
 

 

 

 

 

 

 

 
公立高校の授業料

が行われようとしています

私自身は、無償化

にするということではなく

の世代の育成のために

財源を割いて頂戴

であると理解しています

最近、国際的な

査、PISA において

ンドの子どもたちが

位の成績を上げていることから、その

注目を浴びています。 

同国の教育は無償ですが、フィンランドの

者は、「教育の目的は次の世代の Tax Payer

を育てることにある」と明言しています

ために、絶えず教育の在り方を見直し

ることなく、社会の変化に対応した教育

しています。 

我々教育関係者を始め、生徒、保護者

奨学金を大切に使い、個々の生徒の持

最大限に伸ばしつつ、しっかりと社会

 

 

 

 

高知県教育委員会

２０年度に、中学校

喫緊の課題解決を

力向上・いじめ問題等対策計画

を策定し、２１

１０年間を見通

体系的な計画として

育振興基本計画

ど、教育改革の

ます。 

本県の児童生徒の現状を見た時に

課題とともに、不登校や暴力行為などの

の問題にも大きな課題があります。 

このため、平成２２年度から、児童生徒

夢 の 
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授業料の無償化

われようとしています。 

無償化は「タダ」

にするということではなく、次

のために、貴重な

頂戴する「奨学金」

しています。 

な学習到達度調

において、フィンラ

どもたちが常に最上

その教育が国際的に

フィンランドの学校関係

Tax Payer、納税者

しています。そしてその

し、慣例に捉われ

教育の改革を実施

保護者は、いただく

持つよいところを

社会に出てゆくこと

を目指さなくてはなりません。

学金以上の成果を社会に還元することがぜひとも

です。 

教育の成果は、生徒が社会に

きると信じています。そのためには

に出て行ったかを正確なデータに

校の教育の在り方を社会との関係

納税者の期待に応えなくてはならないと

また、高校だけでその教育が

りません。それまでの小学校、

にあります。それであれば、期待

得るためには、社会との関係において

を考えることも一層必要でしょう

さらに、高校を卒業して大学

する場合には、これら学校を卒業

の出て行き方を見極めなくてはなりません

連携しつつ、生徒一人一人の持

に発揮できる、的確な進路を求

 

高知県教育

高知県教育委員会では、平成

中学校の学力など

を図るため、「学

問題等対策計画」

２１年度には、今後

見通した総合的かつ

として「高知県教

育振興基本計画」を策定するな

の取組を進めてい

に、学力における

などの生徒指導上

 

児童生徒に自尊感

情や規範意識などを育み、豊

を目的とした「心を耕す教育

いくこととしています。その

核的な取り組みとして位置付

徳教育に取り組む体制づくりや

るための取組を行います。 

また、学校図書館活動の活性化

推進し、子どもの豊かな感性

成していきます。 

このような取り組みを通して

自尊感情や規範意識などを育

培っていきたいと考えています

 

高知県教育長

 か け 橋 
だより ～ 第９号 ～ 

 

平成平成平成平成

 

無償化について 

推進します 

第９号（平成 2２年３月発行） 

。そして、いただいた奨

することがぜひとも必要

に出たときの姿で評価で

そのためには、どのように社会

なデータに基づいて精査し、高

関係において再度点検し、

えなくてはならないと考えます。 

が閉じているわけではあ

、中学校の教育の延長上

期待される結果を高校で

において、小・中の教育

でしょう。 

大学や専修学校などに進学

卒業した時点での社会へ

めなくてはなりません。各学校と

持つ能力が社会で最大限

求めることが望まれます。  

高知県教育委員長 河田 耕一 

豊かな人間性を培うこと

教育」を総合的に推進して

その中では、道徳教育を中

位置付け、学校が組織的に道

づくりや道徳の指導力を高め

 

活性化や家庭での読書を

感性や思考力・表現力を育

して、本県の児童生徒に

育んで、豊かな人間性を

えています。 

高知県教育長 中澤 卓史 

平成平成平成平成22222222 年（年（年（年（2010201020102010 年）年）年）年）    
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◎全国生涯学習フォーラム高知大会の「ロゴマーク・キャッチフレーズ」が決定しました！ 

２月２４日（水）高新文化ホールで開催しました第２回全国生涯学習フォーラム高知大会実行委員会におきま

して、大会の実施計画が承認され、下記のとおり大会ロゴマークとキャッチフレーズが決定しました。今後は、

実施設計に向け、詳細な事業内容を順次決定していきます。 

   

