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みなさん応援ありがとうございました！みなさん応援ありがとうございました！

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙

2016.11 No.140

教育しずくいし
思いっきり芸術を楽しもう！

第52回雫石町総合芸術祭　開催
※芸術祭舞台部門に出演した雫石ダンススタジオのみなさん
　　　　　　　　モダンダンス「とまとコンテスト」より
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その他、こんなことがありました…
〔１日〕雫石町秋季スポーツ少年団野球大会〔２日〕GREAT EARTH岩手雫石ライド2016・第71回国民体育大
会2016希望郷いわて国体デモンストレーションスポーツ３Ｂ体操〔７日〕第71回国民体育大会2016希望郷いわて
国体アーチェリー競技会〔15日〕岩手県高等学校新人大会アーチェリー競技〔16日〕雫石地区行政区対抗卓球大
会〔22・23日〕町内小学校学習発表会〔23日〕第16回全国障害者スポーツ大会2016希望郷いわて大会アーチェリー
競技〔29日〕しずくいし産業まつり、町内小学校学習発表会、雫石高校思郷祭

できごと紹介　2016.10 月

　大村小学校を会場に、来賓や地域の皆さん、大村へ
き地保育所の子どもたち、山祇神楽保存会の皆さんな
どと一緒に盛大に発表会が行われました。
　発表会では、40年ぶりの「大村小唄」の披露もあり、
節目を記念するにふさわしいものとなりました。
　発表会後には、伝承館で「140周年を記念する会」
が開催され、大村小学校の歩みを振り返りながら思い
出話に花が咲きました。

　南畑小学校を会場に、児童会スローガン「140％の
輝きで、最高のステージにしよう！」のもと、発表会
が行われました。
　地域の皆さまに見守られながら、各学年の発表、堰
賛太鼓の披露など、記念にふさわしい発表会となりま
した。
　発表会後は、これまでの南畑小学校へのご協力・ご
支援への感謝と、未来を担う子どもたちのために地域
の皆さんと記念植樹が行われました。

　盛岡市の盛岡グランドホテルで開催された「正しい交通ルールを守る
運動県民大会」において、交通安全模範校（岩手県交通安全対策協議会
長表彰）として橋場小学校が表彰されました。橋場小学校は、交通量が
非常に多い国道46号が通学路となっており、昭和50年頃から現在に至る
まで、交通安全のためにヘルメットを着用して登下校しています。
　平成18年度から始まったスクールガードの活動もあり、地域に見守ら
れ事故なく安全に登下校できるよう取り組んでいることが高く評価さ
れ、今回の表彰となりました。

〔10月26日〕橋場小学校が平成28年度交通安全功労者等表彰を受賞しました

〔10月22日〕 大村小学校 〔10月29日〕 南畑小学校

大村小学校・南畑小学校で創立140周年記念学習発表会を開催

　昭和41年に創立した滴石史談会の50周年の節目を記念し、雫石町中
央公民館で記念行事が開催され、来賓・関係者・会員61人が出席しま
した。式典では、初代会長であった目時祐行氏（故人）、顧問の田中
喜多美氏（故人）をはじめとする歴代会長・副会長に対する顕彰・表
彰が行われ、続く記念講演では、小岩井農場資料館長の野沢裕美さん
から「小岩井農場の歴史と雫石町」と題し、10月21日に国重要文化財
指定答申のあった農場内各建造物の紹介も交え、小岩井農場と町との
関わりを語っていただきました。
　記念講演後の祝賀会では、出席者がこれまでの思い出を語りながら、
大いに交流を深めました。

〔10月29日〕滴石史談会創立50周年記念式典挙行

通学時に使っている
ヘルメットを手に記念撮影

顕彰者・表彰者ともに記念撮影

学習発表会

大村小唄

学習発表会

記念植樹
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全国学力・学習状況調査から見た雫石っ子の学力
しずくいしの教育

