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 西垣惇吉 教育長 

   社会の変化にともなって、教育を取り巻く環境は様々な課題に直面しています。このため、市川市教育委員会では、学校・ 

 家庭・地域が一体となって教育を展開する「教育の共有化」 のもとで、子どもたちを健やかに育てていくことを目指しています。  

 平成１８年度は、この考え方のもと、次の５つをキーワードとして、具体的に進めていきます。 

   市川の学校教育３カ年計画  

１．確かな学力を育みます 

２．豊かな心を育みます 

３．健やかな体を育みます 

４．信頼される開かれた学校をつくります 

各学校・幼稚園では、全教育活動を通じて「豊かな体

験」ができるように配慮しています。人や自然などとか

かわる体験活動を通して、子どもたちの心が動かされ、

感性が磨かれて、情操を豊かにしていくと考えるからで

す。特に人とかかわる活動においては、相手や場にふさ

わしい言葉遣いが、人間関係を豊か

にし、豊かな感性や情緒を育むと考

えます。そこで、今年度より美しい

言語環境を整え、豊かな体験を通し

て、「美しい日本語」の使い手を育

てる取り組みを具体的に進めていき

ます。 

  学校教育にとって、基礎・基本の確実な定着を図り、     

「確かな学力｣を育成することは、最も重要な責務だと考 

えています。各学校・幼稚園では、創造性豊かな教育課  

程を編成し、特色ある学校・幼稚園 

づくりを進める中で、「子どもたち 

の実態を生かした指導｣｢少人数指導｣ 

｢地域人材等を活用した指導」等に 

力を入れ、｢確かな学力」を育成する 

ことに努めています。また、教職員の 

研修・研究体制づくりを推進するなど 

｢確かな学力｣を育成するための取り組 

みを積極的に支援していきます。 

 近年、学校や通学路を発生場所とする犯罪が増加し、子

どもたちを犯罪被害から守るための取り組みは、ますます

重要度・緊急度を増しています。教育委員会では、危険回

避能力等、子どもたちが自分自身の安全に関する資質能力

を高めることが最も重要であると考えて、｢安全・安心｣に

関する様々な取り組みを進めています。更に、多くの人に

よる見守りが効果的であるという考えのもと、今年度より

青色回転灯をつけたパトロール車を市立全小中養護学校に

配置し、一部の通学路には防犯カメラを設置して、 

子どもたちの｢安全･ 

安心｣の確保に努め

ていきます。  

コミュニティサポートとは、子どもを中心において、

学校・家庭・地域の連携を一層推進し、みんなで力を合

わせて子どもたちの活動を支えていくためのものです。

市内55の小中学校区に設置されているコミュニティサ
ポート委員会では、学校・地域の諸団体の代表・地域住

民が同じテーブルにつき、子どもたちの教育・育成につ

いて、活発な情報交換や意見交換を行っています。子ど

もから高齢者までが安心して暮らし、子どもたちが将来

においても人や郷土を愛する心を失わないように、学校･

家庭・地域が一体となって取り組みます。 

ヘルシースクールとは、「体力つくり」「望ましい生

活リズムの確立」「食に関する指導の充実」「安全・環

境衛生の充実」の４つを中心にして、子どもたちに望ま

しいライフスタイルを身に付けさせるための学校・幼稚

園の取り組みです。体力・運動能力の向上、生活習慣や

食生活の改善、生活習慣病の予防等を図るために、各学

校・幼稚園では、ヘルシースクールプランを作成し、家

庭・地域と連携を取りながら、健康教育を更に推進して

いきます。 

 生涯学習社会の実現に向けて努力します 
    学びや体験は学校教育だけで完結するものではありません。教育委員会では生涯学習機会の充実や、生涯スポーツ社会の実現に向けて、 

