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投映実施日

・一般投映－毎週土・日曜日  

・臨時投映－月曜日を除く夏季休業・

　　　　　　学年末休業、

　　　　　　５月３日～５日

　投映時刻　11：00 ～（幼児向け投映）

　　　　　　14：00 ～、15：30 ～

　　　　　　（一般向け投映）

※料金　大人420円、子ども210円

　（市内の中学生までは無料）

・特別投映－ 年３回実施。プラネタリウム

　　　　　　投映に合わせて、音楽鑑賞や

　　　　　　星のお話をします。（無料）

〈星を見る会〉年10回程度実施（無料）

〈天文教室〉年３回実施（材料費がかかる時もあります）

天文教室星を見る会

　市民の皆さんが利用できる「プラネタリウム館」

「教育支援室」などを紹介します。

教育相談班

特別支援教育班

適応指導教室「ひまわり」

プラネタリウム館

教育フェスティバル

　例年、11月上旬の土・日曜日に、教育フェ

スティバルを実施しています。

・科学論文・工夫作品展

・社会科作品展

・プラネタリウム投映

・映画会

・市立船橋特別支援学校 学校紹介・作品展示

・市立船橋高等学校 学校紹介･理科教室

・飛ノ台史跡公園博物館出前展示　など

※ 特別投映、星を見る会、天文教室の申し込みについては広報ふなば

し(毎月15日付号）をご覧ください。

　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。

　不登校児童生徒に対しては個別相談や小集団指

導による支援を行います。

　相談方法には、電話相談と来所相談があります。

　発達に遅れのあるお子さんなどの相談を行います。

☎422-7734

☎425-1277（峰台小学校敷地内）

☎422-9236

　不登校児童生徒（原則として小学５年以上中学３年生まで）の通所

施設です。午前中は学習指導、午後は集団活動を通して、学校への復

帰を目指します。

相談者用入り口
（正面左側）

総合教育センター全景投映機「コスモくん」

市立船橋特別支援学校紹介

科学論文・工夫作品展社会科作品展

行こうよ！ 総合教育センター

・この教育情報誌は、家庭や地域・学校が教育を進めていくための参考となるように、本市の教育に関する取組を紹介していきます。

・市立学校児童生徒のご家庭に配布する他、図書館・公民館などの公共施設にも置いてあります。

ガソリン
スタンド

ガソリン
スタンド八栄橋へ

芝山団地へ

吹上

飯山満入口

船橋市総合
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船橋警察署
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☎422-7732

