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主な記事 

・地域全体で子どもたちを見守りましょう  

・４月１日付教職員人事異動 

・エリッサさんの英会話教室 

・３月臨時・定例教育委員会 

・スポーツセンター・スタードーム

の利用について 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日付けで町内の各小中学校の教職員人事異動があり、１人が退職・１４人が転出され、１４人が新たに着任

されました。なお、転出、転入された教職員は次のかたがたです。（敬称略） 

転出 

上厚真小校長   西田  直（北斗市立萩野小） 

厚南中校長    細野 輝彦（豊浦町立豊浦中） 

厚真中央小教頭  猪股 俊哉（室蘭市立大沢小） 

厚真中央小教諭  中山 節男（むかわ町立鵡川中央小） 

厚真中央小教諭  畠山  健（苫小牧市立苫小牧東小） 

厚真中央小教諭  本間 由美（苫小牧市立錦岡小） 

厚真中央小教諭  石川 恵美（伊達市立伊達西小） 

上厚真小教諭   針谷 康彦（苫小牧市立拓勇小） 

厚真中教諭    太田 明法（苫小牧市立和光中） 

厚真中教諭    米森 一雄（厚真町立厚南中） 

厚真中教諭    齋藤 弘美（定年退職） 

厚南中教諭    原田  修（むかわ町立穂別中） 

厚南中教諭    後藤 之乃（苫小牧市立啓明中） 

厚南中教諭    柏木 晶子（苫小牧市立青翔中） 

上厚真小事務職員 中村 容子（苫小牧市立植苗小） 

 

 

転入 

上厚真小校長   井内 宏磨（白老町教育委員会） 

厚南中校長    冨田 律子（洞爺湖町立洞爺湖温泉小） 

厚真中央小教頭  小野由美子（室蘭市立知利別小） 

厚真中央小教諭  舛田 暁史（室蘭市立白鳥台小） 

厚真中央小教諭  佐藤祐美子（安平町立追分小） 

厚真中央小教諭  近藤 朗子（安平町立遠浅小） 

厚真中央小教諭  下川 沙和（新ひだか町立高静小） 

上厚真小教諭   阿部  巧（壮瞥町立久保内小） 

厚真中教諭    太田 宏志（安平町立追分中） 

厚南中教諭    太田  明（登別市立緑陽中） 

厚南中教諭    米森 一雄（厚真町立厚真中） 

厚真中養護教諭  西岡 庸子（苫小牧市立日新小） 

厚南中養護教諭  山路 美幸（再任用） 

上厚真小事務職員 池田 誠一（再任用） 

 

 

暖かくなるにつれて、子どもたちが屋外で活発に

活動をする季節にもなってきました。各学校では、

集団登下校の励行や校区内の危険箇所を示した

マップ作成など、事故の未然防止に向けた取組を

進めています。保護者や地域の皆さんも、日ごろ

から子どもたちの交通事故防止や、池や川・用水

路などによる事故防止に向け、十分な指導をお願

いします。 

また、教育委員会と青少年健全育成委員会で

は、町内の全家庭･全事業所に依頼しての『子ども 

を変質者から守るひなんの家』運動や、町内全域が

子ども 110 番の実施地区であることを示す【子ども

110 番パトロール地区】の看板設置など関係各方面

と連携しながら子どもの見守りに取り組みます。 

今一度、子どもの安全について各家庭・地域で再

確認し、未来を担うかけがえのない子どもたちを守り

育てていきましょう。 
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教育委員会では、年３期、英会話教室を

開講しています。講師はＡＬＴ（外国語指導助手）の

エリッサ・ドイル先生。１期全１０回のプログラ

ムでは、英会話でのコミュニケーションを楽し

むとともに、ALTのふるさとカナダの歴史や文

化、世界情勢を学ぶことができます。総合ケ

アセンターゆくりでの料理教室も行います。 

  平成２９年度１月期では、カナダの移民

問題や環境問題をエリッサ先生のパワーポ

イントで学んだほか、カナダの音楽にも触れ

ました。今年度も多彩なプログラムで皆さん

の好奇心に応えます。 

 

このたび、北海道教育庁胆振教育局から厚南中が学

校教育における平成29年度胆振管内教育実践表彰を

受けました。この賞は、学校教育又は社会教育におい

て、優れた実践活動を推進している団体又は個人を表

彰するものです。 

【学校教育表彰】厚真町立厚南中学校 

 英語教育において「コミュ二ケーション科」を設置し、

イングリッシュ・デイ・キャンプなどの充実した取組や、全

国学力・学習状況調査の分析や授業改善に取り組みの

ほか、数学科での複数指導による基礎・基本の定着、

放課後の学習会など、個に応じた学習指導などの学力

向上の実践が評価されました。 

 

  

 

 

