校

入選作品…学校名・学年は令和元年度当時のものです。

※詳細は、２ページに掲載しています

令和元年度メディア標語コンクール

2021.3 No.192

聞いてみよう

ゲームの音より

〔 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 〕

きょう すけ

家族の声 （中川 喬 介さん 御所小 6 年）
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教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

豊作を願う小正月行事
「庭田植え」を体験！

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

2021.2 〜 3 月

感謝の気持ちを込めて

町内小学校で６年生を送る会

2/25

町内の小学校で６年生を送る会が行われました。
密を避けるため、学年を入れ替えて発表をするなど、
感染症対策を徹底しながら開催されました。
下級生は、6年生の卒業を惜しみながら、先輩たちに
励ましと感謝の気持ちを伝えました。

雫石小学校

3/2

2/26

七ツ森小学校

西山小学校

2/18

2/26

御明神小学校

2/16

昔の暮らしや行事を学ぶ

御所小学校

西山小３年生が小正月行事を体験

町歴史民俗資料館で昔の暮らしについて学んだあと、
西山公民館に移動し、地域の方の協力を得ながら、小正
月行事の「みずき団子」と「庭田植え」を体験しました。
児童たちは、これらの行事が秋の豊作を祈って行われ
ることを学び「お米がたくさん実りますように」と願い
を込めていました。
「庭田植え」は、この日ほとんどの児童が初めての体
験で、説明を聞きながら丁寧に稲わらを雪の上に植えま
した。

2
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ミズキの枝に団子をつける児童たち

2/8〜21

研究の成果を一堂に展示
冬休み自由研究展

2/14

オンラインで学ぶ
第４回ドイツ料理教室

町内の小学５～６年生が冬休み中に取り組んだ自由研

マーカスシェフ（ドイツ出身・札幌市在住）を講師とし

究を紹介する展示会が、野菊ホールロビーにて行われま

た第４回ドイツ料理教室が開催され、最終回となる今回

した。

は、オンライン・本会場合わせて、これまでで最多とな

期間中は、模造紙やノートにまとめられた98点の自由

る32人が参加しました。在日ドイツ大使館のホーボルト

研究が展示されました。
テーマは
「かまくら作り」や「ラー

幸夫広報文化専門官がオンラインで挨拶をした後、参加

メンは本当に伸びるのか」などさまざまで、子どもたち

者は「ドイツのミートボール」と「ベルリン名物・カリー

のユニークな視点で調べられた自由研究は、来場者を楽

ブルスト」の２品を作りました。

しませました。

今年度はオンライン形式での開催でしたが、地元だけ

終了後は、それぞれの研究に関連したおすすめ図書と
鑑賞者の感想文が、児童へ届けられました。

展示された子ども達の自由研究

2/26

盛岡教育事務所長表彰で
町内の教職員３人が受賞

ではなく国内外どこからでも気軽に参加できるため、ド
イツ料理教室を通じて交流の輪が広がりました。

ミートボール
（左）
とカリーブルスト
（右）

2/21

町国際交流協会の会員交流＆
ゲスト + オンライントーク会

盛岡教育事務所管内の公立小中学校に勤務し、教育活

町国際交流協会は、中央公民館でトーク会を行い、32

動の発展に大きく貢献した教職員等に贈られるもので、

人が参加しました。これは、雫石町がドイツを相手国と

下記の方々が受賞しました。※敬称略
所属・職名・氏名

受賞理由

した東京2020大会「復興ありがとうホストタウン」に登
録されていることにちなみ開催されたものです。
トーク会では、地元の漫画家で聖火走者候補の、その

七ツ森小学校
用務員
矢幅 孝

柔軟かつ積極的、主体的に業務
に尽力し、児童の健康と安全、教
育活動の推進に貢献しました。

だつくしさんと、ドイツ菓子職人のポール・ツィマーマ

雫石中学校
教諭
釜ケ澤 和泉
朴澤 かおり

道徳授業改善の先頭に立って活
躍されました。その成果は県教育
ひ れき
センター発表会などで披瀝され、

ウス・ウェルツさんが参加し、同協会の留学事業でドイ

ンさん（花巻市在住）がドイツへの思いを語りました。
オンラインでは、ドイツのネッカーズルム市からユリ
ツを訪問したメンバーと画面越しに再会しました。

高い評価を得ました。

賞状を手にする受賞者の皆さん

ツィマーマンさん
（中央）
と、そのださん
（右）
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しずくいしの教育

