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令和３年度高知県教育委員会事務局

新任所属長あいさつ

これからの高知県の政策のキーワードは「デジタル化」
、
「グリーン化」
、
「グローバル化」
。これら
は教育の面でも大事な視点。デジタルを有効に生かす人、地球環境にやさしい人、視野を世界に広げ
る人、次代を担う高知の子どもたちにそうした人になってもらえるよう共に頑張りましょう。
教育次長（総括） 合田 和穂

AI や IoT などのデジタル技術が進展する中、新しい時代を生きる子どもたちは、人間ならではの
感性や力で、困難を乗り越えていくことが求められます。本県の子どもたちが、自らの夢を実現して
いくことができるよう、皆様とともに教育の振興に努めてまいります。
教育次長 菅谷 匠

コロナ禍にあって、高知の未来を創造するために教育の果たす役割は益々重要です。子どもたちが
安心・安全な学校生活を送りながら、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を身につけるため、市
町村教育委員会や各学校の皆様との「協働と徹底」を図りながら、取組を進めてまいります。
教育次長 黒瀬 渡
教育次長 黒瀬 渡
多くの関係者の皆様にご協力をいただきながら、また現場の取り組みから沢山のことを学ばせてい
ただきながら、高知の未来を担う子どもたちのために第２期教育大綱及び第３期教育振興基本計画の
各施策を進めてまいりたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
教育政策課長 小笠原 直樹

当課は、教職員の採用や給与、諸手当の認定など業務を担当しています。また、教育委員会全体的
な取り組みとして、市町村教育委員会や学校等と連携して、学校における教職員の働き方改革の推進
に向けた取り組みを担当していますので、どうぞよろしくお願いします。
教職員・福利課長 中平 貢正

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うたいへん重要な時期です。本県の乳幼児期の子ど
もたちが、県内のどこにいても質の高い教育･保育を受けられるよう、幼保支援課職員一丸となって、
より良い支援を追求してまいります。どうぞよろしくお願いします。
幼保支援課長 田中 健

当課は、県立高等学校再編振興計画に基づく校舎の移転・統合や、高等学校の振興を担当していま
す。魅力ある学校づくりのために、学校と地域との連携・協働を推進し、子どもたちが生き生きと活
動できる環境整備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。
高等学校振興課長 野田 健一

1

特別な教育的支援を必要とする子どもたちのニーズに応えられるよう、連続した多様な学びの場
（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）における教育環境の整備や教員の専
門性向上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。
特別支援教育課長 高橋 信司

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のため、
「学ぶ」
「活かす」
「ひろがる」
を循環させることで、生涯にわたって学び、その学びを地域社会に還元する「知の循環型社会」の実
現に向けて取り組みます。よろしくお願いいたします。
生涯学習課長 清川 真史
文化財は、高知県の歴史と文化を伝える県民共有の貴重な財産です。当課では、文化財の保存と活
用が図られるよう、令和２年度に策定した高知県文化財保存活用大綱に基づき、文化財所有者、市町
村など関係者との連携を図り、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。
文化財課長 中内 勝

子どもたちが自分の夢や志に向かい努力できるよう、人権教育及び生徒指導の充実に向けて取組を
推進してまいります。また、第３期高知県教育振興基本計画における横断的取組として「不登校への
総合的な対応」を各課の協力のもと進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
人権教育・児童生徒課長 飯田 泰明
子どもの生きる力を最大限に伸ばしていくには、
「学び続ける教職員」でなければなりません。学び
続ける教職員と学校をサポートしていくために、児童生徒一人に一台ずつ配付されるタブレット端末
を活用した「学校の新しい学習スタイル」を実現する指導力と、若年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図ってまいります。

教育センター所長 楠瀬 誠悟

可能性に満ちた子どもたちが、変化の激しい時代に、一人一人の未来を切り拓いていくためには、
新学習指導要領の趣旨に沿った教育課程の充実とチーム学校としての取組が欠かせません。中部教育
事務所としても精一杯取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
中部教育事務所長 熊岡 彰
青少年センターは、集団宿泊研修や野外活動体験、更には校外での学習支援、不登校対策支援など
様々な事業を行っています。年齢期に応じた多様な体験活動を通じて、
「社会で生き抜く力」を身につ
けられるよう、職員一丸となって取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
青少年センター所長 尾﨑 充彦

