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本県では、小規模な学校が多いことなどから、若年教員を育てる OJT の体制が脆弱であるといった課題があ
ります。また、今後 10 年間で全教員の約４割が退職し、急速に世代交代が進んでいくことから、安心して子ど
もたちを任せられる若年教員を育成する体制づくりが急務となっています。
このため、教育センター等での研修と学校の OJT を共に充実させ、若年教員を組織的、系統的に、継続して
育てていく仕組みづくりを行うこととしました。
まず、本年度から、若年教員の実践的指導力とセルフマネジメント力の向上を目指した体系的な研修として「若
年教員育成プログラム」を開始します。
具体的には、これまで実施してきた初任者研修や 2 年

チーム協働研修のイメージ

経験者研修の見直しに加え、3 年、4 年経験者を対象とし
た研修を新設するとともに、臨時的任用教員については、
従来の新任への研修だけでなく、経験者への研修も行うな
ど、若年教員に対する研修を徹底して実施していきます。
また、新たに実施する、若年教員と中堅教員（10 年経
験者）が協働して学ぶ「チーム協働研修」では、中堅教員
が若年教員のメンター（良き支援者）となり、同僚性（と
もに学びあう関わり）を発揮できる教員を育成し、教員が
お互いに教え合える環境づくりにつなげていきます。
あわせて、初任者研修では、教育センター等での研修と
学校での OJT との有機的な連携を図ることで、しっかり
と研修内容を定着させていきます。

組織力を
組織力を高める！「
める！「管理職研修
！「管理職研修」
管理職研修」再構築！
再構築！
管理職研修では、人材育成力の強化と学校組織マネジメント力の向上を図るため、これまでの研修実績を生か
しながら、主幹教諭などの新しい職の設置を踏まえて、内容の拡充と体系の再構築を行うこととしました。
まず、校長や教頭を補佐し、組織的な取組を推進する役割を担う「主幹教諭」に対しては、研修期間をこれま
での 1 年から 2 年に延長し、教頭研修の一部を先取りして実施するなど、研修内容の拡充とともに、次期の管理
職となるための力量形成を図っていきます。
また、新たに任用された主幹教諭から、教頭、副校長、校長までの研修を体系的に実施するとともに、急速な
世代交代に備えて、学校における人材育成の体制づくりを進めていくため、教育センターでの研修と学校のＯＪ
Ｔとの結び付きを一層強めていきます。
さらに、平成 15 年度から実施している学校組織マネジメントに関する研修では、平成 14 年度以前に教頭に
昇任し、これまでに受講できていない教頭についても、本年度中に全員が受講できるよう計画的に取り組んでい
きます。このように管理職研修を充実させることで、全ての学校の組織力を高めていきます。
教育センター 企画調整担当 088-866-3893
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【力のある学校
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ども体力アップアクションプラン
体力アップアクションプラン
県教育委員会では、児童生徒の体力向上を目指し、体育・保健体育の授業や体育的活動の充実、運動習慣の定
着を重点課題と位置付けて、平成 21 年度から「こうちの子ども体力アップアクションプラン」に基づく取組を
進めてきました。
その結果、平成 20 年度から平成 22 年度にかけて「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の体力合計点の
伸び率が小中学校とも全国 1 位となるなど、体力向上の兆しが見えてきています。
しかしながら、依然として多くの項目が全国平均を下回っている状況であり、これまでの成果を生かしながら、
さらに取組を充実していくことが必要であると考えています。
このため、重点プランの目標である「小・中学校の体力、運動能力を全国平均まで引き上げる」ことを目指し
て、平成 24 年 3 月に策定した「新・こうちの子ども体力アップアクションプラン」に基づき、児童生徒の体力・
運動能力の一層の向上を図るための取組を進めていくこととしています。

各校の学校改善プランを具現化するための支援を行う AKB プロジェクト
新・こうちの子ども体力アップアクション

学校改善プラン「体」の取組 充実の視点

毎日を活動的に！

運動時間や運動頻度が多いなど、運動習慣
が身に付いている子どもほど、体力が高い傾
向にあることが分かっています。学校では、
運動習慣を身に付けさせるための手立てが必
要です。そのためには、まずは、体育・保健
体育の授業や体育的活動の充実が図ることが
重要です。

ction
○研修会の充実を図ります。
教員の資質・能力の向上を図るための研修会の充実
○外部指導者を学校に派遣します。
体育授業・体育的活動への外部指導者の派遣
○指導資料等の充実を図ります。
体力向上に向けた運動プログラム等の作成・配布

体育・保健体育、体育的活動の充実

知る・知らせる！

nowlege
○体力の必要性の周知を図ります。
体力に関する調査結果等の情報提供やフォーラムの開催
○親子で体を動かす機会を増やします。
親子運動講習会や親子運動に関する資料の提供
○学校・家庭・地域の連携を推進します。
保護者向けリーフレットの作成・配布や総合型スポ－ツ
クラブ等への支援

子どもたちの体力低下要因の一つに、子ど
もたちを取り巻く大人の体力に対する意識の
希薄化がいわれています。また、家庭の運動
環境が子どもたちの体力に大きな影響を与え
ていることも明らかになっています。学校が
主体となって、体力の重要性や体力向上の取
組の認識を高めていくことが重要です。

学校・家庭・地域と連携した取組

心も体も美しく！
朝食を毎日食べたり、発達段階に応じた睡
眠時間をしっかりとっているなど、望ましい
生活習慣を身に付けている子どもの体力が高
い傾向にあることが分かっています。学校に
おいては、保健学習・保健指導や食育等の充
実を図り、健康を保持・増進するための資質・
能力の向上を目指すことが重要です。

eauty
○「早ね・早おき・朝ごはん」運動を推進します。
ホームページ等を活用した情報提供や啓発活動
○保健に関する指導力を向上させます。
研修会の充実や外部指導者の派遣
○食育を積極的に推進します。
学習教材等の作成・配布や研修会等の開催

