
公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。
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５/４（土）14：00～ ５/５（日）14：00～ ５/６（月）14：00～ VS 北海道日本ハム

5/24（金）18：15～ 5/25（土）14：00～ VS 福岡ソフトバンク

6/ 1（土）14：00～ 6/ 2（日）14：00～ VS 埼玉西武

VS 阪神タイガース6/ 6（木）18：15～

５/18（土）14：00～ 5/19（日）14：00～ VS 東北楽天

6/12（水）18：15～ 6/13（木）18：15～ VS 横浜DeNA

6/15（土）14：00～ 6/16（日）14：00～ VS 中日ドラゴンズ

下記より 第二希望までお選びください！
前期日程

上記に関するお問い合わせは・・・
公益財団法人 
日本教育公務員弘済会 千葉支部
TEL：0120-10-8851
事業課まで

ジブラルタ生命保険のユース教弘保険・
新教弘保険に10口以上ご加入の
現職の教職員の方のみになります。

　応募資格のある方は・・・

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

～必要事項～

千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待

１試合につきペアで５組ご招待！

応募に
ついて

注意事項

募集締切：4月12日（金）必着

　前回、ご好評をいただきました『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』の2019年度
前期分の募集を開始いたします。この事業は福祉事業の一環として千葉教弘が行っている
事業になります。ぜひこの機会に球場で野球観戦の思い出をつくりませんか？
　たくさんのご応募お待ちしています！！

１ 氏名（フリガナ）
２ 職員コード
３ 郵便番号
　 自宅住所
４ 電話番号
５ 勤務先
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

千葉教弘が発行している広報誌「きょうこう千葉」は、県内の公立小･中学校、高等学校、特別支援
学校、幼稚園･こども園に発送しています。笑

顔
のあいみィ

が
ん

ばる
みんなの応援

団

現
職
の“

千葉
教弘会員”の皆さまへ！！

＊応募多数の場合は抽選となります。当選者の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。
＊席の指定はできませんのでご了承ください。
＊一人につき2通までの応募とします。

編集・発行／公益財団法人 日本教育公務員弘済会 千葉支部　　　協力／株式会社 千葉教弘
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▲ 二次審査の様子

◆ テーマ ◆ ◆ テーマ ◆

子どもたちのための教育振興事業 ～教育研究助成～

　千葉教弘では、教育に関する有益な研究を実践し、教育の向上発展に寄与
された教職員の皆様に助成する「教育実践研究論文」助成事業を毎年行って
います。
　今年は、1月２８日（月）に１６名の論文審査委員にご出席いただき、２０１８
年度教育実践研究論文審査委員会を開催いたしました。「学校部門」「個人・
グループ部門」 合わせて４２点のご応募があり、各賞が決定いたしました。
最優秀賞をはじめ受賞者の皆様、誠におめでとうございます。なお、受賞者の
一覧を裏面に記載いたしましたので、ご覧ください。
　来年度も、より多くのご応募をお待ちしています。

　記述力・表現力の育成について、手軽で・共通に・継
続できる実践として「サク作タイム」に取り組んでいま
す。まずは、学校行事の感想から始め、徐々に地域素
材やタイムリーなテーマを設定し、レベルアップを図り
ました。題材を工夫することで、意欲的に取り組み、書
く力がついてきたと実感している生徒も増えてきまし
た。さらに、生徒が意欲的で楽しい時間となるように欲
張らず継続していきたいと考えています。このたびの
最優秀賞受賞は、
これまでの実践に
対する自信にも繋
がりました。本当に
ありがとうござい
ました。

大多喜町立大多喜中学校
堀江 秀一 校長

記述力・表現力を高める実践
̶全国学力・学習状況調査結果を生かした、
「サク作タイム」を中心とした取組̶

小中英語教育における  
スムーズな接続を目指した、

小学生へのアルファベット読み書き指導

　最優秀賞を頂き、大変ありがとうございます。
　英語の読み書きに困っている子どもたちをなんとかサ
ポートしたい、という思いで実践したところ、想像以上の
成果が出ました。この成果を少しでも多くの方々に知って
頂ければと思い、論文にまとめました。
　今回の論文で取り上げた実践は、①「ローマ字は英語
ではない」ことを学ぶ15分間のプログラム ②シンセ
ティックフォニックスの教材である 「ジョリーフォニック
ス」を使って「英語の文字と音の関係」を学ぶプログラム
の2つです。是非ご覧頂き、ご参考にして頂けることで、
読み書きで困る
子どもが少しで
も減ることを
願っています。

