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スタッフ・キャスト総勢約100人の町民が、熱き想い
で渾身の力を込めて贈る「町民劇場」第 4 弾をお見逃し
なく！
【日　時】 2 月11日（日）
＊昼の部／午後 1時30分開演（午後 1時開場）
＊夜の部／午後 6時30分開演（午後 6時開場）

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】S席1,200円（当日1,500円）

A席1,000円（当日1,200円）
B席800円（当日1,000円）
※全指定席

※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各地区公
民館、村上写真館、JA新いわて役場出張所にて絶賛発
売中！

（昼の部残りわずか！完売の場合はご容赦ください。）
【問い合わせ】中央公民館
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小川元春教育長の退任により、12月15日の教育委員会臨時会において、新たに村上功氏が教育長に任命され
ました。任期は、平成21年12月25日までです。

平成18年12月15日をもって、教育長に就任しました村上功です。
よろしくお願いします。
９代目の教育長として、何を求められ、何をなさねばならぬか、

何をなすことができるか考えてみます。
今ほど、教育に関心が集まり「原点に戻れ」と叫ばれたこともな

かったのではないかと思います。教育の原点に立ち、あるべき方向
をじっくり見つめ議論を進めていくつもりでいます。
教育の基本は、人間同士の触れ合いから始まると言われます。親

と子、子どもと教師、教師と保護者と人間同士の触れ合いから、地
域、自然、文化との触れ合いへと発展させることにより、知・徳・
体・食の調和のとれた人間形成ができると信じています。

そんなことから、キラリ輝くしずくいしの町づくり施策である「地域コミュニティの構築」とタイアップし、
地域住民と教育行政が一体となり、子どもたちの無限の可能性を伸ばすために、浅学非才な私ですがこん身の
努力を傾注して参るつもりでいます。

6ページにもトピックスを掲載！ご覧ください。
・第20回雫石町民音楽祭（折込チラシでもご紹介）

・第15回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり

平成18年度薬物乱用防止標語　小5年優秀賞「「やりたくない」 言える　勇気を持ちましょう」南畑小　細川　舞奈

新教育長に村上 功氏が就任しました

�就任あいさつ�

～トピックス　2月は野菊ホールが熱い!�～



教育委員会定例会リポート（11月臨時会・定例会、12月臨時会）
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昨年10月に、県内の小学3年から中学2年までの全児童生徒を対象に行われた学習定着度状況調査の結果を
以下のとおり報告します。この調査は、基礎・基本の確実な定着に向けてきめ細かな指導を進めるため実施し
たもので、小学5年と中学2年は、岩手・宮城・和歌山・福岡の4県が同一問題で共同調査を行っています。

［小学5年］正答率が国語科は2ポイント、社会科4ポイント、理科2ポイント上昇しました。
［小学6年］正答率が国語科は6ポイント、算数は3ポイント上昇しました。
［中学2年］正答率が社会科は3ポイント、英語は5ポイント上昇しました。

