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子どもたちの学力が定着

していないのはなぜなの

か？ 

これまで、様々な要因があ

げられてきました。例えば、

「家庭環境が良くない家庭

が多いから」、「経済状況が悪

いから」、「中学校では私立学

校に進学するから」、「教員の

指導力や校長のリーダーシップが足りないから」など

です。 

しかし、この問題は、これらの様々な要因をただ並

べてしまうと問題の本質が解りづらくなり、どこから

対策を講ずればよいのかも解らなくなってしまいます。 

そこで、根本的に考えてみてください。 

子どもたちの学力が定着していない直接的な原因は、

「子どもたちが勉強していない」若しくは「勉強して

いても仕方が悪い」ことにあります。 

では、「なぜ勉強していないのか」を分析すると、そ

こには家庭環境や宿題の提供などの問題が、また「な

ぜ勉強の仕方が悪いのか」を分析すると、そこには学

校・教員の指導などの問題が影響していると考えられ

ます。 

このように、県教委では原因をわかりやすく整理し、

それぞれの課題に応じた取り組みとして、放課後の学

習環境づくりや学習習慣を定着させるための人的支援

などを行っています。 

学校現場においては、児童生徒一人ひとりの学力の

定着状況についてしっかりと把握し、それぞれの状況

に応じ課題と対策を整理し、指導、支援を確実に行っ

ていただくようお願いします。 

高知県教育長 中澤 卓史 

 

 

 

◎新型インフルエンザへの対応について ～学校全体で感染症の予防を～ 
  

平成２１年５月１６日に日本国内で初めての新型イ

ンフルエンザの感染者が確認されました。その後、兵

庫県や大阪府など関西圏の学校を中心に、すさまじい

勢いで感染が拡大しました。 

学校は集団生活の場であり、多数の児童生徒が長時

間１つの部屋で隣り合って座り、授業を行うことから、

ひとたび感染者が発生すると、瞬く間に感染が広がり

ます。学校における感染症の対策は、感染が確認され

てからでは遅く、何よりも日頃の予防が大切です。予

防のポイントとしては、 

①「早ね、早おき、朝ごはん」に代表される規則正し

い生活習慣を実践し、抵抗力をつけること、②マスク

の着用、手洗い、うがい、咳エチケット、人ごみを避

ける等の感染の機会を減らす工夫をすること、③児童

生徒の健康観察を行い、早い段階で医療機関につなぐ

こと、④急に具合の悪い児童生徒が増えるなど、普段

と違った様子があれば、学校医に相談することはもち

ろん、保健所にも指導を仰ぐなど専門的な支援を受け

ることなどです。 

今後も管理職のリーダーシップのもと学校全体で感

染症の予防に取り組んでいただきますようお願いしま

す。 

 

 

 

 

スポーツ健康教育課 食育・学校給食・保健担当  

(TEL)088-821-4928
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◎子どもが健やかに育つための親育ち支援 ～子育て・親育ち推進監と親育ち支援チームが現場に伺います～ 

 

「小さいときはかわいくて素直だったのにどうして・・・・・」という保護者の悩みをよく耳にしませんか。

ご存知のように、高知県では学力の問題をはじめ、不登校・暴力行為等の教育課題が山積しています。自尊感情

が低く、自分が好きになれない・自信がもてないといった子どもの姿が多く見受けられますが、それらの原因の

一つには、乳幼児期からの成育事情や、身近な大人のかかわり方があると考えられます。乳幼児期に身近な大人

にたっぷり愛情を受けていないと、人や自分を信頼する心が育たないと言われています。また近年、親の子育て

力の低下が様々な分野から指摘されていますが、子どもたちを健やかに育むために、親の子育て力を高める、親

育ち支援が喫緊の課題となっています。 

 

高知県教育委員会では幼児教育の重要性をふまえ、昨年７月に策定した「学ぶ力を育み 心に寄りそう 緊急

プラン」の中で、５つの教育改革の推進の一つに「幼児教育改革」を掲げています。この「幼児教育改革」に示

された具体的な方策の一つとして「子育て・親育ち支援の充実」を挙げています。 

本年４月には、親育ち支援を積極的に推進するための組織として教育委員会事務局に新たに子育て・親育ち推

進監を配置するとともに、幼保支援課に親育ち支援チームを発足させました。 

このチームの主な事業内容は、保育所・幼稚園等の参観日等に出向き、就学前の保護者を対象に子どもが健や

かに成長するための親のかかわり方等について、科学的な根拠や具体的な事例も交えながら講話等を行うととも

に、保育者のスキル・アップを図ることです。 

 

