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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平成21年度　雫石町教育施策方針（要約）…P2～P3

②平成21年度　町内各学校の教育目標紹介　…P4

…町内各学校では、毎年「教育目標」と「特色ある学校づくり」のテーマを定めて学校を運営して

います。今回は、それぞれの学校が21年度どのような目標を立てているのかを紹介していきます。

特集以外の内容は…P5）各種講座・教室ご案内／なんでも掲示板　　P6）町立図書館情報

P7）シリーズ「輝」西根小学校編／資料館情報　P8）お知らせ・行事予定等
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特 集①特 集① ～平成21年度雫石町教育施策方針（要約）

国民の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が指摘され、様々な社会のひずみが顕在
化してきている中にあって、町民一人ひとりが充実した生活を送り、地域社会を支え、発展させていく上で、
教育の果たす役割は益々大きくなってきております。
国が進める教育基本法等の改正による諸般の教育改革、県が現在取り組んでいる「家庭・地域と協働する

目的達成型の学校経営への改革」など、私たちを取り巻く教育環境は大きな転換点にさしかかっております
が、町教育委員会としても、町民の教育に対する熱い期待に応えていくために、今年度は、町総合計画に掲
げる「すべてのひとが輝くまちづくり」を基本理念に据えた「教育振興基本計画」を策定し、本町にふさわ
しい教育実現に向けて、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。

幼児期から学童期、そして思春期への移行と接続を円滑にするために保育園・幼稚園から高校までの校種間
連携教育について、21年度は専任の教育相談員を配置し、強力に推進してまいります。
雫石町の子どもたちの発達段階に応じた指導を円滑に行うために取り組んできた「保・幼・小」連携、

「小・中」連携、「中・高」連携の各種関連事業の内容をさらに充実させることにより、雫石町の教育が一貫性
を持ち、子どもたちの学習や生徒指導を継続して行えるような体制づくりを図ります。

○確かな学力と豊かな心を育む環境を作ります。

①「学びフェストの作成と改善」

②「特色ある学校づくり」の充実

③目的達成型の学校経営の推進と適切な学校評価

の実施

④教職員の資質・能力の向上

⑤生徒指導対策の充実

○効果的な教育ができる環境を作ります。

①特別支援教育の推進

②校種間連携教育の推進………重点事業

③キャリア教育の推進

④国際理解教育の充実

⑤体力や運動能力の向上

⑥「薬物乱用防止教育」の推進

⑦食育の推進

⑧地域ぐるみの学校安全整備体制事業の推進

⑨学校施設の整備

⑩小学校の適正配置の検討

第１「学校教育の充実」

☆解説：重点事業「校種間連携教育の推進」☆

学校教育課・町内各小中学校

4年計画で取り組んできた教育振興運動の再生プランは、21年度が最終年度となります。町としての推進
組織を立ち上げるとともに、中学校区での実践組織を立ち上げ、実践を大事にした取り組みを進めていきます。
全町として「読書の推進」に取り組むとともに、地域のみんなで子育てを考える場として「子育て講演会」を
開催します。詳しくは、5月号以降随時特集でお知らせしていく予定です。

○「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努めます。

①総合的な生涯学習環境の整備充実

②教育振興運動の推進（雫石町教育振興運動推進協議会の立ち上げ）………重点事業

③子育てについての学習機会の充実

④青少年の健全育成、ジュニアリーダーズクラブ「ＳＫＹ」の活動支援

⑤静岡県富士市との少年交流事業の実施

⑥中央公民館、地区公民館の施設整備と機能充実

⑦読書活動の推進、ブックスタート事業の実施

⑧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

第２「社会教育の推進」

☆解説：重点事業「教育振興運動の推進」☆

社会教育課・生涯文化課
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【教育施策方針に関する問い合わせ】 学校教育課（内線294）

