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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　先月号に引き続き、１月５日から16日まで実施された雫石中学校国際交流海外派遣について紹介します。1991年に
始まったこの事業は今年で22回を数えます。アメリカ合衆国バーモント州ランドルフへの訪問は第２回からで20回目。
2000年からはほぼ隔年でランドルフからの派遣団が雫石町を訪れるようになり、名実共に素晴らしい国際交流事業と
なっています。ランドルフの先生方も口々に「This Exchange Project is very good ！（この交流事業はとても
素晴らしい！）」とおっしゃっていました。

　この研修を通して10人の生徒たちは大きく成長しました。以前に比べて自分の考えを
堂々と話せるようになり、コミュニケーションの取り方が上手になりました。世界地図
の真ん中は大西洋であることや、遠く離れたアメリカにも大震災後の復興が遅れている
東北のことを本気で心配してくれている友人がいることを知りました。今後さらに様々
な分野の国際化が進むことが予想され、国際理解・異文化理解はますます重要になって
くると思います。指導にあたる私たち教師の使命を自覚しつつ、この偉大な国際交流事
業が末永く続いていくことを願ってやみません。
　最後に、このような貴重な機会を与えていただいたことを関係者の皆様に深く感謝い
たします。

　めんこいテレビ杯第22回県小学生バレーボール新人大会が２月23日から24日ま
で住田町生涯スポーツセンターを会場に開催され、雫石レインボーズが女子の部
で見事準優勝を果たしました。
　決勝戦では、初優勝した手代森アップルズに２－０と惜しくも破れてしまいま
したが、山本ふた葉さん、曽根田彩葉さんの２人が有望選手賞を受賞するなど、
今後の活躍が大いに期待される結果となりました。
　また、町内から他に、岩手地区予選を勝ち抜いた雫石排球団（女子）が惜しく
も初戦敗退、雫石排球男（男子）がベスト８でした。

ランドルフ校舎の掲示物

準優勝した雫石レインボーズ今後も町内スポーツ少年団を応援よろしくお願いします。

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」（後編・総括）

祝！雫石レインボーズが岩手県小学校バレーボール新人大会で準優勝！！

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　

本を読み　泣ける笑える　十面相 （上村　胡茉里　雫石中 1年）
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【問い合わせ】社会教育課（692-6590）

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（1・2月）
―その１　議案編（２月）　以下の案件が可決されました。―

１．雫石町立図書館協議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて
３．平成25年度雫石町教育施策の方針と重点について
４．教育委員会の事務事業に関する点検・評価に関し議決を求めることについて

―その２　質疑応答編（１月）―
《雫石町教育実践研究会について》
　　　当町の教育実践研究会は、実質的に話し合う場を設けたという点で良かった。先生方が話し合い、困っ
ていることや改善案などを自由に言い合うことで、先生方の孤立感もなくなり安心して子どもの授業に向
かえるのではないかと感じた。
　　　確かに、全教科にわたって研究を進める市町村は珍しく、教育事務所管内においても素晴らしいと高
い評価を受けております。図画工作や体育、家庭など、それぞれの学校が順番で行っている点、基本的な
流れとして成功に行き着く点なども評価されております。

　雫石町の教育振興運動を中核となって推進している町教育振興運動推進協議
会。そのメンバーの中から４人の方々に、熱い思いを綴ってもらいました。
　それぞれの立場を代表して、今、大人として雫石っ子、そして保護者のみなさ
んに何を伝えたいと願っているのでしょうか？

「試練も成長には必要」
七ツ森小学校　吉田敏子校長
　「五風十雨」という言葉がありま
す。五日に一度風が吹き、十日に一
度雨が降ると、苗は順調に育ち豊作
になるという意味です。
　植物の生長に、雨だけでなく風も必要なのは、充
分に根付いていない細い根が風に飛ばされないよう
にぐっと踏ん張るので、太くたくましくなるのだそ
うです。人間も同じで、苦手なことや大変だと感じ
ることにも挑戦する気持ちが大切です。学習や学校
行事、運動・遊びなど何にでも頑張ってほしいです。

