北斗市教育広報

№

自分の好きな香りをつくろう。
「子どもチャレンジ講座

アロマスプレー」
Ｒ4．
1．18

七重浜住民センター会場

64

令和３年度

北斗市立小・中学校

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果をお知らせします
この調査は、全国の児童生徒の体力・運動能力や運動習慣・生活習慣等の状況を把握・分析し、児童
生徒の体力向上を図ることを目的として、小学校第５学年と中学校第２学年を対象に実施しています。
北斗市では、小学校５年生男子187名、女子186名、中学校２年生男子204名、女子178名を対象
に調査を行いました。
なお、本調査の結果については、体力・運動能力要素の一部を示しているものとご理解ください。
北斗市教育委員会
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【調査項目】

①

㍍シャトルラン、

20

小学生は、握力、上体起こし、長座体

前屈、反復横とび、

50

㍍走、立ち幅とび、ソフトボール投げ

なお、各種目の記録を得点化する基準

は、小学校男子・女子、中学校男子・女

（グラフ③・④）

子でそれぞれ異なります。

【小学校】

○実技調査の結果

②

の８種目で実技調査を行いました。中学

生は、握力、上体起こし、長座体前屈、

㍍シャトルラン、

20

反復横とび、持久走（男子１５００㍍、

女子１０００㍍）又は

㍍走、立ち幅とび、ハンドボール投げ

の８種目で実技調査を行いました。

質問紙調査

小学５年生男子は、握力・上体起こ

②
運動習慣、生活習慣など。

50

71

69

63

し・長座体前屈・反復横とび・立ち幅と

③

小学校女子 全国を５０としたときの得点

71

67

び・ソフトボール投げの６種目で全国平

均を上回りました。小学５年生女子は、

握力・長座体前屈・反復横とび・立ち幅

（グラフ⑤・⑥）

「体育の授業では、たくさんの運動を

している」と回答した児童の割合が、男

女ともに全国・全道を上回りました。

また、「体力テストの結果や体力・運

動能力の向上について、自分なりの目標

を立てた」と回答した児童の割合が、男

女ともに全国・全道を上回りました。

④

੫ঊ

学校に対する質問紙調査
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児童生徒の体力・運動能力向上に係る
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学校の取り組みなど。

41

（グラフ①・②）

46

【体力合計点】

とびの４種目で全国平均を上回りました。

51

体力合計点は、実技調査項目における

56

また、小学５年生男女とも、ソフトボー

61

得点の合計です。小学生の男子と女子は、

63/6!

ル投げを除いた７種目で全道平均を上回

65/7!

64/7!
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全国・全道平均を上回りました。中学生

65/6!

りました。

67/2!

66

の男子と女子は、全道平均を上回り、全

ത
71

○児童質問紙から

小学校５年生の体力合計点

国平均を少し下回りました。

①

【中学校】
○実技調査の結果

（グラフ⑦・⑧）

中学２年生男子は、握力・上体起こ
し・反復横とび・立ち幅とび・ハンド
ボール投げの５種目で全国平均を上回り
ました。
中学２年生女子は、握力・上体起こし
の２種目で全国平均を上回りました。
㍍

54
54

【学校の体力・運動能力向上策】

○児童生徒が自己の体力の状況を把握し、

（グラフ⑤・⑥）

「体育の授業では、たくさんの運動を

目標を持って体力づくりに取り組めるよ

○生徒質問紙から

している」と回答した生徒の割合は、男

○体育の授業で、授業の始めに授業の目

う、市内小・中学校の全ての学校の全学

また、「体力テストの結果などを基に

標を示し、
話し合い活動を行ったり、
タブ

女ともに全国・全道を大きく上回りまし

体力の向上について、自分なりの目標を

レット端末を活用するなどして、学んだ

年で新体力テストを実施しています。

立てた」と回答した生徒の割合は、男女

内容を振り返る活動を取り入れています。

た。

ともに全国・全道を大きく上回りました。

らい』を示す活動を常に取り入れてい

（生徒）にその授業の『めあて』や『ね

「体育の授業の始まりで、全校児童

○コロナ禍の中でも、友達と共に運動す

レッチ運動に取り入れています。

わとび・筋力トレーニングなど）やスト

体育の授業の準備運動（ランニング・な

○調査結果から課題となった実技種目を

る」と回答した学校の割合は、小学校も

る楽しさを味わわせ、体力向上につなげ

（グラフ⑨）

中学校も全国・全道を大きく上回り、ほ

るために、運動の方法や校内の体育的行

【学校質問紙】

ぼ全ての学校で取り組みました。

事の内容を工夫したり、ラジオ体操コン

クール、マラソン大会、駅伝大会、ドッジ

ボール大会、スノーフェスティバルなど

の市の行事へ参加を促したりしています。

○児童生徒の健康増進や望ましい生活習

慣・食習慣を目指して、家庭・地域と連携

しながら「早寝・早起き・朝ご飯」運動や

ノーゲームデー、メディアの使用制限週

間、徒歩通学の推奨などを行っています。

【お知らせ】

北斗市内小・中学校の調査結果の状況

や体力・運動能力の向上策については、

指導室）

北海道教育委員会ホームページにも掲載

されております。

（教育委員会
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体育の授業では、
たくさん運動をする（％）

