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 矢切特別支援学校（林田かおる校長、児童生徒 123 名）は、小学部、中学部、高等部の 3 学部を
設置した創立 4 年目のフレッシュな特別支援学校です。 

本講座では、高等部の作業学習で取り組んでいる「さをり織り」と「染物」を行いました。７月
２７日に実施し、４名の方が参加しました。作品の完成まで一日がかりとなりましたが、みんな真
剣な表情で制作に取り組み、最後には素敵な作品を作り上げることができ、大満足の体験となりま
した。 
 
 
 
 
 

 

 

   染物（ビー玉での模様づけ）       さをり織り           完成した小袋・手ぬぐい 

 

 

旭農業高等学校（伊藤聡校長、生徒 436 名）は、「地域と共に未来へ羽ばたく」ことを目指し、
地域の様々な学校や機関と連携協力しながら日々の活動に取り組んでいる県内唯一の農業専門高
校です。 

本講座では、学校の施設を使ってフラワーデザイン体験、饅頭・うどん作り体験を行いました。
１０月１１日、１２日、１２月７日の全３回実施し、合せて１０名の方が参加しました。講師の先
生に加え、旭農業高校の生徒も助手としてサポート役を務め、受講生は安心して活動を進めること
ができました。 
 
 

 

 

 

 

  

フラワーアレンジメントづくり   フラワーアレンジメントの完成     饅頭・うどん作り 
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県立学校開放講座は、それぞれの県立学校がもつ優れた教育機能や施設を「身近で利用しやすい生涯

学習の場」として積極的に地域へ開放し、県民の皆様が生活に必要な知識や技能を修得したり、心豊か

に生きるための教養を身につけたりするなど「学習の機会として活用」していただくものです。 

 平成３０年度は１６校で実施していますが、今回は下記２校をご紹介します。 

【お問合せ】生涯学習課学校・家庭・地域連携室 電話０４３－２２３－４１６７ 



★★★P２ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

インデックス(目次) 頁 

県立学校開放講座 1 

インデックス＆ミニ・トピックス ２ 

県内学校ミニ・ニュース ３ 

あなたも！ 

学校の子供たちを支えてみませんか！ 
４ 

薬物乱用防止標語コンクール ５ 

学力向上交流会６（浦安市立入船小・入船中学校） ６ 

学力向上交流会７（鋸南町立鋸南小学校） ７ 

学力向上交流会８（さわやかちば県民プラザ） ８ 

イベント情報 別冊 

P２ 

千葉県博図公連携事業で巡回展「写真で

つづる千葉県と鉄道」が開催中です。（平

成３１年３月まで） 

 

 千葉県博図公連携事業の一環として、巡回展

「写真でつづる千葉県と鉄道」が、11月から開

催されています。今年が明治改元 150周年とい

う節目の年に当たることから、文明開化の象徴

として登場した鉄道をとりあげ、千葉県におけ

る鉄道のあゆみについて、写真により振り返り

ます。全５２点の写真パネルが、白井市を皮切

りに、３月１４日まで印西市・成田市・八千代

市・長南町・柏市・千葉市・市川市の県内８か

所を巡ります。ほかに写真パネルの一部を展示

する会場も 15か所あります。 

   

詳しくは、こちら↓ 

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

ku/kouhou/photo-2018/301201.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-2018/301201.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/301201.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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（鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校） 

