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

①地域で子どもを育もう！教育振興運動⑩　～中継…各実践区の取り組み状況（３）
②町内児童生徒の学力は？　～平成20年度学習定着度状況調査及び意識調査結果報告

21世紀・新しい時代の健康教育推進実践校として、南畑小学校が全国3校の中の１校に選ばれ、見事

最優秀校に輝きました。2月18日、東京都日本医師会館において表彰式が行われる予定です。

県内各地区ブロックから選ばれた8チームの中から、雫石小

学校が県教育委員会教育長賞を受賞しました。学校給食として

の独創性・普及性・安全性や、地域の特性、栄養バランスへの

配慮が評価されました！

○受賞献立　＜課題の部＞

「地場産物又は、県内産農林水産物を取り入れた献立」

○献立名：雑穀ご飯、牛乳、みぞれ雫汁、雫石もーもーメンチ、

森の雫ひじきサラダ、りんご

第22回町民音楽祭が、2月1日野菊ホールで開催さ

れ、町内7つの団体が会場いっぱいに透きとおったハ

ーモニ―を響かせました。

中でも、最後に登場した雫石中学校１年生179人全

員は、自分たちで選曲した「COSMOS」と「怪獣のバ

ラード」の2曲を元気に歌い上げ、見事に音楽祭のト

リを務めました。

生徒たちは会場からの大きな拍手に包まれながら、

早くも4月からの2年生進級に思いをはせ、表情を引

き締めていました。

～平成20年度健康教育推進学校表彰　最優秀賞に決定！

学校教育において教育実践等に顕著な成果を挙げられたとして、町内小学校から2名の先生が文部科学
大臣表彰を受賞されました。村上先生は体育・保健・給食指導で、栗田先生は生徒指導・進路指導の実践
分野での成果が評価されました。今後の更なる活躍に期待するとともに、雫石の子ども達のご指導よろし
くお願いいたします！

～平成20年度文部科学大臣優秀教員表彰決定！

～平成20年度学校給食調理コンクール　県教育長賞受賞！
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特 集 ①特 集 ①
～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑩～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑩ 「中継…各実践区の取り組み状況（3）」

『町全体の共通課題』＋『実践区ごとの独自課題』に取り組んでいる、実践区ご
とのようすを3回シリーズでお知らせしています。
今月号は、第3回（最終）として、七ツ森小実践区に加え、雫石高校での取り

組みを紹介します。

来月号では、今年度を振り返るとともに、来年度の進め方や展望などを紹介していく予定です。どうぞご期
待ください！

七ツ森小学校区教育振興運動推進協議会では、「ふるさ
と七ツ森を大切にする子どもを育てよう」を目標に活動を
進めています。
1月8日（木）には、養護老人ホーム「松寿荘」で「みず
き団子づくり」が行われました。東町子ども会（2地区構
成）にお誘いの案内がありましたので、児童、保護者等
20名が参加しました。みずきに赤や黄、緑に色付けした
お餅をおじいさん・おばあさん方と丸めてつけていきまし
た。
この行事は、施設が設立された当初から行われてきたも

のだということで、地域の子ども会に根付いた行事になっ
ています。
夏には「希望ヶ丘学園の夕涼み会」、老人介護施設の運

動会に参加したりと、福祉施設が多い本教育振興区の特色
を生かした活動を通して、「思いやる心」を育み、ふるさ
とのよさを体感できる子どもを育てようと努めています。

本校では、
１　地域の協力を得た総合的な学習の時間「地域学習」
２　軽トラ市をはじめとした地域ボランティア活動
３　郷土芸能委員会、保健委員会などが町の行事へ参加
４　思郷祭や雪上運動会など、PTAや地域が参加の行事
５　学校情報チラシ「穿石」の毎月町内全戸配布
など、地域に根差した活動を行っています。
読書の啓発としては、毎日全校で「朝読書」に取り組ん

でいます。遅刻する生徒、寝ている生徒、話をしている生徒、
音楽を聴いている生徒、カタログなどを見ている生徒、漫
画本を読んでいる生徒もおり、今後の課題ですが、自分で
本を用意して静かに読んでいる生徒も増えてきています。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（内線282）または各小学校