「岳（やま）」
雫石町地域公民館連絡協議会
吉田　勇会長
　自分は、先輩にさそわれ、山登り
を始め30数年が経ちます。どの岳も
特徴があり、又、何度登っても岳は同じという事は
ないから楽しみが大きい。雫石は山に囲まれた豊か
な郷であり、岩手山・駒ケ岳・男助山等、岳はみな
さんを優しく迎えてくれます。小中学生の内に一度
は里山に登り、大きな思い出をつくり、「優しさ」
と「努力・忍耐」頑張りのできる大人になって欲しい。

「心豊かに育つ環境づくりを」
雫石中学校PTA　大橋良二会長
　子育てに思うことは、私達親も子
供であったわけで、親を毎日見て育
つのですから、自分が育った環境と
自分が育てる環境の違いを認識しながら、子供達が
夢や希望を持って心豊かに育つ環境づくりを家庭・
学校・地域が連携してつくっていくことが大切だと
考えます。

「保護者も一緒に勉強を」
雫石町教育委員会　吉川健次教育長
　今、雫石町の子ども達は「家に帰っ
たら、まず学習！」が定着しつつあ
ります。
　保護者の皆さんにもお願いがあります。子ども達
が勉強しているときは、テレビを消して一緒に勉強
したり、読書をして欲しいのです。
　（本は町立図書館で。幼児用から一般まで各ジャ
ンル約７万冊以上あります。）

～雫石町教育振興運動推進協議会メンバーのみなさんから～

特集① 大人として思うこと「子育てへのメッセージ」

　　委員

　　教委

＊このほかにも、小学校適正配置検討委員会について、授業スタンダードについて、家庭学習について、体力テストの結果に
ついて、文化財の保存活動について、学校図書館及び町立図書館の充実についてなどが話し合われました。
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　畑の中に一本だけぽつんと立って
いる桜の木。チビちゃんの桜と呼ば
れていました。どうしてそう呼ばれ
ていたのかを、まい子のお母さんが
小学校だったころに、家で飼ってい
た4匹の猫の話をゆっくりと語り始
めました。お母さん猫のタマは人間
でいうとおばあちゃんで、3匹の子
どものうち一番小さかったのがチビ
ちゃんでした。体が弱かったので、
みんなが大事に育てていましたが…。

　引っこすことになったあーちゃん
は、毎日遊んでいる友だちみんな
に、“ありがとうカード”をプレゼ
ントすることにしました。みんなは
よろこんで受け取りましたが、なか
よしの“あき”は「いらない！かえ
す！」といってうけとりません。「あ
ばれんぼう　あき」とかかれたから
です。さて、このカードはどうなる
のでしょう。

　わたしはランドセル。12年前はピ
カピカでとてもきれいだったよ。お
店の学用品売り場にならべられて、
どんな子が私を選んでくれるのかド
キドキさせていたんだ。ある日、桃
子ちゃんが入学祝いに私を選んでく
れて、とてもうれしかったよ。さて、
桃子ちゃんから妹の涼菜ちゃんへバ
トンタッチされた、わたしの12年間
の物語が始まるよ。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

特集② 平成24年度教育振興運動の
　　　　　取り組みを振り返って

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
ありがとうのきもち

〔柴田愛子・文／長野ヒデ子・絵〕
㈱ポプラ社

チビちゃんの桜
〔山崎香織・作／高橋貞二・画〕

㈱ハート出版

たからものはランドセル
〔野里寿子・作／ひろのみずえ・イラスト〕

㈱汐文社

　雫石町の教育振興運動は、16実践区での実践活動が順調に推進され、その交流会が12月に野菊ホールで開催され
ました。実践区での5者（子ども・家庭・学校・地域・行政）による推進委員会や子育て講演会・実践交流会への
参加者も増え、雫石っ子の抱える課題も見えてきました。
　その成果と課題を踏まえ、今後、さらに地域ぐるみの運動となるよう取り組みを進めていきます。

