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第一の矢
単位制の導入

～進路希望に応じた多様な
選択科目の設置～

第二の矢
新たなコースを設置

～進学に特化したαコース
と国際教養コース～

市立船橋高等学校 赤熊 一英 校長
全国的にも「いちふな」の愛称で
知られる本校が、さらに発展でき
るよう進化を遂げます。

　普通科の学区を、現在の船橋市全域から、市
内の県立高校と同様の学区に変更します。
　平成 29 年度入試（28 年度実施）以降、次
の市町から受検できます。
第 1 学区　（千葉市）
第 2 学区　（ 船橋市、市川市、松戸市、習志野市、

八千代市、浦安市）
第 3 学区　（ 野田市、柏市、流山市、我孫子市、

鎌ケ谷市）
第 4 学区　（ 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里市、印旛郡
栄町、印旛郡酒々井町）

※ 商業科・体育科は、今までと変更なく県内全
域から受検できます。

激変する時代の多様なニーズに
応えるグローバル人材を育成

第三の矢
学区拡大

～普通科の学区を拡大～

第四の矢
市内中学生優先入学制度

～市内外の生徒が
互いに高め合う場を提供～

平成29年度から市
い ち ふ な

立船橋が変わる
～ 新生「いちふな」が放つ四本の矢 ～

第1回 8月23日（火）・24日（水）　　第2回 10月22日（土）　　第3回 11月19日（土）
※学校説明会の案内は 6 月下旬に市内各中学校に送付します。

市 立 船 橋 高 等 学 校・ 学 校 説 明 会 の 予 定
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○�「船橋応援！いちふなっしータオル」の発表会（3月16日）
　 　昨年 4 月から、商業科の授業の一環として市内のスポーツを盛り上げ

る商品を開発しようと企画され、4 種類制作されました。
○�「市立船橋アスリートウォーター」が船橋産品ブランドに認証
○行田地区に市立船橋高等学校のテニスコートが完成
○3月に402名が卒業　4月に405名が入学

○関東大会出場部活動速報（5月15日現在）
　 陸上競技部・男子バレーボール部・女子バレーボール部・体操競技部・男

子バスケットボール部・女子バスケットボール部・柔道部・剣道部・ソフ
トテニス部

市立船橋高等学校ニュース

平成 27年度　卒業生進路先一覧
学科（生徒数） 大学 短大 専門学校 就職（公務員） その他
普通科（242 名） 117 名 20 名 75 名 17 名（3 名） 13 名
体育科（80 名） 58 名 4 名 8 名 10 名（2 名） 0 名
商業科（80 名） 38 名 3 名 23 名 12 名（2 名） 4 名
進路別割合（％） 53.0％ 6.7％ 26.4％ 9.7％ 4.2％

「いちふなっしータオル」の発表会

市立船橋高等学校のテニスコート

タイトルカット　石村　育子（八木が谷中学校　教諭）
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基本とする『船橋の教育』の概要1 留意する4つの取組2

船橋市教育大綱
～船橋市の未来のために～

　教育大綱とは、平成 27 年 4 月 1 日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
に基づき、市長が教育委員会と協議・連携を図り、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合
的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めたものです。
　船橋市では、平成 27 年 10 月、第 3 回船橋市総合教育会議において「船橋市教育大綱」が策
定されました。以後、教育大綱で定めた基本方針を市長と教育委員会の双方で尊重し、教育委員
会でも教育に関する施策を推進、事務事業の執行及び管理に努めています。

教育大綱とは

　今後の教育施策は、教育振興のための施策に関する基本計画として策定された『船橋の教育ー
教育振興ビジョン及び後期教育振興基本計画ー』を確実に推進することを基本とします。
　また、特に留意する事項として、4 つの取組に力を入れていきます。

大綱の基本方針

2つの教育目標

登下校の安全を見守る
スクールガードのみなさん

358団体・5,804人が活動に参加！（平成28年4月現在）

【社会状況の変化を受けて力を入れていく取組】

地域の教育力の向上
を図り生涯学習社会
を実現する

社会の中で協調し自
立できる子供を育成
する

目標実現に向けた8つの基本方針

【子供たちと船橋とのつながりを
　より一層強化していく取組】

○地域の教育力向上を図ります                  
○学ぶ意欲を育て確かな学力の向上を図ります
○豊かな心を育成し社会性を高めます
○ 健やかな体つくりを進め体力の向上を図ります
○ 教職員の力量を高め指導力を発揮できる環境

