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千葉明徳高等学校 

教諭（３学年主任） 須藤 勝之 

「平成」が終わる最後の年

の３月１日、２８７名の生徒が

巣立ちの日を迎えました。３年

前の入学当初、一貫生も含めて迎

えた生徒達を、高校において新た

に芽吹いた存在としてとらえ、その

意味も込めて学年通信のタイトルを

「Sprout」としました。卒業する時に

は立派に成長し、どんな場所にお

いても人から頼られるべき存在とな

れるようにと願いながらです。その

ため、高校生活の全ての場面にお

いて、我々は勉強だけでなく、運動だけでなく、人としてどこであっても頑張れるようにと応援をし続けました。 

さてその集大成の場として迎えた当日は、朝の内はまだ小雨が降る天候でしたが、式が始まる時にはその雨も

止み、これからの門出を祝福しているかのようでした。その雰囲気の中、沢山の拍手に包まれ、卒業する三年生が

入場した時、ハプニングが。なぜか前日の予行練習では揃っていたはずの椅子の数が一つ足らず、卒業生 1名が

座れないという状態に。結果、教員も含め動揺した全員の姿に、厳粛であったはずの場が思わず和んでしまいまし

た。 

このままの軽い雰囲気で式が進行してしまうのかと皆が危惧していると、驚くことに場が和んだのはその一瞬のみ

であり、それ以降はまた元の通り厳粛な空気が漂いました。それは、その場にいた全員が、式を大切なものにしたい

と考えたからこそでした。そして、その場面に立ち会うことの出来た私達は、この２８７名が３年という月日の間に芽

から花へと成長したことを実感できました。 

実際、その後の呼名では、普段は決して聞くことの出来ない生徒達の大きく堂々した返事が何度も響きました。
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そこには、今まで応援してくれた全ての人達へのお礼が込められていたと私には感じられました。実際、その凛とし

た声を聞いた途端、思わず目頭を押さえる人もいました。その気持ちは万感の思いを込めた答辞及び送別の歌へ

と続き、そして最後の退場でアスリートコースの生徒全員による、式場全体に響き渡るお礼の言葉で締めくくられま

した。 

私は、こんなにも胸打つ卒業式を作り上げることの出来た生徒達を本当に誇らしく思います。そして、３年前に込

めた思いを託すに足りる人物として、これから頑張っていってくれるだろうと確信しています。 

このような素晴らしい卒業式を迎えることが出来たのも、学園全体の皆様で応援し続けて頂いたおかげです。３

年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

   

    

 

 

千葉明徳短期大学附属幼稚園 

主幹教諭 上中 益美 

山の園舎が開園して早一年が過ぎようとしています。 

この一年を振り返るといろいろなことがありましたが、何と言っても特筆すべきは他の園ではなかなか目にすること

のできない古墳の山との生活だと思います。 

幼 稚 園 
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この山には子どもたちの好奇心を満たす多くのものが

