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※写真は、男子バレーボール部の試合の様子（大会結果は６ページに掲載しています。）

これまでの練習成果をぶつけ合う！
岩手地区中学校総合体育大会が開催

教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

令和元年度メディア標語コンクール 入選作品…学校名・学年は令和元年度当時のものです。

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

生涯学習 文化芸術

教育行政 学

雫石の

できごと紹介

6/17

2020.6 〜 8 月

みんなで健康を祈願！
西山小の校外学習

西山小学校の3年生が校外学習を行い、地区内の炭焼
き窯や雫石神社、岩手山神社を巡りました。
岩手山神社では、新型コロナウイルスの鎮静化を祈願

7/3

大粒の二戸市産さくらんぼが
給食に登場！

国の事業により、七ツ森小学校、西山小学校、雫石中
学校の給食で二戸市産のさくらんぼ（佐藤錦）が提供さ
れました。

するため初めて備え付けられた茅の輪くぐりを体験しま

新型コロナウイルス感染症の影響で県産果物の消費が

した。神社の方からくぐり方を教わった児童たちは、真

減少している中、給食でおいしさを味わってもらい県産

剣な表情で茅の輪をくぐりました。

果物に改めて注目することで、生産者を応援することを

手水舎で手を口を清めた後、
「勉強やスポーツに全力
で取り組めますように」や「健康で過ごせますように」
などと拝殿に手を合わせ、無病息災を祈りました。

目的としています。
提供された大粒さくらんぼに西山小の児童は「すごく
大きい」
「甘くておいしい」と目を輝かせ、おいしさを
味わいました。

茅の輪くぐりをする児童たち

7/30

中学生が高校生活を体験
雫石高で一日体験入学

雫石高校で一日体験入学が開催され、中学生34人が参
加しました。参加した中学生は、英語、数学などの４教

大きなさくらんぼをパクリ！

8/6

御明神小の調理室がリニューアル！
大規模改修工事が終了

３月に完了した校舎の大規模改修工事に続き、御明神
小学校の調理室が新しくなりました。

科に分かれて高校の授業を体験し、高校生活の様子や部

完成した調理室は、床のドライシステム化やシンクが

活動などについて、在校生の説明を真剣な表情で聞きま

更新されるなど、より一層衛生的な環境になりました。

した。

２学期からは、当町自慢の自校式給食がますます安全安

同じ日に行われた水上スポーツ体験教室では、参加を
希望した生徒が、同校ボート部員のサポートを受けなが
ら、御所湖でボート体験をしました。

心な環境で児童へ提供されます。
１学期中は、保護者の皆さまにお弁当のご協力をいた
だきました。誠にありがとうございました。

（中学生のサポートをしたボート部員のインタビュー
は、10ページに掲載しています。
）

郷土芸能委員会の演舞を見つめる中学生

2
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新しくなった御明神小の調理室

しずくいしの教育

特

集

進む ICT 教育
 全面改訂された教科書に QR コードが掲載

子どもたちの主な教材として、重要な役割を担う教科書。
教科書は子どもたちの「生きる力」を育むため、日々変化していく社会に合わせ、4年ごとに改訂
されています。特にも、約10年ぶりに改訂された学習指導要領に基づき、今回は中学生用の教科書が
全面改訂されました。

雫石中学校で使用される、新しい教科書が決定しました！
小学校では、今年度から新学習指導要領がスタートしているため、既に新しい教科書の使用が始まってい
ます。中学校では、来年度から新学習指導要領が完全実施になるため、7月27日の教育委員会議をもって、
教科書の採択が行われました。

