
《 実際の相談の様子。ラインで気軽に相談が可能 》 

《 配付するカード（左:表面、右:裏面 ） ＱＲコードから「友だち登録」し、相談スタート 》  
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昨今、スマートフォンの急速な普及に伴い、コミュ

ニケーションツールとして LINE や Twitter 等のＳＮ

Ｓが大きな役割を果たしています。このような現状か

ら、県教育委員会では、ＬＩＮＥを活用した相談窓口

を試行的に開設します。そっと誰にも知られずに、声

に出さずにどこからでも相談できるので、「保護者や

先生には相談しにくい」、「電話での相談では緊張して

しまう」など、今まで相談ができなかった高校生も気

軽に相談ができます。学校から配付されるカードか

ら、公式アカウントを友だち登録することで相談でき

るようになります。この取組みを通じて、高校生が悩

みを打ち明けやすい環境をつくり、いじめや不登校等

の未然防止や早期発見につなげていきます。 
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7 月号－１ 

この夏 

スタート！ 

この件についての問合せ先 教育振興部児童生徒課 電話０４３－２２３－４０５４ 

対  象：県内高校に通学する高校生 

(国公私立高等学校、特別支援学校(高等部)) 

期  間：令和元年７月２０日（土）～９月３日（火） 

午後５時から午後９時まで 

相談内容：いじめ・不登校・友人関係・家族関係 

     性に関することなど 

相 談 員：専門の相談員が対応します。 

QR 

コード 



★★★ P２ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

インデックス(目次) 頁 

そっと悩みを相談してね 

～ＳＮＳ相談＠ちば２０１９～ 
１ 

インデックス＆ミニ・トピックス ２ 

教育委員会会議報告 ３ 

おっ！あざやか通級指導教室 ４ 

小・中学校新入生の皆さんへ 
博物館・美術館の無料入場券を配ります！ 

５ 

千葉県総合型地域スポーツクラブ ６ 

不登校サポートセミナー ～進路選択～ ７ 

千葉県立千葉中学校 

学校説明会のお知らせ 
８ 

千葉県立東葛飾中学校  

保護者対象 学校説明会のお知らせ 
９ 

イベント情報 別冊 

P２ 

市川昴高等学校が、カナダ・セント

ジョーンズスクールとの音楽交流行

事を行いました。（
 

県立市川昴高等学校は県立高等学校 

初のユネスコスクール認定校として、国

際交流事業に力を入れています。その事

業の一環として、今年度は吹奏楽部とカ

ナダのセントジョーンズスクール音楽部

の音楽交流行事を実施しました。 

 また、期間中は、１学年生徒との異文

化交流行事も実施しました。 

   

詳しくは、こちら↓ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/ko

uhou/photo-2019/190620.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-2019/190620.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/190620.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


★★★Ｐ３ 教育委員会会議報告 ★★★ 
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令和元年６月２６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  https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2019/010626-2.html（第３回結果） 
 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 教 育 委 員 の 活 動 （ ６ 月 ）◇◇◇◇◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         職員から説明を受ける佐藤教育長職務代理者（左）と井出委員（左から二番目） 

 

 

 

 

 

 施設内を見学する井出委員（左）と佐藤教育長職務代理者（右） 
 
 

 

 

 

説明を聞きながら資料を読む、左から岡本委員、佐藤教育長職務代理者、井出委員 

令和元年度第３回千葉県教育委員会会議（定例会）の内容について 

≪ 審議事項 ≫ 

（ 議 案 ） 

第１６号議案  学校職員の懲戒処分について 
（ 報 告 ） 

報 告 １  新千葉県立図書館等複合施設基本計画（原案）について 

報 告 ２  令和２年度公立学校教員採用候補者選考志願状況について 

 

今後の教育行政に資するため、６月

１９日(水)に佐藤教育長職務代理者、

井出委員、岡本委員が「さわやかちば

県民プラザ」の運営状況等を視察しま

した。 

職員との情報交換では、当該施設の

現状と課題を把握し、意見交換を行い

ました。 

当該施設が実施している講座やイベ

ント、芸術文化・生涯学習センターと

しての機能について説明を受けまし

た。充実した施設は、６月２２日に来

所者９００万人に達し、今後も県の生

涯学習の拠点としての役割が期待され

ています。委員からは「各施設は大変

素晴らしく、より多くの県民の方々が

利用されることを期待します」等の意

見が出されました。 



★★★Ｐ４ おっ！ あざやか通級指導教室 ★★★ 
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 学校名： 

学級の障害の種類： 

 

 

 