松戸市立第五中学校
岡本 小枝 教諭

2018年度

最優秀賞最優秀賞最優秀賞 最優秀賞最優秀賞最優秀賞

学校部門 個人・グループ部門

受賞者へのインタビュー 受賞者へのインタビュー

教育実践研究論文 各賞決定！！>>

『教育実践研究論文集』を毎年３
月末にお届けしています。また、
千葉教弘HPでも閲覧できます。
ご活用ください。
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大多喜町立大多喜中学校

千葉市立院内小学校

千葉県立八千代西高等学校

四街道市立栗山小学校

茂原市立西陵中学校

千葉市立大椎中学校

千葉県立我孫子東高等学校

千葉市立都小学校

千葉市立轟町小学校

松戸市立矢切小学校

松戸市立根木内小学校

松戸市立和名ケ谷小学校

松戸市立金ケ作小学校

柏市立柏第四小学校

柏市立柏第五小学校

流山市立八木南小学校

富里市立富里第一小学校

香取市立小見川中央小学校

布施学校組合立布施小学校

いすみ市立長者小学校

鴨川市立江見小学校

木更津市立鎌足小学校

君津市立周南小学校

君津市立小櫃小学校

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

稲村　光男

小坂　裕皇

尾高　正浩

淺岡　裕子

田中舘　明

伊堂寺公二

池田　笑子

山本　綾子

片岡　通有

佐藤　智子

梅里　之朗

多田　成明

吉野　康彦

鈴木　　栄

瀧口　正勝

榎本　　聡

三田　彰一

山村由美子

振り返りを大切にした指導「授業から学びへ、そして生徒の成長へ」

学習の楽しさを実感し、自ら学ぶ子どもの育成

自己を見つめ、よりよく生きようとする子供の育成

生活科・総合的な学習の時間における授業実践

1小1中の強みを生かした小中地域連携の在り方

外国語教科化に向けた学級担任の指導力向上を目指して

思考し、議論する道徳の授業づくり

自主性・主体性の育成に向けて

カリキュラム・マネジメント確立へ向けての一考察

"えがおとつながりを大切にする学校”の実現を目指した小規模校の取り組み

意欲的に学習し、共に伸び合う子の育成

主体的に学びに向かい、課題を追求する児童の育成

児童の主体性を育む教育をめざして

身近な自然環境を理解し、環境を守ろうとする子どもの育成

自らの命を守りぬくために主体的に行動し、共に助け合うことのできる児童の育成

児童に感謝の心を育てる食育の実践

組織力を高め、学校教育目標に迫る校内研修の在り方

地域と共に歩む学校を目指して

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

堀江　秀一

植草　伸之

大窪　　晋

根本　悦光

狩野　直樹

今井　　功

記述力・表現力を高める実践

多様な子供たちの可能性を引き出すための小学校での取り組み

教職員の連携による開かれた読書指導を目指して

自校の教育課題解決への「夢教育」の推進

思いやりがあり、社会性豊かな生徒の育成

活力ある学校づくり

学 校 部 門

松戸市立第五中学校

松戸市立上本郷小学校

船橋市立若松小学校

千葉県立市原特別支援学校
つるまい風の丘分校

佐倉市立臼井中学校

君津市立周南小学校

千葉県立我孫子特別支援学校

千葉県立館山総合高等学校

千葉県立柏高等学校

千葉県立清水高等学校

千葉市立稲毛高等学校

千葉県立富里特別支援学校

船橋市立習志野台第二小学校

習志野市立津田沼小学校

習志野市立谷津小学校

八千代市立村上小学校

柏市立風早南部小学校

習志野市立第一中学校

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

吉野佳菜子

山見　尚喜

井之川和信

杉本　　優

谷口　貴啓

河野　太郎

関　　智哲

鈴木　浩之

寺岡　敦子

佐々木邦道

