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P１                 目次へ 

Vol.212 

1１月号-２ 

全ての学級において「『思考し、表現する力』を高める実践モ

デルプログラム」を活用した授業が展開されました。また、「ちば

っ子『学力向上』総合プラン」や学力向上に関する１１の分科会

が設定され、施策の周知や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（ファイブ・アクション）」の

一環として、「学力向上交流会」を実施しました。 

◇１０月２６日（木）に、木更津市立木更津第一小学校で行われた「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。 

 

分科会では、提案者による実践説明と、

県の施策に関する協議が行われまし

た。 

４年生の算数では、多様な考え方で平面

図形の面積を求めました。 

全体会では「学力・学習状況」検証事業

の検証協力校が、取組の成果を発表しま

した。 

１年生の道徳では、役割演技を通して、主

人公の気持ちを実感的に捉えました。 

６年生の理科では、既習を活用して、５

種類の水溶液の判別方法を考えました。 

児童の主体的な言語活動を随所に取り入れた授業が展開されま

した。参観者からは、「磨かれた指導案の授業で、大変参考になり

ました。」「分科会では、普段の授業をする上での悩みを相談する

機会となり、今後につながるとても良い内容でした。」といった感

想が多数寄せられました。 

この件についてのお問合せ 教育振興部指導課 電話 043－223－4057 

主催者挨拶 内藤 教育長 

３年生の国語では、本の帯を作るために、友

達と対話しながら物語を読み深めました。 

分科会では、県独自の学習ガ
イドの活用のほか、「魅力ある授
業づくりの達人（音楽）（外国語
活動）」、「確かな学びの早道『読
書』事業」等のテーマが設定さ
れ、主な活動内容と実践の説明
がありました。また、参加者との
活 発 な 協 議も行 わ れました 。 

 



★★★P２ 学力向上交流会２ ★★★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目次へ 
P２ 

全体会では、「学力・学習状況」検証

事業の協力校である市川市立第六中

学校より授業改善の取組についての

発表がありました。 

どの授業でも、「主体的・対話的で深い学び」の視点から

の授業改善に向けた試みが見られました。分科会では、「全

国学力・学習状況調査の分析結果を活用した授業改善」や「小

中連携の取組」、「ＩＣＴの活用」等、８つの分科会が設定さ

れ、参加者による熱心な協議が行われました。 

この件についてのお問合せ 教育振興部指導課 電話 043－223－4057 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業など、８教室

で授業が展開されました。また、展開された授業に関連した分科会

が設定され、活発な協議がなされました。 

 

小学１年生の国語では、「誰に何を、どん

な目的で書くのか」を児童がしっかりと意

識しながら、紹介文を書きました。 

中学２年生の英語では、生徒がペアやグ

ループで互いにアドバイスし合いながら

英会話をしました。 

  主催者挨拶 

千葉県教育委員会  

佐藤 教育委員  

小学５年生の理科では、 流れる水のは

たらきについて、児童が実験と対話を繰

り返しながら理解を深めました。 

小学４年生の外国語活動では、児童の

学習意欲が高まる、体験的な英会話の

授業が展開されました。 

中学２年生の理科では、生徒が気象の

観測データを見て気付いたことを話し合

い、気象の変化の理解を深めました。 

分科会では、授業や各市からの提案に

対しての協議や、参加者のグループワ

ークが行われました。 

◇千葉県教育委員会では、「ちばっ子『学力向上』総合プラン（ファイブ・アクション）」の

一環として、「学力向上交流会」を実施しました。 

◇１０月２７日（金）に、市川市立中山小学校、市川市立第四中学校で行われた「学力向上

交流会」の様子を紹介します。小中学校で授業公開が行われ、その後、中学校で全体会、

分科会が行われました。 



★★★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。 

 
平成 29 年度教育功労者表彰式が 

行われました。(11 月 1 日) 

 
平成29年11月1日(水曜日)に、ホテルポー

トプラザちばにて「平成29年度教育功労者

表彰式」が行われました。 

千葉県教育委員会では、県内における教

育、学術又は文化の振興に関し、特に功績

の顕著であった個人又は団体を教育功労者

として昭和 25年度から表彰を行っており、

今年は68回目を迎えました。 

教育行政、学校保健、芸術・文化、社会

教育、学校教育の5つの分野において、功績

が顕著であった 90名の方々と16団体を表

彰しました。 

   

くわしくは、こちら 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/
kouhou/photo-2017/291101.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） 

http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/kouhou/news/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/291101.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2017/291101.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.kouhou-chibaken.jp/kyouiku/iken_kyouiku.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/forms/ky-hp.html


