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主な記事 

・第１５回集まリンピックを開催 

・平成２８年度から中学校で使用

される教科書が決定 

・厚真シンポジウム開催のご案内 

・カムイノミ・イチャルパのご案内 

・健康ふれあいマラソン大会開催 

・図書室だより 

・ハロウィンパーティーのお知らせ 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 今年もハロウィンパーティーを開催します！ 

たくさんの小学生の申込みをお待ちしています 

 

★と き  11 月 6 日(金) 午後 6 時 30 分から

（受付は 6 時から） 

★ところ  総合福祉センター １階大集会室 

★参加料  無 料 

★持ち物  キャンディ１袋、キャンディなど

を入れる袋 

★対 象  町内の小学生 （先着 120 人） 

★申込み  教育委員会生涯学習課  

社会教育グループ   

☎２７－２４９５（直通） 

 

申込受付   10 月 6 日(火) 午前 9 時から 

10 月 9 日(金)午後 5 時まで 

 

※行事が夜間になりますので、保護者の方の

送迎をお願いします。 

   

            

８月２３日、かしわ公園野球場を会場に「第１５回集まリンピック」が

開催されました。町民体育祭５０回記念大会の今回は特産品の肉類

が 17自治会、7００人の参加者に振る舞われました。 

今年は厚真消防団によるデモンストレーションや、北海道警察カラー

ガード隊による演奏が行われ、会場を盛り上げてくれました。 

 競技は全１３種目行われ、参加者の皆さんは時には熱く真剣に、時

には楽しく笑いながら、盛り上がりを見せていました。 

 

★自治会対抗種目結果★ 

♦ムカデ大レースｉｎ厚真 

① 鹿沼Ｂ ② 豊丘Ａ ③ 本郷  

♦ダービー 

① 北町 ② 共栄 ③ 上厚真  

♦チャレンジ・ザ・ギネス 

① 新町 ② 朝日 ③ 東町 

♦自治会対抗フープリレー 

① 北町 ② 新町 ③ 東町 

♦玉入れ“ＧＯＬＤＥＮ” 

① 北町 ② 新町 ③ 美里 

♦混合年代別リレー 

① 東町 ② 上厚真 ③ 鹿沼

Ｂ 
 

8月 24日（月）、秋田大学文化教育学部 阿部昇

教授を迎えて、夏季研修会が開催されました。研

修会には、町内の小・中・高校の先生方だけでな

く町外も含め多くの参加がありました。 

 厚真中学校での国語科の授業検討会では、「授業

を通しての学びとは」「どのようにして、生徒の学

びを深めるか」「その手立てとして教師は教材をど

う読むべきか」などについての意見が交わされま

した。阿部教授の講演では、「２１世紀型学力」を

育むための授業改善のあり方を秋田県の取組の例

などをもとに学び、参加した先生方は地域の小学

校と中学校が学校の枠をこえて取り組む授業改善

や、教科の枠を超えた先生方の共同研究による授

業づくりなどの話に耳を傾けていました。 

◀講演の中で参加者へ

問いかける阿部教授 
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 ９月３日、新町町民広場パークゴルフ場を会場に、「自治会ナイターパークゴルフ 秋季大会」が開催され、７自治

会５４名が参加し、熱戦を繰り広げました。大会結果は以下のとおりです。 

【個人の部・男性】（敬称略）           

 第１位  鹿間 正榮（本郷Ａ）           

第２位  小路 幸則（南町Ａ）          

 第３位  飛谷 頼孝（本郷Ａ）          

【個人の部・女性】（敬称略）             

 第１位  小路 順子（南町Ａ）          

 第２位  都築 静子（南町Ｂ）          

第３位  前田 なみ子（本郷団地Ｂ）          

【ホールインワン賞】Ａコース３番ホール 沼田 和男（本郷団地Ａ）、Ｂコース７番ホール 戸田 靖男（東和自治会） 

平成２７年度の屋外体育施設の利用終了予定

日は次のとおりです。 

 今年もたくさんのご利用ありがとうございました。 

◆１０月３１日【土】まで 

 かしわ公園野球場 

 かしわ公園テニスコート 

 本郷いこいの森パークゴルフ場 

 

◆１１月１５日【日】まで 

 新町町民広場パークゴルフ場 

 上厚真パークゴルフ 

 

アイヌ民族の伝統的儀式「カムイノミ（神様への祈り）・イチャルパ（先祖供養）」を開催します。 

アイヌ民族古式舞踊や遺跡発掘現場説明会、昼食にはアイヌ文化伝統料理試食会（先着５０名）を行いま

す。皆さんのご来場をお待ちしています。 

◆と き   １０月４日【日】 午前１１時から午後２時まで 

◆ところ   ショロマ１遺跡発掘現場（字幌内９３番地） 

◆主 催  厚真アイヌ協会真 

◆問合せ  厚真町教育委員会 

        ショロマ１遺跡発掘現場 ☎２９－５１１５ 

   ※事前申込み不要ですので当日会場までお越しください。 

 

