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新型コロナウイルスの影響を踏まえた対応について
各教育現場では、
「学校の新しい生活様式」に基づき、新型コロナウイルス感染防止対策を実行しながら、教

育活動が行われていることと思います。県教育委員会においては、新型コロナウイルスの影響を踏まえた対応
について、下記のとおり「学びを取り戻す」
「子どもたちの心に寄り添う」
「学校等における感染を防ぐ」
「再度
の感染拡大に備える」を４つの柱とし、現在、取組を進めています。

学びを取り戻す

学びを取り戻す

※点線内は国の令和２年度２次補正予算を活用

１．学校経営アドバイザー訪問による教育課程の見直し支援
２．県主催の教員研修を精選（中止又は動画配信等により集合研修を当初予定の約半分まで削減）
３．動画教材の作成・活用（授業・家庭学習等での活用）
４．教員加配（最終学年の少人数学級編制等）
５．放課後等学習支援員の配置充実
６．校務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置充実
授業時数の確保や指導体制の充実、動画教材の提供等を通じて、臨時休業に伴う学習等の遅れを計画的に取り戻す

子どもたちの心に寄り添う

学びを取り戻す

１．臨時休業に伴う子どもたちの心の影響について把握・分析
２．臨時休業の影響による不登校等に関して、関係課連携会議等で事務局横断的に課題を共有・対策を実施
３．スクールカウンセラー等による相談支援体制、電話相談窓口の充実（心の教育センター等）
４．新型コロナウイルス感染症に関する人権教育の充実（教育委員会メッセージ「小学生（中学生・高校生）のみな
さんへ」の活用）
５．臨時休業等の影響を踏まえた就職・進学指導等の実施
就職希望者に対する企業情報の提供・進学補習の重点化、個別面談による情報提供
新型コロナウイルス感染拡大に伴う子どもたちへの心のケア等に、関係機関が一丸となって対応する

学校等における感染を防ぐ
１．「学校の新しい生活様式」を踏まえた学校運営の徹底
２．県基準（福祉保健所管内の感染状況による対応）を踏まえた感染防止対策・休業措置等
３．部活動を実施する場合の注意事項を踏まえた活動の徹底
４．消毒液、換気対策備品等の整備
５．特別支援学校におけるスクールバスの増便等
新しい生活様式を前提とした活動の変革と感染症対策備品の整備により、学校を感染拡大の場にしない

再度の感染拡大に備える
１．GIGA スクール構想の加速化
県立中学校・特別支援学校の一人一台端末整備及び高等学校における整備計画の前倒し
２．高等学校の一人一台端末環境の実現に向けた検討
→検討会を設置し、整備方針を協議（学校関係者、PTA 関係者、IT 系学識経験者等）
３．遠隔授業の環境整備及び指導方法の研修・周知
４．授業用アプリケーションの研究・活用
５．動画教材の作成・活用（再掲）
再度の感染拡大の際、学校教育を継続するために ICT 環境の充実や指導方法の習得を進め、子どもたちの学び
を絶やさない
詳しくは、高知県教育委員会事務局ホームページ「新型コロナウイルス感染症への
対応」をご覧ください。 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/

問い
合わせ

教育政策課 教育企画担当
TEL：088-821-4731

Topics

2

スクールロイヤー活用事業について
県教育委員会では、学校で発生する様々な生徒指導上の問題について、学校が法律の専門である弁護士から

対応についての助言等を受けることができるよう、令和２年６月２日に高知弁護士会と協定を締結し、スクー
ルロイヤー活用事業を開始しました。
このスクールロイヤー活用事業は、高知弁護士会登録の約 20 名の弁護士が、学校からの相談に応じるほか、
教員研修や出前授業をとおして、学校のいじめ問題等への適切な対応を図り、本県の児童生徒の健全育成につ
なげていくことを目的としています。

➊ 学校における法的相談
学校で発生する様々な問題への早期対応及び当該問題の早期解決を
図るため、学校が果たすべき説明責任や、法律上適切な対応につい
ての助言
（例：子どものいじめを起因とする保護者同士の争いごと、学校で
流れる放送の音や運動場の砂ぼこりに対する近所住民からの
改善要望等について）

❷ 法令に基づく対応に関する教職員研修
いじめ防止対策推進法等に基づく適切な
対応等に関する教職員研修の講師及び
校内支援会等へのアドバイザーの派遣
（例：いじめが起こったときの法に基づく適切
な対応、学校に携帯電話を持ってくる際
の留意点等について）

❸ 児童生徒に対する法的側面からの
いじめ予防教育
児童生徒に対するいじめ予防に関する授業
（例：SNS に関する法律上の規定や罰則等、
ネットいじめの事例について）

＊1 市町村立学校は市町村教育委員会へ、県立学校は県教育委員会へ申請してください。
教職員研修及びいじめ予防教育（事業内容の図 ❷、❸）については、事業実施の２ヶ月以上前に申請が必要です。
＊2 スクールロイヤー派遣にかかる費用は県教育委員会が負担します。
（詳細は各学校に送付しております実施要領をご確認ください。
）

