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平成29年4月開校 

三校統一 新時代! 

現在の辻高校及び三好高校の校地に、池田高校辻校及び三好校が開校します!! 

平成29年度入学生から新制服になります! 

 

池田高校本校 

●普通科・探究科  ●定時制普通科 

 

池田高校辻校 

●総合学科 

情報ビジネス系列、生活デザイン系列、医療・福祉系列 

 

池田高校三好校 

●食農科学科・環境資源科 

 

3校の特色を生かし、多様な学習ニーズに対応した教育を展開します! 

 

池田高校本校 

毎日の授業に加えて土曜講座など充実した補習で学力の向上を図ります! 

学部学科ガイダンス等、進路学習を実施し、自ら進路実現に取り組む態度を育成しま

す! 

地域を課題としたグループ研究を行い、探究力、プレゼンテーション能力を育成しま

す! 

 

池田高校辻校 

ビジネス活動に必要な知識、技能を身につけ、様々な資格を取得できます! 

車椅子やベッドなど実習用備品が充実!実践的な知識や技能が学べます。 

TV会議システムを導入!遠隔授業で、外部講師による特別講座も受講できます。 

 

池田高校三好校 

県内の高校で唯一肉加工が可能です!ジビエ料理にも取り組んでいます。 

森林資源を活かした地域の振興に貢献できる人材を育成します! 

実習室のリニューアルを行い、最新の機器を導入しています! 

 

部活動は各校単独で活動しますが、合同練習や練習試合等で3校の交流を深めます。 

 



徳島県立高等学校総合寄宿舎「三好寮」 

エアコンの導入、1部屋の定員を4名から2名へ変更するなどリニューアルし、快適な

寮生活が送れます!  

 

 

 

 

～農業・工業・商業科目を融合した学び! 6次産業化に対応した新たな専門教育～ 

平成29年4月開設 

 徳島県立城西高等学校「アグリビジネス科」 

マスコットキャラクター「らっくん」 

新設アグリビジネス実習棟 

地域の価値（宝）に気づき、地域資源を活用した新たな産業を創出する、地域活性化

を担う実践力を備えた人材を育成します! 

●生産、加工、商品開発、販売までの6次産業化教育を行います!  

●新たな産業の創出や、起業家の育成をめざした教育を行います!  

●多様な資格取得やキャリアパスを通じ、進学、就職をめざします! 

生産 

人工光型植物工場の導入による新たな農業の生産システムへチャレンジ! 

加工 

伝統を継承し、新たな付加価値をアレンジ! 

販売 

消費者ニーズをとらえた販売のスキルアップ! 

商品開発 

新たなブランド商品をクリエイト! 

阿波和三盆糖を活かしたスノー&ブラックボール 

阿波藍を活かしたブランド商品 

 

めざす資格 

●食の6次産業化プロデューサー 

●アグリマイスター 

●商業経済検定 

●日本農業技術検定 

●危険物取扱者資格 など 

 

めざす進路 

●進学…4年制大学、農業大学校、専門学校 など 

●就職…地元企業、起業家、農業生産法人 など 

H28年度入試徳島大学生物資源産業学部 1名合格 

 

 

 



