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★大会公式ホームページ 

https://chiba-aqualine-marathon.com/ 

★ＳＮＳも発信中！ 

アカウント名「@chibaaquarun」で検索ください♪ 

○開催日時：令和 2 年 10 月 18 日（日） 
○種目・定員・制限時間 

種目 定員 制限時間 
マラソン 12,000 人 6 時間 
ハーフ 
マラソン 

併せて
5,000 人 
（車いすハ

ーフは 10名

程度） 

3 時間 10 分 

車いす 
ハーフ 
マラソン 

1 時間 10 分 

〇参加資格 
平成 14 年（2002 年）4 月 1 日以前に生まれた者で、

制限時間内に完走できる方。 
○参加申込み 

※インターネットにより受付。 
※詳細は大会公式 HP をご覧ください。 

 

■募集概要：大会公式ＨＰより様式を入手し、郵送またはメールで 

応募してください。 

※採用された最優秀者１名（１グループ）には、賞品を贈呈します。 

■応募期限：１１月２９日（金） 消印有効 

※応募方法等については大会公式ＨＰでご確認ください。 

■募集期間：１１月２５日（月）正午 ～ 令和２年５月７日（木）正午まで 

         ※定員（１,０００人）に達し次第締め切り。 

■活動日  ：令和２年１０月１８日(日)  大会当日 

■活動内容：沿道コース整理・給水・給食・外国語通訳 ほか 

※応募方法等については大会公式ＨＰでご確認ください。 

Vol.253 

1１月号－2 

この件についてのお問い合わせ 

ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局 
（千葉県教育庁教育振興部体育課内） 
TEL：０４３－２２３－４１０７ 

大会をささえるボランティア 1,000 人大募集!!        

 

完走賞メダルのデザイン募集まもなく終了！        

2012 年大会 2014 年大会 2016 年大会 2018 年大会 

令和２年１０月１８日（日）開催！ 
エントリーは、令和 2 年 4 月 3 日（金）正午～ 

5 月 7 日（木）午後 5 時まで 

         

過去大会の完走賞メダル 



★★★ P２ インデックス＆ミニ・トピックス ★★★ 
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ちばアクアラインマラソン２０２０ 
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P２ 

インドの先生の授業が受けられる 

～グローバルな感覚を磨いていこう！～ 

（１０月１６日） 

 

平成 29年度にユネスコスクールに認定

された松戸国際高校において、ユネス

コ・アジア文化センターの「インド教職

員招へいプログラム」事業により、イン

ドの先生方と松戸国際高校生徒・教職員

の交流が行われました。 

当日は、授業参観やインドの先生から 

授業(国際関係・倫理・数学)、教職員の意見

交換会等が行われました。 

    

詳しくは、こちら↓ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/ko

uhou/photo-2019/191016.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-2019/191016.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/photo-2019/191016.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


★★★P３   県内学校ミニ・ニュース ★★★  
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（八千代市立 睦
むつみ

