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人生を主体的に切り拓くための学びの確立 

（１）子供の学習意欲を高め学力向上を図る取組の推進 
  ・「自ら課題を持ち 多様な人々と協働し 粘り強くやりぬく子」の育   

成を目指し、児童生徒の実態に応じた授業実践を推進することで、学   

習意欲の向上を図る。 

 

 県内小・中学校に対する学習ガイドの作成・活用 

  ・「ちばっ子チャレンジ 100」（小学校）・「ちばのやる気学習ガイド」    

（中学校）の活用を通して、児童生徒に基礎・基本を習得させるとと    

もに、思考力、判断力、表現力等の育成を図る。 

                              （小・中） 

 

 研修体系に基づく教職員研修の充実 

  ・自らの目標や課題にあった研修の受講、中堅教諭等を中心とした校内 

研修を通して、教職員としての資質能力の向上を図る。 

 

 

 先進的教育活動による学ぶ意欲の向上 

  ・学校や地域の実態に応じて、先進的な教育活動にふれる機会を提供し

生徒の科学や社会課題に対する興味・関心と知的探究心を高める。 

（中・高） 

 

 よりよい学習活動を支える学校・学級づくりに向けた取組の充実 

  ・学習サポーター（退職教員等の多様な地域人材）と連携した学習支援

を通して、児童生徒の学力向上を図る。 

（小・中） 

 

 

第３期千葉県教育振興基本計画を踏まえ、各学校・園において重点的に取り組んでい
ただきたい事項をここにまとめました。 
 
※学校や地域等の実態や課題等を踏まえ、取捨選択をして指導の一助としてください。 

 
※すべての校種に対する取組が掲載されています。異校種との連携を充実させるために、異校種の取
組も参考としてください。 

（  ）内は該当する校種を示しています。（  ）の記載がない項目はすべての校種が該当します。 
＜（   ）内の表記について＞ 
幼稚園・認定こども園⇒幼  小学校⇒小  中学校⇒中  高等学校⇒高  特別支援学校⇒特 

千葉県教育委員会ホームページ

「『思考し、表現する力』を高

める実践モデルプログラム」の

活用促進 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shidou/gakuryoku/
zissenmoderu/moderupuro.htm
l 

 

千葉県教育委員会ホームページ

「ちばっ子チャレンジ 100」

（小学校） 
 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shidou/gakuryoku/
challenge.html 

千葉県教育委員会ホームページ

「ちばのやる気学習ガイド」

（中学校） 
 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shidou/gakuryoku/
yaruki.html 
 

学校教育の充実のためのホームページ 

【第３期千葉県教育振興基本計画】 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/keikaku/plan3/index.html 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/zissenmoderu/moderupuro.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/zissenmoderu/moderupuro.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/zissenmoderu/moderupuro.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/zissenmoderu/moderupuro.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/challenge.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/challenge.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/challenge.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/yaruki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/yaruki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/yaruki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/keikaku/plan3/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の体験学習等の推進 

  ・「総合的な学習（探究）の時間」の充実を図り、探究的な学習の過程  

を一層重視する。また、地域の教育資源を積極的に活用するととも  

に、自然体験やボランティア活動などの体験活動を重視する。 

（小・中・高・特） 

 

 「主体的・対話的で深い学び」を実現する単元開発・授業改善に向けた取組の推進 

  ・「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」及び授業実

践資料等の活用を通して、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向  

けた授業改善を図る。 

（小・中・高・特） 

 

（２）全ての子供が、本に親しみながら成長していくための 
「読書県『ちば』」の推進 

  ・千葉県子どもの読書活動推進計画（第四次）の施策の推進と子ども  

読書活動の普及を図る。社会全体における子どもの読書への関心を 

高める取組（発達段階別アプローチ）を推進するとともに、読書環 

境の整備と連携体制の構築を目指す。 

 

 子どもの読書活動の理解の促進 

  ・幼児児童生徒は、読書により、読解力や創造力、思考力、表現力等、 

多くのものを身に付けて成長するという読書活動の大切さを理解した 

上で、幼児児童生徒の読書への関心を高める取組と環境整備を実施す 

る。 

 

家庭読書の推進 

  ・読書啓発リーフレットや学校だより等を活用し、読書の意義や大切さ 

を保護者と共有する。また、家庭読書の習慣化を図るために、読み聞 

かせや音読等、読書に親しめる取組を実施する。 

 

朝読書や音読、ＮＩＥ、調べ学習等の推進 

 ・読書活動全体計画等を作成し、学校図書館の活性化を図るととも   

に、朝読書や読み聞かせ、調べ学習等の読書活動を一層充実し、自ら 

進んで読書に親しむ意欲と態度を育成する。 

（小・中・高・特） 

  ・新聞を活用した教育活動を通じて、情報活用能力の育成を図る。 

（小・中・高・特） 

 

司書教諭の適正配置の促進と研修の充実 

  ・有資格者が全校に配置されるように働きかけ、各校での発令が行われ

るようにするとともに、研修会を実施することで学校図書館の活性化

を図る。                  （小・中・高・特） 

 

読書活動や読書意欲を高める取組の充実 

 ・家庭、地域、学校等の社会全体において、子どもの読書への関心を高 

める取組を実施し、本に親しむ習慣の定着を図る。子どもの発達段階 

に応じて、本とつながるきっかけを積極的につくることを推進し、 

「本を読みたい」「本で調べてみたい」と読書への関心が高まるよう 

に努める。 

 

図書館等との連携による学校図書館の活性化 

 ・公立図書館と学校図書館が連携し、読書及び図書館活用を促すため

の研修を通して、学校図書館を活用した授業を推進する。 

（小・中・高・特） 

千葉県教育委員会ホームページ

千葉県学習サポーター派遣事 

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

kyouiku/shidou/gakuryoku/g-

supporter.html 

千葉県教育委員会ホームページ

「SSH」などの活用による理

数教育の充実 

 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shidou/gakuryoku/
ssh/index.html 

 

千葉県教育委員会ホームページ

子どもの読書活動の推進 
 
https://www.pref.chiba.lg.jp/ky
ouiku/shougaku/dokusho/ 

 

 

 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/g-supporter.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/g-supporter.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/g-supporter.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/ssh/index.html
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https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/ssh/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/dokusho/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/dokusho/


 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子供のコミュニケーション力を伸ばす外国語教育の充実 
 ・児童生徒たちが世界への視野を広げ、外国語を使ってのコミュニケー

ションを楽しみ、自己の考えなどを主体的に発信する力を身に付ける

ことを目的に、「千葉県外国語教育推進計画」のもと、小・中・高で一 

貫した外国語教育を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

小・中・高等学校を通じた実践的な外国語教育の充実 

 ・校種を超えて児童生徒、教員間の交流、カリキュラムの連携等、小・

中・高等学校の系統性のある指導方法及び評価方法について研究す  

る。 

（小・中・高・特） 

 

小・中・高等学校における先進的な取組の推進 

  ・英語教育拠点校（高校 14 校）における研究協議会や「英語教育推進   

リーダー（小・中・高等学校）」による先進的な授業公開を通し、校   

種を超えて交流することで、指導力の向上を図る。 

（小・中・高） 

（４）学びの質を高め、情報活用能力を育むＩＣＴ利活用の推進 
  ・児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、各教科等において、    

ＩＣＴを活用して、必要な情報を収集・選択したり、互いの考えを    

共有したりするなど、学習活動の充実に努める。 

（小・中・高・特） 

 

