラブ 放課後子どもプランの推進 

 

※ その他 384 名の方が勤続表彰を受けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の児童生徒表彰（後期分）推薦の受付期日は H22.1.14（木）です 
 

 児童生徒表彰は、県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童生徒を対象に、善行、ボランティア、芸術、文化、

スポーツ等において他の児童生徒の模範となる活動や功績が顕著であった皆さんを表彰し、その努力と成果をたたえることを目

的としています。 

平成 21 年度高知県児童生徒表彰受賞候補者推薦の受付が平成 22 年１月 14 日（木）までとなっています。積極的にご推薦

いただけますようお願いします。 

推薦要項、推薦基準、推薦書などは、教育政策課のホームページ（http://web2.pref.kochi.jp/~sinsei/data/310101/4/）に

掲載しておりますので、ご覧ください。                                          教育政策課 人事企画第二担当

(TEL)088-821-4569
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◎全国生涯学習フォーラム高知大会 平成 22 年 11 月に開催決定！ 

 官民協働の生涯学習を通じて、地域をどのように変革していくのかをテーマに掲げ、

本県の課題解決に取り組む姿勢を全国に発信するとともに、先駆的・先導的に生涯学習の振興に取

り組んできた全国の方々との交流を深め、県民の生涯学習に対する機運を高めます。さらに、土佐・

龍馬であい博との連携のもと、本県の魅力を最大限に発揮する大会とします。 

 本大会では「協働」、「持続」、「発信」を開催コンセプトとして事業展開をしていきます。 

 

■大会開催期間は１１月２０日（土）～２２日（月）の３日間です。 

■高知大会から新たに「テーマ別フォーラム」を実施します。 

各テーマごとにプロジェクト委員会等を設置して実践・協議を進め、高知モデルを発信するとともに、フォーラム

当日は、その成果の報告やシンポジウム、基調講演等を行います。 

 

 

① 環境保全活動におけるＮＰＯ等との連携と環境教育  ② 地域再生における高等教育機関の果たす役割 

 ③ 学校を核とした地域コミュニティの再構築         ④ 人材育成とキャリア教育 

■かるぽーと会場では「総合開会式」、ぢばさんセンター会場ではブース展示の「生涯学習情報発信市」

や本県の食文化をアピールする「地産外商・食育展」、県民体育館では「芸術・文化ライブステージ」

等、様々な行事を開催します。 

■閉会式には「教育の日」の宣言を行います。 

■６月から１１月末までの協賛事業実施期間とし、特色ある市町村主催事業や広域事業、社会教育団体

等と連携した事業等の展開する予定です。 

生涯学習課 全国生涯学習フォーラム推進室  
 (TEL)088-821-4661

 

 
お知らせ 

◎行事予定（12 月、１月の主なもの）＜注＞現時点での予定です。日程の都合により変更される場合があります。 
 

平成２１年１２月 

４日 高知県小中学校長会研究大会教育問題研究協議会（高知市 高知会館 １０時２０分～） 

５日 じんけんふれあいフェスタ 2009ｉｎすさき＜人権作文表彰＞（須崎市 市民文化会館 ９時 30 分～ ） 

１０日 全地婦連・四国ブロック会議 第一日目（高知市 桂浜荘 １３時３０分～ ） 

 １１日 全地婦連・四国ブロック会議 第二日目（高知市 桂浜荘 ９時～ ） 

１３日 じんけんふれあいフェスタ 2009 ｉｎとさしみず（土佐清水市 市民体育館 ９時３０分～ ） 

１８日 「対話と実行」座談会（高知市 高知南高校 16 時～ ） 

２１日 定例教育委員会（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13 時 30 分～ ） 

 

平成２２年１月 

  ６日 県立学校長会（高知市 教育センター分館 10 時～ ） 

 １９日 定例教育委員会（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13 時 30 分～ ） 

２１日～２２日 

 第２６回（財）日本中学校体育連盟研究大会高知大会（高知市 新阪急ホテル １２時４５分～ ） 

 ２４日 全国読書フェスティバル in 香南 文化芸術懇談会（香南市 のいちふれあいセンター ９時～ ） 

 ３１日 高知県子ども会連合会４０周年記念式典（高知市 高知会館 １２時～） 

 

 

  

 

＜発行者＞ 編集後記 

「夢のかけ橋」第７号をお届けします。 高知県教育委員会事務局

教育政策課

(TEL)088-821-4731

(FAX)088-821-4558

(E-mail)310101@ken.pref.kochi.lg.jp

今号では、文部科学大臣表彰と高知県教育委員会の表彰を受賞された学校や教職

員の皆様をご紹介いたしました。また、１２月上旬に開設される教科研究センター

（本部）についてもお知らせしています。是非、積極的にご活用ください。 

本広報紙への感想や、ご要望がございましたら、発行者までお寄せください。 

 

教育委員会ホームページ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/ 


