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・平成２７年度厚真町教育委員会表彰  

・全国学力・学習状況調査結果公表  

・小中学校スピードスケート記録会 

・ミニバレーボール大会を開催 

・読み聞かせボランティアの募集 

・陶芸教室開催のお知らせ 

・室内ソフトボール大会のご案内 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

「第３６回小中学校スピードスケート記録会」   今年の町民スケートリンクの利用は下記のとお 

を町民スケートリンクで開催します。参加する  りとなっています。 

児童・生徒へ大きな声援をお願いします。     皆さんのご利用をお待ちしています。 

 

◆と き 平成２８年１月３０日【土】       ◆利用期間 

     開会式 ：午前９時００分から      平成２７年１２月２５日【金】〔予定〕から 

   競技開始：午前９時３０分から      平成２８年 ２月２９日【月】まで 

        （開会式終了後開始）    ◆利用時間 

     中止の場合は２月６日【土】に順延    午前９時００分から午後８時００分 

◆ところ 町民スケートリンク（新町）       ※１２月３１日は午前９時～正午まで 

◆問合せ 教育委員会社会教育グループ       ※１月１日～３日は午後１時～午後４時まで 

  ☎２７－２４９５            ※天気や気温等により利用期間が変更になる 

                          場合もあります。 

                        ◆問合せ 

☎２７－３７７５（スポーツセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

教育委員会ではこのほど平成２７年度厚真町教育委

員会表彰として、２個人に表彰状、１団体に感謝状を贈

呈しました。 

表彰状を授与されたのは、平成１１年から１６年余に

わたり厚真町社会教育委員として社会教育の振興に寄

与された藤本昭子さん（新町）と平成１７年から１０年

余にわたり厚真柔道スポーツ少年団の指導者として青

少年の育成とスポーツの振興に貢献された宮副千栄美

さん（錦町）。 

また、子どもたちの情操を育む目的で金員を町に寄付

し、厚真中央小学校と上厚真小学校に厚真ライオンズ文

庫として図書環境の充実が図ることができた功績によ

り厚真ライオンズクラブに感謝状が贈られました。 

 表彰式では、佐藤泰夫教育委員会教育委員長から一人

一人に感謝とねぎらいの言葉が贈られていました。 

平成２７年度厚真町教育委員会表彰 

 

教育委員と写真に納まる（左から）藤本さん、宮副さ

ん、厚真ライオンズクラブ前会長の佐藤さん 
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教育委員会は１２月１１日に平成２７年度全国学力・学習状況調査の本町の結果を公表しました。本年

度は、国語と、算数･数学の知識や理解を問う内容（Ａ問題）と、学んだ知識を活用する力を問う内容（Ｂ

問題）のほかに、３年ぶりに理科が実施されました。 

  

 

11 月２９日に「第 2４回ミニバレーウィンターリーグ」が

スポーツセンターを会場に開催されました。 

当日は 25チーム 145人と多くの選手が参加し、熱戦

を繰り広げました。また、荒波突破チームが有志でうど

ん・そばコーナーを設置し、選手や応援に来た方もお昼

に温かい食事で体を休めることができました。 

なお大会結果は以下のとおりです。（）は代表者名で

敬称を略させていただきます。 

◆◆Ａリーグ◆◆ 

優 勝 荒波突破Ａ    （中村 昇洋） 

準優勝 荒波突破Ｃ    （三上 勇） 

第 ３位 荒波突破Ｂ   （中村 寛子） 

第 ４位 マーボーブルー（渡部 大樹） 

 

 

 

 

 

 

◇◇Ｂリーグ◇◇ 

優 勝  荒波突破Ｈ      （酒井 逸也） 

準優勝  マーボーシルバー （内山 秀司） 

第 ３位  荒波突破Ｇ     （鈴木 徳紀） 

第 ４位  マーボーピンク   （矢倉 知美） 

初心者を対象にした「陶芸教室」を開催します。 

陶芸に興味がある方の参加をお待ちしており

ます。 

◆と き ①１月２７日【水】10：00～16：00 

     ②２月 ２日【火】10：00～16：00 

     ③２月 ６日【土】10：00～16：00 

◆定 員 各回１５名 

◆ところ 創作館「じゅらく舎」 

◆講 師 陶芸同好会会員 

◆対 象 陶芸に関心のある町民（初心者） 

◆内 容 陶芸を行うための基礎的な知識とオ

リジナル作品づくりに挑戦します。 

◆参加費 ４００円程度 

(粘土の使用量によって変動します) 

