
千歳市教育委員会だより

体力合計点は、男子・女子ともに前年度を上回った。全国を上回った種目は男子で
５種目、女子で３種目

｢からふる」は、千歳市の特色ある教育や学校の取組を広く紹介するために、年4回発行する季刊紙です。子どもたちや学校には
それぞれの特徴があります。その個性がさらに色鮮やかに輝いてほしいという願いを込めて「からふる」と名づけました。

平成27年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果

○ 調査対象･････小学校第5学年及び中学校第２学年（小学校17校　873名　中学校9校　862名）
○ 調査の内容･･･①実技に関する調査、運動習慣・生活習慣等に関する質問紙調査
　　　　　　　  ②子どもの体力向上に係る取組等に関する質問紙調査
○ 調査実施日･･･平成27年4月から7月末まで
【各種目の状況】
※全国平均を100とした時の数値をレーダーチャートで表示
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【小学校（実技）】

体力合計点は、男子・女子ともに前年度を僅かに下回った。全国を上回った種目は
男子で３種目、女子で１種目

【中学校（実技）】

※運動習慣等の質問紙調査結果については、市ホームページで公開しています。

　体力合計点では、男子は全国とほぼ同様となり
ましたが、女子は1.31ポイント下回りました。前年
度と比較すると、男子で1.07、女子で0.69ポイン
ト上回りました。
※種目別では、全国を上回ったのは、男子で握力・
上体起こし・長座体前屈・立ち幅とび・ソフトボー
ル投げの5種目、女子で握力・長座体前屈・ソフト
ボール投げの3種目。

【体力合計点】(男子/女子)
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　体力合計点では、男子は全国とほぼ同様となり
ましたが、女子は3.09ポイント下回りました。前
年度と比較すると、男子で0.43、女子で1.47ポイ
ント下回りました。
※種目別では、全国を上回ったのは、男子で握
力・上体起こし・立ち幅とびの3種目、女子で
握力の1種目。

【体力合計点】(男子/女子)
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◆◇◆◇◆教育委員会だより「からふる」は、千歳市内の小中学校に関する様々な情報をお届けします◆◇◆◇◆

平成２８年度の教育予算（案）の内訳

【歳出合計：3,295百万円】

社会教育費
555百万円

幼稚園費
231百万円

保健体育費
871百万円

学校保健、学校給
食、体育振興など 教育委員会

の運営など

教育総務費
357百万円

社会教育の振興、
青少年対策など

幼稚園教育
の振興

中学校の管理
運営など

小学校の管理
運営など

教育委員会
の運営など

教育総務費
357百万円

小学校費
890百万円

中学校費
391百万円

早期から英語に慣れ親しみ、英語によるコミュニケーション
を図ろうとする意欲や態度を育成するため、小学校の全学年
において外国語活動を実施します。また、小学校での成果を
検証し、中学校の英語科につなげるため、新たに「英語能力
判定テスト英検IBA」を全小学校の第6学年で実施します。
・小学校の外国語活動第5・6学年→全学年
・英語能力判定テスト英検IBA（全校第６学年）
・イングリッシュキャンプ　１回→２回

小学校の外国語活動を拡充します
小中学校では全普通学級に配置した電子黒板、実物投影機
等のＩＣＴ機器を活用した授業に取り組んでいます。平成2８
年度は、小学校では少人数指導用教室と特別支援学級に、中
学校では理科室と特別支援学級にＩＣＴ機器を配置するほ
か、中学校の教科書改訂にあわせて主要5教科にデジタル教
科書を整備します。
・中学校デジタル教科書
  国語、地理・歴史・公民、地図、
  数学、理科、英語

ＩＣＴ機器を活用した教育を推進します

子どもたちの学校生活における意欲や満足度を調べ、よりよ
い学級集団づくりを進めるために実施している「ハイパーＱ
Ｕ検査」をこれまでの小学校第3～6学年、中学校第1・2学年
から、小中学校の全学年に拡大して実施します。
・調査対象　小学校全学年、中学校第1・2学年（年２回）
　　　　　  中学校第３学年（年１回）

学校生活意欲等の満足度調査を拡大します
小学校13校に「学習支援員」を配置し、習熟度別少人数指導
の充実を図るとともに、各学校が策定する「学校改善プラ
ン」における取組や、学力向上検討委員会が作成した教材の
活用、長期休業中の補充学習の充実など、学力向上に向けた
取組を進めます。
・ 学習支援員等による少人数指導の充実
・ＩＣＴ機器活用による授業改善など

