
   
 
 
 
 
 

令和元年 10 月発行 

 
〔発行者〕千葉県教育庁企画管理部教育政策課 

〒260-8662 千葉市中央区市場町 1-1 
電話  043-223-4015 

令和元年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育事務所 会   場 参 加 校 開 催 日 

東上総 
県立一宮商業

高等学校 

一宮商業高校、一宮町立一宮中学校、睦沢町立睦沢中学校、長生

村立長生中学校 
７/２４（水） 

葛 南 
県立薬園台 

高等学校 

薬園台高校、（船橋市立）習志野台中学校、七林中学校、坪井中

学校 
7/２９（月） 

東葛飾 
さわやかちば 

県民プラザ 

(県立)柏の葉高校、柏高校、沼南高校、沼南高柳高校、東葛飾

高校、柏中央高校、柏南高校、柏陵高校、東葛飾中学校、(柏市

立)柏高校、柏中学校、柏第二中学校、土中学校、富勢中学校、

田中中学校、光ケ丘中学校、柏第三中学校、柏第四中学校、南

部中学校、柏第五中学校、酒井根中学校、西原中学校、逆井中

学校、松葉中学校、中原中学校、豊四季中学校、風早中学校、

手賀中学校、大津ケ丘中学校、高柳中学校、柏の葉中学校 

８/２（金） 

南房総 
県立袖ヶ浦 

高等学校 
袖ヶ浦高校、（袖ケ浦市立）昭和中学校 8/６（火） 

北 総 

県立八街 

高等学校 

八街高校、（八街市立）八街中学校、八街中央中学校、八街南中

学校、八街北中学校 
8/6（火） 

県立匝瑳 

高等学校 

匝瑳高校、（匝瑳市立）八日市場第一中学校、八日市場第二中学

校、野栄中学校 
8/9（金） 
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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～８0 名程度、県・市町村教育委員会職員、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。 

○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。 

３ 交流会の特徴 ２ 今年の主なテーマ 

１ 会場等 

○自分の通う学校について自慢できること

は何か。また、自分の通う学校をもっと

よくするために、自分たちにできること、

他の学校から学べることは何か。 

○障害のない人が、障害者理解を深め、障

害のある人と共に社会を作るために、自

分達ができることは何か。  など 

＜一宮商業高等学校会場＞ ＜さわやかちば県民プラザ会場＞＜薬園台高等学校会場＞ 

P１ 



 
                                    
 

  

                                                       

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P２                   目次へ 

「どうすれば、中高生の読書時間は増えると思う

か。」 （東上総教育事務所） 

○「ビブリオバトル」など、読書に興味をもっ
てもらえる取組を積極的に実施するのはどう
か。 

○友達からの紹介など、読書に親しむきっかけ
づくりを行うことで、興味を持ってもらえる
のではないか。 

「障害者理解 ～私たちにできることは何か

～」 （葛南教育事務所） 

○知らないが故の理解不足を補う方策として、
パラリンピックを見る、交流などを通して考
える機会を増やす、学校で体験的な学習機会
を増やす。 

○より良い接し方のために、障害者に直接話を
聞いて対応する。 

「これからの袖ケ浦市を考える －袖ケ浦市

を盛り上げていくために何ができるか－」 

（南房総教育事務所） 
○清掃活動など、地域活動に積極的・能動的に

参加する。 
○大人だけでなく、学生たちも様々な活動に参

加する。 
○袖ケ浦市の活動に日々感謝の心を忘れない。 

「①タブレットやスマートフォンの活用」 

「②SNS の利用」 （東葛飾教育事務所） 

①授業で活用すると授業の効果が上がると思
うが、学校間で活用の状況が大きく異なる。
スマホについて県内で統一のルールを作っ
てほしい。 

②Stop it の周知や普及をしてほしい。トラブ 

ルがなくなるアプリがほしい。 

「地域の安心・安全のために中高生ができるこ

とは何か。～交通事故防止やスマートフォンの

適正な使い方等について～」（北総教育事務所） 

○自転車に乗るときのルールを確認する場をつ
くってもらう。 

○自転車に乗りながらのイヤホン・スマホ・傘
さしをしない。 

○歩行者も交通マナーを再確認する。 

「自分の通う学校について自慢できることは

何か。また、自分の通う学校をもっとよくする

ために、自分たちにできること、他の学校から

学べることは何か」 （北総教育事務所） 

○あいさつがよくできている。よりよくするた
め、各校の取組のよい点を自校にとりいれな
がら、いじめ撲滅や掃除を熱心に行う点をよ
り一層学校全体で取り組みたい。 

＜中学生・高校生から出された意見・提案全体として＞ 

・他の学校と交流の機会を増やしてほしい。 

・文化部の部活動をもっと増やしてほしい。 

・通学路に街灯を増やしてほしい。 

・あいさつがもっとよくできるように、他校で行っている「グリー

ンカード運動（よいあいさつをした人にカードを渡し、１か月ご

とにクラスの枚数を集計する。）」を取り入れていく。 

  