 

まなび愛 つなげ龍馬の「志」 
  

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

HP：http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/ 

 

◎教員採用の募集要項の配布が始まります 

県教育委員会では、人物に優れ、専門性の高い教員を採用することができるよう、常に教員採用審査についての改善

を行っています。平成２３年度採用選考は、昨年度同様、募集要項の発表を３月下旬に、受付期間を４月下旬から５月

中旬に行う予定です。 

なお、募集要項は、教育政策課のホームページ（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/）に掲載します。 
 

◎２２年度も採用説明会・採用勉強会を開催します 

高知県の教員採用の状況や選考審査の内容を示し、受審希望者への意欲の喚起を促すことを目的として、採用説明会

を４月中旬に開催する予定です。 

平成２１年度に実施した採用説明会は、４月下旬より３日間、５会場で実施し、７８３名の方にご参加いただきまし

た。参加された方からは、次のような感想をいただきました。 

 

 

 

 

本説明会が、採用審査へ向けた準備のためだけではなく、教員としての資質・指導力の向上に繋がっており、有意義

な内容になっていることが確認できたことが嬉しく思います。 

 平成２３年度採用選考では、東京都との協調選考を実施する等、選考審査の一部変更を予定しています。受審を希望

される皆さまが不安を持つことなく臨めるよう、採用説明会において、分かりやすい説明をするように留意します。 

 また、本県の求める教師像が具体的にイメージできるように、２１年度同様、１２月下旬から採用勉強会を実施す

る予定です。                                     教育政策課 人事企画第一担当  (TEL)088-821-4568 

                       

このロゴは高知県の地形を表現したもので、 

                 輪になって集う３世代の人々の交流もイメージ 

しています。 

                  シンボルカラーは、赤珊瑚の珊瑚朱色、特産品の 

柚や文旦などの柑橘類を表現する花葉色、太平洋の荒

波をイメージした瑠璃色です。 

     大会公式ロゴマーク 

トピックス 

キャッチフレーズ 

○ 高知県が求める教師像が明確で、それに沿って公正な審査が行われており、教師を目指すという気持ちをより高めてくれた説明会だった 

○ 高知の教育のために、子どもたちのために自らスキルアップを図っていかなければという思いを強くした 

○ 面接や作文の流れ、評価のポイントなどが非常に明確にされていて、受審する側としての情報が知れて良かった 
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◎高知県立青少年センターの主催事業の参加者を募集しています    
高知県立青少年センターでは、平成２２年度主催事業を下記の一覧表のとおり計画しました。本年度から募集

の方法が変更になり、スポーツ以外の全ての事業の第１次締め切りは４月３０日第１次締め切りは４月３０日第１次締め切りは４月３０日第１次締め切りは４月３０日となっています。締め切り後の

申し込みは、定員に満たない事業やキャンセルのあった場合のみの募集となります。    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 日 曜 事業名 参加対象者 会場 定員 内容 その他 

５ 

15 土 宇宙の中の地球 小学４～6年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー 40名 宇宙の誕生と広さ、月と地球の関係等 

22 土 
第1回化石を 
見つけよう！ 

小学４～6年 
(保護者同伴) 

安田町唐浜に集合 
→県立青少年ｾﾝﾀ  ー

20組 化石採集と化石についての学習 

29 土 
第2回化石を 
見つけよう！ 

小学４～6年 
(保護者同伴) 

安田町唐浜に集合 
→県立青少年ｾﾝﾀ  ー

20組 化石採集と化石についての学習 

６ 

６ 日 
マンガ教室 

（3回連続講座） 

小学４～ 

中学３年 
県立青少年ｾﾝﾀ  ー 40名 

講師：村岡マサヒロ 
3回連続の講座 

3回とも出席が条件 
13 日 

20 日 

７ 

22 木 世界の製造業ﾂｱ  ー 小学４～6年 
県立青少年ｾﾝﾀ  ー
→バスで移動 

30名 国内や世界で活躍している製造業を見学 

28 水 
地場産業ﾂｱ  ー

(土佐打ち刃物) 
小学４～6年 
(保護者同伴) 

現地集合･解散 
(土佐山田町を予定) 

10組 香美市の地場産業の土佐打ち刃物を見学 

８ 

13 金 太陽系惑星の特徴 小学４～6年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー 40名 野外炊飯の後ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑや星空観察を実施 

19 木 のいちキャンプ村 

（2泊3日） 
小学４～6年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー

4.5年男女各4名 

6年男女各8名 

実費 約4000円 

野外炊飯とのいちヶ原決戦 21 土 

27 金 のいちキャンプ村 

（1泊2日） 
小学１～３年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー

1.2年男女各4名 

3年男女各8名 

実費 約2500円 

川遊び､ｶﾚｰづくり､餃子ながし 28 土 

９ 11 土 
70cm反射望遠鏡で

宇宙を見よう! 

