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平成 30 年度⾼知県教育委員会事務局

新任管理職員あいさつ

本県の教育⼤綱は「学ぶ意欲」の育成を基本理念の冒頭に置いています。論語に「之を知る者は之を好む者に
如かず。之を好む者は之を楽しむ者に如かず。
」とあります。児童生徒の皆さんには学ぶことを好きになり、さ
らには楽しいと感じられるようになってもらいたいと思います。伊藤教育⻑の下、教職員の皆様、関係機関や地
域の⽅々と共に理念の実現に向け精⼀杯努めてまいります。よろしくお願いいたします。
教育次⻑（総括） 岡村 昭一

平成 28 年度からスタートした教育等の振興に関する施策の大綱（教育大綱）及び第２期高知県教育振興基本
計画の取組が３年目を迎え、４年計画の後半に⼊ります。今まで２年間の取組の課題を分析し、
「チーム学校の
構築」
、
「厳しい環境にある子どもたちへの支援」
、
「地域との連携・協働」等についての取組をより推進してまい
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
教育次⻑ 高岸 憲二

これまでの⼩学校・中学校の窓に限らず、より広い視野から教育や⼦どもの成⻑を⾒て、関わる役割をいただ
きました。子どもたちに負けず、
「主体的・対話的で深い学び」
、
「オーセンティックな学び」を実⾏していかな
ければなりません。そして、⽣きて働く知識や知恵・覚悟をもって、第２期高知県教育振興基本計画の確実な推
進に⼒を尽くしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
教育次⻑ ⻑岡 幹泰

本県の教育の振興に向けて全⼒で取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

幼保⽀援課⻑
山岡 幸善

⼩中学校課⻑
⿊瀬 渡

⾼等学校課⻑
竹﨑 実

⽂化財課⻑
中平 貢正

教育センター所⻑
北村 公良

東部教育事務所⻑
武田 浩志

高等学校課企画監
高等学校課企画監
（学校支援担当） （全国高等学校総合文化祭担当）
池 康晴
中村 祐介

１

⻘少年センター所⻑
中澤 純夫

図書館⻑
渡辺 憲弘

⽣涯学習課⻑
三觜 美香

心の教育センター所⻑
植村 昌史
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チーム学校による児童生徒への支援の充実〜校内⽀援会の充実と校種間の連携の強化
⾼知県における児童⽣徒の暴⼒⾏為の発⽣率や不登校の出現率は、全国平均より⾼い状態が⻑く続いており、⽣徒
指導上の諸課題の改善が強く求められています。それらの課題の背景にはさまざまな要因があることから、一人一人
の状況に応じて適切な支援を⾏うことが重要です。
高知県教育委員会では、複雑化・多様化する児童生徒の課題の解決に向けて、スクールカウンセラーやスクールソ
ーシャルワーカーなどの専門人材を活用し、校内支援会の充実に取り組んでいます。
平成 29 年度の校内支援会の実施状況調査の結果か
ら、各学校でおよそ月 1 回のペースで定期的に校内支
援会が実施されており、専門人材の活用も進んでいる
ことが分かります。また、校内支援会を実施すること
で、
「家庭との連携が促された」
、
「関係機関との連携が
強化された」
「教職員の組織化が促された」と回答した
学校が多かったことから、専門⼈材による「⾒⽴て」、
「⼿⽴て」を⽀援に活かすことや、組織で対応するこ
とが浸透してきていると考えます。
しかし、校内支援会において、リスクレベルの低い
児童生徒について検討が後回しになったり、支援が必
要な児童生徒の情報が校種間で十分に引き継がれてい
なかったりすることなどが課題として⾒えてきました。