 

＜八街高等学校会場＞ 

 

この件についてのお問い合わせ  企画管理部教育政策課  電話 ０４３－２２３－４１５２ 

＜袖ヶ浦高等学校会場＞ 

＜匝瑳高等学校会場＞ 
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令和元年度 中学生・高校生との交流会 １ 

インデックス＆ミニ・トピックス ３ 

県内学校ミニ・ニュース 

（市原市小中一貫教育校加茂学園） 
４ 

平成 30年度 魅力ある県立学校づくり 

大賞優秀賞受賞校の取組 
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「早寝早起き朝ごはん」で元気なちばっ子 ６ 

２０１９活躍が期待される少年・少女 

「チームちば」の紹介 
７ 

令和元年度 休日開放事業 特別支援 

教育講演会 参加者募集！！ 
８ 

イベント情報 別冊 

P３ 

県立松戸向陽高校と聖徳大学が、高大

連携事業協定書締結式を行いました。

（１０月１日） 

 

千葉県立松戸向陽高等学校と聖徳大学・聖徳

大学短期大学部は、高大連携に関する協定を締

結しました。 

これまでも、松戸向陽高等学校では、聖徳大

学心理・福祉学部から専門的な知識や技術を持

った教員を派遣していただき、高大連携授業等

を行ってきましたが、今回の協定締結により、

大学指定の授業科目・各種公開講座への受講生

の送り出しや、高大における教育情報交換及び

交流を行います。 

互いのキャリア教育におけるさらなる充実が

期待されます。 

   

詳しくは、こちら↓     

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisak

u/kouhou/photo-2019/191001.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：  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/191001.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/191001.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2018.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


★★★P４  県内学校ミニ・ニュース ★★★  
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                                  【市原市小中一貫教育校 

加茂
か も

学園】 

すべては子どもたちのためにオール加茂で 

加茂学園は、千葉県のほぼ中央に位置し、県内二番目の小中一貫校で、児童生徒数

１６５名、全学年単学級の小規模校で創立７年目を迎えました。広域な学区で、区内

には、地磁気逆転地層や多くの観光名所、リゾート地の特色を有しています。学区は

過疎化と高齢化が進んでおり、生徒数もやや減少していますが、保護者、地域の方々

の教育への関心は非常に高く、母校に寄せる期待も大きいものがあります。児童生徒

は大変素直で、学習や行事、部活動等に意欲的に取り組んでいます。 
 学校教育目標を「夢をもち、心身共に逞しく、感性豊かな心で学び続ける生徒の育成」とし、

「すべては子ども達のためにオール加茂で」を合言葉に『学力向上』『地域と共に歩む学校』 
『小中一貫教育』を経営の柱としています。 

１ 学力向上に向けて 

             これからの時代を鑑み、本校では小学校１年から外国語活動を展開し、中学校教

員と担任による授業を行っています。また、市原市教育委員会から「プログラミン

グ教育」の指定を受け、タブレット端末を４年生までの児童一人一台使えるように

しています。ＩＣＴを活用した授業を広く展開し、国内外との交流も予定していま

す。更に基礎基本の定着を目指した定期テスト、ボランティアによる読書タイム、

自主学習ノート・ドリル学習の導入等、学力向上に向けた取組を行っています。 
 
２ 地域と共に歩む学校 

 ５つのＰＴＡ組織が統合し加茂学園ＰＴＡとなりました。いままでの活動を取捨選択 
し、自分たちも一緒に楽しむというスタンスで家庭教育学級等、熱心に活動しています。 
長年の活動が実を結び、平成 29 年日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰を受彰しました。地 
域との関わり合いも多く、ふるさと理解学習、地域からの活動・学習支援、地域行事へ  家庭教育学級で野外活動 
の参加等、地域を愛する児童生徒の育成を目指した教育活動を行っています。また、地 
域の理解を得る為の方策として情報発信にも力を入れています。新聞やホームページ、 

地域広報誌への定期的な掲載により、地域や保護者からも好評価を得ています。 
３ 小中一貫教育                             地域行事への参加 

 ９年間を見通した教育課程を組み、小中の教員と児童生徒が心を一つにして一貫教 
育校を創造しています。中学校教員による乗り入れ授業（英、音、社、理、国）、 
異学年交流活動、感性豊かな心を育てる学習環境・学校行事（絵画の掲示、歌舞伎 