⑤
体力向上について目標を
立てている（％）

⑥

地域と共に歩む 大野小学校の学び

内の小学生で初めて通帳１冊分（３３６

冊）を読破し、永田教育長より表彰を受

その美しい篠笛の音や迫力ある太鼓の音

た。「読書の通帳」とは、銀行などで発

「読書の通帳」の取り組みが始まりまし

今年度の４月から北斗市の図書館で

類が多く、読みたい本がそろっています。

館）に通っています。図書館は、本の種

しかったです。私は公民館の図書館（分

斎藤さんは、「受賞できてとてもうれ

地域の図書館と共に

が心に残り、「自分たちも演奏してみた

行される通帳のように市立図書館（本

特に「ひみつシリーズ」は、いろいろな

けました。

い」と思っていたようです。

館・分館）で借りた本の履歴（貸出日・

ことがわかりやすく学べるので好きで

伝統を受け継ぐ〜大野ぎおんばやし〜

お囃子の練習を通して、「はじめは難

本のタイトル・著者名など）が印字され

す」と話してくれました。

しの

しいと思ったけれど、できるようになる

るものです。
月には、市内の小中学生を

われました。北斗市の図書館か学校図書

対象に「秋の子ども読書マラソン」が行

月から

と楽しくなってきた。この伝統を受け継
いで、今度は後輩に教えてあげたい」と
の思いを口にしていました。
５年生の一部の児童が学習発表会でも

冊以上借りて読む（うち少なくと

子どもの頃演奏したことあるわ」などの

帳」に記帳してもらう）もので、本校で

も３冊は本館か分館で借りて「読書の通

館で

声も聞かれ、「大野ぎおんばやし」は、

は、分館に近い立地を生かし、１年生か

披露し、保護者の中からは、「懐かしい。

地域に根差した文化であることを実感し

１年生は国語の「としょかんにいこ

で図書館を訪問しました。

ら４年生までがエントリーし、授業の中

最終目標である３月の「６年生を送る

ました。

おんばやし」の継承に取り組んでいます。

会」の発表に向けて、週２回の練習に一

はや し

これからも、図書館を利用することを

う」、２年生は生活科の「図書かんを
つかおう」で、図書館のことを学んだ

通してたくさんの本と出合い、知ること

生懸命取り組みました。

尾さんのお二方をゲストティーチャーと

り、本を借りて通帳記帳を体験したりし

ために、今年度も保存会の中村さん・白

名に

して学校へお招きし、５年生児童

典子）

の楽しみや、想像の翼を羽ばたかせる喜

宮川

ました。３年生は国語の「『おすすめ図

太鼓や笛の指導をしていただいておりま

教諭

びを味わえるよう、読書活動の推進に取

冊の目標を達成す

（大野小学校

書カード』を作ろう」、４年生は国語

す。
そのぎおんばやしは、６年生から５年

名が

読書体験を増やす機会を設けました。
その結果、

１月には、３年生の斎藤桜月さんが市

ることができました。

25

生へと引き継がれ、「６年生を送る会」
にて練習の成果と感謝の気持ちを込め、
披露します。
５年生の子どもたちは、毎年耳にする

71
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12

り組んでいきたいと思います。

表彰を受ける斎藤さん

10

25

「『読書発表会』をしよう」に向けての

リモート指導で

地域の宝でもあるお囃子を継いで行く

区に伝わった、無形民俗文化財「大野ぎ

本校では、江戸時代、京都から大野地

迫力のある音を出すには…

48

コロナ禍でも成長に導く教育活動を

誰ひとり置き去りに
しない社会へ

～手話講座～

昨年に引き続き、コロナ禍の影響で行
江差追分発祥の歴史や実際の追分を堪能

への校外学習です。江差追分会館にて、

スクリーンに映し出さ

を深めるために実施されているものです。

例」の意義を踏まえ、手話に対する理解

座」が行われました。北斗市手話言語条

月６日、全校生徒を対象に「手話講

事の変更を余儀なくされた１年でしたが、
した後は開陽丸記念館を見学。事前に調

り、ニセコ町の地産地消の商品販売につ

れる簡単な言葉や自分

大野中学校

そのような中にあっても工夫して、生徒
べた江差町の文化・歴史について、また

いて実態をお聞きしたりするなど、有意

〜各学年の旅行的・体験的な学習〜

を成長に導くための教育活動を推進しま
日本の歴史の転換期について探究するこ

話してみましたが、予

した。

なお、うれしいことにこの体験の様子

想以上の難しさに皆、

の氏名を実際に手話で

ま感じられる「いにしえ街道」を歩き、

は、後日、夕方のテレビにて、道内で放

義な学びとなりました。

～大沼湖畔遠足～

あの頃にタイムスリップしたひとときで

苦戦していたようです。

とができました。当時の町並みがそのま

月５日、大沼国定公園へ遠

送されました。

～防災教室～

楽しくサイクリン グ １ 年 生
１年生は
した。

足に出かけました。湖畔を自転車で一周

備えあれば憂い無し
～校内マラソン記録会～

