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教育しずくいし
教育

雫石町教育委員会広報紙

できごと紹介

2021.3月

町内の学校で卒業式
町内の各学校で卒業式が行われました。
小学校５校から122人、中学校から122人、雫石高等学

3/18

校から29人の児童・生徒が卒業しました。
各校の卒業生は、４月から始まる新生活への期待を胸
に、在校生や保護者、教職員に見守られながら、思い出
の詰まった学び舎を巣立っていきました。

雫石小学校

3/18

3/18

七ツ森小学校

西山小学校

3/19

3/18

御明神小学校

御所小学校

3/13

3/1

雫石中学校

2
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雫石町教育委員会表彰で13人・２団体が受賞

3/23

この表彰は、町の教育・文化・スポーツの発展に著しく寄与した個人や団体に対して行うもので、下記の方々が
晴れて受賞されました。
※学年は令和２年度のものです。

受賞者
うわ の

宏

などを歴任し、町の教育、文化、生涯学習、スポーツ施策の発展に寄与。

す み こ

上野

受賞理由
県内の教員として教育振興に尽力。退職後、本町の教育長職務代理者

ひろし

故 上野
うわ の

※敬称略

壽美子

読み聞かせボランティアグループに在籍し読書普及活動に尽力。

各校の図書購入のため寄付を行うなど子どもの読書推進に大きく貢献。
ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル 2019 東北本選

よねざわ

米澤

りりや（雫石小６年）

しもさわ だ

あおい

下澤田
うら た

浦田
ふく だ

福田
すぎ た

杉田

つちとい

土樋

ひら の

平野

けむやま

煙山

まるやま

丸山

葵（雫石中３年）

うた か

詩歌（雫石小３年）

小学生部門Ｂ

優秀賞

小学生部門Ｂ

最優秀賞

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル 2020 東北本選

第 23 回紅花摘唄コンクール全国大会

年少の部

優勝

第 23 回紅花摘唄コンクール全国大会

年少の部

準優勝

はる な

陽菜（雫石中２年）
み う

美羽 （雫石中２年）

第 33 回東北中学校新人テニス選手権

えん

女子団体

ひまり（雫石中２年）

第 33 回東北中学校新人テニス選手権

燕 （雫石中１年）
れ い

玲衣（雫石中２年）

いずみ

泉（雫石中３年）

女子団体

２位

２位、女子ダブルス

第 80 回全国教育美術展

３位

特選

受賞者・丸山さんの作品
うわ の

上野

よねざわ

米澤

さ ち

紗知（雫石中３年）

ゆりや（岩手女子高３年）

雫石中学校

家庭部

雫石中学校

生徒会

令和３年度 第 21 回全国中学校総合文化祭岩手大会 兼 第 20 回岩手
県中学校総合文化祭 スローガン・ポスターコンクール
ポスターの部

最優秀賞

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル 2020 東北本選
中高生部門 B

最優秀賞

社会福祉協議会や地域住民と一体となり、６年間継続的に地域貢献
活動への取り組み。

ボランティア活動や地域活動推進に取り組み、有志によるボランティ
ア・地域活動への参加。
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特集

新しいスタートを応援しよう！
小1プロブレム・中1ギャップとは？

新年度のスタートとともに、小中学校には多くの新入生が入学しました。新しい先生や友達との出会いに期待し
ながら、夢いっぱいで入学の日を迎えたことでしょう。
入学は、子どもたちにとって保育施設から小学校、小学校から中学校という大きな環境の変化となり、学校教育
ではこの繋ぎがとても大切だとされています。

小 1 プ ロ ブ レ ム
「集団行動が上手くできない」
「黙って先生の話を
聞くことができない」
「座って授業を受けられない」
など、小学校生活に適応できない子どもの状況を言

中 1 ギ ャ ッ プ
小学校との違いにつまずき、うまく中学校生活を
送ることができなくなる状況のことです。
中学校は、教科担任制で学習量も速度もレベル
アップし、成績も気になります。体育・文化祭の行

