中標津町郷土館事業特別展
郷土館
巡回展

なかしべつ酪農文化パネル展

「群がる乳牛の姿を見ると、うれし涙が出る」「牛一頭いれば、一家が生活できた」

中標津空港
と

中央ロビー（１Ｆ）

き／１月10日㈯～22日㈭
午前８時30分～午後５時30分

中標津町交流センター
と

き／１月28日㈬～２月12日㈭
午前９時～午後10時

中標津町総合文化会館
と

※２月２日は休館日

き／３月６日㈮～25日㈬
午前９時～午後10時

※16日は休館日

主 催：中標津町郷土館
問合先：生涯学習課学芸係

共 催：（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
☎73－3111（内線275）

北方領土の日特別啓発期間事業
アニメ映画「ジョバンニの島」上映会
～心揺さぶる実話をもとにした感動の物語～
と

き／２月１日㈰

午後２時30分開場

午後３時上映

※上映時間102分
ところ／しるべっとホール

〔全席自由〕

出演（声）／市村正親、仲間由紀恵、北島三郎
主

催／中標津町

問合先／総務部企画課北方領土対策係
☎73－3111（内線328）

ほか

料

入場無
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中標津町教育委員会

本年度調査は、昨年４月 22 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、昨年度に続き悉皆調査方式で行なわれまし

た。調査内容は「教科に関する調査」及び「質問
紙調査」となっています。以下、本町における
調査結果について公表します。

全国学力・学習状況調査分析結果の考察
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教科に関する調査結果
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教科全体の状況

教科の領域別に全国を 100 とした場合の全道及び市町村の状況をレーダーチャートで示した
ものです。 （市町村の平均正答率÷全国（公立）の平均正答率× 100 で算出）

小学生

（数量関係）算数Ｂ
（図形）算数Ｂ

110.0

（話すこと・聞くこと）
国語Ａ
国語Ａ（書くこと）

100.0

中標津町立小学校
北 海 道 （公 立）
全

国 （公 立）

国語Ａ（読むこと）

90.0

国語Ａ（伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項）

（量と測定）算数Ｂ
80.0

（数と計算）算数Ｂ

国語Ｂ（話すこと・聞くこと）

70.0

（数量関係）算数Ａ

国語Ｂ（書くこと）

（図形）算数Ａ
（量と測定）算数Ａ

国語Ｂ（読むこと）
国語Ｂ（伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項）

算数Ａ
（数と計算）

【全国との差が小さい領域】
○小学校
・国語Ａ「読むこと」、「伝統的な言語文化
と国語の特質に関する事項」
○中学校
・国語Ａ「伝統的な言語文化と国語の特質に
関する事項」
・数学Ｂ「関数」

【全国との差が大きい領域】
○小学校
・国語Ｂ「書くこと」
・算数Ｂ「数量関係」、「量と測定」、「数と
計算」
○中学校
・国語Ｂ「伝統的な言語文化と国語の特質に
関する事項」、「書くこと」、「読むこと」
・数学Ｂ「数と式」
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学校の情報

本町における平成26年度

学校の情報

中学生

110.0

（資料の活用）数学Ｂ

（話すこと・聞くこと）
国語Ａ
国語Ａ（書くこと）

100.0

（関数）数学Ｂ

中標津町立中学校
北 海 道 （公 立）
全

国 （公 立）

国語Ａ（読むこと）

90.0

（図形）数学Ｂ

国語Ａ（伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項）

80.0
70.0

国語Ｂ（書くこと）

（数と式）数学Ｂ

（資料の活用）数学Ａ

国語Ｂ（読むこと）

（関数）数学Ａ

国語Ｂ（伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項）
数学Ａ（数と式）

（図形）数学Ａ

【今後の取組の方向性】
各学校での授業改善の取組の結果、着実に学
力向上の兆しが見られるものの、解決すべき課
題も明らかになりました。今後は、各学校が、
「計画・実施・評価・改善」という検証サイク
ルに基づき、教職員が一丸となった学力向上対

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
も比較しながらグラフで表しました。
□１日あたり１時間以上勉強する児童生徒の割合
本町小学生

