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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

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

本読むと　ぼくの心が　チェンジする （村田　和久　大村小 2年）

特集 「新記録ラッシュ！」雫石町小学校陸上記録会　～６月20日（木）

　今年の雫石町小学校陸上記録会は、19日（水）の予定でしたが、雨の影響により20日（木）に延期となりました。当日の午前中
は、曇りで風もあり肌寒い感じもしましたが、午後からは晴天となり良いコンディションとなりました。今年は選手の皆さん
の努力の成果が現れ、６種目で新記録が樹立され、記録ラッシュの充実した大会になりました。

祝・100号

６年女子100メートル　簗場ゆいさん（雫石小）
記録14秒０（10年ぶり・０秒２更新）

５年女子800メートル　長坂桜花さん（七ツ森小）
記録２分43秒６（７年ぶり・０秒１更新）

６年男子80メートルハードル　足立拓実さん（七ツ森小）
記録　13秒１（８年ぶり・０秒２更新）

５年女子ボール投げ　小西光さん（安庭小）
記録　43M49（５M55更新）

６年女子ボール投げ　上中屋敷佳澄さん（御明神小）
記録　46M62（４M12更新）　【写真提供：写真倶楽部】

女子400メートルリレー　雫石小学校（杉田・五日市・大森・簗場）
記録57秒２（14年ぶり・０秒２更新）

275_306_315.indd   1 13/07/04   16:04



2  広報●教育しずくいし●2013●7●No.100●

　今後も、情報を厳選してより見やすい紙面づくりにも心掛けていきます。しずくいしの教育に関する各種情報・ご
意見をぜひお寄せください。

〈平成16～18年度〉

第１号（平成16年４月） 第10号（平成17年10月） 第20号（平成18年11月）
＊発行のごあいさつ ＊男よしゃれと角力甚句 ＊化粧まわし（資料館蔵）

　平成17年度までは隔月発行でした。表紙特集は、平成16～17年度は指定文化財を中心に、18年度は民俗資料館収
蔵資料を紹介するシリーズでした。

〈平成19年度～〉
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★しずくいしの教育　特集・教育振興運動の今………… 2
★家読におすすめ・トピックス…………………………… 3
★教育委員会定例会リポート・各種講座・教室案内…… 4

★各種講座・教室案内・行事予定………………………… 5
★新着図書紹介・図書館情報……………………………… 6
★シリーズ「輝」・トピックス・リレーコラム …… 7～ 8

〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

本よんで　すごくたのしい　ゆめをみる （杉下　生眞　西根小 2年）
家読標語コンクール　入選作品　

　『2011年春。熱い魂を持った、桃、青、紅、黄の４つの
組団が集結した。どの組団も勝利に向かって、闘志を
燃やし、真剣に練習に取り組み、団結力を高めていく…。
　今日は、一人ひとりが、応援・競技に魂を込め、心
に響くような本気の「雫中魂」を披露します。
　保護者・地域の方々に感動していただける最高の体
育祭になるように精一杯頑張ります。』
　以上、プログラムより抜粋しました。

　去る５月15日の日曜日に「平成23年度中学校体育祭」
が青空の下、盛大に開催されました。当初は14日、土
曜日の予定でしたが、雨の影響で 1日順延され日曜日
の開催となりました。

　生徒一人ひとりが素晴らしい体育祭にしようと練習
や準備を重ねてきたようで、多くの保護者の皆さまや
地域の方々に対して、熱く燃える雫中生の姿を見せて
くれました。伝統の応援合戦も見応えがあり、連日の
練習の成果が感じられ、一糸乱れぬ姿にまさに「雫中
魂」を感じました。

　前日の雨の影響もあり、グラウンドコンディション
が今ひとつの場所もありましたが、午後になると次第
に晴れ間も広がり、体育祭日和となりました。

　その他にも、全員リレー、騎馬戦、棒倒し等々、各
組団とも「完全燃焼」の体育祭でした。生徒の皆さん、
お疲れ様、そして感動をありがとう。保護者の皆さま、
地域の方々、応援ありがとうございました。

「轟け！雫中魂」　～一人ひとりの闘志を燃やせ～ 　雫石中学校体育祭

第30号（平成19年９月） 第50号（平成21年５月） 第75号（平成23年６月）
＊富士市・雫石町少年交流事業 ＊しずくいしの文化財大集合！ ＊雫石中学校体育祭
　平成19年度からは、各種イベントの実施に合わせて特集するスタイルに変わり、現在に続いています。