＜調査結果一覧表＞

しずくいしの教育 特集～速報！平成18年度学習定着度状況調査結果

教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。
【問い合わせ】学校教育課（内線294）

特集～速報！平成18年度学習定着度状況調査結果

平成18年度薬物乱用防止標語　小6年優秀賞「やめようよ　自分の未来　守らなきゃ」西根小　山本　奈々

・委員の辞職に関し同意を求めることについて

＊上記議案の承認により、小川元春教育長が退任されま

した。

＜教育懇談会について＞
委　子どもを持つ家庭の参加が少ない。決して興味がな

いわけではないと思う。もっと父兄からの意見を直

に聴きたいと思うのだが。

確かに現役の父母の方々の出席が少ないです。教育

委員会としても学校を通してＰＴＡの方々に案内を

したのですが、説明が足りなかったかもしれません。

今回の反省点です。

＜いじめ問題について＞
国や県からの指導がどのような形で学校現場へいく

のか。その対応はどうか。

情報は早く正確に提供するよう心がけていますが、

今後は更に徹底していきたいと思います。懇談会に

おいても、いじめ問題に関する情報収集、対策等を

講じているかという指摘がありました。近隣市町村

その１　11月臨時会決定事項

�教育長の人事に関し議決を求めることについて

�委員長職務代理者の指定について

＊上記議案の承認により、村上教育委員が新たに教育長

に就任しました（就任あいさつは表紙をご覧ください）。

また、佐々木教育委員が委員長職務代理者に選任されま

した。

町議会12月定例会において、平成19年1月12日に任期

満了を迎える町教育委員の佐々木浩子さん（安庭）が再

任されました。任期は平成23年 1月12日までで、2期目

の選任となります。

その3 12月臨時会決定事項
その2 質疑応答編

でも学校現場との情報体制の会議を開催したようで

す。当町においても小中学校校長研修会において体

制を整備する方向で進めています。

答

委

答

委

【学習定着度調査に関する問い合わせ】学校教育課（内線293）

学年 国語 社会 算数･数学 理科 英語

3

4

5

6

71（79）

69（73）

75（73）

73（67）

―

―

75（80）

80（77）

82（89）

76（80）

75（71）

71（71）

―

―

72（70）

80（80）

―

―

―

―

平均正答率 75（77） （5年を除く）

備考・注

１）数字は町内児童生徒の正答率

（カッコ内は昨年度の正答率）

２）小５・中２を除く各学年の正答率の

目標値は75～80％に設定されています。

３）４県統一テストの正答率の目標値は

65％～75％に設定しているため、小学

校・中学校ともに平均正答率は小５と中

２を除き算定されています。

小
学
校

1

2

70（76）

70（72）

64（69）

57（54）

77（76）

50（51）

64（75）

56（58）

76（86）

63（58）

平均正答率 70（72） （２年を除く）

中
学
校

＜改善されたこと（昨年度との比較）＞

［小学3年・4年］国語は、文章の構成や展開をとらえ、内容を理解する力を高める必要があります。
［中学1年］ 英語は、記述での誤答が多く、単語や基本文を正確に書く力を高める必要があります。

［小・中学校］一人一人の定着度状況調査に応じた個別の指導を丁寧に行い、3学期中に全ての児童生徒のつ
まずきをなくし、上学年に進級・進学させていきます。

＜課題と改善策＞
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「むが～し、あったずもな。」
次の世代に伝えていきたいおはなし、ことば、遊

びや唄、風習が雫石にはたくさんあります。みんな
で語り伝えていきましょう！
【日　時】2 月 6 日（火）・24日（土）

3月 6 日（火）・20日（火）
（全 4回）
午後 1時30分～ 3 時30分

【場　所】中央公民館ほか
【講　師】伊藤ヤエさん

高橋キミさん
高橋トミさん
（御所地区在住）

【定　員】20人
【受講料】無料

（材料費等がかかる場合は別途）
【申し込み】中央公民館へ 1 月22日（月）から31日

（水）までにお申込みください。

今年のバレンタインデーは、愛情いっぱいの手づ
くりチョコレートで決まり！
かわいいラッピングも用意しています。
【日　時】 2 月13日（火）

午後 6時～ 8 時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬　裕子さん（舛沢行政区在住）
【定　員】先着10人
【受講料】1,000円（材料・ラッピング込み）
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】
御所公民館へ 2 月 7 日

（水）までにお申込みくだ
さい（受付時間：午前 8
時30分～午後 5時）。

今年もやります「本の交換ひろば」！読まなくなった本を持ってくるだけでも、読みたい本を持っていくだ
けでもOKです。もちろん交換するのもアリ！
【開催期間】 2 月 1 日（木）～ 2月13日（火）
【場　　所】中央公民館ふれあい広場

＊中央公民館では、趣味やサークル活動などで作成し
た作品を多くの方に見ていただこうと、「ふれあい広場」
を無料で貸し出しています。出展を希望する方は中央
公民館へお問合せください。

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

町立図書館（月曜・祝日休館）692-5959

歴史民俗資料館（木曜休館）692-3942

勤労青少年ホーム 692-0611

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

ホームページアドレス 町立図書館：http://www.lib-shizukuishi.jp
県営屋内温水プール：http://www15.ocn.ne.jp/̃hotswim/

平成18年度薬物乱用防止標語　中1優秀賞「やめられない　自分が　未来を　こわしていく」雫石中　名須川　千愛　

第56回「社会を明るくする運動」作文コンテストで、全国小中
学校合わせて132,338点の応募作品（うち岩手県192点）の中
から、次の方々の作品が入賞しました。おめでとうございます！

◎岩手県教育委員会教育長賞
＊三輪友美さん（雫石小学校 5年） 題名：「感謝する心」
＊小志戸前奈那さん（雫石中学校 3年）
題名：「「笑顔」から考えたこと」

クラシミール　イワノフ氏をはじめブルガ
リアの新進気鋭の作家 5人の作品を展示！
この機会にぜひご来場ください。
【開催期間】1 月 4 日（木）～ 3月31日（土）
【開館時間】午前 9時30分～午後 5時
【入館料】大人500円・小中学生400円
【問い合わせ】

御所湖川村美術館（TEL 692-5931）

＜中央公民館ふれあい広場展示のご案内＞

御所湖川村美術館第49回企画展
「ブルガリア展～新進作家 5人展～」開催！
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【小説】… 31冊
・風は山河より第一巻･第二巻

