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真砂中学校区         第２４号 

育成委員会だより  

令和 5 年 2 月 17 日発行  
千葉市立真砂中学校区  
青少年育成委員会 広報部  

   
今年度は 3 年ぶりに行動制限のない夏・冬休みとなり、部活動や学校行事も予定通り実施され

ています。しかし、区民フェスティバルや真砂祭り等の地域行事は引き続き中止となり、子ども

たちの楽しみや活躍の場が制限されたままとなりました。育成委員会での一大イベントであった

「ウォークラリ－大会」も開催することができず大変残念に思いますが、代替行事として始まっ

た「絵画展」の作品には真砂の街への子どもたちの想いが表れています。下校時見守り活動や定

期点検パトロールでは子どもたちの安全に少なからず貢献できたのではと思います。今後も保護

者会や学校、地域団体との連携をより進めながら参加者みなさんが楽しいと感じていただける活

動を目指していきたいと思います。「子どもの笑顔がご褒美」です！今年度のご協力に感謝申し上

げるとともに残り任期 5 月までの活動へのご協力をよろしくお願いいたします。 
                                  （会長 小山 こずえ） 

 
第 3回 まさごこども絵画コンクール 2022 「真砂の街並み絵画展｣   (レクリエーション部) 

 

今年度も真砂地区の子どもたちと地域の繋がりを目的に、絵画展を

実施いたしました。『真砂の街並み』をテーマに、真砂東小学校、真砂

西小学校、真砂中学校、検見川高校から昨年度の応募数を超える 190
作品以上が集まり、イオンスタイル検見川浜 4 階催事場にて 1 月末

まで入賞作品を含む全作品を展示いたしました。児童・生徒の目で見

た真砂の街並みはどれもカラフルで素晴らしく、日々過ごしている地

域を見つめなおす良いきっかけになったかと思います。参加者全員に

参加賞を、入賞者(真砂賞)へは、高等特別支援学校 木工班制作による

フォトフレーム(作品入り)と絵具セットを贈呈いたしました。 

 
                            

広報紙は地域運営委員会

ホームページからもご覧

になれます 
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絵画展入賞作品 

東小２年 鈴木 悠太 
「おきにいりのぞうさん公園」 

東小３年 阿部 美琴 
「ツリーハウスがある三角公園」 

東小３年 石井 結愛 
「森の町（真砂）」 

東小４年 T. M. 
「ちゅう車じょうにいるよく会うねこ」 

東小４年 深澤 洸 
「真砂第三ショッピングセンター」 

東小５年 M. N.  
「みんなの大好きなゾウさん公園」 

東小５年 山田 葉月  
「ぞうさん公園」 

東小５年 矢島 海未  
「いつもの風景」 

 

 

   
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

東小１年 橋本 杏莉 
「わくわくたのしいまさごのまち」 

東小２年 小山 かりん 
「みんなのぞうさん公園」 
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西小２年 佐藤 陽莉  
「ふれあいはし」 

西小３年 斉藤 詩織  
「歩道橋から見た検見川浜駅」 

西小４年 M. S.  
「秋の学校の体育館前の様子」 

西小４年 K. A.  
「みらいはみんながとべるすてきなせかい！！」 

西小４年 佐藤 樹 
「パパとふれあい橋」 

西小４年 歳内 紗菜 
「にじの鳥が飛ぶ未知の世界」 

西小４年 小松 龍征  
「真砂の風景」 

西小４年 森 美月  
「教室から見た夕やけの空、真砂の街なみ」 

西小４年 木内 詩  
「にぎやかなわたしたちの街」 

西小４年 野尻 彩乃  
「いろいろな花、楽しいよ。」 

西小４年 野村 奈都  
「真砂の朝と夜」 

西小５年 篠塚 大輝  
「虹の真砂第二公園」 
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真砂中１年 岩澤 凛  
「私の視点」 

真砂中１年 鹿島 心寧  
「お気に入りの場所」 

真砂中２年 M. H.  
「未来の中央公園」 

真砂中２年 M. M.  
「真砂４丁目のみんなの寄り所」 

真砂中２年 R. H.  
「理想のふれあい橋」 

検見川高校１年 船越 広美  
「柔らかな日差しを反射させる水面を 

優しい色で描き表しています」 

検見川高校２年 K. A.  
「自然と住宅」 

検見川高校２年 M. Y.  
「通学路と木漏れ日」 

検見川高校２年 宮里 琉海  
「夏の暑い日差しの中、一休みできる場所」 
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「下校時見守り活動」(健全育成部) 
健全育成部では、6 月より「下校時見守り活動」を 18 日間(東小・西小各

9 回*予定含む)実施しました。今年度は市教研の日が多かったため、小・中

両方の下校を見ることができました。 
子どもたちが楽しそうにお喋りしながら帰る姿は、とても微笑ましいで

す。また、挨拶をしてくれる児童・生徒も多く、爽やかな気持ちになれま

した。時には信号の見落としや飛び出しなど、危ない場面もありますが、

これからも声をかけ、見守りを続けていきたいと思います。 
お忙しい中ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。 

 

