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『教育長賞（最優秀賞）』は、県立特別支援学校流山高等学園

令和２年２月３日、
「令和元年度魅力ある県立学校づくり大賞 表彰式・報告会」を県庁舎で開催しました。
最優秀校の流山高等学園の生徒会長茂木さんを皮切りに、優秀賞の八千代高校、柏高校、東金商業高校、館山
総合高校、夷隅特別支援学校、一宮商業高校、下総高校の順に、澤川教育長が生徒代表に表彰状を授与しました。
その際、生徒代表はそれぞれの言葉で教育長に謝辞を述べました。
続いて、最優秀校１校と優秀校７校に分かれて、澤川教育長との記念撮影が行われました。
（下の写真参照）
次に、澤川教育長のあいさつがありました。
（以下概要）
「皆さん、本日は魅力ある県立学校づくり大賞の表彰式にお越しいただき、ありがとうございます。本日お集ま
りの８校は、選定委員会から「創意工夫に満ちた積極的な取組を行ったことを高く評価した」と伺っております。
（顕彰校の取組を紹介。中略） 今回の取組は、環境問題や地域振興、街おこしの取組が多かったと感じます。
皆さんが身近のことを考え実行したこれらの取組への積極性が受賞につながったと思います。こ れ ら の 取 組 を
様 々 な 形 で 地 域 に 発 信 し て く だ さ い 。 本日は、誠におめでとうございます。」
最後に、最優秀校の流山高等学園の報告、プレゼンテーションが行われました。取組の報告の映像は、スーパ
ーマンのように空を飛ぶ校長の姿から始まり、各取組の紹介ごとに生徒の皆さんが「プラス ワンモア」と元気
に合唱。臨席した教育庁幹部職員等からは、その都度、万雷の拍手が送られました。
（下の写真参照）
顕彰校の取組・写真などと、応募３０校の取組は、教育庁ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/miryoku/koukou/miryoku-ro1.html
プラス ワンモア

この件についての問合せ先

企画管理部教育政策課高校改革推進室 電話０４３（２２３）４０２６
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県立銚子商業高校が株式会社ロー
ソンと連携して県産品を使用したパ
ンを開発！！
(1 月 23 日)
このたび、県立銚子商業高校の生徒
が、県産品を使用した 2 種類のパンを考
案し、株式会社ローソンと連携して販売
することになりました。1 月 23 日(木)に
行われた滝川副知事への報告会では、
商品説明と記念撮影などが行われまし
た。同商品は、1 月 28 日(火)から 4 週
間、関東甲信越の 1 都 9 県のローソン約
4,800 店舗にて販売されました。また、
売り上げの一部は、「がんばろう！千葉
千葉県災害義援金」に寄付されます。
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https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouho
u/photo-2019/200123.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-2019.html
ご 意 見 ・ ご 提 案 メ ー ル：
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★★★P3

教育委員会会議報告

★★★

令和元年度第１２回千葉県教育委員会会議（定例会）の内容について
開催日 令和２年２月１２日（水） 議案及び報告は以下のとおりです。
≪ 審議事項 ≫
（ 議 案 ）
第６８号議案

第３期千葉県教育振興基本計画の策定について

第６９号議案

千葉県子どもの読書活動推進計画（第四次）の策定について

第７０号議案

千葉県指定有形文化財の指定について

第７１号議案

学校職員の懲戒処分について

第７２号議案

学校職員の懲戒処分について

（ 報 告 ）
第６号報告

教育委員会所管に係る令和２年度当初予算案について

第７号報告

教育委員会所管に係る令和元年度２月補正予算案について

報

告

１

令和元年度第２回「教員等の出退勤時刻実態調査結果（速報値）
」について

報

告

２

千葉県指定史跡の指定解除について

報

告

３

ちばアクアラインマラソン２０２０ 募集要項の決定について

［ 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/2019/020212-2.html（第１２回結果）

