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■発行 市川市教育委員会  

〒272-8501 市川市八幡1-1-1 
TEL334-1111 

■企画編集 市川市教育センター   

〒272-0015 市川市鬼高1-1-4      
  TEL320-3335  

   FAX320-3352 

 市川市教育委員会では、社会の変化に主体的に対応できる子どもたちを育成していくために「子どもを中

心」に考えることを大切にして、さまざまな施策に取り組んできました。 

 平成16年度は、５つのキーワードを掲げ、21世紀を担う子どもたちを育てていきたいと考えています。 

 

 

  

 「教育の共有化」とは、子どもたちのために

学校、家庭、地域のそれぞれの教育力を生かし

ながら一体感のある教育を行っていくことで

す。話し合い学び合いながら、みんなで力を合

わせて子どもたちを育てていくことを目指して

います。 

 

  

～個性の伸長～ 
  

 学校は、「確かな学力」を身につけるための

学習の場であることを再確認し、きめ細かな配

慮をしていくことが大切です。そして、学校と

家庭、地域が一体となって、子どもたち一人一

人の良いところや得意なことを見つけ、引き出

していきたいと思います。 

  

  

 

 

 豊かな体験は、確かな知恵と体力を生み出

し、豊かな心と生きる力を育みます。そのため

には、学校、家庭、地域が

子どもの自立を意識した

「体験の場」を提供するこ

とが必要です。子どもたち

にとって価値ある体験とは

何かを考え、多くの場を用

意していきます。 

  

 

 

 子どもたちの安全を守り、安心して生活ができ

るようにしていくことは、我々大人の責任です。

学校の内外を見回る、子どもたちと一緒に地域安

全マップを作成するなど、各学校でＰＴＡと連携

をとりながら具体的な取り組みを行っていきたい

と考えています。 

 

 

  

  

 学校と地域の連携、地域間の連携を一層推進

し、「子どもたちの健全育成」「コミュニティづ

くり」「生涯学習社会の創造」をねらいとして、

平成15年度、各学校区にコミュニティサポート委

員会が創設されました。本年

度は、より円滑に運営がなさ

れるように、支援していきた

いと考えています。 

 

 また、これまでと同様に全

校を訪問し、各学校長と子ど

もたちのことやＰＴＡ活動、

地域の教育力などについて意

見を交換し、各学校の特色あ

る教育活動をサポートしてい

きます。 

 西垣惇吉 教育長 

 5月25日(火)勤労福祉センターを会場に

「子どもの安全研修会」が市川市教育委員

会・市川市ＰＴＡ連絡協議会主催で開催さ

れました。 

 大阪教育大学附属池田小学校の事件以

来、子どもたちを犯罪者から守るための取

り組みに対して、保護者や地域の方々の関

心も高く、全国でさまざまな対策が考えら

れています。市川市においても、学校の門

扉の改修工事や不審者対応マニュアルの作

成、避難訓練等により、防犯に努めてきま

した。また、教育委員会内にプロジェクト

チームを立ち上げ、対策について検討を重

ねています。 

 今回の研修会は、その取り組みの一つと

して、市川・行徳の両警察署、防犯協会の

協力を得て、「学校、保護者、地域が一体

となり子どもたちの安全を守る」ことの大

切さを理解してもらうために行われたもの

です。幼稚園から中学校まで全校（園）の

管理職、安全担当、保護者が参加し、小学

校区を基本とした40の「地域安全マップ」

の作成実習を行いました。 

 実習は、模造紙に地図を描き、各校

（園）が持ち寄った危険と思われる場所の

写真を貼り付け、説明を付け加えました。

教員、保護者とも真剣な取り組みが行われ

充実したマップができあがりました。変質

者への対策に比重が置かれたものや、交通

事故に重点が置かれたものなど、その地域

の実情がわかるものとなりました。 

 最後に、子どもの危険回避研究所 横矢

真理 所長から、各学校（園）に配布されて

いる「危険回避、被害防止トレーニング・

テキスト」に基づき、子どもたちの「危険

回避能力」を向上させるための具体的な話

がありました。危険な場所とは？、安全に

歩くためには？、など参考になる内容でし

た。また、子どもの能力の向上と防犯につ

いて、大人が本気で意識していることを知

らせることが大切との講評をいただき、全

国的に見ても例のない、素晴らしい取り組

みとなりました。 

 今後も教師、子ども、保護者を交えた

「地域安全マップ」づくり等を通して、地

域の安全について取り組んでいくことが確

認されました。 

協力して地域安全マップを作成協力して地域安全マップを作成協力して地域安全マップを作成   
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 5月22日（土）塩焼小学校視聴覚室に塩焼小・幸小

