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　子どもたちの学びや様々な困難への支援を進めるために、学校、家庭、地域、関係機関などの連携を
推進します。また、親の学びの機会の提供など、教育の原点である家庭教育への支援を進めるとともに、
人として大切なことがらについて各家庭で教えることができるよう、そして、家族の絆を深めることが
できるよう働きかけていきます。

　子どもたちに対する深い愛情や人を育てる使命感に満ち、子どもたちの悩みや課題を真摯に受け止め、
全力で支えるなど、保護者や地域から信頼され、尊敬される質の高い教員を育成します。 

　千葉県民、そして日本人として、郷土と我が国を愛するとともに、日本の歴史を理解し、伝統と文化を
尊重し、日本人としての誇りを持つ心を育みます。あわせて、世界への視野を広げ、諸外国の歴史や伝統と
文化を理解するとともに国際社会で自らの考えを発信し、コミュニケーションができる力を養います。 

　基本的生活習慣の確立や体力づくりなど、子どもたちが生涯を通して、心身ともに健全で健康な生活を送ることができる力を養います。
　勇気を持って困難に立ち向かい、いじめをなくそうとするなど、様々な逆境を乗り越えて生きていくための力を養うとともに、支援が
必要な子どもたちに手を差し伸べる仕組みを充実させます。  

学びに集中できる教育環境づくりに取り組むとともに、子どもたちが学ぶことに意義と喜びを感じ、習得
した知識や技能を自らの思考力、判断力、表現力、そして創造力、問題解決力に結び付けて活用するなど、
社会の様々な変化に対応することのできる確かな学力を育みます。
　誰もが自らの将来に夢や希望を持ち、その実現に向けて、志と自信を持って歩んでいくことができる姿勢
を育む、キャリア教育の充実を図ります。 

すべての教育の出発点となる幼児期からの教育や、人間としてのより良い生き方を学ぶ道徳教育の充実を通
じて、子どもたちに「人と人とは互いに助け合って生きているということ」、「相手の立場に身を置いて考えることや
人の話に素直に耳を傾けることの大切さ」などについて理解を促します。あわせて、「家族への愛情と感謝の心」、
「他人を思いやる心」、「すべてのいのちを尊重する心」など、子どもたちの豊かな人間性や道徳心を育みます。
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　千葉県は、千葉県教育委員会と連携し、千葉県、そして日本の未来を担う子どもたちの「強く美しく元気な心」を育み、社会で自立し、自ら
を積極的に役立て生かしていこうとする態度や能力を育てるため、次に掲げる「千葉県教育の基本方針～千葉の子どもたちの未来のために
～」と、子どもたちへのメッセージ「千葉の未来を担う子どもたちへ」を併せて、「千葉県の教育の振興に関する大綱」と定めます。
　すべての大人たちと連携・協力して、千葉県で学び育つ子どもたちの明るい未来と有意義な人生の創造を目指して、全力で取り組むことを
誓います。
Chiba Prefectural Government, in cooperation with Chiba Prefectural Board of Education, lays down “Outline for the Promotion of Education in Chiba Prefecture” in order 
to support our children to nurture their ‘Strong, beautiful and healthy minds and also to equip them to become independent individuals in the society, who would make the 
most of their abilities and talents in life. 
This Outline consists of the following two parts, “Chiba Prefecture’s Basic Plan for the Promotion of Education ‒ for children’s better future’” and “ Message for our children 
who are to lead the future generation”. 
We hereby vow to do our utmost to create our children’s bright future and meaningful life by involving all the citizens of Chiba.

～千葉の子どもたちの未来のために～
“Chiba Prefecture’s Basic plan for the Promotion of Education ‒ for children’s better future’”

千葉県教育の基本方針千葉県教育の基本方針

We shall nurture children's rich sense of humanity and morality: feelings of love and gratitude towards their families, 
compassion for others and respect for all life.

We shall assist children to acquire solid academic ability in order for them to adapt to the acutely changing society. 
We shall also encourage children to have positive attitude towards life and to keep following their hopes and dreams. 

We shall instill healthy lifestyle in the children as well as help children foster resilience to overcome adversity in life.

We shall cultivate children who have strong affection for their hometowns and their own country Japan, 
as well as take pride in being Japanese. We shall also foster those who have ability to look beyond Japan and 
succeed in an increasingly globalised world.

We shall foster high quality teaching staff that is affectionate with children and enthusiastic about teaching.

We shall establish social system that would nurture children effectively within the society by strengthening ties 
among schools, families and local communities/organizations.


