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　毎日15分ほどのクロッキー（略画）から部活動が始まります。その後、

今は鉛筆デッサンに取り組んでいて、花や人物を描いています。週１回

のイラストデーは、一番楽しみにしている日で、部員それぞれが、好き

な絵を描いています。作品をまとめてイラスト集にする予定です。

　今年は「基礎的な技能を磨き、内容のある部展を開く」を目標に掲げ

ました。校内美術部展に向けて、部員一同毎日頑張っています。

　活動は校内の隅々を綺麗にし

たり、花を植えたりすることで

す。また、みんなが集めてくれ

たベルマークの集計もします。平

成18年度には、生徒会と協力し

てベルマークで近隣の老人ホー

ムに車いす２台を寄付しました。

　年２回の科学

部研究発表会に

向けて、学習課

題別のグループ

に分かれて研究

しています。

　中学校には様々な部活動があります。興味や関心を同じくする同好の生徒が集まり、顧問の

指導の下で、自発的・自主的に活動しています。今回は市内中学校の４つの文化系の部活動に

ついて、生徒が生き生きと活動する様子を部長に紹介してもらいました。

美術部・芝山中学校　部員数24名

ボランティア部・三山中学校　部員数８名 科学部・海神中学校　部員数32名

演劇部・ 前原中学校　部員数42名

　市内の発表会や校内公演など年に３～４本の劇を上演します。練習は発声と柔軟体操の基礎練習から始まりま

す。劇の練習だけでなく、衣装・大道具・小道具・音響の準備もします。部員全員で一つの劇を作り上げ、見る

人の心に響いた時、達成感は最高になります。私たちは演劇が大好きです。

※�８月１・２日に「船橋市中学校演劇部夏の発表会」が開催さ

れました。“命の大切さ”、“思春期の娘と父親との関係”等

のテーマを、中学生らしいみずみずしい感覚で表現し、観客

は劇の世界に引き込まれていました。３年生にとっては最後

の発表会であり、集大成の熱演でした。

　�　学校演技賞に輝いた宮本中学校演劇部は「全国演劇指導者

発表会記念公演」に出場しました。(写真：左)

