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 特集：斜里町の子どもたちのこと、お伝えします！

　

①令和4年度「全国学力・学習状況調査」の結果概要～学力編～

小学校・義務教育学校6年生

≪正答数の少ない層の割合≫　※下回ることが目標

　３教科で全国・全道を上回る結果となりました。

全国との比較では 、算数の差が大きいものの 、国

語と理科の差は8.0以下となり、目標を達成するこ

とが出来ました。

≪平均正答率≫　※上回ることが目標 ≪平均正答率≫　※上回ることが目標

≪正答数の少ない層の割合≫　※下回ることが目標

　３教科で全国・全道を上回る結果となりました。

全国との比較では、小学校と同じく、数学での差が

大きいものの、国語と理科の差は8.0以下となり、目

標を達成することができました。

中学校3年生・義務教育学校9年生

 【令和4年度の斜里町の学力向上に関する総括目標（斜里町学力向上推進計画より）】　　  　
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　国語・理科に関しては、目標を達成することがで

きましたが、数学では全国・全道との差が大きくな

り、目標を達成出来ませんでした。

　３教科で全国・全道を下回る結果となりました

が、全国との差が8.0以内 、 全道との差が5.0以内

という目標を達成することができました。

■全ての教科において、⑴各教科の平均正答率及び、⑵「全国との正答数の少ない層」と同じ層を

　全国との差を「8.0」以下、全道との差を「5.0」以下にする。

　※「全国の正答数の少ない層」とは、全国の平均正答率で下位のおよそ、25%相当に含まれる正答問題数を
　　基準として、その基準内に含まれる児童・生徒の割合を示したものです。

斜里の
目標は？



学校情報
学校教育課
〒099-4192　本町12番地　電話：26-8391／ファックス：23-5354
メール 　　　shk.soumu@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト　https://www.town.shari.hokkaido.jp/kyouikuiinkai/kyouiku-top.html

　
　文部科学省が全国的に子どもたちの学力状況を把握するために小学6年生・中学3年生・義務教育
学校6・9年生を対象に実施している調査です。
　斜里町教育委員会では、子どもたち一人一人が将来生きていく上で必要な学力を身につけるため
に、学力向上を重要な施策として位置付けており、学校・家庭・地域・教育委員会それぞれが情報を
共有し継続して取り組むため 、調査結果 （教科ごとの町平均値など） を対応策などと合わせて 、今後
斜里町教育委員会ホームページで公表します。

中学校3年生・義務教育学校9年生

≪早寝・早起き・朝ごはん≫

≪学習習慣・読書習慣≫

小学校・義務教育学校6年生

≪早寝・早起き・朝ごはん≫

≪学習習慣・読書習慣≫
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②令和4年度「全国学力・学習状況調査」の結果概要～生活習慣編～
　そもそも・・・「全国学力・学習状況調査」って、何？

　朝食の習慣は全国を下回り、全道を上回りました。

早寝の習慣については、全道・全国を上回りましたが、

早起きの習慣は全国・全道を下回る結果となりました。

※気持ちの良い1日を過ごすためにも 、早起きして朝

ごはんを食べるようにしましょう。

　平日の家庭学習習慣や読書習慣の割合は、共に全

国・全道を下回りました。

※家庭学習も読書習慣も、毎日の積み重ねが大切で

す。まずは少しずつ始めてみましょう。

　平日の家庭学習習慣や読書習慣の割合は、共に全

国・全道を下回りました。

※家庭学習も読書習慣も、望ましい生活づくりに大

変重要です。まずは少しずつ初めてみましょう。

　朝食・早寝の習慣は全国・全道をやや下回り、早

起きの習慣は、全国・全道をやや上回りました。

※今後も、基本的な生活習慣が乱れないように、学

校・家庭・地域・町教委が連携して、望ましい生活

習慣の確立に当たることが大切です。

全　国 全　道 斜里町 全　国 全　道 斜里町

全　国 全　道 斜里町全　国 全　道 斜里町
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知床博物館
〒099-4113　本町49番地　電話：23-1256 ／ファックス：23-1257
メール  shiretoko-m@sea.plala.or.jp 
ウェブサイト https://shiretoko-museum.jpn.org

博物館情報

11月の休館日：3(木・祝)、7（月）、14（月）、21（月）、

　　　　　　   23(水・祝)、28（月)