取り組み目標 取り組みの成果
（１）５者の協議により、各実践区での重点課題を明確

にします。
小学校各実践区で、５者による推進委員会を開催しました。

（２）教育振興運動のリーダー養成に取り組みます。 管内教育振興運動推進研修会、教育振興運動県大会に多数参加する
ことができました。

（３）「テレビ視聴・ゲーム遊び時間の削減」
「読書大好き雫石っ子」を推進します。

テレビ視聴時間の削減は、読書推進と家庭学習習慣とに関連づけて、
各実践区とも工夫した取り組みがなされました。

（４）子育てについて地域とともに考え、実践します。 地区子育て講演会を４地区で実施し、地域の方が多数参加しました。
（５）教育振興運動実践交流会を開催します。

（上長山小、御明神小、南畑小実践区の発表と報告）
12月に実践交流会を開催し、実践発表・報告では学校・地域が一体
となった取組の成果が発表され、たくさんの町民が参集しました。

◎町としての重点に取り組むこと
◎実践区での５者による話し合いを広げていくこと
◎実践区の活動を推進するリーダーを養成すること
◎教育振興運動への町民の理解をさらに深めること

　教育振興運動は、〔みんなで考え、みんなで取り組む〕実践活動です。雫石っ子の子育ち
4 4 4

環境の浄化に向け、積
極的に子ども達とかかわっていきましょう！どうか、実践区の取り組みに注目してください。

今年度の振り返りをふまえて、

次年度の課題は…

【問い合わせ】社会教育課（692-6590）

～家読におすすめ〈3月号のテーマ ｢もうすぐ春ですよ！｣〉町では『家読』に取り組んでいます～
　冬の寒さがきびしければ、それだけ春が待ち遠しくなります。でももうすぐ雪も解けあたたかい春がやって
きますね。春よ来い　早く来い…！
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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/
☆岩手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

ふれあい名画劇場～親子で映画をみませんか～
【日　時】３月24日（日）10：00上映（9：30開場）
【場　所】中央公民館２Ｆ大会議室
【入場料】無料
【問い合わせ】中央公民館
【上映作品】
　①『はなたれこぞうさま』
　②『忍たま乱太郎がんばるしかないさ①～③』
　③『じしんだ‼ミーちゃんのぼうさいくんれん』
　④『みんな友だち』

雫石町ジュニア・アスレティック教室［１期・２期］
【日　時】
　［１期］４月９日～６月11日
　　　　（毎週火曜・全10回）16：30～18：00
　［２期］４月11日～６月13日
　　　　（毎週木曜・全10回）16：30～18：00
【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内　容】 マット運動・バランスボール・いろいろ

なスポーツ体験（陸上・サッカー・バド
ミントン・ティーボール・バスケット
ボールなど）

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の小学生・それぞれ先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】 ３月22日（金）8：30から町営体育館の電

話で受け付けます（～３月29日（金）まで）。

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
【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）
【締　切】３月29日（金）
【問い合わせ】社会教育課（692-2111　内線288 ）

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室［１期・２期］
【日　時】
　［１期］４月９日～６月11日（毎週火曜・全10回）
　　　　　　　　　　10：00～11：30
　［２期］４月11日～６月13日（毎週木曜・全10回）
　　　　〈午前の部〉10：00～11：30
　　　　〈夜間の部〉19：00～20：30
【場　所】町営体育館
【内　容】 マシントレーニング・バランスボール・

チューブトレーニングなど、体力や年齢
に応じたプログラムの実践

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の方
【定　員】１期・２期午前・２期夜間
　　　　 それぞれ先着10人
【受講料】2,700円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】 ３月22日（金）8：30から町営体育館の電

