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雫石町の教育及び文化の発展に貢献

町内5団体・5個人が教育委員会表彰受賞

（上段左から）高橋杏美さん、上川原遥さん、小坂辰明さん、村田涼輔さん、杉田真英さん、横手智江美さん
（下段左から）桐山はる菜さん、小田綺花さん、吉川教育長、上野教育委員長、小田結莉菜さん、櫻小路葵さん
 ※全受賞者の紹介と受賞理由は２ページをご覧ください。

教育委員会の組織が変わりました

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙

2016.4 No.133

教育しずくいし

 組織再編の概要 
①社会教育課と生涯文化課が統合し、生涯学習課が誕生しました。
② 総務課国体部門が生涯学習課移管となり、旧社会教育課生涯スポー
ツグループと合わせ、国体推進室が誕生しました。

③雫石町教育研究所を設立しました。
 問い合わせ 

【学校教育課直通】692-6412（従前どおり）
【生涯学習課代表】692-4181（中央公民館）
　＊旧社会教育課社会教育グループが中央公民館に移転しました。
　（地区公民館・図書館・資料館・勤労青少年ホームは従前どおり）
【生涯学習課国体推進室直通】692-6591（役場庁舎２階）
　＊旧社会教育課直通692-6413も国体推進室直通となります。
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〔３月５～６日〕

〔３月２３日〕

～いわてスーパーキッズ３人誕生～

その他、こんなことがありました…
〔12日〕 雫石中学校卒業式。〔17日〕 大村小学校卒業式。〔18日〕 雫石・七ツ森・上長山・下長山・西根・御明神・
南畑小学校卒業式。〔19日〕安庭小学校卒業式。

　ドリームカップ第５回岩手県小学生バレーボール６年生大会が雫石町営体育館
を主会場に開催されました。男女41チームが集い、卒業を前にした県内の小学生
による熱戦が繰り広げられました。
　女子の部（出場30チーム）に参加した雫石Ｖ６は、雫石、下長山、御明神、安
庭の各小学校から集まった９名によるチームで、昨年12月から始まった週２回の
少ない練習の中で技術とチームワークを磨き、今回の優勝につなげました。主将
を務めた清水彩乃さん（当時：御明神小）は、「優勝できてうれしい。中学校で
もみんなとバレーをやりたい。」と話していました。

　（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・
選考している「いわてスーパーキッズ」の９期生に町内小学生が見事合格。世界
に羽ばたく日に向かいスタートを切りました。
　このたび晴れて「いわてスーパーキッズ」の仲間入りを果たしたのは、村

むら

田
た

敬
けい

心
しん

さん（安庭小・６年）、植
うえ

野
の

叶
か な た

泰さん（御明神小・６年）、古
ふる

川
かわ

莉
り こ

子さん（安庭
小・６年）の３人です。３人はこれから毎月数回にわたり、集団練習会や合宿、
様々な競技体験を重ねトップアスリートを目指します。雫石から岩手へ。岩手か
ら日本へ。日本から世界へとの活躍を期待し、温かく見守りながら応援をしてい
きたいですね。

　この表彰は、町の教育及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、町の表彰基準見直し後、平成25
年度から実施しています。平成27年度は二期に分けて実施し、
今回の表彰では、下記の方々が晴れて受賞となりました。〔受
賞者（個人・団体名）及び受賞理由　※敬称略。所属及び学年
は３月現在のもの。）〕
●桐山はる菜〔上長山小６年〕（「ベルカップS&B杯ちびっ子
健康マラソン岩手大会」において小学校１年生から６年生まで
の６年間連続で第１位を獲得）／●小田結莉菜・高橋楓〔御明
神小６年・安庭小６年〕（第30回カワサキ・ルーセント旗東日
本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会女子デフィトーナメント　
団体第３位）／●佐藤詩帆〔雫石中３年〕（平成27年度東北中学

