
ボランティア同好会・高根台中出身

女子バスケットボール部・御滝中出身

囲碁将棋部・松戸四中出身

美術部・金杉台中出身

剣道部・葛飾中出身

吹奏楽部・幕張本郷中出身 陸上競技部・小室中出身

剣道部・妙典中出身

ソフトボール部・八木が谷中出身

書道部・飯山満中出身

茶道部・志津中出身 男子バスケットボール部・御滝中出身

チア同好会・習志野台中出身

弓道部・六実中出身

バレーボール部・大穴中出身

野球部・七次台中出身サッカー部・大穴中出身

弓道部・大山口中出身

卓球部・七林中出身

家庭科部・前原中出身

硬式テニス部・習志野台中出身

生徒会・八木が谷中出身

陸上競技部・御滝中出身

ソフトテニス部・小室中出身

なりたい自分になる!
本気の挑戦!
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千葉県立船橋北高等学校



　本校は１９８５年（昭和６０年）開校の全日制普通科の高校で３６年目を
迎えました。学校の周辺には、「船橋県民の森」・「アンデルセン公園」など
があり、緑に囲まれた静かな環境下にあります。
　また部活動が盛んで、令和元年度はほぼ全ての部活動で県大会以上の結果
を残しました。文化系部活動、同好会についても学校内だけに留まらず、地
域で活躍をしています。
　授業では可能な限りでの少人数授業や習熟度別授業を取り入れるなど、分
かりやすい授業を、より学びやすい環境の中、生徒の力に合わせた授業展開
を図っています。２年次３年次には一人ひとりの進路に合わせた選択科目が
展開されています。その結果、進路決定率はほぼ９５％を達成しています。
　中学生の皆さんの夢を叶えたり、夢を探したりするために一生懸命取り組
む人を全面的にバックアップします。活気あふれる本校の雰囲気に、貴重な
高校生活の時間を託してみませんか。

少人数・習熟度別授業について
習志野市立第一中学校出身

船橋北高等学校では、生徒一人ひとりに合っ
た、少人数・習熟度別授業が取り入れられてい
ます。
少人数での授業は、先生方とのコミュニケー

選択授業について
船橋市立飯山満中学校出身

船橋北高校では、1年生で芸術科目（書道、美術、音楽）を選
択します。興味のあるものや、得意なものを選んでください。2
年生では、古典と数学の他に理科、社会の選択が増えます。ここ
から進路にも関わってくるので将来何をしたいのか、先生や先輩

3学年では、
進路・適性に応じた
科目を選択します。

2学年では、
基礎学力を発展
させ、

1学年では、
基礎学力の定着
をめざし、

車椅子体験（家庭科）

英会話 少人数授業（現代社会  等） ビジネス実務

習熟度別授業（英語・数学） まち歩き（家庭科）

浴衣の着装（家庭科）

スポーツ総合（体育）

船橋市立飯山満中学校出身 松戸市立第六中学校出身 八千代市立大和田中学校出身

■校長からのメッセージ

■学校概要

■在校生からのメッセージ

■制服 ■教育課程

■特色のある授業

■在校生へインタビュー
■船北のここが好き！

中学生のみなさんへ
校長　米 澤 　 努
　県立船橋北高校は、本気でやる気のある人を応援
する学校です。生徒は、勉強や部活動に一生懸命取
り組んでいます。
　勉強が苦手な人、心配いりません。少人数授業や

習熟度別授業を実践するなど、本校は、わかりやすい授業を展開してい
ます。
　スポーツや文化活動に力を注ぎたい人、迷わず来てください。運動系・
文化系部活動ともに、生徒のニーズに合わせて、活発に活動しています。
　他にも、進路指導は個々の希望に応じて丁寧に指導しています。文化
祭、体育祭、修学旅行、校外学習など学校行事も充実しており、近隣の
小中学校や地域の方々との交流も行っています。
　皆さんにとって、高校生活は、とても貴重な３年間になるはずです。
失敗しても、思い通りに行かなくてもいいじゃないですか。それが、自
分を成長させてくれるのなら。
　緑の囲まれた自然豊かな環境で、自己の夢や目標達成に向けてチャレ
ンジし続けて、ハイスクールライフを満喫してみませんか。