本校は、学校教育目標に、「自ら学び・考え・判断できる生徒の育成を掲げ、豊かな感性が育つ学校を

目指しています。今回は「心の充実」「安全の充実」「個に応じた指導の充実」「学びの充実」を図る活動

において、生徒が主役となった、意欲的な取組を紹介します。 

 
生徒主体で活動を行う体育祭・合唱祭 

          本校では、２学期に体育祭と合唱祭という大きい行事が

２ヶ月という短い期間で行われます。どちらの行事も生徒会や委員会が中心となり

活動を行います。教師が前に出て指示をするのではなく、生徒主体で事前準備を行

い、自分たちの力で行事をつくりあげています。 

体育祭では練習から当日の運営まで代表生徒が全校生徒に働きかけ、見事に体育

祭を成功させました。また、昨年度より「遊・友スポーツランキングちば」の“長

縄8の字連続跳び”に参加しており、中学校のランキングにおいて、入賞する結果

となりました。 

合唱祭では歌声委員を中心に活動を行い、『～律～僕らが奏でる』をスローガン

に掲げ、各学級とも一所懸命に発表をすることができました。本校では、当日の審

査に各学級の代表が参加する「生徒審査」を採用し、生徒の声が直接反映されるよ

う工夫しています。全校合唱での『証』は素晴らしい発表でした。 

鎌中部活動大活躍！ 

・コンピューター部 NHK杯全国中学校放送コンテスト（千葉大会）２部門制覇！ 

コンテスト部門では、校内の話題にアンテナを張り、取材。その内容を原稿用紙にまとめ、

日々練習に励み、１年かけて制作した映像を県で評価していただきました。日々、コンテストや

検定など新しい取組に挑戦し続けるコンピューター部にこれからも注目です。 

・吹奏楽部 東関東マーチングコンテストB部門２年連続金賞！ 

地域の演奏会やイベントでの演奏活動、体育祭でのマーチング発表など様々な経験を

重ね東関東マーチングコンテストにおいて２年連続で金賞を受賞することができました。     

様々な舞台で活躍する吹奏楽部の演奏を多くの方に聴いていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

夏休みに委員会を中心として鎌

中の学区をメインに安全マップの

作成を行いました。全校のアンケ 

 

今年度、新たに通級指導教室

「Arch
ア ー チ

-room
ル ー ム

」を開設しました。 
生徒一人一人の将来への希望と

自己実現する力をサポートし「学
びの架け橋」になることを目指し
ています。 
 週１～２回（１コマ 50 分）程
度、授業や放課後の時間を利用し
て「自立活動」を中心とした個別 

学習やグルー 
プ学習を行い 
ます。昼休み 
は憩いの場の 
一つとして利 
用されていま 
す。 

 日頃の学習で学び直しが必要な

子どもたちのために、「放課後自

習室」を開室しています。学習ボ

ランティアの方もついてくださ

り、個々の課題に取り組んでいま

す。「全ては子どもたちのため

に」を一番に、生徒が「わかる！

できた！」と達成感が持てるよう

に鎌中職員も全力で取り組んでい

ます。 

 

安全の充実 個に応じた指導の充実 学びの充実 

 
心の充実 

ートをもとに、危険箇所に実際に

足を運び、写真を撮影し、マップ

上に示しました。登下校が安全に

できるように取り組んでいます。 



★★★P4 あなたも！学校の子供たちを支えてみませんか！ ★★★ 
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千葉県教育委員会では、幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を 