◆◆◆◆◇◇◇◇

教 育 委 員 の 活 動 （ １ 月 ）◇◇◇◇◆◆◆◆

１月２７日（月）・２８日（火）に、ホテルグランド
ヒル市ヶ谷において、全国都道府県教育委員会連合会第
２回総会、教育長協議会第２回総会、教育委員協議会第
２回総会等が行われ、澤川教育長、佐藤教育長職務代理
者が出席しました。
２７日（月）には、全国都道府県教育長協議会及び全
国都道府県教育委員協議会の合同研究協議会が開催さ

教育委員協議会総会の様子

れ、海外調査事業について、マレーシアの英語教育に関
する研究報告がありました。
その後、４つの分科会に分かれ、
「外国語（英語）教
育について」をテーマに、小・中・高校の連携、ICT
を活用した授業、教員の指導力向上など、各都道府県の
現状や課題、今後の取組について意見が交わされまし
た。
合同研究協議会分科会の様子
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★★★P４

県内学校ミニ・ニュース

★★★

（市原市立三和中学校）

校訓

＜親和＞＜勤勉＞＜自主＞
学校教育目標

『感性豊かな逞しい生徒の育成』
花時計と全校生徒
本校は市原市の中心に位置し、周囲は昔ながらの田園風景が広がる、自然豊かな環境の学校です。生徒数は
136 名と小規模な学校で、地元出身の保護者が多く、地域とのつながりが強い学校です。
東日本大震災の被災地である宮城県女川町立女川中学校と「同じ時を刻む学校」として連携し、8 年目を迎え
ました。毎年ジャンボ年賀状を送ったり、募金にも協力しています。昨年 9 月に台風で被害を受けた際には、
女川中学校からお見舞いの電話をいただきました。今後も細く長いつながりを続けていきたいと思っています。
＜総合的な学習の時間＞
総合的な学習の時間に「プロジェク
すみそら

ト学習」を行い、その成果を澄空祭
で発表しています。８年間継続して
いる取り組みは学年の壁を越え、上
級生がリードしながら学習を進めて
います。今年度は、「よさこい」「花
と緑」「エコ」「三和池の水全部抜い
てみた」
「ピタゴラ装置をつくろう」
の５つに分かれて取り組みました。

< 小中連携の取り組み >
小中合同の教科・領域部会、合同授業研究会はもちろんのこと、その他に小中連携の取り組みとして三和中学
校区では「三和ドリームスクール」と称し、①中学生が母校に帰って運動会の前日準備の手伝い②海上（うなか
み）小学校での女川体操、よさこい披露③中学校職員が小学校での授業実施（理科・英語）④中学生が小学校へ
行って英語スピーチコンテストの発表⑤小中合同芸術鑑賞教室⑥小学校校長が中学生への進路指導としての模
擬面接などを行っています。

PTA、地域の方と協力して、年間
3 回の資源回収を行っている様子
です。

「からくり儀右衛門」を鑑賞しま
した。今年度は中学生や校長先生
が劇の一幕に参加しました。
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おっ！あざやか通級指導教室 ★★★

通級指導教室とは、通常の学級に在籍する教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒に
対して、一人一人の障害に応じた専門的な指導を行う教室です。教育実践が優秀で熱心に
子供たちの指導に当たっている通級指導教室担当教員を紹介します。
学校名：御宿町立御宿小学校
学校名：
教室の障害の種類：言語障害
学級の障害の種類：

通級指導教室の魅力や「やりがい」は？
週１回の個別の学習の場で、小さな苦手さを抱え
た児童が自分を見つめ、目標を定めてがんばって
います。｢できた｣喜びを一緒に感じる毎日が楽しい
です。

授業で心がけていること
・学習の成果を児童が感じられるように進めること。
・本時の目標を見失わないこと。
・どの児童も｢学びたい｣、｢成長したい｣という思いを
もっていると信じること。

