
お手玉

子どもたちが事故や事件に巻き込
まれたりすることが心配される夏休
み、青少年センターでは、「のぼりべ
つ夏祭り（8/8～8/9)」に合わせ、その
安全を確保する巡回パトロールを実
施しました。

各学校の先生たちにもご協力い
ただき、2日間にわたり子どもたちを
見守りました。

お手玉 フラフープ

開会式の様子
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教室での交流

子どもたちの安全を守る

のぼりべつ夏まつり



    

～ 学校図書担当者・学校図書ボランティア連絡会議の開催 ～

新しいＡＬＴ （外国語指導助手） の紹介

1 学期でアンドリュー先生、シャリース先

生、ベサニー先生の 3 名のＡＬＴが退任し

ました。

後任として、2 学期から新しいＡＬＴが着

任しましたので紹介します。また、マーク先

生は、これまでの小学校から中学校を中心

にした授業を引き続き担当します。元気い

っぱい、情熱いっぱいで子どもたちを指導

します。

コーディ― マクドゥーガ

読書活動の充実を目指し、地域と学校図書館・市立図書館などの

連携を図る、学校図書担当者・学校図書ボランティア連絡会議を、6

月 26 日（金）に登別市立図書館で開催しました。

会議では、はじめに図書館流通センターから小・中学校向けの図

書の展示があり、各学校の図書担当者によるこれからの学校図書購入に

かかわる検討が進められました。

つづいて須藤秀紹氏（室蘭工業大学准教授）より、子どもたちの読書

意欲の向上にかかわる『ビブリオバトルの学校での実践について』と

題した講演が行われ、参加した図書担当教諭や学校司書、ボランティ

アの皆さんは熱心に耳を傾けていました。

－２－

ＡＬＴとは「Assistant Language Teacher」 (ｱｼｽﾀﾝﾄ ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ ﾃｨｰﾁｬｰ) の頭文字をとったもので、日本

語では「外国語指導助手」といい、生の英語を生かした授業の補助にあたります。

レべカ スピンク

出身は、アメリカ

＜ケンタッキー州＞

趣味は水泳・武道・音

楽などで、おもに小学

校を中心に授業を担当

します。

シャンティ ラヒム

出身は、ニュー
ジーランド
＜オークランド＞
趣味は読書・絵を
描くことなどで、
おもに中学校の授
業を担当します。

出身は、アメリカ

＜カリフォルニア州＞  

趣味はピアノ・美

術などで、おもに小

学校を中心に授業

を担当します。

最後は、「学校司書の配置による

有効性と効果」というテーマでグルー

プ交流が行われ、配置されている小

学校は、図書室の環境や利用状況

の変化について、未配置の中学校

は小学校の事例をもとに、今後の司

書配置による可能性について議論

が交わされました。
須藤講師による講演
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特別支援学級作品展
１０月１７日（土）～２３日（金）市民会館

登別中学校吹奏楽部定期演奏会
１０月１８日（日）市民会館大ホール１４：００～

緑陽中学校吹奏楽部定期演奏会
１０月２５日（日）市民会館大ホール１４：００～  

幌別中学校吹奏楽部定期演奏会
１１月１日（日）市民会館大ホール１４：００～  

登別市教育委員会では、学校での読書活動推進の一
環として、平成 25 年度から学校図書室への“司書”の配
置を順次推し進め、本年度で市内すべての小学校への司
書の配置が実現しました。

こうした「本のプロ」である司書の常駐化を受け、この夏
休みに試行的に 1 日限定で 「小学校の図書室の開放」

を実施しました。（ 8 月 5 日か 8 月 6 日のいずれか 1 日 ）
図書室が開放された日には、子どもたちだけでなく、親子で

図書室を訪れ本を借りていく光景も見られ、司書は本の貸出業
務に追われていました。

冬季休業中の学校図書の貸し出しも夏季休業中と同様、実
施する予定です。

登別市教育委員会では、市民の

皆さんに市内各小中学校の教育活

動への理解を深めていただくた

めに、11 月1 日の「北海道教育

の日」に合わせ、教育ふれあいウ

イークを開催します。

期間は、10 月 25 日(日)～11

月 7 日（土）まで。

小中学校の授業参観のほか、演

奏会や講演会などが開催されま

す。是非、ご参加ください。

－３－

富岸小学校図書室(8 月 5日)

若草小学校（8 月 5 日）

授業公開

演奏会・作品展

講演会・懇談会

１０月３１日（土）

１１月７日（土）

鷲別小学校 １～３校時 教科の授業「ひなわしデー」
若草小学校 １～３校時 教科の授業
幌別東小学校 １～３校時 教科の授業
登別小学校 １校時 教科の授業 ２校時 相撲学習

