
        

 

        

松戸向陽高校は、福祉教育の拠点校として、福祉

教養科で福祉のスペシャリストを養成し、普通科で

も全員が福祉の基礎を学ぶなど、福祉社会を担う人

材の育成をしています。 

開かれた学校づくり委員 

会の意見を参考に、生徒が 

先生役となり、福祉体験と 

して近隣の梨香台小学校と 

の連携授業を実施。福祉へ 

の関心が更に高まっています。  

   
 
 
 
 
 

平成 29 年 3 月発行 

 
〔発行者〕千葉県教育庁企画管理部教育政策課 

〒260-8662千葉市中央区市場町 1-1 
電話  043-223-4015 
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創立９４年目を迎える千葉商業高校は、商業教

育の基礎・基本を重視しながら、資格取得や進学

にも対応できる教育の充実に努めています。 

開かれた学校づくり委員会  

の協力のもと、東北・熊本 

復興支援コンサートや地域 

と連携した行事に参加して 

地域交流を図っています。 

 
 

松戸向陽高等学校 

地域に開かれた魅力ある学校づくりを進めます！ 

 

 

 

県教育委員会では、安全・安心で地域に信頼される学校づくりを推進するために、全ての 

県立学校（コミュニティ・スクールを除く）に、地域のみなさんや保護者等から構成される 

「開かれた学校づくり委員会」を設置しています。 

・社会の変化や多様化する教育に対応するため、学校・家庭・地域が協働して特色ある 

学校づくりを推進します。 

・学校が保護者や地域の信頼にこたえるため、保護者や地域のニーズを学校運営に反映 

させるとともに、学校の自己評価をもとに学校関係者評価を実施します。 

平成２８年度の取組の一部を紹介します！ 

飯高特別支援学校 

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 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/renkei/hg-iinkai.html 
検索 開かれた学校づくり委員会 

千葉商業高等学校 

Vol.197 

3 月号 

飯高特別支援学校は、閉校した小学校を利活用して

平成２７年度に開校しました。 

開かれた学校づくり委員会の意見をもとにして、  

今年度の「学校を核とした県内 1000 か所ミニ集

会」において「地域防災」 

をテーマに、保護者や地域 

の方と活発な討議や演習を 

行うとともに、高等部生徒 

が地元の文化財(飯高檀林) 

の清掃活動を行っています。 

印旛明誠高等学校 

印旛明誠高校は、平成２２年度に印旛高校から

校名を変更し、進学重視の単位制高校として学校

重点目標の「学力と学習意欲の向上」を図ってい

ます。開かれた学校づくり 

委員会の意見から地域や 

近隣の幼・小中学校等  

との交流を進めるなど、 

地域に根差した学校とし 

て着実に発展しています。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/renkei/hg-iinkai.html
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インデックス(目次) 頁 

開かれた学校づくり委員会 平成 28年度の取組 １ 

インデックス＆ミニ・トピックス ２ 

教育委員会会議報告 ３ 

特別支援学校への訪問読書支援 ４ 

平成 30 年度千葉県・千葉市公立学校教員採用候補

者選考 
５ 

災害発生時の帰宅困難者対策 ６ 

研究成果報告会報告 ７ 

平成 28 年度 特別支援教育実践発表会報告 ８ 

おっ！あざやか通級指導教室 ９ 

イベント情報 別冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P２ 

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。 

 

県立房総のむらは、通算入場者数 

700 万人を達成しました!!  

（平成 29年 2月 12日）  

 

千葉県立房総のむらは、自ら体験すること

で伝統文化・歴史を学べる博物館として、 

昭和６１年４月１日に開館しました。以来、 

毎年約２０万人の入場者を迎え、平成２９年 

２月１２日に、通算入場者数が７００万人に

達しました。 

通算７００万人目の入場者の方には、  

房総のむら館長より、房総のむらで収穫した

お米などの記念品が手渡されました。 

 

 
 

くわしくは、こちら 

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

u/kouhou/photo-2016/290212.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-2016/290212.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016/290212.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


★★★P３ 教育委員会会議報告 ★★★ 

学校職員の懲戒処分について 

 

平成 29年 2月 15日（水）に開催しました。報告及び議案は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

［問い合わせ先：０４３－２２３－４００４ 企画管理部教育総務課］ 

ホームページ  http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2016/290215-2.html（第 11回結果） 