雫石Ｖ６のみなさん

校体育大会第52回東北中学校スキー大会女子ジャイアントスラローム競技　第１位ほか）／●雫石中学校男子駅伝部
（平成27年度東北中学校体育大会第31回東北中学校男子駅伝競走大会　男子総合　第３位）／●雫石中学校クロスカン
トリー女子（平成27年度東北中学校体育大会第52回東北中学校スキー大会　女子リレー競技　第２位）／●高橋杏美・
小田綺花〔雫石中〕（平成27年度全国中学校体育大会第53回全国中学校スキー大会クロスカントリー競技　女子リレー
に岩手県選抜で出場　第６位）／●小坂辰明・村田涼輔〔雫石中〕（平成27年度全国中学校体育大会第53回全国中学校
スキー大会クロスカントリー競技　男子リレーに岩手県選抜で出場　第６位）／●高橋稔（平成25年度（当時93歳）
から27年度まで継続して、雫石町総合芸術祭舞台部門において詩吟を披露。芸術活動に意欲的に取り組み、町の芸術
文化並びに生涯学習の振興に多大な貢献。）／●横手智江美（第28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　優勝、その後第30回から32回にかけて同大会で３連覇達成）／●櫻小路　葵〔下長山小３年〕（公益財団法人セ
ディア財団主催『第１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』低学年の部　優秀賞）

ドリームカップ第５回岩手県小学生バレーボール６年生大会
町内６年生女子バレーボールチーム“雫石Ｖ６”　初優勝 ！！

雫石町教育委員会表彰で町内５団体・５個人が受賞！

表彰状を受け取る櫻小路葵さん

植野叶泰さん 古川莉子さん

村田敬心さん

できごと紹介　2016.３月
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平成28年度 重点施策と主要施策の紹介
しずくいしの教育

特集１
　次代を担う子どもたちを健やかに育てることは未来への投資であり、今後、より一層、学校、家庭、地域と行政が
一体となって相互の信頼関係を確かなものとし、本町の教育・文化行政に全力を尽くします。

「いじめ防止」
　「町いじめ防止等のための基本的な方針」を基に、
学校と教育委員会の組織的な対応を徹底強化し、総合
的な対策を講じます。

「不登校対策」
　子どもの将来が生まれ育った環境によって左右され
ることのないよう、指導体制の充実を図り、学校教育
における学力保障の取組を推進します。

「雫石町教育研究所」
　「雫石町教育研究所」の設置により、本町の教育の
実態を把握し当面する教育課題の解決に資するととも
に、将来を展望した教育の充実等を目指して、教育現
場と連携した取り組みを進めます。

「学校教育の充実」
・「確かな学力を育む環境づくり」
　☆わかりやすい授業の工夫と改善
　☆雫石町教育研究所での児童生徒の学力等分析
　☆特別に支援を必要とする児童生徒への適切な支援
 ・「豊かな心を育む環境づくり」
　☆教育相談体制の一層の充実
　☆問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応
 ・「健やかな体を育む教育環境づくり」
　☆家庭や地域との連携による運動の習慣化
　☆食育活動の充実
 ・「効果的な教育環境づくり」
　☆家庭・地域との協働による目標達成型の学校経営
　☆小・小連携や小規模校同士による集団学習の強化
　☆「学校連絡網システム」による防犯情報の伝達

「生涯スポーツの振興」
 ・「スポーツやレクリエーション活動」
　☆ニーズの把握や多くの方が楽しめるメニュー開発
　☆体育施設の安全点検による補修箇所の早期発見
　☆鴬宿グラウンド駐車場の拡張整備
 ・「競技スポーツの振興」
　☆強化や大会派遣支援による全国レベルの選手育成
☆「国民体育大会希望郷いわて国体」・「全国障害者
スポーツ大会希望郷いわて大会」の「アーチェリー
競技」と「３Ｂ体操」の開催

「小学校統合」
　子どもたち一人ひとりが自分や仲間を大切にしなが
ら学び成長できる教育環境を保障するため、町長部局
と連携・調整を図り、地区ごとに設置する「統合準備
委員会」で小学校統合に向けた具体的な協議を進めま
す。

「スーパーエコスクール実証事業」
　太陽光発電等を活用した「環境負荷の低減に対応し
た学校施設の改修」など、文部科学省「スーパーエコ
スクール実証事業」のモデル校として、豊かな教育環
境の整備を進めます。

「社会教育の推進」
 ・「公民館活動」
　☆町民の学習意欲に応える自主的サークル活動支援
 ・「図書館活動」
　☆多様なニーズに対応した資料や情報の提供
　☆町立図書館と学校図書館の連携強化
 ・「青少年の健全育成」
☆子ども、家庭、学校、地域、行政の５者の連携に
よる教育振興運動の展開と活動への支援
 ・「友好都市・静岡県富士市との少年交流活動」
☆従前の少年交流事業に加え、富士市「ふるさと芸
能祭」への本町団体出演等を通じた交流の活発化
 ・「ジュニアリーダー活動」
☆子ども会活動や富士市少年交流事業など各種社会
参加活動機会の創出と活動の支援