学校名：木更津市立畑沢小学校 

教室の障害の種類：言語障害 

通級指導教室とは、通常の学級に在籍する教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒に

対して、一人一人の障害に応じた専門的な指導を行う教室です。教育実践が優秀で熱心に 

子供たちの指導に当たっている通級指導教室担当教員を紹介します。 

この記事に関する問合せ先 

教育振興部特別支援教育課 

電話０４３－２２３－４０５０ 

通級指導教室の魅力や「やりがい」は？ 

子供と深い関わりができることです。何

年間か一緒に学習することもあります。こ

とばの学習を終了しても、必要な時に声を

かけ、長い目で成長を見守ります。 

授業で心がけていること 

子供の様子で、無理なくできる課題、少し

がんばればできる課題を用意することです。

信頼関係を大切にし、安心していられる場所

であるように心がけています。 

私の好きな「こ・と・ば」 

「こつこつ 一歩ずつ」 

毎日少しずつ丁寧にこつこつと積み重ね

ていくことで、私自身も一歩ずつ成長して

いきたいと思います。 

 

【漢字の教材】 

１ 漢字の絵描き歌 

子供にどんな形に見えるかを聞きなが

ら、絵描き歌を作っていきます。子供によ

って、「ｼ」を「さんずい」と言ったり

「シ」と言ったり、読み方を変えます。 

２ 漢字を読む 

絵があることで、漢字を読む手がかりに

なり、読みやすくなります。絵と言葉を合

わせて覚え、使える語彙を増やすこともで

きます。楽しく取り組むことで、積極的に

読む姿が見られるようになります。 

３ 漢字の組み合わせ 

 「へん」と「つくり」、「かんむり」と

「あし」などの部首を正しく組み合わせま

す。どんなパーツから成り立っているのか

がわかり、書きやすくなります。正しく発

音するように言葉をかけています。 

担任名：斉藤 寿江 

特別支援教育経験：９年 

（今年度末現在） 

１ 漢字の絵描き歌 

３ 漢字の組み合わせ 

２ 漢字を読む 



★★★Ｐ５ 小・中学校新入生の皆さんへ博物館・美術館の無料入場券を配ります！★★★ 
 

 

 

 

 

 

 

●対象の博物館・美術館とおすすめ展示 

・県立美術館 千葉市中央区中央港 1-10-1  

「絵のみち・祈りのこころ―日本画家 後藤純男の全貌―」 11.2～1.19               

・県立中央博物館 千葉市中央区青葉町 955-2              後藤純男《山門雨後》   ｲﾗｽﾄ/ウチダヒロコ 

「ほにゅうるい」 7.13～9.23 

・中央博物館大利根分館 香取市佐原ハ 4500  

「あなたの街と自然災害」7.13～9.1 

・中央博物館大多喜分館 夷隅郡大多喜町大多喜 481  

「鉄砲のあゆみ－火縄銃から回転式拳銃まで－」10.25～12.8 

・中央博物館分館海の分館 勝浦市吉尾 123  

「魚がつくる模様と形」 7.20～9.16 

・現代産業科学館 市川市鬼高 1-1-3「プラネタリウム上映会」 8.9～8.28 

「潜水―水中の科学・技術・仕事―」 10.12～12.1 

・関宿城博物館 野田市関宿三軒家 143-4  「オビシャはつづくよ 400 年～年のはじめの村まつり～」 10.4～12.1 

・房総のむら 印旛郡栄町龍角寺 1028   「むらの縁日・夕涼み」 8.11～8.12 

「秋のまつり」 10.5～10.6 
●使用方法：無料入場券には、裏面に入場料減免申請書を印刷してありますので、これに住所・氏名を記入して

いただき、受付に提出することで入場料が無料となります。新入生が同伴の場合のみ、使用することができます。 

●有効期間：配布時（７月上旬）～令和２年３月３１日まで（ただし、大利根分館は令和元年９月３０日まで） 

●開館時間：９時００分～１６時３０分（入館は１６時００分まで） 

●休 館 日：月曜日（月曜日が祝日または休日の場合は開館し、その翌日が休館となります） 

※体験等の内容によって、別途材料費や保険料等の実費が必要となることがあります。 

詳細はそれぞれの館まで直接お問い合わせください。 

千葉県立博物館の年間スケジュールは 

県立博物館ホームページ http://www2.chiba-muse.or.jp/ 

 目次へ 
Ｐ５ 

夏休み前に学校を通じて千葉県内の小・中学校の新入生皆さんへ、保護者の方が利用でき

る千葉県立博物館・美術館（８施設）の無料入場券を配付します。この券を利用して、親子

そろって博物館・美術館を訪れて、対話しながら千葉県の豊かな文化や歴史、自然、産業、

芸術に触れる機会をもっていただければと思います。 

この件についての問合せ先 
教育振興部文化財課学芸振興室 
電話 043-223-4129 

かつての利根川の洪水 大多喜城とチーバくん 

ｱﾏﾐﾎｼｿﾞﾗﾌｸﾞがつくるﾐｽﾃﾘｰｻｰｸﾙ 

オビシャの的 

ミニ SL「ブリタニア号」 

むらの縁日・夕涼み 

美術館 中央博物館 

大利根分館 

房総のむら 

現代産業科学館 

関宿城博物館 

分館海の博物館 

大多喜城分館 



★★★Ｐ６ 千葉県総合型地域スポーツクラブ ★★★ 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ６                    目次へ 