決定事項編　　～以下の8つの議案が承認されました～

１．課長の人事に関し議決を求めることについて

＊平成21年4月1日付で以下のとおり任命となりました（カッコ内は旧職）。

学校教育課長（兼）教育部門企画監　…　高橋啓二氏（学校教育課主査）

社会教育課長（兼）生涯文化課長　　…　小田純治氏（総務課主査）

２．雫石町就学指導委員会委員の委嘱並びに任命及び解任に関し議決を求めることについて

３．雫石町立図書館協議会委員の任命及び解任に関し議決を求めることについて

４．雫石町立小中学校管理運営規則の一部改正について

５．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

６．通級指導教室通級費又は就学校の指定変更を伴う特殊学級設置校通学費支給要綱の一部改正について

７．雫石町教育委員会服務規程の全部を改正する訓令について

８．雫石町教育委員会専決代決規程の一部を改正する訓令について

＊質疑応答編については、5月号に掲載します。

教育委員会定例会リポート（3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）

○町民が主体的に芸術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。

①各種文化芸術団体等の育成や活動支援

②優れた文化・芸術の鑑賞機会の提供

③郷土の歴史理解と郷土愛護思想の普及啓発

④雫石町無形文化財芸能祭の開催

⑤総合芸術祭や町民劇場、町民音楽祭などの開催支援、創作

活動の発表や鑑賞の機会の拡充

⑥文化遺産の保護・保全と有効活用、郷土文化の蓄積、継承

⑦歴史民俗資料館の活用と資料収集、整理・保存

⑧東京芸術大学の合宿招聘事業の実施

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

今、社会が急速な変化を遂げる中にあって、教育の果たす役割は極めて大きいものがあります。
当町教育が「郷土に誇りを持ち、未来に“活きる人”」を育むためには、学校も、地域も、そして家庭や行
政も、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し合いながら、地域の創意工夫を生かした施策
を進めていかなければならないものと考えています。
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、積極的に取り組んでまいりたいと考えています。

○スポーツやレクリエーションは、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。

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

第４「生涯スポーツの振興」 社会教育課・町体育協会等
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学校名 職　名 氏　名 前任校 学校名 職　名 氏　名 前任校
雫石小学校 校　長 松井　良治 徳田小 南畑小学校 校　長 小畑耕一郎 有住中
七ツ森小学校 校　長 吉田　敏子 橋場小 南畑小学校 副校長 石橋すみ子 煙山小
上長山小学校 副校長 上島　協一 門小 安庭小学校 副校長 藤原さえ子 外川目小
西根小学校 副校長 菅原　洋子 岩瀬張小 雫石中学校 校　長 田山　英治 侍浜中
御明神小学校 副校長 佐々木和彦 新堀小 雫石中学校 副校長 大倉　　徹 青笹中
橋場小学校 校　長 舘澤　卓宏 大浦小

このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入されました（校長・副校長）。
雫石の子どもたちのため、そして町の教育行政のためどうぞよろしくお願いいたします。

～平成21年度町内各学校の教育目標紹介特 集②特 集② ～平成21年度町内各学校の教育目標紹介

－雫石小学校－ －橋場小学校－

－大村小学校－

－南畑小学校－

－安庭小学校－

－雫石高校－

－七ツ森小学校－

－上長山小学校－

－下長山小学校－

－西根小学校－

－御明神小学校－

－雫石中学校－
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【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

親子教室「おおきくなあれ」は、就業前の親と子の交流の場です。運動会や遠足など、楽しい企画がいっぱ
いです。みんながんばって大きな○をもらいましょう！
【日　時】5月26日（火）開講

6／9（火）、7／21（火）、8／11（火）9／8（火）、10／13（火）、
11／11（水）、12／9（水）、1／27（水）、2／17（水）
＊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】木村純子さん
【対象・定員】町内在住の2～3歳児とその親・先着25組
【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。また、子どものお弁当も持参ください。
【申込期間】4月20日（月）～24日（金） ＊ただし、定員になり次第締め切ります。
【申し込み・問い合わせ】雫石公民館（受付時間：平日8:30～17:15）

みんなで楽しく歌おう！
【日　時】5月9日（土）開講・おおむね隔週土曜

午前10時30分～12時
【場　所】中央公民館　リハーサル室ほか
【講　師】岩崎賢江さん・福田公子さん

・佐藤聡子さん
【対　象】町内の小学生
【受講料】500円／月
【申し込み】中央公民館へ4月24日（金）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。
＊その後の申し込みも随時受け付けます。

自分のペースで楽しく運動してみませんか？子ど
もから大人までどなたでも参加できます。
【日　時】5月17日（日）～10月18日（日）

毎週木・日曜
午前5時45分中央公民館前集合
午前6時からランニング開始
＊1km・2km・3kmコースの中から、自
分に合ったコースに参加できます。

【受講料】無料
【申し込み】雫石公民館（受付時
間：平日8：30～17：15）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

