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公立夜間中学市民説明会

令和3年12月18日 千葉ポートサイドタワー１２階 第一・第二会議室

こうりつやかんちゅうがく しみんせつめいかい

千葉市教育委員会
ちばしきょういくいいんかい

1

2千葉市に開校する
公立夜間中学について

1公立夜間中学とは

3 質疑応答

こうりつやかんちゅうがく

ちばし かいこう

こうりつやかんちゅうがく

しつぎおうとう

2



2

公立夜間中学とは
こうりつやかんちゅうがく

◆都道府県や市町村が設置する公立中学校

◆中学校の学習内容の学び直しができる学校
ちゅうがっこう がくしゅうないよう まな なお がっこう

とどうふけん しちょうそん せっち こうりつちゅうがっこう

3

全国12都府県に36校が設置
ぜんこく とふけん こう せっち 4

※令和3年4月現在
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国籍を問わず、

義務教育の年齢(15歳)を超えている方で

◆様々な理由により中学校を卒業できなかった方

◆不登校などで、中学校で十分に学べなかった方
ふとうこう ちゅうがっこう じゅうぶん まな かた

さまざま りゆう ちゅうがっこう そつぎょう かた

こくせき と

どんな人が通っていますか
ひと かよ

ぎむきょういく ねんれい さい こ かた

5

どんなことを学びますか
◆中学校のすべての教科を学びます

まな

ちゅうがっこう きょうか まな

こくご しゃかい すうがく りか がいこくご えいご

おんがく びじゅつ ほけんたいいく ぎじゅつ かてい

とくべつ きょうかどうとく とくべつかつどう そうごうてき がくしゅう じかん

国語 社会 数学 理科 外国語（英語）

音楽 美術 保健体育 技術・家庭

特別の教科道徳 特別活動 総合的な学習の時間
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週にどのくらい学びますか

◆週５日登校（月曜～金曜）

夕方から１日４時間程度学習

しゅう まな

しゅう にち とうこう げつよう きんよう

ゆうがた にち じかん ていど がくしゅう

7

40分
程度の
授業

17:30

頃から

授業

21:00頃
下校

ごろ

じゅぎょう

ごろ

じゅぎょう

ていど

げこう

ふん
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◆原則として、３年間で卒業
※昼間の中学校と同じ

学ぶ期間はどれくらいですか
まな きかん

げんそく ねんかん そつぎょう

※１年生に入学するだけでなく、学習の状況により、
２年生や３年生に入学する場合もあります
ねんせい ねんせい にゅうがく ばあい

ひるま ちゅうがっこう おな

ねんせい にゅうがく がくしゅう じょうきょう

9

授業日数はどれくらいですか

◆年間の授業日数は、およそ200日
※昼間の中学校と同じ

◆休日は、土日・祝祭日・夏休みや冬休み

じゅぎょうにっすう

ひるま ちゅうがっこう おな

きゅうじつ どにち しゅくさいじつ なつやす ふゆやす

ねんかん じゅぎょうにっすう にち
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誰が教えますか

◆各教科の

教員免許状を もっている先生

だれ おし

きょういんめんきょじょう せんせい

かくきょうか

11

どのように教えますか
一人一人に合わせて工夫して教えています
【例】
◆習熟度別やコース別の学習
◆ティームティーチングによる学習など

おし

しゅうじゅくどべつ べつ がくしゅう

がくしゅう

れい

ひとりひとり あ くふう おし
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授業料はかかりますか

◆授業料は、無料

◆教科書は、無償で配付

じゅぎょうりょう

じゅぎょうりょう むりょう

きょうかしょ むしょう はいふ

13

他に費用はかかりますか

◆教材費や校外活動費が必要

ほか ひよう

きょうざいひ こうがいかつどうひ ひつよう

・ドリル、テキスト

・教材（画用紙や

木工材料）など

・交通費(バス代等)

・入場料

・体験活動費 など

こうつうひ だいなど

にゅうじょうりょう

たいけんかつどうひもっこうざいりょう

きょうざい がようし
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どんな行事がありますか
◆例 入学式 卒業式