青空の下、さわやかに

するサイクリングです。普段、乗り慣れ
ないＪＲでの移動に胸を躍らせる生徒も

楽しい時間を過ごすことができました。

会が行われまし

内マラソン記録

験することができました。実際に災害が

め」の防災のいろはについて学習し、体

今回は１年生が「いざというときのた

日、「防災教室」が実施され、

若い中学生は平気だったようですが、翌

た。特に現役の

起こって被災したときの心得や、避難用

月

日、筋肉痛を訴えた人たちは言うまでも

部活動選手は、

月８日、さわやかな秋晴れの下、校

なく………です。

テントの組み立て方、非常食についてな

光・環境の３コースに分かれて体験的な

ではＳＤＧｓを学ぶ体験で、農業・観

数を変更しての見学旅行へ出発。ニセコ

もあったようで

感じる記録会で

やや運動不足を

生にとっては、

幸栄）

納得の記録を残

学習を行いました。ダチョウへの餌やり

す。生徒の皆さ

山本

ど、貴重な体験となりました。

や牧場見学を通して六次産業について学

ん、お疲れさま

教諭

し、既に部活動

歴史薫るロマンを 探 求 ２ 年 生

んだり、温泉ソムリエ師範の方からお話

でした！

（大野中学校

～道内での見学旅行～

いたようです。学級ごとに隊列を組み、

30
を引退した３年

～江差 町 へ 校 外 学 習 ～

を伺ってニセコ町の温泉の特性を学んだ

３年生は

同日、２年生は宿泊研修改め、江差町

10

（4）

11

10
月５～６日、見学地と宿泊

いざ、ニセコへ 三年生

10

10

とが可能と考えられます。

は実際にはさ掛

食料を生産している私たちにできる食

し、一人でも多

しいお米を生産

け米などのおい

品ロスを減らす活動として、農林水産省

くの人に良食味

生産者からのフードロス削減

の取り組んでいる食品ロス削減国民運動

米を安価に届け

②

年目の活動をしています。昨年からド

に参加することとしました。私たちは、

大野農業高等学校
ローンを導入し、作業時間を短くし、安

して、フードロスを減らし、一人でも多

Ｒも大切にしていきたいと思います。そ

ました。食料を生産する私たちからのＰ

スなどに興味を持っていることがわかり

アンケートなどから消費者はフードロ

から年月旬表示を行うことができました。

②生産者からのフードロス削減では４月

たいと思います。

して販売しています。そこで何かできる

お米を生産し、さまざまな販売会で精米

人への安全な良食味米の提供を目指し活

ことはないかと

示を導入しまし

考え、年月旬表

今年は、ドローンの購入経費の負担

た。旬表示によ

ドローン防除を委託し経費削減

を減らすために、ドローンの防除を業

り食品ロス削減
の効果が期待さ

くの人に良食味米を安価に届けたいと思

います。

れ、この表示を

４月から導入するとともに、旬表示につ

③安全・安心のためのＪＧＡＰ認証の維

お米を安心 安
･ 全と一緒に販売したい

安全・安心のためのＪＧＡＰ認証

す。おいしさとともにより向上した安

Ｐ。段々と農場全体に浸透してきていま

今年で認証を受けて４年が経つＪＧＡ

た

とＪＧＡＰの認証を受けて４年になりま

全・安心を届けられるようになりました。

持ができました。

いてのチラシなどを配り、消費者への広
報活動を行いました。

す。今年も維持審査を９月に受けました。

私たち水稲班は，昨年度は水稲栽培か

③

４円となりました。通常農家が使用する

今まで試験的に実施していた「はさ掛け

らＳＤＧｓを、今年は水稲栽培とともに

で、全道平均の圃場面積では

１万３２００円

乗用ブームスプレイヤーの減価償却は

米」の生産工程も認証され、正式にＪＧ

フードロス削減に取り組んできました。

万３１４

万４３００円となるので、委託散布の

ＡＰ認証農場で生産されたはさ掛け米と

ほ

経費と比較すると、委託散布の経費が

いうことができるようになりました。

私たちの未来が輝く稲穂のように明るい
万１１５６円安くなっています。つま

クタール当たり、

託散布料は１ヘ

による防除の委

た。ドローン

ることとしまし

償却費を削減す

者に委託し、ドローン購入による減価

①

動をしました。

価に良食味米の生産を行い、より多くの

ＳＤＧｓ を意識した専攻班活動への取り組み

大野農業高校では、生徒が興味関心
のある分野を専門的に研究・学習する
専攻班活動があり、これらの活動にも、

の専攻班があり、農業クラ

ＳＤＧｓの意識が取り入れられていま
す。現在
ブでは「高校生が考える社会課題解決
のためのＳＤＧｓアクションアイディ
アコンテスト」にエントリーし、一次
審査に進んでいます。テーマは「私た
ちがつくる私たちの未来～ＳＤＧｓの
意識を広げよう～」とし、専攻班に働
きかけて地域を動かし、ＳＤＧｓ意識
の広がりに向けたアクションを起こし
ています。専攻班活動では、１年間の
取り組みをまとめて発表する実績発表
大会が毎年開催されます。