★★★P４ 県内学校ミニ・ニュース ★★★  

                                       目次へ 

P４ 

                                 

（浦安市立富岡小学校） 

 幼・保・小・中学校の連携・地域と共に歩む学校を目指して 

 本校には、力強いサポーターが大勢いらっしゃいます。ＰＴＡはもちろん、保護者等による

ボランティア団体、「ＰＴＡ特別会員」として児童の登下校の見守りをしてくださる方、町内

会のお祭りで児童が活躍する場をつくってくださる方、などなどです。 

 また、本市は幼・保・小・中の連携に力を入れています。その一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼 

小 

中 

で 

一 

緒 

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「浦安市幼・保・小・中連携の日」（教職員） 
合同研修会（部会研修後の全体研修会の様子） 

「富岡地区合同防災訓練」 
★市・自治会・学校で訓練を振り返り。 

富岡中学校区健全育成会主催 
境川クリーン作戦（年に２回の植栽活動） 

「お父さんの会」主催 第 19 回校庭キャンプ 
★ゲーム大会・ピザ作り・キャンプファイヤー・ 
 肝試しなどなど、お楽しみがいっぱい！ 

「読み聞かせ」 
朝は、学級単位で 
昼休みは、個人で参加。 

「季節を飾る会」 
昇降口には 
季節の掲示物 



★★★P５ 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 ★★★ 

県県  立立  大大  網網  高高  等等  学学  校校 

                     P５                 目次へ 

－ 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 優秀賞 受賞 

① 本校生物工学科組織培養専攻生は、組織培養技術を 

使い「ハマボウフウ」の繁殖を推進しています。 

② 白里海岸のゴミ拾いを行いハマボウフウの増殖と 

環境保全を合わせて推進しています。 

③ 組織培養技術を使い、ランの栽培も行っています。 

バイオ技術で地域貢献 

① ② ③ 販売会 愛菜ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

 

座談会 

 
  
●大網高校では、有用微生物を活用した網高流自然 
栽培を通じて体に優しい美味しい野菜作りの研究
と栽培を推進しています。また、「自然栽培を考え
る座談会」を開催し、本校の取組を発信すると  
ともに意見交換を行っています。 

●地域活性化プロジェクト「愛菜ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2016」の
企画・運営を行い講評を得ました。交流を通じた
人の輪が拡がっています。 

網高流自然栽培の推進と 

地域交流をとおした地域活性化 

ふれあい動物体験 トウモロコシの種まき・収穫体験 田植え・稲刈り交流 

小学生低学年を対象に、本校の農場で 
「ふれあい動物体験」を実施しています。 

小学生高学年を対象に、本校の農場で 
「トウモロコシの種まきと収穫体験」
を実施しています。 

市内の２校の小学校の児童
を対象に、「田植え・稲刈り
体験」を行っています。 
収穫したお米は、給食用等
に提供しています。 

学校開放講座 
網校グリーンカレッジ 

山武地域のフェスタ等において、 
本校生徒が生産・加工したジャム・ 
野菜・お米等の販売を行って   
います。販売実習を通じて地域の
方々とのコミュニケーションを 
大切にして、人間力の向上を図って
います。 

農業に関する既存の学科について、平成３０年度より学科再構成に伴い学科名の変更を行います。 
●生産技術科・農業経済科→【農業科】 ●食品工業科→【食品科学科】 ●生物工学科→【変更なし】 

大網高校の様子は、ホームページでも公開しています。http://saas01.netcommons.net/oami/htdocs/ 

お問合せ   企画管理部 県立学校改革推進課  電話０４３－２２３－４０２６ 

食品加工、野菜、愛玩動物、  

組織培養、果樹、草花等に 

ついて全１０回の講座を通じ

て、本校職員が地域の方々に 

技術を伝授しています。 

補助員として生徒は地域の方々

と交流を深めています。 

地域フェスタ等への参加による 

地域とのふれあいとコミュニケーション力の向上 

http://saas01.netcommons.net/oami/htdocs/


★★★P６ 「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」文部科学大臣賞を受賞 ★★★ 
 

 

「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」は、次代を担う子どもたちの作品を対象として、

口腔保健に関する理解と認識を高めることを目的に日本学校歯科医会が全国規模で実施しているもので

す。今年度、このコンクールにおいて、八街市立八街東小学校２年髙野慶さんの作品が最優秀賞を受賞

し、さらに、6点の最優秀賞の中から、文部科学大臣賞に選ばれました。 

 

 

 

目次へ 
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＜問合せ先＞ 
教 育振興部 
学校安全保健課 