平成28年4月 

池田支援学校美馬分校 新たにスタート 

 池田支援学校美馬分校は、この度、エレベーターや車いす用のスロープ、多目的ト

イレの設置など安全で快適な学校生活を送るための環境整備と、接客を通して地域の

方々と触れ合うことにより、労働意欲やコミュニケーション能力の向上を図る「オー

プンカフェ」、清掃に関する技術を学ぶことのできる「作業学習室（ビルメンテナン

ス）」、日常生活に必要なスキルを学ぶ場の1つとなる「生活訓練室」など、教育環

境の整備を図り、新たなスタートを切りました。 

 当日は、生徒代表が新たな学び舎に対する感謝と喜びの言葉を述べた後、これらの

施設を生かした生徒たちによるカフェでの接客や作業学習室（ビルメンテナンス）で

の清掃に関する学習の様子が披露されました。 

 地域の皆様にも利用していただけるオープンカフェ「支援学校『みまカフェ』」が

7月にオープンしました。  

 一般開放は、次の予定です。（夏休み期間の8月はカフェもお休みします。） 

支援学校「みまカフェ」の一般開放 

毎月第1・第3水曜日 午前11時30分～午後2時 

 各月の一般開放は、池田支援学校美馬分校のホームページで確認できます。 

 皆様、是非、「支援学校『みまカフェ』」へお越しください。心温まるおもてなし

と、美味しいコーヒーを準備して、お待ちしております。 

 新たな取組にチャレンジする池田支援学校美馬分校を、これからもよろしくお願い

します。 
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徳島教育大綱に沿った教育を推進します。 

とくしまの「宝」である「人」を育てるための大綱の基本方針 

「とくしまの未来を切り拓く、夢あふれる『人財』の育成」 

 世の中は、私たちの想像を超える速度で変化しています。これからの社会で生きぬ

いていく若者には、何が必要なのでしょうか。郷土の魅力を実感し、誇れることので

きる感性。自分の夢を見つけ、それに向かって果敢に挑戦する力強い意志。そして、

人や地域とつながり、貢献する喜びに心を振るわせる体験の数々。徳島県教育委員会

では、子どもたちにこれからの社会で生きぬく力を育むために、「徳島教育大綱」に

示された様々な教育振興施策を展開しています。 

 「徳島教育大綱」の詳しい内容を確かめたり、各学校で具体的にどのような取り組

みが進められているのかをお知らせするために2つのホームページを開設しました。  

それぞれのホームページのURLを紹介しますので、ぜひアクセスしてください。（徳

島県教育委員会のホームページからもリンクしています） 

「徳島教育大綱」の内容を確認するのはこちら! 



［URL］http://tokushimakyouikutaikou.tokushima-ec.ed.jp/ 

「徳島教育大綱」の内容を重点項目別に詳しく紹介するページです。 

「徳島県教育振興計画」についても説明しています。 

 

「大綱」に沿った具体的取り組みの紹介はこちら! 

［URL］http://kyouikushinkoukeikaku2.tokushima-ec.ed.jp/ 

国際交流やフィールドワーク等、各校や各課の取り組みを取材し、写真を中心とした

記事で紹介するページです。どんどん更新します! 

 

 

 

平成28年度 スーパーオンリーワンハイスクール事業及び 「NIPPON」探究スクール事

業に取り組んでいます。 

スーパーオンリーワンハイスクール事業とは… 

 先進的な体験活動や研究活動を通じて、特色ある教育活動のレベルアップとグロー

バル人材育成に取り組み、全国そして世界を目指した徳島ならではの学校独自の研究

や活動を実践する事業（実施校6校）。 

 

グローバル 

実施校1校…全国や世界展開を目標に、2年間の継続した活動に取り組みます。 

スタンダード 

実施校3校…全国展開を目標に、1年間の活動に取り組みます。 

チャレンジ 

実施校2校…全国展開を目標に小規模の事業に取り組み、次年度、「スタンダード」

もしくは「グローバル」への応募を目指して、1年間活動します。 

 

「NIPPON」探究スクール事業とは… 

 明治から昭和における歴史を紐解き、それぞれの時代における世界の中の「NIPPON」、

日本の中の徳島の政治、経済、外交について、2年間の活動・研究を通して探究する

事業（1年に1校認定）。 

 

認定証授与式（6月10日〈金〉）の様子 

 

【本審査会】5月25日（水）県庁11階講堂 

 本審査対象校は、その実施計画についておよそ10分間のプレゼンテーション発表を

行い、その後7名の本審査委員からの質疑に答えました。また、この時、本審査委員

からは、各専門分野に基づいた指導助言をいただくことができました。 

 なお、今年度より審査を県庁各課に公開とし、多くの方に高校生の発表を御覧いた

だくことができました。 

 

