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「第二次高知県子ども読書活動推進計画」を策定しました
高知県で育つすべての子どもに読書の習慣を定着させ、読書の質を高めることで、豊かな感性を
醸成し、考える力や表現力を身につけるとともに、人との絆を育むために、平成２３年１０月に「第
二次高知県子ども読書活動推進計画」
（以下、
「第二次計画」という。
）を、来年度から５年間の計画
として策定しました。
本県においては、平成１８年に第一次にあたる「子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動の推進を
図ってまいりました。子どもの読書習慣の定着に向けて、全ての保育所・幼稚園等で読み聞かせ、小中高等学校では
全校一斉読書の実施等の取組が進みました。一方、県内の子どもの読書環境が脆弱であることに加え、学校外での読
書の時間が少ない、自発的な読書活動の促進に取り組む必要があること等の課題が明らかになってきました。
読書は好きですか

家や図書館で、普段（月～金曜日）
、1 日あたりどれくらいの時間、読書をしますか

全国学力・学習状況調査［H22 文部科学省］

全国学力・学習状況調査［H22 文部科学省］

「第二次高知県子ども読書活動推進計画」のポイント
見直しのポイント

目標となる取組

■家庭、地域、学校の役割の明確化
■子どもが読書に楽しむための機会の提供と環境整備のた
めの県の取組の明確化
■具体的な達成目標を掲げ、ＰＤＣＡサイクルに基づき進捗
状況を管理する仕組みづくり

○子どもの発達段階に応じた自主的な読書活動へのいざない
○あらゆる機会とあらゆる場所において読書ができる環境づくり

基本方針
Ⅰ 子どもを自主的な読書活動へいざなうために
１．家庭における子どもの読書活動の推進
２．地域における子どもの読書活動の推進
３．学校等における子どもの読書活動の推進
Ⅱ 子どもの読書活動を支える環境を整備するために
１．公立図書館等の機能の充実
２．学校図書館等の機能の充実
３．子どもの読書活動推進のための人材育成

Ⅲ 子どもの読書活動を総合的に推進するために
１．推進体制の確立
２．推進のための広報・啓発、情報の収集と提供
３．評価
４．財政上の措置

学校等における読書活動の充実が重要
★学校図書館の組織的・計画的活用の推進
（全ての教科等、教育活動全体における取組）
★学校図書館活動推進校における研究開発と普及
★キャリア教育等に位置付けた読書活動の推進
★教職員等の学校図書館活用力の向上
★学校と公立図書館等との連携の推進
★保育所・幼稚園等における読書活動の推進

第二次計画では、基本方針を受けて具体的な取組を行うこと
としています。その中でも、学校等における読書活動の充実が
特に重要と考えており、学校経営計画や教育計画に位置付ける
とともに学校図書館の活用を積極的に行い、個々の教職員が子
どもたちを読書活動へいざなってほしいと考えています。

生涯学習課 生涯学習企画担当 088-821-4629
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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２３年１１月３０日

受賞者

所属

受賞内容

岡田 健

高知県立高知丸の内高等学校

地域と連携した特色ある学校づくりの推進

村岡 治

土佐市立高岡中学校

PDCA サイクルに基づく組織的な学校運営の推進

稲田 稔明

中土佐町立大野見中学校

コミュニティ・スクールの推進及び学力の向上

高知県教育委員会表彰
～ 教育の研究及び実践に努め、その成果が特に顕著で他の模範となる学校や教職員を表彰します ～
＜表彰式＞平成２３年１１月１８日

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）
受賞校

受賞内容

室戸市立室戸小学校

授業改善に向けての研究

香南市立吉川小学校

体験的・問題解決的な学習の研究実践

高知市立追手前小学校

学校図書館教育を基盤とした研究実践

津野町立中央小学校

道徳教育の推進と組織的な研究体制の確立

四万十町立米奥小学校

コミュニティ・スクールの推進

四万十市立東山小学校

小学校外国語活動の研究推進と校内研修の充実

安芸市立安芸中学校

生活指導面での改善と授業改善への取組

高知市立横浜中学校

授業改善に向けての研究

南国市立香南中学校

授業改善に向けての研究

いの町立伊野南中学校

授業改善に向けての研究

高知県立嶺北高等学校

中高連携教育の推進

高知県立宿毛工業高等学校

キャリア教育の推進

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
高知県立高知西高等学校

受賞内容
生徒一人ひとりの実践力を培う健康教育の推進

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）
氏名

所属

受賞内容

森田

直志

校長

安芸市立安芸中学校

学力向上のための研究体制の確立

前田

志郎

校長

高知市立追手前小学校

研修体制の確立と算数教育の充実

筒井

清

高知市立鏡中学校

スポーツを通じた生徒の健全育成

才市

和彦

校長

高知県立宿毛工業高等学校

中高連携や産業教育の推進

西野

壽洋

校長

高知県立盲学校

視覚障害者の職業自立に向けた学校づくり

竹内

研介

校長

高知県立中村養護学校

児童生徒の社会自立に向けたキャリア教育

校長
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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）
氏名

