
問
い
合
わ
せ

今
金
町
教
育
委
員
会

☎
８
２
ー
３
４
８
８

学
び
の
道
標
べ

学
び
の
道
標
べ

12

今
月
の
特
集

行

政

情

報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
行
事
予
定

学
び
の
道
標
べ

情
報
か
わ
ら
版

（１）国語Ａについて（主として「知識」に関する問題）
○小学校では全道全国平均より低くなっております。○小学校では全道全国平均より低くなっております。
○中学校では全道全国平均と同様となっております。○中学校では全道全国平均と同様となっております。
○中学校の「伝統的な言語文化の特質に関する事項」につ○中学校の「伝統的な言語文化の特質に関する事項」につ

いては、全道全国平均を上回っております。いては、全道全国平均を上回っております。

（２）国語Ｂについて（主として
「活用」に関する問題）
○小学校では全道全国平均より○小学校では全道全国平均より
　低くなっております。　低くなっております。
○中学校では全道全国平均とほぼ○中学校では全道全国平均とほぼ
　同様となっております。　同様となっております。
○中学校の「話すこと・聞くこと」○中学校の「話すこと・聞くこと」
　「書くこと」「読むこと」について　「書くこと」「読むこと」について
　は、全道全国平均を上回っております。　は、全道全国平均を上回っております。

（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、全道平均と同様、全国平均よりやや低くなっ小学校では、全道平均と同様、全国平均よりやや低くなっ

ており、「量と測定」が全道全国平均を上回っております。ており、「量と測定」が全道全国平均を上回っております。
○中学校では全道平均とほぼ同様、全国平均と同様となっ○中学校では全道平均とほぼ同様、全国平均と同様となっ

ており、「関数」「資料の活用」については、全道全国ており、「関数」「資料の活用」については、全道全国
平均を上回っております。平均を上回っております。

（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、全道全国平均より低くなっております。○小学校では、全道全国平均より低くなっております。
○中学校では、全道平均よりやや低く、全国平均よりやや○中学校では、全道平均よりやや低く、全国平均よりやや

低くなっております。低くなっております。
（５）理科について
○小学校では、全道平均とほぼ同様、全国平均よりやや低

くなっております。
○中学校では、全道全国平均と同様となっております。
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小学校では、２時間以上読書をする割合が全道・全国を上小学校では、２時間以上読書をする割合が全道・全国を上
回っているが、児童の55％が10分以下（全く読書をしない回っているが、児童の55％が10分以下（全く読書をしない
37.5％を含む）の読書時間となっています。37.5％を含む）の読書時間となっています。

①「読書と作文のまち」施策の推進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                    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                    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　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　基礎的・基本的な内容の定着に
　　　　　　　　　向けた取り組み　　　　　　　　　向けた取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ＴＴ（ティームティーチング）とは、複数の※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。　　　　　　　　　　　　　　　教員により授業を実施することです。

平成２７年度全国学力・学習状況調査結果について平成２７年度全国学力・学習状況調査結果について

　調査の目的　調査の目的

１．１．教科に関する調査について　結果の概要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※特徴的なものを抜粋

３．今金町の学力向上対策について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※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　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。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　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。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　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。ます。地域の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

中学校では、２時間以上テレビ等を視聴している割合が中学校では、２時間以上テレビ等を視聴している割合が
69.4％と全道・全国に比べ12 ～ 14％高い状況にあります。69.4％と全道・全国に比べ12 ～ 14％高い状況にあります。

中学校では、２時間以上テレビゲーム等をしている割合が中学校では、２時間以上テレビゲーム等をしている割合が
53％と全道・全国に比べ12 ～ 17％高い状況にあります。53％と全道・全国に比べ12 ～ 17％高い状況にあります。

今金町今金町

北海道北海道

全　国全　国

今金町今金町

北海道北海道

全　国全　国

今金町今金町

北海道北海道

全　国全　国

【小学校】学校の授業以外に１日当たりどれくら【小学校】学校の授業以外に１日当たりどれくら
いの時間、読書をしますかいの時間、読書をしますか

【中学校】１日当たりどのくらいの時間、テレビゲー【中学校】１日当たりどのくらいの時間、テレビゲー
ム、携帯式ゲームや携帯を使ったゲームをしますかム、携帯式ゲームや携帯を使ったゲームをしますか

