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 千葉県立栄特別支援学校は、富里特別支援学校と印旛特別支援学校の児童生徒数の増加によ

る過密状況への対応を図るため、３６校目の県立特別支援学校として開校しました。 

 “「生きる力を育てる」地域力を活かして” を教育目標として掲げ、“地域とともに歩む学校

づくり”を目指します。開校初年度の平成２９年度は、児童生徒１０４名（小学部５２名、中

学部１７名、高等部３５名）の仲間で、新しい学校の歴史を築いていきます。 

【開校式・始業式】平成２９年４月６日（木） 

 

吉田英男校長先生と一緒に「さ・か・え」
と声を合わせて開校を宣言しました。 

 

 
 栄町の木「さざんか」をイメージし

て作成しました。さざんかの花びらに

は、児童生徒、保護者、学校、地域、社

会を表し、一つの輪になり、地域とと

もに学ぶ学校を目指します。 

【第１回 入学式】 平成２９年４月１１日（火） 

 

 栄町長、成田市長をはじめ、多くの御来賓の御臨席を
いただき、第１回入学式を挙行いたしました。 



★★★P２ 栄特別支援学校が開校 ★★★ 
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この件についてのお問い合わせ  千葉県立栄特別支援学校 ☎０４７６－８０－２５００ 

企画管理部県立学校改革推進課 ☎０４３－２２３－４０７９ 



★★★P３ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 
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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。 

 

熊本地震の被災地派遣教職員の帰任  

報告会（4月25日） 

 

平成29年4月25日（火曜日）千葉県教育庁

中庁舎において、熊本地震の被災地派遣教職

員の帰任報告会が行われました。                     

千葉県教育委員会では、平成28年7月1日か

ら平成29年3月31日まで9ヶ月間にわたり2名

の教員を熊本県教育委員会に派遣しました。

帰任にあたり、2名の教員から、赴任した学

校の状況や現地での活動状況、今後の教育活

動に生かせること等の報告がありました。 

 

 

 

くわしくは、こちら 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisa

ku/kouhou/photo-2017/290425.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-2017.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） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/290425.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/290425.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017.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
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/kouhou/news/index.html


★★★P４ 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 ★★★ 
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千葉県教育委員会では、学校と地域が連携して地域コミュニティを構築し、地域の子供

たちを育てていくため、中学校区などに学校と地域を結ぶコーディネーターを配置し、学

校を支援する体制づくりを推進しています。本事業は国庫補助事業であり、平成２９年度

は、１６の自治体で実施しています。 

子供たちの社会性をはぐくむためには、学校だけでなく、地域の様々な教育力を活用し、世

代を超えた地域住民が連携・協働して子供たちが多様な経験・体験をする機会をつくっていく

ことが必要です。 

①市川市  ②浦安市  ③松戸市  ④野田市 

⑤流山市  ⑥我孫子市 ⑦鎌ケ谷市 ⑧成田市 

⑨四街道市 ⑩八街市  ⑪白井市  ⑫酒々井町 

⑬栄町   ⑭山武市  ⑮睦沢町  ⑯鴨川市 

            
牧野原中学校区地域教育協議会「ひまわり作戦」 

※環境整備、学習支援、部活動支援、登下校の見守りなど、様々な学校支援活動が行われています。 

上記市町の他にも市町村独自で学校支援地域本部の取組が行われています。詳しくは、お住まいの 

又はお近くの教育委員会にお問い合わせください。 

地域未来塾は、学校支

援地域本部の活動の一つ

で、平成２７年度から始

まりました。中学生等に

対して学習習慣の確立と

基礎学力の定着等を目的

として、教員OBや大学生

を活用し、地域と学校が

連携・協働して進める原

則無料の学習支援です。 

地域学校協働活動ボランティアだより 

県内の各市町で行われている地域

による学校支援活動状況等を紹介し

ております。県庁ＨＰよりダウンロー

ドできます。 

千葉県 学校支援地域本部 【問合せ先】０４３（２２３）４１６７  

千葉県教育庁生涯学習課 学校・家庭・地域連携室 

（政令市及び中核市を除く） 

平成２９年度は、５市町１４ヶ所で
実施予定です。浦安市（９）、松戸
市（１）、流山市（１）、我孫子市（２）、
酒々井町（１） 

地域未来塾 酒々井町立酒々井中学校 

※平成２８年

度までは、「学

校支援ボラン

テ ィ ア だ よ

り」として発

行 

http://shp.znp.pref.chiba.lg.jp/kakusyozoku/houdou/meishi/graphics/24kyouiku/chibanokyoiku.png


