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習志野市鷺沼 2-1-10  電話 047-451-1132 

第 25回 MOA美術館全国児童作品展 

ボーイスカウト日本連盟理事長賞 谷津南小５年 田中 勇健  

平成２８年２月１７日発行 NO. ６９ 
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税の作文 千葉県教育長賞 

未来を支える税  第一中学校２年 酒井 悠乃 

「何でパンには税金がかからないのだろう。」今年の夏休
みにはカナダへホームステイに行った。カナダのスーパー
のレシートにパンには税金がかかっていなかったのだ。他
にも野菜や卵、牛乳などにも税金は含まれていなかっ
た。だが、よく見てみると、お菓子、炭酸飲料などには、税
金が含まれていたのだ。私はどういう違いがあるのか疑問
に思ったので現地の人に聞いたところ、日本との違いに驚
いた。カナダと日本の違いは、日本では全ての商品が課
税されるが、カナダでは非課税になる対象の商品と課税
になる対象の商品がある。      ～中略～ 
 私はこれまで、世界の税制度に対してあまり興味はなか
ったが、日本と比較してみて違いを知る事で、日本の税制
度に対してもっと知りたいと思った。 
 私はこれからも税に対して興味を持ち、日々の生活の中
でどういう風に税に関わり、政府がどういう税の使い方をし
ているのだろうという事を常に意識していこうと思う。私が大
人になった時にはどういう社会貢献ができるのか考えてい
こうと思う。 

学校 

県展 審査委員長賞 大久保東小６年 吉鶴 汐理 

絆 ふれる・かかわる・そしてつながる 

 文部科学省の答申では、学校が核となる地域のコミュニティづくり
を推進しています。それは、学校と地域と家庭がチームとなり、三位
一体となった教育力が求められていることになります。地域の教育力
向上に向け、「学校支援ボランティア」「公民館事業」「避難所とし
ての役割」など、新しい事業や組織づくりが急速に行われていくこと
になります。今まで行ってきている本市の「地域との連携」がさらに
推進していくことが求められています。 

◆「教育立県ちば」プラン・・・・・・・２ 
◆地域・学校を支える公民館特集２・３・４ 
◆福祉教育と学校 社会福祉協議会・・・４ 
◆地域と共に成長 
危機管理課 地域行事参加・・・・・・５ 

◆地域に貢献 小中書初展、春高バレー、 
      キラット・ジュニア防犯隊・・６ 

県展 審査委員長賞  第三中３年 相上 智羽 
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                   平成 27 年 2 月策定  

計画期間 平成 27年度から平成 31年度（５年間） 

 今年度より、第１期の計画「千葉県教育の目指す姿」を継承し、「ふれる・かかわる・そしてつながる」

を取り組み方針とし、「すべての大人が子ども達の育成にかかわる」という自覚のもと、学校、家庭、地域

がかかわり、つながることにより、さらに大きな教育力にしていくという思いが込められています。 

元気な子ども         元気な県民      元気な学校・家庭・地域 
＜３つのプロジェクト＞                         

１「夢・チャレンジプロジェクト」 [志を持ち、失敗を恐れない人材を育てる] 

２「元気プロジェクト」      [ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり） 

３「チームスピリットプロジェクト」[教育の原点として家庭の力を高め、人づくりのための力をつなげる] 

 これらの県教育委員会の施策を受け、様々な教育の取り組みがなされています。その中でも特に、地域コ

ミュニティの形成が大きく掲げられています。子どもや家庭の孤立化が進む中で学校を中心とした環境を整

えることが大切となっています。学校だけが教育の場ではなく、学校を中心とした地域全体で子どもの教育

に携わり、その中で生き生きと過ごしていけることが望まれています。 

 

 

 

 

 

地域・学校を支える「公民館」特集 ～公民館と学校、地域の関わり～ 

 公民館  習志野市には、公民館が７つあり、イベントや行事を通して地域の活性化や連携を深めるために事

業を展開しています。小学生からお年寄りまで、幅広い年齢層が集まる憩いの場として、地域の教育

力の向上に努めています。近年、学区の小中学校の吹奏楽部等を集めたコンサートが毎年開催されて

います。また、行事に小中学生が数多く参加し、地域の方々と触れ合うことは大きな経験となり、成

長へとつながっています。そんな公民館の紹介と学校との連携について紹介します。それぞれの公民

館でたくさんのイベントがあり、しっかりと役割を果たしています。 

千葉県教育の目指す姿 

 