雫石中で使用される新たな教科書（※学年が変わっても出版社は同じ）
教科名

出版社

教科名

出版社

国語

光村図書

理科

東京書籍

国語（書写）

光村図書

音楽（一般・器楽合奏）

教育芸術社

社会（地理）

教育出版

美術

光村図書

社会（歴史）

教育出版

保健体育

東京書籍

社会（公民）

東京書籍

技術・家庭

開隆堂

社会（地図）

帝国書院

英語

開隆堂

数学

東京書籍

道徳

日本文教出版

新しい教科書のポイントは何ですか？
新しい教科書には、QR コードが載っています。この QR コードを ICT 機器で読み
取ると、インターネットに接続され、歴史のできごとや英語の発音、図形の面積や体積
など、各教科に関係するコンテンツを見ることができます。

新しい教科書の使い方（イメージ）
新しい教科書と ICT 機器の活用は、児童生徒の学びを広げ、深める一助となります。
本町においても、ICT 教育の充実を目指し、町内全児童生徒に１人１台のタブレット導入と、校内の
通信環境整備を進めています。
【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
読書の壺

今月のこの一冊

『日本人と動物の歴史』
實吉達郎/著 （株式会社カンゼン）
日本人と動物の関わり方が古
代から現代に至るまで、どのよ
うに変化してきたのか、動物研
究家の著者が分かりやすく紹介
しています。
龍や河童など伝説上の生き物
や、現代の日本人にも身近な猫
や犬、ウサギといった動物も登
場し、日本の歴史を紐解いてい
きます。
日本史が好きな方にはもちろ
ん、動物好きの方も楽しめる一
冊です。

お知らせ（図書館の利用について）
【開館時間】
9：00〜17：00（水・金曜日は18：00まで）
【８・９月の図書館休館日】

－雫石町立図書館－

聞いて楽しいおはなし会
たんぽぽおはなし会 テーマ「たのしい夏」

乳幼児対象

日 ９月17日
（木）10：30 〜 11：00

絵本の読み聞かせ、紙芝居など。お楽しみに！

幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 ８月22日
（土）11：00 〜 11：30

場 町立図書館
絵本の読み聞かせなどを行います。お楽しみに！

乳幼児対象

町健康センターつどいの広場「たんぽぽおはなし会」

しばらくの間、中止とさせていただきます。

企画展「読書感想文コンクール課題図書展」
第66回青少年読書感想文コンクールと、第53回岩手
読書感想文コンクールの課題図書や読書感想文の書き
方のガイド本を展示・貸出します。
【期間】8月30日（日）まで
【場所】図書館内企画展コーナー
問い合わせ

※９月21日
（月）
は祝日開館し、９月23日
（水）に休

図書館（692–5959）

雫石中へ日本公衆電話会岩手支部が

場 町立図書館

日 ９月１２日
（土）14：00 〜 14：30

●毎週月曜日
館します。

場 中央公民館

QRコードでホームページへアクセス！

お知 らせ

7/20 「ネット安全ガイド BOOK」を寄贈

社会教育施設（公民館など）・
社会体育施設（体育館など）のご利用について

日本公衆電話会岩手支部の遠藤政幸支部長が町教育委

公民館などの社会教育施設や、体育館などの社会体育

員会を訪れ、
「中学生のためのネット安全ガイドBOOK」

施設をご利用の際は、感染症拡大予防のため、以下につ

450冊を、雫石中学校の全校生徒のために寄贈しました。

いてご配慮をお願いします。

寄贈された本には、具体的なインターネットトラブル
などが掲載されています。情報化が進む現代において、
中学生が正しい情報の知識を学び、考えながらインター
ネットを適切に活用する力をつけることが目的です。

《体調がすぐれない場合は利用をやめる》
日頃から健康チェックを行い、不調を感じたら、無理
をせず自宅で休養しましょう。
《手洗いやマスクの着用》
手洗いは最低15秒以上、指先や爪の間なども丁寧に洗
いましょう。
また、
マスクの着用も忘れずにお願いします。
《３つの密を避ける》
こまめな換気や人との間隔を空ける、密接した会話や
発声は避けるなどを心がけましょう。
一人ひとりの基本的な感染症対策や新しい生活様
式を実践し、感染拡大を防ぎましょう。

