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　平成 21 年 1 月から 8 年間にわたり教育委員を務めていただいた石坂 展代委
員が退任され、平成 29 年 1 月 17 日付けにて新しく、小島 千鶴委員が就任さ
れました。任期は平成 32 年 10 月 14 日までです。

松本 文化　教育長 鳥海 正明　委員
鎌田 元弘　教育長職務代理者 小島 千鶴　委員
佐藤 秀樹　委員

新教育委員紹介

小島 千鶴 委員

教育相談班　☎ 422-7734
　学校生活への適応と家庭における養育やしつけなどの相談に応じます。
特別支援教育班　☎ 422-9236
　特別な教育的ニーズのあるお子さんなどの相談に応じます。
適応指導教室「ひまわり」　☎ 425-1277（峰台小学校敷地内）
　不登校児童生徒を対象に学校生活への適応を援助する通所施設です。

教育フェスティバル　平成29年11月11日（土）・12日（日）に開催します

教育支援室　お困りのことがありましたら各班へ相談を
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　昭和 63 年 7 月に開所した総合教育センターは、今年度で開所 30
周年を迎えました。開所以来、プラネタリウム館をはじめ、総合教育
センター事業に多くの市民の方々にもご来所いただいております。昨
年度、10 月から 2 月まで外壁等の大規模改修が行われていた間は、
大変ご不便をおかけしましたが、お陰様でリニューアルしたセンター
となりました。今後も、気持ちよく利用していただけるようなセンター
を目指し、事業内容の充実に向けて努めてまいります。今号では、「プ
ラネタリウム館」や「教育支援室」などを紹介します。

開所30周年を迎えた
　船橋市総合教育センターの紹介

総合教育センター全景

科学論文・工夫作品展の様子（H28） 社会科作品展の様子（H28） 千葉工業大学のロボット実演の様子（H28）

投映等について
○一般投映・毎週、土、日曜日
○学習投映・毎週、火から金曜日
○特別投映・年 3 回
○星を見る会・年 10 回程度

プラネタリウム館

星を見る会の様子 投映機「コスモくん」

今年度は、毎号、「船橋市市制施行80周年記念ロゴマーク」をタイトルカットとします。
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船橋の健康教育

「いのち・こころ・人とのつながりを育む健康教育の充実」
～地域と連携した健康教育の在り方～

研究主題

船橋アリーナへ
スポーツ資料展示室・コーナーがオープン
4月22日（土）にオープニング記念事業を実施

平成 25年度	 千葉県健康教育優良校（学校安全）表彰
平成 27・28年度	 千葉県教育委員会　「学校保健分野」研究指定校
平成 28・29・30年度	 船橋市教育委員会指定　「健康教育」研究指定校

ー心の健康ー ー防災学習ー ー地域とのつながりー
〈3本の柱〉

農業体験で人・自然とのふれあい 船橋市総合防災訓練に参加 地区敬老会に吹奏楽部参加

「未来への道1000㎞横断リレー」に参加 防災訓練で避難所設置 地域で清掃活動

船橋市ゆかりの
アスリートたち

船橋市体育協会 船橋市立船橋高等学校

千葉ジェッツ コーナー クボタスピアーズ コーナー吉澤野球博物館資料展示室

オープニングセレモニー（テープカット） 船橋市と野球殿堂博物館との協定調印式 松戸徹市長と葊瀬信一野球殿堂博物館館長

湊 中 学 校 の 取 組

コ ー ナ ー 紹 介

　船橋市では、「教育振興ビジョン及び後期教育振興基本計画」の中で「推進目標 2	健康教育の	
推進」を掲げています。平成28年度からは、はじめて中学校を健康教育研究指定校としています。
　研究指定校の湊中学校では、じょうぶなからだづくりから、さらに、いのちの大切さの視点に
も目を向け、地域との連携による防災学習も実践し、人とのつながりを育む健康教育の充実に取
り組んでいます。

