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光り輝く「教育立県ちば」の実現を目指して 
～子どもたちの「強く美しく元気な心」の育成～ 
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本年４月に内藤敏也前教育長の後を受け、千葉県教育委員会教育長に就任し

ました。皆様の御協力をいただきながら、着実に教育行政を進めてまいります

ので、よろしくお願いいたします。 
 日本の未来を担う子どもたちは、国の一番の宝であり、将来の人材を育てる

教育は国の根幹を作る最も重要な施策です。私たち大人は、子どもたちが社会

で自立し、自らを積極的に役立て生かしていこうとする態度や能力を育て、明

るい未来と有意義な人生を創造できるよう、全力で取り組む使命を担っています。 
 現在、少子高齢化、グローバル化、急速な技術革新への対応など、教育を巡る環境の変化の中で、

多くの教育課題が生じており、学力向上、道徳教育の充実、いじめ防止、教員の資質の向上など、

重点的に取り組むべき課題も山積しています。また、新しい学習指導要領への円滑な移行や教職員

の業務改善への取組についても早急な対応が求められるところです。このような重要な局面で、教

育長という重責を担うこととなりましたが、教育委員と共に教育委員会の、より一層の活性化を図

りながら、緊張感をもって教育行政に取り組んでまいります。 
 千葉県は、三方を海に囲まれ、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、全国上位の産出額を誇る農業

をはじめ、水産業、工業、商業等、どの産業も大変盛んです。成田国際空港や千葉港等、空と海の

両方の玄関を有するとともに、東京湾アクアライン等の交通網や、幕張メッセ等の日本を代表する

施設を有し、多様な産業や優れた多くの人材が集積しています。観光資源とともに、日本遺産や昔

ながらの誇るべき伝統文化も有し、郷土としての魅力にあふれています。まさに、数多くの宝、ポ

テンシャルにあふれています。 
 この豊かなポテンシャルにあふれた千葉県において、第２期千葉県教育振興基本計画を着実に推

進し、子どもたちの「知・徳・体」の全面的なレベルアップや、光り輝く「教育立県ちば」の実現

に向け、質の高い教育を確立できるよう、学校、家庭、地域の皆様の御協力を得ながら、力を尽く

してまいりたいと考えております。 
 また、２０２０年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、千葉県は開催地の一つで

もあります。子どもたちにスポーツへの関心はもちろん、思いやりや多様性の尊重、国際平和に寄

与する態度などを育んでいくうえで、千載一遇の教育機会ととらえ、オリンピック・パラリンピッ

クを活用した教育の推進に取り組んでまいります。 
 多くの関係者の御協力もいただきながら、子どもたちの「強く美しく元気な心」を育み、明るく

元気で笑顔あふれる姿をめざし、千葉県の教育・文化、スポーツの発展に向けて、誠心誠意、全力

で取り組む所存です。 

                 P１                 目次へ 

Vol.220 
５月号 



★★★P2 インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

インデックス(目次) 頁 

新教育長あいさつ １ 

インデックス＆ミニ・トピックス ２ 

教育委員会会議報告 ３ 

平成 29 年度「魅力ある県立学校づくり

大賞」教育長賞受賞校の取組 
４ 

不登校対策チームが発足しました！ ５ 

高校生等防災パワーアップ講座 ６ 

不登校サポートセミナー ７ 

平成 30 年度 休日開放事業       

教育相談セミナーⅠ 
８ 

イベント情報 別冊 

P２ 

 
平成 30 年度県立学校の新規採用教職員

辞令交付式が開催されました(4 月 2 日) 

 
平成 30年 4月 2日(月曜日)県立千葉高等学校

講堂において、県立高等学校・県立特別支援学

校の新規採用教職員辞令交付式が行われまし

た。辞令交付式では、新規採用教職員一人一人

の氏名が読み上げられた後、澤川和宏教育長か

ら代表者に辞令が手渡されました。その後、服

務の宣誓(全体唱和)、教育長あいさつ、決意表明

が行われ、県立高等学校 272 名、県立特別支援

学校 164 名の新規採用教職員は、それぞれが決

意を新たに教育公務員としての第一歩を踏み出

しました。 
詳しくは、こちら↓ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018/300402.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-2018.html 
ご 意 見 ・ ご 提 案 メ ー ル：  



