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　南小学校の屋内運動場の老朽化および、南小学校地区児童育成クラブ入会児童の増加などに対応する

ため、プール跡地に屋内運動場・プール・児童育成クラブの複合施設の整備を進めました。11月に施

設が完成し、体育や学校行事で子どもたちがいきいきと活動しています。
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　教育委員会と明海大学は、外国語活動や日本語指導に関

して相互に協力し、学校や地域の教育の充実を目的とした

協定を平成29年３月に締結しました。

　連携の一環として、明海大学の学生が市内の小学校にお

いて外国語活動の学習補助をしています。

実際に車いすに乗って競技を体験

高洲小学校福祉体験学習

日の出小学校における外国語活動補助

▲留学生との交流

◀全校児童で留学生を歓迎

　明海小学校では、国際理解教育の一環として明海大学の留学

生と交流会を行っています。交流は、2001年に始まり、今年

で18回目を迎えました。

　当日は、中国、韓国、タイ、ベトナム、台湾からの留学生と

明海小学校の児童が歌やゲームを通して様々な国への理解を深

めています。

　浦安市でキャンプを行った車いすバスケットボールオースト

ラリア代表チームと見明川小学校の６年生が交流体験を行い、

車いすバスケットボールを教えてもらったり、一緒に競技をし

たりして、楽しさや難しさを体感しました。

　実際に車いすや白杖を体験することで、福祉への理解を深

め、自分たちにできることを考えるきっかけとしています。

明 海 大 連学 携との を通して

交流を通して、国際理解を深める

　ICTの効果的な活用を推進するため、今年度より市内の全小・

中学校に週１回ICT支援員を派遣しています。ICT支援員は学校

でICTを活用した授業が円滑に進むように、機器の準備や使い方

の説明など教員や児童生徒のICT利活用をサポートしています。

ICT支援員の派遣

浦安市教育委員会と明海大学との連携

福 祉 体 験 を通して学 習

I C T 情 報の効果的な活用による 教 育の充実

白�体験

● 実際に体験することで、サポートを

必要としている方とサポートする方

のコミュニケーションがとても大切

だとわかりました

● 少しでも段差があると、車いすを動かすことがと

ても難しかったです

● 置いてある自転車の近くを車いすで通ると、ぶつ

かりそうな感じがして、とても怖かったです

● 自転車走行のルールを守ることや迷惑駐車につい

てみんなで考えることが大切だと思いました

車いす体験車いす体験

　浦安市では児童生徒の自ら考える力や学習意欲を高め、主体

的・対話的で深い学びの実現のためのツールとして、タブレット

端末の活用を全小・中学校で進め、よりわかりやすい授業づくり

を目指しています。タブレット端末の活用を進めることで、これ

からの社会を生き抜くうえで児童生徒に必要な情報活用能力の育

成を推進します。

2020東京オリンピック・パラリンピック2020東京オリンピック・パラリンピック
に向けてに向けて

こどもの声

こどもの声

「主体的・
対話的で深い学び」の実現に向けて

新しい時代に向けて

大切にしたい浦浦安安っっ子子のの学び学び

● 毎週来てくれるので、ＩＣＴを使った授業

の相談がしやすいです

● 機器の準備や調整を手伝ってくれるので、

授業準備の時間が短縮できています

● 突然の機器トラブルに対応してくれるので

安心して授業ができます

先生の声

平成29年度タブレット活用推進モデル校アンケート

ICT… コンピュータを使った

情報通信技術

Qタブレットを使った学習はわかりやすい

100％  

  80％  

  60％  

  40％  

  20％  

    0％  
入船小 入船中 高洲中

84％ 84％ 81％

Qタブレットを使った学習は楽しい・役立つ

100％  

  80％  

  60％  

  40％  

  20％  

    0％  
入船小 入船中 高洲中

91％ 84％ 88％

平成30年度浦安市小・中学生生活実態調査

　タブレットを使うと子どもたちは、

目がきらきらします。まずは、先生に

も子どもにもその良さを感じて、気に入っていた

だくように心がけています。子どもたちや先生の

「やりたい」を形にすることが私の目標です。

ＩＣＴ支援員　杉
す ぎ や ま

山 靖
や す こ

子さん

Qコンピュータを使った学習はわかりやすい

小学生 とてもそう　47.5％

まあそう　27.3％

中学生

とてもそう　27.6％

まあそう　44.3％

71.9％

74.8％

タブレット活
用推進モデル
校では「わかり
やすい」と答え
た割合が高く
なっています
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● 意見を交換し、関わり