をつくります
○ニーズに応じた支援の充実を図ります
○安全・安心で質の高い教育環境を整備します
○市民の期待に応える教育体制を実現します

❷主権者教育の研究と導入
　選挙権年齢の引き下げを受け、将来、社会の中で協
調し自立できる子供を育成するため、主権者としての
自覚を培う教育の研究を進め、導入していきます。

体力向上の取り組み ICTを活用した学習

❶�「ふるさと船橋」への
思いの育み

　船橋で育つことが子供
たち一人一人の心の中で
大きな意味を持つように、
船橋の歴史、自然や文化
などを学ぶ機会を充実さ
せ、故郷である「ふるさ
と船橋」を誇りに思い、
大切にする気持ちを育む
教育を推進していきます。

船橋をテーマにした社会科作品
の展示会（平成27年度・市役所）

❷�学校教育と社会教育
の連携

　学校と公民館など、学
校教育と社会教育との連
携をより一層強化し、子供
の頃から生涯にわたって
学ぶ意欲を育むとともに、
子供たちが地域社会の大
切さを学べるように地域
活動に主体的に関わる機
会を充実していきます。 千人の音楽祭（アリーナ）

❶�経済的に困難な状況の子供たちへの学習機会
の拡充

　家庭の経済的状況の影響を受けることなく、子供たち
の学びたい気持ちに応えられるように、学習する機会を
得ることができる環境を整えていきます。

　小室小学校スクールガードの活動は、朝 7 時頃から、通
学路毎に登校時の安全を見とどけた後、2 グループに分かれ
て学校敷地内の見回りと地域の巡回パトロールを行っていま
す。8 時頃に再度、正門付近に集合し、安全確認と校長の話
で終了となります。

　全校児童数が 1,000 人近い宮本小学校では、住宅が密集
し道幅の狭い通学路や通学・通勤者で混雑する駅周辺の安全
を、多くのスクールガードの皆さんが見守っています。連絡
調整会議で出された意見は校内職員に伝え、全校児童にも安
全について注意喚起を促しています。

児童生徒が不審者に遭う件数が大幅減少！
平成17年度・192件
スクールガード活動開始前

平成27年度・53件
スクールガード活動開始から9年後

毎月実施！　スクールガードリーダー研修会！

宮本小学校の活動紹介 小室小学校の活動紹介

　船橋市では、平成 18 年からスクールガード活動を実施していますが、同時に、スクールガードリーダーの活動も始めました。
現在、元警察官、元教員など 11 名が活動しています。スクールガードリーダーは、学校防犯に関わる方々及び市立小・中学
校に対して、よりよい防犯活動を行うための指導、援助、評価を専門家の立場で行う指導員です。毎月開催されるスクールガー
ドリーダー研修会では、最新の不審者情報の把握をしたり、防犯活動について活発な意見交換を行ったりしています。

スクールガードリーダー研修会

松岡さんは、宮本小
学校等、小学校 6 校、
中学校 3 校を担当し
ているスクールガー
ドリーダーです。自
分の身は自分で守る・
多くの目で見守る・
情報収集に努めるこ
とが大切であること
を呼びかけています。

加藤さんは、小室小
学校等、小学校 5 校、
中学校 2 校を担当し
ているスクールガード
リーダーです。地域の
方やスクールガードの
方々で構成されている
各学校の調整会議で
は、より具体的な助言
をしています。

スクールガードリーダー
松岡　毅さん

スクールガードリーダー
加藤　隆さん
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船橋市の年次別のスクールガード登録者数と不審者情報件数の推移
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小室小学校
（現・芝山東小）
教諭　千田　馨

【特別支援教育】

葛飾小学校
（現・八栄小教頭）
教諭　中村大地

【教科指導・理科】

法典東小学校
教諭　木下圭子

【教科指導・保健体育】

習志野台中学校
教諭　齋藤浩司

【特別支援教育】

宮本小学校
事務長 鳥光眞子

【学校事務推進】

高根東小学校
（現・葛飾小）
教諭　木内紀子

【教科指導・音楽】

古和釜小学校
（現・薬円台小）
主幹教諭 小林伊津子

【教科指導・英語】

峰台小学校
（現・坪井小）
教諭　近藤康子

【教科指導・保健体育】

　船橋市では、教育研究論文を市内の教職員から募集しています。昭和 41 年か
らの長い歴史を持つ事業です。ここ数年、応募数が増え、平成 27 年度はここ 20
年間で最多数となりました。 （敬称略）