特

集

雫石中学校の生徒が
難民支援と環境問題を学ぶ

雫石中学校が家庭科の学習で取り組んだ「
“届けよう、服のチカラ”プロジェクト」
。今回は、そ
の取り組みの様子を紹介します。

環境問題と難民支援
環境に配慮した衣生活を学ぶ中で、2030年までに
全世界で取り組む SDGs（持続可能な開発目標）
とリサイクルの関係性と、難民支援がどのようにつ
ながるかを学び、自分たちが実践することを目的に
授業が行われました。
※ SDGs（持続可能な開発目標）とは？
「貧困をなくそう」
、
「飢餓をゼロに」など17のゴール・169のターゲットで構成される、
持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。（外務省 HP より引用）

取り組みの内容
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）と、ユニクロ
などを展開する㈱ファーストリテイリングが取り組む小
中高生参加型学習プログラム
「
“届けよう、服のチカラ”
プロジェクト」
に家庭科学習の一環として参加しました。
授業では、プロジェクトの DVD を視聴した生徒が、
レポートを作成。プロジェクトに賛同する生徒から、お
よそ200着の洋服が提供され、
レポートと一緒にプロジェ
クト事務局へ送られました。
その後、提供された洋服がどのようにして難民キャン
プまで届けられたかの報告と、支援に対する感謝状が生
徒のもとへ届けられました。

学ぶ

洋服を集める・発送

難民の子どもたちに届く

プロジェクトから生徒が学んだこと
世界では、満足な衣服が着られず、小さな
命が失われることもある現状に多くの生徒が
衝撃を受けました。
生徒からは、服のリサイクルが環境保全や
人道支援にもつながること、作る側と買う側
の責任と義務や、廃棄に伴う焼却が地球環境
に大きく影響することを学び、今まで考えて
いたリサイクルに対する意識が大きく変わっ
たという感想が多く寄せられました。
プロジェクトを通して生徒たちは、小さく
SDGsやリサイクルなどを学ぶ生徒たち
なって着なくなった洋服が、誰かの命を守る
かもしれないということを知り、衣生活についてさまざまな角度から考えられるようになりまし
た。

4
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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

－雫石町立図書館－

聞いて楽しいおはなし会
乳幼児対象

『美しいものを』

たんぽぽおはなし会
テーマ「春のあしおと ぽ ぽ

花森 安治/著 （暮しの手帖社）
雑誌「暮しの手帖」の創刊者

ぽ」

日 3月18日
（木）10：30〜11：00

場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居など。お楽しみに♪

である花森安治氏の、美しい挿
画とシンプルでありつつ力強い

幼児・小学生対象

言葉で紡ぎ出された言葉集。
日々を慎ましく懸命に生きる中

しずくいしおはなし会

日 3月27日
（土）11：00〜11：30

場 町立図書館

日 4月24日
（土）11：00〜11：30

場 町立図書館

日 4月10日
（土）14：00〜14：30

で、見いだすことのできる「美
しさ」
とは何か。戦争を経験し、

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！

以降「暮らし」を大切にしてき
た氏の珠玉の言葉集です。３月の卒業シーズン、

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」

旅立つ若者や日々を懸命に送る全ての人に贈りた

年度内は中止といたします。

い一冊です。

企画展「文学で読む３.11」

お知らせ（図書館の利用について）

東日本大震災をテーマに描かれた図書資料を展示・
貸出します。
【期間】３月２日（火）～31日（水）
【場所】図書館内企画展示コーナー

【開館時間】
9：00〜17：00（水・金曜日は18：00まで）
【3・4月の図書館休館日】

企画展「虹の似合うまち

●毎週月曜日

雫石町」

町ブランドメッセージ「虹の似合うまち 雫石町」
にちなみ、虹や雫石町に関連のある図書資料を展示・
貸出します。
【期間】３月２日（火）～31日（水）
【場所】図書館内企画展示コーナー

問い合わせ
図書館
（692–5959）
QRコードでHPへアクセス！

シリーズ紹介

「受け継がれる雫石の民俗芸能」−第 11 回−

篠川原剣舞

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、現在指定されている町無形文化財や伝承されているものについて紹介し
ます。

