
商業科の取組

吹奏楽部の活躍

夏の記録

日本代表選手決定

市民公開講座

昨年度の進路実績

企業と共同開発したアスリートウォーター
6月14日に船橋大神宮の朝市で、2月に商品発表会を行っ

た「市立船橋アスリートウォーター」の試飲販売会が行
われ、松戸徹・船橋市長も試飲されました。
また、このアスリートウォーターは6月18日に熱中症対

策として市内全市立小・中・特別支援学校に贈られまし
た。市役所で行われた贈呈式には代表校が参加しました。

よさこいソーラン祭り
札幌で6月4日～8日に行われたYOSAKOIソーラン祭りで

は、全国270余りの団体が出場する中、高校生のみのエン
トリーでは唯一セミファイナルに進出しました。
5月17日には船橋市場で開催されたドドンパ祭りでもよ

さこいソーランを披露しました。

年代別日本代表としてバスケットボール部の青木太一
くん（3年）と平良彰吾くん（2年）が、ユースオリンピック
代表に体操競技部の湯浅賢哉くん（1年）が選ばれました。

学科（生徒数） 大学 短大 専門学校 就職
（公務員） その他

普通科（237名） 128名 16名 66名 11名（5名） 16名
体育科（77名） 52名 4名 14名 7名（2名） 0名
商業科（79名） 29名 3名 25名 11名（1名） 11名
進路別割合（%） 53.2% 5.9% 26.7% 7.3% 6.9%

全国珠算・電卓競技会出場
昨年に引き続き県の代表として3

年生の木村有紀子さんと中村信士
くんが出場しました。

出前講座
法典西小学校6年生を対象とした

パソコン教室で、Power Pointや
Excelの使い方を教えました。最後
に各自が暑中見舞いの絵はがきを
完成させることができました。

大神宮の試飲販売会
代表校の湊町小学校、
湊中学校への贈呈式

船橋中学校で開催
7月28日～30日に市内小中学

生を対象として、理科の公開講
座が行われました。
7月28日の「魚のからだをし

らべてみよう」では生物同好会
の生徒が手伝いながら、小学生
1年から3年の親子70組合計150
名が参加して、魚を解剖しまし
た。参加した児童の多くが「直
接いろいろな魚を触ることがで
きてとても嬉しかった。」と好
評でした。 魚のからだをしらべてみよう

優勝した谷川航くんのあん馬

よさこいソーラン祭り

バンドフェスタin千葉
5月11日にはバンドフェス

タin千葉で市船完全オリジナ
ル吹劇第8弾「AMAZINGGRACE」
トランペット協奏曲／アル
チュニアンを演奏しました。 NHK交響楽団菊本和昭氏と

タイトルカット　日野原　岳二（芝山東小学校）
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全国高等学校総合体育大会「煌めく青春 南関東総体 2014」
今年もインターハイに柔道部、サッカー部、陸上競技

部、男子バレーボール部、男子バスケットボール部、体
操競技部、男女水泳部から合計62名が出場しました。

操競技男子は、県総体で10連覇を果たし、インター
ハイにおいても、2年連続3度目の団体総合優勝を果

たしました。個人総合では谷川航くんが優勝、湯浅賢哉
くんが6位と活躍しました。

体

上競技部では、男子1500m、800m共に前田恋弥くん
が優勝を果たしました。陸

ドリブルで突破する
青木太一くん

スケットボール男子
は県総体で2年連続16

度目の優勝を果たし、地元
船橋開催の全国大会へ出場
し、3回戦に進出しました。

バ
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音楽のまち・船橋
小・中学校音楽教育の振興 芸術・文化の振興

船橋市教育委員会では、「船橋の教育」（教育振興ビジョン及び教育振興基本計画）において、推進目標として「情操教育の充実」を
掲げて音楽教育の振興に努めています。

また、「音楽のまち・船橋」を目指す様々な取り組みとして、日々の授業の充実を基に、サマーコンサート、市内合唱発表会、優秀校
記念演奏会（夢を育む虹のコンサート）等の発表会を行いながら、「学び合い、深め合う」学習を進めています。さらに、市内小中学校
を会場として音楽鑑賞教室を開催して、本物の演奏の素晴らしさに感動し、感性を養う情操教育の充実を図っています。

「船橋の教育」において「生涯学習の推進」を目標に掲げて芸術文化の振興に努めています。優れた芸術・文化に触れる機会を増やし、
市民の発表の場や鑑賞の機会が充実するよう環境整備に努めています。

三山小学校の音楽の授業では、児童一人一人が主体的に学習
に取り組む手立てとして、ペア学習を取り入れています。ペア
で重唱したり、リコーダーの練習をしたりする活動を通して、
互いの声を聴き合いアドバイスをしたり、友だちの演奏の良さ
を認め合ったりしながら、意欲的に学習しています。歌唱指導
においては美しく生命力あふれる歌声を目指した発声指導を
行っています。
� 音楽専科　教諭　木暮綾子 重唱のペア学習 リコーダーのペア学習