認知症サポーター養成講座を実施 地域合同心肺蘇生法講習会

これまでの実践の成果
　様々な取り組みの結果、生徒の
意識変化にも成果が表れていま
す。hyper-QU テスト（よりよい学
校生活と友達づくりのためのアン
ケート）を全学年で実施し、学級
生活満足度群で、全国平均を 13％
上回りました。この結果は、「いの
ち・こころ・人とのつながりを育む
健康教育の充実」が図られている
成果のひとつと捉えています。

　明治から昭和にかけての東京六大学野球を中心とした野球資料を紹介する「吉澤野球博物館資
料展示室」が 4月 22日（土）に船橋市総合体育館（船橋アリーナ）にオープンしました。展示
室は約 50平方メートル。船橋市内に個人で野球博物館（現在は閉館）を開いた、故・吉澤善吉
氏から寄贈された資料の中から約 70点が展示されています。プロ野球黄金時代を築いた水原茂
氏や長嶋茂雄氏ら関連の品も展示。オープンイベントでは、船橋市と野球殿堂博物館（東京）と
の協定調印式、元プロ野球選手の江川卓氏、高木豊氏による記念トークショー、市立船橋高等学
校吹奏楽部による記念演奏が行われました。

市立船橋高等学校吹奏楽部による記念演奏 江川卓氏と高木豊氏による記念トークショー

　船橋市を本拠地とするジャパンラグビー
トップリーグ所属のクボタスピアーズを紹
介するコーナーと市立船橋高校や船橋市ゆ
かりのスポーツ選手、船橋市体育協会を紹
介するコーナーもサブアリーナ棟に設けら
れました。昨年 9月に、メインアリーナ棟
に設置されたプロバスケットボールチーム・
千葉ジェッツコーナーと合わせ、それぞれ
のコーナーで船橋市のスポーツの魅力を紹
介しています。

アリーナ内の各所にスピアーズ・
市立船橋高等学校等の
紹介コーナーも同時開設
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千葉県教育奨励賞受賞者

船橋小学校
教諭

山田　弘美

特別支援教育

法典西小学校
栄養教諭

口野　佳奈

食育指導

法田中学校
教諭

志賀　千秋

教科指導・国語

習志野台中学校
教諭

永倉　敬子

教科指導・家庭科

古和釜中学校
教諭 山﨑　貴光

（現・指導課 副主査）

生徒指導

文部科学大臣優秀教職員表彰受賞者

習志野台中学校
主幹教諭

齋藤　浩司

特別支援教育

宮本小学校
事務長 鳥光 眞子

（現・飯山満南小）

学校事務推進

葛飾小学校
教諭

木内　紀子

教科指導・音楽

薬円台小学校
主幹教諭

小林伊津子

教科指導・英語

坪井小学校
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。この事業は、昭和
41 年から始められ、これまで、820 編以上の応募数がある長い歴史を持つ事業です。
平成 28 年度は、第 52 回目となり、教科、道徳、特別支援教育、ICT 活用、食育、アクティ
ブ・ラーニング等、多岐に渡るテーマでの応募がありました。2 月 21 日には、各賞の
表彰式が行われました。 ※敬称略

教育研究論文 
― 第52回

●教育長賞
　若松中学校
　教諭　齋藤美夏
　（現・湊中学校）

●優秀賞
・船橋特別支援学校
　栄養教諭
　宮沢　芽意
・三咲小学校
　教諭
　富田　成美
　（現・井上・若松小）

●優良賞　
・八栄小学校 教諭
　高橋優理子
・法典西小学校 教諭
　佐藤　悟美
・大穴小学校 教諭
　小林美佳子
　（現・市場小）
・豊富小学校 教諭
　伊藤　　潤
　（現・大穴小）

