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主な記事 

・英語教育研究大会を開催 

・町民スケートリンク利用案内 

・生活習慣向上運動活動紹介 

・ライブラリーコンサート開催案内 

・来季英会話教室開催案内 

・ミニバレーボール大会を開催 

・室内ソフトボール大会開催案内 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

「第３８回厚真町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次のとお

を開催します。参加する児童・生徒へ大きな声   りとなっています。 

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３０年２月３日【土】       ◆利用期間 

     開会式 ：午前９時００分から      平成２９年１２月２５日【月】〔予定〕から 

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

        （開会式終了後開始）    ◆利用時間 

     中止の場合は２月１０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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

英語を活用できる児童・生徒の育成を研究主題に 

 
 厚真町英語教育研究大会が１１月２７日、厚真中央小学校を会場に行われ、同小学校と厚真中学校

の英語活動の授業などが公開され、町内外から約１３０人の教職員や教育関係者が参加しました。 

 平成２７年度から指定されている文部科学省教育課程特例校指定２期の３年次の研究大会で、昨年

度、上厚真小学校と厚南中学校で開催された２年次大会に引き続き行われました。 

 大会では、小学校５年生と中学校３年生の合同によるコミュニケーション科の授業「自分のことを

伝えよう」をはじめ４つの授業が 

公開されたほか、本町の英語教育の 

研究発表、参加者による分科会、最 

後に文部科学省教科調査官 直山木 

綿子氏による講演が行われ、公開授 

業の講評や新学習指導要領改訂に伴 

う円滑な実施に向けたポイントなど 

が話されていました。         体育館で行われた多くの参観者の中での小５と中３の授業 
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厚南中学校では、生徒たちが自主的にアウトメ

ディアの取組を行っています。厚南中学校生徒会

の総務委員会で、先月、電子メディアに触れる時

間を減らす方法に関しての話し合いが行われ、期

末テストに向けて「生活向上計画」という取組が

行われました。 

この取組は、全校生徒を４つのグループに分け

て、総務委員会の作成した家庭学習のプリントに

取り組んでもらうもので、プリントの提出枚数に

応じて、すごろく上のこまを進めて競い合うとい

うものです。 

家庭でゲームに触れている時間を学習に変換す

る試みで、生徒が自らの生活を改善していこうと

する取組の一つとなっています。 

↑【生徒が作成した生活向上すごろく】 

 途中で各科目の問題も織り交ぜられ、

学習相乗効果も期待できる内容です。 

Q．そもそもアウトメディアって？？ 

テレビや電子ゲーム、インターネット、スマホなど、電子メディアに接触する時間を減らすこ

とを言い、電子メディアを排除したり、否定したりするものではありません。電子メディアに上

手に触れることで過度の接触を減らし、自分自身の時間、家族の団らん・人と人とのつながりの

時間を大切にしようというものです。 

 

【厚真町「学習・生活・運動習慣」向上運動】 

 

 厚真町地域おこし協力隊の小原えりかさんによる、ピアノコンサートを下記日程で開催しま

す。今回の選曲テーマは「本」。絵本のキャラクターのテーマソングから、今年度の直木賞・本

屋大賞をＷ受賞した音楽小説に登場する楽曲まで、多彩な楽曲をお楽しみいただけます。本から

広がる音楽の世界をのぞいてみませんか。 

 

 日  時  平成３０年１月１３日（土）午前１１時～ 

 場  所  厚真町青少年センター１階 絵本コーナー 

 曲  目  ・「ディズニーメドレー」 

・ドビュッシー作曲「喜びの島」 

（「蜜蜂と遠雷」（恩田陸 著）作中登場楽曲より） 他多数 

 入 場 料  無 料 

 お問合せ  教育委員会社会教育グループ  ☎２７－２４９５ 
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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２３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１３日【火】～１６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５日【月】午後６時３０分 

◆申込み  １月２９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

会議内容についてお知らせします。 

◆所管事項 

平成２８年度決算審査特別委員会、厚真町英語

教育研究大会、厚真町メディア教育講演会、厚

真町文化祭、プラネタリウム・リニューアルオ

ープン、就学時健康診断時「家庭教育セミナー」

など（９件） 

◆議案 

厚真町学校運営協議会規則の制定について（１

件） 

◆協議事項 

平成２９年度全国学力学習状況調査結果の概

要について、厚真町文化財の所有権移転につい

てなど（２件） 

◆その他 

平成２９年度教育委員と小中学校 PTA 役員保

護者との懇談会について（１件） 

★問合せ 

教育委員会学校教育グループ 

☎２７－２４９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚真町のＡＬＴエリッサ先生による、冬季(１