「パトロール活動報告」（環境対策部） 

 今年度もコロナウイルスの感染防止のため夏祭りが中止とな

り、主に公園や通学路を少人数で数コースに分かれて点検しまし

た。池の排水溝蓋の外れ、公園内ブロックの破損、自転車用標識を

隠す樹木の剪定、トイレの照明切れ、粗大ごみの不法投棄などにつ

いては、関係機関に対応をお願いしました。今年度の定期点検は年

間 3 回としましたが、普段から散歩や買い物時に子どもたちの様

子や地域の環境を意識し、多くの目で見守ることで地域の安全に

つなげていければと思います。 
        

「青少年の日」つながりウィーク事業 ～クリーン＆点検活動～ 10/1(土) 

千葉市では青少年の日(9 月第 3 土曜日)から 1 週間を『青少年の日つながりウィーク』と制定し、

青少年と家庭・学校・地域がつながりを持つことを目的の一つとして、市内各中学校区において関

連事業を実施しています。当学区では新型コロナウイルス感染予防のため規模を縮小し 3 校に分

散集合し、今年度もクリーン＆点検活動を教職員、委員(お子さん)や真砂中野球部員 11 名、総勢

56 名の参加で行いました。粗大ごみは“ちばレポ”へ投稿し対応していただき、歩道側溝や雨水マ

ス周辺清掃も重点的に行いました。 
《主な点検報告》 
・公園遊具は新しく交換されたものが多く問題なし・地域の方々により清掃が行われており通学路や公園に

はごみが少ない・歩道に吸い殻が多い・第 1、第 2 公園前の歩道集水マスが泥で埋もれて見えない箇所が多

い・第 1、第 3、中央公園に地域猫の餌用食器やハウスがある(第 3 公園は緑地事務所の飼育許可掲示あり) 
《ちばレポへ投稿・依頼》＊＊ちばレポとは・・ICTを使って地域の課題を解決する仕組み 
・袖ヶ浦緑地の一角が以前から不法ゴミ投棄場所になっていて空き缶投げ捨ても多い 
・電柱や信号機のサビ、劣化・集水マス堆積について 
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真砂中学校       車いすバスケットボール体験からの気づき 

12 月 20 日（火）に総合的な学習の時間の一環で、車いすバスケットボールの体

験授業を行いました。当日は 1 年生を対象に講演会と代表者による車いすバスケッ

トボールの試合を行い、貴重な体験の機会となりました。 
＜体験後の感想＞ 
〇今回の体験で「障害者はかわいそう」という価値観が大きく変わりました。“生活”

は大変な部分はあるけれど、“人生”は障害のない人と同じように楽しめるというこ

とがしっかり理解できました。 
〇今日来てくれた方も車いすになってからチャレンジをしたことによって選手に

なれたと話していたので、あきらめずに様々なことにチャレンジができるような人

になりたいと感じました。 
 

真砂東小学校      コロナ禍でも学びある学習活動を！            

コロナ禍での教育活動も 3 年目になり、感染防止に努めながらできる限り子ど

もたちへ教育活動の場を広げています。トイレや手洗い場が少ないことから日程

こそ 2 つに分けていますが、ほとんどの行事を計画通り行うことができました。

本校は校庭、体育館が広いことから、学年交流や講師を招いた体験学習などを積

極的に行いました。一例をあげると幼保小交流会は 2 日間にわけて 1 年生が約

180 名の園児と交流したり、6 年生が SDG’s について 1 年生にやさしく教えたり

するなど、子どもが主体的に考えて表現し、学び合いのある活動を実践すること

ができました。 
コロナ禍で大きく変わったのは子どもの ICT 活用力の向上です。ほとんどの子

がタブレットを日常的に使用し情報を収集したり、互いの考えや意見を交換した

りしています。また、集計も容易に行えるため高学年ではアンケートを作って分

析して考察することもできます。具合が悪くなければ欠席時でも自宅からオンラ

インで授業に参加して学んでいます。運動の制限もほとんどなくなり休み時間に

外で元気よく遊ぶ姿も見られています。今後も一人一人の学ぶ意欲を高め、問題を粘り強く解決していけるよう

にチーム真砂東小で一翼を担っていきたいと思います。   
 

真砂西小学校      学び深い校外学習 
冬休み直前の 12 月 22 日、5 年生と一緒に校外学習として東京方面の「そなエ

リア」と「科学技術館」に行ってきました。特に、「そなエリア」は、大地震の疑

似体験ができる設備で、子どもたちは、「そなエリア」から与えられたタブレット

に、有事に際して生き残るための最善の策を入力しつつ、楽しみながら、防災に関

する意識を高めていました。地震の影響でお店が火事になっていたり、ガラスが割

れていたり……。電柱は倒れ、車は壊れ……。学校でも、避難訓練等、防災教育を

行っているところですが、やはり、現実さながらの演出の中での活動なので、子ど

もたちは真剣な眼差しで取り組んでいました。今回の体験は、たいへん意義深い学

習活動だったと感じています。 
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千葉県立検見川高校  未来社会を生き抜くための考え方を学ぶ特別授業を実施  