話で受け付けます（～３月29日（金）まで）。

春休みおいで塾　チャレンジクッキング～ピザとキラキラ寒天を作ろう～
【日　時】３月26日（火）①10：00～12：00　②13：30～15：30
　　　　 ＊①と②から選んで申込みをしてください。
【場　所】中央公民館1Ｆ調理室
【講　師】雫石町食生活改善推進員のみなさん
【受講料】1人500円
【対象・定員】町内の小学生・各回先着20人
【送　迎】送迎バスを運行します。利用を希望の方は、中央公民館で時間を確認してください。
　★運行経路★
　　●午前経路：大村小学校→安庭小学校→歴史民俗資料館→下長山小学校→西山公民館
　　●午後Ａ経路：南畑小学校→東町公民館→七ツ森公民館
　　●午後Ｂ経路：橋場小学校→御明神小学校→西根小学校→上長山小学校→西山公民館
【申し込み】３月19日（火）までに中央公民館へお申し込みください。（受付時間：平日8：30～17：15） 
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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！
町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）

②東北中学校スキー大会～1月25日（金）～27日（日）
1）アルペン競技
・男子回転
　【22位】笹田　英哲　　【41位】一本木　優太
・男子大回転
　【25位】笹田　英哲　　【32位】一本木　優太
・女子回転　【30位】滝澤　茉由
・女子大回転　【29位】滝澤　茉由
2）クロスカントリー競技
・男子５kｍクラシカル
　【第2位】林尻　剛　　【13位】藤本　雄大
　【31位】小坂　琢人
・男子５kｍフリー
　【第7位】藤本　雄大　　【18位】林尻　剛
　【31位】小坂　琢人
・男子５kｍ×4リレー
　【第4位】小坂　琢人、林尻　剛、藤本　雄大、
　　　　　田邊　凌
・女子3kｍクラシカル
　【第５位】高橋　杏　　【19位】藤本　礼香里
　【35位】高橋　朱凜
・女子3kｍフリー
　【第３位】高橋　杏　　【25位】藤本　礼香里
　【35位】高橋　朱凜
・女子3kｍ×3リレー
　【第6位】藤本　礼香里、高橋　杏、高橋　朱凜
3）ジャンプ・コンバインド
・ミディアムヒル　【12位】村上　優空

③岩手県中学校スキー大会（全国・東北大会出場分）
 ～1月11日（金）～14日（月）
　雫中生大活躍！総合の部で男子・女子ともに優勝‼
1）アルペン競技　　
・男子回転【第5位】一本木　優太【第9位】笹田　英哲
・男子大回転【第5位】一本木　優太【第9位】笹田　英哲
・女子回転　【第5位】滝澤　茉由
・女子大回転　【第5位】滝澤　茉由
2）クロスカントリー競技　　
・男子５kｍクラシカル
　【第1位】林尻　剛　　【第2位】藤本　雄大
　【第3位】小坂　琢人
・男子５kｍフリー
　【第1位】藤本　雄大　　【第2位】林尻　剛
　【第3位】小坂　琢人　　【11位】田邊　凌
・男子５kｍ×4リレー
　【第1位】田邊　凌、林尻　剛、藤本　雄大、
　　　　　小坂　琢人
・女子3kｍクラシカル
　【第1位】高橋　杏　　　【第3位】藤本　礼香里
　【第8位】高橋　朱凜
・女子3kｍフリー
　【第2位】高橋　杏　　　【第6位】藤本　礼香里
　【第9位】高橋　朱凜
・女子リレー
　【第1位】高橋　朱凜、藤本　礼香里、高橋　杏
3）ジャンプ・コンバインド
・ジャンプ
　【第2位】村上　純人　　【第4位】村上　優空
・男子コンバインド（複合）　【第2位】村上　純人

①全国中学校スキー大会　～２月３日（日）～５日（火）
　全国の強豪を相手に持てる力を発揮し、男女リレー及び女子3 kmクラシカルでは入賞を果たしました！
1）クロスカントリー競技
・男子５ kmクラシカル 【37位】林尻　剛　【57位】藤本　雄大【90位】小坂　琢人
・男子５ kmフリー 【41位】藤本　雄大　【67位】林尻　剛【71位】小坂　琢人
・男子５ km×4リレー 【第6位】岩手県（2走：林尻　剛、4走：藤本　雄大）
・女子３ kmクラシカル 【11位】高橋　杏　【34位】藤本　礼香里【66位】高橋　朱凜
・女子３ kmフリー 【第8位】高橋　杏　【65位】藤本　礼香里
・女子３ km×4リレー 【第7位】岩手県（1走：藤本　礼香里、2走：高橋　杏）
2）ジャンプ・コンバインド
・スペシャルジャンプ 【24位】村上　純人　【49位】村上　優空
・男子複合  【13位】村上　純人

