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お弁当作りの体験を通して、「食」への関心を高め、
「食べる」ことの楽しさや大切さに気付くことができます！
１

応募の期間

令和２年８月３日（月）～１１月２０日（金）

２

応募するお弁当

食に関する学習ノート「いきいきちばっ子」で学習し、
自分で献立を考えて実際に作ったお弁当
テーマ「元気が出るお弁当」

３

応募できる人

千葉県内の学校に通っている小学５年生・６年生
千葉県内に住んでいる小学５年生・６年生

４

応募用紙の郵送先

〒260 – 8662 千葉市中央区市場町１－１
教育庁教育振興部学校安全保健課給食班

５

オリジナル弁当コンクール

詳しくは、県ＨＰをご覧ください。

★令和元年度の優秀賞★

（そのほかの入賞作品は、県ＨＰに掲載しています。）

〔個人の部〕

◆市原市立青葉台小学校
6 年 草場美海さん

〔団体の部〕

◆いすみ市立大原小学校
５年 石井望乃香さん

この件についてのお問い合わせ先
教育庁教育振興部学校安全保健課

検索

〔電話
P１

◆香取市立栗源小学校
６年 斉木美琴さん
根本夏鈴さん

◆鎌ケ谷市立西部小学校
6 年 渡辺千瑛さん
相田聖太さん
村田愛莉さん
山中悠未さん

０４３－２２３－４０９５〕
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インデックス＆ミニ・トピックス

インデックス(目次)
令和 2 年度 いきいきちばっ子

頁

「オリジナル弁当コンクール」
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インデックス＆ミニ・トピックス

２

教育委員会会議報告

３

令和元年度
魅力ある県立学校づくり大賞
優秀賞受賞校の取組

４

ちば子ども大学

５

不登校サポートセミナー

６

令和 2 年度

千葉県立千葉中学校

学校説明会中止のお知らせ
令和 2 年度

千葉県立東葛飾中学校

学校説明会中止のお知らせ

★★★

医師によるリモート授業～「インターン
シップ保健実習」新しい授業スタイル体
験～(流山北高校) （7 月 1 日）
流山北高校では、平成 27 年度から千葉県教
育委員会より、地域連携アクティブスクール
の指定を受け、地域の教育力を活用した教育
活動を行っています。
このたび、3 年生の選択科目である「イン
ターンシップ保健実習」で、東葛病院の高橋
賢亮医師による、
「感染症と共存する社会」を
テーマに ZOOM の遠隔授業が行われ、参加した
生徒が新しい授業スタイルである、医師との
リモート授業を体験しました。生徒たちは熱
心に授業に参加し、新型コロナウイルス感染
症との共存について考えを深めました。

７
８
詳しくは、こちら↓

イベント情報

別冊

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku
/kouhou/photo-2020/200701.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：

P２
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教育委員会会議報告

★★★

令和２年度第３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６月２４日（水） 議案及び報告は以下のとおりです。
≪ 審議事項 ≫
（ 議 案 ）
第１８号議案
第１９号議案

（ 報 告 ）
報 告 １

懲戒処分の指針の一部改正について
千葉県スポーツ推進審議会委員の任命について

令和３年度公立学校教員採用候補者選考の志願状況について

［ 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/2020/020624-2.html（第３回結果）
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令和元年度

