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雫石町教育委員会HPアドレス
http://www.town.shizukuishi.iwate.jpから教育をクリック！

平成18年度薬物乱用防止標語　中2入選「薬物に　売っちゃいけない　その命」雫石中　矢幅　恵美

☆特集☆　2月の野菊ホールは、町民パワーでとにかく「熱かった！」

�第4回雫石町民劇場　～2月11日（日）舞台を盛り上げた約80名のスタッフ

�第20回雫石町民音楽祭　～2月18日（日）会場いっぱいに響いたハーモニー

�第15回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり　～2月25日（日）賑やかに唄と踊りの共演

ふれあい名画劇場「それいけ！アンパンマン」チラシ
トピックス・教育委員会定例会リポート……6ページ
教育委員会諮問機関　委員公募のお知らせ…3ページ

＜今月号はレイアウトを一部変更しております＞

今回の町民劇場では、キャスト44名のほか、約80名も
のスタッフが、昨年10月から準備を続けてきました。
暖冬とはいえ、冷え切った旧剣道場で美術担当が色を

塗り、苦心を重ねて完成させた大岩や神社の社などの大
道具を、本番ではスムーズに転換させ、舞台を盛り上げ
ました。
また、衣装、小道具、音響、照明、メイク、着付、会場

運営など、あらゆる部署のスタッフ全員が劇の本番を支
えたことで、キャストも練習の成果を十分に発揮するこ
とができ、第4回の町民劇場も大成功で幕を閉じました。
（当日の様子については、町広報3月号をご覧ください。）

20年という節目にあたり、出演した7団体がそれぞれ、
2団体ずつ共演をするという新しい企画にチャレンジし、
美しいハーモニーを披露しました。プログラムの最後に
は、「どこかで春が」「ビリーブ」「雫石町民の歌」の 3
曲を全体合唱し、ホールいっぱいに明るい歌声が響き、
ステージと満席の会場が一つに溶け合いました。
また、野菊ホールロビーでは、「20年の歩み展」を同

時開催し、これまでの活動を写真やパンフレットととも
に振り返りました。
町民音楽祭実行委員会の上野宏会長は、「たくさんの

観客の皆さんに喜んでもらって、とても満足しています。
この歌声の輪をさらに大きく広げていきたい。」と、21
年目に向けた、新たな意欲を語ってくれました。

毎年大人気のふるさと民謡舞踊まつりには、町内外か
ら約700名もの来場者が訪れ、賑わいました。
町内在住・町出身の民謡愛好家、舞踊団体等約20団体

が出演し、町内下町の小田島シゲ子さん（唄）は娘のリ
ツ子さん（お囃子）、孫の真くん（太鼓・ 5歳）ととも
に「からめ節」を親子三代で披露してくれました。
また、小中学生の出演も多く、ベテランに負けない踊

りを披露し、会場からは惜しみない拍手が送られました。



昨年11月に開催された教育懇談会特集の第2回と
して、今月号では、②小学校の適正配置について寄
せられた主な「声」を、小学校区の会場ごとに紹介
していきます。
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このほかにも非常に多くのご提言ご意見をいただきました。町の将来を担う子どもたちの学ぶ権利を最大限に
保障できるような教育環境を整えるために、小学校の適正規模・配置について懇談会、アンケート調査を実施い
たしましたが、町民のみなさんの意向を最大限に尊重し、方向性を定めて具体的に動いていこうというのが町教
育委員会の基本姿勢です。今後、検討委員会を作り進めていこうと考えています。

