教職員の皆様へ
教育委員長退任のご挨拶
平成２０年４月から２期８年間教育委員として、その内、平成２２年から５年
余り委員長として、その任期を全うさせていただきました。この間、全国学力・
学習状況調査の結果を受け「学力向上・いじめ問題等対策計画」
「教育振興基本
計画重点プラン」を策定し関係者が努力を重ねてきました。小学校の学力も全
国平均以上、体力も全国平均に近くなり公立高等学校の就職や進学実績も着実
に向上し、さらに障害のある生徒たちの進路保障や重度重複障害の子どもたち
への教育内容も充実してまいりました。
本年４月から教育委員会新制度がスタートし、教育施策の大綱は、知事と教
育委員との協議も７回の多くを数え非常に広範囲でかつ具体性を有するものとなりました。多くの課
題を有する本県にとりましては、子どもたちを直接指導する学校が、この教育施策の大綱や第２期教
育振興基本計画を如何に活用するかにかかっております。県教育委員会は、学校が「チーム」として
機能を発揮し教職員の意欲を高め、子どもたちが未来に明るい展望を持つことができるよう全力で取
り組んでいただきたいと思っています。
私は、今後地域に貢献する有為な専門的職業人の育成に邁進したいと考えています。関係者の皆様
には多くのご指導・ご支援をいただきましたことに心から感謝を申し上げますとともに、皆様の益々
のご健勝ご活躍をご祈念いたします。
前高知県教育委員長 小島 一久

教育委員就任のご挨拶 ～教職員の皆さんと共に～
教育すべてにわたり卓越した知識と指導力を持たれています小島一久教育委
員長の後任として、微力で未熟でございますが、４月に教育委員に就任しまし
た平田健一です。
学校教育を離れて３年が経ち、この間、教育に関する情報は遠くなっていま
した。ただ教育は、いつの時代もグローバルな視点に立って、社会の変化に対
応した内容が求められており、国や県の主要な教育施策には関心を持っていま
した。
本県においては、この３月に教育行政の指針となる「教育等の振興に関する
施策の大綱」と、その内容を踏まえて「第２期高知県教育振興基本計画」が定められました。学校ご
とに振興に取り組む課題や目指す姿の違いはあろうかと思いますが、子どもたちが高知県で育って良
かったと思える教育は、知・徳・体を重視した教育であると思います。
市町村教育委員会や学校の教職員の皆さんと共に、知・徳・体の調和のとれた子どもたちの育成に
ついて、一緒に考えていきたいと思っています。
どうか、よろしくお願い申し上げます。
高知県教育委員 平田 健一

平成 28 年度県教育委員会事務局の新任課長の挨拶
員会事務局の新任課長の挨拶
< 教育政策課
>
昨年度末に「教育等の振興に関する施策の大綱」及び「第２期高知県教育振興基本計画」が策
定され、それらをまさに実行に移そうという時に、その取組推進の旗振りの役目をいただきまし
た。子どもたちの成長のため、チーム高知県として一緒に頑張りましょう。
教育政策課長 渡邉 浩人
< 教職員・福利課 >
教職員・福利課長として着任いたしました坂田省吾と申します。当課は、教員の採用や教職員
の給与、服務管理、健康管理、及び福利厚生に関する事業など教育を側面から支える多様な業務
を所管しております。教育行政をサポートできますよう頑張ってまいりますので、宜しくお願い
いたします。
教職員・福利課長 坂田 省吾
< 学校安全対策課 >
４月に学校安全対策課長に着任いたしました三浦と申します。当課は、南海トラフ地震に備え
た防災教育、生活安全や交通安全など、児童や生徒の皆さんが自分で考え、自分で身を守る行動
をとるように安全教育を推進しています。学校とともに取り組んでまいりますのでよろしくお願
いします。
学校安全対策課長 三浦 裕司
< 高等学校課 >
高知東工業高等学校から高等学校課長に着任いたしました高岸憲二です。どうぞ宜しくお願い
いたします。第２期高知県教育振興基本計画の２つの基本理念、３つの基本目標、５つの取組の
方向性のもと、各高等学校と力を合わせて多くの事業を展開していきます。そして、本県の教育
課題解決に取り組み、日本や高知の未来を切り拓く多くの人材が育つよう頑張ってまいります。
高等学校課長 高岸 憲二
< 特別支援教育課 ＞
｢特別支援教育｣がスタートして１０年目を迎えました。｢特別支援｣や｢発達障害｣という言葉を
知らない方はいないと思われるくらい理解は進み、支援の輪も大きく広がっています。本課では、
障害のある子どもたちの自立や社会参加を見据え、県内の特別支援学校、小中高等学校等におけ
る専門的な指導や支援の充実のために、誠実、迅速、丁寧な取組を進めてまいります。
特別支援教育課長 橋本 典子
< 生涯学習課 >
生涯学習課長の森と申します。地域の方々と学校が連携・協働し、地域ぐるみで子どもの成長
を支える仕組みづくりや子どもの安全安心な居場所づくり、生涯学習の推進体制の再構築により
学びの成果を地域社会に貢献する学びの循環などの推進に、課員と共に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。
生涯学習課長 森 克仁
< 文化財課 >
文化財課は、貴重な文化財を適切に保存するとともに、公開や活用を進めることで地域の文化
や歴史を県民の皆様に身近に感じていただけるよう、取組を行っています。県立埋蔵文化財セン
ターでは、児童生徒の皆さんに県内の埋蔵文化財を通じて歴史学習の理解を深めていただくため
の「出前考古学教室」を実施しています。現在、後期申し込みを受付中です。ぜひご利用くださ
い。
文化財課長 土居 靖幸

