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教職員の皆様へ
●教育委員退任のごあいさつ
平成 22 年の年末から 2 期 8 年間にわたり、⾼知県の教育に携わる機会を頂きまし
た。前委員⻑の⼩島先⽣をはじめ委員の皆様、歴代教育⻑の皆様、事務局の皆様にお
世話をおかけしながら、教育に関わる多くの事を学ぶ貴重な機会となりました。教育
現場の抱えている多くの問題は、大学にも共通するものです。
教育の課題は広範多岐にわたり、それぞれ奥深く、また複雑に絡み合っていて、簡
単には解決できそうにないことを痛感しました。問題は増えていくばかりでゴールに
向かっているのかどうかさえ心配になります。しかし常に課題と向き合って、一つ一
つ丁寧に対応していく、変わり続けていく以外に道はないと思います。教育の仕組み、
カリキュラム、教え方、何を変えるにも、自分がどのように変わっていくにも、勇気と決断が必要です。子ど
もたちと先生方のこころと体の健康を第一に、志を持って高知県の教育を変えてゆきましょう。
教育委員会の活動を通して多くの素晴らしい先生方と知り合う機会に恵まれました。たくさんの先生方との
つながりは、今後の自分にとって大きな財産になると思います。これからもよろしくお願いします。
前高知県教育委員 八田 章光

●教育委員就任のごあいさつ
今回、八田委員より引継ぎ、教育委員に任命されました森下でございます。高知県
の子ども達の未来を創りあげていく教育委員の役割の重要性を痛感しています。
私は、現在⾼知県⽴⼤学学⽣部⻑として学⽣⽀援の役割を担っています。本学には、
保護者からの仕送り等なくアルバイトのみで学業に励んでいる学生や昼間働きなが
ら夜間の授業で学びを深めている学⽣もおり、その姿から学びを主体的に探求する⼒
が重要と考えています。現在、2020 年から低所得世帯の⼦どもたちへの高等教育の
無償化に向け、授業料減免や給付型奨学⾦の⽀援対象者・⽀援額を⼤幅に拡充すべく
準備が進められています。経済的問題があっても学びへの意欲がある子どもたちが夢
をあきらめることなく選択肢を広げることができるようになります。子どもたちの学びへの意欲をどう育んで
いくのか、教育の⼒がますます重要となり、大学も含め地域ぐるみの取り組みが発展できればと思っています。
また、⼈⼯知能等をはじめとする技術⾰新が⼀層進展するなか、⼀般事務員、銀⾏窓⼝係などの職業が⼈⼯
知能やロボットに代替えし、一方、他者との協調や、他者理解、サービス志向性等が求められる職業は代替え
が難しいと⾔われています。ますます多⾯的に、拡く・深く探求する⼒を⾼めていく教育が重要になってくる
と言えます。
社会の変化に対応しつつ高知家の一人ひとりの子どもたちが輝ける未来につながる教育の発展に寄与できれ
ばと考えております。どうぞ、よろしくお願い申しあげます。
高知県教育委員 森下 安子
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平成 30 年度 全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査結果について
■⼩・中学校の男⼥ともに体⼒は上昇しており、中学校男⼦は全国平均を上回っている
⼩・中学校の体⼒・運動能⼒については、平成 20 年度の同調査の結果では、男⼥ともに全国に⽐べて低い
水準でしたが、その後は改善傾向にあり、小・中学校ともにほぼ全国水準に達しています。平成 30 年度の調
査結果をみると、体⼒合計点において、中学校男⼦が前年度に引き続き全国平均を上回るとともに、中学校
⼥⼦が過去最⾼点になるなど、特に中学校において改善が進んでいます。
◇体⼒合計点（８種目の実技の総合点）の推移
小学校（第 5 学年）
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中学校（第 2 学年）