篠川原剣舞〈町指定無形民俗文化財〉
篠川原剣舞保存会

演舞の様子

案 内

町内で行われる各種スポーツ大会など
日

3月

今から約 300 年以上前、上厨川村（現在の盛岡市）に剣舞があるこ
とを知った篠川原地区の有力者らが、若者たちの娯楽として取り入れ
たのが起源とされている。太夫はつま折笠をかぶり、数珠と扇を持ち、
踊り手は「とじわ」（軍配の柄を長くしたようなもので、五色の飾り
が付く）を持って踊る。演舞は、お盆を中心に仏前や墓所で午後から
夜にかけて踊られていた。

程

大会名

14日（日）

全日本少年フットサル大会岩手県予選

28日（日）

町営体育館無料開放

4月 11日（日）

場

所

町営体育館

令和３年度雫石町スポーツ少年団結団式

※上記日程は、２月末時点のものになります。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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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

スポーツエリア整備計画

鶯宿温泉スポーツエリア整備計画を修正しました
平成３０年７月策定の鶯宿温泉スポーツエリア構想、同年１１月に策定の鶯宿温泉スポーツエリア整備計画について、
拠点となる旧南畑小学校の利活用をより具体的に進め、エリア全体のスポーツ環境の魅力を高めるため見直しを行
いました。
令和３年度は、施設整備に向けた設計業務のほか、エリアの魅力を発揮していくため、（仮称）
鶯宿温泉スポーツ
エリア魅力化計画の策定に取り組む予定です。

将来の構想と展望（ビジョン）
★幅広い年代が楽しみながら体験する健康づくりの

ビジョン達成に向けた取り組み
エリアの課題を改善し、エリア全体のスポーツ環
境を高める。

実践
旧南畑小学校の施設の特徴を活かした利活用によ
り、町民の誰もがスポーツに親しみ、健康増進につ

▶利活用をより具体的に進めるための拠点スポーツ
の選択

ながるエリアとなる。

★トランポリン
★スポーツ合宿による交流人口の拡大と地域の賑わ

★アーチェリー

★グラウンド・ゴルフ

い創出
旧南畑小学校の立地条件を活かした競技スポーツ

▶選択の理由

の通年利用環境を整え、
北東北の拠点施設を目指し、

⃝運動による町民の健康増進と交流人口の拡大

隣接する鶯宿温泉の活性化につながるエリアとなる。

⃝鶯宿温泉の活性化

⃝県内に類似施設が少ない

⃝トップアスリートの輩出が目指せる競技
★スポーツ普及と選手育成強化によるオリンピアン

⃝施設の利用実績がある

の誕生

⃝意欲的で専門性を備えた団体との協働

将来オリンピアンが誕生することにより、町の知

⃝施設の特徴や立地条件を活かせる

名度向上につながり、町民が誇れるエリアとなる。

⃝遊休施設および遊休地の有効活用

▶整備概要およびスケジュール
整備概要
校舎多目的ホール他整備
（トランポリンスペースほか、
校舎環境整備）
校庭屋内射場整備

多目的ホール拡張、トイレ様式化、
網戸等整備

屋内射場、屋根付き通路、倉庫、

（アーチェリー通年利用環境整備） 防矢ネット整備

保健体育施設用地整備
（グラウンド・ゴルフ環境整備）
鴬宿運動場整備
エリア駐車場整備

6

年度

事業内容

R3 設計業務委託
R4 整備工事、工事監理業務委託
R3 設計業務委託
R4 整備工事、工事監理業務委託
R5 駐車場整備

コース整備、駐車場
R6 グラウンド・ゴルフ場整備
防球ネット整備
校舎敷地、校庭、Ｃグラウンド駐
車場拡幅
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R7 整備工事
R7 整備工事

定例会レポート / いじめ防止 / 職員衛生 / パブコメ / 空気清浄機

教育行政・学校のページ

〜教育委員会定例会レポート（2月）〜
― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
雫石町教育委員会表彰について、教育委員会の事務事業に関する点検・評価について
次回の教育委員会議は、３月23日
（火）10：00 ～、雫石町役場２階201号会議室で開催します。
２/19

