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◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の一環として、今年度は、県内
８か所で「学力向上交流会」を実施しました。
◇今回の「学力向上交流会」は、県立高等学校の教員を対象に、１１月１５日に、県立大多喜
高等学校で開催しました。授業公開、全体会、講演、班別協議が行われました。

生徒の主体的な学習の実現に向けた授業実践の試み
生徒の主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）
の実現に向け、各教員が意欲的に授業改善を試みて、授業の目的
に照らし合わせて、生徒の活動の充実を図りました。

世界史Ａ カードを基に、イメージを膨
らませ、大航海時代の背景を考えました

コミュニケーション英語Ⅲ クラス全員で
ペアを替えながら、意欲的に会話しました

古典Ｂ 漢文の学習では、書き下し文や
意味をきめ細やかに指導していました

授業では、各担当教員が、表情豊かに生
徒に接していました

日頃の教師と生徒の
良好な人間関係を基に、
生徒指導の機能を生か
した工夫された授業が
展開されました。
生徒の主体的な活動
が効果的に設定されて
いました。

主催者挨拶 内藤 教育長

文部科学省 大滝 一登 教科調査官に
よる講演 活発な質疑が行われました

班別協議 教科別の班編制で、各自の考
えを分類し、意見をまとめ発表しました

【講演】「次期学習指導要領について」を演題に、改訂の主旨及び
資質・能力について御講演をいただきました。
【班別協議】講演及び持参レポートを基に、
「生徒が主体的・対話
的で深い学びとなる授業とは、どのような授業でしょうか。必要な
要素は何か考えてみましょう。」をテーマに、意見をまとめました。
この件についてのお問い合わせ 教育振興部指導課

P１

電話 043－223－4057
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学力向上交流会Ⅱ

★★★
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◇千葉県教育委員会では、
「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の一環として、今年度は、県内
８か所で「学力向上交流会」を実施しました。
◇習志野市立大久保東小学校、習志野市立第六中学校（11 月 11 日）の「学力向上交流会」
の様子を紹介します。小中学校で授業公開が行われ、その後、中学校に移動し、全体会、分
科会が行われました。

「魅力ある授業づくりの達人」に認定されている各教員を中心に、
「ちばっ子『学力向上』総合プラン」、葛南教育事務所重点目標及び
習志野市指導行政方針に基づく授業が展開されました。

主催者挨拶
佐藤 副参事兼
指導課学力向上室長

図画工作 自分マークを動かす簡単なアニ
メーションの制作過程で、児童自身がＩＣＴ機
器を活用し試したり鑑賞し合ったりしました

社会 習志野市の中高生が広島の平和
記念式典に参加している事を題材に、日
本国憲法について考えました

外国語活動 身の回りにあるアルファベ
ットに興味をもたせ、アルファベット探し
の活動を行いました

中学校・国語 「徒然草」の登場人物や筆
者の考えを想像し、意見交換をしました

小学校では、他にも「達人」による授業が展開
されました。また、中学校では数学の授業も
展開され、他に自主授業公開も行われました

分科会 公開授業に関連した分科会が設
定され、授業及び各市からの提案に対し
ての協議が行われました

この他に、全体会では、「学
力・学習状況」検証事業協力
校である市川市立稲荷木小
学校の授業改善や家庭学習
への取組についての発表が
ありました。

小学校の「魅力ある授業づくりの達人」による授業は提案性
がとても高いものでした。「道徳」「理科」の授業も展開され、
児童の思考を深めていく場面が随所に見受けられました。
分科会では、授業や管内各市代表者による提案に基づいた協
議会のほか、
「小中連携」についての協議会も設けられました。
この件についてのお問い合わせ 教育振興部指導課 電話 043－223－4057
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学力向上交流会Ⅲ

★★★
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◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の一環として、県内８か所で
「学力向上交流会」を実施しました。
◇いすみ市立中川小学校（1１月 18 日開催）の「学力向上交流会」の様子を紹介します。
授業公開、全体会、分科会が行われました。