検見川高校では、1 年生を対象とした特別授業を、さまざまな教育改革への取組みで有名な藤原和博氏を講師

として、9月から 11 月に全 4 回で行いました。県内で選ばれた数校でしか行われない授業で、本校は ICT 環境が

整っていることから最初の実施校に選ばれ、一教室の授業を他の教室にライブ配信し、学年一斉に同じ活動に取

り組みました。 

授業では、「店を開くならどこが最適か」、「安楽死は許されるか」といった、正解のない問題をテーマとして、

チャットで一斉に意見を集めたり、発表やディベートを行ったりする活動が繰り返し行われ、これからの社会を

生きていく上で重要なのは「情報編集力」であることを、実践を通して学ぶことができました。 

 

 

千葉市立高等特別支援学校     高等特別支援学校 10周年！ 

本校は職業自立・社会自立を目指す特別支援学校として平成 25 年に開校し、今年度は 10 周年を迎えることが

できました。これもひとえに真砂の地域の方の応援のおかげと心より感謝申し上げます。10 月 6日に行われまし

た 10 周年記念式典は、神谷千葉市長をはじめ磯野教育長、小山会長他たくさんのご来賓の出席を賜り、盛大に

開催することができました。式典では開校当時の映像を見ながら当時を懐かしむ卒業生、本校の歴史や校歌に込

められた思いに触れて新しい発見をする在校生の姿がありました。本校が生徒たちの「夢描く場所」（校歌の歌詞

に含まれる言葉）としてこの先もあり続けてほしいと思います。これからも本校を温かく見守っていただけると

幸いです。 

                                                  
代表生徒による校歌合唱 生徒会長挨拶 
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♢♢♢♢♢ 春季休業は 3/25(土)～4/5(水)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 

「青少年相談員事業」 
～ねんど消しゴム作り＆作品コンテスト～ 

 
 第 21 期青少年相談員による初事業として、

ねんど消しゴム作りイベントを実施しました。

真砂東小・西小からの希望者 357 名にキットを

配布し、夏休み明けに作品写真によるコンテス

トを行いました（希望者全員参加を叶えるにあ

たり地域運営委員会より「地域活動支援費」を

頂戴しました）。アイディア満載の 41 作品から

選ばれた受賞作品を掲載します。本イベントご

参加の皆さん、どうもありがとうございまし

た。写真をお送りくださった方々にはささやか

な参加賞をお渡ししました。新型コロナウイル

ス感染拡大状況が読めず対面イベントを見送

りましたが、来年度は参加者にお会いできるイ

ベント開催を相談員一同、切に願っております。  
（青少年相談員） 

 
 

 

 
令和 4年度事業報告 

 

令和 4年 

5/28 青少年相談員連絡協議会委解職式・総会 

 13 第 1 回事務局長等会議 

  14 第 12 回定期総会(書面開催)・各部会 

6/ 4 青少年補導員連絡協議会総会 

  5 真砂地区地域運営委員会総会(書面開催) 

18 第 1 回理事会 

  21 下校時見守り活動（東・西小） 

   28 夏季地域点検パトロール 

  30 第１回育成委員会会長会 

7/ 6 下校時見守り活動（東・西小） 

  11 育成だより第 23 号発行 

9/10 第 2 回理事会 

   13 下校時見守り活動（東・西小） 

10/ 1 青少年の日つながりウィーク事業「クリーン＆点検活動」 

   18 下校時見守り活動（東・西小） 

11/ 5 第 3 回理事会 

   15 下校時見守り活動（東・西小） 

12/ 7 冬季地域点検パトロール 

   15 下校時見守り活動（東・西小） 

   17 第 4 回理事会 

   25 “真砂の街並み”絵画展(～1 月末） 

 

令和 5年 

 1/17 下校時見守り活動（東・西小） 

  27 第 2 回育成委員会会長会 

 2/ 4 育成委員会美浜区ブロック研修会(高浜中) 

  10 第 2 回事務局長等会議 

16 冬季地域点検パトロール 

   17 育成だより第 24 号発行 

   18 第 5 回理事会（予定） 

   27・28 下校時見守り活動（予定） 

 3/ 1・24 下校時見守り活動（予定） 

 4/15 第 6 回理事会（予定） 

 

*理事会前に総務会(会長、副会長、各部部長、事務局)を実施 

*随時各部部会を実施 

*委員相互の共通理解を図り、各部会の活動に協力 

*関係機関・団体の諸会議等に参加 

 

 

◎令和 4 年度美浜区ブロック研修会◎ 
令和 5 年 2 月 4 日(土) 高浜中体育館 

美浜区にある 9 つの育成委員会が輪番で担当を務め、今年度は高浜中学区の 
担当で開催されました。KDDI によるスマホ・ケータイ安全教室が行われ、 
真砂中学区からは小山会長はじめ校長、教頭先生等 9 名が参加しました。 

編集後記 
 行動制限緩和により、学校行事を通して成長す

る子どもたちを感じることができました。 
 本年度も当委員会にご協力を賜り、心より感謝

申し上げます。 