         

 平成 27年 11月 28日（土）、藤崎小学校体育館に
おいて「第 17回森の音楽会」を開催しました。 
この行事は、菊田公民館地区の津田沼、津田沼北

部、藤崎、鷺沼、鷺沼台の人々が、音楽を通じ世代
を超えて交流を図ることを目的としています。 
主催は、「菊田公民館地区学習圏会議・菊田公民

館 森の音楽会実行委員会」です。準備には、各連
合町会等の御支援や各学校ＰＴＡの御協力をいただ
きました。参加団体は、藤崎保育所、藤崎幼稚園、
津田沼・鷺沼・藤崎各小学校、第五中学校です。 
当日は、園児や保育所の子ども達による踊り・合

奏・歌、小中学生による合唱・吹奏楽の発表、会場
全体での市歌の合唱もありました。 
毎年、多くの御家族や地域の方が観覧し、冬にも

かかわらず、会場は熱気でいっぱいです。幼児から
小中学生、御高齢の方まで一堂に会して、地域で音
楽を楽しむ年に一回の貴重なイベントです。 

 

         

        

「海辺のコンサート」も今年度で 5回目の開催とな
りました。第１回は香澄小、第 2回は秋津小、第３回
からは第七中を会場とし、現在に至っています。 
このコンサートの特徴は、秋津・香澄・谷津南の３

つの小学校と第七中学校、津田沼高校、新習志野公民
館で活動する一般の音楽サークルが、一堂に会して開
催するところにあります。 
更に、第１回より香澄地区で用意してくださった仮

設ステージを使用し、まちづくり会議、町自治会，学
校、ＰＴＡ、地域団体の代表者が実行委員となり、多
くの皆さんの手で運営されているところです。 
地域の方々からは、小・中・高・一般の演奏を一度

に聴くことのできる、またとない機会と喜ばれていま
す。また、学校と関わることがなくなった地域の方に
とって、地域と学校を音楽で結ぶコンサートとして、
更に地域に根付いたイベントにしていきたいと考え
ています。 

地域と学校を結ぶ「海辺のコンサート」新習志野公民館 

    

 

新みんなで取り組む「教育立県ちば」プラン千葉県教育委員会 

森の音楽会 菊田公民館 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

                         

 
 
 

公民館や学習圏会議（地域市民が主催し、公 

民館と一緒になって行う行事）では学校の協力 

が不可欠です。子ども達への参加を呼びかける 

チラシの配布から申し込みの集約、駐車場や大 

きな集会スペースの無い当館では、学校の施設をお借りしなければ運営はできません。近隣の学校は、

快く利用させてもらえます。更にありがたいことには、行事当日、管理職の先生はもとより、若い先

生方も参加し、子ども達の活動を見守り声がけをしてくれることです。学校外での先生方と子ども達

のふれあいは微笑ましく、また違った一面を見ることができます。地域の方々も若い先生のお顔や子

ども達とのつながりを見ることで、学校への理解を深めているようです。 

「世代を超えて育もう地域の輪」を公民館のス 

ローガンに、これからも学校の協力を得ながら、 

さらに行事を充実していこうと思っています。写 

真は「もちつきかるた大会」屋敷小生と親睦を図 

るナラシド♪で大活躍の屋敷小ＯＯ先生・「七夕 

まつり」・「みなともライブ」いずれも六中生の 

お手伝いが大助かりです。 

 

 
  

 

   

 

