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平成２９年度

中学生や高校生が日頃学校や日常生活の中で考えている事柄や問題について、県教育委員会の職員
とひざを交えて自由な意見交換を行う「中学生・高校生との交流会」を県内６会場で開催しました。
出席者はそれぞれ中学生・高校生が 20 名～５0 名程度、県・市教育委員会職員、参加校職員です。
各会場とも、設定したテーマについて、教育委員会職員も交え、中学生・高校生が話し合いました。
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県立大多喜高等学校
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今年の主なテーマ

○「２０２０年東京オリンピック・パラ
リンピック」を通じたおもてなし
○障がいのある人もない人も生きやす
い社会にしていくための工夫

＜浦安市文化会館会場＞

開

浦安高校、（浦安市立）浦安中学校、堀江中学校、見
明川中学校、入船中学校、富岡中学校、美浜中学校、
日の出中学校、明海中学校、高洲中学校
野田中央高校、清水高校、関宿高校、（野田市立）第
一中学校、第二中学校、東部中学校、南部中学校、
北部中学校、福田中学校、川間中学校、岩名中学校、
木間ケ瀬中学校、二川中学校、関宿中学校
姉崎高校、（市原市立）姉崎中学校、有秋中学校、姉
崎東中学校、千種中学校
県立銚子高校、
（銚子市立）第一中学校、第二中学校、
第三中学校、第五中学校、第六中学校、第七中学校、
銚子中学校
成田西陵高校、（成田市立）成田中学校、西中学校、
中台中学校、玉造中学校、（栄町立）栄中学校
大多喜高校、（大多喜町立）西中学校、大多喜中学校

北総

東上総

加 校

など

催 日

7/２０（木）

８/３（木）

8/４（金）
8/４（金）
8/７（月）
8/８（火）

交流会の特徴

○高校生による進行のもと、県教育委員会職員も交えた
グループ討議による意見交換を行います。
○交流会で出た意見から県教育委員会への提案となる事
項を各教育事務所がまとめ、その対応等について関係
課で検討します。

＜姉崎高等学校会場＞
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＜野田中央高等学校会場＞
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＜成田西陵高等学校会場＞

＜県立銚子高等学校会場＞

「なぜ私達は学ぶのか？ ～未来の自分を

「AI との共存 ～AI は人類を救えるか～」

（葛南教育事務所）

考える～」

（東葛飾教育事務所）

○AI について、使い方によってメリット・デメ

○自分の将来のために知識や技術を「学ぶ」と

リットがあることなど知識を深めて十分に理

思っていたが、生きる、世界に目を向ける、な

解する必要がある。

ど広い視野が必要なことがわかった。

○人と人とのコミュニケーションがあってこ

○なぜ学ぶのかという難しい議題について、グ

その場面では、人が行うことが温かい交流とな

ループのみんなで考えることができたことが

ることを忘れてはならない。

今日の一番の成果かもしれない。

「バリアフリーについて」
（南房総教育事務所）
○点字ブロック上に置かれた自転車の移動な
ど、身近にできることから始めたい。
○体験学習などで、障害のある人や高齢者が困
難や不安を感じることを体験して、健常者が普

「銚子市を活性化させるために、中高生として

段あまり気にならないようなことが、実は大き

がることから、私たち若者は何をすべきか考え

な問題になることを知ることが大事だ。

ていく。

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック

「障害のある人もない人も生きやすい社会に

を通じた『おもてなし』
」 （北総教育事務所）

していくための工夫」 （東上総教育事務所）

○おもてなしをするために、英語をしっかり勉

○障害者差別解消法等の法律に関して

できることについて」

（北総教育事務所）

○銚子の商店街を復興させるために中高生と
してできることを見出し、商店街の代表者の
方々と話し合いを持つ。
○生活しやすい環境が人を集めることにつな

強する必要がある。また、ジェスチャーや単語

・このような法律があるのを知らない人が多

等を通して人に伝える学習が大切である。

いのではないか。

○スポーツ以外の面からのオリンピック・パラ

・この法律でどのような行為が差別に当たる

リンピックについて学ぶことで、おもてなしに

のか、正確に国民に伝えていく必要があるの

繋がるのではないか。

ではないか。

＜交流会全体を通して、中学生・高校生から出された意見・提案＞
・学校の教育内容にこの交流会のようなことを取り入れてほしい。
・もっと多くの生徒に交流会に参加できる機会を設けてもらいたい。
・1 度だけの交流会ではなく回数を多く持つことに意味がある。 等

＜大多喜高等学校会場＞

＜この件についてのお問合せ＞
企画管理部教育政策課 電話
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★★★P３

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)