ＩＣＴを活用した教育の推進 

  ・個別学習や協働学習などでＩＣＴを活用することにより、基礎的・基 

本的な知識・技能を習得させるとともに、それらを活用して課題を   

解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成し、主体的   

に学習に取り組む態度を養う。 

（小・中・高・特） 

  ・ＩＣＴを用いた交流及び共同学習により、県内にとどまらず、他県や

外国の同じ障害のある児童生徒と交流することにより、障害や病気が

あっても、視野を広げたり、外国語の学習に積極的に取り組んだりす

るよう努める。 

（小・中・高・特） 

  ・入院などの事情を抱える児童生徒が、ＩＣＴを活用して授業を効果的

にうけることができる仕組みや教育課程の内容、指導と評価の方法等

について、小・中学校及び高等学校等との連携を含めた児童生徒の学

習の機会の保証に努める。 

（特） 

 

ＩＣＴ活用など授業革新に向けた実践研究 

・新学習指導要領で新たに「学習の基盤となる資質・能力」として位   

置づけられた情報活用能力の育成及び生徒の主体的・対話的で深い   

学びの実現に向けた授業改善を図るためのＩＣＴ環境整備に向け、  

ＩＣＴ機器の各教科の授業における活用の充実に努める。 

（高・特） 

 ・入院児童生徒への遠隔教育、肢体不自由児童生徒のコミュニケーショ

ンツールとしての教育用コンピュータの活用等、障害種に応じた効果

的なＩＣＴ機器の活用が進むように実践研究を進める。 

（特） 

千葉県教育委員会ホームページ

「千葉県外国語教育推進

計画」  

 

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

/kyouiku/shidou/gaikokugokyo

uiku/gokanenkeikaku.html 

文部科学省 

教育の情報化の推進 
 
https://www.mext.go.jp/a_m
enu/shotou/zyouhou/index.h
tm 

 

 

 

 

   

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gaikokugokyouiku/gokanenkeikaku.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gaikokugokyouiku/gokanenkeikaku.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gaikokugokyouiku/gokanenkeikaku.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校におけるＧＩＧＡスクール構想の実現へ！ 
～ちばっ子の未来と学びの保障を目指して～ 

 

ＧＩＧＡスクール構想とは？ 

  ・学校における高速大容量のネットワーク環境の整備と、児童生徒一人 

一人がそれぞれ情報端末を持ち、十分に活用できる環境を実現する。 

・子供たち一人一人の能力や適性に応じて個別最適化された教育を実現 

する。 

 

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて！ 

  ・現在、県内の市町村では、 

  １ 校内高速通信ネットワークの整備 

  ２ 児童生徒一人一台端末の整備 

  ３ ＧＩＧＡスクールサポーターの配置 

  ４ 学習支援ソフトの導入 

  ５ 家庭でのオンライン学習環境の整備 

などを行っている。 

  ・また、県では、 

  ６ 教職員研修の充実 

  ７ オンデマンド教材の充実化 

などを行っている。 

     

大きく変化する学習環境！ 

  ・ＧＩＧＡスクール構想が実現すると、子供たちの学習環境は大きく変 

化する。 

  １ 一人一台端末で学習支援ソフトを活用すると、習熟度に応じた反復 

学習が可能になったり、家庭学習に活用できたりする。 

  ２ 一人一人がインターネット上の記事や動画等を集め、独自の視点で 

情報を編集し、それぞれが利用している端末を通して自分たちの考え 

を即時に共有した上で共同編集できるようになるなど、これからの時 

代に必要な資質・能力の向上が期待できる。 

  ３ 授業内での活動の様子や内容の理解度などが端末に記録され、それ 

らの情報から一人一人の学習状況が把握できることから児童生徒の実 

態に応じたきめ細かい指導や支援が可能になり、子供たちの能力を、 

その子に合わせて育成することにつながっていく。 

 

 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）学びを将来へとつなぐ系統的なキャリア教育の推進 
 

 学校におけるキャリア教育の更なる推進 

  ・キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、様々な活動を行う。 

                               （幼） 

・人や物事とかかわることの楽しさや喜びを味わわせる。  

                               （幼） 

  ・特別活動を要としつつ、全ての教育活動を通じて、社会的・職業的自

立に向けて必要な基盤となる資質・能力の育成に努める。 

                         （小・中・高・特） 

  ・キャリア・カウンセリングの機会を確保し、一人一人のキャリア発達

を支援するとともに系統性のある指導を展開する。 

                         （小・中・高・特） 

  ・将来の自立と社会参加に向けて、一人一人に応じた指導内容の充実を

図る。 

                               （特） 

 

校種を超えた連携による授業実践の促進 

  ・小学校との交流の機会を設け、これからの学校生活に期待をもたせる。 

                               （幼） 

  ・「キャリア・パスポート」を活用し、学校種間の円滑な連携・継続を

図り、発達の段階に応じた体系的なキャリア教育を推進する。 

                         （小・中・高・特） 

  ・キャリア教育の視点を入れて、個別の指導計画や個別の教育支援計画

を作成し、各部間の連携を図った実践を推進する。 

                               （特） 

 

学校と地域・社会、産業界等が連携・協働したキャリア教育支援体制の構築 

  ・家族や身近な人、あこがれの人にかかわる機会を多くし、将来の夢や

希望をもたせる。 

                               （幼） 

  ・児童が様々な職業について理解し、将来に希望や目標をもつことがで

きるよう、家庭や地域、企業等と連携して、計画的・組織的・継続的

に支援する。 

                               （小） 

  ・生徒が様々な職業や上級学校について理解し、自らの生き方を考え、

主体的に進路を選択できるよう、家庭や地域、企業と連携して計画

的・組織的・継続的に指導・支援を行う。 

                               （中） 

  ・生徒が自己の将来を設計し、主体的に進路選択ができるよう、家庭や

地域、産業界と連携するとともに系統的なキャリア教育を推進する。 

                               （高） 

  ・幼児児童生徒が夢や希望をもち、様々な職業や上級学校について理解

し、自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できるよう、家庭や地

域、企業と連携して計画的・組織的・継続的に指導・支援を行う。 

                               （特） 

 

 地域で必要とされる人材育成のための職業教育の推進 

  ・地元企業等と連携した職場見学、職場体験、インターンシップ及び社

会人講話や出前授業等、地元への愛着を深めるキャリア教育の推進を

図り、地域を担う人材を育成する。 

                         （小・中・高・特） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業系専門学科の理解促進 

 ・生徒が希望に応じて、専門性の深化が図れるよう計画的に支援する。 

                              （高） 

 

発達の段階に応じた職場見学・職場体験・インターンシップ等の推進 

  ・職場見学（小）、職場体験（中）、ボランティア活動、学校種間の連携    

などにより、望ましい勤労観・職業観の育成を図る。 

                             （小・中） 

  ・地域や産業界等との連携によるインターンシップ等の取組を促進し、

望ましい勤労観・職業観の育成を図る。 

                               （高） 

 

 障害のある生徒の自立、社会参加を支援するネットワークの構築 

  ・特別支援学校高等部と地域の企業や労働機関とのネットワークの構築   

を一層進めるとともに、情報共有や研修の期間の積極的活用により、   

障害のある生徒一人一人のニーズに応じた就労支援や地域生活の充実   

に向けた取組を推進する。 

（特） 

 

（６）幼児教育の質の向上と初等教育への円滑な接続 
  ・職員の経験年数や各施設の状況に応じた研修を行い、幼児教育の質の 

向上を図る。さらに、小学校の教師との意見交換や合同研究の機会等 

を設け、小学校教育への円滑な接続を図る。 

（幼） 

 

接続期のカリキュラム千葉県モデルプランの活用 

  ・園内研修等で「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」を活用    

し、保幼小連携を一層進めるとともに、「幼児期の終わりまでに育って  

ほしい姿」を踏まえ、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を見通   

した教育課程の編成を工夫する。 

（幼） 

計画的な職員研修の実施 

  ・教職員としての使命と責任を自覚し、キャリアステージに応じた幅広     

い視野と豊かな人間性、高い倫理観、高い専門性を身に付け、社会の    

変化に伴う新たな課題、地域や保護者のニーズ、幼児の実態に対応で    

きるよう、教職員一人一人が自ら進んで研修するとともに、教職員全    

体で組織的、計画的に研修できる体制を整える。 

（幼） 

 

