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クイズとアンケートに答えると、雫石のおいしいものが当たる !?

協賛懸賞クイズ・資料館「今月の一品」
《９月号協賛懸賞クイズの正解・当選者発表！》

　ご応募ありがとうございました。来月号のクイズもお楽しみに！
　正解：（ア）大根………応募された方全員大正解でした！
　　　当選者：廣瀬　惠子さん（町内）／杉田　春雄さん（町内）
　　　　　　　／ママさん（町内）

今月号はお休みします

いざ、勝負！
　第44回町民相撲大会　開催

※写真は杉本楓選手（奥）と横欠海飛選手

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙
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雫石中学校駅伝チーム　見事男女アベック優勝！！　第16回岩手地区中学校駅伝競走大会

団体の部・御明神小学校　優勝！個人の部は大橋選手が４年連続で優勝！町民相撲大会

〔９月４日〕

〔９月５日〕
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できごと紹介　2015. ９月

その他、こんなことがありました…
〔６日〕町OB野球大会開催！〔13日〕町壮年男子ソフトボール中央大会・ふれあいジョイフル・スローピッチ
ソフトボール大会開催！〔26～27日〕棗杯交流大会開催！軟式野球・バレーボールを通じ、雫石っ子が北東北３
県の子どもたちと交流しました。

絵本作家・後
うし

路
ろ

好
よしあき

章さんによる講演会「読み語りは愛の時間」開催 ！ ～読書ボランティア等研修会

〔９月18日〕

　９月18日（金）、盛岡教育事務所管内（雫石町、盛岡市ほか近隣市町）の
読書ボランティア等研修会が開催されました。午後の講演では、「読み語
りは愛の時間」と題して、有名絵本作家の後路好章さんに、幼少期の読み

　町総合運動公園陸上競技場を発着とした周回コースで、岩手地区
中学校駅伝競走大会が行われました。
　男子は、全６区間で区間賞を獲得し２位に２分以上の大差をつけ
る圧勝で10年ぶりの優勝を果たし、女子は、全５区間中３区間で区
間賞を獲得するなど総合力で見事２連覇を達成しました。
　雫石中学校駅伝チームの今後の活躍に期待しましょう！
☆大会結果（敬称略）☆
≪男子≫
【１位】雫石中学校Ａチーム
（瀬川元気、柿木奎又、小坂辰明、横欠秀斗、杉田真英、村田涼輔）
【２位】滝沢南中学校Ａチーム【３位】滝沢第二中学校Ａチーム
≪女子≫
【１位】雫石中学校Ａチーム
　　（白椛みずき、小田綺花、杉田侑愛、長坂桜花、鷲津加子）
【２位】滝沢第二中学校Ａチーム【３位】滝沢中学校Ａチーム

　秋晴れの空の下、雫石・安庭・御明神小学校の３校から19人の児
童が参加し、安庭小学校相撲場で町民相撲大会が開催されました。
　団体の部では、御明神小学校が危なげない試合運びで、見事３校
の頂点に立ちました。個人の部は、学年ごとの総当たり戦で、複数
選手の勝ち星が並び巴戦が行われるなど、白熱した取
組に歓声が上がりました。
　６年の部で優勝した大橋翔さんは、「（３年生の時か
ら）４年間１位をキープできて良かった。これからも
粘り強い相撲を頑張りたい。」と、ほっとした表情を
浮かべながらも、これからへの意気込みも語ってくれ
ました。

語りの大切さを語っていただきました。赤ちゃん
が関わりを求めて生まれてくることや、関わり合
うことで人が成長すること、さらに、そのために
赤ちゃんに読んであげたい本やいろいろな読み方
などを、実演も交えながらやさしく教えていただ
きました。約40人の参加者が優しい気持ちを共有
できた、楽しい講演会となりました。

女子　Ａチーム
第１走・白椛選手（右）

団体の部優勝　御明神小学校

男子スタート　Ａチーム第１走・瀬川選手（中央）

個人の部　3年生時から４年連続で優勝を
飾った大橋翔さん（御明神小学校）

講演会

図書館での企画展

表紙特集
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

【小学校について】…国語では応用力に好ましい傾向、理科も全国を上回る結果
　昨年度2.4％の開きがあった国語はＡ問題（主に知識の定着状況をみる問題）、B問題（主に活用をみる問題）の
両方において、ともに良い傾向が見られます。特にＢ問題においては、今年度は県との比較では0.8％、全国を3.3％
も上回る結果となり、学習した内容を活用する力に良い傾向が見られると言えます。また、理科においても全国の正
答率を上回る結果となりました。しかし、算数においては県と全国を下回り、特にA問題において課題が見られます。

