
児童生徒が安心かつ充実した学校生活を送れるよう、臨床心理士の資格や豊富な相談経験を持つス
クールカウンセラーが全校に配置されています。このスクールカウンセラーは、各学校に1日6時間、週
1回在校し、子供や保護者の皆様からの相談を受けています。
スクールカウンセラーによる相談体制が整ったことで、心や体の悩みやいじめ、不登校など様々な問

題の未然防止、早期発見、解決につなげていきます。

タイトルカット　石村　育子（八木が谷中学校　教諭）

スクールカウンセラーの活動
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小学校及び市立船橋高等学校に配置されているスクー
ルカウンセラーと各校の管理職がスクールカウンセラー
の意義や役割等について研修をしました。研修の中で、
教職員とスクールカウンセラーがお互いに連携すること
が大切だということを確認し合いました。
また、スクールカウンセラーがそろった2回目の研修会

では、よりよい相談活動ができるよう、個人情報にも十
分配慮しながら、考え方の交流、情報交換を行いました。
なお、中学校のスクールカウンセラー研修は、県で行っ

ています。

スクールカウンセラーは、子供たち
が安心してのびのび学校生活が送れる
よう、様々な相談に応えています。
その際、その子供の性格の特性や、得意・不得意なと
ころ等を把握し、関わり方を考えていくのがスクールカ
ウンセラーの腕の見せ所です。
また、各教室を訪問し、子供の様子を見たり、子供の
支援の在り方を教職員と情報交換したりします。
最近は、大きな災害時やいじめへの対応も重要になっ
ています。

保護者は
・�相談を希望する場合は、学校ごとに活動日や窓口が決
まっているので、学校に電話で問い合わせとなります。

児童生徒は
・�いつでも部屋を訪れ、スクールカウンセラーと話をし
たり、学校に設置された連絡ポストに予約を入れたり
することができます。

小学校54校・中学校27校・高等学校1校に配置

スクールカウンセラーの話
高郷小学校・山﨑　美紀さん

スクールカウンセラー研修
～総合教育センターにて～

スクールカウンセラーの仕事

スクールカウンセラー室の様子

部屋のドアは、入りやすいよ
うに開けています。

部屋には、エアコン・洋服か
け・電話が設置されていま
す。

気軽に来室したり、リラック
スして相談したりできるよう
に部屋の装飾等も工夫してい
ます。

スクールカウンセラーは、心の専門家です。
子供も保護者も気軽にご相談を！

子供たちが気軽に来室できるよう、部屋の装飾を工夫
したり、ドアを開けて入りやすくしたりしています。保
護者の皆様には、「お子様のこと、子育てに関すること、
お母様方の体のことなどなん
でも気軽に相談をしてくださ
い。」と呼びかけています。
また、すぐに解決しなくても

話をすることで考えが整理でき
たり、気持ちが落ち着いたりす
ることもありますので、相談の
後に少しでも気持ちが軽くなれ
ば、と考えています。
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文化系の部活動

音楽系～管弦楽部・吹奏楽部・合唱部～

柔道部・男女～葛飾中学校～

演劇部

家庭科部～御滝中学校～ボランティア部～宮本中学校～ 女子バレーボール～坪井中学校～

英語クラブ～船橋中学校～ 美術部～芝山中学校～ 駅伝部・男女～海神中学校～ 野球部～八木が谷中学校～

運動系の部活動

　船橋の中学校には、様々な部活動があります。本号では、その中から特色ある文化系の部活動、そして、運
動系の部活動を紹介します。

　中学校の部活動紹介

船橋市では、多くの学校で音楽活動にも力を入れ、朝や放課後の練習を頑張っています。
平成27年度は、管弦楽・吹奏楽・マーチング共に全国レベルの大会でも優秀な成績を残し、船
橋の中学校における音楽のレベルの高さを証明しました。
また、毎年2月に船橋アリーナで行われる「音楽のまち　ふなばし　千人の音楽祭」も、船橋な
らではの音楽の祭典です。ここでは、小学生・中学生・高校生・市民の方が一つになって音楽を楽
しみます。グランドフィナーレでは会場が一つになって合唱し、まさに、子供から大人まで幅広い
層の皆さんが楽しめる音楽活動になっています。

