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県内トップ・プロによる家庭（室内）で出来る運動動画集 

をホームページに掲載しました！ 

千葉県では、トップ・プロ連携事業として、県内に拠点を置くトップ・プロ団体と連携し
ています。プロ選手やトップアスリートとの交流を通じて、スポーツの価値や魅力に触れる
ことができ、青少年の健全育成や「みるスポーツ・ささえるスポーツ」への関心を高めるこ
とに大いに役立っています。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止による、緊急事態宣言の発令・延長により、学校の休
校措置が長期間続きました。子ども達が家庭にいる時間が長かったことによる運動不足が懸
念されています。 

そこでトップ・プロ団体に御協力いただき、それぞれの競技の特性を生かした「家庭（室
内）で出来る運動動画集」を作成しました。わずかな時間でできる簡単な運動が中心です。
学校は再開しましたが、まだまだ通常の生活に戻るまでは時間がかかりそうです。ちょっと
した時間を利用して、御家族皆さんで取り組んでみてください。 

千葉県ホームページ  

教育・文化・スポーツ → 体育・スポーツ → 生涯スポーツの推進 

  「県内トップ・プロによる家庭（室内）で出来る運動動画集」 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/taiiku/topproundoudouga.html 

☆掲載動画☆ 
千葉ロッテマリーンズ  佐々木朗希投手も実践している家でできる 

（野 球）   簡単トレーニング１～５ 簡単ストレッチ１～５ 
            マリーンズオリジナルリズム体操 
千葉ジェッツふなばし  お家でできるトレーニング（バスケで勝てる強い体の作り方） 
（バスケットボール）  ＳＴＡＲ ＪＥＴＳによるお家でできるトレーニング１～６ 
千葉ゼルバ       自宅で簡単にできるトレーニング 

（バレーボール）   
ＮＥＣグリーンロケッツ リフレッシュ体操 
    （ラグビー）  家でもできるトレーニング・グリトレ（第１弾・第２弾） 
バルドラール浦安    自宅で簡単エクササイズ！ 

（フットサル）   
セントラルスポーツ   おうちでできるキッズスクール動画 

（体操競技）   
ジェフユナイテッド市原・千葉 UNITED！～ひとつになって、超えてゆこう。～ 

（サッカー）                     （特設サイト） 

この件についての問い合わせ先 

教育庁教育振興部体育課生涯スポーツ班 ０４３－２２３－４１０５ 
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県教育委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響

で家計が急変した、生徒・ご家庭への支援を行います。 

○ 千葉県立高等学校の授業料減免 

新型コロナウイルス感染症の影響により年度の中途に

おいて家計急変した生徒に対し、高等学校等修学支援事

業費補助金（家計急変世帯への支援）を活用し、授業料

減免措置等の必要な支援を行っています。 

授業料の減免については、今般の新型コロナウイルス

感染症の影響に限らず、千葉県立高等学校授業料の減免

に関する規程により、年収目安６０３万円までの世帯が

適用を受けられる可能性があります。 

※必要書類や審査基準等の詳細はまず学校の事務室まで

ご相談ください。 

○ 千葉県立高等学校奨学資金の返済猶予・緊急貸付 

新型コロナウイルス感染症等で家計急変した方につい

て、返還猶予申請の受付を行っています。 

また、高等学校等に在学中の学生のうち、新型コロナ

ウイルス感染症等で家計急変した方について、奨学資金

の貸付申請を受け付けています。 

○ 千葉県公立高等学校等奨学のための給付金 

新型コロナウイルス感染症等で家計急変した方につい

て、申請の受付を行っています。 

詳しくは、こちら↓（６月２０日以降閲覧可） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zaimu/jugyour

youtou/syougakunotamenokyuhukin.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/zaimu/jugyouryoutou/syougakunotamenokyuhukin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zaimu/jugyouryoutou/syougakunotamenokyuhukin.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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 開催日 令和２年５月２７日（水） 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/2020/020527-2.html（第２回結果） 
 

 

令和２年度第２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１３号議案 県立青少年教育施設の再編構想の策定について    

   

第１４号議案 令和３年度千葉県県立高等学校第１学年入学者選抜要項の制定について 

            

第１５号議案 令和３年度千葉県県立中学校第１学年入学者決定要項の制定について  

                                   

第１６号議案 令和３年度千葉県県立特別支援学校幼稚部・高等部及び高等部専攻科入学者選考要

項の制定について   

             

第１７号議案 令和３年度使用県立中学校教科書の採択に関する基本的な考え方について 

 

第 １ 号報告 教育委員会所管に係る令和２年度６月補正予算案について 

（ 報 告 ） 

報  告  １ 令和２年度千葉県公立高等学校入学者選抜の結果について 
 

報   告   ２ 令和元年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について 
 

 



★★★P4 読書・学習に役立つリンク集を作成しました（中央図書館） ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たとえば、このようなサイトを紹介しています。 

 

オンラインで読んで楽しむ 

青空文庫 

著作権の保護期間切れ、または著者が許諾した

作品を公開する電子図書館です。 

 

読売 KODOMO 新聞 

おすすめページを PDF で無料公開していま

す。同様に読売中高生新聞があります。 

自宅学習する 

文部科学省「臨時休業期間における学習支

援コンテンツポータルサイト（子供の学び

応援サイト）」 

学習支援コンテンツのほか、様々なウェブサイ

トを紹介しています。 

NHKforSchool おうちで学ぼう 

E テレで放送している教育番組や、関連する動

画クリップを掲載しています。 

次に読みたい本を探す 

科学道 100 冊  

中学生・高校生を中心とした幅広い層に科学の

本の魅力を伝える企画。児童書を紹介する「科

学道ジュニア」もおすすめです。 

 