特 集

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

【小学校について】…ほぼすべてにおいて県・全国を上回る。課題は算数Ｂ（主に活用力をみる問題）。
　国語はＡ問題（主に知識の定着状況をみる問題）、B問題（主に活用力をみる問題）の両方で県・全国の平均正答
率を上回る良い結果を収めました。算数においては特にＡ問題で５ポイント近く上回る伸びを見せています。このこ
とは、基礎的な学習事項の定着が図られていることを示しており、日々の授業や家庭学習での取り組みの成果が表れ
ていると言えます。しかしながら、算数のＢ問題においては県・全国をわずかながら下回り、活用力の育成が課題と
なっています。

【中学校について】… 数学のＡ問題の結果は県平均を上回る。しかし、国語のＢ問題が課題（マイナス５ポイン
ト以上の開き）。

　数学のＡ問題はわずかながら県の平均正答率を上回りましたが、国語のＢ問題に大きな課題が見られます。応用力
や知識を活用する力を授業で養っていく必要があります。

調査票の結果から

質問紙調査の結果から

　平成28年度全国学力・学習状況調査が、４月19日（火）に小学校６年生、中学校３年生を対象に実施されました。
このたび、その結果が出ましたのでお知らせいたします。

《小学校》 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 《中学校》 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

雫石町 74.7% 60.2 82.4 46.9 雫石町 ※町内１校ですので公表しません。

岩手県 73.4% 59.9 77.9 47.0 岩手県 76.0 65.9 57.7 40.5

国 72.9% 57.8 77.6 47.2 国 75.6 66.5 62.2 44.1

対 県数値 ＋1.3 ＋0.3 ＋4.5 －0.1 対 県数値 下回る
↘

下回る
↘

上回る
↗

下回る
↘

※数値は「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合を合計したもの

質問項目
小学校 中学校

雫石町 県 全国 雫石町 県 全国

1 朝食を毎日食べていますか 96.1 96.9 95.5 94.6 95.7 93.3

6 自分には、良いところがあると思いますか 76.2 74.1 76.3 72.3 67.2 69.3

9 将来の夢や目標を持っていますか 86.9 85.3 85.3 81.5 72.2 71.1

21 家で、自分で計画を立てて勉強していますか 73.1 69.9 62.2 38.5 48.2 48.4

24 家で、学校の授業の復習をしていますか 79.2 75.0 62.2 74.6 61.1 51.0

26 学校に行くのは楽しいと思いますか 93.9 84.5 86.3 93.9 84.5 86.3

34 今住んでいる地域の行事に参加していますか 86.2 83.9 67.9 62.3 65.6 45.2

37 新聞を読んでいますか 37.7 25.2 24.0 17.7 22.9 18.3

※  は雫石町が全国比を５ポイント以上上回るもの。
　  は雫石町が全国比を５ポイント以上下回るもの。

　小学校は全体的に見て、各質問項目において県や全国と同じ傾向にあります。基本的な生活習慣が身につき、家庭
学習の習慣化も図られているようです。中でも「（37）新聞を読んでいますか。」という項目には４割近くの児童が「読
んでいる」「どちらかといえば読んでいる」と回答しており、学校で新聞を扱う学習を進めている様子が伺えます。
　中学校は「（26）学校に行くのは楽しいと思いますか。」という項目に93.9％の生徒が「当てはまる」「どちらかと
いえば当てはまる」と回答しており、学校に活躍の場や居場所があると感じていることがわかります。一方で、７割
の生徒が「（24）家で学校の授業の復習をしている」と答えているにも関わらず「（21）自分で計画を立てて勉強して
いる。」とする生徒は４割以下です。宿題を終えるだけで精一杯なのかもしれません。現状を分析して見通しを持つ、
自分で計画を立て学習するといったような活動は自己指導力を養うことにつながります。自分で家庭学習をする力を
つけるための工夫が必要となります。
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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

