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　1月５日は成田に宿泊し、翌６日ボストンへ出発しま
した。３時間バスに揺られランドルフ・ユニオン・ス
クールに到着。校舎には日の丸が掲げられ、先生方とホ
ストファミリーの皆様に温かく迎えていただきました。
７日は８時に登校し、生徒たちはホームステイ先の生
徒と共に40分授業８コマにフル参加しました。時差ぼけ
の中、英語での授業によく耐えました。８日は雫中生の
ために「折り紙と日本語」を組み合わせた授業を組んで
いただき、４、５人のグループに雫中生が先生役で入り
教えるというスタイルで生徒たちは嬉々として取り組ん
でいました。９日はいよいよ雫中生によるプレゼンテー
ションでした。会場のホールに集合した７、８年生の前

で、ステージに
立った生徒たち
は自己紹介の、
英語のクイズで
会場の生徒たち
とやりとりをし
ました。また、
ダンスと雫魂を
披露し、盛んな

　このたび雫石中学校国際交流海外派遣団として２年生10人、引率教員２人、添乗員１人、計13人でアメリカ合衆国
バーモント州ランドルフを訪問させていただきました。では、簡単に11日間を振り返ってみます。

拍手と歓声をいただきました。10日は学区内３つの小学
校を訪問し、５、６年生からの質問に四苦八苦しながら
答えていました。11日は社会科見学として、1871年創業
の有名なビリングス農場を訪問し、バターづくりと馬そ
りを体験しました。12日はホストファミリーごとに過ご
し、最後の思い出を作りました。13日朝、学校に集合し
涙のお別れの後、バスでボストンへ。ガイドさんの案内
でフリーダムトレイル、クインシーマーケット、ハーバー
ド大学、ビーコンヒルなどを見学しました。翌朝ボスト
ン空港から12時間の長旅を経て、成田空港に着陸。その
後、新幹線で盛岡駅に到着し、ご家族、町教委関係者、
雫石中の先生方など大勢の方々に出迎えていただきまし
た。　 　（次号掲載の後編・総括に続きます）

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

「雫石中とランドルフＪＨＳの国際交流事業の偉大さに触れて」（前編・事業経過）
雫石中学校　副校長　君　塚　圭　一

家読標語コンクール　入選作品　

弟と　今夜も一緒に　どれ読もう？ （沼崎　柊　南畑小 3年）

ハーバード大学にて

ランドルフでのステージ発表

折り紙を教える雫中生
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特集 ～子ども・学校・家庭、一緒に目指そう！学力向上！！

2  広報●教育しずくいし●2013●2●No.95●

【問い合わせ】学校教育課（692‒6577）

　この調査には、小学校４、５年生、中学校１、２年生の生活に関わる状況調査が組み込まれており、学校
の授業に関することや家庭における学習時間、読書時間、そしてTVやDVDの視聴時間などのアンケート
が実施されています。
　その結果の中で、前号では雫石町の小中学生の「家庭学習時間」の状況をご紹介しましたが、今回は「読
書時間の状況」を昨年度と比較してご紹介いたします。

　平成23年度の小学４年生と平成24年度の５年生の児童を比較すると、「10分未満」と「10分～ 30分未満」
に集中してきているように見えます。また、平成24年度の中学１年生と２年生を見てみると、部活動に時間
がとられてしまうためか、「ほとんどしない」に集中しています。しかし、その中でも平成23年度の中学１
年生と平成24年度の中学２年生を比較すると、「30分～１時間未満」「１時間～」が増加しています。県平均
より低いものの、望ましい傾向です。この調査は土曜日や日曜日を除き、平日の児童生徒が家に帰ってから
の読書の実態となりますので、就寝までの時間の使い方によっては、読書の時間が取れないこともあると思
われます。
　読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊なものにし、人生をより深
く生きる力を身に付けていく上で欠くことができないものです。
　町では『家読（うちどく）』を推進していますので、これからも学校、地域、家庭において、子どもが読
書と出会うきっかけを作るなど、進んで読書する子どもの育成にご協力をお願いします。

