
令和元年度生徒数 全校 40名
1学年14名 2学年15名 3学年11名









校長

(令和2年度もスタッフは変わりません)

★図書館司書
(兼務)

★ＡＬＴ 4名

教頭 事務職員 校務補

教諭 教諭 教諭
養護教諭

教諭
教務主任

教諭 2年担任
生徒指導主事

教諭
3年担任

教諭

教諭

支援コーディネーター

教諭
1年担任



データと観察結果をもとに、重点目標の
達成を目指して点検Ｃ→改善Ａ→計画Ｐ

職員会議 実行

分掌部会・特別委員会
(いじめ不登校対策・教育課程編制・学校評価・教育支援・校内推薦・学校保健)

企画委員会
（校長・教頭・教務主任・生徒指導主事）











別海型コミュニティ・スクール
～地域の子どもは地域が育てる～

模範解答はない

各地区の中に解答

信頼関係ある対等な

パートナーシップの

構築

CSはツール
目的は『めざす子ども像』

持続可能な
組織と取り組み



地域と共に目指す子ども像
みんな、野付の子 さあ、つながろう！

◇あいさつのできる子

◇ルールや約束を守る子

◇思いやりのある子

◇失敗を恐れず挑戦する子

アマモとおもちで覚える











ネイチャーセンターでは避難訓練 &
野付半島に関わる学習会も実施



ネイチャーセンター発行
野付半島解説カード

36年間続くクリーン作戦が
日本善行会の表彰に
ノミネートされました！









9/26 鮭の採卵実習(2学年)
根室管内さけ・ます増殖事業協会ふ化場



9/6 北方領土学習(2学年)

