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約 1 万 6 千人のランナーが東京湾アクアラインを快走！  

温かい沿道の応援にランナーも「感動！ 」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P１                目次へ 

１０月２１日（日）、「ちばアクアラインマラソン２０１８」を開催しました。 
さわやかな秋空の下で絶好のマラソン日和！国内はもとより、海外からも 

集まった約１万６千人のランナーが走りました。東京湾アクアライン上では、 
富士山の絶景を楽しみながら、青く雄大な空と海に囲まれた景色の中、天空を駆け抜けていくような  

大パノラマにランナー達は大興奮！ コース沿道には、たくさんの方が応援に駆け付け、スタートから  

フィニッシュまで切れ目なくエールを送ったり、パフォーマンスをしたりして、ランナーの走りにパワー

を与えてくれました。ランナーからは、「子どもたちの声援で元気が出た、温かい大会だった、感動した」

などという声をたくさん頂きました。「ちばアクアラインマラソン２０１８」は、参加したランナーや沿道

応援の皆さん、ボランティアの方々など、多くの方々にご支援をいただき、無事終了することができまし

た。ありがとうございました。 

Vol.２３２ 

11 月号-2 

 
ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局（教育振興部体育課ちばアクアラインマラソン準備室内） 
TEL：０４３－２２３－４１０７  大会公式 HP：http://chiba-aqualine-marathon.com/2018/ 
 

海外参加選手の国と地域の旗を振ってのおもてなし 
 

温かい沿道応援 

給水給食ボランティア 車いすハーフマラソンスタート         マラソン・ハーフマラソンスタート 

 

表彰式。入賞した皆さんおめでとうございます。 

魅力いっぱいギュッ❤と千葉屋台村 東京湾アクアラインからの富士山 

東京湾アクアライン 



★★★P２ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 
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P２ 

県立中央博物館大多喜城分館で企画展

「房総ゆかりの甲冑」が開催されていま

す(12 月 9 日まで) 

 

県立中央博物館大多喜城分館で、10 月 26 日

（金）から 12 月 9 日（日）まで、企画展「房総

ゆかりの甲冑」が開催されています。房総は江

戸のお膝元であり、徳川譜代の重臣が中小大名

として配置され、その領地はめまぐるしく転換

させられました。本展はそうした房総ゆかりの

大名や家臣の所用した甲冑を展示し、その由来

と様式意匠について紹介しています。いくつか

の関連事業もまだありますので、是非ご来場く

ださい。 

 

詳しくは、こちら↓ 

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

u/kouhou/photo-2018/301103.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-2018/301103.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/301103.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


★★★P３  県内学校ミニ・ニュース ★★★  
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（船橋市立芝山中学校） 

新聞がいつも生徒の身近なところに！ 
船橋市では、平成２７年９月から船橋市新聞販売同業組合の御協力により、市立小・中・ 

特別支援学校及び高等学校に新聞が配布されており、NIE（教育に新聞を）を推進しています。 

船橋市立芝山中学校は、平成２９年度から千葉県NIE実践指定校となったことを契機に、生 

徒が「今日の新聞記事見た？どう思う」という会話から学校生活をスタートするための様々な 

取組を行っています。 

       

  【新聞閲覧台】       【廊下の壁にあるNIEコーナー】                                                                   

                   
 

 

    

 

 

            

 【新聞記事に関連する図書コーナー】    

      

 

 

 
 

毎朝、NIE 委員（社会科教科リーダーが兼務）が、各担当場所の閲覧台の新聞をその日のものに

交換したり、NIE コーナーに注目記事を貼ったりする仕事をしています。新聞閲覧台は昇降口を

はじめ、校内８か所に設置しています。放送委員は朝の放送で、その日の新聞の一面記事につい

て全校に伝えています。「新聞から始まる一日」の十分な環境が整備されています。 

図書委員は学校司書と連携し、新聞記事で扱われている内容に関連する本を廊下に置き、いつ

でも手にとって読めるようにしています。また、様々な社会的事象をわかりやすく理解できる

ように、図書室にある本の内容からピックアップして廊下に掲示しています。 



方法 新着情報をクリックする 

★★★P4 TRY!! ダウンロード 「千葉教育」 ★★★ 
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TRY!! ダウンロード 
「千葉教育」    

