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高知県わくドキ！ショートコメントコンテスト、高知県算数・数学思考オリンピックについて
■高知県わくドキ！ショートコメントコンテスト
「きっとある キミの心に ひびく本」から本を選び、伝えたい相手に本の面白さを伝える「高知県わくド
キ！ショートコメントコンテスト」を本年度も開催しました。
5,820 点の応募があり、多様な図書との出会いから児童生徒のことばの力と豊かな感性を育む良い機会とな
りました。
教育長賞

香美市立片地小学校 ４年 赤松 信哉さん

図書名：
図書名：地球動物図鑑
ぼくは、動物が大好きです。
「地球動物図鑑」には、たくさんの動物がしょうかいされています。
ぼくのもっているつりゲームには、前からつってみたいと思っていたタイガーフィッシュという魚がのってい
て、それをこの図鑑で調べてみると、どんなすがたをした魚かひと目でわかりました。
この本には、ほにゅう類、肉食類、鳥類、は虫類、両生類、魚類のように分類してしょうかいしてくれている
ので名前や生息地がわからないときに見れば、すぐわかります。
ぼくは、魚ならいっぱい知っているつもりだったけれど、知らない魚が四百七十四もいました。魚類だけでこ
んなにいるのだから、世界には、ぼくの知らない生きものがたくさんいるんだなと思いました。
ぼくは、動物が好きな友だちといっしょにこの図鑑を広げて、動物の話をたくさんしてみたいです。いっしょ
に読んでみませんか。

■高知県算数・数学思考オリンピック
算数・数学において、考える楽しさを味わうことを目指した「算数・数学思考オリンピック」を９月に開催
し、個人、グループを合わせて約 1,100 件の応募がありました。
集まった解答には、工夫のある解法や、筋道立てた問題解決の過程が記述されており、改めて子どもたちの
思考力・表現力の豊かさを実感することができました。

教育長賞

【小学校の部】宿毛市立大島小学校 ６年 宮本 明さん、田村 樹璃さん、嘉新 奈央さん、
大西 菜緒さん、樋口 廉さん、千﨑 怜さん
【中学校の部】高知県立中村中学校 １年 清水 美鈴菜さん

（中学校問題及び解答例）
問 題

解答例

小中学校課 学校教育第一担当 088-821-4638
学校教育第二担当 088-821-4908
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公⽴⾼等学校⼊学者選抜制度の改正について
■なぜ⼊試制度を改正するのか
現行の入試制度は、生徒が自分の進路に合った高校を選択できることや、中学校での学習を意欲的に取り組
むことができるよう、受検機会を多く設定しています。しかしながら、入試に関わる期間が長くなることで、
生徒が落ち着きのある環境の中で学習に取り組むことが難しい状況となっており、結果的に、中学校から高等
学校への学習がスムーズにつながらない生徒が多く見られるという問題が生じるようになりました。
加えて、今年度から新学習指導要領が全面実施されたことで教科の内容も多くなり、これまで以上に、しっ
かりと中学卒業まで授業ができる環境を整えることが求められるようになりました。
こうしたことから、中学校の授業時間を確保するとともに、中学校で学習した内容が身に付いているかを測
ることができる入試制度に改正することとしました。
生徒たちが基礎学力をしっかりと身に付けて高等学校に進学し、将来の進路をかなえてもらいたいと考えて
います。
■⼊試制度のどこが変わるのか
現行制度と新しい入試制度の概要は次のとおりです。

現⾏の⼊試制度
前期選抜

後期選抜

２月上旬

３月上旬

○ 入学定員の 80%を募
集
○ ５教科の学力検査、
面接

○ 入学定員から前期選
抜の合格者数を差し引
いた人数を募集
○ ３教科の学力検査、
面接

再募集

特例募集

３月下旬

３月末

○ 入学定員を満たす
ために必要な人数を
募集
○ ３教科の基礎学力
検査、面接

○ 入学定員を満たす
ために必要な人数を
募集
○ 学校の指定する検
査

全日制、昼間部
定時制、夜間部の一部

定時制、夜間部

平成２７年度⼊学者の選抜から

新しい⼊試制度
◆全日制、昼間部

Ａ日程

Ｂ日程

３月上旬
○ 入学定員の 100%を募集
○ ５教科の学力検査、面接

３月下旬
○ 入学定員を満たすために必要
な人数を募集
○ ５教科の学力検査、面接

◆定時制、夜間部

Ｂ日程
３月下旬
○ 入学定員の 100%を募集
○ ３教科の学力検査、面接

Ｃ日程
３月末
○ 入学定員を満たすために必
要な人数を募集
○ 学校の指定する検査

※ 昼間部とは、多部制単位制昼間部のことです。また、夜間部とは多部制単位制夜間部のことです。中芸、高
知北、大方の３校に設置されています。
※ ５教科は国語、社会、数学、理科、英語の各教科、３教科は国語、数学、英語の各教科を表しています。
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その他の改正のポイントは、次のとおりです。
①生徒の中学校での学習の成果をしっかりとみることができるように、Ａ日程では学力検査の検査時間を
４０分から５０分に延長し、思考力や表現力をみる問題を増やします。
また、Ｂ日程においても５教科の学力検査を実施するなど、検査内容を充実します。
②Ａ日程では志願理由書の提出が必要です。Ｂ日程及びＣ日程では志願理由書の提出は必要ありません。
③Ａ日程において、正当な理由で、別室受検などの特別措置をもってしても受検できないと県教育委員会
が認めて欠試した場合に、Ｂ日程で追検査を実施します。