など地域の子どもたちがたくさん集

まり「よみきかせ春のお楽しみ会」

が開催されました。 

 この会は、塩焼読書センター「ね

ぎぼうずの会」、幸小「読み聞かせ

の会」が協力して、入学や進級にあ

たり「がんばってほしい」という気

持ちを込めて行ったものです。歌や

ゲームと共に、ブラックパネルシア

ター「おむすびころりん」、人形劇

「ないたあかおに」が演じられまし

た。ボランティアの方の熱演に圧倒され、子どもたちはお話の中に引

き込まれていき、楽しいお話の世界を体験する場となりました。 

 5月30日（日）福栄中学校会議室で「楽しいいけば

な教室」が開催されました。専門の先生から「いけ

ばな」の由来についてのお話があり「いけばな教

室」が始まりました。この日の花材

は、グラジオラス・バラ・カスミ草。

長さ・傾き・位置など基本のいけ方の

説明を聞きながら練習を行いました。  

 最後に、先生が一人一人のいけばな

に手を加え、作品が見事に完成しまし

た。専門の先生に教えてもらう本格的

ないけばな教室。１年間、すばらしい

体験をしていくことでしょう。 

４月から新しく始まりました｢ほっとホッと訪問相談｣についてお知らせします。 

 Ｑ１「ほっとホッと訪問相談とは？」 

  ◇相談員が、学校へ行くことに課題を持つお子様を抱える保護者の悩みを聞    

   いたりアドバイスをしたりしながら問題や課題の解決に向けて支援します。 

 Ｑ２「相談員は？」 

  ◇不登校などに関して豊かな知識と十分な教職経験のある３名が相談をお待 

   ちしています。 

 Ｑ３「相談はどのように行われますか？」 

  ◇相談員が相談者の自宅や近所の公民館など､相談しやすい場所に伺います。     

   相談者の立場に立って、温かな雰囲気の中でお話ができるように心がけま 

   す。 

 Ｑ４「申し込みは？」 

  ◇市川市教育委員会指導課へ。  電話：047-334-1642 

   指導課の担当者が相談員に連絡し、その後、相談員からご連絡をさしあげ                 

  げます。みなさま、お気軽にご相談ください。 

      

   