【問い合わせ】広報「教育しずくいし」編集委員会　担当：社会教育課（692-6413）

特集～祝100号！
広報「教育しずくいし」の歴史を振り返って

　広報「教育しずくいし」は、教育委員会が取り組んでいる重点事業や課題、がんばっている子どもたちや町民の姿
を紹介して町の教育への関心を高めることを目的として、平成16年４月に「広報しずくいし」から分離し発行を開始
しました。
　より早く、より多くの情報をお届けするために、平成18年度からは隔月から毎月発行に改めるなど、さまざまな改
善を図りながら発行を重ね、今月100号の節目を迎えました。

　ここで、過去の表紙をいくつか紹介し、歴史を振り返ってみましょう。
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～地域ぐるみで教育振興運動の実践を！
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≪テレビ視聴時間・ゲーム遊び時間の削減≫への取り組み
◎テレビ視聴過多の弊害について周知します。
・テレビ

＋

ゲーム、平日は２時間以内に。
・３歳までのテレビ視聴は控えましょう。
・テレビを見ながらの食事はストップ！
・テレビを消して、家族で読書。
≪読書大好き雫石っ子≫の継続
◎「家庭・地域での読書」の推進
　①家読10（うちどくテン）を推進します。　
　　・家族みんなで10分以上本を読もう！
　　・一年間に10冊以上、本を読もう！
　　・友達や親しい人など10人に本を紹介しよう！
　②町内の小学生対象に家読標語を募集します。
　③町内の小中高生対象に読書カードを募集します。
◎「第７回雫石町親子読書のつどい（読み聞かせ活動交流、各実践区の取り組み展示交流）」を開催します。

「テレビを消して読書」を雫石の文化遺産にしましょう！

　昨今、明らかになった雫石っ子の課題。それは生活リズムに関することで、〔テレビ・ゲー
ムに時間を奪われている実態〕でした。平日１日あたり３時間以上テレビ・ゲームに時間を
奪われている小中学生は、実に全町の50％を超えているのです。これでは、読書や学習が
おろそかになってしまいます。
　この課題の解決に向かって今年度も共通課題を設定しました。

ミニ特集

平成25年度の全町共通課題は？

①小学校適正配置（伝統芸能）について
委員 小学校を統合するとした場合、各小学校また
は地区で取り組んでいる伝統芸能についてはどの
ように対応するつもりか。
教委 大村小の山祗神楽、橋場小のこまくささんさ
など、町内の小学校で取り組んでいる伝統芸能に
ついては、現状のまま継続して行くつもりです。
統合後も月に１、２回程度、取り組む時間を設け
る案もございますので、地域の皆様方との話し合
いの中で様々な意見をいただきながら、継続して
いきたいと考えております。

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（５・６月）
―その１　議案編（６月）以下の案件が可決されました。―

１．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて 
―その２　質疑応答編（５月）―

　このほかにも、ファミリーマラソン開催時の商店街の対応、自転車に乗る際のヘルメット着用、学校図書
館担当者研修会についてなどが話し合われました。

②小学校適正配置（学校林）について
委員 小学校を統合するとした場合、学校林の取り
扱いはどのようにするつもりか。学校林も小学校
と同様に統合するものかを伺いたい。
教委 町内の小学校は、雫石小と七ツ森小を除き、
学校林を所有しております。牧野組合または町と
それぞれの学校林管理会が契約を結んでいるとこ
ろ、国有林、町、学校林管理会が３者契約を結ん
でいるところなど、さまざまな状況です。そのた
め、例えば、学校林を町で一括管理することは難
しく、それぞれの学校林管理会ごとに、現在の学
校林をどうするか、統合後はどのように維持管理
するかを話し合って決定していただくべきと考え
ます。

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）
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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！（5/21～6/20受け入れ分　計71冊）

・青玉は光り輝く····················ケルスティン・ギア
・お人形屋さんに来たネコ

 ················ヨナ・ゼルディス・マクドノー
・川をのぼって森の中へ ······················ 今森　光彦
・雨がしくしく、ふった日は ····················森　絵都
・パディントンの金メダル ········· マイケル・ボンド
・よわむしモンスターズ ·····························のぶみ
・あめあめふれふれねずみくん ······なかえ　よしお
・いもほりコロッケ ················おだ　しんいちろう
・すいか！ ········································石津　ちひろ
・きみの町で ···········································重松　清
・チャーメインと魔法の家　ハウルの動く城３

