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教育実践研究論文

協力／株式会社 千葉教弘

各賞決定！
！

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対する
「教育実践研
究論文」募集事業を行っています。今年度から募集期間が11月から8月に変更となりましたが、たくさんのご応募をいただき
ました。本当にありがとうございました。今年度は「学校部門」16点、
「 個人・グループ部門」23点、合わせて39点のご応募を
いただきました。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。

受賞者の皆様、
誠におめでとうございます
学校部門
最優秀賞
KYOKO

千葉県立四街道特別支援学校

日下 奈緒美

校長

個人・グループ部門
最優秀賞

〜ICT利活用による学習環境のデザイン〜
病弱教育を担う本校は、電話回線利用の時代から遠隔による学習
保障に取り組んでいます。病室と学校を「つなぐ」学習保障は、つな
げることでどのような教育効果が期待できるのか、児童生徒の実態
に応じた学習環境を設定できているのかが重要です。病室での卒業
式や全校運動会の実践では、
ＩＣＴでつなぐということは、学習を保障
する手段の一つであり、学習する機会を保障できる条件を整えたの
であれば、どうつながるかが重要だということを再認識しました。今
後も、
「 つなぐ」意味を大切にしたＩＣＴ利活用により、豊かな学びの実
現を目指してまいります。そして、子供たちの「学びたい」を大切にし
ていきたいと存じます。この度はすばらしい賞を頂戴し、誠に光栄に
存じます。本校の先生方の取組を紹介できる機会ともなりました。あ
りがとうございました。

大澤

KYOKO

理恵

教諭

テーマ

テーマ

病弱教育における「つなぐ」ことによる
豊かな学びの実現

千葉県立大網白里特別支援学校

コロナ禍の制約が気づかせてくれた、
重複障害児にとっての音楽教育の意義
〜児童の実態に応じた
「音楽の個別化」
の配慮と
相互作用に
「音楽の持つ期待感」
を利用すること〜
音楽科の教師は、
コロナ禍にあっても友達や教師と一緒に音楽活
動をする楽しさを感じてほしいという願いをもっているといえます。
そこで、
コロナ禍の制約がある中での音楽の授業の取り組みと成果
について、授業実践と児童の様子を振り返り、検証しました。
本実践は、特別支援学校の小学部、重複障害児を対象としていま
す 。重 複 障 害 児は、肢 体 不自由 、知 的 障 害 、聴 覚 障 害 、視 覚 障 害と
いった複数の障害を併せ持っています。
実践を通して、コロナ禍の制約の中で、重複障害児の音楽教育に
は児童の実態に応じた「音楽の個別化」の配慮と、相互作用に「音楽
の持つ期待感」を利用することが有効であると改めて気付くことが
できました。
今後も音楽が子どもたちの生涯の友となることを願い、日々精進
してまいります。素晴らしい賞をありがとうございました。

「教育実践研究論文集」
を年度内にお届けいたします。
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。
ｈｔ
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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。