北方四島交流センターニホロ



5/29











野付幼稚園野付中学校

野付小学校

H28野付中の
郷土学習・水産学習
を「野付学」に整理

H28野付幼の
季節・自然遊びを
「野付学」に整理

H23野付小が「野付学」
プログラムを系統化

漁協
ふるさとに戻って起業
した卒業生など 農業従事者商工会

役場支所
東公民館

野付半島
ネイチャー
センター



氏 名 所属（役職） 地区

１ 尾形 義弘 男 漁業従事者 別海消防団第三分団長 尾岱沼

２ 齊藤 秀人 男 漁業従事者 連合町内会監事 尾岱沼

３ 伊勢 明 男 尾岱沼歯科診療所 所長 尾岱沼

４ 村山 哲唯 男 漁業従事者 床丹

５ 平尾 円樹 男 漁業従事者 床丹

６ 松舘亜以子 女 SWEETS工房 MARUCA経営 平成

７ 上林 亨 男 漁業従事者 春別

８ 島崎 哲也 男 尾岱沼商工振興会 事務局 尾岱沼

９ 日吉千香子 女 連合町内会 事務局 尾岱沼

１０ 鈴木 桃子 女 連合町内会 子ども会役員 尾岱沼

１１ 田中 健太 男 尾岱沼駐在所 所長

１２ 安達 浩司 男 野付漁業協同組合 参事

１３ 福原 義人 男 別海町東公館長・尾岱沼支所長

１４ 音川 忠志 男 野付幼稚園 園長

１５ 奥村 繁義 男 野付小学校 校長

１６ 飯田 雄士 男 野付中学校 校長

１７ 大森 理恵 女 野付幼稚園 主査

１８ 丸山 宣雄 男 野付小学校 教頭

１９ 小森 和則 男 野付中学校 教頭

2019年野付中学校 地域との連携・協働で実施した教育活動
実施日 対象 教育活動内容 別海町・尾岱沼地区連携団体

通年 生徒玄関ふれあいギャラリー 尾岱沼在住写真家さん

通年 部活動・少年団 各文化・スポーツ団体指導者

通年 全学年 本の読み聞かせ・図書室整備 読み聞かせサークル「ねぎぼうず」

12月16日 1,2学年 心の授業 町内スクールカウンセラー

12月6,13日 2,3学年 生と性の学習 町母子健康センター 助産師

12月12日 全学年 スマホ安全教室 野付学校区学校運営協議会

12月 4日 1学年 小中CS合同まわし読み新聞 野付学校区学校運営協議会

12月 4日 全学年 ベトナム研修生との交流会 尾岱沼の水産会社

11月26日 全学年 食に関する授業 町内栄養教諭

11月22日 1学年 異世代交流 尾岱沼・床丹長寿会 東公民館

11月22日 1,2学年 心の授業 町内スクールカウンセラー

11月21日 全学年 歯の学習会 町母子健康センター歯科衛生士

11月9日 地区文化祭芸能アラカルト 各町内会・別海町東公民館

11月14日 全学年 防犯教室 尾岱沼駐在所

11月1日 1学年 郷土料理実習 野付漁協女性部

10月4日 3学年 手話教室 別海手話の会

9月26日 2学年 鮭の採卵実習 さけます増殖事業協会

9月24日 全学年 幼小中合同避難訓練 野付学校区学校運営協議会・きらくる

9月12,13日 2学年 職場体験実習 野付学校区学校運営協議会・各事業所

9月9日 3学年 保育実習 認定こども園野付幼稚園

9月2日 全学年 行政相談出前授業 町内行政相談員

8月29日 1,2学年 植樹「森と川と海はひとつ」 野付漁業協同組合

8月21日 全学年 防災講演会 尾岱沼地区自主防災組織・商工振興会

7月29～31日 神社祭・相撲大会 各町内会

7月4日 3学年 アマモの学習 野付半島ネイチャーセンター

6月19日 1学年 あさりの移植実習 野付漁業協同組合

6月18日 2学年 高校説明会 別海高等学校など

5月29日 3学年 ホタテの燻製づくり 野付漁業協同組合

5月27日 全学年 野付半島での津波避難訓練 別海町役場防災担当

5月27日 全学年 野付半島に関わる学習会 野付半島ネイチャーセンター

5月27日 全学年 野付半島クリーン作戦 別海町役場産業振興部

4月27日 1学年 子どもまつりへの運営協力 別海町東公民館

4月15～17日 全学年 チカの採卵実習 野付漁業協同組合

2月21日 1学年 キャリア講話 野付学校区学校運営協議会

2月3日 全学年 東部スケート大会 スケートリンク運営委員会







６月平均 １２月平均 質問内容 肯定４～否定１

◎ 3.63 ◎ 3.71 住んでいる地域の行事に参加していますか (本年全国2.48)

◎ 3.50 ◎ 3.68 住んでいる地域に、誇りや愛情をもっていますか

〇 3.34 ◎ 3.55 住んでいる地域について、
外国の人にもっと知ってもらいたいですか

〇 3.05 〇 3.26 住んでいる地域の歴史や自然について関心がありますか

▼ 2.97 〇 3.08 住んでいる地域や社会をよくするために、
何をすべきか考えることがありますか (本年全国2.29)



「野付学」でつなぐ郷土の夢
幼小中一貫ふるさとキャリア教育

令和元年度キャリア教育推進連携表彰で
全国最優秀賞を受賞

02.01.15
国立オリンピック記念
青少年総合センター



31年4月実施3学年全国学調生徒質問紙

本校の良さ
肯定
回答

昨年
本校

31年
全国

★生徒の間で話し合う活動を通じて，自
分の考えを深めたり，広げたりすること
ができていると思いますか

81.9% 88.2% 72.8%

★授業で，自分の考えを発表する機会で
は，自分の考えがうまく伝わるよう，資料
や文章，話の組み立てなどを工夫して発
表していたと思いますか

81.8% 88.2% 55.8%













校内研修の活性化



校内研修の活性化



授業でめざす姿
★「学びの土台」が構築されている生徒
★自分の考えを声に出して伝える生徒
★共感的に対話できる生徒
★学びをつなぎ、活用できる生徒



国語科



社会科



数学科



理科



英語科



音楽科



美術科



保健体育科

















11月16日
マルチメディア館



(3学年4月実施)全国学習状況調査

Ｈ２９ Ｈ３０ H31
本校 本校 本校

国語A 〇 ◎◎ ◎◎ 国語
国語Ｂ ◎◎ ◎◎

数学A ◎ ◎ ◎ 数学
数学Ｂ ▼ ◎◎ ◎ 英語聞く読む書く

理科 ◎◎ ◎◎ 英語 話す

過去3年間平均正答率の推移

数値目標 全教科で全国平均以上
◎◎ 全国平均と比較して5%以上高い
◎ 全国平均と比較して1%以上高い
〇 同水準（１％未満の差）
▼ 1%以上低い ▼▼5%以上低い


