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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
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※詳細は、２ページに掲載しています

ゲーム切り

家族の笑顔

〔 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 〕

くいしを
本年も教育しず
申し上げます
よろしくお願い

謹賀新年

（新里

にいさと

みづ き

晄生さん

御明神小５年）

★できごと紹介（12月のトピックス）
 ��� 2
★特 集���������������� 3
★生涯学習・文化芸術・スポーツ情報� 4〜5
★教育行政・学校情報
定例会レポート/シリーズ「輝」など� 6〜8
★お知らせ掲示板������������ 9
★対談・編集担当「Ｉ」の小部屋����� 10

スイッチオン

東京2020ホストタウンのドイツにエール
しずくいし少年少女合唱団がドイツ国歌で応援

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
できごと
紹介

2020.12 月

タバコの害を学ぶ
雫石小で薬物乱用防止教室
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12/19

しずくいし少年少女合唱団が
ドイツ応援動画を撮影

雫石小学校5年生を対象に「タバコの恐怖・伝えたい
タバコの真実」をテーマとして、盛岡つなぎ温泉病院の
小西一樹先生が授業を行いました。
禁煙マークが貼られた帽子と白衣を着た先生は、タバ
コが体に悪い理由やタバコが引き起こす病気などについ
て説明し、児童はタバコを勧められた時の断り方や、家
族にタバコをやめてもらう説得方法についてもロールプ
レイング形式で学びました。

しずくいし少年少女合唱団は、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック「復興ありがとうホストタウン」の
相手国であるドイツへの応援動画を、野菊ホールで撮影
しました。ドイツ語に初挑戦する子どもたちは、ソプラ
ノ歌手の新藤昌子さんにオンラインで指導を受け、ドイ
ツ国歌を見事に歌いあげました。
この動画は、ホストタウン専用サイト「世界はもっと
ひとつになれる Light up HOST TOWN Project」
に掲載され、世界中に発信されます。

ロールプレイングで禁煙の説得をする児童

動画撮影をするしずくいし少年少女合唱団

12/20

ドイツ文化への理解を深めよう！第１回ドイツ料理教室

雫石町はドイツを相手国として、東京2020オリンピック・パラリンピック「復興ありがとうホストタウン」に登
録されていることから、ドイツ文化の理解を深める一環として、ドイツ料理教室を開催しています。今回はオンラ
イン形式で行われ、講師でドイツ人シェフのマーカス氏は札幌から、町食生活改善推進員は中央公民館から、一般
参加者はそれぞれの自宅から参加しました。第１回では、ホットワインやドリンク、クリスマスクッキーを作り、
日本であまり馴染みのないドイツ料理に参加者は興味津々でした。

ドイツのクッキー
サンドグベック

ドイツのクッキー
バニラキプフェル

スパイスやオレンジを加えた
ホットワイン グリューワイン

第3回、第4回ドイツ料理教室受講者募集中！
ドイツ人シェフによる本格的なドイツ料理を学んでみませんか？ご自宅で受講できるオンライン教室ですので、
お気軽にご参加ください。
日

時 《第3回》１月30日
（土）10時～12時
《第4回》２月14日
（日）10時～12時

場

所 ご自宅で♪（Zoomでのオンライン教室）

参加料 無料

メニュー 《第3回》じゃがいものガレットとりんごのソース、ヒラメのソテー
《第4回》ドイツのミートボール、ベルリン名物・カリーブルスト
その他 各先着80人まで。お申込み方法や必要な食材など、詳細は町 HP をご確認ください。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692-4181）

2

広

教育し

くいし

.

