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主な記事 

・家庭教育ナビゲーター研修会開催 

・ライブラリーコンサート開催 

・特集 厚真町の遺跡・文化財 

・町内３中学生全国大会で健闘 

・厚真町スピードスケート記録会 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動報告 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ２月７日、８日の２日間、日ごろから家庭教育支援に関わる方を対象とした研修会を実施しました。

研修会では、コミュニケーション・ナビゲーターの姉帯
あ ね た い

美和子さんを講師に招き、自分も相手も大切に

するアサーティブネスという考え方に基づいたコミュニケーションの取り方について、演習を行いまし

た。参加者の皆さんは、子育て中の保護者の方や子どもたちの活動を支援する中で、相手の考え方や価

値観を受け止めた上で、自分の考えを分かりやすく伝えることの大切さを学ぶことができました。  

終了後のアンケートには、「日常で生かせそうな家庭教育支援のコツがいっぱいあり、実践していき

たい。」「体験型の演習で楽しみながら参加できた。」といった感想が挙げられていました。 

 

 

 

 

コミュニケーション・ナビゲーター 

姉帯 美和子さん 

 

【家庭教育ナビゲーターとは？】 

北海道教育委員会が推進する、家庭教育『ま

なびカフェ』事業の一環で、地域のさまざまな

場面で、保護者同士が気軽に子育ての悩みなど

を話したり、交流や学び合いができるようサポ

ートする役割のことです。だれもが話しやすい

雰囲気をつくりながら、交流や語り合いを促し

ていく場や、きっかけをつくる人となることが

期待されています。 

演習の様子 

 

 

 

 １月１３日、青少年センター図書室絵本コーナーで「ラ

イブラリーコンサート」が開催されました。 

 例年１１月に開催している「図書フェスティバル」を今

年度はコンサートとして冬に特別開催。音楽と本とのコラ

ボレーションを楽しんでもらおうと企画されました。 

当日は、地域おこし協力隊の小原えりかさんによるピア

ノ演奏に合わせた大型絵本「はらぺこあおむし」の読み聞

かせや、図書司書手作りの紙芝居「メリーさんのひつじ」、

ベストセラー小説「蜜蜂と遠雷」の作中曲のピアノ生演奏

など多彩なプログラムが行われました。   

会場には親子連れや児童など約４５人が訪れ、ピアノの

温かい音色に耳をすませました。時には手や体でリズムを

取りながら楽しむ子どもたちの姿が印象的なコンサート

でした。 
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 １月２５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。 

◆報告事項 

 厚真町教育支援委員会、第 70 回厚真町成人式、議会

総務文教常任委員会所管事務調査、厚真町文化財の所

有権移転についてなど（４件） 

◆議案 

 厚真町文化財の指定解除について（１件） 

◆その他 

 平成 29 年度胆振管内教育委員会委員研修会について

（１件） 

★問合せ 

学校教育グループ ☎２７－２４９４ 

 

おわび 生涯学習だより１月号３ページにて、成人式の記念品を代表して授与された方のお名前に誤りがありま

した。心よりおわび申し上げ、訂正いたします。 

× 記念品授与 金山彩華さん（宇隆） ⇒   ○ 記念品授与 金山綾華さん（宇隆）   

 

 

 

 

 

２月３日～４日に長野県で開催された第３８回全

国中学校スケート大会のスピードスケート競技に町

内の中学生３名が出場しました。健闘の結果は下記

の通りです。 

【女子１０００ｍ 決勝】  

２２位 尾谷 琴音 （厚真中３年） 

【女子３０００ｍ 決勝】 

１４位 赤間 朱樹 （厚真中２年） 

【男子 ５００ｍ 予選】 

  ４４位 大捕 匠翔 （厚南中３年） 

【男子１０００ｍ 予選】 

  ５７位 大捕 匠翔 （厚南中３年） 

 

 
 