◆◇◆◇◇◇◇◆◆◆◆ 今 年 度 の 教 育 委 員 視 察 ◆◆◇◇◇◆◆◆◆◇ 

今年度、教育行政に資するため、千葉県内の学校を中心に教育委員視察を行いました。 

児童・生徒の活動の様子を見学し、学校とだけでなく各市町村教育委員・教育委員会との意見交換

を活発に行いました。 

4 月 27 日(水) 千葉県子どもと親のサポートセンター・県立仁戸名特別支援学校 

5 月 25 日(水) 木更津市立真舟小学校・県立木更津東高等学校 

6 月 8 日 (水 ) 県立長生高等学校・長南町立長南中学校 

7 月 6 日 (水 ) 睦沢町立土睦小学校 

7 月 27 日(水) 「北総四都市江戸紀行(佐原）」（香取神宮・伊能忠敬記念館・山車会館等） 

7 月 28 日(木) 県立佐倉東高等学校（平成２８年度「中学生と高校生との交流会」） 

8 月  1 日 (月 ) 県立長生高等学校（長生地区中学生・高校生との交流会） 

8 月 5 日 (金 ) 県立多古高等学校（香取地区中学生・高校生との交流会） 

8 月 19 日(金) 教員採用２次選考 

8 月 26 日(金) 教員採用２次選考 

9 月 15 日(木) 学校を核とした１０００か所ミニ集会（九十九里町立豊海小学校） 

9 月 28 日(水) 県立君津特別支援学校及び上総湊分教室 

10 月 26 日(水) 県立東葛飾中学校・県立西部図書館 

11 月 19 日(土) 学校を核とした１０００か所ミニ集会（市原市立姉崎中学校） 

11 月 30 日(水) 成田国際空港・成田市立西中学校（学力向上交流会） 

1 月 25 日(水) 習志野市立津田沼小学校・県立市川工業高等学校 

◆◇◆◇◇◇◇◆◆◆◆ 委員が参加した式典等 ◆◆◇◇◇◆◆◆◆◇ 

4 月 8 日 (金 ) 県立東葛飾中学校開校式 

5 月 6 日 (金 ) 千葉県初任者研修開講式 

7 月 26 日(火) 第９８回全国高等学校野球選手権千葉大会閉会式 

9 月 21 日(水) 第７１回国民体育大会本大会千葉県選手団結団式 

10 月 1 日(土) 第７１回国民体育大会（岩手国体）開会式   2 日(日) 競技視察 
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平成 28年度 第 11回千葉県教育委員会会議（定例会）の内容について 

《審議事項》 

（議案） 

  第５２号議案  千葉県指定無形文化財の指定について 

  第５３号議案  千葉県指定無形文化財の保持者の認定について 

  第５４号議案  千葉県指定有形民俗文化財の指定について 

  第５５号議案  千葉県指定無形民俗文化財の指定について 

  第５６号議案  千葉県指定史跡の指定について 

  第５７号議案  千葉県指定有形民俗文化財の解除について 



★★★P４ 特別支援学校への訪問読書支援 ★★★ 
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◆特別支援学校訪問読書支援に関するお問い合わせ  千葉県立西部図書館 図書館連携課 047-385-4133 

県立図書館は学校図書館への支援を通じて子どもの読書活動を推進しています。 

西部図書館では、開館以来積極的に取り組んできた障害者サービス充実の一環として、

西部図書館管内の特別支援学校に職員が訪問し、大型絵本を活用した絵本の読み聞かせを

中心とする訪問読書支援事業を行っています。 

本年度は９校に訪問し、大勢の子どもたちや先生方にお話の世界を楽しんでもらうこと

ができました。 

【本年度訪問校】 

県立つくし特別支援学校 

県立我孫子特別支援学校 

県立野田特別支援学校 

県立船橋特別支援学校 

県立矢切特別支援学校 

県立市川特別支援学校 

県立船橋夏見特別支援学校 

県立松戸特別支援学校 

県立柏特別支援学校 

 

 

読み聞かせに使用した主な作品 

～絵本はなるべく先生方に選んでいただきました。～ 

 

  にじいろのさかな      きんぎょがにげた       花さき山            

  すてきな三人ぐみ      だるまさんが         みんな うんち 

  せんろは つづく       ねずみくんのチョッキ    せんたくかあちゃん 

  おおきな かぶ        おやおや おやさい     どうぞの いす 

よかったねネッドくん     ももたろう           ガンピーさんのふなあそび 

  めっきら もっきら どおん どん      三びきのやぎのがらがらどん 

 

 