小沼　　豊

協働型・双方向型学習による主体的・対話的で深い学びの授業作り

問題解決型の理科授業

生徒が共に教え合うバスケットボールの授業

短期語学研修による自己肯定感向上の可能性

知的特別支援学校における医療的ケアを必要としている生徒の進路指導

「確かな学力」をはぐくむ指導の追究

俳句創作入門期における年間カリキュラムの研究

子どもの問題意識を持続させる社会科授業の工夫

国際理解教育につながる日本語指導の実践

＜イメージ豊かに考える楽しさ＞を求めて

いじめの一次予防におけるアセスメントに関する一考察

教　諭

教　諭

教　諭

　

教　諭

教　諭

教　諭

岡本　小枝

和田　恵吾

萩原　裕美

　

根本　栄治

　　　朋彦

大井麻莉子

小中英語教育におけるスムーズな接続を目指した、小学生へのアルファベット読み書き指導

実効性のある生徒指導体制づくり

日本語指導が必要な外国にルーツをもつ児童の適応のための環境作り

職業科の特別支援学校における「性に関する指導」について

校内適応指導教室の開設

自己の考えを広げ、深めることのできる算数科指導の在り方

チーム学校における自閉症児（強度行動障害）の支援の在り方

個人・グループ部門

2018年度  教育実践研究論文受賞者一覧

性教育推進委員会

スクール
カウンセラー

　今年度も「退職予定者のつどい」に多くの教職員の皆様にご

参加いただきありがとうございました。「教弘保険」は年齢・性

別を問わず同じ保険料で同じ保障額をご準備頂ける、教職員

の皆様しかご加入する事が出来ない素晴らしいものです。ま

た、その保険料は千葉教弘の事業を通して、全国の学校や先

生、子どもたちのため

にお役に立たせて頂

いており、意義のある

ものだと思っており

ます。

　また、昨今介護に

ついて心配する声が

多くなってきておりますが、つどいの中でお話させて頂きまし

た、介護が必要になった際はしっかり保障が受けられ、無事何

事も無かった時にはお支払い頂いた保険料を高い割合でお返

しできる「介護保障付終身保険」も多くの教職員の皆様に喜ば

れております。

　次年度も「退職予定者のつどい」を開催いたします。多くの

皆様のご参加をお待ちしております。

退職予定者のつどいを開催しました
　毎年ご好評をいただいている「退職予定者のつどい」を今年度も６地区・１０会場で開催し、585名
の教職員の皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。
「退職予定者のつどい」では、“退職後の健康保険・年金・税金”や“退職後の豊かなマネープラン”といっ
た情報提供をしており、参加した皆様からとても好評をいただいています。今年度の全日程が終了しま
したので、ジブラルタ生命千葉第二営業所の佐々木所長よりご報告をいたします。

次年度の「退職予定者のつどい」の詳細は、広報誌「きょうこう千葉」を通じてお知らせいたします。各学校には担当のLC（ライフプラン・
コンサルタント）がいます。教弘保険や教弘事業のことなど、どんなことでも構いません。なにかご不明な点がございましたらお気軽に
お問い合わせください。

ジブラルタ生命　千葉第二営業所
佐々木 裕　所長▲千葉会場の様子

　
TEL：0120-10-8851　FAX：0120-70-8851
　　　ホームページURL：http://chibakyoko.jp

損保ページにアクセス

上記に関するお問合せは　取扱代理店 千葉教弘 損害保険係

千葉教弘 検 索

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

団体扱自動車保険

新年度に向けてご検討しませんか？
千葉教弘では、教職員限定の団体扱損害保険（自動車・火災・教職員賠償責任保険）を取扱っております。
お電話またはインターネットでお見積りと資料請求ができますので、お気軽にお問合せください。

