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10 月号-2 

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28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、学校の歴史を写真パネルにより紹介する

古写真ギャラリーを開催します。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（昭和５年完成）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！ 

 

本件お問合わせ：教育振興部文化財課指定文化財班  電話 ０４３－２２３－４０８２ 

建設当初の木造校舎 
千葉県立安房高等女学校 
（千葉県立安房高等学校蔵を一部改変） 
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平成 29 年度千葉県高等学校産業教育   

フェア・千葉県特別支援学校ものづくり  

フェアが盛大に開催されました(10 月 7 日） 
 

平成29年10月7日（土曜日）、青葉の森公園

芸術文化ホールを会場に、平成29年度千葉県高

等学校産業教育フェア・千葉県特別支援学校も

のづくりフェアが開催されました。これは、県

内9分野（農業・工業・商業・水産・家庭・福

祉・看護・情報・総合）にわたる産業教育関係

高等学校と、特別支援学校の生徒たちが一堂に

会して、日頃の活動状況を、県民の皆様に対し

て広くアピールするためのイベントです。 

 

    

 

くわしくは、こちら 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/
kouhou/photo-2017/291007.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） 

http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/kouhou/news/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/291007.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/291007.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.kouhou-chibaken.jp/kyouiku/iken_kyouiku.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/forms/ky-hp.html
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 （館山市立館山小学校） 

第２５回・第２６回公開研究会 

１１月２日（木），１２月８日（金）に公開研究会を開催

します。今年も「進んで学習する子どもの育成をめざし

て」を研究主題に,「館小モデル」の充実をめざし，国語・

算数・特別支援教育の各部会で取り組んできたことを来校

される先生方に見ていただきます。例年，市外はもとよ

り，県外からも多くの参観者があり，遠くは東北や九州の

先生方にも来校いただいております。 

１１月２日の公開では，幼小連携の一環として隣接する

館山幼稚園の公開保育も実施いたします。 

年２回取り組んでいる本校の公開研究会にできるだけ多くの先生方にお越しいただき，ご指導ご鞭撻い

ただければ幸いです。（※本校は，県の「ちばっ子の学び変革」推進事業に係る研究指定校となっております。） 

 
館山市のアマモ場再生事業と連携した４年生の学習 

本校の４年生は，館山市による沖ノ島のアマモ場再生

への取り組みと連携して，「アマモ学習」を行っていま

す。アマモは「海のゆりかご」と呼ばれ,多くの生き物

たちのすみかや産卵場となっています。近年，アマモが

減少し，生態系の悪化が心配されています。６月には，

日本テレビの番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ!!」で渚の再生

に取り組んでいる木村尚先生の説明を聞きながら，アマ

モの観察を行いました。子供たちはアマモが魚のすむ場

所になることを知り，アマモを増やしていく取り組みに

興味をもって，お話を聞いていました。 
 
県コンクールでの金賞をめざして熱心に取り組んでいます！ 

７月に千葉県文化会館で行われた県吹奏楽コンクールに音楽部が出場し，「管楽器と打楽器のためのセ

レブレーション」を演奏しました。館山小の音楽部は,４年生以上の希望者が入っていて,総勢６７名で

す。金管楽器や木管楽器,打楽器でパートごと

に練習を重ねて,全体ですてきなハーモニーを

生み出しています。コンクールだけでなく,地

域の人々を前にしたコンサートや,港での豪華

客船を見送るための演奏など発表する場に合

わせて,さまざまなジャンルの音楽を演奏して

います。一人一人が高い目標に向かって日々

努力しています。 
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「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」は、平成１９年に策定した「千葉県特別支援教育推進基本計画」 

 の計画期間が平成２８年度に終了したことから、この計画に示した本県特別支援教育推進の考え方を引継ぎ、 

新たな課題への対応を図ると共に、更なる充実を図るため策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

                     
                                     

                                                                                                                                                      

  

 

 

     

 

 
 
 
                                   

お問合せ 千葉県教育庁 教育振興部 特別支援教育課 電話０４３－２２３－４０５１ 

「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」及び意見募集の結果については、下記のサイトを御覧ください。 

第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（平成２９年１０月策定） 

（ http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/dai2ji-suishinkihonkeikaku.html） 
「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」に関する意見募集結果について 

（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/iken/2017/suisinkeikakuikenbosyu.html） 

 

