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全国選抜ボート大会で雫石高３年南野・松尾ペアが見事４位入賞！

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

新年度を迎えて～教育委員長・教育長ごあいさつ

教育委員長　上野　宏 教育長　吉川　健次

平成24年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は24年度当時のものです

こえにだし　本読みすると　みな笑顔 （新里　侑真　橋場小 1年）

　町内の各小中学校に活気溢
れる子ども達の歓声が響いて
います。その元気な明るい声
から、私たちは元気をもらえ
ているように感じるのです。

　そして、今、私たち大人は「子ども達が憧れる存在」
にならねば…と、私は心から思うのです。どうか、子ど
も達に笑顔で声掛けをお願いします。
　平成25年度がスタート！雫石っ子が瞳を輝かせ、心も
体もすくすくと成長する一年にしていくため、教育委員
会はしっかりとサポートしてまいります。
　学校教育では子ども達の未来のために学力向上に重点
を置き、知育・徳育・体育の調和の取れた成長を目指し
ます。社会教育では雫石っ子の健やかな成長を守り支え
る「子ども・学校・家庭・地域・行政」の５者が一体と
なって取り組む教育振興運動を更に発展させます。
　そして雫石っ子のより良い学習環境を整えるため、小
学校の適正配置について教育委員会の案を提示し、説明
会を開催して決定していきたいと思っております。どう
か、この一年、雫石っ子の学習環境についてご一緒にお
考え下さい。

　３月24日に静岡県浜松市で開催された第24回全国高等学校選抜ボート大
会・女子ダブルスカル競技で、雫石高等学校３年の南野裕佳里さんと松尾
恵美さんが見事４位入賞を果たしました。
　インターハイでの更なる活躍を祈っています。

　平成25年度教育施策方針に
則り、学校教育と社会教育、
生涯文化が一体となった取り
組みを実施してまいります。
　子どもたちには、今までの

雫石の伝統と文化を継承しながら、「知・徳・体」バラ
ンスのとれた教育をしてまいります。
　また、「雫石町教育振興運動」では、読書運動・あい
さつ運動・「早寝、早起き、朝ご飯」のスローガンに加
えて「家に帰ったら、まず学習」を実践してもらいたい
です。さらに、お家の方も、家庭学習中は、テレビを消
して一緒に勉強や読書をお願いします。
　前年度とあまり変わりがありませんが、取り組み方の
徹底を図りたいと思います。徹底するかしないかで、差
が歴然とします。
　子どもたちの夢や希望を実現させるためには、「学問
に王道なし」と言われているとおり、努力の継続しか方
法はありません。
　今こそ、学校・家庭・地域・行政が一体となって雫石
の教育を継承し、改善努力することが大切であると考え
ます。

平成25年度を迎えて 25年度雫石町の教育について

（お知らせ）小学校適正配置検討委員会「提言書」をまとめました
　平成24年度、検討委員会では５回の会議を行い、委員の皆様に小学校適正配置に係る「提言書」をまとめてい
ただきました。内容については、広報しずくいし４月号に概要版を、町ホームページに全文を掲載しております
のでご覧下さい。

（写真は左から、吉川教育長、深谷町長、南野さん、
松尾さん、顧問の佐藤先生、石川副校長先生）
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　教育を取り巻く環境は、社会経済情勢の不安定さに加え、少子化や核家族化の一層の進行などを要因として大きく
変化しており、子どもたちの学習意欲や体力の低下、いじめの問題等、多くの課題が指摘されております。
　このような状況の中で、平成25年度の重点項目としては、「学力向上について、学校、家庭と連携して取り組む」、「小
学校適正規模・適正配置について計画的に取り組む」、「地域と一体となって教育振興運動に取り組む」、「岩手国体の
開催に向けた準備に取り組む」としております。
　主要な施策については、以下のとおりです。