 研究協議等を通じた幼児教育の充実 

  ・幼稚園教育に関する内容や幼稚園の運営・管理等に関する専門的な研

究協議等を行うことにより、幼児教育の充実を図る。 

（幼） 

幼稚園における子育て相談・支援活動の推進 

  ・園施設の開放や子育て相談の実施等により、地域における幼児教育   

センターとしての役割を果たす。 

（幼） 

 

幼児教育から小学校教育への円滑な移行 

  ・小学校の教師との意見交換や合同研究の機会等を設け、小学校教育へ

の円滑な接続を図る。 

（幼） 

 

 

接続期のカリキュラム 

千葉県モデルプラン 

（５歳児の学びのカリキュラ

ム スタートカリキュラム 

 

総合教育ｾﾝﾀｰ＞ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ＞

学校支援/授業支援＞カリキ

ュラムサポート室＞ガイドブ

ック等ダウンロード 

 

https://www.ice.or.jp/nc/s

hien/cs/guidebook?action=c

abinet_action_main_downloa

d&block_id=570&room_id=18&

cabinet_id=36&file_id=1074

1&upload_id=65029 

 

https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook?action=cabinet_action_main_download&block_id=570&room_id=18&cabinet_id=36&file_id=10741&upload_id=65029
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook?action=cabinet_action_main_download&block_id=570&room_id=18&cabinet_id=36&file_id=10741&upload_id=65029
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook?action=cabinet_action_main_download&block_id=570&room_id=18&cabinet_id=36&file_id=10741&upload_id=65029
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook?action=cabinet_action_main_download&block_id=570&room_id=18&cabinet_id=36&file_id=10741&upload_id=65029
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook?action=cabinet_action_main_download&block_id=570&room_id=18&cabinet_id=36&file_id=10741&upload_id=65029
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook?action=cabinet_action_main_download&block_id=570&room_id=18&cabinet_id=36&file_id=10741&upload_id=65029
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook
https://www.ice.or.jp/nc/shien/cs/guidebook


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

道徳性を高める心の教育の推進 

千葉県教育委員会ホーム

ページ「道徳教育」 

・道徳教育推進のための基本的な方針 

・道徳教育映像教材 

・特色ある道徳教育推進校公開授業 

・心の教育推進キャンペーン 

・道徳教育推進に関する会議 

・「チーバくん、ふるさと・ことばかるた」 

 

https://www.pref.chiba.lg.
jp/cate/kbs/kyouiku/gakkou
/doutoku/index.html 

文部科学省   

道徳教育アーカイブ 

https://doutoku.mext.go.jp/ 

 

（１）豊かな情操や道徳心を育む教育の推進 
 ・千葉県の道徳教育の主題 

「『いのち』のつながりと輝き～大切なあなた、大切なみんな、大切な  

自然と地球、そして大切なわたし～」 

「道徳教育推進のための基本的な方針」の下、「道徳教育の手引き」を  

はじめ、道徳教育映像・読み物教材の活用等を通して、就学前から高等

学校まで途切れのない道徳教育の改善・充実を図る。 

 

 

学校の教育活動全体を通じた道徳教育の推進 

・学校における道徳教育の諸計画を見直し、指導の工夫・改善を図る。 

（小・中・高・特） 

・学校の教育目標との関わりにおいて、校長は、学校の道徳教育の基本   

的な方針（重点等）を明確に示す。 

（小・中・高・特） 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、人との関わりを深め 

 ることにより、道徳性・規範意識の芽生えを培っていく。                  

（幼） 

・小・中学校では、問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習 

等を積極的に取り入れた道徳科の学習を要として、他教科等との関連も 

図りつつ、児童生徒一人一人が自己の生き方についての考えを深めて 

いく道徳教育を推進する。 

（小・中） 

県立高等学校における「道徳」を学ぶ時間の深化・充実 

  ・校長のリーダーシップの下、道徳教育推進教師を中心に、全教師が自校

の道徳教育の推進に参画していく体制を構築していく。 

（高） 

・県が作成の教材等を活用し、授業公開や校内研修等を通して指導力向上

を図り、「道徳」を学ぶ時間の深化・充実を図る。 

（高） 

 

 地域ぐるみで道徳性を高める活動の推進 

・各学校は保護者や地域はもとより、近隣校（異校種を含む）も対象に道 

徳授業の積極的な公開を行うとともに、保護者や地域の方が参加して行 

う地域の教育力を生かした取組を推進し、学校・保護者・地域が連携   

し、幼児児童生徒の道徳性を養う。 

 

 

 マナーやルールを学ぶ機会の充実                  

社会人として必要な資質・態度を育成する教育の推進 

  ・幼児児童生徒たちに生活体験や自然体験などの体験活動の機会を多く   

提供し、学校教育、家庭教育、地域社会での活動の中で幼児児童生徒 

たちの他人を思いやる優しさ、お互いの人格を尊重し個性を認め合う 

心を養う。 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/gakkou/doutoku/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/gakkou/doutoku/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/gakkou/doutoku/index.html
https://doutoku.mext.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主権者教育の推進 

  ・国家・社会の形成者としての資質や能力を育むため、民主主義の意   

義、政治や選挙の理解、さらに国で作成した副教材・指導資料等を活  

用し、児童生徒が有権者として自らの判断で権利を行使できるよう具  

体的で実践的な指導を行う。そのために、校長を中心に学校として指  

導のねらいを明確にし系統的、計画的な指導計画を立てて実施する。 

(小・中・高・特) 

 

 

消費者教育の充実 

  ・成年年齢引下げにより、発達段階に応じて、国や県が作成した副教材    

   の活用、消費者センター等関係機関による出前授業の活用、保護者も    

   対象に含めた講演会の実施等、具体的で実践的な消費者教育に取り組    

   む。 

（小・中・高・特） 

 

 学校における情報モラル教育の推進 

  ・児童生徒たちが文章で表された情報を的確に理解し、自分の考えに生   

かしていけるよう 、言語能力を育成するとともに、情報技術が急速に    

進化していく時代にふさわしい情報リテラシーや情報モラルを身に付   

けられるよう、児童生徒の発達段階に合わせた情報モラル教育に取り  

組む。 

（小・中・高・特） 

 

 家庭に向けた情報モラルに関する取組の促進 

  ・社会全体で児童生徒たちを守り育むために、学校が家庭・地域・関係   

機関と積極的に連携・協働し、児童生徒たちを取り巻くネット上の問   

題等の課題解決に努める。 

（小・中・高・特） 

 

 

 

（２）安心して学べる環境を実現するいじめ防止対策等の推進 
  ・いじめの早期発見、早期対応のため、組織的な対応、教育相談体制の    

充実、外部機関との連携強化に努めるとともに、児童生徒たちの自己肯 

定感を育み、将来の社会的自立に向けた取組を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

 

児童生徒自らがいじめに関する問題を主体的に考えることができる取組の推進 

  ・「いのちを大切にするキャンペーン」などを通じて、体験活動を効果的   

に取り入れ、話し合い、標語やポスターの制作等、児童生徒自らがい    

じめに関する問題を主体的に考えることができる取組を行う。 

（小・中・高・特） 

 

 

一人一人の子どもへの直接的な働きかけを通じた、いじめの防止に向けた取組の推進 

・個別面談や保護者面談等を通じて、児童生徒が抱える悩みや取り巻く   

環境の把握に努めるとともに、自己肯定感や他者を思いやる気持ちを    

高め、良好な人間関係が醸成される取組を計画的に行う。 

（小・中・高・特） 

 

千葉県教育委員会ホームページ

千葉県いじめ防止対策 

推進条例 

 

https://www.pref.chiba.