「文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用」
 ・「文化芸術の振興」
　☆町民劇場、町民音楽祭等の開催支援
　☆総合芸術祭、東京芸術大学合宿招聘事業の実施
 ・「文化財の保護・保存及び活用」
☆次世代に引き継ぐための保護・保存活動の実施と
伝承活動に対する支援
 ・「戸沢サミット」
　☆本町が会場地となる第４回「戸沢サミット」の開催
 ・「縄文時代の小日谷地遺跡と歴史民俗資料館」
　☆小日谷地遺跡発掘調査成果の公開と周知
　☆歴史民俗資料館の有効活用

重　点　施　策

主要な教育・文化施策と取り組み内容
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しずくいしの教育

特集２
［現状報告］
　小学校統合に向けた取り組み（第 1回）

　教育委員会（学校教育課）では、小学校統合に向け、地区ごとに協議を進めております。地区内すべての小学校PTAの皆
様から合意をいただいた後に「小学校統合準備委員会」（以下、「準備委員会」または単に「委員会」と表記します。）を設置し、
各小学校区から「委員」を選任して具体的内容を協議していただくこととしております。
　４月１日現在、準備委員会を設置したのは御所地区のみで、西山地区の上長山・西根小学校、御明神地区の橋場小学校から
はまだ合意の意思表示を得ていませんが、それぞれの小学校区で合意に向け地域との協議等を行っているところです。
　今年度は、随時、特集の中で取り組み状況を報告していきます。今回は、準備委員会の構成や役割、そして準備委員会が設
置された御所地区のこれまでの経過を紹介します。

○　「委員」の役割　○
　「行政」と「地域」のパイプ役を担います。委員会
で話し合われた内容を小学校や行政区等、自らの所属
する組織に伝え、組織としての方向性を確認し、次回
の委員会で意見を述べ、他の委員と協議します。その
協議結果が、委員会としての「結論」になります。

○　「委員」の数と任期　○
　それぞれの小学校区で任意に決定します。ＰＴＡ・
行政区のどちらが中心になっても問題ありません。任
期は、基本的には統合に向けた協議が終了するまでと
なっており、委員会の承認があれば委員数の増減は可
能です。

○　協議する内容　○
　まずは、「統合後に使用する校舎」と「統合の時期」
を全体で決定します。その後、「校名」「スクールバス」
等、具体的な内容について「部会」に分かれて協議・
検討を進めます。

 平成26年 
　12月　南畑・安庭小学校が委員会設置合意を表明
 平成27年 
　６月　大村小学校が委員会設置合意を表明
　７月 　各校のPTA役員と学校評議員により委員選

任に着手。事務局ではPTA役員と学校評議員
が委員となることを提案し、結果は、PTAが
中心となり協議して委員を選任することに決定。

　12月　各校での委員選任が完了
 平成28年 
　１月 　大村小学校区から７名、南畑小学校区から９

名、安庭小学校区から５名、計21名の委員が決
定。委員はPTA役員、公民館長、行政区代表等。

　１月 22日　第１回準備委員会開催（17名出席）。委
員への委嘱状交付。委員長・副委員長を決定。

　２月 ５日　準備委員会役員会開催。委員会に示す資
料の検討。次回の役員会開催日程の協議。

○　準備委員会の進め方　○
　各小学校区の「委員」から代表として「副委員長」
１名を選出し、副委員長の互選で「委員長」を決定し
ます。委員長と副委員長に事務局（学校教育課職員）
を加え「役員会」を開催し、その中で委員会の開催時
期、協議内容、提案資料を調整します。

○　権限はどこまであるのか　○
　委員会で決定した内容は町長と教育委員で構成され
る「総合教育会議」に報告し、確認される予定です。
確認された内容は基本的には実現します。

○　開催頻度はどの程度か　○
　委員会の開催は役員会で決定します。御所地区を参
考にすると、２ヶ月に１回程度開催する予定です。開
催の合間に各組織での協議が必要な場合もあるため、
あまり頻繁に行うことは想定していません。