研究主題
「自分の考えをもち、進んで表現する子どもの育成」
～算数科における学びあう活動の充実を通して～

主催者挨拶
小畑 指導課長

児童は、課題をしっかり捉え、発表前に自
分の意見を明確にして、説明しました

各教員は、
児童全員が発表できる場を設定した
り、
ノート指導をこまやかに行ったりしました

課題を選んだ児童同士でグループ編成し、求
め方を発表用ボードに記入後、協議しました

自分たちで考えた解決方法を、図形モデ
ルの操作役と説明役がペアとなって発表
し、その後、学級全体で協議しました

一定の金額内で「遠足のお菓子を買う」場面
を題材に、お菓子の組み合わせを選んだ理由
を明確にして、お互いの考えを発表しました

分科会 魅力ある授業づくりの達人「理科」
カブトムシを教材とした取組に対し、参加
者との熱心な協議が行われました

子どもたちの学力向上には、授業改善が必須との考えのもと、
児童が自分の思いや考えを伝え合い、学び合う姿を求め、
「実践
モデルプログラム」と「生徒指導の機能」を生かした授業が展
開されました。各授業とも、全ての児童に「出番」が設定され
ており、課題に果敢にチャレンジする児童の姿がありました。
この件についてのお問い合わせ 教育振興部指導課 電話 043－223－4057

P３

「学力・学習状況検証事業」
協力校の取組発表や、いすみ市
の「地域人材活用による基礎
学力向上の取組（たけのこ塾の
実践）
」等の分科会において、
活発な意見が交わされました。

★★★P４

インデックス＆ミニ・トピックス

★★★

インデックス（目次）をクリックすると対象のページへジャンプします。

インデックス(目次)

学力向上交流会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

頁

｢第 71 回国民体育大会千葉県選手団
解団式」が行われました。(11 月 22 日)

１～３
平成 28 年 11 月 22 日（火曜日）に、千葉県

インデックス＆ミニ・トピックス

４

庁本庁舎 5 階大会議室にて、
「第 71 回国民体育
大会千葉県選手団解団式」が行われました。
岩手県各地にて開催された国体において男

教育委員会会議報告

５

女総合成績第 5 位の快挙を成し遂げた千葉県選
手団。

第 46 回関東理科教育研究発表会

６

解団式では、この輝かしい成績に特に貢献し
た競技団体、選手、監督の表彰も行いました。

あっ！なんてステキな特別支援学級

７

この勢いに乗って、来年、長野県で行われる第
72 回国民体育大会冬季大会、愛媛県で行われる
本大会でも、チーム千葉のさらなる躍進を応援

不登校サポートセミナー

８

地域で頑張る企業紹介（ＶＯＬ．８）

９

イベント情報

しましょう。

別冊

くわしくは、こちら
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。

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisak
u/kouhou/photo-2016/281122.html

◎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-2016.html
ご 意 見 ・ ご 提 案 メ ー ル：https://www.pref.chiba.lg.jp/form/kyouiku_iken_kyouiku/form.html
＜アンケート＞
県教委ウェブサイトを使いやすくするためのアンケートにご協力ください。（ここをクリック）
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教育委員会会議報告

★★★
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平成 28 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
平成28年11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。
《審議事項》
（議案）
第 33 号 議 案
第 34 号 議 案

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の原案について
特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の原案に
ついて

（報告）
第 5 号報告
第 6 号報告
報
告
1
報
告
2
報
告
3
報
告
4

教育委員会所管に係る平成 28 年度 12 月補正予算案について
使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の原案について
平成 29 年度使用県立高等学校及び県立特別支援学校高等部教科用図書の採択について
平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の概要について
夜間定時制高校の給食のあり方について
ちばアクアラインマラソン 2016 について

［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/2016/281116-2.html（第 8 回結果）

◆◇◆◇◇◇◇◆◆◆◆

教 育 委 員 の 活 動 （ 11 月 ）

平成 28 年度教育功労者表彰
11 月 1 日(火) ポートプラザちば
において、平成 28 年度千葉県教育功
労者表彰式が執り行われ、金本委員、
京谷委員、佐藤委員、井出委員が出
席しました。教育行政・学校保健・
芸術文化・社会教育・学校教育の５
分野について、永年にわたり本県の
教育・文化の発展に寄与した個人及
び団体の功績を称え、表彰しました。