   生涯学習を支援する取り組みを積極的に進めていきます。  

平成１８年度第１回ヘルシースクール推進

協議会が、５月３０日（火）市民会館で、市立

幼稚園、各小・中学校、養護学校の管理職・

推進委員及び保護者の参加のもと、開催され

ました。ライフスタイル調査から、「肥満」群の

傾向としては 

  ①就寝時間が遅い 

  ②朝食を欠食する割合が高い 

  ③運動・体育の授業を好まない 

  ④テレビ・ビデオを視聴する時間が長い     

等の身体活動が少なくなるようなライフスタイ

ルになっている。これらを改善し、すべての子

どもたちの健康状態をよりよくするためには、 

体力つくり、生活リズム・習慣、食事など、多面的

なアプローチや包括的な健康教育（ヘルシース

クール）の推進が必要であると保健体育課から報

告がありました。 

 また、文部科学省教科調査官の今関豊一氏か

ら、「学校におけるヘルシースクールの具現化に向

けて」と題して講演がありました。「健康は生きる目

的ではなく、毎日の生活の資源である。」「病気が

ないことが健康（な学校）なのではなく、どのような

健康状態であれ、それを少しでも良い方向にレベ

ルアップしていこうとする健康づくりの努力が見ら

れることが健康（な学校）である。」 「自ら行動する

ためには、これをするとどんなことが期待できる

か、どんなよいことがあるか、子どもたちが理解

していることが大切である。」「一年間取り組ん

だ後、どのような学校でありたいか、どんな子ど

もたちであってほしいか、見通しを持って計画す

ること。」「計画を立てる段階で、どのように評価

するか決めておくこと」などのお話に、参加者は

真剣に聞き入っていました。 [保健体育課] 

５つのｷｰﾜｰ

ﾄﾞをもとに各

学校独自の

３カ年計画

が動き始め

ています! 

今関豊一氏の講演 



                          

  

教育いちかわ No.１４７ （２）200６年（平成１８年）７月１１日（火） 

 学習支援推進事業は、学校を中心に「開かれた学校」を推進し、保護者・地域の方々の支援のもと、教育課程の充実を図り、日常の学習を通して、児童

生徒に夢や感動を与え、生きる力を育むことを目的として行われています。６月の初めに行われた小学校４年生の活動を紹介します。 

南行徳地域では人口の増加が顕著となっており、特に新井小学校において、児童の受入

れが困難になることが予測されています。このため、新井小学校では本年4月より校舎を増

設し、供用を開始するとともに、市川市立小中学校通学区域審議会において行徳南部地域

の通学区域の見直しを審議してまいりました。昨年10月に原案提示後、保護者説明会・地

域説明会等で寄せられました皆様からのご意見・ご要望をもとに新通学区域の修正案を作

成いたしました。 

【新通学区域の修正案】 ～ 一部抜粋 ～ 

実 施 時 期     平成１９年４月１日 

実施する学年   平成１９年度の新１年生から 

新通学区域     新井小学校の通学区域のうち以下を 

                「富美浜小学校」へ変更する 

                新井３丁目 
                            ＊ただし、以下については、学区変更実施後2年間は新井小学校を選択    

                            することができる。       ･･･ 新井３丁目１番、２番、１２番～２５番 

在学年の児童  今回の変更で通学区域が変わった場合でも、在学年の児童については    

               そのまま通学できるものとする。 

兄弟姉妹関係  在学年の弟や妹が別々の学校にならないよう配慮する。 

指定校変更・    新井小学校においては、当分の間他の地区からの指定校変更、他市から   

 区域外就学     の区域外就学の受付はしない。 （＊今回修正部分）   [義務教育課] 

◎第３２回 むし歯予防大会 審査会・表彰式行われる 

 ヘルシースクールを掲げる市川において、健康の源で

ある「丈夫な歯」を保っている児童・生徒は、みんなのお

手本です。６月７日に各学校の代表による審査会が行わ

れました。主催者より「日本全国で８０２０運動を進めてい

るなかで、学校の代表として集まった皆さんは、選ばれた

ことを誇りにして、これからも健康な歯で健やかに育って

下さい」とのお話がありました。当日に表彰を受けた方々

を紹介します。  [保健体育課] 

   「家庭教育学級」は、大人の教育力を高め、深めることを目的として開催されています。
真に生きる力を身につけた子どもたちを育てるためには、大人社会が全体で責任を持ち、