 平成28年 
　３月 １日　準備委員会役員会開催。準備委員会に示

す資料の提示。第２回準備委員会開催日程の調
整。

　３月 28日　第２回準備委員会開催（18名出席）。資
料提示と今後の進め方の説明。資料聴取と意見
交換。

【委員会での主な質疑応答（ 委：委員、事：事務局）】
　委　施設の改修計画、改修費用等を示してほしい。
　事　 統合後に使用する校舎を決定してから具体的に

示したい。
　委　 教室ごとの面積だけではなく、機能性の比較も

してほしい。
　事　 どの校舎も建設時にベストな建築をしており、

機能性の比較は事務局としてはできない。
　委　もっと行政が引っ張るべき。
　事　 行政主体ではなく準備委員会で協議を重ね、多

くの人が納得する統合にしたい。

準備委員会の委員構成・役割、委員会の進め方

準備委員会が設置された御所地区の進捗状況（経過報告）

　今後も統合に関する情報を定期的に提供して参ります。特にも、統合対象の地域にお住いの皆様には、有意義な統合と
なるよう、それぞれの小学校区の「委員」との積極的な意見交換をお願いいたします。

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）
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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

『ありのさいばん』
 儀府成一/作（佼成出版社）

　儀
ぎ

府
ふ

成
せい

一
いち

氏は、雫石町出
身の童話作家であり、小説
家で、特筆するべきは、昭
和15年『動物園』で芥川賞
候補になりました。また宮
澤賢治とも親交のあったこ
とでも知られています。
　本書は、儀府氏のたのし
い童話の一作です。笑いな
がら読める素敵な絵本です。

しずくいしおはなし会
日 ４月23日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「やさしいたんぽぽ」安房直子/文
「はなちゃんのみそ汁」魚戸おさむ/文・絵
「じいじのさくら山」松城　真理子/著　ほか

たんぽぽおはなし会
日 ４月21日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「まるくなったまあるくなった」
・紙芝居「ぷりぷりおしり」
・パネルシアター「誕生日おめでとう」
・工作「パチンとピョーン」　　　　　　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ５月２日（月）10：30～11：00　場 健康センター

【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】
　４月18、25日
　５月２、９、16、23、30日

４月23日～５月12日は第58回こどもの読書週間

　これにあわせて児童書・ヤングの2015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。あな
たの好きな本は何位かな？

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

お知らせ（図書館の利用について）

社会体育施設（小・中学校運動場及び体育館）使用にかかる各申請手続きについて

～屋外体育施設ご利用開始予定日のご案内～

　スポーツ少年団や地区の体育行事にかかる練習で、小・中学校の運動場や体育館を使用する場合、使用申請の手続
きが必要です。団体等で事務を担当されている方は、次の書類を提出して下さい。

　　〇陸上競技場（トラック部分）
　　　只今開放しております。　※芝生部分は５月２日（月）から
　　〇野球場、テニスコート、グラウンドゴルフコース、西山運動場、鴬宿運動場
　　　４月16日（土）
　　　　※テニスコートは天候による整備状況により変更となる場合があります。
　　〇御明神運動場　
　　　芝生養生中のため平成28年度は利用できません。ご了承ください。

 ステップ① 　 「雫石町立学校開放事業団体登録申請書」と必要書類を生涯学習課国体推進室（役場庁舎２階）に提出
して下さい。

 ステップ② 　 団体登録の許可がおりた後、運動場や体育館を使用したい小・中学校へ「雫石町立学校施設開放利用
申請書」を提出して下さい。

　団体登録や学校施設開放利用の許可がおりるまでに１週間程かかりますので、早めの申請書提出にご協力をお願い
します。申請書の用紙は、生涯学習課（国体推進室）で配布のほか、町ホームページからダウンロードできます。
（http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120800127/）

標語　「四角い本にまあるい心」

お知らせ

お知らせ

【問い合わせ】町営体育館（692‒5030）

【問い合わせ】生涯学習課国体推進室（692‒6591）
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教育委員会定例会リポート／教職員人事異動紹介／お知らせ／報告教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（２・３月）
― その１　議案編（３月定例会）　以下の案件が可決されております。  ―

１．雫石町教育委員会表彰者の決定に関し議決を求めることについて
２．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） ―

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、「教頭」と「副校長」の権限の違い、中学校スーパーエコスクール実証事業に係る町産材の活用、
御所地区統合準備委員会の進捗状況、教育委員会表彰対象者の実績、小・中学校おける給食費等の滞納状況について
などが話し合われました。

どうぞよろしくお願いします！ ～平成28年度人事異動（転入・着任）紹介

第22回宮澤賢治作品読書感想文コンクール入賞者発表

　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
石の子ども達のため、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】教諭：八重畑　昌司／教諭：笹川　修一／教諭：高橋　佳奈子／教
諭：種市　明生／教諭：八重樫　深雪【七ツ森小】校長：平　俊一／教諭：千
葉　真紀子【上長山小】校長：猪股　正光／教諭：佐藤　賢治 【下長山小】校
長：目時　雄二／副校長：岩城　秀人／教諭：内澤　薫／養護教諭：吉田　美

