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台風１５号により被災された方々に御見舞い申し上げます 
 

千葉県教育委員会教育長 澤
さわ

川
かわ

 和宏
かずひろ

 

 

９月８日（日）深夜から９日（月）未明にかけて、千葉県に接近、上陸した台風   

１５号は、大規模停電、断水、暴風雨による建物の損壊や観光、農林水産関係への  

被害等々、本県に甚大な被害をもたらしました。 

学校関係の被害も大きく、台風の通過した９日（月）の公立幼、小、中、高等学校

（千葉市除く）の全部休業は、1,235 校中 635 校、一部休業は、481 校となり、

実に９０％以上の学校が何らかの被害を受け、通常の教育課程が実施できません  

でした。全ての学校で平常どおり授業が再開されたのは、台風通過から２週間以上が 

経過した２４日（火）でした。復旧に携わった関係者の方々のご尽力に感謝申し上げ  

ます。この間、県教委育委員会として、被害状況の把握に努めるとともに、壊れた  

校舎、施設等の修繕に向けて取り組んできました。 

千葉県は、国に対して今回の台風被害を激甚指定するよう要請しました。また、  

県教育委員会でも県内各市町村教育委員会から、要望事項をとりまとめ、子供たち 

の学校生活が一刻も早く元に戻るよう文部科学大臣に直接要望を伝えました。 

今回の台風で家屋に大きな被害を受けた方々、観光、農林水産業等に従事して被害

に遭われた方々が、早く通常の生活に戻れるように祈念するとともに、すべての子供 

たちが、学校や家庭、地域の中で元気に活動できるように全力を尽くして参ります。 
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令和元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/seisaku/ko

uhou/photo-2019/190822.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-2019/190822.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/190822.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
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海外の中学生とのふれあい 

本校では，２０年以上にわたり，アメリカ合

衆国ウィスコンシン州ウォパン中学校とホー

ムステイによる交流を行っています。 

５月にウォパン中代表生徒が来日，９月に

本校代表生徒が渡米し，親交を深めます。 

地域の方々とのふれあい 

漁業教室，高齢者ふれあい学級，職場体験，いすみ

鉄道ボランティア等，地域の人々との交流を通じ， 

体験を重視した学習の充実を図っています。 

職場体験学習 

地域のパン屋，こども園，老人ホーム等での活動の様子 

－ さまざまな人々との「ふれあい」を通じて学ぶ － 
本校では，「優しく 賢く 健やかな生徒の育成」を目指し，さまざまな人々とのふれあいを 

通じて教育活動を充実させています。授業においては，生徒同士の「学び合い」を重視して 

学習活動を展開しています。 

今回はその一例をご紹介します。  

９月訪米の様子【写真は昨年度】 

いすみ鉄道及び沿線の学校等と連携 

国吉駅の清掃及び列車内でのアテンダント体験の様子 

市主催の漁業教室 

網からイセエビを外す様子 

ウォパン歓迎集会【５月に来日した際の歓迎会】 

記念品の交換，ウォパン中学生の考案したゲーム等での交流 

高齢者ふれあい学級 

グランドゴルフ体験 

生徒同士のふれあい 

「学び合い」を生かした授業づくり 

生徒の主体的な学習の実現に向け，生徒同士の
「学び合い」を重視しています。 
授業者は，生徒自らが見いだした疑問等を解決

できるよう，座席配置や学習課題等を工夫し， 
グループ活動の活発化を図っています。 
このことは，生徒指導の機能を生かした授業 

づくりにもつながっています。 授業における「学び合い」により主体的に活動する生徒 
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★★★P５ 第１０１回全国高等学校野球選手権千葉大会 ★★★ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

選手２，９８４人の一斉行進      澤川 和宏 教育長 祝辞       選手宣誓（東京学館浦安高 遠藤主将）

                                       

                             

 

 

 

 

 

     

 

 

 

決勝戦 習志野 対 八千代松陰    井出 元 教育委員 祝辞    習志野高校 春夏連続の甲子園へ  
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この件についての問合せ先 教育振興部体育課 
電話 ０４３（２２３）４１０８ 