埋立地袖ケ浦は昭和 42年入居から、今年で 50

年を迎えます。また、袖ケ浦公民館も昭和 56年

に開館し、特色ある支援事業の「門松づくり・

どんど焼き・節分豆まき大会」などの「年末年

始子ども向け事業」を持ち、以来事務局を担っ

てきました。この事業は地域実行委員会が組織

され、「埋立地で育った子ども達に故郷を持た

せ、地域の連帯感を深め後継者の育成を図る」

を目的にたくさんの地域の皆様の参画をもって

実施されてきた「新しいまちづくり」の歴史が

あります。前身は袖ケ浦入居の年に袖ケ浦西小

学校を会場としてスタートしました。当時の運

営の中心は 30～40歳代の働き盛りの人達で、仕

事を終えてから時には徹夜もあり、住民同士の

交流も深めていったそうです。そして、事業運

営には第三中学校の生徒達の働きも大きなもの

があります。門松づくり、宣伝カーでの広報活

動、豆まきの迫力ある鬼役など多くの生徒たち

が参加し次世代を担う若い力が着実に育ってい

ます。さらに地域の園児や児童との交流も重ね

られています。袖ケ浦も高齢化が進む地区です。

子ども達の若いエネルギーを地域の活性化に生

かし、子ども達自身も地域に目を向け今後も活

動の幅を広げていけるよう、公民館として園や

学校と連携の工夫を一層図ってまいります。 

まちづくりに若い力を生かし後継者の育成を図る 袖ケ浦公民館 

  

公民館と学校、地域の「輪」 屋敷公民館 

 

 
 

当公民館区では「初めに活動ありき」、子ども

達の心身の健やかな成長を願い学校・園と力を合

わせ元気に活動中。特徴的なものを紹介します。 

学習圏会議「谷津ローズフォーラム」では、小

学校生活科授業支援（公開研究会にも参加）など

活発に交流が行われています。幼小中の子どもか

ら大人まで一中学区がひとつになった「バラの街

♪音楽会」は、多くの感動を与え薫り高き地域文

化の象徴となっています。21 年目を迎えた「ち

びっこクリスマス会」のお手伝いボランティアの

一中 3年生と谷津小 6 年生は「幼いころお兄さん

お姉さんが一緒に遊んでくれたので今年は私た

ちが恩を返したい」と語っていました。幼稚園小

中学校の先生方と一緒に長年活動を続ける中で

歴史と伝統が形づくられ、人づくりが体現されて

いる谷津公民館区です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
谷津公民館地区学習圏会議「谷津ローズフォー

ラム」副会長の青木淳子さん達が作成した「なつ

あそぼ工作教室」紹介の「輝き」という作品が、

千葉県教育委員会主催「平成 27 年度千葉県メデ

ィアコンクールビデオ部門」で見事、“佳作”に

入賞しました。 

谷津ローズフォーラムとは、平成 6年度に市か

ら要請されて立ち上がった組織で、以来 22 年間

の長きに亘りボランティアで活動してくださっ

ています。平成 22 年度には、会長の三代川久栄

さんと副会長の中村光子さんが、習志野市教育委

員会顕彰を受賞なさっています。明るく希望に溢

れた谷津地域の教育と文化は、このような地域の

方々の志と子ども達への温かな眼差しに支えら

れています。 

子ども達の笑顔のために 谷津公民館 
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福祉教育と学校・地域の連携 ～七中学区福祉教育パッケージ指定～ 

 

 

習志野市社会福祉協議会では、年一回福祉教育活動推進やボランティアの学習・啓発活動などに利用してい

ただくための『福祉図書目録』を発行しています。 

『福祉図書目録』には、図書・ビデオ・DVD・カセットテープ及び福祉教育に関する備品（高齢者擬似体験セ

ットなど）を掲載しており、その貸出しも当社会福祉協議会で実施しています。このほかにも『障がい者・高

齢者の生活を知ってほしい』という団体の希望や『障がい者・高齢者とどのように接したらいいか』という住

民の悩み、そんな双方の思いを受け、お互いの理解を深めるために、当事者の会やその家族の会が行っている

出前講座の橋渡しも行なっています。学校での福祉教育の際など、ぜひご活用ください。 

 

習志野市では平成 26 年度から 28 年度までの 3 ヵ年の指定で、千葉県の福祉教育のパッケージ指定を受けて

います。パッケージ指定とは、福祉教育推進のために指定校間の連携や子どもの発達段階に応じた福祉教育を

目的として行なわれております。習志野市では、福祉教育推進指定校として『秋津小学校・香澄小学校・谷津

南小学校・第七中学校・津田沼高校』の 5校及び、福祉教育推進指定 

団体として『社会福祉協議会秋津支部、社会福祉協議会香澄支部』の 

2団体が、千葉県のパッケージ指定を受け『第七中学校区福祉教育推 

進連絡会議』を組織しました。平成 27年 10月 23日には、第七中学 

校区福祉教育推進連絡会議による“第七中学校区小・中・高等学校合 

同ミニ集会”が行われました。当日は、教職員・保護者・地域の方々 

約 100名が参加し、「豊かな福祉を育てよう～排除しない・されない 

社会をつくるには～」をテーマに講演会を行い、その後の分科会では、 

「誰もが暮らしやすいまちになるために」をテーマにグループごとに 

挨拶や高齢者・障がい者との関わりといった地域での課題を拾い出し、 

解決策などを話し合いました。 

習志野市社会福祉協議会と福祉教育   習志野市社会福祉協議会 主事 三橋亜友美 

 