合いのある場をたくさ

ん設定しています

先生の声

豊かな心をはぐくむ

道 徳 教 育の充実

　いじめを未然に防ぎ早い段階で解決するた

め、教育委員会では、いつでも相談できる

「いじめメール相談」を平成30年７月16日

から開始しています。

対象 市内在住の小中学生及びその保護者

いじめメール相談いじめメール相談

　各中学校の代表が集ま

り、各校で考えた、ＳＮ

Ｓルールの啓発に向けた

取組を共有し、今後の取

組に生かすための意見交

換を行いました。

うらやすっ子ＳＮＳルール中学生サミット

　市内の小中学生が、ふるさと浦安について（夏休み期間に）研究した

233点の作品を郷土博物館に展示しました。自分の足をつかって、様々

な場所で調べ、まとめ方を工夫した完成度の高い作品が多くありまし

た。今年度は、市の公共施設や防災対策などについて調べたことをもと

に、自分の考えを提案する作品が目立ちました。どの作品からも、ふる

さと浦安を愛する気持ちが伝わってきます。

ふるさと浦安作品展 （９月22日～10月14日）

　浦安市小・中学校音楽会は、今年で50回目を迎えました。

　第１回の音楽会は、昭和43年に浦安小学校、南小学校、浦安中学校

の３校が浦安小学校の体育館に集まっての開催でした。現在は、市内の

小・中学校26校が参加し、３部に分かれて開催しています。

　音楽を通して、小学生は中学生にあこがれをもったり、中学生は小学

生の一生懸命な演奏に刺激を受けたりしていました。プログラムの最後

には、中学校吹奏楽部の伴奏で「翼をください」を会場全員で合唱し、

心をひとつにすることができました。

音楽で心をひとつに （10月２日・３日）

「考え、議論する道徳」でよりよく生きる力をはぐくむ

「人としてよりよく生きる上で大切なものとは何か」

「自分はどのように生きるべきか」
について

　小学校は今年度４月から、中学校は来年度から「特別の教科　道徳」が全面実施と

なり、各校において「考え、議論する道徳」が展開されています。

　平成32年度（2020年度）11月13日に、特別の教科道徳 第49回関東甲

信越中学校道徳教育研究会千葉大会が日の出中学校区で開催されます。

　考えを深め、他者と共によりよく生きようとする豊かな心をはぐくんでいきます。

千葉県教育委員会指定　平成30年度特色ある道徳教育推進校

美浜中学校

美浜北小学校

研究主題：「考え議論する」道徳と評価の在り方

研究主題：豊かな心を育む道徳教育　
　　　　　～他者との関わりを通して自己を見つめられる児童の育成～

小学１年
「かぼちゃのつる」

小学１年
「かぼちゃのつる」

小学１年
「こころ　はっぱ」

小学１年
「こころ　はっぱ」 小学３年

「たまちゃん、大すき」
小学３年

「たまちゃん、大すき」

　浦安市では、市内の中学２年生が編集委員

となり、「人権・公民ノート」を作成していま

す。完成した「人権・公民ノート」は、４月に

市内の中学３

年生全員に配

付を予定して

います。

人権・公民ノート　ワークショップ

において人権に関わるニュースや出

来事について議論し、その中で出さ

れた意見や考えをコラムとして掲載

します

「人権」について考える機会を「人権」について考える機会を

●    友だちの考えに耳を傾

けることで、自分を見

つめなおすきっかけと

しています

先生の声
●   教材を通して、立場が異な

る人の気持ちを考え、物事

を広い視野でみつめられる

ようにしています

先生の声

新しい時代に向けて

大切にしたいい浦浦安安っっ子子のの学び学び

10月に授業公開

を実施し、県内

の教職員が授業

を参観しました

　11月24日から26日の３日間、平

成30年度浦安市子ども作品展を開

催しました。のべ9000人余りの方

に来場していただき、大盛況でし

た。幼稚園・認定こども園・保育園・小学校・中学校の計1534点の作

品が展示され、今年度も子どもたちののびのびとした表現や感性にあ

ふれた作品展になりました。

浦安市子ども作品展
 （11月24日～26日）

H29浦安市教育に関する意識調査（保護者）

音楽や美術などの芸術に触れる機会をつくる
課題

学年があがるにつれ、
数値が低くなる傾向にQ家庭ではどれくらい心がけていますか

とても心がけている　16.5％

まあ心がけている　33.2％

49.7％

Q今後力を入れて行う必要があると思いますか

豊かな情操をはぐくむ文化・芸術活動の推進

とても必要である　28.6％

まあ必要である　60.8％

89.4％

Q今後力を入れて行う必要があると思いますか

H29浦安市教育に関する意識調査（保護者）

道徳教育、人権教育の推進

とても必要である　49.6％ まあ必要である　45.2％

94.8％

中学３年
「命の絆」
中学３年

「命の絆」

中学１年
「海と空　樫野の人々」

中学１年
「海と空 樫野の人々」

情 操 を 豊 か に す る 教 育の充実
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浦安中学校

