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令和元年度⾼知県教育委員会事務局

新任所属⻑あいさつ

さまざまな教育の取組が成果を上げるためには、教職員が⼼⾝ともに健康で⽣き⽣きと働くことができる活⼒
ある学校をつくることが⼤切です。市町村教育委員会や学校の皆様と⼀緒に、
「学校における働き方改革」など
に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
教職員・福利課⻑ 国則 勝英

どこにいても質の高い保育・教育を受けることができるよう、就学前の保育･教育の充実を図り、高知の子ど
もたちが主体性、⾃尊感情、豊かな感性や⼈とかかわる⼒などの「⽣きる⼒」の基礎を⾝に付けるための取組を
進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
幼保支援課⻑ ⼾⽥ 京子

県⽴⾼等学校再編振興計画後期実施計画に基づいて、中⼭間地域の⾼等学校の魅⼒化への取組やグローバル教
育の推進、統合校の教育環境の整備、南海トラフ地震への対応など、地域の皆様、自治体の方々と連携しながら、
高等学校の教育の充実に向けて取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
⾼等学校振興課⻑ 高野 和幸

特別支援教育課では、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の連続した多様な学びの場
において、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の教育的ニーズを的確にとらえ、
「安心安全に学ぶことのでき
る教育環境」の整備や「教員の専門性」の向上に向けて、真摯に謙虚に課全体で取り組みます。どうかよろしく
お願いします。
特別⽀援教育課⻑ 平石 勝久

当課は、学校体育と食育・学校給食・保健に関することを所管しています。市町村教育委員会や学校、地域の
皆様とともに、児童生徒が生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現できるよう取り組ん
でまいりますので、よろしくお願いいたします。
保健体育課⻑ 前田 義朗

当センターは、⻘少年の健全な育成を図ることを目的とし、学校現場の課題に寄与する事業や、校外での学習
⽀援事業など様々な事業を⾏っています。学校現場をサポートし、ニーズに寄り添った取組になるよう、職員と
共に頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
⻘少年センター所⻑ 岩﨑 十基弘

⿊潮町の恵まれた⾃然環境の中で、シーカヤックや防災学習など利⽤団体のニーズに応じたプログラムを提供
し、⼦どもたちの「体験活動」を応援しています。
「あいさつと仲間との協働」を基本理念に、全職員で⼼を込
めて研修サポートを⾏いますので、よろしくお願いします。
幡多⻘少年の家所⻑ 森 健二
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チーム学校の取組の徹底
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⾼知県教育委員会では、学⼒向上に向けて、全ての市町村⽴中学校・義務教育学校で、教員同⼠が主体的に
学び合い⾼め合う仕組みをつくり、組織的に授業⼒の向上を図る取組を⾏っています。また、⼩学校では、本
年度よりメンター制を導⼊し、若⼿教員がベテランの教員等から学級経営や授業づくり等の指導・助言を受け
ながらチーム内で学び合う仕組みをつくる取組を進めています。
各学校におかれましては、
「チーム学校の構築」に向けて、更なる取組の充実をお願いします。

中学校組織⼒向上のための実践研究事業
中学校の学⼒定着の課題解決に向け、次の３つの学び合う仕組みを学校規模等に応じて取り⼊れ、学校の組織的な授業
改善や授業⼒の向上のための体制づくりを推進します。更に⽇常的なＯＪＴを充実させるために、主幹教諭等が中⼼とな
って学校組織におけるライン機能を強化し、チーム学校の構築を図ります。その牽引役として拠点校と推進校を設け、拠
点校では教科会やチーム会等を公開する「組織づくり講座」を学期に１回開催します。各学校からこの講座に積極的に参
加することで、組織づくりについて学び合い、各校の取組の充実につなげていきたいと考えます。

拠点校

「タテ持ち」型：清⽔ケ丘中学校・佐川中学校・清⽔中学校・⻄部中学校・城北中学校・愛宕中学校
「教科間連携」型：吉良川中学校・⼤栃中学校・須崎中学校・⼤豊町中学校・東中学校・佐賀中学校

「タテ持ち」型
国語、社会、数学、理科、外国語の
５教科で、複数の教員が学年をまた
がり同じ教科を担当する（教科のタ
テ持ち）学校
定期的な教科会を実施する「タテ持
ち」型の体制を整える。

「教科間連携」型

「タテ持ち・教科間連携」型

同一教科の教員が少ないため、教科の枠
を越えたチームで取り組む学校

「タテ持ち」
（５教科の一部）と「教科
間連携」を実施する学校

教科の枠を越えた授業⼒向上のための
チームを編成し、定期的なチーム会を実
施する「教科間連携」型の体制を整える。

同一教科の教員が複数在籍する教科は
「タテ持ち」型を導入し、同一教科の教
員が少ない教科はチームを編成し、定期
的な教科会及びチーム会を実施する。

メンター制を活用した人材育成実践研究事業
■メンター制について
メンター制とは、若⼿教職員（初任者・経験年数の浅い教職員）が先輩教職員等から指導や助言を受けながら、チー
ム内で学び合う中で若⼿教員等を育成するシステムのことです。メンター制が効果的に進みだすと、若⼿教職員等の育
成が図られるだけでなく、先輩教職員の資質・能⼒も向上し、学校全体の組織⼒が高まります。

