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２０21年度　教育実践研究論文　各賞決定！！

受賞者の皆様、誠におめでとうございます

　千葉教弘では毎年、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」助成事業を行っています。今年は「学校部門」、「個人・グループ部門」合わせて、42点のご応募をいただきまし
た。コロナ禍で例年以上に多忙な中、たくさんのご応募をいただきありがとうございました。2月3日（木）に論文審査会を開
催し、各賞を決定いたしました。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おります。

千葉県立千葉女子高等学校

釜萢 德行　校長
❖テーマ❖

簡単にすぐにもできる教科横断型授業から
探究活動の充実を図る

～キャリア形成にもつながる
　　　「ブロック型クロスカリキュラム」の開発を目指して～

個人・グループ部門

千葉市立誉田小学校

宮澤　長　教諭
❖テーマ❖

小学校におけるレジリエンス教育の実践研究
～レジリエンスを育む道徳教育プログラムの
                                         開発・実践を通して～

最優秀賞

KYOKO

最優秀賞

KYOKO

　「クロスカリキュラム」と聞くと次のような理由で大変な取組であると
思われがちです。①SSHやSGH、中高一貫校といった特別な学校でしか
できない授業　②クロスカリキュラムのためだけに特別にテーマをわざ
わざ決めて行う授業　③教職員同士の打合せに多くの時間が必要なた
め学校全体として総力を挙げて行わないとできない授業。本校ではこう
した思い込みを取り払い、１年生の英語の授業で「使用済み植物油を
リサイクルし燃料にした車で世界1周をしたお話」を扱うのに合わせて、
家庭科、生物、数学の４教科で実施しました。２カ月間を１つのブロックと
して、教員間の迅速な情報共有をICTで行うとともに生徒の回答をAIに
て分析しました。その結果、生徒は４教科の学びを統合した上で、現状の
危機感を背景に、今後、自分が取るべき行動まで言及することができまし
た。１年生でのこの学びを２年生での探究活動に役立てることができれば
と考えております。素晴らしい賞をありがとうございました。

　現代の児童は、学校や家庭での様々な問題が複雑化、深刻化する
中で、多くのストレスを感じていると思われます。また、今後、児童を
取り巻く社会や環境は大きく変化し、予期せぬ災害や事故も含め、
児童は様々な問題や危機に直面することが考えられます。そのような
状況で、児童一人一人に逆境に負けない力「レジリエンス」が必要だと
思い、研究を進めてきました。道徳科を中心とした様々な学習を通し
て、児童は困難な状況でも自分の可能性を信じ、前へ進もうとする
気持ちを高めていました。レジリエンスは、誰もがよりよく生きるために
大切な力だと、研究を進める中で強く思いました。今後も、児童の成長に
寄り添い、共に前へ進んでいけるように努力していきます。

「教育実践研究論文集」を毎年3月末にお届けしています。
ホームページでも閲覧できますので、ぜひご活用ください。

ｈｔｔｐｓ：//ｃｈｉｂａｋｙｏｋｏ.ｊｐ

4/29（金）18：00～ 4/30（土）14：00～ ５/１（日）1４：00～ VS 北海道日本ハム

VS 阪神タイガース5/28（土）14：00～

５/6（金）1８：00～ ５/ 7（土）14：00～ ５/ 8（日）1３：00～ VS 福岡ソフトバンク

５/17（火）1８：00～ ５/18（水）1８：00～ ５/19（木）1８：00～ VS 東北楽天

6/10（金）1８：00～ 6/11（土）14：00～ 6/12（日）14：00～ VS 横浜DeNA

6/ 7（火）1８：00～ 6/ 8（水）1８：00～ 6/ 9（木）1８：00～ 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 千葉県教育会館新館7階
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　https://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
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

前期日程募集締切：4月15日（金）必着

　千葉教弘会員の皆様を対象とした『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』を実施
します。2022年度前期分として下記の試合の募集を開始いたしますので、ぜひこの
機会に球場で迫力あるプロ野球を観戦して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 千葉県教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　https://chibakyoko.jp