子どもたちの学校生活を守る
学校の新型コロナウイルス感染症対策

しずくいしの教育

新型コロナウイルス感染症の流行は、昨年、政府から要請された全国一斉臨時休校を皮切りに、日本の教
育現場にも大きな影響を及ぼしました。幸いにも本町は、これまで感染症拡大防止対策を講じながら、でき
る限り通常の学校活動を実施してきました。町内の児童生徒が、これからも安定した学校教育を受けるため、
町教育委員会は「対コロナ」で、今後も安全安心な学校づくりに努めます。

これまで取り組んできたコロナ対策（一部）

感染症予防の徹底

切れ目のない
学びの提供

家庭学習の意欲向上

換気用大型扇風機の導入
トイレの洋式化や自動水栓化

一人一台タブレットの導入

町内全児童生徒へ
図書カードを贈呈

各校に消毒液や
マウスシールドなどを配布

導入 予 定 の タ ブ レ ッ ト は
キーボードの着脱が可能

これから取り組むコロナ対策

贈呈式の様子

～補正予算可決～

感染症拡大防止対策のための補正予算案が、令和２年度12月議会定例会にて可決されました。
学校名

内容

全小中学校 消耗品と空気清浄機の購入
配膳室壁張替え
雫石小
西山小

御所小

ステンレス製配膳室棚の購入

予算額

理由

（単位：千円）

マスクや消毒液、空気清浄機などを新たに購入します。

7,316

衛生的な給食を提供するため、既存の木製の壁と棚を更新します。

606

フェンス更新工事

経年劣化により壊れている校地内のフェンスを新しくします。

2,530

給食室

より十分な手洗いをするため、温水対応の水栓に交換します。

351

手洗器水栓交換

手洗い場増設工事

密集・密接を避けるため、校内に手洗場を増設します。

網戸取付工事

換気時の蜂などの進入を防ぐため、網戸を取り付けます。

1,232
909

給食室食材搬入口の風除室設置工事 衛生的かつ安全で確実な食材の搬入をするため、風除室を設置します。
児童・教職員用トイレの洋式化工事 衛生的で感染症予防を図るため、和式トイレを洋式化します。

雫石中

795

534
6,732

ゾーニング用間仕切りパネルの購入 保健室を訪れた生徒同士の距離を確保するため、保健室内を仕切ります。

129

【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

－雫石町立図書館－

今月のこの一冊

聞いて楽しいおはなし会

い

乳幼児対象

宇宙の現場で半世紀近く働い

たんぽぽおはなし会
テーマ「うし モーモー」

日 1月21日
（木）10：30〜11：30

場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居など。お楽しみに！

てきた著者の、宇宙活動の日記
ともいうべき書物です。

幼児・小学生対象

小惑星リュウグウから見事に
サンプルを採取し、故郷の地球

しずくいしおはなし会

日 1月23日
（土）11：00〜11：30

場 町立図書館

日 2月27日
（土）11：00〜11：30

場 町立図書館

日 2月13日
（土）14：00〜14：30

に帰還した「はやぶさ２」の軌
跡を中心に描かれています。宇

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！

宙の基礎をしっかり学べる良書

乳幼児対象

です。

町健康センターつどいの広場「たんぽぽおはなし会」
年度内は中止といたします。

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）
【1・２月の図書館休館日】
●毎週月曜日

企画展「復興ありがとう
ホストタウン」ドイツを学ぼう
ドイツの文化に関する図書資料を展示・貸出します。
【期間】１月31日（日）まで
【場所】図書館内企画展示コーナー

企画展「舞台は図書館」

問い合わせ

図書館を舞台にした本・絵本を展示・貸出します。

図書館
（692–5959）
QRコードでHPへアクセス！

【期間】２月２日（火）～28日（日）
【場所】図書館内展示企画コーナー

町のスポーツ振興に貢献した人へ贈る

町体育協会表彰

今年度の町体育協会表彰者が決定しました。予定されていた表彰式はコロナ禍により中止となりましたが、後日
表彰者へ個別に賞状が贈られました。
功労賞 （町体育協会の振興・発展に顕著な功績があった人へ授与）
・中村 光男（町バレーボール協会）
優秀賞 （各種東北大会で優勝および入賞した人または団体へ授与）
【個人の部】

