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【募集職種及び職務内容について】 

(1)臨時的任用講師：学級担任や授業担当として児童生徒の指導に当たる他、事務などを分掌します。  

(2)非常勤講師：授業を担当して児童生徒の指導に当たります(週 29 時間勤務等) 。 

(3)養護教諭：児童生徒の健康管理及びその指導をします。  

【勤務校について】 

県内の公立小学校・中学校・義務教育学校・県立高等学校・県立特別支援学校に勤務します。 

【応募資格について】 

教員免許状を取得済みの方又は勤務開始日までに取得見込みの方。 

※看護師免許所有者は、特別支援学校で児童生徒に医療的ケアを行う特別非常勤講師として勤務可。詳細

については、お問い合わせください。 

※待遇手当等については、千葉県教育委員会のＨＰをご覧ください。 

【アドレス】https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/saiyou/koushi/index.html 

 公立学校講師 千葉県  検索 

【講師登録方法】                          

1 ちば電子申請サービスを利用して登録する場合 

（１）「ちば電子申請サービス」のトップページに行きます。 

【アドレス】http://www.shinsei.elg-front.jp/chiba2/navi/index.html 

（２） 「団体検索」→『千葉県への申請はこちら』をクリックし、『講師登録』を検索します。 

（３）検索から『公立小・中学校講師登録申請』又は『県立学校（高校・特別支援）講師登録申請』のページに

移動します。 

                   ２ 郵送による登録 

                                   郵送による登録も可能です。 

赤枠の部分を選択                          詳しくは、ＨＰをご覧ください。 

して、各項目を入 

力してください。 

入力した内容は、 

控えておいてく 

ださい。 
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公立学校講師募集のお知らせ 

千葉県では、小学校・中学校・義務教育学校・県立高等学校・県立特別支援学校で働く 

「講師」を募集しています。 

この件についてのお問い合わせ 
教育振興部教職員課任用室  
ＴＥＬ：043-223-4044 

教員のスタートを、ちばで講師！！ 

【小・中学校】 【県立高校・特別支援学校】 

↑講師登録（スマートフォン用） 
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高校生による「書のパフォーマンス発表会」切

磋琢磨～新しい時代を友と共に～（9月 29日） 

 

さわやかちば県民プラザにおいて、今年で 10

回目となる「書のパフォーマンス発表会」が行わ

れました。今年のテーマは、「切磋琢磨～新しい

時代を友と共に～」です。これまでで最多の県内

9校の高等学校書道部が参加しました。参加校は

我孫子、鎌ヶ谷西、柏、小金、白井、松戸馬橋、

松戸六実、八千代松陰、流通経済大柏です。 

高校生による実行委員会を立ち上げ、当日まで

4回会議を開催し、テーマや共同作品の構想を主

体的に話し合ってきました。当日は、テーマに合

った歌や音楽に合わせて、躍動感あふれるパフォ

ーマンスを披露し、各学校の実演後には、9校の

代表者が協力した共同作品も披露しました。 

 

詳しくは、こちら↓ 

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

uhou/photo-2019/190929.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-2019/190929.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/190929.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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 令和元年１０月１６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/2019/011016-2.html（第８回結果） 
 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 教 育 委 員 の 活 動 （ １ ０ 月 ）◇◇◇◇◆◆◆◆ 

 

 

 

令和元年度第８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３５号議案  千葉県生涯学習審議会委員の任命について 
第３６号議案  千葉県社会教育委員の委嘱について 
第３７号議案  学校職員の懲戒処分について 
第３８号議案  学校職員の分限処分について 
第３９号議案  令和元年度教育功労者の決定について 

（ 報 告 ） 

報 告 １  令和２年度公立学校教員採用候補者選考の結果について 

報 告 ２  第７４回国民体育大会千葉県選手団の成績について 

 