○確かな学力を育む環境づくりに取り組みます ○健やかな体を育む環境づくりに取り組みます
①教員の授業力向上のため、引き続き中学校に教科指導
の優れた退職教員を活用します。
②「家に帰ったらまず学習」を合言葉に、学校と家庭が
課題を共有し取り組みます。
③全国学力・学習状況調査を全ての小・中学校で実施し
ます。
④キャリア教育は、地域の産業関係者の協力により取組
を推進します。
⑤特別支援教育は、引き続き学校支援員を配置しきめ細
かな指導を行います。

①定期健康診断の実施や感染症の予防に努めます。
②体育の授業の充実を中心に児童生徒の運動能力向上や
体力づくりに取り組みます。
③学校給食を通して食育の充実に努めるとともに、地域
食材を使用することで生産・流通に携わる人々への感謝
の心を育みます。
④引き続き放射性物質濃度検査を実施し、給食食材に対
する安全安心の確保に努めます。

○豊かな心を育む環境づくりに取り組みます ○効果的な教育環境づくりに取り組みます
①「豊かな心」を育むため、道徳教育を推進します。
②基本的な規範意識と倫理観等を養うため、学校、家庭
が一体となって取り組みます。
③生徒一人ひとりが自主的に行動し、積極的に自己実現
できるよう生徒指導の充実を図ります。
④不登校等の対策としては、個々のケースに即した適切
な対応ができるよう努めます。
⑤問題行動等の早期発見及び解決を図るため、家庭及び
地域社会等との連携を推進します。
⑥いじめを根絶し、児童生徒が安全で安心できる学校生
活を送れるよう取り組みます。

①学校評価を適切に実施し、家庭、地域との協働による
学校づくりを推進します。
②幼児期から学童期等、その接続を円滑にするために学
校等校種間連携を推進します。
③各小学校の６年生を対象に、小・小連携交流会を継続
して実施します。
④雫石高校の存続のため、魅力ある学校づくりの一環と
して、給食的な昼食提供を支援します。
⑤児童の安全対策のためスクールガードによる見守り体
制の充実を図ります。
⑥雫石中学校耐震補強工事の実施による機能改善等を図
り、教育活動等の環境づくりに推進します。
⑦小学校適正配置検討委員会からの「提言書」を基に教
育委員会としての方針を決定し、町民へ周知し説明会等
を開催します。

学校給食教育実践研究会

小・小連携交流会

小学校適正配置検討委員会
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　現在も続く、東日本大震災からの復興への取り組みの中から、改めて人と人との「絆」の大切さを教えられました。
教育委員会でも、学校、家庭、地域と連携し、それぞれの役割を自覚しながら相互の信頼関係をより確かなものとし、
本町の教育振興へ全力で取り組んでまいります。

○「いつでも、どこでも、だれでも」自主的に学習できる生涯学習社会の実現に努めます
①趣味・教養・文化芸術など多種多様な学習機会の提供
に努めます。
②中央公民館・各地区公民館で、各種文化講座の開設、
自主的なサークル活動の支援や情報提供を行います。
③図書館では、レファレンス業務の強化と学校図書館の
充実を図ります。
④子ども、学校、家庭、地域、行政の５者により、「読
書の推進」と「テレビ視聴時間削減」を全町課題として
取り組みます。
⑤中高生で結成されるジュニアリーダーの活動を支援し
ます。
⑥ホームページの充実及び広報「教育しずくいし」によ
り情報提供を図ります。

・文化芸術は人々に生きる喜びを与え、潤いのある人生を送る上で大きな力となるものです。
○町民が主体的に芸術活動に関わりながら、特色ある地域文化の形成に寄与できるよう努めます

①各種文化芸術団体等の育成や活動支援を行い、文化・
芸術の鑑賞機会の充実に努めます。
②芸術鑑賞事業として引き続き東京芸術大学合宿招聘事
業を実施するほか、「音楽の絵本」コンサートを開催し、
音楽に親しむ機会を提供します。
③関係団体と連携し、文化財の指定や無形文化財芸能祭
を開催します。
④小日谷地遺跡発掘調査を継続実施するとともに、資料
の再整理を行い公開します。
⑤「曲り屋」を含めた歴史民俗資料館を有効利用します。