1.2時間以上1.2時間以上
2.1時間以上、2時間より少ない2.1時間以上、2時間より少ない
3.30分以上、1時間より少ない3.30分以上、1時間より少ない

4.10分以上、30分より少ない4.10分以上、30分より少ない
5.10分より少ない5.10分より少ない
6.全くしない6.全くしない

1.4時間以上1.4時間以上
2.3時間以上、4時間より少ない2.3時間以上、4時間より少ない
3.2時間以上、3時間より少ない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4.1時間以上、2時間より少ない
5.1時間より少ない5.1時間より少ない
6.全くしない6.全くしない

【小学校】１日当たりどのくらいの時間、テレビ【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、聞いたりしますかやＤＶＤビデオを見たり、聞いたりしますか

今金町今金町

北海道北海道

全　国全　国

0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%

1.4時間以上1.4時間以上
2.3時間以上、4時間より少ない2.3時間以上、4時間より少ない
3.2時間以上、3時間より少ない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4.1時間以上、2時間より少ない
5.1時間より少ない5.1時間より少ない
6.全く見ない6.全く見ない

37.537.5 15.015.0 25.025.0 5.05.0 17.517.5

小学校では、２時間以上テレビ等を視聴している割合が小学校では、２時間以上テレビ等を視聴している割合が
77.5％と全道・全国に比べ15 ～ 18％高い状況にあります。77.5％と全道・全国に比べ15 ～ 18％高い状況にあります。

【中学校】１日当たりどのくらいの時間、テレビ【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、聞いたりしますかやＤＶＤビデオを見たり、聞いたりしますか

1.4時間以上1.4時間以上
2.3時間以上、4時間より少ない2.3時間以上、4時間より少ない
3.2時間以上、3時間より少ない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4.1時間以上、2時間より少ない
5.1時間より少ない5.1時間より少ない
6.全く見ない6.全く見ない

22.022.0 17.617.6 22.522.5 24.024.0
12.112.1

1.81.8

19.219.2 16.916.9 23.123.1 25.325.3
13.513.5

1.91.9

34.734.7 20.420.4 14.314.3 14.314.316.316.3

16.416.4 15.915.9 24.524.5 26.326.3
14.614.6

2.12.1

14.614.6

2.02.0
27.627.625.225.215.515.515.015.0

12.512.5 7.57.5 17.517.5 7.57.5 17.517.5 37.537.5

7.77.7 10.110.1 18.718.7 24.824.8 15.515.5 23.323.3

7.57.5 10.110.1 20.120.1 26.526.5 15.815.8 19.919.9

16.316.3 10.210.2 26.526.5 14.314.3 24.524.5 8.28.2

13.613.6 10.910.9 16.916.9 21.021.0 23.523.5 14.014.0

11.011.0 9.59.5 15.815.8 21.521.5 25.825.8 16.216.2

0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%

0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100% 0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%0%        　20%       　40%       　60%       　80%       　100%
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ふれあい相談電話は、☎82－3550です。