●奨励賞
・船橋小学校 教諭 西川幸太郎（現・萱田南小）
・船橋小学校 教諭 大坪　有樹
・湊町小学校 教諭 小川　　誠
・海神小学校 教諭 樋口　翔一（現・浦安小）
・西海神小学校 教諭 鎌形　彰裕
・八栄小学校 教諭 若松　祐次
・三咲小学校 教諭 岩田　大智
・三咲小学校 教諭 相馬沙也香
・咲が丘小学校 教諭 天野　結美（現・丸山小）
・法典小学校 教諭 伊達　未起（現・世木田・茨城県）
・法典小学校 教諭 小川　裕哲
・三山東小学校 教諭 室　正太郎（現・市川児童相談所）
・高郷小学校 教諭 岩城　節臣
・金杉台中学校 教諭 高橋　憲史
・七林中学校 教諭 阿部　菜穂
・習志野台中学校 主幹教諭 齋藤　浩司

教育長賞受賞の声
　この度はすばらしい賞をいただ
き、感謝申し上げます。「一人一人
が活躍する学校」という学校スロー
ガンのもと、その実現を目指して生
徒会活動を行ってきました。生徒に
恵まれ、活発になった生徒会活動を
実践としてまとめたものです。この
ような実践ができたのは、チームの
ような温かな校風のおかげに他なり
ません。これからも本実践で取組ん
だリーダー育成を基盤に、より自治
的で、生徒同士の協働の中で、主催
者としての社会参画力が育つ生徒会
活動を、生徒と共に実践していきた
いと思います。

『大豆とごぼうの揚げ煮』
わが校の給食自慢レシピ 夏見台小学校編 ※�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。

栄養教諭　木村　彩

＜レシピ紹介＞
　成長期にある小学生に必要な栄養素がとれる献立です。
大豆は「畑の肉」とも呼ばれ、良質なたんぱく質や鉄分を
多く含みます。ちりめんじゃこはカルシウムを多く含みま
す。「ごぼう・大豆・ちりめんじゃこ」と食材の名前だけ
聞くと、苦手意識をもってしまう児童もいるかもしれませ
んが、油で揚げて甘辛のタレを絡めることによって、スナッ
ク感覚で食べられる献立です。

作り方
❶�大豆を一晩（8時間以上）水につけ、ザル
にあげて水を切っておく。

❷�ごまをから炒りする。
❸�Aを鍋に入れ、煮溶かす。
❹�大豆にかたくり粉をまぶし、低めの温度
の油で揚げる。

❺�ごぼうの水を切り、かたくり粉をまぶし
て油で揚げる。

❻�ちりめんじゃこを油で揚げる。
❼�揚げた大豆・ごぼう・ちりめんじゃこ
に、❷と❸を混ぜる。

材　料（4人分）
ごぼう（ささがきにしてアク抜き）���1/3本（60g）
乾燥大豆���������������� 26g
かたくり粉��������������� 適量
ちりめんじゃこ������������� 16g
油（揚げ油）��������������� 適量
三温糖���������� 大さじ1（9g）
こいくちしょうゆ���� 大さじ1/2（9g）
本みりん��������� 小さじ1（4g）
白いりごま�����������小さじ2（6g）

表彰式での集合写真（平成29年2月21日）

表彰―平成28年度
　文部科学大臣による優秀教職員表彰の受賞者、千葉県教育奨励賞の受賞者が決定し、
それぞれ、平成 29 年 3 月 6 日（月）、3 月 27 日（月）に表彰式が行われました。
 ※敬称略

日本女子大学
教授  坂田　仰

坂田審査員長の講評
　今回の教育研究論文では、平成 28
年 12 月に、中央教育審議会が示した
学習指導要領改訂の方向性と重なる部
分が多く、応募者の多くが、教育界全
体の動向にも目を配り、日々研鑽に取
り組んでいることが理解できます。学
校を取り巻く環境が大きく変化し、教
職員の多忙化が進む中ですが、船橋市
の未来を創造する活動として、今後に
おいても一層の奮起を期待したいと思
います。

牛乳

ビビンバ
ワカメ
スープ

A

大豆と
ごぼうの
揚げ煮

いちご

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
☎ 047-434-6811　火曜日～金曜日　10 時～ 15 時