 ················ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
・きいのいえで ·································種村　有希子
・ハナミズキのみち ··························淺沼　ミキ子
・江戸の子どもちょんまげのひみつ ··菊地　ひと美
・いろいろバス ···························· tupera tupera

● ヤング・児童書 ●

〈７～８月の休館日ご案内〉
【７月】15日、22日、29日
【８月】5日、12日、19日、26日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・子供をゲーム依存症から救う精神科医の治療法
 ·············································· 岩崎　正人

・楽しい山里暮らし実践術 ··················· 大内　正伸
・兵士は起つ ······································· 杉山　隆男
・前へ！ ··················································麻生　幾
・迎撃せよ ··········································· 福田　和代
・実感！無駄な力がぬけてラクになる介護術

 ···········································石井　ゆりこ
・あしたも、こはるびより。

 ···········つばた　英子/つばた　しゅういち
・家と庭と犬とねこ ····························· 石井　桃子
・75年目のラブレター ·······················貴島　テル子
・奇跡のりんごスープ物語 ·······················山崎　隆
・新親子で行けるおいしい工場見学！

 ·································キョーハンブックス
・万葉歌みじかものがたり　五　 ·············中村　博

・史上最強の大臣·····································室積　光
・犬から聞いた素敵な話 ··························山口　花
・わりなき恋 ···········································岸　惠子
・ランチのアッコちゃん ······················ 柚木　麻子
・ふたつめの庭 ········································大崎　梢
・ちっぽけな恋 ········································池永　陽
・クローズアップ·····································今野　敏
・来春まで　お鳥見女房 ······················ 諸田　玲子
・くるすの残光　いえす再臨 ················ 仁木　英之
・大事なことほど小声でささやく ········· 森沢　明夫
・天佑なり　上・下 ····························· 幸田　真音
・ときぐすり ···········································畠中　恵
・風光る日々 ····································若月　としこ
・暗殺者たち ···········································黒川　創
・銀河鉄道の彼方に ··························高橋　源一郎

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

８月のたんぽぽおはなし会はスペシャル☆
　８月はいつもの第３木曜日から第１木曜日に日程
を変更して開催します。
【日　時】８月１日（木）10：30～11：30
【会　場】中央公民館・視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『どろんこハリー、わをつくろう』 ほか
・かみしばい…『しりとりパーティー』
・パネルシアター…『かおかおどんなかお』
・こうさく…『しゃぼんだまをとばそう』

【日　時】７月18日（木） 10：30～11：30
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『こぐまちゃんおやすみ』 ほか
・かみしばい…『かいじゅうがぼがぼ』
・パネルシアター…『にらめっこしましょ』
・こうさく…『たなばたかざり』
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！
　次回の健康センターつどいの広場おはなし会は、８月２日（金）
10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

【日　時】７月27日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『世界のはじまりよりカメの背にのる地球』

…メイヨー再話
・『はじまりはじまり』…ゲイル・Ｅ・ヘイリー
・『川はどこからながれてくるの』…トマス・ロッカー
・『みずのたび』…今森　光彦
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、図書館ホームページでもお知らせしております。
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図書館からのお知らせ
1）「読書感想文コンクール課題図書展」開催中！
　町立図書館内企画展示コーナーで「読書感想文課題
図書展」を開催しています。県と全国の小中学校読書
感想文コンクール課題図書をすべて１冊ずつ用意して
います。借りられている場合は、順番待ちになるので、
どうぞ早めにご来場ください！

2）「夏の夜のこわいおはなし会」を開催します。
【日　時】７月27日（土）19：00～20：00
【場　所】中央公民館２F懇話室（和室）
【対　象】 こわーいおはなしの好きな“子ども”。

特別に“おとな”もO.K.です。
（子どもは、保護者同伴のこと）

【内　容】「金のうで」ほか
　　　　 絵本の読み聞かせとストーリーテリングなど
「おはなしの雫」の皆さんと図書館員が〝こわーいお話〟
を用意してお待ちしております。