担任名：横山 宏子
特別支援教育経験：

２１年
（今年度末現在）

私の好きな「こ・と・ば」
「ありがとう」
児童が何かをしてくれたときは、それが促されて
の行動だとしても、必ずこのことばで終わります。
明日も笑顔で会えるように。

【

発音練習は楽しく 】

舌の動かし方を確認し、
「良い音」が出せる
ようになってから発音練習に取り組みます。

【今日の学習】

(児)｢今日は話したいこと
があるんだ。｣
(担)｢じゃあ、２分間ね。｣
(担)｢音読は、一人で読む？
丸読み（一文読み）に
する？｣

（ ）すごろく
（ ）ビンゴ
（○）ふうせん

今日上手にできたところをすごろくで練習！
好きなコマを選んで、ゲームスタート！
(児)｢(３だから)アリア、イリイ、ウリウ。｣

(児)｢丸読みがいい。｣
(担)｢ジャンケンで勝った
人からね。｣

(児)｢ふうせんがいいな。でも、ふくらませられ
ないよ～。｣
(担)｢１分だけ、がんばってみて。｣

(担)｢うん、いい音だね。｣

この記事に関する問合せ先
教育振興部特別支援教育課
電話０４３－２２３－４０５０

(児)｢(３マス進んで)１、２、３。あ、ラッキー！
『もう１回サイコロをふれる』だ。｣
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★★★P6 令和元年度全国いじめ問題子供サミットに

参加して

★★★

令和２年 1 月２５日（土）に、
「令和元年度全国いじめ問題子供サミット」が文部科学省講堂で開
かれ、本県からは、６名の生徒が参加しました。
本年のテーマは「私たちが考える『令和の時代のいじめ対策』」で、いじめの防止策にはどの
ようなものがあるか、また、傍観者にならず、仲間のためにできることは何かなどを、協議しまし
た。また、本年度は、船橋市立三田中学校小林彩葉さんが、いじめ防止等の取組についてポスター
セッションによる発表を行いました。参加者は、いじめ問題への取組の決意を新たにし、早速
各学校の生徒会での話し合い活動を始めるなど、いじめ防止への活動につなげています。
僕が今回のサミットで学んだこ
とは、いじめに気づく、知らせる、
相談する、というステップです。
いじめに気づき、先生や友人に知
らせて共有すれば、いじめの撲滅
につながると思います。しかし、
いじめられている人が我慢してい
ると解決することは難しくなりま
す。少しでも嫌なことを感じるこ
とがある人が先生や友人に相談で
きる環境を生徒会が中心となり、
作りたいと思います。
佐倉市立井野中学校 原 悠泰
いじめサミットで自分と年の近い方と関わることができてとても良い刺激になりました。ポスターセッションでは小・
中学生が色々な活動をしているのを見て「自分たちの学校に生かせないか」と考えるようになりました。協議では、他校
の方々の色々な意見を聞き、視野が広がりいじめについての理解も深まりました。
成田市立公津の杜中学校 田中 緋織
このサミットを通して「いじめの定義」を知ることが一番大事だと思いました。ポスターセッションでは、様々な小・中
学校のいじめ防止への活動がとても参考になりました。学んだ内容を生かし、今後も自主性を意識して多くの活動に繋げ
るとともに、
「いじめの定義」について公津の杜中生と話し合っていきたいと思います。
成田市立公津の杜中学校 長谷部 陽太
私は、全国いじめ問題サミットに参加してたくさんの人の意見を聴くことができました。私は、いじめは、
「他人が嫌
がることをすること」と考えていましたが、話し合いの中では、いじめの定義を考えたうえで、その対策まで立てている
人がいました。協議を通して他の人といじめについて一緒に考えることで、さらにいじめについて深く考えることができ
ました。
成田市立遠山中学校 矢城 亜結
サミットを通して、
「いじめ」について以
前より深く考えることができました。ポス
ターセッションでは、たくさんの学校や市
がいろいろな視点から「いじめ防止」に向け
て工夫された取り組みを行っていることが
わかりました。その取り組みの中で、
「市内
の学校の生徒会が集まって行う会議」を、ぜ
ひ船橋市でも市の取り組みとして行いたい
と思いました。また、生徒が「いじめ」につ
いて考える場をもっと増やしていきたいと
思います。グループ協議では、意見交換や発
表を通して、
「いじめ防止」のために必要な
ことを新しく知ることができました。この
サミットで知ったことや考えたことを大切
にして、今後の活動に生かしていきたいで
す。
船橋市立三田中学校 小林 彩葉