魅力ある県立学校づくり大賞

優秀賞受賞の取組

★★★

千葉県立八千代高等学校のパンづくりを通じた地域貢献による高校づくり
～「やちパンプロジェクト」～
この度は、本校の取組「やちパンプロジェクト」で、令和元年度魅力ある県立学校づくり大賞
優秀賞をいただき、大変に光栄に思っております。
本校には、家政科、普通科、体育科の３つの科があります。
「やちパン
プロジェクト」は、家政科の調理を選択している生徒が、八千代市及び
八千代商工会議所による産学官共同ネットワーク事業の一環として、八
千代市内のパン職人とともにオリジナルパンを考案・販売するといった
もので、２０１７年度に始まり、令和元年度で３年目となりました。平
成 30 年度は、厚生労働省から地域の産業振興や技術者育成で特色ある
取組として、全国から選ばれた「地域発！いいもの」の９選のうちの１
つに選定されました。
「やちパン」の愛称も定着した令和元年度も販売開始前から、
市内のあちらこちらにポスターが貼られ、各新聞等にも取り上げ
られ、販売した令和元年１１月３０日からの約２週間、各ベーカ
リーには多くの人が「やちパン」を求め、訪れていました。今年
度の販売実績は、９，５２２個と昨年度の７，５００個を大きく
上回り、あまりにも好評なため、期間終了後も継続して販売しな
ければならなくなったパンもあるほどでした。
プロジェクトに参加した生徒からは、「アイディアが形になる
ことで達成感があった」「パン職人にアイディアを説明すること
でプレゼンテーション力が高まった」などの声が聞かれ、単に教
室内だけの学習では得られない体験をすることができました。
生徒のアイディアをパンに仕上げ、販売した各ベーカリーの店長からは、「やちパンの効果は
絶大で、孫の考えたパンはどれですかと買いに来るおばあさんがいました」「販売期間中はレジ
横の棚がやちパンで埋め尽くされ、来店した人は店長さんも一緒にと言って、写真を撮ったりす
るなど、店内は大にぎわいでした」といった話もありました。今後も地域・関係団体と連携して
アイディア溢れたパンをつくり、
「パンの街」八千代としてアピールできるまでに、
「やちパンプ
ロジェクト」を発展させていきたいと考えます。
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
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ちば子ども大学

★★★

～ホンモノから学ぶ、ホンモノ体験～
「体験を通して新たな価値観を学ぶ」「世の中のふしぎについて学ぶ」「ふるさと千葉につ
いて学ぶ」の３つをコンセプトに、その道のプロフェッショナルから学ぶことができます。
自分がやってみたい、学んでみたい講座を選んで受講してみてください。魅力的な講座を
用意して、みなさんをお待ちしています！

＜ちば子ども大学のシステム＞
対
期
講

象
間
座

小学校４年生～中学校３年生 ※講座によって対象学年は異なります
９月～２月
・さわやかちば県民プラザ実施講座９講座
・協力機関実施講座９講座
京成電鉄株式会社・産業技術総合研究所・聖徳大学・
千葉県総合教育センター・千葉県文化財課・千葉県立我孫子東高等学校・
千葉市科学館・千葉大学・東京理科大学（50 音順）
単
位
受講すると単位が取得できます。
取得数に応じて下記の特別賞が表彰されます。
特 別 賞 ちば子ども学士賞（５単位）
ちば子ども修士賞（１０単位）
ちば子ども博士賞（２０単位）
閉校式・特別講演
令和３年２月１１日（木・祝）

＜実施講座の一例＞
講座名
「科学のおもしろさ発見」
講師
東京理科大学栄誉教授
藤嶋 昭 氏
内容

講座名
「巨大つまようじアート」
講師
千葉県立我孫子東高校実習助手
植竹 菜穂子 氏
内容

講座名
「土器ッと古代宅配便」
講師
千葉県文化財課職員
内容
千葉県で発掘された縄文土器

科学研究の第一人者から講話

高校生と共に、大きなつまよう

や弥生土器についての解説と、

や実験を通して、最新科学につい

じアート作品を造り上げ、協同

縄文土器片を利用してしおりを

て学びます。

した芸術活動を体験します。

作ります。

※講座の詳細・申込みについてはさわやかちば県民プラザ
ホームページでご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染状況及び施設の開館状況により、

【問合せ先】
さわやかちば県民プラザ事業振興課
電話 ０４－７１４０－８６１５

講座によって延期、もしくは中止することもあります。
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進路選択サポートセミナー（県総セ）

★★★

進路選択サポートセミナー(県総セ)
◇日

時：令和２年

９月２６日（土）１２：１５～１６：３０（１１：４５開場）

場：千葉県総合教育センター
住所：千葉市美浜区若葉２－１３
（駐車場に限りがありますので公共の交通機関をご利用ください。）
◇対 象：県内の不登校児童生徒、保護者、支援に携わる方 等
◇参加費：無料
◇定 員：８０名（予定）