lg.jp/kyouiku/shidou/se

itoshidou/ijimemondai/j

yourei.html 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/jyourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/jyourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/jyourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/jyourei.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相談及び情報収集体制の充実 

  ・アンケートや個別面談を適宜計画的に実施し、いじめの早期発見に努

めるとともに、心理や福祉等の専門的な知見を活用した校内研修によ

り、教職員個々の相談スキルの向上と組織的な相談支援体制の構築を

目指す。 

（小・中・高・特） 

 

学校と家庭・地域が連携した取組の推進 

  ・授業参観日や学校を核とした県内１０００か所ミニ集会など、保護者

や地域の方が集まる機会を利用して、いじめを題材にした道徳の映像

教材等を活用して協議を深めるなど、学校と保護者、地域が連携した

取組も考えられる。 

（小・中・高・特） 

 

 いじめ等、教職員の生徒指導力の向上 

・いじめ問題への法的側面からの理解やネット上の問題行動に対する理

解を深めるための研修を実施し、組織対応の徹底を図り、解消に向け

た確実な対応力を高める。また、予防的措置の具体化に努める。 

（小・中・高・特） 

 

いじめ防止啓発強化月間等の取組の推進 

 ・４月を強化月間とし、学校いじめ防止基本方針の見直しを行い、校内

での共通理解及び保護者や関係機関、地域に対しての周知を図り、連

携協力体制を構築する。また、個別面談やＳＯＳの出し方に関する教

育を実施し、児童生徒が抱える悩みの早期把握に努める。 

（小・中・高・特） 

 

 

 

（３）ちばのポテンシャルを活用して心を豊かにする教育の推進 
・幼児児童生徒たちに生活体験や自然体験などの体験活動の機会を多く

提供し、環境学習の推進を図るとともに、他者に共感する心、お互い

の人格を尊重し個性を認め合う心の涵養に努める。 

 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、幼児児童生徒

たちのスポーツに対する理解・関心の向上、ボランティア精神の涵養、

多様な文化や障害者に対する理解の促進を図る。 

 

 

児童生徒の体験学習等の推進 

   ※施策１－（１）と同様 

・「総合的な学習（探究）の時間」の充実を図り、探究的な学習の過程  

を一層重視する。また、地域の教育資源を積極的に活用するととも  

に、自然体験やボランティア活動などの体験活動を重視する。 

（小・中・高・特） 

 

 人権を尊重し、あらゆる不合理な差別を許さない教育の推進 

  ・県が開催する学校人権教育の研修への参加や、学校人権教育指導資料 

を活用した校内研修の実施等を通して、教職員の人権意識を高めると 

ともに、授業や学校行事、家庭や地域との連携等、教育活動のあらゆ 

る場面で人権教育を推進する。 

 

学校人権教育指導資料 

「大切な自分 大切なあなた」 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/k

youiku/jisei/jinkennkyouiku/

sidousiryou.html 

 

 

 

 

千葉県教育委員会ホームページ

千葉県いじめ防止基本 

方針 

 

https://www.pref.chiba.

lg.jp/kyouiku/shidou/se

itoshidou/ijimemondai/k

ihonhoushin.html 

 

千葉県教育委員会ホームページ

いじめ防止啓発強化月間 

 

https://www.pref.chiba.lg

.jp/kyouiku/shidou/seitos

hidou/ijimemondai/kyoukag

ekkan.html 

人権教育 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/jisei/jinkennkyouiku/sidousiryou.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/jisei/jinkennkyouiku/sidousiryou.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/jisei/jinkennkyouiku/sidousiryou.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kihonhoushin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kihonhoushin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kihonhoushin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kihonhoushin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kyoukagekkan.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kyoukagekkan.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kyoukagekkan.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/ijimemondai/kyoukagekkan.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者に対する敬愛の心を育てる教育の推進 

  ・各世代が、発達段階に応じて、少子高齢化についての理解を深めるこ 

とができるよう、学校をはじめとした地域の資源などを生かし、高齢 

者との交流等、多様な活動を行うための場づくりを進める。また、認 

知症を正しく理解し、高齢者と共感的に接し、温かく見守る心を育て 

る取組を推進する。             （小・中・高・特） 

 

 

 環境学習の推進 

  ・各地域の自然環境や社会環境等の教育資源を活用し、地域人材や企業

との連携を通して、自然保護活動や環境保全活動等の充実を図る。 

 

 

 

日本赤十字社や社会福祉協議会等の団体と連携した社会の課題に取り組むボランティア活動等の推進 

・ボランティア活動などの社会参画体験等を通じて、幼児児童生徒たち 

が自己の在り方・生き方を見つめ直すとともに、社会の中で生きる力 

の育成を図る。 

 

 

 

 

 

      

 

 

 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

  ・オリンピック・パラリンピックを題材として、体育や道徳、総合的な学

習の時間等に、ボッチャやゴールボールなどスポーツを体験させたり、

地域のロードレース大会にボランティアとして参加させたりし   

      て、幼児児童生徒たちにボランティア精神、障害者への理解、スポーツ 

に親しむ態度、国際感覚等を育成する。また、大会終了後も、各学校 

や地域のレガシーとなるよう、引き続きオリパラ教育を推進する。 

日本赤十字社千葉県支部 

https://www.chiba.jrc.or.jp/ 

千葉県社会福祉協議会 
http://www.chibakenshakyo.co
m/ 

https://www.chiba.jrc.or.jp/
http://www.chibakenshakyo.com/
http://www.chibakenshakyo.com/


 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

生涯をたくましく生きるための健康・体力づくりの推進 

（１）体力向上を主体的に目指す子供の育成 
  ・幼児児童生徒たちが自ら考え実践し、仲間と協力しながら目標に向か 

って運動できるよう「楽しさ」を感じられる授業改善に取り組む。ま 

た、各研修会や講習会に取り組み、教員の資質向上を図る。 

 

幼児期における運動習慣の基盤づくり 

  ・幼児期運動指針を踏まえた指導者研修を活用する。     

（幼） 

 学校体育活動の充実 

・学校体育研究大会・各種研修会を活用する。 

（小・中・高・特） 

・学校体育研究指定校事業を活用する。 

（小・中・高・特） 

・学校体育要覧及び学校体育指導資料集を活用する。 

（小・中・高・特） 

・授業の質的向上を図るための研究授業を実施する。 

（小・中・高・特） 

 

 主体的に体力の向上に取り組む児童生徒の育成 

  ・体力・運動能力調査を実施し、運動能力証を交付する。 

（小・中・高・特） 

  ・「遊・友スポーツランキングちば」を実施する。 

（小・中・高・特） 

運動部活動の充実 

  ・部活動指導員を活用する。 

（中） 

  ・スポーツエキスパート活用事業を活用する。 

（県中・高）※県中・・・県立中学校 

  ・運動部活動指導者講習会を活用する。 

（中・高・特） 

  ・「安全で充実した運動部活動のためのガイドライン」を活用する。 

（小・中・高・特） 

 

 

（２）子供の健康を守る学校保健の充実 
 ・生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力を育てるため、体   

育・保健体育などの教科での学習を中心として、学校の教育活動全体  

を通じて保健教育に取り組む。 

 

 生活全体を自律的に管理する力の育成 

  ・生涯にわたって自分の生活を管理する力を育成するため、乳幼児期か 

らの規則正しい生活習慣の確立や、発達段階で起こる生活サイクルの 

変化に対応することの重要性について、幼児児童生徒への指導はもと 

より保護者等に対するはたらきかけや啓発を行う。 

 

 がんに関する教育など健康教育の充実 

  ・小・中・高等学校において、飲酒、喫煙の健康への影響など、がんの 

予防を含めた健康教育を行う。 

（小・中・高・特） 

千葉県教育委員会ホームページ

学校体育要覧 
 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyou
iku/taiiku/gakutai/yourann/youra
n.html 

