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日時 平成３０年１０月２８日（日） 

午後１時３０分から３時３０分まで 

（開場午後１時）  
 

場所 千葉県立東部図書館 ３階研修室 

（旭市ハの３４９） 

 

定員 ８０名（申込み先着順・受講無料） 

 

  【申込方法】 

 １０月５日（金）から受付開始。 

 来館・電話・FAX・E-mail にて、 

氏名・電話番号・お住まいの市町村を 

お知らせください。 

 

 【お問合せ・申込先】 

 千葉県立東部図書館 

 TEL  ０４７９－６２－７０７０ 

 FAX ０４７９－６２－７４６６ 

 E-mail  elib-kouza@mz.pref.chiba.lg.jp 

                P１                   目次へ  

Vol.228 
９月号-2 

千葉県立東部図書館 開館２０周年記念講演会を開催します！ 

講師：藤嶋
ふじしま

 昭
あきら

 氏（東京理科大学前学長 栄誉教授） 

藤嶋先生は、昨年文化勲章を受章し、今年１月の「講書始の儀」では、 
「太陽エネルギーと光触媒」について、天皇皇后両陛下へご進講されました。 

今回は科学者としてのこれまでの人生や、科学の楽しさについて、お話を
いただきます。世界的科学者である藤嶋先生の講演は「難しそうな内容なの
にわかりやすい」「楽しい」と大変人気があります。ぜひ、ご参加ください。 

【講師略歴】 
1942 年 東京生まれ 
1971 年 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 
1986 年 東京大学工学部教授 
2005 年 東京大学特別栄誉教授 
2010 年 東京理科大学学長 
2018 年 東京理科大学栄誉教授 
【主な受賞歴】 
日本化学会賞(2000 年)、紫綬褒章(2003 年)、 
日本学士院賞 (2004 年)、恩賜発明賞(2006 年)、 
文化功労者(2010 年)、文化勲章(2017 年) 

演題：科学と生きる喜び 
―光触媒の発見と応用、そしてこれから― 

ノーベル賞の有力候補の 
お一人としても、朝日新聞・読売新聞
に紹介されています（過去３年）。 

1967 年、世界で初めて「光触媒反応」を発見！ 
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平成 30 年度「千葉県夢チャレンジ体

験スクール」を実施しました(7 月 21 日

～8 月 22 日) 

 

県内の企業や大学、研究機関と連携し、子供た

ちが科学・技術体験や就業体験などをとおして将

来の職業に対する夢を育む「千葉県夢チャレンジ

体験スクール」を実施しました。 

 科学の魅力にふれる「サイエンススクール」、

先端技術の体験や研究者との交流で構成するプ

ログラム「キャリア教育科学・先端技術体験キャ

ンプ」、企業での就業体験とワークショップで構

成するプログラム「キャリア教育しごと体験キャ

ンプ」の 3つのプログラムで行いました。 

    

詳しくは、こちら↓ 

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

ku/kouhou/photo-2018/300822.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：  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/300822.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/300822.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018.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
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（長南町立長南中学校） 

本校は，福祉教育推進校として，県の指定を受け，長南小学校，一宮商業高校，長南地区社会福祉協議

会と連携し，福祉教育を進めています。長南町は過疎化，少子高齢化が進み，人口の減少が地域の大きな

課題となっています。そこで，４つの団体が協同実践をしていくことで，人と人とのつながりをもち，誰

もが安心して暮らしていけるような地域作りを目指しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとを知り，ふるさとを愛する ～誰もが安心して暮らせるまちづくり～ 