「主体的に音楽活動に取り組む児童を目指して」　　三山小学校

今年の4月11日（金）より、毎週金曜日の午後5時から午後8時
30分の間、京成船橋駅と船橋フェイスビルの間の連絡デッキで「ま
ちかど音楽ステージ」を開催しています。駅前や商店街などの「ま
ちかど」をステージにすることで、市民の皆様に身近な場所へ音
楽をお届けし、商店街の活性化と地域に根ざした音楽家の支援を
目指しています。

定期的なステージ以外にも、登録ミュージシャンを商店街に派
遣する「出前ステージ」も実施し、これまでに芝山団地商店会、
西船橋商店会、三咲中通り商店会などのイベントに派遣しました。 芝山団地商店街にて

京成船橋駅と船橋フェイスビルの
間の連絡デッキ

ロビーコンサートは、8月を除く毎月第三水曜日に、市役所1階のロビーで行われているミニコ
ンサートです。毎年行われるオーディションによって選び抜かれた演奏者が、様々な楽器による
生演奏を披露することで、ご来庁の方々に素敵な午後のひとときをお届けしています。
7月16日に出演した高橋那菜さんは、八木が谷中学校在籍中にギター部でギターアンサンブル

を始めたのがきっかけで、全日本ギターコンクールなどで数々の賞を受賞し、現在はソリストや
室内楽で活躍しています。 高橋那菜さんの

クラシックギターコンサート

●音楽の授業

●まちかど音楽ステージ

●ロビーコンサート

●音楽フェスティバル

●文化クラブ対外行事

●学校音楽鑑賞事業

船橋市小・中学校音楽発表会（サマーコンサート）
今年も7月22日（火）23日（水）24日（木）に市内小・中学

校の児童生徒による表現能力の向上と音楽教育の振興を図るこ
とを目的として、サマーコンサートが開催されました。

市内合唱発表会
例年秋に市内小中学校から参加を募り、合唱発表会を船橋市

民文化ホールで開催しています。合唱活動を通して、美しいも
のを素直に感じ取る心を養い、主体的に音楽を楽しみ、お互い
の合唱を聴き合うことによって、合唱の表現力を高める児童生
徒を育てています。

夢を育む虹のコンサート
例年3月に、各種演奏会・コンクールで活躍した市内小・中

学校の素晴らしい演奏を、広く市民に鑑賞していただくコン
サートを開催しています。

小学校合唱の部 中学校管弦楽の部

　課外活動についても児童生徒のニーズに合った音楽活動が行われ、各種演奏会、発表会や全国レベルのコンクー
ル等に出場しています。

昨年11月9日（土）に開催された発表会の様子

法田中学校　吹奏楽部　マーチング

市立船橋高等学校　吹奏楽部

今年3月8日に開催された様子

今年度の予定
　日時　平成26年11月22日（土）
　会場　船橋市民文化ホール

今年度の予定
　日時�平成27年3月14日（土）　会場�船橋市民文化ホール

6月24日　大穴北小学校　体育館にて

千葉県の支援で、ニューフィルハーモニーオーケストラの鑑賞教室を行い、児童生徒の情操教
育の充実を図っています。今年度も小学校8校で開催される予定で、6月には大穴北小学校と若松
小学校で鑑賞教室が行われました。

主なプログラム
・ビゼー作曲「カルメン」組曲より「トレアドール」
・ベートーベン作曲交響曲第5番「運命」より第1楽章
・楽器紹介
・レオポルド・モーツァルト作曲　おもちゃの行進曲より　第1楽章
・イエッセル作曲「おもちゃの兵隊」

　毎年2月は「ふなばし音楽フェスティバル」と題し、船橋アリーナでの「音楽のまち・ふなばし 千人の音楽祭」や公
民館等での「地域ふれあいコンサート」、市民文化ホールでの「BAND STAND FUNABASHI」など、様々な音楽イベ
ントを開催しています。今年は、新たに秋の音楽フェスティバル「ふなばしミュージックストリート」を開催します。「音
楽のまち・船橋」を全国に向けて発信できるような、ワクワクする秋の音楽祭を目指しています。

音楽のまち・ふなばし 千人の音楽祭
小中高校生から社会人の音楽団体までが船橋アリーナで一堂

に会し、管弦楽、吹奏楽、ビッグバンド、合唱、邦楽などを演
奏します。「子供たちの未来につながる音楽祭」を目指し、世代
を超えた音楽的交流を通じて、音楽の楽しさや素晴らしさを子
供たちに体験させるとともに、船橋の音楽の力をアピールして
未来に向けた音楽環境づくりにつなげています。

ふなばしミュージックストリート
船橋駅周辺のいたるところに音楽ステージを設け、歩いてい

るだけで、どこでも音楽が流れている音楽に包まれた一日を楽
しんでもらう新イベント「ふなばしミュージックストリート」
を開催します。音楽祭当日には、出演者の人気投票を行いグラ
ンプリを決定し、グランプリ特典として、市民文化ホールでの
単独ライブ開催権をプレゼントします。

