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【アクセス方法】 

① 「ちば電子申請サービス」のトップページに行きます。 

http://www.shinsei.elg-front.jp/chiba2/navi/index.html 

② 「団体検索」 → 『千葉県への申請はこちら』をクリックします。 

③ 検索から『公立小・中学校講師登録申請』のページに移動します。 

 

【直接アドレス】http://www.shinsei.elg-front.jp/chiba2/navi/procInfo.do?govCode=12000&procCode=10139 

PC・タブレット  スマートフォン   携帯電話 
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 公立小・中学校への講師登録申請は，これまで主に教育事務所ごとにメールで行われて
きましたが、平成３０年７月１日から，「ちば電子申請サービス」を利用した電子申請にな
りました。 
 これにより，パソコンからだけでなく，スマートフォンや携帯電話からも講師登録申請
を行うことができるようになりました。 

この件についてのお問い合わせ 

教育振興部教職員課任用室 

電話 ０４３（２２３）４０４４ 
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イベント情報 別冊 

P２ 

「開催まであと 100 日！ちばアクアラ

インマラソン２０１８ みんな de 応援！

GOGO イベント」(7 月 14 日) 

 
「ちばアクアラインマラソン２０１８」の開

催 100 日前を契機に大会を盛り上げるため、7
月 14 日(土曜日）に、三井アウトレットパーク

木更津にて、森田知事出席のもと「開催まであ

と 100 日！ちばアクアラインマラソン２０１８ 
みんな de 応援！GOGO イベント」を開催しま

した。ステージには、PR 大使のボビー・オロゴ

ンさんが登場し、千葉県の魅力やコースの魅力、

大会参加への意気込みを語りました。また、渡

辺市長(木更津市)と出口市長(袖ケ浦市)もゲス

トとして駆け付け、無料出走権が当たる大抽選

会を盛り上げました。 

 

 

詳しくは、こちら↓ 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/300714.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-2018.html 
ご 意 見 ・ ご 提 案 メ ー ル：  



★★★P３ 教育委員会会議報告 ★★★ 
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平成３０年７月４日（水）に開催しました。議案は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年７月１８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/2018/300704-2.html（第４回結果） 

 http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2018/300718-2.html（第５回結果） 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 教育委員の活動（６・７月） ◇◇◇◇◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《審議事項》 

（議案） 

第１８号議案  千葉県生涯学習審議会委員の解任及び任命について 

第１９号議案  千葉県社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

第２０号議案  教育庁職員の懲戒処分について 

（報告） 

報 告 １  天然記念物の新指定及び史跡の追加指定について 

報 告 ２  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 

指定証授与式・特別講演会の開催について 

 

平成３０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 

委員視察 

今後の教育行政に資するため、6 月 27 日（水）

に金本教育長職務代理者、佐藤委員、井出委員

が、千葉県総合教育センターを視察しました。 

 職員との懇談会では、当該施設の現状と課題

を把握し、情報交換を行いました。 

その後、教科書センターで今年度使用されて

いる教科書を閲覧しました。また、デジタル教

科書の閲覧では、当該施設の職員が使用法を実

演し、効果的な活用の仕方について意見交換を

行いました。 

教科書の閲覧 デジタル教科書の実演 

平成３０年度 第４回千葉県教育委員会会議（臨時会）の内容について 

《審議事項》 

（議案） 

第１７号議案  学校職員の懲戒処分について 

 

千葉県総合教育会議 

7 月 18 日（水）に、平成 30 年度第 1 回千葉

県総合教育会議が開催され、森田知事、澤川教

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「グローバル化に対応で

きる人づくりに向けて」をテーマに、意見交換

を行いました。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2018/300704-2.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2018/300718-2.html


★★★P４ あっ！なんてステキな特別支援学級 ★★★ 
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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。 

この件に関するお問い合わせ 

教育振興部特別支援教育課 

電話０４３－２２３－４０５０ 

特別支援学級の魅力や「やりがい」？ 
 

 

スモールステップを積み重ねていくと，

子どもたちは自分の力でできることがたく

さん増えます。この成長を，子どもたちと 

一緒に喜び合えるところにやりがいを感じ

ます。 

授業で心がけていること 

「できた！」「わかった！」の子どもの姿を

思い浮かべながら教材研究することです。

そして何よりも，自分自身が楽しいと思え

る授業を展開することを意識しています。 

私の好きな「こ・と・ば」 

「なんとかなるさ」 

何か壁にぶつかっても，くよくよ考えすぎ

ないことです。 【道徳 「いっしょなら もっといい」】 

 