 

                    

実花小学校体育
館の１階部分が公
民館施設という立
地から、毎日、放課
後にはロビーや児
童室に児童や実花
幼稚園児が集まり
ます。 

 
お囃子太鼓講座

の学習成果を地元
「実花ふるさと祭
り」で披露。 

 

 

 
学習圏会議の

皆さんと第四中学
校の生徒の運営協
力で開催している
県民の日「みはな
子どもチャレンジ
大会」。 

  

他にも職場体験をとおして、地域の人と接する

大切な学びの機会を提供しています 

 

 

大久保公民館では、12 月にならしのかるた

を使い『おおくぼかるた取り合戦』を行ってい

ます。大久保小・大久保東小・実籾小・鷺沼小

から小学生が集まり、低・中・高学年に分かれ

て対戦し、競います。各対戦の流れを担うのは、

第二中学校のボランティアの皆さんです。受付

・読み手・審判・記録などの重要な仕事を担っ

ています。また応援団として、時には、欠員分

の対戦相手となって交流します。対戦を重ねる

たびに選手も保護者も熱が入り、会場はひと札

ごとに盛り上がりを見せます。公民館では、こ

の他に「ハミングコンサート」や「にんじんま

つり」を開催し、第二中学校のボランティアの

皆さんに協力をいただきながら、行事を盛り上

げています。今後もより一層地域の学校と連携

を図って、公民館活動の充実に努めます。 

 
  

小学校との複合施設・実花公民館 

 

第七中学校区小・中・高等学校 

合同ミニ集会 

大久保公民館と地域の学校 
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大規模な災害が発生した場合、地域の中で学校が果たす役割は非常に重要です。そのことから、市と教育

委員会が協議し、学校施設を必要に応じ、指定等をしています。 
【学校の役割】 
○避 難 所・・・小・中学校の体育館などを、自宅を失った人が一定の期間、避難生活をするため

に使用します。 
○一 時 避 難 場 所・・・小・中学校のグラウンドなどを。火災の延焼による危険から一時的に逃げ込み、

命を守る場所として使用します。 
○地 区 対 策 支 部・・・学校の職員室や会議室を、地区の被災状況や避難所の情報を収集し、発信するた

めの場所として使用します。（市立全小学校） 
○防災倉庫の設置・・・自宅で準備していた備蓄品を使うことができなくなった方を支援するため、市内

の公立学校を中心として防災倉庫を設置しています。（市立全小・中学校） 
○応 急 救 護 所・・・トリアージや応急処置等の医療救護活動を行うために、学校の施設を使用します。

（第一・二・七中学校） 
○津 波 避 難 ビ ル・・・最寄りの高台まで避難する時間がない場合に、一時的に緊急避難するために国道

１４号以南の施設を指定しています。（国道１４号以南の全小中学校） 
○応 急 給 水・・・小中学校の受水槽に水栓（蛇口）が設置してあり、受水槽の中の水を飲料水等と

して利用します。（東習志野・屋敷・藤崎・実花小学校、第二中学校を除く） 
○防 災 行 政 無 線・・・住民への防災情報を伝達する無線通信システムです。 
○ヘ リ ポ ー ト・・・救急搬送や物資等の輸送にグラウンドを使用します。（実花・秋津・香澄小学校、

第三・四・七中学校）など、様々な役割を担っています。 
関係者の皆様には、学校の「災害時の役割」について再認識していただき、市としても、平時より学校、

地域住民、関係機関と連携を密に図ることが必要であると考えています。なお、学校の先生方が災害時に子
ども達の安全確保を最優先されることは、危機管理課も十分認識しています。 

 