35.3％（39.0%）
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全国

70.7％（72.1％）

全道

68.2％（70.5％）

本町中学生

51.1％（45.9％）

全国

47.7％（47.4％）

全道

46.1％（46.9％）
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【分析結果】
○
「家庭での学習時間」が全国・全道平均と比
べて短く、テレビを見たり、ゲームをしたり
する時間は長いという姿が、今年度も浮かび
上がっています。生活習慣の見直しに向けた
家庭の協力が極めて重要です。
○
「将来の夢や目標」を持っていると答えた割
合は、本町の小学６年で全国・全道平均より
下回り、中学３年は全国・全道平均を上回っ
ています。子どもたちが夢に向かって何がで
きるのか、後押しをすることが必要です。ま
た、学校と家庭が、意思疎通を密にすること
が大切です。

４

□将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
本町小学生

策を構築することとしています。
具体的には、宿題の提示やそれによる家庭学
習の強化を行います。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）授業や習熟
度別授業の充実に努めます。

)は昨年度

50%

3

結びに

子どもたちの学力水準は、学校全体の取組
や、各家庭における望ましい生活リズムの確立
が大きく影響しています。教育委員会としまし
ても、学校・家庭・地域社会と危機意識を共有
し、連携協働を図りながら社会で自立するため
の最低限必要な学力をすべての子どもたちに保
障するために目に見える形で改善に取り組んで
いきたいと考えます。

第38回 中標津町

スピード 参加者募集!
スケート大会

と き／１月25日㈰
ところ／運動公園スピードスケート場
対

参加料／400円
☆申込時にお支払いください。

第52回

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

目／複数種目にエントリー可能
【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）】

申込締切／１月18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／中標津体育館 ☎72－2316

中標津町卓球大会

と き／２月１日㈰ 開会式：午前９時～
ところ／中標津体育館
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。
申込締切／１月25日㈰
申込・問合先／中標津体育館 ☎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

参加者募集!

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！

【活動内容】１月～３月

と

き／２月21日㈯
①午前10時～12時
②午後１時～３時
※どちらか１コースを選んでください。
ところ／中標津体育館
対 象／町内の年中児～年長児
定 員／各コース35名
参加料／500円（保険料を含みます）
申込期間／１月13日㈫～２月12日㈭
※中標津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

土曜日：ゆめの森公園での基礎練習
日曜日：「根北峠」
「弟子屈900草原」などへのツアー

問合先／事務局

斉藤☎72－3549（自宅）
平成27年度

町営体育施設等の利用希望について
平成 27 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。

２月20日㈮

午後５時まで

問合先／中標津体育館
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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。

象／幼児～一般
☆町内在住または勤務先が町内の
方。

種

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？

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

内

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17日㈯～２月下旬
※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、個数に制限はありま
せん。
・期間中の休館日は配布できません。

蔵書点検のため、下記の期間は休館いたしま
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。
※ＣＤ・ビデオは開館時直接カウンターへお
持ちください。

■「平成27年カレンダー募集」について

期間

内

容／「カレンダーもってく会？」で使用す
る平成27年のカレンダーを集めてい
ます。
募集締切／１月31日㈯まで
場 所／中標津町図書館カウンター、図書館入
口設置の専用ボックス（専用ボックス
はしるべっと開館中のみ利用可能）
その他／・カレンダーの形状は問いません。
・休館日は受け付けできません。

新着図書案内
『北海道トリビア』

 北海道トリビア発見プロジェクト／編（一般）
『社会不満足


『親鸞

一般展示 『ヘルシー！』
★年 末年始、おいしいものをたくさん食べました
か？正月気分が落ち着いたら、今度はダイエッ
ト！美容・健康・ダイエットに関する本をたくさ
んご用意します！

完結篇

上・下』 五木寛之／著（一般）

『パスティス』

中島京子／著（一般）

『大人の男の遊び方』

伊集院静／著（一般）

『大学生活の迷い方』

蒔田直子／著（ＹＡ）


『食べているのは生きものだ』

森枝卓士／著（児童）

児童展示 『世界のヒーロー』

『捨て犬・未来、命の約束』 今西乃子／著（児童）

★世 界にほこることをしている「偉人」とよばれる
人たちを何人知っていますか？いろんなすごい人
たちを知ることができる本を、たくさん紹介しま
す！

『マララさんこんにちは』

ローズマリー ･ マカーニー／作（児童）
『いかだにのって』 とよたかずひこ／作（児童）

プチ展示 「ウィンタースポーツ！」


※
（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの
本です。

「若い人へ贈る本」

学校の情報

学校公開日のご案内
日

対談乙武洋匡』

乙武洋匡／著（一般）

『電子レンジでつくる 12 か月の和菓子』


松井ミチル／著（一般）

１月の展示

学校名

３月２日㈪（通常休館）
３月３日㈫～７日㈯（特別休館）

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23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