 平成２９年度は、発掘調査がなかった１年でしたが、これまでの発掘成果がさらに注目を浴びた１

年でした。 

 昨年６月から全国５カ所を巡る文化庁主催の展覧会への出品では、これまでの常識をさかのぼる７

００年以上前から続くアイヌ文化の古い伝統を紹介できました。北海道としてもアイヌ文化の紹介が

推進され、全国、世界的にも注目される中で、これからもますます中心的・象徴的な資料となるもの

と思われます。今年３月に返却され、４月以降は青少年センターでも一般公開の予定です。  

 また、発掘成果の学会発表も続き、専門の研究者たちからも「アイヌ民族の歴史、日本古代中世の

歴史を考えるうえで、厚真町は全国モデルとなるべき成果」と多くの方々に注目されています。 

 新たな成果としては、国宝の刀剣
とうけん

の鞘
さや

など拵
こしらえ

を忠実に復元している金工師
き ん こ う し

が来町し、「年代が確実

な鎌倉時代の刀剣そのものが発見されたことは極めて貴重であり、日本刀研究のうえでも、必見の資

料」との評価があり、厚真の資料も復元作業に入りたいとのことでした。 

ダム事業１５年間で町民の多くの方々が携わった厚真町の発掘調査の成果は、これからもさまざま

な研究分野や教育、観光面からの注目度がますます高まっていくものと確信しております。 

 

 

 

 

 

 

 

                         スタンプ文漆器とスタンプ単位  （オニキシベ２遺跡） 

鎌倉幕府とのつながりを実証し、宇隆１遺跡の常滑
とこなめ

壷
つぼ

とと 

もに当時の交易経済や政治研究からも注目されています。 

なぜ、厚真町の山奥から出土するのか？ 研究者たちもこれ 

までの学説を練り直しています。 

 

全国から注目度アップ！ 厚真町の遺跡･文化財 

 

上幌内２遺跡 

（平成 26年発掘） 

考古学・刀剣研究でも注目される腰
こし

刀
がたな

と金を塗った金具 



平成３０年２月２３日発行 

３ 

２月３日、町民スケートリンクで『第３８回厚真町スピードスケート記録会』が開催されました。今大会に

は、町内の小中学生４７人が参加。厳しい寒さの下、選手たちは日ごろの練習の成果を力一杯発揮し、健脚を

競い合いました。 

 