第３回総合教育会議レポート

町長と教育委員による総合教育会議は、双方が教育分野の課題や目標を政策
と連携させることで、より効果的な教育行政を行うために開催されています。
今回は、教育委員会施策の今年度の振り返りについてと、令和３年度施政方
針について話し合われました。

総合教育会議の様子

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）

2/12

第2回いじめ防止等
対策連絡協議会

学校や行政機関などの協議会委員が、いじめ問題の現
状などについて情報共有し、適切な対応のあり方につい
てグループごとに話し合いました。
※町のいじめ対策について、10ページに掲載しています。

2/24

第２回町立学校教職員
衛生委員会

町立学校の教員や教職員組合の代表者が集まり、時間
外労働の状況やストレスチェックの結果について確認し
ました。学校現場が抱える問題や教育委員会への要望な
どについて率直な意見が交わされ、教職員の働き方改革
に向けた今後の取組について話し合われました。

グループに分かれて話し合う協議会委員

「町スポーツ推進計画中間見直し（案）」

協議の様子

町内の小中学校に

お 知 ら せ パブリックコメント募集中

報 告 空気清浄機を配備

町スポーツ推進計画は、計画期間を平成29年度から令

国のコロナ対策交付金を活用し、町内小中学校に空気

和５年度までとし、町スポーツ施策の推進を図ってきま

清浄機を配備しました。加湿機能やウイルス抑制機能も

した。今年度は、中間年度にあたることから、見直しを

備わっており、子どもたちが安全・安心に学習できる環

するにあたり、以下のとおりご意見を募集します。

境を整えていきます。

募集期限 ３月16日
（火）
設置場所 町役場総合案内、中央公民館、各地区公民
館、町ホームページ内
提出方法 窓口での書面提出、郵送、FAX、メール
問い合わせ 〒020-0555

雫石町上曽根田114番地

生涯学習スポーツ課生涯スポーツグループ
（中央公民館内）
〈TEL〉692-4181 〈FAX〉692-4183
〈メール〉sports＠town.shizukuishi.iwate.jp

配備された空気清浄機
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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」

№188

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 雫石中学校

「雫石町に元気を」―３年生の活躍

「雫石町に元気を」を合言葉にスタートした今年度。

長畑

副校長

滋彦

た。地区中文祭では、応援団、チアリーダー、吹奏楽

コロナ禍の中、全校を引っ張ってくれた３年生の力は

部が一体感のある応援披露を行い高い評価を得まし

大きかったと思います。

た。地域との活動では、福祉委員会と家庭部が中心と

開催が危ぶまれた地区中総体。
団体５種目で優勝（野
球、サッカー、バレー男子、バド男女）
するなど、培っ
てきた力を示しました。上位大会は中止になりました
が、ひたむきな姿を後輩に見せたと思います。

なり「しずくいし

つながる Big プロジェクト」な

ど積極的に取り組みました。
大きな行事が縮小開催・中止になる中、できること
を精一杯行った生徒たちに逞しさを感じます。

文化面でも、全国教育美術展特選、わたしの主張地

今、３年生は進路実現に向け全力を傾けています。

区大会優秀賞、税の作文コンクール岩手県納税貯蓄組

１・２年生は３年生の背中を見ながら、新生徒会を中

合連合会長賞・優秀賞・全国中文祭岩手大会ポスター

心に活動を始めました。本校生徒の活動を温かく見

コンクール最優秀賞など多くの生徒が力を発揮しまし

守って頂ければと思います。

岩手地区中総体野球競技

生徒たちの力作を紹介します

雫中祭応援披露

しずくいしギャラリー

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－

作品『家紋の構成による木箱』

２年生

たかはし

高橋

ら

む

る

來夢琉

さん

２年生

ひら た

ま ち か

平田 真千香

さん

２年生

けむやま

煙山

れ

い

玲衣

さん

○僕は「丸に木瓜」という家紋を

○私の家紋は「三笠松」です。ズ

○授業を通して初めて自分の家の

彫りました。難しかったことは中

レないように工夫して楽しかった

家紋を知りました。
「左三つ巴」と

心部分の細かい所を綺麗に彫った

です。何回か彫刻刀が刺さりまし

いう家紋で曲線のみでバランスを

ことです。ニスやオイルステイン

たが、なんとか完成して良かった

とるのが難しかったです。

も塗りました。

です！

◆複雑な文様を小細工せずに大き

◆松の文様を大胆なレイアウトの

◆一つの家紋を陽刻・陰刻の両方

く正々堂々と彫り上げました。塗装

意匠にして彫りました。正確な彫

を使ってアレンジした意匠で、デ

の仕上げが丁寧なため重厚で高級

り跡から細部まで神経が行き届い

ザインセンスの良さが伝わります。

な工芸品のように見えます。

て創られた良い作品なのが伝わっ

彫りも美しく仕上げています。

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
雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
お気軽にご参加ください！
時