表彰式に臨場する委員

◆◆◇◇◇◆◆◆◆◇

委員視察（成田国際空港・成田市立西中学校）
今後の教育行政に資するため、金本委員、京谷委員、佐藤委員、
上西委員、井出委員が 11 月 30 日(水)に成田国際空港を視察し、
施設見学・職員との意見交換会を開きました。その後、成田市立
西中学校で開催された、学力向上交流会を視察しました。

施設見学をし、説明を受ける各委員

授業参観する井出委員と上西委員

意見交換会の様子

全体会で挨拶をする金本委員

第 3 回総合教育会議

表彰状を授与する内藤教育長

11 月 16 日（水）に第 3 回総合
教育会議が開催されました。今年
度のテーマである「未来を担う子
どもたちの健全な育成に向けて」
について、知事と方向性や取組を
進める上で留意すべき点、今後の
期待について活発な意見交換を
行いました。

P５

全体会に参加する各委員

分科会に参加する佐藤委員

★★★P６ 第 46 回関東理科教育研究発表会

★★★
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第 46 回関東理科教育研究発表会 千葉大会
大会主題「新しい理科教育を目指して
―主体的に学ぶ生徒を育てるために―」
11 月 18 日(金)、千葉県総合教育センターを会場に、
第 46 回関東理科教育研究発表会千葉大会が開催され
ました。山梨県を含めた関東７県の高校理科担当教員
約 150 人が集まって研究協議を行いました。

＜意見提示＞

小泉治彦 教諭

開会式

来賓祝辞

＜意見提示＞

内藤敏也 教育長

吉田絢香 教諭

全体会では、千葉県立木更津高等学校の小泉治彦教諭から「なぜ今、課題研究なのか」というテーマで課
題研究指導のポイント、文系における課題研究、普通授業での探究活動等について意見提示がありました。
また、埼玉県立浦和第一女子高等学校勤務・千葉県立松戸国際高等学校所属の吉田絢香教諭からは「生物

教育におけるアクティブラーニングの試行的な取り組み」について、ＩＣＴ機器を利用した英語論文や動画
の活用、様々なまとめプレゼンテーションの実践例を盛り込んだ意見提示がありました。
多くの先生方の興味をひく内容であったため、終了後も引き続き活発な意見交換が行われていました。

＜分科会＞

研究発表の様子

午後は、物理・化学・生物・地学の各分科会において、各県の教員３０名から、指導方法や授業の工夫、
実験器具の開発、改善点等について発表があり、熱心な協議が行われました。
全日程にわたり、理科をとおして主体的に学ぶ生徒を育てるための様々な工夫について参加した先生方と
共有することができ、明日からの授業に役立つ有意義な内容の大会となりました。
この件についてのお問い合わせ

理科部会事務局（千葉県立幕張総合高等学校内） TEL 043-272-7711 FAX 043-274-8251
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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。
特別支援学級とは、小学校や中学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒その他が、
教育上
特別支援学級の魅力や「やりがい」は？
学校名：我孫子市立我孫子第三小学校
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。
子どもと長期にわたって深く関わること
学級の障害の種類：自閉症・情緒障害
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。
で個々の変容や成長を直に感じたり、作っ
た教材教具が子どもの学習に役立ったりし
た時に、やりがいや魅力を感じます。
授業で心がけていること
個々の特性や課題、学習の見通しを第一
に考えています。適した教材教具を活用し
たり、体験活動を行ったりし、できるだけ
自分の力で「できた・やれた」という経験
を積めるよう心がけています。
担任名：猪越 優子
特別支援教育経験：７年

私の好きな「こ・と・ば」
「経験に無駄はなし」成功や失敗等の
様々な経験が、いつか貴重な宝となる。

【気持ちの温度計】
感情のコントロールに課題を持つ子
どもの学習として「気持ちの温度計」を
活用しています。
自分の「我慢できる温度」、
「限界の温
度」、
「爆発してしまう温度」を考え、付
箋にその時の「温度」と「どんな場面」
なのかを記入します。継続して温度計を
自分で操作することで、自分の今の状態
を教師に伝えることができるようにな
ってきました。自己理解を育むととも
に、感情をコントロールできるようにし
ています。
また、同じものを家庭でも活用してい
ただき、保護者と共通理解をしながら学
習を進めています。
P７

