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開会式 

内藤敏也 教育長の祝辞 選手宣誓（成田北高校・柏木主将） 

７月１２日（水）から県内１６８チーム 

が甲子園を目指し，連日の蒸し暑さにも負 

けず，多くの人々に支えられ，熱戦が繰り 

広げられました。 

 ７月２５日（火）木更津総合高等学校と 

市立習志野高等学校の決勝が行われました。 

進行を務める柏陵高校・成田高校・小金高校・千葉西 
高校・検見川高校・国分高校・柏中央高校の生徒 

  手に汗握る好ゲーム ！ 決 勝 

    木更津総合高校 ２年連続６回目の甲子園出場！ 

４回までに７安打を浴び３点を失ったが，５回

以降無失点で切り抜け，１６８チームの頂点に輝

いた木更津総合高校が，２年連続６回目の甲子園

出場を決めました。                      

閉会式では，半田徹也教育次長から，祝辞が贈

られ，一人一人にメダルが授与されました。 

       優勝の報告と甲子園への決意表明 表敬訪問 

７月３１日（月）甲子園出場校による，知事・ 

議長・教育次長表敬訪問が行われました。木更津 

総合高校の峯村主将が甲子園出場に向けて抱負を 

述べた後に，知事から激励の言葉がありました。 

最後に全員で記念撮影をしました。 

木更津総合高校の軌跡 
２回戦  ４－０ 流山おおたかの森 

３回戦 26－０ 千葉西 

４回戦 10－０ 幕張総合 

５回戦 ４－０ 東京学館浦安 

準々決勝 ７－０ 市立船橋 

準決勝 ６－２ 東海大市原望洋 

決勝 ４－３ 市立習志野 
【この件についてのお問い合わせ先】 

教育振興部体育課 学校体育班 

℡０４３（２２３）４１０８ 

習志野高校，千葉商業高校，磯辺高校，

京葉工業高校ブラスバンド部 

閉会式 

内藤敏也 教育長の祝辞 選手宣誓（成田北高校 柏木主将） 優勝旗返還（木更津総合高校） 
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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。 

 

県内6会場で「中学生・高校生との交流会」

が行われました。そのうちの東上総地域で行

われた様子をご紹介します。（8月8日） 

 

平成 29 年 8 月 8 日（火曜日）に千葉県立大

多喜高等学校で、平成 29 年度東上総地域「中

学生・高校生との交流会」が行われました。 

「中学生・高校生との交流会」は、日頃、学校

や日常生活の中で考えている教育に関する事

柄や問題について、地域の中学生・高校生と県

教育委員会等の職員が、自由な意見交換を行う

場として、開催されているものです。今年度は

県内各地域で 6回実施されています。 

 当日、東上総地域の公立中学校・高校の代表

生 35 名と県教育委員会・東上総教育事務所・

大多喜町教育委員会の職員が 4班に分かれ、グ

ループ討議を行いました。 

 なお、平成 29年度は大多喜高校会場の他に、

浦安市文化会館（浦安高校）、野田中央高校、

姉崎高校、銚子高校、成田西陵高校で「中学生・

高校生との交流会」が実施されました。 

   

くわしくは、こちら 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisa
ku/kouhou/photo-2017/290808.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-2017/290808.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/290808.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


★★★P３ 教育委員会会議報告 ★★★ 
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平成２９年８月２日（水）に開催しました。議案は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成２９年８月２３日（水）に開催しました。議案及び報告は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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/2017/290802-2.html（第６回結果） 

  http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/290823-2.html（第７回結果） 

 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 教育委員の活動（７月・８月） ◇◇◇◇◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《審議事項》 

（議案） 
第２０号議案  学校職員の懲戒処分について 

第２１号議案  学校職員の懲戒処分について 

第２２号議案  学校職員の懲戒処分について 

第２３号議案  学校職員の懲戒処分について 

 