子どもたちの望ましい生 

活習慣の定着を目指して行 

われた「学習・生活・運動 

習慣」向上運動は、本年３ 

月で取組期間が終了しまし 

たが、ネットやゲームの長 

時間利用や依存傾向の増加、 

睡眠時間の不足など、解決 

すべき課題が数多く浮かび 

上がりました。 

 そこで、電子メディアと 

の関わり方に焦点をしぼり、小・中学生のほかに、

こども園の園児も含めた「厚真町アウトメディア

運動」を今年度から開始します。地域の皆様のご

理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  

１ アウトメディアを意識した生活を 

 ２ インターネット接続の電子メディアは家族兼用で  

 ３ 家庭で電子メディア利用のルールづくりを 

 ４ 乳幼児の電子メディアの接触を少なく 

 

 

日 程 ５月１６日【水】から７月１８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方 

申込み 社会教育グループ ☎2２７－２４９５  

▲昨年度教材（パワーポイント）の一部   ▲エリッサ先生 

◆報告事項 
  平成３０年４月１日付教職員人事の内示
について（１件／臨時教育委員会）、厚真
町通学路安全推進会議について、厚真
町社会教育委員の会について（他５件／
定例教育委員会） 

◆議案 
平成３０年度厚真町公立学校教職員人
事の内申について（１件／臨時教育委員
会）、 

  厚真町中学生海外派遣研修事業補助
金交付 

◆その他 

 転入教職員の歓迎式（１件） 

 
要綱の制定について、厚真町学校管理規
則の一部改正について、厚真町教育委員
会事務局職員の人事について（他７件） 
◆協議 
 平成２９年度児童・生徒全国体力運動能
力調査結果について（１件） 
◆その他 
 転入教職員の歓迎式（１件） 
★問合せ  
学校教育グループ ☎２７－２４９４ 

【細野校長（当時）のコメント】 

 平成 29 年度、本校２年生の

生徒が英検準２級に合格しまし

た。コミュニケーション科の学習

をとおして、生徒が英語に関心

を持ち、意欲的にチャレンジしよ 

うとする姿が、これまでの取組の成果なのではないかと思

います。また、英語教育推進コーディネーター、英語担当

教諭をはじめ、全ての教員の日ごろの実践と尽力があって

こそ、いただくことができた表彰だと思っています。 

 

 



 

 

 

 

◆特  徴 四季を通じて利用できる屋内運動場です。町内外を問わず大勢の人たちで賑わっています。スポー

ツ団体の練習や大会・合宿等にも利用されています。 

◆開館時間 平日・土曜日 ８：４５～２１：００ 

      日曜・祝祭日 ８：４５～１７：００ 

◆休 館 日 年末年始（１２月３１日～１月５日） 

 

◆施設内容 

スポーツセンター 
アリーナ 1,250㎡、バトミントン６面、卓球１２面 

バスケット・バレーボール・テニスコート各２面 

あつまスタードーム 
アリーナ 2,400㎡、ゲートボール４面、テニスコート３面 

フットサル２面、柔・剣道場各１面、弓道場(３人立)、トレーニング室 

◆利用方法 

 一般（個人）利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料（ただし、大会・合宿等が入った場合はお断りする場合があります） 

＊町民以外は、２カ月前の月の１日から受付 

＊使用申請書に必要事項を記入の上、受付窓口に提出 

 専用（団体）利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料（ただし、大会・合宿等が入った場合はお断りする場合があります） 

＊町外の団体は、２カ月前の月の１日から受付 

＊使用申請書に必要事項を記入の上、受付窓口に提出 

＊団体での使用は、１０人以上 

 大会・合宿等利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料 

＊町外の団体で、規模が 50 人未満の場合は 5 カ月前の月の 1 日から受付 

 ただし、合宿等で町の施設等に宿泊する場合は、６カ月前の月の１日から受付 

＊町外の団体で、規模が 50 人以上の場合は、１年前の月の 1日（土・日・祝日の場合は

翌日）午前８時４５分から正午まで受付（申し込みが重複した場合は抽選） 

＊使用申請書に必要事項を記入の上、プログラムと合わせて受付窓口に提出 

◆電話予約受付（２施設共通） 

 電話で予約ができますが、許可証の発行をもって決定しますので、『使用申請書』を必ず、提出してください。 

◆使用料 

 

 
【スポーツセンター】    1 時間当たり 

区分 
夏 期 

使用料 

冬 期 

使用料 

団 

体 

ア
リ
ー
ナ 

全面 

使用 

大学・一般 1,620 2,100 

高校生 1,220 1,580 

小・中 1,020 1,320 

1/2 

使用 

大学・一般 810 1,120 

高校生 610 810 

小・中 510 710 

1/6 

使用 

大学・一般 400 520 

高校生 300 400 

小・中 200 260 

会 議 室 300 400 

個 

人 

 

