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文化財課では、県民の方に郷土の文化財に対する理解を深めていただくため、千葉県指定

有形文化財である「千葉県立安房南高等学校旧第一校舎」を10月29日（土）に1日だけ一般公

開します。 

木造校舎の見どころを解説するガイドツアーや、安房高等女学校として開校し、安房女子高、

安房二高とたどってきた安房南高校の歴史を写真パネルにより紹介します。 

また、安房高等学校吹奏楽部による演奏や書道部による書道パフォーマンスの他、美術部・

書道部・写真部・化学部による作品等の展示を行います。 

～旧第一校舎の特徴～ 

★関東大震災の教訓のもと、昭和初期の技術の粋を集めた学校建築！ 

★左右対称に大きく翼を広げたような美しいデザイン！ 

★校舎内にも様々装飾等を加えた凝ったデザインを採用！ 

 

画像１ 

 

画像２ 

 

画像３ 

画像 1：玄関付近の装飾 

画像２：磨かれた廊下 

画像３：階段付近 

この件についてのお問合わせ 

教育振興部文化財課指定文化財班 

電話 ０４３－２２３－４０８２ 
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インデックス（目次）をクリックすると対象のページへジャンプします。 

 

「安全で安心なまちづくり旬間防犯  

パトロール隊出動式」が行われました。

(10月７日) 

 

平成 16年に制定した、「千葉県安全で安心な

まちづくりの促進に関する条例」では、県民の

間に、広く安全で安心なまちづくりについての

関心及び理解を深めるため 10月 11日から 20

日までを「安全で安心なまちづくり旬間」と定

めています。 

県では、この旬間に先立ち、防犯を広く県民

に PRし、安全で安心なまちづくりを全県的な

県民運動へと定着させることを目的として、

「安全で安心なまちづくり旬間防犯パトロー

ル隊出動式」を開催しました。 

 

 

くわしくは、こちら 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisak

u/kouhou/photo-2016/281007.html 
各学校のウェブページから「県教委ニュース」へのリンク

をお願いしています。バナーもご活用ください。 

◎さらに情報をお知りになりたい方、ご意見のある方は、次のアドレスにアクセスしてください。 
県教育委員会ウェブサイト ：http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html 

フ ォ ト ニ ュ ー ス ：http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016.html 
ご意見・ご提案メー ル：https://www.pref.chiba.lg.jp/form/kyouiku_iken_kyouiku/form.html 
＜アンケート＞ 

県教委ウェブサイトを使いやすくするためのアンケートにご協力ください。（ここをクリック） 

http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/kouhou/news/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016/281007.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016/281007.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/form/kyouiku_iken_kyouiku/form.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/form/kyouiku_iken_kyouiku/form.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/forms/ky-hp.html
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                              （千葉県立千葉盲学校） 

関東地区盲学校水泳大会 

平成２８年９月３日（土）、埼玉県立特別支援

学校塙保己一学園（埼玉県川越市）で「第４３回

関東地区盲学校水泳大会」が開催されました。参

加は８校で、本校からは中学部生徒２名、高等部

生徒５名が出場しました。種目は２５ｍ平泳ぎ、

背泳ぎ、自由形、５０ｍ自由形です。今年の大会

は、例年にも増してハイレベルなレースとなりま

した。出場した生徒は自己ベストタイムを出すなど、日頃の練習の成果を発揮することができま

した。 

閉会式の挨拶で、「この大会に出場した生徒の中から、４年後の東京パラリンピックに出場す

るような選手が現れることを期待します」との言葉がありました。平成２９年度は千葉盲学校を

会場として開催されます。よい成績につながるよう、今後も練習を重ねていきます。 

 

小学校で太鼓演奏 

中学部生徒１５名が９月９日に佐倉市立王子台小学校

を訪問し、太鼓演奏を披露しました。演目は「はね娘踊

り」「八丈島太鼓ドンドラ」「豊年太鼓」「銚子祭り囃

子」の４曲です。また、王子台小学校の児童と一緒に「世

界中のこどもたちが」を歌いました。参加した生徒は「小

学生が演奏を聴いて喜んでいた。盲学校や視覚障害のこ

とを少しでも知ってもらえたらうれしい」と話していま

した。 

 

