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（１）国語Ａについて（主として「知識」に関する問題）
○小学校では全国平均とほぼ同様、全道平均と同様となっ

ております。
○小学校の「伝統的な言語文化の特質に関する事項」が全

国平均を上回っております。
○中学校では全国・全道平均とほぼ同様となっておりま

す。

（２）国語Ｂについて（主として
「活用」に関する問題）
○小学校・中学校共に全国・全道
　平均より低い傾向にあります。

（３）算数Ａ・数学Ａについて（主として「知識」に関する問題）
○小学校では、全国平均とほぼ同様、全道平均と同様となっ

ており、「数量関係」が全国平均より、「数と計算」「量
と測定」「数量関係」が全道平均を上回っております。

○中学校では全国・全道平均より低い傾向にあります。

（４）算数Ｂ・数学Ｂについて（主として「活用」に関する問題）
○小学校では、全国平均とほぼ同様、全道平均と同様となっ

ており、「数と計算」では全道平均を上回っております。
○中学校では、全国平均より低く、全道平均よりやや低い

傾向にありますが、「関数」の項目については全国平均
を上回っております。

小学校では、毎日朝食を食べている割合が６９．８％で全
国８８．１％に比べ１８．３％低い状況にあります。

中学校では、毎日朝食を食べている割合が、全国及び全道
より高い状況にあります。

①「読書と作文のまち」施策の推進

②小・中学校教員相互乗り入れ事業や※ＴＴによる学
習、少人数習熟度別学習による指導の充実

                    ③家庭と連携した学習習慣や生
                    活習慣の改善に向けた取り組み

　　　　　　　　　　④放課後の学習サポートを通じた
　　　　　　　　　基礎的・基本的な内容の定着に
　　　　　　　　　向けた取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　※ＴＴ（ティームティーチング）とは、複数の

　　　　　　　　　　　　　　　教員により授業を実施することです。

平成２６年度全国学力・学習状況調査結果について

　調査の目的

１．教科に関する調査について　結果の概要

２．学習状況調査について　結果の概要 ※特徴的なものを抜粋

３．今金町の学力向上対策について

※全国及び北海道と平均正答率で比べた場合

　今金町内の小学６年生、中学３年生を対象に４
月に行われました全国学力学習状況調査の結果概
要をお知らせいたします。

　児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育指導の
充実や学習状況の改善等に役立てる。

　今年度の結果を踏まえ、今金町では学校と連携をとりつ
つ、学力向上対策として今後も次の取り組みを進めてまいり
ます。地域の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

小学校では、平日１日当たりテレビやビデオ・ＤＶＤ等の
視聴時間（テレビゲーム時間を除く）が３時間以上の児童
が60.4％と全国の38.0％に比べ22.4％高く、テレビ等の視
聴時間が長い状況にあります。

中学校では、平日１日当たりテレビやビデオ・ＤＶＤ等の
視聴時間（テレビゲーム時間を除く）が３時間以上の生徒
が47.8％と全国の31.5％に比べ16.3％高く、テレビ等の視
聴時間が長い状況にあります。

【小学校】朝食を毎日食べていますか 【中学校】朝食を毎日食べていますか
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【小学校】１日当たりどのくらいの時間、テレビ
やＤＶＤビデオを見たり、聞いたりしますか

【中学校】１日当たりどのくらいの時間、テレビ
やＤＶＤビデオを見たり、聞いたりしますか
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3.2時間以上、3時間より少ない

4.1時間以上、2時間より少ない
5.1時間より少ない
6.全く見ない
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　すがすがしく澄み渡る秋の空、でも変わりやすい