学習発表会 書き初め学習

校外学習 スポーツレク大会

避難訓練 健康診断 大掃除 など

ぎょうじ

れい にゅうがくしき そつぎょうしき

こうがいがくしゅう たいかい

ひなんくんれん けんこうしんだん おおそうじ

がくしゅうはっぴょうかい か ぞ がくしゅう

15

卒業後の進路はどうなりますか
◆卒業すると中学校の卒業証書がもらえます

【例】進 学 ⇒高等学校（全日制・定時制 など）

⇒専修学校・専門学校・フリースクールなど

就職等 ⇒今の職場で勤務 資格の取得 など

そつぎょうご しんろ

れい しんがく こうとうがっこう ぜんにちせい ていじせい

せんしゅうがっこう せんもんがっこう

しゅうしょくとう いま しょくば きんむ しかく しゅとく

そつぎょう ちゅうがっこう そつぎょうしょうしょ

※高等学校などの受検が可能
こうとうがっこう じゅけん かのう
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千葉市に開校する

公立夜間中学について
こうりつやかんちゅうがく

ちばし かいこう

17

◆令和５年４月（2023年4月）
れいわ ねん がつ ねん がつ

いつ開校しますか
かいこう
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◆まさご夢スクール４階

（美浜区真砂５－１８－１）
※千葉市立真砂中学校の分校として開校

ゆめ かい

どこに開校しますか
かいこう

みはまく まさご

ちばしりつ まさごちゅうがっこう ぶんこう かいこう

19

JR検見川浜駅
徒歩１１分

けみがわはま えき

とほ ふん

京成検見川駅 徒歩１９分
けいせい けみがわえき とほ ふん

JR新検見川駅 バス５分 徒歩すぐ
しんけみがわ えき ふん とほ

まさご夢スクール４階
ゆめ かい
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21

まさご夢スクールとは

教育複合施設の愛称です
◆教育相談指導教室(4F)

◆日本語指導通級教室(4F)

◆高等特別支援学校(1F～3F)

ゆめ

こうとうとくべつしえんがっこう

きょういくそうだんしどうきょうしつ

にほんごしどうつうきゅうきょうしつ
高等特別
支援学校

夜間中学
(タイムシェア)

きょういくふくごうしせつ あいしょう やかんちゅうがく
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多目的室
たもくてきしつ

各教室
かくきょうしつ

エアコンあり 23

◆中学校の学習内容の学び直し
ちゅうがっこう がくしゅうないよう まな なお

◆小学校の学習の学び直し
しょうがっこう がくしゅう まな なお

◆学習に必要な日本語学習を想定

どんなことが学べますか
まな

がくしゅう ひつよう にほんごがくしゅう そうてい

※日本語だけを学ぶことはできません
にほんご まな
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入学説明会に参加してください

◆令和４年秋～ 開催予定

◆募集案内を配付

れいわ ねんあき かいさいよてい

入学するにはどうしたらよいですか
にゅうがく

ぼしゅうあんない はいふ

にゅうがくせつめいかい さんか

25

Q1 市民でなくても通えますか

◆原則は千葉市民です
※県内他市町村の方の
入学についても検討中

しみん かよ

げんそく ちばしみん

けんない たしちょうそん かた

にゅうがく けんとうちゅう

学びの保障を
大切に

考えています

まな ほしょう

たいせつ

まな
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Q2 定員はありますか
ていいん

定員はありません

◆１学年１学級を想定

◆１学級の人数は４０人まで

がくねん がっきゅう そうてい

がっきゅう にんずう にん

ていいん

27

Q3 バリアフリーになっていますか

バリアフリーに対応しています

◆エレベーター あり ◆スロープ あり

◆多機能トイレ あり

⇒車椅子の方も、安心して通えます
くるまいす かた あんしん かよ

たきのう

たいおう
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エレベーター

1Fスロープ
生徒昇降口

1F多機能トイレ
たきのう

せいとしょうこうぐち

29

Q4 給食はありますか

◆自校調理や給食センターからの配食はできません

※実施の有無や、その他の方法について検討中

きゅうしょく

じっし うむ た ほうほう けんとうちゅう

じこうちょうり きゅうしょく はいしょく
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⇒ぜひ、応募してください

Q5 学校名は決まっていますか

「千葉市立真砂中学校○○分校」となります

◆分校の名称(○○分校)を１月に公募します

がっこうめい き

ちばしりつ まさごちゅうがっこう ぶんこう

ぶんこう めいしょう ぶんこう がつ こうぼ

おうぼ

31

ま

さ

ご

学び直しを求める方に

最新の情報が届くよう

ご協力ください

まな なお もと

きょうりょく

さいしん じょうほう とど
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お問い合わせ
と あ

◆教育総務部 企画課
TEL :043-245-5911

FAX :043-245-5988

MAIL:kikaku.EDG@city.chiba.lg.jp

きょういくそうむぶ きかくか

最新情報は
ホームページで

さいしんじょうほう
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ありがとうございました
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