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みんなでやろうぜ！家庭学習WEEK　(第１回結果報告)

　本町の子どもたちの学力は、平成26年度の全国学力・学習状
況調査によると、小学校（国語）と中学校（数学）において全
国平均を上回ることができましたが、上位地域との差は縮んで
いないことから予断を許さない状況にあります。

　また、各学校は、保護者や地域社会からのニーズの多様化など学校内外からの環境変化に対応し、組織機能を
持続・成長させていくことが求められています。

このような状況を受け教育委員会では、教職員一人ひとりが「別海の子どもは私が育てる」という自覚と責
任をもち、「教師力」の向上と、児童生徒の「学力」「生活」「体力」の向上を重要な課題と捉え、本町の将来を
担う子どもたちの質の高い学力、豊かな心、たくましい生活力の向上を図るために別海町生き抜く力向上策定プ
ロジェクト事業を実施しています。

平成27年度は、昨年度から実施している先進地自治体の視察・ 調査研究に加え、各学校における家庭学習に
関する自主的な取り組みが、町全体としての成果につながるよう、「みんなでやろうぜ！家庭学習WEEK」に取
り組みました。

　■実施期間　平成27年６月１日㈪から７月17日㈮の期間の内、５日間（月から金曜日）
　■参 加 数　小学校９校（958名）、中学校９校（480名）、計18校（1,438名)
　■実施結果　＜小学生の実施率＞86.8％　＜中学生の実施率＞78.3％　＜合計実施率＞83.9％

集計の結果、実施率が100％だった小学校が１校、90％を超えた小学校が４校、中学校が３校となりました。
各学校では、独自の「家庭学習の手引」の作成や子ども達が取り組んだ家庭学習ノートのコピーの教室掲示、生
徒会として啓発活動に取り組むなど、家庭で勉強する習慣の定着や目的意識の明確化を図っています。

また、家庭学習の内容を掲示することで、子ども達が友達の頑張りやアイディアに気付き、学級や校内で認
め合う雰囲気がつくられています。

このような中、何よりも大切にしたいことは、本人が必要性を感じて学習に取り組むことです。各ご家庭で
は内容や時間だけにこだわらず、目的意識や達成感が大事にされるような言葉掛けをお願いします。

問合せ／学校教育担当（内線3503）

学務課から

別海町生き抜く力向上策定プロジェクト

お互いの頑張りを認め合う取り組み
小学校の実践 中学校の実践

　児童が取り組
ん だ 家 庭 学 習
ノートを掲示板
で紹介し、他の
児童が参考にし
ています。

　生徒が取り組
ん だ 家 庭 学 習
ノートにコメン
トを書いて、掲
示板で紹介して
います。

　家庭学習ノー
トを交流し、お
互いのよさを伝
え合い、自分の
取り組みを見直
しています。

　生徒会で家庭
学習コンクール
を開催し、入賞
者 の ノ ー ト を
ホールに掲示し
ています。
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　本校の学校祭、「別高祭」が７月18日、19日に開
催されました。
　18日は、午前中のオープニングセレモニーに引き
続き、午後からは別海市街をパレードし、ぷらと前広
場で、パフォーマンスを披露しました。生徒たちは、
この日のために２週間ほど前から本格的に衣装・山車
の作成、ダンスの練習に励んできました。
　パレードコース沿道、ぷらと前広場には、多くの方
に観覧に来ていただき、また、衣装、山車、パフォー
マンスの審査にも当たっていただきました。
　19日は、一般公開ということで多くの町民の方に
ご来校いただきました。３年生を中心とした模擬店で
は、生徒たちがお客様をおもてなししようと、一生懸
命、ウエーター・ウエートレス、そして厨房の係とし
て取り組んでいました。また、１・２年生のクラス展
示は、来校した子どもたちに好評でした。
　なお、今年度もコミュニティスクール活動の一環と
して、クラフトバンド、ヒップホップ、コーラスの３
サークルの方にも作品展示、ダンス・コーラスの披露