★★★Ｐ３  教育委員会会議報告  ★★★  
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平成 30年 3 月 29 日（木）に開催しました。議案及び報告は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 4 月 18 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/2017/300329-2.html（第 16回結果） 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2018/300418-2.html（第 1回結果） 

◆◆◆◆◇◇◇◇ 千葉県教育委員会委員の紹介 ◇◇◇◇◆◆◆◆ 

千葉県教育委員会は、教育長および 5 人の委員をもって構成され、これらの委員の合議により、教育行政

の運営に関する基本方針を決定しています。 
 
 
 
 
 
 

 
＊教育委員の詳細はこちら：http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/iinkai/kyouiku-unei/  

平成 30 年度 第 1 回千葉県教育委員会会議（定例会）の内容について 

《審議事項》 

（議案） 

第１ 号議 案 平成30年度における教科用図書採択に関する会議の進め方に係る基本的な考え方について 

第 2 号議 案 専決処分の申入れについて 

第 3 号議 案 平成30年度千葉県教科用図書選定審議会委員の委嘱及び任命について 

第 4 号議 案 千葉県いじめ対策調査会委員の委嘱について 

第 5 号議 案 千葉県文化財保護審議会委員の任命について 

第 6 号議 案 鉄砲刀剣類 千葉県登録審査委員の任命について 

第 7 号議 案 契約の締結について 

第 8 号議 案 学校職員の懲戒処分について 

（報告） 

報 告 １ 教育長職務代理者の指名について 

報 告 ２ 平成 30 年度全国学力・学習状況調査について 

報 告 ３ 千葉県生涯学習審議会への「県立美術館・博物館の今後の在り方」の諮問について 

 

平成 29 年度第 16 回千葉県教育委員会会議（臨時会）の内容について 

《審議事項》 

（議案） 

第７３号議案 学校職員の懲戒処分について 

第７４号議案 学校職員の懲戒処分について 

第７５号議案 学校職員の懲戒処分について 

第７６号議案 学校職員の懲戒処分について 

（報告） 

第１３号報告 教育庁等職員の人事について 

 

澤川 和宏 
教育長 

金本 正武 委員 
(教育長職務代理者) 

京谷 和幸 
委 員 

佐藤 眞理 
委 員 

井出 元 
委 員 

岡本 毅 
委 員 



★★★Ｐ４  －平成 29 年度 魅力ある県立学校づくり大賞 教育長賞 受賞校の取組－  ★★★ 

 

県 立 館 山 総 合 高 等 学 校 
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－平成２９年度魅力ある県立学校づくり大賞 教育長賞 受賞校の取組－ 

館山総合高校の様子は、ホームページでも公開しています。http://cms2.chiba-c.ed.jp/tateyamasogo/ 

お問い合わせ   企画管理部 教育政策課  電話０４３－２２３－４０２６ 

家政科 
 

商業科 

                              

工業科 

開放講座の様子 

県立学校開放講座 

「パソコンを自作しよう!!」では地域の方と一緒にパソコンを 

自作しました。観光資源の CM を製作し「全国わがまち CM 

コンテスト」に出品、また国家資格「IT パスポート」の 

取得を目指し勉強に 

励んでいます。 

全国わがまち CM コンテスト 

国家資格を 

めざして 

課題研究で考えたレシピ「房総の恵みギュッとピタ」が、

農水省等主催のうまいもん甲子園の全国大会で水産庁長

官賞を受賞しました。このピタパンはファミリーマート

でも商品化されました。その他「じのもん料理コンテス

ト」で「7 つの野菜☆詰め込みロールケーキ」も最優秀賞

を受賞しました。 

東京丸の内で野外販売 房総の恵み 

 ギュッとピタ 

産業教育フェア 

～環境を知る～ 

～食から広がる～ ～地域とつながる～ 

海洋科 

海洋科は、航海士 
と機関士を養成す 
る２つのコース 
と、魚の養殖など 
を勉強する栽培 

コースと、食品コースの４つ 
のコースがあります。コース 

実習だけでなく地元 
行事やボランティア 
活動にも参加してい 
ます。地元富浦で取 
れる鯖を使って、鯖 
味噌佃煮風、鯖ラー 
メンの素、鯖ラーメ 
ンを開発するなど、 
南房総市で一隻しか 