千葉県公共図書館協会「ブックリスト」 

千葉県公共図書館協会で作成した、児童書のブ

ックリストを公開しています。 

博物館や研究機関を見る 

北海道博物館「おうちミュージアム」 

家で楽しみながら学べるコンテンツを提供す

る全国のミュージアムのリンク集があります。 

 

国立民族学博物館「おうちでみんぱく」 

パソコンやスマートフォンで、みんぱくの展

示場を探検し、解説が聞ける「バーチャルミ

ュージアム」があります。 

詳しくは、県立図書館のホームページで見られます。 

⇒「新型コロナウイルス対策のために学校がお休みのみなさんへのリンク集」 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/information/central/post_345.html 
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千葉県子どもの読書活動推進計画（第四次）では、インターネットや電子図書館の有効

活用を推進しています。自宅で過ごす時間の長くなる子どもたちのため、図書館で本を借

りたり返したりできなくても楽しく、また、役に立ちそうなページをまとめて、県立図書

館ホームページで公開しました。 

学校現場での活用や、保護者の方へのご紹介などに、お役立てください。 

この件についての問合せ先  

中央図書館 児童資料室 電話：０４３－２２２－０１１６ 

https://www.aozora.gr.jp/
https://www.yomiuri.co.jp/kodomo/
https://www.yomiuri.co.jp/teen/
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
http://www.nhk.or.jp/school/
https://kagakudo100.jp/
http://www.chibalib.org/booklist
http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/
https://www.minpaku.ac.jp/museum/news/ouchi
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/information/central/post_345.html


★★★P５ 令和元年度 魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞受賞の取組 ★★★ 
 

 
本校は，千葉県教育委員会から進学指導重点校の指定を受け 5 年目，また，文部科学省から

SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を受け 3 期 4 年目を終えようとしています。 
学校改革のプロジェクト KBP（Kenkashi Branding Project）を立ち上げ，変化の激しい新し

い時代に対応した教育の実現を目指し，３つの力「学力・学ぶ意欲」，「リーダーシップ」，「探究

し，伝える力」の資質・能力の育成に取り組んでいます。中でも，「探究し，伝える力」の育成

は，「SSH を学校全体に」というスローガンのもと，SSH の教育活動を活かし，外部の専門機関

の協力を得ながら実施し，生徒は教科横断的・総合的な学習に取り組んでいます。プレゼンテー

ションの手法を学ぶことが目的で，理数科１年生のみが行っていた日本科学未来館での校外学習

を，今年度は普通科１年生にも拡げて実施しました。令和２年度は，普通科２年生でも探究学習

を取り入れた校外学習を導入します。理数科生徒は，早くから「課題研究」に取り組みますが，

普通科生徒も「総合的な探究(学習)の時間」に「課題研究」を行っています。そのまとめとして，

１，２年生合同で，ポスターセッション形式の校内発表会を行っています。 
多くの教科・科目の授業で，自分の考えを整理し，伝え合う場面が設定されるようになりまし

た。学校評価アンケートで，「授業で，自分の考えをまとめ発表する機会があり，伝える力を重

視している。」との問いに対する生徒の肯定的な回答の割合は，昨年度の 51.8％に対して，今年

度は 85.7％となっています。 
近隣の小学校で本校生徒が行う「理科出前実験教室」では，児童が目を輝かせながら実験に取

り組み，「理科(実験)が好きになった」という感想が寄せられています。また，小・中学校で行う

「小学校算数教室」等で，今年度は 281 名の生徒が「せんせい」となり，児童・生徒と交流を行

いました。生徒は教えることの難しさとともに，わかってもらえることの喜びを感じ取ります。 
「探究し，伝える力」を育成する取組を行っていく中で成果も出始めています。千葉大学で行

われた「第 13 回高校生理科研究発表会」では，物理分野の研究「錯視を数値化し要因を探る～

Jastrow 錯視における錯視量の変化について～」が全分野 385 件の研究の中から最優秀賞に選

ばれました。この研究は，令和元年度「千葉県児童生徒・教職員科学作品展」でも千葉県教育長

賞を受賞しています。「探究し，伝える力」を育成している様子や成果は，本校ホームページ等

で広く公開し，生徒，保護者，地域に本校の特色を伝えることに力を入れています。ぜひ，一度，

ホームページをご覧ください。（https://cms1.chiba-c.ed.jp/kashiwa-h/） 
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この件についての問合せ先  企画管理部教育政策課 電話０４３－２２３－４０２６ 

１・２学年合同グループ研究計画発表会 

１年生の研究計画を，２年生がアドバイスします。 
キャリア教育を育む小学校算数教室 

281 名の生徒が小学校５校，中学校１校で教えました。 

県立柏高等学校 



★★★P６ 不登校サポートセミナー ★★★ 
 

 

 

 

◇日 時： 令和 2 年７月４日（土） 

◇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： ３０名（申込先着順） 
 

 
第１部 講演 （１０：００～１２：００） 

演題：「子の自信のなさに向き合う」 
講師：こころの育ちクリニック 所長 小川 恵 

第２部 所員・相談員による個別相談 （１２：１５～１６：００） 

    ※相 談 員：不登校経験者。母親として不登校の子どもを育てた経験者。 
※相談時間：３０分程度 
※要 予 約 ：個別相談は、予約が必要です。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：７月２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。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催の中止や実施方法の変更を行う場合が 

あります。変更の際には、当センターホームページにてお知らせいたします。 
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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  

子どもへの理解を深め、よりよいかかわり方を考えるきっかけ

内 容 

申込み・その他 
容 


