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●�１日１時間以上家庭学習をすると答えた割合が昨年同様に過半数を超しつつも依然と微増傾向を示し、
また３時間以上とする割合が若干ながら出現する一方で、逆に30分より少ない割合は完全消滅した
形となり、着実に前進しています。

●�学校生活では、チャレンジテストをはじめ様々な時空間を活用しながら授業でのノートのとり方や聞
く・話すなど練り合いや対話に関する学習規律をはじめ、家庭での生活リズム・チェック等を着実に
積み上げながら取り組み、こうした粘り強い努力が功を奏したものと言えそうです。

教育情報誌

2017（平成29）年12月１日 第246号 標津町教育委員会 ☎0153-82-2900

　今年も小学６年生と中学３年生を対象に実施されている全国・学力・学習状況調査が４
月に実施され、このほどその結果が公表されました。標津町でも、全ての小学校・中学校
で実施されました。

平成29年度 全国学力状況調査に見る
　標津の子どもの学力の姿

全国学力テストが行われました

全国を超える 更なる奮起を！小学生 中学生

さて、標津町の結果はどうでしょう？

〈国語Ａ〉全国平均を大きく上回る
〈国語Ｂ〉全国平均を大きく上回る
〈算数Ａ〉全国平均を大きく上回る
〈算数Ｂ〉全国平均を大きく上回る

▶小学生の結果は…

※全国平均を100とする

ちなみに町全体での学習状況調査では

　これを子どものサイドから見てみますと、町内
の小学生は、全教科とも全国平均を遥かに上回り、
とても安定した結果となりました。ただ今回も、
昨年同様に教科によって学校（学級）差が若干あ
ることも指摘されます。

かなり躍進した格好となりました！

全国・全道との比較図
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●�中学３年生が、小学６年生当時の３年前（平成26年度）においても「全体的に全道平均を概ね下回る」
という結果でした。

●�この３ヵ年の経過期間中における小・中一貫教育の連携のあり方や育て方を検証・分析してみる
と、因みに、≪家庭学習について≫の取り組みで「１日当たり、１時間より少ない」と回答した生
徒の割合は、残念ながら５割を超えており、極めて低い状況です。小・中一貫教育での体系的積み
上げ方式として照らしてみれば、小学１年生の家庭学習時間の目安が10分間、学年が上がるにつ
れて10分ずつ上乗せしてみると、中学３年生の目安は90分間を最低限の目安として期待されるこ
とになります。そういう意味合いからすれば、より一層奮起しつつ改善を図り、更なる実り多きも
のに変えていくことが大切です。

〈国語Ａ〉全国全道平均を下回る
〈国語Ｂ〉全国平均をやや下回る
〈数学Ａ〉全国平均をやや下回る
〈数学Ｂ〉全国平均を下回る

▶中学生の結果は…

全体の教科平均では、押しなべて低迷する結果となりました

※全国平均を100とする

※尚、各学校別の全国・全道平均との比較等をご覧になりたい方は、各学校の「学校便り」９月発行分を中心に掲載しています。

〈国語Ａ・Ｂ〉はやや健闘しました。
〈数学Ａ・Ｂ〉�は共に全国・全道平均を大きく下

回りました
数学に限り、学校差の著しく開いた傾向が指摘さ
れます。

全国・全道との比較図

過去と現在を比較してみると

分析と今後に向けての意識改善を！

次は学習状況調査の結果・分析です。本町教育では更なる対策等を講じていくことが期待されます。

◇ 全国学力テストと同時に行われた学習状況調査から ◇

平日
での 家庭学習の時間　小学校は順調

★小学６年生
　「普段（１日当り）の学習時間」は、〈１時間～３時間未満〉が５割を超えています。
ただ、その中で〈２時間以上〉は前年同様１割弱にとどまり、〈１時間～２時間未満〉
では全国平均よりも比較的高い数値を示していて、今後は〈２時間以上〉への取
り組みとその定着化が期待されます。

★中学３年生
　「普段（１日当り）の学習時間」は、前年が２割強だった〈30分より少ない〉と〈全くしない〉は
残念ながら４割強まで倍増し、その逆に〈１時間～３時間以上〉が３割弱にとどまるなど、全国・全
道よりも２倍強の差が開き、抜本的な対策等を講じていくことが喫緊の課題となります。
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普段の
過ごし方 もっと、読書や家庭学習時間に切替て

★小学６年生
　全国・全道平均と比較すると「普段の日のテレビ・ビデオやDVD視聴に
ついて」が注目されます。例えば、〈２時間～４時間以上〉では、４割強（全
国は５割強）とやや減り、改善しています。