います。
保育施設での遊びや生活を通した学びが学習に移

事や部活動、校則、同級生や先輩との関係など、中

り変わること、小学生として規律やルールが難しく

学校では「自分で考え、行動すること」が求められ

なることが要因の一部と考えられます。

ます。

「もう小学生でしょ！」
「中学生なのだから…」
小学校や中学校に入学したばかりの頃は、どんな
子も不安でいっぱいです。
町立小学校では、保育施設との情報交換を行い、
入学した子どもたちが楽しく円滑に学習できるため
の授業を準備しています。
雫石中学校でも、各小学校との情報交換会を実施
しています。生徒の中学校生活での不安や悩みを解
消し、いつでも相談できるよう先生やカウンセラー
による相談体制も出来ています。
家庭では、新しい環境で頑張っている子どもの姿
を認めてあげながら、学校での様子を聞いて、分か
らないことや困っていることは一緒に考えてあげる
ことが大切です。
「小学生になったのだから…」
、
「中学生なら出来
るでしょ…」ではなく、小学校６年間または中学校
３年間の大切なスタートとして、ぜひ応援してあげ
てください。

【問い合わせ先】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

『翻訳できない世界のことば』

聞いて楽しいおはなし会
乳幼児対象

たんぽぽおはなし会
テーマ「春がきた」

エラ・フランシス・サンダース/著 前田まゆみ/訳
（創元社）

世界には「他国のことば

日 ４月15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♪

ではそのニュアンスをうま
く表現できない」つまり「翻

幼児・小学生対象

訳できないことば」たちが

しずくいしおはなし会

日 ４月10日（土）
1４
：
00～1４
：
30 場 町立図書館

あります。こんな感情を表

日 ４月2４日（土）
11
：
00～11
：
30 場 町立図書館

現する言葉があるのか！と、

広い世界と言葉に思いを巡らせることのできる一

冊です。「はじめてその人に出会ったときの、自

分の目の輝き」
「涙ぐむような物語にふれたとき、
感動して胸が熱くなる」などを表現する言葉は？
国は？答えは是非とも本書でお楽しみください。

日 5月 ８日（土）
1４
：
00～1４
：
30 場 町立図書館

日 5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！

町健康センターつどいの広場「たんぽぽおはなし会」

乳幼児対象

日 5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！

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）

【4・5月の図書館休館日】

●毎週月曜日
（５月３日
（月）
は祝日開館、
５月６日
（木）

企画展「桜

春爛漫！」

桜にちなんだ文化や名所を紹介した図書資料を展
示・貸出します。
【期間】４月1日（木）～５月15日（土）
【場所】図書館内企画展示コーナー

は休館）

問い合わせ 図書館
（692–5959） QRコードでHPへアクセス！

雫石町スポーツ推進計画中間見直し
雫石町スポーツ推進計画は、令和２年度が中間年度にあたることから、現状の点検などを踏まえた見直しを実施し
ました。詳細は町 HP をご覧ください。

すべての町民がスポーツを通じて
生涯健康で心豊かに暮らせるまち しずくいし

【基本理念】

【基本目標】

【基本施策】

1

子どものスポーツ機会の充実

（1）幼児期のスポーツ活動の推進
（2）学校における体育活動の充実
（3）子どもを取り巻くスポーツ環境の充実

2

生涯スポーツの推進

（1）成人のスポーツ活動の推進
（2）高齢者のスポーツ活動の推進
（3）障がい者のスポーツ活動の推進

3

スポーツ環境の充実

（1）スポーツを支える人材の育成・活用
（2）スポーツ施設の整備及び有効活用
（3）競技スポーツの推進
（4）スポーツに関する情報発信の充実

4

スポーツによる地域の活性化

（1）スポーツを活用した地域経済の活性化
（2）地域でのスポーツ活動の推進
（3）プロスポーツとの連携

※取り組み内容などには、令和3年2月に策定した鶯宿温泉スポーツエリア整備計画に基づき、
スポーツ施設として整備する旧南畑小学校や
アーチェリー・
トランポリンによる活用に関連した項目を追記するなど、実情に合わせた内容に修正しました。
各指標についても、
実情に合わせて修正をしました。