【団体の部】
雫石中学校スキー部
天瀬

海斗、髙橋

心太郎、

村田

敬心、沼野

滉平、

村田

和久

・久慈

順子（岩手県ボウリング連盟）・髙橋

心太郎（スキー・雫石中学校）

・村田

敬心（スキー・雫石中学校） ・林崎

耀裕（スキー・雫石中学校）

ようすけ

会長賞 （県民体育大会などで優勝した人または団体へ授与）
【個人の部】

【団体の部】
・NPO法人雫石町スキー連盟
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・久保田

美鈴（町スキー連盟）

・村田

めぐ み

萌生（水泳・雫石中学校）

・ベアーズ（雫石町野球協会） ・横欠

美保（同上）

・白木

・雫石中学校女子硬式テニス部 ・岡森

篤（同上）

・用 一冴（陸上・同上）

・藤田

昭平（同上）

・楢山

考輝（陸上・同上）

・白藤

博康（町射撃協会）

・坂上

大晟（陸上・同上）

・煙山

玲衣（テニス・雫石中学校）

・吉田

夢望（陸上・同上）

・平野

ひまり（テニス・同上）

・大村

和花子（テニス・雫石小学校）

・土樋

燕（テニス・同上）
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えん

もちい

美樹（陸上・同上）

いっ さ

ゆめ の

※敬称略、所属は表彰に該当した際の所属先

生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

受け継がれる伝統 / 軽運動 / 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9回−

雫石裸参り

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され、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。

雫石裸参り〈町指定無形民俗文化財〉
雫石裸参り実行委員会
江戸中期から大正時代にかけて、雫石の広養寺と臨在寺の間に三軒
の大きな酒屋があった。これらの酒屋の若者たちが、健康を祈願し、
厳寒の旧暦12月14日に行った行事が「裸参り」である。現在も続く裸
参りは、１月に行われ、祈願者は三社座神社から永昌寺まで約1.2km
を約２時間かけて歩き、一年の無病息災、家内安全、五穀豊穣などを
祈る。神仏両方の奉納祈願は、雫石独自の風習である。

裸参りの様子

復活第 42 回雫石裸参り開催延期のお知らせ
令和３年１月17日
（日）に開催を予定していた「復活第42回雫石裸参り」は、新型コロナウイルス感染症拡大
の状況から令和４年１月に延期することになりました。

リ
タオルを使って簡単にできる運動をご紹介します。立っていても、座っていても
できるのでご家族みんなでチャレンジしてみましょう！
用意するもの

タオル（70～80cm くらいのもの）

やり方
①足を肩幅に開き、タオルを首の後ろに回して、両ひじが90度になるようにします。
※写真①のとおり（椅子の方は、少し足を開いて同じ姿勢になってください。）

写真①

②息を吐きながら、１・２・3のリズムで少しずつタオルを上に引き上げます。この
とき、タオルの角度に合わせて、顔も上へ上げましょう。気持ちいいところで止め
て、ゆっくり3回深呼吸します。※写真②のとおり
③息を吐きながら①の姿勢に戻り、3回深呼吸をしましょう。
④休みを入れながら、自分の適量回数で②～③を繰り返し行います。
ポイント
・②の動作では、タオルを力強く引きすぎないでください。
・痛みを感じた時は、運動を中止してください。

写真②

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

23日（土）

1月 24日（日）
30日（土）～31日（日）

大会名
雫石町民スキー大会

場

アルペン競技

所

岩手高原スノーパーク

雫石町サッカー協会会長杯 雫石フットサル大会（中学校の部）
雫石町サッカー協会会長杯 雫石フットサル大会（小学校の部） 町営体育館

２月 ６日（土）～７日（日） 雫石町サッカー協会会長杯 雫石フットサル大会（小学校の部）
※上記日程は、12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