 

平成２８年度から４年間、本町の中学校で使用される教科書が決まりました。 

教科書見本は、青少年センター図書室に１０月１８日まで展示していますので手にとってご覧ください。 

■使用する教科書 

  科目         発行者 科目 発行者 科目 発行者 

国語 光村図書出版 数学 東京書籍 家庭 開隆堂出版 

書写 光村図書出版 理科 東京書籍 保健体育 学研教育みらい 

社会（地理的分野） 教育出版 音楽（一般） 教育出版 外国語 東京書籍 

地図 帝国書院 音楽（器楽） 教育出版 

社会（歴史的分野） 教育出版 美術 光村図書出版 

社会（公民的分野） 教育出版 技術 開隆堂出版 

■問合せ先 教育委員会 学校教育グループ ☎２７－２４９４ 

【団体の部】 

第１位   南町Ａ 

第２位   本郷Ａ 

第３位   本郷団地Ａ 

第４位   本郷Ｂ 

第５位   新町Ａ 

第６位   南町Ｂ 

ブービー   新町Ｂ 

８月２７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 

 子ども教育委員会、第１５回集まリンピックについてなど（16

件） 

◆議案 

平成２８年度使用教科用図書の採択について（１件） 

◆協議事項 

教育委員会の活動状況に関する点検・評価について（１件） 

◆その他 

 教育委員道内視察研修について（１件） 

◆問合せ 教育委員会学校教育グループ ☎２７－２４９４ 
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 「第１６回健康ふれあいマラソン大会」を開催します。さわやかな秋の田園を舞台に風とともに走

りましょう！たくさんの参加をお待ちしています。 

と き  平成２７年１０月１２日 月曜日（体育の日） 

      午前９時００分 受付 

      午前９時３０分 開会式 

午前１０時００分 スタート 

※スタート時間が繰り上がる場合がありますので、遅れないように集合してください。 

と こ ろ  厚真町スポーツセンター周辺道路 

参加資格   厚真町民及び町内に職場を有する方 

参加部門  小学生の部（１～６年生）男・女（３ｋｍ） 

      中学生の部（１～３年生）男・女（男子５ｋｍ、女子３ｋｍ） 

      一般の部        男・女（男性５Ｋｍ、女性３ｋｍ） 

      ウォーキングの部（未就学児童と保護者）（３ｋｍ） 

表  彰  部門ごとに男女別各上位３位までの方の表彰 

      ※ウォーキングの部の表彰はありません。 

      ※参加者全員に参加賞を贈呈します。 

参加申込  ①小中学生は各学校で配布済みの参加申込書（兼承諾書）により保護者の承諾を得た上、

９月３０日（水）までに各学校へ提出してください。 

      ②一般参加者は１０月２日（金）までに下記へ電話でお申込みください。 

申込・問合せ  厚真町スポーツセンター（生涯学習課社会教育グループ）☎２７－３７７５ 

平成２７年度児童生徒芸術鑑賞会を９月２日、厚真中央小学校を会場に開催しま

した。今年は「劇団風の子」の皆さんを招き、演劇を鑑賞しました。公演は午前と午後

の２部構成で、午前の部は町内小学校中・低学年児童を対象に昔遊びを主題とした

「どさんこぴーひゃらあそび組」、午後の部は町内小学校高学年・中学校生徒を対象

に「モンゴルの白い馬」の公演が行われました。児童生徒たちは、劇団の皆さんの熱の

入った演技を熱心に鑑賞していました。 

  

 

 日本国内・全国の考古学界、アイヌ文化、古文書研究者などから注目 

の厚真の遺跡発掘成果。歴史のミッシング・リンク（失われた・輪）を 

解明すべく 10月に３日間にわたって見学会や報告、討論を行います。 

講師陣は北海道内からのほか、世界遺産平泉研究の第一人者たちが厚 

真町への期待も込めて、皆様へ最新の研究を分かりやすくお話ししたい 

と駆けつけてくれます。 

 また、普段公開していない貴重な出土品や宇隆１遺跡出土の北海道唯 

一の常滑壷も会場で展示いたしますので、町民の皆様にも、私たちのふ 

るさと厚真町の凄い歴史に是非とも触れて頂きたいと思います。 

 
道内最古の和鏡「秋草双鳥文

鏡」 
【シンポジウム日程】 

10 月 9 日（金）13:30～16:30：遺跡見学会 集合場所：あつまバス本社横駐車公園（参加費 2,000円） 

10月 10日（土）10:30～12:00：福祉センター・出土遺物見学会  13:00～17:00：シンポジウム 

10月 11日（日） 9:00～12:30：福祉センター・シンポジウム  オプション：北海道博物館見学（有料） 

※お申込みは町内各所に掲示しているチラシを見るか、教育委員会までお問合せをお願い致します。 

 

