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平成３０年 10 月21 日（日）開催決定! 
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 先月２０日（木）、「ちばアクアラインマラソン実

行委員会」第９回総会が開かれ、森田健作県知事・

関係市長・内藤県教育長らが出席しました。 

総会では、「ちばアクアラインマラソン２０１８」

の開催とともに、開催日や大会ロゴ等を定めた基本

計画を決定しました。また、開催の概念（コンセプ

ト）には、新たに、来たる２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向けた、おもてなしの心

の醸成を盛り込みました。 

 この基本計画に基づき、平成３０年１０月２１日

（日）の開催に向け、鋭意準備を進めてまいります。 
２年ぶりに、あの海と空の大パノラマが帰ってくる！ 

 

○主催 千葉県、千葉県教育委員会 

○企画・運営 ちばアクアラインマラソン実行委員会 

○主管 （一財）千葉陸上競技協会 

○開催日 ２０１８（平成３０）年１０月２１日（日） 

○大会のコンセプト 

「スポーツの振興」と「千葉県の魅力発信」を二本柱とし

た大会を開催し、多くの人たちに千葉県と東京湾アクアライ

ンの魅力を知ってもらうことで、地域間交流の拡大による地

域活性化を図るとともに、東京オリンピック・パラリンピッ

クを控え、スポーツを通じたおもてなしの心を醸成してい

く。 

〇大会オフィシャルロゴ 

 

 

 

 

〇大会キャッチコピー 

海を走ろう ～ アクアラインの風にのって ～ 

○この件についてのお問い合わせ○ 

教育振興部体育課 ちばアクアラインマラソン準備室  電話：０４３－２２３－４１０７ 

基 本 計 画 

  

 

 
切れ目のない多彩な応援が自慢の大会！ 



★★★P２ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 

 

 

 

 

 

   

インデックス(目次) 頁 

「ちばアクアラインマラソン２０１８」 

来年１０月２１日（日）開催決定！ 
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 

平成 28 年度 魅力ある県立学校づくり大

賞 受賞校の取組を紹介 
４ 

全国高等学校総合体育大会「千葉県選手団

結団式・激励会」 
５ 

あっ！なんてステキな特別支援学級 ６ 

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。 

 

県庁「子ども参観日」が行われました 

(7月21日) 

  

  平成 29年 7月 21日(金曜日)に千葉県庁に

おいて、県職員の子(未就学児、小学生)55名

が参加して「子ども参観日」が行われました。   

この事業は、子どもが親や大人の働く姿に

接したり、家庭で仕事の話をしたりすること

で、働くことの大切さを知る機会となるよ

う、千葉県教育委員会生涯学習課の主催で 

平成 19年度から毎年行われ、今年で 11回目

を迎えました。 

 

 

 

 

くわしくは、こちら 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisa

ku/kouhou/photo-2017/290721.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-2017.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） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/290721.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/290721.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017.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
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/kouhou/news/index.html


★★★P３ 教育委員会会議報告 ★★★ 
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平成２９年７月１９日（水）に開催しました。議案及び報告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/2017/290719-2.html（第５回結果） 
 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 教 育 委 員 の 活 動 （ ７ 月 ） ◇◇◇◇◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

《審議事項》 

（議案） 

第１５号議案 
 

学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

第１６号議案  千葉県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

第１７号議案  千葉県図書館協議会委員の任命について 

第１８号議案  学校職員の懲戒処分について 

第１９号議案  学校職員の懲戒処分について 

（報告） 

報 告 １  千葉市加曽利貝塚の国特別史跡指定等について 

 