美浜中学校

日の出中学校

明海中学校

入船中学校

高洲中学校

富岡中学校

見明川中学校

堀江中学校

学習支援員の声

生徒の声

青少年自立支援

未来塾は教育委員会が実施している未来塾は教育委員会が実施している

中学生を対象とした放課後の学びの場です中学生を対象とした放課後の学びの場です

　学習習慣の定着や学力の向上を図るた　学習習慣の定着や学力の向上を図るた

め、市内の全中学校の生徒を対象に公民め、市内の全中学校の生徒を対象に公民

館や市民プラザで実施しています。地域館や市民プラザで実施しています。地域

の教職経験者や大学生が学習支援員としの教職経験者や大学生が学習支援員とし

て、生徒一人一人のつまずきや課題に応て、生徒一人一人のつまずきや課題に応

じた個別支援を行っています。じた個別支援を行っています。

未来塾

　数学の計算を中心に、学校の

授業の補習や定期テスト対策を

行っています。生徒達は、明るい雰囲気の中

で学習に取り組み、とても前向きな姿勢が見

られます。

　これから入試という大きな目標に向かっ

て、更に意欲的な学習が進められるよう支援

していきたいと思います。

浦安中学校（中央公民館）

小林 拓人先生

　３年生が５名と少人数です

が、生徒に問題を解けた時の喜

びを実感させられるよう、一人一人に合わ

せた支援を心がけています。回を重ねるごと

に、計算の仕方が身に付き、今では「もう少

し難しい問題がやりたい」など意欲的な声が

聞かれるようになりました。

堀江中学校（堀江公民館）

粟飯原 健一先生

　見明川中、高洲中の３年生が

一緒に学習しています。数学の

苦手な生徒もいますが、生徒同士で教え合っ

たり、進んで質問したりと意欲が高く、とて

も良い雰囲気の中で学習ができています。

　基礎的な計算力の向上や中学校の授業の補

習や定期試験の対策などの学習をサポートし

たいと思います。

見明川中学校（富岡公民館）

佐藤 健太先生

　１、２年生７名の生徒を学習

支援員２名で担当しています。

数学の計算演習を中心に、一人一人のつま

ずきや課題の解消を図り、自信に繋がるよ

う支援しています。

　部活等で疲れていても黙々と学習に取り

組み、熱心に質問するなど、生徒の皆さん

の意欲的な姿に日々感心しています。

入船中学校（市民プラザWave101）

伊妻 富士雄先生

　13名の３年生が、高校受験に

向けて数学の基礎を徹底的に

復習しています。生徒達の真剣に学習に取り

組む姿勢に感心すると共に、学習支援員もそ

れに応えようと、サポートに熱が入ります。

　一人でも多くの生徒に「分かる・できる」

喜びを味わってもらえるよう、最後までしっ

かりとサポートしていきたいと思います。

富岡中学校（富岡公民館）

髙橋 みゆき先生

　美浜中、明海中、入船中の３

年生が通っています。学校が違

っても、一緒に考えたり、教え合ったりと和

やかな雰囲気で学習に取り組んでいます。数

学の問題集やプリント教材を使用し、一人一

人の苦手な課題を中心に支援しています。生

徒が分かる喜びを味わい、数学の面白さを実

感できるように努めていきたいと思います。

美浜中学校（美浜公民館）

鈴木 圭子先生

　11名の１、２年生はとても

元気が良く、毎回楽しく学習し

ています。数学の基礎・基本の充実を図る

為、生徒の苦手な問題を中心に練習していま

す。定期試験前には、教科を問わず一人一人

の課題に応じた支援に努めています。学習支

援員として２年目となりますが、生徒の「分

かった～！」という明るく嬉しそうな声に日

々元気を貰っています。

日の出中学校（日の出公民館）

室井 彰子先生