１期

４月６日
（火）～６月15日（火）
10：00～11：30（毎週火曜・全10回）

２期（午前の部）４月８日（木）～６月17日（木）
10：00～11：30（毎週木曜・全10回）
２期（夜間の部）４月８日（木）～６月17日（木）
19：00～20：30（毎週木曜・全10回）
※全日程とも祝日は開催しません
場

所 町営体育館

内

容 マ
 シントレーニング・バランスボール・チューブ

お知ら

ト

イベン

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

運動不足が気になる方やもっと体力をつけたい方など、
日

せ

募 集

冬の網張の森を体験してみませんか？参加を希望される
方は、前日までにご予約ください。
日 時 ３月21日
（日）
、27日
（土）
、28日
（日）
10：00～11：00
集合場所 網張ビジターセンター

募集人数 各７人
参加料 300円
引 率 網張ビジターセンター解説員
持ち物 雪上で活動できる服装、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）

トレーニングなど体力や年齢に応じたプログラム
の実践
講

師 町体育協会スタッフ

対象・定員 町民・先着8人
受講料 3,200円（体育館使用料・保険料含む）
～29日（月）町営体育館（692-5030）
込 ３月20日（土）

申

※受付開始は８：30から（電話のみ）

雫石町ジュニア・アスレティック教室
町内在住の小学生を対象にさまざまなスポーツ体験をし
ます。
日
１期

４月６日
（火）～６月15日（火）
４月８日（木）～６月17日（木）
16：30～18：00（毎週木曜日・全10回）
※全日程とも祝日は開催しません

場

所 町営体育館ほか運動公園内施設

内

容 バランスボール・マット運動など、いろいろなス
ポーツ体験（陸上・サッカー・バドミントン・
ティーボール・バスケットなど）

講

師 町体育協会スタッフ

対象・定員 町内在住の小学生・先着8人
受講料 2,200円（体育館使用料・保険料含む）
申

《奨学資金貸付制度》
高等学校以上（専修学校なども含む）に在学し、本人ま
たは家族の住所が町内にある学生・生徒を対象に資金を貸
し付けします。
貸付月額
（上限） 15,000円～35,000円以内 ※高等学校や
大学、公立、私立などによって月額限度額が異なります。
申込期限 ５月６日（木） ※学力や経済状況などを審査の
上、６月に採用者を決定します。
利
返

時
16：30～18：00（毎週火曜日・全10回）

２期

奨学資金貸付・就学援助の希望者募集

込 ３月20日（土）
～29日（月）町営体育館（692-5030）
※受付開始は８：30から（電話のみ）

お家に「鯉のぼり」眠っていませんか？
雫石の春の風物詩「雫石川の鯉のぼり」に使用する鯉の
ぼりを募集しています。お家で使わなくなった鯉のぼりを
寄贈していただける方は、下記までご連絡ください。
いただいた鯉のぼりは、毎年開催される「雫石川に鯉の
ぼりを泳がせよう掲揚式」で掲揚されます。
受付・問合せ 中央公民館（692-4181）

子 無利子

還 高
 等学校や大学などを卒業後、貸付期間の４倍の
期間で返済となります。

返還免除 雫
 石高校を卒業後、返還開始時点で町内に居住
し、かつ、正規雇用されている場合は、返還金
（年額）の２分の１を免除します。
申込・問合せ 学校教育課（692-6412）
《就学援助制度》
経済的な理由で就学困難と認められる小・中学生の保護
者を対象に、学用品費、修学旅行費などを援助します。
※新入学児童生徒学用品費などの入学前支給を申請し、認
定を受けられた人も、この制度を希望する場合は手続き
が必要です。
申 込 お子さんが通学または入学予定の学校、学校教育
課（692-6412）
※制度の詳細は、
町ホームページをご確認ください。