友だちと仲良く遊ぶことや協力する

こと，友だちを楽しませたり，友だちの

楽しむ様子を見たりすることを体験す

るために「友だちドームの活動」を行っ

ています。また、「気持ちメーター」を 

子どもたちの実態に合わせて活用する

ことで，うまく自分の感情を表現できる

ようにしています。活動場面ごとに活用

することで，子ども自身の気持ちやその

変化を視覚的に捉えることができます。

また，子どもたち同士が，お互いの気持

ちを理解するのにも有効な教材です。 

今後も，よりよい人間関係の構築と，

友だち同士で学び合う良さを存分に 

経験してもらいたいと願っています。 

 
 

 

担任名： 鷹取 哲史 

特別支援教育経験：１１年 

（平成３０年 5 月 1 日現在） 

学校名：柏市立田中小学校 

学級の障害の種類：知的障害 

「友だちドーム」の活動 

１．一人で布を振る 

２．二人で布を振る 

３．マットに寝ている友だち

の上で，二人で布を振る 

４．たくさんの友だちと布を

振る 

 

 

 

「気持ちメーター」 

とても楽しい気持ち

のときはカラフルな

メーターが満タンに

なります。 



★★★P５ 「Ice コミュニティ」ってなに？ ★★★ 
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自分で使用する研修資料等

をダウンロードします。事前

に読めば，予習をすることも

できます。 

ア ン ケ ー ト で 自 分 の 

学びを振り返ります。 

 

研修の様子や担当者からの

メッセージ，情報などを伝え

ています。 

「お知らせ」の欄に、次回

持参すべきもの等を連絡

千葉県の教育に関する情報ネットワーク（Ice ネット）を利用して、「校外研修のお知らせや要項、研修資料

のダウンロード等」ができるツールのことです。平成２８年６月から開始し、教職経験３年目までの先生方が研

修で使っています。 

 

この件についての問合せ先 
千葉県総合教育センター研修企画部 
電話 ０４３－２７６－１２９２ 

連絡

準備・
予習

振り返り

日誌



資格を取るなら流高（即戦力育成） 
資格と言えば流高。資格取得だけでなく、 
ビジネスに関する職業観まで学びます。 

流山市市民全世帯に（地域と共に歩む） 

商工会議所とのコラボ。生徒が作った広報誌
は流山市全世帯に配布されました。 

生産から販売まで（達成感を実感） 
６次産業（種まきから収穫・加工・販売ま
で）にこだわっています。専門校でしか味

わえない充実感があります。 

IT先端企業の経営者を先生に（社会人セミナー） 
将来を見通してのセミナーを用意。卒業後、 

即戦力として力を身に付けています。 

生物をとおした地域貢献（花壇整備） 
花壇整備で駅前を明るく演出。地域の投
票で、市民特別賞を受賞しました。 

幼稚園から高齢者まで（生涯学習） 

花や食をとおした世代を超えた交流を実践。
様々な世代の方々に流高ブランドを提供し
続けています。 

 ★★★P6 平成２９年度魅力ある県立学校づくり大賞受賞校の取組 ★★★ 

県県  立立  流流  山山  高高  等等  学学  校校  
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～流 高 生 は 夢 を 叶 え る～ 
 

流山高校の様子は、ホームページでも公開しています。https://www.chiba-c.ed.jp/nagareyama/ 

お問い合わせ   企画管理部 教育政策課  電話０４３－２２３－４０２６ 

平成 2９年度魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞 受賞 

流高ブランドは流行し続ける！ 

（平成２９年度文化祭テーマより） 

平成２９年度の文化祭ポスター 

（千葉県高等学校産業教育フェアにも採用されました。） 

生徒の活躍を社会へ発信！ 

活躍する流高生はマスコミにも取り

上げられました。流高ブランドはま

すます高まります。 

生産物の地域への還元 

全商１級合格９冠達成 

ガーデニングコンテスト 
市民特別賞受賞 

 

幼稚園児とのふれあい体験授業 

流山市商工会議所広報誌作成 

探求型＆キャリア教育！ 

流高では専門学科ならではの「社会

での即戦力」の育成に力をいれてい

ます。授業では主体的で共同的な

学びを実践。自らの可能性を伸ば

しています。学校行事ではキャリア

教育プログラムを導入。社会人とし

ての心構えを学びます。 

ローカル＆グローバル！ 

流山から世界に羽ばたくために

着々と進めています。言葉はも

ちろん、各学科、専攻を生かした

国際化への取り組みに期待して

下さい。（今年度、英検・漢検多

数合格！） 

活躍し続ける流高生！