◆持ち物 タオル、まえかけ、手ふき等 

◆申込み 平成２８年１月１２日（火）から平成

２８年１月２２日（金）まで電話等で

下記までお申し込みください。定員に

なり次第申し込みを終了します。 

◆問合せ 教育委員会社会教育グループ 

☎２７－２４９５ 

家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や運動会

等の学校行事にきますか 

 

結果は、すべての教科で全国の平均正答率を上回る

結果を得ました。 

 教育委員会では、学力向上の取組の成果を確かなも

のとするには、子どもを囲む学校・家庭・地域の三者

の一層の連携と協力が必要であると考え、今年１月に

は「厚真町教育フォーラム」を開催したところです。    

その成果は、全国学力・学習状況調査における児童・

生徒アンケート調査結果の「家の人は、授業参観や運

動会等の学校行事にきますか」（左の表）や「家の人と

学校での出来事などを話しますか」などでの「そう思

う」との回答率の高さに見られるように、保護者の学

校への高い関心が見て取れます。 

このように保護者が学校や子どもたちに高い関心を寄せることは、子どもたちの学習活動を応援するこ

とにつながり、子どもたちの心を安定させ、安心して学習に向かわせる力となります。そのことが今回の

成果を生んだ要因の１つと考えられます。（※全国の結果から推測） 

教育委員会では、今後とも家庭と学校が連携して子どもたちの教育にあたるための支援や、子どもたち

が学力を含めて健やかに育つ環境づくりに努めたいと考えています。 

 次回より平成１９年からの学力・学習状況調査の結果から見えてきた本町の学校教育の成果や課題に視

点をあてシリーズでお伝えします。 
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 冬期間の町民の健康・体力づくりと町民同士のふ

れあいを目的として「第２１回室内ソフトボール大

会」を開催します。皆さんの参加をお待ちしていま

す。 

◆と き  ２月１５日【月】～１９日【金】 

      開会式 午後６時から（初日のみ） 

      第１試合 午後６時３０分開始 

      第２試合 午後７時３０分開始 

      第３試合 午後８時３０分開始 

◆ところ  あつまスタードーム 

◆出場資格   町民または町内の職場・学校に所属す

る方で中学生以上の方。職場・自治会・

グループなどチーム編成は自由です。 

ただし複数チームへの選手の２重登録

はできません。 

◆監督会議   ２月８日【月】午後７時 

◆申込み  ２月１日【月】午後５時までに各自治

会や前年度出場チームに配布の申込み

用紙に記入し下記宛に提出してくださ

い。（先着１３チーム） 

◆問合せ   教育委員会社会教育グループ 

☎２７－３７７５（スポーツセンター） 

 

 

１１月３０日に開催された定例教育委員会の

会議の内容についてお知らせします。 

◆報告事項 

 平成２６年度決算審査特別委員会、町教育研究

会研究指定校公開研究会、教育委員と小中学校

ＰＴＡ役員保護者との懇談会、厚真町文化祭、

就学時健康診断時「家庭教育セミナー」、第２

４回ミニバレーボールウィンターリーグ、ＳＡ

Ｑトレーニング教室について（９件） 

◆協議事項 

 平成２７年度全国学力学習状況調査結果の概

要について（１件） 

◆その他 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部改正に伴う、関係条例の改廃について（１

件） 

◆問合せ  

教育委員会学校教育グループ ☎２７－２４９４  

 

 読み聞かせを通して子どもたちの成長を見守って

頂ける“読み聞かせボランティア”の方々を募集して

います。「できるときに」「できることから」「できる

範囲で」……子どもたちの健やかな成長を見守る優し

い応援団になっていただけませんか？ 

 

 初めて、という方でももちろんかまいません！ 

ご興味のある方はお気軽にお問合せください。 

 

◆問合せ 教育委員会 社会教育グループ 

     ☎２７－２４９５ 

 

