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編集・発行／平成20年 4月10日　雫石町教育委員会　
〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1 TEL 019-692-2111

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！

板橋Ⅲ遺跡は、平成18年 3 月の発掘調査で、「台形様
だいけいよう

石器」と
いう種類の石器をはじめ、合計120点あまりの石器が見つかりま
した。町内初めての「旧石器時代」の遺跡です。
このことは、以前の広報「教育しずくいし」でも紹介していま

すが、それ以来、見つかった石器の分析など、さまざまな方面か
らの整理作業を進めてきました。

＜理由その 1 ＞ 石器が見つかった深さと同じ所から見つかった炭化物（炭）の
年代を直接測ったところ、およそ32,000年～34,000年前の可能性が高いと
いう分析結果が出ました。

＜理由その 2 ＞ 石器が見つかった深さにある火山灰を調べたところ、今から 3
万年以上前に、今の十和田湖付近が大爆発した時の「十和田
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」と
考えられる火山灰が含まれていることが分かりました。

＜理由その 3 ＞ 今回発見された「台形様石器」という種類の石器は、今から 2
万年以上前に流行した石器です。同じ石器でも、その時代によって流行があり
ますが、板橋Ⅲ遺跡の「台形様石器」は、古い時代の特徴を示していて、関東地方でも同じような石器
が 3 万年くらい昔の遺跡から見つかっています。

板橋Ⅲ遺跡の人々は、近くの雫石川からちょうどいい石を拾って加工していたようです。当時の人々は、
どんな暮らしをしていたんでしょう？　興味が深まります。
出土した石器は、 6 月に中央公民館を会場に展示を行う予定です。どうぞご期待下さい！

体験学習を取り入れた授業に積極的に取り組むな
ど、優れた研究・実践を行い、キャリア教育優良学
校としての文部科学大臣表彰の受賞に貢献しまし
た。

学級活動における担任と養護教諭、薬剤師による
指導のあり方を、薬剤師会、警察、大学等と連携し
実践的に研究し、その研究成果を広く県内外の学校
関係者に還元し、薬物乱用防止教育の推進に大いに
貢献しました。

～分析・整理の結果分かった遺跡の年代
…なんと今からおよそ32,000～34,000年前！

－岩手県教育長表彰－

西根小学校 栗田　裕年 先生

「小学校におけるキャリア教育の推進」

－盛岡教育事務所長表彰－
南畑小学校 駒木　　　晋 先生

村上　真知子 先生

「薬物乱用防止教育の推進」

遺跡風景

台形様石器
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しずくいしの教育 特　集特　集

１．平成20年度雫石町教育施策の方針と重点について
２．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求める
ことについて

３．雫石町立図書館管理運営規則の一部改正について
４．雫石町立図書館開館時間延長に係る事務取扱要
領の制定について

５．雫石町立図書館資料収集規程の制定について
６．雫石町立図書館資料除籍規程の制定について
以上の議案が承認されております。

－その１　決定事項編－
①図書館の利用時間について
委　開館時間の延長は、職員にとっては大変かもし
れないが利用者サービスの向上という観点から考
えるとありがたいことだと思う。時間延長するの
であればもっとという気もするがどうか。

答　現在の職員配置の体制では現状の対応が精一杯
です。例えば、指定管理者制度を導入すればもっ
と遅くまでの延長が可能になってくると思われま
す。

今日、教育を取り巻く社会状況は、ライフスタイルや価値観の多様化、人間関係の希薄化などに伴い、家庭
や地域の教育力の低下が指摘されています。子ども達の生命尊重の心や自尊感情の乏しさ、基本的生活習慣の
乱れ、規範意識の低下が顕在化し、学習意欲の低下や人間関係を築く力や社会性の不十分さといった憂慮すべ
き問題が発生しております。
国では、教育改革を国家の最重要課題と位置付け、教育三法の改正、中央教育審議会答申、新学習指導要領
の告示と、まさに、新しい教育が実施されようとしています。県教育委員会も、家庭・地域と協働する目的達成
型の学校経営への改革を柱とした「いわて型コミュニティスクール構想」を力強く推進しようとしております。
こうしたことを踏まえて、町教育委員会では、町民の教育に対する熱い期待に応えるために、町総合計画後期
基本計画に掲げる「すべてのひとが輝くまちづくり」の実現に向けて、次の４つのことがらに重点を置き、教
育行政の推進に努めてまいります。