潜んでいます。それは、よーく見ないとわからないものだ

ったり、やってみないとわからないことだったり・・・。まだ

歩き始めて間もない小さい子であれば、下り坂は、オッ

トットットと勝手に体が行ってしまいます。慌ててそばの

柵につかまります。次の日からは、柵のそばを歩くことを

学び、危険を回避します。ある子は、両腕を広げてバラ

ンスをとりながら、ゆっくりゆっくり下りてきます。下まで来

るとニヤリとして自分でパチパチと拍手をして別の場所

へ。坂道は、上りも下りも重心のかけ方が違ってくるので、

そこを歩くだけで体幹も鍛えられ、バランス感覚も自然と身につきます。もちろん失敗して転ぶこともありますが、子

どもたちは、失敗を恐れずに挑戦を続け、できた時は、自らに拍手をします。そして次に向かう自信となっていく・・・。

（３月現在では、ほとんどの子どもたちが駆け上がり、駆け下りています。） 

２歳児クラスの子であれば、以前山の上で見つけたカタツムリをもう一度見つけようと、様々な場所を探します。

葉の裏を見たり、茎を持ちあげたり、地面を掘ってみたりします。カタツムリはいなくとも、他の様々な虫や草木、その

力強さ等に気づいていきます。土をいい匂い・・・と言った子もいました。また根っこは、簡単に抜けるものとそうでな

いものがあります。絵本の おおきなかぶ のように「うんとこしょ、どっこいしょ」と掛け声をかけながら、引っ張ってい

た時、あまりの根っこの強さに途中で切れてしまい、保育者が思い切り尻もちをついた時は、皆で大笑い！そんな

楽しい時間もありました。 

秋には、見たことのないきのこ？のようなものが出現し、理事長先生がきのこの分厚い専門書をもってきて下さっ

たこともあります。 

また、ここで過ごしていくうちに子どもは、自然に対しての力（本能）のようなものを持っているのでは・・・と思うよう

になりました。坂の上り下りのバランスもそうですが、先がよくわからない奥の方へは、わからないうちは、一歩一歩

探りながらゆっくりいく。切り株の上に乗って柵の上から下を見る時も高いことを認識しているからか、決して柵から

手を離すことはありません。木の根につまずくこともありません。 

そして、ここでの自然は、子どもたちを守ってくれているようにさえ感じ、私自身も安心を感じます。 

子どもたちが既成概念にとらわれず、山のあちこちで自ら遊びをつくって楽しむ姿には、頼もしさも感じます。（自

然に対する注意力、集中力、好奇心、記憶力、創造

力、想像力・・・ｅｔｃ．）もちろん、大人が側で見守り、

知らせていくことはまだまだ必要ですし、そばにいる大

人の影響は大変大きい。だからこそ、自然の中で発

揮される子どもたちの力を引き出していくこと・・・これ

も大人の大切な役目と考えるようになりました。大人

の感覚で、簡単な言葉で済ましてしまわないよう子ど

もの好奇心に真剣に向かい合い、また、危ない・・・ば

かりが先に立って、その芽を摘んでしまうことのないよ

う、見極めながら子どもたちと毎日新たな発見をし、

たくさんの可能性を秘めたこの山で一緒に楽しみなが

ら成長を見守っていきたいと思っています。 
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最後に 

立ち上げの年というのは何もかも一から作り上げていく大変な年です。職員が一丸となって頑張り、保護者の協

力、周りの方の支援を得て今日までくることができました。もちろん、子どもたちも頑張ったのは言うまでもありません。

皆の努力でこれからも山の保育が盛り上がっていきますよう願っています。 

 

 

 

 
 

 
                                