（京都産：上幌内２遺跡出土） 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 

読書週間と町文化祭の開催に 
合わせ、図書フェスティバルを 
開催します。 
皆さんお誘い合わせのうえ 
ご来場ください。 

 

開館時間 

午前９時から午後５時まで 

○人形劇団「オペレ」による「人形劇」 

 午前１０時３０分から 

 演目：人形劇     「なかよし」 

「いどのおはなし」 

パネルシアター「やおやさん」 

○テーマ展示 

○大型絵本・しかけ絵本展示 

○古雑誌リサイクルコーナー 

 

 

開館時間 

午前９時３０分から午後１時まで 

 

○子どもお楽しみコーナー 

わなげ、縁日、くじ引き、 

昔のあそびなど 

 
 読書の秋、こどもにもおとなにも 

オススメの絵本をご紹介します 

そろそろねむる時間。ﾄﾞﾗｺﾞﾝの
ｾﾄﾞﾘｯｸは、絵本を読んでもらっ
ていましたが、ﾏﾏが途中で寝て
しまいます。「もっかい!」とさ
けび、もう一度読んでもらうの
ですが…。 

『もっかい！』  ｴﾐﾘｰ・ｸﾞﾗｳﾞｪｯﾄ/さく 

つるりーんとお風呂の外へとび
だした石鹸を追いかけて、ぼく
は走っていきます。つるつるす
べる石鹸を追いかけていると… 
昔懐かしい風景が描かれている
絵本です。 

『せっけんつるりん』  今井 弓子作・絵  
  

 

～夜間プラネタリウム上映会～ 

「秋の星空を彩る古代エチオピア物語の登場人物たち」 

秋の夜空は他の季節と比べて目立つ星々があまりありま

せん。しかし、秋の星座たちでギリシャ神話の英雄ペルセウ

スを取り巻く１つの物語をつむぐことができるのです。 

晴天の場合は引き続き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 １０月１５日（木）午後６時３０分 

ところ 青少年センター２階 

 

～ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ！～ 

※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。 

 

※このコーナーへのお問合せは 

社会教育グループ℡２７－２４９５

までお願いします。 

 

『ちょっとだけまいご』  ｸﾘｽ・ﾎｰﾄﾝ/作 

迷子になったちびﾌｸﾛｳ。そこに
居合わせたﾘｽが一緒にﾏﾏを探し
てくれることになりますが… 
大人の方は 2 ﾍﾟｰｼﾞ目に書かれ
ている言葉を読んでから読んで
みてください。 

『おさじさん』  松谷 みよ子/文 

1969 年に発売されてから、今
も愛されている「松谷みよ子 
あかちゃんの本」のｼﾘｰｽﾞ 1 作
目の本です。おさじさんの活躍
をぜひ見てください。 
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実用書 

 

 

 
■10 月の休館日 

10 月 12 日【月】は祝日の為お休みです。 

■青少年センター図書室開館時間 

 午前９時から午後５時（月・水・金・土・日） 

 午前９時から午後７時（火・木） 

■厚南会館図書室 

 午前 9 時から午後 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。 

■絵本の読み聞かせ 

 おはなしのびっこ 10 月 22 日【木】 

午前 10 時 30 分から午前 11 時 

 

