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第 44 回全国高等学校総合文化祭に向けて新たなスタートです!
令和元年 6 月 14 日（金）高知市文化プラザかるぽーとで、第 44 回全国高等学校総合文化祭 第３回高知県

実行委員会、大会イメージソング披露及び第 2 期生徒実行委員委嘱状交付式を行いました。
■第 3 回高知県実行委員会
オープニングパフォーマンスとして、高知農業高校放送部による映像作品を出席された委員にご覧いただき
ました。その後、各議事を行い、各提案について全会一致で承認されました。
■大会イメージソング披露
名誉会⾧である尾﨑正直知事からご挨拶をいただいた後、昨年度公募した
ポスター原画、大会イメージソング（曲）、マスコットキャラクター愛称の
公募受賞者の表彰を行い、大会イメージソングの披露を行いました。
大会イメージソングは、安芸高校、山田高校、高知小津高校、岡豊高校、
高知丸の内高校、高知西高校、中村高校、土佐高校の吹奏楽部 42 名と、高
知小津高校、岡豊高校、高知丸の内高校、土佐高校、土佐女子高校、高知学
芸高校の合唱部 80 名により披露されました。

「土佐 なる子」
ポスター原画

マスコットキャラクター

【知事コメント】
さあ、いざこの大会に向かうぞ!という感じが、しっかりとイメージソング
になっていて素晴らしかった。何といっても、これだけの曲を高校生が作った、
このことがすごいと思います。みんな高校がそれぞれ違うけれど、素晴らしい
演奏をしていただき、高校生のすごい可能性を感じました。あと１年、全国高
等学校総合文化祭の成功に向けて一緒に頑張りましょう。

■第２期生徒実行委員委嘱状交付式
高知県実行委員会終了後、第 2 期生徒実行委員 45 名の委嘱状交付
式を行い、高知県実行委員会会⾧である伊藤博明教育⾧から、一人
ひとりに委嘱状が手渡されました。
【教育⾧コメント】
皆さんが、自ら進んで手をあげて実行委員になったことを頼もしく思いま
す。中には困難な取り組みも出てくると思いますが、こういった主体的な取
組を行うことで成⾧すると期待しています。ぜひ、頑張ってください。

【第 1 期生徒実行委員⾧ 奥宮健太さんコメント】
委嘱された生徒の代表挨拶を聞き、頼もしい実行委員が増え
ることへの嬉しさ、これから率いていくことへの責任で身が引
き締まる思いでした。
これから行われる 2020 こうち総文の本大会、プレ大会、そ
の他カウントダウンイベントなど数々のイベントに向け、協力
して準備し、ワクドキさせられる大会づくりをしていきたいと
感じました。

【第 2 期生徒実行委員 森本向日葵さんコメント】
この大きな大会が高知県で開催されるのは初めてのことで
す。その年に高校生としていられることを私は奇跡だと思い
ます。
この奇跡に感謝しながら、第１期生の皆さんとともに、大
会成功に向け、残りの約１年、自覚と責任をしっかり持ち全
力で頑張ります。

総勢 84 名となった生徒実行委員会、縦と横のつながりを大切にし、高知らしい、あたたかい委員会をつくっ
ていきますので、応援よろしくお願いします!!
問い
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2020 こうち総文ホームページはこちら。
https://www.2020kochisoubun.com/

1

高等学校課 全国高等学校総合文化祭推進室
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命を守るヘルメット! ～自転車通学時のヘルメット着用の推進について～
本年４月１日から、
「高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

が施行され、１８歳以下の児童生徒の保護者の努力義務として、児童生徒に自
転車安全教育を行うこと、児童生徒の自転車に反射機材を備えることとともに、
乗車用ヘルメットを着用させること、及び自転車損害賠償保険等に加入するよ
う努めることなどが規定されています。
これを受け、県教育委員会では、４月から自転車通学時のヘルメット着用を
推進することを目的とした「自転車ヘルメット着用推進事業」を進めています。
取組内容
■自転車の安全利用に関する指導・啓発活動を充実させることにより、自転車の安全利用に関する意識の向上を図る。
■児童生徒の登下校中の安全確保に向けた取組の充実を図る。
■ヘルメット購入費用の一部を補助・助成し、保護者の経済的負担を軽減することで、中高校生のヘルメット着用推進を図る。

自転車ヘルメット購入費への助成について
対象】県内の小中高校生で、自転車通学をしている児童生徒
【方法】〈県立・私立・国立学校〉
販売協力店において、一人 2,000 円値引き
〈市町村立学校〉
ヘルメット購入に係る補助制度がある市町村の場合、県から市町村
を通じて一人 1,000 円補助（各市町村によって補助の状況が異なります）
※詳細は学校安全対策課ホームページ（下記ＵＲＬ）をご覧ください。