　１年生11名、２年生６名の生

徒が参加し、学年別で計算問題

など数学の基礎固めを中心に進めています。

「分からないことや間違うことは当たり前！

分からないところに気づき、分かるようにな

る！」を合言葉に、生徒が積極的に質問した

り、教え合ったりしながら意欲的に取り組ん

でいます。

明海中学校（日の出公民館）

藤田 朗先生

　８名の１、２年生が参加し、

数学の問題集を中心に個別学習

に励んでいます。また、定期テスト前には、

数学以外の教科も支援し、生徒一人一人の基

礎学力向上を図っています。

　学習前には、30マス計算など頭を刺激し

ながら楽しく取り組めるプリントを皆で行

い、明るく、質問しやすい雰囲気づくりを心

がけています。

高洲中学校（高洲公民館）

齋藤 晴一先生

● １年生の時から通っています。楽しく、分かりやすく教えても

らえ、定期テストでもその成果を感じることができています

（中２）

● 分からないところを気軽に質問できたり、苦手な問題をたくさ

ん練習できたりと自分に合っていると感じています（中１）

● 先生や友達に教えてもらうことが多く、分かるまで何度でも聞

けるので嬉しかったです（中２）

● 小学生の時から算数や数学が苦手ですが、先生方が分からない

点を丁寧に教えてくれるので、問題を解けた時の達成感を初め

て感じました（中２）

● 静かで集中して勉強できる場所です。先生にたくさん質問で

き、苦手な課題が分かって本当に嬉しいです（中３）

● 少人数でとても質問がしやすく、分からない所を徹底的に教え

てくれるので楽しいです（中３）

● 計算が速くなったり、定期試験の点数が上がったりとやりがい

を感じます（中３）
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参 観 者 の 声

　11月10日㈯に、浦安市の特別支援学級の子

どもたちが、日頃の学習成果を発表する「はっ

ぴい発表会」が文化会館大ホールで行われ、小

学校11校、中学校９校、約170名の子どもた

ちが参加しました。歌やダンス、楽器の演奏、

英語の劇など新しいことにチャレンジしたり、

学校独自の工夫を凝らしたりする発表が多く、

子どもたちは何度も繰り返し練習して身に付け

たことを堂々と発表することができました。中

学校は合同でソーラン節と和太鼓の演奏を披露

し、力強い掛け声と迫力ある太鼓の音が、大

ホールいっぱいに響き渡りました。

　ステージ上の子どもたちはきらきらと輝いて

おり、発表後の達成感と満足感でいっぱいの笑

顔が印象的でした。

児童の感想

　緊張したけれど、セリフとダンスを頑張りま

した。練習もとても楽しくできて、下の学年の

子たちの練習も手伝うことができました。

● ものすごく緊張したけれど、終わった後はウソみ

たいに緊張がなくなって、すごく楽しかったです。

生徒の感想

● 中学校最後のソーラン節を他の学校と合同でで

きて、とても良い思い出になりました。

　毎年楽しみにしております。皆さんの一生

懸命で楽しそうな姿に感動しております。元

気をいっぱい頂きました。

　通常の学級の友達の協力や校長先生の参加

がとても良かったです。

　小さなステージでなく、大きなステージで伸

び伸びと発表する姿に心を動かされました。

　中学生の演技は圧巻でした。あの太鼓の演

奏はどこに出しても恥ずかしくありません。

涙が出てきました。

浦安魂　ここにあり!!（中学合同・午後）

英語劇ＭＯＭＯＴＡＲＯ（南小）

ひ
ま
わ
り
世
界
旅
行
（
北
部
小
）

舞え！響け！参上湾岸組！（中学合同・午前）

あすなろトトロ（美浜南小）