ない鯖・秋刀魚漁船を 
きっかけに鯖の付加価 
値付けに取り組んでい 
ます。海洋科は地元の 
観光資源である海から 
たくさんのことを学ん 
でいます。 

風力発電装置を製作し風力発電コンペ 

でデザイン賞を受賞、千葉県高等学校産 

業教育フェアでは電子回路工作教室に

協力、多くの参加者と触れ合うことができました。また地域の

害獣対策として箱罠を製作、 

実際の捕獲を目指しました。 

箱罠製作 
～海から学ぶ～ 

サバの販売

観光をテーマに館山再発見！ 

館山総合高校は、平成２７年度より、「観光の学

び」という取組をはじめました。１年次には地域の

専門家からお話を聞いたり、館山の観光名所を巡

るなどして、観光資源について学び、２、３年次に

は課題研究の時間などを活用し、より発展的な学

びを深めています。今回観光の学びに関する４学

科（工業科・商業科・海洋科・家政科）の取組をまと

めてみました。 

スクーバダイビング実習

７つの野菜☆詰め込み

ロールケーキ 

デザイン賞受賞 

寒中水泳

アジ網入れ



★★★Ｐ５  不登校対策支援チームが発足しました！  ★★★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■不登校対策支援チームの役割 

＊不登校の長期化等により解消が困難なケースに関して、不登校支援関係者による連絡会議等で

情報収集するとともに、支援対応策について検討し、助言・支援・指導に当たる。 

  （必要に応じて、直接学校や家庭への支援に入ることも可能。） 

＊不登校の未然防止、初期対応、自立支援に向けた市町村教育委員会や県・私立学校の不登校支

援体制の助言・支援に当たる。 

＊各学校や市町村教育委員会が主催する長欠対策会議等に積極的に参加し、「千葉県版不登校対

策指導資料集」を活用した研修の充実を図る。 

＊不登校に係る知事部局の施策との連携強化を図る。 

 

■不登校対策支援チームのメンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

■不登校対策支援チームの申請 

 公立小・中学校 → 市町村教育委員会 → 教育事務所 → 子どもと親のサポートセンター 

 県立学校 → 子どもと親のサポートセンター     

 

 ※ 申請についての詳細は、「不登校対策支援 

チーム取扱要綱」を参照してください。 

                                       目次へ 
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県教育委員会では、今年度から千葉県子どもと親のサポートセンタ

ーに「不登校対策支援チーム」を設置しました。４月５日(木曜日)には、

発足式を執り行い、不登校対策支援チーム構成員であるスクールソー

シャルワーカースーパーバイザー、スクールカウンセラースーパーバ

イザー、不登校対策専門指導員に雇用書が交付されました。 

 今後、不登校対策支援チームが中核となり、県内の不登校児童生徒

に、より適切な支援を行い、現在取り組んでいる不登校対策の一層の

充実を図っていきます。  

この件についての問合せ先 

教育振興部児童生徒課生徒指導・いじめ対策室 

電話 ０４３－２２３－４０５４ 

●不登校対策専門指導員 

教員経験を生かした学校体制改善のた

めの相談・助言・援助 

●スクールソーシャルワーカー 

スーパーバイザー 

社会福祉等に関わる専門的な助言・支援 

●スク―ルカウンセラー 

スーパーバイザー 

心理臨床等に関わる専門的な助言・支援 

●指導主事 

市町村教委・学校との連携 

 

子どもと親

のサポート

センター 



★★★Ｐ６  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３０年８月２１日（火）・２２日（水）１０：００～１６：００ 

３ 場  所  千葉県文化会館 第１・２会議室 

千葉市中央区市場町１１－２ 

４ 定  員  ５０名  

５ 内  容 

◆講義「千葉県で起きた災害や取り巻く状況等」 

過去に発生した災害の概要や、今後の備えについて学びます。 

◆グループワーク「防災ゲーム（クロスロード）」 

      カードゲームを通じて、災害時の対応を考え、様々な意見や価値観を共有します。 

◆講義「地震・津波のメカニズム等」 

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」 

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」 

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」               

震災体験談を通し、日頃の備えの必要性と災害時の対応を学びます。 

◆グループワーク「災害ボランティア等」 

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。 

 

                                             目次へ 
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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 