                                                        明徳浜野駅保育園  

  保育士 鈴木 友基 
 

私たちは子どものふとした瞬間の可

愛らしい姿や驚くような行動など、その

子の成長が垣間見られた時に【子育て

わかちあいの記録】を、保護者と子ども

の成長を共有するために書いていま

す。 

その時の情景がわかるエピソードと、保育者

が感じたことや、わかちあいたいことを記載し、

保護者からのコメントを書いてもらっています。

今回はその中の２つのエピソードを紹介します。 

つくし組(0 歳児)が公園で帰り支度をしてい

ると、たんぽぽ組(1,2 歳児)の A くんが「もう帰るの？」と少し残念そうに言っていました。『保育園に先に帰るね。ま

た遊ぼうね。』と伝えると「うん、わかった！」と言い、公園の出入口付近まで見送りに来てくれました。保育者が子

どもたちに『バイバ～イ』と手を振っていると、A くんが「気をつけてね～♪」と声を掛けてくれました。【気を付けて】と

いう、お子さんからはあまり出ない言葉に驚きながらも、A くんの優しさと成長を感じ、心温まるひと時となりました。 

 公園で追いかけっこをして遊んでいたところ、勢いがついて転んでしまった B くん。皆は遊びに夢中でしたが、C ち

ゃんは「先生～！B くんが転んでる！」と気付いて教えてくれました。そしてそばに駆け寄り「大丈夫??」と声を掛け

「うん」と言って立ち上がった B くんに「C と一緒に走ろう！」と言って手を取り合い、２人で元気に走り出していました。

B くんは泣かずに立ち上がれたこと、Cちゃんは友だちの困った姿に気付いて励ましてくれたことに、心の成長を感じ

ました。実はこの時から一段と仲良くなり、一緒に遊ぶことが増えました。友だちとの絆が深まるきっかけを間近で見

ることができて、とても感動的な瞬間でした。 

今回のようなエピソードを保護者が読み「うちの子が…と驚きました」「優しい気持ちが育っていて嬉しいです」な

どのコメントも頂き、生活の中で見られる貴重な姿をわかちあい、子どもたちのこれからの成長へと繋げられるステ

キなコミュニケーションツールとなっています。日々の気づきをこれからも、たくさんの人たちとわかちあい、成長へと

繋げていけるよう保護者と共に楽しみながら子育てができるような発信をしていきます。 

 

浜野駅保育園 

浜野駅保育園 
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明徳やちまたこども園  

保育教諭 遠矢 花琳 

先日、年長児そら組

のお別れ遠足に行き

ました。 

クラスでの遠足は秋の

遠足に続き２回目というこ

とで、子どもたちも前日か

ら楽しみにしていました。 

遠足当日は、あいにくの

雨でしたが、楽しみな気持

ちを胸に、駅まで足取り軽

く歩いていきました。八街

駅から千葉駅まで電車に

乗った子どもたち。初めて

電車に乗る子も多く、変わ

っていく景色を窓越しから

キラキラした表情でみてい

たり、「揺れて怖いね」など緊張した様子で手すりをつかんだりと様々でしたが、電車内では静かに過ごし、公共の

場での過ごし方をしっかり理解している年長児ならではの姿が見えました。無事に千葉駅までつき、モノレールに乗

車という時にハプニングが発生。乗るはずのモノレールと反対方向の車両に乗り込んでしまい、気づいた時には、乗

るはずのモノレールが到着。あわてて乗り換えるな

んてこともありましたが、無事千葉市科学館につく

ことができました。館内ではプラネタリウムを見たり、

各階にある、生き物や自然、科学などの面白さを

体験できるブースに行き、テレビ映像が流れる仕

組み(コマ撮り撮影など)や草木に同化して化けて

いる昆虫を探したりと、興味を引かれる不思議な

体験をし、楽しむことができました。園生活の中で

沢山自然と共に過ごした思い出と共に、おもしろさ

を沢山見つけられる小学生へと巣立っていく姿が

楽しみです。 

 

やちまたこども園 
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千葉明徳中学校  

 教諭 神田 正行 

中学校の合唱コンクールは、

２月２７日（水）に青葉の森公園

芸術文化ホールで行われまし

た。 

年度内最後となった行事ですが、

夏休み前から合唱曲を決めたり、指

揮者・伴奏者は夏休み中から自宅で

練習したりと、早い段階での準備が始

まり、生徒たちも「最後の行事」という

思いの中、当日に至るまで各学級で

様々な活動がありました。 

私が担任をしている１年Ⅲ組は、合

唱の練習に意欲的に参加する生徒が多い中、苦手な生徒も何人かいたので「練習スケジュールの取り決めから練

習方法まで、自分たちで決めたことは最後まで守ること」と「合唱の苦手な人に対して、得意な人が合唱の良さを伝

えることで、このクラスでもっと歌いたいと２６人全員が思えるようにすること」の２つをクラスの約束事として練習に取

り組んでいき、それ以外は生徒の自主性に委ねていました。 

取り組みの中で、揉め事やトラブルもありましたが、ある生徒の１年間の振り返りには「１番の思い出は合唱コンク

ールです。結果も良かったけれど、結果にたどり着くまで

の日々の方が私の大切な思い出です。このメンバーで

ないと、こんな良い思い出は作れなかったと思います。

感謝の気持ちでいっぱいです」と感想がありました。この

生徒は合唱の苦手な生徒だったので、友だちと励まし

合い支え合うことや合唱への考え方が広がる経験が得

られた特別な行事になったのではないかと私は感じてい

ます。 

今後、中学校の合唱コンクールがますます発展し、

生徒の思い出に強く残るものとなるよう携わっていきた

いと思います。 

 

 

