
   

日時：平成30年1月26日 10：00～ 

場所：幌延町役場 大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 題 

（１） 平成２９年度幌延町教育行政の取組状況について 

 

 

 

（２） その他 

 

 

 

３ 閉 会 

 



○ ❏ ☆複数教員による少人数指導の充実に努める

（幌小：全学年…国語･算数、理科は３～６年）

❏ ☆基礎･基本の反復繰返し指導の充実を図る
❏ ☆発表を中心とした表現力の育成に力を入れる
❏ ☆掲示物、視覚的教材などの工夫を図る

☆朝の活動ﾀｲﾑ(漢字･計算･音読等)の定着を図る
❏放課後学習の充実 ☆家庭学習の工夫と定着に努める

○ 学習成果の活用 ❏全国学力･学習状況調査の結果分析 ☆
❏各学校における学校改善プランの作成
❏NRT、CRT検査の実施、結果分析

○ 道徳教育の充実 ❏ ☆
❏
❏ ☆副読本、教材の効果的活用を図る
❏ ☆人、物、動植物を大切にする気持ちを育てる
❏ ☆
❏タブレットＰＣの上手な使い方

○ 中体連部活動支援 ❏中体連部活動支援 ☆

❏問寒別中学校（バドミントン） ☆

○ 特色ある教育活動の推進 ❏ ☆
❏
❏ ☆
❏
❏ ☆町内福祉施設との交流を行う
❏ ☆職場体験学習の実施（幌中:稚内12事業所）

○ 情報教育の推進 ❏ ☆
❏テレビ会議システムを活用した学校間交流授

業の実施 ☆
❏
❏ ☆
❏各小中学校へ情報通信機器を導入

・ 教師用ノートＰＣ　　　　　48台 ☆
・ 教育用デジタルコンテンツ　一式
・ テレビ会議システム（幌中）増設 ☆

○ 国際理解教育の推進 ❏ ☆

❏生きた語学を学ぶ機会の提供 ☆
・外部講師（キャシィ氏）　 17回

○ 特別支援教育支援員配置 ❏幌延小学校　2名配置 ☆
・1日5時間、週5日、年40週
・平成18年度から幌小に配置

○ 学校施設の整備 ❏幌小校庭遊具修繕 880千円 ☆各学校について、計画的な改修を進める
❏幌小窓ガラス入替改修 566千円 ☆
❏幌中ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ等ﾗｲﾝ改修 1,002千円
❏幌中ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾜｲﾔｰ改修 1,728千円
❏各小中学校校内ＬＡＮ改修 10,260千円

支援員の設置により新入学児童が早期に学校生活
に慣れ、スムーズな学級経営を図るとともに、他
の支援を要する児童についても適切な指導を行う

安心･安全で、環境にやさしい学校づくりを推進す
る

情報教育センターの運営、研究推進

情報機器を活用した授業の計画的、効果的取り組
みと機器操作できる教師の育成を図る

日常生活での約束や決まりを守る行動、態度を養
う生徒指導を進める体験活動の推進

心のノートの効果的活用

交流･ボランティア活動の実施　
福祉施設の訪問

・委託ＡＬＴ（マーク氏）　 94回

ＡＬＴや近隣の外国の生活経験のある講師を招へ
いし、日常会話など簡単なコミュニケーシヨン能
力の育成、異文化に親しむ機会を提供する

全児童生徒が縦割りの集団活動で小中高学年に積
極的な行動を促す

情報機器購入に際し、先進地視察を行い理解を深
める

小学校の外国語活動、中学校の英語学習の充実を
図る

基礎･基本の繰返し学習、ＴＴの導入、複式
教育の授業技術の向上

総合学習･職場体験等の実施

小中併置による9年間の一貫指導

幌延中学校（陸上･バドミントン･吹奏楽･剣
道･スキー）

小学校外国語(5･6年)･総合的学習(3･4年)、
中学校教科学習時間によるＡＬＴ(外国語指
導助手)の活用、近隣町村の人材活用

電子黒板を活用した公開授業の実施
電子黒板を活用した授業を参観日等にて公開し、
視覚に訴える「わかる授業」の展開を図る

教員向けのタブレット研修会を開催し、教員のス
キル向上を図る

調査結果の分析を行い、目標、改善方法、実施計
画、評価方法を示し、日常学習における改善方法
と工夫を図る

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用した調べ学習

もちつき集会事業（豊かな心の育成）の実施

生徒数の減少により、集団活動が難しいため、幌
延中学校と合同で部活練習を行う

情報機器の効果的活用により、基本的な情報活用
能力の育成を図る

自らの表現する力、言語感覚の基礎を育てる

児童生徒が情報社会に生きるための基本的情報活
用能力の育成を図る

別紙１　学校教育の取組み

個に応じた指導方法工夫
改善

部活動は学年や学級の所属を離れ、共通の目的を
持って活動するところで、集団活動を通して健全
育成、体力の向上、生きる力の向上、また教師と
生徒、生徒同士の人間関係を築くことができる

情報モラル教室を開催し、正しい使い方と理解に
努める

事業内容

きめ細かな指導の充実

よりよい生き方の自覚を促す道徳教育

情報機器の活用

定数加配によるＴＴ(ﾃｨｰﾑ･ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ）の推進
　(幌小2名加配)