『啄木発見』
　　　　　　　　吉田　狐羊/著（洋々社）
　岩手県といえば、宮澤賢治と石川啄木と野村胡堂と
いった文人を多数輩出していますが、今回紹介する本は、
石川啄木をとり巻く人々を描いた一冊です。
　中でも、啄木と滝浦さめさんとの逸
話は興味深いものです。
　滝浦さめさんは、旧姓上野さめさん
と言い、雫石出身のクリスチャンの女
性教師で石川啄木と関わります。
　滝浦さめさんと啄木の友情とは…。
ぜひご一読ください。

しずくいしおはなし会
日 11月26日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「もりのてぶくろ」八百坂　洋子/作
「どんぐりむらのぱんやさん」なかや　みわ/作

たんぽぽおはなし会
日 11月24日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「さよならさんかく」「ももたろう」
・紙芝居「もりのおふろ」
　パネルシアター、工作もあります。

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 12月５日（月）10：30～11：00　場 健康センター

おはなし会
日 12月17日（土）13：00　場 中央公民館

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

大人対象
お知らせ（図書館の利用について）

小岩井農場内の建物21棟が国の重要文化財になります！

　10月21日（金）に開催された国の文化審議会で、明治36（1903）年に建
てられた本部事務所をはじめとする小岩井農場内合計21棟の建物を
「国重要文化財」に指定するべきとの答申がありました。
　今後、手続きを経て正式に指定となりますが、雫石町内の文化財が
国指定重要文化財になるのは初めてのことです。
　答申を受けた建物は、最も古いもの（本部第二号倉庫・育牛部倉庫）
では明治31(1898) 年以前とされ、近代日本の農業発展の歴史と密接
な関わりをもち、良好に保存されていることが高く評価されました。
　なお、本部事務所を含む９棟の建物は、平成８年に制度が始まった
国登録有形文化財の第１回登録となっていたものです。

★バスケットボール
【男子】　１回戦敗退　36－66　山田中　
【女子】　第３位　　準決勝　51－60　花巻中　　
★ソフトボール　
 ベスト８　準々決勝　１－10　西南中　　

★ソフトテニス
【女子　個人】　
 ２回戦敗退　簗場美織・横欠優希 ３－４ 矢巾北中
 ベスト８　小田結莉菜・高橋　楓 ０－４ 金ケ崎中
　　　　　　　　　　　　　　 県インドア大会出場 

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【11・12月の図書館休館日】
 11月14、21、28日
 12月５、12、19、26、29～１月３日

　○秋図書展
　○「家読（うちどく）おすすめの本」展
　○上半期ベストランキング展

企画展情報
あなたにピッタリの本が見つかる？！企画展開催中！

報告

上位進出も！雫中生大活躍！ 中学校新人戦・前期結果〔10月15・16日〕（敬称略）報告

本部事務所
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町内小中学校から多数入賞！御所湖の清流を守るポスター審査会

平成28年度雫石町小・中学校巡回作品展開催中！

第１回雫石町教育実践研究会を実施しました

　下記の日程で、雫石町小・中学校巡回作品展を開催しています。町内小・中学校の児童生徒の作品を巡回展示
し、お互いの作品を鑑賞し合うことにより、作品のよさを感じとる心豊かな子どもの育成をめざしています。

【入　選】　　南畑小　　澤田　健吾
　　　　　　御明神小　松ノ木　佑太

御明神小　金澤　千笑
御明神小　沼野　友香
大村小　　藤本　絃希
七ツ森小　勝田　玲臣
安庭小　　工藤　陸人
雫石小　　細川　愛

雫石小　　佐々木　響子
雫石小　　大村　はる
雫石小　　荒屋敷　紗奈
雫石小　　阿部　風羽里
雫石小　　沼田　昊大
雫石小　　赤坂　和奏
雫石小　　齋藤　あかり

【最優秀賞】　橋場小　　安本　芽衣 【優秀賞】　　大村小　　村田　夢華
　　　　　　雫石小　　武田　錬

　９月26日（月）に御所湖管理所においてポスター審査会が行われました。146点から27点の作品が入賞し、うち
町内児童18名の作品が見事入賞しました。11月15日（火）～21日（月）まで、マリオス20階にて入選27作品が展示さ
れる予定です。