【小学男子】 

《５０㍍》  ▽１年①橋場太一（中央） 

《１００㍍》 ▽１年①梶谷卓矢（中央）▽２年①堀田桜来（中央）▽３年①早崎凧人（中央） 

《２５０㍍》 ▽２年①幅田雄心（中央）②酒井一成（中央）③三浦一久（上厚真）④土居友祐（中央） 

▽３年①山本幹太（中央）②橋場凰太郎（中央） 

《５００㍍》 ▽１年①嶋田清十朗（上厚真）▽２年①大西岳歩（中央） 

       ▽３年①赤間永彪（中央）②丸山陽凪（中央） 

▽４年①大宮幹丞（中央）②土居弥（中央） 

       ▽５年①久保永渉（中央）②山崎煌丞（上厚真）③藤樫悠人（上厚真）④久保大斗（中央） 

          ⑤丸山晴凪（中央）⑥吉岡楽和（上厚真） 

       ▽６年①尾谷駿文（中央） 

《１０００㍍》▽５年①久保永渉（中央）②藤樫悠人（上厚真）③安達陽（上厚真）④山本康太（中央） 

《１５００㍍》▽６年①尾谷駿文（中央） 

《２０００㍍リレー》▽①中央Ａ（久保永渉・久保大斗・丸山晴凪・尾谷駿文） 

          ▽②上厚真小（藤樫悠人・安達陽・吉岡楽和・山崎煌丞） 

          ▽③中央Ｂ（大宮幹丞・赤間永彪・丸山晴凪・土居友祐） 

【小学女子】 

《１００㍍》 ▽１年①中島榎音（中央・○新）②浅井実優（上厚真）③大宮暉子（中央）④石掛希（上厚真） 

       ▽２年①桜井南実（中央）②丸山さくら（中央）③押見芽泉（中央） 

▽３年①菊地彩楓（上厚真） 

《２５０㍍》 ▽３年①中島花奏（中央）②松山陽菜（中央）③星優真（中央） 

《５００㍍》 ▽１年①北島千聖（上厚真） 

▽３年①大捕瑚々奈（上厚真）②稲川帆乃花（上厚真）②北島未聖（上厚真） 

       ▽４年①久保花菜（中央）②大越こころ（中央） 

       ▽５年①中島愛梨（中央）▽６年①山崎桜（上厚真）②大西夕海（中央） 

《２０００㍍リレー》▽①上厚真（大捕瑚々奈・稲川帆乃花・北島未聖・山崎桜） 

          ▽②中央（中島榎音・中島愛梨・中島花奏・久保花菜） 

【中学女子】 

《５００㍍》 ▽２年①嶋田優芽（厚南）②山崎雅妃（厚南） 

《１０００㍍》▽２年①嶋田優芽（厚南） 

 

 

 

 

成績（敬称略） 

 

 

皆さん、 

お疲れ様でした！ 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 

「月・星雲・星団を見よう」 

と き ３月２２日（木） 

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～ 

 

●投影内容 

 １ 初春の星座解説 

 ２ Cosmic Safari（宇宙探検） 

   「これが地球外生命だ！」 

★プラネタリウム★ ★天体観望会★ 

お問合せ先：教育委員会社会教育グループ 

２７－２４９５ 

～３月の予定～ 

1年生
ねんせい

になるみなさんへ 

 4
４

月
が つ

から1
１

年生
ね ん せ い

になるみなさん、入学
にゅうがく

おめでとうございます。 

 小学校
し ょ う が っ こ う

はどんなところだとおもいますか。たのしそうでわくわくしますね。でも、はじ

めてのところだから、不安
ふ あ ん

になることもあるとおもいます。そんなときは、町
まち

や学校
がっこう

のと

しょしつへいってみましょう。としょしつには、おはなしの本
ほん

のほかに、早く
は や く

走る
は し る

コツが

かいてある本、字
じ

をきれいにかくためのかきじゅんがかいてある本
ほん

、つかまえた虫
むし

のなま

えがわかる本
ほん

などがおいてあります。 

 入学
にゅうがく

すると、自分
じ ぶ ん

だけのとしょりようカード
か ー ど

が学校
が っ こ う

の先生
せ ん せ い

からもらえます。よみたい本
ほ ん

を

かりにきてくださいね。かりた本
ほん

はへんきゃくきげん（としょしつにかえす日
ひ

）をまもっ

て、きれいによんでくださいね。 

 としょしつのやくそく 

・はしらない 

・おおきなこえをださない 

・ちらかさない 
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実用書 

 

 

 ■３月の休館日 

21 日（水） 春分の日 

 

■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 

■３月の移動図書 

・上厚真小学校 

 2、9日（金）、15 日（木） 

 午前 10 時 10 分～10 時 25分 

 