教育支援室 お困りのことがありましたら各班へご相談を



３２

地域・学校 多彩なボランティア活動
樹木の剪定（三山中学校） 坪井小学区での活動

花の苗の植え付け（三山小学校） 高郷小正門付近での活動

そろばん指導 （三山東小学校）

児童への読み聞かせ
担任・ＡＬＴと一緒に活動

（古和釜小学校英語科学習サポーター）

フラワーアレンジメント（校内に飾ります） 劇の指導（峰台小学校学習サポーター）

ハンドレッドサンクス委員会の活動

　船橋市内の学校では、多くのボランティアの方々が、いろいろな分野で教育活動を支援してくださっています。

本号では様々なボランティア活動の様子を紹介します。

三山中学校区学校支援ボランティア

スクールガード

学生ボランティア

障害のある児童生徒を支援する市民ボランティア

大穴小学校ボランティア

　私たちは、このボランティア活動を楽しみにしていま

す。植栽、フラワーアレンジメントなどでは、経験者から

教わりながら作業をしています。学校からの依頼による、

池の水の循環ポンプや石油ストーブなどの修理は、技術を

持った人と一緒に行っています。

　無理をしないように計画を立て、グループごとに様々な

活動をしています。

　現在、会員が少しずつ増えてきています。

　教員を志望していますので、教育現場をしっかりと見たいと思い応募しまし

た。始めてみると、子どもとふれあうことはとても楽しいです。

  授業のサポートは、担任の先生の補助として、個別指導をしています。指導し

ていると、なかなかうまくいかないときもありますが、こうしたことを学生の段

階で経験できることは、とても良いことだと思います。

　学校の様子が良くわかり、効果的なボランティア活動ができる様に、学校支援地域本部会議を毎

月開催するように提案しました。すると、それにより、ボランティア団体ごとの横のつながりも強

くなりました。街で会っても気軽に挨拶ができるようになりました。この活動が街の活性化にもつ

ながっていくのではないかと思います。

　大穴小学校ボランティアは、平成16年に発足し、「できることをできるときにやる」

をモットーに、子どもたちの安全で快適な学校生活を支援しています。現在は35名の

会員が、次の６分野で活動しています。平成21年度の「千葉教育大賞（千葉日報社主

催）」を受賞しました。

　・植栽など環境整備　　　　　８名 　  ・交通（スクールガード）　 ６名

　・学習支援（習字・中国語）　 ４名　   ・児童への読み聞かせ      10名

　・フラワーアレンジメント    ４名　   ・図書整理                ３名

　学校支援地域本部は、学校の教育活動を支援するために、地域住民の学校支援ボラ

ンティアなどへの参加を調整し、全体をまとめるものです。いわば“地域につくられ

た学校の応援団”といえます。

　三山中学校、三山小学校、三山東小学校では、以前から、各学校でボランティア

団体が教育活動を支援してきました。平成21年度の指定をきっかけに、３校のボラン

ティア団体が集まり、学校支援地域本部を設立しました。現在、学校支援地域本部が

活動計画を立て、三山中学校区３校の支援の求めに応じられるようにしています。 　子どもたちの登下校の時間に合わせて、通学路や近くの公園をパトロールしなが

ら、子どもたちを見守る活動をしています。

　全小学校区で一斉に取り組むことで、“市全体で子どもたちを見守る”全市的な活

動をしています。

　以下に一例をあげます。

　多くのボランティアの方々が、広い範囲で、学校を支援してくださっています。

・スクールガード　　・行事のパトロール　・生け花（環境美化）　・通訳

・樹木剪定や草取り　・農園水田の管理　　・校舎や物品の修理　・図書整理

・授業補助　　　　　・読み聞かせ　　　　・学生ボランティア　・昔遊び　など

スクールガードの方から

・この場所は車の往来が激しいので、毎日立っています。

・雨の日や雪の日の方が危険なので、より注意しています。

・この子たちの成長が楽しみです。

・子どもたちを守ろうと始めた活動ですが、いつの間にか子どもたちから元気をも

らっています。

・この交差点を渡る子どもは38人で、全員よく知っています。

※ １つの小学校で複数の団体が登録していますので、団体数は332となっています。

　教員を目指す大学生が、小・中学校教員の指導の下で学習活動の支援をしています。

　　学習サポーター ………………… 小学校での国語・算数を中心とした学習支援

　　英語科学習サポーター ………… 小学校での英語の授業における学習支援

　　特別支援教育ボランティア …… 障害のある児童生徒の学習支援 

　船橋市教育委員会では、千葉大学教育学部、神田外語大学、千葉工業大学、東邦大

学理学部と「学習サポーター」の協定を結んでいます。また、千葉大学などと連携を

とり、「特別支援教育ボランティア」を小・中学校に派遣しています。

　船橋市教育委員会では、障害福祉ボランティア団体であるＮＢＦハンドレッドサン

クス委員会と連携し、市民ボランティアを学校に派遣し、障害のある児童生徒が学校

生活を円滑に過ごせるように支援しています。

　保護者や学校からは、「ボランティアさんたちがとてもよくしてくれるので、席に

座って課題に取り組めます」、「支援していただいた子どもだけでなく、他の子どもに

も良い影響が出ています」などの声が寄せられています。

　本年度は、10名のボランティアの方が活動しています。   

　※ＮＢＦは“ノン・バリア・イン・フナバシ”の略です。

（平成21・22年度文部科学省指定　学校支援地域本部事業）

（登録団体数332、登録人数　5,154人）

大穴小学校ボランティア　代表　山田　季
すえ

夫
お

さん

八栄小学校学習サポーター 　秋原　翔
しょう

さん

三山中学校区学校支援地域本部　代表　土
ど

橋
ばし

　省
しょう

三
ぞう

さん

※本部代表、各学校職員、コーディネーター、各ボランティア代表が参加し、学校支援地域本部会議を月

１回実施する。学校から子どもの活動報告とボランティアの要請を確認し、それによりコーディネー

ターを中心にボランティアの活動計画を立てる。

三山東小学校ボランティア
コーディネーター
グリーンボランティア
スクールガード
そろばん
環境整備木工
英語ゲーム
読み聞かせ
学校行事支援

三山小学校ボランティア
コーディネーター
学校支援団体
図書ボランティア
スクールガード
環境整備
学校行事支援

三山中学校ボランティア
コーディネーター
環境整備　植栽
環境整備　校庭
学校行事支援

　三山中学校区学校支援地域本部

ほぼ毎日
17％

週２日以上
31％

週１日以上
52％

スクールガード活動状況
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学区パトロール（市民の会・PTA） 地域交流会～バザー～

こども神輿（自治会）

環境整備（おやじの会） 

赤ちゃん講座（地区社協）

　元気に御輿を

担ぐ中学生を見

てとても感激し

ました。市民祭

りに中学生が参

加することは大

変意味のあるこ

とだと思います。

(地域の方より)

　帰るとき、パ

トロール中のみ

なさんとよく会

います。知らな

いお母さんから

「気をつけてね」

と声をかけられ

て、なんだか嬉

しかったです。

(生徒の声)

　いつも学校をきれいに

してくれて有難うござい

ます。掃除の後に一緒に

食べた焼きそばは普段よ

りおいしく感じました。

(生徒の声)

　慣れない手つ

きで、懸命に赤

ちゃんの世話を

する生徒達。普

段ふれあうこと

が少ない中学生

の素敵な面を見

ることができま

した。

(地域の方より)

船橋市立宮
みや

本
もと

中学校
学校の特色ある活動学校の特色ある活動

地域・保護者とつながり、豊かな心を育む
　宮本中学校は、創立63年目を迎え、地域や保護者の方々に支えられた学校です。地域交流会（バザー）をはじ

めとして、週２回実施のパトロール、市民祭りでのこども神
み

輿
こし

、校内環境整備、福祉体験活動、赤ちゃん講座な

ど、あらゆる場面で学校生活や生徒の活動をサポートしていただいています。地域、保護者、学校が一体となり、

生徒とつながることによって、豊かな心を育んでいきます。

今日もどこかで

　船橋市内には200以上の遺跡が存在します。埋蔵文化財調査事務所では、これら市内の遺跡が宅地造成などに
より壊される恐れがある場合、発掘調査をおこない記録を残す仕事をしています。発掘調査の成果は調査報告書
という形で主だった調査・研究機関、図書館などに配付し、船橋市の歴史を知る資料として役立っています。ま
た、出土した土器などは飛ノ台史跡公園博物館、郷土資料館の展示に活用されています。
� 埋蔵文化財調査事務所　副主査　石坂　雅樹

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。

正門脇の像と記念碑 朝のひとこま 人気の冒険広場校舎脇の野馬土手

運動場と校舎

前ま
え

原は
ら

小

学

校

二ふ

た

わ和

小

学

校

正門前から望む校舎

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

表紙カット　濱松　繁雄（前高根台中学校長）
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