定例会レポート / 教育長を再任 / 学校保健研修会 / 功労者表彰 / 雫中課外学習

ー
― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
・鶯宿温泉スポーツエリア整備計画（修正案）について
・東京オリンピック・パラリンピック機運醸成に向けた取組みについて

など

＊次回の教育委員会議は、1月19日
（火）10：00 〜、雫石町役場201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）

町教育委員会教育長に作山雅宏氏を再任
町は12月議会定例会での同意を得て、町教育委員会教育長に、12月26日付で作山雅宏氏（67歳・盛岡市）を任命
しました。作山氏は再任となります。任期は、任命の日から3年間です。

12/3

中央公民館で
町学校保健関係者合同研修会

12/21

元町教育委員の上田武夫さんが
「功労者表彰」を受賞

今回は、岩手県青少年育成県民会議会長の平井ふみ子
先生を講師にお招きし、
「生活 即 教育」と題して講演
が行われました。講演では、日々の生活や遊びの中に子
どもたちの学びがあることや、子どもたちが身につける
べき考え方・感情など、ガールスカウト活動や被災地で
の支援活動など平井先生の経験を交えながらお話しいた
だき、参加者は熱心に耳を傾けていました。

元教育委員の上田武夫さんに、全国市町村教育委員会
連合会から表彰状が贈られました。上田さんは、平成19
年２月23日の任命から令和元年9月末の退任まで12年７ヶ
月教育委員を務めました。この間、教育委員長職務代理
者を担った期間もあり、町の教育行政に大きく貢献され
ました。表彰状は、作山教育長から伝達され、長年にわ
たり町の教育振興に尽力された功績が称えられました。

講演をする平井先生

表彰状を持つ上田さん

12/21〜24

受験に向けて全集中！雫石中で「学力向上専門監」による課外学習

教員の授業に対し指導を行う「学力向上専門監」が、中学3年生を対象とした学習会を実施しました。
学習会では、社会と数学の２教科の指導が行われました。生徒は受験に向け、社会科では「入試によく出る重要
用語300」
、数学では「過去5年間の計算問題」などのプリントを熱心に解き、自主的に勉強する意識も高めていま
した。

社会科担当の千葉史夫先生
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数学担当の畠山雅之先生

教育行政・学校のページ

岩手県立雫石高等学校入学生募集について

く
中学生のみなさん、雫石高校で一緒に夢をかなえてみませんか？
雫石高校の良いところ！
１
２

一人ひとりが主役として輝ける
一人ひとりに先生方が親切丁寧に教えてくれる

４
５

もの演舞披露を行い、皆さんに喜ばれています。
進学も就職も、進路実現率毎年100％
防災学習､ 大学見学､ 企業訪問､ 伝統学習､ ボランティア

３

ボート部、郷土芸能委員会など全国レベルで活躍
 郷土芸能委員会は昨年7月に佐賀県で行われた全国高文
祭に岩手県代表として出場しました。町内外で年間30公演

活動など地域を知り社会的視野を広げる探究学習が充実
６ 生徒､ 保護者の満足度が高い
７ 雫石町からの多大な補助により充実した教育が受けられる
（例）制服代

･ 通学交通費 ･ ランチ ･ 奨学資金（雫高枠）･ 進学就職対策講座受講料 ･ 模擬試験受験料 ･
校外学習での町マイクロバス活用 ･ タブレット PC 整備

推薦入試募集要項の推薦基準（一部）を改定しました！
今年度、推薦基準の一部を以下のとおり改定し、より多くの生徒を募集します。
生徒会活動､ 校内外でのスポーツ､ 文化 ･ 芸術､ ボランティア活動､ 地域貢献活動等に積極的に取り組
んだ実績を持つ者（ただし､ 当該の活動を義務づけるものではない）