【中学校について】…各教科とも基本的な知識の定着に課題
　A問題は主に知識の定着状況をみる問題です。A問題の正答率を県の値と比較すると、残念ながら各教科において
いずれも下回っている状況です。課題となっている部分を明らかにし、早急に補習をすることが必要です。そのため
には決められた学校での授業時間の他に、家庭での学習時間をどれだけ確保できるかが になってきます。一日の生
活時間の見直しをしてみましょう。

※数値は「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合を合計したもの

　主に特徴的な項目を取り上げてみました。質問６の「自分にはよいところがあると思いますか」という問いに対し
77.1％の児童、84.7％の生徒が「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答しており、教育活動を含む、
地域への貢献などによって自尊心が高められていることが伺えます。
　一方、小学生では新聞、中学生では読書への親しみが低い傾向が見られます。上記の学習時間とも関わって、ニュー
スや読んだ本について会話することで、さらに新聞や読書に親しむ時間が持てると思います。家族で会話をする時間
も増え、社会への関心も高まります。

調査票の結果から

質問紙調査の結果から

　平成27年度全国学力・学習状況調査が、４月21日（火）に小学６年生、中学３年生を対象に実施され、８月26日（水）
には全国の結果が公表されました。

《小学校》 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 《中学校》 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 理科
雫石町 73.1% 68.7 72.4 42.5 61.9 雫石町 １校しかありませんので、公表しません。
岩手県 73.1% 67.9 75.6 42.8 61.6 岩手県 75.5 64.8 60.1 36.7 50.7
国 70.0% 65.4 75.2 45.0 60.8 国 75.8 65.8 64.4 41.6 53.0 

全国学力・学習状況調査からみた雫石っ子の学力

質問
番号 質問事項

小学校 中学校

全国比 雫石町 全国 県 全国比 雫石町 全国 県

１ 朝食を毎日食べていますか 3.6 99.2 95.6 97.1 5.1 98.6 93.5 95.2

６ 自分にはよいところがあると思いますか 0.7 77.1 76.4 74.2 16.6 84.7 68.1 65.0

９ 将来の夢や目標を持っていますか 8.8 95.3 86.5 84.9 14.3 86.0 71.7 72.5

21 家で学校の宿題をしていますか 0.8 97.6 96.8 97.1 5.1 94.4 89.3 89.7

24 学校に行くのは楽しいと思いますか 7.5 94.5 87.0 86.7 4.6 86.7 82.1 81.4

27 今住んでいる地域の行事に参加していますか 18.2 85.1 66.9 82.8 23.1 67.9 44.8 66.4

30 新聞を読んでいますか －3.2 20.5 23.7 21.6 2.2 21.0 18.8 20.9

51 読書は好きですか 9.9 82.7 72.8 74.0 －7.7 60.2 67.9 70.2

※  は雫石町が全国比を５ポイント以上上回るもの。
　  は雫石町が全国比を５ポイント以上下回るもの。
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今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】 http ://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【電話】019‒692‒5959

心豊かに暮らせるまちへ…　施設・講座・催事情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

『紙幣のCM日本の顔と桜』
谷口　倉太郎/著（創栄出版）

　身近で、不思議な紙幣の秘密
を雫石町在住の著者が丁寧に語
ります。
　五千円札の新渡戸稲造の図柄
はなぜ、樋口一葉に変わったの
か？紙幣から聖徳太子の図柄が
消えたのはなぜか？そんな素朴
な疑問にこたえてくれる一冊で
す。

しずくいしおはなし会
日 10月24日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「あっオオカミだ！」ステファニー・ブレイク/作
「はなたれこぞうさま」川崎大治/文　　　ほか

たんぽぽおはなし会
日 10月15日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
えほん「おれたちはパンダじゃない」
紙芝居「あんもちみっつ」「てであそぼ」　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 11月６日（金）10：30～11：00　場 健康センター

