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スケジュール 

８/１８（日） 
成田空港発 

クアラルンプール空港着 

８/１９（月） 

・マレーシア教育事務局訪問 

・【宗教・芸術を学ぶ】 
国立モスク・イスラム美術館 

・英語プレゼン予行練習（ﾎﾃﾙ内） 

８/２０（火） 

・現地学校交流（SMK SEAFIELD校） 

・【産業を学ぶ】  

ピューター体験（錫(ｽｽﾞ)製品制作） 

・【歴史を学ぶ】  

国家記念碑、独立(ﾑﾙﾃﾞｶ)記念広場 

８/２１（水） 

・日系企業訪問（TOTOマレーシア） 
・プトラ大学訪問 

（大学生との交流・英語ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等） 

・【伝統文化を学ぶ】 
バティック染め体験 

８/２２（木） 

・【建築物視察】 
ペトロナスツインタワー 

・【自然環境を学ぶ】 
アグロツアー 

・カンポンステイ（農村ホームステイ） 

８/２３（金） 

・カンポンステイ送別会 

・【商業視察】セントラルマーケット 

クアラルンプール空港発 

８/２４（土） 成田空港着 

P１ 

Vol.250 

千葉県内の６校（※）２９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

を目的として、8 月 18 日から 8 月 24 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学校を訪問して、現地の高校生の前で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）でのホームステイでは、マレーシアの伝統的な生活

習慣を体験しました。 

現地での活動を通じて、高校生たちは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。 

千葉県教育委員会では、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、県立柏南高校、県立流山おおたかの森高校、県立成東高校、県立袖ヶ浦高校、植草学園大学附属高校 

１０月号-１ 

現地学校交流 
（昨年に引き続き、SMK SEAFIELD 校を訪問） 

 

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 

～本事業のはじまり～ 
 マレーシアへの高校生派遣事業は、平成２７年９月

に、森田知事がマレーシアの教育大臣と教育交流に  

ついて会談したことがきっかけとなり始まったもの

で、今回で４回目の実施となりました。 

 マレーシアの教育大臣と会談する森田知事 



 

（1 ページから続く）「高校生のマレーシア訪問」 

P2                                目次へ 

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 

学校交流歓迎式 
（写真は盆踊り「東京五輪音頭 2020」） 

 

マレーシアの高校生との交流 
 

異文化体験学習 
（写真はバティック染め体験） 

 

教育事務局を訪問し、マレーシア 
の教育事情について質問する生徒 

 

マレーシアの高校生の前で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 

現地での活動をより充実したものとするため日本で事前研修会を行いました。（７月２３日、８月８日～９日） 

マレーシア政府観光局 
徳永誠氏による講演 

 

プレゼンテーションの練習 
 

マレーシアからの留学生に 
アドバイスをもらいました 

 

カンポンホームステイ 
（写真は対面式の様子） 

 

プトラ大学 訪問 
（写真は英語ワークショップの様子） 

 



★★★ P３ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

インデックス(目次) 頁 

千葉県の高校生がマレーシアを訪問しま

した 
１ 

インデックス＆ミニ・トピックス ３ 

教育委員会会議報告 ４ 

あっ！なんてステキな特別支援学級 ５ 

優勝チーム・優勝者が表敬訪問 ６ 

令和元年度 休日開放事業 特別支援 

教育講演会 参加者募集！！ 
７ 

令和元年度 千葉県児童生徒・教職員   

科学作品展一般公開を延期します 
８ 

イベント情報 別冊 

P３ 

「オリ・パラ」サマーセッション IN 東金

～障害者スポーツを見て、知って、体験！

～を開催！        (８月２０日) 

 

千葉県教育委員会では、県内の特別支援学校 7

校を「特別支援学校を拠点とした障害者スポーツ

振興事業」推進拠点校として指定し、障害者スポ

ーツの更なる普及・啓発に努めています。指定を

受けた東金特別支援学校では、地域に障害者スポ

ーツを広めることを目的とした「『オリ・パラ』

サマーセッション in 東金～障害者スポーツを見

て、知って、体験！～」を 8 月 20 日(火)東金ア

リーナで開催しました。当日は地域の小中高校

生、障害のある児童生徒や近隣の大学に通う留学

生等、様々な参加者総勢 249 名が集い、障害者

スポーツの体験会を通して交流しました。 

  

詳しくは、こちら↓ 

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

/kouhou/photo-2019/190820.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-2019/190820.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/190820.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


（右下）全体会で意見

を述べる佐藤教育長

職務代理者 

★★★P４ 教育委員会会議報告 ★★★ 
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 令和元年９月１１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  http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2019/010911-2.html（第７回結果） 
 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 教 育 委 員の 活動 （ ７ ・８ 月）◇◇◇◇◆◆◆◆ 
 