【3月】
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（雫石・七ツ森・上長山・

下長山・西根・御明神・南畑）
25日㈪ 教育委員会議

【4月】
５日㈮ 小学校入学式（七ツ森・上長山・下長山）
　　　　雫石中学校入学式
６日㈯ 南畑小学校入学式
８日㈪ 小学校入学式
　　　（西根・御明神・橋場・大村・安庭）
９日㈫ 雫石小学校入学式
14日㈰ 雫石町スポーツ少年団結団式
16日㈫ ことばの教室始業式

● ３～４月の主な行事予定 ●
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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！（1/21～2/20受け入れ分　計114冊）

・管理栄養士・栄養士になるには………藤原　眞昭
・リリー・Bの小さなつぶやき

 ……………… V.M ル・ノルマン
・とりつかれたバレリーナ…………………斉藤　洋
・おみまい、おことわり？………ボニー・ベッカー
・こんな家にすんでたら…ジャイルズ・ラロッシュ
・おれはワニだぜ…………………………渡辺　有一
・妖怪一家の夏まつり……………………富安　陽子
・WASIMO ……………………………宮藤　官九郎
・おしりをしりたい…………………鈴木　のりたけ
・このフクロウったら！このブタったら！

 ……………アーノルド・ローベル
・告　白…………………………… 小林　深雪 ほか
・慣用句ショウ………………………中川　ひろたか
・くらべっこ（紙芝居） ………………有吉　有巳子
・ホッキョクグマのおかあさん（紙芝居）

 ……………………わしお　としこ
・ふしぎな八つのおとぎばなし…ジョーン・エイキン

● ヤング・児童書 ●

〈３～４月の休館日ご案内〉
【３月】13日～21日、25日
【４月】1日、8日、15日、22日、29日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・プロメテウスの罠３…………朝日新聞特別報道部
・ナンシー関の名言・予言………………ナンシー関
・春夏秋冬ゆる薬膳。……………………池田　陽子
・元気いっぱい！鬼ごっこ50 …………羽崎　泰男
・ドレスよりハウス…………………………室井　滋
・名作うしろ読み………………………斎藤　美奈子
・地名は災害を警告する…………………遠藤　宏之
・必ず役立つ震災食…………………石川県栄養士会
・命の授業…………………………………腰塚　勇人
・手話でうたおう 子どもの歌 …………伊藤　喜子
・手話でうたおう ベスト50 ……………伊藤　喜子
・文集「雫石たんたん」第52集

 …… 雫石たんたん編集委員会 編
・日本人が世界に誇れる33のこと

 ………………ルース・ジャーマン

・糸　車…………………………………宇江佐　真理
・ホテル・コンシェルジュ………………門井　慶喜
・ハピネス…………………………………桐野　夏生
・定吉七番（セブン）の復活………………東郷　隆
・ちょうちんそで…………………………江國　香織
・冬芽の人…………………………………大沢　在昌
・輝天炎上……………………………………海堂　尊
・ティンホイッスル………………………中江　有里
・いちばん長い夜に………………………乃南　アサ
・イノセントブルー…………………………神永　学
・穢れた手…………………………………堂場　瞬一
・クラウド・アトラス（上・下）

 ………デイヴィッド・ミッチェル
・孤独な放火魔……………………………夏樹　静子
・解錠師……………………スティーヴ・ハミルトン
・夜の底は柔らかな幻（上・下） …………恩田　陸