今回のサミットで、協議したことは
とても有意義なものばかりで、自分の
学校でもぜひ取り組んでみたいと思いま
した。特に印象に残ったことは、いじめ
に対する受けとり方の違いです。その
違いを埋めるためにも「いじめの定義」
の理解が重要だと感じました。また、
傍観者の力も全体の雰囲気をつくるため
に重要だと感じました。このサミットで
学んだことを生かし、胸を張って「岩中
はいじめゼロです」と言えるような
学校を作り上げたいと思います。
木更津市立岩根中学校 大江 凜々
この件についての問合せ先
教育振興部児童生徒課
電話 ０４３－２２３－４０５５

目次へ
P6

★★★P7 令和３年度教員採候補者選考案内

★★★

・人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員
・高い倫理観をもち、心身ともに健康で、明朗、快活な教員
・幅広い教養と学習指導の専門性を身に付けた教員
・幼児児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員
・組織の一員としての責任感と協調性をもち、互いに高め合う教員

令和３年度採用選考

変更点及び新たな取組

教職教養筆答問題の改善
実施時間を３０分とし、出題範囲をホームページ
等でわかりやすく示します。
元教諭特例選考の志願要件緩和
育児・看護等で退職された方の元教諭特例選考の
志願要件を緩和します。

小学校英語教育推進枠の拡大
英語教育推進枠の志願要件を緩和します。

栄養教諭選考区分の新設
これまで個別に行っていた栄養教諭選考を教員

新たな県外臨時会場の設置

採用候補者選考の一つの区分として、他の区分と

関西～東海地域の志願者が受験しやすい、交通

同様に選考を行います。

の利便性の高い会場を計画しています。

出願期間

令和 ２ 年 ４ 月 2 日（木）～ ５ 月 12 日（火）

第１次選考 令和 ２ 年 ７ 月 12 日（日）
＠kyousai_Chiba
教員採用候補者選考の情

採用選考について詳しくは

千葉県教育委員会

報をツイッターで発信し

実施要項、志願書等も、

ています。

ダウンロード可能です。

検索

教員採用選考のお問い合わせ
教育振興部教職員課任用室
ＴＥＬ：043-223-4043
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★★★P8 「学校における働き方改革」ニュース

vol.1

★★★
vol.１

県教育委員会では、
「教職員が心身ともに健康を保つことができる環境を整え、子供たち
の成長に真に必要な、効果的な教育活動を持続的に行うことができるようにすること」を
目的に、学校における働き方改革を推進しています。
令和元年１１月に実施した教職員の勤務実態調査によれば、取組の成果は見られる
ものの、本県の目標の達成には至っておりませんでした。今後の取組の参考とするため、
各学校で取り組んでいる好事例を紹介します。
【本県の目標】
文部科学省のガイドラインに示された勤務時間の上限の目安時間遵守に向け、速やかに、
月当たり正規の勤務時間を８０時間超えて在校する教職員を「０」にする。
また、「子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」を７０％以上に、及び
「勤務時間を意識して勤務することができている教職員の割合」を８０％以上にする。
【本県の現状】
○教諭等※における月当たりの正規の勤務時間を８０時間超える者の割合
※教諭等とは主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手及び講師をいう。
職種（調査時期）