千葉県総合教育センターのホームページから、ダウンロードできます。 

H28年度蓮（638）号よ
りダウンロードできます。
H27年度以前のものは、 
表題と目次が見られます。 
 

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら 

Twitter も見てね♪ 

ここをクリックするとダウンロードのページへ 

千葉県の教育に関

する情報誌 
（年 6 回発行） 

読者アンケートもあります 

問い合わせ先 
県総合教育センター総務課 
電話 ０４３－２７６－１２０４ 



★★★P5 学力向上交流会 1 ★★★ 
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授業展開された国語、社会、数学、理科、外国

語のどの教科も、個に応じた手立てやＩＣＴの活

用などの工夫が見られました。 

分科会では、「学力・学習状況」検証協力校が、

「全国学力・学習状況調査」の結果から得られた

自校の課題に対する授業改善の取組について、説

明と提案を行い、参加者と協議しました。 

この件についてのお問い合わせ 教育振興部学習指導課 電話043－223－4057 

２年生の理科では、回路を流れる電流の

規則性について調べました。 

３年生の外国語では、友達とやりとりする

ことで情報の聞き取りの練習をしました。 

２年生の社会では、歴史の中で形作られ

てきた人々の暮らしについて考えました。 
１年生の国語では、物語の魅力を伝える

推薦文を書きました。 

主催者挨拶 

千葉県総合教育センター 

秋元 所長 

読書活動の分科会では、提案者や参

加者による情報交換が行われました。 

◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン（ファイブ・アクション）」の

一環として、「学力向上交流会」を実施しました。 

◇１１月２日（金）に、八街市立八街中央中学校で行われた「学力向上交流会」の様子を 

紹介します。授業公開、全体会、分科会が行われました。 

全体会では 、

「全国学力・学習

状況調査」の千葉

県の状況及び北

総地域の状況に

ついて、説明があ

りました。 

３年生の数学では、デジタルコンテンツや

発展問題を取り入れ、学習を進めました。 



★★★P6 学力向上交流会 2 ★★★ 
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木更津高校の取組説明では、学校設定科目「探求ＫＩＳＡＲＡＺ

Ｕ－Ⅰ・Ⅱ」や野外実習、マレーシア海外研修などについての説

明がありました。昨年度から設置された理数科とＳＳＨとの関係

についても紹介されました。 

 

この件についてのお問い合わせ 教育振興部学習指導課 電話 043－223－4057 

全体会では、「ＳＳＨ（ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ）に係る本校の学校設

定教科・科目の取組について」と題して、木更津高等学校の取組説

明が行われました。 

また、1 年生から 3 年生までの全ての学級で授業が公開されまし

た。授業の公開後は、参加者による班別協議も行われました。 

地学基礎  地球大気の構造や大気中の

水分と雲の発生について学びました。 

班別協議  班を教科別に編制

し、持参したレポートを基に、ＫＪ

法を用いながら協議しました。 

探求KISARAＺU-Ⅰ 実験データから振り

子の周期のグラフを作成しました。 

参加者からは、「授業公開や班

別協議を通して、指導の工夫の

情報交換ができ、有意義だっ

た。」「授業を参観して、とても

参考になった。」などの声が寄せ

られました。 

 

日本史Ｂ 室町幕府の衰退を庶民の視点

から考察し、解明しました。 

主催者挨拶 

南房総教育事所 

日根野 所長 

◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン（ファイブ・アクション）」の

一環として、「学力向上交流会」を実施しました。 

◇１１月７日（水）に、県立木更津高等学校で行われた「学力向上交流会」の様子を 

紹介します。全体会、授業公開、参加者による班別協議が行われました。 

コミュニケーション英語Ⅲ 世界の貧困

問題について、ペア活動で学びました。

ＳＳ数学Ⅲα 解答を導き出すため

に筋道を立てて考えました。 



★★★P7 学力向上交流会 3 ★★★ 
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参観者からは、 