＊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。
●新型コロナウイルス感染状況により、試合の中止や開始時間が変更となる場合がございます。
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最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

佳 　 作

千葉県立千葉女子高等学校 

東金市立東中学校 

八街市立実住小学校 

袖ケ浦市立中川幼稚園 

松戸市立第五中学校 

九十九里町立九十九里小学校 

旭市立飯岡小学校 

我孫子市立久寺家中学校 

いすみ市立古沢小学校 

香取市立北佐原小学校

千葉県立松戸向陽高等学校 

千葉市立さつきが丘中学校  

校長

校長

校長

園長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

釜萢　 德行

上之薗 和朗

西貝　 喜彦

瀧澤     真

鮎川     渉

益子　 進一

常世田 敏彦

稲村　 光男

小髙　 英之

松澤　 博志

荒井　 俊郎

今井     功

簡単にすぐにもできる教科横断型授業から探究活動の充実を図る

道徳科を要としたスクールマネジメント

小学校における新しい時代の指導体制の在り方

多様な動きでからだ力アップ！

小中英語教育へのフォニックス導入を軸とした、小中連携の実践

ふるさとのよさを知り、地域の実態に即した持続可能な防災教育の実践

自らを見つめ、豊かな心でよりよく生きる児童を育てる道徳教育

「開かれた学校づくり」

児童の言語能力の向上を図る指導法の工夫

進んでコミュニケーションを図ることができる児童の育成

学 校 部 門

個人・グループ部門

最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

佳 　 作

千葉市立誉田小学校 

柏市立大津ケ丘第一小学校 

鎌ケ谷市立初富小学校 

千葉県立袖ヶ浦高等学校 

松戸市立小金北小学校 

柏市立柏第三小学校 

八千代市立萱田南小学校 

匝瑳市立八日市場小学校 

市川市立須和田の丘支援学校 

館山市立豊房小学校 

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

宮澤     長

井上     昇

森　     匡史

栗原　 晴菜

卯月　 啓子

髙根　 沙織

岩崎　 紘美

下山　 大介

櫻井　 健弘

塚本  真諭子

千葉県立千葉東高等学校 

千葉県立市川南高等学校 

千葉県立松戸国際高等学校 

千葉県立仁戸名特別支援学校 

船橋市立若松小学校 

野田市立清水台小学校 

柏市立風早南部小学校 

柏市立高柳小学校 

柏市立松葉第二小学校 

栄町立安食小学校   

教諭

教諭

教諭

教諭

講師

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

藤崎      文

井上　 広登

萩原　 利幸

川島　 秀洋

山本      愛

大久保  貴太

佐々木  邦道

伊藤　 大輔

堀越      嵐

畑野　 祥太

千葉県立松戸南高等学校 

千葉県立実籾高等学校 

千葉県立千葉聾学校 

千葉県立特別支援学校市川大野高等学園 

八千代市立萱田南小学校 

我孫子市立湖北台東小学校 

柏市立手賀東小学校 

柏市立酒井根東小学校 

富里市立富里南小学校 

船橋市立船橋中学校 

講師

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

校長

教諭

舟山　 健也

木原　 拓洋

藤田　 正樹

小川　 純司

宮根　 孝範

岸本　 和也

戸沢  日奈絵

石本　 達也

古谷　 成司

大和田  千裕

小学校におけるレジリエンス教育の実践研究

児童の地域への想いを育てる、学校と地域が連携した総合的な学習の時間の在り方

「よりよい集団をつくろう」と活動する係活動のあり方

総合的な探究の時間における新しい進路学習への取組

児童の主体性を伸ばし、多様な意見交流を育む「楽しい読解指導」

客観的評価に基づく家庭と自閉症・情緒障害特別支援学級の連携の在り方

性的マイノリティに関する人権教育

児童が自己存在感を味わいながら能動的に考えることのできる学習指導 

教育現場における理学療法士の活用

特別支援学級におけるICTを活用した発表活動の実践について 

2021年度  教育実践研究論文受賞者一覧 ジブラルタ生命保険株式会社の新しい学校担当LCを紹介します！
千葉教弘は、共済事業を推進するためにジブラルタ生命保険株式会社と提携をしています。