【認定証授与式】6月10日（金）県庁特別大会議室 

 本審査会で実施校に認定された各校への認定証授与式が、飯泉知事出席のもとに開



催されました。 

 ここでは、各校が本審査会で発表した概要について、5分間のプレゼンテーション

発表を行いました。 

 最後に、実施校を代表して、吉野川高等学校 生物活用科3年 岸 美沙起さんが決意

表明をしました。  

 

予告 

【生徒活動発表会】平成29年2月4日（土） 徳島県立二十一世紀館 

 実施校は、その活動成果を発表する予定です。 

 当日はどなたでも入場できますので、多くの方の御参加をお待ちしています。 

 

平成27年度発表会の様子 

 

〈実施校と活動テーマ〉 

スーパーオンリーワンハイスクール事業 

◆「グローバル」実施校 

〈つるぎ高等学校〉 

Mimakara世界へ駆け出す地方創生プロジェクト 

～農工商連携！うだつの上がるビジネスモデルの実践～ 

 

◆「スタンダード」実施校 

〈阿南工業高等学校〉 

あこうバンブーミクス 宝の山プロジェクト 

〈那賀高等学校〉 

『学校と地域をつなぐ絆プロジェクト』～NHS 5Cプロジェクト 2016～ 

〈吉野川高等学校〉 

吉野川アグリアートプロジェクト～育て・見て・食べて・感動する!農業はアートだ

～ 

 

◆「チャレンジ」実施校 

〈城西高等学校神山分校〉 

地域連携による神山魅力化構想～地域振興の核となるグローカル人材の育成～ 

〈三好高等学校〉 

中山間地の特性を利用したイチゴ栽培の活性化 

 

「NIPPON」探究スクール事業 

◆平成28年度認定校（活動1年目） 

〈那賀高等学校〉 

農村舞台での人形浄瑠璃公演活動から阿波の政治・経済を探究する 

◆平成27年度認定校（活動2年目） 

〈池田高等学校〉 

明治から昭和初期の養蚕・製糸をテーマに、徳島の政治・経済について探究する 
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平成28年4月1日 施行 

子供達の健やかな成長に喜びを実感できる徳島県を目指す「徳島県家庭教育支援条

例」ができました! 

 徳島県では、各家庭が家庭教育に自主的に取り組むことができる環境整備に努める

とともに、家庭教育を地域全体で支援する社会的気運を醸成することで、子供達の健

やかな成長に喜びを実感できる徳島県の実現を目指して、この条例を制定しました。 

●徳島県家庭教育フォーラムを実施し、社会的気運の醸成を図ります! 

（H29.2.26徳島県教育会館にて実施予定） 

●「孫育て楽しみ隊」講座を実施します!  

●「父親力」ルネサンス講座を開催します!  

●高校生による子供・家庭教育支援講座を実施します! 

●「早寝 早起き 朝ごはんとエコマイスター」の取り組みや標語・キャッチフレーズ

の募集を行います! 

 

保護者同士の交流が深まり、ネットワークが生まれます。 

自分の子育てについて気づき、振り返ることができます。 

「ファシリテーター」養成講座受講者募集 

 県教育委員会では、家庭教育力向上のために、PTA研修会や学級懇談会、入学説明

会などで、保護者同士が学び合い、つながり合うための「ワークショップ」で使用す

る教材(プログラム集)を作成します。 

 そのプログラム集を使用して、保護者同士が「自分の子育ての悩み」や「子供との

接し方」などを話し合い、互いの良さに触れ合いながら学びを進めていく「ワークシ

ョップ」の実施を円滑に進めていく「ファシリテーター」を養成する講座を実施しま

す。 

 保護者としての立場で、子育ての悩みや不安を解消・軽減するワークショップを運

営してみませんか? 

