中標津町郷土館事業特別展
○ 郷土館 ○
会
期／１月14日㈯から29日㈰まで
開館時間／午前10時から午後４時まで
休 館 日／毎週月曜日、祝日の場合は翌日
主 催／中標津町郷土館
共 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
協 力／ＮＰＯ法人伝成館まちづくり協議会

昭和24年撮影

中標津市街

なかしべつ村の記憶
昭和21年７月１日に標津村から分村し
て70年目を迎えました。郷土館では、わ
ずか３年６ヶ月の期間にのみ存在した“な
かしべつ村”について特別展を開催します。

■巡回展スケジュール

『分村事務引継関係書類綴』
（役場史料室所蔵)

○中標津空港（～1/9）
○交流センター（2/1～27）
○しるべっと（3/2～22）

当時の議事録や道へ申請す
る文書が綴られた公文書、
写真などで、分村までの道
のりを振り返ります。

第10回 なかしべつ長ぐつdeアイスホッケー大会
と き／２月18日㈯ 午前９時30分開始予定 ※暖気・荒天中止
ところ／運動公園アイスホッケー場
対 象／中標津町内の年中児から小学生の男女
参加料／１人：200円（保険料含む）☆参加料は申込時にお支払ください。
部 門／幼児の部 年中児～年長児：選手８名、補欠２名
小学生低学年の部 １～２年生：選手８名、補欠２名
小学生中学年の部 ３～４年生：選手５名、補欠２名
小学生高学年の部 ５～６年生：選手５名、補欠２名
※部門区分で編成されていない場合は参加できません。
そのほか、くわしくは開催要項（総合体育館・運動公園で配付）で確認ください。
持ち物／長ぐつ・防寒着・帽子・手袋・マイカップ
申込締切／２月５日㈰ ※運動公園管理棟窓口で受け付けします。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
共 催／ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー・中標津アイスホッケー協会
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中標津町教育委員会

全国学力・学習状況調査分析結果の考察
本年度調査は、昨年４月 19 日に小学校第６学年の全児童、中学校第３学年の全生徒を対象に、昨年度
に続き悉皆方式で行われました。調査内容は「教科に関する調査」小学国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学国
語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂの８科目および「質問紙調査」となっています。以下、本町おける調査結果につい
て公表します。

１

教科に関する調査結果
小学校

※国語Ａ・Ｂ、算数（数学）Ａ・Ｂの平均正答率は、それぞれの平均正答数を設問数で割った値の百分率（％）
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※全国と本町の平均正答率との差（ポイント）・平均正答数との差（問）
平均正答率

－5.4

－4.7

－5.6

－5.1
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２

教科全体の状況

教科の領域別に全国を 100 とした場合の全道および本町の状況をレーダーチャートで示したもので
す。
（全道・本町の平均正答率÷全国（公立）の平均正答率× 100 で算出）
中標津町立小学校
北 海 道（公立）
全

【全国との差が小さい領域 －５ポイント未満】
○小学校
・国語Ａ「話すこと・聞くこと」
「書くこと」「読むこと」
・国語Ｂ「話すこと・聞くこと」
・算数Ａ「量と測定」「図形」
・算数Ｂ「量と測定」
○中学校
・国語Ａ「話すこと・聞くこと」「書くこと」
「読むこと」「伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項」
・数学Ａ「関数」「資料の活用」
・数学Ｂ「関数」

国（公立）

【全国との差が大きい領域 －６ポイント以上】
○小学校
・国語Ａ「伝統的な言語文化と国語の特質に
関する事項」
・国語Ｂ「読むこと」
・算数Ａ「数と計算」「数量関係」
・算数Ｂ「数と計算」
○中学校
・国語Ｂ「書くこと」
・数学Ａ「図形」
・数学Ｂ「数と式」「図形」「資料の活用」
【全国より上回る領域】
○中学校
・数学Ａ「資料の活用」
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学校の情報