御明神小学校会場（11/ 9）
・地域のコミュニティとして中心的な大きな役割を果た

している学校を、今までどおり存続してほしい。

・子ども一人一人に目を向けるということを考えると、

少人数の方が良いのではないか。今のままが良いと思う。

・統合した場合、廃校になる学校の利用はどうなるか。

橋場小学校会場（11/10）
・小学校は地域のシンボルである。児童数の減少なども

あるだろうが、現状維持でお願いしたい。

・学習面ではきめ細かく見てくれ、スポーツでは全町的

なものに参加できるので小規模校は素晴らしい、と言

っていたかつてのＰＴＡの方々の言葉が今は身にしみ

てよくわかる。このままでお願いしたい。

・山村留学なども有意義だと思う。検討してはどうか。

西根小学校会場（11/13）
・学校はなくして欲しくないという声も多く聞かれる

が、児童数が少なくなり授業が成り立たなくなるよう

であれば、統合も必要ではないか。

・統廃合も検討しなければならない時期に来ていると思

う。ただ、統廃合となった場合、学区のコミュニティ

が損なわれ、今のような組織力は発揮できなくなるの

ではないか。

上長山小学校会場（11/14）
・全校で40人規模の学校では、子どもがかわいそうであ

る。早く統合してほしい。

・立派な校舎を生かした学習環境にしてもらいたい。

・どの方向に行くにしろ、子どもを中心に考えてほしい。

数だけでなく個性を大切に、雫石の宝である子どもた

ちをどのように育てるかを考えてほしい。

・財政面ではないというが、まず子どもが増加しない現

状をどうにかしなければならないのではないか。

下長山小学校会場（11/16）
・統合せずに小規模校の良さを活かしてほしい。

・陸上記録会など、あまり得意でないのに出なければな

らないとか、小規模校ならではの大変さや辛さはある

と思うが、逆にそういった場面で力を伸ばしてもらえ

ることを良さと考えれば、活躍する機会が多いところ

が小規模校の良さだと思う。

七ッ森小学校会場（11/20）
・中学校は統合したが、小学校は地域文化の象徴であ

る。行政では中学校との違いを分析すべきだ。

・統廃合した場合、校舎は図書館や公民館にしてはど

うか。

・町の行政の中では、赤字でもやるべき事があると思

う。教育とはそういうものではないのか。

雫石小学校会場（11/22）
・統合によるメリットが大きいと考え、統合に賛成。

・統合によって、現在小規模校である地域の教育力や

活性化が低下したり、子ども達が地域を大切にする

心の教育への影響が心配される。

・統合後の校舎の再利用については、地域行事への利

用、ＮＰＯによる教育事業、不登校児童生徒への対

応施設などいろいろな利用法が考えられるのではな

いか。

・この先人口の増加は難しいと思われる。その中で子

ども達がいかに健全な環境で学びあえるかを考える

と、統合を進めるべきではないかと思う。

南畑小学校会場（11/28）
・子どもの数を増やすためには、人口を増やさなけれ

ばならない。町を挙げて対策を考えていくべきだ。

・教育は、合理主義では片づけられないものがあると

思う。少人数のままで学校運営はできないのか。

安庭小学校会場（11/29）
・統合してほしい。少人数だと寂しい。

・小学校の改築については今後、統廃合を想定してい

るのか。

・中学校を統合した時のことを参考にしたらどうか。

大村小学校会場（11/30）
・地域の方々に盛り上げていただきスポ少や神楽を続

けている。まだまだ地域で育んでいけると思ってい

る。存続をお願いしたい。

・「子どもたちに平等で偏りのない」ということも大

切だが、「特色ある学校」というものを伸ばしていた

だけるよう考えていただきたい。

しずくいしの教育 特集～平成18年度町教育懇談会リポート�

【教育懇談会に関する問い合わせ】学校教育課（内線294）

次回は、第 3回（最終回）として、アンケート調査結果についてお知らせします。

特集～平成18年度町教育懇談会リポート�

平成18年度薬物乱用防止標語　中3入選「薬物で　守るべき物　消してゆく」雫石中　福田　　周
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春休みは「巻き餅」をつくります！おいしく作っ
て、みんなで食べよう！
【日　時】3 月23日（金）

＊午前の部：午前10時～12時
＊午後の部：午後 1時30分～ 3 時30分

【場　所】中央公民館
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会会員
【対象及び定員】町内の小学生・先着各20人
【材料費】500円程度
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】中央公民館へ
3 月12日（月）から19日
（月）までにお申込みくだ
さい。

新年度、4 月からいっしょに歌を楽しむ小中学生
を募集します。ぜひ、ご参加ください！
【日　時】 4 月14日（土）開講

おおむね毎週土曜日　午前10時～12時
【内　容】合唱練習のほか、町民音楽祭への参加、野

外活動、クリスマス会など
【場　所】中央公民館

ラ・ラ・ガーデンホール（町内長山）
【講　師】岩崎賢江さん・福田公子さん
【対　象】町内の小中学生
【受講料】500円／月
【申し込み】 3 月15日
（木）から中央公民館へ
お申込みください。

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

【問い合わせ】☆公民館運営審議会委員…中央公民館　　☆社会教育委員…社会教育課（内線　282）

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　高1入選「やってみたい　その好奇心を　我慢しよう」雫石高　船水　詳治

