＊「夢のかけ橋」第 70 号より、Groupware やメールによる電子版「高知県教育だより」の配信を行います。
また引き続き、高知県教育委員会事務局ホームページでも公開しています。
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、各市町村や各学校等において、子どもたちへの影響を踏まえ、様々
な取組をされてきたことと思います。県教育委員会としましても、学校等の臨時休業による影響を最小限に留
めるためにも、これまで授業動画の配信やスクールカウンセラーを活用した電話相談等を実施してきました。
依然厳しい状況にありますが、第 2 期教育大綱の基本理念が実現するよう、皆様と連携・協力しながら、子ど
もたちのための施策を進めてまいりますので、よろしくお願いします。
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家庭学習支援動画ライブラリーの開設について
本県では３月４日から臨時休業等の措置を取り、解除まで約３ヶ月に及ぶ臨時休業となりました。その間、
子どもたちの学習の遅れや心身の不調が懸念され、学校はもちろんのこと保護者の方々からも不安の声が聞か
れるようになりました。そこで、子どもたちの学習の遅れを最小限に留めるため、また、家庭での自学自習を
支援するために、県教育委員会事務局各課、教育事務所、心の教育センター及び教育センター、さらには高知
市教育委員会の指導主事等が一丸となって、臨時休業期間中の家庭学習支援のための授業動画の配信に取り組
むことにしました。
４月 24 日に県教育センターホームページに「家庭学習支援動画ライブラリー」を開設し、指導主事等が作成
した授業動画 25 本をアップし配信をスタートしました。その後、毎日のように動画はアップされ、現在（５月
22 日）では、小学生用 23 本、中学生用 30 本、高校生用 47 本、さらに、校種の枠を越え全ての児童生徒対象
の７本を加えて、合計 107 本の授業動画を配信しています。視聴回数はこの１ヵ月で 51,000 回を超えました。
最大は４月 27 日の 9,500 回で、その週は３万回を超えています。視聴方法はスマホ等のモバイルの使用が最
も多く全体の 45%を占め、次がデスクトップ 38%、タブレット 15%の順になっています。家庭での子どもた
ちの現状に合致したデータ結果となりました。
指導主事等は、子どもたちのためにと動画を作成し、当センターのスタジオで音入れやビデオ撮影等の収録
をしました。子どもたちに興味をもってもらいたい、分かりやすく伝えたいと実演したり、複数の指導主事で
のやり取り、BGM の活用、郊外での撮影、パラパラ動画を駆使したりと様々な工夫がなされ力作揃いとなって
います。是非、この輪が県内の学校に広まり、各校の先生方による授業動画の配信ができればと願っていると
ころです。本県の子どもたちが夢を諦めることのないよう、私たちが一丸となってできることは何でもやって
いきたい！この思いが子どもたちに届きますように。
児童生徒が、楽しみながら主体的
に学べる動画にしたいと思い作
成をしました。また、先生方が授
業をつくる際や、児童生徒の予習
や復習に役立てていただければ
と思います。
（小中学校課）

子どもたちの学ぶ姿を想像し、
「分かった。」「やってみたい。」
と思える動画を作成しました。
ぜひ自主学習等に活用してもら
い、興味関心の幅をどんどん広げ
てほしいです。
（東部教育事務所）

この動画は、児童生徒が自学自習
できることに重点を置いて作成
しました。実際の授業では、一方
向の動画では難しい、学習したこ
とのよさや価値を児童生徒から
引き出してもらいたいと思いま
す。
（高知市教育委員会）

広く一般向けの教材となるよう
に配慮して作成しました。これは
ほんの一例です。各校の実態に応
じた動画作成の参考にしていた
だければ幸いです。
（高等学校課）
教科書の内容を踏まえながら、各教科・科目を学ぶ意義を感
じられるような問いを設定するなど、
工夫して作成しました。
生徒の皆さんの学習の手助けになれば幸いです。
（教育センター）

問い
合わせ

教育センターホームページはこちら。
https://www. pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/
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教育センター 企画監（次世代型教育推進担当）
TEL：088-866-7385