お問い合わせ先 徳島県教育委員会生涯学習課社会教育担当 

電話 088-621-3148 

～応援します!あなたの子育て・家庭教育‼ ～ 

 

 

 

 

～県教育委員会では世界に羽ばたくグローカル人財の育成をめざしています～ 

『Tokushima英語村プロジェクト・ステップアップ事業』 

 

ALTとともに徳島を学ぶデイキャンプ 



小学生 

 5・6年生30名が外国語指導助手（ALT）10名とともに英語によるコミュニケーショ

ンの楽しさを実感しながら、徳島の歴史、文化等を体験するデイキャンプを実施しま

す。（県内3コース） 

●県央部コース 7月28日（木） 

●県南部コース 8月  3日（水） 

●県西部コース 8月  5日（金） 

 

イングリッシュキャンプ 

中学生 

 留学生、外国人の先生と1泊2日の「英語漬け」の体験学習を実施します。（県内3

地域） 

●第1回in 上勝･･･7月30日（土）～31日（日） 

●第2回in 美馬･･･10月22日（土)～23日（日） 

●第3回in 牟岐･･･11月5日（土)～ 6日（日） 

※第2回、第3回は、9月上旬に参加者（各20名）を募集! 

留学生とグループ学習 

質問に答えて食材をゲット 

力を合わせて英語でプレゼン 

 

徳島サマースクール 

高校生 

テーマ『世界に飛び込む夏 今、徳島で』 

●参加高校生 50名（県内30、県外20） 

●参加大学生 ハーバード大学など海外大学生14名・バイリンガル国内大学生14名・

運営大学生16名 

●期間：6泊7日（8月16日～22日） 

●場所：牟岐町 

～主なプログラム～ 

海外大学生による少人数セミナー 

第一線で活躍する社会人との対話型フォーラム 

地域の特色を活かした体験型ワークショップ 

身近なロールモデルとのフリーインタラクション 

 

NEW 

「ジュニア観光ガイド」養成講座 

高校生 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、来県する外国人観光客や世

界に向けて、郷土徳島の魅力を英語で発信できる人材を育成します。 

〈平成28年度〉 

●受講生…県内高校生21名 

●期 間…6月～1月 



●内 容 

①徳島県の魅力に関するテーマ別研修 

②英語通訳、タブレット端末等の活用術研修 

③県外観光地への視察学習 

④県内各観光地での実習 

☆修了者に「ジュニア観光ガイド」認定証授与! 

 

※イングリッシュキャンプ第2回・第3回を除き、本年度の募集は終了しています。 

 

 

 

 

P4 

高等学校等就学支援金制度に関する重要なお知らせ 

7月以降の就学支援金の支給を受けるためには、必ず、在学する高等学校等に次の手

続が必要です。 

平成26年4月以降に入学された方で、 

（1）平成28年6月までの受給資格が認定された方は、7月中に収入状況の届出（継続

認定用の手続）が必ず必要です。未提出の場合は原則として翌年の6月分まで支給を

受けられません。 

（本年度から制度改正により、8月以降に遅れて届け出がされ、かつ受給要件を満た

す場合は、提出月の翌月（初日の場合はその月）から支給が受けられることになりま

した。） 

（2）受給資格が不認定だった、又は申請しなかったが新たに受給要件を満たす方は、

7月からの就学支援金の受給資格の認定を受けるためには、在学する高等学校等に申

請してください。 

 

申請時期や必要書類等、詳しくは在学する高等学校等にお尋ねになるか、学校教育課

のホームページを御覧ください。 

URL→http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/gakkoukyouikuka/ 

主な受給の要件 

●親権者等の「市町村民税所得割額」を合算して、30万4,200円未満であること。 

●親権者等の課税証明書等が必要です。 

お問い合わせ先 徳島県教育委員会学校教育課就学支援担当 

電話 088-621-3144 

 

 

平成26年度以降に高等学校等へ入学した生徒の保護者の方へ 

徳島県奨学のための給付金事業に関するお知らせ 

 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を

軽減するため、高校生等がいる低所得者世帯を対象に支援を行う制度です。 

1.支給要件 



❶平成28年7月1日現在、保護者等が徳島県内に住所を有していること。 

❷就学支援金支給対象である高等学校等に在学していること。 

❸保護者等の市町村民税所得割額が非課税の世帯又は生活保護受給世帯であること。

ただし、特別支援学校の高等部の生徒は、支給の対象になりません。 

2.手続き 

 要件に該当し受給を希望される方は、「受給申請書」「住民票」及び「課税証明書」

等の支給決定に必要な書類を高等学校等に提出してください。 

詳細については、別途募集の案内を配付します。 

支給決定の時期 

12月以降の予定です。 

お問い合わせ先 徳島県教育委員会学校教育課就学支援担当 

電話 088-621-3132 

 

 

 

県民の皆様へ 

学ぼう!体験しよう!教職員研修公開講座 

教職員の研修に参加してみませんか! 