【気持ちの温度計】

上下に
動かせます

【拡大版】
A４サイズ

この件についてのお問い合わせ
教育振興部特別支援教育課
電話０４３－２２３－４０５０

★★★P８ 不登校サポートセミナー

★★★
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子どもの理解を深め，よりよい関わり方を考えるきっかけに

◇日

時： 平成２９年１月２１日（土）

９：３０～ ９：５５
１０：００～１２：００
１２：１５～ 個別相談

◇会

場： 千葉県子どもと親のサポートセンター
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

◇参加費：

第１部
演題：
講師：

第２部

無料

◇定

員：

講演

（１０：００～１２：００）

多目的室

受付
講演

他

等

７０名（申込先着順）

「親子で不登校を乗り越えた事例集」
ＮＰＯ法人セカンドスペース

代表

成瀬

所員・相談補助員による個別相談

榮子

氏

（１２：１５～）

※「相談補助員」：母親の立場で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。１ケース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：１月１９日（木）…定員超過により申込みを受付けられない場合のみ連絡します。
◇天災等により中止する場合は，前日の１７：００までにホームページに掲載します。

千葉県子どもと親のサポートセンター
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 5-10-2

http://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/

P８

電話

支援事業部

043-207-6028

子どもと親のサポートセンター

★★★P９

地域で頑張る企業紹介（ＶＯＬ.８） ★★★
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「中小企業の魅力発信事業」

地域で頑張る企業紹介（VOL.８）
県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、 本
ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。
第八弾となる今回は、毎年地域の小・中学生の職場体験を受け入れている「南流山 金寿司」を紹
介いたします。

取組内容
○地元密着のお寿司屋さん
「金寿司」は創業３６年。伝統的なお寿司だけでなく、二代目が作る創作料理も楽しめるお店
です。８年に渡って小・中学生の職場体験を受け入れている金寿司。

どのような職場体験を行っているのでしょうか？

○朝の掃除、接客など一連のお仕事を体験
一人前になるためには、洗いものをしながらでも目線は
先輩の仕事を観察。仕事を見て覚えていくことが大切！

突 然 外 国 人の お
客さんに接客！
でもすごく上手に
できました。

カウンターのお客さん同士を繋げることも大事な仕事。
お寿司屋さんは交流の場でもあります。始めは緊張していた子も、
２日目にはお客さんと楽しく会話ができるようになりました。

まかない作り。盛り付け
方で 2,500 円分のネタが
3,000 円にも 2,000 円にも
見えます。

○職場体験で伝えたいこと
人材は「人在」にも「人罪」にも「人財」にもなり得る。「人財」を目指してほしい。
どうしたら少ない水で洗いものが出来るか考える、作業が終わりそうなときに次の作業を
確認し、手を止める時間を作らない。少しの工夫でより多くの作業をこなすことが出来ます。
「将来自分も「人財」になりたい！」と子供たちが考えるきっかけにしてほしい。

子供たちと直に対話ができる中小企業の職場体験だからこそ与えられる
気付きがあると思います。
◎金寿司二代目 菅野さんから先生方へ
１日の終わりには、「今日の君の働きぶりは時給４００円だよ。」と時給で評価をしま
す。あえて少なめに言うのは、お金を稼ぐということがどれだけ大変なことか知って欲
しいから。子供たちを受け入れていると、「今日来た子供たちが将来自分で稼いで食
べに来てくれるまでは絶対にお店を閉めるわけにはいかない。」 と毎年新たな目標
が出来ます。職場体験はなかなか受け入れてくれる企業が少ないようですが、周辺
企業にも声をかけ、広めていきたいと思います。今後も続けていきますので、子供た
ちの受入れ希望がありましたら是非ご連絡ください！
南流山 金寿司

（住所）流山市南流山６−４−３ （電話）04-7159-1104
（HP）http://www.kin-sushi.jp/
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