【問い合わせ】生涯学習スポーツ課（692-4181）
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

シリーズ紹介「受け継がれる雫石の民俗芸能」-第12回雫石町は、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、現在も伝承されている演目の数々をご紹介します。

御祝（ごいわい）
東北の北部に残る古典歌謡の一つといわれ、お祝いごとの際に
歌われる格調の高い祝い歌です。雫石では、婚礼や新築祝いなど、
厳粛な雰囲気が漂う場で歌われてきました。毎年11月23日に開催
される雫石町無形文化財芸能祭のオープニングを飾る演目で、雫
石・御所・御明神・西山の４地区の出演者が一年ごとに持ち回り
で披露しています。

演目の様子

東京2020オリンピックコーナー！ ver.１
いよいよオリンピックが本年7月に迫ってきました！このコーナーではオリンピックに関わる情報を発信して

いきます。1回目は、メダルについて紹介します。

◎メダルの色

メダルの色が順位別に金・銀・銅となったのは、1904年アメリカ・セントル

イスで開催された第３回大会からです。

金・銀・銅が採用された理由として、金属の価値を考慮して、という説が一

般的ですが、ギリシャ神話における人類の歴史区分である黄金時代、白銀時代、
青銅時代、鉄の時代に由来するという言い伝えもあります。

◎金メダルは銀メダル !?

メダルの原材料に関する規定で、
「1位、２位のメダルは純度92.5％ 以上の銀製で、1位のメダルには６グラ

ム以上の純金で金張り（またはメッキ）を施さなければならない」とされてい
ます。つまり、金メダルは純金ではなく、銀製メダルの表面に金メッキを施し

たもので、これは開催国によって経済的な不利が無いようにとの配慮であると

言われています。ちなみに、1912年スウェーデン・ストックホルム大会までは
純金の金メダルが使われていました。

今回の東京2020大会では、大会史上初の試みとして、使用済み小型家電から

金属を回収する「みんなのメダルプロジェクト」により約5,000個のメダルが制
作されました。

案 内

町内で行われる各種スポーツ大会など
日

程

4月 17日(土)〜18日(日)

5月

大会名

場

所

全日本少年フットサル大会岩手県予選

町営体育館

1日(土)〜 3日(月)

FC Grows サッカーフェスティバル

町営陸上競技場

3日(月)

令和３年度雫石町早起き野球開幕戦

町営野球場 ･ 鴬宿運動場

4日(火)〜 5日(水)

全日本学童 ･ 全国スポーツ少年団軟式野球岩手南地区予選

鴬宿運動場

8日(土)

第12回 ZETT 杯争奪滝沢雫石中学校野球東北交流大会

町営野球場 ･ 鴬宿運動場

16日(日)

第4回希望郷いわて国体雫石町開催記念アーチェリー大会

町営陸上競技場

※上記日程は、３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

〜教育委員会定例会レポート（3月）〜
― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
・雫石町学校運営協議会規則の制定について

・雫石町立小中学校文書管理規程の制定について
・雫石町教育委員会表彰について

・雫石町立小中学校管理運営規則の一部改正について

・雫石町立小中学校共同学校事務室運営規程の一部改正について

次回の教育委員会議は、４月26日（月）10:00 ～、雫石町役場２階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）