まとめ ３校時 道徳
幌別中学校 １～３校時 学習のまとめ
登別中学校 １～３校時 教科の授業

富岸小学校 １～３校時 教科の授業
青葉小学校  ２～３校時 教科の授業
幌別西小学校 １～３校時 教科の授業
幌別小学校   
鷲別中学校   
西陵中学校   
幌別中学校     

幌別西小学校学芸会     １０月２５日（日）

富岸小学校放課後サポート １０月２８日（水）

青葉小学校６年生「ニジマス釣り」
１０月２９日（木）

幌別東小学校６年生「薬物乱用防止教室」        
１１月４日（水）

緑陽中学校１日授業公開日
                 １１月４日（水）

その他

特別支援教育懇談会
１０月２８日（水）市民会館小会議室 ※市内の障

がい者団体と教育委員会が意見交換をします。

教育フォーラム（市制４５周年記念事業）

１１月６日（金） 市民会館中ホール １８：００ ～

式
１校時目の授業開始時刻は、各学校ともおよそ
８：３０ですが、多少の差があります。



文化交流館で

は様々な体験

活動もできるよ

う準備を整えています。多くの

皆さんの来館をお待ちしてい

ます。

  

   

   
   

のぼりべつ文化交流館（カン
ト・レラ）は、平成１９年に旧登
別温泉中学校の校舎を活用し、遺
跡や考古学をテーマにした博物
館機能をもった施設として開館
しました。

文化交流館は、縄文文化を知ら
ない就学前の子どもたちから大
人まで楽しんで学ぶことのでき
る博物館です。

１

－４－

開館日等について

10 時～17 時

  10 時～16 時

＜休館日＞ 月曜日、祝日の翌日

      12 月～ 3 月

<入館料> 無 料

交流館の場所

本号から３回シリーズで、「のぼりべつ文化交流館」（カント・レラ）を紹介します。“シリーズ １” で
は展示室の概要や開館の日程、“シリーズ ２”では年間行事とイベント開催時の様子、“シリーズ ３” で
は、縄文を楽しむといった視点からの活動や学校への「出前講座」など、特色ある事業の紹介をします。

の ぼ り べ つ 文 化 交 流 館           
(旧登別温泉中学校校舎の活用))

ＪＲ登別駅

＜バス停＞

紅葉谷入口

ю ●

文化交流館

幌別・カルルス

登別温泉

  

２ 土地の記憶たち

１ 考古学ってなに

３ 収 蔵 庫

ここは、過去の「モノ」
から人を研究する「考古
学」を知るコーナーです。
縄文服を試着できる展示
もあります。

発掘調査で見つかった
昔の道具は、その土地の
記憶を宿していると言え
ます。主に縄文文化の道
具を展示しています。    

遺跡から見つかった土器
などが,箱にまとめられて
保管されています。普段は
見ることのできない、バッ
クヤードを探検できます。



～「笑顔・真心・信頼・感謝」あふれる学校～

～ 体力づくり ～
体力向上の一環として、日常的

に取り組んでいる縄跳び運動。
それぞれに目標をもち、記録更

新を目指して練習に取り組んでい
ます。全校児童による発表の場を
設けることで意欲的に取り組む姿
が見られます。

10 月 31 日（土）土曜授業
『ふれあいＤＡＹ』

全学級３時間授業公開

たくましい子  考える子  健康な子
【土曜授業のねらい】 （年間６回実施）
◆ 学校・家庭・地域が連携して、土曜日の児

童の生活を充実させる
◆ 平日の連続した学習環境の向上を図る

チャレンジテストに挑戦 新記録を出して記録更新をめざす ぼんず山の高台に逃げよう

～ 学力向上 ～
学習したことをもう一度確かめ、

基礎基本の定着を図る取組を継続
的に行っています。国語と算数を中
心に「読み・書き・計算」をしっか
りと身に付け、これからの学習にも
生かせるよう積み重ねを大切にし
ています。

～ 津波避難訓練 ～
地震から津波を想定しての

避難訓練を行いました。町内
会の方々と連携し、学校と地
域が一体となって取り組んだ
避難訓練。緊急時における約
束を多くの皆さんと確認する
ことができました。

－５－

本校では、子どもたちに豊かな学びの場を提             

供すると同時に、保護者や地域の皆様に子ども                
たちの活動の様子をご覧いただき、本校の教育

活動への理解を深めていただく機会として、年間４回の土曜授業を実施しています。教
科の授業の他、学習内容の定着を図る補充的な学習、生徒会主催行事等の特別活動、道徳
の授業等をバランスよく配置しています。土曜授業はすべての時間を公開とし、保護者
や地域の皆様にいつでも参観いただけるよう努めています。