～盛大に終わる～第52回別高祭

をしていただき、学校祭に華を添えていただきました。
　今年度の「別高祭」につきましても、町内外の多く
の方々にご協力をいただき、無事終了することができ
ました。大変ありがとうございました。
　次年度以降もまたご協力のほどよろしくお願いしま
す。
＜成績＞ １位 ２位 ３位
垂れ幕 ３年Ａ組 ３年Ｃ組 ２年Ｂ組（２位）
衣　装 ３年Ａ組 ３年Ｃ組 ３年Ｂ組
山　車 ３年Ｃ組 ３年Ａ組 ３年Ｄ組
パフォ ３年Ｄ組 ３年Ａ組 ３年Ｃ組
展　示 ３年Ｂ組 ３年Ａ組 ３年Ｃ組（２位）
総　合 ３年Ａ組 ３年Ｃ組 ３年Ｂ組

＊審査のご協力ありがとうございました。

生涯学習課から

　町では、芸術・科学・教育・スポーツにおける功労者表
彰の推薦を募集します。
　なお、大会の規模等に応じた表彰基準がありますので、
詳細は下記担当までお問合せください。

【別海町文化功労賞】
　町の芸術・科学・教育等の分野の発展に貢献し、その功績が特に顕著な個人又は団体。

【別海町文化奨励賞】
　上記分野の発展に貢献し、その功績が顕著であり、今後の活動が特に期待される又は全道規模以上の発表会等
において優秀な成績を収めた個人又は団体。

【別海町スポーツ功労賞】
　地域や職場においてスポーツの健全な普及発展に貢献する優れた企画や指導の実践を重ねるなど、スポーツ振
興の功績が顕著である個人又は団体。
※個人は10年以上、団体は20年以上町内で活動している方が対象

【別海町優秀選手賞】
　平成26年10月１日から平成27年９月30日までの期間に、中体連・ 高体連・ 学生体育連合・JOC加盟団体等
が主催する大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又は団体。
※町内に住所を有し居住している方、又は町内の小学校及び中学校に５年以上在籍していた方が対象

問合せ／生涯学習担当（内線3713）

平成27年度
「別海町文化功労者表彰」
「別海町スポーツ功労者表彰」

の推薦について
文化功労者 締切：平成27年９月30日㈬

スポーツ功労者 締切：平成27年10月９日㈮
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郷土資料館から

　８月３日㈪から４日㈫の２日間、郷土資料館サマースクールを実施しま
した。「むかし・むかしのべつかい」のお話の後、古代の装飾品「勾玉づくり」

に挑戦しました。滑石（かっせき）
という古代から使われている比
較的削りやすい石を使い２時間
ほどかけて紙やすりなどで削ります。慣れない作業で悪戦苦闘しまし
たが、思い思い満足した勾玉を作ることができました。

10月の休館日　３日、４日、12日、17日、18日、26日

 ９ 月の休館日　５日、６日、14日、19～23日、28日 問合せ／郷土資料館
　TEL・FAX 75-0802
　Eメール kyoudo@betsukai.jp

スポーツセンターから

別海町総合スポーツセンター　TEL／75-2882・FAX／75-0418・Eメール／sports@betsukai-pf.or.jp

サマースクール
郷土資料館だより

　８月２日㈰、晴天に恵まれ、129名の小学生が様々な運動・スポーツに汗を流しました。
　高校生、中学生を含めた多くのボランティア、体育協会加盟団体、交通安全協会、ラジオ体操会、スポーツ
少年団保護者・指導者・ＯＢ・ＯＧ、景品や飲食物を提供してくださった多くの団体・企業の皆様に応援して
いただき開催することができました。ご協力ありがとうございました。

■綱引き　優　勝：別海スケート少年団 白鳥 ＆ 別海中央コロンブス　
　　　　　準優勝：別海ヒップホップ少年団 Bump! ＆ 別海中央中学校サッカー部
■玉入れ　優　勝：別海バスケットボール少年団 女子　　準優勝：別海陸上少年団

　１～４年生は７種目、５、６年生は８種目の体力測定で競い、特に優れた選手にＭＶＰ賞、準
ＭＶＰ賞、優秀選手賞をそれぞれ贈りました。入賞されたみなさん、おめでとうございます！