団体名 おはなし会開催日 その他活動日（打ち合わせ等） 活動場所 対象者 代表者 連絡先

おはなしのびっこ 毎月第4木曜日午前10：00～12：00 毎週木曜日午前10～12時 図書室 乳幼児、幼児 宮坂 保子さん 図書室　27-2495

わたぼうし
偶数月第2木曜日午後（中央小）
奇数月第2月曜日午後（上小）

（どちらも放課後教室内）
不定期（月1回程度） 中央小、上小 小学校低学年 佐藤 睦子さん

佐藤 睦子さん
27-2101

たまご
毎週金曜日午前8：05～8：20

年3回午前10：15～10：30
第4木曜日午後13：30～ 中央小 小学生 伊藤 美弥子さん

中央小（坂本先生）
　　　27-2432

上小読み聞かせ 不定期月曜日午前8：10～8：25
年度初め（1回）

その他随時
上小 小学生 上小

上小（鈴木先生）
28-2560

♪読み聞かせ団体一覧♪ 

 

おはなしのびっ子 

おはなしタマゴ 
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教育委員会では、町内小学校在籍児童を対象とした読書感想文コンクールを開催します。 

青少年センター図書室では「読書感想文コンクールお助けコーナー」を設置しています。読書

感想文におすすめの本や、読書感想文の書き方の本も展示していますので、「どんな本を読んだら

いいの？」「読書感想文の書き方が分からない」などお悩みの方は、ぜひ図書室まで相談に来てく

ださい。                 

 

 

 
青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 

 

～夜間プラネタリウム投映会～ 

「オリオン座物語」 

 にぎやかな冬の星空の中でも存在感を放つオリオン座。今回はオリオン座とそれにまつわるお話

しをしていきます。空が晴れていれば天文台で実際に星を観察しますのでぜひご参加ください。 

と き １月２１日（木）午後６時３０分 

ところ 青少年センター２階 

※夜間プラネタリウム投映会、観望会は夜間開催のため、小・中学生のみでの参加の場合は保護者

の同伴もしくは送迎が必要です。 

 

 

平成 27年度読書感想文コンクール 

◆◆平成２7年度読書感想文コンクール◆◆ 

 

○応募作品について 

平成２８年１月１９日【火】までに学校の

先生に提出してください。         

○表彰式について 

平成２８年２月２０日【土】午前１０時か

ら総合福祉センターで開催します。 

 

※応募の規定などの詳細は、学校で配布された

案内を確認してください。 

 

図書・雑誌の返却忘れはございませんか？ 

日頃皆様のご理解・ご協力いただいて、円滑な図書室運営がなりたっています。ただ、

貸出期間を過ぎている資料も多くなっております。本棚や、カバンの中などに図書室

の本がはいっていませんでしょうか。図書室閉館時は入口横にある返却ポスト、また、

青少年センター・厚南会館どちらでも返却可能です。 
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一般書 

 

 

 ■1月の休館日 

1月 1日【金】～5日まで年始の為、 

11日【月】成人の日の為 お休みです。 

■青少年センター図書室開館時間 

 午前９時～午後５時（月・水・金・土・日） 

 午前９時～午後７時（火・木） 

■厚南会館図書室 

 午前 9時～午後 5時（月～日） 

※毎月５日・20 日が土日・祝日の場合は休館と

なります。また、12 月 31 日【木】～1 月 5

日【火】は年末年始の為お休みです。 

絵 本 
 

 

 

 

 

 ここに紹介した以外にもたくさんの新着図書が

あります。みなさんどうぞご利用下さい。 

 

文芸書 児童書 

■1月の移動図書 

・上厚真小学校 

22日【金】 午前 10時 10分～25分 

29日【金】 午前 10時 35分～50分 

 

・ともいき荘 

20日【水】 午後 2時 00分～30分 

 

■絵本の読み聞かせ 

おはなしのびっこ 1月 28日【木】 

午前 10時 30分から午前 11時 

 

オルガンちゃんはとっても

あがりしょう。楽器の仲間の

はげましで、じょうずに歌う

ことができるかな？ 

・ボス・イズ・バック      笹本稜平/著 

・大脱走             荒木源/著 

・怪盗探偵山猫          神永学/著 

・竃河岸 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理/著 

 