★開設会場・期間（中学校での展示は行いません。）
会　場 開設期間 会　場 開設期間

1 雫石小学校 11/７（月）～11/９（水）
※終了しました 6 御明神小学校 11/29（火）～12/１（木）

2 七ツ森小学校 11/10（木）～11/14（月） 7 橋場小学校 12/２（金）～12/６（火）

3 上長山小学校 11/15（火）～11/17（木） 8 大村小学校 12/７（水）～12/９（金）

4 西根小学校 11/18（金）～11/22（火） 9 南畑小学校 12/12（月）～12/14（水）

5 下長山小学校 11/24（木）～11/28（月） 10 安庭小学校 12/15（木）～12/19（月）

　10月６日（木）に雫石小・上長山小において第１回雫石町教育実践研究会を実施しました。これは、子ども達の
確かな学力の育成を目的とし、授業力の向上のために毎年研究校を４～５校指定して取り組んでいるものです。
 「理科」の指定校の雫石小では、３年から６年までの各学年１学級ずつが、教室に水槽や天秤など実物を持ち

込んで、実験をもとにした動きや発見のある授業を行いました。
　「国語」の指定校の上長山小では、説明文や物語文を読み、１年生は元気よく挙手をし発表する姿が、５・６
年の複式学級ではじっくりと集中して作文に取り組む姿が見られました。その後の協議でも、参加した先生方は
熱心に協議をし、よりよい指導法について意見を交換していました。
　２回目の教育実践研究会は、下長山小で「国語」、大村小・安庭小で「算数」の教科で11月18日（金）に実施され
ます。

報告

告知

報告

先生方による授業力向上のための研究会 雫石小６年「理科」 上長山小１年「国語」
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教育委員会定例会リポート/小学校統合に向けた取り組み教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（９・10月）
― その１　議案編（10月定例会）　以下の案件が可決されております。 ―

（10月臨時会）
１．御所地区小学校の統合に関し、統合後に使用する校舎を「安庭小学校」とすることについて
２．御所地区小学校の統合に関し、統合の時期を「平成29年４月１日開校」とすることについて
（10月定例会）
１．御所地区統合小学校の校名を「雫石町立御所小学校」とすることについて

― その２　質疑応答編（９月） ―

教育委員会定例会（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）

　９月の定例会では、赤渕駅周辺での鉄道林植樹式の開催状況、区域外就学に係る承認要件、児童・生徒の相撲大
会への参加状況についてなどが話し合われました。

小学校統合に向けた取り組み（第６回）

　町では、小学校統合に向け、各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、10月末までの進捗状況をお知らせします。

 10月11日 　準備委員会役員会
・第２回準備委員会の日程及び協議内容について確
認。
 10月26日 　第２回準備委員会を御明神小学校で開
催（委員21名全員出席）
・ 御明神小校舎見学、今後の予定（統合に使用する
校舎及び統合時期）について確認。次回、第３回
準備委員会を11月30日（水）に橋場小学校で開催。

 10月27日 　準備委員会役員会
・第２回準備委員会の日程及び協議内容について確
認。
・ 次回、第３回準備委員会を
11月16日（水）に上長山小学
校で開催。

・ 委員が第１専門部会「校名及び伝統文化等継承等検討部会」、第２専門部会「施設整備及びスクールバス運
行等検討部会」、第３専門部会「学校経営等検討部会」に分かれて協議。