 教職員が受講する講座のうち14講座について、「教職員研修公開講座」として県民

の方の参加を募集します。 

 魅力たっぷりの講座ばかりですので、ぜひ、お申し込みください。 

 

学ぼう!実践しよう!消費者教育 

総合教育センター 

7/21（木） 

 

児童と使うジャストスマイル 

総合教育センター 

7/25（月） 

 

Excel活用パワーアップ講座 

総合教育センター 

7/26（火） 

 

心に響く道徳授業づくり講座 

徳島県教育会館 

7/27（水） 

 

尺八を作って楽しく吹いてみよう! 

総合教育センター 

7/28（木） 

 



授業で使えるデジタル教材 

総合教育センター 

7/28（木） 

 

すぐに使える!アニメーション教材 

総合教育センター 

7/29（金） 

 

わくわく書写指導スキルアップ 

総合教育センター 

8/5（金） 

 

“あわ“じんけん講座 

総合教育センター 

8/8（月） 

 

お医者さんに聞きたい－気になる子供の心のケア－ 

総合教育センター 

8/9（火） 

 

思春期における二次障がいへの対応 

総合教育センター 

8/22（月） 

 

知っておきたい!飼育・栽培の基礎知識 

城西高等学校 

8/22（月） 

 

セクシャルマイノリティの子供たちへのサポート 

四国大学 

8/24（水） 

 

外国語指導助手の指導力等向上研修 

総合教育センター 

1/23（月） 

 

1時間…午前9時45分から午後4時まで 

2受講料…無料（材料費が必要な場合は実費をいただきます。） 

3申込み…徳島県立総合教育センター・県庁・各公民館に設置したチラシ、徳島県立

総合教育センターのH.Pを御覧ください。 

お問い合わせ先 徳島県立総合教育センター教職員研修課 教職研修担当 

電話 088-672-5100 



 

 

 

