
  

 

   

豊川市教育委員会が「第１２回キャリア教育優良教

育委員会，学校及びＰＴＡ団体等文部科学大臣表

彰」を受賞しました。 

 

平成 31 年 1 月 24 日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

１ 趣 旨   

この表彰は、キャリア教育の充実発展に尽力し、顕著な功績が認められた教育委員
会、学校及びＰＴＡ団体等に対して、その功績をたたえ、文部科学大臣が表彰するこ
とにより、キャリア教育の充実を促進することを目的とします。 
 

２ 日 時  平成 31年 1月 18日(金) 10:30～ 
 

３ 場 所  国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

４ 受賞団体 豊川市教育委員会 

 

５ 受賞団体について 

教育委員会の部 12 団体、学校の部 97 団体（小学校 18 校、中学校 34 校、義務教育

学校 1校、中等教育学校 1校、高等学校 37校、特別支援学校 9校、計 100校）、PTA団

体等の部 10団体、合計 119団体。 

受賞団体は、各都道府県・指定都市教育委員会からの推薦を受け、文部科学省が決

定。 

  ※受賞団体名一覧は別紙 

 

６ 推薦理由 

 豊川市教育委員会は、子供たちが将来自立した社会人となるための基盤をつくるため、社会へ

の関心を高めたり、社会と自分の関わりについて学んだりする機会を設けることが重要である

と考え、愛知県のキャリア教育事業に参加し、キャリア教育を推進している。また、昨年度は、

発達段階に応じた系統的なキャリア教育を推進するために、小中高の連携にも取り組んだ。 

 

○中学校全学年でのキャリア教育 

 ２年生の職場体験を核として、１年生のガイダンス事業、３年生のプレゼンテーション事業

など、全学年でキャリア教育を進めている。子供たちが働くことの意義を考え、自分の進路や

生き方を見つめることができるよう、系統的な活動を各校で実施している。 



  

 

   

【豊川市問合せ先】 

豊川市教育委員会 学校教育課 加藤 

TEL:0533-88-8033 

 Eメール：gakokyoiku@city.toyokawa.lg.jp 

○「職業レディネス・テスト」「職業適性検査」の実施 

 市の予算で、市内の全中学校２年生を対象に「職業レディネス・テスト」「職業適性検査」を

実施している。職場体験活動の事前事後指導に職業レディネス・テストや職業適性検査を活用

することにより、職業への関心を高め、活動を充実させることをねらっている。  

○小中高が連携したキャリア教育の実施 

 平成２９年度愛知県のキャリアコミュニティプロジェクトの研究委嘱を受け、「夢をもち、

夢をかなえる」をテーマに据えて、特色のある高等学校が校区にある中学校を指定して実施し

た。豊川工業高等学校がある代田中学校区では「ものづくり」を核に、あいちスーパーイング

リッシュハブスクールの指定を受け、国際教養科をもつ、御津高等学校がある御津中学校区で

は「英語や国際交流」を核に取り組んだ。 

 代田中学校区では、豊川工業高等学校との連携を生かして、中学生が高校のものづくりの授

業を見学したり、中学校の文化祭で高校生がものづくり講座を行ったりして、ものづくりに触

れる機会を多くもった。また、２年生が職場体験を報告する発表会には、校区の小学生を招待

し、体験を通して知った職業について知ってもらうといった活動も行った。 

 御津中学校区では、小中学校の合同講演会として、関西大学外国語学部教授の田尻悟郎先生

の講演を聞く機会をもち、御津中学校区の３小中学校で行うオーストラリアとの国際交流につ

いてもアドバイスを受けた。また、高校生が小学生に英語の授業を行って、これから学習して

いく英語を身近に感じてもらう活動など、小中高の連携を生かしてキャリア教育を進めた。 

 

 

 

 

 

TEL:0533-88-8033


都道府県等 教育委員会の部 団体の部

北海道 1 北海道白糠高等学校

青森県 2 平川市立竹館小学校

岩手県 3 岩手県立盛岡工業高等学校　定時制課程

宮城県 4 登米市立東和中学校 5 宮城県松島高等学校

秋田県 6 八峰町教育委員会 7 小坂町立小坂小学校・小坂中学校 8 由利本荘市立鳥海小学校 代 横手市立十文字第一小学校

山形県 9 長井市立長井南中学校 10 山形県立北村山高等学校

福島県 11 福島県立西会津高等学校 12 いわき市立中央台北中学校 13 昭和村立昭和中学校

茨城県 14 茨城県立那珂湊高等学校 15 美浦村立木原小学校 16 下妻市立下妻中学校

群馬県 17 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 18 群馬県立勢多農林高等学校 19 群馬県立高崎高等特別支援学校