まずはかんたんな手遊びで心と体をリラックス お別れに今日のプログラムをプレゼント 

さあ 絵本の世界へ！ 

さあ 絵本の世界へ！ 



★★★P５ 平成 30年度千葉県・千葉市公立学校教員採用候補者選考 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員 

○ 児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受けとめ、 

  支援できる教員 

○ 幅広い教養と学習指導の専門性を身につけた教員 

○ 高い倫理観を持ち、心身共に健康で、明朗、快活な教員 

 

◇ 第 1次選考で、県内会場の他、県外会場として新たに石川県

金沢市でも実施します。 

◇ すべての選考で受験可能年齢を６０歳未満に拡大します。 

◇ 特定教科特別選考において、新たに「情報」を実施します。 

◇ 小学校英語教育推進枠を「６０名程度」に拡大します。 

第１次選考 

出願期間 

第２次選考 

平成２９年４月４日（火）～５月１０日（水） 

平成２９年８月１８日（金）～２０日（日） 

平成２９年８月２５日（金）～２７日（日） 

平成２９年７月９日（日） 教員採用選考についてのお問い合わせ 

教育振興部教職員課任用室 

TEL ０４３－２２３－４０４３ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html 

Twitterでも教員採用選考の情報を配信しています。右の QRコードからどうぞ。 

※詳細については、必ず実施要項で確認してください。 

身体障害者特別選考

身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、特別選考を実施します。 

詳しくは志願の際にご相談ください。 
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★★★P６ 災害発生時の帰宅困難者対策 ★★★ 

 

 

 

   

大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、自宅へ帰ることが困難になることが 

予想されます。さらに、災害発生時に多くの人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、火災や沿道の建物か

らの落下物などにより負傷する危険があるばかりでなく、災害時に優先されるべき救助・救急活動の

妨げとなります。 

 災害発生時には「むやみに移動を開始しない」 

○ まずは自分の身の安全を確保しましょう。 

○ 職場や集客施設等の安全な場所にとどまりましょう。 

○ 災害用伝言サービス＊により家族の安否や自宅の無事を確かめましょう。 

○ 交通情報や被害情報などを入手しましょう。 

   ＊発災直後の安否確認の手段として、災害用伝言サービスが活用できます。 

     災害用伝言サービスは、毎月１日や１５日などが体験日となっていますので、あらかじめ使用方法を体験

しておきましょう。 

◇災害用伝言ダイヤル（１７１） 

   固定電話の番号あてに音声による安否情報を録音・確認できます。 

１７１をダイヤルし、ガイダンスに従ってメッセージの登録・確認をしてください。 

一般電話、公衆電話、携帯電話、ＰＨＳ、スマートフォンから利用ができます。 

◇災害伝言板は、文字情報による伝言の登録と確認ができます。 

各携帯会社のトップページから「災害用伝言板」を選択してメッセージを登録・確認してください。 

インターネットに接続できる携帯電話、ＰＨＳ、スマートフォンから利用できます。 

日頃から準備しておきたいこと 

○ 携帯ラジオや地図を持ち歩きましょう。 

○ 職場などに歩きやすいスニーカーや懐中電灯、手袋、飲料水や食料などを用意しておきましょう。 

○ 事前に家族などと発災時の安否確認の方法や集合場所を話し合っておきましょう。 

○ 徒歩やバスにより帰宅経路の状況を確認しておきましょう。 

徒歩帰宅者支援の取組  

千葉県を含む九都県市＊では、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド等と徒歩帰宅 

支援に関する協定を締結しています。これらの店舗では、災害発生時に水道水やトイレの提供のほか、道路交通情

報などを可能な範囲で提供していただけます。こうした店舗には、「災害時帰宅支援ステーションステッカー」が掲

示されていますので、日頃から帰宅経路の店舗の場所を確認しておくと安心です。 

「災害時帰宅支援ステーションステッカー」           ＊ 九都県市  千葉県、埼玉県、東京都、

神奈川県、千葉市、さいたま市、横浜市、

川崎市、相模原市 

 

 

 

 

○コンビニエンスストア等   ○千葉県石油商業組合に加盟する県内のガソリンスタンド 

 目次へ 

P６ 

この件についてのお問合せ 

防災危機管理部防災政策課 

電話 ０４３－２２３－２１６３ 

災害発生時の帰宅困難者対策 
 



★★★P７ 研究成果報告会報告 ★★★ 

   

  

 

 

 

 