ここまで、それぞれの実践区が特色ある活動を展開して
いるようすや、雫石町親子読書のつどいや教育振興運動実
践交流会といった事業も取り上げ、教育振興運動の取り組
みを大きく紹介して参りました。
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特 集 ②特 集 ②
～町内児童生徒の学力は？～町内児童生徒の学力は？ 平成20年度学習定着度状況調査及び意識調査
昨年10月、県内の小学3年から中学3年までの児童生徒を対象として学習定着度状況調査が行われまし

た。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、その結果
の概要を以下のとおり報告します。

学年 国語 算数

4 63 58

5 73 65

小
学
校

学年 国語 社会 数学 理科 英語

１ 62 ― 53 ― 60

２ 57 48 43 54 43

３ ― ― ― ― 48

中
学
校

小学校国語（4・5年生）：「言語事項」の力
小学校算数（4・5年生）：「数学的な考え方」
中学校国語（1・2年生）：「読むこと」の力
中学校数学（1・2年生）：「数学的な見方や考え方」

中学校社会：「資料活用の技能・表現」の力
中学校理科：「科学的な思考・判断」の力
中学校英語（全学年とも）「書くこと」の力

小学校・中学校とも、中央値を挟む50％の集団のばらつきは、国語が小さく、算数・数学、英語のばらつき
は大きい状況です。しかし、中学１年生の数学は、小学校と比べてもばらつきが小さく、また、中学3年生の
英語は、中学校の中では一番ばらつきが小さくなっています。

各学校では、上記の観点別やばらつきの状況以外に、領域別、学級別、問題別また意識調査との関連などの
さまざまな分析を行い、児童生徒一人一人の指導に生かしたり、授業改善やカリキュラム編成に生かしたりし
ていきます。教育委員会としては、来年度の教職員研修等へ生かしていきます。

さらに、この調査に合わせ意識調査も行われました。ここでは、そのうち「家庭学習」に関する調査結果を
取り上げてみます。

「学校の授業以外で、一日にどのくらい勉強しますか（※土日は除く。※塾・家庭教師の時間を含む）」とい
う質問に対して、以下のような結果が得られました（グラフは小学6年生と中学3年生の結果）。

「家庭学習の時間」については、小学校・中学校すべての学年で県全体の平均より学習時間が短いという結
果でした。勉強時間だけで一概に学習の定着について述べることはできませんが、家庭においても集中した学
習を継続してできるような環境づくりや、声掛けをぜひお願いいたします。

【学習定着度状況調査に関する問い合わせ】 学校教育課（内線293）
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①学校の支援体制について
中学校の支援体制について、今年度と同様な体

制を継続していくのか。
学校の自主自立による方向で考えていますが、

教科指導については、県教委からの配置等をお願
いするなどして続けていかなければならないと思
っています。

②子育て支援体制について
妊婦の時から子どもが中学校を終わるまでの母

と子どもの教育や啓発活動を体系的にやるような
体制づくりが必要ではないか。子育て教育の体系
化を図る必要があると思う。
小さいときからのさまざまな指導が大事だと思

いますが、組織を作ってということは時間をいた
だかないと難しいと思われます。現在行われてい
る乳児検診、３歳児検診、就学時検診に加えて、
就学時前の４歳半・５歳児で実施してはという声
も多くあります。節目ごとに学習の機会を設ける
など、関係課と検討していきたいと考えています。