水稲班

令和３年度の最優秀班の活動内容を

農業科・農業科学科

紹介します。
分野Ⅰ類

発表テーマ「フードロスを減らし
安全・安心・良食味を！」

未来になるよう、生産だけでなくさまざ

まな活動に取り組んでいきたいと考えて

まとめ
きることになります。そして、削減した

り、経費の減少と、労働時間の短縮がで

北海道水田発祥の地、北斗市の農業高

います。

市橋・大森）

①ドローン防除を委託 経
･ 費削減では、

（北海道大野農業高等学校

昨年に比べて大幅に削減ができました。
今年は経費の計算上ですが、これから

（5）

ＪＧＡＰ認証を受けています

労働時間で付加価値を付けた米の生産や、

真治

精米の年月旬表示を始めました

校に通う私たちは、「すべての人に安

小林

ドローン防除を委託しました

食味の向上を行い、低価格で販売するこ

農業科３年

24

全・安心・良食味を！」とし、今年で４

発表者

54

30

15

北斗市の外国語教 育 の 取 り 組 み

中学校では、ふるさ

がん教育
日、６年生対象にがん

います。

分で体からなくなり、また吸

（北斗市学校保健会

養護教諭

高橋

里美）

上磯小学校

き続き健康教育を推進していきたいと思

児童の感想が行動化につながるよう引

中、貴重なお話を聞くことができました。

コロナ禍でこのような講演会が難しい

帰ったらすぐに親に教えたい。

だった。がんについて教えてもらって、

・親がお酒を飲むのを見て、時々心配

初から吸わないようにしようと思う。

た。その連続がガンにつながるので、最

いたくなってしまうということがわかっ

コチンは

う薬物を吸っていることがわかった。ニ

・タバコは、煙ではなく、ニコチンとい

とき確かにそうだなと思った。

めないことは誰にでもできる」と言った

ことを学んだ。先生が「タバコを吸い始

・タバコやお酒ではストレスが消せない

た子の集中力に影響することがわかった。

んより体がやせていることや生まれてき

・妊娠中にタバコを吸うと普通の赤ちゃ

児童の感想より

⒂ဃ፼ॹ⎛ͤࡍ⎞⎗⍷⎙ᎋ⍻⎾⒂
令和４年１月

とができました。

書の内容に加えて、より理解を深めるこ

的にお話してくださいましたので、教科

立場から児童に映像を見せながら、具体

また、タバコの害については、医師の

童にも身近に感じた内容でした。

カフェイン中毒や死亡事故のお話は、児

普段口にしているエナジードリンクの

すく説明していただきました。

習慣病予防の内容を掘り下げ、わかりや

子院長先生を招き、保健体育で扱う生活

から、湯の川女性クリニックの小葉松洋

講師に「函館・性と薬物を考える会」

教育の一環で講演会を実施しました。

25

と学習と関連付けた

外国人観光客と英語でコミュニケーショ

「英語対話活動」を

んでいます。そのうち北斗市教頭会で
ンを図りながら配布していたのですが、

北斗市では、子どもたちの「実践的な

は、各校教頭が４つのプロジェクトチー
新型コロナウイルスの影響で活動ができ

行っています。以前は、

ム（学力向上・地域連携・外国語・ＩＣ
なくなり、今年度は「ＰＲビデオ」を作

学力」「豊かな心」「健やかな体」を育

Ｔ）に所属し、子どもたちの健やかな成
成しました。地域のお店や神社、名所な

地域のＰＲ活動として、

長に向けた教育活動を推進しています。

どに行き英語で紹介するというものです。