「体験活動を通して、社会の中でよりよく生きていく力の育成」を基本理念として掲げております。
幡多の自然を生かした体験活動のみならず、今の社会状況や多様化するニーズにも対応した事業の充
実に取り組み、理念の具現化をめざします。どうぞよろしくお願いいたします。
幡多青少年の家所長 二岡 裕幸

「ふれあい・笑顔・希望」のキャッチフレーズのもと、教育・心理・福祉の専門性を生かした教育
相談や学校支援等の相談支援機能を充実させ、学校や関係機関と連携を密に、切れ目のない、
「ワンス
トップ＆トータル」な相談支援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。
心の教育センター所長 山中 常嘉
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高知国際高等学校が開校しました
令和 3 年４月７日に高知国際高等学校の開校式・入学式が行われました。
高知国際高等学校の普通科 200 名とグローバル科 78 名合わせて

278 名が入学し、第一期生として歩み始めました。開校式では、
教育長による開校宣言、校旗授与の後、知事、県議会議長から祝
辞をいただきました。
続いて行われた入学式では、入学を許可された新入生代表が期
待に胸を膨らませ、新生活への希望を英語を交えて宣誓しました。
（以下、宣誓より抜粋）
As proud members of Kochi Kokusai, we never give up, and
we always move forward, with a pure, strong spirit,
together, with unique friends.
誇り高き一員として、めげることなく、歩み始めます。
清い志と、個性豊かな仲間と共に。

【教育長による開校宣言】

【校旗披露】

高知国際中学校・高等学校のホームページをぜひご覧ください。
https://www.kochinet.ed.jp/kokusai-jh/ 「高知国際」で検索
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【新入生代表宣誓】
問い
合わせ

高等学校振興課 振興担当
TEL：088-821-4727

高知県立高知国際中学校夜間学級の開設について
令和３年４月 26 日、本県初の公立中学校夜間学級（夜間中学）となる高知県立高知国際中学校夜間学級の開

設式並びに入学式が行われ、10 名の方が入学されました。

夜間中学の場所は、JR 高知駅から徒歩約８分、
高知江の口特別支援学校の旧校舎です。
連 絡 先
〒780-0062 高知市新本町 2 丁目 13 番 51 号
TEL 088-823-8117 FAX 088-823-8114
E-mail yachu@kochinet.ed.jp

夜間中学に関する情報は、こちらのホームページをご覧ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/2018061500177.html

問い
合わせ

高等学校課 学校教育支援担当
TEL：088-821-4907
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高知県学習支援プラットフォーム「高知家まなびばこ」の運用について
県教育委員会では、オンライン学習を支援する学習支援プラットフォーム「高知家まなびばこ」を整備し、

令和３年４月 28 日（水）より運用を開始しています。
県内の多くの学校では、情報端末の導入が進むとともに、高速大容量ネットワーク環境が構築され、その環
境を活用した教育活動を推進いただいているところです。
また、本年度半ばには各高等学校及び各特別支援学校高等部においても、１人１台端末が導入される予定で
す。
ICT 基盤をより効果的に活用し、一人一人の学習進度や学習定着状況に応じた最適な個別指導を実践できる
よう、当該ツールの運用についてご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、学習支援プラットフォーム「高知家まなびばこ」は教育活動を支援するツールとして、今後も情報の
アップデートを行ってまいります。
★iPad（ios）を利用して「高知家まなびばこ」を利用する場合は、以下の URL または QR コードよりアクセ
スしてください。
（県内教員・児童生徒が対象です）
URL : https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/index/

問い
合わせ

詳しくは教育政策課までお問い合わせください。
教育政策課 情報政策担当

TEL：088-821-4904
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安全教育は、児童生徒等の命を守るうえで欠かすことのできない重要な教育活動です。南海トラフ地震をは
じめとして、大雨や台風等による気象災害、交通事故や犯罪被害等の様々な危険から自らの命を守りきること
ができるよう、児童生徒が発達段階に応じて安全に関する資質・能力を身につけることができるような安全教
育を実施することが求められています。
この度、
「高知県安全教育プログラム（平成 25 年３月策定）
」の趣旨に基
づき、学校における安全教育の更なる質的向上を図るために、安全教育の考
え方や具体的内容を整理した安全教育参考資料を教職員一人一人に配付し
ます（６月配付予定）
。
本資料では、児童生徒に身につけさせたい資質・能力を発達段階ごとに整
理した表や、学年・教科間のつながりを意識した教科等横断的な安全教育の
指導計画をパッケージ化した例を掲載しています。