中学校） 

１． 本校の歴史 

昭和２３年，陸軍騎兵団（現：習志野駐屯地）の兵舎を

解体した時に出た材木を現在地に移し，初代校長，髙橋先

生と当時の職員が地区に学校設立の資金集めを呼びかけた

末，本校校舎は完成した。その後，昭和３８年に現在のコ

ンクリート造になり，現在に至っている。 

校舎と隣接する睦公民館は，市役所の支所の役割も担

い，公民館内には，本校特別教室（音楽室，理科室，図書

室，調理室）もあり，一般の方たちと共用している。正門から道を隔てた正面には消防署の分署もあ

り，この地区の公共施設は学校を中心として集まっている。そのため，地区の方々が集まる機会が多

く，本校の体育館やグラウンドを使った地域の行事もある。地区の祭りも本校付近で行うが，数多くの

屋台の中には，本校と睦小学校が運営する屋台もある。地域との交流が数多く残された学校である。 

２． 本校の研修 

地域柄穏やかな生徒が多いが，学力向上に関する意識に課題があり，授業の質の向上を図りながら学

力向上を目指している。授業研修は年間９回行う。そのうち授業公開は

６回行い，職員全員が毎回公開する。１１月には，公開研修会を行い，

沢山の方々から貴重なご意見を頂くようにしている。 

生徒同士が話合いで課題解決を目指す本校の研究は，１２年目を迎え

た。生徒同士がお互いの意見を聴（訊）き合うという活動に主眼を置い

ており，効果的な机の配置を考えた結果，教室の机の配置は常にコの字

（黒板側が開いている状態である。）にして，どの授業，どの教科でも

グループ活動を積極的に取り入れることにしている。 

３． 地域とのつながり 

平成２３年度に設立された八千代市睦小中学校支援地域本部教育協議会（睦學友会）が，本校の教育

活動をバックアップしている。樹木伐採，英会話教室の開催，茶道教室の開催の他に国際交流事業があ

る。睦學友会の企画・運営によりシンガポールの中等学校との交流が９年続いている。今年は，１２名

の生徒がシンガポールに短期留学を行った。事前学習としてシンガポール大使館への訪問を行い，一等

書記官への質問をしながらシンガポールへ留学す

る目的を持たせた。 

留学中は，各生徒が一人でホームステイし，現

地の学校の各教室に振り分けられて授業を受け

る。シンガポールの公用語は英語なので，英語で

のコミュニケーションが強いられるが，通じない

ときは身振り手振りでコミュニケーションをとっ

ていた。帰国報告会での生徒たちの感想を聞く

と，海外の生活を送ることの刺激の大きさを実感

できたようである。再び留学をしたいと思ってい

る生徒がほとんどで，海外に目を向けた人材にな

ってくれることを期待している。 



★★★P４ 第５７回千葉県高等学校定時制・通信制総合文化大会 ★★★    
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○生活体験発表の部 県立松戸南高等学校 

○音楽の部 県立松戸南高等学校 

○作品展示の部 

書道 県立千葉大宮高等学校 

美術 県立松戸南高等学校 

工芸 あずさ第一高等学校 

写真 県立千葉商業等学校 

被服・手芸 あずさ第一高等学校 

 

 

 第５７回千葉県高等学校定時制・通信制総合文化大会が、県立千葉工業

高等学校体育館で開催されました。 

県内の定時制通信制高等学校で学ぶ生徒が、勉強や仕事の合間を縫っ

て創り上げた作品の展示や生活体験・音楽等の発表を行いました。 

この件についてのお問い合わせ 教育振興部学習指導課 教育課程室 電話 ０４３（２２３）４０６１ 

第５７回千葉県高等学校定時制・通信制総合文化大会 

 

県立松戸南高等学校の白倉光喜さんは、１１月 

１７日に行われた第６７回全国高等学校定時制 

通信制生徒生活体験発表大会に千葉県代表と

して出場し、最高賞である文部科学大臣賞を受賞

されました。おめでとうございます。 

 

 これまでの自分について、真

摯に正面から向き合い、新たな

目標に向けて全力で頑張る！ 

 定時制通信制高校で前向きに

取り組む１８名の発表は、多く

の聴衆に感動を与えました。 



★★★P5 千葉県高校生留学フェア ★★★ 
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★★★P6 学力向上交流会 1 ★★★ 
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船橋高校の小原先生からは、「自立した探究者」の育成を目

指した全校体制での取組について説明がありました。 また、船

橋高校が実践する「クリティカル・リーディング授業」について、

図や写真を基に詳しく紹介していただきました。 

 

この件についてのお問い合わせ 教育振興部学習指導課 電話 043－223－4057 

全体会では、「ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）にお

ける探究活動の取組について」と題して、県立船橋高等学校の取組

説明が行われました。 

また、１年生から２年生を中心に授業が公開されました。授業の

公開後は、参加者による班別協議も行われました。 

「課題研究生物」では、教員のアドバ

イスを基に観察方法を工夫しました。 

多くの授業で、課題に対する自分の考

えを伝える学習が展開されました。 

参加者からは、「県立船橋高校

の探究に関わる各教科の取組が

とても興味深かった。」「協議し

たことを学校に持ち帰って共有

したい。」などの声が寄せられま

した。 

「倫理」では、「正しさの捉え方」について、

グループで付箋を用いて議論しました。 

主催者挨拶 

千葉県教育委員会 

井出 教育委員 

◇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」を実施しています。 

◇１０月２９日（火）に、県立船橋高等学校で「学力向上交流会」が行われました。                                                                                                                   

授業公開、全体会、参加者による班別協議の様子を紹介します。 

「課題研究物理」では、様々な器具を

用いて、実験と考察を重ねました。 

班別協議では、レポートを基に熱心な

協議が行われました。 

船橋高校の取組について科学教育統括

部の小原先生から説明がありました。 



★★★P７ ２０１９活躍が期待される少年・少チームちば」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 
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競技 種別 種目 成績 氏名 所属名