教育長に目録を手渡す遠藤支部長（写真右）

4
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生涯学習・歴史文化・スポーツのページ

受け継がれる伝統 /2020 オリ・パラ / 各種スポーツ大会予定
シリーズ紹介

「受け継がれる雫石の民俗芸能」−第4回−

ぶし

雫石のどどさい節

雫石町は、民俗芸能の宝庫と言われ、数多くの民俗芸能が町民の心の拠りどころとして大切に受け継がれて
きました。このコーナーでは、現在伝承されている演目や町無形民俗文化財に指定されている演目について紹
介します。
ぶし

雫石のどどさい節〈町指定無形民俗文化財〉安庭民踊省一会
藩政時代、秋田街道沿いの宿場町として賑わいを見せた雫石。その
酒席の酒盛り歌として歌われたのが「どどさい節」です。この歌は「秋
田甚句」と同系統のもので、秋田県仙北地方の「仙北サイサイ」がも
ととされ、その囃子言葉がそのまま曲名になっています。雫石のどど
演目の様子

さい節は、その後、秋田県仙北地方に移入され、かの有名な「ドンパ
ン節」に作り替えられたと言われています。

東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう！ ver. ３
このコーナーでは、オリンピックについてより知ってもらうため、オリンピックに関わる情報を隔月で発信し
ています！今回は、オリンピックマークについて紹介します。
◎オリンピックマークの意味
オリンピックマークは、
フランスのピエール・ド・クーベルタン男爵がデザインしたシンボルマークです。クー
ベルタンが唱えたオリンピックの精神「スポーツを通して心身を向上させ、文化や国籍の違いを乗り越え、平和
な世界の実現に貢献すること」に基づき、近代オリンピックは「世界平和」を祈念するものとなっています。
◎オリンピックマークの５つの輪
５つの輪は「ヨーロッパ大陸」
「アメリカ大陸」
「アフリカ大陸」
「アジ
ア大陸」
「オセアニア大陸」
を表します。マークの配置は、WORLD（世界）
の頭文字『Ｗ』になっていてます。５つの大陸が重なり合い、世界が団結
した大会であることを表現しています。
◎オリンピックマークの色
青・黄・黒・緑・赤と下地の白の６色で、世界
の国旗のほとんどが描けるということから選ばれ
ました。また、下地の白を除く５色は「５つの自
然現象」
「スポーツの５大鉄則」
を意味しています。

案 内

青

黄

黒

緑

赤

5つの自然現象

水

砂

土

木

火

スポーツの5大鉄則

水分

技術

体力

栄養

情熱

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

大会名

場

8月 ２９日（土）～３１日（月） 第３８回岩手県還暦軟式野球選手権大会

所

町営野球場・鴬宿運動場

１日
（火）～３日
（木） 第２１回岩手地区中学校駅伝継走大会

町総合運動公園

９月 １１日（金）～１３日（日） 令和２年度岩手地区中学校新人大会（バレーボール競技） 町営体育館
１９日
（土）～２０日
（日） 第２８回棗杯（野球競技）（バレーボール競技）

町営野球場・町営体育館

※上記日程は、７月末時点のものになります。大会当日までに変更になる場合もありますので、ご了承ください。
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教育行政・学校のページ

各種大会結果 / 雫石中で課外学習 / 新入学児童健診

報 告 練習の成果を発揮！雫中生が各種大会で大活躍しました
７/18～19・25・30

※3位以上を掲載しています

岩手地区中学校総合体育大会結果（敬称略）
【団体種目】

【サッカー】


優

勝

【軟式野球】


優

勝



（荒天のため決勝進出２校が優勝）



（荒天のため準決勝進出４校が優勝）

【ソフトボール】

【バスケットボール】


準優勝
《女子》準優勝

【バレーボール】

【バドミントン】


【柔道】


《男子》優 勝
《女子》準優勝
《男子》優 勝
《女子》優 勝
《男子》３ 位

【個人種目】
【バドミントン】（ダブルス）
《男子》１位 小田 和成・新里 侑真
２位 若松 昌哉・鈴木 葵葉
３位 米澤 佑耶・煙山 悠太
【バドミントン】（シングルス）
《男子》３位 佐々木 陽亮
【バドミントン】（ダブルス）
《女子》１位 細川 もえ・佐々木菜々
２位 高橋 白羽・佐藤 加菜
３位 阿部風羽里・伊藤 心優