～３月期)の英会話教室を開講します。英語に苦

手意識のある方も楽しく参加できますよ！事前

に電話申し込みされると受講がスムーズです。 

皆様の参加をお待ちしております！ 

 

日 程 １月１７日【水】から３月２１日【水】までの 

     毎週水曜日 午後６時から７時 

場 所 青少年センター２階 研修室 

対 象 英会話に興味のある中学生以上の町民の方 

内 容 英会話や筆記を交えながら、外国の文化や

生活習慣等について学びます。 

申込み 教育委員会 社会教育グループ 

 ℡２７－２４９５ 

  

 

 

 

 

 

１１月２６日に「第２６回ミニバレーボールウ

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２０チーム１１４人と多くの選手が参加

し、熱戦を繰り広げました。 

なお大会結果は以下のとおりです。 

 

◆◆Ａリーグ◆◆ 

優 勝 荒波突破Ａ 

準優勝 マーボーレッド 

第３位  荒波突破Ｂ 

第４位  荒波突破Ｃ 

 

◇◇Ｂリーグ◇◇ 

優 勝 イトメグ with Ａ 

準優勝 荒波突破Ｅ 

第３位  荒波突破Ｆ 

第４位  ざーます 
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◆青少年センター・創作館 

１２月３０日【土】～１月８日【月】休 館 

◆スポーツセンター・スタードーム 

１２月３１日【日】～１月５日【金】休 館 ※１２月３０日は午後５時まで 

 

良いお年をお迎えください 

 
 

青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

2018年は幕末の探検家、松浦武四郎がこの土地を北海道と名付けて 150年の節目になります。住ん

でいるから北海道のことなんか改めて調べなくてもいいと思っていませんか？ 北海道立図書館から、児

童向けの北海道に関する本を借りました。北海道の歴史や生き物、北海道出身の人のお話などがあります。 

北海道に関することを一つだけでも詳しく知っておくと、北海道以外の人に「北海道はこんな所なんで

す」という話のきっかけになります。冬休みの読書感想文の題材も見つかるかもしれませんよ。青少年セ

ンターで展示しますので、手に取って読んでみてください。 

冬休みには北海道を調べてみよう 

 

と き １月３１日（水） 

午後８時３０分～午後１０時 

※天候不良の場合は中止いたします 

ところ  青少年センター天文台 

    ※夜間開催のため、小・中学生だけで

の参加の場合は保護者の同伴が必要

です。 

 

 

●投影日時 

・毎週火曜日 午後３時３０分～ 

・毎週土曜日 午後１時３０分～ 

※１月６日（土）は年末年始のため休館い

たしますので、プラネタリウムの投映はあ

りません。 

●投影内容 

 １ 冬の星座解説 

 ２ 天の川銀河 

★プラネタリウム★ ★皆既月食観望会★ 

お問合せ先：教育委員会社会教育グループ 

２７－２４９５ 

～１月の予定～ 

小学生読書感想文コンクール作品募集のお知らせ 

学校や図書室の自分の好きな本を読んで、思ったこと感じたことを文章にして

みましょう。マンガや雑誌以外ならどんな本でもかまいませんが、学年にあった

本を選びましょう。くわしい応募の決まりは学校の先生に確認してください。 

応募作の中から学年ごとの優秀作品を選び表彰します。また、読書感想文を応

募してくれた人には参加賞があります。皆さんの応募を楽しみに待っています。 
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実用書 

 

 

 ■1 月の休館日 

1 日（月）～８日（月） 年始休館日 

 

■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。 

 

絵 本 
 

 

文芸書 児童書 

■1 月の移動図書 

・上厚真小学校 

 19 日（金）、26 日（金） 

 午前 10 時 10分～10 時 25 分 

 

・ともいき荘 

19 日(金) 午後 2 時 00 分～2 時 30 分 

 