支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして 

連携・協働して行う「地域学校協働活動」※を推進しています。「地域学校協働本部」は、学校

と地域を結ぶ地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）を配置し、地域学校協働活動を推

進する体制です。平成 30 年度は、16 市町で国及び県の補助事業を活用 

して実施しています。 

①市川市  ②浦安市  ③松戸市  ④野田市 

⑤流山市  ⑥我孫子市 ⑦鎌ケ谷市 ⑧成田市 

⑨四街道市 ⑩八街市  ⑪白井市  ⑫酒々井町 

⑬栄町   ⑭山武市  ⑮睦沢町  ⑯鴨川市 

            酒々井小学校 地域学校協働活動 

「郷土学習 蛍の観察」 

※環境整備、学習支援、部活動支援、登下校の見守りなど、様々な地域学校協働活動が行われています。 

地域学校協働活動ボランティアだより 

県内の各市町村で行われている 

地域学校協働活動の取組等を紹介

しております。県庁ＨＰよりダウン 

ロードできます。 

千葉県 地域学校協働本部 【問合せ先】０４３（２２３）４１６７  

生涯学習課 学校・家庭・地域連携室 

（政令市及び中核市を除く） 

浦安市「青少年自立支援未来塾」 

地域における教育力の低下、家庭の孤立化などの課題や、学校を取り巻く問題の複雑

化・困難化に対して、社会総がかりで対応することが大切です。そのため、地域と学校が

パートナーとして連携・協働するための組織的・継続的な仕組みが必要不可欠となって 

きています。あなたも「地域学校協働本部」や「地域未来塾」の運営に参画しませんか！ 

検索 

「地域学校協働本部」、「地域未来塾」について、詳しくはお住まいの市

町村教育委員会にお問い合わせください。また、多くの市町村で同様の

取組が行われていますので、同じくお問い合わせください。 

地域未来塾は、平成２７年度から始まりました。中学生等 

に対して学習習慣の確立と基礎学力の定着等を目的として、 

教員 OB や大学生の協力を得て、地域と学校が連携・協働し

て進める原則無料の学習支援です。平成３０年度は、7 市町 

で国及び県の補助事業を活用して実施しています。 

①浦安市   ②松戸市 

③野田市   ④流山市 

⑤酒々井町  ⑥栄町 

⑦茂原市 

 （政令市及び中核市を除く） 



★★★P5 薬物乱用防止標語コンクール ★★★ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

応募総数 ６０，７１２作品 
       （小学生の部：２５，９２６作品 中学生の部：３１，９１６作品 高校生の部：２，８７０作品） 
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＜小学生の部＞ 

手 を出 せば なくす信 頼  笑 顔 と未 来  
（習志野市立実花小学校 ６年 小田 優香） 

薬 物 は  弱 い あ な た を  狙 っ て る  
（横芝光町立横芝小学校 ６年 押尾 真紀子）  

麻薬、覚せい剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、深刻な社会問題

となっています。薬物の乱用を許さない社会を形成するためには、県民一人

ひとりの薬物乱用に対する危険意識を高めることが重要です。 

千葉県教育委員会においても、薬物乱用防止教育を推進しているところで

あり、その教育の一環として、平成９年度から毎年、小学校・中学校・義務

教育学校・高等学校の児童生徒を対象とした薬物乱用防止標語コンクールを

行っています。 

この度、本年度の優秀作品を決定しましたのでお知らせします。 

薬物乱用防止標語コンクール 

優秀作品 

この件についての問合せ先 

教育振興部 学校安全保健課 

電話 ０４３－２２３－４０９２ 

＜中学生の部＞ 

「 も う １ 回 」  無 限 に 続 く  闇 の 声  
（銚子市立第三中学校 １年 長谷川 さら） 

薬 物 の「たった一 度 」は  魔 の一 度  
（旭市立第一中学校 ３年 有本 帆乃佳） 

＜高校生の部＞ 

薬 物 じゃ あなた自 身 は 変 われない  
（千葉県立君津青葉高等学校 ３年 坂田 楓華） 



★★★P６ 学力向上交流会６ ★★★ 
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全体会では、「全国学力・学習状況調査」結果を

踏まえた授業改善の取組・成果について、市川

市立鬼高小学校より発表がありました。 

指導案に、「全国学力・学習状況調査」の分析結果

から見られる児童の実態や「主体的・対話的で深い学

び」の実現を目指すための具体的な手立てについて示

されるなど、どの授業でも、授業改善に向けた試みが

見られました。 

この件についてのお問合せ 教育振興部学習指導課 電話 043－223－4057 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業など、小学校

８教室・中学校７教室で授業が展開されました。また、展開された

授業に関連した分科会が設定され、活発な協議がなされました。 

 