 
地域のため・学校のため 

          第六中学校 教頭 荒井 英治 

第六中学校の学区では、屋敷公民館の行事を中心に学校
と地域との交流を進めています。7月 4.5日に行われた「七
夕祭り」には、美術部員が七夕を作成し、陸上部員がボラ
ンティアとして参加しました。１年生女子が焼きそばづく
り、男子は遊び広場のゲームコーナーでそれぞれ楽しくお
手伝いしました。10月 17日に第六中学校の体育館で行わ
れた「みな友ライブ」には、生徒会本部役員がしっかりと
司会を務め、管弦楽部は、大観衆の前で素晴らしいミニコ
ンサートを披露しました。1 月 16 日の「もちつき・かる
た大会」では、男子バスケットボール部員が受付の手伝い
や餅つき・昔遊びの実演、女子バスケットボール部員がき
なこ餅・あんこ餅づくりを一生懸命手伝いました。また、
今年度は 9 月 22 日に行われた天津神社のお祭りで中学生
用神輿を六中陸上部員有志が担ぎました。他にも生活委員
の生徒がボランティアの方との六中校門での朝のあいさ
つ運動への参加、屋敷公民館地区市民文化祭には、美術部
の作品も出品させていただきました。今後もさまざまな形
で地域とともに歩む学校づくりを推進してまいります。 

 

            地域の皆様に支えられて 

大久保東小学校 教諭 植草 勲  

大久保東小学校は地域の皆様に支えられています。地域
の力を活かした活動の様子をお伝えします。 
本校の保護者ＯＢ・ＯＧによって組織された団体があり

ます。「大久保東小を元気にする」をテーマに、もちつき
大会、花火大会、バーベキュー大会等様々な活動の場を提
供してくださっています。親子で参加することができ、多
くの学校職員も参加しています。まさに学校、家庭、地域
が一つになった活動が展開されています。                                                                                                                                                                                                                                                  
また、田植えや稲刈り等の農業体験をさせてくださる団

体もあります。自然とのふれあいの中で、子ども達が様々
な発見をしています。また、農作業していく中で、ボラン
ティアの皆様とのふれあいは、子ども達にとってかけがえ
のないひとときとなっております。 
他にも生活科「むかしあそび」のゲストティーチャーや

地域の商店等の皆様のご協力、地域に出向いての合唱部の
活動等、地域との関わりはたくさんあります。子ども達
の力を伸ばしてくださっていることはもちろん、どの活動
も家庭・地域力の向上という点から見て、とても有意義な
ものであります。子ども達の光り輝く未来のために、今後
とも地域の風がいきかう学校づくりを進めていきたいと
考えています。 

 

 

地域と共に成長 ～学校から地域へ・地域のために～ 

「防災と学校」  習志野市危機管理課 主任主事 長束 尚史 

地域行事に参加 ～地域と学校の連携～ 

 

 
 

 

防災倉庫点検 総合防災訓練 給水訓練 
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「全国レベルの技学ぶ」～市を超えた連携～ 

大多喜町立大多喜中学校にて、習志野高校吹奏楽部によ

る楽器講習会が開かれました。同中のブラスバンド部や近

隣小学校の金管部員らが参加し、高校生に全国レベルの演

奏技術や音楽の心を教わりました。 

今回で２回目を迎え、裾野拡大を目指して今回から小学

生も参加いたしました。小中高生は、それぞれ楽器別に分

かれて教室へ移動。あいさつから始まり、呼吸法や姿勢、

演奏テクニックなどを高校生が手本を見せながら丁寧に指

導しました。小中学生は表情は真剣そのものでした。 

大多喜中と習志野高の合奏演習も体育館で行われ、習志

野高の海老沢博顧問が指揮台に立ち、集まった小中学校の

顧問に音を合わせる方法を実践的にアドバイスしました。 

大多喜中２年部長 小野花恋さんは、「すごい勉強にな

った。練習に生かし、コンクールや発表会で頑張りたい。」

と充実した表情で話していました。 

  
 

 

              平成 27年 11月 4日（水） 

                屋敷 1丁目にて 

「防火に貢献」～地域のために～ 

地域で発生した火災に際し、屋敷小学校 4 名の先生方が迅

速かつ適切な初期消火活動を実施され、習志野市東消防暑よ

り御礼状をいただきました。この初期活動により、火災の延

焼拡大を防ぎ、大変勇気ある行動でした。地域の災害に対し

て積極的に行動したことは、学区の教員であることはもちろ

ん、普段の学区に対する思いや行動が表われた出来事でした。 

＜初期消火協力者＞ 

習志野市屋敷小学校   教諭 水田 瑛久 様 

            教諭 矢野 三穂 様 

            教諭 太田  優 様 

            教諭 廣居 由美子様 

東消防署長 消防鑑 宍倉勝男様より 

「先生方の勇気ある行動に対しまして、皆様に御礼状を贈ら

せていただきます。今後とも、本市の消防行政に対して一層

のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。」 

 