■研究指定校における取組
○小学校 25 校を研究指定校として、うち８校に研修コーディネーター（※１）を配置
○研究指定校は、メンターチーム（※２）を編成し、計画に基づきチーム会を実施
※１ 管理職とメンターチームのつなぎ役を担い、チーム会が円滑に実施されるよう、メンター⻑をはじめ、メンターチーム
全体に指導・助⾔を⾏う
※２ 校内指導教員、メンター⻑、メンター（先輩教職員）
、メンティー（若⼿教職員等）等で組織されるチーム

四万⼗市⽴具同⼩学校の取組例
【メンターチームの編成】
◆校内指導教員（教頭） ◆メンター⻑（主幹教諭）
◆メンター（メンティーを除く全教職員）
◆メンティー（初任者 2 名、2 年目教員、3 年目教員、講師 2 名）
【メンターチーム会の１学期の主な研修内容】
教材研究の仕方、学校安全教育・防災教育、学校図書館の活用・読書指導、
食に関する指導・給食指導、保護者との関係づくり 等

問い
合わせ

小中学校課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301
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小中学校課 学⼒向上担当
TEL：088-821-4735
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子どもたちの育ちを支える保幼小連携･接続推進支援事業について
平成 29 年 3 ⽉の⼩学校学習指導要領等の改訂では、変化の激しい未来社会を「⽣きる⼒」として、必要な資
質・能⼒の３つの柱が⽰されました。幼児教育においても、⽣きて働く「知識・技能の基礎」
、未知の状況にも
対応できる「思考⼒・判断⼒・表現⼒等の基礎」
、⾃ら学び、実際に⽣かそうとする「学びに向かう⼒・⼈間性
等」の三つが記載されました。特に乳幼児期は、その発達の特性から、一人一人に応じた、遊びを中心とした
総合的な指導を通して、改訂のキーワードでもある「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められています。
しかし、遊びを中心とした幼児教育と、教科指導を中心としている小学校教育とは、指導のねらいや方法、
評価など⼤きく異なるため、段差と呼ばれる問題が⽣じやすくなっています。
そこで、保幼⼩の円滑な接続により、この３つの資質・能⼒を豊かに育むために、これまでの幼児と児童の
交流活動や、発達障害など⽀援の必要な⼦どもの丁寧な引き継ぎに加え、互いの教育・保育⾃体を組織的につ
なぐ、日々の指導や配慮の工夫･改善が必要となります。また、今回の改訂では、
「教育・保育の質の向上と、
その保育による育ちを小学校でゼロに戻さない」ための校種間の接続が主要な課題の一つとされています。
このような保幼小接続の取組が、不登校や学⼒の未定着、問題⾏動等、本県の教育課題の解決にもつながる
ため、平成 30 年 2 月に県教育委員会で作成･配付した「保幼小接続期実践プラン」による取組を継続するとと
もに、２年間のモデル地区（東部・⽥野⼩校区、中部・越知⼩校区、⻄部・佐賀⼩校区）を設け、組織的にそ
の課題の洗い出しや成果の普及を図ることを、今年度の主要な施策の⼀つに挙げ取り組んでいます。

Point

■保幼小連携･接続の取組

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を基に円滑な接続を図る

（参考）平成 29 年 3 月告示 ⼩学校学習指導要領 第１章 総則

■保幼⼩連携･接続の計画の流れ（例）

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の視点に⽴って「10 の姿共有シート」等を活用し、子どもの姿を
共有しながら、⼦どもの発達や学びへの理解を深めていってください。
問い
合わせ

幼保支援課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311601/
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幼保支援課 幼児教育担当
TEL：088-821-4881
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2020 こうち総文 プレ⼤会及び⼤会１年前 PR イベントについて
来年、県内で開催される「第 44 回全国⾼等学校総合⽂化祭」を前に、下記の⽇程で本年度プレ

⼤会及び１年前 PR イベントを開催します。広く皆さまに県内高校生の文化的活動について知って
いただき、本番に向けて多くのご声援をいただけますようお願いいたします。
なお、９⽉以降に開催されるプレ⼤会の詳細は公式ホームページをご覧ください。
大会マスコットキャラクター

■第 44 回全国高等学校総合文化祭高知大会・プレ大会 ※9 月までに開催される大会のみ掲載
開催部門

開催日

小倉百人一首
6月8日(土)
かるた

内容

会 場

開催部門

開催日

土佐なる子

内容

会

場

競技(四国大会)