委 委

答

答

12月定例会での審議案件はありませんでしたが、委員懇談会では主に次のことについて話し合われました。

教育委員会定例会リポート（12月）

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）

おめでとう！ 上和野史華選手（女子回転）準優勝！ 八重樫選手（男子回転）・袖林選手（女子回転） 8位入賞！

☆男子5kmフリー

【11位】藤本　託也（14分27秒8）

【29位】中屋敷恭平（15分04秒2）

【36位】村上　映人（15分17秒0）

【42位】村田　彪我（15分29秒8）

【48位】橋本　　遼（15分58秒6）

☆男子5kmクラシカル

【16位】中屋敷恭平（16分23秒8）

【25位】藤本　託也（16分48秒4）

【30位】村田　彪我（17分14秒3）

【34位】高橋　　涼（17分23秒4）

【36位】村上　映人（17分28秒4）

【45位】上野　洸平（17分53秒6）

【47位】橋本　　遼（17分54秒9）

☆男子回転

【 8 位】八重樫創生（1分49秒54）

【39位】讃岐　友人（2分08秒51）

☆女子回転

【 2 位】上和野史華（1分49秒65）

【 8 位】袖林　瑠依（1分52秒78）

【13位】久保田美鈴（1分55秒00）

☆男子大回転

【34位】八重樫創生（2分30秒75）

☆女子大回転

【25位】上和野史華（2分29秒89）

〈ノルディックスキー〉 ～山形県大蔵村ほか 〈アルペンスキー〉 ～山形県最上町ほか

☆男子リレー（5km×4）…10年ぶり9度目の栄冠！

【優勝】高橋涼・中屋敷恭平・村上映人・藤本託也

（1時間13分31秒4）

☆男子5kmクラシカル

【1位】中屋敷恭平　【2位】藤本　託也

【3位】高橋　　涼　【4位】橋本　　遼

【5位】村上　映人　【9位】村田　彪我

【10位】上野　洸平

☆男子5kmフリー

【2位】村上　映人　【3位】藤本　託也

【7位】中屋敷恭平　【8位】村田　彪我

【10位】橋本　　遼

☆男子回転

【優勝】八重樫創生（1分24秒33）

☆女子回転

【優勝】上和野史華（1分28秒24）

【2位】袖林　瑠依（1分29秒48）

☆男子大回転

【6位】八重樫創生

☆女子大回転

【7位】上和野史華　【15位】袖林　瑠依

☆男子：優勝！（8年ぶり13度目）

☆女子：6位

〈ノルディックスキー〉 ～八幡平市 〈アルペンスキー〉 ～八幡平市

〈学校対抗〉
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今年度に御所公民館で開催した各種講座の作品展
です。どなたでも自由にご覧いただけます。お誘い
合わせの上、ご来場ください！
【期　日】3月6日（金）～8日（日）
【時　間】午前9時～午後5時

＊最終日は午後4時まで
【場　所】御所公民館
【展示作品】
編み物・生け花ほか

【入場料】無料
【問い合わせ】御所公民館

【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

【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

甘くておいしいおはぎを作ろう！
【期　日】3月24日（火）
【時　間】午前コース：午前9時30分～12時

午後コース：午後1時30分～4時
＊都合のよい方を選んでお申し込みください。

【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】１人500円
【対象・定員】町内の小学生・各コース20人
＊定員になり次第締め切ります。ご了承ください。
【持ち物】エプロン・三角巾・受講料
【申し込み】中央公民館へ3月13日（金）までにお申
し込み下さい（受付時間：平日8：30～17：15）。

冬期間の運動不足を解消しよう！
【期　日】①2月23日（月）

②3月2日（月）
③3月9日（月）

【時　間】いずれも午後6時30分～8時
【場　所】御明神公民館・多目的ホール
【種　目】キンボール・ドッジビー・シャッフルボ

ード・ターゲットバードゴルフなど
【講　師】雫石町体育指導委員
【受講料】無料
【対　象】町内在住または勤務の方
＊動きやすい服装、上履き（ズック等）、タオル、
着替えをご持参ください。

【申し込み】御明神公民館へ（受付時間:平日8：30
～17：15）。当日参加も可です。

大人気の「それいけ！アンパンマンシリーズ」より
「妖精リンリンのひみつ」と、
「ヒヤ・ヒヤ・ヒヤリコと、ばぶ・ばぶ・ばいき

んまん」の2本を上映します！お楽しみに！
【期　日】3月15日（日）
【時　間】10時上映開始（9時30分開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席自由
一般500円（前売・当日券とも同額）
小学生以下無料（ただし整理券が必要です）
＊2月18日（水）から、中央公民館及び各地区公民
館で前売券の販売及び整理券の配布を開始します。

【問い合わせ】中央公民館

2005全国スポーツレクリエーション祭エアロビ
ック競技から3年…。健康増進のためにも、ぜひ！
【日　時】毎週金曜・午後7時から2時間程度

（詳しくはお問い合わせください）
【場　所】町営体育館
【参加費】１人500円
【定　員】各コースとも20人程度
【持ち物】
運動できる服装、内履き、
タオル、飲料水

【講　師】
小田明子さん・鷲見晶子さん

【申し込み】
社会教育課（内線286）

ホカホカの肉まんを作ろう！
【期　日】①3月8日（日）

②3月9日（月）
【時　間】いずれも午前9時～12時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】１人500円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】①②それぞれ15人
【申し込み】御所公民館へ3月5日（木）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。
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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://www.lib-shizukuishi.jp 【問い合わせ】692-5959