■おはなしのびっ子 

場所：青少年センター 絵本コーナー 

 25 日(木)  午前 10 時 30 分～11 時 

困った時に現れる「もののけ屋」さんは敵か味方

か？困りごとを解決してくれるもののけを貸して

くれるけど、約束を破るとおしおきがまっている

よ。赤い着物のおじさんが目の前に立っていたら、

握手をするかよく考えてね。 

その他の新着文芸書 

・呉漢            宮城谷昌光/著 

・蘇える鬼平犯科帳     池波正太郎他/著 

・ノーマンズランド       誉田哲也/著 

・探偵はＢＡＲにいるノベライズ 東直己/原作 

そのほかの新しい児童書 

・少女探偵アガサ カナダ編  中井はるの/訳 

・奮闘するたすく       まはら三桃/著 

・西郷隆盛          藤咲あゆな/著 

・サバンナを脱出せよ      ターナー/著 

そのほかのあたらしいえほん 

・シロクマくんのひみつ   ヘネヒデン/作 

・めしあがれ    視覚デザイン研究所/さく 

・ひだりみぎ         新井洋行/さく 

・おもちゃの迷路   香川元太郎・志織/作 

・そおっとそおっとね   たんじあきこ/さく 

その他の新着実用書 

・親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 

・フェルトの福づくしチャームとお守り袋 

・今夜はこの鍋で決まり！ 

・わかる！イベント・プロデュース 

１ぽんでもにんじん、２そくでもさんだ

る…長く楽しまれているあの歌が絵本にな

りました。歌いながら読んでもいいし、い

っしょに数えながら読んでもいいですね。 

野球解説でおなじみの岩本勉さんの甲子園に

まつわるお話です。予選辞退した 3年生の夏、岩

本さんほか野球部員はどうしたのか。甲子園に出

場できていれば今と違う人生だったと思うと、何

事も他人のせいにして生きてしまいそう。読後に

は岩本さんの印象が少し変わりそうです。 

 注文した料理が出てくるとは限らない。でもその

お店ではそれが許される。不思議なお店が２日間

だけ開店しました。認知症の方たちがウェイター

になりオーダーをとります。認知症患者を社会で

支えるために社会に参加してもらう。そんな形も

あるのだと気づかせてくれる 1冊です。 

『 もののけ屋 』 

廣嶋玲子/著 

『 １ぽんでもにんじん 』 

長野ヒデ子／構成 

『注文をまちがえる料理店』 

小国士朗/著 

『 夏を赦す 』 

長谷川晶一/著 

新着図書紹介 
ここで紹介した以外にも新着図

書がありますので、ぜひ図書室

までお越しください。 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 降り積もった雪の上。子どもたちが走り回った足跡や、雪だるまを作ろうとしたのか、大きな雪玉

がグラウンドのそこここに見当たります。大人にとっては厄介な雪も、子どもたちにとっては最高の

遊び道具です。季節ならではの雪遊びを、今シーズンも楽しんでいきたいと思います。 

 １１月後半の放課後子ども教室では、昨年も好評だったリンゴのおやつ作りや、模造紙いっぱいに

絵を描くラクガキ大会、身近な素材を使った入浴剤作りなどを行いました。リンゴのおやつ作りでは、

バターと砂糖で煮たリンゴを、餃子の皮で包んで揚げるホットアップルパイを作りました。揚げたて

のアップルパイを一口かじると、甘酸っぱいリンゴの香りが広がります。熱いけど美味しい！とほお

張る顔には笑みが浮かび、みんなあっという間に平らげてしまいました。ラクガキ大会では、最大で 8

枚の模造紙をつないだ大きな紙に、サインペンや色鉛筆、クレヨンなどで絵を描きました。特にテー

マは決めず、子どもたちは好きなものを好きなように描き進めました。キャラクターの写し絵をする

子もいれば、ダイナミックに虹や花火の絵を描く子もいます。大きな紙に絵を描くといっても、八つ

切りの画用紙くらいが最大で、これほど大きな紙をキャンバスに描いたことはない、と子どもたちが

楽しそうに筆を走らせている姿が印象的でした。疲れた体を癒やし、シュワシュワと出るあわが楽し

い入浴剤。実は、薬局やホームセンターなどで手に入る材料で、簡単に作ることができるのです。材

料となる重曹、クエン酸、片栗粉の他、香りづけに入れる精油を数種類用意しました。精油が入った

小瓶のふたを開けると、ラベンダーやかんきつ系の良い匂いがして、それだけで子どもたちもうっと

り。どれにしようか決められず、何度も小瓶の周りを行ったり来たりする子どもたちが、とてもかわ

いらしかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月前半の活動では、子どもたちが自分たちでやりたい遊びを選び、実施に向けて準備をし、実

際にやってみる『遊び会議』というプログラムを行いました。普段、メインの活動内容はスタッフが

企画・準備を行い実施していますが、遊び会議ではその部分を子どもたちに担当してもらいます。ろ

うやオニ、こおりオニ、ユニホック（室内ホッケー）、サッカー、バスケットボール、キックベースな

どたくさんの企画が形になりました。いくつかのグループに分かれ、みんなで出来ること、みんなが

楽しめることを念頭に置いたルール、チームを決める方法などを話し合いました。そして、みんなの

前に立って遊びの内容や、考えたルールを説明します。一見、簡単なことのようにも見えますが、子

どもたちは、自分の頭の中にあることを、相手に伝える難しさを感じていたようです。 