小学４～6年 

(保護者同伴) 

芸西天文学習館 

(芸西村) 
20組 星空の話と星空観察 

10 

16 土 地球の生い立ち!ｼﾞｵ
ﾊﾟｰｸで知ろう! 

（1泊2日） 

小学４～6年 
県立青少年ｾﾝﾀ  ー

(宿泊) 

室戸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ 他 

40名 
室戸ジオパーク見学の後現地で化石採集→セン

ターに帰着後、野外炊飯と化石学習 

食費宿泊費等1100円必要 17 日 

23 土 
地球圏･ﾛｹｯﾄ･宇宙ｽﾃ

ｰｼｮﾝを知ろう 
小学４～6年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー 40名 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄの製作と打ち上げの後、講話 

24 日 音楽家体験 小学４～6年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー 15名 楽器体験と指揮者体験 

12 25 土 門松づくり 
小学1～6年 

(保護者同伴) 
県立青少年ｾﾝﾀ  ー 25組 材料費300円が必要 

１ 
22 土 君も化石博士になろ

う！ 
（1泊2日） 

小学４～6年 

県立青少年ｾﾝﾀ  ー

(宿泊) 
佐川地質館 他 

40名 

佐川地質館見学後現地にて化石採集→センター

に帰着後、野外炊飯と化石学習 
食費宿泊費入館料計1200円必要 23 日 

4／24(土) 5／30(日) 
7／19(月) 8／21(土) 

10／31(日)11／13(土) 
12／ 4(土)12／18(土)  
1／15(土) 2／20(日)  

3／19(土)  

わいわい 
ﾁｬﾚﾝｼ  ゙

小学４～6年 県立青少年ｾﾝﾀ  ー
各回20～40名 

実施する種目によっ

て毎回異なります。 

オリンピック実施種目からニュースポーツまで
いろいろな種目を実施します。 

種目・講師については各競技団体と調整中のた

め、申し込みや内容の詳細については後日お知
らせします。 

５ 

15 土 

高知くろしおｷｯｽﾞチ
ャレンジ１ 

小学４～6年 

県立青少年ｾﾝﾀ  ー

どなたでも参加して
チャレンジできます。 

４年約４０名程度と 
5．6年若干名を選考します。 

16 日 
土佐西南大規模公園 

体育館(黒潮町) 

29 土 
春野総合運動公園 
体育館(春野町) 