頁

平成 29 年度 中学生・高校生との交流会〈1〉/〈2〉 １～２

バトントワーリング世界大会優勝選手
等の教育長表敬訪問(10月3日)
平成29年8月に開催されたバトントワーリン
グ世界大会（クロアチア・ポレッチ）に日本代

インデックス＆ミニ・トピックス

３

表として出場し、優秀な成績を収めた千葉県ゆ
かりの2選手が、千葉県教育委員会教育長を表
敬訪問し、その報告を行いました。

教育委員会会議報告

４

マレーシア高校生との交流

５

平成２９年度全国高等学校総合体育大会等の
優勝チーム・優勝者が表敬訪問

６

公立図書館と学校の連携を図るための研修会

７

イベント情報

別冊

くわしくは、こちら
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/
kouhou/photo-2017/291003.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）
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★★★P４

教育委員会会議報告

★★★

平成２９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２９年９月１３日（水）に開催しました。議案は以下のとおりです。
《審議事項》
（議案）
第２７号議案
第２８号議案

（報告）
第 ４ 号報 告

平成２９年度末及び平成３０年度公立学校職員人事異動方針について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に基づく教育委員会
の点検・評価について
教育委員会所管に係る平成２９年度９月補正予算案について

報

告

１

「千葉県県有建物長寿命化計画」原案について

報

告

２

平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果について

報

告

３

平成３０年度使用県立高等学校教科用図書の採択について

報

告

４

平成３０年度使用県立特別支援学校教科用図書の採択について

報

告

５

全国高等学校総合文化祭について

報

告

６

全国高等学校総合体育大会について

報

告

７

千葉県立松戸特別支援学校における平成２８年度の医療的ケアの実施に必要な
手続きの遅延について

［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/2017/290913-2.html（第８回結果）

◆◆◆◆◇◇◇◇

教育委員の活動（８月・９月）

◇◇◇◇◆◆◆◆

委員視察
今後の教育行政に資
するため、８月３０日
（水）に、千葉市立加曽
利貝塚博物館を金本教
育長職務代理者、佐藤委
員、井出委員が視察しま
した。
千葉市立加曽利貝塚博物館内を視察

博物館職員との意見交換

第７２回国民体育大会

本大会 千葉県選手団 結団式

９月３０日から１１
日 間に わたっ て愛 媛県
で開催される、第７２回
国 民体 育大会 本大 会の
千 葉県 選手団 結団 式が
９月１４日（木）に行わ
れ、金本教育長職務代理
者が出席しました。
選手団宣誓を受ける金本教育長職務代理者

選手の健闘を期して万歳三唱
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★★★P５

マレーシア高校生との交流

8/20(日)
千葉県内 6 校※28 名の高校生が、異文化理解の促進と外国
語でのコミュニケーション能力の向上等を目的として、
8 月 20 日から 8 月 26 日までマレーシアを訪問しました。
マレーシアでは、クアラルンプール市内の高校を訪問し、
日本の文化等に関するプレゼンテーションを英語で行いまし
た。また、クアラルンプール郊外のカンポン（農村）での
ホームステイを行い、マレーシアの伝統的な生活習慣を体験
したり、現地大学生との交流街歩きを行ったりしました。
参加の高校生たちは、本事業の活動を通して、異文化への
理解を深め、現地の人々との友情を育みました。
県教育委員会では、今後も海外教育旅行等を推進し、子ど
もたちの国際感覚や異文化理解の向上を図っていきます。
※県立鎌ヶ谷西高校、県立柏南高校、県立我孫子高校、
県立長生高校、県立木更津高校、千葉学芸高校

8/21(月)
8/22(火)
8/23(水)
8/24(木)

8/25(金)
8/26(土)

★★★
スケジュール
成田発
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ着
・日本大使館表敬訪問
・ﾌﾟﾄﾗｼﾞｬﾔ開発公社訪問
・異文化体験（ﾊﾞﾃｨｯｸ染め）
・現地学校交流
・ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ市内見学
・ﾌﾟﾄﾗｼﾞｬ市内見学
・ﾏﾗｯｶ見学
・自然環境体験学習（FRIM）
・日系企業訪問（ﾀﾞｲｷﾝ）
・ｶﾝﾎﾟﾝｽﾃｲ（ﾎｰﾑｽﾃｲ）
・ｶﾝﾎﾟﾝｽﾃｲ送別会
・学生交流街歩き
・学生との交流夕食会
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ発
成田着