７/18～19

岩手県中学校陸上競技大会結果（敬称略）

《男子》（共通800ｍ）３位

7/22・27

【バドミントン】（シングルス）
《女子》３位 赤坂 和奏
【柔道】
《男子》（55kg級） ３位 工藤 陸人
（66kg級） １位 瀬川 海星
（90kg級） １位 安本 空良
（90kg超級）２位 横田 雅晴
【新体操】
《男子》総合１位 安達 大翔
《女子》総合２位 高見 柚名

楢山

考輝

《女子》（共通1500ｍ）２位

白木

美樹

雫石中で課外学習が開催されました

教職員へ授業の指導を行う学力向上専門監が、中学
生に教科の指導を行う学習会を開催しました。
22日には、社会科担当の千葉史夫先生が、27日には
数学担当の畠山雅之先生が課外時間に指導を行いまし
た。生徒は、
わからないところを仲間同士で教え合い、
わかるまで先生に質問するなど意欲的に問題を解いて
いました。

社会担当の千葉先生

お 知 ら せ 新入学予定児童の健康診断を実施します
町教育委員会では、令和３年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を行います。
対象となるお子さんのいるご家庭には、９月中旬までに受診日時や場所などのお知らせ
を郵送しますので、ご確認の上、必ず受診してください。
なお、お知らせが届かない場合や当日都合がつかない場合は、学校教育課（692-6412）
までご連絡ください。
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数学担当の畠山先生

教育行政・学校のページ

雫石高スポーツ大会 / 西山小非行防止ＰＲ / 町教委感染症支援

〜教育委員会定例会レポート（７月）〜
― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
• 令和３年度に使用する雫石町立小・中学校教科用図書の採択に関し議決を求めることについて
• コミュニティースクール導入に向けた進捗状況について
• 学校施設の整備状況について
• 通学路の安全について
＊次回の教育委員会議は、8月26日
（水）10：00～、雫石町役場３階307号会議室で開催します。
教育委員会の会議は、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）

6/25・26

白熱！雫石高校で
校内スポーツ大会

7/9

西山小で校内放送を利用した
非行防止の PR を実施

雫石高校で校内スポーツ大会「学年マッチ」が開催さ
れました。この大会は、生徒会が主催し学年内の団結力
を高め、生徒同士の交流を深めるために開催されたもの
です。
独自のルールを設けた「雫高キックベース」のほか4
つの競技で、激戦が繰り広げられました。生徒たちは、
お互いを励まし合いながら競技に臨み、プレーを通して
絆を深めました。

盛岡西地区少年警察ボランティア協会の上野幸彦さん
と長澤貴夫さんが、給食時間に校内放送で非行防止の呼
児童を代表して児童会長の矢幅心さん
（６
びかけを行い、
年）が、誘拐を防ぐ標語「いかのおすし」を説明しました。
上野さんは「給食時間を活用して呼びかけできるのは
いいこと」と話し、菊池校長も「冬休み前にも再度実施
していただければ嬉しい」と話しました。

バレーボールで汗を流す雫高生

校内放送で非行防止を呼びかける長澤さん

お 知 ら せ 新型コロナウイルスに関する町教育委員会の支援について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、町教育委員会では学校教育環境を整備するため、以下の５事業を行い
ます。
①町内小中学生へ図書カード配布
学習支援として本と触れ合う機会を作るため、町内の児童生徒１人あたり３千円の図書カードを配布します。
②新たなスクールバスの購入
３密を回避するため、天井換気扇及び空気清浄機を装備したバスを２台購入します。
③小中学校における給食備品などの購入
白衣や消毒液の自動ディスペンサーを購入し、給食に係る衛生管理を強化します。
④西山小トイレ増設工事実施設計業務
３密の解消を目的に、トイレ増設に向けた設計を行います。
⑤雫石中調理室のトイレ洋式化改修工事
感染症対策のため汚染度の高い和式トイレを洋式化します。
【問い合わせ】学校教育課（692-6412）
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がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！
シリーズ「輝」

