
№10（平成２９年８月発行）

　本市では、平成２９年度の学校教育の４つの重点目標を掲げ、子どもたちの「生きる力」

を育むとともに、小中連携の構築をより強固なものとし、継続的・系統的な学校教育活動の

充実を図りながら、地域とともにある学校づくりを目指します。

　　　発行：芦別市教育委員会学務課

　　　☎０１２４－２２－２１１１

地域に根ざした学校教育を進めます

１面 

☆ 学ぶ力の育成 
 子ども一人ひとりが自ら課題を見つけ・学び・解決するために必要な「学ぶ力」の

育成を図ります。 

●授業における「課題」の明確化や机上の整理など学習規律・授業ルールの定着 

●家庭学習のより一層の定着・習慣化 

●漢字・数学（算数）・英語検定の検定料助成（1回） 

●学習サポート教員・特別支援教育学習支援員の配置 

●9年間を見通した教育を目指す小中学校の連携強化 

☆ 豊かな心の育成 
 生命を大切にする心や他を思いやる心など、豊かな心を持つ子どもの育成を図りま

す。 

●平成30年度より小学校において教科化される道徳教育の指導体制整備の推進 

●地域の人々の暮らしや伝統・文化などについて学習する機会の充実 

●集団的行事や奉仕活動など学校行事の創意あふれる実践・充実 

●芦別市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ根絶に向けた関係機関との連携・協力 

●スクールカウンセラーや適応指導教室による不登校児童生徒に対する学校復帰支援 

☆ 健やかな身体の育成 
 学校の特色を生かした体育活動による体力・運動能力の向上を図り、関係機関との

連携により様々な知識を身につけ、健康で安全な生活を営む能力や態度を育成します。 

●「早寝早起き朝ごはん」「望ましい生活習慣」の定着 

●縄跳びやストレッチなど「一校一実践」による体力づくり 

●がん・感染症など病気に対する知識の指導や薬物乱用防止教室等開催の推進 

●フッ化物洗口継続による歯の健康保持 

●食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるための食育指導の推進 

☆ 地域に開かれた信頼される学校づくりの推進 
 学校・家庭・地域による情報交流・共有化を図り、三者で支える教育の実現に向け

て地域ぐるみの取組を推進します。 

●学校関係者評価に基づく学校経営・教育活動の改善 

●学校支援ボランティアなど教育活動を支援する人材の募集・活用 

●教職員の指導力と資質の向上に資する研修会・講座への派遣奨励 

●生命を尊び安全に行動する習慣・能力を身につける指導 

●交通安全・不審者対策のため通学路の安全点検活動の実施継続 

１面 地域に根ざした学校教育を進めます(平成２９年度学校教育４つの重点目標) 

２面 ネット等利用の基本ルールを策定 

   ネット利用に関するアンケート結果 

３面 平成２８年度全国体力等調査結果 

   各校体力向上の取組「一校一実践」紹介 

４面 「芦別市特別支援教育研修会」開催 

４面 芦別中学校が「授業改善等支援事業」の拠点校に指定 
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２面 

 近年のネット利用の変化に伴い、小学校５年

生から中学校３年生までを対象に、平成２９年 

５月に「ネット利用に関するアンケート」を実

施しました。 

 その一部のアンケート結果をご紹介します。 

 スマートフォンや携帯電話・タブレットの所

持率は、小学生で約６５％、中学生では約８

０％となっており、そのうちＳＮＳ※の利用者

の割合（右表①）は６０％を超える結果となり

ました。 

 また、ＳＮＳの利用時間（右表②）に関して

は、2時間以上の割合が約４０％と多く、特に

中学生は帰宅時間が遅いため、６時～１０時の

間での利用が多くなっているようです。 

 アンケート結果から、スマートフォン等の普

及により小中学生の利用者・利用時間が増加し

ているため、睡眠時間や家庭学習時間の減少に

繋がってしまうことが懸念されます。 
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≪保護者の方へ(抜粋)≫ 
 