第１０１回全国高等学校野球選手権千葉大会 

開会式 令和元年７月１０日（水）ＺＯＺＯマリンスタジアム 

決勝・閉会式 

１７０校１６３チームによる千葉大会が７月１０日に開幕しました。令和最初の夏の頂点を目指し、

１枚の甲子園切符をかけて熱戦が繰り広げられました。決勝はＡシードで２年ぶりの決勝進出となっ

た習志野市立習志野高校が、ノーシードから勝ち上がり２１年ぶり２度目の優勝を目指した八千代松

陰高校を８－１で破り、８年ぶり９度目の甲子園出場を決めました。 

習志野高校 ８年ぶり９度目の甲子園出場！ 

表敬訪問 ７月２９日（月）に習志野高校野球部による表敬訪問が行われました。
選手が抱負を述べた後、知事から激励の言葉がありました。 



★★★P６ 第 7 回科学の甲子園ジュニア千葉県大会開催 ★★★ 

                     P６                 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７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。 

◇本大会は令和元年 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 

市川学園市川中学校Ｂチーム 

第３位 

   県立東葛飾中学校Ａチーム 

【数学実技競技 第１位】 

  市川学園市川中学校Ａチーム   

【理科実技競技 第１位】 

県立千葉中学校Ａチーム 

◇日時：令和元年８月２４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） 

理科・数学に分かれ、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。 



★★★Ｐ７ 平成３０年度魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞受賞校の取組 ★★★ 
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祇園祭ボランティア    ﾏﾚｰｼｱ海外ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 

日
本
文
化
発
信 

少
林
寺
拳
法

５年目を迎えた 
スーパーグローバルハイスクール 

○充実したＧＳ課題研究 
○多様なＧＳプログラム 
○国内フィールドワークは 
全８コースから選択 

○マレーシア海外フィールドワーク 
○日本文化発信事業 

県 立 成 田 国 際 高 等 学 校 

―平成３０年度魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞受賞校の取組― 

発展を続ける成国を魅力的にする３つの宝物 

１つ目の宝物 

国際交流の金貨 

海外に５つの姉妹校。どの学校とも交流を継続中 

果川外国語学校（韓国） 

桃園市立陽明高級中等学校（台湾） 

ジョン・Ｆ・ケネディ高校（アメリカ） 

スプリングウッド高校（オーストラリア） 

ビューバンクカレッジ高校（オーストラリア） 

 アメリカ短期派遣 

  韓国姉妹校交流 

   台湾修学旅行 
 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ生徒書道体験 

２つ目の宝物 

文武一貫の剣 

○時代を先取る英語教育           
○生徒の主体性を重んじる 
アクティブラーニング 

○運動系１５、文化系１９の部・

同好会 約９割の生徒参加 
○積極的なボランティア活動  

３つ目の宝物 

ＳＧＨの指輪 
 

楽しくなければ 

ナリコクじゃない！ 

成田国際高校の様子は、ホームページでも公開しています。 https//cms2.chiba-c.ed.jp/naritakokusai-h/ 

お問合せ 企画管理部 教育政策課 電話 ０４３－２２３－４０２６ 



★★★Ｐ８ 「学力向上」交流会を開催します！ ★★★ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地    域 開催日時 会  場 

県立学校 １０月２９日（火）午後１時２０分から 県立船橋高等学校 

北  総 

（香取・海匝） 
１１月１３日（水）午後１時１０分から 香取市立山田中学校 

北  総 

（ 印 旛 ） 
１１月１４日（木）午後１時２５分から 印西市立牧の原小学校 

南 房 総 １１月２０日（水）午後１時２０分から 市原市立姉崎東中学校 

県立学校 １１月２１日（木）午後１時１０分から 
東金文化会館 

※県立松尾高等学校 

葛  南 １１月２２日（金）午後１時２０分から 船橋市立葛飾小学校・葛飾中学校 

東 葛 飾 １１月２２日（金）午後１時１０分から さわやかちば県民プラザ 

東 上 総 １１月２６日（火）午後１時２０分から 大多喜町立大多喜中学校 

 目次へ 
Ｐ８ 

「「「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３０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。 
 

鋸南町立鋸南小学校 八街市立八街中央中学校 県立佐倉高等学校 

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 



★★★Ｐ９ 千葉県総合型地域スポーツクラブ ★★★ 
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千葉県では、１０月を「スポーツ立県ちば推進月間」として、様々なスポーツ
イベントを行っています。 

「親子体験イベント」では、親子のふれあいを通してスポーツに親しむ    
きっかけとなる機会を設けています。令和元年は、１１の千葉県総合型地域   
スポーツクラブが開催することとなりました。ぜひ、親子での御参加をお待ち  
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 