千葉県教育委員会ホームページ

「がん教育」 

 
https://www.pref.chiba.lg.jp
/kyouiku/anzen/hokenn/gankyo
uiku.html 

千葉県教育委員会ホームページ

新しい体育の展開（小・中・高） 
 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyou
iku/taiiku/gakutai/jugyou/tenkai/
index.html 

 

千葉県教育委員会ホームページ

遊・友スポーツランキング
ちば 
 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyou
iku/taiiku/ranking/ 

 

千葉県教育委員会ホームページ

安全で充実した運動部活
動のためのガイドライン 
https://www.pref.chiba.lg.jp

/kyouiku/syokuin/h30kekyoino

torikumi.html 

 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyo
uiku/taiiku/gakutai/yourann/do
cuments/chibagaideline.pdf 

千葉県教育委員会ホームページ

持続可能で充実した文化

部活動のためのガイドラ

イン 

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

/kyouiku/syokuin/documents/b

unnkabukatudougaidorain.pdf 
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千葉県教育委員会ホームページ

「薬物乱用防止対策事業」 

 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/anzen/hokenn/yaku
butsu-boushi.html 

 薬物乱用防止教育の推進 

  ・警察、学校薬剤師や薬物乱用防止指導員といった専門家と連携しなが

ら、児童生徒に対し、薬物乱用防止への正しい知識や薬物乱用の影響

を教える機会を充実させ、保護者や地域に対しても理解促進を図る。 

 

 

 感染症、アレルギー疾患への理解促進 

  ・感染症やアレルギー疾患については、児童生徒等の命や健康に直接関

わることから、予防や事故防止につながるよう、情報の収集・提供を

行う。 

 

 

（３）食を通じた健康づくりの推進 
  ・学校における食育の指導体制と指導内容の充実や、学校給食を通じた

食育の充実などにより、生涯にわたり、心も体も健康な生活を送れる

児童生徒の育成を推進する。 

 

 

学校における指導体制と指導内容の充実 

  ・管理職のリーダーシップの下、教職員全体で食に関する指導を推進す

る。                   （小・中・高・特） 

 

  ・研究校を参観し、効果的な食育の指導法などの研究を進める。 

（小・中・高・特） 

 

生活全体を自律的に管理する力の育成 

  ・学校教育全体を通じて「食」に関する基本的な知識と生活習慣を育て

る。                   （小・中・高・特） 

 

 学校給食を活用した食育の充実 

  ・学校給食において地場産物の活用を図る。 

（小・中・特） 

  ・「千産千消デー」を通し、地場産物の理解を深める。 

（小・中・特） 

 

 体験活動を取り入れた効果的な食育の推進 

  ・高校と他校種が連携した食育を推進する。 

（指定校） 

  ・外部団体や企業と連携した食育活動を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

 地域の優れた食文化や食習慣の継承と地域における食育の推進 

  ・「千産千消デー」を通した地域の食文化の理解を図る。 

（小・中・特） 

  ・体験活動を取り入れた食育活動を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

 家庭における望ましい食習慣の実践に向けた取組の推進 

  ・家庭と連携した食育活動を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

千葉県教育委員会ホームページ

「千産千消デーの取組」 

 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/anzen/kyuushoku/g
akkoukyuushoku/chisanchisho
u.html  

千葉県教育委員会ホームページ

「高校と連携した 

食育活動支援事業」 

 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/anzen/kyuushoku/i
kiikitibakko-
syokuikusuisinnjigyou/kouko
urenkei.html  
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共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 

（１）連続性のある「多様な学びの場」と支援の充実 
  ・障害のある幼児児童生徒が、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自 

立し社会参加するとともに、地域社会の中で積極的に活動し、その一 

員として豊かに生きることができるよう、特別支援学校と近隣の小・ 

中学校等の児童生徒との交流及び共同学習を促進するともに、地域の 

人々が障害のある幼児児童生徒たちへの理解を深める啓発活動などの取 

組を一層進める。 

 

地域で共に学び育つ教育の推進 

・特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同 

学習を促進するとともに、地域の人々が障害のある幼児児童生徒たち 

への理解を深める啓発活動等の取組を一層進める。 

（幼・小・中・特） 

・学校や地域の実態に基づき、“よりよい学校教育を通じて、よりよい社 

会を創る”という理念を学校と社会が共有し、新しい時代に求められる 

資質・能力を明確にした教育課程を編成する。 

 

 合理的配慮の充実と基礎的環境整備の推進 

  ・「個別の教育支援計画」及び「個別の教育指導計画」を作成し、一人一

人の教育的ニーズに応じた指導・支援を充実させるとともに、進級・進

学の際の引継ぎに活用する。    

  ・「合理的配慮事例集」の活用を図る。 

 

 学校を支える外部人材や地域の教育資源の活用と充実 

  ・障害のある幼児児童生徒に対して、専門性の高い外部人材や地域の教 

育資源を有効に活用し、教育内容や方法の工夫充実を図る 

（小・中・特） 

 

高等学校における特別支援教育の充実 

・校長を責任者として学校全体の特別支援教育の体制の充実に努める。 

・特別支援アドバイザー、県専門家チーム、特別支援学校のセンター的

機能を活用し、個々の状態等に応じた指導の充実を図る。 

・障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するために「通

級による指導」の充実を図る。 

・「合理的配慮事例集～発達障害の可能性のある生徒の事例を中心に～」 

の活用を図る。                     （高） 

 

ＩＣＴを活用した教育の推進 

※施策１-（４）と同様 

  ・ＩＣＴを用いた交流及び共同学習により、県内にとどまらず、他県や    

外国の同じ障害のある児童生徒と交流することにより、障害や病気が    

あっても、視野を広げたり、外国語の学習に積極的に取り組んだりす     

ることができるように努める。        （小・中・高・特） 

 

  ・入院などの事情を抱える児童生徒がＩＣＴを活用して授業を効果的    

にうけることができる仕組みや教育課程の内容、指導と評価の方法等    

について、小・中学校及び高等学校等との連携を含めた児童生徒の学    

習の機会の保証に努める。 

（特） 

千葉県教育委員会ホームページ

「特別支援教育」 

 

・発達障害の可能性のある

子どもへの支援 

・すべての教員に求められ

る特別な教育支援 

・高等学校における「通級に

よる指導」 

・早期からの教育相談 

・「個別の教育支援計画」の

手引 

 

https://www.pref.chiba.lg.

jp/cate/kbs/kyouiku/gakkou

/tokubetushien/index.html 

千葉県教育委員会ホームページ 

「特別支援アドバイザー事

業」 

 

https://www.pref.chiba.lg

.jp/kyouiku/shien/boshu

u/advisor.html 
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 特別支援学校が有する多様な教育機能の活用 

  ・一人一人の障害の状態に適した教材教具を整備し、分かりやすい授業の

推進を図るなど、在籍する幼児児童生徒に対するきめ細かな教育の充実

を図る。                  （特） 

  ・特別支援学校のセンター的機能を活用し、各学校・園における特別支 

援教育の充実を図る。            （幼・小・中・高） 

 

 

 様々な困難をかかえる子どもへの支援の充実 

  ・地域のセンターとしての役割を果たすために、特別支援教育に関する  

専門性の向上に努める。 

 

 

 

（２）早期からの教育相談と支援体制の充実 
  ・特別支援学校において、医療、保健、福祉等の関係機関や民間団体、 

ＮＰＯ等と協力しながら、障害のある乳幼児とその保護者に対する、 

早期からの教育相談や支援体制の充実を図る。 

 

 

 早期からの教育相談・支援体制の一層の充実 

  ・学校が作成する相談・支援のリーフレット等に、学校、医療、保健、

福祉、労働等の関係機関や民間団体、ＮＰＯとの連携状況やその効果

を紹介する。また、市町村教育委員会と連携し、健康診断や育児相談

等の場における教育相談を実施し、教育相談・発達相談の機会の充実

を図る。                       （特） 

 