町社会福祉協議会は独居老人の

方々へのお弁当配食サービスを行

っています。児童生徒は，そのお弁

当の包み紙の作成を行い，一言添え

て，休日や夏季休業中に社会福祉協

議会の方と共に配食サービスボラ

ンティアを行いました。 

また，総合的な学習の時間には，

町内の寺院や歴史，伝統芸能につい

て調べ，地域に根付いている職場で

の体験学習を活発に行っています。 お弁当の包み紙 

夏季休業中に実施した 

     配食ボランティア 

小学校・中学校の連携 

合唱コンクールの練習を参観 

小中合同芸術鑑賞会 

昨年度，町内４校の小学校が１校に統合され，それに伴い，併設

型の小中一貫型教育をめざしています。特別教室（体育館・グラウ

ンド・理科室・家庭科室・木工室・美術室・音楽室）については，

共有して学習活動を行っています。 

児童・生徒のふれあう場面としても日常の校舎内を移動する時は

もちろん，同じ時間に清掃を行い，合唱コンクールや運動会などで

も相互参加しています。また，避難訓練や芸術鑑賞会なども合同で

行っています。今年度は，地域の方々に本校文化祭の招待状を送る

予定です。それと共に一宮商業高校吹奏楽部を招待し，本校吹奏楽

部との合同演奏も行っていく予定です。 

地域人材，地域施設を生かした教育 ふるさと学習 

地元幼稚園での保育実習 

（プロゴルフトーナメントの 

       ボランティア風景） 



★★★P4 「学力向上交流会」を開催します！★★★ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地    域 開催日時 会  場 

北   総    

（ 印 旛 ） 
１１月 ２日（金）午後１時２５分から 八街市立八街中央中学校 

県立高校 １１月 ７日（水）午後１時１５分から 県立木更津高等学校 

県立高校 １１月 ８日（木）午後１時１５分から 県立佐倉高等学校 

葛  南 １１月１６日（金）午後１時０５分から 浦安市立入船小学校・入船中学校 

東 上 総 １１月１６日（金）午後１時２０分から 長生村立長生中学校 

北   総 

（香取・海匝） 
１１月２１日（水）午後１時１０分から 匝瑳市立豊栄小学校 

南 房 総 １１月２２日（木）午後１時３０分から 鋸南町立鋸南小学校 

東 葛 飾 １１月２９日（木）午後１時１０分から さわやかちば県民プラザ 

 目次へ 
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「「「学学学力力力向向向上上上交交交流流流会会会」」」   をを開開催催ししまますす！！ 

平成２９年度の学力向上交流会の様子です 

県教育委員会では、ちばっ子の学力向上をめざし、１１月の「学力向上月間」を中心に、

県の学力向上施策の浸透と、優れた授業実践や研究実践校の成果の紹介等を通して教員の

授業力の向上を図るため、「学力向上交流会」を開催します。 

近くの会場に参加し、県の学力向上施策についての意見交換やお互いの指導法や実践事

例についての話合いを通して、ちばっ子の学力を向上させるには、どのようにしたらよい

か、考えてみませんか。 
 

横芝光町立東陽小学校 多古町立多古中学校 県立柏高等学校 

この件についてのお問い合わせ   教育振興部学習指導課学力向上室  電話０４３－２２３―４０５７ 
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P5                目次へ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の一環として、第 6 回科学

の甲子園ジュニア千葉県大会を開催しました。 

◇県下の中学生等を対象として、科学の楽しさや面白さを知り、科学を学ぶことの意義を実感

できる場を提供し、科学好きの裾野を広げ、未知の分野に挑戦する探究心や創造性に優れた

人材を育成することを目的としています。 

◇本大会は、平成 30 年 12 月に茨城県で開催される全国大会の選考会を兼ねています。 

【総合成績】 

優勝〔全国大会出場〕 

市川学園市川中学校Ａチーム 

準優勝 

渋谷教育学園幕張中学校Ａチーム 

第３位 

   市川学園市川中学校Ｂチーム 

【数学実技競技 第１位】 

  市川学園市川中学校Ｂチーム 

  専修大学松戸中学校Ａチーム 

【理科実技競技 第１位】 

専修大学松戸中学校Ｂチーム 

◇日時：平成３０年８月２５日（土） 

◇場所：千葉県総合教育センター 大ホール等 

◇チーム編成 

県内中学校等の１・２学年の生徒 

１チーム６名 

出場チーム数は各校とも原則２チームまで 

◇大会方法 

○筆記競技 

（数学・情報・物理・化学・生物・地学） 

 ６名で競技 

○実技競技（数学・理科） 

数学・理科に分かれ，３名ずつで競技 

課題解決に向け，チーム内で分担，相談す

るなど協働し，その成果を競い合う形式 

この件についてのお問い合わせ先  

教育振興部学習指導課学力向上室  

電話０４３－２２３－４０５６ 

チームの仲間で協力して 

難問に挑戦しました。 



 

★★★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  多多  古古  高高  等等  学学  校校  
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多古高校の様子は、ホームページでも公開しています。 https://cms2.chiba-c.ed.jp/tako-h/ 

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 

 

