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教科研究センターより

「教科研究センター」です!
平成２１年度に県内４か所に教科研究センターを開
設し、およそ１年半が過ぎました。利用者数も増え、
平成２２年度の延べ利用者数は約 4000 人に達して
います。

子どもたちのためになる授業
どもたちのためになる授業をしたい
授業をしたい !
利用者は、学校の教職員や、教員を目指している方

たり、教材作成を支援したりしています。アドバイザ

などさまざまです。教科研究センターの資料や機器を

ーの名前と勤務日時、及び開室時間などは、教科研究

使って教材づくりをしたり、学習指導案を考えたり、

センターのホームページで確認できます。

教員を目指して勉強したり…。
■今春、各センターに約１００冊ずつ新着図書が入り
■今春、各センターに約１００冊ずつ新着図書が入り

利用する先生方の思いは、子どもたちのためのよい
授業づくり。でき上がった教材からは、豊かに学んで

ました

いる子どもたちの姿が目に浮かびます。

所蔵資料については、教科研究センターホームペー

≪主な所蔵資料≫
◎教育関係書籍
・本部 731 冊・東部 481 冊・中部 481 冊・西部 492 冊
◎教育雑誌
・本部 30 種類・東部、中部、西部各 29 種類
◎教科書（本部・中部・西部は教科書センター）
◎学習指導案 約 1300 本
◎ビデオ、DVD（学習指導法、資料、授業映像等）

■授業のプロがアドバイス
■授業のプロがアドバイスします
アドバイスします

・本部 251 本・東部 44 本・中部 59 本・西部 44 本

現在、本部４名、東部２名、中部４名、西部３名の

◎シラバス（高等学校）

アドバイザーの先生と、東部と西部各１名の事務補助

・H.20 年度 10 校分、21 年度 16 校分、22 年度 35 校分

員が、利用者に対応しています。
アドバイザーは、これまで校長等の職を務めてこら

ジから教育資料検索システム等を使って調べることが

れたベテランの先生方です。
それぞれの経験を生かし、

できます。

授業づくりや子どもたちの指導に関する相談に対応し
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■今年もやります！ 授業づくり講座

実施要項は、高知県教育センターのホームページに

昨年度は、延べ１７２名の方に参加いただいた教科

掲載していきます。多数の参加をお待ちしています。

研究センター講座（授業づくり講座）
。今年はさらに内
■「まなｎｅｔ」
（教科研究センター便り）創刊

容の精選と充実を図り、６月、７月、１０月、１１月
の４回、中部・西部の２会場で開催する予定です。県

５月から月刊で、教科研究センター便りを発行し

内の教職員及び教員を目指す人を対象者とし、授業づ

ます。教科研究センターのホームページに掲載しま

くりの基礎・基本に関する講義・演習を行います。

すので、ぜひご覧ください。

○教科研究センターの問い合わせ先
本部（教育センター２階）TEL/FAX 088-866-3903

中部（中部教育事務所２階）TEL/FAX 088-893-6597

東部（安芸総合庁舎２階）TEL/FAX 0887-34-8051

西部（幡多総合庁舎３階）TEL/FAX 0880-35-6251

○教科研究センターのホームページアドレス

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

昨年度は、約４０００名の皆様にご利用いただきました。
授業づくりに役立っています。

県内大学における教員免許更新講習の開設予定について
平成２３年度の県内大学の教員免許更新講習の開設予定は下表のとおりです。
開設講座名や日程などの詳細は、各大学の実施要項、ホームページ等により、各自でご確認ください。
なお、平成２４年３月３１日が最初の終了確認期限となる方は、平成２４年１月３１日
平成２４年１月３１日までに教員免許更新講習
平成２４年１月３１日
を履修のうえ、教育政策課に修了確認申請を行って下さい。
受講漏れや手続き漏れとならないようにお早めの手続きを行っていただくようお願いします。
◎高知大学
講習実施月 募集期間
6月・7月
4月18日(月)～5月2日（月）
8月・9月
6月6日（月）～6月24日(金)
10月・11月
8月8日（月）～8月26日(金)
12月
10月11日(火)～10月28日(金)
（問合せ先）
高知大学学務課教員免許状更新講習係
TEL 088-844-8978, 8176
E-mail: koushin@kochi-u.ac.jp