名探偵のバイオリン（明海南小）

な
い
た
赤
お
に
（
東
野
小
）

スペースヒーローズ（高洲小）
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　豊かに生きる浦安っ子の育成のためには、わたしたち大人（学校・家庭・地域・行政）が

手を携え、社会全体で子どもたちの豊かな学びやかかわりを支えていくことが大切です。

　教育情報誌「うらやすスタイル」は、子育て・教育について、みんなで考え実践していく

ために、学校教育をはじめ、生涯学習の取組、地域と子どもとのかかわりなどの教育情報を

発信していきます。

発行／浦安市教育委員会 浦安市猫実1-1-1　TEL：047-712-6732　企画・編集／教育政策課

教育情報誌

各小・中学校には、スクールライフカウンセラーが全校配置されており、直接、子ども・保護者からの相談（友達関係、学業、セクハラ、いじめ、不

登校及び登校しぶりなど）に応じています。

子どものこと、学校のこと、進路のこと

お気軽にご相談ください　※祝日は休み

ひとりで

悩まないで！ 相相 の窓窓 案案談談 ごご口口 内内
相談名 相談内容 対象 相談日と期間 相談場所と電話番号

子育て 子育てに関する相談
０歳～就学前児と

その保護者
月～金曜日

9：00～16：00

①子育て相談室（集合事務所３階）
　☎３０６-３７１５
②子育て相談窓口（市役所２階）
　※面談のみ

就学相談

特別な教育的支援が必要な子
どもの就学相談
園・学校生活、通級指導教室
の利用に関する相談

園児・小・中学生と
その保護者

月～金曜日
9：00～17：00

① 教育研究センター まなびサポート担
当（富岡小学校内）☎３８１-７９６１

② まなびサポート相談室（見明川中学
校内）☎３９０-５２０４

学校生活
学習、進路、問題行動など
学校生活に関する相談

小・中学生と
その保護者

月～金曜日
9：00～17：00

指導課（市役所７階）
☎７１２-６７７５

教育相談
不登校や子どもの友人関係、
性格・行動等に関する相談

小・中学生と
その保護者

月～金曜日
10：00～17：00

適応指導教室
猫実教室☎３５１-１１５１
入船教室☎７１１-２３３６

いじめ110番 いじめに関する相談
小・中学生と
その保護者

月～金曜日
9：00～17：00

電話相談　＊メール相談可
相談専用
☎０１２０-２１１-３８０

青少年
問題行動、家庭生活など青少
年に関する相談

20歳未満の青少年
月～金曜日

10：00～正午・13:00～16：00
青少年センター（市役所７階）
相談専用☎３５１-１１５２

生涯学習相談
学びたいこと、習いたいこと
などの相談

一般
月～金曜日

9：00～17：00
生涯学習課（市役所７階）
☎７１２-６７９２

　10月21日㈰に新浦安駅前広場ステージにて「しんうら駅前広場音楽祭2018」が開

催されました。当日は天気にも恵まれ、市内小・中学校の吹奏楽部や音楽団体など12

団体の演奏に、多くの人たちが聴き入っていました。

　11月1日に行われた表彰式において、個人の部では学校経営及び教育行政

に実績を上げ、さらに社会科教育の振興に尽力された浦安市立日の出中学校

本山哲也校長が、団体の部では千葉県体育科研究校の指定を受け、体育教育

の進展に寄与した浦安市立東小学校が受賞されました。

平成30年度 千葉県教育功労者表彰平成30年度 千葉県教育功労者表彰

しんうら駅前広場音楽祭2018

明海小学校の演奏明海小学校の演奏

東小学校の演奏東小学校の演奏
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