 「おお、出た」「すごい煙だ」思わず声が上がりま

す。6月1日（火）北方小

学校の6年生が、考古博

物館で火おこし体験をし

ました。ボランティアの

火おこし指導員に教えら

れマイギリ式の道具を

使って行いました。根気

のいる活動ですが、子ど

もたちは、熱心に取り組

んでいました。 

 このほかにも、黒耀石をつかって紙を切る体験、複製

土器を使って作るアサリ汁を食体験し、縄文人の気分を

味わいました。 

 考古博物館では、学校に直接出向いての火おこし体験

など、学習支援に力を入れ、子どもたちの豊かな直接体

験のお手伝いをしています。 

 また、お隣の歴史博物館では、「わらぞうりづくり」

体験を指導しています。  

 「先生、ここにたくさんいるよ」魚を見つけて子ども

たちの目が輝きます。

６月3日（木）大柏小学

校４年生のグリーンス

クールで自然博物館の

学芸員が講師となって

観察会をしました。自

然観察園は湧き水が出

ているので、一年中生

き物が安心して暮らせ

る環境であること、そ

のおかげで昔ながらの自然の様子を見ることができるこ

とを教わり観察活動に移りました。 

 子どもたちは、魚、カエル、昆虫などたくさんの生き

物を見つけ、学芸員さんたちに質問をしていました。 

 なかでもエゴノキの葉を巻いて卵を産む、オトシブミ

には関心が集まっていました。 

 自然博物館では、学校の総合的な学習の時間で、江戸

川放水路の干潟などでの指導を通して、子どもたちの豊

かな自然体験のお手伝いをしています。 

 市立博物館（考古・歴史・自然の3館）では、夏休みに体験学習や自由研究のお手伝いをします。自然の家のプラネタリウムと合わせて、長

期休業中の豊かな体験に役立

ててみてはいかがでしょう

か。 

わらぞうり作り（歴史博物館）わらぞうり作り（歴史博物館）  この内容は、「広報いちかわ」にも掲載されます 

　主　　催 　　　　日 時 　　　　内　　　　容 　　　申込・備考 　電　　話
考古博物館 　8/21 （土） 14:00 ～ 16:00 体験学習「火をおこそう」 　7/11 9時～電話 373-2202

　8/29 （日） 10:00 ～ 12:00 編布（あみぬの）を作ろう 　7/11 9時～電話
歴史博物館 　8/1・22 （日） 13:30 ～ 15:30 ちょっと昔の手作りおもちゃ 　7/18 9時～電話 373-6351

　8/7 （土） 13:30 ～ 15:30 わらぞうり作り 　7/25 9時～電話
自然博物館 　8/22 （日） 10:00 ～ 11:30 名前を調べる会 申込不要 339-0477

13:00 ～ 15:00 （植物・昆虫・鉱物等） 会場　市民会館
自然の家 　毎土日曜日 13:30 ～ 今夜の星空（夏の星空） 申込不要 337-0533
（ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ） 渡り鳥ミウの冒険 料金　市内150円

  8/21･22 14:30 ～ 星を調べる会 申込不要



  第1位  盛田  直樹 （東国分中学校） 

        村田  礼佳 （南行徳中学校）   

  第2位   吉本  将大 （南行徳中学校） 

       堀江  紗希 （妙典中学校） 

 第3位  石井  辰識 （第八中学校） 

       深井 はるか（下貝塚中学校） 

 

 

(図画の部） 

 優秀  鈴木  里奈（行徳小学校1年） 

 優良  近藤  敦子 (冨貴島小学校2年)   
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 「脳細胞は20歳までは死なな