今回、新たに6名が学校担当LC（ライフプラン・コンサルタント）として、皆さまの学校を訪問させていただくことになりました。
皆さまのライフプランを全力でサポートいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※コロナ禍でこれまでにない厳しい環境の中で多くのご応募をいただき、ありがとうございました。 敬称略　順不同

サポート
教　員

理　学
療法士

千葉第一営業所

振屋　千明

かつて私の夢は学校の先生になることで
した！大好きだった学校に再び訪問するこ
とが出来て、憧れていた先生方と再び関わ
ることが出来てとても嬉しいです。一日で
も早く顔と名前を覚えていただけるよう頑
張っていきたいと思いますので、宜しくお
願い致します。 千葉第一営業所

菱沼　真代

この度、学校担当になりました。こんなご
時世でなかなか学校に行けないですが、コ
ロナも落ち着き学校に行けるようになっ
た時にはたくさん声をかけたいと思いま
す。皆さんからのご質問、相談何でもウェ
ルカムです！皆さんのお役に立てるよう頑
張ります。いつも笑顔と元気だけが取り柄
の菱沼をよろしくお願いします。

千葉第四営業所

富澤　秀一

この度、新たに学校担当となりました。学校
の先生方には共済事業は勿論のことです
が、近い存在になれるよう頑張ります。
「あったかい、明るい、元気、そして安心！！」
をお届けできるように精一杯努めさせて頂
きます。何卒宜しくお願い致します。

千葉第四営業所

白鳥　裕子

この度、学校担当としてお伺いすることと
なりました。コロナ禍が落ち着きましたら
学校を訪問させていただき、沢山の方々と
お会いできる事を楽しみにしております。
そして、色々な話を聞かせて頂けると嬉し
いです。皆様との出会いを大切にし、少し
でもお役に立てるよう頑張ります。よろし
くお願いいたします。

茂原営業所

荒居　真帆

この度、学校担当となりました。主に山武
市と東金市の学校を担当させていただき
ます。先生方のライフプランのお役に立て
るよう、情報提供を心掛けて頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

茂原営業所

藤田　綾郁

この度、学校担当となりました。茂原市、
東金市、山武市、千葉市の学校を訪問さ
せていただきます。先生方に安心をお届
けすると共に、良き相談相手となれるよう
に精一杯努めさせて頂きたいと思いま
す。ライフプランのことなどもお気軽にお
尋ねください。

ふる   や              ち   あき ひし ぬま           ま     よ

しらとり           ゆう  こ

ふじ  た             あや  か

とみざわ           ひでかず

 あら  い              ま     ほ

「退職予定者の集い」を開催しました
　本年度も千葉教弘主催の「退職予定者の集い」に多くの教職員の皆さまにご参加いただき、ありがとうございました。昨年同様コロナ

禍の中での開催でしたので、検温・消毒を徹底するとともにソーシャルディスタンスを確保するため収容人数を抑えての開催でしたが、県

内10会場で650名を超える方にご参加いただきました。

「集い」の中心となるリタイアメントセミナーでは、ジブラルタ生命マーケティングディレクターの大河　仁様、堀内　園子様を講師として、

多くの方が関心を持たれている年金、介護、資産運用等を中心に豊かなセカンドライフを送るための基本的なお話をいただきました。

　今後ますます少子高齢化、人口の減少等が加速し、私たちを取り巻く社会環

境、経済環境は厳しさを増すことが予想されます。特に年金制度の変更に伴

い、再任用を含めた様々な制度が導入され、どういう選択をするか判断を迫ら

れることになります。そのために必要となることが、まずしっかりと情報を入手

することです。そして、その情報をもとに具体的に行動し、未来に備えることが

大切になります。

　今回のセミナーは都合がつかなかったという方やもっと具体的な話がほし

いという方は、ジブラルタ生命LC（ライフプラン・コンサルタント）がこれからも

各学校を訪問させていただきますので、ぜひご相談いただければと思います。
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千葉県立千葉女子高等学校 