中 学 校 
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千葉明徳短期大学 

准教授 田中 葵 

２月８日（金）、２年生の学

びの集大成である「学びの

成果発表会」を開催しました。

この「学びの成果発表会」は２年

生にとっては最後の授業であり、

卒業必修科目であるゼミ（正式名

称：前期「専門総合演習」、後期

「卒業演習」）を通して、２年間の

学びをまとめ、その成果を発表す

る会です。 

昨今、「主体的で対話的な学

び」（アクティブ・ラーニング）が謳

われていますが、本学では以前

から、「学び」は、「どうしたらいいのだろう？」「これはどうなのだろう？」「知りたい」「理解したい」「変わりたい」といっ

た学生自身の疑問や欲求を出発点とした主体性が重要であるという認識のもと、「体験から学ぶ」という手法を大

切にしています。そのために、様々なフィールドを用意し、学生が自分自身の体験をふりかえったり、その体験を人

と話し合ったりしながら深めていく授業展開を行っています。そのようなことに重きが置かれている本学の授業の中

でも、特にゼミは、各教員の専門分野を中心にしながら、学生の主体性（私はこのゼミで何をどう学びたいか？）に

重きを置きながら、教員と学生とで一緒に授業を創ることを念頭に置きながら進めています。 

発表当日は、２年生同士が互いの成果から学び合うことはもちろんのこと、１年生も参加し、次年度の自分を思

い描く機会としています。今年度は以下の表のようなテーマを持ったゼミのもと、発表内容も形式も多様に行われ

ました。どの学生も、自分のゼミに誇りを

持って発表する姿があり、充実した学び

があったことが示されていました。 

学生には２年間の学びに誇りを持ち、

こどもや利用者の方々はもちろんのこと、

職員や保護者含め、多くの方と学び合う

姿勢を持ち続けてほしい。そのためには、

私たち教員も、学生からはもちろんのこと、

教員間やその他の方々から学ぶ姿勢を

示し続けなければいけないと思っていま

す。 

短期大学 
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専門総合演習（前期） 卒業演習（後期） 

子どもと芸術Ⅰ 子どもと芸術Ⅱ 

子育て子育ち支援 

～地域·保護者·子ども·学生それぞれの”育ちあい”を考える～Ⅰ 

子育て子育ち支援 

～地域·保護者·子ども·学生それぞれの”育ちあい”を考える～Ⅱ 

「育つ」ということについて考える～様々な育ちの姿に学ぶ～ 「育つ」ということについて考える～育ちの現場に学ぶ～ 

保育原理実践演習 保育課程・教育課程論実践演習 

身体表現活動の探求Ⅰ 身体表現活動の探求Ⅱ 

ようこそ言葉の森へ 保育記録を読み、保育記録を書く 

「うたとおはなしのひろば」を通して考える保育教材と自己表現 様々な経験を通して考える私の自己表現と保育観 

子どもの育ちと保育者の役割 保育者の社会的役割と保育者となる”私”の在りようを考える 

発達の多様性（個性）について考えるⅠ 発達の多様性（個性）について考えるⅡ 

家族理解のためのアセスメント·基本編 家族理解のためのアセスメント·応用編 

多様な背景をもつ外国人Ⅰ 多様な背景をもつ外国人Ⅱ 

あそびと保育者の援助について考えるⅠ あそびと保育者の援助について考えるⅡ 

 

 

 

 

 

 

