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教育しずくいし

〔４月６～７日〕
雫石町立御所小学校の始業式・開校式・入学式が行われました
　３月末で閉校した大村・南畑・安庭小学校が統合し、御所小学校
として開校しました。
　６日には一足先に始業式が行われ、７日に15名の新入生を迎え、
開校式、入学式が行われ、全校児童116名で「御所小学校」として
の新たな歴史をスタートさせました。
※３校の閉校記念式典に関する特集を４ページに、小学校統合に向
けた取り組みについては、５ページに掲載しています。

雫石の新たな教育の歴史がスタート

御所小学校　開校
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教育しずくいしがリニューアルしました！

〔３月５日〕第25回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり

できごと紹介　2017 .3 月

　今年度のドイツ友好都市青少年留学の翼事業（雫石町国際
交流協会主催）が３月９日（木）～20日（月）の日程で行われ、
中学生・高校生合わせて５名が参加し、町国際交流協会上原
千鶴子会長および同協会理事ウヴェ・リヒタ氏とともに、ド
イツ連邦共和国ネッカーズルム市とその周辺を訪問し、ホー
ムステイや現地高校生との交流、ディスカッションなどを体
験しました。

　（公財）岩手県体育協会が、県内の小学校４年生（受験時）以上を対
象に募集・選考をしている「いわてスーパーキッズ」の10期生に、御所
小５年生の細川隆清さん（受験時：南畑小４年）が見事合格し、世界に
羽ばたく夢を叶える第一歩を踏み出しました。
　平成29年４月１日現在で活躍する町内の「いわてスーパーキッズ」は、
雫石中３年生の渡辺里奈さんを筆頭に５人となりました。細川さんはこ
れから毎月数回にわたり、練習会や合宿そして、様々な競技体験を重ね
てトップアスリートを目指すことになります。皆さんで、町内のスーパー
キッズの活躍を応援しましょう。

〔３月９日～２０日〕「第17回ドイツ友好都市青少年留学の翼」が行われました

■出発報告会での記念写真

■ふるさと民謡舞踊まつり演者総出演　フィナーレの様子

いわてスーパーキッズ　今年も誕生

　雫石町ゆかりの演者による唄と踊りの祭典、雫石町
ふるさと民謡舞踊まつりが今年も開催されました。今、
波に乗っている若手や円熟の域に達したベテラン、そ
して小さな子ども達まで170人を超える出演者が、そ
れぞれに稽古を重ねてきた唄や踊りで来場者の皆さん
を楽しませました。約４時間の公演は時折笑いに包ま
れながら、終始拍手と歓声で盛り上がりました。
　四半世紀の歴史を刻んだこの民謡舞踊の祭典は、こ
れからも町を盛り上げ、地域の皆さんを楽しませてく
れることでしょう。来年の公演もご期待ください。

 リニューアルポイント 
・ ページ数が８ページから10ページに増えました。町内のさまざまな教育情報を詳しくお
届けします。
・ フルカラーになり、写真や文字が見やすくなりました。明るく親しみやすい広報作りを
心がけます。

新しくなった教育しずくいしをよろしくお願いします！
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 町内出場選手　成績（敬称略） 
３月24日（金）　Ｋ１スーパー大回転競技　【37位】林崎　燿裕【82位】谷地　翔成【46位】滝沢　真結菜 
　　25日（土）　Ｋ２大回転競技　　　　　横欠　秀斗（２本目途中棄権）　中村　涼真（２本目進めず）
　　26日（日）　Ｋ１回転競技　　　　　　【15位】林崎　燿裕【71位】谷地　翔成【55位】滝沢　真結菜 
　　27日（月）　Ｋ２回転競技　　　　　　横欠　秀斗・中村　涼真（ともに２本目進めず）

できごと紹介　2017 .3 月

　29年ぶり２回目のc開催となる「JOCジュニアオリンピッ
クカップ全国ジュニアスキー競技会兼2017全日本ジュニアス
キー選手権大会」が、３月24日（金）～27日（月）の４日間、雫
石スキー場で開催されました。３月24日（金）には、雫石町中
央公民館野菊ホールで開会式が行われ、本町から出場する４
名の選手が力強く入場行進しました。なお、開会式は雫石中
学校生徒による進行で行われたほか、吹奏楽部・応援団・チ
アリーダーによる歓迎アトラクションが披露されました。