地域の力を学校の活力に！ 学校の力を地域の活性化に！ 

地域とともに歩むコミュニティ・スクール 

～地域の教育力を結集し、深い学びへつなげる～ 

学年 3 クラスの小規模校 創立１１０周年の伝統校 
 ～新しい時代の人材育成 

       にむけてスタート～ 
～少人数指導による学力保証～ 
～個別指導による進路実現～ 

小さな町の小さな学校 

人口約 15000 人の小さな町にある

千葉県立多古高等学校は明治 40 年、

多古町立多古農学校として創立され

ました。以来少しずつ形を変えて、

現在の生産流通科と普通科からなる

県立高校になりました。平成 24 年に

はコミュニティ・スクールに指定さ

れ，現在は２期目。地域の方々や保

護者などで構成された学校運営協議

会が設置され、地域ぐるみで学校運

営がなされています。 

地域と連携した学校 ～地域に愛され、地域とともに歩む～ 

毎朝、学校運営協議会委員の方々や多古町の方々が校門付近で 
挨拶運動を行ってくださっています。地域の方々と生徒たちの 
意見交換会、地域の方々の授業参観、多古町在住の方の特別授 
業などの交流があり、生徒は地域の方々に常に見守られている 
安心感があります。特に、朝の挨拶運動は多古高生の自慢です。 

 

生産流通科の活動   
～農業・食品・流通のスペシャリストをめざす～           

地域交流の推進に生産流通科の活動は欠かせません。農産物販売、国道沿い

の植栽、生徒が学びのお手伝いをする地域開放講座、地域の営農見学会など、

地域ぐるみで農業の良さを体験しています。農業は地域の一大産業で、たくさ

んの多古高校卒業生がこの分野で活躍しています。 

活発な部活動・国際交流 
 地域に「応援する会」がある野球部をはじめ、部活動が活発に活動しています。ま
た、マレーシアや台湾の高校生と国際交流し、言葉や文化の違いを越えて、お互いに
理解し合う喜びを体験しています。 

地域イベントへの参加 ～学校おこしで町おこし～  
あじさい祭りやいきいきフェスタＴＡＫＯなど、多古町のイベントには多古

高生の協力が欠かせません。また、多古町の投票所では臨時職員として協力し
ています。生徒たちは地域の一員として奉仕し、地域に貢献することで、地域
との一体感を味わっています。 

こども園・小学校・中学校との交流  ～人間性豊かな人材の育成～ 
生産流通科の中学生農業体験講座、小学生の 
食育学習、図書委員会のこども園や小学校に 
おける「絵本の読み聞かせ」活動、中高部活動 
交流会などを通して、多古高生は高校生として 
の自覚を抱くことになり、こうした活動を通し 
て思いやりのある優しい心が育まれています。 

～グローバルな視野の育成～ 



★★★P７ ２０１８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 

２０１８活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

 

ラグビーフットボール 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第７３回国民体育大会関東ブロック大会ラグビーフットボール競技が８月２４日から２６日に茨城