・次回の専門部会会議は、11月14日（月）に開催。

御所地区

御明神地区 西山地区

 ９月27日 　準備委員会役員会
 10月24日 　第７回準備委員会を御所公民館で開催（38名中34名出席）

・ 大村小学校、南畑小学校及び安庭小学校の統合に
より誕生する「新小学校」にふさわしい校名を制
定するため、名称を募集したところ、103件の応
募があり、これをもとに準備委員会で協議し選定。

◎新小学校名は「御所小学校」に決定しました。

○校名決定の手続き　
 10月25日 　第３回政策方針会議にて町長と協議
 10月26日 　教育委員会議10月定例会にて議決
 12月定例議会 　
　「町立学校設置条例」の一部改正案を上程
　議会議決後、県教育委員会へ報告

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

報告
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石高等学校

　今年、岩手では希望郷いわて国体・いわて大会の成功
に向けて県民一体となって取り組んできました。
　本校からはボート競技少年女子に浦田琳さん（３年）
が出場し、舵手付クオドルプルで７位入賞を果たして天
皇杯、皇后杯２位に大きく貢献しました。本校からは選
手だけでなく、多くの生徒も参加しました。アーチェリー
競技（雫石町総合運動公園陸上競技場）、カヌー競技（御
所湖漕艇場）に競技補助員、式典補助員として６日間、
延べ250人以上の生徒・職員が国体成功を支えました。
（リハーサル大会・障がい者大会を含めると300人を超え
ました。）期間中、荒天に見舞われた日もありましたが、
最後まで責任を持って運営に関わり、選手だけでなく地
域や運営に携わる方々がいて初めて成功するものだと実
感できるいわて国体となりました。

　また、台風の影響で大きな被害を受け、現在も復興が
思うように進まない岩泉地区には郷土芸能委員会を中心
としたメンバーが災害ボランティアに出かけました。
　瓦礫や泥の掻き出しなど不慣れな作業にも関わらず、
日ごろの活動で培ったチームワークを生かして取り組
み、社会に貢献することの大切さを学ぶことができまし
た。
　本校は生徒数134名と県内では小規模の高等学校では
ありますが、活動の場を校内に限定せず、校外にもさま
ざまな学びの場がたくさんあることを知って欲しいと
願っています。

がんばっている生徒たちの様子を伝えたい！

－先生（◆）からの紹介と本人（○）のコメント－生徒たちの力作を紹介します

雫石高等学校　教諭　八重樫　徹

ボート競技少年女子 式典補助員として参加 郷土芸能委員会を中心とした
ボランティア活動

躑躅森　愛
「味彩」

土橋　矢椰
「不思議な牛乳」

田中　葉奈
「フルーツミックスmilk」

◆ １年生の授業で牛乳パックのデザインを行いました。つくられた場所、買う人、値段、味、商品名などを設定し独
自のデザインがうまれました。たくさんの個性あふれる作品の中から３つを紹介します。

私たちができる社会参加シリーズ「輝」
№137

○牛乳パックによ
く使われている赤
や青の色を使い牛
乳らしく見えるよ
うにデザインしま

○不思議な感じを
出すために宇宙を
イメージしてデザ
インしました。色
がぐちゃぐちゃに

○全体を黄色とオ
レンジでまとめ目
に留まるようにし
ました。果物の絵
を描いてフルーツ

した。牛のイラストや牧場の風景に
気を配って描きました。

ならないように丁
寧に描きました。

らしさを表現しま
した。



8 広報●教育しずくいし●2016●11●No.140●

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2016（平成28）年11月号　（11月9日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会（担当：生涯学習課）　〒020-0555　岩手県岩手郡雫石町上曽根田114番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-4181（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　10月は国体デモンストレーションスポーツ・希望郷いわて国
体・いわて大会と国体月間でした！まだまだ先の話だな～と
思っていたら、あっという間に終了。皆さん応援ありがとうご
ざいました。11月は、芸能祭と戸沢サミットがありますので、
お楽しみに！（K）