 

 適切な就学の相談支援の充実 

  ・幼稚園等において、支援が必要な就学前の幼児に対する「個別の教育 

支援計画」や「個別の指導計画」の作成に関し、特別支援学校が協力 

するなど適切な就学の支援を行う。また、関係機関のネットワークを 

活用しながら、きめ細かな就学相談に努める。 

（特） 

千葉県教育委員会ホームページ 

「障害の可能性のある児童・

生徒及び関係者への支援」 

 

https://www.pref.chiba.lg

.jp/kyouiku/shien/tokubet

sushien/shien-index.html 

千葉県教育委員会ホームページ 

「早期相談支援リーフレッ

ト」 

 

https://www.pref.chiba.lg

.jp/kyouiku/shien/tokubet

sushien/soukisoudan.html 
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人間形成の場としての活力ある学校づくり 

（１）地域に開かれた魅力ある学校づくり 
  ・開かれた学校づくりを進め、幼児児童生徒の学びや体験を支援するた 

め、学校・家庭・地域の連携・協働の取組を推進する。 

   

・県立学校改革推進プランに基づき魅力ある学校づくりを進める。 

（高） 

 

普通科及び普通系専門学科・コースの充実 

・医師、教員等不足する人材の育成などを視野に入れ、社会のニーズ 

に対応したコースを充実させる。 

（高） 

・普通系専門学科やコースは生徒の志願状況や既設校の実態等を踏ま   

え必要に応じて見直しを行う。 

（高） 

 

 職業系専門学科・コースの充実 

・各学科の専門教育を推進するために拠点校を設置し、教育の手法に関

する研究・開発を進め、各学科の専門教育の充実を図る。 

（高） 

・大学、企業、関係機関と連携を推進し、各学科の専門性を深める教育を 

推進する。 

（高） 

 

 総合学科の推進 

  ・多様な学習ニーズに対応できる総合学科のメリットを普通科の改編に 

活用し、普通科の転換により、総合学科の推進を図る。 

（高） 

 

生徒の多様なニーズに対応した教育の推進 

・地域連携アクティブスクールでは、地域との多様な連携を進めなが   

ら、規範意識を高め、自立した社会人の育成に向けたきめ細かな指導 

を実践する。 

（高） 

 

地域学校協働本部の推進 

  ・地域全体で幼児児童生徒たちを育む体制づくりの実現に向けて、地域

学校協働本部と連携して、学習支援や環境整備、登下校の見守り、地

域行事への参画などの取組を推進する。 

 

 

 「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」の充実 

  ・「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」を保護者や地域住民と  

一体となって企画・運営することにより、学校、家庭、地域のつなが

りを充実させる。 

（小・中・高・特） 

千葉県教育委員会ホームページ

県立学校改革推進プラン 

 
https://www.pref.chiba.
lg.jp/kyouiku/seisaku/k
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地域住民・保護者の県立学校運営への参画の推進 

  ・学校運営協議会や開かれた学校づくり委員会などを通して、地域住民    

や保護者などが、学校運営上の課題を解決する方策等を検討するな    

ど、地域とともにある学校づくりをより一層推進する。 

（高・特） 

 コミュニティ・スクールの導入促進 

  ・保護者や地域住民の力を学校運営に生かすコミュニティ・スクールの 

導入・充実に向けた取組を推進する。 

 

 地域人材の活用 

  ・幼児児童生徒の興味関心や多様化に応じた授業を行うため、優れた知 

識や技術を有する地域人材を講師として活用する。 

 

（２）豊かな学びを支える学校・学習環境づくり 
 ・法や心理、福祉等の専門的知見をもった人材の活用を積極的に図り、  

学校における問題解決に取り組む。     （小・中・高・特） 

・家庭環境や住んでいる地域に左右されず、幼児児童生徒の健全な学び 

の環境を保障することができるよう、少人数の習熟度別指導や補修・ 

補充学習等の取組を行うため、学校の指導体制を充実させ、きめ細か 

な指導を推進する。 

 

 校長のリーダーシップに基づく学校づくりの推進 

・校長は、学校教育目標の達成に向け、機能的な校務分掌等を編成し、 

効率的で機動力のある学校運営を行う。 

（小・中・高・特） 

・校長は、重点目標を設定し、自己評価や学校関係者評価等を通して、 

学校経営上の課題の解決につなげる。 

（小・中・高・特） 

・校長は、校内研修を通して、教職員の資質能力の開発・向上を図り、 

活力ある教育活動を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

 よりよい学習活動を支える学校・学級づくりに向けた取組の充実 

  ・家庭環境や住んでいる地域にかかわらず、児童生徒の健全な学びの環

境を保証することができるよう、少人数の習熟度別指導や補習・補充

学習等の取組を行い、きめ細かな指導を推進する。 

（小・中・高・特） 

 法や心理、福祉等の専門家による学校支援 

  ・学校だけでは解決が困難な事例に対しては、警察や児童相談所等の関

係機関と迅速に連携するとともに、法や心理、福祉等の専門的知見を

積極的に活用し、困難事例の未然防止や早期解決に努める。 

（小・中・高・特） 

 

特別支援学校が有する多様な教育機能の充実 

  ・個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対するセンター的機能の充 

実を図る。                （特） 

   ・特別支援学校における教育機能を追加し、複数の障害種に対する教育を 

行うことができるようにしたり、支援機能を増やし、小・中学校等に対

する「通級による指導」の展開に努めたりするなど、地域の拠点となる

特別支援学校の充実、発展を図り、専門性の高い教育の提供に努める。 

                        （特） 

 

千葉県教育委員会ホームページ

地域学校協働活動 
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（４）安全・安心な学びの場づくりの推進 
  ・幼児児童生徒が安全・安心に生活できる環境づくりを進めるとともに、

交通安全・生活安全・災害安全の観点から安全教育を進めることで、  

自らの危険に気付き、安全な行動がとれる力と、自他共に安全に生活 

する態度を育成する。 

 

 

 学校安全の体制づくりと着実な実施 

  ・各学校において、学校安全計画の作成、危機管理に対する校内体制づ 

くり、安全点検の実施等を行うなど、学校安全管理体制の整備・充実 

を図る。 

 

 

 地域安全マップ（交通安全・防犯・防災）の作成 

  ・幼児児童生徒の事件・事故・災害等に対する危険予測・回避能力を高

めるため、交通安全・防犯・防災に係る「地域安全マップ」づくりを

進める。 

 

 

 発達段階に応じた交通安全教育の推進 

  ・学校安全計画に基づく交通安全教育や交通安全教室等により、様々な 

交通場面における危険について理解し、安全な歩行、自転車等の利用 

ができるようにする。 

 

 

防災教育の一層の充実 

  ・学校安全計画に基づく防災教育や防災訓練等により、幼児児童生徒が 

様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な 

判断をして、安全な行動がとれるようにする。 

 

 

 学校の防災体制の充実 

  ・地震・風水害や火災などから幼児児童生徒の命を守るため、学校にお 

ける防災体制の整備や見直し、実効的な防災訓練などを行う。 

 

 

 学校、家庭、地域、関係機関が連携した災害に強い学校とまちづくり 

  ・学校と地域住民が合同で行う避難訓練や避難所設営等の活動を通し、 

幼児児童生徒の防災対応能力の向上と、学校や地域の防災体制づくり 

進める。 

 

 

中・高校生の防災活動への参加促進 

  ・中・高校生が災害の実状や災害時の心得を学ぶとともに、地域の防災 

訓練など参加を推奨することで、生徒が命の大切さと日頃の備えの重 

要性を認識し、自助・共助の意識の向上を図る。 

（中・高） 

 

救命講習の実施の促進 

  ・学校、地域、関係機関と連携した救命講習の実施を促進し、ＡＥＤを用 

いた心肺蘇生法等を学び、幼児児童生徒たちの「自助」「共助」の意識 

を育むための取組の充実を図る。 

 