平成 29 年度 校内支援会の実施状況調査結果
■校内支援会の平均実施回数（年間）
小・中・義務教育学校

15.7 回

高等学校

11.4 回

■専門人材を活用した校内⽀援会の実施率
小・中・義務教育学校
高等学校

98.7％
100.0％

■校内支援会実施後の主な効果（複数回答）
・家庭との連携が促された

79.5%

・関係機関との連携が強化された 70.5%
・教職員の組織化が促された

64.9％

そこで本年度は、これまでの取組をさらに進め、不登校等の予防と適切な⽀援に向けた実効性のある校内⽀援会の
確⽴と校種間の連携を推進します。

「抜かりのない情報共有」と「切れ目のない⽀援」の実現のために

１

校内支援会のさらなる充実
■支援の必要な児童生徒の「支援リスト」の作成と活用
・学級担任等が、事前の情報把握により支援の必要な児童生徒の「支援リスト」を作成し、
校内支援会でリスクレベルの判断等の評価を⾏う際に活用する。また、
「支援リスト」
の内容については、学年間で確実に引き継ぎを⾏う。
■「個別支援シート」の作成と活用
・校内支援会において、個別ケース会が必要と判断された児童生徒については、
「個別支援シート」を作
成し、
「⾒⽴て→⼿⽴て→実践→検証」のサイクルを継続して回していくことを徹底する。
■リスクレベルの低い児童生徒への支援の徹底
・出席状況（⽋席３⽇以上、遅刻、早退等）に気になる兆候が⾒え始めた児童⽣徒については、学年会
等で検討したうえで「支援リスト」に載せ、校内支援会で確認すると同時に、家庭訪問や⾯談を⾏う
などの早期の支援を開始することを徹底する。

２

保幼・小・中・高の連携の強化
■情報共有と引継ぎの徹底（全ての保育所・幼稚園等、学校）
・リスクレベルの低い幼児児童生徒の情報についても抜かりなく、学年間・校種間で確実に引き継ぐ。
・
「支援リスト」
、
「個別支援シート」を共有し、引き継いでいく。
■校内支援会への相互参加（小・中学校）
・小・中学校の生徒指導担当や養護教諭等による各学校の校内支援会への相互参加等により、小中間の
抜かりのない情報共有と連続性のあるチーム支援を実施する。

各学校においては、不登校等の兆しの⾒えた児童⽣徒への早期対応や厳しい環境に置かれている児童⽣徒への適切
な支援を実現するために、校内支援会のさらなる充実と、保幼・小・中・高の連携の強化をお願いします。
問い 人権教育課 児童生徒支援担当
合わせ
TEL：088-821-4937

人権教育課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310801/

２
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「高知県運動部活動ガイドライン」を策定しました！

県では、平成 29 年 3 ⽉に、
「望ましい運動部活動の在り⽅について」の通知を⾏い、部活動の適正化に向けた取組
を進めてきました。しかしながら、部活動を取り巻く課題は多様化・複雑化しており、これまでと同様の運営体制で
は維持が難しい学校や地域も⾒られる状況となっています。
そこで、県では、平成 30 年 3 月にスポーツ庁から出された「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」
を受けて、⽣徒の視点に⽴った運動部活動改⾰の第⼀歩として、同年 3 月に「高知県運動部活動ガイドライン」を策
定しました。
この高知県運動部活動ガイドラインでは、新たな時代の持続可能な運動部活動を進めるにあたり、次の 5 つのポイ
ントに基づき取組を進めていきます。
(1) 適切な運営のための体制整備
(2) 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進
(3) 適切な休養⽇・活動時間の設定
(4) 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
(5) 学校単位で参加する⼤会等の⾒直し
今後、各市町村では「設置する学校に係る運動部活動の方針」を作成、各中学校では「学校の運動部活動に係る活
動方針」を作成・公表し、チーム学校として方針に基づいた運動部活動を実施していきます。
なお、このガイドラインは、中学校段階の運動部活動を主な対象としています。高等学校段階にも原則として適用
しますが、⾼等学校においては、中学校教育の基礎の上に多様な教育が⾏われていることを考慮する必要があること
から、今後設置する「高知県運動部活動改革推進委員会」の中で運用方法等を検討していきます。
県では、これからも部活動の教育的意義を尊重しつつ、学校⻑のリーダーシップのもと、⽣徒のバランスのとれた
生活の確保や、教員の負担軽減などの観点に配慮した質の高い運動部活動の推進を支援していきます。
「高知県運動部活動ガイドライン」は以下の URL からもご覧いただけます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310501/2018032300287.html
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問い
合わせ