第２期教育振興基本計画の推進①「チーム学校の構築」
「チーム学校」の構築による学力向上の取組について
学力向上に向けて教員同士が学び合う仕組みの構築 「中学校組織力向上のための実践研究事業」
本年度から、県内の９つの中学校において、一人の教員が複数学年を担当する教科の「タテ持ち」を導
入して、定期的な教科会や日常的なＯＪＴを実施するなど、教員同士が切磋琢磨する機会を充実させ、組
織的に授業改善を行う体制づくりについて、研究を推進しています。
本研究の充実を図るため、福井県から「組織力向上エキスパート」
として２名の先生方にお越しいただこくとになりました。お二人とも
昨年度まで公立中学校の校長先生をなさっており、学校組織マネジメ
ントに大変優れた手腕を発揮された先生方です。今後は、月に１回程
度研究校を訪問していただき、学校組織の体制や教科会の内容等につ
いてご指導いただきます。
なお、平成２９年２月１３日（月）の午後、高知会館において９校
の取組交流やエキスパートからのご講話を盛り込んだ公開研究協議会
第１回研究協議会及び主幹教諭連
を予定しています。あらためてご案内しますので、参加くださるよう
絡会の様子
よろしくお願いします。
お二人のエキスパートから一言
小林美佐子（こばやし みさこ）エキスパートから
昨年度末まで福井市の足羽（あすわ）中学校の校長とし
て、
「生徒指導も学力向上も組織力！」をモットーに、如何
にして教員のやる気を引き出すかに取り組んできました。
これから皆さんと一緒に考えていきましょう。

廣瀬介治（ひろせ かいじ）エキスパートから
昨年度末まで勝山市の勝山南部中学校の校長をして
いました。９校への訪問を通して先生方の熱い思いに触
れさせていただきました。微力ですが、組織力向上と授
業改善のため精一杯努めます。よろしくお願いします。

小中学校課：学力向上担当 088-821-4908

多様な学力・進路希望に対応した組織的な指導の充実
「キャリアデザイン事業」
、
「社会で生き抜く力を育む応援事業」
高等学校に入学する生徒の学力や進路希望は多様化しています。こうした中で生徒の学習意欲を高め、
進路実現に向けた学力の向上を図るために、チーム学校としてＰＤＣＡサイクルを回しながら、生徒一人
一人に応じたきめ細かな指導を推進します。

キャリアデザイン事業
生徒の学習意欲を高め、将来の目標設定や進路設計をして取り組んでいけるよう、大学や企業等への理
解を深める体験活動を充実するとともに、社会的自立に必要な知識・技能や社会性を育む取組を推進しま
す。
＜主な取組＞
・教師力アップ事業や大学での授業体験
・県内企業等でのインターンシップ
・大学や企業見学 ・進路決定者を対象としたビジネスマナー等の研修 ・海外留学等の推進 等

社会で生き抜く力を育む応援事業
生徒一人一人に応じた指導を行うことで、基礎学力の定着とさらなる学力の向上、進路希望の実現、中
途退学をはじめとする諸課題の改善を図ります。そのため、ＩＣＴの活用などの取組も推進します。
＜主な取組＞
・各校の学力向上プランにもとづく指導改善
・各校の仲間づくり合宿
・学習支援員を活用した基礎学力向上
・遠隔教育（学校間をＩＣＴでつないだ授業等）の研究
・インターネット学習教材（授業動画）等を活用した個々に応じた学力向上 等
高等学校課：学校教育支援担当 088-821-4907

