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県立図書館のHP内、「学校の先生方へ」には、「本を使った授業レポート」の他にも、学校用セットの一覧や 

テーマ別の本のリスト、調べ物のお手伝いをする「レファレンスサービス」のご案内など学校へのサービスを紹

介しています。ぜひ一度ご覧ください。 

P１

Vol.193 

1２月号-2 

県立図書館の資料を使って授業を充実！ 
県立図書館では、県内の高等学校・特別支援学校に資料の貸出を行っています。平成２７

年度は 23,061 冊の資料をご利用いただきました。 

どのような資料を、どのような形で利用しているのか、具体的な実践の様子を「本を使っ

た授業レポート」という形にまとめ、県立図書館のホームページに掲載しています。 

Q．どんな内容なの？ 
A． 中学校や高等学校で、本を活用して行っ

た授業をまとめたものです。これから本を

活用した授業をしたいと思っている方の参

考になるように作成しました。 

県立図書館が学校に貸出しするために整

備している「学校用セット」を活用した事

例と、先生方から相談のあったテーマに関

する本をご利用いただいた事例の２種類が

あります。教科は、国語、社会、保健体育

などです。 

 

Q．だれが作っているの？ 
A．  県立図書館の職員が書いています。 

県立図書館の資料を借りていただいた学校

を訪問し、授業を 1 時間見学した上で、授

業を行った教員や司書教諭、学校司書にイ

ンタビューするほか、指導案をご提供いた

だいた場合は、指導案を元にレポートを作

成する場合もあります。 

「本を使った授業レポート」 

ってどんなもの？ 

Q．どうやって資料を借りたらいいの？ 
A． 資料を借りたいという高等学校や特別支援学 

校、県立・国立の中学校には、県立図書館の利 

用登録をしていただいていますので、県立図書 

館（中央・西部・東部のいずれか）へご相談く 

ださい。私立学校にも貸出しています。 

市町村立の小・中・義務教育学校へは市町村

立図書館や公民館図書室を通じてサービスを行

っています。最寄りの図書館・図書室にご相談

ください。 

詳しくは、ウェブで！バナーを 

お問合せ  千葉県立中央図書館 図書館連携課  電話 ０４３－２２２－０１１６ 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/school/index.html


★★★P２ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 
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P２

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。 

 

第５１回千葉県学校ダンス研究発表会が

開催されました。 (11月 22日)  
 

１１月２２日（火）第５１回千葉県学校ダンス

研究発表会が、千葉県総合スポーツセンター体育

館で開催されました。順天堂大学 中村恭子先任

准教授を講師にお迎えし、県内各地から１７校の

参加のもと、２１作品（中学校８校９作品、高等

学校９校１２作品）が発表され、日頃の保健体育

での学習や部活動での練習の成果が存分に発揮

されました。各作品とも構成に工夫がみられ、そ

の力強さや豊かな表現力は、観ている方々をダン

スの世界に引き込んでいました。 

 午後には我孫子市立湖北台中学校 川村由美

教諭を講師として、リズムに乗って体を動かす楽

しさを教えていただきました。ペアでのストレッ

チや軽快なタンバリンのリズムに合わせてのダ

ンス等を通して、自然と心と体がほぐれ、たくさ

んの友達と関わって活動することができました。

最後には、音楽のリズムに合わせて踊り、会場が 

一体となって大変盛り上がりました。 

 
くわしくは、こちら 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisak

u/kouhou/photo-2016/281122-2.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-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） 

http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/kouhou/news/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016/281122-2.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016/281122-2.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2016.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 県内学校ミニ・ニュース ★★★  
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（県立千葉女子高等学校） 

 

