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主な記事 

・厚真町「子ども教育委員会」を開催 

・平成２７年度児童生徒芸術等鑑

賞会のお知らせ 

・厚真町小学生英語発表会・胆
振中学生英語暗唱大会予選会
を開催 

・第２３回カルチャーバスを開催 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月６日（木）、総合福祉センターで、平成２７年度「厚真町子ども教育委員会」が開催さ

れました。町内の小中学校の児童会・生徒会役員が１日教育委員となって、教育委員会のしく

みや目的を理解してもらい、子どもの目線から、いじめ防止に向けた取り組みや教育に関する

いろいろな課題について意見交流し、子どもなりの考えやアイデアを出してもらうのがねらい

です。  

この子ども教育委員会は、４月から進められている児童生徒の「学習・生活・運動習慣」向

上運動の取組の一環として、また、厚真町いじめ防止基本方針が施行されたことに伴い、今年

初めて開催されました。  

当日は、各学校の児童会・生徒会役員１６人が一堂に集い、いじめの防止と情報メディアの

安全な利用について、各学校での取組の紹介や小学校と中学校に分かれてののグループ交流で

活発な意見交流が行われました。  

 
小学校グループ交流では、朝のあいさつ運動や

異学年による給食交流、いじめを防止する行動宣

言やいじめのクイズなどについて、各学校での成

果や課題が出された後、課題解決に向けて意見が

交わされました。  

中学校グループ交流では、いじめ防止のため

に、それぞれの学校で、あいさつ運動で明るい雰

囲気を作ったり、全校生徒で遊ぶ機会を作ったり

して、いじめの防止に対する意識を高めているこ

とが発表されました。また、ケータイやスマホな

どの情報メディアの安全利用については、情報安

全教室で安全な利用の方法を学んだり、ネット標

語を募集したり、ネットマナーについて話し合っ

たりしていることが発表されました。  

 

ケータイやスマホなどの利用では、スマホを持っている人と持っていない人の間で仲間

はずれの心配があることや動画や写真が勝手に送られてくることなどの心配もあり、中学

生なりに不安が多く、課題がたくさんあることが再確認されました。  

 

小学校グループ交流の様子▶ 

▼中学校グループ交流の様子 
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平成２７年度厚真町小学生英語発表会・胆振中学生英語暗唱大

会予選会（町英語教育推進委員会主催）が８月１０日、厚真町総合

ケアセンターゆくりで行われました。 

小学生の部では、３組４人の児童が、元気いっぱいに英語で自己

紹介をしました。兄弟での微笑ましい発表や写真を使った家族の紹

介等がありました。 

７月２０日に厚真町文化協会主催による第２３回カ

ルチャーバスが開催され、６９人が参加しました。例

年、祝日の海の日に開催されているカルチャーバス

ですが、今年は余市・小樽方面へ向かいました。 

余市では「マッサン」のモデルとなったニッカウヰス

キーの創業者、竹鶴政孝によって建設された、ニッカ

ウヰスキー第一の蒸溜所や余市宇宙記念館スペー

ス童夢を見学し、 

小樽では皆さ 

ん思い思いに自 

由行動していま 

した。 

７月２５日、２６日の両日にわたり、広島大学を会場に実施された小学校英語教育

学会広島大会（全国で小学校英語教育に取り組んでいる小学校、中学校、大学の先

生等がそれぞれの研究の成果を持ち寄って実施）において、本町の英語教育の取組

について発表しました。  

本町では平成２４年度から、文部科学省の教育課程の特例校の指定を受けて小学校の１～４年生に「英語活動」

を設置しています。今年度からはさらに小学校５年生から中学校に新たにコミュニケーション科を設置しました。その

取組について、本町の英語教育推進コーディネーターの根岸清人教諭が共同研究者の北海道科学大学の秋山敏

晴教授とともに、「小中連携を重視したコミュニケーション科の実践～未来を拓くコミュニケーション能力の伸長を目

指して～」と題して実践発表をして好評を得ました。 

また、この学会を通して全国の先進的な取組にふれ、本町のこれからの英語教育の推進に向けた多くの示唆を得

ることもできました。 

 

 

中学生の部は、教科書で学んだ文章を暗唱で競うもので、

どの発表も文章の内容をとらえた表現や表情を工夫し、とても

質が高いと審査員から評価をいただきました。 

審査の結果、第１位に金澤美玖さん（厚真中２年）、第２位

に長門実空さん（厚南中２年）、第３位大塚栞那さん（厚真中

３年）が選ばれました。 

中学生の部の上位３人は、１０月２４日（土）白老町で開催

される胆振中学生英語暗唱大会に出場します。 

 