◇◇◇ 講師：くらうん・しゅがー（佐藤敦士）さんのプロフィール◇◇◇
　佐藤さんは「絵本は人の心をゆさぶる。」との想いを持ち、宮古市内の子育て世代の父親たちの読み
聞かせグループで活動を始め、東日本大震災の発生後は、被災地の保育園やイベントで読み聞かせを
続けています。今年３月まで宮古市内の中学校教師を勤め、４月からは岩手県立生涯学習推進センター
（花巻市）に勤務しています。
　丸い帽子に赤い鼻、だぶだぶのズボンでピエロの格好をして、素人とは思えないパフォーマンスで
読み聞かせをしてくれます。お楽しみに！

読書の壺　今月のこの一冊

お 知 ら せ

聞いて楽しいおはなし会

教育振興運動「読書大好き雫石っ子」の祭典

第９回雫石町親子読書のつどい　開催！

幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

　５会場での読み聞かせお話し会に加えて、今年はスペシャルお話し会にゆかいなピエロのお話し家、くらうん・
しゅがー（佐藤敦士）さんがやってきます。帰りには、ステキなプレゼントも用意しました。子どもたち、お父さ
んお母さん、地域の方々、中・高校生のみなさん、是非いらしてください。

日時：平成27年11月７日（土）　9：00～11：40　会場：中央公民館・町立図書館
9：00～9：15  オープニングで本の紹介 小学生のお友だちと校長先生による本の紹介です。
9：20～10：00  読み聞かせお話し会 幼児・小学校１年生・２年生・３～４年生・５年生以上の各部屋で楽し

んでください。
10：05～10：35  スペシャルお話し会 くらうん・しゅがーさんによる読み聞かせ、遊び、マジックなど…。
10：40～11：05  雫石の昔がたり 「雫石・語りっこの会」のみなさんが昔話を語ってくれます。
11：10～11：30  子ども向けクイズ大会 雫石町ジュニアリーダーズクラブ（SKY）による読書クイズ大会

 大人向けミニ講座 佐藤敦士さんによるミニ講座「読書＆絵本は○○のツール～クラウン流
読書論～」

11：30～11：40  エンディングセレモニー あいさつ、感想発表の後、解散。プレゼントも忘れずにもらってね。
11：40～  本のリサイクル市場 図書館と町内小学生から寄付された本を展示します。気に入った本は自

由に持ち帰ってください。11月13日（金）まで開催しています。

【開館時間】 9：00～17：00
　（水・金曜日は18：00まで）
【10月・11月の図書館休館日】
　10月13、19、26日
　11月２、９、16、24、30日
　土日祝日は開館しています。
※貸出冊数が７冊になりました！

「いつだって、読書日和」読書週間企画展開催！
　10月27日（火）～11月９日（月）の第69回「読書週間」に
合わせ、下記の企画展示を行います。
　☆「家読おすすめの本展」
　☆「上半期のベストランキング展」
　ぜひ、図書館に足をお運びください。
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雫石なんだり観賞教室～ジャズで気分上々だ。～
豪華ジャズトリオが雫石にやってくる！

チケット絶賛発売中
出演：早川泰子さん（ピアノ）山下弘治さん（ベース）勘座　光さん（ドラムス）
 日　時 　10月24日（土）14：00開演
 場　所 　中央公民館・野菊ホール
 入場料 　500円（高校生以下無料・整理券必要）

＊ 未就学児の入場はできません。無料託児室を
ご希望の方は事前にお申込みください。

 入場券販売場所 　中央公民館・各地区公民館【電話予約
も受け付けています（中央公民館692-4181）】

参加料無料！体力測定
　自分の体力を知り、健康づくりに役立てませんか。
 日　時 　10月31日（土）13：30～16：00（13：15集合）
　　　　＊終わった方からご帰宅できます。
 場　所 　町営体育館
 対　象 　小学生以上で、町内在住または勤務の方
 内　容 　①小学生～64歳まで（握力・上体起こし・長座

