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県立中央図書館では、中学校との連携事業として、県立千葉中学校において一年生向けに図書館の
利用案内と本の検索の方法を伝える授業を行いました。

１．利用案内
県立中央図書館は県立千葉中学校から歩いて５分の
ところにあります。その県立図書館を使う２つの方法
について利用案内をもとに説明しました。
①直接県立図書館に行って本を借りたり、調べ
ものをする
②身近な市町村立図書館を窓口にして、県立図
書館の資料を取り寄せて利用する
利用案内のパンフレットを見ながら説明を受ける生徒

２．本の検索方法
本の検索方法の説明では、タブレット端末を使って県立図書館のホームページから資料を探す方法を体験
してもらいました。トップページにある「簡易検索」のほか、書名や著者名などのキーワードを組み合わせ
て検索する「詳細検索」
、
「○○について」といった本のテーマ（件名）から自分が探したいテーマの本を探
す方法を、実際に資料を検索してもらいながら紹介しました。
まずは簡易検索から…

県立図書館のホームページ

書名や著者名だけでなく、調べたいテーマで資料を探せるようになると、とても便利です。
「テーマ（件名）で探す」のは県立図書館以外の図書館でも使える手法なので、身近な図書館で調べ学習を
する時にも役に立ちます。ぜひ覚えて使っていただきたいです。
この件についてのお問い合わせ
「図書を探す」方法は、県立図書館のホームページ内、調べ方
県立中央図書館 読書推進課
案内（パスファインダー）のページにも詳しい方法が載ってい
電話 ０４３－２２２－０１１６
ます。中学生だけでなく大人の方もぜひご活用ください。
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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。
インデックス(目次)

頁

県立中央図書館、中学校へ行く（検索実習編）

１

県立木更津東高等学校生徒の千葉県
教育長表敬訪問について。(5月30日)
県立木更津東高等学校では「グローカル

インデックス＆ミニ・トピックス

２

平成２８年度魅力ある県立学校づくり大賞受
賞校の取組を紹介

３

「第２ 次千葉県特別 支援教育 推進基本計 画
（案）」を公表

「地域で学び、地域に貢献し、地域に育て
てもらう」さまざまな教育活動に取り組んで

４

います。

「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」を
公表

５

平成２９年度「千葉県子ども読書の集い」を開
催

６

国分高校

自転車マナーアップ隊

７

２０１７活躍が期待される少年・少女「チーム
ちば」の紹介

８

県内総合型地域スポーツクラブ紹介

９

イベント情報

ハイスクール」を理念とし、日ごろから

この度、その取組と販売した和菓子を
本校生徒が千葉県教育長に紹介しました。
教育長からはオリジナル和菓子を試食し
た感想や、地域と連携した学習のますますの
推進について、激励の言葉をいただきまし
た。

別冊

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。

くわしくは、こちら

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisa
ku/kouhou/photo-2017/290530.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-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）
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平成２８年度魅力ある県立学校づくり大賞受賞校の取組を紹介

★★★

県 立 一 宮 商 業 高 等 学 校
－平成２８年度魅力ある県立学校づくり大賞受賞校の取組－

魅力ある県立学校づくり大賞

教育長賞

受賞

～ 「一宮商業」と「地域」は「教育」でつながっている ～
一商 COLORS は、「一商スマイル」
「地域スマイル」
「グローバルスマイル」を基本理念とした、
高校生が運営する広告会社として事業展開して
います。
「顧客の満足感」「地域の笑顔」を自社の利益
として捉え、販売促進用のポスターや
キャラクターデザイン、ＷＥＢページの制作を
事業内容としています。

「一商 COLORS」制作による、ポスターやキャラクターデザイン等
「シビックプライド向上計画」
～地域全体でのまちづくりを目指して～
国際サーフィンシンポジウムで、
『ギョサン』を
紹介する様子。漁業関係者が使う滑りにくく
機能的なサンダルの『ギョサン』は一宮町を
代表するお土産としてサーファーの間で人気が

電 算 部
創立 45 年目の伝統ある部活動です。全国商業
高等学校協会主催のプログラミングコンテスト
では 37 年連続入賞を記録しています。近年、
高度資格取得により得た知識で競う各種競技
大会での全国大会出場やパソコン講座の実施