アメリカ出身の町ＡＬＴ（外国語指導助手）エ

レン・マリアノさんによる９～１１月期の英会話

教室の受講生を募集します。 

日 程  ９月８日【火】～１１月１０日【火】 

毎週火曜日 午後６時～７時 

ところ  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。 

問合せ  教育委員会社会教育グループ 

申込み  ☎２７－２４９５  

※受講を希望される場合は必ず申込み

を行ってください。 
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１１月３日（火）（文化の日）４日（水）に「厚真町文化

祭」が総合福祉センターをはじめ各施設で開催されま

す。 

 文化祭実行委員会 

では、町民の皆さんか 

ら様々な展示作品を 

広く募集しています。 

 なお、展示スペース 

に限りがありますので展示を希望される方は、９月１６日

【水】までにお申し込みください。 

◆問合せ 

 教育委員会内 文化協会事務局 

       ☎２７－２４９５ 担当 斉藤 

 

 

 

 

携帯電話・スマートフォンなどは便利な道具である反面、使い方によっては危険もあります。 

 フィルタリングとはインターネット上の各サイトを一定の基準で判別し、違法・有害なサイトを閲

覧できないようにするものです。 

 昨今、青少年が携帯電話から違法・有害サイトにアクセスしてしまい何らかの事件事故に巻き込ま

れるケースや、Mixiなどに代表される SNSの利用により、不特定多数との交流からトラブルに発展す

るケースが増加しています。 

 お子さんの安全上、携帯電話・スマートフォンを持たせているご家庭も多いかと思われます。気軽

に使える携帯から簡単にインターネットにアクセスできる環境はお子さんにとって良い影響も悪い

影響も与える可能性があります。保護者の皆様にはお子さんの健全な成長、事件事故防止の観点から

フィルタリングの活用をお願いします。 

※携帯電話各社では無料でフィルタリング 

（有害サイトアクセス制限）サービスを 

提供していますので、ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

今年度は「劇団風の子」を迎え演劇鑑賞を行います。一般町民の皆さんにも開放しますので、ぜひ

ご来場ください。 

と き ９月２日【水】 

    [午前の部]午前１０時００分開演   

演目「どさんこぴーひゃらあそび組」 

    [午後の部]午後 １時３０分開演   

演目「モンゴルの白い馬」 

ところ 厚真中央小学校体育館 

主 催 厚真町教育委員会   

後 援 一般財団法人 北海道公立学校教職員互助会 

問合せ 教育委員会 社会教育グループ ☎２７－２４９５ 

 

７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 

 議会議員町内行政視察、学力向上推進委員会先

進地視察、第１回厚真町教育委員会外部評価委

員会、川島隆太教授講演会についてなど（１５件） 

◆協議 

厚真町教育振興基本計画について （１件） 

◆その他 

 厚真町「子ども教育委員会」の開催、教育委員道内

視察研修について（２件） 

 

◆問合せ  

教育委員会学校教育グループ ☎２７－２４９４ 
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現在、厚真町青少年センター図書室では返却日を過ぎても返却されない資料が多く、対応に苦慮し

ています。2015 年 7 月末の調査では、返却日を一週間過ぎている資料が貸出冊数の約 3.31％、二

週間を過ぎても返却されない資料が約 2.96％もありました。返却を促すご連絡にも、大切な税金が使

われています。図書室では、次の予約が入った延滞本をお持ちの方に、返却を促すハガキや FAX、お

電話などでお知らせしています。 

図書室の資料はみんなの財産。読みたい人が待っています！昨年度は予約・リクエストの件数が約

318件にのぼりました。借りられている資料にも次の順番を待っている方がいるケースが多いです。

図書資料の貸出期間は 14 日間、AV 資料（DVD・VHS など）の貸出期間は 7 日間です。期限まで

の返却にご協力ください。 

 
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～ 

「月を見上げて」 

星空を見上げることは過去を見ることだとよくいわれます。はるか昔から人々に親しまれてき

た「月」。地球の一番近くにあって実は謎も多い星でもあります。当日は１年で最も大きな満月。

月と人々との歴史と共に月とはどのような星なのかをみつめていきます。 

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 ９月２８日（月）午後６時３０分 

ところ 青少年センター２階ホール集合 

問合せ 教育委員会社会教育グループ ℡ ０１４５－２７－２４９５ 

※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。 

 