043-223-4092 

平成２９年度 歯・口の健康に関する 
図画・ポスターコンクール 

文部科学大臣賞・最優秀賞 受賞 

小学校低学年の部 

八街市立八街東小学校 ２年 髙野 慶 さんの作品 



★★★P７ 県内総合型地域スポーツクラブ紹介 ★★★ 
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～ スポネットちば２０１７ 開催！ ～ 

第 6 回千葉県総合型地域スポーツクラブ交流大会「スポネットちば２０１7」が１０月１4 日

（土）、千葉県総合スポーツセンターの各施設で開催されました。朝から小雨が降り続く天候で、

中止となった種目もありましたが、室内の競技を中心に力いっぱい楽しい汗をかきました！ 

 ソフトバレーボール 

「チーバくん」も応援に

かけつけ、競技に参加

する場面もありました。 

スポネットちば 2017 ミニデータ 

参 加 人 数   ・・・46５人 

参 加 ク ラ ブ 数・・・2２クラブ 

参 加 市 町 村・・・1４市町 

参加者平均年齢・・・6０.９歳 

参 加 者 最 高 齢・・・８７歳 

参 加 者 最 年 少・・・  ９歳 

※雨天のため、グランドゴルフと 

硬式テニスは中止になりました。 

各 種 目 の 競 技 等 の 様 子 

   ユニカール        健康体操   

ペタンク（体験種目）       
卓球 

ウォーキング（樹木めぐり）  

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 

保健師、トレーナー、ボランティアの紹介（開会式） 

  表 彰（閉会式） 



★★★P８ ２０１７年以降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年以降活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

競技 種別 種目 氏名 所属名 成績 

陸上 
少年男子 やり投 山口 智弘 東海大学付属浦安高等学校 1 位 

少年女子 ４００ｍH 村上 夏美 成田高等学校 1 位 

水泳 
少年男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 井上 海 東海大学付属浦安高等学校中等部 ３位 

少年女子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 持田 早智 千葉商科大学付属高等学校 ２位 

サッカー 女子  

市瀬 千里 千葉経済大学附属高等学校 

１位 

今村 瑞月 千葉県立検見川高等学校 

松﨑 愛華 千葉県立生浜高等学校 

大熊 環 船橋市立船橋高等学校 

曽根 七海 千葉県立検見川高等学校 

ボクシング 少年男子 
ピン級 片岡 亜沙人 習志野市立習志野高等学校 ２位 

バンタム級 堤 駿斗 習志野市立習志野高等学校 １位 

バレーボール 少年女子 ６人制 

関 菜々巳 千葉県立柏井高等学校 

 

３位 

 

間野 安里彩 千葉県立柏井高等学校 

村松 美月 千葉県立柏井高等学校 

岡安 夏希 千葉県立柏井高等学校 

井上 玲央奈 千葉県立柏井高等学校 

市川 結菜 千葉県立柏井高等学校 

安久津 実夢 千葉県立柏井高等学校 

泉 朋佳 千葉県立柏井高等学校 

古川 汐里 千葉県立柏井高等学校 

田中 ひなこ 千葉県立柏井高等学校 

坂本 千恵里 千葉県立柏井高等学校 

征木 茜 千葉県立柏井高等学校 

体操 

 

 

少年男子 

 

 
競技 

鈴木 茂斗 船橋市立船橋高等学校 

 

１位 

 

杉本 海誉斗 船橋市立船橋高等学校 

村山 覚人 船橋市立船橋高等学校 

安達 太一 船橋市立船橋高等学校 

上山 廉太郎 船橋市立船橋高等学校 

 

少年女子 

 

花島 なつみ 東京学館高等学校  

２位 

 

吉村 萌惠美 東京学館高等学校 

青木 梨奈 東京学館高等学校 

 第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」の中心会期が９月３０日（土）～１０月１０日

（火）の１１日間、愛媛県(一部、高知県・兵庫県)において、「君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え」

のスローガンのもと開催されました。 
少年種別の選手が大いに活躍し、千葉県は、男女総合成績（天皇杯得点）第８位、女子総合成績（皇

后杯得点）第６位となりました。 
個人・団体３位以上の成績を収めた「チームちば」ジュニア選手の活躍を紹介します。 



競技 種別 種目 氏名 所属名 成績 

体操 

 

 

 

少年女子 

 

 

 

競技 
日沖 愛子 東京学館高等学校 

２位 
尾藤 由夏 市川市立南行徳中学校 

 

 

新体操 

 

 

岩沢 希実 昭和学院高等学校 

 

３位 

 