明徳本八幡駅保育園  

保育士 渡邊 啓晃 

ブロック遊びで大きなものを作る

姿が、１、２歳児ともに多くなってき

ました。 

そんな中、子どもが「これは何だろう」と

自分で作ったものを職員に見せながら聞

いてきました。「なんだろうね？」「長いか

ら笛かな？」と話をすると「違う楽器も作

ろうよ！作って！」。興味を持った子ども

たちが、どんどんブロックの周りに集まりま

した。「ギターは？ラッパは？？太鼓は？？」と具体的な楽器の名前も出てきました。楽器の名前を知っている事

に成長を感じたと共に、私自身もどう作ったら子どもたちが認めてくれるか悩みました。子どもたちに作った物を渡す

とさらにアレンジを加えオリジナルの楽器が完成！！子どもたちの中ではコンサートごっこも流行っていました。「合

奏コンサートしようか？」と誘い掛けると、自分たちで部屋の広い方に椅子を向け、真っすぐに並べてから「お客さん

来てくださーい」と呼び込みまで自分たちで行う意欲。そして、お客さんが来ると２歳児クラスの子どもが「座ってくだ

さい！今からコンサートを始めます。」と本当のコンサートのように言葉をかけていました。初めは、人気のキャラクタ

ーソングを歌い演奏し、次に「山の音楽家」を演奏しました。名前を呼ばれた楽器以外は待って演奏を聴き、呼ば

れた時には音を言葉で表現してとても楽しそうにしていました。お客さんにも褒めてもらえると「もう一度歌います」と

本八幡駅保育園 
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自分たちからアンコール！沢山サービスアンコールをしてくれました。演奏会が終わった後に、「保育園に本当の楽

器があるよ」と伝え、タンブリン・カスタネット・鈴・マラカスを持っていくとそこから「○○やりたい！」と楽器を選び再

度演奏会！３０分以上も演奏会ごっこを楽しんでいました。興味のあることをする事、想像をしながら見立てること、

本当の物に触れるということは素晴らしい経験の時間だと感じたエピソードでした。 

 

 

 

 

 

 

 

２月２７日(水)に学校法人千葉明徳学園理事会が開催されました。 

以下のとおり概要を報告します。 

２月２７日(水)開催 

－理事会－ 

理事８名出席、監事２名参加のもと、１０時から本館１階理事応接室にて行われ、いずれの議案も承認されまし

た。 

■議事内容 

第１議案 平成３０年度役員報酬、役職手当及び給与体系表について 

第２議案 千葉明徳短期大学学則変更について 

第３議案 千葉明徳中学校・高等学校 教育課程の一部改訂について 

第４議案 学校法人千葉明徳学園 休職規程の一部改定について 

第５議案 明徳本八幡駅保育園、明徳浜野駅保育園、明徳やちまたこども園の就業規則ならびに 

パートタイム就業規則の一部改正について 

第６議案 その他 

■報告事項 

１．学生・生徒・園児の募集状況について 

２．第２グラウンド用地整備に関する進捗状況について 

３．常任理事会報告について 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人事務局 

２月開催分 

 

 



学園ニュース（２２８号）                                               平成３１（２０１９）年３月２２日 

 

 
 

10 

 

 

 

【単位：μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/h】 

 

No 

 

測 定 場 所 

測 定 日 

天   候 

 

測定時間 

放 射 線 量 

地上 1m 地上 50cm 

① 高 校 エントランス前  

 

 

３/１８(月) 

晴 

気温１０．６℃ 

湿度３２．０％ 

１１：００ ０．０６ ０．０６ 

② 短 大 エントランス前 １１：０５ ０．０６ ０．０６ 

③ 多 目 的 グラウン ド １１：１０ ０．０７ ０．０７ 

④ ハンドボールコー ト １１：１３ ０．０６ ０．０６ 

⑤ 野 球 場 １１：１６ ０．０６ ０．０６ 

⑥ 中学校エントランス前 １１：２５ ０．０７ ０．０７ 

⑦ 幼 稚 園 園 庭 １１：３０ ０．０６ ０．０６ 

⑧ 幼稚園エントランス前 １１：３２ ０．０６ ０．０６ 

⑨ か っ ぱ 池 １１：３７ ０．０６ ０．０６ 

（測定器具：※DoseRAE2線量計） 

 

測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありません。なお、測定は 

毎月定期的に行い、結果を学園ニュースでお知らせしています。 

※米国 RAE 社製で、シンチレーション方式（放射線があたると微弱な光を発する現象を利用した放射線測定装置）で放 

射線をとらえる小型の高精度線量計。（東京都も区市町向けに測定用として採用） 

 

 

 

 

 
                                              

≪３月度≫ 

≪空間放射線量測定場所一覧≫ 

① 高校エントランス前 

② 短大エントランス前 

③ 多目的グラウンド 

④ ハンドボールコート 

⑤ 野球場 

⑥ 中学校エントランス前 

⑦ 幼稚園園庭 

⑧ 幼稚園エントランス前 

⑨ かっぱ池 