１ 持たせる場合は、子どもの成長に合わせ 

 て、利用目的を明確にする。 

２ 購入契約に当たっては、保護者が貸し与え 

 ていることを明確にする。 

３ 子どもの携帯電話やスマートフォンは、責 

 任を持って管理する。 

４ 原則、午後９時以降は保護者が預かり、 

 午前６時までは利用させない。 

５ ルールを守れなかった場合の使用中止規定 

 を設ける。 

≪児童生徒の皆さんへ(抜粋)≫ 
 

１ 情報モラルを守る。 

２ 無料通信アプリやＳＮＳ※の設定利用は保 

 護者の許可をもらう。 

３ ゲームやＳＮＳ等は、一日の利用時間を 

 １時間以内とする。 

４ 歩行中や自転車運転中は、事故防止のた 

 めに利用しない。 

５ 学校へは持ち込まない。 

６ 午後９時から翌朝午前６時までの間は利 

 用しない。 

 学校や芦別市ＰＴＡ連合会では、子どもたちをネットトラブルから守るための取組として

各種研修会などを開催しております。しかし、昨今の多種多様なネットトラブルの対応には

限界があります。 

 このため、芦別市いじめ問題対策連絡協議会をはじめとする関係機関と連携し、ネットに

よるいじめや個人情報の流出、生活リズムの乱れを防ぐための家庭の指針となるよう「携帯

電話・スマートフォン・ネット利用の基本ルール」を策定しました。 

 保護者の皆様、児童生徒の皆さん、ぜひともこの基本ルールをもとに、よく話し合い、家

庭でのルールづくりに取り組んでみてください。 

芦別市のホームページに『携帯電話・スマートフォン・ネット利用のルール』を掲載して 

いますので、ご覧ください。（芦別市ＨＰ→教育・文化・スポーツ→学校教育） 

芦別市ＨＰのＵＲＬ（http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/） 

右のＱＲコードを、携帯電話・スマートフォンで読み取りご覧いただくこともできます。 ⇒ 

※ＳＮＳ・・・ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。人と人とのつながりをサポートする

サービスで、「フェイスブック」「ツイッター」「インスタグラム」「ライン」などが挙げられます。 
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☆調査結果

【握 力(kg)】 【５０ｍ走(秒)】 

【体 重(kg)】 【身 長(cm)】 
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 この調査は、文部科学省が子ども（小学校５年生・中学校２年生）の体力の状況を把握・分析

することなどを目的に全国的に実施したもので、本市においても市内の小中学校で昨年の４月か

ら７月の間に実施しました。 

 この調査結果を基に、全国や北海道の子どもたちと比較した結果を掲載しました。 

 この調査結果を踏まえた中で、各学校において子どもたちの体力の向上を図るべく様々な取組

が行われていますので、その一部をご紹介します。本市の小中学校4校では、それぞれ体力向上

の特色ある取組として「一校一実践」を実施しています。体育授業、部活動、学校生活など、

様々な場面で取り入れられています。 

 ☆芦別小学校  ⇒「体力カードの活用」 

  ・遊びや運動で1回体を動かすごとに1マス進む。全学年1週間で15マスが目標！ 

 ☆上芦別小学校 ⇒「放課後部活動」 

  ・なわとびや持久走、色々なスポーツや運動に取り組んでいます！ 

 ☆芦別中学校  ⇒「芦中ストレッチ」 

  ・体育授業や部活動の準備体操にも取り入れられています！ 

 ☆啓成中学校  ⇒「体ほぐし・体づくり運動」 

  ・体育授業を中心に取り入れ、運動の基礎や基本の力を高めています！ 

本市の児童・生徒の体格は、身長・体重ともに全国平均を上回っています。特に、身長と体

重から割りだされる肥満傾向の割合が全国平均より高く、相対的にみて若干肥満傾向にある

といえます。 
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体力・運動能力調査は、握力、反復横とび、５０ｍ走、立ち幅とび、ソフトボール投げ（中