地域全体が一体となって支援することが必要です。開催は、市立幼稚園・小中養護学校と

未就学児童を持つ保護者のための「めぐみ」「みのり」の家庭教育学級を 年間５回～１０回

程度で行っています。 

  学校・児童・生徒・保護者だけでなく、 

様々な方々との連携が図れる地域づくり 

を目指して、各学級が参加者のニーズを 

取り入れ、自主的に計画し、活動できるオ 

ープン教室ですので、興味のある方の参 

加をお待ちしています。 

   お問い合わせは、生涯学習振興課まで。 

 6月1日、午後8時から若宮小学校の4年生が、天体観望会を行い

ました。自然の家でのグリーンスクールの機会を生かして行ってい

るもので、今年で3年目の実施になります。 

 講師のアマチュア天文家、中村照夫さんは、土星のミニチュア模

型を片手に、今土星がどのように見えているのか説明をして下さい                

                 ました。その後、大きな望遠   

                  鏡で土星を見ました。 

                  子どもたちの口から・・・ 

                   ｢すごい！｣ ｢見えた！｣ 

                   の言葉が出ました。 

                   また、双眼鏡で月を見た                   

                    子は、｢月がボコボコして 

                   いた。｣と自分の目で初め  

                   て見るクレーターの様子を            

                  話していました。 

 国語で落語の学習をして 

いる4年生は、プロの 

落語家から教えても 

らいました。 

 6月2日に落語協会 

の紹介で来られたの 

は、二つ目の三遊亭 

金翔さん。落語につい 

てのお話の後、実際に 

「初天神」という落語を聞 

きました。金翔さんの語りや身振り手振りの面白さに、子どもた

ちは大喜びでした。お話の後、手ぬぐいや扇子を使った表現の仕

方を教わりました。手ぬぐいが本やティシュペーパー、財布にな 

ったり、扇子が団子や筆、はしになったりする様子に、子どもた

ちは目を輝かせていました。この日のたくさんの収穫は、子ども

たちが行うリレー落語に生かされました。 [指導課] 

◆耳より情報 講演会「美しい日本語でひびき合う心」～工藤直子さんとともに ７月３１日(月) 市川市文化会館大ホール 主催：市川市教育委員会 

賞 学校名 学年 氏名

第1位 新浜 6 臼倉　令一郎

第2位 鶴指 6 渡部　泰斗

第3位 塩浜 6 山下　龍誠

第1位 平田 6 岡本　あかり

第2位 鶴指 6 山田　佳奈子

第3位 幸 6 津留　あずさ

第1位 妙典 3 田島　繁希

第2位 第六 3 上原　達也

第3位 第一 3 湯浅　豊史

第1位 第六 3 福田　郁子

第2位 東国分 3 實形　有華

第3位 福栄 3 河合　優里

小

中

男子

女子

男子

女子

部門 部門 賞 学校名 学年 氏名

優秀 行徳小 1 赤羽　芳文

優良 北方小 3 齋藤　果穂

優良 大洲小 2 河原　光孝

佳作 若宮小 3 伊藤　ふゆ

佳作 北方小 2 坂下　真優

佳作 行徳小 1 伊東　桃乃

優秀 北方小 6 進藤　恵美

優良 冨貴島小 4 近藤　敦子

優良 北方小 4 本間　拓真

佳作 宮田小 6 伊藤　瑳安椰

佳作 若宮小 5 金子　真彩

佳作 八幡小 4 中嶋　しおり

優秀 冨貴島小 6 宮内　光

優良 平田小 4 今井　元太

優良 信篤小 5 斧田　海穗子

佳作 冨貴島小 6 芝田　早弥

佳作 菅野小 6 高橋　正樹

佳作 平田小 4 柿原　幸徒

図画

ポスター

作文



 今年度は、地元の県立市川工業高校の校長先生も自らボランティアと

して参加していただいています。将棋を覚えたり、強くなりたい子どもた

ちは、ぜひ参加してください。ふだんは、第１・３（土） １０時から１２時に 

第八中学校理科室で開催しています。みんなで将棋の世界へ。 
     [地域教育課] 

（３）200６年（平成１８年）７月１１日（火） 教育いちかわ 

  平成１２年に文部科学省（当時文部省）より、平成２２年までに各市町村   

に、少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成するよう指針が出さ 

れました。市川市でも市民がそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に 

応じて、いつでもどこでも誰もがスポーツに親しむことができるように、国府 

台に「市川ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ国府台」として、平 

成１８年４月に設立しました。現在市川市ス 

ポーツセンターを活動拠点として、１０種目 

で活動しています。また平成１９年度には、 

塩浜市民体育館を中心とした総合型地域 

スポーツクラブの設立を計画しています。 
                [スポーツ振興課] 