2022年度 教育実践研究論文受賞者一覧
敬称略

学 校 部 門

順不同

最優秀賞 千葉県立四街道特別支援学校

校長

日下 奈緒美

病弱教育における
「つなぐ」
ことによる豊かな学びの実現

優 秀 賞 千葉市立川戸小学校

校長

三橋

勉

ＥＳＤの視点からリデザインした「小中一貫教育」のカリキュラム・マネジメント

優 秀 賞 柏市立手賀東小学校

校長

佐和

伸明

子供と保護者に選ばれ・満足される学校を目指して

優 良 賞 千葉市立幕張南小学校

校長

久保田 美和

学校の課題を児童の心に残る体験活動に変えるチーム学校の取組

優 良 賞 野田市立清水台小学校

校長

下川

児童の資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメント

優 良 賞 旭市立共和小学校

校長

石毛 佐和子

主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業のあり方

奨 励 賞 千葉県立仁戸名特別支援学校

校長

相川 利江子

自立活動の視点を踏まえた指導・支援の在り方を探る

奨 励 賞 酒々井町立酒々井小学校

校長

吉村

忠広

自分を大切にし，
友達に思いやりのある行動がとれる児童の育成

奨 励 賞 銚子市立双葉小学校

校長

宮内

教夫

今日の
「わかった！」
を明日の
「できる！」
に

奨 励 賞 市川市立中山小学校

校長

松永

裕思

作 松戸市立松飛台第二小学校 校長

市川

正人

成田市立本城小学校

校長

井上 功太郎

成田市立神宮寺小学校

校長

内田

淳

匝瑳市立八日市場小学校

校長

柗倉

孝夫

市川市立塩浜学園

校長

松井

聰

旭市立鶴巻小学校

校長

堀川

金一

佳

泰弘

『サファリ！な子』
の育成に向けて

個人・グループ部門
最優秀賞 千葉県立大網白里特別支援学校 教諭

大澤

理恵

コロナ禍の制約が気づかせてくれた、重複障害児にとっての音楽教育の意義

優 秀 賞 千葉県立四街道特別支援学校

教諭

山田

康朝

重度・重複障害のある生徒の知的国語科における授業づくりのポイント

優 秀 賞 市原市立双葉中学校

教諭

赤窄

悠

生徒の思いを生きた言葉に変える言語活動の工夫

優 良 賞 市川市立第三中学校

教諭

五十嵐 ふみ代

主体的で、
対話的な、
深い学びの実現に向けて

優 良 賞 船橋市立船橋小学校

教諭

棚橋

寛子

学んだことを実生活に生かそうとする子供の育成を目指して

優 良 賞 成田市立三里塚小学校

校長

村田

正志

ＩＣＴを活用した勤務時間の縮減

優 良 賞 袖ケ浦市立平岡小学校

教諭

髙𣘺

朋彦

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を実現させる授業の在り方

奨 励 賞 千葉県立下総高等学校

教諭

斉藤

一彦

科目
「課題研究」
における自然栽培実践の取り組み

奨 励 賞 松戸市立第五中学校

教諭

浅野

幸絵

英語の家庭学習を通じた
「個別最適な学び」
の研究と実践

奨 励 賞 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校

教諭

澤井

謙一

佳

教諭

嶋田

亮太

作 千葉県立八街高等学校

「生徒指導の機能」
を生かした、
「学級だより」
発行の在り方について

松戸市立松戸高等学校

教諭

瀬和 真一郎
内川

佳代

千葉市立柏台小学校

教諭

村松

綾

市川市立行徳小学校

小学校
英語専科

習志野市立谷津小学校

教諭

秋元

由理

松戸市立上本郷小学校

教諭

武藤

光亮

柏市立大津ケ丘第二小学校

教諭

川股

千秋

流山市立おおぐろの森小学校

教諭

北島

愛

佐倉市立志津小学校

教諭

中村

陽一

木更津市立鎌足小学校

教諭

山本

裕貴

浦安市立美浜中学校

教諭

川久保

浦安市立明海認定こども園

教諭

河原

七海

佐倉市立上志津小学校

教諭

仙波

周
仁子

※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。

ライフプラン・
コンサルタント（ＬＣ）の

学校（園）
データ

今回訪問した学校（園）

学校（園）訪問
◆

千葉県立

東葛の森特別支援学校

第 12 回 ◆

（令和4年7月1日現在）
〒270-0145
流山市名都借140-1
教職員数：52名
学級数：13
生徒数：71名

誰かを笑顔にする力 〜今、東葛の森！
！〜
シリーズ12回目は、今年度新しく開校した千葉県立東葛の森特別支援学校です。
鈴木英樹校長先生へのインタビューをジブラルタ生命柏第一営業所の石井LCが報告します！