「いろいろな授業を見学でき、自分の授業に取り入れられそうなアイディアをいただいた」 

「他校の先生との協議が大変充実した」 

「ぜひ、学校に持ち帰り、生徒たちのために活用していきたい」 

「班別協議、情報交換の時間がもう少し欲しかった」などの感想が寄せられました。 

この件についてのお問い合わせ 教育振興部学習指導課 電話 043－223－4057 

全体会では、「生徒の思考を深めさせる効果的な授業方法」と

題して、佐倉高等学校の取組説明が行われました。また、1 年生か

ら 3 年生までの全ての学級で授業が公開されました。授業の公開

後は、参加者による班別協議も行われました。 

化学基礎 化学反応式の係数の意味に

ついて実験を通して学びました。 

どの授業においても、ペアやグルー

プで対話する場面が多く見られまし

た。 

現代文Ｂ 登場人物の心情について描写  

を手掛かりに班で話し合いました。 

主催者挨拶 

千葉県教育庁 

奥山 教育振興部長 

グローバルラーニング【外国語】 ３・４人

組を作り、意見を述べ合いました。 
「生徒の思考を深めさせる効果的な授

業方法」をテーマに班別協議を行いま

した。 

◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン（ファイブ・アクション）」の

一環として、「学力向上交流会」を実施しました。 

◇１１月８日（木）に、県立佐倉高等学校で行われた「学力向上交流会」の様子を 

紹介します。授業公開、全体会、参加者による班別協議が行われました。 



★★★P８ ２０１８年以降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年以降活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００ｍ １位 瀬尾　英明 西武台千葉高等学校

走幅跳 １位 海鋒　泰輝 西武台千葉高等学校

ハンマー投 １位 丸山　裕己 木更津総合高等学校

４００ｍ ２位 荘司　晃佑 成田高等学校

５０００ｍ競歩 ２位 加瀬　雄大 成田高等学校

１１０ｍハードル ２位 天岳　直樹 東海大学付属浦安高等学校

少年女子Ａ １００ｍハードル １位 小林　歩未 船橋市立船橋高等学校

少年女子Ｂ １００ｍハードル １位 岩佐　茉結子 成田高等学校

５０ｍ自由形 ２位 西條　智也 千葉商科大学付属高等学校

１００ｍバタフライ ２位 井上　海 東海大学付属浦安高等学校

永藤　修一 成田高等学校

落合　兼優 千葉商科大学付属高等学校

井上　海 東海大学付属浦安高等学校

西條　智也 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

倉田　一唯 日本体育大学柏高等学校

味坂　佳利偉 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

齋藤　騎斗 柏レイソルU-18

木村　哲大 船橋市立船橋高等学校

藤本　隼斗 柏レイソルU-18

畑　大雅 船橋市立船橋高等学校

戸田　伊吹 柏レイソルU-18

小林　智輝 日本体育大学柏高等学校

清水　勇貴 柏レイソルU-18

佐久間　賢飛 船橋市立船橋高等学校

揖斐　俊斗 柏レイソルU-18

田村　蒼生 柏レイソルU-18

前田　大地 柏レイソルU-18

宇賀　凛 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

井上　凱斗 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

本吉　利安 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

宮本　愛弓 日出高等学校

西郷　里奈 秀明八千代高等学校

ボート 少年男子 シングルスカル １位 大竹　海斗 千葉県立小見川高等学校

競技 種別 種目

陸上

サッカー 少年男子 ３位

水泳
３位

３位

４×１００ｍメドレーリレー

少年男子Ｂ

少年女子テニス

氏　名成績 所属名

少年男子Ａ

少年男子共通

 第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」の会期が９月２９日（土）～１０月９日（火）の 

１１日間、福井県(一部、石川県・静岡県)において、「織りなそう 力と技と美しさ」のスローガンの 

もと開催されました。 
少年種別の選手が大いに活躍し、千葉県は、男女総合成績（天皇杯得点）第５位、女子総合成績 

（皇后杯得点）第７位となりました。 
個人・団体３位以上の成績を収めた「チームちば」ジュニア選手の活躍を紹介します。 

P8 



 