中芸広域体育館
（結いの丘ドーム）

文 芸

8月中旬、12月下旬 文芸研修

ステージ発表

窪川四万十会館

美術・工芸

8月20日(火)

開会式
交流会

高知ぢばさんセンター

幡多青少年の家

ボランティア

8月下旬

ブース発表

帯屋町商店街(アーケード内)

軽音楽

8月4日(日)

写 真

撮影会
8月6日(火)・7日(水)
交流会

西部ｺｰｽ、北部ｺｰｽ、東部ｺｰｽ

■⼤会１年前 PR イベント
2020 こうち総⽂開催１年前国際交流事業として、⽇韓の⽂化交流を実施
日時 令和元年 7 月 23 日(火)

13:30〜15:15

場所 イオンモール高知専門店街１階南コート

※県内の⾼校⽣による伝統芸能と韓国の⾼校⽣によるサムルノリが披露されます
第 44 回全国高等学校総合文化祭
2020 こうち総文公式ホームページはこちら。

問い
合わせ

https://www.2020kochisoubun.com/

高等学校課 全国高等学校総合文化祭推進室
広報担当
TEL：088-821-2201

1 日 高知県小中学校 PTA 連合会総会
（高知市 高知会館 13:30〜）
2 日 第 67 回高知県定時制通信制高等学校体育大会
（高知市 高知大学グラウンドほか 開校式 9:30〜）
3 日 夜間中学体験学校（第 12 回：香南市）
（香南市 のいちふれあいセンター 18:00〜）
3 日 中学校社会科授業改善研究協議会
（高知市 高知会館 9:30〜）
4~19日 若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業地区別連絡会
〈高知市地区〉
（４日 高知市 ふくし交流プラザ 13:30〜）
〈幡多地区〉
（５日 四万十市 四万十市⽴中央公⺠館 13:30〜）
〈高吾地区 1〉
（10 日 須崎市 須崎市⽴市⺠⽂化会館 13:30〜）
〈⼟⻑南国地区〉
（12 日 香南市 ⻘少年センター 13:30〜）
〈安芸地区〉
（17 日 田野町 田野町ふれあいセンター 13:30〜）
〈高吾地区 2〉
（19 日 佐川町 佐川町総合文化センター 13:30〜）
9 日 「高知県高校生津波サミット」学習会
（高知市 ⾼知県⽴⼤学永国寺キャンパス 13:00〜)
10 日 第１回高知県総合教育会議
（高知市 共済会館 10:00〜）
10 日 道徳教育パワーアップ研究協議会
（高知市 高知会館 13:30〜）
14~16日 2019 年度四国⾼等学校選⼿権⼤会
（高知市 県⽴⻘少年センターほか 9:00〜）
15･16日 第 72 回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 15 日 13:45〜、16 日
10:00〜）
17 日 令和元年度栄養教諭・学校栄養職員資質向上研修会
（高知市 高知城ホール 10:00〜）

17 日 第１回地域コーディネーター研修会
（いの町 いの町総合保健福祉センター 13:00〜）
19 日 中学校英語授業改善研究協議会
（高知市 高知会館 9:30〜）
22 日 ⾼知県公⽴学校教員採⽤候補者選考審査第１次審査
（高知市 高知小津高校、高知東高校 8:40〜）
（大阪府 大阪大学 8:40〜）
27 日 夜間中学体験学校（第 13 回：土佐市）
（土佐市 ⼟佐市⽴⾼岡市⺠館 18:00〜）
29 日 高等学校 PTA 定期総会及び研修会
（高知市 高知会館 13:00〜）
30 日 PTA･教育⾏政研修会
〈幡多地区〉
（宿毛市 宿毛市文教センター 13:30〜）

4 日 令和元年度健康教育推進研修会(保健主事研修会）
（高知市 サンピアセリーズ・高知城ホール 10:00〜）
5 日 若者はばたけプログラム活⽤研修会
（いの町 ⾼知⻘少年の家 10:00〜）
6~27日 PTA･教育⾏政研修会
〈香美･香南地区〉
（６日 香南市 のいちふれあいセンター 13:30〜 ）
〈吾川地区〉
（13 日 仁淀川町 仁淀川町⽴中央公⺠館 13:30〜）
〈高岡地区〉
（27 日 須崎市 須崎市⽴市⺠⽂化会館 13:30〜 ）
20~24日 第 73 回高知県中学校総合体育大会
（高知市ほか 春野運動公園陸上競技場ほか 9:00〜）
25･26日 防災教育研修会
〈中部 A〉
（25 日 高知市 高知城ホール 9:50〜）
〈中部 B〉
（26 日 ⿊潮町 ⿊潮総合センター 9:50〜）
25･26日 若者⾃⽴⽀援セミナー･研修会
（25 日 いの町 ⾼知⻘少年の家 10:30〜）
（26 日 高知市 オーテピア 13:30〜）

＜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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