……………………宮城谷昌光
・心霊探偵八雲　第６巻…神永　学
・雨を見たか……………宇江佐真理
・特別法第001条 ＤＵＳＴ

……………………山田　悠介
・使命と魂のリミット…東野　圭吾
・雷の季節の終わりに…恒川光太郎
・冬至祭…………………清水　義範
・北前船の事件…………平岩　弓枝
・不正侵入………………笹本　稜平
・DEAD LINE …………建倉　圭介
・螺鈿迷宮…………………海堂　尊
・償いの椅子……………沢木　冬吾
・中庭の出来事……………恩田　陸
・十四番目の月…………海月　ルイ
・美丘……………………石田　衣良
・六地蔵河原の決闘……佐藤　雅美
・ラビリンス（上･下）ケイト･モス
・真鶴……………………川上　弘美
・Ｋの日々………………大沢　在昌

【一般書】… 47冊
・さよなら、サイレント･ネイビー

………………………伊藤　乾
・指定管理者制度-文化的公共性を支
えるのは誰か……………小林　真理
・もりおか歴史散歩

……………「アップル」編集部
・北の文学第52号・第53号

……………………岩手日報社
・彼女のこんだて帖……角田　光代
・乞胸―江戸の辻芸人―

……………………塩見鮮一郎
・ミサンガ･ブック 日本ヴォーグ社

【ヤング・児童書】… 28冊
・動物園の暗号…………有栖川有栖
・ともだちおまじない…内田麟太郎
・ゆきだるまのクリスマス

………キャラリン･ビーナー
・くんくん、いいにおい

………………たしろ　ちさと
・フェアリー･レルム７

……………エミリー･ロッダ
・まるごとたべたい………山脇　恭
・ゆきがやんだら………酒井　駒子
・Spy Girl ………アリー･カーター
・Ｘ’mas Break

……ジャクリーン･ウィルソン
・オウエンとムゼイ

………イザベラ･ハトコフ　他
・どうふつはやくちあいうえお

………………きしだ　えりこ
・すき…………………谷川　俊太郎
・つんつくせんせいかめにのる

……………たかどの　ほうこ

新着図書をご紹介（11/21～12/20受け入れ分）

平成18年度薬物乱用防止標語　中2優秀賞「いりません　断わる勇気　あなたなら」雫石中　青山　祐次　

1 月18日（木）は………

“たんぽぽおはなし会”です！

こんなプログラムを準備しています。

・えほん、かみしばいのよみきかせ

・おめんをつくろう（こうさく） など

10時30分スタート。中央公民館 2 Fの視聴覚室で、

たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってます！

1 月27日（土）は………

“しずくいしおはなし会”です！

こんなプログラムを準備しています。

・へそもち（絵本）

・きたかぜとたいよう（絵本） など

10時スタート。中央公民館１Fの特別会議室で、おはな

しの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

子どもにも、読書の楽しさを！

※たんぽぽおはなし会は未就園児、しずくいしおはなし会は小学生対象です。【問い合わせ】図書館

ごしょうかいします！！

なんと！各家庭から当図書館の本の予約ができる“Web予

約システム”の準備をすすめています。ご期待ください！

“DEAD LINE”
盛岡出身の作家がスケールの大きい作品を書きました。とにかく

おもしろい。今年最高の収穫の１つといえます。アメリカ･アリゾナ

から命がけの脱出行、そしてヒロシマへ。盛岡も舞台に！！

第二次大戦に想を得た、ぜひ読みたい大型エンターテイメントです。

オウエンとムゼイ
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橋場小学校は、全校児童20名、人数が少ないために
一人一人が主役として活躍する事が多くなります
が、子ども達は期待以上のがんばりを見せてくれます。
11月に行われた「橋っ子、もちっこ、そばっこ祭り」
は、子ども達が特に楽しみにしている行事の一つです。
橋場地区の１年間の収穫をみんなでお祝いすると

共に、お世話になった地域の方々に感謝をするお祭
りです。
当日は、朝から張り切って登校してきた子ども達

と、準備や指導に続々と来校されるPTAや地域の
大勢の皆さんで、小さな学校はあふれかえりました。

子ども達は、まず、
お母さんやおばあさん
に教えられながら、大
根をおろしたり、クル
ミやゴマを上手に擂っ
ていきます。110人分
の量なのでかなり大変
そうでした。

その一方で、
お父さん達のか
け声の下、杵を
持って餅つきに
挑戦です。終わ
ると、次はそば
打ち体験です。
熟練のそば打ち
名人の手際を真
似ながらやっているうちに徐々にそばが出来ていき
ます。こういう体験ができるのも「橋場小ならでは」
ではないでしょうか。
昼頃には、全部準備が出来、いらしたお客さんと