・スポーツやレクリエーションは、自己表現・ストレス
発散はもとより、活力ある地域社会の形成と健康で明る
く豊かな生活を築く上で、重要な役割を果たすものと期
待されています。
○子どもから高齢者まで、だれもが気軽にスポーツ
に親しむことができるよう町体育協会等関係機関と
連携しながら、スポーツ・レクリエーションを推進
する。
①競技スポーツについては、全国規模の大会で活躍でき
る選手を輩出するため、選手派遣や育成強化を図り、支
援体制を強化します。
②２巡目岩手国体の開催に向け、会場整備やアーチェ
リー競技の審判員養成等、受入態勢の整備を行います。

富士市交流事業での
ジュニアリーダーの活躍

中央公民館主催講座
「イケてるおやじ学園」

東京芸術大学招聘事業
「ふれあいコンサート」

無形文化財芸能祭

アーチェリー教室



4  広報●教育しずくいし●2013●4●No.97●

どうぞよろしくお願いします！①～平成25年度教職員人事異動（転入等）紹介

学校名 職　名 氏　名 前任校 学校名 職　名 氏　名 前任校

雫石小

校　長 府金　良夫 大野小

南畑小

校　長 高橋　　司 浅内小

教　諭 遠藤　恵一 煙山小 副校長 小野寺　健 彦部小

教　諭 西野　美晴 遠野小 教　諭 谷地　一枝 川井西小

教　諭 足利　久美 新採用

安庭小

校　長 荒川　享司 県教育委員会

七ツ森小

校　長 藤原　哲嗣 田山小 教　諭 酒井　洋一 江刈小

教　諭 舘沢　宗則 赤沢小 教　諭 佐藤　　歩 鵜飼小

教　諭 白土美智子 水堀小 教　諭 中川諭美子 鍬ヶ崎小

下長山小

副校長 宮崎　典子 田頭小

雫石中

副校長 菅原　浩樹 県南教育事務所

教　諭 熊谷　全信 宮守小 教　諭 金野　正洋 千 中

教　諭 加賀谷良嗣 厨川小 教　諭 佐々木友紀 津田中

西根小
校　長 小松　　太 青笹中 教　諭 陣場　峰雄 久慈中

教　諭 土樋　三起 小国小 教　諭 阿部　孝明 林郷小

御明神小
校　長 相馬ゆみ子 大村小 教　諭 佐々木優香 山田中

事務主任 上路　克彦 滝沢東小 教　諭 及川　美幸 生保内中

橋場小
副校長 今野　洋明 田原小 教　諭 中野　芳明 城西中

教　諭 八重畑昌司 平笠小 教　諭 早坂　　淳 矢巾中

大村小

校　長 吉田　信也 角浜小
　このたびの定期人事異動に伴い、上記の先生方が転入
されました。雫石の子ども達のため、そして町の教育行
政のため、どうぞよろしくお願いします。

教　諭 内澤　　薫 葛巻小

教　諭 氏家眞起子 奥中山小

養護教諭 宮　　房子 寺田小

≪小学校適正配置検討委員会「提言書」について≫
　　　統合の目標時期は、平成28年４月となっているようだが、１年間の前倒しは可能か。
　　　具体的な時期については、統合小学校ごとに設置予定の（仮称）統合準備委員会が決定する内容によ
り、前倒しの可能性はあります。例えば、１つの小学校に校旗、校章、校歌を替えることなく統合するの
であれば、平成27年４月の統合も可能だと思われます。ただ、校旗、校章、校歌を変更する統合を行う場
合は、それぞれを新たに作成する必要があり、平成28年４月の統合が現実的だと思います。
　　　統合すると小学校までの通学距離が延びる児童が増加するが、スクールバ
スの対応はどう考えるか。
　　　現状では、小学校までの距離が概ね４km以上の児童を対象としてスクー
ルバスを運行しています。統合後には、何キロ以上を対象とするか、自転車通
学については認めるか等、教育委員会としての方針を決定する際に十分に検討
し、各小学校区で行う住民説明会では決定した事項を説明いたします。