～平成24年度岩手県学習定着度状況調査から見える雫石の子ども（第2弾）～

平成23年度の児童生徒学年（％）
４年生 ５年生 中１ 中２

町 県 町 県 町 県 町 県
ほとんどしない 23.4 20.1 18.3 21.5 59.0 34.6 41.0 36.6
10分未満 11.4 14.3 15.0 14.7 9.7 11.0 9.0 9.4
10分～ 30分未満 38.0 35.5 39.2 36.9 18.1 29.1 15.3 27.1
30分～１時間未満 21.5 21.7 21.6 19.7 8.3 16.5 21.5 16.7
１時間～ 5.7 8.4 5.9 7.2 4.9 8.6 13.2 10.2

平成24年度の児童生徒学年（％）
４年生 ５年生 中１ 中２

町 県 町 県 町 県 町 県
ほとんどしない 28.5 18.9 24.1 21.6 71.2 36.5 60.1 38.7
10分未満 20.8 13.9 17.7 13.7 5.8 11.6 5.6 10.0
10分～ 30分未満 32.6 35.6 43.7 36.5 13.5 27.1 1.9 24.9
30分～１時間未満 9.7 21.3 8.9 19.8 7.1 15.8 12.6 16.3
１時間～ 8.3 10.1 5.7 8.3 2.6 8.9 9.8 10.0

※どちらの年度とも無回答は数値に含まない

「家読」の推進を！

『学校の授業以外で、１日にどのくらい読書をしますか』
（※土日は除く、※教科書や参考書、まんがや雑誌を除く）
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教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692‒6577）

 教育委員会定例会リポート（12・1月）
―その１　議案編（１月）―

１月定例会に提案された議題はありませんでした。
―その２　質疑応答編（12月）―

①小学校適正配置検討委員会について
　　　小学校適正配置検討委員会（以下、「検討委
員会」という。）を開いているようだが、年度内
に結論はでるか。

　　　検討委員会では、５回目の会議を２月21日
（木）に予定しております。小学校適正配置につ
いてまとめの段階に入っており、５回目の会議で
提言書（案）が完成する予定です。教育委員会で
は、その提言書を踏まえ、
新年度早々に方向性を示
し、それぞれの地域で説
明会を開催したいと考え
ております。

②スポ少活動と家庭学習時間について
　　　現状では、スポ少の活動時間は午後９時まで
となっているようで、スポ少終了後、帰宅して勉
強するとなると、いくら「家に帰ったら、まず学
習！」と呼びかけても、現実問題として勉強時間
が少なくなってもやむを得ない状況だが、どのよ
うに考えているか。
　　　確かに、委員ご指摘のとおり、家庭学習をし
たくても物理的に時間を取れない現状になってい
ます。やはり、個々のスポ少ごとではなく、町全
体として終了時間を早める、スポ少活動に入る前
に学習するなど、最善の方法について、学校、保
護者、指導者及び教育委員会が一体となって話し
合うべきと考えております。

　この本には、昔から伝わる古典な
どから、こわくておもしろい怪談の
話をいくつか選んでのせてありま
す。その中の江戸時代の怪談集から、
世の中に自分より頭のいい者はいな
いと言って、神や仏を信じず、地獄
や極楽をあざわらっている男が鬼に
される話です。ほかにもたくさんの
怪談がのっています。たっぷりとこ
わがってください。

　ある冬の真夜中のこと、ふうたの
お母さんが無理をして熱を出しまし
た。お父さんは山に入ったきり、何
年ももどってきません。ふうたは一
人で薬を買いに深い雪道を町まで歩
きました。すると、いつのまにか後
ろから大きな雪だるまがついてくる
のです。町の薬屋さんはもう閉まっ
ていましたが、どうしても薬を買っ
て帰らなければなりません。そのと
き…。

　山のふもとの小さな村はずれに、
雪だるまの雪子ちゃんは一人で住ん
でいます。雪子ちゃんは、みんなが
よく知っているふつうの雪だるまと
はちがって、野生の雪だるまなので
す。お父さんもいれば、森の仲間と
おしゃべりや買い物もします。ある
とき、人間の子どもたちが作った雪
だるまを見て、雪子ちゃんはビック
リしました。さて、雪子ちゃんがビッ
クリしたわけは…？