鈴木英樹校長先生へのインタビュー

校長

障害児教育は教育の原点と昔から言われています。子ど
もたちは教師の指導・支援の在り方・工夫で大きく成長
すると思っています。指導・支援に悩むことも多々ありま
すが、成果として子どもたちが成長していく姿を見るたび
にやりがいを大きく感じます。

LC

他に何か授業で取り組んでいることはありますか？

校長

学校設定教科として「みらいチャレンジ」に取り組んでい
ます。卒業後の余暇に視点を当て、豊かな社会生活へ繋
がる学びを深める授業です。生徒が主体となって卒業後
の社会生活を想像し、興味関心を出発点に学びたいこと
にチャレンジしています。現在は7つのグループに分かれ
週2回行っています。どの子どもたちもこの授業を楽しみ
にしています。

（このインタビューは令和4年7月6日に行われたものです。）

LC

こんにちは。本日はたくさんお話を聞かせていただけ
ればと思います。新設校ということで、やはり校舎がと
ても綺麗ですね。建てる際に配慮されたことなどはあ
りますか？

校長 県立特別支援学校としては25年

ぶりの新築校舎になります。3階
の上部階層にはスクールカラーの
萌黄色をラインで入れ、周囲の森
と調和のとれたデザインになって
います。校内は全てバリアフリー
です。校 歌にもある「長い廊 下」
は、直線で100メートルほどある
んですよ!!
▲鈴木 英樹 校長先生

▲長い廊下

LC

▲バリアフリー対応

MEMO
軽 ス ポーツ 外ス ポーツ ダ ンス
音楽 Language 芸術 パソコン
といった７つのグループに分かれて
います。

LC

子どもたちが将来について考える良い機会になります
ね。新設校として、将来学校がこうなったらいいなとい
った未来像はありますか？

校長

特別支援学校は特別な所ではなく、支援を必要としてい
る生徒にとって「必要なことを当然学べる学校」との認識
に変わっていくと思います。地域に根差し、地域から頼ら
れる学校になっていってほしいです。多くの生徒が学校
教育としては最後の学び舎になります。将来の豊かな社
会生活の支えになる、時勢に応じた教育を提供できる学
校になってほしいです。

LC

最後に、学校の自慢を教えてください。

校長

本校の生徒たちは「誰かを笑顔にする力」を持っていま
す。このフレーズは校歌にも入っていて、開設準備に携
わっている時にこういう学校にしていきたいという思い
を校歌に込めてもらいました。子どもたちの笑顔は、わた
したちに勇気もやりがいもくれます。保護者にとっても
お子さんの笑顔は大切なものと思っています。そういっ
た「表情豊かな子どもたちを満足させる学校」というとこ
ろが自慢です。

LC

五年後、十年後・・・と続く東葛の森特別支援学校のこ
れからを楽しみにしています。
本日はありがとうございました。

新築校舎だと気持ちも新たになりますよね。教職員の
皆様の学校生活はどのような様子ですか？

校長 非常に前向きで色々なことにチャレンジしてくれて、
とても

ありがたいです。職員室が広く、全学年が揃って話し合い
もできるので風 通しの良い職 場環 境となっています。
チーム東葛の森として、
「すべては子どもたちのために」
を胸に、一丸となって頑張っているなぁと感じます。

LC

わたしも学 校を訪問させて
いただく中で 、先 生 方に 明
るく接していただき、とても
雰囲気が良いなぁと感じて
いました 。地 域 の 方と何か
一 緒に行ったりすることも
ありますか？

▲広い職員室

校長 学校の近くに農家がたくさんあり、
委託講師として農業

指導を行っていただくことになりました。こういった活動
を通して地域に根差した学校に繋げていきたいと思って
います。

LC

地 域の方と取り組むことで、子どもたちも学ぶことが
たくさんありそうですし、成長している姿も見ることが
できますね。
特別支援学校でのやりがいや教職員をやっていて良か
ったと思うことはありますか？