教育委員会定例会リポート（2月）

委

答

第１ 「学校教育の充実」

学校教育課・町内各小中学校

「郷土に誇りをもち、未来に“活きる”ひとを
育むこと」を基本施策として取り組みます。

＜主な施策＞
①児童生徒の学力向上
②キャリア教育の推進
③特別支援教育の推進
④学校不適応問題への適切な対応
⑤児童生徒の健康教育・
体力や運動能力の向上

⑥食育の推進

⑦教職員の資質向上
⑧児童の安全体制の充実
⑨国際理解教育の充実
⑩校種間連携教育の推進
⑪特色ある学校づくりの充実と
開かれた学校づくりの推進

⑫学校施設の整備
⑬小学校の適正配置の検討

第２ 「社会教育の推進」

社会教育課・生涯文化課

「いつでも、どこでも、だれでも」自主的に学
習できる生涯学習の実現に向けて推進体制を整備
し、総合的な生涯学習環境の整備充実に努めます。

＜主な施策＞
①教育振興運動の推進
②子育てについての学習機会の充実
③ジュニアリーダーズクラブ「SKY」の活動支援
④静岡県富士市との少年交流事業の実施

⑤中央公民館、地区公民館の
施設整備と機能充実

⑥読書活動の推進・資料や情
報の提供

⑦ホームページの充実・広報「教育しずくいし」
による情報提供
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～平成20年度　雫石町教育施策方針（要約）～平成20年度　雫石町教育施策方針（要約）

－その２　質疑応答編－
③安庭小学校落成式について
委　落成式は天候にも恵まれ、子ども達も大変立派
な態度で臨んでいてとても安心した。祝賀会は地
域の方々が紋付き袴姿でお祝いしてくださるアト
ラクションなどもあり、嬉しく思った。ただ、親
御さん方の参加が少なかったように思う。

答　ＰＴＡの役員の方々が中心になって準備を進め
てくださいました。子ども達が大変立派で、よい
落成式・祝賀会だったと思います。

②海外派遣報告会について
委　報告会の在り方を検討してはどうか。学校での
他の生徒や友達の前で発表する機会もあるよう
だ。学校での報告会に保護者も関係者も参加する
形にした方がよいと思う。

答　会の持ち方についていろいろご指摘があります
ので、検討が必要だろうと思っています。

いわて型コミュニティ・スクールとは「オール県民で、子どもたちを育てる」、岩手県独自の取り組みです。
取り組みの趣旨は、「学校」「家庭」「地域」が役割と責任を明確にし、信頼関係とよい意味での緊張関係を
保ちながら、子どもの人間形成の確立に向け、それぞれが努力していこうとするものです。
学校では、教育活動の目標を明確にし、「目標達成型の学校経営」を進めています。教師と子ども、家庭が
目標を共有し、一体となって取り組む「まなびフェスト」を展開しています。
家庭では、基本的な生活習慣や学習週間を身に付ける取り組みや、将来について語り合うことなど、親と
子どもが正面から向き合うことを大切にして取り組んでいます。
地域では、子どもを褒めたり、叱ったりできる地域づくりや、地域の専門家が、学校の授業や活動に積極
的に協力する地域づくりを目指しています。

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）

第３ 「文化芸術の振興と文化財の保護・
保存及び活用」

社会教育課・生涯文化課

文化芸術の継承活動は、心豊かな地域社会を形
成するうえで大切なことです。町民が主体的に活
動に関わりながら、特色ある地域文化の形成に寄
与できるよう支援します。

＜主な施策＞
①各種文化芸術団体等の育成や活動支援
②総合芸術祭や町民劇場の開催支援、新たな文化
資源の掘り起こし

③文化遺産の保護・保全と有効活用、郷土文化の
蓄積と継承

④雫石町無形文化財芸能祭の開催
⑤歴史民俗資料館の活用と資料収集、整理・保存
⑥東京芸術大学の合宿招聘事業

第４「生涯スポーツの振興」

社会教育課・町体育協会等

スポーツは、町民の健康増進や技術力・体力の
向上、活力ある地域社会の形成と健康で明るい豊
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。町民だれでもが気軽にスポーツ
に親しむことができるよう努めてまいります。