総合型地域スポーツクラブとは？ 

スポーツ基本計画（平成２４年度）の施策に「各市町村に少なくとも１つは総合

型クラブが育成されることを目指す」とあります。千葉県では、千葉県教育庁  

教育振興部体育課内に「千葉県広域スポーツセンター」を設置して、総合型地域    

スポーツクラブの創設・育成を支援しています。 

 

教育庁教育振興部体育課生涯スポーツ班 ０４３－２２３－４１０５ 

 

千葉県総合型地域スポーツクラブ 

ＳＯＧＯＧＡＴＡ ＣＨＩＩＫＩ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ ２０１９ 

 
会 長 小野 和夫 中富ふれすぽクラブ 

副会長 笈田 和美 千種ふれあいくらぶ 

副会長 山尾 秀子 市川スポーツガーデン塩浜 

副会長 小林 千穂 ＮＰＯ法人おおたかスポーツコミュニティ流山 

事務局長 山西 秀男 ちばてんだいＳＶ 

会計 金澤 篤志 ちばてんだいＳＶ 

理 事 上村 五男 ＮＰＯ法人習志野イースタンスポーツクラブ 

理 事 江籠 幸雄 ＮＰＯ法人習志野イースタンスポーツクラブ 

理 事 前田 佳也 小糸レインボークラブ 

理 事 音島 昇 薬円台みんなのクラブ 

理 事 知名 たかね 薬円台みんなのクラブ 

理 事 山岸 恵夢 一般社団法人東千葉スポーツクラブ 

監 事 鈴木 康彦 袖ケ浦市体育振興課 

監 事 鈴木 正一 館山ファミリースポーツわかしお 

平成３１年４月２０日（土）の総会で新役員が決定 連絡協議会 役員改選 

 
 

 
千葉県総合型地域スポーツクラブ 

連絡協議会の設立当初から会長、 

副会長を務めていただいた田淵章治

会長（真中・大穴スポーツクラブ）、

髙梨泰一副会長（右・ＮＰＯ法人  

習志野イースタンスポーツクラブ）、

結城幸雄副会長（左・ＮＰＯ法人  

幕張西スポーツクラブ）が退任され

ました。この退任される 3 名は、引

き続き顧問として御協力いただきま

す。 

また、秋山剛之理事（四街道ＳＳＣ）、

後藤順子理事（薬円台みんなの  

クラブ）、藤井敦監事（すぽ・かる  

小金原）も退任されました。長年に

わたり、ありがとうございました。 

ありがとうございました 



★★★Ｐ７ 不登校サポートセミナー ～進路選択～ ★★★ 

 

 

不登校サポートセミナー～進路選択～ 

子どもへの理解を深め、よりよい関わり方を考えるきっかけに 

◆日 時  令和元年９月２８日（土）１２：１５～１６：３０（１１：３０開場） 

◆会 場  千葉県総合教育センター 大ホールほか（千葉市美浜区若葉２－１３） 

◆対 象  県内の不登校児童生徒、保護者及び支援に携わる方 等 

◆参加費  無料 

◆定  員  ２００名 （申込先着順） 

 

 

第１部 全体会 

（１）・公立高等学校入試に関する説明 

   ・不登校からの進路選択に関する説明 

（２）講演 「義務教育終了後の進路と様々な支援機関」 

講師  NPO 法人セカンドスペース 理事長 成瀬 榮子 

第２部 分科会…①～⑥のプログラムを並行開催 

① 県立高等学校ブース<全１０校> 

 

 

 

 

 

②公立高等学校入試に関するブース（千葉県総合教育センター所員） 

③地域若者サポートステーション／ライトハウスちばによる相談ブース 

④所員による個別相談ブース（千葉県子どもと親のサポートセンター所員） 

⑤不登校経験者（本人の立場・母親の立場）による個別相談ブース 

⑥資料コーナー（私立通信制高校・サポート校及び民間団体）・・・多目的室 

 

 