県水戸市河和田町で開催され、流通経済大学付属柏高等学校・専修大学松戸高等学校の選手が千葉県

代表として出場しました。 

  初戦は栃木県代表に快勝。翌々日、代表権を賭けて神奈川県代表と対戦しました。前半は個人技能

の高い神奈川県代表選手に得点を連取されましたが、後半は組織的なオフェンスやディフェンスで神

奈川県代表を圧倒し、見事２７対２４で逆転勝利し「福井しあわせ元気国体」の出場権を獲得しまし

た。 

  流通経済大学付属柏高等学校は、７月に長野県上田市菅平高原で行われた「アシックスカップ２０

１８」第５回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会で初優勝しています。「福井しあわせ元

気国体」でも、勢いそのままに持ち味の組織プレイを生かし、活躍することを大いに期待していま

す。 

関東ブロック大会を通過した中学生・高校生が出場した競技 

サッカー（少年男子・女子） フェンシング（少年男子） ラグビーフットボール（少年男子） 

ボートシングルスカル（少年男子） 柔道（少年男子） カヌースプリンカヤックペア（少年男子） 

ボクシング（少年男子） ソフトボール（少年男女） カヌースプリントカヤックフォア（少年女子） 

体操・競技（少年男女） バドミントン（少年女子） アーチェリー（少年男女） 

体操・新体操（少年女子） 弓道（少年男子） 空手道（少年男子） 

バレーボール（少年女子） ライフル射撃（少年女子） ボウリング（少年男女） 

ハンドボール（少年男子） 剣道（少年男子） ゴルフ（少年男子） 

激戦区である関東ブロック大会を、２０競技（成年を含めると２８競技）が見事に突破することが

でき千葉県の競技力の高さを関東ブロック大会で示すことができました。 

そして、いよいよ９月９日からビーチバレーボールを皮切りに 

「福井しあわせ元気国体」が始まります。 

「チームちば」一丸となり男女総合（天皇杯得点）４年連続 

入賞、女子総合（皇后杯得点）１０年続入賞を目指します。 

                        P７                    目次へ 

第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」に向けて、「チームちば」の活動が本格的にスタート 
しました。男女総合（天皇杯得点）入賞に向け、「チームちば」の若き選手たちの活躍を紹介します。 

写真はラグビー 

フットボール 

千葉県代表チーム 

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 



★★★P8 第７回千葉県総合型地域スポーツクラブ交流大会 ★★★ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

実施種目について 

実施種目 会  場 主管クラブ 

グラウンド・ 

ゴルフ 

サッカー・ 

ラグビー場 

のさかスポーツクラブ（匝瑳市） 

硬式テニス 庭球場 幕張西スポーツクラブ（千葉市） 

 

ソフトバレー 

ボール 体

育

館 

第 1 競技場 

 

牧の原スポーツクラブ（印西市） 

ユニカール 第２競技場 習志野イースタンスポーツクラブ 

室内ペタンク 習志野イースタンスポーツクラブ 

卓球 科学センター 

多目的アリーナ 

のだスポレクファミリークラブ 

大穴スポーツクラブ 

                        P8                     目次へ 

第１回実行委員会が開催されました。 

スポネットちば２０１８は、千葉県内の 

総合型地域スポーツクラブの交流大会です。 

競うより、親睦・交流を深める場にしたい 

と思い、計画しています。種目は、下記の 

とおりです。また、当日参加大歓迎の 

ウォーキングがあります。一般の方も参加できます。みんなで力を

合わせ、笑顔があふれる大会をつくりあげましょう。 

～第７回千葉県総合型地域スポーツクラブ交流大会～ 

～つながる笑顔、ひろがる元気～ 

総合型地域スポーツクラブを中

心に、誰でも参加できるスポーツ

クラブ交流大会「スポネットちば

２０１８」が１０月 1３日（土）

に、千葉県総合スポーツセンター

で開催されます。みなさんの参加

をお待ちしています。 

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 

一 般 参 加 可 能 種 目 

ウ オ ー キ ン グ 

（センター内園路） 

受付 9 時・体育館 

 

大人向けと子ども向けの２つ

のコースがあります。 

「ウォーキング樹木めぐり」 

総合スポーツセンター設立時

に造園と植樹に関わった樹木

医、富塚武邦先生の案内で、園

内を散策します。 

「子どもの芝生でＧＯ！」 

芝生の上で、小学生以下のお子さ

んを対象にミニサッカーやフラ

イングディスク等を使用した運

動と遊びを行います。 

※当日に一般参加される方は、総合スポーツセンター体育館の受付へおいで下さい。 

※参加費は、一般・大学生 300 円、小中高生 50 円、幼児無料（いずれも保険料を含む）です。 

※当日、参加者のサポートを東京メディカル・スポーツ専門学校 理学療法士学科 富永賢介先生と 

学生ボランティアの皆様がしてくださいます。トレーナー業務及び健康相談・トレーニング指導を実施

していただける予定です。 

 
 チーバくんもペタンクに参加    熱戦のソフトバレーボール 

 



★★★P９ 平成 30 年度 千葉県児童生徒・教職員 科学作品展一般公開 ★★★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

科学工夫作品の部 

科学論文の部 
自作教具の部 

科学作品展の一般公開を行います。 

みなさんの御来場をお待ちしています。 

発表コーナーで、出品者からの解説を聞くことができます。 

 期 日  平成３０年１０月１３日（土） 
            １０月１４日（日） 

   時 間  ９：３０～１６：００ 
   会 場  千葉県総合教育センター 大ホール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県総合教育センター 
カリキュラム開発部 科学技術教育担当 
電話 043-276-1184  FAX 043-276-4095 
〒261-0014 千葉市美浜区若葉２－１３
https://www.ice.or.jp/nc/shien/kagaku/sakuhin/  
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