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（692‒6412）

 教育委員会定例会リポート（２・３月）
―その１　議案編（３月）以下の案件が可決されました。―

１．雫石町児童生徒就学援助事業実施要綱の一部改正に関し議決を求めることについて
―その２　質疑応答編（２月）―

　　　委員

　　　委員

　　　教委

　　　教委

＊このほかにも、岩手国体アーチェリー競技について、町立図書館の機能充実について、インフルエンザ予
防接種について、町民劇場についてなどが話し合われました。
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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！（2/21～3/20受け入れ分　計130冊）

・ルルとララのにこにこクリーム …あんびる　やすこ
・おねえちゃんってふしぎだな………北川　チハル
・モナミは世界を終わらせる？…はやみね　かおる
・少年十字軍………………………………皆川　博子
・どどのろう………………………………穂高　順也
・おまじないスペシャル… マーク 矢崎治信・監修
・なぞなぞだいすき！あそびがいっぱい2000問！
　　　　　　　　 …………………ながれ　おとや
・体育館の日曜日………………………村上　しいこ
・どろんこ！どろんこ！………むらかみ　やすなり
・ぼくのサイ………………………ジョン・エイジー
・紅玉は終わりにして始まり…ケルスティン・ギア
・語　源………………………………………山口　理
・ゆかいな♪わんころタウン……………大島　妙子
・迷宮ヶ丘１丁目…………日本児童文学者協会・編

● ヤング・児童書 ●

〈４～５月の休館日ご案内〉
【４月】15日、22日、29日
【５月】3日、6日、13日、20日、27日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・ちょこっとクロスステッチ

＋

800
　　　　　　　　 ……アンヌ・ソイネ＝フルネル
・ハーブ・スパイスの事典… 成美堂出版編集部 編
・日照条件でわかる 宿根草ガイドブック …小黒　晃
・四つだたみ編みのかごとバッグ………松田　裕美
・夫は犬だと思えばいい。………………高濱　正伸
・能力アップ！あやとり……………………野口　廣
・カレーライス ！！ ……………… 阿川　佐和子 ほか
・日本全国地図の謎………………………浅井　建爾
・マンガでわかる はじめての介護 ……長瀬　教子
・おいしいご当地スーパーマーケット…森井　ユカ
・まわりの人と「うまくつき合えない」と
　　　　　　　　　感じたら読む本…心屋　仁之助
・新幹線お掃除の天使たち…………………遠藤　功
・ぼくは、ぼく…………………………谷川　俊太郎
・がんばっぺし！ぺし！ぺし！ぺし！……戸羽　太

・サクラ秘密基地…………………………朱川　湊人
・眩　談……………………………………京極　夏彦
・一　路（上・下） ………………………浅田　次郎
・闇医者おゑん秘録帖………………あさの　あつこ
・マタニティ・グレイ……………………石田　衣良
・桜ほうさら……………………………宮部　みゆき
・いろいろのはなし…………グリゴリー・オステル
・届け物はまだ手の中に…………………石持　浅海
・猫弁と指輪物語…………………………大山　淳子
・ツリー（上・下） ………………………高橋　克彦
・やがて、警官は微睡（ねむ）る…………日明　恩
・晩　夏………………………………………今野　敏
・碧空のカノン……………………………福田　和代
・ラッフルズ・ホームズの冒険………J.K.ハンクス
・コブラ（上・下） …フレデリック・フォーサイス