皆既月食観察とスマホ撮影
講座

　月が東の空から昇り始めると間もなく月が欠け始

め、19時17分に皆既月食が始まります。約1時間

30分もの長い間、赤銅色の皆既月食が観察されま

す。今回、要望の多かったスマホを使って、天体望

遠鏡で見える月の撮影を行いますのでお持ちの方は

ぜひスマホをご持参ください。

　□日　時　11月8日（火）19:00～20:30

　　　　　　（悪天候の場合は中止）

　□場　所　博物館前

　□講　師　合地学芸員

　□服　装　暖かい服装

　◆申込先　知床博物館(23-1256)

　交流記念館ホールでははた織りの会のみなさんが

丁寧に時間をかけて織った作品を展示しています。

新作も出品されていますのでぜひご覧ください。

　□会　期　11月19日（土）まで

　□場　所　交流記念館ホール

　□観覧料　無料

はた織りの会展示
ロビー展示　

講演会
研究から見えてきた知床のヒグマのくらし

　市街地への出没や、農作物被害…そんな話題の

多いヒグマですが、森の中では木の実を食べ、木

陰で眠り、静かにたくましく生きているのだそう

です。この度は知床で調査研究を続けてきたお二

人からヒグマの調査研究と、それによって見えて

きた知床のヒグマの暮らしぶりについてお話しし

ていただきます。

　□日　時　11月26日（土）13:30～

　□場　所　交流記念館ホール

　□講　師　

　　白根ゆり（独立行政法人 北海道立総合研究機構）

　　神保美渚（独立行政法人 北海道立総合研究機構）

　　※申し込み不要

大正浪漫な山高帽子
収蔵資料展示

帽子の入れ物と山高帽子

調査を行う神保さんと白根さん

　大正時代、西洋文化の影響を受けて新しい流行を

取り入れた「モボ・モガ」（モダンボーイ、モダンガー

ルの略）の服装が流行しました。モボのファッショ

ンアイテムのひとつである「山高帽子」は、斜里で

撮影された当時の写真にも、身につけている人がよ

く見られます。今回は当博物館に収蔵されている山

高帽子を展示します。

　□会　期　11月27日（日）まで

　□場　所　博物館本館受付前

　□観覧料　無料

2022.11.01
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図書館情報
斜里町立図書館
〒099-4116　 文光町51番地　電話：23-3311／ファックス：23-0332
メール              sh.tosyokan@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト    http://www.town.shari.hokkaido.jp/library/index.htm

2022.11.01

　図書館の中を巡りながら出題される謎を紐解い

ていく謎解きゲームイベントを開催します。

　図書館で見つけた表紙も本文も真っ白な1冊の

本。突然その本の中から声が聞こえ、「自分のな

くした記憶を探してほしい」とお願いされる。は

たして、この謎の本の正体とは？

　知恵とひらめきをたよりに、すべての謎を解き

明かそう！

　無事に謎を解いてゲームをクリアした方には、

図書館オリジナルグッズをプレゼントします。

　※2020（令和2）年開催イベントの再演です。2

度目の方はぜひノーヒントクリアにチャレンジし

てみてください。

　□日　時11月26日（土）、11月27日（日）　

　　　　　12月3日（土）、12月4日（日）

　　　　　10:00～17:00

　　　　 （期間中時間内であればいつでも参加　

　　　　　  できます。内容はすべて同じです）

　□想定プレイ時間　1時間程度

　 （問題の解き具合によって前後します）

　□会　場　図書館内

　□対　象　小学生3年生以上～一般向け

　◆問合せ　図書館（23-3311）

　　　　　　または図書館カウンターまで

　※申込は必要ありません。

　2022・第76回読書週間に合わせて、保存期限の

切れた雑誌のプレゼント企画を開催中です。

　期間中、図書館で本を借りて貸出レシートをカ

ウンターに見せると、1日につき1人1回、10面の

サイコロを振ることができます。1～10の出た目

が「その日に図書館で借りた本の資料バーコード

の末尾の数字」と同じ数字だったら、お好きな雑

誌を1冊プレゼントします！

※雑誌は、種類は選べますが、巻号は選べませ　

　ん。

　たくさん本を借りれば当たる確率が上がりま

す。また、図書館の本に貼られている黄緑色のバ

ーコードの末尾の数字を1～10まですべてバラバ

ラに10冊借りれば確実にゲットできます。

　この機会にいつもは手に取らない本もぜひ見て

みてください。

　また、期間中に同じ図書館カードで企画に参加

した貸出レシートを3枚集めると、サイコロの出

目が当たらなくても、お好きな雑誌1冊をプレゼ

ントします。

　期間中、複数回の挑戦もお待ちしています！

　□期　間　～11月13日（日）

　　　　　　※雑誌が無くなり次第終了

　□受　付　図書館カウンター

　□対　象　図書館カードをお持ちの方

　　　　　　※プレゼントする雑誌は一般向けの

　　　　　　　ものです。

秋の図書館特別イベント

「サイコロで挑戦！雑誌プレゼント企画」

お礼
9月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■武山　よね子　様(朝日町)