★★★P5  平成 29 年度県立学校開放講座 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

№ 学校名 講座名 問合せ先 開始時期 

１ 県立千葉南高校 生物（生き物）の飼い方（スズムシ） 

生物（生き物）の飼い方（カブトムシ） 

043-264-1362 ６月 

１１月 

２ 県立実籾高校 小学生のためのおもしろ科学実験 047-479-1144 8月 

３ 県立船橋古和釜高校 篆刻講座 

～オリジナルのはんこを作ろう～ 

047-466-1141 8月 

４ 県立浦安高校 コンピュータ講座 047-351-2135 ７月 

５ 県立松戸国際高校 小学生のためのおもしろ科学実験 047-386-0563 8月 

６ 県立松戸向陽高校 親子でチャレンジ 201７ 047-391-4361 ８月 

７ 県立柏中央高校 紡ぎ・染め・織る～手仕事を楽しむ～ 04-7133-3141 6月 

８ 県立沼南高校 夏休みの理科自由研究にチャレンジ 04-7191-8121 7月 

９ 県立我孫子高校 初級アートタイル講座 04-7182-5181 １０月 

10 県立印旛明誠高校 書道・漢字の基本～古典に親しむ～ 0476-47-7001 １０月 

11 県立成田国際高校 書に親しもう（基礎からの書） 

書道部の生徒と共に学ぼう 

0476-27-2610 ７月 

 

12 県立下総高校 親子で体験 ものづくり 0476-96-1161 ８月 

13 県立佐原白楊高校 かな書道講座 0478-52-5137 5月 ※ 

14 県立小見川高校 初心者のためのパソコン講座 0478-82-2146 7月 

15 県立多古高校 地域の人々と学ぶ農業生産 0479-76-2557 5月 ※ 

16 県立旭農業高校 手作り生活を楽しむ 0479-62-0129 10月 

17 県立東金商業高校 日商簿記検定受験対策講座 0475-52-2265 10月 

18 県立大網高校 網高グリーンカレッジ 0475-72-0003 ５月 ※ 

19 県立茂原樟陽高校 おいしさ体験！野菜講座（初心者向け） 0475-22-3315 9月 

20 県立一宮商業高校 ワープロ講座 0475-42-4520 8月 

21 県立館山総合高校 パソコンを自作しよう！！ 0470-22-2242 8月 

22 県立銚子特別支援学校 紙すきに挑戦 0479-22-0243 7月 

                        ※は、申込み受付を終了している講座です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

目次へ 

P5 

県立学校開放講座は、それぞれの県立学校がもつ優れた教育機能や施設を、県民の皆さん

に積極的に開放し、「学習の機会として活用」していただくものです。 

千葉県 開放講座 

松戸向陽高校 「理科・科学工作講座」 

講座に関する詳しい内容等

は、各県立学校にお問い合わせ

ください。県のホームページで

も御案内しています。 

 

銚子特別支援学校 「藍染入門」 

【問合せ先】０４３（２２３）４１６７ 千葉県教育庁生涯学習課 学校・家庭・地域連携室 

２８年度の講座紹介 

参加してみませんか！「県立学校開放講座」 

http://shp.znp.pref.chiba.lg.jp/kakusyozoku/houdou/meishi/graphics/24kyouiku/chibanokyoiku.png


★★★P６ 市原緑高校「自転車マナーアップ隊」 ★★★ 
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自転車マナーアップ隊の具体的な活動内容 

 自転車にイヤホン等を装着して下校する生徒に外すように指

示することや、自転車管理上必要な識別ステッカーが貼ってあ

るか確認をします。また、下校途中で事故にあわないよう注意

を呼び掛ける等、生徒同士での自転車の安全乗車に取り組んで

います。 

地道な取組ですが、毎年継続してきたことにより効果を上げ

ています。 

本校では交通安全啓発活動の一環として、生徒会・風紀委員会が中心となって毎月１回

１５日に「自転車マナーアップ隊」と称し、本校正門にて、下校する生徒、特に自転車利

用生徒の安全運転について、交通安全協会市原支部に協力をいただき取り組んでいます。 

この度、この取組が注目され、千葉テレビの取材を受けました。 

この件についてのお問い合わせ 

県立市原緑高等学校 教頭 

電話 ０４３６－７５－０６００ 

本校の交通安全の取組 

 本校は自転車通学が毎年

８０％以上と高いこともあ

り、長年、自転車安全運転の

啓発活動を続けてきました。  

平成２５年には、その取組

が評価され、文部科学大臣よ

り表彰状をいただきました。 

撮影風景とコメント 

生徒が危険な運転をせず、

安全に帰るように呼びかけ

ています。また、服装が乱

れている生徒、ステッカー

を貼っていない生徒、イヤ

ホンをしながら運転してい

る生徒に外すよう呼びかけ

を行っています。 
マナーアップ隊活動の下校時に挨拶をすると、生徒達は頭を

下げ返事をしてくれるようになり、生徒たちのほうから挨拶

をしてくれるようになりました。 

昨年度当初と比べたらイヤホ

ンを付けながら運転している

生徒は減ってきていると思い

ます。これからも、続けて呼び

かけていき、ゼロを目指したい

です。 

イヤホン・スマートフォンを使いなが

らの自転車での登下校等、危険だと思

う点を主に呼びかけます。服装で乱れ

ている生徒にも正しい服装で下校する

よう声かけを行っています。 



★★★P７ 高校生等防災パワーアップ講座 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 対  象  県内高等学校・特別支援学校高等部の生徒 