退職後も現職同様の団体扱割引で
ご契約できます。

団体扱住まいの保険
（火災保険・地震保険）

自然災害や地震にも備えましょう。

教弘まなびやスーパープラン
（教職員賠償責任保険＋団体総合生活保険）

4月加入申し込みは3月28日（木）締切です。
（4月以降の中途加入もできます。）

学校での業務中や日常生活の様々な
トラブルから教職員の皆様をお守りします。
※補償内容や詳細については下記までお問合せいただくか、

ホームページをご覧ください。

※敬称略、各賞内は順不同
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校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

校 　長

稲村　光男

小坂　裕皇

尾高　正浩

淺岡　裕子

田中舘　明

伊堂寺公二

池田　笑子

山本　綾子

片岡　通有

佐藤　智子

梅里　之朗

多田　成明

吉野　康彦

鈴木　　栄

瀧口　正勝

榎本　　聡

三田　彰一

山村由美子

振り返りを大切にした指導「授業から学びへ、そして生徒の成長へ」

学習の楽しさを実感し、自ら学ぶ子どもの育成

自己を見つめ、よりよく生きようとする子供の育成

生活科・総合的な学習の時間における授業実践

1小1中の強みを生かした小中地域連携の在り方

外国語教科化に向けた学級担任の指導力向上を目指して

思考し、議論する道徳の授業づくり

自主性・主体性の育成に向けて

カリキュラム・マネジメント確立へ向けての一考察

"えがおとつながりを大切にする学校”の実現を目指した小規模校の取り組み

意欲的に学習し、共に伸び合う子の育成

主体的に学びに向かい、課題を追求する児童の育成

児童の主体性を育む教育をめざして

身近な自然環境を理解し、環境を守ろうとする子どもの育成

自らの命を守りぬくために主体的に行動し、共に助け合うことのできる児童の育成

児童に感謝の心を育てる食育の実践

組織力を高め、学校教育目標に迫る校内研修の在り方

地域と共に歩む学校を目指して

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

校　長

堀江　秀一

植草　伸之

大窪　　晋

根本　悦光

狩野　直樹

今井　　功

記述力・表現力を高める実践

多様な子供たちの可能性を引き出すための小学校での取り組み

教職員の連携による開かれた読書指導を目指して

自校の教育課題解決への「夢教育」の推進

思いやりがあり、社会性豊かな生徒の育成

活力ある学校づくり

学 校 部 門

松戸市立第五中学校

松戸市立上本郷小学校

船橋市立若松小学校

千葉県立市原特別支援学校
つるまい風の丘分校

佐倉市立臼井中学校

君津市立周南小学校

千葉県立我孫子特別支援学校

千葉県立館山総合高等学校

千葉県立柏高等学校

千葉県立清水高等学校

千葉市立稲毛高等学校

千葉県立富里特別支援学校

船橋市立習志野台第二小学校

習志野市立津田沼小学校

習志野市立谷津小学校

八千代市立村上小学校

柏市立風早南部小学校

習志野市立第一中学校

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

教　諭

吉野佳菜子

山見　尚喜

井之川和信

杉本　　優

谷口　貴啓

河野　太郎

関　　智哲

鈴木　浩之

寺岡　敦子

佐々木邦道

小沼　　豊

協働型・双方向型学習による主体的・対話的で深い学びの授業作り

問題解決型の理科授業

生徒が共に教え合うバスケットボールの授業

短期語学研修による自己肯定感向上の可能性

知的特別支援学校における医療的ケアを必要としている生徒の進路指導

「確かな学力」をはぐくむ指導の追究

俳句創作入門期における年間カリキュラムの研究

子どもの問題意識を持続させる社会科授業の工夫

国際理解教育につながる日本語指導の実践

＜イメージ豊かに考える楽しさ＞を求めて

いじめの一次予防におけるアセスメントに関する一考察

教　諭

教　諭

教　諭

　

教　諭

教　諭

教　諭

岡本　小枝

和田　恵吾

萩原　裕美

　