Topics

心の教育センターにおける相談支援について
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新型コロナウイルス感染症対策による休校期間中、心の教育センターでは、子どもたちや保護者の皆さんが
不安や悩みを相談できる窓口として、
「24 時間子ども SOS ダイヤル」のほか、主にスクールカウンセラーによ
る来所相談や電話相談、高校生を対象とした LINE 相談などを実施してきました。また、学校関係者の皆さんか
らの相談に対しても、指導主事やスクールカウンセラーを学校等に派遣し、休校中の子どもたちへの対応や休
校明けの子どもたちへの支援（心のケア等）について、助言・支援を行ってきたところです。
このたびの新型コロナウイルス感染症対策による休校等の影響により、これからも子どもたちの心身もしく
は生活・行動などに、何かしらのストレス反応が現れてくるかもしれません。当センターは、そうした子ども
たちや、子どもたちを育む保護者の皆さん、先生方をサポートするための相談窓口として、今後も誠実に対応
していきたいと考えています。
本年度は、通常の平日業務に加え、新たに「日曜日」も終日開所することにしました。また、週１日ではあ
りますが、
「東部相談室（田野町内）
」及び「西部相談室（四万十市内）
」を開設しました。子どもたちや保護者
の皆さんからの相談だけでなく、先生方からの相談にも対応させていただきます。ぜひ、ご活用ください。
なお、当センターは、７月に新築中の庁舎が完成し、８月上旬（予定）に、元の場所（高知市大原町）に移
転します。電話番号等の変更については、後日、チラシ等でお知らせいたします。

★来所による相談
相談時間：午前９時～午後５時
予約電話番号：０８８－８６６－０９０１
相談期間：◎高知県心の教育センター：月曜日～金曜日、日曜日（祝日、年末年始、第５日曜日を除く）
高知市大津甲７７０－１
◎東部相談室：毎週木曜日（祝日、学校の長期休業期間等を除く）
田野町総合文化施設 ふれあいセンター内
◎西部相談室：毎週火曜日（祝日、学校の長期休業期間等を除く）
幡多総合庁舎 別館
★電話相談
電話番号：０８８－８６６－０９０１
相談時間：午前９時～午後５時
相談期間：月曜日～金曜日（祝日、休日、年末年始を除く）
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。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902/
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問い
合わせ

心の教育センター
TEL：088-866-0900

県立学校への寄贈について

全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大し、高知県でも多くの事業者が影響を受け、非常に厳しい社会経済情勢

1 となっている中、県内の事業者様から各県立学校に温かいご支援を賜りました。

いただきました寄附につきましては、子どもたちが安全に学校生活を送れるよう、
有効に活用させていただきます。

■南海化学株式会社 土佐工場 様
各県立中学校・高等学校へ、
「次亜塩素酸ソーダ（消毒液）
」70 箱（各校２箱、20kg 入/箱）

南海化学株式会社 土佐工場 様から

■入交クリエイト株式会社 様
各県立特別支援学校へ、
「微酸性次亜塩素酸水（除菌液）
」20 箱（各校１～２箱、20ℓ入/箱）
この他にも、学校等へ多くの方々からマスクや消毒液等のご寄附をいただきました。
問い
合わせ

高等学校課のホームページはこちら。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/
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入交クリエイト株式会社 様から

高等学校課 総務担当
TEL：088-821-4851

Topics 第 44 回全国高等学校総合文化祭（2020 こうち総文）の開催について

4

開催内容の変更について
令和２年７月 31 日（金）～８月６日（木）にかけて、
「文化部のインターハイ」と呼ばれる高校生
活最大の芸術文化の祭典である全国高等学校総合文化祭が、高知県で初めて開催される予定でした。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、生徒の移動を伴わないインターネット
を活用した発表動画や作品画像の配信による開催に変更することとなりました。
新たな「2020 こうち総文」に向けて、生徒実行委員や各部門が取り組んでいきますので、引き
続き、応援をどうぞよろしくお願いいたします。

こうち総文マスコットキャラクター 土佐なる子

■開催内容の変更に伴う高知県独自の取組について■
１ 事案の概要
2020 こうち総文は、緊急事態宣言が継続される中で通常開催は困難であると判断し、生徒の移動を伴わな
い Web での発表・交流による開催とすることを全国高等学校文化連盟が決定し発表しました。
開催内容の変更に伴い、これまで大会準備を行ってきた本県の生徒実行委員会の生徒や、出場に向けて努
力を重ねてきた県内参加生徒の活動発表の場を設けるとともに、その取組を記録として残すために、高知県
独自の取組として実施報告発表会（総合開会式）の開催や部門記録集、生徒実行委員会報告書を発行します。
２ 高知県独自の取組
（１）実施報告発表会（総合開会式）
７月 31 日（金）に高知市文化プラザかるぽーとにて開催予定であった総合開会式の内容を変更し、県内
生徒の取組の集大成としての「実施報告発表会」として８月６日（木）
（予定）に同会場で開催します。
内容は式典、2020 こうち総文に出演予定の県内各部門生徒による発表、ミュージカル部によるオリジ
ナルミュージカルの上演を予定しています。
発表会の企画・運営・進行は、生徒実行委員会の生徒が主体的に関わり作り上げていきます。
なお、当日の様子は、※新型コロナウイルスの感染対策を行ったうえで、県内外への中継と Web での公
開を検討しています。
※ ７月感染状況悪化の場合は、中止もあり得る。
※ 感染状況によっては無観客で開催。