＜主な施策＞
①町体育協会や関係団体・機関等との連携による
各種スポーツや健康づくりの推進

②スポーツレクリエーション環境の充実と各種事
業の推進

③クロスカントリースキー場の有効利用
④競技スポーツの振興と競技力向上支援
⑤岩手山ろくファミリーマラ
ソンの開催

⑥指定管理者制度による安定
した施設管理体制

今、時代は大きな変革時期の中にあり、学校、地域、家庭、行政、教育に関わる一人一人が新たな認識
と理解のもとに協力することが必要と考えています。依然として厳しい行財政状況の中ではありますが、
町民が郷土に誇りを持ち、心豊かに希望を持って住める「すべての人が輝くまちづくり」のために教育委
員会では全力で取り組んでまいります。

委

答

委

答
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めざせ伝説案内人！「たんたん」「よしゃれ」「十石杉」「鶯宿」「野菊」「八の太郎」「小柳沢」の7つの伝
説の地を歩いて詳しく学習し、実際に案内役を体験する全 9 回の講座です！

【講　師】新里栄弘氏（滴石史談会）ほか
【受講料】1,000円
【対象・定員】町内在住でボランティアガイド等に興味のある方・先着20人
【申し込み】5 月 9 日（金）までに中央公民館へお申し込みください。
【その他】無料託児あります。事前にご相談ください。

【内　容】 【期　日】＊変更する場合あり 【時　間】 【場　所】
開講式と現地踏査 5 ／27（火） 10：30～15：00 中央公民館ほか
伝説学習会 6／10（火）・7／8（火）・8／12（火）13：30～15：00 中央公民館
現地踏査・伝説の地を歩く 6 ／17（火）・7 ／22（火） 10：30～15：00 町内各地
案内役のコツを知る学習会 8 ／26（火） 13：30～16：00 中央公民館
案内役実践会 9 ／ 9 （火） 10：00～16：00 町内各地
閉講式 9 ／24（水） 10：30～　 中央公民館　

【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://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/̃hotswim

就業前の子と親の交流の場として大人気の親子教
室は、運動会や遠足など、楽しい企画がいっぱいです！
【日　時】5 月14日（水）開講

6／18、7／16、8／6、9／10、10／14、
11／12、12／3、1／28、 2／18（月1回
開催／全10回）午前 9 時30分～12時

【場　所】雫石公民館
【指導者】木村純子先生（指導10年目）
【対　象】町内在住の 2 ～ 3 歳児とその親
【定　員】先着25組
【内　容】体操、歌、楽器遊び、遠足など
【受講料】無料（実費徴収あり）
【その他】親子とも動きやすい服装で、内履きをご
準備ください。

【申込期間】4月21日（月）～25日（金）
【申し込み・問い合わせ】雫石公民館

いっしょに歌を楽しむ小中学生を大募集！
【日　時】5 月10日（土）開講・おおむね隔週土曜

午前10時30分～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
【講　師】岩崎賢江さん

福田公子さん
佐藤聡子さん

【対　象】町内の小中学生
【受講料】500円／月
【申し込み】4 月30日（水）まで
に中央公民館へお申込みください。

昔なつかし「がんづき」を作ってみましょう！
【日　時】① 4 月20日（日） ② 4 月21日（月）

①②どちらも午前9時30分～12時
【場　所】御所公民館
【定　員】①②各15人
【講　師】長瀬裕子さん（舛沢行政区在住）
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ 4 月18日（金）までにお
申込みください。

自分のペースで楽しく運動してみませんか？子ど
もから大人までだれでも参加できます。
【活動期間】5 月18日（日）～10月12日（日）

毎週木・日曜日
午前 5 時45分集合（終了後順次解散）

【集合場所】中央公民館
【コース】
1km・2km・3km特設コース

【申し込み】雫石公民館または開
催日に直接現地で随時受付しま
す。

【問い合わせ】雫石公民館
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【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（水曜休館）………………693-3751
ゲートボール場…695-2031 ケッパレランド…695-2211

（財）雫石町体育協会主催のスポーツ教室です。
空いている時間を使って、筋力アップ＆体力向上！
【期　日】
①午前の部 4 月24日（木）～ 6 月26日（木）
午前10時～11時30分（毎週木曜・全10回）