学習参観日

中標津中学校
☎72－2626

２月６日㈮
13：25～14：15

学習参観日
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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

文化会館ホームページ

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

中標津町総合文化会館開館20年記念事業

（平成26年７月１日で開館から20年を迎えました）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

０才からのクラシック中標津公演
おむつ交換、授乳スペース完備でママさんも安心♪０才のお子さ
まから大人まで楽しめる約１時間のクラシックコンサートです。

新春書き初め会
し る べ っ と 会 場
と き／１月９日㈮ 午後１時～４時
ところ／しるべっと コミュニティホール
展示期間／１月10日㈯～18日㈰

交流センター会場
と き／１月10日㈯ 午前10時～正午
ところ／交流センター 大集会室
展示期間／１月11日㈰～18日㈰

2015年の新春に気持ちを新たにして、書き
初めに挑戦してみませんか。大好評のカラー書
道液を使って、半紙に新春を表す一文字を書く
「一字書」体験も行ないます。

対 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、半紙どちらでも可
※紙（画仙紙、半紙）は主催者で用意して
います。
但し、画仙紙は１人３枚まで。
申し込み／当日、受付にお越しください。
主 催／雨城書道同好会
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

オールディーズアマチュアバンドフェスティバル

と き／２月15日㈰ 午後１時開場 午後２時開演 出演者募集!!
ところ／しるべっと コミュニティホール
出演条件／ア マチュアバンドでメンバーの中に50代以上の方が２名
以上入っていること。
※１バンドの持ち時間は出入り含め30分以内です。
出演料／１バンド5,000円
申込方法／１月６日㈫～13日㈫までにしるべっと（☎73－1131）へ申
し込みください。先着６バンドになり次第締め切ります。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
オールディーズアマチュアバンドフェスティバル実行委員会
※このイベントは出演者が中心となって企画運営を行ないます。
このマークがついている事業では、
電話予約 (☎73 1131〔しるべっ
と〕
）
をすることができます。

このマークがついている事業では、
車椅子席・付添者席があります。
ご希望の方はチケット購入時にお
申し出ください。

6

中標津しらかば学園
公開講座

ＮＨＫ「ストップ！暴風雪
被害セミナーin中標津」を
開催します
と

き／１月14日㈬
午前10時～正午
ところ／しるべっと
コミュニティホール
※詳細は中標津町広報１月号を
ご参照ください。
このマークがついている事業では、
託児サービス(子ども１人 1,000 円 )
があります。ご希望の方は公演の
10 日前までにお申し出ください。

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／３月29日㈰ 午前10時30分開場 午前11時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人1,500円、中・高校生500円、小学生以下300円
※全席指定、税込み、当日同料金
※０才のお子さまからチケットが必要です。
プレイガイド／一般販売【１月25日㈰ 窓口午前９時～ 電話予約午後１時～】
※しるべっとほか、標津町生涯学習センターあすぱる、
別海町中央公民館にて販売開始。
※しるべっと鑑賞友の会先行販売は１月18日㈰から開始。
؊ȉͧ
主 催／ （一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／０才からのクラシック中標津公演実行委員会
対象事業
対象
対
象事
象
事業
協 賛／ソニー株式会社、ソニー生命保険株式会社
後 援／中標津町教育委員会、北海道新聞社中標津支局、釧路新聞社中標津支社、月刊新根室、
ＦＭはな、BEGiNNER
企画制作／ Sony Music Foundation（公益財団法人ソニー音楽財団）
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第10回 子どもステージ
参加団体募集!