教育研究論文 
― 第51回

表彰―平成27年度
　船橋市には、熱心に研修を重ねている教職員が多く、日々の指導に生かされ
ています。文部科学省、千葉県教育委員会でも優れた成果等を挙げた教員を表
彰することで、教員の意欲をさらに高めています。

●教育長賞
　高根東小学校
　　飯島　彩子（現・葭葉彩子）

●優良賞　
　・若松小学校
　　　中澤　悠紀
　・三咲小学校
　　　市毛　有美
　・芝山西小学校
　　　谷川　一仁

●優秀賞
　・三咲小学校
　　　尾上　哲史
　・法典西小学校
　　　町田　竜太
　・法典西小学校
　　　口野　佳奈

●奨励賞
　・船橋小学校 佐藤　圭一
　・湊町小学校 小島瑠理子
　・市場小学校 市原　果林
　・西海神小学校 荻野　克利
　・葛飾小学校 藤巻　正哉
　・葛飾小学校 加瀬谷雄生
　・葛飾小学校 石田　朋子
　・小栗原小学校 熊木千佳子
　・三咲小学校 中村　博明
　・三咲小学校 佐藤　脩平
　・法典小学校 田中　基紀
　・芝山東小学校 吉川　泰斗
　・田喜野井小学校 田中　邦治
　・法田中学校 飯沼　樹里
　・御滝中学校 伊勢﨑　済
　・二宮中学校 竹之内裕美
　・船橋特別支援学校 塩田亜沙美
 永井　美紀

表彰式での集合写真
（平成28年2月16日）

教育長賞受賞�
飯島�彩子　教諭の声

審査員長�
坂田�仰　教授の講評

「平成 27 年 12 月、中央教育審
議会が打ち出したのが『チーム
学校』。その実現に向けて環境
の整備が急務です。船橋市の学
校において『チーム学校』を実
現するためにも来年度は、一般
教員以外の教職員にも多くの応
募を期待しています。」日本女子大学教授

坂田　仰
高根東小学校
飯島　彩子

「この度は、教育長賞という素晴らしい賞を
いただき、心より感謝申し上げます。理科が
好きな児童の育成を目指して研究を進めてき
ました。小学校第 5 学年の電磁石を使った魚
釣りの活動を通して、自分の意見を伝えたり
考えたりする力を伸ばすための実践と成果を
研究論文としてまとめました。若い先生方に
もぜひ参考になればと思います。」

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

★�だしの旨味と具の旨味が「生揚げ」にたっ
ぷり染みこみおいしく仕上がります。中
に詰めた具が落ちないよう、しっかり詰
めて煮るのがポイントです。

★�お肉の量はそれほど多くありませんの
で、とてもヘルシーですが、おかずとして
のボリュームはしっかり感じられます。

★�小さなお子様からお年寄りまで喜ばれる
一品です。

ポイント

『生揚げの肉詰め煮』
わが校の給食自慢レシピ 船橋中学校編 ※�各学校の食材の産地は、�

毎日各学校のウェブサイト�
で公表しています。

船橋中学校　栄養士　髙橋　仁美

広くきれいになったランチルームでは、全校生
徒1106人がゆったり座って食事ができます。

作り方
❶��削り節でだしをとる。
❷ 生揚げは1/2に切る。
❸  豚もも挽肉～酒までをよ
く混ぜ合わせ、具を作る。

❹  生揚げに切り込みを入
れ、具を詰める。

❺  鍋にだし汁と調味料を煮
立て、生揚げを入れ味が
しみるよう煮含める。

❻  煮えた生揚げを取り出し
た後に、煮汁に水溶き片
栗粉を加え、とろみを付
けて生揚げにかける。

材　料（4個分）
生揚げ‥‥‥‥‥‥‥2枚
豚もも挽肉‥‥‥‥ 72g
長葱（みじん切り）�‥ 16g
生姜（汁）�‥‥‥‥ 少々
片栗粉‥‥‥‥‥‥ 1.6g
卵‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
塩‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
しょうゆ‥‥‥‥‥‥ 2g
酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2g

削り節‥‥‥‥‥‥‥ 8g
水‥‥‥‥‥‥‥‥ 140g
三温糖‥‥‥‥‥‥ 14g
しょうゆ‥‥‥‥‥ 24g
酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6g
みりん‥‥‥‥‥‥‥ 6g
片栗粉‥‥‥‥‥‥ 1.6g
水‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.2g

具

だ
し
汁
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味
料

牛乳
生揚げの肉詰め煮
ごまみそ和え
ミニトマト

フルーツ
ヨーグルト

沢煮わん小女子
ごはん


