
選手などを招へいし、講演会などを実

施しています。

今年は、１０月１日（日）に北京オ

リンピックバドミントン日本代表の

小椋久美子

さんをお招き

してトークシ

ョーと実技指

導を実施しま

した。

登別市では、東京オリンピック・パラリン

ピックの開催をきっかけに子どもたちが

         夢を育み、ス

ポーツに対す

る興味・関心

を深めること

ができるよう

オリンピック
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ノルディックウォーキング

小椋 講師

トークショー 実技指導



  

               

－２－

グループ協議 協議内容の交流

１１月１日（水）市民会館を会場に教育
フォーラムを開催しました。小中一貫型の

コミュニティ・スクールの推進を目指し、
参加者は教育委員会からの提言や２つの学

校区からの実践発表を基に、グループに分
かれて議論を深めました。

教育委員会からの基調提言

小中で目

指す子ど

も像を共

有するこ

とが大切

協議のまとめ・助言

これまでのコミュニテ
ィ・スクールの取組を基

礎に、小・中９年間のつ
ながりをよりいっそう充

実させ、教育の質の向上
を図ることが大切です。

○家庭や地域、学校それ  

  ぞれが抱える課題は何か

○９年間で子どもたちをど

う育てていけばよいのか

登別市の「地域とともにある学校」づくり
～ 小中一貫型コミュニティ・スクールの創造 ～



日常生活を振り返り、自分を

支えてくれる人への感謝の言

葉を「ありがとうの木」で伝え合

うことにより、全校でいじめの

ないよりよい学校生活を送ろう

と考える機会となっている。

               

学校名 活動の名称 活 動 の 概 要

登 別   

小学校

いじめ撲滅  

豆まき集会

PTA 生活委員会が主体となり、全校児童から「いじめ撲滅」
「あいさつ一声」などの標語を募集し優秀作品を表彰する。表
彰後、地域ボランティアが心の鬼を追い出す豆まきを行う。

いじめゼロ   
プロジェクト

～キラキラ言葉～

登 別

中学校

あいさつ

一声運動

生徒会が主体となり登校時間帯に生徒玄関に立ち、登校す
る生徒たちに順次「おはよう。」等の声かけをする。同時に、生
徒同士でも互いに進んで挨拶するよう呼びかけている。

お茶の間会議

in 登別中

「まちづくり」などについての地域住民との話合いやふれあい
を通した、生徒と地域との絆を深める活動である。校外での地
域住民との挨拶や会話も見られるようになってきている。

幌 別
小学校

いじめ防止

標語コンクール

代表委員会（児童会）主体のいじめ防止のための標語コンク
ールである。いじめを許さないという意識を育むことを目標に取
組み、入賞作は学校だより等で保護者にも紹介している。

いじめ防止集会
標語を作成した児童自らが、その意図や思いを集会の場で

発表することにより、全校で「いじめ防止」への思いを共有す
る。校長講話により、さらにその思いを深めることができた。

幌 別
中学校

ありがとう     

の木作成

緑 陽

中学校

いじめ０
ゼロ

集会

全校を縦割り班の小グループに分け、生徒会書記局から出
されたいじめに関わるテーマに基づき討議する。「いじめを許さ
ない」という雰囲気が生徒の意識に根付き始めている。

仲間とのふれあい

フォトギャラリー

生徒会活動や学級活動、部活動で仲間と笑顔でふれあって
いる場面を写真撮影し、廊下の掲示板に貼り集めることにより、
仲間の大切さを確認できる場にしていく。

登別市では、すべての小中学校がいじめをなくす取組を進め

ています。教育委員会においても登別市校長会と連携し、いじめ

防止に向けたアピール文による啓発活動の推進やいじめ防止の

ための手引き書となる『いきいきなかよしタイム』の作成、さ

らには専門家講師を招いての教職員研修会等を開催しています。

ここでは、１５号・１６号に引き続き、市内各小中学校での

「いじめをなくす」取組について紹介します。

－３－

ありがと

うの木に

実をつけ

る

児童会学級委員会が主体となり、「いじめゼロプロジェクト」として
人から言われてうれしい「キラキラ言葉」を書いてもらい、それを
集めて大きな「ありがとう」等の文字を作成し体育館に掲示する。

