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１ 特別支援学校による障害者スポーツを介した交流及び共同学習の実施と地域への普及 

（１）特別支援学校から障害者スポーツを発信－障害者アスリートによる実技披露 

 
 
 
 

 

（２）特別支援学校教員の教職員・児童生徒と地域の小・中学校等のとの交流 
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千葉県教育委員会では、東京 2020 パラリンピック競技大会を間近に控え、特別支援学校

を障害者スポーツの拠点として、障害者スポーツの更なる普及・啓発を進めています。その中

で、地域の小・中学校や高等学校、地域の方々と共に障害者スポーツを行うとともに、障害者

トップアスリートを招き、実技披露や指導、体験談などのスポーツを通した交流及び共同学習

を実施し、特別支援学を核とした各地域における障害者スポーツの振興を図っています。 

県立千葉特別支援学校での中学部、高等部プール開きにリオパラリンピック水泳選手である

森下友紀選手が来校し、様々な泳法の実技披露や指導、レクリエーション交流を行いました。 

指導後は、歓談を交えながら給食を一緒に食べ、いろいろな話を聞くことができました。 

 

ご指導いただいた森下選手です  
 速く泳ぐコツや、脚の動きを一緒に楽しく学びました 

○槇の実特別支援学校の取組 

中学部生徒と袖ケ浦市立根形中学校生

徒がボッチャで交流しました。ボッチャ

を知らない中学校では、槇の実特別支援

学校から用具を借りて練習を重ね、技

術・頭脳を駆使した熱戦を展開しました。

また、県立袖ヶ浦高等学校とも交流試合

を実施し、お互いに「一緒にできてよか

った」、「白熱した試合になって楽しかっ

た」と笑顔で感想を述べていました。 

 

白熱した試合が展開されました 
槇の実特別支援学校中学部と根形中学校との交流  



 

 

○東金特別支援学校の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別支援学校における障害者スポーツの普及・啓発 

（１）特別支援学校の教職員を中心とした障害者スポーツの研修 

特別支援学校の先生が、障害者スポーツの指導員から直接指導を受ける講習会などを実施し

障害者スポーツの指導力を向上していきます。 
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東金特別支援学校のポスター 

「オリ・パラサマーセッション in 東金」を開催し、地域

の方々を中心に 140 人余りの参加者がゴールボールや、

ボッチャを楽しみました。また、その様子はテレビや新聞

で報道されました。 

教職員とともに地域の小・ 中

学校、高等学校、一般の方が参加

して、車いすバスケットボール実

技研修会を開催しました。参加者

は、車いすを思ったとおりに扱え

ず苦戦していましたが、「子ども

たちの指導に役立てたい」、「プロ

の試合を子どもと一緒に観戦し

て、応援したい」、「機会があれば

体験させたい」などの前向きな感

想がきかれました。 職員の車いすバスケット

ボール研修会 

シッティングバレーボール研修会 

○県特別支援学校体育連盟の取組 

シッティングバレーボールの教員研修会

を開催し、地元の「千葉パイレーツ」選手

１２人が、特別支援学校の先生方約９０人

に指導しました。初めて体験した先生方が 

多数でしたが、座ったままの移動やパスな

どに苦戦をしながら徐々に上達し、最後は

試合形式の実践まで取り組むことができま

した。参加した先生方からは、「子どもたち

にも体を動かす楽しさを伝えたい」という

声が聞かれました。 



 

（２）生徒による障害者スポーツの体験とトップアスリートとのプレイ体験 

９月１２日（水）、１３日（木）に行われた高等部スポーツ大会（千葉県総合スポーツセンタ

ー）では、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの選手による模範プレイの披露や高等部

選手との交流戦が行われました。ボッチャ会場（千葉ポートアリーナ）では、リオデジャネイ

ロパラリンピック銀メダリストの廣瀬選手や強化選手である藤井選手、粥
かゆ

米
こめ

選手の模範プレイ

と交流試合が行われ、憧れの選手達を目の前に、生徒達は目を輝かせ選手達と一緒にプレイす

る夢のような時間を満喫しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）障害者スポーツ用具の整備 

全ての県立特別支援学校にボッチャ等の障害者スポーツ競技用具を整備し、児童生徒が障

害者スポーツを楽しむ環境を整えるとともに、近隣の学校や地域の方々に障害者スポーツ用

具を貸し出し、障害者スポーツを広めていけるように取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3                   目次へ 

銀メダリストの模範プレイ 

ゴールボール用ボール 

 

左の画像は、全校に整備した 

ボッチャ用具セット 

 

この件についての問合せ先 
教育振興部特別支援教育課 
電話０４３－２２３－４０４５ 

千葉レディースとの交流戦 

他にもランプを整備しました。 

（ボッチャボールをころがすためのスロープ状の台） 

 