堂園 明香里 昭和学院高等学校 

石井 陽向 昭和学院高等学校 

志間 菜乃子 昭和学院高等学校 

栫井 優 昭和学院高等学校 

レスリング 

女子 ﾌﾘｰ 53kg 級 須﨑 優衣 安部学院高等学校 １位 

 

少年男子 

 

ﾌﾘｰ 50kg 級 竹下 雄登 日本体育大学柏高等学校 ３位 

ﾌﾘｰ 55kg 級 谷口 日向 日本体育大学柏高等学校 ３位 

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 120kg 級 ABID HAROON 日本体育大学柏高等学校 ２位 

ﾌﾘｰ 96kg 級 白井 逹也 日本体育大学柏高等学校 １位 

セーリング 少年女子 レーザーラジアル級 菅沼 汐音 渋谷教育学園幕張高等学校 ２位 

ハンドボール 

 

 

 

 

 

少年男子 

 

 

 

 

 

 

青沼 健太 昭和学院高等学校 

 

２位 

 

島村 悠太 昭和学院高等学校 

原 悠介 昭和学院高等学校 

中沢 優大 昭和学院高等学校 

澤 祐樹 昭和学院高等学校 

松本 雄太 昭和学院高等学校 

向山 渓星 昭和学院高等学校 

藤田 和馬 昭和学院高等学校 

髙橋 宗汰 市川高等学校 

中村 匠 市川高等学校 

武者 太一 市川高等学校 

加瀬 駿也 東京学館高等学校 

相撲 

 

少年男子 

 

 

長谷川 柊平 拓殖大学紅陵高等学校  

 

３位 

 

 

岸本 渉利 拓殖大学紅陵高等学校 

ビャンバスレン 日本体育大学柏高等学校 

水間 龍 拓殖大学紅陵高等学校 

岸本 梨玖 拓殖大学紅陵高等学校 

馬術 少年  安西 紘一 広尾学園中学校 １位 

柔道 

 

 

少年男子 

 

 

 

市川 龍之介 習志野市立習志野高等学校  

 

３位 

 

 

岩下 玄太 習志野市立習志野高等学校 

板東 虎之輔 木更津総合高等学校 

畠山 竜弥 東海大学付属浦安高等学校 

大淵 泰志郎 木更津総合高等学校 

ソフトボール 

 

 

少年女子 

 

 

 

久本 美波 千葉経済大学附属高等学校 
 

 

１位 

 

 

柗丸 優香 千葉経済大学附属高等学校 

小西 彩末 木更津総合高等学校 

切石 結女 千葉経済大学附属高等学校 

大石 沙和 千葉経済大学附属高等学校 

佐久間 桃香 千葉経済大学附属高等学校 



競技 種別 種目 氏名 所属名 成績 

ソフトボール 

 

 

 

少年女子 

 

 

 

 

小倉 美衣菜 千葉経済大学附属高等学校  

 

 

１位 

 

 

 

鈴木 真唯 木更津総合高等学校 

前田 衣里奈 千葉経済大学附属高等学校 

田村 優佳 千葉経済大学附属高等学校 

川村 莉緒 木更津総合高等学校 

上杉 緋呂 千葉経済大学附属高等学校 

笠原 朱里 千葉経済大学附属高等学校 

 

 

 

 

 

 

少年男子 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺 剛気 千葉敬愛高等学校 

 

３位 

 

佐藤 夏己 千葉敬愛高等学校 

大城 海生 千葉敬愛高等学校 

山崎 稜太 千葉敬愛高等学校 

加藤 友弥 千葉敬愛高等学校 

新谷 真生 千葉敬愛高等学校 

増田 翔太 千葉敬愛高等学校 

蓮沼 陸 千葉敬愛高等学校 

橋本 純基 千葉敬愛高等学校 

四宮 敬大 千葉敬愛高等学校 

時田 達海 千葉敬愛高等学校 

竹ケ原 和礼 千葉敬愛高等学校 

五十嵐 啓介 千葉敬愛高等学校 

ライフル射撃 少年男子 
BRS60JM 公賀 亜久理 千葉県立佐倉東高等学校 １位 

BRS30JM 公賀 亜久理 千葉県立佐倉東高等学校 １位 

カヌー 

少年男子 
SP-C1(200m) 鈴木 涼太 千葉県立小見川高等学校 ２位 

SP-C1(500m) 鈴木 涼太 千葉県立小見川高等学校 １位 

少年女子 SP-K2(200m) 
柳堀 あいり 千葉県立小見川高等学校 

３位 
諏訪 智美 千葉県立小見川高等学校 
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