№181

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 御所小学校

ふるさとのよさを学び、ふるさとを大切にする心を育む

副校長

藤島

洋介

本校では、特色ある学校づくりを推進する中で、地域に根ざした学習活動を進めております。新型コロナウイルス
の影響で、地域との交流が難しい面もありますが、それでもできることは何か、どうすればできるか、工夫しながら
活動を進めています。1学期に行った活動から２つを紹介します。
１つ目は、２年生の活動です。生活科の町探検で、ファミリーランドへ行ってきました。子どもたちから出された
地域にある素敵な場所を知る活動となりました。子どもたちは、自然に囲まれた広い敷地の中で思い切り楽しんでき
ました。さらに、所長さんから管理面での苦労や人気の秘密についてのお話を聞くことができました。
２つ目は、３、４年生の活動です。総合的な学習の時間の自然観察会で矢櫃地区水辺園地へ行ってきました。さま
ざまな植物や生き物に触れることができました。ある子どもは、
「今まで植物などはあまり得意ではなかったけれど、
今日好きになれた。自然豊かなところに生まれてよかった。
」と帰りのバスで話していました。地域の自然の素晴ら
しさを感じる機会となりました。
今後も地域のよさに気づき、地域を大切にする心を育む活動を通して、ふるさとを愛する子どもを育んでいきます。

ファミリーランドで楽しむ２年生

子どもたちの力作を紹介します

作品『まほう使いと弟子』

２年生

く どう

もえ の

工藤

萌乃

さん
（左）

谷地

夏菜

さん
（中央）

藤田

彩希

さん
（右）

や

ち

ふじ た

なつ な

さ

き

生き物を観察します

先生の説明を熱心に聞きます

しずくいしギャラリー
作品『いろんなものがいっぱいある大迷路』

4年生

むら た

村田

せい ら

星空

さん

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－

作品『季節を一度に』

６年生

あさ り

浅利

あや か

綾花

さん

○新聞紙でまほう使いの服やマントを
作りました。ほうきや水晶玉やステッ
キも工夫して作りました。作った後は、
みんなで楽しくまほう使いごっこをし
ました。

○１階に、トンネルをいっぱいつけま
した。さらに、ぎざぎざをいっぱいに
して迷路にしました。色は、自分の好
きな色にしました。次は、落とし穴を
つけてみたいです。

○もし、私がこの絵の世界に入れるな
ら、この世界の色々なところを旅して
みたいです。木の葉や花の様子を表現
するために、グラデーションになるよ
うに色を塗りました。

◆夢中になって、新聞紙を丸めた
り、破いたり、貼り合わせたりして、
思い思いの魔法使いに変身しまし
た。身近にある物で楽しく活動で
きました。

◆構想を練る段階からイメージを
もって取り組んでいました。４つ
のフロアごとに迷路の作り方や材
料の使い方を工夫してあるのがと
ても面白いです。

◆一枚の画用紙の中に、四季を表
現しようという発想が素敵です。
雄大な自然の中にボートが浮かん
でいて、その景観を楽しんでいる
様子が伝わってきます。
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心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

募 集

～野菊ホールで思う存分弾いてください～
中央公民館グランドピアノ開放事業
日にち ８月17～19、24～28、31日
９月１～４、７～10、14～18、23～25、28～30日
※開放時間は日によって異なります。詳しくは、
お問合せまたは HP でご確認ください。
場 所 野菊ホール
対

象 町内在住または勤務している方
※小学生以下の利用は保護者同伴でお願いします。
利用料 １人につき１時間500円
※グループ利用や指導者同伴の場合も、１人につ
き500円です