 

 

 

 

令和元年度第７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３２号議案  令和元年度末及び令和２年度公立学校職員人事異動方針について 
第３３号議案  学校職員の懲戒処分について 
第３４号議案  学校職員の分限処分について 

（ 報 告 ） 

報 告 １  全国高等学校総合文化祭について（２０１９さが総文祭） 

報 告 ２  令和２年度使用県立高等学校教科用図書の採択について 

報 告 ３  令和２年度使用県立特別支援学校教科用図書の採択について 

報 告 ４  ちばアクアラインマラソン２０２０大会要項の決定について 

報 告 ５  全国高等学校総合体育大会について 

 

中学生・高校生との交流会 

 ７月２９日に県立薬園台高等学校、８月６日に県立

八街高等学校で行われた「中学生・高校生との交流

会」を井出委員が視察しました。 
 「障害のない人が、障害者理解を深め、障害のある

人と共に社会を作るために、自分たちができることは

何か」をテーマに、参加した生徒たちは積極的に意見

を出し合っていました。どのグループでも活発な議論

が行われ、お互いによい影響を与え合っていました。 
 井出委員からは「一回のイベントで終わらせるので

はなく、積み上げていけると深い話し合いができるは

ずである」との意見が出されました。 

１都９県教育委員会教育委員協議会 

 ８月２９日・３０日に茨城県水戸市で開催された「令

和元年度１都９県教育委員会教育委員協議会」に佐藤教

育長職務代理者が出席しました。 
 １日目は文部科学省職員から「高等学校等における

ICT を活用した教育について」行政説明がありました。

続いて行われた同テーマの協議会では、各委員から多く

の意見が出されました。２日目は水戸藩校「弘道館」と

文書館を視察しました。 

（上）議論を見守る井出委員（県立八街高校） 
 
 
 
（左下）文書館の施設を見学する佐藤教育長職務

代理者 



★★★P5 あっ！ なんてステキな特別支援学級 ★★★ 
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特別支援学級とは、教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒のために設置された学級

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特別支援学級担任を紹介しま

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 

特別支援学級の魅力や「やりがい」は？ 

 何気ない毎日の生活の中で、子供たちの成

長に気付いたときに喜びを感じます。学校生

活での小さな積み重ねが着実に子供の力に

なっていると実感できる瞬間です。 

授業で心がけていること 

 子供一人一人、わかり方に違いがありま

す。子供が理解しやすいようにイラストを

用意したり、短い言葉で指示をしたり、順序

よく話したりと伝え方を工夫しています。 

私の好きな「こ・と・ば」 

昨日が楽しくて、今日も楽しくて、明日

も楽しい日であるならば、未来も幸せな

日々になっていくでしょう。（落合みどり・

他『十人十色なカエルの子』より東京書籍） 【楽しくトランプあそびをしよう】 

楽しく遊んでいたはずなのに、自分が 

負けそうになると、ついつい言葉がきつ

くなり、険悪な雰囲気になることもしば

しばあります。そこで、「はげましこと

ば」をつかい、最後まで楽しく遊べるよ

うになってほしいと考え、学習に取り組

みました。 

 児童と話し合いながら、普段つかって

いる言葉から「はげましことば」を見つ

けることにしました。 

友だちがトランプをたくさん手に入

れた時は、「おめでとう。」と言いながら

拍手をしていました。「はげましことば」

をかけてもらった時は、「ありがとう。」

と返事ができました。仲よく遊び、楽し

い時間を過ごせました。 

 
 

 

 

担任名：髙木 由美子 

特別支援教育経験：２７年 

（今年度末現在） 

学校名：大網白里市立増穂北小学校 

学級の障害の種類：自閉症・情緒障害 

自分の気持ちと、はげましことば 



★★★P6 優勝チーム・優勝者が表敬訪問 ★★★ 

令和元年度全国高等学校総合体育大会 
第57 回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 

 

 

令和元年度の全国高等学校総合体育大会及び第57回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会におい

て、優勝を成し遂げた選手が、学校関係者とともに 9 月 10 日に県庁を訪れ、滝川副知事及び澤川教育長

に優勝を報告しました。 
 滝川副知事からは「この優勝を一つのステップとして，世界に駆け上がってほしい。」と祝福の言葉が

ありました。そして、千葉県立小見川高等学校 カヌー部の諏訪選手から「御支援していただき本当にあ

りがとうございました。世界で活躍できるよう努力していきます。」と選手代表挨拶がありました。 
〇全国高等学校総合体育大会団体優勝 

体操競技男子 船橋市立船橋高等学校（2 年連続 6 度目） 
レスリング男子学校対抗 日本体育大学柏高等学校（4 年連続 4度目） 
カヌー女子学校対抗 千葉県立小見川高等学校（2 年連続 2 度目） 