　第22回宮澤賢治作品読書感想文コンクール（主催：雫石と宮澤賢治を語る会）表彰式が３月21日（月）に行われま
した。最優秀賞・優秀賞受賞者の方々を紹介します（学校名・学年は平成27年度当時のものです）。
≪小学校低学年の部≫　
　【最優秀賞】七ツ森小学校３年　三浦　和翔
　【優秀賞】　 御明神小学校３年　金澤　千笑
　　　　　 　雫石小学校１年　　横手　光華
 ≪小学校高学年の部≫
　【最優秀賞】安庭小学校６年　　高橋　藍梨
　【優秀賞】　 七ツ森小学校６年　須藤　　翼
　　　　　　 安庭小学校６年　　三浦　香穂

≪雫石中学校の部≫
　【最優秀賞】２年　杉村　優伊
　【優秀賞】　 ２年　篠村　共陽
　　　　　 　１年　南川　真友

佐子 【西根小】養護教諭：岡田　ゆみ 【御明神小】教諭：藤根　薫／教諭：桐山　佐江子／養護教諭：山内　和恵／
主任：岩元　誠吾【橋場小】教諭：岩淵　淳也【南畑小】養護教諭：長澤　綾【安庭小】教諭：及川　暢子／教諭：
氏家　眞起子／教諭：小林　恵理【雫石中】副校長：大久保　浩一／教諭：村上　光子／教諭：山崎　至／教諭：
中村　ゆかり／教諭： ヶ澤　和泉／教諭：小林　由美／養護教諭：村上　沙和

①奨学資金貸付制度
【募集対象者】高等学校以上（専修学校等を除く）に在学し、
本人または家族の住所が町内にある学生・生徒
【 申込期限】５月６日（金）………学力・経済状況等を審査の
うえ、６月に採用者を決定します。
【利子】無利子
【 返済期間】高校や大学を卒業後、貸付期間の４倍の期間
　　　　　（例：大学４年間×４＝16年間）
【申し込み・問い合わせ】学校教育課（692-6412）
②就学援助制度
【 制度の内容】 経済的な理由で就学困難な小中学生の保護者を援助し、義務教育を受けられるようにする制度です。
学用品費、修学旅行費、給食費などを援助します。
【申し込み】お子さんの通学している学校　【問い合わせ】通学先の学校または学校教育課（692-6412）

奨学資金・就学援助制度の28年度希望者を募集しています

学校 公立 私立

高等学校 15,000円以内 20,000円以内

高等専門学校 18,000円以内 －

短期大学 25,000円以内 30,000円以内

大学（昼間部） 30,000円以内 35,000円以内

大学（夜間部） 15,000円以内 25,000円以内

お知らせ（募集）

報告

報告
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七ツ森小学校　副校長　多田　　敢

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　七ツ森小学校 編

　３月８日（火）、４・５年生による「金管６年生への感謝
の会」が開かれました。感謝の気持ちと伝統を引き継ぐ決
意の伝わる温かい会でした。
　本校金管バンドは、毎年運動会、学習発表会、小中学校
音楽会等で５・６年生全員による演奏を披露しています。
実は、これらを「希望者」ではなく「全員」で行うのは、
簡単なことではありません。
　４年生になると、マウスピースを使っての音出しの練習
を始めます。11月の小中学校音楽会が終わると、担当の楽
器が決まり、６年生に音の出し方から手入れの仕方まで、
手取り足取り丁寧に教えてもらいます。４年生の終わりに
は、１曲演奏できるようになります。

　５年生になると、運動会でマーチングに挑戦し、さ
らに２曲演奏できるようになります。
　その後、陸上記録会や水泳記録会に取り組みながら
もう２曲増やし、２学期には学習発表会・音楽会に向
けて本格的に取り組みます。こうしてこの１年間のう
ちに自信をもって演奏ができるようになります。
　６年生になると、今度は様々な行事の演奏で５年生
をリードする立場になります。11月には３年間の集大
成の小中学校音楽会を迎えます。そして、その達成感
が残っているうちに、自分たちが教えてもらって来た
ことを４年生へ伝える活動を始めます。
　こうして伝統の金管演奏は代々引き継がれていきま
す。４月、新しい季節を迎え、また新しい代の活動の
始まりです。