すべての人が輝くまちづくりへ　～教育委員会諮問機関　委員を公募します

【委員の職務】
・公民館長の諮問に応じ、公民館における各種
の事業企画の実施につき調査審議等を行う。

【募集人員】各1名
【応募資格】以下の資格をすべて満たす人
①雫石町に住所を有し、20歳以上であること。
②平日に開催する会議に出席できること（年2回程度）。
③町の他の付属機関等の委員になっていないこと。
【任　　期】委嘱した日から2年間
【応募方法】ハガキに住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記して提出してください。
【提出先及び締め切り】 ☆公民館運営審議会委員（3月29日（木）必着）

〒020-0555 雫石町上曽根田114番地　雫石町中央公民館
☆社会教育委員（3月23日（金）必着）
〒020-0595 雫石町千刈田5番地1 雫石町教育委員会教育長あて

【その他】応募者多数の場合は、選考または抽選とします。必要に応じ、応募の動機や経歴、活動実績などの
資料提供をお願いすることがあります。

―雫石町公民館運営審議会委員―

町教育委員会では、3 月31日をもって諮問機関の委員の任期が満了となることに伴い、その一部を次の内
容で公募します。

◇公募する委員◇

◇募集要領◇

【委員の職務】
�社会教育に関する諸計画を立案する。
�会議を開き、諮問に応じ意見を述べる。
�職務を行うために必要な研究調査を行う。

―雫石町社会教育委員―
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【小説】… 78冊
・夢を与える……………綿矢　りさ
・無銭優雅………………山田　詠美
・所轄刑事･麻生龍太郎

…………………柴田　よしき
・チエちゃんと私…よしもとばなな
・戦場のニーナ………なかにし　礼
・奸婦にあらず…………諸田　玲子
・植物診断室……………星野　智幸
・かげろう……………藤堂　志津子
・η（イータ）なのに夢のよう

………………………森　博嗣
・風は山河より第三巻 …宮城谷昌光
・向井帯刀の発心………佐藤　雅美
・フィッシュストーリー…伊坂　幸太郎
・氷結の森………………熊谷　達也
・ドア? …………………山田　悠介
・世間の辻……………澤田　ふじ子
・赤い羊は肉を喰う………五條　瑛
・最愛……………………真保　裕一
・水底の光……………小池　真理子
・ブレイクスルー・トライアル

………………………伊園　旬

【一般書】… 59冊
・子どもに食べさせたいごはんと野菜

……………………境野　米子
・手で編む可愛い布ぞうり

……………………小石　正子
・下流志向…………………内田　樹
・新・地方分権の経済学…林　宜嗣
・成功はゴミ箱の中に

……………レイ･Ａ･クロック
・幸せのちから …クリス･ガードナー
・自治体連続破綻の時代

……………………松本　武洋
・郷土の恵み･雑穀 ………柏　啓子
・いわての沢…………諏訪木　秀夫
・とらえどころのない中国人のとら
えかた…………………宮岸　雄介

・姉ちゃんの詩集……………サマー
・海峡のアリア……………田　月仙

【ヤング・児童書】… 59冊
・わたしから、ありがどう。

……………………中島　啓江
・包帯クラブ……………天童　荒太
・１４歳……………千原　ジュニア
・ストラヴァガンザ花の都

……………メアリ･ホフマン
・ノーチラス号の冒険４･５

…ヴォルフガンク･ホールバイン
・デモナータ４幕 …ダレン･シャン
・あかちゃんてね…星川ひろ子ほか
・どろんこそうべえ

……………たじま　ゆきひこ
・いかりのギョーザ……苅田　澄子
・わらっちゃった………大島　妙子
・もっと知りたい！十二支のひみつ

……………大高　成元ほか

新着図書をご紹介（1/21～2/20受け入れ分）

平成18年度薬物乱用防止標語　高2年入選「手を出すな　薬で未来　壊される」雫石高　舛沢　綾子

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！！ ●“もっと知りたい！十二支のひみつ”大高成元 ほか●
十二支って何？子・丑・寅・卯･･･

十二支を全部言えますか？どうして、
この十二の動物に決まったの？など、
まさに『十二支のひみつ』が満載の１
冊です。
私はこの本で、「日本以外にも十二

支ってあるんだ！」ということを知り
ました。

2 月 8 日（木）から、当館図書のインターネット
予約サービスが始まりました。このサービスを利
用できるのは、当館で利用者登録をされている高
校生以上でＥ-mailアドレスをお持ちの方です。