独自の取り組み「雫高虹色コンパス」を知っていますか？
私たち雫高生は町内外の各団体の皆さんに支えられ、主体的なキャリア教育の実践
を目指しています。誰かに決めてもらった進路ではなく、自分の ｢好き｣ を深めたり
広げたりしながら、大切な自分の進路を実現しようと頑張っています。一人ひとりを
大切にしてもらえる雫石高校で、皆さんも将来のステップを踏み出しましょう。

地域の宝、地域を支える人材を輩出する雫石高校で、皆さんを待っています。
お気軽に見学や進路相談に来てください！
【問い合わせ】雫石高校（692-3249）
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しずくいしギャラリー

シリーズ「輝」

№186
№
186

コロナ禍における
コロナ禍
コロナ
禍における「教育現場の知恵と工夫」
「教育現場の
「教育現場
の知恵
知恵と
と工夫」 副校長

令和２年は、日本中がコロナウイルスと闘った１年間で
した。本校も、毎日の授業や学校行事を実施できるか、実
施するならどんな対策が必要か大いに悩み、知恵を出し合
い、工夫を重ねてきました。工夫と知恵の一端をここにご
紹介します。
（１）５月23日「運動会」
午前中開催とし、密を避けた内容に工夫しました。保護
者の観覧は、前日からの場所取りはなし、敷きものやテン
トは使わず、立ち見で応援してもらいました（椅子席を準
備、校舎ベランダも開放）。「立ち見は正直疲れました」と
いう感想もありましたが、概ね好評でした。本校の運動会
の取り組みは、新聞などで報道され、他県の小学校から問
い合わせが相次ぐことになりました。
（２）10月24日「学習発表会」
会場の野菊ホールは、ステージ前の5列は空席、定員の

運動会

たかはし

と

わ

叶羽

半分とし、演目ごとに観客の入れ替えと換気をしました。も
ちろん、参加者は健康観察、検温をします。さらに、各家
庭から事前に来場予定者を記入・提出してもらい、万が一
にも備えました。会場内は一方通行にし、観客同士や児童
との接触を避けました。例年行っている全校合唱は、密が
避けられないことから行いませんでしたが、精一杯発表し
大きな拍手をもらって子どもたちの笑顔が輝いていました。
（３）11月13日「PTA 教育講演会」
授業参観日に合わせて行う PTA 教育講演会の講師を
PTA 会長の浦田大輔氏にお引き受けいただき、
「子供を守
るのは親の役目！スマホ・ゲームのリスクを親が正しく理
解しよう」と題してご講演いただきました。コロナ禍で外
部講師の依頼が難しい中、内部の適任者にお願いできたこ
とは、今後の大きな財産になりました。
（４）終わりに
世界では、ワクチン開発や接種のニュー
スも聞こえてきましたが、しばらくの間は
ウイルスの恐怖との闘いが続くのかもし
れません。しかし学校現場は、いつの日
かコロナが懐かしい言葉になることを願
いながら、目の前の子どもを第一に考え、
無理なときは立ち止まって（集会を中止
にするなどし）、可能なときは知恵を出し
合い工夫しながら毎日の教育活動を粛々
と進めて参りたいと思います。

しずくいしギャラリー

作品『きょうりゅうとの たたかいだ！』

高橋

義雄

学習発表会

子どもたちの力作を紹介します

１年生

細川

作品『たたかうヘラクレスオオカブト』

３年生

さん

ほ さか

保坂

かい

魁

さん

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－

作品『放課後の校舎』

６年生

しば た

柴田

ほ の か

穂香

さん

○きょうりゅうを大きく見せるよう
に、かみを大きくきり、はみ出るよう
にくふうしました。小さいきょうりゅ
うも2ひきつくりました。お気にいり
のさくひんです。

○角はダンボールを切って作りまし
た。強そうな様子を目立たせました。
せなかのかたいところは、ぷちぷちを
使って、もようをつけて、工夫しまし
た。

○卒業して校舎に来られなくなる寂し
い思いを、夕日に照らされて少し寂し
げな校舎を描くことで表現しました。
思い出が詰まった体育館を大きく描き
ました。

◆３色の色紙をダイナミックに使
い、３匹の恐竜を表現しましたね。
何もないところからアイディアを生
み出し素敵な作品を作る叶羽さん
です。恐竜との闘いの様子が伝わっ
てきます。