平成２９年度 第６回千葉県教育委員会会議（臨時会）の内容について 

委員視察 

《審議事項》 

（議案） 
第２４号議案  平成３０年度使用県立中学校教科用図書の採択について 

第２５号議案  平成３０年度千葉県県立高等学校第１学年生徒募集定員について 

第２６号議案  市町村立小学校長の人事について 

（報告） 
報 告 １  「県立学校改革推進プランの一部改訂」（素案）について 

報 告 ２  「ちばアクアラインマラソン２０１８」について 

報 告 ３ 
 

東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業指定証授与式・

特別講演会の開催について 

 

平成２９年度 第７回千葉県教育委員会会議（定例会）の内容について 

県立市川特別支援学校 葛南地区中学生・高校生との交流会 

千葉中央教科書センター 

（千葉県総合教育センター内） 

今後の教育行政に資する

ため、７月２０日（木）午前

に、葛南教育事務所を金本教

育長職務代理者、佐藤委員、

井出委員が、午後に県立市川

特別支援学校と葛南地域中

学生・高校生との交流会を佐

藤委員、井出委員がそれぞれ

視察しました。 

７月２６日（水）に、千葉

県総合教育センターを金本

教育長職務代理者、佐藤委

員、井出委員が視察しまし

た。 

８月４日（金）に、海匝地

域中学生・高校生との交流会

を井出委員が視察しました。 

千葉県総合教育センター 

 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/290802-2.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/290823-2.html


★★★P4 平成２９年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展一般公開 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

科学工夫作品の部 

科学論文の部 
自作教具の部 

科学作品展の一般公開を行います。 

みなさんの御来場をお待ちしています。 

発表コーナーで，出品者からの解説を聞くことができます。 

 期 日  平成２９年１０月１４日（土） 
            １０月１５日（日） 

   時 間  ９：３０～１６：００ 
   会 場  千葉県総合教育センター 大ホール 
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千葉県総合教育センター 
カリキュラム開発部 科学技術教育担当  

電話 043-276-1184  FAX 043-276-4095 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉２－１３   

https://db.ice.or.jp/nc/shien/kagaku/sakuhin/ 

一般公開の様子 発表コーナーの様子 

 



★★★P5 県立中央図書館、中学校へ行く（百科事典の使い方編） ★★★ 

 
 

 

 

１．利用案内 

 初めに、県立図書館はどのようなところで、どのような役割があるのかを知ってもらうために、

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市立図書館と同じように、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 

２．百科事典の使い方 

まず、百科事典とはなにか、どのようなしくみの

本なのか、どのような時に使えるのか、実際に調べ

る時の手順を紹介しました。 

その後、実際に百科事典を使って調べる体験をし

てもらいました。「世界の国を調べてイラストマッ

プを書こう」という夏休みの課題に向けて、国名を

百科事典でひき、基本的な事項とイラストにしたい

モノ・コトをワークシートに書いてもらいました。 

参加した生徒たちは一生懸命調べ、ワークシート

に書き込んでいました。 

 

 

百科事典は本に比べ、数行から数ページの短い 

項目にまとめられているので、モノやコトの定義 

を知りたいとき、概要を掴みたいときにとても便 

利です。また、調べ学習でテーマを決める際にも、 

百科事典をひくことでテーマを絞りこむことにも 

役立ちますので、授業でもぜひご活用ください。 

 

                                                                           目次へ 
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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、千葉市立葛城中学校で一年生向けに

公立図書館の利用案内と百科事典の使い方について授業を行いました。 

県立図書館では、授業で図書等を活用する方法

についての相談もお受けしています。 

★この件についてのお問合せ★ 

県立中央図書館 読書推進課 

電話 ０４３－２２２－０１１６ 

百科事典の使い方の説明を受ける生徒の様子 
百科事典を使って調べている生徒の様子 



★★★P6 高校生理科研究発表会 ★★★ 

第１１回高校生理科研究発表会 
 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２９年９月３０日（土） 午前９時～午後５時 

場所：千葉大学西千葉キャンパス 

共催：千葉大学 千葉県教育委員会 

後援：文部科学省、千葉市、千葉市教育委員会、他 

 

     物理、化学、生物、地学、数学・情報の５分野のポスター形式の研究発表 

           
                        研究者や国際大会の参加経験者の発表 

    
参加校数は、千葉県６１校を最大に、北は青森県、南は福岡県まで全国１９都府県 

のべ４４０校、発表件数３３７件、生徒数７３８人、参加者１３１４人（平成２８年度） 

 