詳しい日程の決定

入学定員と出願の手続
など⼊試制度の詳しい
内容の決定

新しい⼊試制度の実施

平成２５年３月予定

平成２６年６月予定

平成２７年３月

高等学校課 学校教育企画担当 088-821-4907

⽂部科学⼤⾂表彰が⾏われました

◇教育者表彰
～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 24 年 11 月 27 日
受賞者

所属

受賞内容

白川

景子

南国市立大篠小学校

授業改善を通した組織的な学力向上対策

副田

謙二

高知市立一ツ橋小学校

学力向上に向けたきめ細かな学校経営

垣内

守男

高知県立高知南高等学校

キャリア教育を柱とした中高一貫教育の充実

◇優秀教員表彰
～学校教育における教育実践等に顕著な成果をあげている方を表彰します ～
＜表彰式＞平成 25 年 1 月 28 日
受賞者

所属

受賞内容

石川

美香

津野町立中央小学校

組織的な道徳教育の推進及び小規模校での指導の工夫

田畑

和代

四万十市立中村南小学校

音楽指導による望ましい学校風土の醸成

金澤

佳子

高知市立追手前小学校

読書活動の活性化及び図書館経営の工夫

石川

律子

高知県立春野高等学校

進路指導部の組織改革・体制整備による進路指導の充実

藤原

美智

高知県立岡豊高等学校

生徒の学習意欲を高める家庭科教育の充実発展

岡本

和彦

高知県立高知東工業高等学校

キャリア教育を重視した進路指導の充実

高知市立養護学校

特別支援学校における円滑な学校運営への貢献

池

恭子

教職員・福利課 人事企画担当 088-821-4903
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新任教育委員あいさつ
この度、新たに高知県教育委員会委員に就任しました中橋紅美(なかはし くみ)と申
します。
最近、世間では、教育委員会のあり方や存在意義を問う声も少なからず聞こえてお
ります。私も、委員就任をきっかけに、これまで以上に教育に関する報道や様々な立
場からの様々な意見に関心を持つようになりました。教育というものは、絶対的な正
解のない分野だと思いますが、日々、子育て･教育の難しさ、悩みに直面している保
護者の立場から、
「子供のために何がよいか」という視点を忘れずに、職務を遂行し
ていきたいと考えております。
教育行政については、慣れないことも多く、ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、高知県の教
育の発展に少しでも寄与できたら幸いです。
これからよろしくお願いします。

高知県教育委員 中橋 紅美

※教育委員としての任期が昨年１２月２５日までとなっておりました北添紀子氏の後任として、
中橋紅美氏を新たに教育委員に任命することが１２月定例県議会において議決されました。

（2 月、３月の主なもの）
24 日 高知龍馬マラソン 2013
（高知市、南国市 9:00～）

9 日 平成 24 年度生涯スポーツ推進県民会議
（高知市 県庁正庁ホール 10:00～）

27 日 高知県スポーツ推進審議会
（高知市 高知会館 14:00～）

12 日 高知県学校保健課題解決支援事業・
「性に関する指導」
普及推進事業報告会
（高知市 高知会館 13:00～）

28 日 第 2 回高知県子どもの体力向上支援委員会
（高知市 高知会館 14:00～）

14 日 定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）

28 日 平成 24 年度第 2 回高知県教育振興基本計画推進会議
（高知市 教育センター分館 15:00～）

15 日 市町村教育委員会連合会定期総会・研修会
（高知市 高知商工会館 13:00～）
9 日 ジュニア選手育成事業修了式
（香南市 青少年センター 10:00～）

16・17日 ジュニア選手育成事業「「パワーアップちゃれんじ 2013」チャレンジ 2
（高知市 春野総合運動公園 10:00～）
20 日 第７回教員の資質・指導力の向上のための人材育成の在り方検討委員会
（高知市 教育センター分館 13:30～）

15 日 定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 10:00～）

21 日 高知県児童生徒表彰式
（高知市 県民文化ホールオレンジ 13:30～）

28 日 退職辞令交付及び感謝状贈呈式
（高知市 高知会館 14:30～）

22 日 第２回高知県社会教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）

＜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。

編集後記
「夢のかけ橋」第２6 号をお届けします。

＜発⾏者＞
高知県教育委員会事務局

次回は「平成 24 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の国の公表
結果等をお伝えする予定です。
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/
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教育政策課
(TEL)088-821-4731
(FAX)088-821-4558
(E-mail)310101@ken.pref.kochi.lg.jp