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図書館休館日の一部変更について

お知らせ②『つどいの広場』でおはなし会開催中

　平成25年度から図書館の休館日を一部変更して開
館します。（試行）

変更点⇒土曜日と日曜日が祝日となる日は開館。
　例：今年度の５月４日、５月５日、11月３日、
11月23日は土日のため、開館いたします。

　これにより、土日はいつも開館となります。月曜
日は毎週休館日です。

　４月から、つどいの広場でも「たんぽぽおはなし
会」を開催しています。
【対　象】乳幼児親子
【日　時】毎月第１金曜日 10：30～11：00
＊５月は第１金曜日がゴールデンウィークのため、
５月24日（金）に開催します。
【場　所】健康センター　つどいの広場

【日　時】４月18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…『ひとりでうんちできるかな』ほか
・かみしばい…『おさじさん』
・パネルシアター…『だるまさんが』
・こうさく…『こいのぼりをつくろう』　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】４月27日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『石割桜』…岩手の昔ばなしから
・『ぐりとぐらのおおそうじ』

…なかがわ　えりこ　文
など

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

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。
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【開催日】５月から毎月１回・全10回
①５月８日（水）　②６月５日（水）
③７月10日（水）　④８月７日（水）
⑤９月11日（水）　⑥10月１日（火）
⑦11月13日（水）　⑧12月４日（水）
⑨１月22日（水）　⑩２月12日（水）

【時　間】9：30～12：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】木村純子さん
【対　象】町内在住の２～３歳児とその親

【定　員】先着20組
【受講料】無料（ただし実費徴収あり）
【内　容】体操、歌、楽器演奏、工作、遠足など
【その他】動きやすい服装でご参加ください。また、
内履きとお弁当をご持参ください。
【申し込み】４月22日（月）～
26日（金）の間に雫石公民
館へお申し込みください
（受付時間／平日８：30～
17：15）。

 【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

少年少女合唱教室
　歌が上手くなりたい、歌が好きな子、みんな集まれ！
友だちと一緒に、楽しみながら合唱を学べます。町民音
楽祭など、野菊ホールでの発表の機会もあります。
【開講日】５月11日（土）
＊おおむね毎月２回・土曜日に開催します。

【時　間】10：30～12：00
【場　所】中央公民館
【対　象】町内の小中学生
【受講料】１人１ヶ月500円
【申し込み】４月26日（金）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）。

小学生向け・かけっこ教室
運動会に向けて、走り方のコツを学んでみませんか？
【開催日】４月29日（月・祝）
【対　象】町内の小学生
【コース・時間】
①小学１～３年生 15：00～16：00
②小学４～６年生 16：20～18：00
【場　所】町営陸上競技場（雨天時は町営体育館）
【講　師】カケッコーズ代表ヘッドコーチ
　　　 　阿部丈二さん
【定　員】①②それぞれ先着30人
【受講料】１人1,500円（施設利用料・保険料込）
【申し込み】４月18日（木）から町営体育館窓口及び
電話にて受け付けます（～４月25日（木）まで）。早朝ランニング

　自分のペースで楽しく運動してみませんか？子ど
もから大人まで、どなたでも参加できます。
【開催日】５月12日（日）～10月13日（日） 
＊毎週木・日曜開催（雨天中止）

【時　間】５：45　集合
 ６：00　ランニング開始
（終了後順次解散）
　＊１km・２km・３kmの
　　コースがあります。
【集合場所】中央公民館前
【対　象】町内在住または勤務の方
【参加費】無料
【申し込み】雫石公民館へお申し込みください（受
付時間／平日８：30～17：15）。
なお、開催当日の現地での申し込みも受け付けます。

親子教室「おおきくなあれ」
　親子教室「おおきくなあれ」は、親と子の交流の場です。運動会や遠足など楽しい企画がいっぱい。みん
なで楽しんでおおきな○をもらいましょう♪