詳細は千葉大学先進科学センター高大連携専門部のＷｅｂページ 

http://www.cfs.chiba-u.jp/koudai/ をご覧ください。 

 

この件についての問合せ先 教育振興部指導課学力向上室 ０４３－２２３－４０５６ 
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千葉大学では、県教育委員会と共催で、各高校・大学・研究機関、民間企業等、多くの

団体と協力して、全国の高校生を対象に「第１１回高校生理科研究発表会」を開催します。 

普段からの課題研究活動やＳＳＨの研究活動等々、自然科学分野の研究成果を発表する機

会を設け、優れた発表を表彰して奨励するとともに、個々の研究内容へのアドバイスをと

おして、広く自然科学教育の向上と充実を図っています。多くの方の御来場をお待ちして

います。 

 

http://www.cfs.chiba-u.jp/koudai/


★★★P7 おっ！あざやか通級指導教室 ★★★ 
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MFT『あいうべ体操』カード 

 

 

 

 

 

 

通級指導教室とは、教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対して、普段の授業は

自分の教室で受けながら、個に応じた専門的な指導を行う教室です。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通級指導教室担当教員を紹介します。 

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。 

この件についてのお問合せ 

教育振興部特別支援教育課 

電話０４３－２２３－４０５０ 

学校名：白子町立関小学校 

 

通級指導教室の魅力や「やりがい」は？ 
言葉の歪み等の各課題音の改善におい

て、子どもたちが正しい音を発した瞬間を

逃さずに、ほめることで、課題音の改善・

定着につながる過程が一番嬉しいです。 

 

授業で心がけていること 
子どもたちが理解しやすい教材や保護

者が協力しやすいような資料の作成に努

めています。｢ことば｣が持つリズムやテン

ポ感を大切に授業に臨んでいます。 

 

私の好きな「こ・と・ば」 

「柔らかな心」小さな感動・喜びを共に

感じる心を大切にしていきたいです。 

教室の障害の種類：言語障害（ことばの教室） 

【MFT（口腔筋機能トレーニング）】 

  ことばの教室では､課題音改善の基礎

的土台としてＭＦＴ（口腔筋機能トレー

ニング）を大切にして、取り組んでいま

す。発音の改善は、繊細な舌の動きが基

盤となります。そこで、ＭＦＴ｢あいうべ

体操｣、｢ぱたから体操｣を授業の導入時に

取り組むとともに、家庭でも取り組める 

ように絵カードを配付しています。 

ＭＦＴにより、舌が適正位置に収まる 

ようになり、口呼吸から鼻呼吸へと改善

していきます。呼吸法の改善は、インフ

ルエンザなどの予防にも効果が期待でき

るということで、今年は、養護教諭と連

携を図り、全学年で取り組めるように計

画しています。 

担当者名：竹内 千佳子 

特別支援教育経験：９年 

（平成 2９年 5 月 1日現在） 

 

 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1/


★★★P8 平成３０年度千葉県公立高等学校第１学年生徒募集定員の決定 ★★★ 

 

 

 

 

平成３０年度公立高等学校全日制の課程第１学年の生徒募集定員は、平成３０年３月の県内の

中学校卒業予定者数が前年と比較して減少する見込みであることから、次のとおりとなります。 

なお、定時制、通信制の課程および専攻科については、平成２９年度と同数となります。 

 

区 分 募 集 定 員 学 級 数 備         考 

全 日 制 ３３，６４０人 ８４１学級 ２８０人減（７学級減） 

定 時 制 １,４４０人 ３６学級 平成２９年度と同数 

通 信 制 ５００人  平成２９年度と同数 

専 攻 科 ５０人  平成２９年度と同数 

 

各高等学校、各学科の募集定員など詳細については、ホームページを御覧ください。 

ホームページアドレスは次のとおりです。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2017/koukounyuushi/290823boshuuteiin.html 
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平成３０年度千葉県公立高等学校第１学年生徒募集定員の決定 
 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2017/koukounyuushi/290823boshuuteiin.html