ライト級 １位 堤　麗斗 習志野市立習志野高等学校

ライトウェルター級 １位 髙橋　麗斗 千葉県立沼南高等学校

ウェルター級 ３位 宮田　彪我 習志野市立習志野高等学校

村山　覚人  船橋市立船橋高等学校

上山　廉太郎  船橋市立船橋高等学校

金田　希一  船橋市立船橋高等学校

橋本　大輝  船橋市立船橋高等学校

髙橋　靜波  習志野市立習志野高等学校

吉村　萌惠美 東京学館高等学校

花島　なつみ 東京学館高等学校

芹田　未果子 千葉市立小中台中学校

塙　颯香 東京学館高等学校

青木　梨奈 東京学館高等学校

礒脇　佑真 八千代松陰高等学校

兼重　パトリック 船橋市立船橋高等学校

薬丸　侑平 船橋市立船橋高等学校

工藤　貴哉 八千代松陰高等学校

大澤　響生 船橋市立船橋高等学校

大川　颯斗 船橋市立船橋高等学校

濱野　裕稀 千葉県立幕張総合高等学校

飯塚　環 日本体育大学柏高等学校

松岡　龍磨 八千代松陰高等学校

楊　博 船橋市立船橋高等学校

ダォウダ　ジャキテェ 日本体育大学柏高等学校

フリー５１ｋｇ級 ２位 田南部　魁星 日本体育大学柏高等学校

フリー５５ｋｇ級 １位 竹下　雄登 日本体育大学柏高等学校

フリー９２ｋｇ級 ２位 白井　逹也 日本体育大学柏高等学校

フリー１２５ｋｇ級 １位 宮本　海渡 日本体育大学柏高等学校

グレコローマン７１ｋｇ級 ３位 丸山　蒼生 日本体育大学柏高等学校

谷　望 千葉市立稲毛高等学校

松島　広輔 千葉市立稲毛高等学校

少年女子 レーザーラジアル級 ２位 三浦　帆香 木更津市立浪岡中学校

少年男子 ７７ｋｇ級クリーン＆ジャーク ３位 中泉　龍也 千葉県立八千代西高等学校

馬術 少年 二段階障害飛越 １位 安西　紘一 日本航空高等学校

秋山　竜大 東京学館浦安高等学校

平野　龍也 習志野市立習志野高等学校

板東　虎之輔 木更津総合高等学校

皆川　大記 千葉経済大学附属高等学校

小宮　大倭 木更津総合高等学校

蓮沼　陸 千葉敬愛高等学校

時田　達海 千葉敬愛高等学校

小方　勝平 千葉敬愛高等学校

常石　侑希 千葉敬愛高等学校

内海　慈音 千葉敬愛高等学校

加藤　友弥 千葉敬愛高等学校

新谷　真生 千葉敬愛高等学校

増田　翔太 千葉敬愛高等学校

西　響希 千葉敬愛高等学校

高橋　智貴 千葉敬愛高等学校

鈴木　悠馬 千葉敬愛高等学校

田中　歩 千葉敬愛高等学校

神尾　拓真 千葉敬愛高等学校

氏　名 所属名

ウエイトリフティング

レスリング

種　目

２位

３位

２位

１位

少年男子

ソフトボール 少年男子

体操
（競技）

柔道

少年男子
セーリング

バスケットボール 少年男子

少年男子

少年女子

少年男子

ボクシング 少年男子

成績競　技 種　別

２位

１位

４２０級
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山田　楓 西武台千葉高等学校

栗原　あかり 西武台千葉高等学校

栗原　琉夏 西武台千葉高等学校

柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校

諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

髙橋　星菜 千葉県立小見川高等学校

柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校

諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

髙橋　星菜 千葉県立小見川高等学校

松村　知哉 千葉県立流山おおたかの森高等学校

根本　鷹嗣 千葉県立流山おおたかの森高等学校

溝口　裕也 千葉英和高等学校

吉田　優利 麗澤高等学校

長野　未祈 麗澤高等学校

吉澤　柚月 麗澤中学校

競　技 種　別 種　目 成績 氏　名 所属名

カヌー 少年女子

スプリントＫ４（２００ｍ） ２位

２位スプリントＫ４（５００ｍ）

３位女子ゴルフ

少年男子アーチェリー ２位

バドミントン 少年女子 ３位
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～ スポネットちば２０１８ 開催！ ～ 

第７回千葉県総合型地域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）、千葉県総合スポーツセンターの各施設で開催されました。９歳から９５歳まで幅広い 

年齢層の方が、一生懸命汗を流しました。各クラブの交流も深まりました。 

 ソフトバレーボール 

スポネットちば 201８ミニデータ 

参  加  人  数・・・4８１人 

参 加 ク ラ ブ 数・・・2６クラブ 

参 加 市 町 村・・・1５市町 

参加者平均年齢・・・6４.２歳 

参 加 者 最 高 齢・・・９５歳 

参 加 者 最 年 少・・・  ６歳 

各 種 目 の 競 技 等 の 様 子 

   ユニカール        グラウンド・ゴルフ  

ペタンク       卓球 

ウォーキング（樹木めぐり）  

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 

  表 彰（閉会式） 

硬式テニス 

「チーバくん」と千葉大学のボランティア

学生も応援に来てくれました。 

東京メディカル・スポーツ専門

学校の ボラン ティア学生に 

よる、健康サポートが、 大変

好評でした。 

 ウォーキング（芝生でＧＯ） 