◎高知工科大学
講習実施月 募集期間
8月
6月6日（月）～7月8日（金）
（問合せ先）
高知工科大学 教務部（代表）
TEL 0887-53-1113
E-mail: academic@ml.kochi-tech.ac.jp

◎高知県立大学
講習実施月 募集期間
8月
5月1日（日）～6月30日(木)
（問合せ先）
高知県立大学 学生課教員免許状更新講習担当
養護教諭，家庭科教諭向け ： 池キャンパス
TEL 088-847-8577
国語教諭，英語教諭向け ： 永国寺キャンパス
TEL 088-873-2157
E-mail: kyoumu@cc.u-kochi.ac.jp

◎高知学園短期大学
講習実施月 募集期間
8月
5月23日（月）～6月24日（金）（予定）
（問合せ先）
高知学園短期大学 教務庶務課
TEL 088-840-1664
E-mail: kyoumu@kochi-gc.ac.jp
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県教委の動き
◎着任のあいさつ～４月の人事異動により、教育次長、事務局課長の異動がありました。
このほど教育次長に就任しました岡﨑順子です。
教育委員会には、平成１５年度から１６年度まで、こども課長として在籍してお
り、７年振りとなります。この間、学力の向上や生徒指導上の諸問題など、本県教
育の抱える課題が深刻化する中、教育委員会ではその解決に向けて学校現場ととも
に取り組んできております。とりわけ、平成２０年７月には「緊急プラン」を策定
し、取組みのさらなる加速化を図っているところです。今年度はプランの目標最終
年度に当たりますことから、目標達成に向けて最後の詰めを行わねばなりませんし、
この度の東日本大震災を受けて、本県の教育現場における震災対策など早急に取り
組むべき事案もございます。
高知の未来を担う子どもたちをしっかりと育成するため、これから全力で頑張っ
ていきますので、よろしくお願いします。
教育次長 岡﨑 順子

教育政策課長の田中と申します。
当課は、
「教育政策の企画立案や総合調整」のほか、
「教職員の人事管理や研修、採用、教職員の給与」
などの業務を行っております。今年度は、
「学ぶ力を
育み心に寄りそう緊急プラン」の最終年度にあたり
ますことから、施策の検証改善や進行管理を徹底し
てまいります。また、１１月１日の「志・とさ学び
の日」では、県民の皆様に教育について理解や関心
を深め、実際に行動していただくための契機となる
よう教育データの公表なども行っていきたいと考え
ています。本県教育課題の解決に向けて全力で取り
組んでいきますので、よろしくお願いします。

４月に幼保支援課長に着任しました市川です。
当課では、乳幼児の健やかな育ちのために保育園
と幼稚園に関する業務を一体的に推進しています。
今になって自分の子育て（奥さん任せで偉そうには
言えませんが・・・）を振り返ると、乳幼児期の人
格形成の基礎となる重要なものということをあまり
意識していなかったように思います。その分、今の
仕事では十分意識し、頑張っていきたいと思います
のでよろしくお願いします。
幼保支援課長 市川 広幸

教育政策課長 田中 宏治

４月から特別支援教育課長として着任しました田
中信一です。
当課は、発達障害を含めたすべての障害のある子
どもたちが、生活や学習上の困難を改善または克服
するための、適切な指導や支援を行うことを目的と
して、様々な業務を担当しています。スタッフは課
長を含め６名とコンパクトですが、幼稚園・保育所
から小、中、高、特別支援学校までと、守備範囲は
とても広いことが特徴です。障害のある子どもたち
が自己肯定感を感じながら、生き生きと学習にでき
る体制づくりに全力で取り組みますので、よろしく
お願いいたします。