学生はハンドボール投げ）などの全部で８種目を実施しました。その中でも、「握力」にお

いては全国平均と同等以上の結果がでていますが、「５０ｍ走」などの走力においては低い

結果となっています。 

３面 



小中連携の取組

 昨年度までの３年間、芦別小学校が拠点校となり、ほ 

っかいどう学力向上推進事業「地域の学力向上支援事業」 

として、芦別小学校の教員が研修や先進地視察など、子 

どもたちの学力向上を図るために各種取組を行ってきま 

した。 

 今年度からの３年間、空知管内では芦別中学校をはじ 

め３校が拠点校となり、ほっかいどう学力向上推進事業 

「授業改善等支援事業」を実施しており、同じく拠点校 

である赤間小学校（赤平市）・上砂川中学校（上砂川町）と相互に連携しながら、

毎月１回３校による検討会議を行っています。 

 ７月２０日（木）には、本事業の目玉事業の一つである「管内全体研修会」を赤

間小学校・赤平市交流センターみらいにおいて開催しました。赤間小学校では算数

の公開授業が行われ、赤平市交流センターみらいでは明星大学客員教授の細水氏を

講師として迎えて講演会が開催されました。芦別中学校をはじめ、芦別市内の学校

教員も公開授業の参観をし、細水客員教授の貴重な講演を聴くことができました。 

 今後も、各拠点校をはじめ市内の小中学校とも連携しながら、子どもたちの学力

向上を図るための取組を行っていきます。  

 ５月１９日（金）市役所３階第１会議室において、市 

内各小中学校の校長・教頭をはじめ特別支援教育に携わ 

る先生、学習支援員※、教育委員会職員など２０名以上 

が参加し、それぞれの資質向上を図ることを目的として 

『芦別市特別支援教育研修会』を開催しました。 

 その後、学校法人国際学園星槎国際高等学校の初代校 

長であり、同校相談役及び同学園星槎大学非常勤講師で 

もあります『跡部 敏之』氏を講師に迎え「特別支援教 

育の推進について」と題し、貴重な講演をしていただき 

ました。参加者は、学習支援員の役割や通常の学級における支援、学習においてつ

まずき感や困り感のある子どもたちに対して適切な学習支援を行うことなど、特別 

              支援教育における今日的な課題について学びまし 

              た。 

               今後もこの研修で学んだことを生かし、子どもた 

              ち一人ひとりの特性に応じたきめ細やかな学習支援 

              を行っていきます。 

 

 教育だよりは、本市の学校教育の現状や課題、さまざまな政策や取組などを広く市民の皆さんに

知っていただき、情報を共有化するため年２回発行しています。 

 本市の学校教育の向上に関するご意見を「郵送」、「ファックス」、「電子メール」（様式自由）

にてお寄せください。 

【送付先】〒075-8711 芦別市北１条東１丁目３番地 芦別市教育委員会学務課学校教育係 

【電話】0124-22-2111 【ファックス】0124-22-9696 

【 電子メール】gakumu@city.ashibetsu.hokkaido.jp 

※学習支援員・・・通常学級の学習において、つまずき感や困り感のある子どもたち

に対し、個々にあった適切な学習支援を行うことを業務とし、市内各小中学校に1名

ずつ配置しています。 

４面 

https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&rlz=1T4NDKB_jaJP588JP591&tbm=isch&imgil=l0h7dQ9L9kMUNM:;Dg_87nuvcNf4mM;http://www.city.omuta.lg.jp/kouhou-web/14-06-15/tokusyu_14.htm&source=iu&pf=m&fir=l0h7dQ9L9kMUNM:,Dg_87nuvcNf4mM,_&usg=__IT5R2ZfJJzVDaqUhxt2baQOIXRU=