本町における平成28年度

学校の情報

中標津町立中学校
北 海 道（公立）
全

国（公立）

【今後の取組の方向性】
今年度の調査結果の特徴として、小学校ではローマ字の読み書きや四則計算、記述式の解答など課題
が見られました。また、中学校では、
「書くこと」自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書く能力、
「数
と式」文字を用いて数量の関係や法則などを式にしたり、式の意味を読み取ったりする能力、
「図形」基
本的な柱体・錐体及び球の面積と体積の求め方、図形の合同について理解する能力などの領域で課題が
見られました。
今後も、各学校が本調査結果を生かし「計画・実施・改善」という検証サイクルに基づき小・中学校
の教職員が一丸となった学力向上対策を構築することとしています。具体的には、家庭と連携した家庭
学習の強化や規則正しい生活習慣・読書習慣の形成に努めます。また、教育委員会との連携により複数
の教員が役割を分担し、指導を行うＴＴ（ティーム・ティーチング）や習熟度別授業の更なる充実に努
めます。

３

児童生徒に対する質問紙調査結果

特徴的な項目を抜粋して全国、全道に対する本町小・中学生の傾向について昨年度の結果とも比較し
グラフで表しました。

【分析結果】
○昨年同様に「家庭での学習時間」が全国・全道平均と比べて少なく、半数以上の児童生徒が１時間程
度しか学習していないことが明らかになりました。特に「全くしていないと」答えた児童が 3.3％、生
徒が 11.9％もいることから、家庭学習の大切さについて児童生徒と学校・家庭・地域が認識を共有し、
計画的に取組むよう支援することが大切です。
○昨年同様に携帯電話やスマートフォン・パソコン等で毎日２時間以上もゲームをする児童生徒が多い
という結果が出ました。全国の小中学校ではゲーム時間の減少が顕著ですが、本町では増加している
のが大きな特徴です。また、調査後に配信された「位置情報を活用したスマートフォンゲーム」の使用
によるゲーム時間の増加とそれに伴う様々なトラブルが懸念されます。今後も昨年度に引き続き生活
習慣の見直しに向けた家庭と学校・地域との連携が極めて重要となります。

４

結びに

中標津町教育委員会では、教育の機会均等という義務教育の趣旨を踏まえ、中標津町に住むすべての
子どもたちに、社会で自立するために必要な学力を身に付けさせる必要があるとの考えの下、授業改善と
生活習慣の確立を車の両輪と位置づけ、昨年度設置した
「中標津町教育力向上推進委員会」を中心に学
力向上の取り組みを推進してまいります。
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第40回

種

中標津町
スピードスケート大会
と

第54回

【幼児・小学校低学年：100m、300m】
【小学生以上：500m、1000m、1500m、3000m】
【リレー競技：2000mR（600ｍ／400ｍ／400ｍ／600ｍ）】

締切日／１月29日㈰
申込先／運動公園管理棟窓口
☎72－8003（午前９時～午後９時）
※悪天候による施設閉場の場合は受け付けでき
ません。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津スケート協会
問合先／総合体育館 ☎72－2316

中標津町卓球大会

参加者募集!

と き／２月５日㈰ 開会式／午前９時～
ところ／総合体育館
対 象／小学生～一般 ☆町内在住または勤務先が町内の方。
種目・参加料／シングルス【小学生100円、中学生200円、高校生以上300円】
ダ ブ ル ス【１ペア500円】
☆参加料は申込時にお支払いください。
締切日／１月22日㈰
申込・問合先／総合体育館 ☎72－2316
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津町卓球協会

キッズサッカー教室

なかしべつ歩くスキー同好会 会員募集!
冬の醍醐味！冬景色を見ながら
良い汗をかきませんか？

たくさんの友だちと一緒に、ボールとふれあ
い、サッカーの楽しさを体験しよう！
と

き／２月25日㈯

【活動内容】１月～３月

午前10時～12時

土曜日：ゆめの森公園での基礎練習

ところ／総合体育館
対

象／町内の年中児～年長児

定

員／40名

日曜日：「根北峠」「武佐岳」などへのツアー

問合先／事務局

斉藤

☎72－3549（自宅）

参加料／500円（保険料を含みます）

平成29年度

申込期間／１月13日㈮～２月14日㈫

町営体育施設等の利用希望について

※総合体育館窓口で直接申し込みくだ
さい。電話・ＦＡＸでの申し込みは

平成 29 年度（４月１日～翌年３月 31 日）の
町営体育施設等利用予定（スポーツ大会・各種
イベント）を調査しています。予定のある団体
は、下記の期日までにお知らせください。
※サークル活動・練習会をのぞきます。
※くわしくはお問い合わせください。