生涯学習課長の平野博紀と申します。
これまで９年間、文部科学省に勤務しておりまし
た。生涯学習課では、県民一人ひとりが、学びを通
じていきいきと充実した人生を送ること、家庭・地
域・学校の密接な連携のもと、子どもたちが希望に
満ち健やかで豊かに育つことを目指して、様々な施
策を進めています。本県の教育をめぐる状況には、
依然として厳しい部分があると感じておりますが、
これまでの改善への動きをより一層確かなものとす
るために、私としても力を尽くしてまいります。よ
ろしくお願い申し上げます。

特別支援教育課長 田中 信一

生涯学習課長 平野 博紀
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人権教育課の吉田です。
当課は、一人ひとりが大切にされる学校や社会づ
くりをめざしています。学校教育においては、人権
尊重を基盤とした学校経営、学級経営、教科経営等
によって児童生徒一人ひとりの状況をしっかり見取
り、適切な指導や働きかけが県内の全ての学校で具
体的に実践されるように支援していきます。
また、社会教育においては、市町村の人権教育リ
ーダーを支援すること等により、人権が尊重される
社会づくりを推進していきたいと考えています。ど
うかよろしくお願いします。

新図書館整備課長の渡辺です。
当課は４月に新しく設置され、県立図書館と高知
市民図書館を追手前小学校敷地に合築して誕生する
新図書館等の整備に、高知市と一緒に取り組んでい
ます。
現在、昨年度末に策定した基本構想に基づいて、
基本計画を作成しています。今年度内には基本設計
を終え、来年度の実施設計、そして、平成２５年度
の建設着手に向けて県市が一丸となって取り組んで
いきますので、ご支援・ご協力をよろしくお願いし
ます。

人権教育課長 吉田 弘章

新図書館整備課長 渡辺 憲弘

◎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２３
平成２３年
２３年 6 月
１日 高知県都市教育長協議会（高知市 高知市役所たかじょう庁舎 １４時３０分～ ）
４日 高知県小中学校 PTA 連合会総会（高知市 高知会館 １３時３０分～ ）
１１日 高校生を対象とした自転車交通安全リーダー研修会（いの町 運転免許センター １４時～ ）
１４日 第１回産業教育審議会（高知市 共済会館 １４時～ ）
１６日 全国埋蔵文化財法人連絡協議会（高知市 高知会館 １４時～ ）
１８日 高知県高等学校 PTA 連合会総会（高知市 高知会館 １５時～ ）
１９日 PTA・教育行政研修会＜幡多地区＞（黒潮町 黒潮町社会福祉センター １３時３０分～ ）
２３日 高知県社会教育委員会（高知市 県庁西庁舎教育委員室 １３時～ ）
２８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２３
平成２３年
２３年７月
２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～ ）
３日 スポーツ指導者講習会＜東部地区＞（芸西村 芸西村憩ヶ丘運動公園体育館 ９時３０分～ ）
９日 スポーツ指導者講習会＜西部地区＞（黒潮町 土佐西南大規模公園体育館 ９時３０分～ ）
１０日 スポーツ指導者講習会＜中部地区＞（高知市 県民体育館 ９時３０分～ ）
〃

高知県 PTA 研究大会 （高知市 追手前高校 １３時～ ）

１６日 PTA・教育行政研修会＜土長南国地区＞（土佐町 土佐町中学校 １３時３０分～ ）
２６日 定例教育委員会（高知市 県庁西庁舎教育委員室 １３時～ ）
〃

薬物乱用防止教育研修会（高知市 高知城ホール １３時～ ）

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

編集後記

＜発行者＞

「夢のかけ橋」第 16 号をお届けします。
少し肌寒かった 4 月が終わり、風薫る 5 月となりました。東日本大震災に関す
るニュースでも、少しずつ明るい話題が聞こえてくるようになりました。私たち
も、高知のすべての子どもを守るため、防災教育（避難訓練等）の徹底を図って
いきましょう。
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