平成２９年度 第５回千葉県教育委員会会議（定例会）の内容について 

全国都道府県教育委員会連合会総会 

７月１０日・１１日の２日間にわたり、全国都道

府県教育委員会連合会平成２９年度第１回総会が

京都府で行われ、千葉県教育委員会からは内藤教

育長、金本教育長職務代理者が出席しました。 

分科会で発言する金本教育長職務代理者 

千葉県総合教育会議 

７月１８日に平成２９年度東京オリンピック・

パラリンピックアスリート強化・支援事業として

強化指定証授与式が行われ、内藤教育長、金本教育

長職務代理者、半田教育次長が出席しました。 

東京オリンピック・パラリンピック 

アスリート強化指定証授与式 

 

強化指定選手と記念撮影 

７月１９日に、平成２９年度第１回千葉県総合教育会議が開催され、森田知事、内藤教育長、金本教育長

職務代理者、京谷委員、佐藤委員、井出委員、岡本委員が出席しました。 

知事から提案された「子どもたちが困難を乗り越えて生きていくための力の育成～『不登校』に焦点を当

てて～」をテーマに、意見交換を行いました。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/290719-2.html


★★★P４ 平成 28 年度 魅力ある県立学校づくり大賞 受賞校の取組を紹介 ★★★ 

  

県県  立立  松松  戸戸  向向  陽陽  高高  等等  学学  校校  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                        

 

 

 

 

                    P４                 目次へ 

－ 平成２８年度魅力ある県立学校づくり大賞受賞校の取組 － 

魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞 受賞 

松戸向陽高校の様子は、ホームページでも公開しています。http://cms1.chiba-c.ed.jp/m.koyo-h/ 

お問い合わせ   企画管理部 県立学校改革推進課  電話０４３－２２３－４０２６ 

１年：全員が福祉の基礎を学ぶ 

福 祉 に つ い て 関 心 を持 つ と   

ともに、「共に生きる力」を高める

ため、普通科生徒全員が専門科目

「社会福祉基礎」を学びます。 

【 普 通 科 】 

福祉教育の充実・福祉コースで資格取得 

企業・大学・専門学校との連携 

【 福 祉 教 養 科 】 

福祉のスペシャリストの養成 

福祉教育を基盤とした道徳教育 

【普通コース】 

２年：ふれあい体験で命の大切さを学ぶ 

地域の方々の協力を得て、「赤  

ちゃんとのふれあい体験」を行い 

ます。赤ちゃんとふれあい、   

お母さんたちと話すことで、命の

大切さについて考えます。 

「ライフプランニング」の 

授業では、自分自身の「高齢

期」を意識することで、福祉

マインドを高めています。 

介護福祉士国家試験合格率 ９１．７％ 

３年：対人援助の基礎を学ぶ 

平成 28 年度に「特色ある道徳 

教育推進校」に指定され、「共生」

をテーマとした道徳教育を  

推進しており、道徳の講演会や 

授業公開を実施しています。 

地域へ学びの場の提供 

○近隣小学校の親子を対象に 

学校開放講座を開講し、学び

の場を提供しています。 

○講師を招いて、読み聞かせ  

講習会を開催しています。 

【福祉コース】 

普通科の福祉コースでは、 
福祉の専門科目を 10 単位修
得することで、介護職員初任
者研修修了の資格が取得でき
ます。 

 

３年：共生の心を学ぶ 

地域との交流＆ボランティア活動 

県内唯一の福祉の専門学科と 
して、介護福祉士の養成を  
行っています。地域の介護 
施設で実習（３年間で 60 日 
以上）を行い、多くの卒業生
が県内の福祉施設に就職  
します。平成 27 年度の介護 
福祉士国家試験の本校生徒の
合格率 91.7%と全国平均 57.9%
を大きく上まわっています。 

外部講師による「美容福祉」

や「排泄」などをテーマ  

とした特別授業では、最先端

の介護技術を学びます。 

小学校との連携授業 

福祉教養科の生徒が講師となり、 

小学生と福祉の連携授業を行い 

ました。ハンドマッサージ等を  

教え、福祉への関心を高めて  

もらいます。 

福祉教養科委員会や部活動の活動と 

して様々な地域の行事やボランティア

活動に参加し、福祉マインドを育んで 

います。 

http://cms1.chiba-c.ed.jp/m.koyo-h/


★★★P５ 全国高等学校総合体育大会「千葉県選手団 結団式・激励会」 ★★★ 

 