「気持ちいいー！」「ヌルヌルしてる！」の大きな声。５月１３日（土）に大

野町の子ども水田（県立市川北高校裏側）で代かきが行われました。初

めて田んぼに入る子どもたちは、今までに体験したことのない田の感触

に戸惑いながらも満面の笑みを浮かべていました。代かきとは、田植えを

行うために田を耕し水をいれ、土の表面を平らにすることです。この代か

きによって水の深さが揃い、肥料が全体に行き渡り、水はけも均一にな

り、稲がむらなく成長する条件が整います。 

今年も、地元の農家、JA、市川ジュニアリーダークラブ等で組織する  

「米っ人
こ め っ と

くらぶ」の指導により、市内在住の高校生以下を対象に参加者を

募り、お米ができるまでの体験を行います。代かきのあとは、５月２１日              

                   （日）、初夏を思わせるような陽射しの下 

                   みんなで協力し、気持ちを込めながら手 

                   作業で田植えを実施。作業終了後、協 

                   力員の方から豚汁が振る舞われました。                  

                    今後は、秋の稲刈りまでに雑草取りや                               

                    案山子作り、お米を小鳥から守るため 

                    の防鳥網張り等を行っていきます。                                                   

   「うーん・・・。」と長時間腕を組み、頭を抱えな

がら考えたり、「王手！」「飛車取り！」と自慢げな

声や、「もう１回やろう」と奮起する声が交錯する６

月３日(土)。第八中ブロックコミュニティクラブの

「将棋教室」が鶴指小学校で始まりまし

た。ボランティアの熱血指導の下、子ど

もたちはひとつひとつ考えながら一生懸

命に将棋を指していました。最初は、や

り方がわからなかったけれど、少しずつ

駒の動かし方を覚え、相手の指し方を

予想しながら自分なりの将棋をマスター

していくのはとても楽しそうでした。 

 「コミュニティサポート」は、子どもを中心において、学校・家庭・地域の連携を一層推進し、みんなで力を合わせて活動するための連絡調整・意見

交換等の場です。昨年度、各学校区コミュニティサポート委員会では、年平均３回の会議が開催されました。どの学校区におきましても、子どもを中心

においた話し合いが熱心に行われておりますが、各会議の状況や、委員の方々のアンケート結果を踏まえて、本年度の目標を次のとおりとしました。  

【推進目標】  ○ コミュニティサポート委員会の充実 

 －子どもたちに関わる、子どものための話し合いを行うために－ 

○ コミュニティサポートの考え方の浸透と連携の拡充 

 －子どもたちに関わるものが、心をひとつにして理解しあい協力しあう－ 

 ５月９日（火）グリーンスタジオで、各学校区コミュ
ニティサポート委員会関係者、学校関係者、地域団
体代表者、行政関係者等１８５名が出席し、第１回
コミュニティサポート推進委員会が開催されました。  
  推進委員会では、１７年度の実施報告や１７年度
末に行ったアンケート結果の報告、１８年度の推進
についての概要が出されました。17年度の委員ア
ンケートでは、コミュニティサポート委員会が 
 ○学校・家庭・地域の連携を進めていく場となる 

