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真砂中学校区          第 2１号 

育成委員会だより  

令和 3 年 7 月 14 日発行 

千葉市立真砂中学校区  

印刷・製版：高等特別支援学校事務サービス班      青少年育成委員会 広報部 

 

                                            

  

 

 マスク生活も２年目となりましたが、子どもたちの元気に登校する姿にたくましさを感じます。 

学校では今年も中止や延期となった行事もあるそうですが、制約のある中でも子どもたちは精一杯

取り組み、成果を挙げています。小学生、中学生、高校生みなさんの活躍を応援したいと思います。 

 千葉市では GIGAスクール構想に伴い、今年度より「１人１台端末（タブレット PC）」の授業での

活用が始まりました。「協働的な学び」「創造性を育む教育」「効果的な個別学習」を目指した新しい

学びのスタイルが、子どもたちにとってより充実した学習環境になることを願います。 

育成委員会では、今年度の定期総会も書面開催とし、５月１８日の議決をもって令和３年度がス

タートしました。昨年度に続いて感染症対策に配慮した中での活動となりますが、少しでも子ども

たちの健全育成に貢献できるよう、引き続きみなさまのご理解ご協力をお願いいたします。 

                                （会長 小山 こずえ） 

  育成委員会今年度の主な活動予定   

 

  

 

                             

 

つながりウィーク事業 

(クリーン＆点検活動 9/25） 

 

その他、関係機関・団体との 

連携や協働活動への参加  

   

地域運営委員会ホームページ 

http://chiba-masago.jp  

真砂中  

 

真砂東小 

 

真砂西小 

 

高等特別支援学校 

 

検見川高校 

   

レクリエーション部 

子どもたちの絵画作品展 

（オリンピック・パラリンピック） 

環境対策部 

定期パトロール 12/8・1/13・3/15 

子ども 110 番のいえ推進 

健全育成部 

下校時見守り 

（毎月 1 回） 

広報部 

育成委員会だより発行 

（7 月・2 月） 

 
 

 

青少年相談員活動 

・標語コンクール(中学生向け) 

・おうちでジェルキャンドルを作

ろう！(小学生向け) 

 

生徒数 

５２２ 

児童数 

４３１ 

 

児童数 

６２１ 

生徒数 

９５８ 

生徒数 

９５ 

( 6 月現在 ) 

http://chiba-masago.jp/
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真砂東小学校校長 寺田靖夫 

この春よりお世話になります寺田です。以前、青少年サポートセンターに勤務しました。補導

員の皆様と一緒に、旧イズミヤから周辺公園等の安全点検をしたり、遊んでいる子どもたちに早

めの帰宅を促したりしてきました。大変整備された地域との印象を持ちました。街路脇のちょっ

としたスペースを生かして植物の世話をしている方々が多いことに驚きました。登下校の見守り

もありが 

「育成委員会とともに」 

もありがたい限りです。地域を大切に思う気持ちは子どもたちにも伝わります。これから育成委員会の皆様のご協

力を得ながら、健やかな児童の育成に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

高等特別支援学校校長 三宅健二朗 

今年度、養護教育センターから異動してきました、三宅健二朗です。着任前から「高等特支は地

域に支えられ、地域に愛されている」という話を各方面から聞いておりました。その評判に違わ

ず、生徒の様子からも地域に育てられていると実感しております。マリンカフェをはじめとする

物品販売や清掃業務、事務サービス等で関りを持たせていただき感謝申し上げます。 

「頼られる学校に」 

今後はさらに、気になるお子さんの相談、先生方や保護者の方々への研修等、特別支援学校のセンター的機能

を活用していただき「頼られる学校」になるように教職員一同力を合わせていきたいと考えています。ご支援ご

協力をよろしくお願いいたします。 

真砂西小学校教頭 内田法子 「子どもたちを大切に育む、ふるさと真砂の街」 

 このたびの異動で、鎌ケ谷市立道野辺小学校から、真砂西小学校の教頭として着任いたしました。

以前、真砂第四小学校（現在の真砂東小学校）に勤務していた時期がありますので、毎朝の通勤の

際、真砂の街並みが見えてくると懐かしく、ほっとする気持ちになります。こちらの街で、また学

校教育に携わることができ、うれしく思います。 

 本校の子どもたちは明るく元気いっぱいで、しっかりと挨拶をしたり、学習や遊び、掃除、係活動などに熱心

に取り組んだりと、いろいろな場面で頑張っている姿を多く見かけます。子どもたちが「この真砂の街で生まれ

育ってよかった。」と感じられるよう、皆様と共に力を合わせ、精一杯取り組む所存です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