学力向上交流会（県立船橋高等学校） 

 １０月２９日（火）に県立船橋高等学校で開催された

「学力向上交流会」を井出委員が視察しました。第３期目

の SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を受

け、全国で唯一、科学技術人材育成重点枠（高大接続）の

指定も受けている同校では、SS 課題研究 II（理数科２年

生）において、生徒がそれぞれの研究テーマに意欲的に取

り組んでいました。設定テーマもユニークで、生徒が研究

に没頭する姿が印象的でした。 
 公開授業後の協議会では、「生徒の探究心を育む授業実

践」をテーマに、各学校の先生方が活発に意見を交わして

いました。 
研究テーマについて質問をする井出委員（右） 

都道府県指定都市教育委員研究協議会 

 １０月２９日（火）に文部科学省で開催された「都道

府県指定都市教育委員研究協議会」に花岡委員が参加し

ました。はじめに、文部科学省から「初等中等教育施策

の動向について」行政説明がありました。午後はパネル

ディスカッションが行われ、その後、分科会に分かれ

「特別支援教育の推進」「教職の魅力向上と教員の資質向

上」について意見交換を行いました。 
グループ協議のまとめを発表する花岡委員 



★★★P4 あっ！ なんてステキな特別支援学級 ★★★ 
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（タイトル：○×ゲーム） 

 

（タイトル：発音ビンゴ） 

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ども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？ 

魅力でもあり苦しさでもあるが、教科書が

なく、自分と子どもの化学反応で授業が 

構成されていくこと。「分かった。」「でき

た。」という喜びを強く共有できること。 

授業で心がけていること 

子どもの興味や関心のあることを大切に

し、得意な力を使って課題を達成できるよ

うに支援すること。自己肯定感を持ち、  

援助要請のできる子に育てること。 

私の好きな「こ・と・ば」 

「あきらめたらそこで試合終了」 

「明けない夜はない」 

 【〇×ゲーム （音の聞き分け）】 

発音の練習の基本は、正しい発音と誤っ

た発音の聞き分けができるかどうかで

す。練習が必要な音の中で一番聞き分け

やすい音から始めます。真剣に音を聞い

て、〇と×の札を上げたり、動作で示し

たりします。役割を交代することで意欲

を高めることができます。 

【発音ビンゴ】 

正しい音が出るようになったら、その音

を含む単語（語頭・語中・語尾）の練習

が必要になります。単語と同じ絵のとこ

ろにおはじきを置いてビンゴゲームと

して取り組みます。ゲームを楽しみなが

ら、たくさんの単語や文を練習すること

ができます。 

 
 

 
 

担任名：荒井 眞由美 

特別支援教育経験：３４年 

（今年度末現在） 

学校名：我孫子市立新木小学校 

学級の障害の種類：言語障害 

        （ことばの教室） 

 

 



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  

★★★P5 不登校サポートセミナー ★★★ 
 

 

 

 

◇日 時： 令和元年１１月３０日（土）  ９：３０～ ９：５５ 受付  
１０：００～１２：００ 講演  
１２：１５～１６：００  個別相談  

◇会 場： 千葉県子どもと親のサポートセンター 多目的室 他 

千葉市稲毛区小仲台５－１０－２ 

◇対 象： 県内の不登校の子どもを持つ保護者、支援に携わる方 等 

 ◇参加費： 無料 

◇定  員： ７０名（申込先着順） 
 

第１部  
第１部 講演 （１０：００～１２：００） 

演題：「子供たちはなぜ不登校になるのか」 
      ～不登校になることで何をしようとするのか～ 

講師： なんそう心理教育研究所（ゆうわ心の相談室） 
所長 上田 和子 

第２部 所員・相談補助員による個別相談 （１２：１５～） 
    ※「相談補助員」：不登校を経験された方。 

※要予約：申込み時に予約が必要です。相談は約３０分程度。 
時間はこちらで指定させていただきます。予約状況によっては当日も受け付けます。 

 
 
 

◇電話（平日 ８：３０～１７：１５）またはホームページから。 
※「第２部 個別相談」は予約が必要です。  

◇締切日：11 月 28 日（木）…定員超過により申込みを受け付けられない場合のみ連絡します。 
◇緊急時における中止の場合は、前日の１７：００までにホームページに掲載します。 
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 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 