ゴールデンウィーク期間を中心に雫石川園地に鯉
のぼりが掲揚される恒例の行事が、今年も開催さ
れます。ちょうど桜並木も見頃となる雫石川園地
に、家族連れで出かけてみませんか？

【期　間】4月23日（木）～5月6日（水）
【場　所】下久保湖岸堤　雫石川園地

（雫石駅南口から南に徒歩約5分）
【問い合わせ】
雫石川に鯉のぼりを泳がせよう実行委員会
事務局（社会教育課・内線282）へ

今年度も、この「教育・文化なんでも掲示板」で
は、「すべての人が輝くまちづくり」につながる活
動や事業などを紹介していきます！

＜掲載要項＞
【掲載できる内容】
・生涯学習に関わる講演会や発表会の案内
・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
【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。なお、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。
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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 ●
・すりばちの底にあるというボタン…大島　真寿美
・私立探偵・麻生龍太郎………………柴田　よしき
・プリンセス・トヨトミ…………………万城目　学
・こんな感じ………………………………群　ようこ
・刺客請負人闇の陽炎衆 ………………森村　誠一
・スノーフレーク……………………………大崎　梢
・アメリカン・ゴッズ（上・下）ニール・ゲイマン
・ＢＯＸ！…………………………………百田　尚樹
・空に唄う……………………………………白岩　玄
・暴雪圏……………………………………佐々木　譲
・乱反射……………………………………貫井　徳郎
・裏太平記……………………………………半村　良
・ジェネラル・ルージュの伝説……………海堂　尊
・審判………………………ディック・フランシス他
・納棺夫日記………………………………青木　新門
・骨の記憶……………………………………楡　周平
・英雄の書（上・下）…………………宮部　みゆき
・臨床真理…………………………………柚月　裕子

● 一般書 ●
・だから、一流。………………………菅原　亜樹子
・監察医が触れた温かい死体と冷たい死体

………………………………上野　正彦
・ぼくはできる

…パトリック・ヘンリー・ヒューズ他
・世界一受けたいお金の授業……………和仁　達也
・命をつなぐ絆の話………………………鮫島　浩二
・欲情の作法………………………………渡辺　淳一
・貧困連鎖…………………………………橋本　健二
・かわいい弁当……………………………飛田　和緒
・奇跡のリンゴ……………………………石川　拓治
・ココロノウタ…………………………今井　絵理子
・悪意善意 ………………………………江原　啓之
・新型インフルエンザが日本を襲う！…大西　正夫
・おとなの箸袋おりがみおかわり………しがり　朗
・自宅で迎える幸せな最期……………押川　真喜子
・盛岡藩の戊辰戦争……………………和井内　和夫

● ヤング・児童書 ●

・ノーチラス号の冒険 11 …………Ｖ.ホールバイン
・ほらそっくり……………………………accototo
・アンパンマンとらくがきこぞう…やなせ　たかし
・ペギー・スー 10 …………セルジュ・ブリュソロ
・狂言えほん５　うそなき …………内田　麟太郎
・おつきさまのやくそく……………いとう　ひろし
・ハナカミ王子とソバカス姫……………舟崎　克彦
・夜の侵入者…………………………………星　新一

・ハンスぼうやの国……バルブロ・リンドグレーン
・ふしぎな500のぼうし …………ドクター・スース
・デモナータ８幕……………………ダレン・シャン
・ぼんぼらみん……………………………藤川　智子
・オオカミの森～旭山動物園物語～……小菅　正夫
・こんぺいとう（上・下）………………………美嘉
・モイモイのポッケ …………………Ｈ＠Ｌ（ハル）

【日　時】4月25日（土） 10時から
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・『わすれられないおくりもの』
・『ちいさなくれよん』
・『じごくのそうべえ』

【日　時】4月16日（木） 10時30分から
【会　場】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『いないいないばあ』
・かみしばい『にげたくれよん』
・ペープサート『おべんとうバス』
・こうさく『音を出してあそぼう』

新着図書をご紹介！（2/21～3/20受け入れ分　計288冊）

＜4～5月の休館日ご案内＞【4月】13、20、27、29日　【5月】3～6、11、18、25日

平成21年2月に県立図書館で開催された、同名企画展の巡回展です。子どもと大人
の共同制作から、児童・生徒・成人の部まで、手作り絵本126点を展示します。どう
ぞご覧ください！