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　蔵書点検作業のため休館中です

お知らせ②　ご利用ありがとうございました

【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。

　２月に開催しました“本のこうかんひろば”、た
くさんの方々にご利用いただきました。ありがとう
ございました。

イベント情報は、教育広報・図書館ホームページ等でお知らせしております

【日　時】３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…『いつもいっしょ』 ほか
・かみしばい…『くらべっこ』
・パネルシアター
　　…『ムカデにはどうしてあしがいっぱいあるの』
・こうさく…『バックをつくろう』　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】３月23日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『はるねこ』…かんの　ゆうこ　文
・『はるまでまってごらん』

…ジョイス・デュンバー　文
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」№94 雫石小学校　編～

次回は大村小学校からの情報をお送りする予定です。

ふるさと学習と地域貢献 ～創立140周年（平成26年度）に向けて～ふふふふふふふふふふふふふふふふふふ ささささささささささささささささささささささととととととととととととととととととと学学学学学学学学学学学学学学 とととととととととととととととととと地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域貢貢貢貢貢献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるささささささささささささささささささささささささささささささささ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ととととと学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習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とととととと地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるさささささささささささささささささささささささささささささささささ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とととととと学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習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ととととと地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立1111111111111111111444444444444444444444444444440000000000000000000000000周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成222222222222222222222222266666666666666666666年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度）））））））））））））））））））））））））））））にににににににににににににににににににににににににににににににに向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけてててててててててててててててててててててててててて～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創創立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立1111111111111111111111111111114444444444444444444444444444440000000000000000000000000000000周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成22222222222222222222222222222266666666666666666666666666666666年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度）））））））））））））））））））））））））））））））にににににににににににににににににににににににににににににににににに向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけてててててててててててててててててててててててててててててててて～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
雫石小学校 校長　外岡　立之介

　「かしこく　ゆたかで　たくましい子ども」が、平成
26年度に創立140周年をむかえる本校の教育目標です。
　大切にしている教育活動として「ふるさと雫石学習」
があげられます。
　これは、体験的な学習や問題解決的な学習を通して「ふ
るさと雫石」のすばらしさを学びながら、子どもたちに
自ら学び自ら考える力を育成し、学びやものの考え方を
身につけさせるとともに、自己の生き方について考える
ことができるようにし、各教科で身につけた知識や技能
等と関連付けそれらが相互に働くようにすることを目標
にしています。
　３・４年生では「雫石を 知る 調べる」をテーマにさ
んさ名人を目指したり、野菜の育て方を勉強したりしま
す。（３年生はユニバーサルデザインの学習にも取組み
実践発表しています。）
　５・６年生では「雫石を 守る つくる」をテーマにキャ
リア教育やソーシャルスキルを学んでいます。
　また、本校の取組みの一つとして地域貢献があげられ
ます。

　「自分達の出来ることで地域貢献」を合言葉とし、１・
２年生は、よしゃれ祭りにおいて「ロック調よしゃれ」
の演舞で祭りを盛り上げました。
　３・４年生は、敬老会で「さんさ踊り」を披露し、お
年寄りの皆様から多くの拍手をいただきました。（４年
生は松寿荘を毎年慰問しています。）
　５・６年生は、交通安全パレードや、よしゃれ祭りで
イベントを盛り上げるために鼓笛を披露しています。そ
れらの活動が評価され町や県の交通安全優良団体として
表彰されました。
　雫石小学校の子どもたちは、ふるさと雫石に見守られ、
ふるさと雫石で育ち、未来のふるさと雫石を創るために
学んでいます。
　今、雫石小学校の子どもたちが、輝いています。