交流の様子

昨年に引き続き、SMK COCHRANE 校を訪問

マレーシアの高校生に日本文化の紹介などを行いました

海峡で有名なマラッカにて

バティック染めに挑戦

政府関係機関職員に質問する生徒

熱帯雨林のジャングルを歩く

世界で活躍する日本人に学ぶ

ﾎｰﾑｽﾃｲでお世話になったお母さんと

この件についてのお問合せ

B&S ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 街歩きに出発

企画管理部教育政策課

電話
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P５

★★★P６ 平成２９年度全国高等学校総合体育大会等の優勝チーム・優勝者が表敬訪問 ★★★

写真やテキストボックス・吹き出し等を利用して自由に編集してください。

平成２９年度全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ 南東北総体２０１７」が南東北３県及び
和歌山県で開催され、千葉県選手団は３０競技に７５校７５２名の選手が出場しました。
大会において、団体では、
「サッカー男子」で流通経済大学付属柏高等学校、
「体操女子団体」で東京
学館高等学校、
「レスリング男子」で日本体育大学柏高等学校、
「少林寺拳法男子団体演武」で桜林高等
学校が優勝しました。個人では「陸上競技男子やり投」で、千葉県立東葛飾高等学校の畦地選手、
「陸上
競技女子三段跳」で、千葉県立幕張総合高等学校の橋本選手、
「体操男子平行棒」で、船橋市立船橋高等
学校の杉本選手、
「体操女子跳馬」で、東京学館高等学校の花島選手、「新体操女子個人総合、フープ、
リボン」で、クラーク記念国際高等学校千葉キャンパスの柴山選手、
「ボクシングバンタム級」で、習志
野市立習志野高等学校の堤選手、
「柔道男子６０㎏級」で、習志野市立習志野高等学校の市川選手、
「レ
スリング男子５０㎏級と５５㎏級及び９６㎏級」で、日本体育大学柏高等学校の竹下選手、服部選手、
白井選手、
「競泳女子２００ｍ自由形」で、千葉商科大学付属高等学校の柏崎選手が優勝しました。
また、全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会において「団体男子ビームライフル」で千葉県立佐
倉東高等学校、「個人ビームライフル立射６０発」で千葉県立佐倉東高等学校の田中選手が優勝しまし
た。
選手たちは学校関係者とともに、去る９月７日に県庁を訪れ、森田知事及び内藤教育長に優勝を報告
しました。
千葉県高等学校体育連盟 山﨑成夫会長が大会報告と謝意を述べるとともに、同連盟

齋藤隆作専務

理事から優勝選手並びに学校関係者が紹介されました。森田知事からは「２０２０年、東京五輪に皆さ
んの中から一人でも多くの人が選手として参加できることを期待している。」と今後の更なる活躍を期
待する言葉がありました。
そして、選手を代表して幕張総合高校

陸上競技部

橋本梨沙選手が、「優勝は選手だけでは成し遂

げられない。先生や両親の支えのおかげ。今後、更なる高みを目指して頑張りたい。
」と感謝の言葉を述
べました。
[問合せ先：教育振興部体育課学校体育班 ０４３－２２３－４１０８]
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公立図書館と学校の連携を図るための研修会

★★★

「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」を開催しました。

〜子どもの読書活動優秀実践の学校・図書館の紹介〜

平成２９年８月１８日（金）に、「平成２９年度公立図書館と学校の連携を図るための研修会」を千葉市
民会館小ホールで開催しました。研修会には、県内の教職員・公立図書館職員をはじめ、学校司書、市
町村教育委員会担当者など、約１９０名の参加者が集まり、連携のあり方について理解を深めました。
＜開催内容＞
① 「平成２９度文部科学大臣表彰」受賞の子どもの読書活動優秀実践校及び図書館の実践発表
② 県立図書館の学校への支援サービス・連携業務紹介
③ 中央大学の梅澤貴典氏を講師に、「学校・公共図書館から始めるアクティブ・ラーニング」をテー
マにした講演

◆＜実践発表＆資料展示＞◆

被表彰校・図書館の優れた実践発表と県立図書館の学校へ
の支援サービスの紹介を行いました。また、展示ブースでは、
参加者が各ブースの取組を熱心に見学し、情報交換を行いま
した。

★平成２９年度文部科学大臣表彰★
【子どもの読書活動優秀実践校】

＊船橋市立海神南小学校
＊柏市立土小学校
＊白井市立大山口小学校
【子どもの読書活動優秀実践図書館】
＊香取市立図書館（佐原中央図書館・小見川図書館）

〜自分で思考・判断・表現する力を育てるために〜

講師：梅澤

貴典

先生（中央大学職員・都留文科大学非常勤講師）

講演では、情報リテラシー教育をふまえながら、子どもたちが思考・判断・表現する
力を育てるために図書館の活用等について講演いただきました。

︻お問合 せ︼
教育振興 部生涯 学習課
電話〇四三︵二二三︶四〇七二

【講演】「学校・公共図書館から始めるアクティブ・ラーニング」
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