利用希望の方は事前に図書館でＥ-mailアドレスと
パスワードの登録をして下さい。
分からないことなど、詳しくは図書館まで気軽

にお問い合わせ下さい。

☆インターネット予約サービスが始まりました！☆

3 月22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

・おばけをつくろう（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ーす！

3 月24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。

・ぼとんぼとんはなんのおと

・千の風になって 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！

～ 3 月12日（月）まで年度末図書整理のため休館です～
休館中はインターネット予約サービスも受けられません。

ご了承ください。
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本校では、今年度から第3学年の『総合的な学習
の時間』の学習の一環として、ユニバーサルデザイ
ン（以下「UD」と表記します。）の学習に取り組ん
でいます。UDとは、身の回りの物や場所を、「どん
な人でも」、「安全で」、「使いやすいか」という視点
で見直していこうという考え方です。次第に自分自
身のことだけでなく、周りの人のことにも目線が広
がっていく３年生の時期に、このような学習経験を

す る こ と
で、他人と
優しく関わ
っていく子
ども達が育
つのではな
いかと考え
ています。

子ども達は、車いすを使用している方や目が見え
にくい方と一緒に町内のUD点検を行いました。普
段、何気なく見ているものでも、「ちょっとした歩
道の段差が車いすの方には通りづらいこと」や「エ
レベーターに設けられている鏡が、後方から入って
くる人の動きを察知するために役に立っているこ
と」等を発見し、相手の立場になって考えていくこ
との大切さを学習することができました。

子ども達は、学んだことを学習発表会でも発表し、
「UDの考え方を広げていくことの重要性」を訴えま
した。この学習をきっかけとして、子ども達がより
広い視点で友人関係や町づくりについて考えられる
ように成長してくれることを願っています。

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№23

～雫石小学校編～
相手の気持ちで考える
～ユニバーサルデザイン学習を通して～

次回は御明神小学校からの情報をお送りします。

乳幼児の時期、『安心感』をたっぷりと味わうこと
が成長にとって重要です。
一番安心するのは、「ぬくもりと心地よい家族の声」、

抱っこして、肌の温もりと心音に乗せてお話を読み聞
かせましょう。感情をコントロールする脳の働きも高
まります。毎日できれば最高ですね。
町内には、読み聞かせをしてくれる会もあります。

「たんぽぽおはなし会」「おはなしの雫」は、毎月読み
聞かせの会をしていますので、親子で参加するのもい
いものですよ。読み聞かせの仕方も分かります。

町では、家庭教育資料として「いきいき子育て」の冊
子を小学校就学時に配布していますが、その中で「生命
尊重」「我慢」「善悪」「思いやり」などの心を育むため、
家庭を中心に周りの大人が支えてくれるよう、訴えてい
ます。今回は、＜思いやりの心＞を育むためのヒントを
考えてみます。

平成18年度薬物乱用防止標語　高3年入選「薬物は　地獄へ誘う　第一歩」雫石高　本間　勇気

雫石小学校　教諭 福井　正人

いいところとわるいところ、それぞれチェック

ヒント1 読み聞かせをたっぷりと
今、子どもを取り囲む言葉は、威圧的な命令調、あ

ざけりやからかい、相手をけなす言葉などの冷たい言
葉。それが、テレビからもどんどん流れてきています。
これが当たり前と思ってしまったら大変です！家庭の
中では大丈夫でしょうか。
慌しいと、ついつい乱暴で命令口調が出てしまいま

す。お互いに意識して、明るく優しい言葉、＜誉めて、
認めて、励ます＞言葉をたくさん子ども達にかけてや
りたいものです。絵本には温かく優しい言葉がタップ
リありますから、読み聞かせもおすすめです。

ヒント2 温かい言葉をたっぷりと

わが子にたっぷりと～わが子に思いやりの心を育てましょう～

●家庭教育のこと、考えてみませんか？――――――――――――――――――――――――――――
子育て玉手箱①

ユニバーサルデザイン点検のようす



高等

短期

大学

工業高等専門学校

公立
私立

公立
私立

公立昼間部
公立夜間部
私立昼間部
私立夜間部

7,000円以内
12,000円以内
11,000円以内
18,000円以内
22,000円以内
25,000円以内
12,000円以内
30,000円以内
18,000円以内
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� 3月～ 4月の主な行事予定�
4月
5 � 大村小学校入学式
6 � 町内小学校入学式（大村小以外）