⼥ 子

男 子
52

52
50.4 50.6

51

51
50

50
49.8 49.6

49

49

48
48.2
47

49.5

49.4

49.2
48

48.7 48.5

48.6

48.4
48.0

47.8

47

47.7

49.8

49.0

47.2

46

46

46.6

45

45

45.8
H20 H21 H22 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 （年度）

H20 H21 H22 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 （年度）

※平成 23 年度は東日本大震災の影響により全国調査は未実施
※数値は T 得点（全国平均＝50）

■生活習慣の改善や運動部活動等の充実により、さらなる体⼒向上を目指す！
１週間の総運動時間が 60 分未満の児童生徒の割合は、昨年度の調査結果と⽐較して、中学校は男⼥ともや
や減少しましたが、小学校は男子で 0.8p、⼥⼦で 2.2p 増加しています。また、依然として小・中学校、男
⼥ともに全国平均を上回る状況にあり、児童生徒の運動習慣は十分に定着しているとはいえません。
今後も引き続き、運動習慣の定着に向けて、児童⽣徒に運動を含めた基本的⽣活習慣の⼤切さへの理解を
深めて⽣活習慣の改善を促すとともに、魅⼒ある運動部活動や地域におけるスポーツ環境の整備を推進し、
⼦どもたちの体⼒のさらなる向上を目指します。
◇1 週間の総運動時間が 60 分未満の児童生徒の割合（H30 年度）
中学校（第 2 学年）
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詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310501/tairyokutesuto.html
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保健体育課 学校体育担当
TEL：088-821-4900
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平成 30 年度⽂部科学⼤⾂優秀教職員表彰について

平成 30 年度⽂部科学⼤⾂優秀教職員表彰式が、平成 31 年 1 月 15 日に東京大
学安⽥講堂で⾏われました。
この表彰は、学校教育における教育実践等に顕著な成果を上げた教職員及び教職
員組織について、その功績を表彰するとともに広く周知し、併せて我が国の教職員
の意欲及び資質能⼒の向上に資することを目的とするものです。⾼知県の公⽴学校
からは、過去に本県の教職員表彰を受賞した方の中から選ばれた８名の方が受賞さ
れました。今後の更なる御活躍を期待いたします。

■受賞者一覧
氏 名

所 属

受 賞 内 容

本県での過去の受賞歴

梶原 和美

⾹美市⽴⼭⽥⼩学校

学校運営への参画と、授業改善・若年教
員の育成に向けた取組

平成 27 年度⼟佐の教育実践表彰

田所 潤子

⾼知市⽴秦⼩学校

学校教育目標の具現化に向けた「チーム
学校」の構築と人材育成の取組

平成 25 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 28 年度⼟佐の教育奨励表彰

梶原 将一

いの町⽴伊野中学校

学校運営への参画と、組織的な授業⼒向
上に向けた取組

平成 19 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 27 年度⼟佐の教育奨励表彰

濱口 恭男

須崎市⽴須崎中学校

教職員と連携した生徒の個に応じた指導
や支援の取組

平成 26 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 29 年度⼟佐の教育奨励表彰

田岡 綾

⾼知市⽴旭中学校

英語科教育の充実への貢献と授業改善、
学⼒向上に向けた取組

平成 25 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 27 年度⼟佐の教育奨励表彰

田村 悦子

⾼知県⽴⾼知農業⾼等学校

地域の教育⼒を活⽤した生徒が輝き活躍
できる実践活動の創造と成果

平成 23 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 28 年度土佐の教育奨励表彰

岡本 ⾏正

⾼知県⽴春野⾼等学校

チーム学校の要としての学校運営への参
画と、⽣徒の進路実現への取組

平成 27 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 29 年度⼟佐の教育奨励表彰

丸山 則昭

⾼知県⽴盲学校

学校運営への参画と、⽣徒の社会的⾃⽴
のための職業教育、進路実現への取組

平成 27 年度⼟佐の教育実践表彰
平成 29 年度⼟佐の教育奨励表彰

問い 教職員・福利課 人事企画担当
合わせ
TEL：088-821-4901

教職員・福利課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310601/
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高知県心の教育センターの一時移転のお知らせ
高知県心の教育センターは施設改築に伴い、平成 31 年２月１日より下記の住所へ移転しましたので、お知ら

せいたします。
至 高知大学医学部

至 高知自動車道

【新住所】

高知バイパス

〒781-5102 高知市大津甲 770-1（旧 中央児童相談所）

岡豊高校

【新電話番号】
◆高知県心の教育センター

高知県心の教育センター
（旧 中央児童相談所）

☎088-866-0900（代表）
ＪＲ土佐大津駅

☎088-866-0903（FAX）
◆24 時間子ども SOS ダイヤル（無料）
☎0120-0-78310(なやみいおう)

至 高知駅

大津バイパス

至 南国市

◆電話相談（⽉〜⾦ 9：00〜17：00 祝日･休⽇･年末年始を除く）
☎088-866-0901 ★来所による相談の予約もこちらから

詳しくは高知県心の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/311902/
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至 はりまや橋