平成28年「いのち輝く メッセージ」作品募集 

～届けよう！「いのち」の大切さ、広めよう！生きることのすばらしさ～ 

作品募集期間 

平成28年6月20日［月］～9月12日［月］まで 

 「いのち輝くメッセージ」作品募集では、「いのち」の大切さや生きることのすば

らしさをメッセージに託し、「いのち」の輝きを表現した作品を募集します。 

 「いのち」の尊さを見つめ直した出来事、かけがえのない「いのち」の大切さを感

じた出来事、生きる勇気を与えてくれた一言、心が温かくなった言葉や体験、心を元

気にしてくれた友達や家族、先生の言葉や体験などをメッセージに、または手紙やメ

ッセージと絵（イラスト）や写真を組み合わせて表現してみませんか。 

募集作品・規格 

●作品は、「いのち」の大切さや生きることのすばらしさをメッセージに託し、あた

たかい心や言葉や体験して感じたことなど、「いのち」の輝きを表現した作品を募集

します。メッセージやメッセージと絵（イラスト）や写真を組み合わせたものとしま

す。制作方法については特に定めません。ただし、平面作品に限ります。 

●手紙やメッセージの文字数は400字以内とします。 

●用紙の大きさはA4判（29.7cm×21cm）までとします。 

賞及び副賞 

各賞の受賞者には、賞状を授与するとともに、副賞として図書カードを贈呈します。 

●知事賞（5点）…1作品につき5千円分の図書カード 

●教育長賞（5点）…1作品につき3千円分の図書カード 

●徳島新聞社賞（3点）…1作品につき3千円分の図書カード 

●入選（15点程度）…1作品につき2千円分の図書カード 

●佳作（15点程度）…1作品につき1千円分の図書カード 

平成27年度受賞作品 

詳しくは 

●募集リーフレット（応募用紙兼用）を御覧ください。 

●募集リーフレットは県庁1階県民サービスセンター、東部県税局各庁舎、南部・西

部総合県民局各庁舎、市町村教育委員会等にあります。 

応募先とお問い合わせ先 

徳島県教育委員会人権教育課（県庁9階） 〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地 

電話 088-621-3157 

徳島県教育委員会では昨年度の募集事業「いのち輝く メッセージ」優秀作品、これ

までの｢“ありがとう”を伝えたい『私からの手紙』｣優秀作品をはじめ各種人権教

育・啓発パネルの貸出も行っています。市町村で開催される人権フェスティバルや学

校行事等での展示及び学習資料として御活用ください。パネルの貸出を希望される方

は、徳島県教育委員会人権教育課までお申し込みください。 

 

 



 

夏休みは家族みんなで「文化の森」へ 

 県立博物館では7月15日から9月19日まで「トクシマ恐竜展」を開催します。世界最

古となる約2億3千万年前の恐竜化石や全長10メートル超の巨大肉食恐竜の化石をは

じめ、徳島では初公開となる今年2月に新種認定されたばかりのフクイベナトールの

化石や、本県で発見された四国唯一となる恐竜の歯の実物化石など100点以上の化石

を一挙公開します。夏休みは恐竜たちに会いに「文化の森」へ家族みんなでお越しく

ださい。 

 

「文化の森」入館者数2千万人突破! 

 平成2年にオープンした「文化の森総合公園」は、博物館をはじめ6つの文化施設が

集まった全国でも珍しい複合施設であり、これまで県民の皆様の文化芸術活動の拠点

として歩んできました。昨年度は開園から25周年を迎え、本年5月21日には来館者数

が延べ2千万人を突破しました。 

 今後も文化の森では、近代美術館における「ベルギー近代美術の精華展」など“す

てきな”催しを“やまもり”に揃え、皆様に楽しんでいただけるよう取り組んで参り

ますので、一層のご愛顧をよろしくお願いします。 

 

 

 

みんなで、節水にチャレンジ! 

～水の“むだ”づかいは、もったいないこと～ 

●ダムや川の水は「田んぼ」、「工場」、「家庭」に送られてみんなが利用していま

す。 

●雨が少なくなると「ダムに貯めた水」や「川を流れる水」の量が少なくなります。 

●水は限りある資源ですので、大切に使いましょう。 

水の使い方の見直し 

●歯を磨いているときは、蛇口を止めましょう 

●洗車は、バケツに水を貯めてしましょう 

●風呂の残り湯を掃除、洗濯、まき水に活用しましょう 

●節水の便利アイテム「節水こま」を使ってみましょう 

※「節水こま」：水道の蛇口につけるだけで流れる水量を調節できます。 

 

 

 

公益通報制度 

※通報者の秘密を含め、個人情報は保護されます。 

教職員の不正行為等を通報したい場合は、次の方法で御連絡ください。 

封書 〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地 「徳島県教育委員会コンプライアンス推

進室（公益通報）」宛 

メール compliancesuishinshitsu@mt.tokushima-ec.ed.jp（徳島県教育委員会ホーム

ページからも通報できます。） 



※市町村立小・中・高等学校の教職員については、各市町村教育委員会まで御連絡く

ださい。 

 

体罰相談窓口 

※相談者や児童・生徒のプライバシーに配慮します。 

教職員からの体罰でお悩みの方は、次の電話番号に御相談ください。 

電話 088-621-3130 （平日午前9時～午後6時まで） 

対象は、徳島県内公立学校の教職員です。 

 

 

お知らせ 

「教育通信ふれあいひろば」の内容が県教育委員会のホームページで御覧になれます。

また、テキストファイルもありますので御利用ください。 

URL→http://www.pref.tokushima.jp/docs/2015102100099/ 

 

 

徳島県教育委員会では、障害者差別解消法に基づく教職員の対応要領を策定しており

ます。 

対応要領URL→http://www.pref.tokushima.jp/docs/2016032700021/ 