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

私立学校の方は県総務部学事課へ、学校を通じてお申込みください。 



子どもへの理解を深め，よりよい関わり方を考えるきっかけに 

 

★★★Ｐ７  不登校サポートセミナー  ★★★ 
 

   

不登校サポートセミナー 
 

◆日 時  平成３０年５月２６日（土）  ９：３０～  ９：５５ 受付 

                       １０：００～１２：００ 講演 

                       １２：１５～ 個別相談 

◆会 場  千葉県子どもと親のサポートセンター 多目的室 他 

千葉市稲毛区小仲台５－１０－２ 

◆対 象  県内の不登校の子どもを持つ保護者，支援に携わる方 等 

◆参加費  無料 

◆定  員  ７０名 （申込先着順） 

 

 

第１部 講演（１０：００～１２：００） 

講演 「多様化する不登校と支援の在り方」 

講師  東京理科大学教育支援機構・教職教育センター 

 副センター長 教授 八並 光俊 

第２部 所員・相談補助員による個別相談（１２：１５～） 

  ※「相談補助員」：不登校を経験された方，また母親の立場で不登校を経験された方。 

  ※要予約：申込み時に予約が必要です。相談時間は約 30 分程度。 

       時間はこちらで指定させていただきます。予約状況によっては当日も受付けます。 

 

 

◇電話（平日 ８：３０～１７：１５）またはホームページから。 

 ※「第 2 部 個別相談」は予約が必要です。 

◇５月２４日（木）〆切 定員になり次第，申込みを締め切らせていただきます。 

◇駐車場には限りがありますので，できるだけ公共交通機関を御利用ください。 

◇天災等により中止する場合は，前日の１７：００までにホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 目次へ 
Ｐ７ 

千葉県子どもと親のサポートセンター 支援事業部 
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 5-10-2 電話 043-207-6028 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/ 子どもと親のサポートセンター 

内容 

申込方法・その他 
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＜日時＞平成３０年６月９日（土）  

      受付    １３：００ ～ １３：２５   

講演    １３：３０ ～ １６：００ 

個別相談  午前中に実施します。（事前予約希望者のみ） 

（センター所員による「不登校」等の教育相談を個別に対応します。） 

           ※個別相談を希望された方には，内容・時間等について電話で確認 

させていただきます。 

  ＜会場＞千葉県総合教育センター 大ホール 
      最寄駅  JR総武線 幕張駅から徒歩約15分（タクシー 5分） 
           JR京葉線 海浜幕張駅から徒歩約10分 

  ＜対象＞県民・教育関係者等 ＜定員＞１５０名（先着順） ＜参加費＞無料 

 

 

 

 

 

 
 
 
   ・別室に，小さなお子様の休憩スペースを設けます。保護者同伴の上ご利用ください。 

・この申込みで得た個人情報は，当事業の受付業務以外には一切使用いたしません。 

 目次へ 
Ｐ８ 

申込方法 メール／電話／ＦＡＸ                

【電 話】043-207-6034：千葉県子どもと親のサポートセンター 教育相談部 

【ＦＡＸ】043-207-6041 

【メール】saposoudan@chiba-c.ed.jp               

   ※メール及びＦＡＸでお申し込みの際には，以下の内容をご記入ください。  

件名「教育相談セミナーⅠ 申込」 

①氏名(ふりがな)       ②所属（教育関係者以外の方は「県民」と明記） 

③連絡先(電話番号)     ④個別相談希望の有無 

⑤その他，手話通訳や車いす席等をご希望される場合は，事前にお申し出ください。 

感情の発達を学ぶ 
～感情の育ちを支えるために～ 

千葉県子どもと親のサポートセンター 

平成３０年度 休日開放事業 教育相談セミナーⅠ 
 

講師 : 法政大学 

渡辺
わたなべ

 弥生
や よ い

 教授 
 

 

  

著書『子どもの「１０歳の壁」とは何か？乗りこえるための発達心理学』『子どもの感情表現ワークブック』 

『中学生・高校生のためのソーシャルスキルトレーニング』等，多数 

自分の気持ちに気付き，相手を思いやれる子どもを育てる

ために，感情の育ちについて一緒に学びませんか？ 

発達心理学，発達臨床心理学，学校心理学がご専門です。理論に基づいた， 

具体的なことについてお話いただきます。 

 