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
各施設をご利用の際は、マスク着用や手指消毒、検温な
どの感染症対策にご協力をお願いします。
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。あらかじめご了承くだ
さい。
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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72回〉 I 編第11回

町の子ども達が安心して学校生活を送れるようサポートする

盛岡教育事務所

指導主事

たかやなぎ

髙栁

としゆき

利幸さん

今回は、盛岡教育事務所から派遣され、町教育委員会で各学校のサポート
をしている指導主事の髙栁利幸さんに、町のいじめ対策の取り組みやいじめ
に気づくポイントなどについてお話を伺いました！
（Ｉ）まずは、自己紹介をお願いします。
（髙栁さん：以下（髙）
）出身は久慈市で、これまで、
久慈市や野田村、盛岡市、紫波町、宮古市などの学校
に教員として勤務しました。今は盛岡教育事務所の所
属ですが、雫石町教育委員会で、各種研修の企画・進
行や町内小中学校のサポートなどを担当しています。
雫石の方は優しい人ばかりで、食べ物もおいしくて、
素晴らしい町だと思っています。

インタビューの様子

（Ｉ）町教育委員会のいじめ対策について教えてください。
（髙）いじめ防止等対策連絡協議会を年２回開催して
います。警察署など関係行政機関の職員や学校、保護
者の方などが参加し、いじめが起きた時の対応を確認
します。いじめに関する講義も行い、これまで「コロ
ナ禍による誹謗中傷」や「いじめの認知」
、
「県のいじ
め防止対策」などを紹介しました。参加者からは、
「こ
のようないじめがあると知り驚いた」
、
「PTA にもこの
内容を知ってほしい」などの感想をいただいています。
（Ｉ）町教育委員会と学校はどのように連携している
のですか？
（髙）各学校では
「学校いじめ防止基本方針」
を策定し、
いじめ防止の研修を行っています。毎月の校長会議で
情報を共有します。もちろん、重大ないじめ事案が確
認された時は、その時点で学校から教育委員会へ報告
されます。

髙栁さん

いじめ防止等対策連絡協議会で
講義をする髙栁さん

（Ｉ）大人がいじめに気づくポイントは？
（髙）決定的なものはないのですが、県のいじめ対応
マニュアルに、
「いじめられている子」と「いじめて
いる子」の行動変化の例が紹介されています。
（Ｉ）
「いじめられている子」の変化は？
（髙）紹介されている例では、「急に甘えたり、はしゃ
いだりする」、「友達とのやりとりが丁寧になる」
、
「給
食着を複数枚持って帰ってくる」、「メールをこそこそ
見ている」などがあります。元気がなかったり、理由
をはっきり言わないアザや傷があるといった目に見え
る変化だけでなく、少しいつもと違う様子が、助けを
求めるサインなのかもしれません。
（Ｉ）
「いじめている子」の変化は？
（髙）
「暴力的な言動や友達を中傷する言動が目立つ」
、
「お金の使い方が派手になる」、
「時間にルーズになる」
などです。言動やお金の使い方の変化のほかに、今ま
でできていたことができなくなることもあります。い
じめられている子も、いじめている子も小さな変化が
あり、その子らしくない、いつもと違うなと思う時が
あります。
（Ｉ）町内の児童生徒へメッセージをお願いします。
（髙）困ったことがあったならば、ひとりで抱え込ま
ず、先生や保護者など身近にいる大人へメッセージを
発信してください。

あとがき
だんだんと暖かい日が増えてきましたね。今シーズンの冬は寒さが
厳しかったので、春が待ち遠しい気持ちです。ポカポカ陽気が嬉しい
反面、花粉も飛び交うこの季節。少しずつ鼻がムズムズしてきました。
どうやら今年も長い戦いになりそうです…。
（I）

３月初旬の夕方、歴史民俗資料館の帰り道に安庭橋を渡っていると、
左右の湖面に無数の黒い点々が。冬鳥の大群です。上空にもものすご
い数が飛んでいて、初めて見るような光景でした。そろそろ北へ渡り
始めるのでしょうか。春はもうすぐですね。
（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2021（令和3）年3月号 （3月11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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