少年男子Ａ 走幅跳 １位 鳥海　勇斗 東京学館船橋高等学校

800m １位 金子　魅玖人 千葉県立鎌ケ谷高等学校

110mH １位 村竹　ラシッド 千葉県立松戸国際高等学校

少年女子Ａ 100m ２位 景山　咲穗 船橋市立船橋高等学校

100m ２位 ハッサン　ナワール 松戸市立第五中学校

走幅跳 ２位 白土　莉紅 匝瑳市立八日市場第二中学校

少年女子共通 やり投 ２位 内田　萌奈 西武台千葉高等学校

少年男子Ａ ４００ｍ個人メドレー ３位 寺門　弦輝 昭和学院高等学校

少年女子Ｂ １００ｍバタフライ ２位 遠山　乃梨 渋谷教育学園幕張高等学校

ピン級 ３位 佐伯　侑馬 習志野市立習志野高等学校

ライト級 １位 堤　麗斗 習志野市立習志野高等学校

ライトウェルター級 １位 髙橋　麗斗 千葉県立沼南高等学校

ウェルター級 ３位 松永　敦朗 習志野市立習志野高等学校

橋本　大輝  船橋市立船橋高等学校

金田　希一  船橋市立船橋高等学校

江俣　有寿彩  船橋市立船橋高等学校

倉田　玲男  船橋市立船橋高等学校

安達　太一  船橋市立船橋高等学校

青木　梨奈 東京学館高等学校

兒玉　優光子 八千代市立八千代台西中学校

塙　颯香 東京学館高等学校

芹田　未果子 東京学館高等学校

大越　美杏 東京学館高等学校

ﾌﾘｰ65kg級 ２位 山倉　孝介 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ71kg級 １位 高田　煕 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ80kg級 １位 山田　脩 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ92kg級 １位 トワードルジ　ブフチョローン 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ125kg級 ２位 持永　空弥 日本体育大学柏高等学校

石塚　春菜 千葉県立磯辺高等学校

市村　みずき 千葉県立磯辺高等学校

レーザーラジアル級 ２位 佐藤　真心 千葉市立稲毛高等学校

松橋　嘉依 木更津総合高等学校

山下　真央 木更津総合高等学校

滝瀬　敬太 木更津総合高等学校

岡田　凌旺 木更津総合高等学校

遠藤　陸斗 木更津総合高等学校

標準障害飛越 ３位 吉野　真奈 恵泉女学園高等学校

スピード＆ハンディネス ３位 安西　紘一 日本航空高等学校

安西　紘一 日本航空高等学校

村尾　颯宥 インターアクションホースマンスクール

濵田　大樹 木更津総合高等学校

市川　晃次郎 習志野市立習志野高等学校

北條　嘉人 木更津総合高等学校

金澤　聡瑠 木更津総合高等学校

桒田　真雄 習志野市立習志野高等学校

少年男子 BR60J/BR30J １位/３位 窪田　悠希 千葉県立実籾高等学校

少年女子 AR60WJ ２位 泉舘　玲香 千葉県立実籾高等学校

SPK1 500m/200m １位/２位 諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校

髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

空手道 少年女子 組手 ２位 嶋田　さらら 秀明八千代高等学校

羽藤　和奏 わせがく高等学校

六車　日那乃 麗澤高等学校

吉澤　柚月 麗澤高等学校

陸上

水泳

ボクシング 少年男子

少年男子共通

少年女子Ｂ

少年男子

少年女子

レスリング 少年男子

体操
（競技）

団体障害飛越

セーリング 少年女子
４２０級

ソフトテニス 少年男子

馬術 少年

少年男子

ライフル射撃

カヌー 少年女子 SPK2
500m/200m

柔道

ゴルフ 女子 団体 ２位

２位

１位

１位

３位

３位

３位

２位

第 74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」が会期前実施競技 9月 7日から 16 日、正式競技が 
9 月 28 日から 10月 8日まで行われました。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 7位、女子総合成績（皇后杯得点）第 7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。 

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 



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  

★★★P８ 不登校サポートセミナー ★★★ 
 

 

 

 

◇日 時： 令和元年１１月３０日（土）  ９：３０～ ９：５５ 受付  
１０：００～１２：００ 講演  
１２：１５～１６：００  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  
第１部 講演 （１０：００～１２：００） 

演題：「子供たちはなぜ不登校になるのか」 
      ～不登校になることで何をしようとするのか～ 

講師： なんそう心理教育研究所（ゆうわ心の相談室） 
所長 上田 和子 

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。 

※要予約：申込み時に予約が必要です。相談は約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け付けます。 

 
 
 

◇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。  

◇締切日：11 月 28 日（木）…定員超過により申込みを受け付けられない場合のみ連絡します。 
◇緊急時における中止の場合は、前日の１７：００までにホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 目次へ 
P８ 

 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 