【教育・文化　なんでも掲示板】に
情報をお寄せ下さい！

　【教育・文化　なんでも掲示板】は、教育委員会主催
事業等以外でも「みんなが主役　誇らしく心豊かなまち　
しずくいし」につながるものを紹介するコーナーです。
【掲載できる内容】
　・生涯学習に関わる講演会・発表会の案内
　・サークル活動の紹介やメンバー募集
　・芸術活動や文化活動の成果発表の案内　など
＊ただし、内容及び紙面の都合上掲載をお断りする場
合があります。また、掲載内容については当方に一任
していただきます。
【掲載を希望する場合】
　広報「教育しずくいし」編集担当（社会教育課・
692-6413）または関係機関（町内各地区公民館・図書
館・町営体育館等）にご相談ください。
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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！

【就学援助・奨学資金の25年度希望者を募集しています】
　町では、経済的な理由で就学や進学が困難な児童・生徒及び学生を援助するため、就学援助制度と奨学資金制
度を設け、希望者を募集しています。
①奨学資金制度
【募集対象者】高等学校以上（専修学校等を除く）に在
学し、本人または家族の住所が町内にある学生・生徒
【申込期限】５月10日（金）………学力・経済状況等を
審査のうえ、６月に採用者を決定します。
【奨学資金貸付月額（上限）】　

学校 公立 私立
高等学校 15,000円 20,000円
高等専門学校 18,000円 －
短期大学 25,000円 30,000円
大学（昼間部） 30,000円 35,000円
大学（夜間部） 15,000円 25,000円

【利子】無利子
【返済期間】高校や大学を卒業後、貸付期間の４倍の
期間（例：大学４年間×４＝16年間）
【申し込み・問い合わせ先】学校教育課（692-6412）

②就学援助制度
【制度の内容】経済的な理由で就学困難な小中学生を
援助し、義務教育を受けられるようにする制度です。
　学用品費、修学旅行費、医療費、給食費などを援助
します。
【申し込み先】お子さんの通学している学校
【問い合わせ先】
　通学先の学校または学校教育課（692-6412）

「150匹の鯉のぼりと　150本の桜並木」　雫石川に泳ぐ鯉のぼり！

どうぞよろしくお願いします！② ～社会教育課新指導員

お知らせ（募集）

告知

紹介

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

　教育委員会では、子どもたちの健やかな成長を願い、４月26日（金）～５月12日（日）の期間中、雫石川に鯉のぼ
りを掲揚します。
　掲揚式は４月26日（金）10：30～11：30に開催、御明神小学校の３、４年生が鯉のぼりの掲揚をお手伝いします。
鯉のぼりはゴールデンウィーク中も掲揚しておりますので、皆さまどうぞお花見もかねて雫石川園地にお越しく
ださい。（写真は、昨年度雫石小学校児童が参加した掲揚式のようすです）

震災復興の願いも込めて笑顔で鯉のぼりを渡しました代表児童の将来の夢の発表

社会教育指導員　吉田　敏子さん 資料館専門指導員　奥村　英則さん
　吉田さんは、前七ツ森小学校の校
長先生です。
　教育に関する識見に加え、教育振
興運動推進協議会設立時から副会長
を務めた経歴をもっています。町の
社会教育事業への指導力発揮が期待
されています。

　奥村さんは、町内に長く在住し、
歴史や文化への高い関心も持ってお
ります。
　「豊かな自然の中で育まれてきた
伝統・文化を大切に受け継ぎ、保存
し、ＰＲしていく館の活動にお役に
立てれば。」と考えております。

町の社会教育・文化財保護行政のためご尽力いただくお二人をどうぞよろしくお願いします。
なお、教育委員会を含む町職員の人事異動については広報しずくいし４月号に掲載しております。
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広報「教育しずくいし」５月号は　５月９日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　教育広報担当３年目にして独り立ちし、今月号は今までで一番と
いっても過言ではないほど四苦ハ苦しながら、やっと完成！そして、
３年目を迎えても、毎月私を悩ませるあとがき…スムーズにあとが
きを書けるようアンテナを高くし過ごしていきたいです。（Ｎ）