アリーナ 

 

大学・一般 200 300 

高校生 150 200 

小・中 100 150 

（夏期：5 月～10 月  冬期：11 月～4 月） 

【スタードーム】         1 時間当たり 

区分 
夏 期 

使用料 

冬 期 

使用料 

団

体 

ア
リ
ー
ナ 

全面 

使用 

大学・一般 2,440 3,260 

高校生 1,830 2,440 

小・中学生 1,530 2,040 

1/2 

使用 

大学・一般 1,220 1,630 

高校生 910 1,220 

小・中学生 810 1,120 

1/3 

使用 

大学・一般 810 1,120 

高校生 610 810 

小・中学生 510 710 

1/4 

使用 

大学・一般 610 810 

高校生 510 710 

小・中学生 400 610 

柔剣道・ 

弓道場等 

大学・一般 2,140 2,850 

高校生 1,830 2,440 

小・中学生 1,220 1,630 

ミーティング室 400 610 

個

人 

アリーナ 

大学・一般 200 300 

高校生 150 200 

小・中学生 100 150 

柔剣道・ 

弓道場等 

大学・一般 200 300 

高校生 150 200 

小・中学生 100 150 

トレーニング室 
大学・一般 200 200 

高校生 100 100 

トレーニング室 

利用回数券 

大学・一般 11 枚綴り 2,040 円 

高校生 11 枚綴り 1,020 円 

 

◆問合せ 

厚真町字本郷２３４番地の６ 

厚真町スポーツセンター 

ＴＥＬ：０１４５（２７）３７７５ 

ＦＡＸ：０１４５（２６）７０１５ 

「スポーツセンター・スタードーム利用予
定表」「使用申請書は、スポーツセンター窓
口に配置していますのでご利用ください。 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 

「木星・金星を見よう」 

 

と き ５月２３日（水） 

午後７時～午後８時３０分 

※天候不良の場合は、プラネタリウムでの

星空解説を行います。 

ところ 青少年センター天文台 

※夜間開催のため、小・中学生の参加は、

保護者の同伴もしくは送迎が必要です。 

 

 

●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～ 

※５月５日（土）は祝日のため休館いたします 

ので、プラネタリウムの投影はありません。 

●投影内容 

 １ 春の星座解説 

 ２ Wonders of the Universe 

   「宇宙の神秘！」 

※グループ、団体などでご利用を希望の際

は、事前にお問い合わせください。 

 

 

  

お問い合わせ先：教育委員会社会教育グループ 

２７－２４９５ 

「ここにいい本ありますかー？」 

2018 年の子ども読書の日ポスターの一文です。子どもたちがクマの本屋さんにかわいらしく

質問している一場面がデザインされたほのぼの系のポスターなのですが、私はこのポスターを

見るたびに、図書館司書としての仕事に対するメッセージなのではと思ってしまいます。 

いい本とはなんだろう。図書室に 2万冊以上本はあるけど、そのうちの何冊がいい本なのか。

長く読み継がれている本、国語の教科書に採用されている話がいい本、直木賞や芥川賞を受賞

した本がいい本なのか…図書室は歴代の担当者が選書した本が集まってできている場所なの

で、図書室の立場から言わせてもらえれば、どの本を選んでいただいてもいい本です！と胸を

張りたいところです。小樽出身のある作家が言っていました。「読んでいない本はおもしろい本

です」。極端な意見ですが、どんな本なんだろうというわくわく感が味わえるという点では分か

るような気もします。 

ぜひ読んで面白い本に出会った時はそっとカウンターに教えてください。5 月 12 日まで開催

している読書の木に貼り付けたり、利用者の方におすすめ本を聞かれた際の参考にさせていた

だきます。 

読書の木、成長中！ 

皆さんの読んだ本の数だけ葉っぱが増え

て、鳥やはらぺこあおむしが集まってき

ました。 

本屋大賞 2018結果 

2018年の「書店員が一番売りたい本」を選ぶ

本屋大賞は、4/10に発表され、辻村深月さん

「かがみの孤城」（ポプラ社刊）に決まりまし

た。予約受付中です。 

 



平成３０年４月２７日発行 

５ 

  

 
実用書 

 

 

 
■5 月の休館日 

3 日【木】 憲法記念日 

4 日【金】 みどりの日 

5 日【土】 こどもの日 

■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 
 

 

一般書 児童書 

 

■5月の移動図書 

・上厚真小学校 

 未定 （学校のお知らせをご覧ください） 

・ともいき荘   

18日【金】 午後 2時 00分～2時 30分 

 