【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

夏休みおいで塾～手作り風鈴を作ろう
～いつも見ている「アレ」を材料に風鈴を作りましょう。～
【日　時】８月５日（月）～７日（水）
　　　　 13：30～15：30
【場　所】中央公民館
【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】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。

【申し込み】７月26日（金）までに中央公民館へお申
し込みください（受付：平日９：00～17：00）。

第12回みんなで歩こう旧秋田街道
　幕末から明治維新の動乱期、戊辰戦争の舞台にもなっ
た旧秋田街道を実際に歩き、当時の歴史について学び
ます。
【日　時】８月６日（火）９：00～16：00
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も参加可）
【定　員】先着25人
【参加料】１人200円
【持ち物】昼食、飲み物、タオル、着替えなど
【申し込み】８月１日（木）までに御明神公民館へお
申し込みください。

御所公民館～おやつ作り教室～
　今回は『みたらし団子』と『杏仁豆腐』を作ります。
【日　時】８月10日（土） 10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【持ち物】エプロン、三角巾、小さいタッパ
【申し込み】８月８日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。

“こだわり”クッキング
【日　時】８月18日（日）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室及び幼児室
【献　立】今月はデザートを…レアチーズケーキほか
【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】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】７月16日（火）～８月９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
９：00～17：00）。
【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。

御明神公民館とうろうづくり教室
和紙を使って「とうろう」を作ります！作ったとうろうは、

御明神夏祭りの舟っこ流しの時に流します！
【日　時】８月５日（月）９：00～17：00
＊上記時間内であれば随時作ることができます。
【場　所】御明神公民館
【受講料】無料（材料はすべて公民館で準備します。）
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も参加可）
【定　員】先着20人
【申し込み】８月２日（金）までに御明神公民館へお
申し込みください（受付：平日９：00～17：00）。
【その他】開催日以外でも作成することができます。
ご希望の方は御明神公民館にご連絡ください。

御所公民館～手芸教室～
　夏休みの工作にいかが？ビーズアクセサリーを作り
ます。
【日　時】８月10日（土）13：30～15：00
【場　所】御所公民館　
【受講料】１人500円
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も大歓迎！）
【定　員】先着10人
【申し込み】８月８日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。
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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！

中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内

８月２日（金）～
８月23日（金）まで開催！

①御所地区春季グラウンド・ゴルフ大会　
～５月26日（日）

（行政区の部）【優勝】大村【準優勝】桝沢
　　　　　　 【第３位】片子沢Ａチーム
（個人の部）【優勝】伊藤一郎　【準優勝】米澤キヌ子
　　　　　 【第3位】川崎靖広
②雫石地区行政区対抗野球大会　～６月２日（日）
【優勝】上町一・二　【準優勝】中町一
【第3位】中沼/林
③御明神地区壮年男子ソフトボール大会

～６月２日（日）
【優勝】南【準優勝】天瀬【第3位】上春木場/横欠
④御所地区混合バレー大会　～６月２日（日）
【優勝】矢櫃・九十九沢・町場連合チーム　
【準優勝】片子沢【第3位】大村/安庭
⑤御明神地区行政区対抗大会　～６月16日（日）
【優勝】中島　【準優勝】南　【第3位】横欠/和野

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）
⑥西山地区行政区対抗野球大会　～６月16日（日）
【優勝】林崎【準優勝】極楽野
【第3位】葛根田・駒木野連合チーム/篠崎
⑦雫石地区男子ソフトボール大会　～６月23日（日）
【優勝】晴山【準優勝】高前田一【第3位】谷地/東町
⑧雫石町スポーツ少年団春季野球大会　

～６月８日（土）～９日（日）
（メインの部）【優勝】西山ボンズ
　　　　　　 【準優勝】雫石ダイナミックス野球
（育成の部）【優勝】雫石ベアーズ野球
　　　　　 【準優勝】御明神ゴールデンベアーズ

西山公民館　パソコン教室 ～ネットでブログ編～
　日常生活に深く浸透しつつあるインターネットを活用し、ネットコミュニケーションのツールの一つであるブログ
の作成を学習します。
【日　時】８月21日～10月２日の毎週水曜
　　　　 （全７回）19：00～21：00
【場　所】西山公民館　パソコン体験実習室
【講　師】高嶋一秀さん
【受講料】1,000円＋テキスト代実費（初回受講時に
申し受けます）＊テキスト代は1,600円前後の予定
です。