児童会・生徒会交流集会について
今年度、７月から８月にかけて県内５会場で児童会・生徒会交流集会を開催します。
児童会・生徒会交流集会は、一昨年の“いじめ防止子どもサミット”における「高知家のいじめゼロ子
ども宣言」や、昨年の“
「ネット問題」を子どもと大人で考える県民フォーラム”での「ネットとの正しい
付き合い方についてのアピール」を各学校での具体的な取組につなげるた
め、県内各校の児童会・生徒会の代表者が集まり実践交流や協議を行うも
のです。
参加対象は、県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支
援学校の児童会・生徒会の代表者２名と引率教員１名としており、保護者
にも参加を呼び掛けていきます。
企画・運営については、実行委員会を組織し、児童生徒主体の取組を進
第１回実行委員会の様子
めていきます。５月１５日（日）には、第１回目の実行委員会を開催し、
各学校から集まった２７名の実行委員が顔合わせを行い、今後の交流集会
開催に向けた取組について協議しました。
７月３０日（土） 高知市（総合あんしんセンター）
この交流集会を、児童会・生徒会の活性化につなげ、ネ
７月３１日（日） 西部地区（宿毛市総合社会福祉センター）
７月３１日（日） 中部地区①（南国市立スポーツセンター）
ットいじめを含む、ネット問題解決に向けた取組を各学校
８月 ７日（日） 東部地区（室戸市保健福祉センター）
で進めるきっかけにしたいと考えておりますので、ご協力
８月２１日（日） 中部地区②（須崎市立市民文化会館）
をよろしくお願いします。児童会・生徒会交流集会は右記
の日程で開催します。
人権教育課：088-821-4909

5日
10 日
11～12 日

１３日

17 日

18～20 日

23 日

29 日

1日

3日
7日

７～8 日

9～10 日

第 64 回高知県定時制通信制高等学校体育大会
（県民体育館他）
若者はばたけプログラム指導者研修Ⅰ
（高知県立ふくし交流プラザ 10:30～）
第 69 回高知県高等学校体育大会（水泳）
（くろしおアリーナ他 11 日 11:30～、12 日 10:00～）
若者の学びなおしと自立支援事業 高等学校担当者会・
地区別連絡会（土長南国地区）
（香美市中央公民館 10:30～）
若者の学びなおしと自立支援事業 高等学校担当者会・
地区別連絡会（安芸地区）
（田野町ふれあいセンター 10:30～）
平成 28 年度四国高等学校選手権大会
（春野総合運動公園他）
若者の学びなおしと自立支援事業 高等学校担当者会・
地区別連絡会（高吾地区１）
（須崎市立市民文化会館 10:30～）
定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）
若者の学びなおしと自立支援事業 高等学校担当者会・
地区別連絡会（高吾地区２）
（佐川町総合文化センター 10:30～）
高知県ＰＴＡ研究大会
（追手前高校芸術ホール 13:00～）
若者の学びなおしと自立支援事業 高等学校担当者会・
地区別連絡会（高知市地区）
（高知県立ふくし交流プラザ 10:30～）
第 63 回四国地区人権教育研究大会（高知大会）
・
（県民文化ホールオレンジホール、高知市文化プラザかる
ぽーと 他 10:00～）
平成 29 年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査
（筆記審査/全校種・教科）
（面接審査/小学校教諭のみ）
（高知工業高校、高知丸の内高校、たかつガーデン（大阪
市） ８:３０～）

10 日
11 日
14 日

16 日
22 日
22～24 日
25～26 日

26 日

28 日
29 日

30 日

31 日

ＰＴＡ・教育行政研修会（幡多地区）
（宿毛市立宿毛文教センター 13:15～）
平成 28 年度第１回高知県いじめ問題対策連絡協議会
（ザ クラウンパレス新阪急高知 13:00～）
若者の学びなおしと自立支援事業 高等学校担当者
会・地区別連絡会（幡多地区）
（四万十市立中央公民館 10:30～）
ＰＴＡ・教育行政研修会（吾川地区）
（仁淀川町観光センター 13:15～）
若者はばたけプログラム初級講座Ⅰ（中部）
（高知青少年の家 10:30～）
第 70 回高知県中学校総合体育大会
（春野総合運動公園他）
平成 29 年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査
（面接審査/小学校教諭以外）
（高知小津高校 ８:３０～）
若者はばたけプログラム初級講座Ⅰ（東部）
（田野町ふれあいセンター 10:30～）
定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）
防災教育研修会（中部地区Ａ）
（高知城ホール 10:00～）
防災教育研修会（東部地区）
（安田町文化センター 10:00～）
若者はばたけプログラム初級講座Ⅰ（西部）
（四万十市立中央公民館 10:30～）
児童会・生徒会交流集会（高知市）
（総合あんしんセンター 13:00～）
ＰＴＡ・教育行政研修会（高岡地区）
（須崎市立市民文化会館 13:15～）
児童会・生徒会交流集会（西部地区）
（宿毛市総合社会福祉センター 13:00～）
児童会・生徒会交流集会（中部地区①）
（南国市立スポーツセンター 13:00～）

＜注＞現時点での予定です。都合により変更される場合があります。

＜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
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。
教育委員会ホームページ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/