小学校

中学校

義務教育学校

高等学校

特別支援学校

教諭等（Ｒ元年 11 月）

８．１％

２９．５％

３２．８％

１６．５％

０．０３％

〃 （Ｒ元年６月）

１２．１％

３７．９％

３３．３％

２０．６％

０．１％

〃 （Ｈ3０年 11 月）

１１．５％

３０．５％

３６．９％

２５．９％

１．４％

〃 （Ｈ30 年６月）

１３．２％

３６．４％

３５．４％

３０．２％

１．４％

（Ｒ元年１１月の特別支援学校の値のみ小数第２位まで算出）

〇教諭等における「子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」
（※）子供と向き合う時間とは、休み時間や放課後等において、子供たちに補習したり、遊んだり、
相談にのったりする時間のことをいう。

（市町村立学校） （県立学校）

令和元年７月調査時 ６４％ （平成３０年１２月調査時 ５４％）
〇勤務時間を意識している教職員の割合
令和元年７月調査時 ７１％ （平成３０年１２月調査時 ６４％）
【県内の働き方改革に係る好事例】
☆夏休みの宿題の自由課題化を行った。
☆時間外の電話に音声ガイダンス対応の導入を行った。
☆各教員の週案に毎日の目標退勤時刻を記入し、意識付けを行った。
☆市で指定した部活動のガイドラインに沿って活動時間を見直し、朝練習を廃止した。
★ＰＤＦファイルを利用したペーパーレス会議を実施した。
★清掃を週３日とし、清掃のない日はごみ捨て程度とした。
★目標申告シートに働き方改革に関する目標設定をし、面談等で進捗状況を確認した。
★毎週水曜日の定時退勤日の設定、月１回の完全退勤日を実施した。
※好事例は、ＨＰに詳細を記載しています。右記ＱＲコードを御参照ください。
【この件についての問合せ先】
教育振興部教職員課管理室 ０４３－２２３－４０４０

目次へ
P8

★★★P9 千葉県生涯学習情報提供システム ちばりすネット

★★★

さわやかちば県民プラザでは、県民の生涯学習推進のため、県内の生涯学習に関する各種
情報を収集・提供し、学習相談にも対応することを目的とした千葉県生涯学習情報提供シ
ステム事業（愛称：ちばりすネット）を展開しています。
目的に合った情報を見つけられるように、県・市町村・生涯学習関連施設などから収集し
た情報は、さわやかちば県民プラザが運営するデータベースに登録され、必要な情報を検
索することができます。
生涯学習に関する情報を収集して幅広く提供することで、県民のみなさまの学びを応援し
ています。

講座・講演・イベントなど
学習の場を紹介しています。
千葉県生涯学習情報提供システム

各市町村の公民館などで活動
しているグループ・サークルの
情報を紹介していています。

講座・講演などの講師や、
ボランティアとして活動
されている方を紹介して
います。

千葉県内の公立社会教育施設
の情報を紹介しています。

【問合せ先】
さわやかちば県民プラザ事業振興課

ちばりすネット

検索

電

話 ０４－７１４０－８６１１
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★★★P10 「読書感想が中央コンクール」千葉県入賞

作品展を開催しました（中央図書館）★★★

「読書感想画」は、読んだ本の感動を絵で表現する活動です。1983（昭和 58）年に近畿
地域から始まり、1989（平成元）年からは毎年「読書感想画中央コンクール」が開催されて
います。
中央図書館では、平成 30 年度の「第 30 回読書感想画中央コンクール」に千葉県から入賞
した県内の小・中学生、高校生の作品計 15 点を展示しました。
このコンクールは、公益社団法人全国学校
図書館協議会、毎日新聞社、および実施都道
府県学校図書館協議会の主催で、子どもたち
の読書力、表現力を養い、読書活動を振興す
ることを目的に開催されています。指定図書
を読む部門と自由読書の部門があります。学
小学生の作品 8 点