根本　栄治

　　　朋彦

大井麻莉子

小中英語教育におけるスムーズな接続を目指した、小学生へのアルファベット読み書き指導

実効性のある生徒指導体制づくり

日本語指導が必要な外国にルーツをもつ児童の適応のための環境作り

職業科の特別支援学校における「性に関する指導」について

校内適応指導教室の開設

自己の考えを広げ、深めることのできる算数科指導の在り方

チーム学校における自閉症児（強度行動障害）の支援の在り方

個人・グループ部門

2018年度  教育実践研究論文受賞者一覧

性教育推進委員会

スクール
カウンセラー

　今年度も「退職予定者のつどい」に多くの教職員の皆様にご

参加いただきありがとうございました。「教弘保険」は年齢・性

別を問わず同じ保険料で同じ保障額をご準備頂ける、教職員

の皆様しかご加入する事が出来ない素晴らしいものです。ま

た、その保険料は千葉教弘の事業を通して、全国の学校や先

生、子どもたちのため

にお役に立たせて頂

いており、意義のある

ものだと思っており

ます。

　また、昨今介護に

ついて心配する声が

多くなってきておりますが、つどいの中でお話させて頂きまし

た、介護が必要になった際はしっかり保障が受けられ、無事何

事も無かった時にはお支払い頂いた保険料を高い割合でお返

しできる「介護保障付終身保険」も多くの教職員の皆様に喜ば

れております。

　次年度も「退職予定者のつどい」を開催いたします。多くの

皆様のご参加をお待ちしております。

退職予定者のつどいを開催しました
　毎年ご好評をいただいている「退職予定者のつどい」を今年度も６地区・１０会場で開催し、585名
の教職員の皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。
「退職予定者のつどい」では、“退職後の健康保険・年金・税金”や“退職後の豊かなマネープラン”といっ
た情報提供をしており、参加した皆様からとても好評をいただいています。今年度の全日程が終了しま
したので、ジブラルタ生命千葉第二営業所の佐々木所長よりご報告をいたします。

次年度の「退職予定者のつどい」の詳細は、広報誌「きょうこう千葉」を通じてお知らせいたします。各学校には担当のLC（ライフプラン・
コンサルタント）がいます。教弘保険や教弘事業のことなど、どんなことでも構いません。なにかご不明な点がございましたらお気軽に
お問い合わせください。

ジブラルタ生命　千葉第二営業所
佐々木 裕　所長▲千葉会場の様子

　
TEL：0120-10-8851　FAX：0120-70-8851
　　　ホームページURL：http://chibakyoko.jp

損保ページにアクセス

上記に関するお問合せは　取扱代理店 千葉教弘 損害保険係

千葉教弘 検 索

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

団体扱自動車保険

新年度に向けてご検討しませんか？
千葉教弘では、教職員限定の団体扱損害保険（自動車・火災・教職員賠償責任保険）を取扱っております。
お電話またはインターネットでお見積りと資料請求ができますので、お気軽にお問合せください。

退職後も現職同様の団体扱割引で
ご契約できます。

団体扱住まいの保険
（火災保険・地震保険）

自然災害や地震にも備えましょう。

教弘まなびやスーパープラン
（教職員賠償責任保険＋団体総合生活保険）

4月加入申し込みは3月28日（木）締切です。
（4月以降の中途加入もできます。）

学校での業務中や日常生活の様々な
トラブルから教職員の皆様をお守りします。
※補償内容や詳細については下記までお問合せいただくか、

ホームページをご覧ください。

※敬称略、各賞内は順不同



公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

12

8

５/４（土）14：00～ ５/５（日）14：00～ ５/６（月）14：00～ VS 北海道日本ハム

5/24（金）18：15～ 5/25（土）14：00～ VS 福岡ソフトバンク

6/ 1（土）14：00～ 6/ 2（日）14：00～ VS 埼玉西武

VS 阪神タイガース6/ 6（木）18：15～

５/18（土）14：00～ 5/19（日）14：00～ VS 東北楽天

6/12（水）18：15～ 6/13（木）18：15～ VS 横浜DeNA

6/15（土）14：00～ 6/16（日）14：00～ VS 中日ドラゴンズ

下記より 第二希望までお選びください！
前期日程

上記に関するお問い合わせは・・・
公益財団法人 
日本教育公務員弘済会 千葉支部
TEL：0120-10-8851
事業課まで

ジブラルタ生命保険のユース教弘保険・
新教弘保険に10口以上ご加入の
現職の教職員の方のみになります。

　応募資格のある方は・・・

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

～必要事項～

千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待

１試合につきペアで５組ご招待！

応募に
ついて

注意事項

募集締切：4月12日（金）必着

　前回、ご好評をいただきました『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』の2019年度
前期分の募集を開始いたします。この事業は福祉事業の一環として千葉教弘が行っている
事業になります。ぜひこの機会に球場で野球観戦の思い出をつくりませんか？
　たくさんのご応募お待ちしています！！