千葉県教育委員会ホームページ

「学校安全」 
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教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

（２）信頼される質の高い教員の育成 
  ・「千葉県・千葉市教員等育成指標」を基に、自分の課題や次の目標を

明確にし、研修を選択・受講して、学んだことを日々の実践に生かし

ながら、教員としての資質能力の向上に努める。 

 研修体系に基づく教職員研修の充実 

  ・自らの目標や課題にあった研修の受講、中堅教諭等を中心とした校内

研修を通して、教職員としての資質能力の向上を図る。 

 授業公開等による指導力の向上 

  ・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善、学力向上に向

けた授業公開の実施・参観を通して、その取組の成果を共有するとと  

もに授業力向上を図る。 

 

 いじめ等、教職員の生徒指導力の向上  

※施策２-（２）と同様 

  ・いじめ問題への法的側面からの理解やネット上の問題行動に対する理

解を深めるための研修を実施し、組織対応の徹底を図り、解消に向け

た確実な対応力を高める。また、予防的措置の具体化に努める。 

（小・中・高・特） 

特別支援学校教諭免許状取得の一層の推進  

 ・特別支援学校教諭免許状の取得のための認定講習を促進し、特別支援

教育に関する基礎的な知識・技能の向上を図る。 

 

特別支援教育に関する研修の充実 

 ・校長を含むすべての教員に対する特別支援教育に関する研修を充実さ

せ、特別支援教育の意義や進め方、発達障害を含む障害に関する基礎

的事項等について理解を深め、専門性の向上を図る。 

 

校長のガバナンスの向上 

  ・教員が教職に対する使命感や責任感を高め、課題探究型の学習、主体 

的・対話的で深い学びなどの新たな学びに対応するための実践的指導 

力や、いじめ等の生徒指導上の課題や特別支援教育に対する実践力の 

向上などを目的とした研修や、指導ノウハウを継承できる校内での授 

業研究などの充実により、質の高い教員の育成を推進する。 

（小・中・高・特） 

 

（３）教職員が子供と向き合う時間を確保するための取組の推進 
  ・業務の質的転換及び量的削減・精選を図り、勤務環境を整備するとと

もに、業務の役割分担を検討することにより、限られた時間の中で、

児童生徒と向き合うための時間を確保する。 

                         （小・中・高・特） 

 ・法や心理、福祉等の専門的知見をもった人材を効果的に活用し、学校 

における問題解決に組織的に取り組む。 

（小・中・高・特） 

 教職員の負担軽減に向けた取組の推進 

  ・業務の平準化や教材・資料の共有化、学校行事の見直し等を進めるこ 

とで、教職員の負担軽減に向けた取組を進める。 

（小・中・高・特） 

 

  

千葉県教育委員会ホームページ

学校における働き方改革 
 
https://www.pref.chiba.
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anri/hatarakikatakaikak
u.html 
 

 

 

 

 

千葉県教育委員会ホームページ

千葉県教職員研修体系 
 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shidou/kensyuutai
kei/index.html 
 

千葉県教育委員会ホームページ

「ちばっ子の学び変革」推

進事業 
 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shidou/gakuryoku/
manabihennkaku.html 
 

千葉県教育委員会ホームページ
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地域学校協働本部の推進 

  ・地域全体で幼児児童生徒たちを育む体制づくりの実現に向けて、地域 

学校協働本部と連携して、学習支援や環境整備、登下校の見守り、地 

域行事への参画などの取組を推進する。     

 教職員メンタルヘルスの推進 

  ・教職員一人一人の心と体の健康の保持増進、職場環境の改善に努める

とともに、産業医・健康管理医などの専門家や外部の相談・医療機関

等によるケアを効果的に推進する。また、心の不調者への対応、職場

復帰を円滑に行うための支援体制の充実を図る。 

千葉県教育委員会ホームページ

地域学校協働活動 
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多様なニーズに対応した教育の推進 

（１）不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進 
  ・不登校児童生徒については、家庭との情報共有や、スクールカウン   

セラーやスクールソーシャルワーカーの積極的な活用とともに、教育

支援センターや民間団体等との効果的な連携により、「学校に登校す

る」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路

選択を主体的に捉え、社会的に自立を目指すための支援を行う。 

（小・中・高） 

学校における不登校児童生徒等に対する支援 

  ・学校種間及び家庭との早期の情報共有による継続的な支援や、 

   スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、県作

成の不登校児童生徒の支援資料集の活用及び、相談機関等との連携に

より、個々に応じた組織的・計画的な支援を行う。 （小・中・高） 

 

 不登校児童生徒への関係機関等との支援ネットワークの充実 

  ・不登校児童生徒及び家庭に対して、県作成のサポートガイド等により、教

育支援センターや民間団体、ＩＣＴを活用した学習支援など多様な教育機

会に係る情報を適切に伝え、児童生徒が関係機関等を活用し主体的に社会

的自立を目指せるよう、学校と関係機関等との支援ネットワークの構築に

努める。                     （小・中・高） 

 

（２）学び直しなどの再チャレンジの機会の充実 
 ・中学校時代に不登校等を経験し、十分に学べなかった生徒に学び直し 

の機会を提供する。                   （高） 

・地域との多様な連携を進めながら、規範意識を高め、自立した社会人 

の育成に向けたきめ細かな指導を実践する。        （高） 

 

（４）外国人児童生徒等の受入れ体制の整備 
  ・外国人児童生徒等の受入れがスムーズに行えるよう、外国人など日本

語を母語としない児童生徒に対して日本語指導ができる外部人材等を

学校の実態に応じて活用する。          （小・中・高） 

 

 外国人児童生徒等の教育に対する支援 

  ・県教育委員会ホームページ及び日本語指導担当者連絡協議会等におい

て指導方法等を入手し、外国人児童生徒等への日本語指導及び進路等

の相談を適切に行う。              （小・中・高） 

  ・「千葉県外国人児童生徒等教育の方針」を参考にし、県の施策等をも

とに外国人児童生徒等教育を推進する。 

 

文部科学省ホームページ 

義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の

確保等に関する法律 

https://www.mext.go.jp/a_me

nu/shotou/seitoshidou/13809

60.htm 

千葉県教育委員会ホームページ 

「外国人等児童生徒受入れ」 

 
http://www.pref.chiba.lg.j
p/cate/kbs/kyouiku/gakkou/
gaikokujin/index.html 
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家庭教育への支援と家庭・地域との連携・協働の推進 

（１）全ての教育の出発点である家庭教育への支援 
  ・家庭での教育を支援するため、子育てに役立つ情報提供の充実に努め

る。 

 

 

「早寝早起き朝ごはん」運動の普及啓発 

  ・幼児児童生徒の基本的生活習慣の確立を目指し、市町村や関係機関との 

協働の下、「早寝早起き朝ごはん」をスローガンとした啓発活動や情報提 

供を行う。 

 

 

 学校を通じた家庭教育の支援 

   ・家庭教育の充実を図るため、「学校から発信する家庭教育支援プログ   

ラム」、「家庭教育リーフレット」の活用を推進する。 

（幼・小・中） 

 

「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」を活用した家庭教育の支援 

  ・地域社会を大家族として捉え、家庭と地域社会が互いに理解し合い、 

児童生徒たちの教育に協力し合う環境づくりを推進する。 

（小・中・高・特） 

 

（２）家庭・地域と学校との協働により地域全体で子供を育てる体制の構築 

  ・地域住民等の参画により、社会総掛かりでの教育を実現するととも

に、コミュニティ・スクールの導入の拡充と運営の充実を図り、「地

域とともにある学校づくり」を推進する。 

 

 