   （進めていく場としたい）          ９４％ 

 ○子どものために有意義な話し合いの場となる 

   （話し合いをしていく場としたい）     ９４％ 

という結果となり、コミュニティサポート委員会の今

後に対する期待が伺えました。  

本年度も、子どもたちのためにより実効性のある会議の持ち方や、情報発信の推進、リーフレット等

による啓発を進めていきます。 

 【 推 進 の た め の 訪 問 】 
◎コミュニティサポート委員会訪問 

  各委員会の会議に出席し、更なる充実のための運営をお願いしていきます。 

 ◎学校訪問 

  各学校を訪問し、学校長・教頭・コミュニティサポート主任と話し合い、 

  学校サイドからの充実を図ります。 

 地域団体代表者の方と行政の話し合いの

場が「コミュニティサポート連絡会」です。 

 ６月１日（木）に、第１回の連絡会が開催され

ましたが、従来のＰＴＡ・子ども会・コミュニティ

クラブ・青少年相談員・体育指導委員の代表

者の方々に加え、今年度より、 

 ・市川市自治会連合協議会 

 ・市川市民生委員児童委員協議会 

の代表者の方々に新しく参画していただくこと

になりました。連絡会は、コミュニティサポート

委員会の円滑な運営や、情報ネットワークの

推進を目指し、年３回開催される予定です。 

 
参画団体が増えました 
～ コミュニティサポート連絡会 ～ 

 ５月２日（火）教育会館で、小・中・養護学

校のコミュニティサポート主任が出席し、「コ

ミュニティサポート主任研修会」が開催され

ました。行政からも教育委員会関係課だけ

でなく、地域福祉支援課や環境政策課、社

会福祉協議会等の担当者が出席し、「学校

に協力できること」「学校に周知や理解して

ほしいこと」などの連絡を行いました。コミュ

ニティサポート主任は、地域との連携や協

力の窓口、コミュニティサポートや地域諸活

動、連携に関しての理解を教職員に進める

リーダー的役割を担っていきます。 

 
     先生方へ「連携・協力」を推進します 
   ～ コミュニティサポート主任研修会 ～ 

第１回コミュニティサポート推進委員会開催 

◆いちかわ安心ｅ・ネットをご存じですか？ 詳しくは、市川市のホームページをご覧下さい。【https://anshin.city.ichikawa.chiba.jp/】 

  ～共生・協働～ 市川市立養護学校の教室不足の解消と新た
な教育連携の可能性を目指して、稲越小学校の余裕教室に養護学校の小

学部を併設する計画を進めています。小学校に養護学校を併設する計画

は、全国的にも未だ例が少なく、千葉県内でも初めての試みとしてその

成果が注目されています。言うまでもなく、計画を進めるにあたって

は、両校の児童の教育への影響や安全な学校生活の確保を第一に考えな

ければなりません。このことから様々な意見を出し合い、協働で計画を

作成するという方針のもと、この5月に両校の保護者代表、学校代表等で

構成する市川市立養護学校分校設置検討会を立ち上げました。検討会で

は、平成19年4月の開校を目指して、教室の配置計画、施設改修の内容、
子どもの安全対策、学校行事の調整などについて協議を進めておりま

す。検討会の回数を重ねるたびに、お互いの立場や考えを尊重し、相手

を思いやる意見やプランが出されるようになってきました。お互いを尊

重することや一緒につくり上げていく過程を大切にし、両校の独自性を

確保した教育環境をつくるとともに、お互いのよさを引き出すための新

しい学校づくりを進めてまいります。 [企画調整課]  
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№ 学　校　名 　公　開　日 時　間　帯 内　　　　容

1 第一中学校 ９月１９日（火）～２２日（金） 8:45～15:45 　授業公開
１０月　６日（金）  8:30～14:00 　合唱祭「榎祭」

2 第二中学校 １０月　５日（木）  8:50～14:40 　授業公開
１０月　６日（金）  8:50～14:40 　授業公開
１０月　７日（土）  8:50～15:30 　学習発表会

3 第三中学校 １０月１４日（土）  8:45～15:30   授業公開・ドリームフェスティバル
4 第四中学校 １０月２６日（木）  13:35～15:25   授業公開
5 第五中学校 　　※９月・１０月の予定はありません
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 １０月１８日（水）  10:30～12:30 　3年合唱発表会
8 第八中学校 　　※９月・１０月の予定はありません
9 下貝塚中学校 １０月２７日（金）  9:00～15:00 　学習発表会
10 高谷中学校 ９月２８日（木）  8:45～14:45   授業公開

９月２９日（金）  8:45～14:45 　授業公開
９月３０日（土）  8:45～11:35 　授業公開
１０月２７日（金） 9:30～12:15 　合唱祭

11 福栄中学校 ９月２８日（木）  8:30～15:30 　授業公開・学年合唱祭
９月３０日（土）  8:30～15:30 　文化祭・学校開放日

12 東国分中学校 ９月２８日（木）  8:25～16:00   授業公開
９月２９日（金）  8:25～15:00 　授業公開
９月３０日（土）  8:25～15:00 　授業公開

13 大洲中学校 ９月３０日（土） 　8:45～12:35 　授業公開
14 塩浜中学校 　９月２０日（水） 13:00～16:00 　授業公開・講演会
15 南行徳中学校 ９月２８日（木）  8:15～18:00 　学校開放日
16 妙典中学校 ９月２１日（木）  8:45～12:35 　授業公開