保健体育課 学校体育担当
TEL：088-821-4900

高知県教育センター 自主研修支援事業のお知らせ（研修のご案内）

教育センターでは、本年度、⾃主研修⽀援事業として次のような特⾊ある内容の研修を計画しています。ぜひ、こ
の機会をご活用ください。なお、参加希望者は、６⽉５⽇（⽕）〜７⽉５⽇（⽊）の期間に教職員研修管理システム
にて申し込みをしてください。
対象・場所・主な内容

研修名・開催日等
⾼知県⽴⼤学との共催講座
7/30（月）、8/3（⾦）
、8/7（火）
（主催

⾼知県⽴⼤学）

Ｉ
IoT プログラミング教育研修講座

８/20（月）
（主催

高知工業高等専門学校）

授業にきっと役⽴つ！税の役割と仕組み
８/３（⾦）
（主催

高知税務署）

こどもの創る高知のコミュニティ
〜とさっ⼦タウンの現場から〜
８/３（⾦）
（主催

⾼知県住宅課）

まんがを使ったコンテンツ創造教育教材活用研修会
８/27（月）
（主催

高知県まんが王国土佐推進課）

■対象 希望される方
■場所 ⾼知県⽴⼤学（⾼知市永国寺町 2-22）
■内容 7/30 漢文再入門－漢詩を声に出して読んでみよう－
8/3「新聞の葬式」とは何だったか
8/7 ⺠主主義について考える
■対象 小・中・義務教育・高等学校の教職員（定員 15 名）
■場所 高知工業高等専門学校（南国市物部乙 200-1）
■内容 IoT 学習キットを使用した実践研修
■対象 小・中・義務教育・高等・特別支援学校の教職員
■場所 高知県教育センター（高知市大津乙 181）
■内容 申告書作成体験などを交えた研修
■対象 希望される方
■場所 トップワン四国 第一ホール（高知市九反田 4-10）
■内容 ⼦供たちによるコミュニティづくりの現場から⾒えてきた課題について
講師 畠中洋⾏ 氏
■対象 小・中・特別支援学校の教職員
■場所 高知会館（高知市本町 5-6-42）
■内容 まんがを使った教材を活用した模擬授業等による研修

詳しくは高知県教育センターのホームページをご覧ください。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/

３

問い
合わせ

高知県教育センター 企画調整担当
TEL：088-866-3893
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新図書館等複合施設「オーテピア」７月 24 日開館！

今年 7 月 24 日、高知市追手筋に新図書館等複合施設「オーテピア」が開館します。
「オーテピア」の２･３･４階に
整備される「オーテピア⾼知図書館」は、⾼知県⽴図書館と⾼知市⽴市⺠図書館本館が共同で運営する図書館です。
＜施設の特⻑＞
●図書収蔵能⼒は約 205 万冊、うち開架分は約 34 万冊。中四国では最大級の規模です。
●２階･３階は、開架･閲覧スペースを中心としたフロアです。

設置
コーナー

２階 一般図書･雑誌のコーナー
こどもコーナー
ティーンズコーナー
児童図書研究コーナー
セルフ予約受取コーナー

ここから。
私の世界が
つながる、広がる

３階 ビジネス･科学･産業･農業スペース
健康･安心･防災スペース
ことばと国際交流コーナー
⾼知資料コーナー
視聴覚資料コーナー

●３階フロアでは、課題解決型の図書館として、担当の司書が専⽤デスクで資料を活⽤し
ながら、暮らしや仕事の中で生じる様々な課題の解決を支援します。データベースによ
り、新聞や雑誌の記事検索や市場データ等の閲覧ができます。
●４階にホールなどの貸しスペースがあります。ご利⽤の際は事前のお申込みが必要です。
ホール 120 席（机なし約 200 席） 研修室 90 席 集会室 72 席

開館日

⽕曜⽇〜⾦曜⽇:午前９時〜午後８時
土曜日･日曜日･祝日:午前９時〜午後６時
※７⽉･８⽉の⼟曜⽇は午前９時〜午後８時
詳しくはこちらをご覧ください。
https://otepia.kochi.jp