絵 本 
 

 
ここに書いてある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。 

一般書 児童書 

■10 月の移動図書 

2 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

9 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

16 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分

21 日【水】 

ともいき荘   午後 2時00分～ 2時30分 

23 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

30 日【金】 

上厚真小学校  午前10時35分～10時50 分 

戦後 70 周年の今年、子どもの本

の作家 19 人が描き下ろしの文

と絵で子どもたちに戦争を伝え

る渾身のﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰｱﾝｿﾛｼﾞｰ。 

・あの家に暮らす四人の女   三浦 しをん/著 

・流              東山 彰良/著 

・悲素             帚木 蓬生/著 

・富士山噴火          高嶋 哲夫/著 

・武士道ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ        誉田 哲也/著 

・なりたい            畠中 恵/著 

・匿名者のためのｽﾋﾟｶ      島本 理生/著 

・ｼﾞｬﾚｯﾄのきらきら魔法  あんびる やすこ/作 

・ぼくらの魔女戦記        宗田 理/作 

・ﾊﾞｹﾓﾉの子           細田 守/原作 

・ﾅﾂ恋。          ｱﾝｼﾞｪﾗ・ﾀﾞｰﾘﾝ/著 

・まほとおかしな魔法の呪文   草野 たき/作 

・かいけつｿﾞﾛﾘ大うんどうかい 原 ゆたか/さく 

・五年霊組こわいもの係 5    床丸 迷人/作 

・およげないさかな      せな けいこ/作 

・おばけだじょ      tupera tupera/原作 

・よるのつみきだいさくせん 新井 洋行/作・絵 

・おどります           高畠 純/作 

・どんどんくるくる      中尾 昌稔/ぶん 

・びっくりおおかみ     佐々木 ﾏｷ/作・絵 

・ざしきぼっこ       武田 美穂/作・絵 

・老人に冷たい国・日本     河合 克義/著 

・原色果樹の病害虫診断事典 

農山漁村文化協会/著  

・長尾先生、「近藤誠理論」のどこが間違って 

いるのですか？ 長尾 和宏/著 

・獄中ﾒﾓは問う 佐竹 直子/著 

・沢村さん家はもう犬を飼わない  益田 ﾐﾘ/著 

・/著 

・/著 

ちきゅうにいきるいきもののな

かで、せんそうをはじめるのは、

にんげんだけ。それも、おとな

だけ。戦争と平和を考える本。 

佐野洋子の名作絵本「100 万回

生きたねこ」に谷川俊太郎、江

國香織、川上弘美ら人気作家13

人が捧げる、ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄ短篇集。 

なぜ繰り返すのか? 戦争の教訓

を活かすには、歴史に学ぶしかな

い。戦後 70 年間の日本と世界を

振り返り、ﾋﾝﾄを提示する。 

『子どもたちへ、今こそ伝える戦争』 

長 新太 他/著 

『せんそうしない』 

たにかわ しゅんたろう/ぶん 

『世界から戦争がなくならない 

本当の理由』 池上 彰/著 

『100 万分の 1 回のねこ』 

江國 香織 他/著 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 

 

  足元にはドングリ、木枝の先を見上げるとまだ緑色をしている栗のイガや、コクワの姿が見えるよ

うになりました。ここ数年、木の実は豊作が続いている印象がありますが、今年は果たしてどうでしょ

うか。また子どもたちと一緒に栗ひろいに出かけたいものです。 

 ８月の放課後教室は、最後まで夏を楽しもう！ということでアイスシャーベットづくりやプール遊び

の活動を行いました。アイスシャーベットづくりはまず２リットルのペットボトルの底を抜き、氷と塩

を入れます。密閉保存できる袋にジュースを入れて封をし、氷の入ったペットボトルの中へ。切り取っ

た底の部分をガムテープでとめてふたをしたら、あとはひたすらにそれを振り続けます。残念ながら冷

やし方が足りず、固まらないグループもありましたが、交代でペットボトルを振りながらシャーベット

づくりを楽しんでいました。プールでの活動では、水中オニゴッコやリレーなどをして遊びました。昨

年はあまり泳げなかった子が「見て！練習して泳げるようになったよ」と自信を持って泳ぎを披露する

姿がとても微笑ましかったです。学校の授業では登場しない、ライフジャケットという道具を使ってラ

ッコのように浮いてみたり、シンクロナイズドスイミングの真似をしてみたり、子どもたち同士、自然

と寄り集まって色々な遊びを展開していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月に入り、程よく涼しい放課後の時間帯は、外遊びにはとても最適です。秋晴れの空に飛びかうト

ンボを追いかけたり、雨上がりの草っぱらでカエルをつかまえたり、収穫されたカボチャの山を近くの

畑まで見に行ったりしました。季節が移り変わっていく様子に触れ、「また今年も 

落ち葉で遊びたいな」「コクワの実、ちゃんと生るかな？」と、これから深まる秋 

ならではの遊びを、子どもたちも楽しみにしているようです。 

 

 

 

 

8月 20～21日（木～金）の 2日間、厚南中学校の 2年生 2名が勤労体験学習として放課後教室に来

てくれました。2人は小学生のころ、放課後教室に参加してくれていました。放課後教室の卒業生です。

10 分程度のミニゲームなどを考え、実際に子どもたちの前で実践したり、活動報告のブログを書いて

もらうなどの仕事を体験してもらいました。放課後教室が始まった 4 年前、「小学校を卒業したら終わ

りではなく、いつか卒業したみんなが今度はスタッフ側になって、 

一緒にプログラムをつくれたら素敵だね」と話していたことを思 

い出しました。夢に描いていたことが、ひとつ現実になりました。 

参加者としての経験をもとに、活動を運営する側に立つと見える 

世界があることを、少しでも感じてくれたら嬉しいです。来てく 

れた 2人への感謝とともにこれからもまた頑張っていこうと思っ 

た 2日間でした。 

 

天気が良い日は外へ！ 雨上がりには水たまりで泥あそびも楽しみました☆ 