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

　　委員 　　委員

　　教委

　　教委

＊その他、教育振興運動実践交流会の講演内容について、通学路の除雪について、携帯電話の使用について
などが話し合われました。

幼児・小学校低学年向け 小学校中学年向け 小学校高学年向け
ふしぎなゆきだるま

〔藤牧久美子・作／土田義晴・絵〕
㈱金の星社

鬼にされた男
〔三田村信行・著／山下勇三・画〕

㈱あかね書房

雪だるまの雪子ちゃん
〔江國香織・著／山本容子・画〕

㈱偕成社

～家読におすすめ〈2月号のテーマ ｢雪のふる夜は｣〉町では『家読』に取り組んでいます～
　２月は厳しい冬の真っ盛り。しんしんと雪のふる夜は、静かに読書もいいですね。本の世界に浸りながら、
はやく春が来るのを待ちましょう。
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 【ホームページアドレス】
☆中央公民館・野菊ホール・各地区公民館：http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 公民館 をクリック！
☆（財）雫石町体育協会：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/
☆県営屋内温水プール（ホットスイム）：http ://yokobs.net/sitei_kanri/hot_swim/index.html/

【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692-4181
☆雫石公民館……692-3458　　☆御所公民館……692-2214
☆御明神公民館…692-3228　　☆西山公民館……693-3321

☆町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
☆県営屋内温水プール………………………………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031　☆ケッパレランド 695-2211

（財）雫石町体育協会～小学生サッカー教室～
【日　時】３月27日（水）17：00～19：00
【場　所】雫石町営体育館
【講　師】グルージャ盛岡コーチ
【対　象】町内在住の小学生・先着30人
【受講料】１人600円（保険料含む）
【持ち物】上履き（ズック等）、タオル、着替え等
【申し込み】２月20日（水）より、町営体育館窓口ま
で直接、または電話でお申し込みください。
【問い合わせ】雫石町営体育館　担当　横欠・細川

雫石公民館～３Ｂ体操教室～
　３Ｂ体操とはボール、ベル、ベルターという用具
を使用し、すべての動きを音楽に合わせ行う健康体
操です。
【日　時】３月15日（金）13：30～15：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】（社）日本３Ｂ体操協会指導士・及川礼子さん
【参加費】無料
【対　象】町内在住または勤務でおおむね50歳以上の方
【定　員】20人＊室内用シューズをお持ち下さい。
【申し込み】３月１日（金）までに雫石公民館へお申
し込みください（受付：平日8：30～17：15）。

御明神公民館～編物教室～
【日　時】２月28日～３月28日の毎週木曜日
　　　　 全５回・10：00～16：00
【場　所】御明神公民館・懇話室
【対　象】町内在住または勤務の方・先着15人
【受講料】１人1,000円
【申し込み】２月25日（月）までに御明神公民館へお
申し込みください（受付：平日8：30～17：15）。
【持ち物等】編み物用具、かぎ針、棒針、はさみ等

ケッパレ散策スキーツアー
【日　時】２月17日（日）、19日（火）、24日（日）
　　　　 9：00～12：00
【場　所】町営クロスカントリースキー場（ケッパ
レランド）

【参加料】1人1,000円（レンタルスキー代込）
【定　員】各回先着５人程度
【申し込み】各開催日前日までにケッパレランド（水
曜定休）窓口へ直接、またはお電話にて申し込み
ください。
【その他】①各自傷害保険に加入して下さい。
 ②参加者には町内温泉入浴券、飲食券を進呈！
※ 詳しくは、雫石町体育協会HPをご覧になるか、
ケッパレランドまでお問い合わせください。

御明神公民館～軽スポーツ教室～
【日　時】①２月18日（月）②３月４日（月）
　　　　 ①②いずれも18：30～20：00
【場　所】御明神公民館
【内　容】キンボール・ドッヂビー　ほか
【講　師】雫石町スポーツ推進委員・星征一さん
【受講料】無料
【対　象】町内在住または勤務の方
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、着替え
【申し込み】各開催日前日までに御明神公民館へお
申し込みください（受付：平日8：30～17：15）。当
日の参加も受け付けます。
【その他】 実施種目は、参加者数に応じて決定します。