子どもの自転車乗用中の交通事故は、登下校中に最も多く発生しています。また、自転車乗用中の事故のう
ち、死亡に至る頭部損傷の事故においては、ほとんどの方が、ヘルメットを着用していませんでした。
子どもの命を守るため、自転車ヘルメットの着用を促す交通安全教育の実施をお願いします。県警察から中
学・高校に毎月１回提供される、交通安全教育教材「Traffic Safety News（ＴＳＮ）
」も活用できます。
また、教職員も、自身の安全確保のため、ぜひヘルメットを着用しましょう!
自転車の安全利用の推進に、ご協力をよろしくお願いいたします。
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令和元年度 学校安全教室推進講習会を開催します。
登下校中の交通事故や学校内外での不審者による事件等、子どもたちの安全を脅かす事件・事故が依然として

発生しているなか、各学校において、子どもたちに対する効果的・実践的な安全教育や安全管理等を推進するこ
とができるよう、交通安全教室等の講師となる教職員等の育成や、事件・事故発生時の初期対応等における教職
員等の資質向上を図ることは、学校現場における必須課題です。
本年度も素晴らしい講師をお迎えし、下記の日程で、本講習会を開催します。参加につきましては、教職員研
修管理システム（公立学校）及びメール・FAX（保・幼・私立・国立・その他）にてお申し込みください。
令和元年度 学校安全教室推進講習会
期日・会場 : 令和元年８月 21 日（水）9:30～16:30 高知城ホール ４階 多目的ホール
内

容 :【講義・演習】 「通学路の安全確保と効果的な交通安全教育に関する最新動向」
東北工業大学 教授 小川 和久 氏
【講

演】 「子どもたちの命を守る効果的な指導と学校危機管理体制について」
大阪教育大学 教授 藤田 大輔 氏
「SPS 認定校の取組について」

京都市立養徳小学校 校⾧ 中野 喜夫 氏

【実 践 発 表 】 「高知県安全教育推進事業の取組について」
いの町教育委員会・いの町立枝川小学校、安芸市教育委員会・安芸市立井ノ口小学校
問い
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学校安全対策課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/312301
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学校安全対策課 学校安全担当
TEL:088-821-4533
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障害等のある子どもへの切れ目のない指導・支援の実施に向けて
県教育委員会では、障害等のある子どもへの切れ目のない指導・支援の実施に向けて、平成 25 年 8 月に『発

達障害等のある幼児児童生徒の支援をつなぐ就学時引き継ぎシート（例）
・支援引き継ぎシート（例）
』を作成
し、卒園、卒業時にも確実に進学先へ引き継がれるよう取組を進めてきました。第２期高知県教育振興基本計
画では、支援の必要な発達障害の診断のある全ての児童生徒に対して、引き継ぎシート等のツールを活用した
引き継ぎが実施されることを目標としています。
※シート等のツールを活用した引き継ぎ実施状況（H30）
:保幼→小 94.8％、小→中 87.4％ 中→高 56.3％

各学校におかれましては、切れ目のない指導・支援の実施に向けて、校内支援会を中心に、子どもが必要と
する支援に関する情報を整理するとともに、引き継ぎの同意を得るための家庭への働きかけ等をお願いします。
（12 月には、昨年度と同様に、引き継ぎの実施に関する家庭向けリーフレットを配布する予定です。
）

切れ目のない指導・支援の実施のために
■シート等のツールを活用した引き継ぎスケジュール（例）
８月

12 月
現在在籍する保育所、幼稚園、学校での支援

個別の指導計画に
基づく指導・支援

引き継ぎに関する
保護者への説明
（合意形成）

3月

4月

引き継ぎシート等の作成

２
学
期
末
懇
談
等

校内支援会等に
よる内容の検討

引き継ぎの実施

中 3 生の場合
入
（
学 合進 合
格
者
路 格
選 者の 者
抜 発確 登
の 表定 校
実 等） 日
施

進学先での支援

シート等の送付、
受け取り

引き継ぎに使うツールには、次のようなものがあります。
①高知県教育委員会が作成する『発達障害等のある幼児児童生徒の支援をつなぐ就学時引き継ぎシート（例）
・支援
引き継ぎシート（例）
』
（特別支援教育課ホームページよりダウンロード可能）
②県庁障害福祉課、療育福祉センター、各市町村等で配布される『つながるノート』
（発達障害の診断または疑いが
ある人のうち、利用を希望する人が対象）
③各学校等が作成している個別の教育支援計画と進学当初の支援プラン
④その他、市町村や学校等が作成した様式による引き継ぎのためのシート

問い
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特別支援教育課ホームページはこちら。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311001/
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特別支援教育課 発達障害担当
TEL:088-821-4741

高知国際中学校 第２回オープンスクールを開催します!
開校２年目の高知県立高知国際中学校は、昨年度国際バカロレア教育を実施できる認定を受けました。将来、

グローバル人材として活躍できるように、課題解決能力や英語運用能力を身につける学習に取り組んでいます。
現在、１年生 60 人と２年生 60 人が在籍しています。興味のある方は、ぜひお越しください。

