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図
書
館
に
行
こ
う！

　りぶらん　　りぶらん　　　▶開館時間▶開館時間　平日10：00～20：00　　平日10：00～20：00　
　　　　　　　　土・日・祝日９：30～18：00　　　　　　　　土・日・祝日９：30～18：00
　　　　　　　　　　　　　　▶休 館 日▶休 館 日　月曜日　月曜日、第１水曜日、第１水曜日
                                              （（ただし、祝日の場合は開館し、翌日は休館ただし、祝日の場合は開館し、翌日は休館））

◎◎市立図書館市立図書館

　　　　

19 18

｛教育の情報あれこれ｝ ｛図書館の情報あれこれ｝education information Library information

りぶらんだよりりぶらんだより LibranLibran

◎◎東 図 書 館東 図 書 館　　▶開館時間▶開館時間　10：00～18：00　10：00～18：00
　　　　　　　　　　　　　　▶休 館 日▶休 館 日　祝日、火曜日、月末日　祝日、火曜日、月末日☎3411301130

｛教育の情報あれこれ｝ ｛図書館の情報あれこれ｝education information Library information

ひろ
ば教育
の

映画上映案内

　秋といえば、○○の秋がありますが、皆さん何を思い浮かべますか。読書の秋、食
欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋。自分の秋を探してみませんか。

MMovie 　市立図書館りぶらん多目的ホールで
上映される映画です。入場無料です。

☎㉓32503250

おはなし会
■日時　10月11日㈯・25日㈯、11月８日㈯
　　　　午前11時～11時30分
■会場　おはなしの小屋
■対象　３歳～小学生程度

ちびっこおはなしのくに
■日時　10月16日㈭、11月６日㈭
　　　　午前11時～11時30分
■会場　おはなしの小屋
■対象　０歳～３歳程度

◎表郷表郷図書館図書館　　▶開館時間▶開館時間　10：00～18：00　10：00～18：00
　　　　　　　　　　　　　　▶休 館 日▶休 館 日　祝日、火曜日、第１水曜日　祝日、火曜日、第１水曜日

《おはなし、よんで！（０歳～小学校低学年対象）》
　■日時　毎週土曜日／随時

《図書館であそぼう！（０歳～６歳対象）》
　■日にち　毎日　
　※視聴覚室使用日を除く

☎3247844784

「秋をさがそう！」

「秋を見つけよう！」

   毎月、季節に合わせた本を展示しています。

こどもたちが本を愛するように。

■日時　10月15日㈬
　　　　午後６時30分～８時

■日時　11月１日㈯
　　　　午後１時30分～３時

■日時　10月18日㈯
　　　　午後１時30分～２時20分

「鬼平外伝　夜兎の角右
　衛門」
「氷雨」

「ハローキティとオズの
　魔法の国」

大人向け

大人の本

こども向け

こどもの本

本が好き
になる!!

旬な話題
に触れる!!

映 画 で感
性を磨く!! Information図書館からお知らせ 図書館の

情報を!!

催し案内EEvent

本の展示EExhibition
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EventEvent

今月号は今月号は

「全国学力・学習状況調査」「全国学力・学習状況調査」

のお話です！のお話です！

  き
ょういくきょ
ういく

情 報ホットホット
熱!!

■教育関係のホットな情報を皆さんへ

◎◎大信大信図書館図書館　　▶開館時間▶開館時間　10：00～18：00　10：00～18：00
　　　　　　　　　　　　　　▶休 館 日▶休 館 日　月曜日、祝日の翌日　月曜日、祝日の翌日☎4636143614

Event
《絵で見るお話の会》
　■日時　10月５日㈰／午前11時～正午　
　※11月はお休みです。

　４月22日に小学６年生と中学３年生を対象に行った平成26年度全国学力・学習状況調査の結果について、概要をお知ら
せします。この調査は学校での指導方法や家庭での学習状況などを改善するために実施しています。この調査から読み取
れるのは、児童・生徒の学力の一部分と学校の教育活動の一側面です。なお、詳細は市ホームページをご覧ください。

平成26年度全国学力・学習状況調査の結果と考察 　絵本の読み聞かせと音楽が融合したライ
ブを全国で展開している、パパ ’S絵本プ
ロジェクトによる
おはなし会を開催
します。歌ったり、
体を動かしたりし
ながら楽しむおは
なし会です。
●日　時　11月３日㈷／午前10時30分から
●会　場　地域交流会議室
●講　師　パパ ’S絵本プロジェクト
　　　　　田

た な か

中尚
な お と

人氏、西
に し む ら

村直
な お と

人氏
●入場料　無料　※申し込みは不要です。

パパ ’S絵本プロジェクトによる
おはなし会

　小・中学校の現在の学力と、家庭学習や生活の現状を知っていただき、学校が保護者や地域と一体になって学力向上や
学習環境の改善に向けて取り組むことを目的としています。

●国語　▷条件や字数制限に合わせて、理由や自分の考
　　　　　えをまとめて書くこと。
●算数　▷情報や条件を図の中に表したり、整理したり
　　　　　して筋道を立てて考えること。

質問：「普段（月～金）、授業以外にどのくらいの時間を
　　　学習していますか」

■公表の目的

■教科に関する調査結果と考察 ■質問紙調査結果と考察（公表した６項目の１つ）

《小学６年生》

《中学３年生》

●国語　▷情報を正確に捉え、相手や目的に応じて説明
　　　　　する内容を適切に組み立てること。
●数学　▷方法や理由、根拠など自分で考えたことをノ
　　　　　ートにまとめ、文章に表現すること。
　　　　▷発表したり、友だちの考えを聞いたりするこ
　　　　　とを通して、自分の考えを深めること。

　小学校では国語と算数、中学校では国語と数学、主に
知識を問う「A問題」と知識を活用する力を問う「B問題」
を実施しました。

　学習意欲や学習環境など状況把握のための調査です。

国語A 国語 B 算数A 算数 B
白河市 74.7 59.2 81.4 61.4
福島県 73.3 57.0 78.7 57.8
全　国 72.9 55.5 78.1 58.2

《小学６年生の平均正答率》 （単位　％）

国語A 国語 B 数学A 数学 B
白河市 81.2 54.4 68.8 60.4
福島県 79.4 50.5 64.7 56.8
全　国 79.4 51.0 67.4 59.8

《中学３年生の平均正答率》 （単位　％）

（単位　％）

（単位　％）

▷各学校では毎日宿題を出していますが、家庭での取り
　組みが十分ではない可能性があります。「家庭学習の
　手引」や「家庭学習カード」などを活用して学習内容
　の充実や習慣化に努めていますので、家庭での様子を
　見守ってほしいと思います。

白河市 福島県 全　国
２時間以上   6.3   5.8 11.2

１時間以上２時間未満 18.3 15.7 14.6
30分以上１時間未満 55.4 50.2 36.2
10分以上30分未満 16.9 21.6 25.2

10分未満   2.3   5.1   9.5
全くしない   0.8   1.5   3.2

白河市 福島県 全　国
３時間以上   7.3   6.2 10.4

２時間以上３時間未満 33.4 25.1 24.7
１時間以上２時間未満 42.1 40.0 32.8
30分以上１時間未満 12.4 18.4 17.3

30分未満   3.6   7.0   9.0
全くしない   1.1   3.2   5.7

問本庁舎学校教育課☎㉒ 1111　
　　　　　　　　　　　内 2360

市ホームページ（http://www.
city.shirakawa.fukushima.jp/）で
公表しています。
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今後特に力を入れていくこと

今後特に力を入れていくこと