む教育を充実させるため、全ての小中学

そのうちの一つ、外国語プロジェクト

試行錯誤しながらでしたが、とても良い

リーフレットを作成し、

チームの取り組みの中から、茂辺地小中

ＰＲビデオを作ることができ、保護者に

校と教育委員会が一丸となって取り組

学校の教育活動について紹介します。

披露することもできました。

大輔）

（6）

茂辺地小中学校は、小学１年生から中

小中学校ともに、いろいろな検定への

今回は、茂辺地小中学校の取り組みの

畑

30

学３年生まで９年間を見据え、それぞれ

定では、今年度４級を取得した小学生

Can doリストを作成し、 積極的な挑戦も促していますが、英語検

その目標達成に向けて取り組んでいます。

がいます。また、中学３年生は全員が

の学年に応じた
英語特設授業では、小学生と中学生が
ペアになるなど、共に学んでいます。

レベル（英検３級）以上の認
CEFR A1

「朝英語」を行っています。この朝英語

一部を紹介しましたが、北斗市内の学校

定を受けるなどの成果も出ています。

では、「今日は何月何日何曜日？」「天

では、さまざまな英語力向上の取り組み

小学校の朝活動では、週２回ＡＬＴと

気は？」「季節は？」などの英会話を行

を推進し、また、情報共有なども行って
今後も楽しく英語を学び、さらに検定

い、月ごとにテーマを決めて学んでいま
小中学校の子どもたちは、小学１年生か

等にも挑戦するなど、意欲と英語力の向

います。

らＡＬＴと一緒に学び、遊んできました

上に努めていきたいと考えています。

～？）。茂辺地
す（最近は Do you have

から、外国人と英語で会話することに抵

（北斗市教頭会

教頭

茂辺地小中学校

抗がありませんし、英語を耳にする機会
も多いので、聞き慣れています。

湯の川女性クリニック
小葉松洋子先生の講演の様子

英会話で行うクリスマス行事

山川を巡り、自然の植物を集め、想像
をめぐらせ立体に仕上げていきます。
ざまな材料を生かして、新しく、楽しい

粘土、紙、レジン（樹脂）など、さま
●女性コーラスかなで～る

る。それはすてきなことです。

無の物から「自分の考えた形」ができ

物を創る会です。

時

場所／北斗市総合文化センター
活動日／毎週木（月４回）
分～午後

相変わらずのコロナ禍の日々ですが、
勤務中に心温まる出来事がありました。
ある冬の日、小学生とその家族の方が
１枚の写真を持って、図書館に来館され
ました。

第４回﹁図書館まつり﹂が開催されます

日）に合わせて、「図書館

図書館では、こどもの読書週間（４月

日～５月

まつり」を開催します。

絵本の読み聞かせやマジックショー、
朝に自宅前で見つけた足跡が、何の動

イベントです。

触れ、読書習慣のきっかけづくりにぜひ

お子さまと一緒にさまざまな形で本に
応援できる図書館でありたいと改めて感

ご参加ください。

なお、今年度の図書館まつりは新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、事

ちなみに動物の足跡に関する本は何冊

じています。

ましく思い、同時にそんな子どもたちを

子どもの自然な疑問や好奇心をほほえ

私たちのサークルは、いろいろなジャ
います。
うまい下手は関係ありませんので、一
緒にやってみませんか。
昨年は１年をかけて練習した曲を発表
する場がなく、とても残念でした。今年
も自粛期間が長くて、練習ができていま