　行事がめじろおしの為、準備などであっという間に過ぎた10
月。秋の余韻を感じる間もなくあっという間に冬が来たような
寒さですよね。季節の変わり目ですので、皆さん体調に気を付
けてぜひ様々な行事に出かけてみてくださいね！（S）

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！

　雫石町婦人会は、ボランティア活動など地域に貢献している団体で、今年度で結成
10周年になりました。今回は、会長の佐々木智惠さんと事務局の近藤秀子さんに、こ
れまでの活動や活動に対する思いなどをお伺いしました。

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20回 Ｋ編第８回〉結成10周年を迎えた雫石町婦人会
　雫石町婦人会　会長：佐々木　智惠さん　　事務局：近藤　秀子さん

（Ｋ）結成10周年というこ
とですが、どのような経緯
で結成されたのですか？
（佐々木 智惠：以下（佐））、
昭和29年に雫石町婦人団体
連絡協議会が結成され、50
年たった中で、会員の減少と高齢化が進んで活動が難しく
なったんです。そこで、婦人活動を継続していくために雫石
町婦人会を作り上げたんです。最初は、町から補助金をもらっ
ていたけれども、それをなくして自分たちでせっけんやぼか
し等を作って道の駅で売ったり、イベントに出したりして、
なんとか活動資金を得て10年経ったんですよ。
（Ｋ）具体的にはどのような活動をしていますか？
（佐）いろいろあるね。敬老会とかよしゃれ祭りでしょ。今
年は国体もね。あとは、雫石は自殺者が多いので、講習会を
開いて傾聴ボランティアの一員としてそういう人達のフォ
ローする役もやってます。これも婦人会の活動の一つなんで
すよ。
（Ｋ）活動にはどのような思いで取り組んでいますか？
（近藤　秀子：以下（近））例えばファミリーマラソンや敬老
会などの時は、おもてなしの心を持って皆さんに接しようと
思ってやっていますね。
（佐）だから婦人会は褒められるわけ。すごく笑顔が良かっ
たとか。特に10月に開催している雫石ライドでは特に褒めら
れているの！「どこへ行ってもこんなおもてなしないよ」と
か、「これを食べたいから来るんだよ」とかね。
（近）そういうふうに、雫石町の役に立ちたいと思っている
んです。
（Ｋ）これからさらに力を入れていきたい事はありますか？
（佐）第一に、もっと会員を増やしたい。若い人たちが入っ
て精力的に活動できればいいなって思うね。
（近）若い人たちに入ってもらわないと、活動を続けていく
のって難しいんです。本当に幅広いボランティア活動をして

いて、求められたところにはなるべく出かけて行っているの
で。
（Ｋ）最後に町民の皆さんに伝えたい事はありますか。
（佐）雫石の婦人会は環境浄化を主に取り組んでいます。自
分たちで出来るごみの捨て方とかリサイクルできるものと
か、そういうことをきちっと守るとかね。それが町民に伝わっ
ていくとすごく暮らしやすい生活ができるんじゃないかなぁ。
（近）こういう活動は会員だけで出来ることじゃないの。町
民のみなさんが同調してくれて、応援してくれてはじめてう
まくいくことなので、みなさんと協力しながらやっていくこ
とを考えています。そういうわけで10周年記念行事にもたく
さんの人に来てもらいたいと思っています。
（Ｋ）10周年記念事業を期に婦人会の活動を知ってもらって、
活動がさらに盛り上がっていくといいですね。貴重なお話あ
りがとうございました。

希望郷いわて国体での
ボランティアの様子

 日　時 　平成28年12月10日（土）
　　　　 10時開演（９時30分開場）
 会　場 　中央公民館野菊ホール

 内　容 　【記念式典】
　　　　 【アトラクション】臼澤みさき　歌とトークショー
　　　　 【記念講演】黒石寺住職　藤波　洋香

雫石町婦人会　結成10周年記念式典 入場無料！中央公民館で枚数限定で整理券を配布します。

中央公民館を会場に開催された
地域婦人団体リーダー研修会