〔３月２４日～２７日〕本町を舞台にアルペン競技ジュニア日本一を目指し、熱戦が繰り広げられる！

■開会式：雫石中学校吹奏楽部・応援団・チアリーダー
　　　　　によるアトラクション

■大会に出場した雫石中学校
　横欠秀斗選手

雫石町教育委員会表彰で町内４団体・７個人が受賞しました

●安達　大翔〔雫石小４年〕（第30回東北ジュニア体操
競技・新体操選手権大会　男子Aクラス　個人総合第
１位ほか）
●中野　綾夏〔雫石小３年〕（ローランド・ピアノ・
ミュージックフェスティバル2016　東北本選　小学生部
門Ａ　敢闘賞）
●土樋　燕〔下長山小３年〕（第２回全国小学生「わた
したちのくらしと水」かべ新聞コンテスト2016　低学年
の部　優秀賞）
●下長山小学校　３年１組（第66回全国小・中学校・
PTA新聞コンクール　小学・学習新聞の部　優秀賞・毎日小学生新聞賞）
●福士　心菜〔御明神小６年〕（第56回郷土民謡民舞全国大会　小学生グランプリの部　第３位）
●雫石中学校クロスカントリー女子（平成28年度東北中学校体育大会　第53回東北中学校スキー大会　女子
リレー　第１位）
●三船　俊光〔雫石中学校　校長〕（永年にわたり学校体育の発展に尽力されたほか、柔道専門部長として
県内における柔道の競技力向上に努められた。）
●橋場小学校PTA（PTA全世帯がスクールガードに登録し、毎日交代で橋場小学校児童と一緒に登下校を
するなど、安全確保に努められた。）
●上原　充郎〔上原小児科医院　院長〕（今年度も町に児童書を寄贈し、町内の子どもたちの読書活動推進
に貢献。）
●横手　智江美〔雫石町バドミントン協会〕（第33回全日本シニアバドミントン選手権大会年代別シングル
において優勝し、本大会４連覇を達成。）
●雫石よしゃれ〔雫石町ソフトボール協会〕（第13回ジョイフルスローピッチソフトボール全国大会の混成
の部において優勝し、本大会３連覇を達成。）

　この表彰は、町の教育および文化の発展に著しく寄与した個人・団体に対して行うものです。今年度も２
期に分けて実施し、今回の表彰では下記の方々が晴れて受賞されました。
　〔受賞者（個人・団体名）および受賞理由※敬称略。所属および学年は３月現在のもの。〕

　スキー大会では、全国の予選を勝ち抜いた小・中・高生の精鋭444名が
出場し、「ジュニア日本一」を目指し、白熱した競技が行われました。本
町からはＫ１クラス（小学５・６年生対象）に男子２名、女子１名が、Ｋ
２クラス（中学生と高校１年生の早生まれ対象）に男子２名の選手が出場
し健闘しましたが、惜しくも入賞はなりませんでした。
本大会は、来年３月にも本町で開催される予定です。

〔３月２３日〕
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新たな歴史を刻む学校教育

　３月19日（日）～21日（火）に、３月31日（金）で閉校する南畑
小学校、大村小学校、安庭小学校で閉校記念式典が行われま
した。式典では、深谷政光町長から閉校記念事業実行委員会
への感謝状贈呈、上野宏教育委員長から児童・教職員へ閉校
記念品が贈呈されました。児童のお別れの言葉では、各小学
校の特色を生かして、これまでの学び舎への感謝とこれから
への決意が述べられました。児童・教職員のほか、卒業生や
地域住民など多くの出席者が見守るなか、学校長から吉川教
育長へ校旗が返納さ
れ、創立から140年
以上ある長い歴史に
幕を下ろしました。 　また、学校としての役目を終える、南

畑小学校と大村小学校では閉校記念碑の
除幕式も行われ、これまでの歴史を刻ん
だ記念碑がお披露目されました。
　閉校する御所地区３小学校の児童は、
安庭小学校の校舎を使用して４月１日に
開校された御所小学校で新たな歴史を刻
み始めます。

　３月10日（金）、雫石中学校武道場の道場開きが行われま
した。
　道場開きには雫石中学校生徒427人のほか学校関係者が出席し、三船俊光校長先生、上田武夫教育委
員長職務代理者がお祝いの言葉を述べました。その後、三船校長先生、金野正洋先生による柔道、在京
雫石町友会の石田寿美氏、佐々木友紀先生による剣道の形演武が行われました。
　新しい武道場は、柱などの構造材には町産材のカラマツを使用した大断面集成材で作られており、そ
の他の内装材にも木材をふんだんに使用しており、木目や木の肌触りを感じる心地よい空間になってい
ます。