3/4

第２回部活動の
あり方検討委員会

3/19

雫石中学校の生徒や地域、学校にとって最適な部活動
やスポーツ少年団活動について検討が行われました。

第３回雫石高校将来ビジョン
見直し検討委員会

継続的な新入生確保のために策定された「雫石高校将
来ビジョン」を見直す検討委員会が、中央公民館で行わ

国から、令和５年度以降学校部活動と地域部活動に分

れました。今回は、これまでの検討内容から改善できる

かれていくといった方向性が示されたことについて、議

ことを共有し、雫石高の生徒会が中心となる活動や雫石

論がなされました。

中と合同で行う取り組みが示され、入学者増加に向けた
取り組みが今後進められます。

検討委員会での様子

紹介

雫高生も参加した検討委員会

令和３年度

町内小中学校に着任した先生方

今年度は、下記の先生方が着任されました。雫石の子どもたち、町の教育行政推進のためにご尽力いただきます。
どうぞよろしくお願いします。
（
【学校名】職名:氏名の順に掲載。敬称略。）
【御明神小学校】

【雫石小学校】
教諭：曽根田達浩、中谷研一、伊藤由美（新）
、鈴木峻介
（新）
/教諭（再）
：髙橋正好、立花博之/養護教諭（再）
：駒
木キミヨ/講師：千葉啓恵、岩崎

栄

【七ツ森小学校】
事務（臨）
：沼田純子
【西山小学校】
教諭：髙橋敏彦、
矢内雅彦/養護教諭：福原
伊藤夕里/講師：豊島正朗、吉田優雅

校長：中崎光則/教諭：小野寺道信、畠山豊子、川井裕香/
主査：阿部恵美子/講師：吉田隆冴
【御所小学校】
教諭：小笠原恭子、新谷勝一/主事：児玉かのん（新）
【雫石中学校】
教諭：田中留美子、小野

要、橋本柴野（新）、松坂

笑
（新）/主事： （新）/講師：久保田深海、府金

蓮

穂/栄養教諭：菅原真美/

事務（臨）
：西島文華
広報 教育しずくいし
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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

雛菓子作り体験
雛菓子作り
雛菓子作
り体験

西根保育所

主任保育士 澤口 理子

「西根保育所では、地域の方から木型をお借りして、
毎年２月の下旬に「雛菓子 ( 花饅頭 ) 作り」を行って
います。年長児が、保育所の子どもたちと職員全員分
の雛菓子を作る食育活動です。
粉をこねて生地になっていく様子を見学し、作り方
を教えてもらい、いざ挑戦！生地からあんこがはみ出
して「難しい」と感じながらも、木型に入れる時の力
加減を工夫し、赤・緑・黄色の食紅で色をつけた生地
を木型に合わせて並べます。思い思いに表現して、出

雛菓子を作っています

来上がりを見せ合い、
楽しみながら取り組んでいます。
1人何個も作るうちに、
「次はこうしてみたい」「生地
を混ぜて違う色を作ってみよう」など子どもたちの工
夫や意欲が感じられます。こうして作った雛菓子は、
給食室で蒸してもらい、午後のおやつにみんなでいた
だきます。
1年に1度の行事ではありますが、昔ながらの道具
を使い、今後も子どもたちと楽しく続けていきたいと
思っています。