・障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けて、その能力や可能性を最大限

に伸ばす教育を目指します。 

・障害のある幼児児童生徒が、地域社会の一員として積極的に活動し、豊かに生き

ることができる教育を目指します。 

・障害のない幼児児童生徒が、障害者理解を深め、障害のある人と共に社会をつく 

るための基礎を培う教育を目指します。 

「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」    策 定 

 

- 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 － 

平成29年10月策定 

 
【総合的な教育機能を有する特別支援学校】 
地域ごとに拠点となる特別支援学校について、現在の教育機能 

や支援機能を更に多様化し、総合的な教育機能を有する特別支援 
学校として、位置付けます。※□の囲みは、新たに対応する障害種を示す。   

学 校 名 対応障害種 通級による指導 

袖ケ浦特別支援学校     肢・病           肢・病 

船橋特別支援学校            肢            肢・視・聴    

船橋夏見特別支援学校                                                  肢 肢・病 

矢切特別支援学校                       知・肢         

柏特別支援学校                  知・病 病 

野田特別支援学校                                                                               知・肢 肢・視・聴 

栄特別支援学校                              知・肢 肢・病 

銚子特別支援学校      知・肢 肢・視・聴・病 

大網白里特別支援学校    知・肢 肢・視・聴 

長生特別支援学校      知・肢  

夷隅特別支援学校      知        肢 

安房特別支援学校      知・聴・病・肢 聴・肢 

君津特別支援学校      知・病・肢 病・視・肢 

※視：視覚障害、聴：聴覚障害、肢：肢体不自由、病：病弱・虚弱 

連続性のある「多様な学びの場」        

 

【５つのテーマ】  

「いつでも」「どこでも」「誰にでも」必要な支援を！ 

  
Ⅰ 早期からの教育相談と 

支援体制の充実   

  Ⅴ 特別支援教育に関する    

教員の専門性の向上       

 
   Ⅳ 卒業後の豊かな生活に  

向けた支援の充実    

 

 

Ⅲ 特別支援学校の整備と  

機能の充実         

 

 

Ⅱ 連続性のある「多様な  

学びの場」と支援の充実 

基本的な考え方 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/kaikaku/shien/iken/2017/dai2jiseibikeikaku.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/dai2ji-suishinkihonkeikaku.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/kaikaku/shien/iken/2017/dai2jiseibikeikaku.html


★★★P５ 「第２次県立特別支援学校整備計画」を策定 ★★★ 
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「第２次県立特別支援学校整備計画」を策定 

県教育委員会では、県立特別支援学校の児童生徒の増加に伴う教室不足などの過密状況に 

５年間を計画期間として、推計７６３人に対応することとしています。 

 

県立特別支援学校の整備に係る具体計画 

（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/kaikaku/seibikeikaku.html） 

「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」に関する意見募集結果について 

（https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/kaikaku/iken/2017/dai2jiseibikeikaku.html） 

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 043-223-4079 

第２次県立特別支援学校整備計画における対応

○県立学校及び市町村立学校の転用可能な校地・校舎等の活用 

八千代特別支援学校、千葉特別支援学校、市川特別支援学校、 

柏特別支援学校、君津特別支援学校 

○校舎の増築 

市川特別支援学校、君津特別支援学校、市原特別支援学校、 

桜が丘特別支援学校 

○通学区域の調整 

市川特別支援学校、市原特別支援学校、松戸特別支援学校 

県立特別支援学校整備計画 

（H23 年 3 月策定）で、新たに 

開校した特別支援学校(一部) 

通学区域内の県立学校や

市町村立小・中学校の施設等

を転用して、特別支援学校を

設置します。 

 

教室棟や作業棟を増築します。 

 

児童生徒数の推移や、地域

の特別支援学校の状況を確認

しながら、通学区域の調整を検

討します。 

 

飯高特別支援学校 

栄特別支援学校 

船橋夏見特別支援学校 

矢切特別支援学校 



★★★P６ 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  下下  総総  高高  等等  学学  校校  
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農業や工業、商業に関する既存の学科について、平成３０年度より学科再構成に伴い学科名の変更を行います。 
●生産技術科→【園芸科】 ●航空車両整備科→【自動車科】 ●情報ビジネス科→【情報処理科】 

高校や大学、それぞれの特色を  
活かした新たな取組に挑戦して  
います。 

食育支援活動 

下総高校の様子は、ホームページでも公開しています。https://cms2.chiba-c.ed.jp/shimofusa-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 