 
昨年 11月に千葉県総合スポーツセンターで行われた全日本バレーボール高等学校選手権大会千葉県予選会では、全試合失セッ

ト０で県大会を優勝し春高バレー全国大会への代表権を勝ち取ることができました。昨年は前監督の飯塚初義先生（現・幕張総合高

校）よりバトンを受け取った最初の年でしたのでプレッシャーが大きかったです。3 年生にとって最後の県大会で習志野のバレーを貫く

ことができた瞬間でした。 

県大会で負けないバレーから全国を勝つバレーを目指して、代表権を獲得後はチー 

ムを修正し多くの合宿や遠征をしてきました。そしてついに今年の 1月 5日春高バレー 

全国大会の当日がやってきました。相手は徳島県代表の城東高校です。粘り強いレシ 

ーブと捨て身で打ち切るエースの力で勝ち上がってきたチームです。1セット目は相手 

に硬さがありセットを取りましたが、2セット目、3セット目は捨て身でバレーをしかけて 

きました。ブロックが機能しない、スパイクが拾われ続けるという精神的な劣勢が続き、 

自分たちのバレーができなくなってしまいフルセットの末負けてしまいました。今年の 

チームの一番弱い部分が最後に出た瞬間でした。 

試合に負けた翌日から 3年生がいなくなった 1・2年生と新チームがスタートしました。 

今回の敗戦を次の妙薬として強い習志野高校を築いて参りたいと思います。 

 
                          習志野市が安全で安心して暮らせるようにしたい 

                                           （受賞者より） 

 県・県教育委員会・県警が構成する県青少年総合対策本部が、善意や親切心に基 

づき行動した青少年を称える「ライトブルー少年賞」を本市の「キラット・ジュニ 

ア防犯隊」が受賞しました。キラット・ジュニア防犯隊は、平成１７年度から、主 

要駅の駐輪場において、自転車１台ごとに施錠状況を確認し、注意喚起のリボンを 

ハンドルに巻く等の防犯ボランティア活動や、市民まつり、キャンペーンにおける 

啓発活動、防災マップの作成、救命救急講習、防犯ボランティア市民大会への参加、 

交通事故防止に特化した活動を展開しています。習志野市民の防犯意識、治安意識 

の高揚を図っています。今年度は２９１名の小中学生が隊員として、自ら「ふるさ 

と習志野」を守っています。これからも応援よろしくお願いいたします。 

 

 
「書初め」は、お正月の日本の伝統文化の一つで、１月２ 
日に自分の願い事を書くと、願いが叶うと言われています。 
習志野市では毎年モリシアで書初展を開催していましたが、 
今年は展示された作品に特別賞を新設しました。この書初 
展には、各学校の代表作品が展示されております。今年は、 
この出品された作品の中から習志野市の全小中学校の同じ 
学年の中で一番優れた作品に「学年賞」を設けました。 
そして、その「学年賞」の中から、更に優秀な作品に「教 
育長賞」「幼小中文化連盟会長賞」「小中学校長会長賞」 
の 3賞を設けました。               
 今年の書初展に向けて、学校では、授業やゲストティ 
ーチャーの席書会において、児童生徒が指導を受けて一 
生懸命に練習して作品を仕上げました。そのすばらしい 
作品を書いた児童生徒への励みとなることを目指したもので、表彰式もモリシアで開催されました。児童生徒や保護者の皆
さまがたくさん見に来られ「来年は！」と意気込んでいる児童生徒の声も挙がっていました。                  
 
 

 

 

 

小・中・高の連携 習志野高校・大多喜中学校 地域に貢献 屋敷小学校 

春高バレー  ～習志野高校健闘～    習志野高校男子バレーボール部監督 石田 勉 

賞を新設！ 小中書初展 1/15～1/22モリシア広場 

キラット・ジュニア防犯隊 ライトブルー少年賞受賞 

教育長賞         屋敷小   ６年 横山 詩乃 さん 

幼小中文化連盟会長賞  向山小   ３年 天野 薫子 さん 

小中学校長会長賞      第六中   ２年 鈴木 文菜 さん 