完成しました！

子どもたちの力作を紹介します

しずくいしギャラリー

たくさん作ったよ
－本人（○）と先生（◆）からのコメント－

作品『お雛様』

４歳児

すぎ た

杉田

じゅ ま

樹茉

さん

○じゃばら折りの扇をうまく作る

ことができました。着物を作る時
に、障子紙を染めるのが楽しかっ
たです。

◆じゃばら折りは、一折り一折り

8

４歳児

たけはな

竹花

じゅん

純

さん

○お雛様の体を作るのに、新聞紙

を丸めて花紙で上手に包むことが
できました。

４歳児

ふじわら

ひ

な

藤 原 妃菜

さん

○お花を貼ったところを頑張りま
した。お雛様の目に、赤いアイシャ
ドウをつけてかわいくしました。

◆やわらかい花紙を破かないよう

◆バランスを見ながら、お花の折

丁寧に折り、きれいに仕上げてい

に新聞紙を包みながら、最後にね

り紙を貼り付けていました。お雛

ました。着物の折り染めは、絵の

じりあげるところまで、丁寧に仕上

様とお内裏様の顔は、細かいとこ

具が染みていく様子を楽しみなが

げていました。一つひとつの作業

ろまでこだわって色を変えながら、

ら色をつけていました。

を楽しみにして熱心に取り組んで

可愛らしい表情に仕上げていまし

いました。

た。
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お知らせ掲示板

心豊かに暮らせるまちへ…

令和３年度学校開放事業の申請手続き

第63回こどもの読書週間行事
企画展「わたしのおすすめ！」

学校施設の使用を希望する場合、以下のとおり手続きを

みなさんが読んでおもしろかった本を紹介しましょう！

お願いします。

期

開放期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日

間 募集期間

令和３年４月23日(金)～５月12日(水)

展示期間

令和３年４月23日(金)～５月30日(日)

※学校行事や年末年始期間など使用できない場合があります。

展示場所 町立図書館内

開放施設・利用方法
（１）町内の小中学校
①団体登録申請書を生涯学習スポーツ課（中央公民館）

児童コーナー

対

象 小学生以下

方

法 備え付けの用紙に「題名」「おもしろかったとこ
ろ」を書いてカウンターに出してください。図書

に提出

館内に展示します。

②許可書を受領後、利用を希望する学校に利用申請書を
お願い

提出
（２）町内の旧小学校（上長山・大村・橋場・西根・南畑）
①団体登録申請書を利用を希望する旧小学校の担当課に提

・お名前はニックネームでも、書かなくても結構です。
・小さなお子さまは大人の方が代筆してください。
・本の紹介以外のものは書かれても掲示できません。

出

・期間終了後用紙の返却は行いませんのでご了承ください。

《提出先》 ◎旧上長山小→観光商工課
◎旧大村小・旧橋場小→地域づくり推進課

その他 先着30名様にすてきなプレゼントがあります。

◎旧西根小・旧南畑小→生涯学習スポーツ課

問合せ 町立図書館（692-5959）

②許可書を受領後、各担当課に利用申請書を提出

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

その他 詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、各
担当課までお問い合わせください。

子どもたちの健やかな成長を願い、「雫石川に鯉のぼり
を泳がせよう掲揚式」を開催します。

屋外体育施設ご利用開始予定日のお知らせ
令和３年度の屋外体育施設の利用開始日は下記の予定で
す。

日

時 ４月27日（火） 10：30～

場

所 雫石川園地（雫石駅南口から南方約500ｍ付近）

その他 掲揚に併せて、ご家庭で使わなくなった鯉のぼり
の寄付を受け付けています。
受付・問合せ 中央公民館（692-4181）

〇陸上競技場
現在、トラック部分だけ利用できます。

野菊ホールロビーピアノ開放します

芝生部分…５月１日（土）
〇運動公園内グラウンドゴルフコース、西山運動場
４月10日（土）
〇鴬宿運動場

または中央公民館までお問い合わせください。

４月17日（土）

〇野球場、テニスコート

野菊ホールロビーのアップライトピアノを開放していま
す（中央公民館開館時間内）。詳しくは、町ホームページ
問合せ 中央公民館（692-4181）

４月24日（土）

※テニスコートは、整備の関係で利用

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

開始日が変更となる場合があります。
〇御明神運動場（芝生仕様グラウンド）
５月１日（土）

ご利用の際は、感染症対策にご協力をお願いします。

問合せ 町営体育館（692-5030）

感染状況により、開催予定のイベントが中止や延期とな
ることがありますので、ご了承ください。

歴史民俗資料館

遊びのファンクラブ

昔ながらの手仕事を体験してみましょう。毎年大好評の講座です。
講座名

期日

定員

費用

内容

①クルミの樹皮でカゴ作り ６月５日
（土）５人 1,000円 ５月23日（日）ににクルミの木をとり、樹皮を剥ぎます。初回６月５日以降は複数回通っていただきます。
②布ぞうり作り