豊かな人間性や社会性を育む

情報機器を活用した環境づくりと学習活動

個別事業名 備考



○ 学習機会の提供 ❏ふるさと自然体験チャレンジ事業の実施 ☆ふるさとの自然や歴史･文化に親しむ
年９回開催 ☆自分の住む地域を再発見し、大切にする心を育てる

☆郷土を愛し、誇りに思う心を育む

❏ ☆長期休業中における望ましい生活習慣の定着を図る
　　　　　　　（冬休み期間1/10～12）

❏生きた語学を学ぶ機会の提供 ☆
ＡＬＴ（マーク氏）の活用

❏ワラベンチャー問寒クラブ事業

❏書道文化の振興と心象館の活用 ☆
書道研修　年 ９回開催
書道教室　年 ９回開催 ☆
※天候不順により１回中止

❏生きがい教室の開催 ☆定期的な開催により、学習や語らいの場を提供する

　年６回開催　

○ 芸術･文化鑑賞会の提供 ❏舞台芸術鑑賞事業 ☆
｢東京ブラスタイル｣公演

❏親子ふれあい人形劇
人形劇団「えりっこ」公演

❏町内子どもの集い
巡回小劇場「あらしのよるに」

❏生涯学習講座兼生きがい教室
映画鑑賞「向日葵の丘 1983年･夏」

❏心象館音楽の夕べ
「ホラネロ コンサート」ほか

○ 住民の社会参画活動を促進 ❏住民参画活動 ☆
町民スキー大会、町民フットサル大会

○ スポーツ施設等補修事業 ❏体育施設の整備･改修等 ☆各施設について、計画的な改修を進める
問寒別ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場管理棟購入 5,173千円 ☆
問寒別ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場芝刈機購入 1,836千円
総合体育館暗幕装置修繕 583千円
スポーツ公園高圧気中開閉器取替修繕 730千円
スポーツ公園ゲートボール場修繕 4,806千円
開進地区体育館解体工事 6,469千円

○ 子どもの健全育成の推進 ❏放課後子ども教室推進事業 ☆

☆

幌延小 27人、指導員 3人 開催37日 ☆
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4名）

問寒別小 17人、指導員 5人 開催43日
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 9名 内中学生 1名）

○ コミュニティー活動の推進 ❏心象館ギャラリー展＆書カフェ ☆
・ ギャラリー展　　　５回実施（２回予定）
・ 書カフェ利用者　　延437名

○ スポーツ活動の振興 ❏各種スポーツ団体との連携と育成 ☆

地域のボランティアと児童の交流が図られ、安心･
安全な地域づくりに役立てる
子どもたちにケガや事故のないよう自主活動を見守
る安全指導員の確保に努める

スポーツ推進委員･スポーツ指導員･体育協会･各種
スポーツ団体との連携を図り、スポーツ教室や各種
大会を企画し、実施する

安心･安全で、環境にやさしい施設づくりを推進す
る

心象館(幌延町名誉町民金田心象先生の足跡と作品
紹介）の施設運営と入館者の拡大に努める

個別事業名

日頃、芸術鑑賞機会が少ない地域性の中、舞台芸術
に接し、感動や生きる力、地域の文化振興を図る

体協加入団体以外のサークルに、社会体育事業への
参画を促す

備考事業内容

心象館の空間を有効活用し、個人及び文化サークル
等の活動を発表する機会を提供する

交通安全学習･町内視察･健康体操教室･映
画上映会･新春演芸会･ヨガ教室

幼少期の子ども達にネイティブスピーカーを通して
英語に慣れ親しむ機会を提供する

別紙２　社会教育の取組み

朝活事業の実施（夏休み期間7/27～8/3）

野鳥観察会･地引網＆海釣り体験･ホタル
＆ザリガニ観察会･カヌー体験、酪農体
験･草木染め体験･クリスマスリース作
成･スノートレッキング･雪と遊ぼう

小学生を対象に異年齢の児童35名の登録、23人のス
タッフで、放課後の安心安全事業を進める地域の大人の協力で、子どもたちととも

に勉強やスポーツ･文化活動･交流活動等
の取り組みを推進する。

書道研修事業（小中学生23年目）を通して、書道文
化の振興を図る



小学校
国語Ａ 全国 全道 幌延
H27 70.0 68.1 69.5
H28 72.9 71.0 74.6
H29 74.8 74.0 70.0

小学校
国語Ｂ 全国 全道 幌延
H27 65.4 63.0 46.8
H28 57.8 56.0 66.3
H29 57.5 56.0 46.0
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小学校
算数Ａ 全国 全道 幌延
H27 75.2 72.3 69.7
H28 77.6 75.3 74.2
H29 78.6 77.0 78.0

小学校
算数Ｂ 全国 全道 幌延
H27 45.0 42.5 36.4
H28 47.2 44.5 45.2
H29 45.9 44.0 41.0
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中学校
国語Ａ 全国 全道 幌延
H27 75.8 75.8 78.6
H28 75.6 75.1 76.3
H29 77.4 77.0 75.0

中学校
国語Ｂ 全国 全道 幌延
H27 65.8 65.7 66.7
H28 66.5 65.0 68.8
H29 72.2 72.0 75.0
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中学校
数学Ａ 全国 全道 幌延
H27 64.4 63.0 79.6
H28 62.2 61.8 62.4
H29 64.6 64.0 61.0

中学校
数学Ｂ 全国 全道 幌延
H27 41.6 39.7 54.7
H28 44.1 43.3 45.4
H29 48.1 47.0 51.0
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