申

込 平日8：30～17：15に中央公民館へ（692-4181）

夏休み自由研究展を開催します！
町内の小学５、６年生が夏休みに取り組んだ自由研究を展
示します。
期 間 ９月１日（火）～13日（日）８：30～17：15
場 所 中央公民館 １階 ふれあい広場
問合せ 中央公民館（692-4181）

町民登山の参加者を募集しています
雫石町山岳協会のガイドと一緒に、二戸市奥中山高原の
西岳（1,018ｍ）に登ります。
日 時 ９月５日（土）８：00出発（７：50集合）17：00帰着
集合場所 町総合運動公園 国道側駐車場
対 象 町内在住または勤務している方
定 員 先着20人
参加料 １人800円 ※申込後の返還は致しかねます。
持ち物 昼食、飲料水、おやつ、雨具、着替え、タオル、マスクなど
申 込 ８月22日（土）～28日（金）８：30より電話受付開始
町営体育館へ（692-5030）

町民相撲大会の出場選手募集
日 時 ９月５日（土）開会式9：30、競技開始10：00
場 所 西山小学校 相撲場
部 門 小学校の部（団体戦、個人戦）
中学生の部（団体戦、個人戦）
一般の部 （団体戦、個人戦）
申込み条件
・町内在住または出身もしくは町内小中学高等学校在校生
徒。そのほか町内事業所に勤務している方。
・小学校団体戦は各小学校単位で構成。中学生と一般団体
戦は各地区（雫石・御所・西山・御明神）ごとにそれぞ
れ正選手3人補欠選手2人以内の計5人以内で構成。
・選手登録者は、傷害保険に加入していること。
参加料 無料
申 込 8 月28日（金）17：00までに町営体育館備え付けの
申込み用紙でお申込みください。
問合せ 町営体育館（692-5030）

せ

お知ら

ト

イベン

スポーツマンガ制作講座の参加者募集
漫画家のそのだつくしさんを講師に迎え、スポーツマン
ガの作成方法を学びます。盛岡広域スポーツコミック「ぱ
るスポ」の番外編制作を行います。
日 時 ９月６日
（日）14：00～16：00
10月11日
（日）14：00～16：00
場 所 岩手未来機構事務所（盛岡市長田町6-16）
対 象 漫画やイラストの制作経験がある方（プロアマ問
わず）
盛岡広域８市町に在住または勤務先のある方
定 員 15人（１回のみの参加も可）
参加料 無料
申 込 ８
 月15日
（土）10：00から NPO 法人岩手未来機構
へ（613-7781、iwatemiraikiko@lime.ocn.ne.jp）
※定員になり次第締め切り

～かんたん中華をマスターしよう～
厨房レッスン
今回は「チンジャオロース」などを作ります。
日 時 ９月９日
（水）10：00～13：00
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の皆さん
定 員 先着12人
受講料 １人500円
申 込 ８月20日
（木）8：30から中央公民館へ（692-4181）

イケてるおやじ＆マダム学園
９月から２月まで、イケてるおやじ＆マダム学園が開催さ
れます！
日 程 ９月17日「開講式、コミュニケーションゲーム」
10月22日「登山コース/軽スポーツ（選択）」
11月６日「国道清掃」
12月24日「午前：座ストレッチ、午後：クラフト」
１月15日「朗読鑑賞会」
２月25日「保健講話」
定 員 先着55人
対 象 町内在住の方
受講料 2,000円（実費あり）
申 込 中央公民館へ（692-4181）

町青少年ホーム屋内運動場床改修工事のお知らせ
町青少年ホームでは、屋内運動場の床改修工事を行って
います。工事期間中は、屋内運動場が使用できませんので、
ご了承ください。
《利用中止期間》９月30日（水）まで
※作業状況などにより、利用中止期間が変動する可能性
があります。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692-4181）
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た！
きまし
て
い
聞
シリーズ対談・編集担当