かあり、ご要望にお応えすることができ

前申込制で実施します。詳しい申込方法

日（土）

は裏面をご覧ください。

●日時：４月

荒竹

講堂

午後１時

●会場：北斗市公民館

司書

分～３時

ました。
それでは、この春の図書館の催しをお
知らせします。

４月の特設コーナー

（北斗市立図書館

規子）

30

の変異株「オミクロン株」が猛威を振る
い活動が制限され、自粛生活を余儀なく
されてきました。

いつも私たちに夢とロマンを与えてく

●『古生物ワンダーランド』
てのイベントを中止にしてきましたが、

れる恐竜や化石、発掘にまつわる物語の

冊

お母さんと一緒に

文化団体協議会ではこの２年間、すべ
今年こそはコロナ過での制約はあります

本を多数展示します。〔本館・分館共通〕

をご紹介します。〔本館のみ開催〕

に、昨年、最も支持された絵本、約

書店の絵本担当者へのアンケートを基

が、さまざまな対策をとって開催に向け

育子）

●『ＭＯＥ絵本屋さん大賞２０２１』

小野

て前向きに取り組んでまいりたいと思い
ます。
（北斗市文化団体協議会
事務局長

ペープサート（紙人形劇）の様子

せんが、早く練習を再開できる日を心待
ちにしています。

●創って遊ぼう会
健二

所／北斗市公民館・自然の山川

代表者／藤澤
場

活動日／四季を通じて随時

30

23

今年も年明けより新型コロナウイルス

クイズ、映画の上映会、おすすめの絵本

時

12

物の足跡か気になったので、写真に撮り
想像力を働かせます

ンルの曲に挑戦してコーラスを楽しんで

午前

23

会員数／９名

分

30

やしかけ絵本の展示など盛りだくさんの

30

調べに来てくれたのです。

12
第14回北斗市民文化祭での発表（令和元年）
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ー

ス

引き」では、東軍と西軍に分かれて行い
ましたが、両チーム譲らず３回戦まで続
き大いに盛り
上がりました。
「全員リ

加者全員が５

レー」は、参

開会式の後、けが防止のため、ラジオ

チームに分か
メート

運動会を終えて

今回は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、冷えた体を温める豚汁の

提供はありませんでしたが、天候にも恵

まれ、大きな事故やけがもなく終えるこ

とができました。

コロナ禍での開催となりましたが、子

どもたちに少しでも雪遊びの楽しさを感
ル先のカラー

れ、

奪い合う「スノーフラッグ」では、幼

コーンを回っ

いる様子で、冬の運動不足解消に役立っ

メートル先の旗を

児・低学年・高学年・一般女性・一般男

て戻るリレーでしたが、子どもと手をつ

たと思います。

じてもらう機会となったのではないで

性の部に分けて行い、参加者は柔らかい

ないだり、抱っこをして走る親子など、

積雪の状況で「即興雪だるまづくり」

を大きくして「雪中かるた」も行い、北

そのほかに「北斗市ふるさとかるた」

に遊んでほし
い」という願
いを込め、参
加賞としてそ
りをプレゼン

ております。

安達

（北斗市スポーツ推進委員会

委員長

孝義）

来年、皆さんの参加を心よりお待ちし

しょうか。また、大人もとても楽しんで

雪の上で転んだり、雪だらけになってし

子どもと大人が一緒に参加する楽しいリ

から変更となった「雪中お宝さがし」で

斗市の歴史・文化・自然などに触れる機

レーになりました。

は、おにぎりケースやミニ貯金箱を雪中

の皆さんも大いに沸きました。

まいましたが、その白熱した展開に応援

最初の競技、雪上の

体操を行ってから開始しましたが、まず、

優勝を目指して

ᇹ⑀ׅ
⍤ ⏣⏸␢⏿⏑⏣⏰⏍⏺␕␡Ϥ⎡ٻᢃѣ˟
北海道の冬は寒く、子どもたちは家
で過ごす時間が多くなってしまいます。
また、子どもたちを取り巻く状況は、
年々変化しており、以前に比べて、屋

ノ

ＳＳ）と

外で遊ぶ子どもたちが少なくなってき
ました。
北斗スポーツクラブ（Ｎ
北斗市スポーツ推進委員会は、この状
況を踏まえ、北国ならではの雪遊びの
楽しさを知ってもらうことと、冬場の
運動不足解消のきっかけになればと考
え、新型コロナウイルス感染症の感染
予防対策を行い「スノーフェスティバ

会もありました。

とても盛り上

閉会式では、子どもたちに「外で元気

から掘り当てることに子どもたちは夢中

別なプレゼン

で、中には特

トが入ってい

祝）に快晴無風の「冬の大運動会」日和

がりました。

取れた！「雪中かるた」

ル・冬の大運動会」を開催しました。

20

トしました。

息を合わせて「雪中綱引き」

新雪の中で寒さにも負けず
７回目を迎える「スノーフェスティバ

の中、運動公園多目的広場で開催しまし

一般男子・

るものもあり、

た。昨年は、新型コロナウイルス感染症

女子による

日（月・

拡大防止のため中止となったため、２年

「お尻相撲」

ど、笑顔あふれる対戦となり、「雪中綱

ぶりの開催となりました。幼児・小学生

の分かれ、６種目で競いました。

タイミングがポイントです「おしり相撲」

ᴿᴿ

では、ユーモアいっぱいで対戦する人な

旗に向かってダッシュ「スノーフラッグ」

（8）

10

とその保護者などの一般男子・一般女子

ル・冬の大運動会」は、１月

!!