◇電話（平日 ８：３０～１７：１５）またはホームページから。 

◇締切日：９月２６日（木）…超過定員になり申込みを受け付けられない場合のみ連絡します。 

◇駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関を御利用ください。 

◇災害等により中止する場合は、前日の１７：００までにホームページに掲載します。 

◇進路のセミナーを、館山市（１０／９）、佐倉市（１０／１６）、茂原市（１０／１８）、 

流山市（１０／２５）でも開催します。 
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内容 

□県立千葉大宮高等学校（通信制）  □県立生浜高等学校・県立松戸南高等学校（三部制定時制） 

□県立天羽高等学校・県立船橋古和釜高等学校・県立泉高等学校・県立流山北高等学校（地域連携ｱｸﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ） 

□県立船橋高等学校（定時制）    □県立千葉工業高等学校（定時制 専門学科）   

□県立八街高等学校（全日制総合学科） 

申込方法・その他 

千葉県子どもと親のサポートセンター 支援事業部 
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 5-10-2 電話 043-207-6028 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/ 子どもと親のサポートセンター 
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記 

 １ 期 日  令和元年８月２１日（水） 

 ２ 会 場  千葉県文化会館 大ホール 

        千葉市中央区市場町 11番 2 号 

JR 本千葉駅より徒歩約 10 分 

         千葉都市モノレール県庁前駅より徒歩約 7 分 

         京成千葉中央駅より徒歩約 15 分 

 

３ 対 象  入学を希望する小学校６年生の保護者 

（義務教育学校・特別支援学校を含む） 

 

４ 時 間  午前１０時３０分 から 正午 まで 

 
５ 参加方法  参加ご希望の方は，開始時刻までに直接 

会場へお越しください。事前に申し込む必 
要はありません。なお，駐車場の準備はご 
ざいませんので，ご来場の際は公共の交通 
機関等をご利用ください。 

千葉県立千葉中学校は，平成２０年度に併設型中高一貫教育校としてスタートをし，本年度１２年

目を迎えました。千葉中学校の基本理念は，「千葉から，日本でそして世界で活躍する心豊かな次代の

リーダーの育成」です。定員は８０名で学区は県内全域です。また６年間の一貫教育のため，中学校

入学者は入学者選抜を受けずに千葉高等学校へ進学することができます。生徒は大変個性豊かで，さ

まざまな能力に秀でており皆楽しく学校生活を送っています。 

 千葉中学校の概要や生徒の学校生活，令和２年度の生徒募集等についてご理解いただくために，来

年度千葉中学校への進学を希望される児童の保護者の方を対象としまして，下記のとおり説明会を開

催します。 

 説明会では，生徒の普段の学習活動や部活動の様子について，説明，スライド，実演でその一部を

ご紹介するとともに，出願手続きなどについてご説明いたします。 

この件についてのお問い合わせ 

〔問い合わせ先：千葉県立千葉中学校  ０４３－２０２－７７７８〕 

〔千葉中学校ウェブページ：https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-j/〕 

【オリエンテーション合宿】 

自主性を伸ばし、揺ぎない学力と幅広く深い教養を育成 

【 体育祭 】 

へ 

文化祭一般公開のお知らせ 

9 月 1４日(土) 1５日（日） 

 クラス企画の催し物・学校紹介 

部活動の発表など 

校舎にお入りになって， 

間近でご覧になれます。 

ご来校をお待ちしています。 

 

【 文化祭 】 
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期日 
令和元年８月２２日(木) 

会場 
柏市民文化会館大ホール 
※車でのご来場はご遠慮ください (住所：柏市柏下１０７番地) 

時間 
第１回 １０：３０～１１：３０ 

（開場１０：００） 

第２回 １４：００～１５：００ 

（開場１３：３０） 
※第１回か第２回のどちらかに御参加ください。 

対象 
入学を希望する小学校 
（義務教育学校，特別支援学校を含む） 

６年生の保護者 

参加方法 
事前の申し込みは不要です。 

各回の開始時間に遅れないよう 

お越しください。 

 
当日は代表生徒が 
本校についての 

プレゼンテーションを 
行う予定です！ 

内容 

・校長挨拶 

・副校長による本校の概要説明 

・本校生徒による 

学校紹介プレゼンテーション 

・千葉県教育委員会による 

事務手続きについての説明 

アクセス 
ＪＲ常磐線・東武野田線「柏駅」東口から（徒歩約３０分） 

・阪東バス【ウェルネス柏行き】で 

［柏市民文化会館前］下車 徒歩約１分 

・阪東バス【慈恵医大柏病院行き】  

終点下車 徒歩約５分 

ＪＲ常磐線「北柏駅」南口から（徒歩約２０分） 

・阪東バス【慈恵医大柏病院行き】で  

終点下車 徒歩約５分 

【総合学習での柏調べ】 【伝統文化学習での能体験】 

＜問合せ先＞ 

千葉県立東葛飾中学校 

電話 ０４－７１４３－８６５１ 

学校公式ホームページ → 

作成：東葛飾中学校・広報委員会 