◇会

内容
開会行事 主催者あいさつ １２：１５～１２：２０
第１部「中学校卒業後の進路を考えるきっかけに」１２：２０～１３：５０
（１）不登校からの進路選択に関する全体ガイダンス（公立高等学校入試に関する内容含む）
（２）高等学校による学校説明
□県立千葉大宮高等学校（通信制）

□県立生浜高等学校・県立松戸南高等学校（三部制定時制）

□県立天羽高等学校・県立船橋古和釜高等学校・県立泉高等学校・県立流山北高等学校（地域連携ｱｸﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ）
□県立船橋高等学校（定時制）

第２部
①
②
③
④

□県立千葉工業高等学校・県立千葉商業高等学校（定時制

専門学科）

「個別ブース」

１４：０５～１６：３０
協力高等学校ブース＜10校＞による個別相談
公立高等学校入試に関するブース（千葉県総合教育センター所員）
地域若者サポートステーション・ライトハウスちばによる個別ブース
個別相談ブース（所員/相談員）※相談員…『不登校経験者』『親として不登校の子どもを育てた経験者』
※私立通信制高等学校、サポート校、不登校を支援する民間団体等の資料コーナー

申込方法・その他
◇電話（平日８：３０～１７：１５）またはホームページから。
◇締切日：９月１４日（月）…定員超過により申込みを受け付けられない場合もあります。
◇緊急事態等により中止する場合は、前日１７：００までにホームページに掲載します。
◆当日は検温してからお越しください。発熱や風邪症状がある場合は参加できません。
◆参加の際はマスクの着用をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、開催の中止や実施方法の変更を行う場合が
あります。変更の際には当センターホームページにてお知らせいたします。

千葉県子どもと親のサポートセンター

支援事業部

千葉市稲毛区小仲台 5-10-2
043-207-6028 子どもと親のサポートセンター

〒263-0043

電話
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千葉県立千葉中学校

令和２年度

学校説明会中止のお知らせ

★★★

自主性を伸ばし、揺ぎない学力と幅広く深い教養を育成

千葉県立千葉中学校

学校説明会中止のお知らせ

千葉県立千葉中学校は，平成２０年度に併設型中高一貫教育校とし
てスタートし，今年１３年目を迎えました。
本校の基本理念は，
「千葉から，日本でそして世界で活躍する心豊か
な次代のリーダーの育成」です。定員は８０名で，学区は千葉県内全域
です。
また６年間の一貫教育のため，中学校入学者は入学者選抜を受けず
に千葉高等学校へ進学することができます。生徒たちは大変個性豊か
で，さまざまな能力に秀でており，皆楽しく充実した学校生活を送って
います。
千葉中学校の概要や生徒の学校生活，令和３年度の生徒募集等につ
いて御理解をいただくために，来年度千葉中学校への進学を希望され
る児童の保護者の方を対象とした説明会を開催する予定でしたが，今
年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止」させていただき
ます。

【オリエンテーション合宿】

【体育祭】

【説明会中止にともなう対応】
１

学校紹介について
令和２年８月２０日（木）から，本校ホームページ内で，学校
施設や生徒たちの諸活動の様子を写真や動画等でお伝えできるよ
うに準備をしております。ぜひ御覧ください。

２

【文化祭】

適性検査に係る書類等について
適性検査の出願に係る書類や本校の学校案内リーフレット等の
配付に関しては，準備が整い次第，本校ホームページ内で配付方
法等についてお知らせいたしますので，こまめにホームページを
御確認いただけますようお願いします。

３

【総合学習発表】

文化祭について
例年９月に実施し，多くの小学生の皆さんや保護者様に御来校
いただいている文化祭ですが，今年度は実施の有無を含めて検討
をしている段階です。申し訳ありませんが，本件につきましても
本校ホームページ内でお知らせいたしますので，こまめにホーム
ページを御確認いただけますようお願いします。
この件についてのお問い合わせ
・問い合わせ先：千葉県立千葉中学校 ０４３－２０２－７７７８
・担当：副校長
・千葉中学校ウェブページ：https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-j/
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千葉県立東葛飾中学校学校説明会中止のお知らせ

★★★
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