御所地区３小学校で閉校記念式典

雫石中学校武道場の道場開き

■安庭小学校閉校式

■南畑小学校閉校記念碑の除幕式

■大村小学校閉校式

■新設された武道場
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小学校統合に向けた取り組み（第11回）
　学校教育課では、小学校統合に向け、御所・御明神・西山地区に「小学校統合準備委員会（以下、「準備委員会」
とする。）を組織し、委員を委嘱して統合に係る具体的内容を協議していただいています。今回は、３月末までの進
捗状況を地区ごとにお知らせします。

３月８日　第６回準備委員会
〔御明神公民館にて開催（委員21名中19名出席）〕
〇統合後に使用する校舎については「御明神小学
校」、統合する時期については、「平成30年４月１日」
に承認となったが、再度、PTAと保護者からの不
安等を集約し、統合へ向けて役員会の開催や部会の
内容、今後の日程をしっかり確認しながら進めるこ
ととした。また、統合小学校の校名募集結果につい
て確認した。

■次回は、４月中旬頃に役員会を開催し、「統合小
学校の校名」の決定方法や今後の日程について協議
する予定です。

第１専門部会「校名および伝統
文化等継承等検討部会」

○伝統文化・スポ少の活動につい
て……今までと同様に同じ形式・
場所で活動する。
○校章について……第１部会で10
案から３案を選考し、準備委員会
で３案から１つに選考した。校章
旗は、運動会までに作製。校旗は、
学習発表会までに作製し伝達式を
行う。
○校歌について……７月末までに
完成し、学習発表会でお披露目を
する。

第２専門部会「施設整備および
スクールバス運行等検討部会」

○体育館について……平成29年度
中に体育館の設計を行い、平成30
年度中に新築完成予定、校歌銘板
設置、外周フェンスの改修を行
う。
○プレハブ等について……放課後
児童クラブ用、物置用、プール更
衣室用を順次設置する。
○スクールバスについて……登校
便１便運行（大村線、南畑線、矢
櫃線）、下校便２便運行（大村線、
南畑線）とし、夏休み期間中のプー
ル対応も運行する。

第３専門部会「学校経営検討部
会」

○運動着・上履きについて……１
年生については新入生保護者説明
会の際に説明をした。２～６年
生については随時買い替えの際に
購入する。
○御所小学校プラン等の作成につ
いて……学校教育計画書をもとに
基本目標「ふるさとのよさを学び、
ふるさとを大切にする心豊かな子
どもの育成」とし、御所小学校プ
ランを作成した。

３月９日　第11回統合準備委員会　安庭小学校にて開催（委員38名中36名出席）
・各専門部会よりこれまでの決定事項の発表および校章について準備委員会で選考。
・御所地区小学校統合準備委員会は平成29年３月31日をもって解散することを了承。

　また、御所地区小学校統合準備委員会は３月末をもって解散となりました。統合に向けてPTAおよび地域の
皆さまの積極的な意見交換につきまして感謝を申し上げます。４月開校の御所小学校に対しましても、今までと
変わらぬご支援、ご協力をお願いします。

３月７日　準備委員会役員会　
〔町役場会議室にて開催（役員およびPTA出席）〕
〇役員およびPTAで校舎の決定方法について…
　次回の準備委員会で校舎を決定する方針を再確認。

３月16日　第８回準備委員会　
〔西山公民館にて開催（委員33名中30名出席）〕
〇各小学校の PTA役員で決めた内容を準備委員会
での決定事項とすることとした。PTAからは統合
後に使用する校舎については「下長山小学校」、統合
する時期については「平成30年４月１日」と意見が
あり、準備委員会で承認。要望として、教室などの
拡大や駐車場の拡大が意見として出されました。

■次回は、４月中旬頃に役員会を開催し、「統合小
学校の校名」の決定方法や今後の日程について協議
する予定です。

御明神地区

御所地区

西山地区

小学校統合となる地区の皆さまには、準備委員会委員との積極的な意見交換をよろしくお願いします。

教育しずくいし145.indd   5 17/04/07   15:14



6 広報●教育しずくいし●2017●4●No.145●

『リルラの手袋』
儀府成一／著（未知谷）

　著者の儀府成一氏は雫石町出
身の童話作家で小説家です。
　宮澤賢治愛好家の間では、賢
治と親交があったことでも注目
をあびている作家です。
　この本は『口笛ドルニョオ
ン』、『リルラの手袋』、『河馬の
名刺』の三編の童話を収録して
います。ぜひ図書館でご一読く
ださい。