★★★P４ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

インデックス(目次) 頁 

特別支援学校を拠点とした 

障害者スポーツ振興事業 
1～3 

インデックス＆ミニ・トピックス ４ 

県内学校ミニ・ニュース 

市原市立国府小学校 
５ 

千葉県高校生 マレーシア訪問 ６ 

千葉県高校生留学フェア ７ 

平成 29年度魅力ある県立学校づくり大賞 

優秀賞受賞校の取組 
８ 

２０１８活躍が期待される少年・少女

「チームちば」の紹介 
9～10 

イベント情報 別冊 

P４ 

流山市で「文化財めぐりと前平井

(まえひらい)遺跡の見学会」を開催

しました(平成 30 年 10 月 6 日) 
 

つくばエクスプレス沿線の土地区画整

理事業に先行して埋蔵文化財調査を実

施している前平井遺跡の見学会と、周辺

の文化財めぐりを開催しました。 

近年新しい街づくりにより景観が大きく

変化する現地に、180名を超える参加者

が集まり、調査員が説明する古代や中世

のムラの様子について、多くの方が熱心

に聞き入っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、こちら↓                           

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

ku/kouhou/photo-2018/301006.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-2018/301006.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/301006.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


★★★P５  県内学校ミニ・ニュース ★★★  
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（市原市立国府
こ く ふ

小学校） 

※小規模学級特認校である本校は、平成 25 年度より、市原市教育委員会より『情報教育』の指定

を受け、同９月より一人 1 台のタブレット端末を貸与されました。 

これまでに様々な教科で研究授業を重ね、有効な活用方法について探ってきました。平成 30 年

度は「タブレットの日常化」をキーワードに、上記のような研究テーマを掲げ取り組んでいます。 

※小規模学級のよさを生かした教育を受けたい、受けさせたいという児童・保護者に、市内全域

からの就学が認められる学校） 

 

 

 

 

 

 

①撮る     ②映す     ③発表する 

低学年でも『カメラ』等の簡単に扱える機能が充実し

ています。児童の思考の可視化が容易にでき、生き生

きと発表する姿が見られました。 

 

     ←観察や 

 

 

 

 

実験も→         青or赤の表示で 

学習ノートを写真入りで   進度を確認 

写真や音声を添付でき、紙のノートではできない活用

の仕方ができます。机間指導や書き込みもあっという

間。児童のタブレット活用能力も上がりました。 

 

繰り返しドリルの新しい定番 

～基礎・基本の定着として～ 

①朝自習②家庭学習③授業の始め５分 

④課題が終わった児童から⑤急な自習 

様々な場面で活用・定着してきました。 

 

         ← mBot 

EV-3→ 

今年度は 算数で『Scratch』、理科

で『micro:bit』を活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗ 

ﾐﾝｸﾞ教育にも取り組んでいます。 

 

7月:実態把握ｱﾝｹｰﾄ 

9～11月:授業実施 

12月:再びｱﾝｹｰﾄ 

学年に応じた内容を 

身に付けさせる。 SQSｱﾝｹｰﾄ↑ 

これらの他に、千葉県総合教育センターで紹介されている『ダジックアース』

を活用することで、地球や月を疑似体験させたり、『SQSﾏｰｸｼｰﾄ式ｱﾝｹｰﾄ』を活用

することで、学校評価アンケートを効率よく処理したり、セルフチェックシート

を集計・分析したりしています。昨年度はMetaMoJiの取材も受け、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ取

り組みが掲載されました。http://product.metamoji.com/education/case/case17.html 

本校ではICT機器を活用した授業を公開しています。ぜひ１度、ご覧下さい！ ↑ﾀﾞｼﾞｯｸｱｰｽ 

【授業錬磨の公開日】11/1(木)、12/13(木) 【特認校公開日】11/13(火) 
 

自ら学び、生き生きと学習に取り組む子どもの育成 

～主体的・対話的で深い学びの実現に向けた ICT 教育～ 

参観申込・問合せ 
0436(21)0576 へ 



★★★P6 千葉県高校生 マレーシア訪問 ★★★ 
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この件についてのお問い合わせ  企画管理部教育政策課  電話 ０４３－２２３－４１７６ 

SMK SEAFIELD 校を訪問 マレーシアの高校生に日本文化の紹介などを行いました 

海峡で有名なマラッカにて 

千葉県内 6 校※28 名の高校生が、異文化理解の促進と外国 
語でのコミュニケーション能力の向上等を目的として、 
8 月 26 日から 9 月 1 日までマレーシアを訪問しました。 

マレーシアでは、クアラルンプール市内の高校を訪問し、
日本の文化等に関するプレゼンテーションを英語で行いまし
た。また、クアラルンプール郊外のカンポン（農村）での 
ホームステイを行い、マレーシアの伝統的な生活習慣を体験
したり、現地大学生との交流街歩きを行ったりしました。 