休館日

月曜日（祝日を除く。
） 毎⽉第３⾦曜⽇（８⽉を除く。
）
年末年始（12 月 29 ⽇〜１⽉４⽇）
資料特別整理期間（８⽉の４⽇間）

※来館の際はできるだけ公共交通機関
をご利⽤ください。

問い
合わせ

オーテピア高知図書館
TEL：088-823-4946

1 日 第 1 回社会教育主事等研修
1 日 PTA・教育⾏政研修会＜幡多地区＞
（いの町 県⽴⾼知⻘少年の家 10:00〜）
（四万十市 中央公⺠館 13:15〜）
2 日 高知県小中学校 PTA 連合会総会
4 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
（高知市 高知会館 13:30〜）
＜高知市地区＞（高知市 ふくし交流プラザ 13:00〜）
6 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
8 日 高知県 PTA 研究大会
（香南市 のいちふれあいセンター 13:00〜）
＜⼟⻑南国地区＞（香美市 県⽴⻘少年センター 13:00〜）
10 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
8 日 第 44 回全国高等学校総合文化祭⾼知県実⾏委員会設⽴会
＜幡多地区＞（四万十市 中央公⺠館 13:00〜）
及び第 1 回実⾏委員会
10・11日 平成 30 年度⾼知県健康教育推進研修会（保健主事研修会）
（高知市 県⺠⽂化ホール（グリーン） 14:00〜）
（10 日 高知市 高知会館 9:50〜）
9・10日 第 71 回高知県高等学校体育大会＜水泳競技＞
（11 日 香南市 県⽴⻘少年センター 9:50〜）
（高知市 くろしおアリーナ他 13:30〜 10 日 10:00〜）
13 日 第 44 回全国⾼等学校総合⽂化祭⽣徒実⾏委員委嘱状交付式
10 日 「高知県高校生津波サミット」学習会
及び第 1 回⽣徒実⾏委員会（高知市 歴史博物館 14:00〜）
（高知市 県⽴⼤学永国寺キャンパス 13:00〜）
14 日 PTA・教育⾏政研修会＜吾川地区＞
13・20日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
（いの町 県⽴⾼知⻘少年の家 13:15〜）
＜安芸地区＞（13 日 田野町 ふれあいセンター 13:00〜） 21~23日 第 72 回高知県中学校総合体育大会
＜高吾地区１＞（20 日 須崎市 市⺠⽂化会館 13:00〜）
（高知市他 春野総合運動公園陸上競技場他 8:30〜）
21 日 平成 30 年度栄養教諭・学校栄養職員資質向上研修会
23 日 オーテピア開館記念式典（⾼知市 オーテピア 18:00〜）
（高知市 高知会館 10:00〜）
24 日 オーテピア開館セレモニー(高知市 オーテピア 9:40〜）
23 日 平成 31 年度⾼知県公⽴学校教員採⽤候補者選考審査
24 日 平成 30 年度学校給⾷衛⽣管理・⾷育研修会
（高知市 高知小津高校、高知工業高校 ８:40〜）
（高知市 県⺠⽂化ホール（オレンジ） 14:00〜）
（大阪府吹田市 大阪大学 ８:40〜）
26・27日 防災教育研修会＜中部地区 A：26 ⽇、⻄部地区：27 日＞
27 日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業 地区別連絡会
＜中部地区 A＞（高知市 総合あんしんセンター 10:00〜）
＜高吾地区２＞（佐川町 総合文化センター 13:00〜）
＜⻄部地区＞（⿊潮町 ふるさと総合センター 10:00〜）
30 日 高知県高等学校 PTA 連合会定期総会
27 日 PTA・教育⾏政研修会＜高岡地区＞
（高知市 高知会館 13:00〜）
（須崎市 市⺠⽂化会館 13:15〜）
30 日 PTA・教育⾏政研修会＜香美・香南地区＞
30 日 平成 30 年度⾼知県幼児教育の推進体制シンポジウム
（香南市 県⽴⻘少年センター 13:15〜）
（高知市 ⾼知県⺠体育館 10:00〜）
：

＜発⾏者＞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
高知県教育委員会 WEB サイト：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
※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。

４