●「いわ100」「いわ100きっず」企画展・常設展
　県内の全小中高校生に
ぜひ読んでもらいたいと
岩手県教育委員会で配布
しているおすすめの100
冊ブックリスト「いわ
100」「いわ100きっず」
の本を上原小児科医院院
長である上原充郎先生か
らもご寄贈いただき、集
めました。分野も多岐に
わたります。きっと好き
な本が見つかりますよ。

●自然科学の棚
　科学・昆虫・鳥・動物…学習ま
んがからビジュアル系の美しい写
真図鑑まで、子どもも大人も楽し
めます。農業・防災・人体のコー
ナーもあります。

●小学生・ティーンズ向け文庫の
コーナー
　「君の名は。」「アナと雪の女王」
「おおかみこどもの雨と雪」など、
今人気の文庫がズラリ。「赤毛の
アン」などの名作もあります。

●時代小説コーナー
　入口を入ると熟年層に人気の時
代小説コーナーがあります。充実
した歴史コミックは人物設定や時
代考証等わかりやすく、歴史初心
者にもおすすめです。

●宮沢賢治文庫
　賢治の絵本が充実しました。絵本
作家によってさまざまに表現される
賢治の小宇宙をご堪能ください。

●絵本作家のサイン色紙展
　入口に並ぶのは、絵本作家の直筆
サイン色紙。雫石町立図書館にあて
て書いていただきました。

●小さい人の本コーナー
　「しかけ絵本」「なぞなぞ」「恐竜」など、子どもたち
の大好きな本がそろっています。青空のキッズラグは、
赤ちゃんを寝かせたり、兄弟で肩を寄せて絵本を見れま
す。身長計「ぼくとはかろう」の前に立って撮影すると
成長記録が残せます。

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【４月・５月の図書館休館日】　毎週月曜日

　あわせて児童書・ヤングの2016年にたくさん読まれ
た本の「ベストランキング展」を開催します。
　例年好評のスタンプラリーもあるよ。（５月末まで）

【期間】４月23日（日）～５月12日（金）

標語「小さい本の大きなせかい」

第59回こどもの読書週間

しずくいしおはなし会
日 ４月22日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
「おかえし」　村山　桂子/作
※４月から第２、第４土曜日の月２回開催します。
　５月は13日（土）14：00～14：30、
　　　　20日（土）11：00～11：30です。

たんぽぽおはなし会
日 ４月20日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「ととけっこう　よがあけた」
・紙芝居「おそろいパンツ」　　　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ５月１日（月）10：30～11：00　場 健康センター

お知らせ（図書館の利用について）

　昨年度は、全国的に活躍する児童文学評論家　赤木かん子先生をアドバイザーに迎え、例年より多くの本を更
新し、部分的なプチ改造を行いました。おすすめポイントをご紹介します。

新しい本！新しいコーナー !ようこそ図書館へ‼

今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2015112300014/ 【電話】019‒692‒5959

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会
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記念すべき第１回にご紹介する器具は 「レッグプレス」！

〇陸上競技場…現在、トラック部分だけ開放していま
す。　※芝生部分は５月１日（月）から
〇野球場、グラウンドゴルフコース、鴬宿･西山運動
場…４月15日（土）
〇テニスコート…４月22日（土）
　注：ただし、天候により整備が遅れる可能性があり、
利用開始日が変更となる場合があります。
〇御明神運動場（芝生グラウンド）…５月３日（水）

 説明 　 主に腰から下の下半身と両脚の筋力トレーニングに適し、歩いたり、走ったりする時に使う大腿四頭筋
と大殿筋の筋力が鍛えられます。

① 黒いプレートに両脚をセットし、足裏に力をかけ膝が伸びるまで写真の
様に押し出します。

② 「１・２」のリズムで息を吐きながら押し出し、「１・２・３・４」のリズ
ムで息を吸いながら元の位置に戻します。

　車社会となった現在、歩く機会がめっきり減り、若い人でも足腰の筋力が低下気味の方が増えています。健康
作りはまず脚から。脚を鍛えて健康作りの第一歩を踏み出しましょう！