と

ロビーコンサート

inしるべっと

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

き／３月８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子
どもたち。
募集数／12団体※先着順
発表時間／10分～15分（出入り、準備を含む）
申込み／申込書をしるべっとにて配布していま
す。
申込期間／１月６日㈫～21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

第185回 ロビーコンサート

「金管五重奏の響き」
と き／１月24日㈯ 午後２時開演
ところ／町民ホール
出 演／ルーセントブラスアンサンブル
主

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

中標津ゆかりの芸術展

渡部由美子遺作展

～パッチワークの世界～

と き／２月６日㈮～11日㈬ 午前９時～午後９時
ところ／しるべっと 展示室
内 容／町内で活動しているパッチワーク茜の会
を永年に亘り指導された（故）渡部由美
子氏の作品を多数展示した展覧会です。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

中標津町

小中学生総合作品展
と

き／２月６日㈮～11日（水・祝）
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／町内の各学校から寄せられた、子ども
たちによる絵画、工作、書道、手芸の
作品を展示します。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

中標津文芸 発刊記念第30号
中標津文芸の最新号が、しるべっとほか町内各
書店にて好評販売中です！
価 格／800円（税込）
発行者／（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
と

◎安部司さん講演会～知られざる食品のマジック～

き／１月７日㈬～９日㈮

と き／１月17日㈯ 午前10時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／500円 ※高校生以下無料
主 催／もりのね

※初日は午前11時から、最終日は午後４時まで。

ところ／しるべっと 展示室
主 催／雨城書道同好会

入場無料

○ＭＩＸ ＪＡＭ～ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＬＩＶＥ～

○第26回菅野ヴァイオリン教室 中標津教室発表会

と き／１月11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／ＭＩ
ＸＪＡＭ実行委員会

と き／１月18日㈰ 午後２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／菅野ヴァイオリン教室

○フリーマーケット

○中標津高等学校美術部・写真部作品展
き／１月17日㈯～20日㈫
※20日は午後３時まで。
ところ／しるべっと 展示室
主 催／中標津高等学校美術部・写真部

と き／２月１日㈰ 午後１時～２時30分
ところ／しるべっと コミュニティホール
問合先／事務局：及川里江 ☎090－1648－2965
主 催／おもちゃ箱
※出店料の一部が町の福祉のために寄付されます。

と

入場
無料
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【総合型地域スポーツクラブ】

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

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
スポーツ広場

スポーツ体験広場

◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）
と

◎ジュニアミニテニスクラブ

と き／１月24日㈯ 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

き／１月７日・14日・21日・28日

毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

アカデミー行事

◎ミニテニスをやってみる会
と

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◎長ぐつアイスホッケー広場

き／１月９日・16日・23日・30日
毎週金曜日 午後１時30分～３時

と

き／１月24日・31日
土曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津町運動公園アイスホッケー場

ところ／中標津体育館

問合先

◎さわやか体験広場
と

き／１月７日・14日・21日・28日
毎週水曜日 午後７時～８時30分
ところ／丸山小学校体育館

第８回 ウッキー大作戦

〒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

長ぐつｄｅアイスホッケー

と き／２月11日（水・祝） ※悪天中止
ところ／運動公園アイスホッケー場
対 象／年中児から中学生の男女
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／キ ッ ズ 幼児10名以内（年中児～年長児）
ホ ッ プ 低学年10名以内（１～２年生）
チームみんなで
ステップ 中学年10名以内（３～４年生）
攻めて守って戦おう!
ジャンプ 高学年10名以内（５～６年生）
ジュニア 中学生10名以内（１～３年生）
※共通事項：①参加チームが３チーム未満の場合は中止とします。
②チーム編成に男女の区分は設けていません。
持ち物／長ぐつ・防寒着・帽子・手袋・マイカップ（ウッキーは隊員とエコ活動を応援します）
申込締切／１月21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

編集後記

▼ あけましておめでとうご
ざいます。お正月をみなさ
んどのようにお過ごしで
しょうか。

これからまだまだ雪かき
に追われる日々が続くこと
になるかと思いますが、く
じけずにがんばって行きた
いものです。

（しょう）

インフルエンザ等の感染
にも気をつけてください。



各生涯学習施設休館日のお知らせ
１月６日～２月５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 19 日㈪、２月２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㈫～９日㈮、12 日㈪・
13 日㈫・19 日㈪・26 日㈪、２月２日㈪です。原則、
毎週月曜日が休館日です。
運動公園（スケートリンク）は原則無休ですが、リ
ンクコンディションにより利用制限や閉場すること
があります。
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