今回配付する「安全教育参考資料」の掲載ポイント
○
○
○
○
○

育成をめざす安全に関する資質・能力を発達段階ごとに整理
安全教育全体計画・学校安全計画（年間指導計画）を例示
単元構成による指導計画モデル（パッケージ例）を例示
安全教育の評価に関する考え方を整理
学習指導要領における「防災を含む安全に関する教育」の内容を掲載
各学校においては、これを参考に、児童生徒や学校、地域の実態及び児童生徒の発達の段階を考慮して育成

する資質・能力を教職員で共有し、
「児童生徒が何ができるようになるか」という視点で目標設定し、
「どのよ
うに育成するか」という視点で安全教育全体計画及び学校安全計画に位置付け、実践していくことが重要です。
また、
「児童生徒に何ができるようになったか」という視点で検証し、内容や方法を見直し学校安全計画の改善
を図ることも重要です。
各学校において学校安全を牽引する役割の学校安全担当教員は、安全教育の計画の見直しや校内研修等にお
いて、本資料を活用しながら安全教育の充実を図っていただき、児童生徒に自らの命を守る力と安全に貢献す
る心をしっかりと培っていただきますようお願いします。
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「Traffic Safety News（TSN）
」による交通安全教育について

学校安全対策課では高知県警察と連携し、中・高校生向け
交通安全教育教材「Traffic Safety News（TSN）
」を隔月で
発行しています。
令和３年４・５月号では、
「自転車安全利用５則」について、
クイズ形式で楽しみながら交通安全を学ぶことができる教材
となっています。
生徒が自分自身の自転車の運転を振り返り、正しい交通
ルールやマナーを理解し、安全な交通行動を実践することが
できるよう、自転車による交通事故の特徴や事故防止のタイ
ムリーな内容を今後も掲載します。
ぜひ、帰りの会やロングホーム等において、TSN を活用
した交通安全教育の実施をお願いします。

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/

問い
合わせ

学校安全対策課 学校安全担当
TEL：088-821-4533

5

Topics 令和４年度全国高等学校総合体育大会
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躍動の青い力 四国総体 2022

令和４年度に、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）が四国４県及び
和歌山県において開催されます。
四国４県でのインターハイ開催は、平成 10 年以来 24 年ぶりとなり、大会に
は、全国から選手・監督約 37,000 人を迎え、30 競技 34 種目の熱戦が繰り広
げられます。
本県では、７月 26 日から 8 月 23 日（よさこい祭り期間は除く）の期間中、
下記の８競技 10 種目が開催されます。
また、大会においては、出場「する」選手のみならず、
「支える」観点から、
広報活動や運営補助、記念品製作、会場装飾等の「高校生活動」を計画してお
り、地元の高校生によるさまざまな活動を通して、大会を盛り上げていきたい
と思います。
＜総合ポスター図案＞

応援、ご協力のほど、どうかよろしくお願いします！
＜高知県開催競技・日程・会場＞※令和４年
○水泳（競泳）
：8/15（月）～8/18（木）
【高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ】
○水泳（飛込）
：8/17（水）～8/20（土）
【春野総合運動公園 水泳場】
○水泳（水球）
：8/20（土）～8/23（火）
【高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ】
○ソフトボール：
（女子）8/3（水）～8/7（日）
【春野総合運動公園 ソフトボール場】
（男子）8/18（木）～8/22（月）
【春野総合運動公園 ソフトボール場】

○テニス：7/27（水）～8/3（水）
【春野総合運動公園 テニス場、高知市東部総合運動場 テニスコート】
○剣道：8/5（金）～8/8（月）
【春野総合運動公園 体育館】
○相撲：7/26（火）～7/28（木）
【県民体育館】
○ボクシング：7/27（水）～8/2（火）
【南国市立スポーツセンター】
○レスリング：8/1（月）～8/4（木）
【県民体育館】
○少林寺拳法：7/29（金）～7/31（日）
【春野総合運動公園 体育館】

競技種目別大会ポスター原画募集中!
現在、
「四国総体 2022」において、高知県で開催される 8 競技 10 種目の「競技種目別
大会ポスター原画」を募集しています。
募集のあった作品の中から、各競技別に最優秀作品を１点選出し、競技種目別大会の
象徴として、大会の広報活動に広く活用させていただきます！
各高等学校及び特別支援学校（高等部）から、多くの応募をお待ちしています！