令和元年９～１１月に１１クラブで開催 親子体験イベント開催 

１０～１１月の実施団体 

すぽ・かる小金原（松戸市）・のさかスポーツクラブ（匝瑳市）・北市川スポーツクラブ（市川市） 

かしわスポレククラブ あそびん（柏市）・一般社団法人東千葉スポーツクラブ（東金市） 

ＮＰＯ法人幕張西スポーツクラブ（千葉市）・ＮＰＯ法人スポーツアカデミー（旭市） 

誉田スポーツクラブ（千葉市） 

ＮＰＯ法人 ならだいスポーツクラブあまなつ（船橋市） 

対象小学校 船橋市立坪井小学校 

実 施 場 所 船橋アリーナ 

日 時 令和元年９月２８日 土曜日 

１１時３０分～１４時５０分 

イベント内容 スポーツ雪合戦・わんぱく親子体操 

      親子フィットネス 

      親子フットサル 

定 員 １３０名 

一宮エンジョイスポーツクラブ（一宮町） 

対象小学校 一宮町立一宮小学校 

      一宮町立東浪見小学校 

実 施 場 所 一宮町ＧＳＳセンター 

日   時 令和元年９月２２日 日曜日 

１０時３０分～１２時３０分 

イベント内容 手軽にできるバドミントン 

      バレーボールをツールとした 

体験教室 

定 員 ４０名 

帝京平成スポーツアカデミー（市原市） 

対象小学校 市原市内小学校（４校） 

      清水谷小、牧園小、湿津小、辰巳台東小 

実 施 場 所 帝京平成大学 

千葉キャンパス体育館アリーナ 

日 時 令和元年９月１４日 土曜日 

１０時３０分～１２時３０分 

イベント内容 （例）人間知恵の輪、リレー、 

猛獣狩りなど 

定 員 １５組３０名 

一一般般社社団団法法人人  東東千千葉葉ススポポーーツツククララブブ  

昨年度の様子 



★★★P１０ ２０１９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 

２０１９活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７４回国民体育大会関東ブロック大会サッカー競技が８月１０日から１２日にかけて、市原市、千葉市、

習志野市、袖ケ浦市で開催されました。 

  今年度の少年男子チームは、千葉県立生浜高等学校の田中章太郎監督のもと、J リーグクラブチームの

柏レイソルＵ-１８とジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ-１８、高校では船橋市立船橋高等学校を中心に、ポイ

ントとなる選手として千葉県立八千代高等学校の選手が加わってチームを構成しました。 

初戦は、市原市のゼットエーオリプリスタジアムで昨年度の国体チャンピオン埼玉県との対戦となりまし

た。ホームの利を生かし、県民の期待を受けながらのキックオフ。前半９分と１１分に立て続けに得点を許

し、とても厳しい試合状況となりました。しかし、前半の１８分にゴール前の攻防から押し込み、２対１と

し、前半を折り返しました。後半に入ると、積極的に攻撃を仕掛けるシーンが増え、後半の１１分に追いつ

き、2 対 2 としました。その後、幾度もゴールを脅かされながらも必死に守り、ラストプレーのフリーキッ

ク。ゴールバーの跳ね返りをヘディングで押し込み、劇的な逆転で勝利を掴み「いきいき茨城ゆめ国体」の

出場権を獲得しました。 

  この関東ブロック大会で得た「チームの結束力」と「粘り強さ」を武器に、茨城国体での活躍を期待し

ています。 

中学生・高校生が出場し関東ブロック大会を通過した競技 

水泳【水球】（女子） サッカー（少年男子） ボートダブルスカル（少年男子） 

ボクシング（少年男子） バレーボール（少年女子） 体操【体操競技】【新体操】（少年男女） 

ゴルフ（少年男子） バスケットボール（少年男女） ハンドボール（少年男女） 

なぎなた（少年女子） バドミントン（少年男女） アーチェリー（少年男子） 

ソフトテニス（少年男子） 馬術（少年男女） 柔道（少年男子・女子） 

ライフル射撃（少年男女） 剣道（少年男女） スポーツクライミング（少年男子） 

カヌースプリント（少年男女） ボウリング（少年男子）  

激戦区である関東ブロック大会（少年種別）を２０競技が見事に突破し、千葉県の競技力の高さを示す

ことができました。そして、いよいよ９月７日から体操【トランポリン・新体操】を皮切りに「いきいき

茨城ゆめ国体」が始まります。「チームちば」一丸となり 

男女総合成績（天皇杯得点）５年連続入賞、 

女子総合成績（皇后杯得点）１１年続入賞を目指します。 

                        Ｐ１０                   目次へ 

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」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。男女総合成績（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。 

写真はサッカー少年男子（U-16）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 

サッカー 