高等特別支援学校教頭 星野直人 

４月に着任いたしました星野直人と申します。若葉区のみつわ台南小学校より参りました。美浜

区の勤務は初めてですので、通勤・退勤時は、どこに何があって、どんな地名があるのか観察して

います。毎朝登校指導で正門付近に立っておりますと、本校生徒や小中学生がすがすがしい顔で登

校している姿をよく見ます。育成委員会の方々のご尽力によるものであると感じております。 

「子どもたちの健やかな成長を願って」 

 

微力ですが私も育成委員会の一員として、子どもたちの成長のために努めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

真砂中学校教頭 廣森貴恭 

今年度、真砂中学校に着任しました廣森貴恭（ひろもりたかゆき）です。どうぞよろしくお願い

いたします。今から二十数年前、教員生活の第一歩を踏み出したのが真砂第一中学校（現真砂中）

でした。着任当日、いろいろな意味で右も左もわからず、検見川浜駅を目指して夕暮れの真砂の街

中を彷徨い歩いたことを昨日のことのように思い出します。そんな思い出深い真砂中に着任できた 

「真砂の街にふたたび・・・」 

のも何かの運命だと感じています。 

真砂地区は育成委員会の活動も盛んで、地域の皆様にそれぞれの学校が支えられている印象を強く持っていま

す。私自身も微力ながら子どもたちのために精一杯頑張ってまいりますので、ご支援・ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

新しく育成に入られた校長先生、教頭先生方 
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体育祭・運動会 

「燃える紅 いなずまの白 みんなで団結してかけぬけろ！！」 

真砂東小学校 

5 月 22 日(土) 朝まで雨模様だったので開催でき
るか心配していたものの、その後お天気が崩れるこ
となく、清々しい空気の中でスポーツフェスタが開
催されました。 
今年度も規模を縮小しての開催となりましたが、

最後まで赤白どちらの勝ちになるのか分からない大
接戦！子どもたちが日頃の練習の成果を発揮し、徒
競走、団体演技、選抜リレーに精一杯取り組む姿に心
を打たれたスポーツフェスタでした。 

5月 29日(土) 第 11回体育祭が無事
開催され、今年度は新型コロナウィルス
感染症予防対策を踏まえた中、保護者も
参観することができました。 

「華美熱闘～届け青春天高く」 

真砂中学校 

午前の部は、応援合戦や各学年徒競走・学級対抗リレーなどで一人
ひとりが持てる力を存分に発揮し、午後の部では、３年生が集団行動
で見せた３年間の集大成ともいえる団結力は大きな感動を与えてくれ
ました。スローガンである「華美熱闘～届け青春天高く」の通り、子
どもたちの華やかで美しい姿と熱い想いが青空まで届いた素晴らしい
一日となりました。 

6月 5日(土) 午前中に少しの雨がありましたが無
事に開催できました。 
1･2年生、3･4年生、5･6年生に分かれてのパフォ

ーマンス。徒競走はどの学年も精一杯走り抜けまし
た。ダンスはそれぞれの成長を感じる感動がありま
した。 
午前は徒競走とダンスを保護者も堪能しました。 
午後は、児童たちでダンスを見せ合い、応援団にチ
アダンスもありました。 
毎日練習をしてきた成果を充分に発揮して、素晴

らしい運動会になりました 。 

「輝く月と燃える太陽！！ １１パワーで最後まで進め！！」

真砂西小学校 

☆夏季休業は 7/19(月)～8/29(日)です。地域での子どもたちの見守りをよろしくお願いいたします。 
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検見川高校 「各部・委員会活動報告」 

検見川高校では、休日や放課後に、２９の部や委員会が勉強との両立を図りながら活発に活動しています。 

今年度は関東大会・高校総体の地区予選・県予選が感染症対策を施しつつ実施されており、各部とも成果を上げ

ています。今後も各部の活動に御理解と御声援をくださいますようお願い申し上げます。          

 