● 小説 ●
・警官の紋章………………………………佐々木　譲
・断絶………………………………………堂場　瞬一
・ほうき星（上・下）……………………山本　一力
・傍聞き……………………………………長岡　弘樹
・壺霊（上・下）…………………………内田　康夫
・ＧＯＴＨモリノヨル …………………………乙一
・南極〈人〉………………………………京極　夏彦
・短劇…………………………………………坂木　司
・雪山冥府図……………………………澤田　ふじ子
・残される者たちへ………………………小路　幸也
・感染列島～パンデミック・イブ～……吉村　達也
・サンタ・エクスプレス～季節風・冬～…重松　清
・逆転ペスカトーレ…………………………仙川　環
・小説賞味期限……………………………高橋　文子
・森に眠る魚………………………………角田　光代
・ＳＴ桃太郎伝説殺人ファイル……………今野　敏
・ＳＴ為朝伝説殺人ファイル………………今野　敏

● 一般書 ●
・働くアンナの一人っ子介護…………荻野　アンナ
・政治のことよくわからないまま社会人に

なってしまった人へ…池上　彰
・悩む力………………………………………姜　尚中
・ママの声、聞こえるよ…………………筒井　好美
・祖父母を孫にあずける賢い100の方法 …棒田明子
・実用チラシ折り紙………………………坂田　英昭
・自らの身は顧みず……………………田母神　俊雄
・自閉っ子、こういう風にできてます！続

………………………岩永　竜一郎
・人間の覚悟………………………………五木　寛之
・名ばかり管理職 …NHK「名ばかり管理職」取材班
・今日、ホームレスになった……………増田　明利

● ヤング・児童書 ●
・ひとめあがり………………………………川端　誠
・あいしてくれてありがとう……………宮西　達也
・うしはどこでも「モ～！」

…エレン・スラスキー・ワインスティーン
・みんなの赤い糸………………赤い糸×おりおん☆
・びっくりどっきり寄生虫　だれかが、きみを

食べている………………ニコラ・デイビス
・ドラゴンはヒーロー…………………茂市　久美子
・なっとうくん西へいく…………………三輪　一雄
・「おまえだ！」とカピバラはいった……斉藤　洋
・おせちいっかのおしょうがつ……わたなべ　あや
・かみなり………………………………内田　麟太郎
・かいわれざむらいとだいこんひめ……川北　亮司
・たぬきいっかのはらぺこ横丁………国松　エリカ
・おねえさんになったの………ジョアンナ・コール
・ミッケ！３クリスマス ……ジーン・マルゾーロ

2月28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】
・「ゆきだるまはよるがすき！」

……キャラリン・ビーナ・作
・「うさぎのさいばん」………キム・セシル・文
・紙芝居『いもころがし』………川崎　大治・作

など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

（小学生以上対象です）

2月19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】

・えほん『どこだどこだ、そら はだかんぼ』
・かみしばい『にんじんさんだいこんさんごぼうさん』
・パネルシアター『ナメレオンくん』
・こうさく『かわいいおひなさまをつくろう』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！

（幼児対象です）

新着図書をご紹介！（12/21～1/20受け入れ分　計81冊）

＜2～3月の図書館休館日ご案内＞

【2月】16、23日

【3月】2、9、16、17～24、30日

※期間中のご注意

①本の貸出・予約等はできません。

②本の返却は、図書館玄関横の“ブックポスト”に

入れてください。
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 45 ～雫石保育園編～ 雫石保育園　藤本　達也あ

みんなと一緒に食べると
おいしいと言う気持ちや、
食べることの大切さ・野菜
を育てることの楽しみ・食
への感謝の気持ちを育てる
“食育”の場として、月に1
度、誕生児のご父兄の方々
を招待するバイキング給食
や野菜栽培を行っています。

石拾いをし、畑作りをしました。

収穫したジャガイモが入ったシチューをみんなでいただきました。

たくさんのじゃがいもの収穫が
ありました。

次回は　雫石高校　からの情報をお送りします。

太極拳は、年齢に関係なくどなたでもできるゆる
やかなスポーツです。現在、30代から70代までの
仲間が楽しみながら活動しています♪初心者も大歓
迎！一緒に楽しみませんか。
【活動日】毎週金曜（年末年始・お盆・祝日は休み）
【時　間】午後7時～9時
【場　所】中央公民館または雫石公民館
【内　容】ストレッチ、入門・初級・24式太極拳
【指導者】高橋智子さん（岩手県太極拳協会）
【会　費】月3,000円（入会金1,000円別途）
【問い合わせ】中央公民館へ