葛飾中学校柔道部は、顧問2名、外部指導者の指
導のもと、1年生5名、2年生11名、3年生5名の計
21名が活動しています。男女共に県大会出場を果た
し、このうち女子部員は3名と少ないのですが「自
分たちは、やれる」という思いを持てる結果を残し
ました。
小さい頃から柔道に取り組んでいる生徒が、中学

校から柔道を始めた生徒に教えるという場面がたく
さん見られます。「柔道が好き」という気持ちと礼
儀作法、人との交流を大切に練習に励み、男女共に
めきめき力をつけています。

船橋市内の中学校の演劇部が集まって船橋演劇連盟という団体を作り、交流会という形で年間3
回（春・夏・冬）発表会を行っています。
演劇が好きで熱心に活動する生徒や指導に情熱を傾ける顧問の力で精力的に活動しています。生
徒たちの表現力は素晴らしく、舞台を見た観客を魅了します。
冬の発表会では、代表校を選び、3月に行われる関東中学校演劇コンクールに参加しています。

御滝中学校家庭科部は、1年生11名、
2年生3名、3年生3名で活動しています。
合唱祭の曲目をフェルトで手作りし

て掲示しました。また、ミシンでシュ
シュを作ったり、調理実習や編み物に
も取り組んでいます。今はジェットヒー
ターのカバーを作成中です。
自分たちの作った作品を全校生徒が

使ってくれることが次の活動への励み
になります。

宮本中学校ボランティア部は、1年生10名、
2年生4名、3年生6名で活動しています。
朝も放課後もみんなでゴミ拾い、落ち葉掃き

等をしています。学校の中だけでなく校舎の外
周りも掃除しています。
また、すのこの修理、野菜作り、入学式に飾

る花を育てる等の活動もしています。
みんなが気持ちよく生活できるよう工夫して

活動しています。人のためになっていると感じ
ることが活動の喜びになっています。

坪井中学校女子バレーボール部は、顧問と
外部指導者の指導のもと、1年生7名、2年生5
名、3年生4名の計16名で活動しています。
飛び抜けて長身の選手がいるわけではあり

ませんが、チームワークの良さとお互いに切
磋琢磨することで力をつけています。指導者
と生徒たちが一丸となり、平成27年度県新人
戦大会で3位という結果を残せたことで、ます
ます練習に力が入っています。

船橋中学校では、1年生6名、2年生1名の英語が好きな生徒
が集まって英語クラブの名称で活動しています。
主に英会話を中心に練習し、部員同士でテーマを決めてス
ピーチをし、表情豊かに伝える英語を目指しています。また、
英語検定挑戦の取り組みもしています。
平成32年に開催される東京オリンピックでもこの活動を生か
したいと夢と期待が広がります。

芝山中学校美術部は1年生6名、2年生2名、3年生11名で生
き生き、そして和気あいあいと活動しています。
ポスター、工芸品（立体的な作品）、行事ごとの装飾品（今

は3年生を送る会の題字を制作中）等を作っています。また、
夏休みには美術館に出向いて鑑賞も行っています。
年度末には1年間のまとめとして、一人一人が自分の作品を

イラスト集にまとめています。

船橋市では、後期教育振興基本計画・基本方針4の事務事業「船橋市小中学校運動部活動指
導者派遣事業」に基づき、顧問の教職員と外部指導者とで部活動を指導している学校がありま
す。今年度は、中学校運動部活動22校に37名の外部指導者が派遣されています。
教職員と、より専門的な技術指導ができる指導者が共に部活動を指導することで、生徒たち

の技術の向上が期待されます。また、技術の向上だけでなく、礼儀や忍耐力、努力する姿勢等
も部活動では大切にしています。

　中学校における部活動は、教育課程外であるものの、学校教育活動の一環として中学校教育において大きな
意義や役割を果たしています。生徒の自主性、自発的な参加により行われ、スポーツや文化及び科学等に親し
ませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感を培うことも目指しています。