いんだよ」千葉光行市長が3年

生に語ります。6月12日（土）

に第一中学校で行われた「一中

フェスタ・地域の方から学ぼ

う」での一コマです。 

 地域の一人として講座を受け

持たれた市長さんは、脳につい

ての話から始まり、アメリカン

ド リ ー ム を 実 現 し た 俳 優

ショー・コスギの若いころの話などをしながら、生徒たちの

可能性や、あきらめないことの大切さについてのお話をされ

ました。 

 ほかの教室では、「ミニ地球をつくろう」「古文書を読

む」「耳が不自由ってどういうこと」

「外国の料理」など、全部で１９の講

座が開かれ、生徒たちは好奇心を刺激

されていました。 
  

 大洲中学校1年生の書道教

室が5月27日(木)に行われま

した。「習字の習は、自ら

（白は自の意味）羽ばたくと

いういみです」地域支援者の

阿部翠峰先生が話します。 

 さらに、先生は「字は生き

ている」「人の動作で言う

と、楷書は立っている字、行書は歩いている字、草書は走っ

ている字です」など、文字に関するお話をしました。第1回目

  国際感覚豊かな青少年の育成を目的に、平成4年度から実施している

中学生海外派遣事業も派遣先をニュー

ジーランドからドイツ・ローゼンハイ

ム市へ変更して2年目を迎えました。 

 過去の派遣生も立派な社会人とな

り、中学生時代のこの体験を生かして

様々な国際交流事業に参加し、各分野

で「草の根国際交流活動」を続けてい

ます。 

 派遣生はホームステイをしながら

ローゼンハイム市内の学校に通学し、現地の子どもたちと一緒に授業

を受けたり、歴史見学や産業・農業などの体験学習を行ったりしま

す。今年は、7月24日に出発し、8月7日に帰国となります。 

 この事業を通して、派遣生は、外国の文化や生活習慣に直接ふれる

ことで、その国の良さを知ると同時に、外から日本を見ることによっ

て日本の良さにも気づくでしょう。そこから国際理解の第一歩が始ま

り、その後の活動につながるものと期待しています。 

 今年で第30回目を迎えた市川市むし歯予防

大会が、6月2日(水)生涯学習センターのグ

リーンスタジオをメイン会場として開催され

ました。この大会は、歯科疾患の早期発見・

早期治療を促し、広く市民に対し歯の大切さ

を啓発することや、健康維持、増進を図るこ

とを目的として行われております。 

 大会では、 

 １ 健歯児童・生徒審査及び優良健歯者の  

   表彰 

 ２ 健歯児童歯科衛生作品優良者（図画の   

    部､ポスターの部､作文の部）の表彰   

を行いました。 

健歯表彰者、歯科衛生作品表彰者は以下のと

おりです。 

 第1位  黄   超逸   (南行徳小学校） 

      佐藤  菜摘  （曽谷小学校） 

 第2位   山口   隼  （真間小学校） 

      合田  智恵  （中国分小学校） 

 第3位  石井  惠一  （国府台小学校） 

       加藤  沙弥  （行徳小学校） 

  優 良   高橋  太一  （大和田小学校3年） 

 佳  作  富川  遥菜  （行徳小学校1年） 

         小池  拓眞  （北方小学校2年）   

      清水  栞那  （新井小学校1年） 

         青嶋あやり  （新井小学校1年） 

 

（ポスターの部） 

 優  秀  大葉はるな  （北方小学校6年）   

 優  良  濱野  尚之  （二俣小学校4年） 

         中西  峻平  （北方小学校5年） 

 佳  作   河村  実紀  （二俣小学校4年） 

         川嶋  仁美  （北方小学校5年） 

       蝦名  芙美  （北方小学校6年） 

         西倉あやめ  （大野小学校6年）     

 

（作文の部） 

 優  秀  藤田   怜  （真間小学校4年）    

 優  良  笠   翔馬  （真間小学校4年） 

         登藤   都  （若宮小学校4年） 

 佳  作  神能  麻美  （真間小学校4年） 

         福原  友紀  （真間小学校4年） 

       藤井  理恵  （若宮小学校4年） 

 6月16日(水）市川市生涯学習センター・グリーンスタジオにおいて、158名

の補導員に委嘱辞令が交付されました。補導員は、市内の小中学校55校から

推薦された55名と民間有識者103名で構成さ

れています。 

 補導活動は、市内の少年（６～19歳）の

非行防止活動と、健全育成を図ることを目

的として、市内各地域で定期的に巡回する

地区補導活動と少年センター職員ととも

に、午前・午後・薄暮・夜間の時間帯に行

われています。 

 みなさんの学校にも校外で活躍する補導員がいます。一人でも多くの少年

が健全に育つ地域社会を願ってがんばっていますので、どうぞ、声をかけて

ください。未来を担う少年たちのためにも、補導員の活動にご理解とご協力

をお願いいたします。 

現地での授業風景現地での授業風景((昨年度昨年度))  

生徒たちに語りかける千葉市長生徒たちに語りかける千葉市長  
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□■保護者だけでなく地域の方も■□ 

 市内の各公立小・中・養護学校では「地域に開かれた学校づくり」

の一環として、自校の教育活動を保護者だけでなく地域住民の皆様に

も見ていただこうと『オープン・スクール・デー』を開催していま

す。 

 子どもたちが生き生きと活動・活躍している授業(学習)の公開、学

校・家庭・地域が連携・協力しての教育活動などを参観して、学校の

様子を見ていただくとともに、各学校で進めています「特色ある学校

づくり」や学校の教育方針の一端を理解していただきたいと思いま

す。 

 また、11月以降の『オープン・スクール・デー』については、「教

育いちかわ」１４０号（10月発行）でお知らせいたします。 
 

■□開かれた学校と安全管理□■ 

 開かれた学校づくりとともに、子どもたちの生命の安全を守る必要

があります。 

 日頃より、各学校では、外来者に対する校舎内への出入りのチェッ

クを確実に行うため、外来者訪問名簿に名前の記載や名札をつけてい

ただくなど、家庭・地域住民の皆様にご協力をいただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 なお、『オープン・スクール・デー』の詳細につきましては、各学