できません。
※定員を超えた場合は主催者側にて抽
選を行います。参加者が少ない場合
は中止となります。
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／中標津サッカー協会

２月10日㈮

午後９時まで

問合先／総合体育館
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☎ 72 － 2316

スポーツ施設の行事予定は、このページ上部記載のホームページ「施設別カレンダー」でご覧になれます。
このページの記事に関する問い合わせは、体育館（☎７２―２３１６）まで。

ところ／運動公園スピードスケート場
対 象／幼児～一般
（町内在住または勤務先が町内の方）
参加料／400円（申込時にお支払いください）

http://www.zncs.or.jp/gym/

目／複数種目にエントリー可能

参加者募集!

き／２月５日㈰ 午前９時30分開始予定
※前号でお知らせした日程から変
更になりました。

体育施設ホームページ

スポーツ情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/library/

カレンダーもってく会？

■「平成29年カレンダー募集」について

内

期

間／１月21日㈯まで

場

所／図書館カウンター、図書館入口設置の

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

容／地域企業、地域住民から提供していた
だいた不要カレンダーの無料配布
期 間／１月14日㈯～31日㈫
※配布カレンダーがなくなり次第終了
場 所／中標津町図書館 カウンター前
その他／・無料配布とし、部数に制限はありま
せん。
・期間中の休館日は配布できません。

専用ボックス（町民ホール側。しる
べっと開館時に利用可能）
その他／・カレンダーの形状は問いません。
・休館日は受付できません。

１月の展示

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

一般展示 『図書館ビューティーラボ』

蔵書点検のため、下記の期間中休館いたし

★年末年始はついつい食べ過ぎてしまい、体重が
気になる季節。ダイエット本や健康法の本を読
んで、ビューティーな体を作りましょう！

ます。
期間中、返却本は図書館入口前の返却ポス
トへご返却ください。

児童展示 『ほかの国のお正月 ～世界の地理・文化～』

※Ｃ Ｄ・ビデオは開館時直接カウンターへお

★ほかの国のお正月は、どんなことをして過ごす
か知っていますか？世界の伝統行事や風習を調
べてみよう！

持ちください。
期間

プチ展示 「カレンダーもってく会？特別展示」

「若い人へ贈る本」

３月６日㈪（通常休館）
３月７日㈫～10日㈮（特別休館）

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

◎長靴アイスホッケー広場

◇スポーツ広場

と

き／１月21日㈯・28日㈯
午後１時30分～３時
ところ／運動公園長靴アイスホッケーリンク
備 考／先着20名（小学生）

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／１月11日・18日・25日・２月１日
水曜日

午前９時～10時30分

ところ／総合体育館

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

◎ミニテニスをやってみる会
と

と

き／１月６日・13日・20日・27日・２月３日
金曜日

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館

◎ジュニアミニテニス
と

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

き／１月11日㈬
午前９時30分～10時30分
１月23日㈪
午後1時30分～２時30分
ところ／総合体育館
問合先

き／１月14日㈯
午前９時～10時30分

ところ／総合体育館
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〒086－1148 中標津町緑ヶ丘６番地３
中標津町運動公園管理棟内
ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
クラブマネジャー 澤 野 㓛
TEL 72－8003 FAX 72－8009

文化会館ホームページ

新春に気持ちも新たに書き初めに挑戦しませんか？
冬休みの課題作成などでもご参加をお待ちしています。
大好評のカラフルな書道液を使って大きな模造紙に今
年の目標を書く「カラー書道体験」も行います。

新春書き初め会
対

し る べ っ と 会 場
と き／１月10日㈫ 午後１時～４時
ところ／しるべっと コミュニティホール
作品展示期間／１月11日㈬～15日㈰
町民ホール

http://www.zncs.or.jp/shirubetto/

象／幼児から一般成人まで

参加料／無料
持ち物／書道道具一式、ゴミ袋、新聞紙、題材
※題材は画仙紙、半紙どちらも可
※紙（画仙紙、半紙）は主催者で用意してい
ます。但し１人３枚まで。

交流センター会場

※当日、会場内で画仙紙と墨汁の販売を行い
ます。
◎事前申し込み不要です。当日会場にて受け付けます。
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協