小学２年生の国語では、タブレットの画像

をヒントに人々のおにに対する気持ちの

違いを感じ取り、発表しました。 

中学３年生の社会では、高等学校の教員と連

携して、コンビニエンスストアの立地条件に

ついて考え、経済への関心を高めました。 

  主催者挨拶 

千葉県教育委員会  

大木 教育次長  

中学２年生の数学では、角の二等分線

が角を二等分する理由を、与えられた事

柄を根拠として班員と説明し合いました。 

小学６年生の理科では、模型をもとに太

陽・月・地球の位置関係を捉え、自分の

考えを説明しました。 

公開授業・全体会後は、「『学力・学習状況』検証事業」や「主体的・対話的で深

い学びの実践」、「確かな学力の育成」などの分科会が開かれ、実践や成果

についての発表があり、授業力向上の視点で参加者と協議しました。 

◇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１６日（金）に、浦安市立入船小学校、浦安市立入船中学校で行われた「学力向上

交流会」の様子を紹介します。小中学校で授業公開が行われ、その後、中学校で全体会、

分科会が行われました。 



★★★P7 学力向上交流会７ ★★★ 
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この件についてのお問合せ 教育振興部学習指導課 電話 043－223－4057 

６年生の外国語では、相手を意識して鋸南

町のおすすめの場所を伝え合いました。 

 全ての授業で、本校の研究主題である

「自分の思いや考えを持ち、共に高め合

う児童の育成」を意識した学習が展開さ

れました。児童は、自分の意見を話した

り書いたりして伝えることに、とても意

欲的でした。 

主催者挨拶 

千葉県教育委員会 

澤川 教育長 

１年生の国語では、物語を選んで、

「おすすめカード」を完成させました。 

３年生の道徳では、友達とのよりよい

関係づくりについて考えました。 

４年生の算数では、立方体の展開図につ

いて、教具を用いて話し合いました。 

◇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２２日（木）に、鋸南町立鋸南小学校で行われた「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。 

２年生の国語では、登場人物の行動や心情

について、想像を広げながら読みました。 

 全体会では、館山市立第一中学校から、
分科会では、市原市立辰巳台東小学校と
富津市立富津小学校から、「全国学力・学
習状況調査」結果を踏まえた取組とその成
果について、実践発表がありました。 

ほかにも、「魅力ある授業づくりの達
人」や「『ちばのやる気』学習ガイド」等、
計１１の分科会が開かれました。 

５年生の算数では、単位量あたりの考え方

を知り、異種の２つの量を比べました。 



★★★P8 学力向上交流会８ ★★★ 
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この件についてのお問合せ 教育振興部学習指導課 電話 043－223－4057 

東葛飾の学力向上 

『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けて 

パネルディスカッションでは、千

葉県学習サポーター派遣事業の充

実、「学力・学習状況」検証事業の推

進、社会のグローバル化に対応した

教育活動の推進について、４名の先

生方に各学校での取組の様子を、詳

しく発表していただきました。 

取組発表の後、パネリスト同士によるパネル

ディスカッションが行われました。 

フロアディスカッション後、各グループで

協議された内容を、全体で共有しました。 
参加者同士で、作成したレポートを基にしたフ

ロアディスカッションが行われました。 

主催者挨拶 

東葛飾教育事務所 林所長 

「学力向上交流会への扉」と題し、会の意義

を確認してから交流会がスタートしました。 

パネリストは、「ちばっ子『学力向上』総合プ

ラン」の各事業の取組を発表しました。 

◇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２９日（木）に、さわやかちば県民プラザで行われた「学力向上交流会」の様子を

紹介します。全体会、パネルディスカッション、グループでのフロアディスカッションが

行われました。 

フロアディスカッション

の後、司会者からの「あなた

の『明日への提言』を見つけ

ましたか」の質問に、たくさ

んの参加者が「はい」を回答

する青のカードを提示しま

した。 

閉会行事では、教育振興部学習指導課 

山辺学力向上室長から講評が行われました。 