 「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」の充実 

  ・「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」を保護者や地域住民と  

一体となって企画・運営することにより、家庭・地域の教育力を高め  

る。 

（小・中・高・特） 

 地域学校協働本部の推進 

  ・地域学校協働本部との連携の下、地域住民等による学習支援や環境整

備、登下校の見守りなどの地域学校協働活動を推進し、地域の教育力

を高める。 

 

 

 

   

           

 コミュニティ・スクールの導入促進 

  ・保護者や地域住民の力を学校運営に生かす、「地域とともにある学校

づくり」を推進し、幼児児童生徒が抱える課題を地域ぐるみで解決す

る仕組みづくりを進める。 

 

 

 

 

 

千葉県教育委員会ホームページ

家庭教育の支援 
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jp/kyouiku/shougaku/renkei
/kateikyouiku/index.html 
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hayaoki-asagohan/h26hayane-
forum.html 
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学校を核とした県内

1000か所ミニ集会 
 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shougaku/renkei/m
inishuukai/index.html 
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地域学校協働活動 

 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shougaku/renkei/c
hiikiniyorugakkoushien/chii
kiniyorugakkou.html 
 

 

千葉県の 

コミュニティ･スクール 

 
https://www.pref.chiba.lg.j
p/kyouiku/shougaku/renkei/c
hiba-community/index.html  
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 学校・家庭・地域が一体となって取り組む教育環境づくりの推進 

  ・「ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度」の活用を図るなど、教育 

ＣＳＲ（教育分野での社会貢献活動）に取り組む企業・団体等と連携し、 

学校・家庭・地域が一体となって、幼児児童生徒を育てる環境づくりを 

推進する。 

 

 

 

 

           

 

学校内外の教育相談体制の充実 

  ・年度始めや長期休業明けなどに教育相談期間を設け、面談等で児童生

徒個々の悩み等を把握し、心理や福祉等の専門家を積極的に活用した

早期対応に努める。また、子どもと親のサポートセンターや、ＳＮＳ

を活用した相談等の積極的な活用を促すなど、多面的な相談体制を構

築する。 

（小・中・高・特） 

   ※ＳＮＳを活用した相談（中・高・特） 

 
 
（３）虐待など不適切な養育から子供を守る取組の充実・強化 
  ・県が開催する生徒指導や学校人権教育の研修への参加や、「教職員のた 

めの児童虐待対応リーフレット」・「教職員のための児童虐待対応の手 

引き」等を活用した校内研修の実施を通して、早期発見、速やかな通 

告、関係機関との連携など、児童虐待に対する教職員の対応力向上を 

図る。 

 

  ・児童生徒へのきめ細かい相談支援体制や、教職員が不当な圧力に毅然と 

対応できる体制を構築するため、スクールカウンセラーやスクールソ 

ーシャルワーカー、スクールロイヤーの積極的な活用を図る。 

（小・中・高・特） 

・幼児児童生徒たちの悩みに対応する相談機関等を積極的に周知する。 

 

 

 子どもに関わる相談機能の充実 

  ・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、積極的 

に連携を図るなど、学校における相談支援体制を充実させるとともに、 

国や県が実施する電話相談事業やＳＮＳを活用した相談事業の利用に  

ついて周知を図り、児童生徒たちのＳＯＳを見逃さない体制づくりを推 

進する。 

（小・中・高・特） 

千葉県子どもと 

親のサポートセンター 

 
https://cms2.chiba-
c.ed.jp/kosapo/ 

 

「教職員のための児童虐待

対応リーフレット」・「教職

員のための児童虐待対応

の手引き」 

 

http://www.pref.chiba.lg.j

p/kyouiku/jisei/jinkennkyo

uiku/gyakutaitebiki.html 
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人生 100年時代を見据えた生涯学習の推進 

（１） 県民への多様な学習機会の提供 

・住民のニーズに応じた学習機会を提供するため、県立学校で実施され 

   ている講座の充実を図るとともに、文化施設や地域交流施設等を開放 

することで、社会教育団体等の活動を支援する。  （高・特） 

 

県立学校開放の推進 

  ・多様化する県民の学習要求に応えるため、県立学校の優れた教育機能 

   を地域に開放することで生涯学習の振興を図るとともに、開かれた学 

校づくりを推進する。              （高・特） 

 

（２）障害のある人の障害を通じた多様な学習活動の推進 

・学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生

涯にわたり、維持・開発・伸長できるよう関係機関や団体等、多様な

主体と連携・協力し、支援する。 

 

障害者への学びの支援 
・特別支援学校が卒業後の障害者の交流の場の役割を果たすため、文化 

やスポーツ、生涯学習等の関係機関との間の情報提供やネットワーク 

化など、一層の連携を図る。           （特） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 

（１）郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進 
  ・次代を担う児童生徒たちが我が国の伝統文化や歴史、風土に対する関 

心や理解を深め、尊重する態度を身に付けるとともに、郷土や国につ 

いて発信することができる力を育むための教育活動を行う。 

（小・中・高・特） 

「ちば・ふるさとの学び」の取組の推進 

  ・千葉県にゆかりのある先人や郷土の歴史、文化、自然に関する教材等 

   を活用する。 

（小・中・高・特） 

郷土と国の発展に尽くした人々を学ぶ機会の提供 

  ・歴史や伝統等への興味・関心、理解を深めるため、国家や社会の発展 

   に大きな働きをした先人について学ぶ取組を行う。 

（小・中・高・特） 

 邦楽や茶道など伝統文化の指導者による授業、部活動等への支援 

  ・学校における文化芸術活動の活性化を図るため、優れた芸術家や伝統 

芸能の保持者を学校等に招き、演奏・実技指導を受ける取組を行う。 

（小・中・高・特） 

 国旗・国歌の意義や大切さの理解を深める取組 

  ・学習指導要領に基づき、国旗、国歌の意義やその大切さを教え、我が 

国及び諸外国の国旗と国歌を尊重する態度を育む。 

（小・中・高・特） 

 海外から見た日本を知る機会の提供 

  ・世界の歴史・文化・宗教など諸外国の様子について理解することをと 

おして、日本についての理解を深め、日本人としての自覚とアイデン 

ティティを醸成する。 

（小・中・高・特） 

 

 

（２）多様な文化を認め合う国際社会の担い手の育成 
  ・国際的な課題や世界の歴史・文化・宗教などについて教科・科目を横 

断した取組を充実し、日本人としての自覚とアイデンティティを確立 

し、異文化理解を重視した教育活動の推進を図る。 

（小・中・高・特） 

 

グローバル化に対応する教育環境の構築 

  ・学校教育活動全体を通して異文化理解を深める中で、広い視野に立   

ち、言語、文化等の違いを越えて関係を構築する能力を養う。 

（小・中・高・特） 

 

国際的に活躍できる人材の育成 

 ・他者を尊重し、協働するためのコミュニケーション能力等のグローバ 

ル化に対応した資質・能力を育む。 

（小・中・高・特） 

 

 高校生等の海外留学の促進 

  ・海外留学に関する情報の周知を行う。 

（高） 

・海外姉妹校等へ生徒を派遣する学校行事を充実させる。 

（中・高） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」の推進 

（２）ともに楽しめる障害者スポーツの推進 
・障害のある人とない人の障害者スポーツ交流をとおして、障害のない 

児童生徒への障害者理解教育や障害の有無に関わらず、共に支え合っ 

て暮らす「心のバリアフリー」の考え方を広め、障害についての理解 

促進に努める。               （小・中・高・特） 

 

障害のある人のスポーツ推進 

  ・障害者スポーツ団体等と連携を図りながら、学校行事等で地域も交え

て、障害者スポーツについて理解を深め、生涯スポーツの推進に努め

る。                    （小・中・高・特） 

  

  ・特別支援学校を拠点に、障害者スポーツに関する情報提供、体験会、

用具の貸出し、出前授業等を地域との連携を図りながら実施し、障害

のある人が生涯にわたり地域でスポーツに親しめる環境づくりに努め

る。                    （特） 

  

   

 