ヨーガ・セラピー雫石教室　開講のお知らせ
　体調不良・更年期・うつ・心身疲労感・腰痛・肩こり・
頭痛・ストレスによる心身の不調を改善させましょう。
【日　時】２月８日～毎週金曜日10：00～12：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】日本ヨーガ療法学会会員　仁佐瀬一子
【受講料】月3,000円
【対　象】どなたでもご参加できます。
【持ち物等】ヨーガ・マットまたはバスタオル
【申し込み】随時受付中。090-7799-6894（認定ヨーガ
療法士・仁佐瀬一子）へお申し込みください。
【その他】①動きやすいジャージ等でお越しください。
②無料体験も随時受付中。お気軽に申し込みください。

子育て息抜き講座～ママが私になる時間その３ ～ママのためのメイクレッスン～
【日　時】３月９日（土）10：00～12：00
【場　所】中央公民館・視聴覚室　【受講料】１人300円
【講　師】ボディーヒーリングサロン LANI　佐々木沙織さん
【対象・定員】町内の子育て中、または、これから子育てに入る方・先着30人
【申し込み】３月１日（金）までに中央公民館へお申し込みください（受付：平日8：30～17：15）。
【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は事前にお申し込みください。
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【２月】
16日㈯～17日㈰　雫石フットサル大会（小学生の部）
21日㈭～23日㈯
　2013全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技
23日㈯～24日㈰
　第27回雫石町長杯中学校バレーボール大会
24日㈰～26日㈫
　第91回全日本スキー選手権アルペン競技（スーパーＧ）
25日㈪ 教育委員会議
27日㈬  2013FISファーイーストカップジャパンシ

リーズ雫石大会

【３月】
１日㈮ 雫石高校卒業式
３日㈰ 雫石フットサル大会（一般の部）
６日㈬ ことばの教室修了式
13日㈬ 雫石中学校卒業式
15日㈮ 安庭小学校卒業式
16日㈯ 小学校卒業式（橋場・大村）
19日㈫  小学校卒業式（安庭・橋場・大村以外）
25日㈪ 教育委員会議
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心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

町営体育館からのお知らせ
体育館内のワックス清掃作業のため、下記期間
の利用時間が一部変更となります。
【期　間】３月４日（月）

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）

③第８回雫石クロスカントリースキー大会
ピノキオカップ（町内選手分）～１月27日（日）
≪小学1年男子の部≫
【第１位】若松　昌哉（南畑スポ少）
【第２位】沼野　慎平（御明神スポ少）
≪小学３年男子の部≫
【第１位】新里　岳士（御明神スポ少）
≪小学３年女子の部≫
【第１位】桐山　はる菜（大村スポ少）
【第２位】小田　結莉菜（御明神スポ少）
【第３位】村田　美月（大村スポ少）
≪小学４年男子の部≫
【第１位】古川端　晴輝（御明神スポ少）
≪小学４年女子の部≫
【第１位】藤本　妃香里（大村スポ少）
【第３位】細川　美衣菜（南畑スポ少）
≪小学５年女子の部≫
【第１位】上川原　遥（御明神スポ少）
【第２位】小田　綺花（御明神スポ少）
【第３位】高橋　杏美（南畑スポ少）
≪小学６年男子の部≫
【第１位】小坂　辰明（御明神スポ少）
≪小学６年女子の部≫
【第１位】藤本　真澄（大村スポ少）
【第２位】藤村　佳奈（御明神スポ少）

　第30回全日本クロスカントリー音威子府（おといねっぷ）大会が12月25日(火) ～ 27日（木）に開催され、高校
男子距離10 kmフリーで雫石中学校出身、盛岡三高の村上映人選手が見事優勝を果たしました。村上選手は同大
会の高校男子距離10 kmクラシカルでも６位入賞を果たしており、今後の活躍が期待されます。