体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・立ち
幅とび）

　　　　②65歳～（握力・上体起こし・長座体前屈・開
眼片足立ち・10ｍ障害物歩行・６分間歩行）

　　　　※６分間歩行は希望者のみ測定します。
 申　込 　10月29日（木）までに社会教育課へ
　　　　（692-6413／受付：平日8：30～17：15）

第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～秋田街道に沿って発展～

“雫石地区の歴史を文化を訪ねて”
 日　時 　11月６日（金）
　　　　8：30町役場前集合・出発／15：00解散
 見学場所 　・七ツ森周辺〔板橋地名・原種農場・生森地
蔵尊参詣道跡ほか〕・下町周辺〔雫石八幡宮・永昌寺ほ
か〕・雫石駅周辺〔雫石大火・営林署貯木場ほか〕・昼
食〔銀河 Sta. レストラン雫〕・中町周辺〔沢内街道・
代官所跡ほか〕・上町周辺〔俳人諏訪歌随と金毘羅神社
ほか〕・高前田周辺〔高前田刑場・蒼前堂大ぬかりほか〕
 対象・定員 　町内在住または勤務の方・先着20人
 費　用 　１人1,200円（保険料・昼食代等）
 申　込 　10月29日（木）までに社会教育課へ
　　　　（692-6413／受付：平日8：30～17：15）

夜の図書館　ぶくぶくブックCafé（カフェ）
～秋の夜長のお茶会＆読書会＆本の交換会～

　夜の図書館で、好きな本を持ち寄り、本の魅力をみん
なでワイワイ語ってみませんか？おいしいお茶を飲みな
がら、持ち寄った本の交換会も行います。
 日　時 　11月14日（土）19：00～
 場　所 　町立図書館
 定　員 　先着18人
 費　用 　１人300円（お茶付き）
 持ち物 　おススメの本（交換OKの本も含め１～３冊

程度）
 申　込 　10月15日（木）～11月７日（土）までに町立図書

館（692-5959）へ

第41回雫石町内継走大会
　職場・友達・スポーツ少年団の仲間で
一本のタスキを繋いでみませんか。
 期　日 　11月15日（日）
 場　所 　町営陸上競技場発着特設コース
 チーム編成及び区間 　
①　一般男子（高校生も含む） 　3．7 km×４人
②　一般女子（高校生も含む） 　3．7 km×３人
③　中学校男子の部　　　　　　3．7 km×３人
④　中学校女子の部　　　　　　3．7 km×３人
⑤　小学校の部（男女問わない）1．2 km×４人
 申　込 　町営体育館備え付けの申込書に記入のうえ、

10月11日（日）～10月25日（日）までに町営体育館
（692-5030）へ

中央公民館料理教室「厨房レッスン」
　ごぼうを使って「ガッツリ肉飯」を作りましょう。
 日　時 　11月18日（水）10：00～13：00
 場　所 　中央公民館・調理実習室
 講　師 　町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
 定　員 　先着20人
 費　用 　１人500円
 申　込 　11月10日（火）までに中央公民館へ
　　　　（692-4181／受付：平日8：30～17：15）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

西山公民館パソコン教室デジカメ画像編集編
　撮影した画像のパソコンへの取り込み方や簡単な画像
の加工方法を学びます。
 日　時 　11月20日～12月18日までの毎週金曜
　　　　19：00～21：00（全５回）
 場　所 　西山公民館・パソコン体験実習室
 講　師 　町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
 定　員 　町内在住または勤務の方・先着10人
 費　用 　１人1,000円（初回受講時に申し受けます）
 申　込 　10月15日（木）～11月16日（月）までに西山公民

館へ（693-3321／受付：平日8：30～17：00）。

参加料無料！町民グラウンド・ゴルフ
　初心者の方も安心！道具のレンタルもありますので、
どうぞお気軽にお申込みください。
 日　時 　10月18日（日）受　付：8：45～9：00
　　　　　　　　　　 開会式：9：10～9：30
　　　　　　　　　　 競　技：9：30～12：00
 場　所 　町総合運動公園
 対　象 　町内在住の方
 申　込 　10月18日（日）大会当日受付可能です。事前の申

し込みは町営体育館（692-5030）へ
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心豊かに暮らせるまちへ…　施設・講座・催事情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

講座・教室　参加者募集
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①町立図書館の貸し出し冊数の増加について
委員 町立図書館の管理運営規則を一部改正して、貸し
出し冊数を１度に７冊まで貸し出すことにしたことは
大きな進歩と感じる。今後は、どう対応していくつも
りか。
教委 利便性はある程度向上しましたが、県立図書館で
は15冊を３週間まで貸し出しているなど改善するべき
点は、まだまだあります。今後は、開架図書や蔵書が
増えた場合、新着図書を複数用意できた場合等におい
ても、それぞれのケースで柔軟に対応し、更なる利用
環境の改善に努めてまいります。