◆足は毛糸、頭はダンボール、体
はぷちぷちとさまざまな材料でヘ
ラクレスオオカブトのさまざまを
表現しました。クラスのみんなか
ら「上手」と褒められました。

◆校庭に出て下絵描きをする姿。
教室で画用紙を前に構図を確認す
る姿。納得いくまで色作りをし丁
寧に塗る姿。声をかけることをた
めらうほど、もの凄い集中力で描
き上げました。
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心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

せ

募 集

お知ら

冬休みの自由研究展

網張ビジターセンターミニ企画

網張の森雪上ハイキング

初めての方やお子様連れの方大歓迎です！参加を希望さ
れる方は、前日までにご予約ください。
日 時 １月16日（土）、23日（土）、24日（日）、30日
（土）
、
31日（日）各10：00～11：00
集合場所 網張ビジターセンター

町内の小学5～６年生が冬休みに取り組んだ自由研究を
展示します。子どもたちの研究成果をぜひご覧ください。
日

時 ２月8日
（月）
～21日
（日）8：30～17：15

場

所 中央公民館

岩手の読書週間記念事業
お気に召すまま～本のまくらでチョイス～
書名や作者名を隠し、その本の冒頭文（まくら）を頼り
に本を選んでもらう企画です。
期 間 ２月２日（火）～14日（日）
場 所 町立図書館
対 象 大人
その他 数量限定、１人１冊まで。

本の交換ひろば
読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を持ち
帰ったり、もちろん両方でもどうぞ。
期 間 ２月２日（火）～15日（月）
場 所 中央公民館 ふれあい広場
お願い
・マンガ雑誌や週刊誌、書き込み・落書きなどをしている
図書の持ち込みはご遠慮ください。
・図書の持ち込みは、本の交換ひろば開催期間中にお願い
いたします。
・お持ち帰りの図書は、１日１人5冊までです。
・公序良俗に反する図書の持ち込みはご遠慮ください。
問合せ 町立図書館（692-5959）

ケッパレランド散策ツアー
ケッパレランド周辺の雪原を歩くスキーで散策します。
夏場とは違う景色を堪能してみませんか？
日 時 ２月６日（土）9：30～11：30
場 所 ケッパレランド
対 象 小学校3年生以上
定 員 先着10人
参加料 １人1,000円（保険料とスキー一式）
※当日集金します
持ち物 防寒着、帽子、手袋、スポーツタオル、着替え、
飲料水、その他補食など各自必要な物
申 込 １月17日（日）～31日（日）までにケッパレランドへ
（695-2211）※水曜定休

野菊ホールロビー

問合せ 中央公民館（692-4181）

募集人数 ７人 参加料 300円
持ち物 雪上で活動できる格好、シューズ（長靴や登山靴、
トレッキングシューズなど）、手袋
申込・問合せ 網張ビジターセンター（693-3777、
amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

ト

イベン

～かんたん中華をマスターしよう～

厨房レッスン

今回は「帆立とチンゲンサイのクリーム煮」などを作り
ます。
日

（水）10：00～13：00
時 ２月10日

場

所 中央公民館

講

師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん

定

員 12人

申

（木）8：30から中央公民館（692-4181）
込 １月21日

調理室

受講料 １人500円

雫石町民スキー大会クロスカントリー競技
町民スキー大会クロスカントリー競技の参加者を募集し
ています！
日にち ２月27日
（土）
場

所 ケッパレランド

参加資格 町内在住または通勤・通学している方
※スポーツ傷害保険への加入が必要です
参加料 無料
申

込 ２月19日（金）17：00までに町営体育館備付の申
込用紙に必要事項を記入のうえ、体育館窓口に提
出してください。

問合せ 町営体育館（692-5030）

社会教育施設（公民館など）や社会体育施設（体育館など）を
ご利用の皆さまへ
施設利用の際は、密閉・密集・密接の3密を避け、マス
ク着用や手指消毒など一人ひとりの感染症対策にご協力を
お願いいたします。