高まっています。

など多岐にわたり活動を行っています。
一宮町をイメージするオリジナルの
『ステッカー』にはサーフィンと町への思いを
込めました。ステッカーには、釣ヶ崎海岸の鳥居
や一宮町の花の山ユリなどが描かれています。

地元菓子工房の協力を得て開発された『トマト

電算部の生徒が開発した生活に役立つアプリ

あんにん』、使用されるトマトは、地元の有名
ブランド『長生トマト』です。かわいい
パッケージは生徒のデザインによるものです。

一宮商業高校の様子は、ホームページでも公開しています。http://cms2.chiba-c.ed.jp/chb-ichinomiya-ch/
お問い合わせ

企画管理部 県立学校改革推進課
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「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」を公表

★★★

「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」を公表
「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」は、平成１９年に策定した「千葉県特別支援
教育推進基本計画」の計画期間が平成２８年度に終了したことから、次期の千葉県の特別支
援教育の更なる充実を図るため策定するものです。

基本的な考え方

－ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 －
○障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けて、その能力や可能性を最大限に伸ばす教
育を目指します。
○障害のある幼児児童生徒が、地域社会の一員として積極的に活動し、豊かに生きることができ
る教育を目指します。
○障害のない幼児児童生徒が、障害者理解を深め、障害のある人とともに社会をつくるための基
礎を培う教育を目指します。

【５つのテーマと取組】

Ⅰ 早期からの
教育相談と支援体制の充実

Ⅱ 連続性のある
多様な学びの場と支援の充実

「いつでも」「どこでも」「だれにでも」 必要な支援を
重点的な取組

Ⅲ 特別支援学校の整備と

○新学習指導要領を踏まえた、通常の学級の
障害のある児童生徒への指導の工夫・改善

機能の充実
※第 2 次県立特別支援学校整備計画

○高等学校における特別支援教育の充実
（「通級による指導」、自己理解に基づいたキャリア教育）

Ⅳ 卒業後の豊かな生活に

○特別支援学校の総合的な教育機能の充実

向けた支援の充実

（複数の障害種への対応、職業教育の充実、小中学校等と連携した相談支援機能の強化）

○東京オリンピック・パラリンピックの機会
学校と連携した相談支援機能の強化）
を生かした障害者スポーツを通した交流

Ⅴ 特別支援教育に関する

○学校における手話等の普及や多様な障害に
応じた職員研修の充実

教員の専門性の向上

千葉県教育委員会では、
「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」の策定にあた
り、計画（案）についてパブリックコメント
を実施し、県民の皆さまの御意
見を参考にしたいと考えております。パブリックコメントにつきましては、下記のサ
イトを御覧ください。
※QR コードからも御覧いただけます

「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」に関する意見募集
（http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kt/kenminsanka/ik enboshuu/iken/）
お問い合わせ

千葉県教育庁

教育振興部 特別支援教育課
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電話０４３－２２３－４０４５
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「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」を公表
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「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」を公表
「第２次県立特別支援学校整備計画」は、「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」と
合わせ、千葉県の特別支援教育の更なる充実を図るため、「県立特別支援学校整備計画」に
続く計画として、県立特別支援学校の児童生徒の増加に伴う教室不足や施設の狭隘化等の
過密状況への対応を計画的に進めるものです。平成２９年度から３３年度までの５年間の計画
として、推計で７６３人に対応します。
平成１９年前後から、
特別支援学校に在学する
児童生徒が増加していま
す。

県立特別支援学校の障害種別児童生徒数の推移と今後の推計
←実数 推計→

平成２３年に県立特別
支援学校整備計画を策定
し、過密状況への対応を
進めてきました。
過密状況の解消または
緩和が図られた地域があ
る一方で、引き続き対応を
要する地域があります。

１０年間(H18～28)で
知 的 障 害 は約 1.4 倍
肢体不自由は約 1.1 倍

今後１０年間の児童生
徒数は、５，７００人台
を中心に推移する見通し
です。

（年度）

過密状況の著しい知的障害特別支援学校と肢体不自由特別支援学校について、
現在の過密状況と今後の児童生徒の増加見込みを考慮して対応します。
対応策
○県立学校及び市町村立学校の
転用可能な校地・校舎等の活用
○校舎の増築
○通学区域の調整
【県立特別支援学校整備計画で、旧市町村立小中学校の校舎を活用した新設校】