■午来　昌　様(ウトロ高原)

■村田　良介　様(新光町)

■大谷　和男　様(埼玉県)

■匿名希望の皆様

今月のおはなし会
おはなしガーデン

　□日　時　11月10日、17日、24日

　　　　　　毎週木曜日　10:30～11:30

おはなしの花ばたけ

　□日　時　11月19日(土)　

　　　　　　毎月第3土曜日　10:30～11:00

秋の図書館特別イベント

図書館謎解きツアー
　　　　「真白の本となくした記憶」
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スポーツ情報

5

公民館ゆめホール知床（体育振興係）　
〒099-4113　　本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール　　　　sh.taiiku@town.shari.hokkaido.jp
ウェブサイト　http://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/
 　　 yumehallshiretoko/taiikushinkokakari/index.html

2022.11.01

　おじろ通信では、町内で活動するスポーツ団体、

スポーツ少年団についての情報を掲載することがで

きます。「町内での大会やイベントの告知」「一緒

にスポーツする仲間、少年団員の募集」「少年団体

験会」などの情報をドシドシお寄せください！　

　◆問合せ　ゆめホール知床 （22-2222）

　
　屋外各施設の利用について

　今年度もたくさんの方に利用いただいた、海洋セ

ンタープールや次の屋外施設が10月末日で利用終了

となりました。ご利用ありがとうございました。

　□10月31日（月）利用終了

　・B&G海洋センタープール・野球場・陸上競技場

　　テニスコート

　・町民公園及びシーサイドパークゴルフ場　

　・陸上競技ロード12kmキロ数標識を撤去　

　◆問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　(23-2911)
　
　スポーツ団体の情報募集中！！
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　下記のとおり、令和4年度後期Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の定期利用団体が決定しましたので、お知らせし

ます。なお、新たに団体利用を検討している方は、下記の表の団体利用可能時間帯（＊）を参考の上、ご相

談ください。※土・日・祝祭日は9:00～17:00までの開館となります。

　◆問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター（23-2911）・ゆめホール知床（22-2222）

　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　後期定期利用団体が決まりました

　ゆめホール知床体育振興係の「斜里町スポーツ情

報Facebook（フェイスブック）では、自主事業や

施設のオープンクローズ情報、学校体育館定期開放

利用、町内スポーツ団体等が取り組む各種イベント

や講座などの町内スポーツ情報を随時発信していま

す。ぜひご覧ください。

　フェイスブックを開いて

　  「斜里町教育委員会　スポーツ情報」 で検索　

　または下記QRコードをご利用ください。

斜里町スポーツ情報

フェイスブックページ

ファンRUNサークル
シレトコ(３月）

ファンRUNサークル
シレトコ

　たくさんのフォロー・いいね！をお待ちしてます
　 フェイスブックページ開設中！



まちかど情報
公民館ゆめホール知床　
〒099-4113　 本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール  yumehoru@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/
  yumehallshiretoko/kominkankakari/index.html

2022.11.01
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発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.10 ひろせ まさと さん

【癒しのアイテム】
＝仕事前のコーヒー
　仕事終わりのコーラ

【キーワード】
＃野生動物
＃観光案内
＃魅力発信
＃知床マスター

【癒しのアイテム】
＝仕事前のコーヒー
　仕事終わりのコーラ

【キーワード】
＃野生動物
＃観光案内
＃魅力発信
＃知床マスター

Masato Hirose
‒photographer‒

Instagram

　ひろせさんは、ホテルスタッフとして働く傍ら、SNSで知床の魅力を発信する
活動をしています。きっかけは、お客さんに言われた「あなたに聞いても分か
らないよね」という言葉。その一言に悔しさを感じてカメラを購入。公式の広
報ではない、個人の立ち位置から”自分がワクワクしたこと”を伝える活動におも
しろさを感じながら、日々情報発信を行っています。
　次第に、SNSで観光相談が来るようになり、プチ観光案内所のようにアドバイ
スを行うこともあるというひろせさん。
　今後の目標は”知床マスター”。「この人に聞けば分かる！と思ってもらいた
い」そんな想いを胸に投稿を続けています。