埼玉県 20 皆野町立皆野中学校

千葉県 21 流山市立東深井中学校

22 府中市教育委員会 23 町田市立金井中学校 24 調布市立第六中学校 25 東京都立芝商業高等学校 29 府中市立小中学校ＰＴＡ連合会

26 東京都立多摩桜の丘学園 27 東京都立大島高等学校 28 文教大学付属中学校･高等学校

神奈川県 30 神奈川県立横浜清陵高等学校

新潟県 31 胎内市教育委員会 32 長岡市立脇野町小学校 33 上越市立雄志中学校 34 新潟県立栃尾高等学校

富山県 35 射水市立射北中学校 36 小矢部市立津沢小学校 37 滑川市立西部小学校

石川県 38 石川県立翠星高等学校

福井県 39 越前市武生第五中学校 40 福井県立羽水高等学校 41 福井県立科学技術高等学校

長野県 42 塩尻市教育委員会 43 長野県蓼科高等学校 44 飯山市立城南中学校 45 上田市立北小学校 46 郷土愛プロジェクト

岐阜県 47 中津川市教育委員会 48 輪之内町立輪之内中学校 49 白川町立白川中学校 50 垂井町立不破中学校ＰＴＡ

静岡県 51 静岡県立伊東商業高等学校 52 静岡県立韮山高等学校ＰＴＡ

愛知県 53 豊川市教育委員会 54 岩倉市立岩倉北小学校 55 新城市立千郷中学校

三重県 56 南伊勢町教育委員会 57 四日市市立羽津中学校 58 三重県立桑名北高等学校

滋賀県 59 高島市教育委員会 60 滋賀県立守山中学校 61 滋賀県立安曇川高等学校

京都府 62 南丹市立園部中学校 63 京都府立木津高等学校

兵庫県 64 豊岡市立日高小学校 65 兵庫県立伊丹北高等学校 66 百合学院高等学校 67 一般社団法人兵庫ビルメンテナンス協会

奈良県 68 奈良県立橿原高等学校

和歌山県 69 和歌山県立桐蔭中学校・桐蔭高等学校

島根県 70 津和野町教育委員会

岡山県 71 奈義町立奈義中学校 72 岡山県立瀬戸高等学校 73 岡山県立岡山瀬戸高等支援学校

広島県 74 東広島市立高美が丘小学校 75 安芸高田市立高宮中学校 76 広島県立三原特別支援学校

山口県 77 下関市立名池小学校 78 光市立浅江中学校 79 山口県立豊北・下関北高等学校 

徳島県 80 三好市立池田小学校 81 藍住町立藍住東中学校 82 徳島県立みなと高等学園

香川県 83 香川県立多度津高等学校 84 香川県立志度高等学校

愛媛県 85 松山市立湯築小学校 86 愛媛県立今治工業高等学校 87 道前会（愛媛県立西条高等学校同窓会組織）

高知県 代 高知県立山田高等学校 88 高知県立日高養護学校高知みかづき分校

92 福岡県立三井高等学校ＰＴＡ

93 福津市立神興東小学校ＰＴＡ

佐賀県 代 武雄市立山内中学校 94 佐賀県立唐津商業高等学校　定時制課程

長崎県 95 長崎県立宇久高等学校 96 長崎県立五島高等学校 97 長崎県立諫早農業高等学校

熊本県 98 熊本大学教育学部附属特別支援学校

宮崎県 99 日向市教育委員会 100 宮崎県立延岡商業高等学校 101 宮崎県立福島高等学校

鹿児島県 102 肝付町立波野中学校 103 与論町立与論中学校 104 鹿児島県立隼人工業高等学校

沖縄県 105 今帰仁村教育委員会 106 嘉手納町立嘉手納中学校 107 沖縄県立八重山特別支援学校 108 嘉手納町立嘉手納中学校ＰＴＡ

仙台市 109 仙台市立東宮城野小学校 110 仙台市立鶴谷特別支援学校

川崎市 111 川崎市立木月小学校

浜松市 112 浜松市立富塚中学校

京都市 113 京都市立九条弘道小学校 114 京都市立大原小中学校 115 特定非営利活動法人京都シニアベンチャークラブ連合会

大阪市 116 大阪市立白鷺中学校

合計

第１２回　キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰　受賞団体一覧

学校の部

東京都

福岡県 古賀市教育委員会 朝倉市立南陵中学校 みやま市立東山中学校

表彰順は、受賞団体左の番号順で行います。（欠席団体等で早まることもあります。）

代…代表校としてキャリア教育推進連携シンポジウムにて表彰します。

１２団体 １００校（小学校１８校，中学校３４校，義務教育学校１校，中等教育学校１校，高等学校３７校，特別支援学校９校）　９７団体 １０団体

89 90 91


