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　市立船橋高校は、アメリカヘイワード市のモ

ロー高校と姉妹校提携を結び、20年にわたって交

流活動を行ってきました。今年は、７月13日（金）

から26日（金）の期間で市船生との様々な交流を

行う中、７月20日（金）には「姉妹校提携20周年

記念式典」を開催しました。また、８月15日（水）

から29日（水）の期間に、市船高校の生徒３人

がモロー高校を訪ね、授業やホームビジットなど

の貴重な体験をしました。このような活動を通し

て、国際感覚の育成や、英語力の向上を図ってい

ます。

　留学生には自宅に滞

在してもらいました。

８月には私がモロー高

校を訪問しました。英

語はあまり得意ではあ

りませんが、これから

は英語の習得がとても大切になってく

ると思うので、これをきっかけに一生

懸命勉強したいと思います。

� （菊池　晴奈さん　１年生）

　市船の先生や生徒は

とても礼儀正しく、活

動的だという印象をも

ちました。スポーツ

や楽器演奏での活躍の

他、生け花や書道など

の日本の伝統も大切にしていることに

感動しました。今回の体験を活かし

て、国際理解に貢献できる仕事をした

いと思います。

�（エイプリル　ラットさん　３年生）

　船橋市と西安市は昭和63年に交流が開始され、長期にわたって友好関係を深めてきました。今年は７月９日（月）か

ら13日（金）の間、大雁塔小学校、育才中学校、第八十五中学校の児童生徒・引率者総勢53名が船橋市を訪問しました。

　今年は貴重な天文現象が数多く見られる年です。そこで総合教育センター内ではプラネタリ

ウム館においてさまざまな催しを行っています。

「金環日食を見る会」では、雲間に見えた太陽に歓声が上がりました。

商業科の紹介

　商業科は専門科目の学習を通して社会人としての基礎力の養成を目指しています。そのため、専門的な知識は勿論、ビ

ジネスマナーの習得に力を入れています。また、進路実現への意識付けを目的とした、現場実習などを行っています。進

学希望者の増加に伴い、大学進学に対応できる教育課程を編成しています。

船橋市立豊富小学校
学校の特色ある活動学校の特色ある活動

　豊かな自然に恵まれた本校は、地域の特徴を生かした教育活

動を進めています。全校児童によるサツマイモの栽培や低学年

の生活科の学習では、地域の方の積極的なご支援により、充実

した活動が行われています。また、児童の登下校時には、スクー

ルガードの方にご協力をいただいています。

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

平成23年度進路状況
学科� 生徒数 大学 短大 専門学校 就職 その他
普通科� �(239名) 119名 22名 74名 �10名 14名
体育科� (�78名) 53名 5名 4名 13名 3名
商業科� (�79名) 33名 6名 19名 15名 6名
進路別割合��(％ ) 51.8％ 8.3％ 24.5％ 9.6％ 5.8％

20年の歴史 モロー高校との交流
船橋市立船橋高等学校

人と自然に恵まれて

中 庭

記念式典

留学生によるスピーチ

海苔店での現場実習

宮本小での実習 珠算・電卓千葉県大会において優勝し、県代表として
全国大会に出場しました。その結果、長谷川勇太君（左
から２人目）が個人総合２等の成績を収めました。

総合実践の授業 商業技術の授業

記念品贈呈

受入家庭の生徒と共に モロー高校訪問（昨年度）

苗の植え付け サツマイモの収穫

生活科の学習をサポート

５月21日の金環日食 金環日食を見る会 6月6日 金星の太陽面通過 天体望遠鏡で観測

スクールバスを利用して

校庭から見た校舎

スクールガードとしての見守り活動

７月９日　出迎えを受ける教育施設団と歓迎式典 ７月10日 船橋中学校での折り紙体験 ７月11日 プラネタリウム観覧

　私たちの知識や経験を子ども

たちの見守り活動や学習支援に

生かすことができることに感謝

をしています。子どもたちの明

るい笑顔が私たちのエネルギー

です。

（豊富地区連合寿会　　　

　会長　山本定治さん）

取得できる資格
　商業科では、就職や大学進学の際に役立つ資
格を取得できます。（人数は合格者数）
●全国商業高等学校協会主催
　・簿記実務検定１級……………２名
　・ワープロ実務検定１級………20名
　・情報処理検定１級……………21名
　・商業経済検定１級……………５名
　・珠算・電卓検定１級…………21名
●日本商工会議所主催
　　簿記検定２級…………………５名
●実務技能検定協会主催
　　秘書検定３級…………………21名
●経産省主催
　　ＩＴパスポート試験…………１名�

　気持ちの良い挨

拶、礼儀正しい態度

が身につくように実

習体験を行っていた

だいています。

（事業者の言葉）

タイトルカット　浜田　純子（三田中学校教諭）

西安市教育友好使節団との交流

天文ショー
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ＧＴが入った英語の授業　葛飾中

　「船橋の教育」（教育振興ビジョン及び教育振興基本計画）は、船橋の教育に関する総合的

かつ中長期的な計画として、目指すべき方向性及び目標を明らかにし、目標ごとの具体的施

策等を提示したものです。

船橋の教育目標
○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どもを育成する

目標実現のための基本方針

　市内各学校においては、「船橋の教育」に基づき日々の教育活動を実践しています。本号では今年度公開研究会を予定して

いる研究指定校等の取組を紹介します。

３年　地図作り

高根東小 中野木小

船橋中

行田中宮本中

6年　歴史の学習 5年　地形の学習

体育館でレクリェーション さつまいもの栽培

世界の国々を知る 葛飾小南極の氷に触れる　葛飾小

小学生と中学生が一緒に応援スポーツデーの選手宣誓

　「社会参画力を育てる社会科学習のあり方」を研究テーマに、副題には「中心概念と単元の構造化」「問題解決型学習」「学び合い学習」
の３つを掲げ、研究実践を重ねています。地域や社会事象から様々な課題を発見し、解決する力を育てるために、情報機器の活用や作
業学習・体験学習・学び合い活動等を取り入れた授業を進めています。

葛飾小
・異文化と共生できる資質・能力（受容と共生）

・コミュニケーション能力（自分の考えや意見の表明）

・自己の確立（自分を見つめる）

　これら３つの視点に基づき、国際理解教育を展開して

います。今年は南極観測船「しらせ」に乗船した海上自衛

隊員の方からお話を聞きました。

葛飾中
　「広い視野に立って行動できる生徒の育成」

を研究主題に、異文化理解・情報活用能力・

コミュニケーション活動の３つを柱に研究を

進めてきました。より良い授業を展開するた

めの保護者の支援体制「ＧＴ（ゲストティー

チャー）」が確立しています。

平成20年度から特色ある学校づくりと中１ギャップの解消をねらい、

小・中連携教育に取り組んでいます。具体的には生活交流部と学習部が

中心になり、スポーツデーや杉の子・白鷺フェスティバル（合同音楽

会）等の行事を共同開催しています。また、相互授業参観、合同研修

会、交流授業も行っていて、日常的に交流の場がもてるように連携を進

めています。

　本大会は船橋市教育委員会研究指定校公開研究会（社会科南本町小
学校）ならびに第44回千葉県教育研究会社会科教育部会船橋大会と同
時開催となっています。
　研究主題として「社会参画力を育てる社会科学習のあり方」を設定
し、研究を推進しています。研究大会当日は、午前中に船橋市民文化
ホールにおいて、基調提案や唐木清志筑波大学准教授による記念講演
を行います。午後は、各中学校において公開授業、研究協議、文部科
学省教科調査官等による講演を行う予定です。

　本大会は第49回千葉県教育研究会理科教育部会研究発表大会船橋大会と同時開催となっていて、大会主題「創造性を培う理科教育」、
研究主題「理科好きな子どもを育てる授業の工夫」を基に研究を進めています。大会当日は、午前中に中野木小学校と高根東小学校の2
校で授業を公開し、午後は千葉工業大学津田沼校舎で全体会・記念講演会・分科会を行います。

●南本町小学校　船橋市教育委員会研究指定校公開研究会「確かな学力の向上　社会科」ならびに
　　　　　　　　第44回千葉県教育研究会社会科教育部会船橋大会 公開研究会11月８日（木）