当日は、県立特別支援学校１０校、市立小学校１校が、障害のある子供たち一人一人の教育的ニ

ーズに応じた指導・支援の工夫や実践事例を報告しました。小・中・高・特別支援学校教員や教育

事務所指導主事及び市町村教育委員会関係者等を含め１２２名の参加があり、積極的に質疑応答も

行われました。特別支援学校のみならず、小学校、中学校、高等学校などにおいても、今後の教育

活動の指針となる研究成果の報告でした。報告内容は以下のとおりです。 
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千葉県教育委員会では、本県の特別支援教育に関する課題について、研究指定校を指定し

課題解決に関する知見を得るとともに、その成果を広げ、本県の特別支援教育の推進を図っ

ています。本年度は平成２９年１月２５日（水）に県教育会館にて、「研究成果報告会」を

開催しました。          （※研究成果は千葉県教育委員会ホームページに掲載） 

 

 

この件についてのお問い合わせ 

教育振興部特別支援教育課 

電話：０４３（２２３）４０４５ 

特別支援学校センター的機能の充実 

 

一人一人の教育的ニーズに応じた教育課程 

 

障害者スポーツを通した交流活動 

 
職業教育・キャリア教育の充実 

 

地域に根差した学校づくり 

 

特別支援教育における早期からの支援構築事業 

 

ICT を活用した効果的な授業づくり 報告校：四街道特別支援学校 
病気療養中の児童生徒に対して病状に応じた学習が実施で

きるように、同時双方向型、オンデマンド型の遠隔授業など
ICT を活用した授業づくりについて報告。 

 

高等学校に対してのセンター的機能拡充に向けた取組 
報告校：船橋夏見特別支援学校 

高等学校における通級による指導の制度化への対応及び、特
別支援教育の充実が求められている中、葛南地区公立高等学校
にアンケート調査を行い、今後の高等学校における特別支援教
育の課題や方策について報告。 医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する小・中学校、特別支援学校

及び関係機関とのネットワークづくり     報告校：袖ケ浦特別支援学校 
医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する小・中学校に

ついて実態調査を実施し、そこから見える課題やニーズ、さ
らにネットワークづくりに向けた特別支援学校の役割につい
て報告。 

 

特別支援学校のセンター的機能の多様性を探る 
報告校：大網白里特別支援学校 

多様な教育的ニーズに対する専門的な支援の在り方につい
て、地域支援及び校内支援体制を構築するとともに、将来に向
けた特別支援学校の構想について報告。 

多様な教育的ニーズに応じた教育実践 
報告校：君津特別支援学校 

知的障害特別支援学校高等部の教育課程類型化の実践をも
とに学校全体の教育課程の見直しを行い、一人一人の教育的
ニーズに応じた指導内容・方法の在り方について報告。 
 

視覚障害のある児童生徒の ICT等の活用   報告校：千葉盲学校 
ICT を活用して外国文化に触れたり、交流を深める学習内容

を検討したりして、主体的に発信する方法や語学力・コミュニ
ケーション能力の育成に必要な方法等の取組について報告。 

 

 
高等特別支援学校における生徒指導の在り方  報告校：流山高等学園 
知的障害のある生徒への生徒指導のための情報共有システ

ムと一人一人の背景を確実に見取り、教育相談を生かした生
徒指導の方法について報告。 

 

地域とともに歩む学校           報告校：飯高特別支援学校 
地域に根差した学校づくりの基礎として、特色のある地域と

のつながりを目指し、地域のために何ができるかを考え、将来
も継続できるような取組について報告。 
 

障害者スポーツを通した交流活動   報告校：矢切特別支援学校 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、障

害者スポーツを通した幅広い交流活動の実践から、その効果や
特別支援教育の理解推進について報告。 

 

地域連携や産学連携を生かした職業教育・キャリア教育 
報告校：印旛特別支援学校 

各学部間の取組をキャリア発達の視点で整理し、キャリア発
達の要素を「伝える力」として設定し、職業教育・キャリア教
育の質を高めていく取組について報告。 

 
早期からの継続的な児童支援と親支援   

報告校：柏市立柏第七小学校 
特別支援教育における早期からの支援と幼稚園・保育園等

と小学校とのなめらかな接続及び、特別支援学級のセンター
的機能を高める実践について報告。 

 



★★★P８ 平成 28 年度 特別支援教育実践発表会報告 ★★★ 

 

 

 