 

 

 
 

大会期間：７月２８日～８月２０日まで南東北３県・和歌山県で開催 
                                 （山形・宮城・福島・和歌山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７月１４日（金）、千葉県総合スポーツセンターにおいて、平成２９年度全国高等学校総合体育大会「はば

たけ世界へ 南東北総体２０１７」に参加する千葉県選手団６７７名（水泳競技は７/２２～２４の関東大会後

に決定）・本部役員及び千葉県教育委員会代表が出席し、結団式・激励会が開催されました。 

 結団式・激励会では、選手紹介、団旗授与、団長の千葉県高等学校体育連盟 山﨑会長挨拶に続き、千葉県

教育委員会を代表して内藤教育長が千葉県選手団の活躍を祈念して激励しました。 

 揃いのユニフォームに身を包んだ選手達は、晴れの舞台での活躍を夢見て、爽やかな笑顔を見せていました

が、激励の言葉を掛けられると、勝負に臨む引き締まった表情に変わっていました。 

 そして、選手代表決意の言葉では、県立千葉高等学校陸上競技部 大熊建選手から大会に向けての意気込み

と決意の言葉が述べられました。選手宣誓では、桜林高等学校少林寺拳法部 小森丈司選手と金子夏子選手が、

県を代表し、力一杯戦い抜くこと誓いました。 

７月２８日（金）に山形県総合運動公園総合体育館において行われる総合開会式では、千葉経済大学附属高

等学校ソフトボール部 切石結女選手が選手団の旗手を務めます。この大会は、３０競技が、８月２０日まで

南東北３県及び和歌山県で開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［問い合わせ先：０４３－２２３－４１０８ 教育振興部体育課学校体育班］ 

 目次へ 

P５ 

[あいさつする山﨑高体連会長] [選手を激励する内藤教育長] [決意の言葉を述べる大熊選手] 

[団旗を授与される切石選手] [選手宣誓する小森・金子選手] 



★★★P６ あっ！なんてステキな特別支援学級 ★★★ 

                     P６             目次へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

特別支援学級とは、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。 

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。 

 

 

 

 

特別支援学級の魅力や「やりがい」は？  

学校名： 市川市立国分小学校 

学級の障害の種類：知的障害 
  一人一人の子供たちと、じっくりと向き

合えることです。「できた」「わかった」

という瞬間を一緒に喜べた時、やっていて

よかったと実感できます。 

 

 

新聞を読もう 

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 

   一人一人の状態に応じた授業づくりと

併せて、子供たちが「皆で学び合う」こと

の楽しさを実感できるような授業づくり

に心がけています。 

 

授業で心がけていること 

私の好きな「こ・と・ば」 

「人との出会いを大切に」 

出会ったことに感謝し、つながりを大切

にしています。 

 

 

この人の 

写真を使っ

てみない？ 

担任名：巻口 真由美（５、６年生担当） 

特別支援教育経験：１２年 

（平成2９年5月1日現在） 

【身近な新聞を教材に！】 

教室に、４社の新聞を置き、教材とし

て活用しています。 

国語科の学習では、自分の好きな記事

や写真を切り抜き、感想を書きます。 

一人一人がどんな記事を選んだのか

を発表し合い、楽しく学習しています。 

また、算数科の学習では、新聞広告を

活用して「買い物」についての学習をし

ます。買う物を考え、お金を支払う際に

小銭を出すことや、予算の範囲内で買い

物をするなど、個々の課題に応じた学習

をします。計算が苦手、算数が嫌いな子

も楽しく取り組め、実際に買い物にいく

と、これらの学習が生かされています。 

新聞を教材にすることで、自然と友達

と会話しながら学習を進める姿も見ら

れるようになりました。 

います。           

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