 教育委員会定例会リポート（８・９月）
― その１　議案編（９月定例会）　以下の議案が可決されました。 ―

１．雫石町教育委員会委員長の選任について
２．委員長職務代理者の指定について
　以上の案件について、委員長に「上野　宏」教育委員、委員長職務代理者に「上田　武夫」教育委員がそれぞれ再
任されています。

― その２　質疑応答編（８月） ―
②各小・中学校での「いじめ」への対応について
委員 それぞれの学校で「いじめ」への対応は、どうなっ
ているか。
教委 各学校で策定しているいじめ防止対策基本方針に
沿って、定期的にアンケート調査を行っています。ア
ンケート調査で「いじめ」を発見した場合、状況によっ
て対応は異なりますが、すべてのケースにおいて面接
を行うよう定めております。今後も担任教諭のみの問
題とせず、学校全体で「いじめ」の問題に取り組んで
まいります。

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／雫中生大活躍 ！　岩手地区中学校新人体育大会結果教育行政・学校のページ

　このほかにも、小学校統合に関する先進地視察の感想、全国学力・学習状況調査の結果分析、御所地区統合準備委員会発
足へ向けた進捗状況についてなどが話し合われました。

【バスケットボール女子】 優勝
【軟式野球】 優勝
【ソフトボール】 優勝
【バレーボール男子】 優勝
【バレーボール女子】 優勝
【剣道男子】　　　 　３位
【ソフトテニス男子】 ベスト６　小田島真・篠村共陽
【ソフトテニス女子】 団体　２位
　　　　　個人１位　簗場美織・山本ふた葉
【卓球女子】 団体　３位
　　　　個人３位　高橋佑奈、ベスト８　八幡美来

【バドミントン男子】
　　　　　ダブルス２位　栗木時宗・山崎駿弥組
【バドミントン女子】 団体　２位
　　　　　シングルス１位　大久保海
　　　　　ダブルス　２位　佐々木雅・佐々木愛花組
【柔道男子】 団体　優勝
　　　　　 個人50㎏級　　２位　古舘大詩
　　　　 　　　66㎏級　　１位　藤平涼麻
　　　　　　　　　　　　 ２位　渡邉颯太
　　　　　　 　81㎏級　　２位　中川龍星
　　　　　 　　90㎏超級　１位　須藤　駿
【柔道女子】 団体　優勝
　　　　　 個人52㎏級　　１位　晴山凪葵
　　　　　　　　　　　 　３位　黒沢雅依深
　　　　　　　 52㎏超級　１位　谷地　望

【陸上男子】
２年100ｍ　 １位　福田温士
１年200ｍ　 ２位　向野理央
２年200ｍ　 １位　福田温士
２年400ｍ　 １位　鷲見太一
１年1500ｍ　 ３位　吉田悠二
共通3000ｍ　 １位　杉田真英
１年110ｍＨ　 １位　高前田涼斗
２年110ｍＨ　 ３位　加藤賢士朗
共通400ｍリレー ３位　雫石
 （古畑諒人、福田温士、横手凌河、高橋蒼真）
２年走高跳 ２位　高橋蒼真
共通棒高跳　 ２位　戸塚和幸
１年走幅跳　 ２位　古畑諒人
【陸上女子】　
１年100ｍ　 ２位　德田歩美
２年200ｍ　 ３位　用　呼々
２年800ｍ　 １位　用　呼々
１年1500ｍ　 １位　長坂桜花
２年1500ｍ　 １位　杉田侑愛
　　　　　　　 ２位　鷲津加子
　　　　　　　 ３位　小田綺花
２年100ｍＨ　 １位　土樋奏乃子
１年走高跳　 １位　髙橋玲美
１年走幅跳　 １位　三上梓依南

雫中生大活躍！岩手地区中学校新人体育大会結果 （敬称略・県大会出場分）報告
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みんなで本に親しもう 下長山小学校　校長　菅原　徹

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　下長山小学校 編

　本校では読書活動の充実を目指して、図書ボランティ
アの皆さんにご協力を頂いて読み聞かせを毎週実施した
り、年に２回親子読み聞かせ会を実施しています。また、
全校児童の取り組みとして、「100冊読書日記」、「朝読書」、
「読書郵便」、「我が家おすすめの一冊」などを行ってい
ます。
　また、昨年度は学校創立140周年事業として赤木かん
子さんの指導で図書室の整備を行い、児童が図書に親し
みやすい環境を整えることができました。お陰様をもち
まして、本誌No.122号でもご紹介いただきましたよう
に、これらの活動が評価され文部科学大臣から表彰をし
ていただきました。