リオパラリンピックのマラソンで本校の先生が銅メダル獲得 

９月７日から９月１８日までブラジルで開催された「リ

オ２０１６パラリンピック競技大会」で本校の岡村正広教

諭がマラソン競技（視覚障害クラス）に出場し、２時間３

３分５９秒で３位となり、銅メダルを獲得しました。メダ

ルの裏には「Ｒｉｏ２０１６」と点字が施され、メダルを

振ると音がして、音の違いでメダルの種類がわかるように

なっています。学校で行った凱旋報告会の時にメダルを実

際に見たり触ったりする機会を持ちました。メダルを手に

した生徒は「メダルは思っていたより重いね」と感動していました。 

世界を舞台に活躍する岡村先生は、夢や希望をもち、日々努力することの大切さなどを本校の

幼児児童生徒に示してくれました。  



★★★P４ 平成 2８年度 中学生・高校生との交流会 ★★★ 目次へ 
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教育事務所 会   場 参 加 校 開 催 日 

葛南 習志野市袖ケ浦公民館 
津田沼高校、（習志野市立）第一中学校、第三中学校、

第七中学校 
7/15（金） 

北総 県立佐倉東高等学校 
佐倉東高校、（佐倉市立）佐倉中学校、佐倉東中学校、 

臼井南中学校、根郷中学校、 
７/２８（木） 

東上総 県立長生高等学校 
長生高校、（茂原市立）東中学校、茂原中学校、 

南中学校 
8/１（月） 

東葛飾 県立我孫子高等学校 

我孫子高校、我孫子東高校、（我孫子市立）我孫子中

学校、湖北中学校、布佐中学校、湖北台中学校、 

久寺家中学校、白山中学校、 

8/３（水） 

北総 県立多古高等学校 多古高校、（多古町立）多古中学校 8/５（金） 

南房総 県立君津高等学校 
君津高校、（君津市立）君津中学校、周西中学校、 

周西南中学校、八重原中学校 

※台風の影響によ

り中止(紙面交流) 
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中学生や高校生が日頃学校や日常生活の中で考えている事柄や問題について、県教育委員会の職員

とひざを交えて自由な意見交換を行う「中学生・高校生との交流会」を県内５会場で開催しました。

出席者はそれぞれ中学生・高校生が 20 名～４0名程度、県・市教育委員会職員、参加校職員です。

各会場とも、設定したテーマについて、教育委員会職員も交え、中学生、高校生が熱心に話し合い、

身近な問題について考える良い機会となりました。 

○高校生による進行のもと、県教育委員会事

務局職員も交えたグループ討議や全体討議

による話し合い等を行います。 

○交流会で出た意見から県教育委員会への提

案となる事項を各教育事務所がまとめ、その

対応等について関係課で検討し、中学生・高

校生の意見を教育施策に生かします。 

３ 交流会の特徴 ２ 今年の主なテーマ 

１ 会場等 

＜多古高等学校会場＞ ＜長生高等学校会場＞ ＜佐倉東高等学校会場＞ 

○「２０２０年東京オリンピック・ 

パラリンピック」に期待すること 

○高校生によるスポーツを通じた 

地域貢献に期待すること 

○国際交流で得られるもの 

○中学生・高校生ができる地域貢献 

○将来の夢に向けた進路の選択  など 
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＜習志野市袖ケ浦公民館会場＞ 