　おかげさまで、広報「教育しずくいし」単独発行10年目を迎えま
した。先日行われた町政モニターアンケートで得られた意見ももと
にしながら、情報発信媒体としての精度をさらに高められるようが
んばります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。（Yasu）

今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№95 大村小学校　編～

次回は西根小学校からの情報をお送りする予定です。

橋場小学校との交流橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋 学学学校校校校校校校校校校校校校校校校とととととととととととととととと 交交交交交交交交交交交交流流流学学学学学学学学学学学学学学学学学学学小小小小小小学学学学小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学場場場場小小小小小小小小小小小小小小小小小小小場場場橋橋橋橋橋場場場場場場場場橋 流流流流流流流流流流流流小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校とととととととととととととととととととととととののののののののののののののののののののののの交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学場小小小小小小小小小小小小小小場小小小小小小場橋場場場場場場橋橋橋橋橋橋橋場場場場場場場 学学学学学学学学学学学学学学橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋 小小小小小小小小小小小 校校校校校校校校校校校校校小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小 校校校校校校校校校校ととととととととととととののののののののののののの交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流橋橋橋橋場場場場場場場場場 校校校校校校校校校校校校校校校校校 交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小場場場小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小橋橋場場場場場場場場場場場場場 のののののののののののののののののの 流流流流流流流流流流橋橋場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場 学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校 交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流学学橋橋橋橋 学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校 ののののののののののの交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流学学学学学学学学学学学学学学学学場場場場場場場 交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場 校 交交交交交交交交交交交流流流流流流流橋橋橋橋橋橋場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場橋橋橋橋橋橋橋橋橋 学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校 流流流流流流流流流流学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校 交交交交交交交交交交交交流流流橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校とととととととととととととととととととととととののののののののののののののののののののののの交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流 大村小学校　平成24年度校長　相馬　ゆみ子

　大村小学校では、10年程前から橋場小学校との交流
学習を行ってきました。互いの学校を訪問して一緒に
授業をしたり、陸上記録会や水泳記録会では合同チー
ムを組んだりしています。修学旅行とグリーンキャン
プも、両校の５、６年生が参加し、隔年で行っています。
　今年度は、８月に橋場小学校を訪問し、修学旅行の
計画をたてたり、プールで一緒に泳いだりしました。
これまではお弁当を持参していましたが、初めて給食
も一緒にいただきました。この冬は、大村小学校に来
てくれたので生活科や図工の授業をしたり、校庭で雪
遊びを楽しんだりしました。両校とも、普段は10数人
ぐらいの児童数ですので、集まると授業がにぎやかに
なり、学校がにわかに華やぎます。毎年積み重ねてき
た交流なので、久しぶりに会っても、すぐに打ち解け
て活動することができます。

　児童にとって毎年楽しみにしている活動ですが、教師
にとっても複式授業の指導について学ぶことができる貴
重な研修の場ともなっています。互いの学校の子どもた
ちの名前が自分の学校の子ども同様、いつも会話にのぼ
る程、学校生活に浸透した交流学習となっています。

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！

【４月】
14日㈰ 雫石町スポーツ少年団結団式
17日㈬ ことばの教室始業式
25日㈭ 教育委員会議
26日㈮ 雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

【５月】
３日㈮ 雫石町早起き野球開幕式
７日㈫ 雫石町教育研究会
18日㈯ 雫石中学校体育祭
19日㈰ 第29回岩手山ろくファミリーマラソン
24日㈮ 教育委員会議
25日㈯  小学校運動会（雫石・七ツ森・御明神・

橋場・大村・安庭）
26日㈰ 小学校運動会（上長山・下長山）
　　　　御所地区春季グラウンド・ゴルフ大会

● ４～５月の主な行事予定 ●

シャッフルボードを
通じて交流

５、６年生の
授業

別れを惜しむ
児童たち