（２）部門記録集
出演校・出演者の紹介、発表内容・作品の掲載、部門生徒実行委員の取組をまとめた各部門の記録集を
作成し、本県を含め全国の参加団体に配付します。
（３）生徒実行委員会報告書
生徒実行委員会は、平成 30 年７月 13 日に県内高校生から公募により選ばれた１期生 39 名で組織され、
令和元年６月 14 日に２期生 45 名を加え、同年８月 31 日には１期生のうち 20 名の任期が満了しました。
現在は 64 名で活動しています。
生徒実行委員は 2020 こうち総文のプロデューサー、
スタッフとして県内高校生全員を代表し、高知ならでは
の総合文化祭を実現するため、高知の魅力を再発見し、
新しい文化の創造につながる大会となるよう活動を行っ
てきました。
生徒実行委員の３年間の活動記録をまとめた冊子を作
成・発行し、その取組を全国に伝えるものです。
生徒実行委員は、2020 こうち総文の
成功に向けて日々取り組んでいます。

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

2020 こうち総文公式ホームページはこちら。
https://www.2020kochisoubun.com/
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令和２年度高知県教育委員会事務局

新任所属長あいさつ

令和２年４月は、新型コロナウイルス感染症への対応から始まりました。例年ですと、新採教職員や新入生の
笑顔があふれる季節ですが、今年は様変わりしています。明けない夜はありません。明るい未来に向かって皆様
と一緒に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
教育次長（総括） 髙橋 慎一

「人権教育課」から「人権教育・児童生徒課」と課名を改め、人権教育の推進や生徒指導上の諸課題の改善に
向けて取り組んでまいります。特に、
「不登校への総合的な対応」につきましては、県教育委員会あげての横断
的な取組として推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。
参事 兼 人権教育・児童生徒課長 黒瀬

渡

当課は、南海トラフ地震をはじめ様々な災害等に備えた学校の施設整備や、生活・交通・災害の安全教育・
安全対策などを所管しております。子どもたちの安全を守っていくため、市町村、学校、地域の皆様と一緒に
取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
学校安全対策課長 大﨑 和幸
第３期高知県教育振興基本計画の基本理念や基本目標の実現に向けて、６つの基本方針と２つの横断的な取組
の方向性のもと、教育事務所及び市町村教育委員会と力を合わせて事業を展開していきます。本県の教育課題解
決に向けて、小中学校課職員一同、未来を担う子どもたちのためにチーム学校の取組をさらに推進してまいりま
すので、よろしくお願いします。

小中学校課長 武田 浩志

第３期高知県教育振興基本計画の基本理念、基本目標及び基本方針に基づき、各高等学校と力を合わせて魅力
ある学校づくりを推進していきます。特に「学力の向上」と「社会性の育成」を柱に様々な事業を展開し、検証
と改善を心掛け取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
高等学校課長 濱川 智明

全国初の県市合築、共同運営によるオーテピア高知図書館では、
「これからの高知を生きる人たちに力と喜び
をもたらす図書館」を基本理念に、様々な図書サービスの提供はもとより、市町村や学校への支援、中心商店街
等と連携した取組を進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
図書館長 山﨑

生

「先生たちの力が、子どもたちの力に」という理念のもと、学び続ける教職員、学び続ける学校を支えるため
に、教職員等の資質・指導力の向上、若年教員から管理職までの体系的な組織マネジメント力の向上を目指して
取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いします。
教育センター所長 正木 敏政

児童生徒が未来社会をたくましく生きることができるよう、これまでの取組の成果や課題を踏まえつつ、
「チーム学校の推進」のための支援を充実させてまいります。市町村教育委員会や各学校の皆様と一緒に取り
組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
東部教育事務所長 蛭子

＜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：https://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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