北海道立図書館から約 250冊の図書を借りてきました！ 

 道立図書館移動図書のコーナーは、青少年センター図書室入

口、新着図書コーナーの隣にあります。青少年センター図書室

に蔵書のない図書もありますので、ご利用ください。 

また、図書室に蔵書のない図書は北海道立図書館をはじめと

する他の図書館・図書室から借りることができます。探してい

る本や読みたい本が見つからない時にどうぞご利用ください。 

ご利用の際は図書室司書までご相談お願いします。 

道立図書館移動図書コーナー 
入れ替えました 

蔵書点検のお知らせ 
9月 7日【月】～9月 11日【金】まで青少年センター図書室、厚南会館図書室は蔵書点検を行い

ます。 

蔵書点検とは、お店でいうと「棚卸し（たなおろし）」作業にあたります。検索をしたときに表示

されている場所に、資料が実際に並んでいるかどうかを確認するために、館内にある資料を一冊一冊

点検していく作業です。 

開館しながらの作業となりますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

図書館ではすべての資料に対して並べる位置と順序を決めていますが、利用された後に正しい場所に

戻らないことがあります。皆様が資料をお探しの時に目的の資料にたどりつけるように、図書館では

日ごろから資料をあるべき場所に並べなおす作業（書架整理）を行っていますが、開館時間以外のわ

ずかな時間ですべての棚を整理することは大変困難です。そのため、年に一度すべての資料をチェッ

クし、正しい状態にする作業を行っています。 

ぜひご利用ください。 
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実用書 

 

 

 ■9 月の休館日 

9 月 21 日【月】～9 月 23 日【水】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。 

■蔵書点検 

 9 月 7 日【月】～9 月 11 日【金】まで蔵書点

検を行います。ご協力よろしくお願いします。 

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 

■9 月の移動図書 

4 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

11 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

16 日【水】 

ともいき荘   午後 2時00分～ 2時30分 

18 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

25 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

 

■絵本の読み聞かせ（青少年センター図書室） 

 おはなしのびっこ 9 月 24 日【木】 

午前 10 時 30 分から午前 11 時 

14 才の万次郎は沖に出たが、嵐の

ため漂流し無人島にたどり着く。救

助されたｱﾒﾘｶの捕鯨船の船長のすす

めで、ｱﾒﾘｶに渡った万次郎は…。 

 ・まったなし           畠中 恵/著 

・ﾓﾝﾛｰが死んだ日       小池 真理子/著 

・豹変              今野 敏/著 

・天空の蜂           東野 圭吾/著 

・ｱﾉﾆﾏｽ・ｺｰﾙ           薬丸 岳/著 

・負けるもんか        阿川 佐和子/著 

・ｼﾞｮﾝﾏﾝ 5           山本 一力/著 

・ｴｿﾞﾘｽ              竹田津 実/文 

・人体ｷｬﾗｸﾀｰ図鑑        坂井 健雄/監修 

・宝島            R.L.ｽﾃｨｰｳﾞﾝｿﾝ/作 

・ﾅｲﾄｻﾌｧﾘのｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ 1      ｺﾞﾑﾄﾞﾘ co./文 

・10 分で読めるﾘｰﾀﾞｰ・英雄になった人の伝記 

塩谷 京子/監修 

・ｻｯｶｰの神様     ﾒｱﾘｰ・ﾎﾟｰﾌﾟ・ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ/著 

のの/作 

・あなたをずっとあいしてる   宮西 たつや/作 

・ﾁﾝﾁﾝﾎﾞﾝﾎﾞさん          室井 滋/文 

・えほんはりねずみのﾙｰﾁｶ   かんの ゆうこ/作 

・どどどーんぱっ！    とよた かずひこ/さく 

・まっかっかﾄﾏﾄ       いわさ ゆうこ/作 

・そらとぶてっぱん     岡田 よしたか/さく 

・/作・絵 

・はじめてでも簡単素敵なつまみ細工 

花びら/著  

・白崎茶会のかんたんﾊﾟﾝﾚｼﾋﾟ   白崎 裕子/著 

・ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾂﾑﾂﾑﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝｲﾗｽﾄ       ﾌﾞﾃｨｯｸ社 

・お薬事典 2016 年度版     郷 竜一/執筆 

・服を買うなら、捨てなさい   地曳いく子/著 

・/著 

お母さんたちにせかされて、帰る

支度をしはじめたとき。すべり台の

てっぺんに、三つの小さな黒い影が

現れた。彼らは、子どもたちの平和

を守る、公園戦隊ﾀﾞﾚﾀﾞｰﾏﾝだ! 