１０月１９日（木）  8:45～12:35 　授業公開
17 市立養護学校 １０月２３日（月）～２８日（土）  9:00～12:00 　授業公開

◆少年自然の家では、毎日曜日 13:30～14:30 「夏の星座解説」を行います。団体予約（25名以上）は１週間前までにお願いします。 337-0533 

少年自然の家では、市民の方に、より快適に施設をご利用いただく

ための改修工事を予定しています。玄関ホール、食堂、浴場、一部の宿泊室など

に、ユニバーサル・デザインをとり入れた工事を施し、快適に使える施設として生ま

れ変わります。この改修工事のため、９月１日より少年自然の家の利用ができなくな

ります。リニューアル・オープンは、平成１９年７月１日を予定しております。  

 少年自然の家のリニューアル工事について 

  小・中・養護学校のオープンスクールデー 
□保護者だけでなく地域の方も□   
市内の小・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。ここでは、９月と１０月のオープン・スクール・デーの日

時等について紹介します。子どもたちが生き生きと活動・活躍している授業や学校・

家庭・地域が連携・協力している姿をご覧下さい。このことを通して、学校の様子等を

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。 
■家庭・地域の皆様に安全管理上のお願い■  
 各学校では、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、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

にご協力をお願いしております。なお、『オープン・スクール・デー』の詳細につきまし

ては、直接各学校へ問い合わせをお願いいたします。１１月以降の予定については、

次号（１０月号）と教育委員会（学校教育部）のホームページでお知らせいたします。   

 【http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/kyouiku/ed_gakko/index.html】  
                          [義務教育課] 

７月２日（日）　より電話受付開始

対象：小学生以上先着１５組（親子可）

７／２９（土） 弓矢で遊ぼう・縄文汁の食体験・編布（あみぬの）作り 参加費：各回500円程度（材料費）

８／１９（土） 勾玉作りと火おこし体験 汚れてもよい服装で。弁当持参

７月９日（日）より電話受付開始　 無料

８／１９（土） 対象：小学生以上先着２０組（親子可）

７月８日（土）　より電話受付開始

７／２３（日） 対象：小学生　２０名　　材料費：100円

７月８日（土）　より電話受付開始

７／２９（土） 対象：小学生の親子15組　　材料費：300円

申し込みは不要

対象：どなたでも参加が可能です
自然博物館 339-0477

※　毎月散策会を実施します。（8/13堀之内貝塚 ・ 9/17江戸川　・ 10/15長田谷津）　詳しくは自然博物館にお問い合わせ下さい。

 名前をしらべる会
あなたが採取した植物・昆虫・貝・岩石などの標本に、専門の先
生が名前をつけます。市民会館第一会議室にて。９時～１１時３０分

１３時～１５時３０分
８／２７（日）

373-6351

１４時～１６時

373-2202

電　話

１０時～１５時

１０時～１５時

申　　込

 夏休み子ども縄文セミナー

(全２回講座)

学芸員と千葉商科大付属高等学校の生徒の指導により、縄文
人の生活を遊び感覚で体験し市川についての理解を深めます。
会場：考古博物館（定員になり次第締め切ります！）

歴史博物館

自分で作ったおもちゃで遊ぶ（コマ・わりばしケン玉・回転おとし）
会場：歴史博物館１階会議室

 ちょっと昔の手作りおもちゃ

 親子でﾁｬﾚﾝｼﾞ!　わらぞうり作り わらぞうりを一足完成させて、はいてみる。
会場：歴史博物館１階会議室

1３時～１４時３０分

1３時～１５時

考古博物館

主　催 内　　容時　間月／日

 体験学習「火をおこそう」 火おこし指導員の指導で、縄文時代とそれ以降の火おこし(回転
摩擦式)を体験します。汚れてもよい服装で参加して下さい。

№ 学　校　名 　公　開　日　　 時　間　帯 　　       内　　　   容

1 市川小学校 １０月２８日（土）  9:00～15:00 　かがやきフェスティバル
2 真間小学校 １０月２８日（土）  8:15～15:40 　授業公開・読書集会
3 中山小学校 １０月２８日（土）  8:35～14:50 　うずらフェスティバル
4 八幡小学校 １０月２８日（土）  10:30～15:00 　音楽集会・なかよしフェスティバル
5 国分小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
6 大柏小学校 １０月１９日（木） 13:50～16:00 　授業公開・集会