中学校における部活動の種類

文化系の部活動 運動系の部活動
管弦楽 美術 野球 陸上競技

吹奏楽 家庭科 サッカー アーチェリー

合唱 手芸 ハンドボール ダンス

音楽 創作工芸 ソフトボール 駅伝（含特設）

ギター・マンドリン 書道 バスケットボール 水泳（含特設）

演劇 茶道・華道 バレーボール 相撲（含特設）

将棋・囲碁 コンピューター バドミントン 体操（含特設）

英語 ボランティア ソフトテニス

平成28年
1月25日現在

科学 文化 卓球

自然科学 文芸 柔道

科学技術 フリーアクティビィティ 剣道
＊上記の部活動の中から、各学校の実情に合わせて開設されています。

海神中学校は、夏の総合体育大会後、駅伝部を結成し、顧問
の指導のもと、男女合同で活動しています。主に朝の練習を中
心に行い、校舎周りの坂道も練習コースとして活用していま
す。日々の練習の成果が大会での好成績につながっています。
今年度は、男女とも県大会に出場し、市大会三連覇の女子は、

県大会でも勝ち抜き、船橋市では初めての全国大会へ出場とい
う快挙を成し遂げました。記録だけでなく、感謝の心・挨拶・
礼儀・あきらめない気持ち・仲間への思いやりを大切にしてい
ます。

八木が谷中学校野球部は、顧問2名の指導のもと、1年生14
名、2年生12名、3年生10名で活動しています。
朝も放課後も毎日練習しています。礼儀や言葉遣いも先輩か

ら後輩に受け継がれ、全校生徒の手本になっています。その姿
からはすがすがしさが感じられます。
平成27年度千葉県中学校総合体育大会で優勝という結果を残

せたことが自信になり、次の目標に向けて一層熱のこもった練
習をしています。
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ひきこもりのお子様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　火曜日～金曜日　10時～15時

盛大な中にも厳かに行われた感動の成人式！

船 橋 市 の 成 人 式
平成28年に成人式を迎えた人数

手作りの成人式は、運営する側も参加する側もお互いに
尊重し、協力し合い、終始和やかな雰囲気で行われました。
そして、二十歳のアピールで発表した新成人からも、

「これからは大人としての責任を自覚し力強く歩いてい
こう」という思いが伝わってきました。

男 女

男…３,０７５人
女…２,７２８人
計…５,８０３人

（平成27年11月1日現在）

船橋市では、自分たちの手で企画・運営しようというコンセプ
トで、成人式を開催しています。ボランティアや出演者を募集し、
全10回にわたり、きめ細かな事前の運営準備を進めて当日を迎え
るというものです。
平成28年は「いざ、踏みだせ」というテーマのもと、1月11日

に船橋市民文化ホールにて開催され、有志による歌や楽器演奏な
どのパフォーマンスも披露されました。
松戸徹市長からは、大人の仲間入りした新成人に向け、お祝い

と激励の言葉をいただきました。

☆船橋産の旬の食材を食べて知る日　献立☆

『 生 の り の 佃 煮 』

わが校の給食自慢レシピ 大穴北小学校編 食材の産地は、
各学校のウェブ
サイトで毎日
公表しています。

大穴北小学校　栄養士　宮原　紀子

作り方
❶  生のりは洗って、しっかり絞っておく。
❷  鍋にだし汁を入れ、煮立たせてから生のりを加える。�
一度煮立ったら、中火にして10分間煮る。

❸ �調味料を加え、一度煮立てた後、弱火にして20分
間煮る。

❹ 柔らかさを確認して、煮汁をとばす。

材　料（4人分）
・生のり�……… 50グラム
・だし汁�……… 1/4カップ
・上白糖�………… 大さじ1
・塩�……………………少々

・しょうゆ�……大さじ1/2
・酒�……………大さじ1/2
・みりん�………… 小さじ1

いわしの
フライ

リンゴ おかか
和え

さつまいもの
味噌汁

ご飯
生のりの
佃煮

牛
乳

　市内全校で、平成24年度
より実施している「船橋食
材を食べて知る日」の取組
ですが、今年度より新たに
水産物が加わりました。
　大穴北小学校の今回の献
立は、1月から3月の旬の食
材に指定されている「のり」
を使用した献立です。「の
り」の中でも「生のり」を使っ
て給食室で手作りし、佃煮
にしました。
　今後も研究を重ね、船橋
の子供たちに「のり」の魅
力を伝えていけたらと思い
ます。

いざ、踏みだせ
!!

二十歳のアピール
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