校単位で参加し、審査で選ばれた県の代表作

（展示期間 2019 年 12 月 13 日～28 日）

品が、中央コンクールに出展されます。
今回初めて、審査後県内に戻ってきた作品
を展示する機会を、中央図書館で設けること
ができました。

『ヒトラーと暮らした少年』（ジョン・ボ
イン著

あすなろ書房

2018）を題材にし

て優良賞を受賞した作品などの力作と、題材

中学生・高校生の作品７点
（展示期間 20２０年 1 月５日～１９日）

になった本を並べて展示しました。
展示期間中は、来館者が足を止めて作品に
見入っている姿や、本を手に取っている姿が
見られ、とても好評でした。

この件についての問合せ先
中央図書館 児童資料室
電話 ０４３－２２２－０１１６
目次へ
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★★★P11 特別支援学校への読書支援

★★★

西部図書館では、本年度２校の高等部の生徒を対象に、それぞれの学校の要望に合わせた
「図書館の使い方」、「ＰＣを使った本の検索の仕方」の出前授業を行いました。前半は、
図書館についてのクイズ、後半に生徒の活動を取り入れた授業を行いました。
「図書館の使い方」の授業
(県立矢切特別支援学校)

図書館博士が図書館で
できることを教えるよ

本の借り方を練習
しよう

「ＰＣを使った本の検索」の授業

ＰＣを使って読みたい

（県立特別支援学校市川大野高等学園）

本を探してみよう

お気に入りの本は
あるかな

県立図書館３館では、特別支援学校に職員が訪問し、大型絵本を活
用した絵本の読み聞かせを中心とする訪問読書支援事業に取り組んで

おはなし会

います。
本年度は、中央図書館で８校、西部図書館で８校、東部図書館で５
校を訪問しました。たくさんの児童、生徒たちと楽しい時間を過ごす
ちばけんりつせいぶとしょかん

ことができました。

◆この件についてのお問い合わせ

2019.10.17.

千葉県立西部図書館 図書館連携課 047-385-4133

目次へ
P11

★★★P12 単位制の高等学校で聴講生を募集します ★★★

単位制高等学校は、特定の科目を履修する聴講生を置くことができます。
聴講生制度は、県立高等学校が地域における学びの拠点となるとともに、多様な学習機会
の確保を図ることを目的としています。
令和 2 年度は、以下の学校で聴講生を募集します。
在学する生徒とともに 4 月から 1 年間学んでいきます。
申し込み方法や内容等、詳細については、直接高等学校にお問い合わせいただくようお願いいた
します。
※定員、申込期限等は学校によって様々ですので、お早めにどうぞ！！
※受講に当たり、受講料および材料費等が発生いたします。
※詳細につきましては、各学校に直接お問い合わせください。

○実施予定高等学校
・県立千葉工業高等学校（定時制）
Tel ０４３（２６４）６２５１
予定講座：電気実習２、電気実習３、課題研究
・県立千葉大宮高等学校（通信制）
Tel ０４３（２６４）１９８１
予定講座：調整中
・県立市川工業高等学校（定時制）
Tel ０４７（３７９）５６３１
予定講座：機械電気科実習、建築科実習
・県立東葛飾高等学校（定時制）
Tel ０４（７１４３）４２７１
予定講座：国語表現、コミュニケーション英語Ⅰ
・県立八街高等学校（全日制）
Tel ０４３（４４４）１５２３
予定講座：中国語
・県立佐原白楊高等学校（全日制）
Tel ０４７８（５２）５１３７
予定講座：エアロビクス、地域伝統芸術、陶芸、韓国語、中国語
・県立館山総合高等学校（定時制）
Tel ０４７０（２２）２２４３
この件についての問合せ先
予定講座：現代文 A、世界史 A、数学Ⅰ、
教育振興部学習指導課
科学と人間生活、コミュニケーション英語Ⅰ、
電話 ０４３（２２３）４０６１
英語表現Ⅰ
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★★★P1３