６ 
13 日 高知くろしおｷｯｽﾞチ

ャレンジ２ 
ﾁｬﾚﾝｼﾞ１で 

選考された者 

県立青少年ｾﾝﾀ  ー 4年生約40名 
5.6年生若干名 

4年約20名、5.6年若干名を 
「高知くろしおキッズ」に認定 19 土 高知市東部体育館 

１月～２月 平成２３年度「高知くろしおキッズ」の募集(チャレンジ)を上記と同様な内容で実施します。詳細は後日お知らせいたします。 

１ 方法 
任意の用紙に右記のとおり必要事 

項を記入の上、事業ごとに作成事業ごとに作成事業ごとに作成事業ごとに作成し、し、し、し、    
青少年センターまで封書封書封書封書でお申し込 

みください。 
 一つの封書に複数枚（複数事業の 
申し込み）を入れて送って頂いても 

かまいません。 
右記様式は高知県立青少年センタ 

ーのホームページからダウンロード 

可能です。 
 
＜アドレス＞ 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310405 

＜参加申込書様式＞ 

事業名： 

参加者氏名： 

保護者氏名 

〒住所： 

学校名： 

学年： 

電話番号： 

緊急時連絡先 

(携帯電話番号)： 

その他知っておいて欲しいこ

と等： 

平成22 年度高知県立青少年センター主催事業一覧 

２ 送付先  〒781-5232 香南市野市町西野303－1 

     高知県立青少年センター TEL(0887)56-0621 

３ 注意事項 
●第第第第1111次申し込みは次申し込みは次申し込みは次申し込みは4444月３０日（金）月３０日（金）月３０日（金）月３０日（金）

必着必着必着必着です。 
締切日までは「１方法」により申

し込みしてください。 

定員を超過した場合には抽選とし
ます。 
抽選結果のお知らせや事業の詳細

は、後日連絡します。 

●定員に満たない事業やキャンセル
があった場合には、随時受け付けし

ます。 
電話でお問合せ・お申込みくださ

い。 

●「わいわいチャレンジ」及び「高
知くろしおキッズ」の２事業につい

ては、後日別紙により詳細をご案内
の上、募集要項を配布しますのでそ
ちらをご覧ください。 

４ 備考 
●ご記入いただいた個人情報は、当

センターの事業以外に使用しませ
ん。 
●活動中に撮影した写真等をパンフ

レットやホームページ等に使用させ
ていただく場合がありますのでご了
承ください。なお、不都合がある場

合は事前にご連絡ください。 
●参加費以外に保険料が必要な事業

があります。保険は、傷害保険の適

応範囲の保証となります。 

●『星空シリーズ』『化石シリーズ』

は、先生方も参加できます。ぜひ参

加していただき、子どもたちへの授

業に活かせて頂きたいと考えていま

す。申し込みが必要ですので青少年

センターまでお問い合わせくださ

い。 

申し込みについて 
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◎高知県立図書館で点訳パソコン・点字プリンタが使えます 

 

目の不自由な方のため

にちょっとしたお知らせ

などを点字にしてお渡し

したいと思いませんか？ 

 テキスト・ファイルが

あれば、簡単にパソコン

で点訳できます。さらに、

その点訳した文章を点字

プリンタで打ち出すことができます。もちろん、その場

で入力して点字にすることもできます。 

 操作は普段、パソコンを使っていらっしゃる方なら、

きわめて簡単です。 

 ご利用を希望される方は、そのむね、高知県立図書館

にご連絡ください。ご連絡いただければ県立図書館３階

の部屋を確保します。 

 なお、このパソコンでは、音訳ファイルの編集もでき

ます。今、デジタル音訳の世界的な規格になっている

DAISYに対応したものです。こちらの方のご利用を希望

される方も併せてご連絡ください。 

高知県立図書館  

(TEL)088-872-6307 
HP: http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/ 

 

 

◎行事予定（４月、５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２２年４月 

１日 新採教員辞令交付式（高知市 高知市文化プラザかるぽーと ８時３０分～ ） 

新採職員辞令交付式（高知市 県庁西庁舎教育委員室 １３時～ ） 

  ２日 親育ち支援アドバイザー委嘱式（高知市 県庁西庁舎教育長室 9 時３０分～ ） 

５日 新入学児童への防犯ブザー・防犯笛・交通安全傘贈呈式（高知市 県庁西庁舎教育長室 １０時～ ） 

８日 高知県市町村教育長会議（高知市 高知会館 １３時３０分～ ） 

 １３日 県立学校長会議（高知市 共済会館 ９時３０分～ ） 

     地区別公立小中学校校長会（高知市 教育センター分館 １３時～ ） 

１６日 県立学校副校長・教頭会議（高知市 教育センター分館 １０時～ ） 

    高知県町村教育長総会・研修会（高知市 共済会館 １４時～ ） 

２１日・２２日 教育委員会事務局新任職員研修（高知市 教育センター分館 ９時～ ） 

２２日 地区別公立小中学校校長会（安田町 安田町文化センター ９時３０分～ ） 

    地区別公立小中学校校長会（須崎市 須崎市立市民文化会館 １３時１５分～ ） 

２３日 県立学校事務長会議（高知市 教育センター分館 １０時３０分～ ） 

２６日 地区別公立小中学校校長会（黒潮町 ふるさと総合センター ９時３０分～ ） 

    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５月 

 １１日～１４日 子どもの体力向上指導者養成研修（高知市 県民体育館、春野総合運動公園ほか ） 

２５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～ ） 

 ２６日 全国生涯学習フォーラム高知大会第３回実行委員会（調整中） 

 

 

 
  

 

お知らせ 

編集後記 

「夢のかけ橋」第９号をお届けします。出会いと別れの季節、春を迎えました。学校では、

卒業・入学・進級、職場では、退職・採用・異動と周りの環境が大きく変わります。心と体の

健康に気をつけて、新しい年度を迎えましょう。 

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/ 
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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 