参加の高校生たちは、本事業の活動を通して、異文化への
理解を深め、現地の人々との友情を育みました。 

県教育委員会では、今後も海外教育旅行等を推進し、子ど
もたちの国際感覚や異文化理解の向上を図っていきます。 

 
※県立千葉東高校、県立流山おおたかの森高校、県立佐倉南高校、 

県立長生高校、県立木更津高校、県立袖ヶ浦高校 

スケジュール 

8/26(日) 
成田発 
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ着 

8/27(月) 
・ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ州教育機関表敬訪問 
・在ﾏﾚｰｼｱ日本大使館表敬訪問 
・異文化体験（ﾊﾞﾃｨｯｸ染め） 

8/28(火) 
・現地学校交流 
・ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ市内見学 

8/29(水) 
・ﾌﾟﾄﾗｼﾞｬ市内見学 
・ﾏﾗｯｶ見学 

8/30(木) 
・自然環境体験学習（FRIM） 
・日系企業訪問（東京海上ﾗｲﾌ） 
・ｶﾝﾎﾟﾝｽﾃｲ（ﾎｰﾑｽﾃｲ） 

8/31(金) 

・ｶﾝﾎﾟﾝｽﾃｲ送別会 
・B＆Sﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(学生交流街歩き) 
・学生との交流夕食会 
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ発 

9/ 1(土) 成田着 

 

交流の様子 

ﾎｰﾑｽﾃｲでお世話になった方々と B&S ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（学生交流街歩き）に出発 

熱帯雨林を歩く 

（自然環境体験学習） 

世界で活躍する日本人に学ぶ 

バティック染めに挑戦 
マレーシア教育機関職員に 

英語であいさつする生徒 



★★★P7 千葉県高校生留学フェア ★★★ 
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 ★★★P8 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 立 夷 隅 特 別 支 援 学 校 
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夷隅特別支援学校の様子は、ホームページでも公開しています。https://cms2.chiba-c.ed.jp/isumi-sh/ 

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 

キャリアの視点に立った学校生活づくり 

 
本校のマスコッ
トキャラクター 
いすみちゃんで
す。 
ヨロシク！ 

本校では、「キャリアの視点に立った学校生活づくりと支援の在り方」というテーマを掲げ、キャリアの視点を取り入れ
た学習活動の充実を目指しています。全校児童生徒と教職員が一丸となって、学校生活全体を通して、一人一人のキャリア
支援・キャリア発達を目指している学校です。 

☆小学部 

☆作業学習の充実・地域との関わり 

☆中学部 

☆高等部 ☆全校（児童生徒会・各委員会）での取り組み 

中学部・高等部共に、作業学
習に取り組んでいます。働く
活動を通して、集中力や持続
力、主体性などを身につけま
す。近隣スーパーで行う販売
会など働くことの楽しさを知
る機会となっています。 

中学部 手工芸班 
（かごづくり） 

高等部 農耕班 
（野菜・野菜苗づくり） 

高等部 よしず班  
（よしず・すだれづくり） 

地域のスーパーで作業製品販売会 
中高合同販売会（春のスマイルフェア） 

全校児童生徒のキャリア発達
が図れるように、学校全体を通
した、学習活動を進めていきま
す。元気な挨拶や大きな返事、爽
やかな身だしなみなど、社会で
生きていく上での大切なマナー
を育てます。生徒が製作した作
業製品を積極的に校内で活用す
ることで、一人一人がお互いの
活動を認め合い、満足感を味わ
える毎日になるように工夫して
います。 

いらっし
ゃいませ 

おはよう 
ございます 

挨拶・返事 
（階段に掲示） 

朝の気持ちいい挨拶から、 
楽しい一日が始まります  
（児童生徒会による朝の挨拶運動） 

作業製品の活用 
（各トイレへ） 

身だしなみ 
（踊り場の鏡に掲示） 

一人一人の個性を大切に 
友だちと一緒に元気な毎日 

卒業後の社会自立に向けて 

基本的な生活習慣を身につけ、友だちと共に学ぶ力を育てます 
友だちと協力して学習する中で、自ら進んで取り組む力を育みます 

卒業後を見据
え具体的な体験
に取り組んでい
ます。保護者、本
人と、進路選択を
検討すると共に、
関係機関との連
携を図ります。一
人一人の個性を
大切にし、得意な
分野を伸ばす支
援を進め、社会で
個性を生かせる
よう育成します。 

将来の自立に
向けての身辺自
立を確立すると
共に、責任感や
達成感を養って
います。また、調
理やものづくり
などで、楽しさ
を感じることが
できるようにし
ています。公共
交通機関の利用
なども積極的に
進めています。 