規約さえ守ればﾔｸｻﾞでも刑事

でも戦車でも、不測の訪問者はす

べてｼｬｯﾄｱｳﾄ。そんな最凶最悪の

ﾏﾝｼｮﾝの管理人助手と管理人の共

同生活が始まった。 

遺伝子組み換え種子の圧倒的ｼｪ

ｱを誇る企業「ﾓﾝｻﾝﾄ社」。公害を

くり返し、政治家と癒着し、世

界の農業への支配を進めるﾓﾝｻﾝ

ﾄ社の実態を明らかにする。 

『日英対訳によるジョン万次郎の勇

気と努力の物語』 

 ｼﾞｮﾝ万次郎に学ぶ会企画 

『公園戦隊ﾀﾞﾚﾀﾞｰﾏﾝ』 

山田 はるか/さく 

『ﾓﾝｻﾝﾄ』 

ﾏﾘｰ=ﾓﾆｸ・ﾛﾊﾞﾝ/著 

『極悪専用』 

大沢 在昌/著 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 夏らしい暑さを感じたのも束の間。朝晩のひんやりとした空気に過ごしやすさを感じつつ、それでもも

うしばらく夏であってほしいとも思うわがままな心が出てきます。子どもたちにとって、楽しく過ごした

夏休みはきっとあっという間だったことでしょう。放課後教室も学校の始業に合わせて２学期の活動が始

まります。 

 夏休み期間中、通常の放課後教室はお休みでしたが、夏休み特別教室を２プログラム３日間の日程で実

施いたしました。１つ目は【あつまの森＆海へ！夏のよくばりデイキャンプ】と題し、大沼野営場での自

然体験と浜厚真海岸での海あそびプログラムを開催。残念ながら、小雨が降ったり止んだりの空模様で、

午前中に予定していた森遊びは旧富野小での室内活動に変更となりましたが、午後からは浜厚真海岸へ海

遊びに出かけました。昨年度の活動でもお世話になったサーフショップ tacoo（タクー）の村上さんをはじ

め、地元のサーファーの方々にご協力をいただき、今年もサーフィン体験を実施。夢中になって何度も高

い波に挑む子どもたちの姿が印象的でした。昨年も体験した子は「去年はサーフボードの上に立てなかっ

たけど、今年は立てたよ！」と、とても嬉しそうに報告してくれました。初めてサーフィンを体験した子

も「すごく楽しかった！また来年もやりたい」と話をしていました。サーフィン体験のほか、砂浜での貝

殻集めや波打ち際でのジャンプ大会など、子どもたちはそれぞれの楽しみ方を見つけて海遊びを満喫して

いたようです。 

 

 

 

 

 

 

 ２つ目のプログラムは【あつまっ子カフェ 2015ともいきの里夏祭り】を昨年に引き続き、厚真町商工会

青年部さんとの共催プログラムとして実施しました。とまこまい広域農協青年部厚真支部さんとのコラボ

食育プログラムで田植え＆収穫をしたお米を使い、町内のお菓子屋（稲菓）さんで商品化してもらったも

のを、子どもたちが運営するお店＝あつまっ子カフェで販売します。昨年の活動を踏まえ今年は、商品の

良さをお客さんにしっかり伝ることを目標とし、接客の仕方やポップなどの商品の見せ方、お客さんへの

声がけの工夫などを町内のお店屋さん見学や、商工会青年部さんとの活動から教わりました。最初は子ど

もたちの意識も低く、お店の運営はおろか、販売活動さえ務まるか不安でしたが、商工会青年部さんの本

気のはたらきかけにより、準備を進めるうちに子どもたちのやる気も高まり、用意していた商品をすべて

完売することができました。これら地域資源を生かした活動ができるのも、地域の方々のサポートがある

おかげにほかなりません。ご理解・ご協力いただいた関係者の皆さまに改めてお礼を申し上げます。あり

がとうございました。今後もこうした地域と子どもたちとの接点を増やす活動を、展開していきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
あつまっ子カフェ、オープン☆    町内のたくさんの人にお世話になりました。ありがとうございました！！ 

あいにくの天気でもみんな元気いっぱいでした☆ 