東金市立東中学校 

八街市立実住小学校 

袖ケ浦市立中川幼稚園 

松戸市立第五中学校 

九十九里町立九十九里小学校 

旭市立飯岡小学校 

我孫子市立久寺家中学校 

いすみ市立古沢小学校 

香取市立北佐原小学校

千葉県立松戸向陽高等学校 

千葉市立さつきが丘中学校  

校長

校長

校長

園長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

校長

釜萢　 德行

上之薗 和朗

西貝　 喜彦

瀧澤     真

鮎川     渉

益子　 進一

常世田 敏彦

稲村　 光男

小髙　 英之

松澤　 博志

荒井　 俊郎

今井     功

簡単にすぐにもできる教科横断型授業から探究活動の充実を図る

道徳科を要としたスクールマネジメント

小学校における新しい時代の指導体制の在り方

多様な動きでからだ力アップ！

小中英語教育へのフォニックス導入を軸とした、小中連携の実践

ふるさとのよさを知り、地域の実態に即した持続可能な防災教育の実践

自らを見つめ、豊かな心でよりよく生きる児童を育てる道徳教育

「開かれた学校づくり」

児童の言語能力の向上を図る指導法の工夫

進んでコミュニケーションを図ることができる児童の育成

学 校 部 門

個人・グループ部門

最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

佳 　 作

千葉市立誉田小学校 

柏市立大津ケ丘第一小学校 

鎌ケ谷市立初富小学校 

千葉県立袖ヶ浦高等学校 

松戸市立小金北小学校 

柏市立柏第三小学校 

八千代市立萱田南小学校 

匝瑳市立八日市場小学校 

市川市立須和田の丘支援学校 

館山市立豊房小学校 

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

宮澤     長

井上     昇

森　     匡史

栗原　 晴菜

卯月　 啓子

髙根　 沙織

岩崎　 紘美

下山　 大介

櫻井　 健弘

塚本  真諭子

千葉県立千葉東高等学校 

千葉県立市川南高等学校 

千葉県立松戸国際高等学校 

千葉県立仁戸名特別支援学校 

船橋市立若松小学校 

野田市立清水台小学校 

柏市立風早南部小学校 

柏市立高柳小学校 

柏市立松葉第二小学校 

栄町立安食小学校   

教諭

教諭

教諭

教諭

講師

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

藤崎      文

井上　 広登

萩原　 利幸

川島　 秀洋

山本      愛

大久保  貴太

佐々木  邦道

伊藤　 大輔

堀越      嵐

畑野　 祥太

千葉県立松戸南高等学校 

千葉県立実籾高等学校 

千葉県立千葉聾学校 

千葉県立特別支援学校市川大野高等学園 

八千代市立萱田南小学校 

我孫子市立湖北台東小学校 

柏市立手賀東小学校 

柏市立酒井根東小学校 

富里市立富里南小学校 

船橋市立船橋中学校 

講師

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

校長

教諭

舟山　 健也

木原　 拓洋

藤田　 正樹

小川　 純司

宮根　 孝範

岸本　 和也

戸沢  日奈絵

石本　 達也

古谷　 成司

大和田  千裕

小学校におけるレジリエンス教育の実践研究

児童の地域への想いを育てる、学校と地域が連携した総合的な学習の時間の在り方

「よりよい集団をつくろう」と活動する係活動のあり方

総合的な探究の時間における新しい進路学習への取組

児童の主体性を伸ばし、多様な意見交流を育む「楽しい読解指導」

客観的評価に基づく家庭と自閉症・情緒障害特別支援学級の連携の在り方

性的マイノリティに関する人権教育

児童が自己存在感を味わいながら能動的に考えることのできる学習指導 

教育現場における理学療法士の活用

特別支援学級におけるICTを活用した発表活動の実践について 

2021年度  教育実践研究論文受賞者一覧 ジブラルタ生命保険株式会社の新しい学校担当LCを紹介します！
千葉教弘は、共済事業を推進するためにジブラルタ生命保険株式会社と提携をしています。