屋外体育施設ご利用開始予定日のご案内

　土のグラウンドから全面芝生グラウンドにリニュー
アルし、平成29年５月３日（祝・水）から一般への利
用を開始します。
　主にサッカー練習、野球・ソフトボールのキャッチ
ボールとトスバッティング、グラウンドゴルフなどの
利用が可能です。

お待たせしました！
御明神運動場今季からご利用が可能です

　空き時間を利用して、活動してみませんか？図書館では、
４つのボランティアグループが活躍しています。
 〇読み聞かせボランティア
　『たんぽぽおはなし会』（乳幼児向け担当）
　『しずくいしおはなし会』（小学生向け担当）
〇図書館支援ボランティア
　『しずくいし図書隊』各小中学校図書館の整備・支援を行
います。
　『図書サポ』　町立図書館のサポーター
※見学も可能です。お気軽にお問い合わせください。

　
　当館の「まちライブラリー」と「住民向け
講習会」等が評価され、岩手県民情報交流セ
ンターアイーナを会場に開催される北日本図
書館大会（６/15、16）において、事例発表と
パネルディスカッションを行う予定です。皆
様のご愛顧に感謝するとともに、今後も地域
に親しまれる図書館を目指してまいります。

 お問い合せ 　雫石町立図書館（692-5959）

 お問い合せ 　町営体育館（692-5030）

図書館ボランティア募集！

　今年も子どもたちの健やかな成長を願い、雫石町
内の桜の名所の一つ「雫石川園地」脇の雫石川に鯉
のぼりを泳がせます。
　桜咲く雫石川園地での掲揚式は、子どもたちの思
い出に残る恒例の行事です。掲揚式には西根小学校
の児童が参加し、鯉のぼり掲揚のお手伝いやヤマメ
の放流を行う予定です。
日　時　４月21日（金）　午前10時30分～
　 掲揚期間（予定）　４月21日（金）～５月７日（日）
場　所　雫石川園地

（ＪＲ雫石駅南口から約500メートル付近）

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

■鯉のぼりの掲揚をお手伝いする児童たち（昨年の様子）

お知らせ

POINT 　反動をつけずに行うのがポイント。反動をつけると
ケガの原因にもなりますので、注意しましょう。

　寒い冬も終わり運動に最適な時季となりました。冬の間に硬くなった身体を、ゆっくりとほぐし始めてみませ
んか？このコーナーでは、雫石町営体育館トレーニング室にある各種トレーニング器具を紹介します。
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教育委員会定例会リポート/人事異動（転入・着任）紹介教育行政・学校のページ

― その１　議案編（３月定例会）　以下の案件が可決されています。 ―
１．課長の人事に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（２月定例会） ―

教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

　２月の定例会では、御所小のスクールバスの運行計画、教育委員会の事務事業に関する点検・評価の内容、学
校給食における地元食材の使用割合、平成28年度下半期教育委員会表彰に係る対象者の選考、小学校統合に向け
た各地区の進捗状況についてなどが話し合われました。

　このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入・着任されました。雫石の子どもたちのため、そして町
の教育行政進展のため、どうぞよろしくお願いします。

　（※敬称略【学校名】職名：氏名の順に掲載。）
【雫石小】副校長：佐々木　哲／教諭：下黒沢由美子／教諭：藤原　暁未／教諭：若松　優子／教諭：高橋　哲
也／教諭：菅原　康秀／栄養教諭：戸田　美幸／主任主査：猿舘　信行【七ツ森小】副校長：佐々木伸也／教諭：
山本　章子／教諭：佐々木　学／養護教諭：長澤　綾／事務職：小林輝之進【上長山小】教諭：三浦てるみ／養
護助教諭：川島　令子【下長山小】教諭：笹木　力／教諭：吉田　富惠【西根小】校長：下川　恵司／教諭：後
藤　広美【御明神小】校長：鈴木　直子／教諭：多田　量子【橋場小】校長：千葉　裕之【御所小】校長：髙橋　
司／副校長：後藤　純一／教諭：桝本　隆行／教諭：山根　一志／教諭：氏家眞起子／教諭：及川　暢子／教
諭：小林　恵理／教諭：高橋よしえ／教諭：小岩　美恵／教諭：横沢真知子／教諭：多田　滋／養護教諭：深沢
佳世子／主査：畠山　真仁【雫石中】校長：大倉　徹／教諭：清野　充亨／教諭：大内　唯子／養護教諭：高橋　
花音