★中学３年生
　〈２時間～４時間以上〉が６割弱（全国は５割弱）を示し、小６児童とは逆転し懸念されます。また、
「ゲーム志向」では、小６児童が「テレビ・DVD等」よりプレーする時間が全国・全道平均より少な
目であるのに対し、中３生徒はかなり多めの時間を費やしている傾向が示されています。

キャリア教育に着目してみると…

上記の内容から

★小学６年生
　「自分には、よいところがあると思いますか」は、昨年同様に全国・全道
平均と比べてかなり高く「将来の夢や目標を持っていますか」は更に高い
傾向にあり、堅調な傾向を堅持しています。

★中学３年生
　「自分には、よいところがあると思いますか」は、全国・全道平均よりも相当低く「将来の夢や目
標を持っていますか」についてもやや低く、小６児童とは依然として対照的な傾向を示しています。
さらに「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦しますか」では、全国・全道平均とは２倍も高い小
６児童から比較すると、中３生徒は全国・全道よりかなり下回っています。

　これは、自己実現や社会性を身につける上でも消極的な表れで
あり、小６児童の向上心を一層伸ばしつつ、中３生徒への改善に
関しては、学校・家庭・地域が連携・協力し合いながら、健全育
成を着実に図っていかねばなりません。

土日
での 勉強時間　小中取組の表れにも明暗が…

★小学６年生
　「土・日の学習時間」は、昨年の〈30分～１時間〉がほぼ４割前後だったのに比
べて、今年は３割に減っています。さらには〈１時間～２時間〉は５割を超え、〈１
時間以上〉を含めたトータルでは約７割の大台にも達した形となっています。

★中学３年生
　昨年の〈30分～１時間〉が約５割を示していたのが、今年は２割強にとどまり、〈全くしない〉が
残念ながら３割も増えています。その結果として、〈１時間以上〉のトータルは５割弱にとどまり、
極めて低調な傾向を示しています。
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つづく

　本年８月から、「地域の子は地域で育てる」を
目的に、保護者や地域の方々が学校の応援団とし
て運営に関わるコミュニティ・スクールがスター
トしました。

　学校運営協議会では、10月17日に町文化ホー
ルにおいてCSマイスター（コミュニティ・スクー
ル推進員）の四柳千夏子さんを講師に招き、委員
や学校関係者など35名が参加し、勉強会を行い
ました。
　内容は、『子どもたちの未来のために、今、私
たちにできること』と題した講演を聴いた後に、
グループに分かれて、考えをみんなで出し合いな
がら話し合いを進めていく「熟議」の手法を学ぶ
研修を行いました。

四柳千夏子さん
　東京都三鷹市在住。平成21年に「三鷹
中央学園」のコミュニティ・スクール委員
となる。平成25年４月から文部科学省の
CSマイスター（コミュニティ・スクール
推進員）として全国のCS導入地域でお手
伝いとして活躍中。

標津町コミュニティ・スクール通信

勉強会を
開催しました

★お問い合わせは、
町教育委員会管理課☎82-3110まで

右記の漫画は、コミュニティ・スクールのコーデ
ィネーターの方が作成しました。本制度を理解し
て頂くために、今後も連載を予定しています。
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　青い海。明るい空。
美しい町。それが、現
在の沖縄。しかし、昔
は「血の海」が広がる
戦場。今では想像でき

ない姿が、そこにあった。72年前、唯一の日本本
土決戦。アメリカ軍と日本軍の約6ヶ月間に及ぶ
争いがあった。
　沖縄戦を知ったのは、小学３年生の頃。祖父の
故郷、沖縄県へ初めて行った時のこと、目的は観
光だった。祖父達の後を付いて訪れた「平和の礎」
沖縄戦で亡くなった全ての人の氏名が刻まれて
あった。刻銘者数、24万人以上。そこには祖父の
父と姉の名もあった。そう。祖父も沖縄の犠牲者
だったのだ。
　祖父はその後、ひめゆり資料館にも連れて行っ
てくれた。そこで語り部として働く戦争体験者の
話に、私は涙を流した。祖父は資料館の帰りに、
自分が経験したことを話し始めた。祖父の姉は、
ひめゆり学徒隊。学徒達は戦況悪化した中、半数
以上が亡くなった。祖父の姉もその一人。1945
年９月23日、日本が降伏して長い地上戦は、終わっ
た。この争いで関係の無い現地住民も数多く亡く
なった。（中略）

【英語暗唱の部】
　最優秀賞　川北中１年　大圃もも花さん　「自己紹介」
　　　　　　川北中２年　山崎　咲輝さん　「自己紹介と将来の夢」
　　　　　　川北中３年　小部　孝文くん、野口　昂くん　「Shopping」

【弁論発表の部】
　最優秀賞　標津中１年　上田　礼花さん　「今と昔そして未来」
　優 秀 賞　川北中３年　藤森　柚花さん　「私から私たちへ」
　　　　　　標津中３年　今　　日和さん　「偏見」