 

 

                                         

高等特別支援学校 「Marine Café にようこそ」 

本校のマリンカフェ（喫茶）について紹介します。営業日の火・木曜日は、10 時の開店と同時に地域の方々で

大変にぎわうマリンカフェ。作業学習の一環として、作業班の一つである「食品加工班」が運営しています。カ

フェの営業を通して接客におけるコミュニケーション能力を高めたり、焼き菓子の製造を通して順序立てて作業

する力などを高めたりしています。商品の一例を申しますと、ドーナツ、シフォンケーキ、クッキーの他、コー

ヒーなどのドリンク類をご用意しております。また、「縫製織物班」作

成のコースター、マスク、ブックカバー等、「農園芸班」が育てた「と

れたて・無農薬野菜」や色とりどりのお花（ポット）も販売しておりま

す。生徒の学習成果物をぜひ手に取っていただけたらと、生徒・職員一

同、皆様のお越しをお待ちしております！（感染症予防対策は講じてお

りますので安心してお越しください） 

真砂中学校    278-2576 

真砂東小学校   278-2574 

真砂西小学校   278-1606 

検見川高等学校  278-1218 

高等特別支援学校 388- 0133 

千葉テレビ第２チャンネルにて、放送委員会制作のドキュメンタリー「青

春を贈る」とオーディオピクチャー「想いをのせる房州の灯」が 7月上旬ま

で週２回定期放送されました。写真はドキュメンタリーの１シーン、部員た

ちが調査をしている場面です。 

§編集後記§ 

先の見えないコロナ禍にあっても

子どもたちは元気に過ごしていま

す。今年度も当委員会にご協力賜り

ますようよろしくお願いいたしま

す。         広報部一同 

フェンシング部 女子団体県優勝、男女個人県２位で全国高校総体に出場決定 

陸上競技部 男子やり投げで関東大会進出 

女子バレーボール部・女子バドミントン部 県ベスト８、女子テニス部 県ベスト１６、 

サッカー部 県ベスト３２、野球部・ソフトボール部・卓球部 県大会出場 

４月～６月中旬の主な結果 

 

委員会が制作した番組のテレビ放映 

★セーフティウォッチャー募集★ 
登校時の見守りをしてくださるセーフテ
ィウォッチャーにご協力いただける方
は東小・西小教頭先生までお問い合
わせください。 

青少年相談員 

 中学校区から推薦され
県知事・市長から委嘱さ 

れた委員が青少年と一体
となり、よき相談相手と
なることを目的に地域社
会での育成活動を推進す
る事業を実施していま
す。学区内 10 名全員が
育成委員会に加入。 

 

青少年補導員 

 中学校区から推薦され
市長より委嘱された委員
が「愛のひと声」を基調
とした活動を通して青少
年の非行防止を目指して
活動しています。学区内
4 名全員が育成委員会に
加入。 

 

民生・児童委員 

  厚生労働大臣から委嘱
された委員が常に住民の
立場に立って相談に応じ
援助を行い、社会福祉の
増進に努めています。ま
た、地域の子どもが安心
して暮らせるよう見守り
相談・支援を行っていま
す。学区内 6 名が育成委
員会に加入。 
 

スポーツ推進委員 

 市長から委嘱された委
員が地域住民のニーズに
見合ったレクリエーショ
ンスポーツ事業を計画し
実施に関わる連絡調整な
らびにスポーツ実技の指
導助言を行っています。 

学区内 4 名が育成委員会
に加入。 

 

学校教職員 

 校長、教頭、生徒指導、 

教務主任の先生方が育成 

委員会の一員として活動、

連絡調整を行っています。 

 

PTA・保護者会役員 

 PTA・保護者会会長、 

副会長、校外関係役員が 

育成委員会の一員として 

活動、連絡調整を行って 

います。 

 

自治会・管理組合 

 地区連加盟の 5 自治会 

管理組合が輪番で育成委 

員会に加入し活動、連絡 

調整を行っています。 

 

地域協力者 

 保護者会や自治会等で
役員を務めた方が継続し
て地域協力者として活動
しています。 

 

 

青少年育成委員会構成団体・機関の紹介 