【期　間】５月７日（木）～10日（日） 【場　所】中央公民館１Ｆ　特別会議室

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 小学生以上対象「しずくいしおはなし会」
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 47 ～西根小学校編～

次回は　大村小学校　からの情報をお送りします。

地域に学び、助け合いの心を育み、さんさ踊りを伝える 西根小学校　教諭 高橋シズ子

①地域の人は、みんな先生（キャリア教育の推進）
自分の両親をはじめ、地域で働く方々からお話を

聞いたり、見学や仕事体験をしたりして仕事の大切
さを知り、働く人たちから生き方を学ぶことができ
ました。

漫画家そのだつくしさんに学ぶ

③わたしたちの自慢「西根さんさ」
地域の宝「西根さんさ」を西根地区の名人さん達

から学び、運動会、敬老会、チャリティショーで披
露することができました。

西根さんさ

②アチャン師に学ぶ助け合い
学区の全家庭に協力を呼びかけて、資源回収のボラ
ンティア活動を行い、益金をタイの奨学基金に送金
しています。本校の先輩であるタイの高僧アチャ
ン・カベサコ師に思いやりと助け合いの気持ちを学
ぶことができました。

廃品回収

④響け鼓笛の音
鼓笛を先輩の学年から引き継ぎ、運動会でドリル

行進をしながら演奏したり、町の音楽発表会で演奏
を披露することができました。

鼓笛演奏

資料館の古文書をみんなで楽しく読み解いている
会です。教材は「道中記」、初心者の会です。見学
も自由！一度来てみませんか。
【日　時】4月18日（土）開講・毎月第3土曜

午前9時30分～11時30分
【場　所】歴史民俗資料館
【講　師】藤沢昭子さん（滝沢村）
【受講料】1,000円（教材費含む）
【申し込み】資料館で随時受け付けます。

今年度の「あそびの学校」は、年間を通じて「染」
をテーマに取り組みます。興味・関心のある方はぜ
ひご相談を！
【日　時】基本的に火・金・土曜（不定期）

午前9時30分～午後3時30分
【定　員】各回5名程度
（事前予約必要）
【受講料】無料（材料代は別途）
【申し込み・問い合わせ】
資料館へ火・金・土曜にご連絡ください。
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広報「教育しずくいし」 5月号は 5月14日（木）発行です。

� 4月～ 5月の主な行事予定�
【4月】
19� 盛岡市内一周継走大会
23� こいのぼり掲揚式（雫石川園地）
28� 教育委員会議

【5月】
3� 雫石町早起き野球開幕式
12� 雫石町教育研究会
16� 雫石中学校体育祭
17� 第25回岩手山ろくファミリーマラソン
23� 小学校運動会

（七ツ森・御明神・橋場・大村）
24� 上長山小学校運動会
28� 教育委員会議
29� 雫石中ゴミゼロ作戦
30� 小学校運動会（雫石・南畑・安庭）
31� 小学校運動会（下長山・西根）

御所地区春季グラウンド・ゴルフ大会

編集体制は結局変わりませんでしたが、気持ちも新たに21年
度スタート！ということで、今までにない表紙構成にしてみま
した。この広報もいよいよ次号で50号…次号からは主担当交代
です。どうぞ温かい目で見守ってください。（Yasu）

�あとがき�

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。

①就学援助制度
【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
援助します。

【問い合わせ】
通学先の学校または学
校教育課（内線292）に
直接お問い合わせくださ
い。

②奨学資金制度
【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）】 ＊平成21年度から上限の額が改正されました

【申込期限及び申込先】
5月15日（金）・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）

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。学習支援や体験活動、教育相談を中心として次のような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。
「どんぐり広場」は、主に教育相談員が中心となって支援活動をしています。
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）または勤労青少年ホーム（TEL：692-0611）

【就学援助・奨学資金の21年度希望者募集】

学校 公立 私立 学校 公立 私立
高等学校 15,000円 20,000円 大学（昼間部） 30,000円 35,000円
工業高等専門学校 18,000円 － 大学（夜間部） 15,000円 25,000円
短期大学 25,000円 30,000円

〔訂正とお知らせ〕
3月号に掲載した全国教育美術展の巡回展示の予定に変

更がありましたのでお知らせします。
（変更前） ＮＨＫ盛岡放送局での巡回展　3月
（変更後） ＮＨＫ盛岡放送局での巡回展　7月