生徒会長
（船橋市立八木が谷中学校出身）

　私は「今できることを精一杯頑張る」
という目標のもと、高校生活を送って
います。船橋北高校は、そんな私たち
一人ひとりを応援してくれる学校です。

　勉強を頑張りたいけど苦手な人でも大丈夫です。少人数
授業や習熟度別授業など、生徒に合わせた授業で先生方が
サポートしてくださります。
　部活動を頑張りたい人も大丈夫です。一生懸命活動に取
り組む仲間と出会えます。そして殆どの部活動が県大会以
上への出場という結果も残しています。
　また１年次から進路ガイダンスが開かれます。「自分は
どんなことをしたいのか。そのために何が必要なのか。」等、
３年間かけて将来について考えることができます。
　船橋北高校は頑張っている人を応援してくれる学校で
す。高校で頑張りたい人、一緒に高校生活を謳歌しません
か。

ションがとりやすく、習熟度別の授業では自分と近い学力の同級生
たちと授業を受け、互いに競い合ってレベルアップすることができ
ます。
また授業も分かり易く、中学の頃よりも理解が深まり、勉強が楽
しく感じる事も特徴です。船北での授業は自分を成長させるチャン
スになります！船北に入学して一緒に頑張っていきましょう！

などに聞いて慎重に決めてください。3年生からは文系と理系にクラスが分かれます。そ
れぞれの科目が深い内容をやっていきますが分かりやすいので安心してください。他に
文系理系共通科目でスポーツ総合や就職者向けのビジネス実務というものがあります。
中学校では科目の選択はしてこなかったと思いますが、船橋北高校ではより
自分の目指したい将来に繋がる科目を勉強することができます。みなさんも、
ぜひ船橋北高校で頑張ってみませんか？
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選択①：古典Ａ・数学Ｂから１科目選択
選択②：国語表現・数学Ａ・音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰ・英語表現・情報の科学から１科目選択
選択③：スポーツ総合（学校設定科目）・音楽Ⅲ・美術Ⅲ・書道Ⅲ・フードデザイン・ファッション造形基礎・ビジネス実務から１科目選択
選択④：国語表現・日本史Ａ・数学Ｂ・理科課題研究・英語表現Ⅰ・英語会話・ビジネス実務から１科目選択
選択⑤：スポーツ総合（学校設定科目）・英語研究（学校設定科目）・ビジネス実務から１科目選択

選択④

現代文Ａ 現代社会 数学Ⅲ 数学Ａ
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現代文Ａ 古典Ｂ 日本史Ｂ 現代社会
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化学基礎
生物基礎
地学基礎

現代文Ｂ 世界史Ｂ 数学Ⅱ
物理基礎
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生物基礎
地学基礎
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男子バスケットボール部

将棋部書道部吹奏楽部 美術部茶道部 家庭科部

ボランティア同好会チア同好会

女子バレーボール部 ソフトテニス部 卓球部女子バスケットボール部

硬式テニス部

野球部

ソフトボール部 サッカー部 剣道部

弓道部

陸上部

■年間行事

■部活動

運動系

文化系

入試案内
実技表現について
※部活動見学・体験は随時受付中

■運動系
　野球（男）、サッカー（男）、陸上競技（男女）、ソフトボール（女）、硬式テニス（男）、ソフトテニス（女）、
　バレーボール（女）、バスケットボール（男女）、剣道（男女）、弓道（男女）
■文化系
　吹奏楽（男女）、美術（男女）、書道（男女）
※その他の部活動へ入部を希望する場合は、スピーチ検査で受検してください。

同好会

４月
・入学式
・離退任式

・生徒総会
・保護者面談

・文化祭
・防災訓練

・体育祭
・修学旅行

・校外学習 ・漢検（希望者）

・生徒総会

・漢字検定

・卒業式

５月 ６月
１月

７月

２月

９月 ３月
10月

11月
12月



東日本旅客鉄道株式会社

岩川　陸
（鎌ヶ谷市立第五中学校出身・野球部部長）

　私の高校生活は、とてもかけがえのないものになりました。部
活では３年間野球部に所属し、毎日粉骨砕身してきました。そ
の中で最高の仲間と先生方に出会えました。部活を引退後も
仲間と励まし合いながら就職活動に取り組むことができました。
　私は船北を選んで本当によかったです。この学校を
選んで間違いないと思うので、最高の高校生活を送れ
るよう、頑張ってください。

株式会社　東武百貨店

宍戸　真子
（松戸市立第六中学校出身・弓道部副部長）

私は３年間、弓道部の副部長として活動してきまし
た。私はその中で集中力や忍耐力、副部長としての責
任感を養うことができました。この力が進路を決める
際にも役立ったと感じています。
高校生活はあっという間です。勉強、部活、日常生
活において全力で一日一日を過ごし、船北で悔いが残
らない３年間を送ってください。