平成 28 年度魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞 受賞 

地域活性化プロジェクト（産業） 

下総高校は 

３つのプロジェクト

で 地 域 の 産 業 ・  

環境・文化の持続 

発展を支える人材 

育 成 を 目 指 し て  

います。 

農業経営者育成の取組 
【農場の６次産業化】 

小麦やブルーベリーを栽培し、パンやジャムなどに加工後、流通・販売まで

の工程を学びます。パッケージを工夫しオリジナル商品の開発も行います。 

高大学校間連携 

農業経営者として経営感覚を身に
付けます。 

自動車部全国大会２連覇 

代替作物の栽培 

近隣小中学校への食育支援
活動では、児童への指導を 
通じて、学習の内容がより 
深まります。 

水田の環境的役割を学び、
代替作物（マコモ）の栽培
技術や利用について学び 
ます。 

エコプロジェクト（環境） 

風力発電コンペ 

日頃学んでいる 
知識や技術を発展
させ、再生可能 
エネルギーの有効
利用について追究
します。 

地域交流プロジェクト（文化） 

地域イベント参加 

接客を通して自校商品の 
知 識 の 定 着 と コ ミ ュ ニ 
ケーション力向上を図り 
ます。 

花壇植栽ボランティア 

学習の更なる充実を図る 
ため、ボランティア活動に 
より、地域に貢献する心を 
育成します。 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/shimofusa-h/


★★★P７ あっ！なんてステキな特別支援学級 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     P７                     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。 

 
 
 
 

特別支援学級の魅力や「やりがい」は？  

学校名： 君津市立久留里中学校 

学級の障害の種類：知的障害 
苦手な活動でも、その中でできる部分を一

緒に見つけ、そして、生徒がゆっくりでも最

後には乗り越えて、生徒自身が喜びや達成感

を感じたときは、とても嬉しいです。この喜

びが私のエネルギーになります。 

 

毎時間、生徒が「できた」「やったー」と

達成感が得られる授業づくりを心がけていま

す。その自信が社会での自立（生きる力）へ

つながるように願っています。 

授業で心がけていること 

私の好きな「こ・と・ば」 

『い・い・か・げ・ん』（良い加減） 

負荷がかかりすぎることなく、程よいゆと

りをもつことを心がけています。 

担任名：榎本 美予子 

特別支援教育経験：５年 

（平成2９年5 月1 日現在） 

 【英語：ローマ字を覚えよう】 

カードを使ってローマ字の学習を行

いました。 

○カードの説明 

・表にはひらがな、裏にはローマ字が書

かれています。 

・大文字と小文字のカードを作成しまし

た。 

・視覚的にわかりやすいように、行ごと

に全て色を変えて、表裏を同じ色にし

ました。 

○授業での活用方法 

Step１：50 音順で並べる。 

Step２：ひらがなのカードを見ながら

ローマ字で書いたり、ローマ字

のカードを見ながらひらがな

で書いたりします。 

Step３：ローマ字が書かれた面を表に

して『かるた取り』をする。 

Step４：単語を聞き、ローマ字カード

を使って表す。 

 

 

 

 

 

 

   【ローマ字カード（小文字バージョン）】 

 

 

 

 

 

 

【かるた取りの様子】 

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 

ああっっ！！     

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


子どもの理解を深め，よりよい関わり方を考えるきっかけに 

 

★★★P8 不登校サポートセミナー ★★★ 

 

不登校サポートセミナー 
 

◆日 時  平成２９年１１月２５日（土） ９：３０～  ９：５５ 受付 

                         １０：００～１２：００ 講演 

                          １２：１５～ 個別相談 

◆会 場  千葉県子どもと親のサポートセンター 多目的室 他 

千葉市稲毛区小仲台５－１０－２ 

◆対 象  県内の不登校の子どもを持つ保護者，支援に携わる方 等 

◆参加費  無料 

◆定  員  ７０名 （申込先着順） 

 

 

第１部 講演（１０：００～１２：００） 

講演 「子どもが不登校になったときどうするか」 

講師  東京情報大学 教授 田邊 昭雄 

第２部 所員・相談補助員による個別相談（１２：１５～） 

   ※「相談補助員」：母親の立場で不登校を経験された方 

   ※要予約：申込み時に予約が必要です。相談時間は約 30 分程度。 

        時間はこちらで指定させていただきます。 

予約状況によっては当日も受付けます。 

 