【対　象】町内在住または勤務の方で、以下の条件
を満たす方 （1）パソコンで簡単な文字入力とマウ
ス操作ができる方。 （2）パソコン用の電子メール
アドレスをお持ちで、ご自宅でインターネットの
利用（電子メールとウェブサイト閲覧）ができる
方（受講者ご自身でブログの利用登録などをして
いただきます。）

【定　員】先着10人
【申し込み】７月18日（木）～７月31日（水）までに西
山公民館へ電話でお申し込みください（受付時間／
平日９：00～17：00）。
【持ち物】筆記用具
【その他】参加者が極少数の場
合は開催を見送ることがあり
ます。また、講師の都合によ
り日程を調整することがあり
ます。

まだまだ募集中！太極拳教室
　先月号でお知らせした御所公民館・御明神公民館
太極拳教室はまだまだ参加者を募集しています。興
味のある方は、各公民館へお問い合わせください。

報告

雫石町保有八幡平カントリークラブ
ゴルフ会員券の貸出しについて

【利用できる方】・町内に事業所のある団体
　　　　　　　・町内在住または勤務の個人
【申し込み】町営体育館へお申し込みください。
【会員券の受け取り方】実際に券を利用する方また
はその代理人が、印鑑（代理人の場合は代理人の
印鑑）を持参の上、直接町営体育館に来てください。
【その他】原則として利用は月１回ですが、空きが
ある場合はその限りではありません。また、団体
で利用する場合は、１回につき８枚まで貸し出し
ます。

雫石油絵同好会作品展雫石油絵同好会作品展
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もうすぐ、夏休み！雫石の夏の恒例行事のご案内告知

　これまで厳冬の２月初めに実施されていた町民音楽祭
が、インフルエンザや風邪の不安や雪道運転の心配など
のデメリットを考え、思い切って芸術の秋に開催するこ
とになりました。
　10月６日（日）13：00から中央公民館野菊ホールで開催
します。今年のテーマは、「すばらしい明日へ　～秋の
風にのせて～」と決定しました。昨年に増して、＜会場
全体で歌う楽しさを味わえる音楽祭＞を目指して、参加
団体がそれぞれ練習に入りました。

　毎年恒例となりました雫石町民登山、今年は「姫神山」
で開催しました。当日は晴天に恵まれ、山頂からは名峰
岩手山を始め早池峰山など眺望できる絶好の登山日和。
目の前に広がる大パノラマを満喫しました。その後、網
張温泉で入浴し、登山での疲れをじっくりと癒しました。
　参加した皆さま、登山に同行し指導くださった雫石町
山岳協会の皆さま大変お疲れ様でした。

第24回雫石町民音楽祭は
10月６日（日）に開催決定！

雫石町民登山を開催しました
～６月９日（日）

　今年は木管・金管楽器が勢ぞろい！さらにはニンジンまで楽器に⁉　多彩な音色が織りなす、楽しさいっぱ
いの音楽祭‼　皆さまお誘い合わせの上、ぜひお越しください！

告知報告

■ 野菊ホールメインコンサート ■
【日　時】８月11日（日） 14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【曲　目】亜麻色の髪の乙女、君の瞳に恋してる　ほか
特別企画「野菜でクラリネットをつくろうコーナー」
【入場料】前売500円（当日700円）
＊小中学生無料・未就学児入場不可・託児室あり
【入場前売券取扱場所】中央公民館及び各地区公民館、
カワトクプレイガイド、フェザンプレイガイド、プラ
ザおでって、小岩井農場まきば園
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

■ まきば園ミニコンサート ■
【日　時】８月10日（土）　
　　　 　１回目　11：30～
　　　　 ２回目　14：30～
【場　所】小岩井農場まきば園内資料館
【入場料】無料ですが、まき
ば園の入場料が必要となり
ます。
【問い合わせ】
小岩井農場まきば園
（692-4321）

【期　日】８月16日（金）盆踊り大会　18：00～
　　　　　　　　　　　舟っこ流し　20：15～
　　　　　　　　　　　花火大会　　20：25～
＊ 盆踊り大会に参加した方は、豪華景品が当たる大抽
選会に参加できます（景品には限りがあります）。