これらの親育ち支援を通じて、親子の強い情緒的な結びつき（愛着）を形成することの重要性や子どもの発達

には道筋があることに気づいて欲しいと願っています。子どもの発達の道筋としては、乳幼児期に親の愛情を十

分に感じさせて愛着を形成し、それを土台として、自主性の発達、適応能力の発達、知識の習得といったプロセ

スを辿り、このステップを飛び越えることはできないと言われています。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親や身近な大人に愛されて育った子どもは、人を信じる心や自尊感情が育まれ、意欲やコミュニケーション能

力を身に付けるなど、生きる力の基礎が育まれていきます。 

 

保育現場や地域とともに、親育ち支援に根気強く取り組んでいくことで、子どもの健やかな成長や、本県の教

育課題の根本的な解決を図っていきたいと考えています。 

 

幼保支援課 親育ち支援担当 

（TEL）088-821-4889  

 

トピックス 

 

情緒の安定と情操の発達 

適応能力の発達（社会性を含む）

自主性の発達（意欲を含む） 

知識の習得
人格形成のプロセス 

「登校拒否児」新曜社

平井信義 著 参考 

愛着形成 

主体性 

人とかかわる力 
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◎「高知県教育振興基本計画」の中間取りまとめを行いました。 
 

昨年９月から検討委員会を開催し、協議を重ねてき

ました「高知県教育振興基本計画」の中間取りまとめ

を行いました。 

この中間取りまとめでは、高知県の教育を取り巻く

現状を示し、その分析を踏まえた今後の方向性や具体

的に取り組む施策などを明らかにしています。 

 取りまとめの内容は教育政策課のホームページにア

ップしていますので、ぜひご覧いただいて皆様から意

見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。  

＜「高知県教育振興基本計画」のHPアドレス＞ 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/sinkouki

honkeikaku.html 

教育政策課 教育企画担当 

（TEL）088-821-4902 

 

 
 
 
 
 
 
 

○ 課題解決に向けた要因分析を繰り返し、深く追求していたか 

○ 意識の共有は高められていたか 

○ 教育行政が組織的・継続的に取り組まれていたか 

○ 「強み」を十分に生かす取組が強化されていたか 

○ 教育的な風土づくりが具体的に進められていたか 

 
 
 
   

 

○ 郷土を愛し世界にはばたく、心豊かでたくましく創造性に満ちた子どもたちの育成 

○ 学ぶ目的や意義を自覚し、自ら学ぶ力をもった人間の育成 

 

○ 将来の基礎となる力を確実に育成する教育の実現 

○ 「強み」をさらに生かし、伸ばす教育の実現 

○ 教育による社会変革の実現 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 現状のさらなる分析と考察 

第４章 ３つの視点に基づく１０の基本方針 

第５章 基本方針に基づく今後５年間の
具体的な施策 

第３章 今後の教育振興の方向性 

第６章 計画の着実な推進と進捗管理 

第１章 高知県の教育を取り巻く現状 

目指すべき人間像 

今後の教育振興の方向性 

(1) 明るい未来を担う人づくり 

基 本 方 針 
視 点 

学校は 

教育の場であり、 

教員は 

児童生徒の教育者 

家庭は、 

子どもの教育の

最終的な責任者 

地域は、 

教育的 

風土づくり

の出発点 

教育委員会は、

教育水準を保障

する責任者 

教育委員会・学校･家庭･地域の責任と役割 

(3) 教育の質の向上と教育環境の整備 

①心身ともに健やかで「夢」と「希望」にあふれた土佐人を育てよう 

②生涯を通し学ぶ喜びに満ちた教育的な風土づくりを進めよう 

③高知県の強みを生かし、伸ばす取組を進めよう 

④教育の原点である家庭の教育力を高めよう 

⑤乳幼児教育や親育ち支援を重視し、確かな「子育て力」を育成しよう 

⑧教職員として日々 研さんし、互いに高め合う取組を進めよう 

(2) 家庭や地域の教育力の向上 

⑥放課後や週末などに積極的に学校にかかわり、地域全体で教育を支えよう 

⑦学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

⑨意欲と活力に満ちた組織的な学校づくりを進めよう 

⑩教育の基盤となる教育機関を整備・充実させよう 

「高知県教育振興基本計画」中間取りまとめの全体構成

○課題解決に向けた要因分析を繰り返し、深く追求していたか 

○意識の共有は高められていたか 

○教育行政が組織的・継続的に取り組まれていたか 

○「強み」を十分に生かす取組が強化されていたか 

○教育的な風土づくりが具体的に進められていたか



高知県教育だより 第４号（平成 21 年５月発行） 

4 

  