１ 氏名（フリガナ）
２ 職員コード
３ 郵便番号
　 自宅住所
４ 電話番号
５ 勤務先
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に「ロッテ応募」と明記し
　　　　　　　　　自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　http://chibakyoko.jp

千葉教弘が発行している広報誌「きょうこう千葉」は、県内の公立小･中学校、高等学校、特別支援
学校、幼稚園･こども園に発送しています。笑

顔
のあいみィ

が
ん

ばる
みんなの応援

団

現
職
の“

千葉
教弘会員”の皆さまへ！！

＊応募多数の場合は抽選となります。当選者の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。
＊席の指定はできませんのでご了承ください。
＊一人につき2通までの応募とします。

編集・発行／公益財団法人 日本教育公務員弘済会 千葉支部　　　協力／株式会社 千葉教弘
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▲ 二次審査の様子

◆ テーマ ◆ ◆ テーマ ◆

子どもたちのための教育振興事業 ～教育研究助成～

　千葉教弘では、教育に関する有益な研究を実践し、教育の向上発展に寄与
された教職員の皆様に助成する「教育実践研究論文」助成事業を毎年行って
います。
　今年は、1月２８日（月）に１６名の論文審査委員にご出席いただき、２０１８
年度教育実践研究論文審査委員会を開催いたしました。「学校部門」「個人・
グループ部門」 合わせて４２点のご応募があり、各賞が決定いたしました。
最優秀賞をはじめ受賞者の皆様、誠におめでとうございます。なお、受賞者の
一覧を裏面に記載いたしましたので、ご覧ください。
　来年度も、より多くのご応募をお待ちしています。

　記述力・表現力の育成について、手軽で・共通に・継
続できる実践として「サク作タイム」に取り組んでいま
す。まずは、学校行事の感想から始め、徐々に地域素
材やタイムリーなテーマを設定し、レベルアップを図り
ました。題材を工夫することで、意欲的に取り組み、書
く力がついてきたと実感している生徒も増えてきまし
た。さらに、生徒が意欲的で楽しい時間となるように欲
張らず継続していきたいと考えています。このたびの
最優秀賞受賞は、
これまでの実践に
対する自信にも繋
がりました。本当に
ありがとうござい
ました。

大多喜町立大多喜中学校
堀江 秀一 校長

記述力・表現力を高める実践
̶全国学力・学習状況調査結果を生かした、
「サク作タイム」を中心とした取組̶

小中英語教育における  
スムーズな接続を目指した、

小学生へのアルファベット読み書き指導

　最優秀賞を頂き、大変ありがとうございます。
　英語の読み書きに困っている子どもたちをなんとかサ
ポートしたい、という思いで実践したところ、想像以上の
成果が出ました。この成果を少しでも多くの方々に知って
頂ければと思い、論文にまとめました。
　今回の論文で取り上げた実践は、①「ローマ字は英語
ではない」ことを学ぶ15分間のプログラム ②シンセ
ティックフォニックスの教材である 「ジョリーフォニック
ス」を使って「英語の文字と音の関係」を学ぶプログラム
の2つです。是非ご覧頂き、ご参考にして頂けることで、
読み書きで困る
子どもが少しで
も減ることを
願っています。

松戸市立第五中学校
岡本 小枝 教諭

2018年度

最優秀賞最優秀賞最優秀賞 最優秀賞最優秀賞最優秀賞

学校部門 個人・グループ部門

受賞者へのインタビュー 受賞者へのインタビュー

教育実践研究論文 各賞決定！！>>

『教育実践研究論文集』を毎年３
月末にお届けしています。また、
千葉教弘HPでも閲覧できます。
ご活用ください。