・ともいき荘 

16 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 

 ２２日(木)  午前 10 時 30分～11時 

今年のおたんじょう会は本格的にする！そう決

めたぼくは、友達に本格的な招待状を送った。でも、

やってきたのは、招待状を出していない恐竜さんだ

った。誕生日の歌の演奏や手品を披露してくれた恐

竜さんには、秘密にしておきたいことがあったので

す。それは一体なんでしょう。 

その他の新着文芸書 

・ハリケーン      高嶋 哲夫/著 

・牛天神        山本 一力/著 

・風神の手       道尾 秀介/著 

・英龍伝        佐々木 譲/著 

そのほかの新しい児童書 

・小学生になったらどうするんだっけ 

・１ねんせいのせいかつえじてん 

・おばけのアッチとくものパンやさん 角野栄子/作 

そのほかのあたらしいえほん 

・ブルドックたんていときえたほし 谷口智則/作 

・でんしゃずし 丸山誠司/作 

・びっくりまつぼっくり 多田多恵子/ぶん 

その他の新着実用書 

・ご先祖様、ただいま捜索中！ 丸山 学/著 

・甘いもの中毒       宗田 哲男/著 

・男の肖像         塩田 七生/著 

・古都再見          葉室 麟/著 

イタメーニョさんは、注文を受けてから材料を

取りに行きます。リンゴ、はちみつ、魚。お客さ

んのリクエストを心を込めて作ります。お母さん

と喧嘩して家出をしてしまったジミーくんも、イ

タメーニョさんのカレーライスで仲なおりでき

ました。よかったね。 

近年ノーベル文学賞の候補として名前があが

るアメリカの作家の短編集です。どの短編も、登

場人物が特に悪いことはしていないのにもかか

わらず、もれなく酷い目にあいます。スティーブ

ン・キングの初期作品が好きな方はきっとお好き

なのではと思います。 

 アウトドアを好む人の間で雪の中キャンプが流

行っているようです。雪の中にテントを張り、火

をおこし寝袋で寝る。上級者はテントを使わず穴

を掘って寝るそうです。知識として知っておけば、

万が一、雪の中で寝ることになった時に役に立ち

そうです。 

『 たんじょう会は 

きょうりゅうをよんで 』 

如月 かずさ/作 

『 せかいいち 

まじめなレストラン 』 

たしろちさと/さく 

『スノーキャンプ・マニュアル』 

長屋 明/著 

『 とうもろこしの乙女、あるいは

七つの悪夢 オーツ/作 』 

/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！！ 

 北風の冷たい日が続いたかと思えば、雪から雨に変わるほど気温が上がったり、忙しく表情を変える

空模様。少しずつ近づいた気がしても、またすぐに先へ行ってしまう春を追いかけながら、季節の移り

変わりを肌で感じています。「2 月は逃げる」というように、時間がいつもの倍くらいのスピードで駆

け抜けている感が否めません。2月を抜けると、6 年生の卒業も見えてきます。寂しいような、嬉しい

ような、私たちスタッフの心模様もいろんな表情に変化する今日この頃です。 

 3学期のスタートとともに、元気に始まった 1月の放課後子ども教室は、外での雪遊びや冬のおやつ

の定番・お汁粉作り、低学年では室内雪合戦をしたり、高学年は下の句かるたに挑戦したりしました。

バケツを使って雪のブロックを作り、それらを積んでイグルー（かまくら）を作ったり、降ったばかり

の新雪の中に飛びこんだり、尻すべりをして遊んだり。冬の外遊びを満喫しました。プログラムとして

は初登場の下の句かるた（百人一首）は、取り札である木の札に書かれた文字を解読するところから始

まります。子ども会の活動でやっている子や、おうちの人とやったことがある子が、初めての子に札の

見分け方やルールを説明してくれる姿もあり、子どもたち同士の“コミュニケーション”を促す遊びと

しても一役買ったようです。 

 2月前半のプログラムでは、雪を使ってアイスクリームをつくるプログラムを行いました。みんな大

好きなアイスクリーム。材料を入れた道具の周りに雪と塩をいれ、冷やして固めます。ボールを転がし

たり、ペットボトルを順番に振って無事、美味しいアイスクリームが出来上がりました。冷たい！寒い！

と言いながら、スキーウェアを着てみんなで食べるアイスクリームの味は、ふんわり甘くてとっても美

味しかったです。 

H29年度厚真町放課後子ども教室活動報告会のお知らせ 

 放課後子ども教室の 1年間をふりかえる活動報告会を開催します。厚真に育つ 

子どもたちがどんな放課後の時間を過ごし、成長しているのか、スタッフの想い 

や写真のスライドショーを交えながら 1年の取組を報告します。放課後教室の参 

加者・保護者はもちろん、地域の方々、春から小学生になるお子さんがいらっし 

ゃるご家庭、“厚真町での子育て”に関心のある方など、どなたでも自由にご参 

加いただけます。皆様のご来場をお待ちしております。 

＜放課後子ども教室活動報告会＞ 

〇日時：2018年 3月 3日（土）午後 1時から 1時間程度 

〇場所：総合ケアセンターゆくり２F 

〇申込み不要／参加費無料  