◎本年度も小中学校ＰＴＡとともに「早ね早おき朝ごはん」県民運動を強力に推進していきます。 

 

 小中学校の保護者に次の内容を呼びかけるとともに、

具体の目標を示し、子どもたちの基本的な生活習慣の

改善に取り組むこととしています。 

①まずは「早ね早おき朝ごはん」が基本です！ 
＊朝ごはんを必ずしっかり食べ、毎日決まった時刻におきまし

ょう。 

＊遅くとも小学生の低学年は９時、高学年は１０時、中学生は

１１時までには寝ましょう。 

② 「自ら学ぶ力」は家庭学習から始まります！ 
＊１日に小学生の低学年は３０分、高学年は１時間、中学生は

２時間は勉強しましょう。 

③ 読書は自分と向き合う最高の時間です！ 
＊１ヶ月に小学生の低学年は６冊、高学年は４冊、中学生は２

冊は読みましょう。 

④ 体力向上には「早ね早おき朝ごはん」ﾌﾟﾗｽ「運動」が

大切です！ 
＊外遊びなど毎日元気に体を動かし、休日には親子で運動する

ようにしましょう。 

 

９月・１１月・１月は『こうち家族強調月間』です。

平成２０年度は約１０，０００人の子どもたちが親子

で、あるいは子ども自ら生活改善に取り組みました。 

２１年度も継続して取り組みを進めていきますので

学校からの子どもや保護者への呼びかけを引き続きお

願いします。 

＜「早ね早おき朝ごはん」運動のHPアドレス＞ 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~syakai/shohgai/hayane/

index.html     生涯学習課 (TEL)088-821-4911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎行事予定（６月、７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６月 

 １日 高知県教育文化祭運営協議会（高知市 高知会館 15 時～ ） 

 ２日 高知県都市教育長協議会（高知市 高知会館 15 時 30 分～ ） 

 ９日 高知県定時制通信制教育振興連盟総会（高知市 高知会館 13 時～ ） 

１３日 土佐教育研究会総会（高知市 アスパルこうち 16 時～ ） 

１６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～ ） 

１７日 第 52 回全国私立保育園研究大会・高知大会（高知市 県民文化ホール 13 時～ ） 

１８日 県外求人事業所説明会（高知市 かるぽーと 8 時 50 分～ ） 

１９日 県内求人事業所説明会（高知市 かるぽーと 8 時 50 分～ ） 

 高知県教育振興基本計画検討委員会（高知市 教育センター分館 13 時 30 分～ ） 

２０日 ＰＴＡ・教育行政研修会＜高岡地区＞（須崎市 市民文化会館 13 時30 分～ ） 

２４日 人権教育推進協議会（高知市 教育センター分館 13 時30 分～ ） 

２６日 第 52 回四国地区小学校長教育研究大会高知大会 開会式（高知市 県民文化ホール 10 時～ ） 

２７日 ＰＴＡ・教育行政研修会＜幡多地区＞（四万十市 中央公民館 13 時30 分～ ） 

２９日 第１回高等学校就職対策連絡協議会（高知市 教育センター分館 10 時～ ） 

 

平成２１年７月 

  ４日 ＰＴＡ・教育行政研修会＜吾川地区＞（仁淀川町 中央公民館 13 時 30 分～ ） 

 ９日 四国地区高等学校定時制通信制教育研究協議大会開会行事（高知市 高知会館 13 時～ ） 

１２日 高知県ＰＴＡ研究大会（高知市 追手前高等学校芸術ホール 13 時～ ） 

 ２５日 ＰＴＡ・教育行政研修会＜土長南国地区＞（南国市 未定 13 時 30 分～ ） 

  

 

お知らせ 

編集後記 

「夢のかけ橋」第４号をお届けします。今回から定期に発行する号につきましては、教

職員の皆様にお届けすることといたしました。皆様に、県教育委員会の思いや取り組みな

どを共有していただき、ともに前に進んで行きたいと思います。 

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/ 

＜発行者＞ 

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
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