学力向上に向けた取組を推進します

国際理解教育を推進するため、アンカレジ市ミアーズ中学校
との相互交流を行っています。平成２８年度は市からミアー
ズ中学校への訪問を予定しており、訪問する生徒数をこれま
での１２名から２０名に拡大します。
・訪問予定時期：平成２９年1月

ミアーズ中学校への訪問交流を拡大します
学校が家庭・地域と連携しながら、子どもたちにより一層豊
かな教育環境を提供するため、平成28年度から全小中学校
で「土曜授業」を年４回実施します。
・実施予定月　4月　5月　9月　12月
・実施内容　　午前３時間の通常授業や特別活動

全小中学校で新たに土曜授業を開始します

生活面や学習面での困り感がある児童生徒への支援を充実
するため、特別支援教育支援員を増員するほか、新たに日常
的に医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校に「学校
看護師」を配置します。
・特別支援教育支援員　４２名→４3名
・学校看護師の配置

医療的ケアを行う学校看護師を配置します

いじめ防止基本方針に基づき、学校・家庭・地域・関係機関と
連携し、いじめ根絶に向けた取組を推進するとともに、不登校
対策ではスクールソーシャルワーカーの活用や学校適応指導
教室「おあしす」を通じて一日も早い学校復帰を支援します。
・いじめシンポジウム：平成２８年１１月開催予定

いじめ・不登校対策を推進します

平成28年度主な教育施策（案）の概要
平成２８年度の教育予算（案）は、総額3,２９５百万円で内訳は下記グラフのとおりです。
『学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち』をめざした取組を一層推進します。



　泉沢小学校では、６年生の総合的な学習の時間において、『見つけよう「自分・未来」』を
テーマにキャリア学習を行っています。１０月には、児童が、地域にある事業所や専門学校
等を訪問して学習する「職場見学」を行いました。授業では経験ができない施設の見学や勤
めている方々の説明を聞くことができ、身近な職業について関心を深めることができまし
た。また、１１月のAIRDO航空教室では、整備士、客室乗務員、パイロットの方々から子ども
のころの夢や仕事内容等の説明を受け、子どもたちは、目を輝かせて熱心に聞いていまし
た。この学習から、自分の夢や未来に向かって挑戦する子どもたちを育てていきます。

学校の特色ある取組を紹介します！学校の特色ある取組を紹介します！

『ＮＯ！いじめ集会』
～いじめのない学校へ～

　　　

未来の夢にチャレンジ！

『長寿会との交流会』
～地域社会との連携を図り、信頼される学校をめざして～

家庭での読書を通じて、家族のコミュニケーションを図ろうという取組です。

決まったルールやスタイルはありません。

例えば、家族みんなで読書をする時間を決めたり、大人が子どもに読み語りをしたり、

折り紙や料理の本などを一緒に読み、実際につくってみたりなど・・

　読書は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる

力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。家庭で、子どもが本に出会い、本に親しむきっかけを

つくったり、読書に関する興味や関心を高めたりできるよう「家読（うちどく）」に取り組んでみませんか。

「家読」をはじめてみませんか？「家読」
 とは？

う ち どく

職場見学の様子

ＡＩＲＤＯ航空教室の様子

千歳市 からふる 検索
千歳市ホームページに｢からふる｣のバックナンバーを掲載しています。
URL  http://www.city.chitose.hokkaido.jp/

泉沢小学校 

　高台小学校では、書記局が主催し「NOいじめ集会」を行いました。初めに各学級で作った
標語を発表しました。代表委員会による本の読みきかせ『わたしのせいじゃない』では、責任
について全校で考え意見を交流し合いました。１年生や２年生も「見て見ぬふりはしない」な
ど自分の思いをみんなの前で発表することが出来ました。最後に書記局から、高台小からい
じめを無くし、楽しい学校生活を送ろうと、NO！いじめ宣言が行われました。「いじめをし
ない・させない・みのがさない」これが高台小学校児童会の宣言です。縦割り班活動や、高
台っ子祭などを通し全校児童が仲良く過ごしていくことを確認しました。また、「千歳市な
かよしさわやかデー」のいじめシンポジウムでは高台小学校書記局がこれらの活動につい
ての提言を行いました。