のも秋の天気ですね。ともあれ秋の夜長はご家族で

心静かに読書の秋を満喫してはいかがでしょう。

　◇町民センター図書室新着本のご案内

■一般書・実用書：新版 生きるヒント２/置かれた

場所で咲きなさい/学年ビリのギャルが１年で偏差値を

４０上げて慶応大学に現役合格した話/わさびちゃんちの

一味ちゃん/私のカントリー /コットンタイム/ クーヨン

/野菜の時間/まいろふえ/銀の匙/遺譜/野球部ひとり/明

日の子供たち/芙蓉の人/給食のおにいさん/五郎治殿御始

末/Ｌ特急やくも殺人事件/他

■絵本・児童書：冒険！発見！大迷路 妖怪大決戦/

ねずみくんのプレゼント/アンパンマンとゴミラ 他

６冊/おさかなちゃんのおいでおいで/おひさま8-9

ヨヨとネネとかいじゅうのタネ/他

　◇「いまかね図書まつり」のご案内

テーマ：ふるさとをつなぐ絵本のチカラ

期　日：平成26年11月22日（土）18：00 ～ 20：00

　　　　　　　　11月23日（日）９：00 ～ 16：00

ところ：今金町民センター

☆手の届くところに本がある幸せ～ご利用下さい☆

　　　図書室だより

顔でつながり、声でつながり
本でつながる・・・

　　
こねこちゃん広場

　　　　
今金町子育て支援センター

　　　　　　　　　認定こども園いまかね内
　　　　　　　　　　　　　　　℡82－3810

　『石の標本づくり」が行われました。

　10月4日、美利河・豊田地区を会場に「石の標

本づくり」が開催されました。函館市のNPO法人

なちゅらす（赤石哲明代表）の主催。これは地域

間の交流事業として企画され、函館市周辺から22

名、今金町内から18名の児童が参加し、川原での

自然体験を通じて交流を楽しみました。講師の日

下哉さんは元檜山北高校教諭で、地学のご専門。

子どもたちに

とっては、普段

の授業では学べ

ない貴重な体験

で、この日作成

した標本箱を大

事に抱える姿が

印象的でした。

　（写真）子どたちに指導する日下先生 

第11回
いまかね図書まつり22日（土）18：00 ～（予定）

映画「じんじん」上映
剣淵町を舞台に住民の心を「絵本」
を通して紡ぐ心優しき人々の物語。

23日（日）９：30 ～（予定）
あべ弘士氏講演会

演題「地球はどうぶつでいっぱい」
絵本『あらしのよるに』でおなじみ
絵を描きながらの楽しい講演です！

各団体のステージ発表や
展示もあります。ぜひ会
場におこしください

ふれあい相談電話は、☎82－3550です。

　朝夕の冷え込みが厳しくなってきました。いよい
よ、ストーブの活躍する季節となりましたね。季節
の変わり目は風邪をひきやすいので、うがいや手洗
いで予防しましょう。室内の温度や湿度調節にも気
を付けてください。室温は24 ～ 25度程度、湿度は
50％前後が望ましいです。室内に濡れたタオルや洗
濯物を干すのも、効果的です。
　　　　　　＊なかよしルーム　今月の予定＊

＊11/13（木）～ 身体測定
＊11/20（木）～ びりびり新聞紙遊び
＊11/27（木）～ 11月生れのお誕生会
＊12/４（木）～ クリスマスの飾り作り

　　今月の手遊び
　　　♪やきいもグーチョキパー♪

＊お知らせ＊
　●10月１日から、読んで集まる「としょぽ」が今金

町で開始されました。子育て支援センターでも、
利用者に本を貸し出した時に
シールを差し上げています。
尚、今まで使用していた町民
センター図書室との共通カー
ドも同時に使えますので、ど
うぞ、ご利用下さい。

ピリカ旧石器文化館 NO.61

通 信

 ピリカ旧石器文化館冬季休館のお知らせ

　ピリカ旧石器文化館は12月1日から翌年３月31

日までの間、冬季休館いたします。

　この期間中に見学

や体験をご希望の方

は、教育委員会社会教

育グループへご相談く

ださい。　　　　　