感染状況により、開催が予定されているイベントが
中止または延期になることがありますので、ご了承く
ださい。
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〈通算第70回〉 I 編第9回

第 34 回岩手日報高校生フォトコンテストで ₁ 席を獲得！

盛岡商業高校

岩持

２年

そ

ら

青空さん

今回は、第34回岩手日報高校生フォトコンテストで、県内10校39
人が応募した63作品から見事1席に輝いた、町内在住の岩持青空さ
んにお話を伺いました！

愛用のカメラを持つ岩持さん

（Ｉ）いつから写真を撮るようになりましたか？
（岩持さん：以下（岩）
）写真は高校生になってから撮
るようになりました。高校に入学したとき、学校の廊
下に写真部の先輩が撮った写真が飾ってあるのを見
て、私もこういう写真を取ってみたいと思い入部した
のがきっかけです。

ても難しく感じて何を撮ったらいいのか分かりません
でした。ある日、コンテストとは別の写真を撮りに友
だちと歩いていたら、夕方の空が見たこともないよう
な色になっているのに気付いて、少し撮ってみようか
なと思って撮ったものを応募することにしました。

インタビューの様子

１席に輝いた作品「一緒に行こっか。
」

（Ｉ）写真部に入部してどんなことを教わりましたか？
（岩）写真部の先生は、国内の写真コンテストなどで
いつも上位に入るくらい上手な方で、その先生に指導
していただきました。入部当初は基本的な撮影の仕方
を教えてもらい、次に光や影の使い方など技術的なこ
とを習いました。あとは、とにかくたくさん撮ること
も大切だと教わりました。
厳しく指導していただく分、
みんな上手くなっていると思います。１年生の頃は入
賞できなくて悔しい思いをしましたが、仲間同士で切
磋琢磨し、２年生になってからとても上達したと先生
に褒められるようになりました。
（Ｉ）岩手日報高校生フォトコンテストに応募した時
のことを教えてください。
（岩）写真部として年に２回ほどこのコンテストに応
募していて、私は今回で3回目の応募でした。このと
きの課題は、小説の「タナトスの誘惑」で、最初はと

（Ｉ）1席になったときの感想は？
（岩）１席になったことを先生から教えてもらった時
は、自分のことだとすぐに信じられなかったのです
が、時間が経つにつれてだんだんと実感が湧いてきま
した。これまで２回応募した作品は入賞できなかった
ので、3回目で１席になれてとても嬉しかったです。
同じ写真部の子たちもとても喜んでましたし、家族に
１席の報告をしたら「すごいね。おめでとう！」と言っ
てくれました。
（Ｉ）読者の方へメッセージをお願いします。
（岩）変わった景色を見つけたら、すぐカメラに収め
ることができるので、まずはカメラを持ち歩いてみる
のもいいのではないかと思います。また、カメラの設
定を変えると、同じ景色でも全く違う雰囲気の写真に
なるのが面白いと感じています。みなさんも気軽な気
持ちで写真を始めてみてほしいです。

あとがき
あけましておめでとうございます！昨年はコロナ禍で心配になる
ニュースが多かったですが、教育しずくいしの取材を通して町の子ど
もたちの明るい話題に触れる機会も多い年でした。2021年も教育しず
くいしをよろしくお願いします！
（I）

今年は丑年。牛は古くから身近な動物として、また縁起物としても
親しまれてきたそうです。撫牛や赤べこ、豊穣を願う俵牛など。奥州
市牛の博物館企画展で展示中とのことです。牛にあやかって良い一年
にしたいですね。
（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2021（令和3）年1月号 （1月14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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