小中縦割り清掃     やジャズ等の芸術鑑賞会）等、多くの場面で絆をつなぐ活動に努めています。 
４ 自己肯定感を育む健康教育 

 ９年間を通した自己肯定感を育む健康教育の手立てとして、hyper-QUアンケー 

ト、心の健康調査、思春期保健教育、道徳（命の授業）等に取り組んでいます。 

このような様々な活動が児童生徒の自信ややる気につながり、自己肯定感の向上 

につながっています。 

                                         思春期保健教育 

タブレットを使って学習中（小１） 



★★★P５ 平成 30 年度魅力ある県立学校づくり大賞 優秀賞受賞校の取組 ★★★ 
県立浦安高等学校 

「平成３０年度魅力ある県立学校づくり大賞」 優秀賞受賞校の取組 
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本校は、平成２７年にコミュニティスクールに指定されて以来、さ

まざまな形で地域や教育機関等と連携をしてきました。生徒によるボ

ランティア活動や部活動交流は年々その質量ともに進化しています。

また、年間を通した大学教員等による「探究ゼミ」の開講や「浦高プ

ライド」による民間学習機関との連携による放課後の学習支援が、昨

年度より新たに展開されています。 

この件についての問合せ先  企画管理部 教育政策課 

電話 ０４３－２２３－４０２６ 
 

こんなこと 

やってます 

大学と連携 大学教員と専門家による

 № 分 野 所属及び指導者名 テーマ 

１ 国際私法 中央学院大学法学部 教授 大村芳昭 持続可能な社会を作るには 

２ 日本文化 千葉工業大学工学部 准教授 大貫俊彦 J-POP～歌詞について考える 

３ 観光学 明海大学ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ 教授 松島康彦 観光でまちを元気に! 

４ 心理学 聖徳大学心理・福祉学部 准教授 矢口幸康 名誉教授 末永 清 心の働きって何だろう? 

５ 社会福祉 順天堂大学スポーツ健康科学部 准教授 松山 毅 バリアフリーって何だろう? 

６ 消費生活 Ｍｅ＆Ｄファイナンシャルプランナー 渡辺伸子 町田健一 1 億円の資産をつくる人生設計 

７ 幼児教育 千葉敬愛短期大学現代子ども学科 
教授 吉村真理子 准教授 久保木健夫 ｾﾞﾈﾗﾙｻﾎﾟｰﾀｰ 佐久間敦子 

子ども絵本 1・2・3～子どもの

発達と絵本・絵本の制作～ 
８ 地域・福祉経済 千葉経済大学経済学部 教授 粟沢尚志 街づくりを考える 

９ 生活社会学 和洋女子大学家政学部 教授 佐藤宏子 入試センター 松田ゆり 20 世紀日本における生活革命 

10 理工学（物理） 日本大学短期大学部（船橋校舎） 教授 豊田陽己 自然の不思議 

浦高プライド   
の授業を

放課後に実施 
スクールＩＥによる「放課後英語スクール」、地域ボ

ランティアがチューターとして運営する、代々木ゼミナ

ール映像授業「英語サテラインゼミ」を、「浦高プライ

ド」の援助により、それぞれ全１５回を３，０００円、

全２４回を５，０００円で、放課後のＡＬ（アクティブ

ラーニング）室にて開講しています。また、部活動顧問

を支援するため、指導補助として、部活動サポーターを

派遣しています。 

生徒会長 ： 中内 紅葉 さん 

浦高伝統のソーラン発表会 



★★★P6 「早寝早起き朝ごはん」で元気なちばっ子 ★★★ 
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子供たちの健やかな成長には、適切な運動・調和のとれた食事・十分な睡眠が大切です。

千葉県教育委員会では、子供の基本的生活習慣の確立を目指して「早寝早起き朝ごはん」を

スローガンに情報提供を行っています。 

【問い合わせ】 
教育振興部生涯学習課  
電話 043-223-4167 

  

早寝早起き朝ごはん ちば 検索 

【問 1】 
左のグラフは、朝食の摂取

と学力調査の平均正答率と

の関係を表しています。こ

のグラフから読み取れるこ

とはどちらですか？ 
 

1.毎日朝食をとる
・ ・

児童生徒 
ほど、学力調査の得点が 
高い傾向にある。 

 