①第50回雫石町民スキー大会（クロスカントリー競技）
～１月28日（土）

部　門 第１位 第２位 第３位
小学１・２年

男子
村田　和久
（大　村）

天瀬　海斗
（御明神）

北田　裕世
（御明神）

小学３・４年
女子

桐山　はる菜
（上長山）

藤本　妃香里
（大　村）

小田　結莉菜
（御明神）

小学３・４年
男子

古川端　晴輝
（御明神）

吉田　悠二
（大　村）

田沼　虎亜
（御明神）

小学５・６年
女子

藤本　真澄
（大　村）

上川原　遥
（御明神）

小田　綺花
（御明神）

小学５・６年
男子

小坂　辰明
（御明神）

村田　涼輔
（大　村）

高橋　慶安
（雫　石）

小学男子リレー 御明神 南　畑 大　村
小学女子リレー 御明神 大　村 南　畑
成年２部男子 熊谷　光夫

②第50回雫石町民スキー大会（アルペン競技） ～２月２日（土）
部　門 第１位 第２位 第３位

小学１・２年
女子

滝沢　真結菜
（上長山）

越川　ましろ
（西　根）

渡邉　野和
（雫　石）

小学１・２年
男子

林崎　耀裕
（下長山）

鳥屋部　航平
（七ツ森）

佐々木　陽斗
（雫　石）

小学３・４年
女子

長坂　桜花
（七ッ森）

長坂　優奈
（下長山）

十二林　莉香
（西　根）

小学３・４年
男子

横欠　秀斗
（雫　石）

中村　涼真
（雫　石）

山崎　駿弥
（下長山）

小学５・６年
女子

佐藤　詩帆
（七ッ森）

佐藤　友香
（雫　石）

川代　　杏
（安　庭）

小学５・６年
男子

土樋　　迅
（下長山）

晴山　波輝
（雫　石）

杉田　真英
（雫　石）

中学生女子 高橋　美乃
中学生男子 高橋　諒介 笹田　英哲 川代　　迅
成年男子１部 天川　優輝 相原　幸二
成年男子２部 岩崎　岳人 鈴木　幸一 高前田　良雄

＊中学生の部入賞者の所属はすべて雫石中です。

● ２～３月の主な行事予定 ●

トピックス
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　読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を
持ち帰ったり、もちろん両方でもO.K.！！
【期　間】２月21日（木）～２月25日（月）
【場　所】中央公民館１Ｆ　ふれあいひろば
【おねがい】
①マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書き等を
している図書の持ち込みはご遠慮ください。
②図書の持ち込みは、こうかんひろば開催期間中
にお願いします。

【期　間】３月13日（水）～３月21日（木）
　所蔵する蔵書すべての点検作業です。この間は図
書の貸出・予約、レファレンスサービスはできませ
ん。返却は図書館玄関前のブックポストをご利用く
ださい。
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新着図書・イベント紹介　～町立図書館
【ホームページアドレス】 http ://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

新着図書をご紹介！（12/21～1/20受け入れ分　計 1冊）

・14歳の青い空…………………………竹村　早智子
・楽しくあそべる♪絵かきうた105曲

 ………………… ブティック社 編
・いじわる………………………………せな　けいこ
・魔導師アブラハム……………マイケル・スコット
・めんのめんめん………………………庄司　三智子
・はだしのゲン 私の遺書 ………………中沢　啓治
・もっと生きたい！……………………池田　まき子
・ドラえもん科学ワールド からだと生命の不思議

 ……………………… 藤子プロ 編
・わたしのゆたんぽ………………きたむら　さとし
・３わの ことりの はなし ……ブルーノ・ムナーリ
・霧の王…………………………ズザンネ・ゲルドム
・夜空のダイヤモンド……………あんびる　やすこ
・月火水木金銀土日 銀曜日になにしよう？

 …………………………益田　ミリ
・インドのひみつ…………………………… 学研 編

● ヤング・児童書 ●

〈２～３月の休館日ご案内〉
　　【２月】18、25日
　　【３月】4、11、13～21、25日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・独女日記 ② …………………………藤堂　志津子
・神様からの宿題………………… 山本　育海 ほか
・心がギュッと強くなる本……… 坂東　英二 ほか
・オウム事件17年目の告白………………上祐　史浩
・妻の病気の９割は夫がつくる…………石蔵　文信
・死者のいた場所……………………………松井　計
・別れる力～大人の流儀 ３～ …………伊集院　静
・自分の家で死にたい……………………村松　静子
・生きざま………………………………貴乃花　光司
・地獄の伊東キャンプ……………………鈴木　利宗
・万葉歌みじかものがたり 三 ……………中村　博