撮影は気の向くまま。旅行好きなこともあり、フラっと車を走
らせて良いと感じたところを撮るスタイル。

←タイ観光庁のフォトコンテストで掲載された作品。
　

ゴミをあさるヒグマの写真→
良い面だけでなく、啓発に繋がる
知床の現状も伝えています。　　

意識しているのは、観光客の方と同じ目線で発信すること。
危険なところには行かない。野生動物に近づきすぎない。
知床に来た人なら、誰でも見ることができる場所から撮影し
て発信しています。　　

斜里町にはどんな芸術家がいるんだろう？
町内の芸術家事情を突撃取材し、特集します。

8:45

二十歳の集い＆町おこし！　斜里ユースまちづくり委員会メンバー募集中！
　町内の若者サークル「斜里ユースまちづくり委員会」は、これまで成人式で卒業アルバムスライドショーの放映や

司会などの企画進行を行い、今年も準備を進めています。そこで、今年も準備を進めるにあたり、ともにアイデアを出

し合える仲間を募集します。興味のある20歳や青年層の方はぜひご参加ください！お待ちしています！

　□代　表　田原七瀬　◆問合せ　斜里ユースまちづくり委員会事務局（22-2222）

ゆめホール情報
公民館ゆめホール知床　
〒099-4113　　本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール 　　　yumehoru@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト　https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/
 　　　yumehallshiretoko/kominkankakari/index.html

　「斜里町二十歳の集い」には現在斜里を離れ住民
票が斜里町にない人も参加することができます。
　参加希望の 20 歳を迎える皆さん、あるいはその
ご家族は 11 月 30 日（水）までにゆめホール知床へ
申込みをしてください。なお、斜里町に住民票があ
る対象者はあらためて申込む必要はありません。

令和5年「斜里町 二十歳の集い」  受付開始 20歳を祝う
名称を「成人式」 から 「二十歳の集い」へ
　成人年齢は 18 歳に引き下げられましたが、斜
里町ではこれまでの成人式の対象者と同様、こ
の年に 20 歳を迎える人を対象に「斜里町二十歳
（はたち）の集い」と名前を改め式典を行います。

□式　典　令和 5年 1月 8日（日）　受付 12:30 から　開式 13:00
□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
□対象者　平成 14 年（2002 年）4月 2日 ～ 平成  15 年（2003 年）4月 1日の間に生まれた人
◆問合せ・申込み：ゆめホール知床  (22-2222)　月曜休館日・祝日を除く 8:45 ～ 17:30

は    た  ち

は     た    ち
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ゆめホール情報
公民館ゆめホール知床　
〒099-4113　　本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール 　　　yumehoru@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト　https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/
 　　　yumehallshiretoko/kominkankakari/index.html

　「じいたん」の名前で親しまれている土田英順さん。
元札響主席チェロリストで御年 85 歳。東日本大震災
で被災した子どもたちを、チャリティコンサートによっ
て支援し続けています。
　コンサートの入場料は無料ですが会場に感動箱を
置きます。寄せられた感動料は全て東日本大震災復
興支援のために寄付します。
　□日　時　 11月 3日（木･祝）  開場 16:30 開演 17:00
　□場　所　ゆめホール知床  ホワイエ
　□入場料は無料ですが、会場に感動箱を置きます。
　◆問合せ   知床ユネスコ協会 事務局
　　　　　   山内 浩彰（090-8705-4402）

知床ユネスコ音楽の夕べ

土田 英順 チェロチャリティコンサート

第 63回 町民文化祭

【舞台部門】
　□日　時　11月27日（日）   開場12:30   開演13:00
　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　□料　金　全300円 （未就学児無料）
　□取扱い　ゆめホール知床・ウトロ支所・図書館
　　　　　　11月4日（金）から
【展示部門】
　□期　間　11月26日（土）・27日（日）
　□場　所　ゆめホール知床  ロビー
　◆問合せ    斜里町文化連盟 事務局
　　　　　　本宮 尚孝（090-2811-9688）

　苦しいコロナ禍は、文化活動の意義と仲間と集い楽
しむ時間の尊さを教えてくれました。
　今年の文化祭が例年と違うのは、舞台発表を観覧の
お客さんには、初めて入場料をいただくことです。発表
者はますます張り切って舞台に立ちます。
　舞台発表プログラムと出演者、展示発表出展者など
詳しい情報は、文化祭1週間前の新聞折込みチラシで
お知らせします。