■絵本の読み聞かせ会 おはなしのびっ子 

 日時：24日【木】 午前 10時～10時 30分 

 場所：子育て支援センター ←時間と場所が 

変わります 

 子ども向けの本ではないのですが、足が速くな

りたいなと考えている小・中学生さんへ読んでい

ただきたい本です。今から毎日、コツコツ練習を

積み重ねていけば、本番当日みんなが驚くほどか

っこいい走りができるかもしれません。 

・魔女の胎動 東野圭吾/著 

・青空と逃げる 辻村 深月/著 

・ころころ手鞠ずし 坂井 希久子/著 

・サバイバルレース 1～2巻 イアハート/著 

・はるのくさばなあそび   佐野高太郎/写真 

・リメンバー・ミー 

・少女探偵アガサ フランス編 

・恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 

黒川みつひろ/作 

・冒険！発見！大迷路海底大決戦 原裕朗/作 

・はじめてのがっこう ウリー/作 

・上野ファームに学ぶアイデア Book  

・あなたはうつではありません 山田博規/著 

・体が硬い人のための柔軟教室 石井直方/著 

みんな大好きしろくま絵本も 3 冊目。またま

たしろくまくんはみんながすきな食べ物の中に

かくれているよ。おにぎりの具になってみたり、

オムライスの中でねてみたり、ハンバーガーにだ

ってはさまっちゃうよ。最後のページにちょっと

したクイズが 1問あります。 

 図書室でもこの夏「松浦武四郎」と「北海道命

名 150年」にちなんだ企画展を計画しています。

この本は三重県松浦武四郎記念館の方が執筆さ

れており、松浦武四郎が具体的に何をしたのか、

武四郎の人物像に迫ることができます。松浦武四

郎入門としてオススメの一冊です。 

です。 

 かわいい猫の写真集かなと思ってページを開

くと、見開きの風景写真で猫が見当たりません。

この本のタイトルは「世界ネコさがし」。しかし、

どの写真にも必ず猫が写っています。頭の体操に

とてもよさそうです。ただし猫はかくれるのがと

ても上手です。あるページの猫だけは探すことが

できませんでした。 

『 小中学生のための運動会で 

1位になる速くなる走り方教室』 

堀籠 佳宏/作 

『 おべんとうしろくま 』 

柴田 ケイコ／作 

『 岩合光昭の世界ネコさがし 』 

岩合光昭/著 

『 松浦武四郎入門  

幕末の探検家』 

山本 命/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！！ 

フキノトウや福寿草が顔を出し、木々の枝先にも新芽のつぼみが膨らみ始めています。吹き抜ける

風にはまだ少し冷たさも残りますが、春の匂いが感じられる季節となりました。長い冬が終わり、春

へと変わるこの時期は、気持ちも軽やかになる気がします。 

小学校の新学期の始業に合わせて、今年度の放課後子ども教室が 4月 9日(月)から始まりました。4

月の放課後子ども教室は、この 1年、一緒に活動する仲間との交流を深めることからスタートします。

ルールがわかりやすく、体を動かして遊べるオニごっこや、仲間と協力して課題を解決するレクリエ

ーションゲーム、チームワークを活かして勝負をするスポーツプログラムなどを実施しました。春休

み明けの久しぶりの活動に、元気いっぱいの子どもたち。学年が上がり、活動日が変わった新 4 年生

も 5～6年生の先輩に負けずに元気よく遊んでいました。新 1年生の放課後子ども教室への参加は 5月

からとなっているため、4 月中の低学年の活動日は 2～3 年生のみの活動となっています。少しずつヤ

ンチャ度合いを増していく子どもたちもいれば、スタッフから離れず甘える子の姿も。特に新しい仲

間を迎えて、チームとして形を作り始める 1学期は、『自分のことも忘れずに見てほしい』という子ど

もたちの気持ちが表われることが多いので、目配り心配りが必要だと感じています。異なる学年の子

どもたちがいる中で、自分の気持ち、相手の気持ちの両方を大切にしながら、子どもたちひとりひと

りが自分らしく、素直でいられる時間になるよう、スタッフ間のコミュニケーションも図りながら、

子どもたちに向き合っていきたいと思っています。グングンと伸びていく身長と一緒に、気持ちも優

しくたくましく成長していく一助となる活動を展開していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 1 年生の放課後子ども教室への参加は、上厚真小学校が 5 月 7 日（月）から、中央小学校が 5 月

10 日（木）からとなっております。どんな子どもたちと出会えるか、一緒に遊べる日をとても楽しみ

に待っています。また、放課後子ども教室の活動をサポートしていただけるスタッフを、ボランティ 

アも含め募集しております。厚真の子どもたちが、どのように放課後の時間を過ごしているのか関心

がある方、子どもと関わる事業に参加してみたい方、こちらも合わせてお待ちしておりますので、興

味がある方は、厚真町教育委員会生涯学習課社会教育グループ（27-2495）までお問い合わせください。 