千葉の地層１０選の紹介

★★★

～～チバニアンだけじゃない！千葉には魅力的な地層がいっぱい～～
今年の 1 月 17 日に市原市田淵にある地層「千葉セクション」が GSSP（国際境界
模式層断面とポイント）に認定されました。これにより、地質年代に初めて日本の地
名に由来する「チバニアン」の名が刻まれました。チバニアン認定をお祝いするとと
もに、千葉県の地層への興味関心を一層高めるため、「千葉の地層１０選」を選定し
ました。
この機会に、ぜひ現地を訪れて千葉の大地の成り立ちを感じてみてください。

◆千葉の地層１０選

※千葉には魅力的な地層が多く 10 個では収まらず 11 個の選定となりました。

きおろしかいそう

★地層の場所

① 木下貝層
ちょうし

は く あ き せんかいたいせきぶつ

★地層の形成年代

② 銚子の白亜紀浅海堆積物
びょうぶがうら

③ 屏風ケ浦
ようろう がわ りゅういき た ぶ ち

ち

じ

き

④ 養老 川 流 域 田淵 の 地磁気
ぎゃくてん ち そ う

逆 転 地層

か ず さ きゅうりょう

さがんでいがんごそう

⑤ 上総 丘 陵 の砂岩泥岩互層
のこぎりやま

ぼうしゅういし

かつうら う ばら

くろたき ふ せ い ご う

⑥ 鋸 山 の「 房 州 石」
⑦ 勝浦鵜原の黒滝不整合
かもがわまつしま

⑧ 鴨川松島
ほ

た そうぐん

⑨ 保田層群のカオス層
ぬま

⑩ 沼サンゴ層
しらはま

かいてい じ

たいせきそう

⑪ 白浜の海底地すべり堆積層

１

木下貝層

古東京湾に生息していた貝
が眠る地層。堅く固まった
貝化石層は石灯篭などの材
料としても使われた。
（印西市木下）

２ 銚子の白亜紀浅海堆積物

恐竜時代に嵐の海でつくら
れた地層。海底で生き物が
移動した跡やアンモナイト
などの化石も見つかる。
（銚子市犬吠埼）
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３

屏風ケ浦

東洋のドーバーとも称され
る長大な崖。雄大でダイナ
ミックな地形がみられる。
(旭市・銚子市)

４ 養老川流域田淵の地磁気

５ 上総丘陵の砂岩泥岩互層

６

地質時代「チバニアン」の
基準となった地層。最も新
しい地磁気の逆転が記録さ
れている。
（市原市田淵）

海底土石流でつくられた地
層。砂岩と泥岩が交互に重
なる。上総丘陵に広く分布
している。
(いすみ市)

江戸時代末から昭和にかけ
て石材として広く利用され
た。切り出し跡が明瞭に残
されている。
(富津市)

逆転地層

７ 勝浦鵜原の黒滝不整合

８

９

鴨川松島

重なりあった地層の間に大
きな時間の隔たりがあるこ
と（不整合）がよくわかる
地層。
（勝浦市吉尾）

大小の島々が点在し、島に
よって構成する岩石が異な
るのが特徴。しかも千葉県
では珍しい火成岩が多い。
(鴨川市貝渚)

沼サンゴ層

１１ 白浜の海底地すべり堆積層

縄文時代の暖かい海に生息
していたサンゴの化石を多
く含む地層。

巨大地震による海底地すべ
りによって破壊された堆積
層の全体像が、大規模な露
頭で観察できる。
(南房総市白浜町)

１０

(館山市沼)

問い合わせ先

教育振興部文化財課

鋸山の「房州石」

保田層群のカオス層

プレートの沈み込みによっ
てつくられた地層。地層が
ずたずたに分断され、混沌
とした様子を示す。
(鴨川市江見)

実際に現地に行って、千葉
の大地の成り立ちを実感
しよう！

※見学する際は、安全に十分留意して
ください。

０４３－２２３－４０８５
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