「 I 」の小部屋

〈通算第65回〉 I 編第4回

一日体験入学で中学生へ水上スポーツの楽しさを教えた
雫石高校ボート部（2年生）
いわ い

部長：岩井
さ やま

部員：佐山

だい き

大輝さん

たく み

ぬまざき

副部長：沼﨑

しゅう

柊さん

拓海さん

今回は、７月30日に開催された雫石高校の一日体験入学で、中学生の （写真左から）
水上スポーツ体験教室をサポートした同校ボート部を代表して、２年生 佐山さん、岩井さん、沼﨑さん
の３人に雫石高校の魅力についてお話を伺いました！
（ I ）中学生の水上スポーツ体験教室をお手伝いして
みていかがでしたか？
（岩井さん：以下（岩）
）これまで、部員以外の方に
ボートの乗り方を教える機会が少なかったので、自分
たちにとっても貴重な体験になりました。中学生に
とっては初めてのボート体験だったと思うのですが、
とても楽しそうにボートを漕いでいたので、安心しま
した。この体験をきっかけに、中学生が少しでも雫石
高校に興味を持ってもらえると嬉しいです。

水上スポーツ体験教室の様子

（Ｉ）皆さんはどんなきっかけで雫石高校に入学しま
したか？
（岩）ボート部や郷土芸能委員会、雪上運動会など、
他の高校では体験できないことに取り組めるのが魅力
的だと感じました。
（沼﨑さん：以下（沼）
）少人数の高校なので、先生と
マンツーマンで勉強ができるため、自分の力をさらに
伸ばしたいと思ってこの高校を選びました。
（佐山さん：以下（佐）
）町内唯一の高校なので、地域
との繋がりが強く、地元の方と交流する機会が多いこ
とがいいと思いました。
（Ｉ）高校生活について教えてください。
（佐）年間を通していろいろな行事があるのですが、
６月の校内スポーツ大会や秋の文化祭、冬の雪上運動

会は特に盛り上がります。普段の授業では、教科書に
沿った内容だけではなく、先生が実体験を授業内容に
絡めて説明してくれるので、中学生の頃は苦手だった
教科がとても楽しいと思えるようになりました。生徒
思いの先生方に恵まれて、とてもありがたいと思って
います。
（Ｉ）これからの目標や将来像を教えてください。
（岩）パソコンの授業で情報処理検定試験を受けられる
ので、１級を取得して進学後や将来に活かしたいです。
（沼）将来は公務員を目指しています。目標に向かっ
て進む折れない心が大事だと思うので、夢に向かって
努力していきたいです。
（佐）今後も地域の方々との繋がりを大切にして、地
域づくりに携わっていきたいと思っています。
（Ｉ）中学生へメッセージをお願いします。
（沼）雫石高校は、勉強や学校生活などで先生方の手厚
いサポートが受けられることや、先輩後輩との距離が
近くてとても仲が良いこと、他の高校にはない活動が
たくさんあることが魅力です。悩みや心配事があって
も、支えてくれる先生や仲間がいるので、毎日楽しく
学校生活を送れると思います。ぜひ一緒に高校生活を
楽しみましょう。

「雫石高校で楽しい３年間を過ごしましょう！」と話す
ボート部の皆さん

あとがき

最近、夏野菜を頂くことが増えてきました。特によく頂くキュ
ウリは、醤油ベースの調味液に漬けて食べるのがお気に入りで
す。甘じょっぱくて鷹の爪がピリッと効いていてご飯が止まりま
せん。今年も夏バテ知らずでモリモリ食べようと思います！（ I ）

去年の今頃は、町内の子どもたちと富士市へ行ったり、子ども
会リーダーキャンプをしたりと熱い夏でした。今年はどちらも中
止で、夏らしい行事はありませんが、個人的にヒメボタルを見る
ことができました。来年はどんな夏になるのでしょうか？（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2020（令和2）年8月号 （8月13日発行）
編集・発行

雫石町教育委員会（担当：生涯学習スポーツ課） 〒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

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