千葉県教育委員会では、６月１４日に「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」を公表
県民の皆さまの御意見を参考にしたいと考えております。詳しくは、下記のサイトを御覧く
ださい。
パブリックコメント(意見募集)
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kt/kenminsanka/ikenboshuu/iken/

お問い合わせ 千葉県教育庁

企画管理部
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県立学校改革推進課

電話 043-223-4079
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平成２９年度「千葉県子ども読書の集い」を開催

★★★

平成 2９年度「千葉県子ども読書の集い」を開催
5 月１３日(土曜日)に千葉県文化会館で、「千葉県子ども読書の集い」を開催し、あい
にくの雨にもかかわらず１７３名が集まりました。第１部では、平成 2９年度子どもの読
書活動優秀実践団体（文部科学大臣被表彰）の 2 団体が実践発表を行いました。第２部で
は、読み聞かせ師・絵本作家である“聞かせ屋。けいたろう氏”の楽しい講演がありまし
た。第３部では、発表参加者が各自、本を持ち寄り、その本の魅力を紹介しあいながら参
加者が一番読みたいと感じた本を投票で選ぶ「ビブリオバトル（書評合戦）」を行いまし
た。さらに会場ロビーでは、県立中央図書館の推薦図書の展示・貸し出しなどを行い、参
加者は、本を読む楽しさを再認識し、読書の魅力に触れました。

岩木小「本のはらっぱ」
（野田市）
による活動報告と絵本の読み聞
かせ、素話の実演

おはなし‟もこもこ”（睦沢町）
による活動報告と絵本の読み聞
かせ、手遊び歌の実演

休憩時間に会場ロビーで、絵本
を楽しむ親子

３名のバトラー
が、各自で持ち寄
った本の魅力につ
いて、熱い語りで
紹介したビブリオ
バトル
（書評合戦）

聞かせ屋。けいたろう氏による、楽し
い読み聞かせの実演やテクニックの
紹介

この件についてのお問い合わせ
教育振興部生涯学習課
電話 ０４３（２２３）４０７２

会場ロビーで、お薦
めの本 100 選や科
学の本などの展示。
写真は、図書館員に
よる‟かがくあそ
び”コーナーのひ
とコマ
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国分高校

自転車マナーアップ隊

★★★

本校のマナーアップ隊は、市川警察署との協力により交通安全を推進するため、部活動
（運動系及び文化系）の生徒が、輪番で毎月１５日（但し、１５日が週休日の場合は近い
日に変更）に朝８時１５分に正門に集合し、８時４０分まで市川警察署員及び生徒指導部
職員とともに、正門や通学路で自転車通学者にマナーアップの呼びかけを行っています。

・自転車保険に入ろう
・ヘルメットをかぶろう
・歩いている人を優先しよう
・ながら運転はやめよう
・夕方からライトをつけよう
（森田県知事）

平成２９年５月２８日（日）自転車による交通事故防止を目指し、マナーアップ隊の活動の
一環として千葉県警察、森田県知事及び県議会議員の皆さんとともに「自転車マナーアップ
キャンペーン」に参加しました。市川ニッケコルトンプラザにて、多くの買い物客の皆さんと
自転車マナーを確認することができました。最近はおしゃれなヘルメットもあるようです。
５月を「一斉自転車マナーアップ強化月間」と定め、事故防止に取り組んでいます。会場では自
転車事故の撲滅を訴え、自転車安全教室などが行われました。

平成２８年３月１８日、本校生徒
が、一日警察署長に任命されました。
また、本校は、平成２８年１０月に
市川警察署自転車安全対策モデル校に
指定されました。
この件についてのお問い合わせ
県立国分高等学校 教頭
電話 ０４７－３７１－６１００
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２０１７活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介

プロジェクトⅡ 元気プロジェクト

★★★

【施策１２】フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進

２０１７活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介
え がお

第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」に向けて、
「チームちば」の活動が本格的に
スタートしました。天皇杯入賞に向け、
「チームちば」の若き選手たちの活躍を紹介します。