②午後の部 4 月24日（木）～ 6 月26日（木）
午後 7 時～ 8 時30分（毎週木曜・全10回）

【場　所】町営体育館
【内　容】マシントレーニング・バランスボール・

チューブトレーニングなど、体力や年齢
に応じたプログラムの作成と実践

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町民・①②各先着10人
【受講料】2,000円（体育館使用料含む）
【申し込み】各自傷害保険加入後、4 月17日（木）まで
に町営体育館へ受講料を添えてお申し込みください。

ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しよう！
【期　日】4 月24日（木）～ 6 月26日（木）

午後 4 時30分～ 6 時
（毎週木曜・全10回）

【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内　容】マット運動・バランスボール・いろいろな

スポーツ体験（陸上・サッカー・バドミント
ン・ティーボール・スナッグゴルフなど）

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内の児童（ 6 ～12歳）・先着10人
【受講料】1,000円（施設使用料含む）
【申し込み】各自傷害保険加入後、4 月17日（木）

までに町営体育館へ受講料を添えてお
申し込みください。

【活動日】毎週火曜　　　　【場所】中央公民館
【時　間】10:30～12:00／14:00～15:30
【会　費】無料（ただし花代は実費）
【問い合わせ】TEL 698-1909（松本）

【活動日】第 2・第 4 水曜　【場所】中央公民館
【時　間】13:00～17:00
【会　費】月3,000円
【問い合わせ】TEL 692-2729（坂本）

【活動日】毎月第2金曜　　【場所】西山公民館
【時　間】10：00～17：00
【会　費】材料費のみ実費
【問い合わせ】TEL 090-8252-1302（一本木）

今月号では自主サークルを紹介します♪「コレだ！」と思ったあなた！どうぞ気軽にお問い合わせください。

【活動日】毎週水曜日 【時間】19：00～21：00
【場　所】雫石駅 2 階ふれあいルーム（変更あり）
【会　費】月額1,000円（衣装代等は別途）
【問い合わせ】TEL 090-5239-7757（代表・原田）

古文書を読めるようになりたい方！古文書に興味
のある方！5 月から一緒に古文書を学びませんか？
明治14年に書かれた「道中記」（旅日記）に光をあ
て、115日間の伊勢、金昆羅参りの旅をいっしょ
に楽しみましょう。安心の初心者向けです。
【活動日】5 月17日から（毎月第 3 土曜の予定）
【時　間】9：30～11：30 【講師】藤沢昭子さん
【場　所】歴史民俗資料館（予定）
【会　費】月1,000円（資料代含む）
【問い合わせ（仮）】歴史民俗資料館

「ドロドロ血液にさようなら！」をテーマに、おいしい料理を作りましょう！
【日　時】5 月21日（水）午前10時～午後 1 時
【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会員

【受講料・定員】500円・20人
【申し込み】中央公民館へ 5 月 9 日（金）までにお
申し込み下さい。



新着図書をご紹介！（2/21～ 3/20受け入れ分　計77冊）

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://www.lib-shizukuishi.jp 【問い合わせ】692-5959

● 小説 ●
・心霊探偵八雲７……………神永　学
・靖国への帰還……………内田　康夫
・夜を守る…………………石田　衣良
・福袋………………………角田　光代
・命賭け候…………………門田　泰明
・乳と卵……………………川上未映子
・ツクツク図書館………紺野キリフキ
・弥勒世（上・下）…………馳　星周
・シンメトリー……………誉田　哲也
・魔界の塔…………………山田　悠介
・静かな爆弾………………吉田　修一
・小説　防衛省……………大下　英治
・ブランケット・キャッツ…重松　清
・新・御宿かわせみ………平岩　弓枝
・イギリス海岸……………木村　紅美
・百年の迷宮………………赤川　次郎
・もう誘拐なんてしない…東川　篤哉

● 一般書 ●
・ハチドリのひとしずく …………辻　信一監修
・子どもと暮らす ……………………根本　きこ
・ハガキ道 ……………………………坂田　道信
・一つ覚えて三つ忘れる中高年…綾小路きみまろ
・歴代首相 ……………………………小林　弘忠
・からだに美味しいごはん …………有元　葉子
・ふろしきでエコライフ ……………森田知都子
・未帰還兵 ……………………………将口　泰浩
・自治体財政のしくみ ………………肥沼　位昌
・笑う介護士の秘伝 …………………袖山　卓也
・死体は悲しい愛を語る ……………上野　正彦
・誰でもできる手づくり酢 …………永田　十蔵
・続　獄窓記 …………………………山本　譲司
・神社のことがわかる本 ……………外山　晴彦
・さらばゆとり教育 ……………………寺脇　研
・お父さんのおしゃれ事典 …成美堂出版編集部
・そうか、もう君はいないのか ……城山　三郎