2.毎日朝食をとらない
・ ・ ・ ・

児童

生徒ほど、学力調査の得

点が高い傾向にある。 【問 2】 
右のグラフは、朝食の摂取

と新体力テストの体力合計

点との関係を表していま

す。このグラフから読み取

れることはどちらですか？ 
 

1.毎日朝食をとる
・ ・

児童生徒 
ほど、新体力テストの得 
点が高い傾向にある。 

 

2.毎日朝食をとらない
・ ・ ・ ・

児童 
生徒ほど、新体力テスト 
の得点が高い傾向にある。 

 

千葉県教育委員会のホームページに

「簡単朝食レシピ」を掲載したよ。

是非、試してみてね。 
 

「チーバくん」 



★★★P７ ２０１９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 

２０１９活躍が期待される少年・少女「チームちば」の紹介 
 

 

 

 
 
 

9 月 13 日（金）に千葉県教育会館で「第 74 回国民体育大会千葉県選手団結団式」が開催されまし

た。いきいき茨城ゆめ国体に出場する少年種別を中心とした選手と監督を含め２４７名が出席しまし

た。団旗を授与されたのはボクシング競技に出場する髙橋麗斗選手（千葉県立沼南高等学校 3 年）で

す。また、結団式の宣誓者はカヌー競技スプリントに出場する柳堀あいり選手（千葉県立小見川高等学

校３年）です。柳堀選手は「千葉県代表としての誇りと自信を胸にチームちば一丸となって精一杯プレ

ーします」と宣誓しました。いきいき茨城ゆめ国体における大活躍を予感させるような、立派な宣誓に

感動しました。「第 74 回国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体」は「翔べ はばたけ そして未来へ」

をテーマに熱戦が繰り広げられます。千葉県の少年・少女「チームちば」が茨城の地で活躍し、未来へ

飛躍する第一歩となるよう、心から応援します！！！ 
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第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」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。男女総合成績（天皇杯得点）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。 

この件についてのお問合せ  教育振興部体育課競技スポーツ班 ０４３－２２３－４１０４ 

『いきいき茨城ゆめ国体』千葉県選手団結団式 

本部役員と監督・選手 バレーボール少年女子（敬愛学園高等学校） 

旗手はボクシング競技ライトウェルター級

髙橋麗斗選手（千葉県立沼南高等学校） 
宣誓はカヌー競技スプリント柳堀あいり選手

（千葉県立小見川高等学校） 
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令和元年度 休日開放事業 参加者募集！！ 

 

   特別支援教育講演会 期日 １１月２３日（土・祝） 
【事業番号８５９２】１３時３０分～１６時００分 

「共生社会の形成に向けて～IPC 公認教材『 I'mPOSSIBLE 

（ｱｲﾑﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ）』を使ったパラリンピック教育の推進～（仮）」 

講師   I'mPOSSIBLE 日本版事務局 

日本財団パラリンピックサポートセンター  

プロジェクトマネージャー マセソン 美
み

季
き

 
パラリンピック競技を題材として、障害、年齢、国籍等を問わず、多様な人々が共に生き 

る社会の形成に不可欠な、インクルーシブな考え方等について学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 講師及び主題については、変更する場合もあります。 

（対象）県民・教育関係者等(150 名)  

（場所）千葉県総合教育センター  大ホール 

    千葉県千葉市美浜区若葉２－１３ 

最寄駅：ＪＲ京葉線海浜幕張駅・総武線幕張駅・京成幕張駅 

     ※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。 

〇申込方法 メールまたは電話、ＦＡＸによる申込みとなります。 

申込みの際は（１）事業番号【8592】        （２）氏名（ふりがな） 
（３）所属（または、お住いの地域名） （４）連絡先電話番号をお願いします。 
※ 手話通訳等を希望される方は、11/15（金）までにお申込みください。 
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この件についての問合せ先 
総合教育センター特別支援教育部 電話 ０４３－２０７－６０２３ 

『 I'mPOSSIBLE（ｱｲﾑﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ）』について 

      

全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学

校に無料で配布されているパラリンピック教材

（指導案、教師用ガイド、ワークシート、映像

教材などが全て含まれた授業セット）。パラリン

ピックを題材に、共生社会の実現に向け、子ど

もたちの考える力を養い、主体的、対話的で深

い学びを促すことができる内容。 

マセソン 美季さんのプロフィール 

 

国際パラリンピック委員会(IPC)公認のパラリ

ンピック教材『I'mPOSSIBLE』の開発や普及

活動で、中心的な役割を担う。2018 年 4 月

より IPC 教育委員会委員、2018 年 8 月よ

り IOC 教育委員会委員に就任。カナダ在住、

カナダ国内の公立小学校教員経験あり。長野 

1998 パラリンピック冬季競技大会、金メダ

リスト。 

※ 無料 