＝教育目標＝
健康で明るい人

情操豊かな人
勤労意欲の強い人

真理を愛する人
礼儀正しい人

７月１１日の土曜授業では、

１・２校時に、日常の授業で学

んだ内容を確認し、定着を図る

ことを目的として、全学年で、

「ほっかいどうチャレンジテ

スト」を活用した補充的な学習

に取り組みました。

３校時は、全学年で道徳の時間を実施し、保護者やコ

ミュニティースクール学校運営協議会の皆様に参観い

ただきました。１学年と３学年は、各学級で「私たちの

道徳」等の教材を使って、自己の生き方や友人とのかか

わり方について考える授業を行いました。２学年は、「宿

泊研修」を題材に、集団の中で責任を果たしていくこと

の大切さについて考えました。
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期 日  平成 27 年 11 月 6 日(金) 18：00～20：00

会 場  登別市民会館中ホール

  日 程 受付開始   １７：３０～

開 会 式    １８：００～１８：０５

            基調講演  １８：０５～１８：４５

           市教委説明   １８：４５～１８：５０

            グループ討議 １８：５０～１９：４５

            講師助言    １９：４５～１９：５５   

            閉会式      １９：５５～２０：００
  

冊数

第３回教育委員会 ６月１８日（木）16:30～
議案第６号 平成 2７年度教科用図書第１０採択

地区調査委員の委嘱について
議案第７号 平成 26 年度教育行政事務の管理執

行状況の点検・評価に係る学識経験
者の活用及び選任について

＜情報提供・交流＞
１ 工事発注状況及び平成２６年度耐震診断結果
２ 平成２７年度登別市デンマーク友好都市中学

生派遣交流事業について
３ 第６５回社会を明るくする運動メッセージ伝

達式の参加について
４ 教育委員会広報「教育のぼりべつ」の発行
５ 平成２７年度における通学合宿事業の実施状況

＜意見＞
耐震化に関わっては、生命にかかわることな
ので迅速に対応してほしい。

第４回教育委員会 ７月３０日（木）16:30～
議案第８号 登別市社会教育委員の委嘱について
議案第９号 第２次登別市文化振興基本計画の策定
議案第10号 第２次登別市スポーツ推進基本計画

の策定について
＜情報提供・交流＞
１ 夏休み前の保護者への登別市教育委員会から

のお知らせについて
・「夏休み中に小学校の図書室を１日限定で

開放します」 ・「家族の時間づくりプロ
ジェクトは１月下旬に実施します」

２ ＡＬＴ新規招致者について
ついて

～教育委員会の動き～

第５回教育委員会 ８月２７日（木）16:30～
報告第３号 平成２７年度教科用図書第１０選択

地区教育委員会協議会採択結果
議案第１１号 登別市公民館条例施行規則等の一部

を改正する規則について～公民館減
額使用料の変更

議案第１２号 登別市立図書館条例施行規則の一部
      改正について
      ・アーニス分館の休館日を月曜日か

ら木曜日に変更 ・市外に住んでい
ても個人への利用者カードを発行

＜情報提供・交流＞
１ 夏休み学校図書館１日限定開放の実施状況
  利用者７５名 貸出冊数１４９冊 冬休みも
  試行予定
2 登別小学校、登別中学校での国際交流について
  ・８月２６日に登別駅前で外国人観光客に向

け小学生がパンフレットを配布 ・中学生が
熊舞披露

３ 平成２７年度登別市デンマーク友好都市中学
生派遣交流事業報告について

＜意見＞
地域性を活用しての国際交流活動は有効。
曜日や時間帯を再考してはどうか。

教育相談電話（いじめ・不登校 等） ８５－００８５ （月～金）９：００～１７：００

このフォーラムは、「教育ふれあいウィーク」に合わせ、日頃から    
様々な立場で市の教育に携わる皆さんが一堂に会し、より充実した
「登別の教育」の創造について話し合い、考えを深めていくものです。

フォーラムは、出口講師による「地域とともにある学校づくり～コ  
ミュ二ティ・スクールと地方創生」と題した基調講演、教育委員会か   
らのコミュニティ・スクールの取組の概要説明、テーマに沿ったグル

ープ討議といった内容で進められます。

－６－

これからの教育や学校の在り方をじっくりと考える貴重な機会です。多
くの市民の皆さんの参観をお待ちしています。

講師の 出口
で ぐ ち

寿
とし

久
ひさ

氏
文部科学省コミュニティ・スク

ール推進員（国立大学法人北海

道大学学務部長）

３ のぼりべつ夏祭り等の特別巡回について
４ 給食センター衛生管理委員会の設置

＜意見＞
給食は第三者からの意見を聞いて一層安全性
が高まるよう常に努めてほしい。