● ヤング・児童書 ●
・伏してぞ止まんぼく、宮本警部です …………………山口　秀範
・さくらいろのランドセル …………………………さえぐさひろこ
・おったまげたとごさくどん ………………………………サトシン
・ホネホネたんけんたい ……………………………西澤真樹子監修
・学校がアホらしいキミへ …………………………………日垣　隆
・きせつの行事りょうり ……………………………禰宜田直子監修
・おもしろ日本古典ばなし115 …………………………福井　栄一
・そのウサギはエミリー・ブラウンのっ！ …クレジッダ・コーウェル
・あたま山 ……………………………………………………斉藤　洋
・みんなでグルグル回文あそび（黄）…………………ながたみかこ
・ニャンニャンシティマラソン …………………………谷川　晃一
・いつもいっしょに ……………………………………こんのひとみ
・ひょろのっぽくん ……………………………………かとうまふみ
・くじらのバース …………………………………………村上　康成
・だいすきプリン ………………………………………うるまでるび
・ノーチラス号の冒険７・８ ……ヴォルフガンク・ホールバイン
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引っ越し等で住所や電話番号など、図書館利用者
登録時と変更のある方はご連絡をお願いします。

＜ 4～ 5月の休館日＞
4 月：14日・21日・28日・29日
5 月：3 ～ 6 日・12日・19日・26日

4 月17日（木）10時30分から“たんぽぽおはなし会”
【会　場】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】
・おつむてんてん（パネルシアター）
・こいのぼりをつくろう（工作） 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！

4 月22日（土）10時から“しずくいしおはなし会”
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・おんがくかいのよる…たしろ　ちさと・作
・ねずみのおよめさん…小野　かおる・再話　など

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

4 月23日は「子ども読書の日」！
町教育委員会では、今年度も、全町をあげて教育

振興運動として読書推進に取り組みます。今年のテ
ーマは、「家庭で読書を」。まず、子どもの本を家族
みんなで読んでみましょう！
「子ども読書の日」は、欧米で本を贈る習慣があ

る「サン・ジョルディの日」をもとに、平成13年
に誕生しました。
4 月23日、みなさんも子どもの本を 1 冊借り

て読んでみませんか？



今、子どもたちは… シリーズ「輝」 36

「ぐんぐん教室」～大学生による学習支援活動

～雫石小学校編～

次回は上長山小学校からの情報をお送りします。

雫石小学校　教諭 熊谷千夏子

本校では、岩手大学と雫石町の連携事業として、
大学生による学習支援活動に取り組んでいます。
18年度は各学級で担任の補助的役割でしたが、19

年度は希望者を対象に、週2回の放課後1時間ほど
『ぐんぐん教室』を開き、自主学習の場としています。
教師を目指している学生さん達は、教育実習での

経験を生かして、子ども達に、きちんと分かりやす
く教えてくれます。分からないところを質問したり、
学習したことの丸付けをしてもらったりするため
に、『ぐんぐんの先生』の周りは、いつも子ども達
でいっぱいです。 2月の最終日のお別れ会では、子ども達から「やさし

く教えてくれてありがとう。」「がんばって先生になっ

てください。」等の感謝のメッセージがおくられました。

楽しく学習している様子が家庭でも話され、父母から

も「友だちでもなく、先生でもない、お兄さんお姉さ

んのような、いい先生」と好評を得ました。

『ぐんぐん先生』をきっかけとして、「わかって楽し

い！」「すすんで学習しよう！」という子ども達が、雫

石小いっぱいになってほしいです。
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種まきから製品まで…全 4 回シリーズで「ほう
き」を作ります！
【日　時】
第 1 回：畑に種をまきましょう 5 月18日（日）
第 2 回：畑で間引きしましょう 6 月15日（日）
第 3 回：ほうき草を収穫しよう 9 月 7 日（日）
第 4 回：「ほうき」を作ろう　　10月 5 日（日）
（全 4 回：いずれも午前10時～午後３時）
【定　員】先着15人
【受講料】各回1,000円（予定）
【場所】
資料館集合後、畑に移動

【持ち物】
長ぐつ・ゴム手袋・昼食

【その他】
ほうき作りは、基本的

に全 4 回の受講が可能な
方に限ります。詳しくは
お問い合わせください。

平成19年度の来館者数は、合計2,400人となり、
5 年ぶりに前年度の来館者数を上回りました！

町民の皆さん、20年度もぜひ1度は資料館に!!