千葉工業大学　工学部　先端材料工学科

武信　武蔵
（船橋市立大穴中学校出身・吹奏楽部）

受験で大切なことは自分で黙々と問題をこなすこと
もそうですが、自分の周りで自分を支えてくれる人が
絶対にいるので、その人たちを頼ることも大切です。
船北ではきっと互いを刺激できる友達ができます。
高校は中学の時に出会えなかったような人にも出会え
ます。高校生活では色々な人と接し、楽しんでくださ
い。

中央医療技術専門学校　診療放射線科

宮川　音也
（浦安市立堀江中学校出身・サッカー部）

私は３年間サッカー部に所属し、部活動に明け暮れ
る日々を送っていました。３年生に進級してから部活
動だけでなく、進路に向けての取り組みを始めまし
た。毎日自宅学習や先生方の協力で面接練習を行いま
した。その結果、無事合格することができました。
毎日の積み重ねを大事にし、充実した船北での生活
を送ってください。

新京成電鉄株式会社

鈴木　脩斗
（船橋市立御滝中学校出身・サッカー部部長）

私はサッカー部に所属し、主将を務めさせていただき
ました。３年間充実した時間を過ごすことができ、引退
のときに感じた思いや景色は最高でした。
中学生のみなさん、船北に入学したら当たり前のこと
をしっかり行い、楽しみながら頑張ってください。充実
した３年間がその後の進路を決める際に役立ちます。

千葉県警

平塚　勇斗
（松戸市立第二中学校出身・剣道部部長）

私は部活動中心の高校生活を送ってきました。部活動
に支障がないように、限られた時間で勉強を行っていた
為、３年間を通して集中力が高まったように思います。
部活動や他の事でも、自分が決めたことを最後までや
り遂げることができれば進路にも繋がります。みなさん
も船北に入学し、自分が決めたことに思いきり打ち込ん
でください。

淑徳大学　看護栄養学部　看護学科

上田　天惠
（船橋市立葛飾中学校出身）

私は高校３年生の１学期に看護系大学に進学すること
を決めました。受験方法はＡＯ入試というものを選択し
ました。夏休み中に週に１回、担任の先生が小論文の指
導をしてくださいました。そのおかげで無事合格するこ
とができました。
船北には努力することのできる環境が整っています。
中学生のみなさんも夢に向かって頑張ってください。

千葉調理師専門学校　調理高等国際科

石川　樹
（習志野市立第四中出身・弓道部）

私は高校３年間、部活動と勉強の両立をしてきました。
この経験は私の自信となっています。
中学生のみなさん、船北に入学し、高校生活の中で一
生懸命になれることを一つでもいいので見つけてくださ
い。それは勉強でも部活動でもなんでもいいです。３年
後、胸を張って頑張ったと言えるようになってください。
進路先に直接関係なくとも、その頑張った過程は絶対に
無駄にはなりません。

四年制大学
千葉商科大学／東京情報大学／江戸川大学／淑徳大学／千葉経済大学／
千葉工業大学／明海大学／和洋女子大学／流通経済大学／中央学院大学
／敬愛大学／麗澤大学／日本大学／東洋大学／国際武道大学／二松学舎
大学／国士舘大学／東京電機大学／東京工芸大学／植草学園大学／城西
国際大学／秀明大学／開智国際大学／文教学院大学／三育学院大学／埼
玉工業大学／ものつくり大学サイバー大学 等

短大短期大学校
千葉経済短大／千葉明徳短大
／千葉職業能力短期大学校／
昭和学院短大／千葉敬愛短大
／東京経営短大／東京立正短
大／女子栄養短大 等

公務員
千葉県警察／警視庁／陸上自衛隊／
自治体消防局

専門学校
国際理工情報デザイン／船橋情報ビジネス／日本工学院／日本電子／千葉県自動車大学校／日本自動
車大学校／中央自動車大学校／北原学院歯科衛生士／太陽歯科衛生士／日大松戸歯科衛生／日本医科
学大学校／千葉中央看護／東葛看護／二葉看護／中央医療／日本健康医療／八千代リハビリテーショ
ン学院／ユニバーサルビューティーカレッジ／東洋理容美容／千葉美容／国際理容美容／国際文化理
容美容／東京文化美容／武蔵野調理師栄養／香川調理製菓／華学園調理師栄養／千葉調理師／千葉女
子（保育）／国際トラベルホテルブライダル／大原簿記公務員医療ビジネス／東京ＩＴ会計法律／
東放学園／神田外語学院／スカイ総合ペット／ちば愛犬動物フラワー／千葉県立船橋高等技術専門校 等