・億男             川村 元気/著 

・物語のおわり         湊 かなえ/著 

・ルルとララのミルキープリン 

あんびるやすこ作/絵 

・宇宙検定 100 めざせスペースマスター1～4  

渡辺勝巳/著 

・14歳の宇宙論         佐藤勝彦/作 

・まじょ子とこおりの女王さま   藤 真知子/作 

・とうめいにんげんのしょくじ 塚本やすし/著 

・ＩＬｏｖｅスヌーピー     シュルツ/作 

・子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし 

                  ワッツ/作 

・最新雪山ギアガイド     エイムック 

・田園回帰１％計画       藤山浩/著  

・農家の手づくり野良着 

農山漁村文化協会/編著 

おいしそうなワンワンちゃ

んのおすしやさん。何とかし

て食べたいノラネコぐんだ

んは、ある作戦をたてます。 

はたして、おいしいおすしに

ありつくことはできるので

しょうか。 

厚真町でも人気の池井戸潤の直

木賞受賞作品「下町ロケット」の

続編です。ロケット部品の次は、

医療機器に挑みます。 

冬ならではの登山を楽しみま

せんか？夏山とは違う装備、心

構え、防寒対策などをおさえ

て、安全に雪山登山を楽しみま

しょう。雪山装備の本もご用意

しました。 

『音楽室の日曜日  

  歌え！オルガンちゃん』 

村上しいこ著 

『ノラネコぐんだんおすしやさん』 

工藤ノリコ/著 

塚本やすし/作 

『はじめての雪山ＢＯＯＫ』 

『下町ロケット 2 

    ガウディ計画』 

池井戸潤/著 
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アイスシャーベット作り中！！ 

  気づけば師走。長かった 2学期も残りわずかとなり、クリスマスや冬休みを前にしたウキウキ感が子ど

もたちからも伝わってきます。ケガや病気、事故に気をつけて楽しい冬休みを過ごしてほしいものです。 

 11 月後半のプログラムでは、旬のリンゴを使ったおやつ作りや、秋の運動会を行いました。昨年も好評

だったリンゴのおやつ作り。リンゴをバターと砂糖で煮たものを、春巻きや餃子の皮に包んで揚げ、アップ

ルパイ風のおやつを作りました。具材の包み方にも個性が見えます。きっちり四角く折りたたむ子もいれば、

丸めたり、シュウマイのような形にしたりする子もいました。成形し、油で揚げるところも自分たちで行い

ます。やけどをしないよう、トングや菜箸を上手に使いながらひっくり返し、きれいなきつね色に。出来た

おやつはみんなでいただきます！出来たては熱くて食べるのに一苦労していましたが、自分で作ってみんな

で食べる時間を楽しんでいた様子でした。 

 

 

 

 

 11 月から小学校の体育館は改修工事を行っています。工事に伴い、放課後教室の活動に学校の体育館が

利用できないという状況が 2月末頃まで続く予定です。基本的には校庭や学校林など屋外での活動や、学校

のホール、福祉センターの集会室などでできる内容を考えていますが、天気に左右されず、思いっきり体を

動かせる環境をつくりたいということで、スポーツセンターや旧富野小学校に移動して活動を行えるよう対

応しています。秋の運動会は、久しぶりにスポーツセンターや富野小の体育館を使って、リレーやドッチビ

ー、借り人競争などの種目を行いました。汗だくになりながら半袖で駆け回る子どもたち。バドミントンや

キャッチボールなど、最近はあまりできていなかった遊びも、友だち同士、和気あいあいと過ごしていまし

た。 

 12 月前半のプログラムでは、静電気を使ったミニ実験や、地元の稲わらを使ってしめなわ作りを行いま

した。ミニ実験は、数人で隣の人と手をつないで輪を作り、簡単な装置を使い、みんなで静電気に触れてみ

るという実験です。パチっという音とともに、子どもたちの「キャー！電気ビリってきた！！」というにぎ

やかな声が響きました。また、雪が降る日も増え、校庭に雪が積もっている日は、自由時間に外での雪遊び

も満喫。雪だるまや基地を作ったり、学校林に探検に出かけたりしています。この時期、放課後教室が始ま

ったときから毎年恒例となっているしめなわ作り。お米を作っている農家さんから稲わらをわけていただ

き、来年も良い一年になるように、と願を込めて作りました。ご家族がそろう場所に飾ってもらえたらと思

っています。良いお年をお迎えください。 

 
 