学校の対応力の向上や児童生徒のいじめ未然防止の意識の醸成に向けて、
本事業の積極的な活用をお願いします。
詳しくは人権教育・児童生徒課ホームページをご覧ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310801/

問い 人権教育・児童生徒課 いじめ問題対策担当
合わせ
TEL：088-821-4722
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高知県心の教育センター移転開所について
心の教育センターは、令和２年８月２日に新築移転、開所します。
心の教育センターは、不登校やいじめなど、子どもの教育に関する悩みや発達上の課題や行動上の諸問題に

ついて、子どもや保護者、学校関係者等からの相談に応じています。詳しくは、心の教育センターホームペー
ジをご覧ください。

移 転 先

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/

問い
合わせ

心の教育センター
TEL：088-821-9900
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第 44 回全国高等学校総合文化祭（2020 こうち総文）が始まります！
て～

：

2020 こうち総文ホームページはこちら。
https://www.2020kochisoubun.com/

問い
合わせ

高等学校課 全国高等学校総合文化祭推進室
TEL：088-821-2201
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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～
て～
高知県自転車条例の趣旨に基づき、更なる取組をお願いします
「高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
（平成 31 年４月１日施行）に基づき、県教育委員

会では「自転車ヘルメット着用推進事業」を進めています。
学校や保護者、関係機関等の協力もあり、自転車の安全利用として「ヘルメット着用は大切！」という認識
は広がっているものの、ヘルメットを着用して自転車通学をしている生徒は未だ少ない状況です。
その理由の中には、
「格好悪い」
「髪型が乱れる」
「みんなが被るのならよいが、自分だけでは・・・」などの
生徒のヘルメット着用に対する抵抗感が根強くあるようです（県立学校へのアンケート結果による）
。生徒がヘ
ルメットの着用を経験することにより、
「被ってみたら意外と悪くない」という印象にかわった事例も見られま
す。
こうしたことから、学校においては、ヘルメット購入に係る助成について保護者への直接的な働きかけや児
童生徒への交通安全教育の実施と合わせて、生徒がヘルメットを「目にする、手に取る、被ってみる」機会を
つくることなど、積極的な取組をお願いします。
交通社会の一員として、ルールを守り安全に自転車を利用する姿勢を促すためにも、取組の強化をお願いし
ます。
少し頭がかゆくなったり、
髪型がくずれたりするかもしれませんが、

みんなぁで
かぶろうや！

「命に比べれば小さなこと」。
ヘルメットを被ると被らない
とでは、安心感が違う。
警察と連携した交通安全啓発パレードへ参加

詳しくは学校安全対策課ホームページをご覧ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/312301/

【参加生徒の感想より】
問い
合わせ

学校安全対策課 学校安全担当
TEL：088-821-4533

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 月 31 日 2020 こうち総文「WEB SOUBUN」開催（23 部門）
～10 月 31 日
※Web 上
1・2 日 高知県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）
2 日～6 日 2020 こうち総文 実施報告発表会（11 部門展示発表）
（高知市 高知市文化プラザかるぽーと 10:00～）
2 日 2020 こうち総文 将棋部門競技（県高等学校将棋夏季大会）
（高知市 高知市文化プラザかるぽーと 13:00～）
3 日 2020 こうち総文 囲碁部門 交流対局
（高知市 高知市文化プラザかるぽーと 13:30～）
心の教育センターオープニングセレモニー
（高知市 新・心の教育センター 10:00～）
4 日～ 防災教育研修会・学校安全教室推進講習会
（オンデマンド形式）
6 日 2020 こうち総文 実施報告発表会（ステージ発表）
（高知市 高知市文化プラザかるぽーと 9:30～）
2020 こうち総文 総合開会式
（高知市 高知市文化プラザかるぽーと 16:00～）
9 日 高知県高等学校体育大会（カヌー）
（須崎市 浦ノ内湾カヌー競技場）

18 日 令和２年度第２回社会教育主事等研修
令和２年度市町村人権教育・啓発担当者研修会
（いの町 高知青少年の家 13:00～）
20 日 体育・保健体育指導力向上伝達講習会
（高知市 春野総合運動公園体育館 13:30～）
26 日 第 1 回高知県教育振興基本計画推進会議
（高知市 高知共済会館 10:00～）
31 日 県・市 知事・市長及び教育長連携会議
（高知市 高知市庁舎 15:45～）

５日～27 日 高知県高等学校体育大会
（高知市ほか 県民体育館ほか）
9 日 第 1 回高知県総合教育会議
（高知市 高知共済会館 15:30～）
20 日 夜間中学 学校説明会の開催
（高知市 オーテピア 13:30～）
30 日 「若者はばたけプログラム」活用研修会 講座Ⅰ
（いの町 高知青少年の家）

＜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。