７月３日
（土）10人 1,000円 夏は布草履で足元爽やかに。ご自宅にある古い衣料などを再利用しましょう。

③柿渋染め

９月４日
（土）10人 1,500円 地場産の豆柿を使って気ままに染める…あなただけの特別な一枚。

④染めで遊ぼう

10月２日
（土）10人 1,500円 和紙や布に草木で絵を画いてみよう。

時

間 各回とも10：00～15：00（昼食はご持参ください）

申

込 ４月23日（金）以降の９：00～16：00に雫石町歴史民俗資料館へ（692-3942/担当：奥村・山崎/木曜日は休館）
※①の講座のみ、５月14日（金）９：00～受付開始となります。※電話でのみ受付をします。
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きまし
て
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シリーズ対談・編集担当

「 I 」の小部屋

〈通算第73回〉 I 編第12回

令和３年８月に開催される
全国中学校総合文化祭岩手大会のポスターに決定！

雫石中学校

３年

うわ の

上野

さ ち

紗知さん

今回は、８月１9日～ 23日に岩手県民会館で開催される「第2１回全国中学
校総合文化祭岩手大会」のポスターを決定するコンクールで最優秀賞を受賞
した上野紗知さんにお話を伺いました！※所属はインタビュー当時のものです

上野さん

（ I ）コンクールに応募したきっかけは？

（ I ）苦労したところ・気に入っているところは？

（上野さん：以下（上）
）私が所属している美術部の顧
問の先生から「全国中文祭が岩手で開催されるので、
美術部からもコンクールに応募しないか」という話が
あり、せっかく地元で開催されるので応募しようと思
いました。

（上）フィルムの端は細かくて描くのが大変でした。
フィルムは今の生活に馴染みがなかったのですが正確
に描きたかったので、顧問の先生から実物をお借りし
て頑張って描きました。手の陰影や花の細かいグラ
デーションは、絵の真ん中にあり一番最初に目に留ま
る部分なのでそこを意識して丁寧に仕上げました。右
上の宮沢賢治の顔も上手く描けたなと思います。

（ I ）作品にはどのような思いを込めましたか？
（上）この絵では「感謝」と「岩手らしさ」を表現し
ました。「感謝」という花言葉がある赤いポピーと、
たくさんの人の繋がりで震災復興が進んできたことを
表す二つの手を真ん中に描きました。思い出や記憶を
形に残したいという思いから、岩手の文化や郷土芸能
がフィルムに写っているところを表現しています。

今回の功績を称え教育委員会表彰を受賞

（ I ）最優秀賞を受賞した感想は？
（上）最優秀賞になったと聞いたのは２月上旬。美術
部の顧問の先生から聞いて、
「やった！」と思いました。
家族や友だちも喜んでくれて、「おめでとう」と言っ
てくれたので嬉しかったです。

（ I ）読者の方へメッセージとこれからの目標を
教えてください。

（上）全国で岩手の魅力が詰まったポスターを見ても
らえるので、岩手県民として誇らしいです。高校に入っ
ても美術部に入りたいと思っているので、これからも
努力し続けたいです。

最優秀賞に輝いた作品

あとがき
４月といえば新生活の季節ですね。かく言う私も、本号をもって「教
育しずくいし」の担当を離れることになりました。取材でお世話になっ
た方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。これからは読者の一人と
して、発行を楽しみにしています！
（I）

３月の終わり、町内の国立公園エリアでミズバショウが咲き始めま
した。例年より一か月程早いとのこと。雪景色が見られるのも、あと
わずかなのでしょうか。新メンバーを迎え、装いを新たにする教育広
報を今年もよろしくお願いいたします。
（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2021（令和3）年4月号 （4月8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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