
「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」（千葉県教育振興基本計画） 
～「ふれる」、「かかわる」、そして「つながる」～

“Education-Focused Prefecture CHIBA” Plan（Chiba Prefecture's Basic Plan for the Promotion of Education）
- Feel, Participate and Connect -

This plan was formed to visualize an ideal for children, families, schools and local communities in Chiba Prefecture 10 years in the future. 
This plan gives a clear picture of what we need to do by 2014 to achieve this ideal.

平成22年３月 策定

Developed in March, 2010 

　このプランは、10年後の千葉県の子どもたち、家庭・学校・地域の姿を展望し、その実現のための目標や
方向性、平成26年度までに実施する重点的・計画的な取組を示したものです。

3つのプロジェクトと14の施策 3 projects and 14 measures

（施策に係る事業の一部を紹介します。）

夢・チャレンジプロジェクト　Dream and Challenge Project
過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材を育てる【3つの施策】 Connect the past and the future in order to nurture people who will play an active role at the international level. <3 measures>

【施策１】志を持って、失敗を恐れず
　　　　　チャレンジする人材を育てる
　Measure 1: We will cultivate strong-willed individuals 

who are not afraid of making mistakes.

「ちばのやる気」学習ガイド（中学生用）

　国語・社会・数学・理科・英語の
５教科について、具体的に
“学習到達目標 ”を示し、生徒の主体的・
意欲的な学習への取組を支援しています。

【施策２】歴史と伝統文化に親しみ、郷土と
　　　　　国を愛する心を育てる
　Measure 2: We will nurture people who have a strong 

affection and commitment to their local community 
and Japan and who are familiar with the history of 
their own country and traditional culture.

出土文化財管理活用事業「土器ッと古代“宅配便”」

　小・中・高等学校、社会教育施設等に県内の遺跡か
ら出土した本物の土器等を持参し解説する出前授業や、
火起こし・縄文鍋・勾玉つくりなどの体験学習を実施
し、ちばの歴史にふれる機会を提供します。

【施策３】異文化を理解し、国際的コミュニケー
　　　　　ション力のある真の国際人を育てる
　Measure 3: We will raise children to be sensitive to different cultures 

across the world and nurture true citizens of the world 
who are capable of communicating at an international level.

グローバル人材プロジェクト

　子どもたちが国際的に活躍する「グローバル人材」を目指すきっかけを作
るため、海外留学費用の助成や講演会等を実施します。

元気プロジェクト　GENKI(high-spirited) Project
ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり【8つの施策】 We will lay the foundation for an Education-Focused Prefecture by utilizing Chiba's potential. <8 measures>

【施策１】 読書県「ちば」を推進する
　Measure 1: We will promote a Reading-Focused Prefecture 

“CHIBA”.

子どもの読書活動推進事業

　発達の段階に応じた保護者向けリーフレットの作成、絵本の
読み聞かせボランティアの養成など子どもの読書環境の整備を
行います。

【施策２】多様な自然、産業、人材などを
　　　　　生かした体験活動を推進する
　Measure 2: We will promote activities in which various 

natural industrial and human resources are 
utilized.

通学合宿推進事業

　子どもの自主性や協調性を
伸ばし「生きる力」を育み、
地域で子どもを育てる機運を
醸成します。

【施策３】教育現場を重視し、教職員の質と教育力の
　　　　　高さでトップを目指す
　Measure 3: We will aim to have the highest quality teachers and 

education by placing an emphasis on education.

学力向上交流会

　11月の「学力向上月間」を中心に、開催しています。
　学力向上に向けた取組や指導事例等について協議し、教員の授業力・教師
力の向上を目指します。

「ちばのやる気」学習ガイド（中学生用）

火起こし体験
（大網白里町立季実の森小学校）

夕食のピザ作り（東金青年の家）

（Here is a brief introduction of some of the programs that are related to the measures.）

Students’ handbook for studying, “Chiba no Yaruki 
(motivation)” (for Junior High School Students)

Management and reuse program for excavated cultural properties 
“‘Surprise from Ancient’ delivery service”

Project for promotion of global human resource development 

Program for promoting reading in children

Program for promoting day camps

Teachers interaction programs for improving students’ scholastic abilities