『11月のひと』～ミヒャエル・エンデ　

                          1929.11.12 ～ 1995. ８.28

　児童文学作家。ドイツに生まれる。「真の豊かさとは

なにか」を問いかけた『モモ』や『はてしない物語』

は現在も世界中で愛されている。

 その月に生まれたり、亡くなったりした作家を「今月

の人」としてご紹介しています。

■北海道立図書館コーナー（図書室内）

３００冊の本が入れ替わりました！！ 

実用書（健康、手芸、趣味、料理、家事 etc.）

一般書（ミステリー、現代小説、時代小説 etc.）

児童書（絵本、物語、童話 etc.）などなど

町民センター図書室に蔵書していない本が書棚に並び

ました。

設置期間は11月～ 3月末までです。ご利用下さい。

■町民センター図書室新着本のお知らせ

【実用書・一般書】

北海道生活「収穫の秋野菜畑とレストラン」/

Ho!秋だから十勝へ/北海道すてきな旅CAFE'/余命/

覚えておきたい！暮らしの基本100 /

クーヨン「わがまま」こそ成長のチャンス/

＆プレミアム「スタンダード」/コドモエ「絵本育」/

私のカントリーやっぱりアメリカンカントリーは気持ちいい/

うかたま10年間でつくって食べておいしかったレシピ/

Haru-mi 秋 こねないパンができました/

日本人の知らない日本語４（海外編）/

その女アレックス /起終点駅ターミナル/一路/

八月の博物館/横道世之介/和菓子のアン/砂冥宮/

処刑軍団/ ウォームハートコールドボディ /

幽霊相続人/ささらさや/あん/

君がいるときはいつも雨/キャベツ炒めに捧ぐ/

あきんど百譚 さくら/ぶどうのなみだ/他

【絵本・児童書】

おひさま 10 ～ 11月号/きりんがくる日/

どさんこうまのふゆ/

☆手の届くところに本がある幸せ～ご利用下さい☆

　　　図書室だより図書室だより

顔でつながり、声でつながり顔でつながり、声でつながり
本でつながる・・・本でつながる・・・

♪今月の手遊び♪「やきいもグーチーパー」

＊インフルエンザ予防接種のシーズンです＊

インフルエンザの発生する季節が近づいてき
ました。こどもの場合は、１シーズン２回接
種が標準です。
接種してから、２週間以上たたないと効果が
あらわれないので、接種するかたは12月の流
行期に入る前にすませましょう。ただ、アレ
ルギーのあるお子さんの場合、受けられない
こともあります。医師とよく相談してからの
方がよいと思います。

　一日の中でも朝夕と日中の気温差が大きくなる
季節になりました。暖房器具を使用することが多
くなると、空気が乾燥しウイルスが増えるのに格
好の条件になります。元気に冬を乗り切る為に、
規則正しい食事や睡眠はもちろんのこと、外出や
食事前にはうがい・手洗いを欠かさない様に心が
けましょう。

・11/12（木）～子育て講演会（11/ ５に申込み締切です）

・11/19(木)～親子クッキング(11/５に申込み締切です)

・11/26(木) ～ 11月生まれのお誕生会

・12/ ３(木) ～身体測定

＊なかよしルームの予定＊なかよしルームの予定＊なかよしルームの予定＊なかよしルームの予定

こねこちゃん広場こねこちゃん広場
今金町子育て支援センター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認定こども園いまかね内　℡ 82-3810

　すっかり秋になってきました！毎年思いますが、紅葉
は本当に綺麗ですね。特にアリゾナ州出身の私は地元で
紅葉を見る機会がほとんどなく、大学生のころ、標高の
高い北アリゾナに行って初めて紅葉の秋を見ました。毎
年、紅葉を当たり前に見る今金町のようなところは本当
にいいですね。
　秋といえば、今金八幡宮例大祭ですね。私にとっては
初めての体験で、鳳凰山に参加させてもらいました。数
週間前から夜に太鼓や笛の音が聞こえてきていて、私は
それが祭りの関係だとわかっていましたが、実際にどう
いうふうに披露されるかわかりませんでした。日曜日の
夜に発表会かなにかを行うイメージがあったのですが、
予想外に子どもたちが土曜日も日曜日も山車を引きなが
ら、ずっと演奏を頑張っていました。特に日曜日は朝
から晩までの1日の予定だったので、小さい子どもたち
が疲れるんじゃないかと心配しましたが、最後まで元気
いっぱいで、頑張った子どもたちの方が私よりも生き生
きとしていました！
　鳳凰山の仲間のお蔭で、笛も少し吹けるようになった
し、素晴らしい太鼓合戦を山車の上から見る経験もでき
たし、とても思い出に残る楽しい週末になりました。そ
して最大イベントの太鼓合戦で精いっぱい頑張った人々
にたくさんの元気をもらい、鳳凰山の勝ちが決まった瞬
間が最高に嬉しかったです。長い週末でしたが、鳳凰山
や地域の皆さんと楽しく交流できて、とてもよかったで
す。皆さん、お疲れ様でした！来年も楽しみですね！

質問やコメントありませんか？お待ちしています！
✉amanda.moline@town.imakane.lg.jp

国際交流推進アドバイザー アマンダの

＊アマンダ日記＊ダ
あ ま ん だ に っ き

No. ６

p12_13.indd   13p12_13.indd   13 2015/11/04   16:16:252015/11/04   16:16:25