バスケットボール

写真は船橋市立船橋
高等学校のメンバーで
す。
（会場：東京体育館）

６月３日（土）～４日（日）東京体育館にて行われました「第７１回関東高等学校男子バスケットボー
ル選手権大会」にて、船橋市立船橋高等学校がＡブロック優勝を果たしました。準決勝の土浦日本大学高
等学校（茨城県）、決勝の正智深谷高等学校（埼玉県）では苦戦を強いられましたが、キャプテンの保泉
選手を中心に見事な試合運びをみせました。また、Ｂブロックにおいても日本体育大学柏高等学校が優勝
しました。８月に群馬県で行われる第７２回国民体育大会関東ブロック大会に向けて、激戦が予想される
少年男子種別において明るい材料が揃いました。この勢いで関東ブロック大会を勝ち上がり、
「愛顔つな
ぐえひめ国体」で千葉県の実力を全国のみなさんに見せてほしいと思います。

相

撲

写真は拓殖大学紅陵
高等学校のメンバーで
す。
（会場：袖ヶ浦高校）

６月３日（土）に行われました「第７０回千葉県高等学校総合体育大会」において拓殖大学紅陵高等学
校が団体優勝を果たしました。８月４日（金）から宮城県大崎市で行われる「南東北総体２０１７」や
１０月６日（金）から行われる「愛顔つなぐえひめ国体」で更なる活躍が期待できる選手たちです。相撲
は心・技・体の充実が重要な競技です。これからも相撲での鍛錬を

この件についてのお問い合わせ

積み重ね、たくましい肉体と粘り強い精神をつくりあげてください。 教育振興部体育課
０４３－２２３－４１０４
P８
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県内総合型地域スポーツクラブ紹介
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～県内総合型地域スポーツクラブ紹介～

１番新しい「総合型地域スポーツクラブ」

データ

「エンジョイ中台Ｓ.Ｓ.Ｃ」スタート！
平成 29 年 3 月 22 日（水）成田市中台運動公園体
育館会議室において設立総会を開催し、総合型地域ス
ポーツクラブ エンジョイ中台Ｓ.Ｓ.Ｃ が設立されま
した。
エンジョイ中台Ｓ.Ｓ.Ｃの合い言葉は、
「みんな 集まろう！」
「みんな 楽しもう！」
「みんな 笑顔になろう！」です。
★生涯にわたって誰もが気軽にスポーツ・レクリエ
ーションを楽しみ、いきいきとした健康的な生活
が送れることを支援します。
★生涯にわたって誰もが気軽にスポーツ・レクリエ
ーション活動に参加することができる環境づく
りを支援し、健康づくり・仲間づくりを広げるこ
とを目指します。

種目

健康体操
卓球

内 容
心身を健康に、頭の体操やゲームを取り
入れて、体を気持ちよくストレッチする
体操です。
ラケットの握り方から始めます。
初心者歓迎！

ユニカール

専用カーペットの上でプラスチック製のスト
ーンを滑らせる室内版のカーリングです。

インドア
ペタンク

相手のボールよりも目標球の近くにボールを
投げることで、得点を競うゲームです。

ダーツ
バウンド
テニス

ソフトダーツを使用します。
誰にでも簡単にできます。
室内で行うテニスの一種です。コートの大き
さはテニスコートの１／６です。

エアーソフトガン 電子標的とプラスチック弾を使用し、操作や
※ 対象：小３以上 撃ち方を指導者が丁寧に教えます。
キッズプログラム 子どもたちが楽しみながら体を動かすプ
※ 対象：就学前児 ログラムです。
その他、ラージボール卓球、けん玉、ティーボール
など、幅広い世代が楽しめる様々な種目を行います。

教育庁教育振興部体育課生涯スポーツ班

活動場所 中台運動公園体育館
会費

※希望する方は別途保険料
入会 入会手続きは、事務所開設時間帯（月・水
・金の９：３０～１６：３０）または、活動
日当日の受付で行います。
※入会前に体験参加ができます。
中学生以上２００円小学生以下１００円
※キッズプログラム（幼児対象）は、その
都度１回２００円となります。
（入会金・
年会費不要）

会員数 ○○○名（H2９.５現在）

連絡先
「エンジョイ中台Ｓ.Ｓ.Ｃ事務局」
住所：〒286-0015
成田市中台５－２
中台運動公園 陸上競技場内
電話：0７０-３３１３-８１８１
Email enjoy_nakadai@yahoo.co.jp
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