「今と昔そして未来」 標津中学校１年　上田　礼花

中学生英語暗唱・弁論発表大会 
　文化の日の11月３日、あすぱるで開催された同大会の結果をお知らせします。
　標津・川北両校から、英語暗唱は14人11組が、弁論発表には7人が出場しました。

※�なお、平成30年度根室管内弁論発表大会には、上田礼花さん、遠嶋嶺くんが出場権を得ました。

　祖父のおかげで私は戦争を知ったのだ。帰って
きた後、沖縄戦について興味をもった私は、学校
で友達に沖縄戦を知っているかを聞いてみた。「具
体的には知らない。原子爆弾が落とされた広島・
長崎と一緒なのでは」と、沖縄戦は意外にそれほ
ど知られていない。しかし、沖縄を忘れてはいけ
ない。広島・長崎も、確かに悲しい悲劇だ。だが、
沖縄も同じくらい悲しい悲しい悲劇なのだから。
（中略）
　現在沖縄戦を経験した人は年を取り、減ってき
ている。また、祖父のようにもう話したくないと
いう人もいる。だが、だからこそこの事実を、祖
父から子、孫へと私達の時代へ引き継がなければ
ならない。しかし、戦争自体を知らない人もいる
平和な日本で語り継げられるのだろうか。確かに
難しい、それでも私は言いたい。「語り継がなけ
ればならないこの争いは今私達が住む日本で起き
た」と言うことを。
　また戦争が始まるかも知れないこの日本で、私
は、一人でも多くの人に知ってもらうために一日、
一日を大切にして語り継いで行きたい。その先に
争いのない平和な未来がきっとある。
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　第２期しべつ未来塾では、第1期生から継続して行っている町内児童・生徒への愛郷心の醸成や地域行事
への参加などを中心として、他団体との連携やSNSでの情報発信などの活動を広げています。
　９月27日には、全道の学校で初めて『いのちの教室』（アスリートセーヴジャパン企画）を実施しました。
川北中学校と標津中学校の両校で、スポーツ解説者の大森健作さんを講師に招き、実話をもとにしたDVD
映像で命の大切さ・尊さを学び、その後AEDの模擬実演、運動教室などを行いました。

　生徒や保護者からの感想文では「中学生でも命を救う
ことが出来ることが分かった、家庭でも教室の内容を子
どもから教えてもらう良い機会となった」などの成果が
ありました。
　この様な子どもに対する授業や地
域を元気にする活動をとおして、こ
れからの本町について、考え・学び・
行動していきます。

　町教育委員会では、平成30年標津町成人式を
下記のとおり開催します。
　対象者は、平成９年４月２日から平成10年４
月１日生まれで、本町に在籍する方及び本人が本
町の成人式に参加を希望する方です。

◆日　時：平成30年１月７日㈰　午後１時から
◆場　所：標津町生涯学習センター　あすぱる

「しべつ未来塾」
QRコード

★お問い合わせは、事務局の町生涯学習センターあすぱる☎82-2900まで。

★詳しくは町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）までお気軽にお問い合わせください。

標津町成人式

平成30年

詳しくは、右記QRコード
Facebook「しべつ未来塾」を

ご覧下さい。

しべつ未来塾の活動
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★詳しくは町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）までお気軽にお問合せください

　年間２回開催している冬のサイエンスフェアの時
期がやってきました。今年も北海道教育大学釧路校
の学生の皆さんが科学を題材に楽しい実験、物作り
や催し物を用意してくれます。昨年は、万華鏡や静
電気、ペットボトルロケット等を使って楽しく学び
ました。

　新年の恒例行事「新春書き初め
大会」を次のとおり開催しますの
で、皆さん奮ってご参加ください。
　また、当日は事前の申込は必要
ありませんので、直接各会場にお
越しください。

標津
サイエンスフェア開催

冬

■日　程：平成30年１月20日㈯　10時～12時　　　■場　所：標津町生涯学習センター　あすぱる
■対　象：町内の保育園児・幼稚園児・小中学生　※保育・幼稚園児は、保護者同伴に限ります。

今年もたくさんの「科学」を
お見せしますので、ぜひ、ご来場ください。

入場無料

◆日　時：平成30年１月10日㈬　13：30～16：00
◆場　所：標津町文化ホール

◆日　時：平成30年１月11日㈭　13：30～16：00
◆場　所：川北生涯学習センター

標津会場

川北会場

春新 書き初め大会 参加対象
幼児～中学３年生

アイリッシュ音楽会
クラウン・フィールーズ

コンサート
　アイルランド音楽特有の哀愁と温もりのあるサ
ウンド、そして軽快で躍動感のあるリズムは、会
場全体に一体感が生まれ「一度味わうとやみつき
になる！」。大人から子どもまで楽しめるコンサ
ートです。