いきいき なかよしタイム



○
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１０月１４日～１

１月１１日の「教育
ふれあいウイーク」

では、市内全小中学
校の学校公開や教育

フォーラム、教育講
演会などを開催しま

した。

ここでは、その中

から主な取組につい

て紹介します。

多くの市民の皆さんが参加した「教育ふれあいウイーク」

胆振教育講演会 11/6

講師 澤口 俊之 氏

教育フォーラム

○小中一貫型コミュ

ニティ・スクールに

ついて議論が深めら

れました。

幌別中吹奏楽部定期演奏会

これらの事業のほか「教育ふれあいウイーク関連

事業」として、登別市障害者福祉関係団体連絡協議

会との『特別支援教育懇談会』や『幼保小中連携協

議会』実務担当者会議を開催しています。

総合的な学習の時間

鷲別中 11/11職業体験学習発表会

西陵中 11/11

市民会館 11/1

市民会館 10/29

幌別東小

駒おどりの練習 10/28

国語の授業 登別小 10/28

算数の授業 富岸小 10/28

ガスを使った防災教育 10/28

若草小

市民会館市民会館 10/14～10/20 

特別支援学級作品展



本校のコミュニティ・スクールは

手厚い地域からの支援を生かし、新

校舎を活用した「子供・保護者・学

校・地域の可能性を広げる」学校づく

りを目指しています。

保
健
・
環
境

学
習
支
援

安
全
支
援

鷲別中学校のコミ
ュニティ・スクール
の目的は、学校と家

庭・地域が目指す生
徒像を共有し、教育
環境や教育内容を工
夫・改善することによ
り、生徒の学びを豊
かにすることです。

本校では、コミ
ュニティ・スクー
ルの組織を、
① 保健・環境
② 学習支援
③ 安全支援

の３つに分け、学校
と家庭・地域が一体
となり、様々な活動
を推進しています。

－５－

具体的には、学校・保護者・地域が一体となった「チーム鷲別」が学校改築に

よるハード面の変化、時代に対応する教育内容（ソフト面）へのニーズなどの諸

課題に対応しながら、子供の健やかな成長を促進することが大きなねらいです。

鷲別中学校のコミュニティ・スクール

○通学路清掃
○海浜清掃
○ギターマンドリン部演

奏活動
・敬老会、文化祭等

○図書ボランティアの活動

・ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ、読書活動等

○ふるさと学習

○家庭科ふれあい体験（保育

所）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

○夏・冬休みのパトロール

・警察、地域、学校との連携

○下校パトロール（４・９月）

・鷲別、若草の見守り隊

○小中合同避難訓練

鷲別漁港海浜清掃

家庭科ふれあい体験

チーム「安全」

鷲別子ども獅子舞

安心して通学できる学

校、安全に暮らせる地域

を目指しています。

学力・体力・徳力を育

てる学校・地域を目指し

ています。

子供の成長のために、

互いに連携し合う学校・
地域を目指しています。

チーム「教育活動支援」 チーム「地域連携」



なお、昨年度から登別温泉旅館組合の

ご協力をいただき実施している日帰り入浴は、

１１月１２日（日）～１９日（日）の８日間に先行

して実施しました。

登別市では、市内の小中学校が暦に

ない独自の休みをつくり、ご家族で有

意義な時間を過ごしていただくための、

『家族の時間づくりプロジェクト』に取り

組んでいます。実施は、

平成３０年１月２６日（金）～２８日（日）  

の３日間です。

この期間中に利用可能な施設と主な
特典内容は右記のとおりです。多くの皆

様のご利用をお待ちしています。

－6－

利用可能施設
子どもたちの特典内容

中学生以下 保 護 者

登別マリンパークニクス ５００円 １，２２５円

のぼりべつクマ牧場 ５００円 １，２９６円

登別伊達時代村 ５００円 １，５００円

市民プール 無 料 無 料

総合体育館 無 料 無 料

ふぉれすと鉱山（宿泊） 無 料 １人だけ無料

ふぉれすと鉱山（歩くスキー） 無 料 無 料

サンライバスキー場 １日券無料 １日券１，５００円

おもちゃの博物館
「 古趣 北乃博物館 」

無 料 無 料

郷土資料館 無 料 無 料

昨年度の家族の時間から

資料館を見学する家族連れ

教育委員会の動き

〇第６回 教育委員会〇

日 時 平成２９年９月２８日（木）

報告第６号 登別市教育委員会教育長

職務代理者の指名について

報告第７号 平成２９年第３回登別市

議会定例会一般質問について

議案第７号 平成２8 年度教育行政事務

の管理執行状況の点検・評

価報告について

議案第８号 平成２９年度全国学力・

学習状況調査「北海道版

結果報告書」への市町村

別結果の掲載について
               

〇第７回 教育委員会〇

日 時 平成２９年１０月１９日（木）

議案第９号 平成２8 年度教育行政事務

の管理執行状況の点検・評

価報告について

情報提供１ 平成２９年度登別市功労者

     及び登別市表彰の被表彰者

の決定について

情報提供２ 教育委員会広報「教育のぼ

りべつ」の発行について

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

※ 詳しい協議内容につきましては、

登別市教育委員会のホームページをご

らんください。