公開研究会11月９日（金）

公開研究会11月６日（火）

11月８日（木）

11月16日（金）

自分なりの考えを
言えますか

友達と協力し活動
していますか

ニュースや新聞に
関心がありますか

６月 ２月 ６月 ２月 ６月 ２月
（％）

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

いいえ

はい

41.7

58.3

28.7

71.3

29.1

70.9

24.6

75.4

29.1

70.9

26

74

理科の授業にＧＴが支援　葛飾中

●船橋中学校　宮本中学校　行田中学校　第30回関東ブロック中学校社会科教育研究大会

●中野木小学校　高根東小学校　第19回関東甲信越地区小学校理科教育研究大会

学　校　名 研究課題 年度 学　校　名 研究課題 年度
葛飾小学校 国際理解 15～24 南本町小学校 確かな学力の向上 22～24
葛飾中学校 国際理解 15～24 習志野台中学校 確かな学力の向上 23～25
金杉台小学校 小中連携教育 20～24 法典東小学校 学校体育 23～25
金杉台中学校 小中連携教育 20～24 旭中学校 学校体育 24～26
前原小学校 言語活動の充実 24～28 田喜野井小学校 健康教育 24～26

法田中学校 情報教育 24～26

葛飾小学校　　葛飾中学校

船橋市立船橋特別支援
学校は、平成９年度よ
り毎年公開研究会を実
施しています。

宮本小学校　　二宮小学校　　三山東小学校　　習志野台中学校

● 千葉県体力づくり推進モデル校

中野木小学校(理科・生活科）　八木が谷小学校（算数）　行田西小学校（道徳）　西海神小学校（英語）
二和小学校（算数）丸山小学校（情報教育）　古和釜中学校（全教科）　高根中学校（全教科）

● 船橋市教育委員会研究奨励校 (確かな学力の向上)

● 船橋市教育委員会研究指定校

船橋中学校　　宮本中学校　　行田中学校

● 関東ブロック中学校社会科教育研究大会
中野木小学校　　高根東小学校

● 関東甲信越地区小学校理科教育研究大会

● 文部科学省　帰国・外国人児童生徒受入促進事業（センター校）　22年度～

金杉台小
　中学生は小学生よりもてきぱきと動いていたので、すごいなと思い

ました。下級生にとてもやさしいと思いました。中学生と楽しく活動

できたのでよかったです。� （６年生）

金杉台中
　今年の小・中合同スポーツデーは、みんなと交流できたため大成功

だったと思います。小学生が立派な態度でしたので中学生らしい行動

をしようと自覚も高まりました。� （１年生）

　理科の支援内容は、実験が安

全に行えるように見守ることで

す。他の参加ＧＴの方からも実

験が面白く、勉強になるという

声が寄せられ、生徒と一緒に楽

しみながら支援しています。

（葛飾中ＧＴの保護者の声）

N

「いくら廻されても針は天極をさす」
（高村光太郎）

変化の激しい時代にあっても
教育の目指すものはかわらない

子どもが幸福な人生を送るための
基盤づくりが大人の役割

船橋の船を導く“羅針盤”
８つの基本方針

●葛飾小学校　葛飾中学校「国際理解」

●金杉台小学校　金杉台中学校「小・中連携教育」

船橋の教育

１　地域の教育力向上を図ります
２　学ぶ意欲を育て確かな学力の向上を図ります
３　豊かな心を育成し社会性を高めます
４　健やかな体つくりを進め体力の向上を図ります

５　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
６　ニーズに応じた支援の充実を図ります
７　安全・安心で質の高い教育環境を整備します
８　市民の期待に応える教育体制を実現します

このページに関する問い合わせは、総合教育センター教育普及班へ　☎047-422-7730

平成24年度 研究指定校・研究開発学校

　市内には学校環境改

善の一助としてゴーヤ

の栽培を行っている学

校が多くあります。６

月には、寄贈された苗

を総合教育センターか

ら学校に配布しまし

た。 苗の受け渡し式 緑のカーテン日本造園建設業協会県支部から
寄贈された苗

緑の環境づくり（ゴーヤの栽培）