オーケストラ・合唱 全国金賞Ｗ(ダブル)受賞 
 オーケストラ部が、１０月２２日、福島県郡山市で行われた第５回日本 

学校合奏コンクールグランドコンテスト(全国大会)に出場し、金賞を受賞 

しました。また合唱部も、１０月２９日、香川県高松市で行われた第６９ 

回全日本合唱コンクール全国大会のＢグループ（３３人以上）に出場し、 

金賞を受賞しました。部員が一つになって演奏を楽しむことと、地域行事 

での演奏などを通して御支援いただいた皆様への感謝の気持ちを表現する 

ことが、全国大会金賞Ｗ（ダブル）受賞へとつながりました。 

これからも他の音楽部とともに、千葉女子サウンドを地域の方々をはじ 

め県民の皆様に楽しんでいただくために、一生懸命活動していきます。    文化祭での発表の様子             

東京オリ・パラ ボランティア活動 
          １０月１７日、本校伝統の朝礼で学生ボランティア「おりがみ」の皆さん 

による講演会「２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた若者の 

取組」を行いました。朝礼を企画した集会委員長（２年）からは「２０２０ 

年東京オリ・パラのボランティア活動に興味を持ちました。海外からの選手 

やお客様へ心のこもったおもてなしをしたいと思います。」と話がありました。 

エコレシピ料理講習会 
１０月１２日、家政科２年生が千葉市と東京ガスの協力によるエコレシピ 

料理講習会を行い、環境に優しく美味しい調理法を学びました。「食材は食べ 

られる部分をムダにしない」「フライパンやお皿の汚れは洗う前に布で拭き取 

る」等を実践しました。参加生徒は「小さなことの積み重ねが大きな環境問 

題の改善につながることがわかりました。」と、環境への意識が高まりました。  

せんせいっていいもんだ 
１１月８日、教員基礎コースの１年生が千葉県教育委員会による出前講座 

「        「せんせいっていいもんだ」を受講しました。本校の卒業生で、小学校の先 

生になって２年目の先輩から「教師の魅力」「学生時代に心がけておくこと」 

等のお話がありました。身近な先輩から直接お話を伺うことにより、教員へ 

の夢と希望が、ますます膨らんだ出前講座となりました。 

千葉大学で、安房高校と交流学習会 
１１月２７日、教員基礎コースの１・２年生が、千葉大学において安房高 

校の教員基礎コース２年生と交流学習会を行いました。教員基礎コースは、 

県内で千葉女子高校と安房高校に設置されています。(平成２６年度から) 

両校交えてのグループ活動による千葉大学キャンパス内のフィールドワーク 

や情報交換を通して、教育に対する理解がさらに深まった交流会でした。 
  

 

 

 

 

 

 



★★★P４ 学力向上交流会〔１〕 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P４                 目次へ

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 

◇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。 

◇さわやかちば県民プラザ（1１月２５日開催）の「学力向上交流会」の様子を紹介します。 

全体会、パネルディスカッション、グループディスカッション（班別協議）が行われました。 

 

ふれる かかわる そしてつながる 

～東葛飾の学力向上 成果の共有から取組の拡がりへ～ 
 

４人１組でグループを編成

し、参加者の持参したレポート

を基に、各学校の学力向上の

取組を紹介しました。  

参加者からは、「他校の状

況が聞けてよかった」「参考に

なった」との声がありました。 

施策説明では、事業の活用の状況に関した質問に対して、

参加者が色紙を提示し、回答する形式で行われました。 

【質問の例】 施策を ①聞いたことがある（赤） 

②内容を知っている（黄） ③実施したことがある（青）  

また、パネルディスカッションでは、学習サポーター派遣

事業、読書活動（ビブリオバトル）の実践、土曜授業での  

ＮＩＥの実践等、６名の先生方に発表していただきました。 

パネラー同士による協議が行われました 

副参事兼指導課学力向上室長による講評 

 

各班での話し合いのまとめを発表しました 参加者同士でのグループディスカッション 

主催者挨拶 

東葛飾教育事務所 堀子所長 

施策説明 参加者がカードで回答する

参加型の形式で行われました 

パネラーは、「ちばっ子『学力向上』総合

プラン」の各事業の実践を発表しました 

 