“丈夫な体と心の強い子”
“命を大切にする子”などを
目標としています。特に、
子どもの心の育ちに目を向
け、子ども達がのびのびと
成長できるよう援助してい
ます。

一人ひとりの成長を見守りながら、
これから生きていく力の基礎作りを
ご父兄とともに頑張っています。
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広報「教育しずくいし」 3月号は 3月12日（木）発行です。

� 2月～ 3月の主な行事予定�
【3月】
１� 雫石高校卒業式
６� ことばの教室修了式
16� 中学校卒業式
18� 雫石小学校卒業式
19� 小学校卒業式

（七ツ森・上長山・下長山・西根・御明神・
橋場・南畑・安庭）

20� 大村小学校卒業式
26� 教育委員会議

社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

１月は成人式で若者たちの姿に感動し、さらに初めて雫石町裸参
りの介添えを体験しました。しっかり防寒していても寒い中、祈願
者の皆さんは本当にすごいなあと思いました。まして10回とは…
ひたすら尊敬です。健康第一ですね。（A）

最近Web版の閲覧が密かなブームになっているらしく、地味に
アクセス数が伸びているようです。昔のも見たいなあ…と思ったあ
なた！ぜひ町のHPから「広報教育しずくいし」のバナーをクリッ
クしてくださいね～(^^)（Yasu）

【2月】
21�～22�

第23回雫石町長杯中学生バレーボール大会
27� 教育委員会議
28� 雫石町サッカー協会会長杯雫石フットサル

大会（～3月1・7・8日）

�あとがき�

【日　時】3月1日（日）

午後1時開演（12時30分開場）

【場　所】中央公民館野菊ホール

【入場料】全席指定

Ｓ席2,000円・Ａ席1,500円・Ｂ席1,000円

＊当日券は、前売券が残った場合のみいずれ

も500円増で発売します。

【入場前売券】中央公民館で絶賛発売中！

【問い合わせ】中央公民館（TEL：692-4181）

「あなたも　わたしも　きらめいて」をテーマと
して毎年開催している女性フェスタに、今年はおよ
そ500人が来場しました。
中屋敷町長の講話で様々な角度から町政について

学んだ後、「夜回り」で有名な水谷修先生からは、
青少年の非行や薬物問題に真剣に向き合っているよ
うすが実体験から紹介され、家庭の大事さ、大人が
もっと心にゆとりをもたなければいけないというこ
とが強く語られ、心を打たれる講演となりました。
最後に、雫石高校保健委員会による保健劇『見えな
い明日　～光と闇の境界線～』を鑑賞、迫真の演技
に見入りながら、近年問題化している「デートDV」
への理解を深めました。

部　門 第1位 第2位 第3位
小学1・2年女子 藤本　真澄（大　村） 細川　　雅（南　畑） 上中屋敷佳澄（御明神）
小学1・2年男子 小坂　辰明（御明神） 村田　涼輔（大　村） 高橋　慶安（雫　石）
小学3・4年女子 町場　杏里（御明神） 上中屋敷奏穂（御明神） 高橋　朱凛（南　畑）
小学3・4年男子 林尻　　剛（御明神） 桐山　大輝（上長山） 高橋　恵人（大　村）
小学5・6年女子 藤村あすか（御明神） 藤本礼香里（大　村） 高橋　　杏（南　畑）
小学5・6年男子 藤本　雄大（大　村） 田中　　匠（上長山） 赤沢　龍哉（御明神）
中学男子 上野　洸平（雫石中） 上野　正太（雫石中） 村田　彪我（雫石中）

一般男子Ⅱ部 桐山　一也 遠藤　達也 木村　民二
小学男子リレー 御明神小学校Ａ 大村小学校 御明神小学校Ｂ
小学女子リレー 大村小学校 御明神小学校Ａ 御明神小学校Ｂ
一般リレー 雫石中学校
小学生総合 御明神小学校 大村小学校 南畑小学校

＊紙面の都合上、第1位～第3位までの掲載としました。

新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告新年恒例の行事報告