　町内小・中学校の体育館や運動場を、スポーツ少年団の練習会場や行政区のスポーツ行事会場として開放して
います。利用希望の方は、下記手続きが必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

ステップ①　 利用希望する団体は、雫石町立学校開放事業団体登録申請書と名簿、活動計画表を生涯学習課（中
央公民館）まで提出し、団体登録を行う必要があります。

ステップ②　 団体登録が完了した団体は、施設を利用したい学校に「雫石町立学校施設開放利用申請書」を提
出してください。

　申請書の用紙は、生涯学習課（中央公民館）で配布しています。
【申請上の注意事項】
①　施設利用にあたり各申請書を提出する際は、遅くとも３週間前までに提出をお願いします。
②　学校に提出する「雫石町立学校施設開放利用申請書」は、１ヶ月分毎に提出して頂きますようご協力願います。

学校開放（体育館・運動場使用）に係る申請手続きについて

 教育委員会定例会リポート（２・３月）

〈「雫石高等学校存続対策支援事業費補助金」について〉
委員 「雫石高等学校存続対策支援事業費補助金」と
はどのような内容か。
教委 平成29年度より、雫石高校への支援に「存続対
策」に関するメニューも加えるものです。具体的な
内容は、雫中出身者には入学準備資金の一部助成と
して制服の購入費用等を対象に20％補助、町外出
身者には通学費用の一部助成として定期券購入費用
の20％補助を３年間、それぞれ助成する内容となっ
ております。

〈「就学奨励費の拡大」について〉
委員 平成29年度の教育施策の方針演述の中に「就学
奨励費の拡大」との文言があるが具体的にはどのよ
うな内容か。
教委 例年、要保護・準要保護の世帯に対して、学用
品費および給食費等を支援しておりますが、新年度
より中学校のクラブ活動費も支援対象に加えること
で予算要求をしています。具体的内容は、中学校で
生徒１人あたり年間９千円を「部活動協力金」とし
て集金している実績がありますので、この金額を根
拠に対象世帯に９千円の支援を行う予定です。

どうぞよろしくお願いします！平成29年度人事異動（転入・着任）紹介等
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　上長山小学校

　水曜日の朝、８：15からの10分間は図書ボランティア
「こまくさお話の森」による読み聞かせの時間です。子
ども達は、低・中・高に分かれてメンバー３人の方のお
話に聞き入り、目を輝かせながらじっとお話の世界に浸
る時間となります。
　平成19年度から始まったこの読み聞かせは、現在ＰＴ
Ａ会員・地域の方々 10名が年間24回を分担し、活動し
ています。読む本は、ご自分のお気に入りの一冊や会の
財産である「読み聞かせ図書一覧」から、あるいは図書
館で選ぶ、子どもからのリクエスト等で決めています。

　また、実際に家族の前で読んでみてから当日を迎える
方もおり、大変ありがたいです。ご夫婦でメンバーの方
もいますし、今年度は愛知の方（会員の親戚）にも読み
聞かせをしていただきました。こういった中で、子ども
達は図書委員会の活動として全校児童を対象とした読み
聞かせを、お家では親子の間で読み聞かせを行っていま
す。
　子ども達にとってお話に親しむこともそうですが、読
み手の方とのふれあいも貴重な財産と感謝しておりま
す。併せて、図書館ボランティアの皆様による本の修理
や図書館の整備についても感謝申し上げます。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－子どもたちの力作を紹介します