「新しい学校をつくる」という先生方の強い
思いを感じました。これからも先生方のお役
に立てるように精一杯頑張ります。よろしく
お願いいたします。
▲石井 絵里子 LC

キッズサプライズ連携事業
千葉教弘では、教育文化事業の一環として キッズサプライズ と提携し、小・中学校等にユニフォームなど
を贈呈する取り組みを行っています。
今年度は、香取市立水の郷小学校に陸上競技大会用のユニフォームを、浦安市立美浜中学校・入船中学校に両校
の合同チームのサッカー部と野球部のユニフォームを贈呈しました。
10月6日に香取市立水の郷小学校で行われた贈呈式では、
元プロライフセーバーの佐藤文机子さんがプレゼンター
を務められました。浦安市立美浜中学校・入船中学校は、10月10日に贈呈式が行われ、プレゼンターはジェフユナイ
テッド市原などに在籍された森崎嘉之さんと千葉ロッテマリーンズでプレーされた塀内久雄さんが務められました。
選手たちは目を輝かして新しいユニフォームを手にし、笑顔が弾けていました。

香取市立水の郷小学校

浦安市立美浜中学校・入船中学校

ジブラルタ生命保険株式会社の新しい学校担当LCをご紹介します！
千葉教弘の提携保険会社であるジブラルタ生命保険株式会社の3名の新学校担当LCをご紹介します。
皆様の学校を訪問させていただき、
ライフプランをサポートいたします！よろしくお願いいたします。
夏から新たに学校担
当となりました。初め
てのことばかりですが、
今の自分に足りないも
のを補いながら努力し
て参ります。実際に学
校を訪問させていただ
いて実感したのは、先
市川営業所
生方は私の想像以上に
服部 咲恵
お忙しいということで
す。毎日遅くまで子ど
もたちのために働かれる先生方のお力にな
るには、どんなタイミングならばお時間を
いただけるのか、どんな情報を求められて
いるのかという思考を止めずに、日々向き
合っていけたらと思います。

こんにちは。この度
学校担当としてご紹介
に預かりました、ジブ
ラルタ生命の中﨑拳で
す。私は学生時代から
学校が大好きで、弘済
会の理念を聞かせて頂
柏第一営業所
いたときにぜひ私も先
生方の手助けができれ
中﨑 拳
ばと思い、私の方から
学校担当に志願させていただきました。先
生方から信用され頼って頂けるように、精
一杯誠実に頑張ろうと思っていますので、
よろしくお願いいたします。

私は学生時代、先生
にたくさん助けて頂い
たことがあり、とても
感謝しています。充実
した学生生活を送れた
のは学校関係者の方々
の支えがあってだと考
柏第一営業所
えていますので、この
ような形で先生方のお
川村 奈々美
役に立てる機会がある
ことをとても光栄に思います。今後の活動
といたしましては、私が当時して頂いたよう
に、よく話を聞いて、聞いて、聞いて、想
いの部分を大切に活動していきたいと思い
ます。

☆絶賛キャンペーン実施中（詳しくはホームページへ）

〇新規採用者・講師見積もりキャンペーン
自動車保険を見積もりいただきますと
「フレッシャーズ応援セット」
をプレゼント！
〇家族・友人・同僚 紹介キャンペーンＷ
教弘で自動車保険・火災保険に加入されている方が家族・友人・同僚を紹介していただき見積もりを
出させていただくと
「紹介した方」
「紹介された方」
ともに
「教弘オリジナル・ＣＡＲ・ＢＯＸ」
をプレゼント！
〇自動車保険・火災保険を新規ご契約で
「エコバック」
プレゼント
上記に関するお問い合わせは 取扱代理店 千葉教弘 損害保険係
TEL：0120-10-8851 FAX：0120-70-8851
ホームページURL：https://chibakyoko.jp

千葉教弘

検索

引受保険会社

損保ページにアクセス

東京海上日動火災保険株式会社

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、義務教育学校、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。