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！

おじいちゃん
おばあちゃん
　長生きしてね

祭りを盛り上げるぞ
　ロック調よしゃれ

無事故を祈って
交通安全パレード

トピックス1 雫石スキー場で世界アルペン開催記念大会開催！～2月21日（木）～27日（水）
　２月21日から23日まで2013全日本ジュニアスキー選手権アルペン競技スピード系が、24日から26日は国内最高峰
のレースである第91回全日本スキー選手権アルペン競技スピード系、また27日には2013FISファーイーストカップ
ジャパンシリーズ雫石大会が雫石スキー場にて開催され、当町に縁のある選手たちが、全国屈指の選手たちと日頃
の練習の成果を競い合いました。
■競技結果（町内在住中学生・雫中卒業生分）
①2013全日本ジュニアスキー選手権大会～２月22日
　☆男子【21位】小松悠平（平舘高校）　　【48位】松田悠雅（盛岡中央高校）
　〈中学生の部〉☆男子【71位】一本木優太（雫石中）　　【89位】髙橋諒介（雫石中）
　　　　　　　　　　　【95位】天川直紀（雫石中）　　　【97位】川代　迅（雫石中）
　　　　　　　 ☆女子【50位】高橋美乃（雫石中）
②第20回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会～２月23日
　☆男子【24位】小松悠平（平舘高校）　　【52位】松田悠雅（盛岡中央高校）
　　　　【56位】一本木健太（盛岡中央高校）
　〈中学生の部〉☆女子【40位】高橋美乃（雫石中）＊男子の部はレースキャンセル
③第91回全日本スキー選手権大会～ 2月25日～ 26日
　≪スーパーコンビネーション競技≫☆男子【31位】小松悠平（平舘高校）
　≪スーパーＧ競技≫☆男子【71位】小松悠平（平舘高校）　　☆女子【第８位】新里尚子（東海大学） 
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広報「教育しずくいし」 4月号は　 4月11日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　今年のスキー大会では、イタリアからの技術代表の方の通訳と
して従事しました。初めは四苦八苦しましたが、無事に終わりほっ
と一息。ちょうど大会中にイタリアの選挙があり、イタリアの生
活文化のほかに政治についても話題に！世界は広いと改めて認識
できた貴重な経験でした。（Ｎ）

　あまりの雪の多さに春が来る実感はあまりなくても、日々近づ
いてくる年度末。増える業務、積み上がる書類と資料に悲鳴！…
それはさておき、来年度、広報「教育しずくいし」は発行10年目！
7月には通算100号を迎えます。皆さんの更なるご愛読をよろし
くお願いいたします。（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２回
【映像メディアの弊害から子どもを守るために…具体的提言】

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）の教育振興運動実践交流会講演より

【問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

トピックス2 中央公民館　イケてるおやじ＆イケてるマダム学園修了！
1年間お疲れ様でした～

　昨年5月から始まった同学園は、男性14人、女性35人の参加者で賑やかに1年間をすごし、2月21日に修了式を迎
えました。布草履作り、調理実習、国道清掃のほか、炭やワイン、中国茶など様々な分野について学び参加者同士の
親睦を深めました。ますますイケてるおやじ＆マダムになった皆さん！またお会いしましょうね！

３歳までのテレビ・ビデオの視聴、そして、授乳や食事
中のテレビ・ビデオの視聴は控えましょ
う。
○ 自分の気持ちを伝える言葉や、相手の
気持ちを感じる力を発達させ、身体や
脳（こころ）を成長させます。

幼児期以降では、すべてのメディアへ接触する総時間
を制限すること。就学前では１日１時間、大人でも２
時間が安全といえます。
○ 幼児期では、テレビ・ビデオ上の暴力的で高速な映
像が、子どもの脳を激しく揺さぶり、子どもの脳に
危険なメッセージを埋め込む恐れがあります。

○ 思春期では、脳の「慢性疲労」により、気持ちをコ
ントロールする力を奪い、理由のないいじめ、むか
つく・キレル・不登校や、反社会的事件に繋がる可
能性が危ぶまれています。

子ども部屋にテレビ・ビデオ・ゲーム・パソコンを
置かないようにしましょう。

子どもとメディアを利用するルールをつくり、
どれかにチャレンジしてみませんか。

ゲーム遊戯時間は１回５分、1日15分が安全。中毒防止
のため、「ノー・ゲーム・ディ」を設けることが重要です。
○ 幼児期では、親の考えかたひとつで、中毒を解消する
ことは比較的簡単です。電源を切り「テレビさん病気、
入院」と子どもに言って、終わりです。
○ 小学校低学年では、時間を守ることを条件にして許可
します。小学校高学年以後では、理由を分からせ、約
束事を決めて挑戦させます。
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