　表彰を受けて、この夏には本校の児童２人が国立オリ
ンピック記念青少年総合センターで実施された「読書と
体験の子どもキャンプ」に参加し、講演会やワークショッ
プ、読書新聞作りなどの研修をしてきました。子ども会
にも長期の休み中の取り組みとして読み聞かせ会の実施
を働きかけているところです。
　いい本との出会いは心を豊かにします。これからも読
書に親しんでもらうために取り組んでいきたいと思いま
す。

３年生のみなさん
やったぜ！全国入賞 !!

〇私達の新聞が賞に選ばれてとても
嬉しかったです。新聞を始めてから
少ししかたっていなかったので、記
事を上手くまとめることはできな
かったけど、審査員の方に見出しの
デザイン等、褒められて嬉しかった
です。次は、もっと記事が上手に書
けるように頑張りたいです。（代表：
櫻小路　葵）
◆全国で受賞した新聞は、運動会の
特別号。クラス９人で協力し合いレ
イアウトや文章、カット等を考え、
一生懸命作成しました。新聞を作る
ことによって、国語力の向上のみな
らず、題字のように仲間との『きず
な』も深めております。（3年担任）

４年　丸山　泉
学級の畑で採れました！

〇４・５年生の畑で採れたカボチャ
と私の絵です。カボチャの筋のとこ
ろの色を実物に近い色にしたこと
と、絵の具をベタ塗りしないで点々
と色を置くように塗りました。顔や
手に影もつけてみました。うれしい
笑顔とみんなで育てた大きなカボ
チャです。
◆４・５年複式学級の畑で、大きく
て立派なカボチャが採れました。嬉
しかったので、一人一人がカボチャ
を持って自画像を描きました。自然
の恵み、秋の恵みに感謝です。喜び
が表れた絵になりました。（4・5年
担任）

６年　武田　莉空

○この絵は「桜」の絵のコンクール
に応募した絵です。学校の校庭にあ
る桜を見て描きました。生き生きと
した桜の花をピンクや紫色で表し、
木の根元は、黄緑や緑のあざやかな
色で草の様子を表しました。

◆校庭を取り囲むように植えてある
桜を、６年生それぞれの感じ方で表
した作品の一つです。暖かい春の陽
ざしの中で元気に咲く桜を描きまし
た。学区内にある「弘法桜」と同様
に、いつまでも心の風景として大切
にしてほしいと思います。（6年担任）

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

しずくいしギャラリー －本人（○）と先生（◆）からのコメント－子どもたちの力作を紹介します

シリーズ「輝」
№125

読み聞かせ

我が家おすすめの一冊コーナー

高学年の100冊読書コーナー
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　表紙特集の町民相撲大会を初観戦してきました。さすが、相撲
が盛んだったことで有名な「雫石」の子どもたちの取組は大相撲
にも負けないくらい白熱したもので見ごたえがありました。ス
ポーツの秋、町内では各種大会が目白押しです。見るのも良し！
やるのも良し！この機会にスポーツに触れてみませんか？（Ｎ）

　現在、ふるさとＣＭ大賞に応募するため、雫石町のＣＭを作成
しています！去年は雫石の特産品「わさび」が印象的なＣＭでし
た。みなさんも１度は見たことがあるのでは？今年のＣＭ作りも
いよいよ大詰めを迎えています。どんなものになるのでしょうか
…こうご期待！（KA）

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

　平成２年に雫石ダンススタジオを設立し、教え子たちが各種コンクールで多数入賞す
るなど、雫石、そして岩手のダンス界を牽引してきた久慈さん。ご自身も器械体操で一
巡目岩手国体や全日本選手権に参加するなど、ご活躍されてきました。10月18日（日）に
野菊ホールで開催する初の雫石発表会についてもお話を伺いました。