今回、新たに6名が学校担当LC（ライフプラン・コンサルタント）として、皆さまの学校を訪問させていただくことになりました。
皆さまのライフプランを全力でサポートいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※コロナ禍でこれまでにない厳しい環境の中で多くのご応募をいただき、ありがとうございました。 敬称略　順不同

サポート
教　員

理　学
療法士

千葉第一営業所

振屋　千明

かつて私の夢は学校の先生になることで
した！大好きだった学校に再び訪問するこ
とが出来て、憧れていた先生方と再び関わ
ることが出来てとても嬉しいです。一日で
も早く顔と名前を覚えていただけるよう頑
張っていきたいと思いますので、宜しくお
願い致します。 千葉第一営業所

菱沼　真代

この度、学校担当になりました。こんなご
時世でなかなか学校に行けないですが、コ
ロナも落ち着き学校に行けるようになっ
た時にはたくさん声をかけたいと思いま
す。皆さんからのご質問、相談何でもウェ
ルカムです！皆さんのお役に立てるよう頑
張ります。いつも笑顔と元気だけが取り柄
の菱沼をよろしくお願いします。

千葉第四営業所

富澤　秀一

この度、新たに学校担当となりました。学校
の先生方には共済事業は勿論のことです
が、近い存在になれるよう頑張ります。
「あったかい、明るい、元気、そして安心！！」
をお届けできるように精一杯努めさせて頂
きます。何卒宜しくお願い致します。

千葉第四営業所

白鳥　裕子

この度、学校担当としてお伺いすることと
なりました。コロナ禍が落ち着きましたら
学校を訪問させていただき、沢山の方々と
お会いできる事を楽しみにしております。
そして、色々な話を聞かせて頂けると嬉し
いです。皆様との出会いを大切にし、少し
でもお役に立てるよう頑張ります。よろし
くお願いいたします。

茂原営業所

荒居　真帆

この度、学校担当となりました。主に山武
市と東金市の学校を担当させていただき
ます。先生方のライフプランのお役に立て
るよう、情報提供を心掛けて頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

茂原営業所

藤田　綾郁

この度、学校担当となりました。茂原市、
東金市、山武市、千葉市の学校を訪問さ
せていただきます。先生方に安心をお届
けすると共に、良き相談相手となれるよう
に精一杯努めさせて頂きたいと思いま
す。ライフプランのことなどもお気軽にお
尋ねください。

ふる   や              ち   あき ひし ぬま           ま     よ

しらとり           ゆう  こ

ふじ  た             あや  か

とみざわ           ひでかず

 あら  い              ま     ほ

「退職予定者の集い」を開催しました
　本年度も千葉教弘主催の「退職予定者の集い」に多くの教職員の皆さまにご参加いただき、ありがとうございました。昨年同様コロナ

禍の中での開催でしたので、検温・消毒を徹底するとともにソーシャルディスタンスを確保するため収容人数を抑えての開催でしたが、県

内10会場で650名を超える方にご参加いただきました。

「集い」の中心となるリタイアメントセミナーでは、ジブラルタ生命マーケティングディレクターの大河　仁様、堀内　園子様を講師として、

多くの方が関心を持たれている年金、介護、資産運用等を中心に豊かなセカンドライフを送るための基本的なお話をいただきました。

　今後ますます少子高齢化、人口の減少等が加速し、私たちを取り巻く社会環

境、経済環境は厳しさを増すことが予想されます。特に年金制度の変更に伴

い、再任用を含めた様々な制度が導入され、どういう選択をするか判断を迫ら

れることになります。そのために必要となることが、まずしっかりと情報を入手

することです。そして、その情報をもとに具体的に行動し、未来に備えることが

大切になります。

　今回のセミナーは都合がつかなかったという方やもっと具体的な話がほし

いという方は、ジブラルタ生命LC（ライフプラン・コンサルタント）がこれからも

各学校を訪問させていただきますので、ぜひご相談いただければと思います。
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学校部門