〇全国高等学校総合体育大会個人優勝 
陸上競技男子 110m ハードル 千葉県立松戸国際高等学校 村竹ラシッド 
体操競技男子あん馬・跳馬 船橋市立船橋高等学校 橋本大輝 
体操競技男子つり輪 船橋市立船橋高等学校 金田希一 
体操競技女子個人 東京学館高等学校 塙 颯香 
新体操女子個人・ボール クラーク記念国際高等学校千葉キャンパス 山田愛乃 
水泳男子 100m バタフライ 東海大学付属浦安高等学校 井上 海 
水泳男子 200m バタフライ 昭和学院高等学校 寺門弦輝 
ボクシングライト級 習志野市立習志野高等学校 堤 麗斗（2年連続） 
ボクシングライトウエルター級 千葉県立沼南高等学校 髙橋麗斗 
レスリング男子 92 ㎏級 日本体育大学柏高等学校 トワードルジ ブフチョローン 
レスリング女子 50 ㎏級 日本体育大学柏高等学校 片岡梨乃 
少林寺拳法男子組演武 桜林高等学校 髙橋右京・水上英信 
カヌー女子カヤックシングル 500m 千葉県立小見川高等学校 諏訪智美（2 年連続）、 
カヌー女子カヤックフォア 500m 千葉県立小見川高等学校 諏訪智美・柳堀あいり・髙野真緒・髙橋星菜 

○全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会優勝 
ビームライフル男子学校対抗 千葉県立実籾高等学校 

[問合せ先：０４３－２２３－４１０８ 教育振興部体育課学校体育班] 

目次へ 
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★★★P7 令和元年度 休日開放事業 特別支援教育講演会 参加者募集！！ ★★★ 

令和元年度 休日開放事業 参加者募集！！ 

 

   特別支援教育講演会 期日 １１月２３日（土・祝） 
【事業番号８５９２】１３時３０分～１６時００分 

「共生社会の形成に向けて～IPC 公認教材『 I'mPOSSIBLE 

（ｱｲﾑﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ）』を使ったパラリンピック教育の推進～（仮）」 

講師   I'mPOSSIBLE 日本版事務局 

日本財団パラリンピックサポートセンター  

プロジェクトマネージャー マセソン 美
み

季
き

 
パラリンピック競技を題材として、障害、年齢、国籍等を問わず、多様な人々が共に生き 

る社会の形成に不可欠な、インクルーシブな考え方等について学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 講師及び主題については、変更する場合もあります。 

（対象）県民・教育関係者等(150 名)  

（場所）千葉県総合教育センター  大ホール 

    千葉県千葉市美浜区若葉２－１３ 

最寄駅：ＪＲ京葉線海浜幕張駅・総武線幕張駅・京成幕張駅 

     ※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。 

〇申込方法 メールまたは電話、ＦＡＸによる申込みとなります。 

申込みの際は（１）事業番号【8592】        （２）氏名（ふりがな） 
（３）所属（または、お住いの地域名） （４）連絡先電話番号をお願いします。 
※ 手話通訳等を希望される方は、11/15（金）までにお申込みください。 
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この件についての問合せ先 
総合教育センター特別支援教育部 電話 ０４３－２０７－６０２３ 

『 I'mPOSSIBLE（ｱｲﾑﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ）』について 

      

全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学

校に無料で配布されているパラリンピック教材

（指導案、教師用ガイド、ワークシート、映像

教材などが全て含まれた授業セット）。パラリン

ピックを題材に、共生社会の実現に向け、子ど

もたちの考える力を養い、主体的、対話的で深

い学びを促すことができる内容。 

マセソン 美季さんのプロフィール 

 

国際パラリンピック委員会(IPC)公認のパラリ

ンピック教材『I'mPOSSIBLE』の開発や普及

活動で、中心的な役割を担う。2018 年 4 月

より IPC 教育委員会委員、2018 年 8 月よ

り IOC 教育委員会委員に就任。カナダ在住、

カナダ国内の公立小学校教員経験あり。長野 

1998 パラリンピック冬季競技大会、金メダ

リスト。 

※ 無料 



★★★P８ 令和元年度 千葉県児童生徒・教職員科学作品展一般公開を延期します ★★★ 
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P８ 

県教委ニュース No.250（9 月号－2）でお知らせした 

令和元年１０月１２日（土）、１３日（日）に予定していました「令和元年度

千葉県児童生徒教職員科学作品展一般公開」は、台風１９号の接近のため、 

令和元年１０月１９日（土）に延期し、内容を縮小して行います。詳しくは

千葉県総合教育センターＷｅｂサイトを確認してください。 

 