第８回ふれあいコンサート in 雫石　～東京芸大生とのふれあい音楽祭～

第35回御明神夏まつり
【場　所】御明神公民館駐車場（盆踊り大会）
　　　　 御明神大橋河川敷（舟っこ流し、花火大会）
【問い合わせ】御明神公民館（692-3228）
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広報「教育しずくいし」８月号は　８月８日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　祝100号！振り返れば、74号から編集に携わってきました。と
いうことは…広報「教育しずくいし」の４分の１には関わっている！
こんなに長期間編集担当をしているのに、毎号う～んう～ん悩み
ながら編集中。このうなり声はいつなくなるのでしょうか。（Ｎ）

　祝100号！振り返れば、第１号から編集に携わってきました（！）。
ということは…こんなに長期間担当をしているので、さすがに毎
号う～んう～ん悩むことはなくなりましたが、隣から声が…。こ
のうなり声はいつ聞こえなくなるのでしょうか（笑）（Yasu）

次回は雫石中学校からの情報をお送りする予定です。

～創ろう!みんなで音楽を～
雫石町立上長山小学校　副校長　小笠原　洋子

　上長山小学校では、全校で合奏や合唱をすることによ
り、少人数では表現できない音楽に触れ、音楽のすばら
しさを体得することを目標として、「今月の歌」や運動
会での鼓笛演奏・ダンス、そして町小中音楽祭への取り
組みなどを行っています。
　上小の子どもたちは音楽が大好きです。35人がひとつ
になって、全校で音楽を作り出すことの喜びを子どもた
ちが体得してきているからです。一人ひとりが、名プレ
イヤーとなって、音楽が流れると自然にスイングしてい
る様子を見ることができます。
　春の運動会では、３年生以上の鼓笛隊の演奏にあわせ
て、１・２年生がダンスを披露しています。運動会での、
演奏曲目は「上長山小学校校歌」とラテンのリズムにア
レンジされた曲、今年は「宝島」を演奏しました。今年
の曲はなかなかの難曲でした。主旋律を担当する３・４
年生は、 盤ハーモニカの練習に一生懸命取り組みまし
た。登校後、業間休み、昼休みと時間を見つけては、「と
ても難しいけど、自分たちが頑張らなければ、演奏が台
無しになってしまう。」というような気持ちで練習に臨
んでいました。

　５月26日の運動会では、まだまだ完璧とはいきません
が、今までの練習の成果を披露することが出来ました。
運動会が終わって、数日後には、２年生の子どもが、休
み時間、「宝島」のメロディーをピアノや 盤ハーモニ
カで弾いていました。町の音楽祭に向けて子どもたちの
意識はスタートしているのだと感じさせられます。
　町音楽祭で、本校は「マンボNO5」、「サンバブラジル」
を１年ごとに演奏しています。今年は「サンバブラジル」
と「宝島」を披露いたします。昨年の音楽祭では、会場
の皆さんの手拍子の声援に、もっと良い演奏ができるよ
うにまた頑張ろうと言う気持ちを持ったようです。
　上長山小学校の子どもたちのあこがれ。それは、鼓笛
隊のドラムメジャーと町音楽会でのドラム担当になるこ
とです。６年生になったら、「私もやってみたい。」「ぼ
くがやりたい。」など密かに思いを膨らませている子も
たくさんいます。
　もっと、もっと良い音楽を全校のみんなで作っていこ
うという気持ちを忘れず、子どもたちは練習を重ねてい
きます。音楽祭をご期待ください。
　上小の全校音楽これからも進化を続けていきます！

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№98　上長山小学校　編～

【７月】
20日㈯～22日㈪　岩手県中学校総合体育大会
21日㈰ 御明神地区グラウンドゴルフ大会
24日㈬ 下長山小学校終業式
 教育委員会議
25日㈭  町内小学校終業式（雫石・七ツ森・西

根・御明神・橋場・大村・南畑・安庭）
26日㈮ 上長山小学校・雫石中学校終業式

26日㈮～29日㈪　富士市・雫石町少年交流事業
28日㈰ 御所地区壮年男子ソフトボール大会
【８月】
２日㈮ 雫石町小学校水泳記録会
３日㈯～５日㈪  第27回岩手県学童軟式野球選手

権大会
４日㈰ 雫石地区混合バレーボール大会
14日㈬ 雫石町長杯野球大会

● ７～８月中旬の主な行事予定 ●
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