雫石中学校入学式（午後）
雫石高等学校入学式
わかば幼稚園入園式（午後）

3月
14 �　雫石中学校卒業式
17 �　大村小学校卒業式
19 �　わかば幼稚園卒園式
20 �　町内小学校卒業式（大村小以外）
21 �　ふれあい名画劇場「それいけ！アンパンマン」
28 �　教育委員会議

平成18年度薬物乱用防止標語　一般入選「薬物で　親・親戚を　なかすなよ」源大堂　滝沢　房子

【問い合わせ】社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）

3 /15：FIS第85回全日本スキー大会（アルペン）
16：FIS2007全日本アルペンスーパーG雫石大会

3 /17：SAJ2007全日本ジュニアスキー選手権
18：SAJ第14回全日本選抜ジュニアスキー選手権

【平成18年度　’93世界アルペン開催記念大会】

不登校やひきこもりで悩んでいるあなたへ。私も類似経験をしま
した。でも、今はとても幸せです♪あなたは１人じゃないよ☆どん
なに時間がかかったとしても、必ず明日が光に変わる日・心から笑
える日が訪れる☆だから、どうか“ありのまま”のあなたでいて下
さい。（HaR）

人は成長する。でも、それは短期間ですぐわかるものでない場合がほ
とんどだ。例えばこの広報「教育しずくいし」。作っているときは
「これがベストだ！」と思っていても、いま創刊時のころのものを見
ると、「ここはこうした方が…」というのがいくつも浮かぶ。教育に
「短期間での成果」ってそれほど必要なんだろうか？（Yasu）

�あとがき�

広報「教育しずくいし」 4月号は 4月12日（木）発行の予定です。

欠員となっていた町教育委員に、新たに杉村祐一さんと上田武夫
さんが任命されました。就任にあたり、お二人から抱負を語ってい
ただきましたので紹介いたします。
杉村祐一さん（61歳・上町一）――――――――――――――――
小中学校のＰＴＡ活動や高校生を持つ親の会の活動を通じて、学

校・家庭・地域・行政の連携が必要であることを痛感しました。
「すべての人が輝く町づくり」の実現のためには、今、何を変え、
何を守ることが大切なのかを考えながらその任に当たって参る所存
ですので、よろしくお願いします。
上田武夫さん（60歳・葛根田）――――――――――――――――
情報の氾濫の中、子どもから老人まで難しい時代ですが、雫石の

自然と純朴な心は教育の場としては最適であると信じています。
多くの声を吸収し、町の教育のために少しでも貢献できればと思

います。

トピックス1

－その1 決定事項編－
・雫石町立学校職員の勤務時間等に
関する規則の一部改正について

－その２　質疑応答編－
・特別支援教育について
委　安庭小学校に特別支援の教室が
できるということだが、学区外の
子どもでも対象になるのか。

答　状況によっては、他校から通う
ということはあり得ると思います。

町では、経済的な理由で進学や就学が
困難な学生及び児童・生徒を援助するた
め、平成19年度の下記制度の希望者を
募集します。
【就学援助制度】
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。学用品費や給食費などを援
助します。
【奨学資金制度】
高等学校以上に在学し、本人または家族の
住所が町内にある学生・生徒が対象です。

【奨学資金貸付（月額）】

【問い合わせ】学校教育課
（内線294・295）

新教育委員が就任しました！
～調査を実施し、問題を解決しました～
全国的ないじめ問題の深刻化を受けて、

町教育委員会では、昨年11月に保護者・
児童生徒を対象に「いじめアンケート」
を実施しました。その結果、小学校21件、
中学校で51件のいじめと思われるケース
がありました。各学校では、このアンケ
ートをもとに個別面談等を実施し、報告
された問題は全て解決いたしました。
しかし、いじめは、「どの学校でも、ど

の子にも起こりうる」問題ととらえ、今
後とも、日常観察、個別面談、定期的ア
ンケート等を実施し、いじめのない学校
づくりを進めてまいります。

トピックス2 いじめのない学校へ…

答

委

教育委員会定例会リポート（1 月） ●就学援助・奨学資金の19年度希望者を募集します●

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）