＜応募資格＞県内高等学校、特別支援学校（高等部）及びその他の大会参加資格のある
学校に在籍する生徒
＜応募方法＞作品は１人及び１グループで競技ごと１点（Ａ版またはＢ版用紙サイズ）
＜応募締切＞令和３年 10 月１日（金）必着

＜募集チラシ＞

※各校に配布しております募集チラシをご確認ください。

詳しくは四国総体 2022 公式ホームページをご覧ください。
https://www.koukousoutai.com/2022soutai/

問い
合わせ

保健体育課全国高等学校総合体育大会推進室 広報担当
TEL：088-821-8020
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「性に関する指導の手引き（令和３年２月）
」の活用について

８

高知県の性に関する課題の一つとして、長期的に続いている 10 代の人工妊娠中絶率
の高さがあげられます（平成５年からの 26 年間で全国順位５位以内が 20 回）
。
高校生の妊娠については、経済的・精神的不安等様々な課題がありますが、中でも特
に大きな課題であるのは、学習に関することです。
学校との関係が退学という形で失われることにより、その後のキャリア形成が困難に
なり、低所得による貧困という問題が生じてきます。中でも女子生徒は、産後も就労へ
のハードルが上がるだけでなく、退学によって社会とのつながりが希薄となることで孤
立化を深め、社会的な支援への接続が難しくなります。
自分が自分の性とどう向き合い、守り、育んでいくのかということについて、小学校の早い時期から情報を
得て考える時間を持つことができれば、性に関する課題に直面したときに、自他を尊重した意志決定や行動選
択ができる力を養っていけるのではないかと考えます。
これらのことから、日々の教育活動で行われる性に関する指導を発達段階に応じて系統的・計画的に行って
いくことは、大変重要です。
手引きでは、高知県の性に関する課題や国の動向を踏まえ、特に重要と思われる指導内容について、小学校
入学から高等学校卒業まで（特別支援学校においては小学部から高等部まで）を見通した系統的な性に関する
指導計画を作成し、各指導時間の学習指導案及び教材を掲載しています。
各学校や関係機関等で手引きを積極的に活用し、全ての児童生徒がよりよい生き方・豊かな人間関係を育め
るように、各校での指導の充実へのご協力をお願いします。

●特徴的な掲載内容
全
て
の
学
校
で
の
指
導
の
充
実
現
代
的
課
題
へ
の
対
応

●学校における性に関する指導の概念図

学校の教育活動全体における性に関する指
導内容を整理した一覧表
課題解決のための小学校入学から高等学校
卒業までを見通した性に関する全体計画
各指導時間の学習指導案・教材・用語解説

性犯罪・性暴力対策のための学習内容
性的指向・性自認への理解と多様性の尊重に
関する学習内容
児童生徒の妊娠や性的虐待に対する個別指
導の在り方

※各教材は、グループウェアのキャビネットに保管しています。

詳しくは保健体育課ホームページをご覧ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310501/hoken1.html

問い
合わせ

保健体育課 学校保健担当
TEL：088-821-4928
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心の教育センターにおける相談支援について

9

心の教育センターは、令和２年８月に高知市大原町に新築移転いたしました。これまで同様、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 相談などを行っています。また、学校関係者
の皆さんからの相談に対しても、来所相談、指導主事やスクールカウンセラー等の学校派遣による助言・支援
を継続して実施しています。
年度始めは新しい環境で緊張する場面が増え、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の影響も、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として現れてくることが心配されます。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、これまでの平日と日曜日に加え、新たに月２回「土曜日」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）
」も相談を受け付けていま
す。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。

★来所による相談
予約電話番号：０８８－８２１－９９０９
相談期間：◎高知県心の教育センター：月曜日～金曜日、土曜日(第１・第３)、日曜日（祝日、年末年始、
第５日曜日を除く）午前９時～午後５時
高知市大原町１２０－１
◎東部相談室：木曜日 午前１０時～午後５時（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：火曜日 午前１０時～午後５時（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：０８８－８２１－９９０９
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ホームページをご覧ください。
https:// www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902/

ｖ

問い
合わせ

心の教育センター
TEL：088-821-9900

お知らせ

■防災教育研修会（6/21～）
オンデマンド形式により実施します。
詳細は学校安全対策課ホームページをご覧
ください。
※集合研修をとりやめ、オンデマンド形式
のみでの実施に変更しました。

■学校安全教室推進講習会（7/20～）
オンデマンド形式により実施します。
詳細は学校安全対策課ホームページをご覧
ください。

＜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。

高知県は持続可能な開発目標（SDGｓ）
に向けて取り組んでいます。
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