【記念式典】
　記念式典は在学する学生と関係者のみで行います。
　□日　時　11月6日（日）　10:00 ～ 12:40
　□内　容　記念公演　講師：牧野 篤 氏
　　　　　　（東京大学大学院教育学研究科教授）
【大学祭 舞台発表】
　大学祭はどなたでも観ることができます。入場無料。
　□日　時　11月6日（日）　13:00 ～ 16:00
　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　□内　容　・社交ダンス･踊り･歌のクラブ発表
　　　　　　・生きがい大学ウトロ校が取り組んだ
　　　　　　　人形劇公演の記録紹介

斜里町生きがい大学 斜里校 50 周年とウトロ校 20 周年

 記念式典 と 生きがい大学祭
 

大瀬 昇「斜里岳と知床の山なみ」展
　大瀬さんの自然を見つめるまなざしはどこまでも優
しくあたたかい。大好きな山の絵を描くのは至福の時
間。いつの間にか作品がいっぱいになりました。
　□期　間　11月11日（金）午後～ 23日（水・祝）
　□場　所　ゆめホール知床  ロビー
　◆問合せ    大瀬 昇（23-6011）

知床･わが町の魅力絵画展
　斜里町と羅臼町の幼稚園･保育園児、小学生･中学
生･高校生が、自分のまちのイメージを絵で表現しま
した。描かれたものは子どもたちの心の深いところに
刻まれている宝物ばかりです。
　□期　間　開催中 11月 3日（木･祝）まで
　□場　所　ゆめホール知床  ホワイエ
　◆問合せ   知床ユネスコ協会 事務局
　　　　　   山内 浩彰（090-8705-4402）

【大学祭 展示発表】
　□期　間　開催中 11月 9日（水）まで
　□場　所　ゆめホール知床  ロビー
　□内　容　習字・陶芸・手芸・パッチワークなど
　◆問合せ   ゆめホール知床　（22-2222）

　新型コロナ感染症予防対策として各部屋の利用
人数を制限していましたが、11月より制限を緩和し
ます。ただし、密集利用は避け、換気とマスク着用の
お願いは継続します。



ゆめホール

博物館

図書館

■ロビー展「はた織の会 展示」　～11月19日（土）
■収蔵資料展示「大正ロマンな山高帽子」　～11月27日（日）

■今月の展示　11月1日（火）～ 30日（水）
　・小学生向けおすすめ本　「めざせ、クイズ王！」
　・中高生向けおすすめ本　「恋に効く図書館」　　
　・働く大人サポート課　　「おうちトレーニング」
　・スポットライト　　　　「住まいのあれこれ」

■知床・わが町の魅力絵画展　～11月3日（木・祝）
■斜里町生きがい大学 大学祭 展示発表　～11月9日（水）
■大瀬 昇「斜里岳と知床の山なみ」展　～11月11日（金）～23日（水・祝）
■第63回町民文化祭 展示部門　11月26日（土）・27日（日）

行事の詳細はそれぞれの関連ページをご覧ください。なお（　）内の略称は次の意味です。
＜社会教育＞ゆ…ゆめホール/図…図書館/博…博物館/海…海洋センター/武…斜里町武道館
　　　　　　ス…スケートリンク/ウナ…ウナベツスキー場
＜学校＞斜小…斜里小/朝小…朝日小/ウ…知床ウトロ/斜中…斜里中/斜高…斜里高

チケット取扱い情報
ゆめホール知床　9:00～17:00　月曜休館　（22-2222）

第63回町民文化祭
■日　時　11月27日（日）
　　　　　開場12:30 開演13:00
■場　所　ゆめホール知床 文化ホール
■料　金　300円（未就学児無料）
■整理券　11月4日（金）から配布　
■取扱所　ゆめホール知床・ウトロ支所
　　　　　図書館
◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

文化の日

勤労感謝の日

おはなし
ガーデン（図）

休館日(博)

休館日(博)

斜里町民顕彰（ゆ）

「aruku&」de歩くと
（ゆ）

あるくと　で

「aruku&」de歩くと
（ゆ）

あるくと　で

土田英順チェロチャリ
ティーコンサート（ゆ）

観察会
「皆既月食観察とス
マホ撮影」（博）

はまなす保育園
お遊戯会（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

おはなしの
花ばたけ（図）

講演会「研究から
見えてきた知床の
ヒグマの暮らし」
（博）

図書館謎解き
ツアー（図）

図書館謎解き
ツアー（図）

土曜授業
（斜小/朝小）

土曜授業（ウ）

おはなし
ガーデン（図）

町民文化祭（ゆ）

斜里町生きがい
大学50周年記念
式典（ゆ）

双葉保育園
お遊戯会（ゆ）

日 土日 月 火 水 木 金 土

斜里町生涯学習カレンダー2022
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