■Ｍ Ｖ Ｐ　男　　　子： 岡　征吾（握力、体前屈、立幅跳、ソフトボール投げ、50ｍ走で優勝)
　　　　　　女　　　子：島影　映見（50ｍ走、反復横跳で優勝）
■準ＭＶＰ　高学年男子：鈴木　　伝（シャトルランで優勝）
　　　　　　高学年女子：森野こころ（シャトルランで優勝）
　　　　　　中学年男子： 岡　嵩郞（握力、反復横跳で優勝）
　　　　　　中学年女子：小島　　楓（上体起、50ｍ走で優勝）
　　　　　　低学年男子：蠟山　慎太（立幅跳、ソフトボール投で優勝）
　　　　　　低学年女子：高橋　藍結（立幅跳、上体起、50ｍ走で優勝）
■優秀選手　高学年男子：外川　歩祈、木曽　玄太
　　　　　　高学年女子：葊島　遥菜、秋田　莉子、佐々木　愛、兵庫　愛音、三宮　衣純
　　　　　　中学年男子：佐藤　哲太、石尾　颯真、相和　煌徠、高橋　淳絆、竹中　亮太
　　　　　　中学年女子：水足　透子、細田那々子、水沼　瑶紀、山家　すず
　　　　　　低学年男子：小島　幹太、乾　竜太朗、酒匂　貫太、水足　瑛太
　　　　　　低学年女子：武藤スミレ、田村　那奈、葊木えみり、森重　凜桜

団体戦

体力王決定戦

スポーツセンター祭り2015夏
　８月２日㈰、晴天に恵まれ、129名の小学生が様々な運動・スポーツに汗を流しました。

終了!

「むかし、むかしのべつかい
古代の装飾品勾玉を作ろう」を実施しました。
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上林　玉
たま

乃
の

ちゃん
（貴人）

高井　優
ゆ

衣
い

ちゃん
（圭輔）

髙橋　杏
あ

子
こ

ちゃん
（欣也）

福岡　瑚
こ

子
こ

ちゃん
（裕也）

竹中　月
る

菜
な

ちゃん
（貴亮）

蛭田　麻
ま

結
ゆ

ちゃん
（徤太郎）

桐島　蒼
あお

叶
と

くん
（広樹）

酒井　千
ち

冬
ふゆ

ちゃん
（大輔）

羽石なのはちゃん
（賢史）

飯山　侑
ゆうすけ

祐くん
（昭二）

ちびっこ （　）内は保護者名
※�希望された方を掲載
しています。

1歳6か月児

　もったいないばあさんの絵本でおなじみの絵本作家
「真珠まりこ」さんのおはなし会を開催します。本人に
よる絵本の読み聞かせや絵かき歌など、子どもから大人
まで楽しめる内容となっています。入場は無料です。
　■日時　９月13日㈰　午前10時から
　　　　　　　(当日は午前９時45分開館)
　■場所　図書館２階視聴覚室

図書館から

■と　き：４日・11日・18日・25日㈮
　　　　　午前11時から（15分程度）
■ところ：図書館「お話のコーナー」
■対　象：０歳～３歳程度
　＊ 図書館職員が赤ちゃん絵本の読み聞
かせや手あそびなどをします。

　　お気軽に参加ください。

小さい子のお話の時間

問合せ／図書館
　TEL 75-2266・FAX 75-0506
　メール tosyo@betsukai.jp

＊月末休館日は、図書整理等のため休館させていただきます。
＊休館中の返却は玄関横の返却ポストをご利用ください。
＊ 10月20～25日は図書館システム更新のため臨時休館させていただきます。

７日、14日、21日、22日、23日、24日（月末休館日）、28日
５日、12日、13日、19日、20～25日（臨時休館日）、26日、29日（月末休館日）

９月の休館日
10月の休館日

　保存年限の経過した廃棄雑誌を希望者へ無料で配布します。
　■日時　10月３日㈯から10月18日㈰
　■場所　図書館エントランスホール

　＊ 先着順ですのでご了承願います。事前の予約はできません。
　＊ 廃棄雑誌には廃棄印が押してあります。図書館の蔵書と
　　お間違えのないよう、ご注意願います。

休館日の
お知らせ

もったいないばあさんの
おはなし会

廃棄雑誌を利用者還元します!
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