 平成２８年度文部科学省委託事業等を推進している６市町、３高等学校の発表が行われました。  

当日は、幼・小・中・高・特別支援学校教員や市町村教育委員会関係者等を含む２６０名の参加者

があり、県内における特別支援教育の理解と推進を図ることができました。各市町教育委員会及び

高等学校の事業概要は下記のとおりです。また、発表後は大学の先生を招き、「全体講評」と「講

演」を行いました。 

                        

                     

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

 

参加者アンケートから、「各市町教育委員会や高等学

校の発表を聞き、関係機関との連携や引継ぎの大切さ

を感じた」「高等学校での取組について具体的に知るこ

とができた」などの感想が得られました。 

本発表会の開催により、研究成果を県内全域に広げ、

特別支援教育の一層の推進を図ることができました。 

                     

 

 

 

P８                  目次へ 

 

県内には、特別支援教育の一層の充実を図るため、文部科学省委託事業等を受け研究を進

めている市町教育委員会、県立高等学校があります。平成２８年度の研究成果を県下に広め

るため、平成２９年１月２７日（金）に県教育会館にて「特別支援教育実践発表会」を開催

しました。 

この件についてのお問い合わせ 

教育振興部特別支援教育課  

電話：０４３（２２３）４０５０ 

【各市町及び高等学校の事業概要】 

★八街市・白子町・市原市 

幼稚園から小中学校、高等学校までの学      

校間における系統性のある支援研究事業 

★鴨川市・君津市            

発達障害の可能性のある児童生徒に対す

る早期支援研究事業 

★柏市 

特別支援教育における早期からの支援と

幼保小のなめらかな接続に関する調査研

究事業 

 

★県立関宿高等学校 

自立・社会参加に向けた高等学校段階にお

ける特別支援教育充実事業（キャリア教

育・就労支援等の充実事業） 

 

★県立幕張総合高等学校・佐原高等学校 

自立・社会参加に向けた高等学校段階にお

ける特別支援教育充実事業（個々の能力・

才能を伸ばす教育モデル事業） 

★ 全体講評 ★  

植草学園短期大学 

福祉学科主任教授 

佐藤 愼二 先生 

 
★ 講演 ★ 

明星大学 教育学部 

講師 中田 正敏 先生 

演題「柔軟な支援ができ

る学校組織づくり～現場

の実践から理論化の試み」 

 



★★★P９ おっ！あざやか通級指導教室 ★★★ 
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通級指導教室とは、教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対して、普段の授業は

自分の教室で受けながら、個に応じた専門的な指導を行う教室です。教育実践が優秀で熱心

に子どもたちの指導に当たっている通級指導教室担当教員を紹介します。 

特別支援学級とは、小学校や中学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒その他が、教育上

特別な支援を必要とする幼児児童生徒のために設置された学級です。           

教育実践が優秀で熱心に子どもたちの指導に当たっている特別支援学級担任を紹介します。 

この件についてのお問い合わせ 

教育振興部特別支援教育課 

電話０４３－２２３－４０５０ 

学校名：船橋市立行田西小学校   
通級指導教室の魅力や「やりがい」は？ 

担任や保護者と連携して、子どもが在籍

する通常の学級での適応力アップの支援・援

助ができること 

 

授業で心がけていること 

・子どもの「がんばり」が 

報われる活動であること 

・必ず達成することのできる 

スモールステップを用意すること 

 

私の好きな「こ・と・ば」 

「ありがとう」 

いろいろな人と出会い、関わりを持つこ

とで、子どもたちも私自身も成長できます。      

＊･･･出会いに感謝･･･＊ 

 

 

教室の障害の種類：発達障害 

【話し合いスキル向上のトレーニング】 

 

通常の学級では、授業や休憩時間にしば

しば小グループで話し合いをする場面があ

りますが、通級の指導を受けている児童は

周囲の気持ちを推し量ったり話の流れを読

んだりすることが苦手なことが多いです。 

そこで、目に見えない“話し合いの流れを

手順化”し、“役割や順番決めの暗黙のルー

ル”を学習した後、実際に小グループで話し

合ったり、活動後に自己の振り返りを行った

りすることで、話し合いのスキルを少しずつ

身に付けていけるようにしています。 

※ 話し合いの流れの手順化 

体の向き・視線などの姿勢、意見を出し合う方法など 

※ 役割や順番決めの暗黙のルール 

自分の意見の伝え方、他人の意見の聞き方など 

 

担任名：川田 恭子 

特別支援教育経験：6 年 

（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 
 

 

ゲームを 

利用した 

小グループ

での話し合い 

 

話し合いの 

学習プリント 

 

 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1/
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