10

制化ですが、大きな時代のうねりの直撃

大手通り（現在の「桜回廊」）沿いに

軒の武家屋敷が立ち並んでいたこと、さ

わ ようせっちゅう

戸切地陣屋の防衛構造～「野崎の丘」
に築かれた「和洋折衷」の星形城郭～

らにその周囲を郭状の土塁が取り囲んで

２

西を「アナタヒラの崖壁」の絶壁、北・

いたことが記録にのこっており、これら

ぎ

そうろう

の

ぞんじより もうし

ぞ ち ご よう

に つき

かきつけ

そう え

まつまえひろなが

じゅうぞう

あげ

ち

ど るい

嘉永７（１８５３）年のペリー来航、

東を深い沢と険峻な山地に守られた「野

を合わせて一体の「陣屋」を形成してい

こんどう

じょう

そうろうおもむきもうし

ご

くるわ

そして翌安政元（１８５４）年の日米和

崎の丘」は、地形を活かす和式築城術に

たことが調査によりわかってきています

を受けその歩みが滞ることとなります。

親条約を受けた箱館開港です。これによ

とってうってつけの場所であり、江戸中

（なおこの土塁の一部とみられるものが、

こ北斗の地で営まれ続けた人類の歩み─
じょう ち

こころづけ

がいへき

り蝦夷地は対外国の最前線・最重要地域

期～幕末にかけて、松前広長『松前志』

史跡指定範囲南東端に今も存在します）。

当コーナーでは、こうした北斗の歴史に

か えい

となり、結果、幕府は蝦夷地の松前藩か

（１７８１）、近藤重蔵『惣蝦夷地御要

こうした調査により浮かび上がってき

ついて、「遺跡」に焦点をあてて紹介し

いち かわ いち がく

かきつけ

そうろう

しゅん

らの上知（没収）と再直轄を決定します。

害之儀ニ付心付候趣申上候書付』（１８０

た情報をもとに、視野を星形本陣だけで

まつまえはん へ きり ち じん や

ます。今回は、第３回（令和２年７月）

あげ

けん

安政２（１８５５）年３月のことでした。

７）、市川一学『御城地之儀ニ付存寄申

なく「野崎の丘」全体に広げ、その城郭

で取り上げた国史跡・松前藩戸切地陣屋

あんせい

これは、崇広にとって、あるいは主馬

上候書付』
（１８５０）などにおいて、そ

としての構造を図化したのが図１です。

跡についての新たな研究成果についてご
紹介する番外編、その後編になります。

はこ だて

にとっても大きな挫折だったのではない

の地形条件・眺望を絶賛されていました。

これを見ると、
「アナタヒラの崖壁」な

はるかむかし、旧石器時代・縄文時代

でしょうか。自力海防のために推し進め

これまで星形の本陣ばかりが着目され

どの周辺の地形を巧みに防衛に活かしつ

から現代に至るまで、一万有余年の間こ

た西洋化はその意味を半ば失いました。

てきた戸切地陣屋ですが、築造当時は、

まつまえ し

かつ主たる財源であった蝦夷地でのアイ

ち

前回は、これまで郷土資料館で進めて

ヌ民族との交易権は失われ、前年まで松

え ぞ

きた国史跡・松前藩戸切地陣屋の研究成

前城改築などを進めていた国庫は危機的

に つき

果のうち戸切地陣屋前史である幕末松前

状況に陥ります。そんな中、松前藩に新

まつ まえ たか ひろ

その防衛拠点たる陣屋を築造せよ」と。

ぎ

藩史と、後の陣屋築造に大きく関わる十

たな任務が幕府より命じられます。「箱館

今回は後編として、松前藩の西洋化を

まさに歴史の逆風の中、上知により北

を修めた藤原主馬がいたこと、そして任

がい の

二代松前藩主・松前崇広、そして設計者・

奉行所の位置する函館平野一帯を警衛し、

阻んだ歴史のいたずらと逆風、そしてそ

方防衛失格の烙印を押されたに等しい松

ふじわらしゅ め

の中で築造された日本最初の星形の城・

前藩にとって、この陣屋築造はひとかた

けいえい

藤原主馬の半生について紹介しました。

松前藩戸切地陣屋の、城として「日本唯

ならぬ意味を有していました。ここで幸
く

らくいん

一」ともいえるその防衛構造の特色につ

さ

しょうざん

運だったのは、藩主が開明的な崇広で
ま

いて紹介したいと思います。

幕
  末松前藩を襲う時代の逆風～箱館開

地である函館平野全体を見渡しかつて多

あったこと、佐久間象山流の西洋流砲術

港と蝦夷地上知、陣 屋 築 造 の 下 命 ～

１

くの史家から「無双の城地」と称された
「野崎の丘」が残されていたことでした。

の ざき

松前崇広・藤原主馬らの先導の下、
着々と進むかに思われた松前藩の西洋軍

（9）
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図１．戸切地陣屋城郭配置の想定復元と「野崎の丘」地形図