２ 実施日  平成２９年８月２１日（月）・２２日（火）１０：００～１６：００ 

３ 場  所  千葉市ビジネス支援センター会議室２・３ 

千葉市中央区中央４－５－１ Qiball（きぼーる）１３階 

４ 定  員  ５０名  

 

◆講義「千葉県で起きた災害や取り巻く状況等」（千葉県防災政策課） 

◆グループワーク「防災ゲーム（クロスロード）」（千葉県防災政策課） 

◆講義「地震・津波のメカニズム等」 

講師：宍倉 正展 先生 －国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
地震学の研究者から、地震・津波のしくみについて、分かりやすく専門的な知識を学びます。 

◆グループワーク 「災害発生から３：３：３を考える 防災ワークショップ」 

講師：天寺 純香 先生 －災害救援ボランティア推進委員会 

災害時の状況を自分自身の問題として考えるイメージトレーニング

「目黒巻」を行います。 

 

 

◆応急手当講習 「ＡＥＤ、止血法、骨折固定法等」（千葉県消防局警防部救急課） 
負傷した人を前にした時に、あわてず応急手当を行う技術を学びます。 

◆講義 「東日本大震災被災体験」               

講師：宮本 英一 先生 
飯岡での津波の被災体験を伺います。 

◆グループワーク「災害ボランティア等」 

講師：栗田 暢之 先生 －特定非営利活動法人レスキューストックヤード 
ボランティアの意義と役割について学び、災害時に自分達に何ができるか考える、グループワーク    

を行います。 
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本講座は、防災について関心を持っている学生を対象に、専門的・実践的な講義により  

知識を深め、災害時に適切に対応できる技術を身につけることで、ひとりひとりが学校や

地域で安全活動を推進する防災のリーダーとなることを目的としています。 

生徒の皆さんの積極的な参加をよろしくお願いいたします。先生の聴講も可能です。 

 

千葉県防災危機管理部 防災政策課  

 地域防災力向上班  ☎043-223-3405 

高校生等防災パワーアップ講座 

    

 

 

講座終了後には修了証書がもらえます! 

 

！ 

一

日

目 

二

日

目 

 

※公立学校の方は、学校を通じて県教育庁学校安全保健課へお申し込みください。 

私立学校の方は、学校を通じて県総務部学事課へお申し込みください。 



★★★P８ 水の大使２０１７ ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日程 ８月８日(火)～１０日(木)（２泊３日） 

■行先 群馬県 長野原町 

■内容 地元小学生と行うゲームや魚のつかみどりなどの交流会、 

八ッ場ダムについての勉強と建設現場見学など 

（移動は貸切バス(貸切バス会社名 なの花交通バス)、 

宿泊先は川原湯(かわらゆ)温泉の旅館） 

※現場状況、天候等により内容が変更となる場合があります。 

■募集人員 県内在住の小学４～６年生とその保護者２０組４０名 

※保護者１名につき児童１名参加可、申込多数の場合は抽選。 

■参 加 費 １組（２名）につき 20,000 円 

■申込方法 往復はがきに以下①～⑩を明記のうえ郵送 

①郵便番号と住所②電話番号③小学校名と学年、児童・保護者毎に（④氏名⑤ふりがな     

⑥年齢⑦性別⑧Ｔシャツのサイズ(130～160,WS～WL,M～XL)）⑨児童との続柄（保護者のみ） 

⑩返信用宛先（申込は児童１名につき１通のみ有効です） 

※詳細は千葉県 HP http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/kouryuu/index.html   水の大使  検索 

■申込期限 6 月 16 日（金）必着 

■申 込 先 〒260-0855千葉市中央区市場町 1-1 

      千葉県庁生活協同組合｢水の大使｣係 

      千葉県知事登録旅行業②332 号 

       電話 043-223-4624 

本事業は、 

・水を大切にする意識を育みます。 

・他県小学生との交流が、貴重な体験になります。 

・子どもと保護者が共に学べる場を提供します。 

⇒こちらもチェック 

水政課発行「水のはなし」は、水に関する   

学習の資料にご利用いただけます。 

 水のはなし 千葉県  検索 
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千葉県上下流交流事業実行委員会 
総合企画部水政課内 ☎043-223-2273 

募 集 

ぼ    しゅう 

小小学学４４～～６６年年生生 

千葉県は、県内で使う水の約３分の２を利根川水系に頼っています。みなさんが

毎日安定して水を使用できるよう利根川の上流にある群馬県長野原町では、現在 

「八ッ場(やんば)ダム」が建設されています。 

みなさんに「水の貴重さ・大切さ」を知ってもらうため、水源地の長野原町を   

訪れ、地元小学生と交流を行う『水の大使』を募集します。 

人人気気！！魚魚ののつつかかみみどどりり  

２２００１１77  
８８月月８８日日（（火火））  
  ～～１１００日日（（木木）） 

水水のの大大使使 

※各項目に不備がある場合は無効になることがあります。
なお、個人情報は他の用途には使用しません。 

地地元元小小学学生生ととのの交交流流  

八八ッッ場場ダダムム建建設設現現場場をを見見学学  