民間就職
東日本旅客鉄道／新京成電鉄／京成電鉄／東京メトロ／クボタ／トヨタカローラ千葉／日産プ
リンス千葉／山崎製パン／石井食品／エスフーズ／興真乳業／浅草今半小黒組／ヒダン船橋工
場／日鉄住金ＳＧワイヤ／朋和産業／カクヤス／新葉瓦斯機器／佐川急便ユーニック／航空保
安事業センター／ＡＬＳＯＫ／東武百貨店船橋店／ヤブサキ産業／船橋あさひ苑／長寿の里／
船橋カントリー倶楽部／総武カントリークラブ／ミュゼプラチナム／ＴＢＣグループ／マリー
クヮント／シーボン／ファイブフォックス／トリニティ／ＡＮＡＦＥＳＴＡ／ビックカメラ／
コジマ／サッポロライオン／サイゼリヤ／ラムラ／そら／日本医科大学千葉北総病院 等

■地域交流

■卒業生からのメッセージ

■進路指導部からのメッセージ

■主な進路先

学校全体でのキャリア教育　～幸せな人生のために～
キャリア教育の目的は「自分に合った仕事を見つけて、社会の中で役割を果たせるようにすること」です。それは幸せな人生を送る
ことにつながります。本校では進路指導はもとより、各教科・HR・学校行事など、学校全体でキャリア教育を推進しています。卒業生
の進路はおおむね、大学・短大が 3割、専門学校が 4割、就職が 3割となっており、多様な進路希望に対応できるような指導をしてい
ます。
1年次からガイダンスなどを通じて、自分の個性、適性を探求し、
ライフプランを立てます。2年次にはインターンシップ（職業体験）
をすることで社会を知り、目標を確かなものにします。3年次では、
それぞれの進路に向かって、進路相談をして試験や面接に備えま
す。また選択科目として「ビジネス実務」を開講しています。公
務員試験対策講座を実施し、毎年合格者を出しています。
みなさんが高校生活で自分で考え、人間性を磨いて自立し、社
会に羽ばたいていけるよう、全力でサポートします。

地域防災訓練 いちよう祭 託児所訪問 地域清掃算数ボランティア 八木が谷福祉まつり

大学・短大　26.0％

専門学校　38.9％

その他　5.2％

就職　29.9％

令和元年度卒業生

北斗塾（公務員試験対策講座）



バレーボール部・西の原中出身

学校外でも活躍　　　　
全日本優勝・御滝中出身

弓道部・松戸六中出身

剣道部・三田中出身

サッカー部・行田中出身

野球部・金杉台中出身

剣道部・七林中出身

女子バスケットボール部・法田中出身男子バスケットボール部・鎌ケ谷四中出身

弓道部・習志野二中出身

入試案内
■募集人数　２４０名
■日　　程　２/２４（水）〜２/２５（木）

■選抜方法
《第１日》

学力検査（国・数・英）
《第２日》

学力検査（理・社）、自己表現（実技表現 or スピーチ）
※その他中学校から送られる書類等を総合的に検討して選抜します。

■選抜における「期待する生徒像」
本校普通科で学習する能力及び適性に加え、次のいずれかの資
質を有し、入学後も引き続き、更にその資質を伸ばすために学
業及び特別活動に熱心に取り組む意志がある者。

ア　�積極的に学習活動に取り組んだ者、または学習活動で成果
（各種検定取得や研究発表など）をあげた者

イ　�運動系または文化系部活動（校外クラブ活動も可）を３年
間継続し、入学後も更に３年間積極的に活動を継続する強
い意欲のある者

ウ　生徒会本部役員として熱心に活動した者
エ　�ボランティアや体験活動などに熱心に取り組んだ者

学校説明会
第１回　８/２２（土）全体説明、部活動見学
第２回　１１/１４（土）全体説明、部活動見学、体験授業

※詳細については本校にお問い合わせください。

アクセス

西福寺

■新京成［三咲駅］より徒歩約 25 分

■新京成［三咲駅］下車、
新京成バス［小室駅行き］または

［セコメディック病院行き］にて
［須賀神社］下車、徒歩約 6 分

運賃ＩＣ１８６円（切符１９０円）

■ＪＲ［船橋駅］北口より
新京成バス［小室駅行き］または

［セコメディック病院行き］にて
［須賀神社］下車、徒歩約 6 分

運賃ＩＣ・切符４３０円
※「鎌ヶ谷大仏行き」は須賀神社を通りませんので、利用しないでください。

■新京成［三咲駅］より自転車約 10 分

千葉県立船橋北高等学校
〒274-0056 千葉県船橋市神保町133-1

TEL.047-457-3115　FAX.047-457-9025
ホームページ

https://cms1.chiba-c.ed.jp/funabashikita-h/
2020年6月発行