力／雨城書道同好会

中標津文芸 第32号

第10期ナカシベツ大学
講座のご案内

本号より表紙一変。繊細

特別企画

な描写力のある鈴木秋弘校

「河﨑秋子講演会

長先生（中標津東小）の
作。自分史では90歳代とい



う小柳、福井氏の筆力に敬
服。麻郷地氏のルポは樺太

～創作への想い～」

2014年に三浦綾子文学賞を受賞した、別海町

戦後史の一つとして注目。

在住の作家・河㟢秋子氏による講演会。

奈良県の渡辺氏は少年期に

と

おけるふるさとへの思い。ご一読の程。

ところ／しるべっと



（編集委員長

定価／800円（税込）

神代）

き／１月22日㈰

午後１時30分開始
第２研修室

申し込み／し るべっと窓口、またはお電話（☎
73ー1131）でお申し込みください。

発売中!!

聴講料／1,000円

編集／中標津文芸編集委員会
発行／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

◎会場は、しるべっと

町民ホール

第214回 ロビーコンサート

「子どもから大人まで

楽しめる曲集めました」
第213回 ロビーコンサート

「ブルーグラス」
と

き／１月14日㈯

出

演／福澤

と

き／１月21日㈯

午後１時開演

出

演／ふりそでーしょん（サックスアンサンブル）

プログラム／「ゆきやこんこ」「津軽海峡冬景色」ほか

午後１時開演

主

紀子（バンジョー弾き語り）

プログラム／「おじいさんの古時計」「ロッキートップ」 ほか
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催／なかしべつロビーコンサート実行委員会
（ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団

このページの記事に関する問い合わせは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

と き／１月11日㈬ 午前10時～12時
ところ／交流センター 大集会室
作品展示期間／１月11日㈬～17日㈫
多目的ホール

生涯学習・文化芸術情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

生涯学習・文化芸術情報

第12回 子どもステージinしるべっと 参加団体募集!
と き／３月５日㈰ 午後１時開場 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
内 容／ステージ発表できる内容であればジャンル不問。
参加資格／町 内近隣で活動する団体に所属する18歳以下の
子どもたち。
募集数／12団体 ※先着順
発表時間／１団体15分以内（出入り、準備含む）
申し込み／し るべっとにて配布している申込書に必要事項
を記入のうえ、しるべっと窓口に提出、または
FAX（72－7767）でお申し込みください。
申込期間／１月６日㈮～20日㈮
問合先／しるべっと（☎73－1131）
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

中標津ゆかりの芸術展

と

中標津町

ふれあい木工展

小中学生総合作品展

き／２月３日㈮～９日㈭
午前９時～午後９時
ところ／しるべっと 展示室
内 容／町内で活動をされている石山誠之助さ
んの木工作品を展示いたします。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

と き／２月３日㈮～９日㈭ 午前９時～午後６時
ところ／しるべっと コミュニティホール
内 容／町内の小・中学校、義務教育学校から
寄せられた、子どもたちの力作を多数
展示します。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

※問い合わせは、しるべっと（☎７３－１１３１）へ
※都合により、日程 ･ 会場などが変更になる場合があります。
※◎印のイベントチケットは、しるべっと窓口で販売しています。

○雨城書道同好会新春書き初め展

◯中標津小学校ジャガーズ合唱部コンサート2017

と

き／１月７日㈯～10日㈫
※初日は午後１時から、最終日は午後３時まで
ところ／しるべっと 展示室
入場
無料
主 催／雨城書道同好会

と

き／１月21日㈯

午後６時開演

ところ／しるべっとホール
主 催／中標津小学校合唱部父母の会

入場
無料

◯Lee's Dance House発表会
「K・A・G・U・Y・A」

○平成28年度中標津町社協地域福祉講演会

と

と き／１月14日㈯ 午後１時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／中標津町社会福祉協議会

き／１月28日㈯

午後６時開演

ところ／しるべっとホール
主 催／Lee's Dance House

入場
無料

○北方四島パネル展

◎MIX JAM～NEW YEAR LIVE～

と

き／１月30日㈪～２月５日㈰
※初日は正午から、最終日は午後５時まで
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／中標津町、千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部