た築城術に沿っているといえます。

の組み立て方は山地の多い日本で発達し

だけるかと思います。こうした防衛構造

やすく誘導していることがおわかりいた

進むことのできるルートを狭め、迎撃し

取り囲む土塁とを組み合わせ、攻め手の

つ、星形本陣および武家屋敷群とそれを

みを止め、時には野戦砲を押し上げなが

攻ルートを、時には銃弾装填のために歩

置により非常に狭い範囲に限定された侵

守備側から丸見えのまま、地形と郭の配

では緩斜面が続いていたため、攻め手は

が）かつて野崎の丘の裾から陣屋本陣ま

さらに加えると、（現在は失われています

囲内に収まっていることがわかりました。

ることが一般的でした。しか

堡式城郭」という評価をされ

つしか稜堡が無い不完全な稜

かつて戸切地陣屋は、「一

けるでしょうか。

守りやすさがおわかりいただ

図３です。その攻めにくさ・

攻防の状況を図化したものが

た星形土塁でした。こうした

さらに丘の頂点に築かれた本陣は、当

「稜堡は一つあればよい」絶

その構造を見直すと、むしろ

げい げき

さらに、記録にのこる戸切地陣屋に配
ら、当時技術革新により威力を増してい

し、丘全体を城と捉え、当時

戸切地陣屋の防衛構造が当時十全に活か

時日本では誰も築いたことがなく、当時

妙な防衛構造の元築造されて

くるわ

備されていた大砲・小銃などの性能を当
た小銃・大砲の射程範囲内を登り進む必

の兵器性能と戦術とを併せて

されていたらどのように機能していたの

国内外の戦場のあり方を一変させるほど

いると言えます。

そうてん

時の運営記録から確認し、
「野崎の丘」に
要があったことになります。

かを確かめ図に表したものが図２です。

の性能を有していた洋式の大砲・小銃で

であるヨーロッパと同じ地形条件を選び

う技術を取り入れる上で、稜堡式の本場

一方、戸切地陣屋は稜堡式築城術とい

山と主馬の師弟の絆の結実であったとも

ても実に忠実に造られており、まさに象

当時の西洋流築堡術教本と照らし合わせ

わずか５か月。星形本陣の各所構造は、

し よ

時田
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おける城郭配置に照らし合わせて、もし

これを見ると、攻め手は「野崎の丘」に

築造・再現するのではなく、日本の風土

いえるでしょう。崇広は主馬に対し破格

戸切地陣屋の築造開始から竣工までは

に合わせ従来の技術・概念と融合させた、

の昇進と直接の恩賞賜与をもってその功

きずな

いわば和式と洋式の両築城術の融合─和

を賞し、その後陣屋は幕末まで当地の防

（郷土資料館

太一郎）

洋折衷という、五稜郭とは異なる「
『日本
う

た稀有の城郭として評価できるでしょう。

け

衛的拠点として機能し続けたのです。

（図３）

の』星形城郭」のもう一つの答えを出し

前提の」独立型要塞でした。

形陣地単独で機能することが

稜堡式要塞の王道である「星

郭はヨーロッパなどにおける

表格である国特別史跡・五稜

日本における星形要塞の代

の戦いに最も適した西洋式稜堡を採用し

りょう ほ

足を踏み入れた瞬間から全てその射程範

図２．戸切地陣屋配備砲火器類の射程範囲（中～近距離）
このほか遠距離では、1861（文久元）年段階で現在の
中野通・一本木周辺までを主砲の射程に収めていた。

第４回図書館まつり
日

時／４月23日(土)
13時30分〜15時（13時開場）

会
場／北斗市公民館
定
員／100名
●申込方法について
参加には、事前申し込みが必要です。次のいずれ
かの方法でお願いします。
①申込書を直接図書館に持参する。
（申込書は図書館本館及び分館で配布）
②図書館に申し込みの電話をする。
北斗市立図書館／☎74−2071
③申込フォームから申し込む。
HP https://www.harp.lg.jp/8oaJcG6L

問い合わせ／北斗市立図書館

☎74−2074

かなで〜る協会の会員になりませんか？
年 会 費：個人会員3,000円 法人会員5,000円
申込方法：総合文化センター窓口でお申し込みください。
○入会特典その１
かなで〜る協会の主催・共催事業のチケット１枚につき１枚
使える1,000円引きの割引券を１口につき２枚発行します。
（有効期限は発行年の４月１日から翌々年の３月31日までの
２年間。1,000円以下のチケットは適用外となります。）
○入会特典その２
かなで〜る協会会員にチケットの先行販売を行います。
※詳細は、かなで〜る協会事務局（総合文化センター内）
☎74-2000までお問合せください。
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