塚田公民館にて

今年2月2日千人の音楽祭グランドフィナーレ

BAND STAND FUNABASHI
毎年2月の第1日曜日に開催して

います。

今年度の予定
　日時　平成27年2月1日（日）
　会場　船橋市民文化ホール

地域ふれあいコンサート
今年度は、市内の公民館19箇所

でさまざまなジャンルのコンサー
トを開催しています。

今年度の予定
　日時　平成27年2月8日（日）13時30分から
　会場　船橋アリーナ

今年度の予定
日時　平成26年10月26日（日）10時から17時
会場　�船橋市民文化ホール、船橋市民文化創造館（きらら

ホール）、船橋市勤労市民センター、船橋駅北口おま
つり広場、京成船橋駅-船橋フェイスビル連絡デッ
キ、天沼弁天池公園、スクエア21ビル前　ほか

2 3



ひきこもりのお子さんのことでお悩みの方は、《 ふれあい「夢のふなっこ」 》にご連絡ください 緯047-434-6811

金杉台小学校では、5年生が例年5月の田植えから米作
りに取り組んでいます。また、6年生がヒガンバナの植え
付けを行っています。

金杉台中学校では、3年生が例年里山整備やニッコウキ
スゲの株分けをしています。
今年も7月にニッコウキスゲが満開になりました。

ヒガンバナの植え付け

ニッコウキスゲ

環境教育とは、持続可能な社会の構築を目指して、環境保全についての理解を深めるための教育です。
各学校においては、学習指導要領に基づき、地域の実態に応じて、環境や人材等を活用しながら社会科、理科、小学校
家庭科、中学校技術・家庭科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、学校の教育活動全体を通して推進しています。

　金杉台小学校と金杉台中学校では、「総合的な学習の時間」で、地域の「金杉谷津田の会」と協力して環境保
全活動に参加しています。

八栄小学校では、4年生の「総合的な学習の時間」で、海老川の環境について調べる学習をしています。

里山整備をする金杉台小・中学校

海老川の環境を学習している八栄小学校

環境教育

4年生では、「環境を考える市民の
会」の方をゲストティーチャーとして
招いて、海老川をきれいにする活動の
話を聴きました。また、実際に海老川
へ調査しに行って、自分たちが興味を
持ったことについてテーマを決めて、
グループ学習をすることで、海老川の
環境についての理解を深めています。
さらに、5年生の有志が海老川の環

境を守るために、4年生で学んだ内容
を寸劇にして「船橋海老川親水市民ま
つり」で発表しました。

グループ学習の主なテーマ
 海老川の水質調査、海老川の生き物、海老川にかかっている橋、海老川の洪
水などの歴史、海老川周辺のオブジェ、海老川の名前の由来　など

「どじょう恵比寿像」についての調べ学習

　今回の自慢レシピ「秋の人参おこわ」は、昨年11月19日（毎月19日は食育の日）の
献立の主菜で、千葉県産の人参を使用しました。11月の「船橋の食材を食べて知る日」
の食材は大根なので、船橋産の大根を使った豚肉の旨煮を献立にしました。同様に和え
物にも船橋市産の小松菜を使用しました。鰯（いわし）は千葉県産です。三咲小学校で
は、毎月の「食育便り」の他に、毎日給食時の一口メモ「いただきます」を発行し、食
材の栄養や季節の行事などを紹介しています。� 栄養教諭　小林敦子

わが校の給食自慢レシピ
『秋の人参おこわ』 三咲小学校編

※�各学校の食材の産地は
毎日ホームページで公
表しています

作り方
　❶米は小分けにして洗米し、浸水させる。
　❷油を熱し、ごぼう、人参の順に炒める。
　❸調味料を加え、煮含める。
　❹3の仕上げに葉ねぎを加える。
　❺4の煮汁を1に加え、炊飯する。
　❻�炊き上がったご飯に、4の具をさっくりと混ぜ合わせ、

ごまを加える。

精白米………70.0g
強化米……… 0.2g
酒…………… 1.0g
水……………98.0g

しょうゆ…… 3.9g
食塩………… 0.2g
三温糖……… 1.1g
酒…………… 1.0g
本みりん…… 1.0g
水…………… 3.3g

油…… 0.4g�炒め油
人参…………15.0g
� せん切り
ごぼう……… 4.0g
� ささがき

油揚げ……… 6.0g
� 油抜き・せん切り
葉ねぎ……… 1.5g
� 小口切り
白ごま……… 1.0g
� からいり

❸の調味料

い た だ き ま す
11/19（火）★食育の日★

八木が谷中学校区共通献立

★今日、19日は「食育の日」です。
　今月はこの食育の日にちなみ、八木が谷中学校区内の
八木が谷小学校・八木が谷北小学校・咲が丘小学校と三
咲小学校で、八木が谷中学校のA献立を、共通献立とし
て実施しました。八木が谷中学校にお兄さんやお姉さん
がいる人は、家に帰ってから、給食の話をしてみましょう。
　1月には御滝中学校区内で共通献立を実施します。お
楽しみに！

もやしとコーン
のごまあえ
いわしの
からあげ

ぶたにくと
だいこんの
うまに

あきの
にんじん
ごはん

はなみかん
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