２年　細
ほそかわ

川　智
とも

代
よ

「ジャングルの鳥たち」
○鳥の絵がかきたくて、ジャングル
にすんでいる鳥をたくさんかきまし
た。動物ずかんを見て、ていねいに
かきました。

◆ジャングルを想像して智代さんが
描きたい鳥をたくさん描きました
ね。羽の色があざやかな鳥、数多く
の鳥を見ていると、まさにジャング
ルへ行ったように感じます。

４年　德
とく

田
た

　　陽
はる

「空をながめているシロハラドリ」
○ぼくは、シロハラドリという鳥を
版画にしました。羽のところをちょ
うこく刀でほるのがむずかしかった
です。刷ったらきれいに出来上がっ
たのでよかったです。

◆画面の中央に大きく取りを彫るこ
とができました。背景の具合が絶妙
で、白黒のバランスの良い版画に仕
上がりました。

６年　鷲
わし

津
づ

　永
え こ

子
「飛行機に乗り込む私（キャビンアテンダント）」
○これは、将来私が国際線に乗って
外国に行くために、飛行機に乗り込
むところです。お客さんといっしょ
に、たくさん旅をしたいです。未来の
私へ「飛行機に乗って、どんな国に
行きましたか？楽しんでください。」
◆「12年後の私」というテーマで、将
来の姿を作品にしました。英語・外国
語活動が大好きな永子さんにぴったり
の職業「キャビンアテンダント」。キャリー
バッグを持ち、さっそうと歩く姿がとても
素敵です。バッグの取っ手をモールで
作り、しっかりと持てるように工夫しまし
た。制作中も目を輝かせて楽しそうでし
た。永子さんの夢が叶いますように。

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

小・中学校音楽会

４年生による演奏練習

ドラムを教える６年生

伝統を引き継いで　～七ツ森小学校伝統の「金管演奏」～シリーズ「輝」
№130

職氏名・学年・記事内容はすべて３月時点のものです。
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　出合いと別れの季節「春」。５年間携わってきた教育広報としば
らくお別れすることになりました。「Ｎ」の小部屋もお休みとなり、
「K」の小部屋として新規一転リニューアル＆パワーアップ‼　し
ばらくの間は一読者として、教育広報を心待ちする生活を送りた
いと思います。今後の教育広報にご期待あれ！（Ｎ）

　今年度から、社会教育課と生涯文化課が一緒になり、「生涯学習
課」となりました！旧社会教育グループは場所も中央公民館へと
お引っ越し。毎日新鮮な気持ちで取り組んでいます。新しくなっ
た生涯学習課から、みなさんに雫石町の教育情報を伝えていきた
いと思います。今年度もよろしくお願い致します！（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！

　町内の各小学校に入学した新１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
　今月号から２代目として本コーナーを担当することになりました「Ｋ」です。さっそく、４月７日（木）に行われ
た雫石小学校入学式にお邪魔して、新１年生とご家族６組からお話を伺ってきました！

あとがき

〈通算第13回・「Ｋ」 編第１回〉 
「入学おめでとう！初インタビューは雫石小学校で」

聞いてきました！

シリーズ対談・編集担当「K」の小部屋

【新１年生に聞きました】　Ｑ１ 「小学校で楽しみなこと、がんばりたいことはなんですか？」
　　　　　　　　　　　　Ｑ２「大きくなったら何になりたいですか？」
【ご家族に聞きました】　　Ｑ３ 「これからどんなふうに成長していってほしいですか？」

「N」 改め

（うちだて　ひろとさん）
Q１運動会で１位になりた
いです。

（内舘　愛子さん）
Q３健康でたくましく、思
いやりのある人になっ
てほしいです。

（きむら　あやかさん）
Q１お勉強をがんばりたい
です。

Q２ドーナツ屋さん。

（木村　豊さん）
Q３人に感謝のできる、思
いやれる子になってほ
しいです。

（なかむら　しずくさん）
Q１お勉強が楽しみです。

（中村　千春さん）
Q３思いやりのある優しい
子になってほしいです。

（まえだ　たろうさん）
Q１実験が楽しみです。
Q２おまわりさん。

（前田　さとみさん）
Q３お友だちをたくさん
作って、のびのびと
なんでも好きなことを
やっていってほしいです。

（せがわ　こうたさん）
Q１国語と音楽をがんばり
たい。

Q２大工さんになりたい。

（瀬川　拓さん）
Q３礼儀正しい子に育って
ほしいです。

（おおづち　こゆきさん）
Q２保育園のせんせい。
　
（大槌　紗矢香さん）
Q３素直にのびのびと育っ
てくれればいいと思い
ます。
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