所属

受賞内容

猪野 政美 教諭

香南市立野市小学校

児童を主体とした授業実践

岡﨑 康子 養護教諭

香南市立野市小学校

安心安全を保障する保健室経営

村上 美和 教諭

香美市立山田小学校

音楽科の指導を通した情操教育

篠田 裕次 総括主任

四万十市立中村南小学校

学校事務共同実施の取組

南 智恵 教諭

安芸市立清水ケ丘中学校

校内研究体制の確立

溝渕 文子 養護教諭

香南市立夜須中学校

児童生徒の心の居場所となる保健室経営

伊藤 美和 教諭

高知市立愛宕中学校

生徒の学習意欲を高める授業づくり

黒瀬 初子 教諭

土佐市立高岡中学校

英語教育の研究実践

萩原 陽子 教諭

高知県立高知農業高等学校

地域の要望や活性化に繋がる実践

下村 幸子 教諭

高知県立檮原高等学校

家庭科教育の研究実践

八木 千晶 教諭

高知県立盲学校

幼児児童生徒の社会自立に向けた取組

増井 孝弘 主任実習助手

高知県立日高養護学校

高い技能・指導力による実習の充実

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）

小学校関係

中学校関係

高等学校・
特別支援学校
関係

山嵜 弥生

相馬 光子

竹村 淳子

國澤 和美

門脇 正

内川 由美

西内 由紀

藤原 雄子

小笠原 由紀

水田 真弓

片岡 典子

田辺 敦子

博田 康明

石川 利恵

野村 由利子

瀬戸 保彦

宇佐美 佳枝

矢田 智子

川添 節子

尾崎 恵子

西原 瑞子

山本 咲月

段松 美保

竹中 知津

藤倉 千秋

井上 美貴

北川 睦美

弘田 靖明

中村 小百合

島﨑 敦子

今城 博子

高石 智恵

溝渕 由美子

中野 富美子

西村 玲子

山本 一香

山中 恵美

高橋 秀幸

横川 佐代

佐竹 佳子

岩瀬 浩通

西本 貴俊

宮﨑 久代

松本 ミヱ

吉村 聡

田村 悦子

池上 幸生

亀谷 秀英

池知 正也

久武 好直

籠尾 悦子

横山 隆行

木下 裕次郎

下山 英一

酒井 瑞雄

片岡 貴美

山下 和代

正木 生子

今岡 義則

沖 馨一郎

幼児教育改革、心の教育改革、放課後改革奨励賞
受賞機関名
高知市立旭東小学校

受賞内容
道徳教育推進体制の確立及び児童の規範意識の向上

◎ その他３７５名の方が勤続表彰を受けられました。
教育政策課 市町村・学校組織支援担当 088-821-4902
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「発掘された
発掘された日本列島
された日本列島 2011」
2011」展が開催されます
開催されます
毎年、日本各地で約 7000 件の発掘調査が行われています。この速報展は、近年と
くに話題となった 21 遺跡の出土品の中から厳選された約 520 点を集めて、全国を巡
回している展示会です。今年度は東京、新潟、静岡、福岡に継いで、中四国では唯一高
知で開催されます。会場は高知県立歴史民俗資料館、会期は平成２４年１月２日（月）
～２月１４日（火）となります。
この展示会のように、全国各地で発掘された貴重な遺物が一堂に会して見られる機会
は、そう多くはありません。縄文・弥生時代の土器や土偶などを見て、遙かなる過去の
世界にタイムスリップ。遺跡や遺物を通して様々なことに思いをはせてみるのも、また
一興ですね。
是非これを読んでいるあなたも、一人でじっくりと、または家族や親しい友人、児童・
生徒さんと一緒になって、遺跡の世界をのぞいてみませんか？
文化財課 埋蔵文化財担当 088-821-4912

高知県教育の
高知県教育の日「志・とさ学
・とさ学びの日
びの日」フォーラムが開催
フォーラムが開催されました
開催されました
11 月 6 日（日）に、高知県立高知追手前高等学校 芸術ホールにおいて、高知
県教育の日「志・とさ学びの日」フォーラムを開催しました。
これは、毎年 11 月 1 日を高知県教育の日「志・とさ学びの日」とする昨年 11
月の教育宣言を受け、
「志」
を共通のテーマに、
高知県立大学 南学長様の記念講演、
県内中学生・高校生による「志」発表会など行ったものです。
また、会場のロビーには、11 月１日に新聞 1 面を使って公表を行った高知県の
教育データのパネル展示も行い、会場を訪れた方に教育について関心を持っていた
だく機会となりました。
「志」発表会では、県内中学生・高校生が、楽器合奏や弁論など、思い思いの方法で、
「夢」や「志」を表現すると
いう新しい試みを行いました。当日は、小雨の降るなか、300 名を超える皆さまのご来場をいただき、子どもたち
それぞれの「夢」や「志」を受け止めていただきました。
高知県教育の日「志・とさ学びの日」ホームページ
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/kokorozashitosamanabinohi.html
教育政策課 市町村・学校組織支援担当 088-821-4902

◎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２３年１２月
２日 高知県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～ ）
１１日 PTA・教育行政研修会＜高知市地区＞（高知市 アスパルこうち １３時３０分～ ）
１７日 土佐の子育て交流会（高知市 高知会館 １３時３０分～ ）
２２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２４年１１月
５日 第２回県立高校再編振興検討委員会（高知市 教育センター分館 ９時～ ）
６日 第３回県立学校長会議（高知市 教育センター分館 １０時～ ）
２０日 新任市町村教育委員・教育長合同研修会（いの町 いの町すこやかセンター １３時～ ）
２７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～ ）

編集後記

＜発行者＞

「夢のかけ橋」第 1９号をお届けします。
今年は 11 月の半ばを過ぎても T シャツで過ごす人を多く見かけましたが、
下旬になって急に冬らしくなってきました。学期末の慌しい次期を迎えますが、
健康には十分に気をつけてお過ごしください。
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/
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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