＜木更津高等学校会場＞ ＜匝瑳高等学校会場＞ 「2020 東京オリンピック・パラリンピックで私

たちにできるおもてなし」 （葛南教育事務所） 

標記のことをメインテーマに、「選手やコーチ」

「観客」「地域」の観点から話し合いました。分科

会では、「地域の食材を活用した、様々な国の料理

提供をする」、「日本風のデザインを施したものを配

付する」などの、おもてなしについての意見が挙が

りました。 

「高校生によるスポーツを通じた地域貢献に期

待すること」       （北総教育事務所） 

高校生からは、「老人ホームなどに行き一緒に身

体を動かしたり、小中学生に運動の技術や楽しさを

教えたりする機会を作りたい」という意見がありま

した。中学生からは、「自分がやっていない運動を

体験する機会がほしい」という意見が出るなど、ス

ポーツ交流等について話し合いました。 

「将来の夢に向けた進路の選択」 

（東上総教育事務所） 

生徒たちは、今までの経験を基に、「中学校・高

校で学ぶ知識をどう仕事に生かすか、学校ではその

『物の考え方、発想』を学ぶことが大切」、「自分な

りの道を見つけて、それに向かって自ら学び、道を

作っていくことが大切」などの意見が出されまし

た。将来に向けて後悔したくないという生徒の想い

が印象的な交流会でした。 

「国際交流で得られるもの」 

（東葛飾教育事務所） 

生徒は留学を行うことによる、「視野や考え方に

ついての幅の広がり」、「外国語スキルやコミュニケ

ーション能力の向上」などの期待について意見が出

されました。さらに、留学以外にもフェスティバル

や、ユニセフ募金活動などを通じた国際交流につい

ても可能性を見出していました。 

「中学生・高校生ができる地域貢献」 

（北総教育事務所） 

地域貢献について、「地域との協力が大切であり、

美化活動や福祉施設訪問など、日頃から地域との繋

がりを持つと良い」、「生徒会で様々な企画や、イン

ターネットを通じた周知をすることにより、ボラン

ティアに参加しやすくなると思う」などの意見が出

されました。地域を思う生徒の姿を感じる事ができ

た意見交換でした。 

「『２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

ク』に期待すること」  （南房総教育事務所） 

交流会は台風の影響により中止となりましたが、

紙面での意見交換では、高校生から「日本文化・芸

能、工芸品の海外進出」などの期待、中学生からは

国際交流を深めるために、「ホームステイなど外国

人の受け入れが必要と思う」などといった意見があ

りました。 

＜交流会全体を通して、中学生・高校生から出された意見・提案＞ 

・中学校から高校へ進学する際のギャップを軽減するために、中学３年生以外の高校見学や、中学校・

高校合同校外学習・質問会などを実施してほしい。 

・学校にはやりたい部活動が無いので、指導できる先生を派遣するなどして、それを少しでも解消でき

るようにしてほしい。 

・マナー向上のために、学校や地域にポスターを貼るのはどうか。 

・学校の授業でスポーツを通じた地域貢献について取り上げ、色々なスポーツを高校生が体験してはど

うか。  等 

＜我孫子高等学校会場＞ 
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お問い合わせ   千葉県教育庁 企画管理部 県立学校改革推進課  電話０４３－２２３－４０２６ 

旭農業高校の様子は こちら 

 

地域とともに歩む 

－平成２７年度魅力ある県立学校づくり大賞「優秀賞」受賞校の取組を紹介－ 

 

 

 

 

 

 

「サツマイモ苗植え付け・収穫体験」 

幼稚園児・小学生のサツマイモ苗植え付け及び収穫体験の

お手伝いをしています。大きなイモが収穫できて園児・児

童は大喜びです。 

「園児・児童対象の動物ふれあい体験」 

幼稚園児・小学校低学年に本校畜産科の畜舎で動物

ふれあい体験を年５回程度実施しています。 

「中学校の花壇づくり」 

近隣の中学校へ出向き、本校の学校説明を行うとともに、

特色である農業体験（花壇作成）を中学生に体験してもら

います。 

「地域のシニアクラブと花の植え付け」 

旭市・匝瑳市内を装飾する花（マリーゴールド・パンジー）

のプランターをシニアクラブの方々と一緒に製作します。 

 

「小学生による田植え・稲刈り・太巻き寿司作り」 

昔ながらの方法で田植え、稲刈りを実施して、収穫した米で

太巻き寿司を作ります。本校水田での体験学習の他、生徒が

近隣小学校に出向いて稲作栽培のお手伝いを行います。 

 
「産業まつりや道の駅への参加」 

「旭・干潟産業祭」などの地域の産業祭に、収穫した農

産物を販売します。今年度は、新設された道の駅にも農

産物を出品しています。 

～地域とともに未来へはばたく～ 
異校種の園児・児童や地域住民との連携により 

お互いに体験学習を充実させることで、 
旭農業高校は大きな教育効果をあげています。 

 

http://cms2.chiba-c.ed.jp/asahi-ah/
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子供のキャリア教育の充実と地域社会の教育力の向上のために、企業が担う

教育ＣＳＲ（社会的責任）への期待は高まっています。教育ＣＳＲに取り組む

企業とキャリア教育を推進する学校や行政が、お互いの現状や本音を語り合い

ながらこれからのキャリア教育の方向性について一緒に考えます。 
 

13:00 ～ 13:20  受付 

13:20 ～ 13:30  開会行事 

13:30 ～ 14:00   講話 

 「広めよう 企業による教育貢献活動」 
  講師：ＮＰＯ法人企業教育研究会 谷山 大三郎 氏 

 