２０21年度　教育実践研究論文　各賞決定！！

受賞者の皆様、誠におめでとうございます

　千葉教弘では毎年、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」助成事業を行っています。今年は「学校部門」、「個人・グループ部門」合わせて、42点のご応募をいただきまし
た。コロナ禍で例年以上に多忙な中、たくさんのご応募をいただきありがとうございました。2月3日（木）に論文審査会を開
催し、各賞を決定いたしました。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おります。

千葉県立千葉女子高等学校

釜萢 德行　校長
❖テーマ❖

簡単にすぐにもできる教科横断型授業から
探究活動の充実を図る

～キャリア形成にもつながる
　　　「ブロック型クロスカリキュラム」の開発を目指して～

個人・グループ部門

千葉市立誉田小学校

宮澤　長　教諭
❖テーマ❖

小学校におけるレジリエンス教育の実践研究
～レジリエンスを育む道徳教育プログラムの
                                         開発・実践を通して～

最優秀賞

KYOKO

最優秀賞

KYOKO

　「クロスカリキュラム」と聞くと次のような理由で大変な取組であると
思われがちです。①SSHやSGH、中高一貫校といった特別な学校でしか
できない授業　②クロスカリキュラムのためだけに特別にテーマをわざ
わざ決めて行う授業　③教職員同士の打合せに多くの時間が必要なた
め学校全体として総力を挙げて行わないとできない授業。本校ではこう
した思い込みを取り払い、１年生の英語の授業で「使用済み植物油を
リサイクルし燃料にした車で世界1周をしたお話」を扱うのに合わせて、
家庭科、生物、数学の４教科で実施しました。２カ月間を１つのブロックと
して、教員間の迅速な情報共有をICTで行うとともに生徒の回答をAIに
て分析しました。その結果、生徒は４教科の学びを統合した上で、現状の
危機感を背景に、今後、自分が取るべき行動まで言及することができまし
た。１年生でのこの学びを２年生での探究活動に役立てることができれば
と考えております。素晴らしい賞をありがとうございました。

　現代の児童は、学校や家庭での様々な問題が複雑化、深刻化する
中で、多くのストレスを感じていると思われます。また、今後、児童を
取り巻く社会や環境は大きく変化し、予期せぬ災害や事故も含め、
児童は様々な問題や危機に直面することが考えられます。そのような
状況で、児童一人一人に逆境に負けない力「レジリエンス」が必要だと
思い、研究を進めてきました。道徳科を中心とした様々な学習を通し
て、児童は困難な状況でも自分の可能性を信じ、前へ進もうとする
気持ちを高めていました。レジリエンスは、誰もがよりよく生きるために
大切な力だと、研究を進める中で強く思いました。今後も、児童の成長に
寄り添い、共に前へ進んでいけるように努力していきます。

「教育実践研究論文集」を毎年3月末にお届けしています。
ホームページでも閲覧できますので、ぜひご活用ください。

ｈｔｔｐｓ：//ｃｈｉｂａｋｙｏｋｏ.ｊｐ

4/29（金）18：00～ 4/30（土）14：00～ ５/１（日）1４：00～ VS 北海道日本ハム

VS 阪神タイガース5/28（土）14：00～

５/6（金）1８：00～ ５/ 7（土）14：00～ ５/ 8（日）1３：00～ VS 福岡ソフトバンク

５/17（火）1８：00～ ５/18（水）1８：00～ ５/19（木）1８：00～ VS 東北楽天

6/10（金）1８：00～ 6/11（土）14：00～ 6/12（日）14：00～ VS 横浜DeNA

6/ 7（火）1８：00～ 6/ 8（水）1８：00～ 6/ 9（木）1８：00～ 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 千葉県教育会館新館7階
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　https://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
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

前期日程募集締切：4月15日（金）必着

　千葉教弘会員の皆様を対象とした『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』を実施
します。2022年度前期分として下記の試合の募集を開始いたしますので、ぜひこの
機会に球場で迫力あるプロ野球を観戦して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 千葉県教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　https://chibakyoko.jp

＊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。
●新型コロナウイルス感染状況により、試合の中止や開始時間が変更となる場合がございます。
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現
職
の“

千葉
教弘会員”の皆さまへ！！