・春はそこまで～風待ち小路の人々～…志川　節子
・何　者…………………………………朝井　リョウ
・等　伯（上・下） ……………………安部　龍太郎
・国を蹴った男………………………………伊東　潤
・東京プリズン……………………………赤坂　真理
・人　質……………………………………佐々木　譲
・私と踊って…………………………………恩田　陸
・夢をかなえるゾウ ２ …………………水野　敬也
・チェットと消えたゾウの謎…スペンサー・クイン
・なでし子物語……………………………伊吹　有貴
・紅い三日月…………………………ヒキタ　クニオ
・心がわり～狸穴あいあい坂～…………諸田　玲子
・木槿ノ賦…………………………………佐伯　泰英
・散華ノ刻…………………………………佐伯　泰英
・謎解きはディナーのあとで ３ ………東川　篤哉

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

お知らせ①“本のこうかんひろば”開催！

お知らせ②“蔵書点検作業のため休館します

【日　時】２月21日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『どうしておおきくなるのかな』ほか
・かみしばい…『おばけのマーチ』
・パネルシアター…『こんこんくしゃん』
・こうさく…『おひなさまをつくろう』　など
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】２月23日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『ころころころ』…元永　定正・さく・え
・『あっ、あぶない！』

…コリン・マクノートン・さく
など

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№93 御明神小学校　編～

次回は雫石小学校からの情報をお送りする予定です。

「茶道教室」で、凛とした時間を茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶道道道道道道道道道道道道道道道教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室」」」」」」」」」」」」」 凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛とととととととととととととととと たたたたたたたたたたたたたたたたた時時時時時時時時時時時時 をををををををををををををををををををを「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」でででででででででででででででででででででででででででで、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛凛とととととととととととととととととととととととととととととしししししししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ををををををををををををををををををををををををををををを 御明神小学校　校長　佐々木　充

　御明神小学校の特色ある活動の一つに、茶道教室があります。今年で10年
目になります。茶道教室を通して、『日本古来の文化を学びながら、ものを
大切にする心、感謝する心、相手を思いやる心を育てること。』を目標にし
ています。
　３年生以上が学期１回実施しています。茶道教室の日は、４人の先生方が
和服姿で指導をしてくださいます。『季節に合った、花・茶わん・棗（なつ
め）・掛け軸・お菓子等』の説明をしてくださいます。厳しさの中にも温か
さを感じる、凜とした心地よい時間です。

　３年生は、総合的な学習の時間でも茶道について学習をしました。６年生
の茶道教室を見学させてもらい、グループに分かれてお茶の先生方に質問を
し、その後は、自分のテーマに従って、勉強しました。初めての茶道教室では、
①まずは、礼の仕方を教わり、②先生によるお点前を見せていただきました。
　６年生は、修学旅行の折、松島にある茶室『観瀾亭（かんらんてい）』で、
お茶をいただきました。この茶室は、伊達政宗が豊臣秀吉からいただいたも
のです。何の抵抗もなく、ふつうに抹茶をいただく子どもたちの姿に、お店
の方々が驚いていました。

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

明小祭（学習発表会）でのお茶席

道具の扱い方を教わる４年生「茶道にチャレンジ」で学ぶ３年生３年生にお手前を披露する先生方

お茶を点てる６年生

～　教育委員会諮問機関　委員を公募します　～
機　関　名 町公民館運営審議会委員 町社会教育委員

委員の役割 館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の
企画実施について調査審議を行う。

①社会教育に関する諸計画を立案する。
②会議を開き、諮問に応じ意見を述べる。
③職務を行うために必要な研究調査を行う。

募
　
集

　
要

　
項

募集人員 各１人
任　　期 平成25年４月１日から２年間
募集期間 ３月22日（金）必着
応募資格

（次の項目
すべてを満
たす方）

①雫石町在住の20歳以上
②応募日現在、町の他の付属機関の委員になっていないこと
③平日の日中に開催する会議（年２回）に出席できること

応募方法 官製はがきに希望する委員名を明記し、①住所　②氏名　③年齢　④性別　⑤電話番号
応募動機を簡潔に記入の上お申し込みください。

その他 選考結果は後日、申込者ご本人にお知らせします。
申し込み・
問い合わせ

〒020‒0555雫石町上曽根田114番地
雫石町中央公民館（692‒5959）

〒020‒0595雫石町千刈田５番地１
雫石町教育委員会社会教育課（692‒6590）
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広報「教育しずくいし」 3月号は　 3月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　今月号から教育振興運動実践交流会の講演内容をシリーズで紹
介しています。私も慢性疲労にかかった子供たちのうつろな表情の
写真を見て、テレビなど私たちの生活に浸透しているメディアの恐
ろしさに衝撃を受けました。次回以降もどうぞお楽しみに！（Ｎ）