一緒においしいお餅とそばをお腹いっぱいいただき
ました。「毎年ごち
そうになって今回で
10回目です。来年も
再来年もずっと来た
いです。」と言って
くださる地域の方の
ためにも、皆さんに
ご協力いただきなが
ら来年もがんばりま
す。

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№21

～橋場小学校編～
「橋っ子祭り」～地域とともに～

次回は下長山小学校からの情報をお送りします。

昭和41年11月に設立された滴石史談会（会長：鈴木　實氏）
が40周年を迎え、12月19日に記念行事が開催されました。
式典では、長年の功績をたたえ、土樋裕之助氏と新里榮弘氏

に表彰状が授与されました。続く講演では、「原敬の魅力と上野
廣一の恩義」と題して、前・原敬記念館長の木村幸治さんが貴
重な映像記録も交え、原敬と七ツ森払い下げの話をはじめとす
る雫石とのかかわりを分かりやすく話していました。
講演の後には祝賀会も催され、会員はこれまでの活動を振り

返るとともに、今後の発展のため思いを新たにしているようで
した。

平成18年度薬物乱用防止標語　中3優秀賞「ふみこむな　甘い誘惑 「死」の未来」雫石中　中川　麻衣

橋場小学校　教頭 川村　英子

そば粉をこねていきます

よいしょっと！餅つきに挑戦

式典で挨拶する鈴木会長

そばの作り方を熱心に聞く子ども達

「相手に伝わる話し方」とは…。池上彰さんの分かりやすい講演会 ～第30回町民文化講演会

12月19日、元NHKキャスター池上彰氏を講師に招き、
第30回町民文化講演会が野菊ホールで行われました。
11年間お父さん役を務めたNHK「週間こどもニュース」

の番組制作秘話を交えて、演題どおり「相手に伝わる話
し方」で、わかりやすい講演だったと、中高生をはじめ
とした約300名の来場者からはたいへん好評でした。
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� 1月～2月の主な行事予定�

27 �　雫石高校雪上運動会
第45回町民スキー大会
（クロスカントリー競技）

28 �　第2回雫石クロスカントリー大会

2月
17 �　雫石町民アルペンスキー大会
28 �　教育委員会議

成人式のしおりを作成しながら、私自身もなりたい“大人”
について、考えてみました。私は、別れや心の痛みに慣れて
しまう大人にはなりたくないです！（HaR）

11月に受けた健康診断の結果表が届きました。結果は 4
年連続の「総合判定A（軽い所見あるが処置不要）」！とはい
え、毎年寒くなると鼻のアレルギー症状が悪化し、ティッシ
ュが手放せません…。まったく困ったものです(>_<)（Yasu）

�あとがき�

1月
6 �　雫石中学校海外派遣団出発

（～16日まで）
14 �　ニューイヤー女性フェスタ
16 �　始業式（雫石高校）
17 �　始業式（雫石中）
18 �　始業式（雫石・上長山・西根・大村・

安庭小）
19 �　始業式（七ツ森・下長山・御明神・橋場・

南畑小）
21 �　雫石町裸参り
26 �　教育委員会議

平成18年度薬物乱用防止標語　高1優秀賞「ただ１回　薬物乱用　死の宣言」雫石高　岩崎　稜　

広報「教育しずくいし」 2月号は 2月 8日（木）発行です。

【日　時】2 月25日（日）
午後 1時開演（午後 0時30分開場）

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】前売 S席2,000円、前売 A 席1,500円

前売 B 席1,000円
（当日券は前売券が残った場合のみ500円
増で販売）

※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各地区
公民館にて絶賛発売中！
（完売の場合はご容赦ください。）

【問い合わせ】中央公民館

唄と踊りの豪華なステージをお楽しみください！良いお席はお早めに！

～トピックス　2月は野菊ホールが熱い!�～

【日　時】2 月18日（日） 午後 1時開演（正午開場）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
今年の音楽祭は、新たに「たんぽぽ合唱団」（御明神小 6年生）が出演！
加えて、複数団体のコラボレーションも実現！
�しずくいし混声合唱団＋しずくいし弦楽クラブ
�雫石中学校1年生＋はーとぽーと合唱隊
�しずくいし少年少女合唱団＋童謡の滴＋たんぽぽ合唱団
20回の節目を迎えた充実の音楽祭に、ぜひご来場ください！（詳しくは折込チラシをご覧ください。）

～トピックス　2月は野菊ホールが熱い!�～

【問い合わせ】〒020-0595 雫石町千刈田5番地1 教育委員会社会教育課内
広報「教育しずくいし」編集局（内線284）

今月は、表紙シリーズ「資料は語る」はお休みしました。

埋蔵文化財展　雫石の遺跡～小日谷地IB遺跡
1月15日（月）まで中央公民館ふれあい広場で開催中！