（Ｎ）ダンスを始めたきっかけは何でしたか？ 
（久）器械体操をやっていまして、モダンダンスレッスンも
練習の一環に入っていたというのが始まりです。
（Ｎ） 器械体操を始めた理由は？
（久）実はピアノを習いたくて、
ピアノの先生のところに行った
ら、人数が多くて断られて。そ
の先生に、「あなたあまり小っ
ちゃくてひ弱そうだから、ス
ポーツして身体鍛えなさい」と言われたときに、体操部のマ
ネージャーに「やってみない？」と誘われたのがきっかけです。
（Ｎ）器械体操にはすぐにはまったんですか？
（久）何気なくやっていたら、競技人口の少ないスポーツな
ので大会に出ると賞に入るんです。私がどうこうではなくて、
少ない人数の中から岩手国体強化選手に選ばれたことがきっ
かけでやめるにやめられなくなりました。
（Ｎ）器械体操からモダンダンスに移行したきっかけは？
（久）短大を卒業して、現役が終わったのですが、そのタイ
ミングですね。大人になってから、ダンスをかじったことが
あるからやってみようと思いました。岩手の現代舞踊の重
鎮・柴内啓子先生の元でモダンダンスを、遠野市民センター
バレエスタジオで洋舞の基礎であるバレエを学びました。そ
の頃から東京で、ジャズダンス、エアロビクスも学びました。
（Ｎ）５種類も！すごいですね。
（久） 運動とダンスでは、身体の使い方が違う要素もあるの
で、それが分かりたくて、いろんなことしました。おかげで、
やっと違いが分かり、ダンス指導ができるようになりました。
（Ｎ）雫石にダンススタジオを設立したきっかけは？
（久）主人が雫石出身ということが一番大きいです。当時雫
石には稽古をする場所がなかなかなく、やっと旧雫石公民館
で稽古させてもらえるようになりましたが、その公民館が建
替えとなったので、自分のところに建てようと決心しました。
（Ｎ）ダンスをやっていて良かったと思うことは何ですか？
（久）全てがダンスにつながっています。健康だし、心もい
つも朗らかに保てます。あとは、幼児から御年輩の方まで、

あとがき

いろんな年代の方々と接することができることです。
（Ｎ）指導する際に心掛けていることは何ですか？
（久）教えられる人の立場になって教えることです。３歳な
ら３歳、70代なら70代の方の目線に合わせるようにしていま
す。若い頃には、年上の方にどう教えたほうがいいのか模索
していた部分があるのですが、自分の年齢が近づいてきて、
分かってきたところがあります。自分の身体は動かなくなっ
てきましたが、指導するには今の年代が気に入っています。
（Ｎ）振付・構成は、どのように創作されるですか？
（久）私は思いつくのは早いです。それを実際作品として落
としていくのが大変です。振付・構成のために、無意識にい
ろいろなものを見ていますね。（イスが重なっているのを見
て）あのイスが崩れたらどうなるかとか。
（Ｎ） 今回初めて雫石で発表会することにした理由は何です
か？
（久）今までの生徒さんは盛岡の子が多かったのですが、近
年雫石の子どもが多くなったこと、生徒の保護者にぜひ雫石
でと言われたことが大きいです。今年は町制60周年というこ
ともあり、節目の年に合わせて発表会をしようと思いました。
（Ｎ）今回のテーマは決まっていますか？
（久）１部はコンクールや他公演に出た作品、２部は雫石の
自然・四季・そこにいる人々をテーマにしています。また、
よしゃれの歌詞からヒントを得て、雫石の女性の強さに裏打
ちされた美しさを表現したいと思います。雫石の女性は見た
目の美しさはもちろんですが、根
底にある、ぐっと耐えて、寡黙に、
誠実に生きている強さというもの
を持っていると思うんです。幼児、
小・中・高校生、大人と各年代の
生徒がいて、本当に充実している
ので、男性も気兼ねなく見に来てください。
（Ｎ）最後に町民のみなさんに伝えたいことはありますか？
（久）何でも良いので、一つの事を長く続けて欲しいと思いま
す。そうすることによって、理解度が深まり、年代によって
楽しみ方も広がると今実感しています。

【お詫びと訂正】 ９月号「N」の小部屋に登場してくれた沼田寧々さんは、沼田寧音さんの間違いでした。お詫びして訂正いたします。

　雫石発表会は10月18日（日）14時から野菊ホールで開演します。チケット好評発売中！また、フィットネス・年代別モダ
ンダンス教室の生徒さんも随時募集しています。お問い合わせは、雫石ダンススタジオ（019-692-2043）まで。

〈第７回〉 雫石ダンススタジオ主宰　久慈　幸恵さん　
聞いてきました！シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋
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