と き／１月15日㈰ 午前11時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／中学生以上500円（当日200円増し）
主 催／MIX JAM実行委員会
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豊かな人間性を育む心の教育
平成 28 年度の中標津東小学校は、26 学級・児童
数 562 名でスタートしました。今年も東っ子たち
は、新しい環境にも慣れ、元気に学校生活を送って
います。
さて、本校では「郷土の中標津を愛し、強く、正し
く、逞しく未来を切り開く、実践的・創造的人間の
育成」の実現を図るため、
「知・徳・体」をバランス
よく育てるための教育活動を展開しています。今回
は本校教育目標の「逞しく」に関わる取り組みを紹
介します。
◇
「明るく、他人を思いやる優しい子ども」を目指
して
近年、基礎学力のほかにも、コミュニケーション
能力や人間力と呼ばれる力（能力）も子どもたちに
は必要な力であると考えられていることから、本校
では児童の自立や他者との協働を目指し、つぎの取
り組みを行っています。
◎異学年交流の充実
一年を通して６年生が中心となり、リーダーシッ
プの育成を目指し、縦割り班で公園へ出かけお弁当
を食べる「あいあいハイキング」や、縦割り班ごと
に教室や体育館を利用したゲームコーナー、肝試
し、迷路を作って遊ぶ「チャレンジまつり」、そして
2 月には雪上やリンク跡を利用したスポーツ対抗合

戦「アイーンピック」が実施されます。活動を重ね
るごとに、子どもたちのつながりも深まり、東っ子
（休み時間）の時も仲良く遊ぶ姿が見られるように
なります。

あいあいハイキング

チャレンジまつり

◎児童会や委員会等の活動推奨
児童会役員が、選挙公約とした「あいさつ運動」
（登校時に玄関であいさつをする）や「クリーンプロ
ジェクト」
（教室や廊下の清掃結果を一週間チェッ
ク）では、成績優秀なクラスが全校朝会で表彰され
ます。毎日の何気ない「あいさつ」や「清掃」も意識
して取り組んでいます。
今後も、これらの取り組みの充実を図り、心身の
健やかな成長を目指します。 （教頭 小川 一）

学校公開日のご案内
学校名

日

http://www.zncs.or.jp/k_center/

時

保護者と町民の皆さんへ

○学校のようすを見に行きましょう。
○学校といっしょに子どもたちを育てていきましょう。

内

容

俵橋小学校
☎73－3869

１月20日㈮
13：40～14：25

読書体験発表

広陵中学校
☎73－3161

２月３日㈮
13：35～14：25

学習参観

中標津中学校
☎72－2626

２月３日㈮
13：25～14：15

学習参観

参加対象

受付方法

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

編集後記

▼ あけましておめでとうご
ざいます。清々しい新年を
迎え編集委員一同喜んでお
ります。本年もどうぞよろ
しくお願いいたします。
さて、冬になると体を動
かす機会が減ってしまいま
す が、今 年 は ラ ン ニ ン グ・
ウォーキングコースのある
総合体育館があります。
「 まだ行ったことがない」
という方は、見学だけなら
無料ですのでまずはどんな
ところなのかを見に一度足
を運ばれることをお勧めし
ます。料金もお手頃ですよ。
（ＹＡＭＡ）


各生涯学習施設休館日のお知らせ
１月６日～２月６日
しるべっと（総合文化会館）
・図書館・各体育施設・
交流センターの休館日は、１月 16 日㈪、２月６日㈪
です。毎月、第１・第３月曜日が休館日です。
郷土館の休館日は、１月６日㈮～ 10 日㈫、16 日㈪・
23 日㈪・30 日㈪、２月６日㈪です。
運動公園（スケートリンク）は無休ですが、コンディ
ション不良の場合は利用の一時中止や閉場すること
があります。
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