健康教育の充実

2

高知県教育だより

第２2 号（平成 2４年 5 月発行）

とりわけ、体力・運動能力の引き上げに向けた保育・授業の質の向上という
観点からは、児童生徒の運動に対する自信や積極的に取り組む態度を育むこと
ができるよう、教員の指導力を高めていきたいと考えています。
具体的には、
「実技講習会」や「体育主任研修会」などの研修会の充実、外部
指導者の派遣、各地域における指導の中心となる「体力向上推進リーダー」の
養成などを行うことで効果的な体育的活動・体育の授業の実践につなげていき
ます。
また、本県の児童生徒の体力は、小学１年生段階で既に全国平均値を下回っ
ており、幼児期における運動環境の充実も大きな課題となっています。このた
め、幼児が楽しみながら体を動かす中で発達段階に応じた動きを身に付けられ
るよう、平成 23 年度に作成した「運動遊びプログラム」をより有効に活用す
るための「運動遊びプログラム研修会」を実施するなど、幼児期における体育
「運動遊びプログラム」冊子

的活動の充実にも取り組んでいきます。

スポーツ健康教育課 学校体育担当 088-821-4929

県内大学における
県内大学における教員免許更新講習
における教員免許更新講習の
教員免許更新講習の開設予定について
開設予定について
平成 24 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 25 年 3 月 31 日が最初の修了確認期限となる方は、平成 25 年 1 月 31 日までに教員免許更新講
習を履修のうえ、教職員・福利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、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
8月・9月
10月・11月
12月

高知県立大学
募集期間
6月 5日(火)～ 6月14日(木)
8月10日(金)～ 8月20日(月)
10月12日(金)～10月22日(月)

講習実施月
8月

募集期間
5月 1日(火)～ 6月30日(土)

【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

※システム稼働時間は6:00～24:00です。
※申込み必着と受講料振込期限は募集期間最終日の翌日17時
です。
【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
8月

高知学園短期大学
募集期間
6月 4日(月)～ 7月 6日(金)

講習実施月
8月

【問合せ先】
高知工科大学教務部（更新講習担当）
TEL 0887-53-1113
E-mail: academic@ml.kochi-tech.ac.jp

募集期間
5月 7日(月)～ 6月22日(金)

【問合せ先】
高知学園短期大学 教務課
TEL 088-840-1121（内線325・326）
E-mail: kyoumu@kochi-gc.ac.jp

教職員・福利課 人事企画担当 088-821-4903
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着任のあいさつ
着任のあいさつ
まさ じ

この春の人事異動で、高知追手前高校校長から教育次長に就任しました中山雅需です。
これまで培ってきた学校での現場感覚も大切にしながら、教育委員会事務局の各課等と
の連携、調整を図りながら、県教育行政の着実な実行に向けて頑張っていく所存です。
特に、今年度から平成 27 年度までの４年間を計画期間とする「高知県教育振興基本計
画 重点プラン」の確実な推進は、本県を教育面から浮揚させるターニングポイントにな
ると考えています。
さらに、高知に住む子どもたちはもとより、我々大人も「高知の宝」であるという認識
のもとに、お互いが切磋琢磨する教育風土作りに取り組んでいきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。

教育次長 中山雅需

◎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２４年 6 月
２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～ ）
3 日 高知県定時制通信制高等学校体育大会（高知市 県民体育館ほか ９時３０分～）
５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３０分～ ）
８日 第１回高知県産業教育審議会（いの町 伊野商業高等学校 １３時３０分～ ）
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同研修会
（高知市 サンピアセリーズ １０時～１２時）
スクールカウンセラー等連絡協議会（高知市 サンピアセリーズ １３時～１７時）
スクールソーシャルワーカー連絡協議会（高知市 サンピアセリーズ １３時～１５時）
食育・学校給食連絡協議会（高知市 県庁正庁ホール １０時～ ）
１２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～ ）
１６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～ ）
１６日～17 日 高知県高等学校体育大会(水泳競技) （高知市 くろしおアリーナほか １０時～ ）
２４日 PTA・教育行政研修会＜幡多地区＞（四万十市 四万十市中央公民館 １３時３０分～ ）
３０日 高知県高等学校 PTA 連合会総会（高知市 高知会館 １５時～ ）
津野町防災イベント（津野町立中央小学校 ９時～ ）
平成２４年７月
５日～６日 第 59 回四国地区人権教育研究大会（高知大会）
（高知市 県民文化ホール他１２会場 １０時～ ）
８日 高知県 PTA 研究大会 （高知市 高知追手前高校 １３時～ ）
１４日 PTA・教育行政研修会＜吾川地区＞（いの町 高知青少年の家 １３時３０分～ ）
２１日～23 日 中学校総合体育大会（高知市 春野総合運動公園ほか）
２４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～ ）
２４日 高知県社会教育委員会（高知市 県庁西庁舎 3 階南北会議室 １３時３０分～ ）
２９日 PTA・教育行政研修会＜高岡地区＞（須崎市 須崎市立市民文化会館 １３時３０分～ ）
３１日 平成２４年度学校安全教室推進講習会（高知県立ふくし交流プラザ）

編集後記

＜発行者＞

「夢のかけ橋」第２2 号をお届けします。
金環日食、金星の日面通過、金星食など、今年は天体ショーの当たり年と言わ
れています。忙しい日々、ときにはゆっくり空を眺めて宇宙の神秘に浸ってみる
のもいいですね。
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