生活経験の拡大
や協力して活動す
る楽しさ、達成感
を味わえるように
しています。自己
肯定感を養い、将
来の自立に向け、
体力作りも大切に
しています。主体
的に活動するため
に、「できる状況づ
くり」を個々に応
じて講じていま
す。地域との関わ
りも大切にしてい
ます。 

旗係の仕事 ゴミ捨て係の仕事 

高校生との芋堀り交流 

体育：ランニング 

校舎内花壇の整備 

おそうじクエスト 
（校内清掃検定） 

いすみクリーン作戦 
（地域のゴミ拾い） 

水産会社にて 
魚の加工 

おそうじキング 
（校内清掃検定） 

夏休みの清掃活動 
（トイレ清掃） 

生産実習体験 

校内清掃検定 
（検定審査） 

働く力を養い、社会生活に必要な基礎的な知識・技能・態度を
育成します 



★★★P9 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 
 

 

 

９月９日(日)から１７日（月）まで福井県を中心に第７３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２１８．５点で第１４位、皇后杯得点（女子総合）

は１１５点で第１１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活躍は改

めて報告します。 

 『福井しあわせ元気国体』 千葉県選手団結団式 

９月１３日（木）に千葉県教育会館で第７３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、テニス競技に出場する白石光選手（秀明八千代高等学校３年）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した。また、結団式の宣誓者は陸上競

技に出場する小林歩未選手（船橋市立船橋高等学校３年）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白石選手      堂々とした宣誓を行う小林選手      宣誓を終え、安堵の表情を浮かべる小林選手 

ハンドボール競技 

 ハンドボール競技は福井市体育館にて９月１３日（木）から行われました。千葉県少年男子チームは１回

戦で愛知県と当たり、前半は互角な戦いをしましたが、後半に引き離され初戦敗退となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県少年男子チーム                    強烈なシュートを放つ千葉県少年男子チーム 

 

 
 

種別 結果 

少年男子 １回戦 対 愛知 ２２－２７ 敗退 

P9                     

 第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」が開会し、「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。 



 

水泳競技 

水泳競技、競泳は敦賀市総合運動公園プールにて９月１５日（土）から９月１７日（月）まで行われまし

た。オープンウォータースイミングは食見海岸特設会場で９月１２日（水）に行われました。水泳競技は 

１２２．５点を獲得し天皇杯・皇后杯ともに７位入賞を果たしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

少年男子Ｂ５０ｍ自由形 第２位      少年男子Ｂ4×100m メドレーリレー第３位    少年女子Ａ4×100m メドレーリレー第６位 
 

種別 種目 順位 氏名 所属校 

少年男子Ｂ １００ｍバタフライ ２位 井上 海 東海大学付属浦安高等学校 

少年男子Ｂ 
５０ｍ自由形 

１００ｍ自由形 

２位 

８位 
西條 智也 千葉商科大学付属高等学校 

少年男子Ｂ １００ｍ平泳ぎ ５位 落合 兼優 千葉商科大学付属高等学校 

少年男子Ｂ ２００ｍ個人メドレー ６位 寺門 弦輝 昭和学院高等学校 

少年男子Ｂ ４００ｍ自由形 ６位 江沢 陸 木更津市立太田中学校 

少年男子Ｂ ４×１００ｍメドレーリレー ３位 

永藤 修一 

落合 兼優 

井上 海 

岩立 健太 

成田高等学校 

千葉商科大学付属高等学校 

東海大学付属浦安高等学校 

千葉商科大学付属高等学校 

少年男子Ｂ ４×１００ｍフリーリレー ８位 

西條 智也 

永藤 修一 

井上 海 

岩立 健太 

千葉商科大学付属高等学校 

成田高等学校 

東海大学付属浦安高等学校 

千葉商科大学付属高等学校 

少年女子Ａ ５０ｍ自由形 ７位 松村 多恵 和洋国府台女子高等学校 

少年女子Ａ １００ｍ自由形 ８位 飯塚 千遙 銚子市立銚子高等学校 

少年女子Ａ ２００ｍ背泳ぎ ８位  星 美里 昭和学院高等学校 

少年女子Ａ ４×１００ｍメドレーリレー ６位 

 星 美里 

 鈴木 菜々花 

 飯塚 千遙 

 松村 多恵 

昭和学院高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

和洋国府台女子高等学校 

少年女子Ａ ４×１００ｍフリーリレー ５位 

 鈴木 菜々花 

 飯塚 千遙 

 松村 多恵 

 山川 唯巴 

銚子市立銚子高等学校 

銚子市立銚子高等学校 

和洋国府台女子高等学校 

千葉商科大学付属高等学校 

少年女子Ｂ １００ｍバタフライ ２位 遠山 乃梨 市川市立第六中学校 

この件についてのお問い合わせ 

教育振興部体育課競技スポーツ班 ０４３－２２３－４１０４ 
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