4 月は「布ぞうり」を作ります！
【日　時】4 月20日（日） 午前10時～午後 3 時
【講　師】下沢田隆子さん
【定　員】先着15人
【受講料】1,000円
【持ち物】ゆかた 1 枚分の布・はさみ・ものさし・

マチ針・昼食

～平成19年度の資料館入館者数～
町　　内

児童生徒 一般
170 440

町外

1,424

他

453

計

2,487

前年
度比
＋337



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、希望者を受け付けています。

【制度の内容】
経済的な理由で就学が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ています。
【問い合わせ】
通学先の学校または学校教育課（内線294・295）
に直接お問い合わせください。

【制度の内容】
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・生徒が対象になります。
【奨学資金貸付月額（上限）】

【申込期限及び申込先】
5 月14日（水）・学校教育課

【その他】
学力・経済状況等を審査のうえ、採用者を決定し

ます。決定は6月中旬を予定しています。
【問い合わせ】学校教育課（内線294・295）
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広報「教育しずくいし」 5月号は 5月 8日（木）発行予定です。

春は出会いと別れの季節。行く人あり、来る人あり。社会教育課
からも、自分の夢に向かって新たな道を歩き出した人がいる。将来
を自分の力で切り開こうとする、その姿にエールを送りたい。
さて、私といえば…あれ？広報「教育しずくいし」37号の編集

をしているぞ！？そうです。編集担当 5 年目に入ったようです。
ということで、今年度もよろしくお願いします_(__)_  （Yasu）

�あとがき�

①就学援助制度

②奨学資金制度

【就学援助・奨学資金の20年度希望者を受付中】

学校教育課では、長期にわたり学校（小・中）に
行けなくなっている子どもたちのために、「どんぐ
り広場」を開設しています。
「どんぐり広場」では、学校生活への適応や学習面

の不安を和らげるため、主に教育相談員が中心とな
って、以下のことについて支援活動を行っています。
①生活リズムを整え、自立心を育てる。
②体験活動を通しながら自分の良さに気づかせる。
③学力に対する不安を軽減させる。
④運動を通して体力をつける。
⑤学校・家庭・教室の連携を図る。
この他にも、「どんぐり広場」では教育に関する各種

の相談にも対応しています。お気軽にご相談下さい。
【問い合わせ】学校教育課（内線293）

【教育・文化　なんでも掲示板】は、教育委員会主
催以外で「すべての人が輝くまちづくり」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、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】
直接、広報「教育しずくいし」編集局（社会教育

課・内線284）にご相談ください。

＜掲載要項＞

【教育・文化 なんでも掲示板】に情報をお寄せください！

自信をもたせ、自立を促す

☆訂正☆
3月号P 6で紹介した第46回町民スキー大会（アルペ

ン競技）優勝者の紹介で誤りがありましたので、お詫
びして訂正します。
（誤）【小学校1・ 2年男子】横欠　壱成（上長山小）
（正）【小学校1・ 2年男子】横欠　壱成（雫石小）

�4～ 5月の主な行事予定�

【4月】
20 �　盛岡市内一周継走大会
25 �　教育委員会議

【5月】
13� 雫石町教育研究会
17� 雫石中学校体育祭
24� 町内小学校運動会

（七ツ森・御明神・橋場・南畑・安庭）
25�　町内小学校運動会

（上長山・大村）
29� 教育委員会議
30� 雫石中ゴミゼロ作戦
31� 雫石小学校運動会

学　　校 公　立 私立
高等学校 7,000円 12,000円
工業高等専門学校 11,000円 －
短期大学 18,000円 25,000円
大学（昼間部） 25,000円 30,000円
大学（夜間部） 12,000円 18,000円