高台小学校 

　北進小中学校では、『一人ひとりの子どもが生きる教育活動の推進』を重点目標に、将来、自立の基礎となる確かな生活
力を身につける専門性を生かした教育を推進してきました。毎年、北栄南長寿会のみなさんに昔の遊びを教えていただい
ています。
　今年度は２０名以上ご来校いただき、だるま落とし・紙ヒコーキ・おはじき・ヨーヨー・
竹とんぼ・コマを子どもたちとふれあいながらやさしく教えていただきました。最後に子ど
もたちがお礼に「世界に１つだけの花」を手話つきで合唱し、長寿会の皆さんに喜んでいた
だきました。これからも地域の人たちと活動をともにし、ふれあいを大切にして地域社会と
の連携をさらに進めていきたいと思います。

北進小中学校 
「ＮＯいじめ集会」の様子

北栄南長寿会の方との交流の様子
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　北陽小学校は児童数が１３６０人近くいるマンモス校のため、本の配置が乱れやすかった
り、本の痛みが激しかったり、環境整備がとても大変です。しかし、図書委員、学校図書ボラ
ンティア、学校司書などと連携して、利用しやすい図書館運営と環境整備に努めています。
　また、学校が広いため、図書館に遠い学級も多数あることから、児童図書を学級文庫とし
て、各学級に配置するという工夫も行っています。

　駒里小中学校は、来年度、小学校開校１１０周年、中学校開校６０周年を迎えます。
　ＰＴＡ教養部が中心となり、１２月１日に「餅つき会」を行いました。前日までの下準備、当
日の米蒸し、子どもたちとの餅つきの後、全員で餅料理を堪能し、今回も地域の方々のご協
力を得て、貴重な体験ができました。他に厚生部主催で５月に「花植え・歓迎会」、研修部は
広報誌「阿宇砂里」を発行するなど、すべてのＰＴＡ会員の参加を得ながら、アットホームな
雰囲気で活動を行っています。 餅つき会の様子

本を修理している様子

我が校の図書館

わたしたちの単P活動

我が校の図書館

わたしたちの単P活動

募集しています！「千歳っ子見守り隊」
　「子どもたちの安全を守り、安心して通学できるようにしたい。」そんな子どもたち
への思いを同じくするＰＴＡや町内会等の方達の協力により、平成18 年に、「千歳っ子
見守り隊」を設置しました。
　来年度は、発足 10周年を迎えますが、年々高齢化が進み、隊員数が減少しています。
そこで、保護者の皆様をはじめとした、新たな隊員を大募集しています。興味をお持
ちの方は、各小学校へご連絡ください。よろしくお願いいたします。

学校支援地域本部事業で「スケート・スキー授業支援」を行いました！
　学校支援地域本部事業は、学校・家庭・地域で子どもを育てる体制をつくり、
地域の方々に学校の支援ニーズに応じてボランティア活動をしていただく事業です。
　１月中旬から始まったスケート・スキー授業では、ボランティアが滑り方のお手
本を見せるなどの支援をしていただきました。他にも地域の方には様々なご支援・
ご協力をいただきありがとうございました。来年度もお願いします。

いじめシンポジウムを開催しました！
　11月28日（土）、北ガス文化ホールにおいて、「なかよ
しさわやかＤＡＹいじめシンポジウム」を開催しまし
た。基調講演では、プロボクシングの元チャンピオン坂
本博之氏から、ボクシングを通じた子どもたちとの触れ
合いについて、ご自身の体験に基づくお話をいただきま
した。
　その後、高台小・支笏湖小・青
葉中・北斗中の児童生徒、富丘
中の先生、市Ｐ連代表の方から
提言発表があり、全体討論で
は、会場の生徒も積極的に発言
していました。

指宿市の小学生が千歳市に来ました!
　12月25日から28日まで姉妹都市の鹿児島県指宿市
から小学６年生16名が千歳市にやって来ました！
　姉妹都市が締結された翌年から始まった両市の交流
事業は今回で2１回目となりました。
　昨年８月には千歳市の小学６年
生が指宿市を訪れて交流しました
が、今度は千歳市の児童が歓迎し
ました。子どもたちはホームステ
イやスキー体験、休暇村支笏湖で
の合同宿泊などを通して夏に結ん
だ友情をさらに深めていました。

駒里小中学校

北陽小学校

駒里小中学校

北陽小学校