14:00 ～ 14:20  事例発表・質疑応答 
※千葉県夢チャレンジ体験スクール受入企業から 

14:20 ～ 14:25   グループワークについて 

        
14:35 ～ 16:15  グループワーク、 

発表・講評等 
※「就業体験プログラム」づくり＆意見交換 

 

16:15 ～ 16:30  閉会行事 

 移動・休憩 

 

 

 

【申込先・問合せ先】 
ホームページ専用フォーム・メールからお
申込みいただけます。 
千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 
学校・家庭・地域連携室 

電話 043（223）4069  

Fax 043（222）3565  

E-mail：kysho2＠mz.pref.chiba.lg.jp 

HPアドレス：

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shouga

ku/career/28csrforum.html 

企業のノウハウを生かした 

『就業体験プログラム』作り 

テーマ 
『広めよう  
企業による教育貢献活動』 

【講話及びｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ進行】 
ＮＰＯ法人企業教育研究会 
谷山 大三郎 氏 

 

教育ＣＳＲ（corporate social responsibility）：教育に関する企業の社会的責任 



★★★P８【参加者募集】未来のアスリート発掘～障害者スポーツ選手掘り起こし体験会～★★★目次へ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ジュニア、成人を問わず、将来の有望なパラスポーツ（障害者スポーツ）のアスリートを 

発掘するため、各種競技の体験会を行います。まずは気軽にいろいろな競技を体験してみて、 

自分に合った競技を探し出してみましょう。のめり込める競技が見つかったら…、将来のパラ 

リンピック出場も、きっと夢ではありません！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

P８

お問い合わせ 

（一社）千葉県障がい者スポーツ協会 

電話 ０４３－２５３－６１１１ 

未未未来来来のののアアアスススリリリーーートトト発発発掘掘掘！！！    
障障障害害害者者者スススポポポーーーツツツ選選選手手手   

掘掘掘りりり起起起こここししし体体体験験験会会会   

RRRIIIOOO   tttooo   TTTOOOKKKYYYOOO,,,      
         TTTOOOKKKYYYOOO      

tttooo   ttthhheee   fffuuutttuuurrreee!!!!!!   

■12/10（土）■12/23（金・祝）■12/24（土） 

■12/25（日）■29年 2/25（土）■各日 13時～15時  

◇11/26（土）◇29年 1/21（土） ◇各日 18時～20時 

千葉県国際総合水泳場にて（JR京葉線新習志野駅前） 

詳細・申込 申込は所定の申込書にて行っていただきます。 
各回申込先・期日等の詳細は右記までお問い合わせください。 

12/17（土）13時～16時 

千葉県総合スポーツセンター体育館 

（千葉都市モノレールスポーツセンター駅から徒歩 7 分） 

 

12/11（日）9時 45分～16時前 

千葉県総合スポーツセンター体育館 

（千葉都市モノレールスポーツセンター駅から徒歩 7 分） 

 

 

[身体障害] 11/20（日）9時～16時 

[知的障害] 29年 2/26（日）9時～16時 

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 

（千葉都市モノレールスポーツセンター駅から徒歩 5 分） 
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車
椅
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バ
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11/3（木・祝）10時～16時 
千葉県総合スポーツセンター体育館 

（千葉都市モノレールスポーツセンター駅から徒歩 7 分） 

  ※体験申込は終了していますが、見学にはご参加いただけます。 

 

 
ボ
ッ
チ
ャ 

車車いいすすテテニニスス、、シシッッテティィンンググババレレーーボボーールル  
ななどどもも続続々々開開催催予予定定！！！！  

  

29年 3/5（日）※詳細は後日発表 

 

 
ボート 

参参参加加加者者者募募募集集集   
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P９

～ スポネットちば2016 青空のもと開催！ ～ 

第５回千葉県総合型地域スポーツクラブ交流大会「スポネットちば２０１６」が１０月１５日

（土）に、さわやかな青空のもと、千葉県総合スポーツセンターの各施設で開催されました。今   

年度は、閉会式での表彰、お楽しみ抽選会の実施など、新たな試みも多くありました。 

問合せ先 教育庁教育振興部体育課生涯スポーツ班 ０４３－２２３－４１０５ 

硬式テニス        ソフトバレーボール      グラウンド・ゴルフ 

開会式前のアトラクション。 

幕張西スポーツクラブのみなさ

んによるキッズダンスです。 

「チーバくん」も応援にかけつけ

てくれました。 

各 種 目 の 競 技 の 様 子 

ペタンク（体験種目）       ユニカール           卓球 

健康体操      ウオーキング（樹木めぐり）   全体での閉会式（表彰） 



★★★P10 ２０１６活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 ★★★ 目次へ 

プロジェクトⅡ 元気プロジェクト 【施策１２】フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進 

２０１６活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

 