 

◇電話（平日 ８：３０～１７：１５）またはホームページから。 

 ※「第 2 部 個別相談」は予約が必要です。 

◇１１月２２日（水）〆切 定員になり次第，申込みを締め切らせていただきます。 

◇駐車場には限りがありますので，できるだけ公共交通機関を御利用ください。 

◇天災等により中止する場合は，前日の１７：００までにホームページに掲載します。 

目次へ 
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千葉県子どもと親のサポートセンター 支援事業部 
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 5-10-2 電話 043-207-6028 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/ 子どもと親のサポートセンター 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/


★★★P9 ２０１７活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 ★★★ 
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 

２０１７活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

  

 ９月９日から１６日まで愛媛県松山市を中心に第７２回国民体育大会の会期前実施競技が開催されまし

た。総合成績の天皇杯得点（男女総合）は１８３点で第２３位、皇后杯得点（女子総合）は１０４点

で第２４位となっています。このあと実施される中心会期での巻き返しに期待しています。少年種別

の選手たちが活躍した結果を紹介します。 

水泳競技 

                       
少年男子Ｂメドレーリレー 第６位       熱い声援を送る「チームちば」      少年女子Ａフリーリレー 第８位 

 

種別 種目 順位 氏名 所属校 

少年女子Ａ ２００ｍバタフライ ２位 持田 早智 千葉商科大学付属高等学校 

少年男子Ｂ １００ｍバタフライ ３位 井上 海 東海大学付属浦安高等学校中等部 

少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー ６位 柏崎 清花 千葉商科大学付属高等学校 

少年女子Ａ ５０ｍ自由形 ６位 飯塚 千遥 銚子市立銚子高等学校 

少年男子Ｂ ４×１００ｍメドレーリレー ６位 國分 隆平 

落合 兼優 

井上 海 

西條 智也 

成田高等学校 

千葉市立新宿中学校 

東海大学付属浦安高等学校中等部 

千葉市立蘇我中学校 

少年女子Ａ ２００ｍ背泳ぎ ７位 持田 早智 千葉商科大学付属高等学校 

少年女子Ｂ １００ｍ平泳ぎ ７位 賀部 寿音 東金市立東金中学校 

少年女子Ｂ １００ｍ背泳ぎ ７位  星 美里 昭和学院高等学校 

少年女子Ｂ １００ｍバタフライ ８位  森柄 花菜 昭和学院高等学校 

少年女子Ａ ４×１００ｍリレー 

 

 

 

８位  鈴木 菜々花 

 込山 瞳 

 飯塚 千遥 

 持田 早智 

銚子市立銚子高等学校 

市川学園高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

千葉商科大学付属高等学校 

少年女子Ａ ４×１００ｍメドレーリレー 

 

 

 

８位  持田 早智 

 柏崎 清花 

 飯塚 千遥 

 鈴木 菜々花 

千葉商科大学付属高等学校 

千葉商科大学付属高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」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、会期前競技の若き選手たちの活躍と結団式の様子を紹介します。 



弓道競技 

 

 

 

写真は競技中の少年女子種別の

選手です。緊張感がひしひしと伝

わってくる１枚です。 

種別 種目 順位 氏名 所属校 

少年女子 遠的 

 

 

４位 石毛 真帆 

紀ノ國 由衣 

岡野 未夢 

佐原高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

佐原高等学校 

カヌー競技 

写真は成年女子に出場し

た上野由斐選手（津田沼高等

学校）。スラローム種目は成

年種別に少年種別の選手が

出場することができます。 

 

種別 種目 順位 氏名 所属校 

成年女子 スラローム ２５G ８位 上野 由斐 津田沼高等学校 

 

 『愛顔つなぐえひめ国体』 千葉県選手団結団式 

９月１４日（木）に千葉県教育会館で第７２回国民体育大会本大会千葉県選手団結団式が開催され

ました。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、なぎなた少年女子に出場する齋藤衣吹選手（千葉女子高等学校）です。国体

総合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、結団式の宣誓者はボクシン

グ少年男子に出場する堤駿斗選手（習志野市立習志野高等学校）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。 

 

団旗を振り会場を鼓舞する齋藤選手              堂々とした宣誓を行う堤選手 

この件についてのお問合せ 教育振興部体育課競技スポーツ班 ０４３－２２３－４１０４ 
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