お問い合わせ：町文化協会事務局（あすぱる　☎82-2900）

日時 平成30年

標津町生涯学習センター
あすぱる　多目的ホール

会　場

入場料

◆あすぱる　◆川北生涯学習センター
◆中標津町総合文化会館しるべっと　◆別海町中央公民館

主催：標津町文化協会、共催：（公財）北海道文化財団
後援：北海道、標津町教育委員会

前売券 当日券 大人　800円大人　500円
※高校生以下　入場無料　※全席自由席

１月27土
日 チケット

取扱所
開場：13：30　開演14：00
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あすぱる所蔵品　作品展
場所:あすぱる展示コーナー

〜12月・１月のお知らせ〜

事業・行事名 期　　日 時　間 対　象 会　　場
高齢者レクリェーションの集い 12/１ 10：00 高齢者 あすぱる
スポーツゲームスイン標津「森田弘美氏バレーボール教室」 12/１ 16：30 小学生 総合体育館
二科展写真部北海道支部移動展 12/１～５ 9：00 幼小中高一般 あすぱる
ファミリー卓球教室 12/１・６・８ 19：00 小中高一般 総合体育館
子ども体力測定会 12/２ 9：30 小中学生 総合体育館
町スポーツ少年団レクリェーションの集い 12/２ 10：30 少年団員 総合体育館
スポーツゲームスイン標津「森田弘美氏バレーボール教室」 12/２ 13：00 小学生 総合体育館
第12回標津オープンバスケットボール大会 12/３ 9：00 中高一般 総合体育館
スポーツ体験教室 12/４・１/22・29 16：00 小中学生 総合体育館
日本ハムファイターズ標津町後援会選手交流事業 12/８ 18：00 会　員 文化ホール
根室管内総合芸術展 12/８～11 9：00 幼小中高一般 あすぱる
日本ハム少年野球教室 12/９ 9：00 小中学生 総合体育館
第40回秋季町民卓球大会 12/10 9：00 小中高一般 総合体育館
第41回町東西対抗剣道大会 12/10 9：00 小中高一般 鳩ヶ丘体育館
体組成計からだチェックデー 12/12・１/16 10：00、18：00 一　般 総合体育館
キムチ講座 12/13 18：00 一　般 あすぱる
第13回根室管内支部長杯卓球大会 12/17 9：00 小中高一般 総合体育館
エンジョイスケートカーニバル「スケート教室」 １/９・11・15・17 13：00 小学生 町営リンク
新春書き初め大会（標津地区） １/10 13：30 幼小中 文化ホール
新春書き初め大会（川北地区） １/11 13：30 幼小中 川北生涯学習センター
川北高齢者学級 １/12 10：00 会　員 川北しらかば会館
初心者スケート教室 １/13・20 13：30、15：00 幼　児 川北リンク・町営リンク
第７回道東小中学生距離別スケート選手権大会 １/20 9：00 小中学生 町営リンク
サイエンスフェア（冬） １/20 10：00 幼小(一般) あすぱる
アイリッシュ音楽会（コンサート） １/27 14：00 小中高一般 あすぱる
第14回標津オープン卓球フェスティバル １/28 9：00 小中高一般 総合体育館
エンジョイスケートカーニバル「スケート記録会」 １/31 16：00 小学生 町営リンク
スピードスケート実技講習会 12月下旬 — 小中学生 町営リンク
エンジョイスケートカーニバル「スケート講習会」 １月上旬 — 小中学生 町営リンク
ファミリースキー教室 １月中旬・下旬 10：00 小中高一般 金山スキー場

12・１月分イベント情報

根室管内の多彩な芸術作品（絵画・書道・彫刻・写真・陶芸）
を一堂に会し、広く町民の方々に鑑賞の機会と管内の芸術活
動の復興を図るために、総合芸術展が標津町で開催されます。

１月展示
作　　品 作　　者

「北の市場」 大井戸　百合子
「しまふくろうと
ふゆのつき」 手　島　圭三郎

「氷上の白鳥」 北　岡　文　雄
（敬称略）

12月展示
作　　品 作　　者

「ニケ」 宮　島　義　清

※�作品の展示内容は、急きょ変更することが
ありますのでご了承ください。�

◆日　　時　平成29年12月8日㈮～11日㈪
　　　　　　９時～20時
◆会　　場　標津町生涯学習センター　あすぱる
　　　　　　多目的ホール
◆展示作品　絵画、彫刻、書道、写真、陶芸

◆主　催　根室管内文化協会連絡協議会・
　　　　　北海道文化団体協議会
◆主　管　根室管内総合芸術展実行委員会

町生涯学習センターあすぱる☎82-2900まで問い合わせ

第15回根室管内 総合芸術展