１０月２０日（金） 13:50～16:00 　授業公開・集会
7 宮田小学校 ９月２８日（木） 13:40～14:25 　授業公開

１０月２８日（土） 9:00～14:30 　学習発表会・宮田祭
8 冨貴島小学校 ９月２０日（水）  13:50～14:30 　授業公開

１０月２８日（土）  8:40～14:30 　秋の読書祭り・遊びの広場
9 若宮小学校 １０月１９日（木）  8:20～14:45 　授業公開
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５日(火)～６日(水)  8:40～14:35 　授業公開・夏季作品展

９月　８日（金）  8:40～14:50 　授業公開・夏季作品展
12 鬼高小学校 ９月２７日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会

１０月　４日（水）  13:20～13:40 　集会
１０月１２日（木）  13:45～14:30 　授業公開（１・４・５年生）
１０月１９日（木）  13:45～14:30 　授業公開（２・３・６年生）
１０月２５日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会

13 菅野小学校 １０月２６日（木）  8:45～15:20 　授業公開（４・５・６年生）
１０月２７日（金）  8:45～14:30 　授業公開（１・２・３年生）

14 行徳小学校 ９月２０日（水）  8:20～8:45 　音楽集会
１０月１４日（土）  8:45～15:30 　行徳まつり

15 信篤小学校 １０月１３日（金）  13:40～14:25 　授業公開（６年生）
16 稲荷木小学校 ９月２１日（木） 　8:30～14:30 　授業公開

10月14日（土） 　8:30～14:30 　稲荷木フェスティバル・体験活動等
17 南行徳小学校 １１月３０日（木） 　9:25～14:30 　授業公開
18 鶴指小学校 １０月２１日（土） 　8:30～14:30 　鶴指祭
19 宮久保小学校 　９月２２日（金）  8:25～14:35 　授業公開
20 二俣小学校 　９月２１日（木） 　13:50～14:35 　授業公開

１０月２１日（土） 　9:00～14:00   学習発表会
21 中国分小学校 　９月１９日（火）  11:35～14:30 　授業研究（算数）

　１０月１１日（水）  8:25～8:50 　読書集会
１０月２９日(日)～３０日(月)  10:00～14:30 　秋祭り　

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 　９月２７日（水）  8:30～14:30 　授業公開
24 北方小学校 ９月４日（月）～１１日（月）  9:00～16:00 　夏休み作品展

１０月１８日（水）  11:35～14:30 　授業公開
１０月２８日（土）  10:30～15:00 　音楽集会・北方フェスティバル　

25 新浜小学校 　９月２２日（金）  8:40～14:45 　授業公開
26 百合台小学校 　９月２１日（木） 　13:45～14:30 　授業公開
27 富美浜小学校  ９月１２日（火） 　13:40～14:25 　授業公開（６年）

 ９月２１日（木） 　13:40～14:25 　授業公開（１年～５年）
 １０月１８日（水） 　10:45～12:20 　授業公開（１年　生活科）
１０月２０日（金） 　10:45～12:20 　授業公開（４年　総合）

28 柏井小学校  １０月２８日（土）  8:40～11:25 　授業公開・音楽集会
29 大洲小学校  ９月２０日（水） 　8:40～14:05 　授業公開
30 幸小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
31 新井小学校  １０月２１日（土） 　9:00～15:30 　学習活動公開・フェスティバル
32 南新浜小学校  ９月１５日（金） 　8:35～15:00 　授業公開
33 大野小学校 　　※９月・１０月の予定はありません
34 塩焼小学校  １０月２８日（土） 　9:00～14:00 　塩焼祭り
35 稲越小学校  １０月２１日（土） 　8:40～14:50 　授業公開
36 塩浜小学校  ９月１６日（土） 　8:40～14:20 　授業公開
37 大和田小学校  １０月２６日（木） 　14:00～14:45 　学習参観（４年～６年）

１０月２７日（金） 　14:00～14:45 　学習参観（１年～３年）
38 福栄小学校 　９月１２日（火）  8:25～14:45 　学校参観（終日）

　１０月２８日（土）  9:00～14:30 　読書発表会・福栄フェスティバル
39 妙典小学校 １０月２１日（土） 　9:00～14:30 　学習発表・体験活動