校へ問い合わせをお願いいたします。 

 

№ 学　校　名 　公　開　日　　 時　間　帯 　       内 　　   容
1 市川小学校 １０月３０日（土） 　9:00～15:00 　学習発表・フェスティバル
2 真間小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
3 中山小学校 １０月中頃 　8:45～12:25 　学習発表会・うずらフェスティバル
4 八幡小学校 １０月３０日（土） 10:15～11:30 　音楽集会

12:00～15:00 　なかよしフェスティバル
5 国分小学校 １０月３０日（土） 　8:30～11:30 　学習発表
6 大柏小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
7 宮田小学校 　９月２９日（水） 11:30～12:20 　授業公開

１０月３０日（土） 10:00～14:00 　宮田祭、ハローワールド集会
8 冨貴島小学校 １０月２５日（月） 　8:40～14:30 　授業公開
9 若宮小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
10 国府台小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
11 平田小学校 　９月７日～１０日   8:30～14:30 　授業公開・夏季作品展

１０月２３日（土） 　9:30～11:30 　授業公開
１０月２３日（土） 12:15～14:30 　ひらたっ子祭

12 鬼高小学校 １０月　６日（水） 13:20～13:40 　集会
１０月１４日（木） 13:45～14:30 　授業公開（１・４・５年）　
１０月２１日（木） 13:45～14:30 　授業公開（２・３・６年)
１０月２７日（水） 13:20～13:40 　歌おう集会

13 菅野小学校 　９月２１日（火）   8:15～14:45 　授業公開
　９月２２日（水） 　8:15～14:50 　授業公開
１０月２９日（金） 　8:15～14:45 　授業公開

14 行徳小学校 　９月１３日（月） 13:45～16:00 　授業公開・懇談会
　９月１４日（火） 13:45～16:00 　授業公開・懇談会
１０月１６日（土） 　8:15～12:15 　行徳祭り・学習発表・集会

15 信篤小学校 １０月１５日（金） 10:40～14:25 　授業公開
１０月１６日（土） 　9:30～12:15 　授業公開･懇談会

16 稲荷木小学校 １０月  ９日（土） 　8:50～14:20 　わんぱく稲荷木フェスティバル
17 南行徳小学校 １１月  ５日（金） 　8:35～14:30 　授業公開
18 鶴指小学校 １０月２３日（土） 　8:20～15:00 　学習発表会・体験コーナー
19 宮久保小学校 　９月２２日（水）   8:35～14:00 　授業公開・朝会

１０月１５日（金） 13:50～14:50 　授業公開・保護者会
20 二俣小学校 　９月２５日（土） 10:35～14:35 　授業公開

１０月２３日（土）   9:00～12:10   音楽発表会
21 中国分小学校 　９月２２日（水） 10:45～12:20 　授業研究

１０月２０日（水）   8:40～15:00 　授業公開
１０月２１日（木）   8:40～15:20 　授業公開
１０月２２日（金）   8:40～15:30 　授業公開

22 曽谷小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
23 大町小学校 １０月２１日（木）   9:30～11:20 　ブラックシアター
24 北方小学校 １０月  ６日（水） 10:45～12:20 　授業公開

１０月２１日（木）   8:15～14:45 　授業公開
１０月２２日（金）   8:15～15:05 　授業公開
１０月２３日（土）   8:15～14:45 　授業公開

25 新浜小学校 　９月１７日（金）   8:40～14:45 　授業公開
26 百合台小学校 　９月２２日（水） 12:15～13:45 　授業公開・保護者会

１０月３０日（土）   8:40～11:00   授業公開・百合台まつり
27 富美浜小学校 　９月２４日（金） 13:40～14:25 　授業参観

　９月29日～30日 11:30～13:00 　給食試食会
１０月  ８日（金） 10:30～11:30 　児童集会
１０月３１日（日）   9:00～14:30 　音楽会・ふれ愛フェステイバル