問い
合わせ

領石通電停

高知県心の教育センター
TEL：088-866-0900
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⾼知県⽴特別⽀援学校の校名が変わります

5
県では、平成 31 年 4 月 1 ⽇から「⼭⽥養護学校」
「⽇⾼養護学校」
「⾼知若草養護学校」
「⾼知江の⼝養護学
校」の校名を、
「⼭⽥特別⽀援学校」
「⽇⾼特別⽀援学校」
「⾼知若草特別⽀援学校」
「⾼知江の⼝特別⽀援学校」
に変更します。なお、盲学校、⾼知ろう学校、中村特別⽀援学校については変更ありません。
今後も、特別支援学校は、地域の特別支援教育推進の拠点として役割を果たすよう努めていきます。
問い
合わせ

詳しくは特別支援教育課のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311001/

特別支援教育課 特別支援学校担当
TEL：088-821-4741

＜誤記のお詫びと訂正＞
高知県教育だより「夢のかけ橋」第 61 号の掲載記事に誤りがありました。関係者の皆様に深くお詫び申し上
げますとともに、下記のとおり訂正いたします。
※４ページ 第２期高知県教育振興基本計画推進奨励賞 「受賞内容」の表記（赤字部分）

【誤】
受賞教育機関名・関係者名
教育関係者

受 賞 内 容

岡⻄ 博文

校⻑

⾹南市⽴⾚岡⼩学校

チーム学校の構築

小川 真悟

校⻑

⾹美市⽴⼤栃中学校

チーム学校の構築

【正】
受賞教育機関名・関係者名
教育関係者

受 賞 内 容

岡⻄ 博文

校⻑

⾹南市⽴⾚岡⼩学校

地域との連携・協働

小川 真悟

校⻑

⾹美市⽴⼤栃中学校

地域との連携・協働

19 日 県⽴⾼等学校再編振興計画「後期実施計画」周知会⑤
（四万十町 四万⼗町地域交流センター 18:30〜）
19 日 第 3 回社会教育主事等研修
（いの町 ⾼知⻘少年の家 13:30〜）
22 日 第５回夜間中学体験学校
（東洋町 東洋町役場 18:00〜）

2 日 高知大学教職大学院 第２回土佐の皿鉢ゼミ
（高知市 高知大学朝倉キャンパス 9:30〜）
４日 高知県遠隔教育フォーラム
（高知市 高知会館 10:00〜）
4 日 県⽴⾼等学校再編振興計画「後期実施計画」周知会①
（安芸市 安芸市⺠会館 18:30〜）
5 日 県⽴⾼等学校再編振興計画「後期実施計画」周知会②
（土佐清水市 県⽴清⽔⾼等学校 18:30〜）
5 日 第４回夜間中学体験学校
（四万十市 四万⼗市⽴中村中学校 18:00〜）
8 日 平成 30 年度⾼知県市町村教育委員会連合会定期総会･研修会
（高知市 高知会館 13:00〜）
8 日 県⽴⾼等学校再編振興計画「後期実施計画」周知会③
（香美市 県⽴⼭⽥⾼等学校 18:30〜)
10 日 平成 30 年度⾼知県児童⽣徒表彰表彰式
（高知市 高知市文化プラザ かるぽーと 13:30〜）
14 日 県⽴⾼等学校再編振興計画「後期実施計画」周知会④
（高知市 高知共済会館 18:30〜)
18 日 次世代型 ICT 活用教育推進事業「プログラミング教育セミナ
ー」
（高知市 高知会館 14:00〜)

22 日 第４回高知県総合教育会議
（高知市 高知共済会館 13:30〜）
23･24日 平成 31 年度（2019 年度）実施 ⾼知県公⽴学校教員採⽤候
補者選考審査説明会
（23 日 高知市 教育センター本館 9:30〜）
（23 日 安芸市 安芸商工会館 14:00〜）
（24 日 四万十市 四万十市⽴中央公⺠館 10:00〜）
26 日 平成 31 年度新任⽤管理職等研修会
（高知市 高知会館 11:20〜）
28 日 平成 30 年度⻑期勤続者に対する退職辞令交付と感謝状贈呈式
（高知市 高知会館 14:30〜）
30 日 平成 31 年度（2019 年度）実施 ⾼知県公⽴学校教員採⽤候
補者選考審査説明会（大学生対象）
（高知市 教育センター本館 9:30〜）

＜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。
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