動きのある発声練習 衣装づくり 通し練習 発表会

個性が輝く中学校部活動（文化系部活動）

窓 清 掃

クロッキー
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季節感あふれる中庭

英語で折り紙の説明

オーストラリア語学研修

文系コース（２年次より編成）

留学教育コース  （１年次より編成）

ステップアップ!!　船橋市立船橋高等学校

理系コース（２年次より編成）

恵まれた環境とトップレベルの施設・設備

部活動一覧　（同好会・愛好会を含む）

モロー高校への留学

モロー高校との短期交換留学 小学生との交流

西安市友好校との交流
モロー高校からの留学生

進路状況　（平成19年度卒業生）

１年次 国内語学研修 短期留学生受け入れ

落ち着いた雰囲気の書道室

ホームステイ先の家族と会食

３つあるコンピュータ室

さわやかちば県民プラザでの学習

３つある体育館 全国レベルの吹奏楽部

サッカー部 ２年連続インターハイ優勝（通算６回目）

オーストラリアからの留学生 モロー高校

祭り寿司作り 歓迎の全校集会

科学愛好会の科学教室

山中湖でのキャンプ実習

地元企業での現場学習

カリフォルニアの遊園地

剣道体験 お茶で歓待

商業科のコンピュータ指導

運動系 文化系

野球 サッカー 吹奏楽 書道

陸上長距離（男・女） 陸上短距離(男・女) 茶道 美術

バレーボール（男・女） バスケットボール(男・女) フォークソング 地学

水泳（男・女） 体操(男) 演劇 合唱

ラグビー 柔道(男) 写真 文芸

剣道（男・女） テニス(男・女) ＪＲＣ 簿記

ダンス ソフトボール(女) 科学 華道

バドミントン（男・女） ソフトテニス(男・女) 商業研究 情報処理

弓道（男・女） クッキング 工房研究

大学 短大 専門学校 就職 その他

 普通科　(234名) 113名 28名 62名 10名  21名

 商業科  ( 73名) 12名 11名 23名 17名 10名

 体育科  ( 76名) 48名 2名 9名 13名 4名

 進路別割合 (％ ) 45.2％ 10.7％ 24.5％ 10.5％ 9.1％

　毎年、小学生との交流行事を実施しています。

　西安市の友好校である第八十五中学校の生徒11名が７月14
日に来校し、交流を深めました。

　船橋市の姉妹都市アメリカ・ヘイワード市のモロー高校と
短期交換留学を毎年実施しています。希望者は学科・学年の
区別なく参加できます。

１�　運動技能を培うとともに、スポーツ栄養・傷害等、

スポーツサイエンスを学びます。

２�　野外実習や運動部活動の経験から豊かな人間性が身

につきます。

１�　高度な資格（簿記・情報処理・商業経済）が取得で

きます。

２�　進学・就職に対応できる英語力やビジネスマナーも

身につきます。

３　実際の職場を想定した実践的な指導を行います。

校章のαはギリシャ文字の最初の文字で未知数－無限の発展を意味し、

また、「高」の形に丸味を持たせたのは円満を表現したものである。

１　充実した教育課程 

　リーディング・ライティング・スピーキング・リスニングの力を

伸ばし、自然な形で英語の習得を可能にします。

２　少人数制・ＡＬＴ（外国語指導助手）の授業

　英語の授業ではクラスを２つのグループに分け、少人数制を採用

しています。また、年間を通しＡＬＴが２名以上在籍し、日本人教

師とのチームティーチングに携わっています。

３　国内・海外留学

　留学教育コース最大のイベントは海外語学研修です。まず、１年

次では、集中研修として３日間の国内語学研修を実施します。２年

次の夏休みに３週間、南オーストラリア州アデレード郊外のマレー

ブリッジ高校等３つの高校で、現地高校生たちと交流を深めます。

４　留学支援　　高校在学中および卒業後の留学を支援します。留学で必要なＴＯＥＦＬの受験対策も行います。

　多様な進路選択に対応

できる教育課程です。

　文系の大学はもちろ

ん、医療・看護系への進

学も視野に入れた選択科

目を履修できます。

　理科、数学に手厚い教育課

程です。

　理・工系大学への進学を念

頭に置き、受験対策にとどま

らず大学入学後の学習にも対

応できる学力の養成を目指し

ています。

○体育・スポーツの専門性の向上
　心身のバランスのとれた全人教育

○資格・進路に対応した選択制の導入

○個性を伸ばす多彩なカリキュラム

〈トピックス〉  現３年生より英語能力試験に合格すれば、学費などの優遇措置により、ヘイワード市のカリフォル

ニア州立大学イーストベイ校に入学できるようになりました。募集人数は毎年１名で期間は４年間で

す。全国でも類を見ない制度です。

　大学生になりカナダに留学しました。全く違

う生活環境の人と、英語で意見の交換をしたこ

とが強く心に残っています。その時に、英語を

学んでいて良かったと実感しました。

　中学生の時、英語は好きでしたが、得意では

ありませんでした。留学教育コースで学習する

ようになってから、徐々に英語の力がついてき

ました。このコースと先生方にとても感謝して

います。

　英語に興味を持っている中学生は、ぜひ留学

教育コースを進学先の候補の一つにしてくださ

い。英語を学んでおいて後悔するようなことは

絶対ありません。

　創立51年の伝統をふまえ、さらにステップアップしている市立船橋高校

を紹介します。

卒業生から

在校生から 在校生から

在校生から

在校生から

　市船はスポーツで有名です

が、部活だけでなく勉強にも

熱心に取り組んでいます。大

学受験を目指して早くから準

備を始める人もいます。ま

た、選択授業が多く、好きな

分野を学ぶことができるた

め、より深く、楽しく勉強す

ることができます。

　理系のクラスは、毎日、

理数の授業があります。少

人数制をとっているので、

わからないことをすぐ質問

することができます。ま

た、修学旅行ではノーベル

賞受賞者が勤務する企業を

見学するなど充実した学校

生活を送っています。

　市船の商業科は、多くの資格を

取得することができ、進学や就職

の時にとても有利になります。私

は、簿記検定、珠算、電卓実務検

定１級を取得しました。友人は、

珠算の県大会で３位に入賞し、全

国大会に出場しました。

　体育科では、キャンプ実習やス

キー実習があり、仲間との深い交

流を図ることができます。また、

授業では体育の専門的な知識が得

られ、部活動などに生かすことが

できます。

商 業 科

普 通 科

体 育 科

特色ある３つの学科 個性を生かし、大きくのばす！



４

今日もどこかで

　博物館は、遺物を展示・紹介するだけではなく、遺跡や資料に関する調査研究活動、体験学習やワークショッ
プ活動等の教育普及活動、各種講座等による市民の学習機会を提供しています。そのような活動の中で、地域の
歴史や遺物にふれたときの子どもたちのキラキラ輝く瞳、講師の話を聞く市民の皆様の真剣なまなざしをみるこ
とができます。これからも市民の皆様に多くの感動や発見が与えられるような博物館を目指していきたいと思い
ます。� 飛ノ台史跡公園博物館　副主幹��近�邦夫

ふるさと・学校ふるさと・学校ふるさと・学校
シリーズ

このコーナーでは、各学校の心に残るスポットを

写真で紹介しています。

植え込みのある玄関前 メタセコイヤ通り 正門からの登校風景

船橋市立金杉小学校

表紙カット　高根台中学校長　濱松　繁雄

手作りのモアイ像

学校の特色ある活動学校の特色ある活動

～地域の方々と一緒に～　咲かそう船橋市の花『ひまわり』

　『船橋市農業士等協会』から土地の提供、耕運機による作業、児童への指導等の全面的な協力

をいただき、父母と教師の会や地域の方々と一緒に美しいひまわりの花を毎年咲かせています。

　７月の金杉フェスティバルではその花畑に迷路をつくり、地域の方々とともに盛夏の一日を満

喫しました。

珍しい蜂
は ち

の巣形の校舎

法
典
東
小
学
校

三

山

中

学

校

『心の３本柱（あいさつ・合唱・ボランティア）』を表す昇降口

ひまわりと金杉小

みんなで種まき 大変な草取り ひまわりの迷路五輪の図案

　金杉小では毎年３年生から６年生全員でひまわりの種をまきます。間引きや草取り

も協会の人に教えてもらいながらやりました。６月26日にはひまわり畑の中に３年生

全員で迷路をつくりました。迷路になる場所に生えているひまわりを抜くのです。

「抜かれるひまわりはかわいそうだな」と思いました。オリンピックの年なので、迷

路の図案は五輪です。５万本のひまわりは２ｍくらいの高さになりました。

　７月12日の「金杉フェスティバル」では金杉小のみんなや地域の人たちがひまわり

の迷路を楽しんでくれました。暑くて汗びっしょりになりましたが、たくさんの人が

喜んでくれたのでとてもうれしかったです。�� （３年児童）

引きこもりの子どものことでお悩みの方は、《�ふれあい「夢のふなっ子」�》にご連絡下さい�緯047-434-6811
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