令和元年度 高知県立高知国際中学校 第２回オープンスクール
日時:令和元年８月 31 日（土） ９時～12 時
場所:高知国際中学校（高知西高等学校敷地） 高知市鴨部２丁目５-70
内容:学校説明、体験授業など
（体験授業の対象は小学５・６年生で、事前に予約が必要です。
）

詳しくは高知国際中学校・高等学校ホームページをご覧ください。
http://www.kochinet.ed.jp/kokusai-jh/

高知国際
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検 索

問い
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高知国際中学校・高等学校
TEL:088-844-1221
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教職員の皆さまへ

●離任のごあいさつ

（7 月 15 日付で退職、文部科学省へ）

平成 29 年７月から２年間、高知県の教育に携わらせていただきました。高知県の教育が
直面する課題は大変厳しいものがありますが、教育関係者の皆様の懸命のご努力により、一
歩ずつ着実に前進していると感じております。今後の高知県の教育の発展と皆様のご活躍を、
心より祈念しております。
前教育政策課⾧ 酒井 啓至
●着任のごあいさつ

（7 月 16 日付で文部科学省より異動）

本年度は「教育等の振興に関する施策の大綱（教育大綱）
」と「第２期高知県教育振興基
本計画」の最終年度となるため、これらの基本目標等の達成に向けた取組を推進するととも
に、次期教育大綱及び基本計画の策定に向けた検討を進めてまいります。高知の子どもたち
の豊かな学びのため、全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
教育政策課⾧ 菅谷 匠

22~28日 シンガポールスクールとのスポーツ交流 2019
（高知市 県民体育館ほか）
23 日 第 21 回四国学校保健研究大会・第 43 回四国養護教諭研究
大会・第 17 回四国保健主事研究大会
（高知市 高知追手前高等学校ほか 10:00～）
24 日 PTA・教育行政研修会〈土⾧南国地区〉
（本山町 本山町プラチナホール 13:15～）
27 日 第２回社会教育主事等研修
（いの町 中部教育事務所 13:00～）
30 日 第２回地域コーディネーター研修会
（四万十市 四万十市立中央公民館 13:00～）
30 日 夜間中学体験学校（第 18 回:宿毛市）
（宿毛市 宿毛文教センター 18:00～）
31 日 高知国際中学校第２回オープンスクール
（高知市 高知国際中学校 9:00～）

2~4 日 第 57 回四国中学校総合体育大会
（高知市 春野総合運動公園球技場ほか）
3・4日 第 28 回全国高等学校漫画選手権大会「まんが甲子園」
2020 こうち総文 まんが部門プレ大会
（高知市 高知市文化プラザかるぽーと 10:00～）
4 日 2020 こうち総文 軽音楽部門プレ大会
（四万十町 窪川四万十会館 10:30～）
5・6 日 防災教育研修会
（中部地区Ｂ:高知市 総合あんしんセンター 9:50～）
（東部地区:田野町 田野町ふれあいセンター 9:50～）
6 日～ 体育・保健体育指導力向上伝達講習会（6,8,21,23 日）
（高知市 県民体育館ほか 9:30～）
7 日 令和元年度「若者はばたけプログラム」活用研修会 講座Ⅱ
（いの町 高知青少年の家 10:30～)
8 日 夜間中学体験学校（第 16 回:室戸市）
（室戸市 室戸市役所 18:00～）
16 日 オリンピック・パラリンピック教育研修会
（宿毛市 宿毛市立中央公民館 13:00～）
19 日 夜間中学体験学校（第 17 回:田野町）
（田野町 田野町ふれあいセンター 18:00～）
20 日 2020 こうち総文 美術・工芸部門プレ大会
（高知市 高知ぢばさんセンター 11:00～）
21 日 学校安全教室推進講習会
（高知市 高知城ホール 9:30～）
21 日 高知大学教職大学院 第３回 「土佐の皿鉢ゼミ」
（高知市 高知大学朝倉キャンパス 9:30～）
22 日 第 1 回高知県高校生ボランティアカップ
2020 こうち総文 ボランティア部門プレ大会
（高知市 帯屋町商店街（アーケード内） 13:00～）

4 日 令和元年度「若者はばたけプログラム」活用研修会 講座Ⅲ
（いの町 高知青少年の家 10:30～）
5 日 第２回高知県総合教育会議
（高知市 高知サンライズホテル 15:00～）
5 日 第３回地域コーディネーター研修会
（安田町 安田町文化センター 13:00～）
6 日 地域学校協働活動研修会
（いの町 いの町総合保健福祉センター 13:00～）
6 日 令和元年度第２回高知県人権教育推進協議会
（高知市 高知県立人権啓発センター 14:00～）
10 日 夜間中学体験学校（第 19 回:梼原町）
（梼原町 梼原町立図書館 18:00～）
13 日 夜間中学体験学校（第 20 回:本山町）
（本山町 本山町プラチナセンター 18:00～）

：

＜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。
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