★★★P５ 学力向上交流会〔２〕 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次へ 

P５                                                                                        

展開授業では、ホワイトボード等を活用した意見交換や英語を

用いたペアでのコミュニケーション活動など、グループワークを

中心とした活動場面が設定されていました。言語活動の充実に 

より、思考力・表現力の向上を図る工夫がなされていました。 

また、授業の終わりには、まとめの時間を設け、学習の振り返

りをしていました。 

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 

「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の「思考し、表現する力」

を高める実践モデルプログラムを生かした授業が展開されました。 

また、分科会では、公開授業や、「魅力ある授業づくりの達人」

認定事業等に関する分科会が設定され、意見交換がなされました。 

 

◇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。 

◇今回は、成田市立西中学校（11 月３０日）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。 

国語 竹取物語に関する短歌を創作し、

短歌に込めたメッセージを発表しました 

外国語 地図を参考にして、道案内に特有

な英語表現にペアになって挑戦しました 

社会 グラフから読み取れる事柄を個人で

考え、班で話し合い、意見をまとめました 

理科  班で協議した予想を基に、実験で

確認したり、図式化し、説明したりしました 

主催者挨拶 

千葉県教育委員会  

金本 教育長職務代理者 

数学 個人で考えた解法を班内で説明し、

班の考えをまとめ、図を用いて説明しました 

分科会では、活発な意見交換が交わさ

れ、県教育委員の方々も参観されました 

全体会では、「学力・学習

状況」検証事業協力校である

富里市立富里南中学校   

の学力向上に向けた取組 

（小中連携・授業改善・家庭学

習の習慣化等）に関する発表

がありました。 



★★★P６ 総合型クラブサミット開催 ★★★   
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～ 千葉県総合型地域スポーツクラブ情報交換会 ～ 

千葉県総合型地域スポーツクラブ情報交換会「総合型クラブサミット」が１１月２０日（日）

に、千葉県総合スポーツセンター内スポーツ科学センターで開催されました。今年度は、国際武

道大学体育学部長（教授）の松井完太郎先生をお招きし、「障がい者も楽しめる総合型クラブへの

第一歩」をテーマに、講演とグループディスカッションを行いました。 

問合せ先 教育庁教育振興部体育課生涯スポーツ班 ０４３－２２３－４１０５ 

ミニ集会・ブロック別研修会 実施クラブ募集！ 

千葉県広域スポーツセンターでは、総合型クラブを支援する 

ため、ミニ集会やブロック別研修会を行っています。 

例えば、次のような活動が考えられます。 

①大学の先生を招いての勉強会や実技講習会 

②他の総合型クラブを招いての勉強会や実技講習会 

③市内や近隣の総合型クラブを集めての情報交換会 

④クラブ活動地域に住む方々を集めてのスポーツイベント 

⑤クラブに所属する全ての方が集まってのスポーツイベント 

近隣クラブに呼びかけるなど、広報のお手伝いをすることも 

できます。ぜひ、御連絡ください。 

総合型クラブ実態調査 実施中！ 

年１回の「千葉県総合型地域スポーツクラブ実態調査」を実施中です。調査結果は、ホームペ

ージ「千葉県スポーツ情報センター」に掲載する予定です。締切は、１２月１６日（金）になり

ます。提出方法は、返信用封筒かＦＡＸ、Ｅメールでお願いします。御協力をお願いします。 

ＮＰＯ法人おおたかスポーツ 

コミュニティ流山でのミニ集会の様子 

落とした定規をキャッチする速さを競う反射神経

ゲームを行いました。最高記録を比べるだけでな

く、一人一人の記録の伸びで比べるなど、ルール

を工夫することで、様々な方が楽しむことができる

ことを学びました。 

参加者一人一人の疑問やクラブの課題

に対して、適切なアドバイスをいただきま

した。 



★★★P７ 不登校サポートセミナー ★★★   

 

 

 

 

 

◇日 時： 平成２９年１月２１日（土） ９：３０～ ９：５５ 受付 

１０：００～１２：００ 講演 

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 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 講演 （１０：００～１２：００） 

演題： 「親子で不登校を乗り越えた事例集」 

講師：  ＮＰＯ法人セカンドスペース 代表  成瀬 榮子 氏 

第２部 所員・相談補助員による個別相談 （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。 
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P７ 

 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 

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 

http://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/ 子どもと親のサポートセンター  

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