 

水泳競技 

 ９月 4 日から 11 日まで岩手県盛岡市を中心に第 71 回国民体育大会の水泳競技会が開催され、競技別の

天皇杯得点（男女総合）では 13１点を獲得し第 7 位、皇后杯得点（女子総合）でも９２点を獲得し第

７位に入賞しました。 

その中で、千葉県の少年種別の選手たちが大活躍した競泳が、９月９日から１１日まで盛岡市立総合プー

ルで開催されました。8位入賞した選手たちを紹介します。 

 

 

                         

 

 

 

 

 
少年女子Ａ４００ｍメドレーリレー 優勝        熱い声援を送る「チームちば」   少年女子Ｂ４００ｍメドレーリレー第３位 

 

種別 種目 順位 氏名 所属校（学年） 

少年女子Ａ ４００ｍメドレーリレー 優勝 湯原 利佳 

徳永 彩花 

徳永 美緒 

持田 早智 

渋谷教育学園幕張高等学校（３） 

市川高等学校（２） 

昭和学院高等学校（２） 

千葉商科大学付属高等学校（２） 

少年女子Ａ ４００ｍフリーリレー ２位 柏崎 清花 

徳永 美緒 

奥田 さわ 

持田 早智 

千葉商科大学付属高等学校（２） 

昭和学院高等学校（２） 

千葉県立銚子高等学校（３） 

千葉商科大学付属高等学校（２） 

少年女子Ａ ２００ｍ背泳ぎ ２位 湯原 利佳 渋谷教育学園幕張高等学校（３） 

少年女子Ａ １００ｍ自由形 ２位 持田 早智 千葉商科大学付属高等学校（２） 

少年女子Ｂ １００ｍバタフライ ２位 飯塚 千遥 銚子市立銚子高等学校（１） 

少年女子Ｂ ４００ｍメドレーリレー ３位 松島 香帆 

鈴木 菜々花 

飯塚 千遥 

松村 多恵 

東海大学付属浦安高等学校（１） 

銚子市立銚子高等学校（１） 

銚子市立銚子高等学校（１） 

船橋市立七林中学校（３） 

少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー ５位 柏崎 清花 千葉商科大学付属高等学校（２） 

少年女子Ａ ２００ｍバタフライ ５位  山川 唯巴 千葉商科大学付属高等学校（１） 

                      P10 

第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」が開催され、「チームちば」の選手の皆さんが大いに 

活躍しました。今回は、会期前競技の水泳競技の若き選手たちの活躍と結団式の様子を紹介します。 



少年女子Ｂ ５０ｍ自由形 ５位 飯塚 千遥 銚子市立銚子高等学校（１） 

少年女子Ｂ １００ｍ自由形 ６位 松村 多恵 船橋市立七林中学校（３） 

少年男子Ｂ ４００ｍフリーリレー ７位 市川 晟寛 

今西 慶太 

野呂 一期 

大谷 幸輝 

千葉商科大学付属高等学校（１） 

渋谷教育学園幕張高等学校（１） 

成田高等学校（１） 

柏市立中原中学校（３） 

少年女子Ａ ５０ｍ自由形 ８位  込山 瞳 市川高等学校（１） 

少年女子Ｂ １００ｍ平泳ぎ ８位  鈴木 菜々花 銚子市立銚子高等学校（１） 

 

 『希望郷いわて国体』 千葉県選手団結団式 

９月２１日（水）に千葉県教育会館で第 71 回国民体育大会 本大会 千葉県選手団結団式が開催され、

千葉県選手団の団長である森田健作知事の出席のもと、国体に出場する少年種別を中心とした多数の選手の

皆さんが出席しました。 

団旗を授与されたのはソフトボール少年女子に出場する小野寺詩織選手（千葉経済大学附属高等学校）です。

国体開会式においても旗手として千葉県選手団の先頭で行進します。また、結団式の宣誓者はカヌースプリン

ト少年男子に出場する八角周平選手（千葉県立佐原高等学校）です。国体における大活躍を予感させるような

立派な宣誓を行いました。 

 

知事（団長）から団旗を受け取る小野寺選手                 宣誓を行う八角選手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           知事からの激励挨拶 
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