28 柏井小学校 １０月２７日（水） 13:45～14:30 　学習参観日（４～６年）
１０月２９日（金） 13:45～14:30 　学習参観日（１～３年）

29 大洲小学校 １０月１５日（金） 　8:40～14:50 　授業公開
30 幸小学校 　９月１８日（土） 　8:30～15:00 　運動会

１０月  ７日（木） 13:45～14:30 　学習参観日
１０月１４日（木） 13:45～14:30 　学習参観日

31 新井小学校 　９月２８日（火） 10:00～10:20 　３年音楽集会
１０月２０日（水） 10:00～10:20 　１年音楽集会

32 南新浜小学校 １０月２３日（土）   9:30～11:20 　授業公開・すずがも祭
33 大野小学校 １０月２７日（水） 　8:20～12:10 　授業公開・音楽朝会
34 塩焼小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
35 稲越小学校 １０月２３日（土）   8:15～15:00 　授業公開
36 塩浜小学校 　９月１５日（水） 　8:15～15:00 　授業公開・クラブ活動

　９月中（未定） 10:30～12:00 　芸術鑑賞教室
37 大和田小学校 １０月２８日（木） 13:55～14:40 　授業公開（４～６年）

１０月２９日（金） 13:55～14:40 　授業公開（１～３年）
38 福栄小学校 　９月１０日（金）   8:25～14:45 　学校参観（終日、６年）

　９月１７日（金）   8:25～14:45 　学校参観（終日、１～５年）
１０月２３日（土）   9:00～14:30 　２０周年記念集会・読書発表会

　フェスティバル
39 妙典小学校 １０月２３日（土） 　8:40～14:30 授業公開・展示発表

№学校　名 公開日 　・ 時 間帯 ・ 　内 　　　容

1 第一中学校 １０月  ４日（月)   8:15～14:35 　学校生活公開
１０月  5日～7日   8:15～15:30 　学校生活公開
１０月  ８日（金)   8:15～14:35 　合唱コンクール、授業公開

2 第二中学校 １０月　７日（木）   8:55～15:05 　授業公開
１０月  ８日（金）   8:55～14:10 　授業公開・特別活動
１０月  ９日（土）   8:55～15:00 　学習発表会公開・ふれあい広場

3 第三中学校 １０月　１日（金）   8:45～15:00   文化祭
１０月１６日（土）   8:45～12:15 　授業公開

12:30～14:30 　ドリームフェステイバル
4 第四中学校 １０月２３日（土）   9:00～14:30   文化祭
5 第五中学校 　９月26日～29日   8:40～15:20 　授業公開

１０月２３日（土）   9:00～12:00 　授業公開・説明会
１０月３０日（土） 13:30～15:30 　地区別音楽会

6 第六中学校 　　※９月・１０月の予定はありません
7 第七中学校 　　※９月・１０月の予定はありません
8 第八中学校 １０月２１日（木）   8:45～15:20 　授業公開

１０月２２日（金）   8:25～14:20 　授業公開・集会
9 下貝塚中学校１０月１５日（金）   9:00～15:00 　学習発表会
10 高谷中学校 １０月２５日（月）   8:45～14:45 　授業公開

１０月２６日（火）   8:45～14:45 　授業公開
１０月２７日（水）   9:00～12:30 　合唱祭

11 福栄中学校 　９月３０日（木）   8:30～15:30 　学校開放日・学年合唱祭
１０月  ２日（土）   8:30～15:30 　文化祭

12 東国分中学校１０月  1日（金）   9:00～15:00   文化祭
13 大洲中学校 １０月２３日（土） 　8:45～14:00 　授業公開・ふれあい祭
14 塩浜中学校 　９月１５日（水） 13:35～15:30 　授業公開・進路講演会

１０月  ９日（土） 10:00～16:00 　合唱祭
１０月３０日（土）   9:00～16:00 　文化祭

15 南行徳中学校　９月２９日（水）   8:15～15:40 　文化祭
１０月２７日（水）   8:15～15:40 　授業公開

16 妙典中学校 １０月  ２日（土）   8:45～16:00 　文化祭
１０月２０日（水）   8:45～17:00 　授業公開
１０月２７日（水）   8:45～17:00 　授業公開・2年合唱コンクール
１０月２８日（木）   8:45～17:00 　授業公開・１年合唱コンクール
１０月２９日（金）   8:45～17:00 　授業公開・3年合唱コンクール
　※９月・１０月の予定はありません　　　市立養護学校