　教育振興運動実践交流会の講演、特に興味深かったのは、子ど
もの絵の発達具合の紹介でした。①顔だけ→②顔から手足が出る
→③胴体ができる…というところ、娘１号（４歳）に当てはめて見る
と、最近①から②にステップアップ！③になるのはいつかな？（Yasu）

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

テレビ・ビデオ・ゲームの影響を考えよう。
子どもたちに心のワクチン「メディアワクチンを ！」第１回

【問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

シリーズ

　12月 1 日に開催された町教育振興運動実践交流会における田澤雄作氏（独立行政法人国立病院機構仙台医療セン
ター総合成育・小児科部長）の講演の内容を今月号からシリーズとして紹介します。
　現代の日本では、新たな子どもの社会的問題が次々と登場しています。その背景には、幼い時代からのテレビ・ビ
デオ・ゲームなどの非現実的映像への不適切な接触があると考えられています。それらの障害から子どもを守るため
の医学的な事例をもとにしたお話から、いま町の教育振興運動で取り組んでいる課題の重要性を再認識しました。

　15分間のゲームが、休息中でさえ活動する前前頭葉を停止させ、ゲームを止めても活動再開ができない＝脳を麻
痺させてしまうことが現代脳科学で実証されています。そして、この前前頭葉の疲労が睡眠障害や不登校などを引き
起こす慢性疲労へと繋がっていくのです。次回は、映像メディアの弊害から子どもを守る「具体的提言」を掲載します。

第33回雫石町文化講演会 落語家・林家たい平氏「笑顔のもとに笑顔が集まる」
　『笑点』レギュラーメンバー、林家たい平さんが雫石町にやってくる！聴けばきっと元
気が湧いてくる、講演と落語の2本立て！皆様是非ご来場ください。
【日　時】２月27日（水）18：00開演（17：30開場）
【場　所】雫石町中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席自由　前売500円／当日700円　＊未就学児童入場不可（無料託児室あり）
【前売券】中央公民館、各地区公民館、川徳プレイガイド、プラザおでってで絶賛発売中！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

第21回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり
第１部・第３部　唄と踊りの共演
第２部　平成24年度各種大会最優秀賞等受賞者披露
　　　　（特別出演　雫石高校郷土芸能委員会）
【日　時】３月３日（日）12：00開演（11：00開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席指定
 　　　　Ｓ席2,000円　Ａ席1,500円　Ｂ席1,000円
【前売券】中央公民館及び各地区公民館で絶賛販売中！
当日券は前売券が売れ残った場合のみ各500円増しで発
行します。

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

第29回岩手山ろくファミリーマラソン　参加者募集中！
【期　日】５月19日（日）
【場　所】雫石町総合運動公園　陸上競技場
【コース】雫石町特設コース（陸上競技場発着）
【種　目】ハーフ、10 km、4 km、3 km、家族ペア
【参加料】一般3,000円／高校生1,500円
　　　　 小中学生1,000円／家族ペア3,500円
【申込方法】①インターネット（http://runnet.jp/）
 ②専用の振替用紙（請求先：03-3714-7924）
＊いずれかの方法でお申し込みください。
【締　切】３月29日（金）
【問い合わせ】社会教育課（内線 288）

図2．子どもたちの多様な社会的現象の背景にあるもの
ニート学力低下

小学校 1年
の学級崩壊

多動・乱暴
言葉の遅れ

むかつく
　きれる

うつ病
起立性調節障害

理由のない
　　いじめ

笑顔がない
泣かない

反社会的事件
不登校

慢性疲労

競争教育社会
人間としての言語と感性の喪失

静かな眠り・休息の欠如
勉強・テレビ・ゲーム・スポーツ・レジャー

不定愁訴
保健室症候群

朝起きない　食べない

親子のコミュニケーションの欠落

図1．ゲームは前前頭葉の活動を停止させる。

ゲーム中休息中
後頭葉

前前頭葉
左 右

図1．頭のてっぺんから脳の活動を見ています。ゲーム
を始めると、脳の前前頭葉（考える、創造する、集中する、
抑制する）は活動を停止します。
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