２年　齊田日織
「妹とはみがき」

○妹と２人ではみがきをしていると、妹
がわたしの方を見てきました。それで、
楽しくはみがきをしているところを絵で
あらわしました。

◆妹と仲良しの日織さん。自分に向けら
れる妹の目線を上手に表現しました。背
景は、スタンピングでさわやかな雰囲気
が出ています。

４年　ハクセル将来ソア
「フィールドアスレチック」

○この絵は、鳥取県のフィールドアスレ
チックで、兄弟４人であそんだことを再
現しました。夏の楽しい思い出の一つで
す。

◆フィールドアスレチックで、楽しく遊
んでいる様子がよく伝わってきます。草
地の色のぬり方も色の使い方がよく工夫
されています。

５年　松原萌乃
「家族に贈るフォトフレーム」

〇家で農業と畜産業をしているので、
作っている野菜や飼っている牛を紙粘土
で表現しました。家族の集合写真を入れ
て飾りたいです。

◆紙粘土に色をまぜる時に自分のイメー
ジする色にしようと何度も確かめたり、
粘土べらの使い方を工夫したりしながら
仕上げました。

取材は３月に行いました。学年は平成28年当時のものです。

「本に親しむ子ども達に」シリーズ「輝」
№142 校長　猪股　正光
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　平成16年４月の第１号から13年間、時には原稿、時には取材、
時には見守り（？）と、ずっと関わってきました。懸賞クイズ、
しずくいしギャラリー創設などを経て、ついにフルカラー10ペー
ジにグレードアップ！これからは一読者として楽しみたいと思
います。皆さん今までありがとうございました！（Yasu）

　教育しずくいしがリニューアルしました！紙面づくりの参考
に全国の広報誌を見ては、工夫の施された紙面に感心していま
す。下長山小学校３年生の新聞も素晴らしく、感動しました。
私も皆さんに「読みたい！」と思ってもらえるような広報作り
を心掛け、また１年頑張りたいと思います。（Ｋ）

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

　下長山小学校３学年で作成した学習新聞「小岩井新聞」・「スーパー新聞」・「大豆
新聞」が第66回全国小・中学校 PTA新聞コンクールの学習新聞の部において、全
国の優秀賞にあたる「毎日小学生新聞賞」を受賞しました。また、２週間に１回発
行している学級新聞「よつ葉」は、学級新聞の部で入賞しました。そのことが評価
され、晴れて教育委員会表彰の受賞となりました。今回は、新聞を作成した下長山
小学校３年生の皆さんに感想を伺いました。

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」の小部屋
〈通算第25回 Ｋ編第13回〉 下長山小学校３学年のみなさん
　　（※取材は３月に行いました。学年は平成28年当時のものです。）

　三年生で初めて新聞を作って、初め
は、細かい字だし、長い文章とか見出
しを書いたりするのが大変だったけ
ど、いっぱい書いていくうちに上手く
なっていって、賞にも入れたのでよ
かったです。リーダーをやってみて、
文章にアドバイスをするのが大変でし
た。

土樋　燕さん
（リーダー）

　最初は、コピーしても写らないぐら
い文章が薄かったけど、新聞を書いて
いくうちに自信がついてきて、普段書
く作文とかも濃く書けるようになりま
した。文章を区切る点をあんまり打っ
ていなくて読みづらかったので、そこ
に気を付けて書くのが大変でした。鈴木　康生さん

　すごく大変だったけど、やっていく
うちにどんどん上手になってきたから
面白かったです。
　最初に副リーダーをやることになっ
た時はびっくりしたけど、燕さんと協
力してできたので楽しくやれました。

浦田　朋佳さん
（副リーダー）

　初めて作った時は、字も汚かったけ
ど、どんどん上達して、ここまで上手
くできたので良かったです。あと、新
聞を作ってみて文章力もあがって、字
も綺麗になって良かったです。

今野　太郎さん

　最初はあんまりできなかったけど、
やっていくほど上達して、文章の書き
方を覚えていって、できるようになり
ました。新聞に絵やグラフを描くとこ
ろがあって、だんだんグラフとかも書
けるようになってきて楽しかったです。 細川　唯さん

　最初は文がすらすら思いつかなかっ
たけど、たくさん書いていくうちにす
らすら思いつくようになりました。何
回も直されて大変だったけど上手に出
来ました。

上澤田　晏奈さん

　最初は文章もぐちゃぐちゃだったけ
ど、燕さんと朋佳さんからアドバイス
を受けながらやっていったらどんどん
上達して、２人に頼らず１人で文章を
書けるようになってきました。文章力
も上がってきたって言われて、新聞は
ちょっと大変だけどみんなと協力し
て、努力すればできるんだなと実感し
ました。

柿木　琉之介さん

　最初はちょっとしか書けなかったけ
ど、書いていくうちにちょっとずつ書
けるようになって良かったです。字を
丁寧に見やすいように気を付けて、頑
張って作りました。長坂　陽斗さん

　最初は書けるかなって思ってたけ
ど、だんだん慣れてきて、上手に書け
るようになりました。文を考えたり、
見出しを濃くして見えやすくしたりす
るのを頑張りました。今野　莉那さん
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