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名無しでも

メディアにのせるな

※雫石小学校 芸術鑑賞の様子は2ページに掲載しています。
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★雫石の魅力再発見 しずくちゃん探検隊  10

悪口を （澤田 澪美さん 七ツ森小 4 年）

学び舎で プロの音色に 心踊る

教育しずくいし
教育

雫石町教育委員会広報紙

令和2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2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
9/7

2021.9月

職業学習
「虹色コンパス in 雫石中」

雫石中学校で、2年生を対象に職業学習が行われました。
グループに分かれた生徒たちは、各事業所の方からその仕事
のやりがいや選んだ理由を聞き、質問をしながら、働くこと
について理解を深めていました。
参加した生徒は「働くことは大変だけど、やりがいのある
仕事に就きたい」とイメージを膨らませていました。
詳細は4ページに掲載しています。

＜協力いただいた事業所＞（順不同、敬称略）
（株）TACT 興業 ／ 写真倶楽部 ／ 銀サケの養殖 滝沢清 ／ てとて ／
五代目 徳田慎太郎 ／（株）岩手銀行 ／ レインボー健康体操 ／ いわ
てグルージャ盛岡 ／ 東北自然エネルギー（株）／ 社団医療法人三
和会 ／ こかげ英会話 ／（株）ベアレン醸造所 ／（株）バイオマス
パワーしずくいし ／（株）ホープフーズ ／ 盛岡西消防署雫石分署 ／
エムズスポーツクラブ雫石教室 ／ 旅する羊 ／（株）ANA あきんど ／
（株）マイクロ岩手 ／ ホテル森の風鶯宿 ／（有）美建工業 住工房
森の音 ／ ソニー生命保険（株）／ 雫石町役場 ／ 盛岡西警察署雫石
交番 ／ 網張ビジターセンター ／ 雫石町国際交流協会 ／ 雫石プリン
スホテル ／（株）ルネサンス

9/3~12

たくさんの事業所に参加いただきました

夏休み自由研究展

中央公民館で夏休み自由研究展が開催され、各小学校5、
6年生の作品95点が展示されました。
児童のがんばりが現れた研究に、来場した方からは「着目
した内容が面白い」「ためになりました」「説明も分かりやす
く良かった」と感想が寄せられました。
自由研究展は冬休み後にも開催されますのでお楽しみに。

9/10

どんな仕事か、興味深々

西山小 手話教室

自由研究がたくさん

西山小学校4年生を対象に手話教室が開催されました。
しずく

手話サークル滴の小赤沢さんと我妻さんを講師に、手話が

なぜ必要か考えながら、挨拶などの手話を学びました。
参加した児童は「難しかったけど、分かりやすい文字を覚
えることができておもしろかった」と、覚えたての手話を見
せ合いました。

9/24

雫石小 芸術鑑賞

手話で自己紹介

雫石小学校で、元 NHK 歌のおねえさんと東京アカデミッ

クアンサンブル ドレミファソ（代表 七澤英貴氏）の皆さん
による公演が行われました。

各楽器の紹介から、クラシックの名曲やみんなが知ってい
るアニメの曲の演奏に加え、みんなでボディパーカッション
やダンスも行いました。
児童は「いろいろな楽器を聴けてよかった。自分も演奏し
てみたい」と、プロの演奏に感銘していました。
この事業は、文化庁の事業により行われています。
2
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町民の歌や校歌も演奏してくれました！

特集

雫石の学力～全国学力・学習状況調査の結果について～
小学校
国語

書くこと
令和3年5月27日に全国の小学校6年生と中学校3年生を対象に「全国学力・学習状況調査」が実施され
ました。この調査は、教育施策や教育指導の充実、支援、改善に役立てることを目的としています。（調査
話すこと
で測定できるのは、学力や教育活動の一側面です。）
・聞くこと
読むこと

雫石町の児童生徒の状況は、概ね以下のようになっています。

〈小学校〉

小学校
国語

学習指導要領の領域の
平均正答率の状況

書くこと

全体として国語、算数の平均正答
率は全国平均と同程度でした。
国語は「言葉の特徴・使い方」
「話
すこと・聞くこと」の領域の正答率
が高くなりました。
「読むこと」の
領域は正答率が落ち込み、今後の改
善が必要です。
算数は「測定」
「変化と関係」
「デー
タの活用」の領域の正答率が高くな
りました。
「図形」の領域は正答率
算数
が落ち込み、今後の改善が必要です。

話すこと
・聞くこと

言葉の特徴や使い方
に関する事項

読むこと

雫石町

雫石町
話すこと
全国（公立）
・聞くこと

データの活用

〈中学校〉

全体として国語、数学の平均正答
率は、全国平均を上回りました。
国語は「話すこと・聞くこと」
「伝
統的な言語文化・国語の特性」の領
域の正答率が高くなりました。
「読
むこと」の領域は、さらなる向上が
期待できます。
数学は「数と式」
「関数」の領域
の正答率が高くなりました。
「図形」
数学
「資料の活用」の領域は、さらなる
向上が期待できます。

図形

書くこと

岩手県（公立）

数と計算

読むこと

測定

変化と関係

図形

中学校
国語

全国（公立）

データの活用

中学校
言葉の特徴や使い方 国語
に関する事項

小学校国語

岩手県（公立）

数と計算

算数

小学校算数

書くこと

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

話すこと
・聞くこと

数学

測定

変化と関係

雫石町

読むこと

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

中学校国語

図形

岩手県（公立）

図形

全国（公立）

数と式

関数

雫石町
岩手県（公立）
全国（公立）

資料の活用

中学校数学
数と式

関数

その他、生活習慣・学習習慣に関する調査は、肯定的な回答の割合が高い傾向にあり、安全・安心な学校
生活を送るための生活リズムや学習意欲が育まれていることが見て取れます。また、規範意識・自己有用感

に関する調査についても同様の傾向であることから、自信を持って様々なことに挑戦し、困難にも前向きに
資料の活用
立ち向かい行動するための基盤となる自尊感情や自己肯定感を持つことができていると考えられます。
ぜひ、
ご家庭でも今回の結果に関心を持っていただき、家庭学習の習慣づけや、子どもたちのやる気に繋がるよう
な声がけをよろしくお願いいたします。

【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

『室町は今日もハードボイルド～日本中世
のアナーキーな世界』 清水 克行//著（新潮社）

聞いて楽しいおはなし会
乳幼児対象

現代の常識や道徳の枠の外

たんぽぽおはなし会
テーマ「おいしい秋」

日 11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♪

にある「中世」。 本書を通読

すると「現代」 の矛盾が浮き

幼児・小学生対象

彫りにされてきます。複数の法

しずくいしおはなし会

日 10月23日（土）11：00～11：30

が乱立し、自力救済の無秩序

日 11月13日（土）14：00～14：30

な時代に見える中世ですが、

日 11月27日（土）11：00～11：30

場 町立図書館
場 町立図書館

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！

実に人間らしくておもしろい人
物ばかりが現れます。

室町時代という、庶民から権力者までがハードボイ

乳幼児対象

ルドな世界を是非ご堪能ください。

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）
【10・11月の図書館休館日】毎週月曜日
●蔵書点検のため休館します
11月15日
（月）
～11月22日
（月）
※11月5日
（金）
～11月14日
（日）
の期間、貸出冊数を
10冊に増やします。蔵書点検期間中の返却はブック
ポストにお願いします。

問い合わせ
図書館
（692–5959）
QRコードでHPへアクセス！

町健康センターつどいの広場「たんぽぽおはなし会」

日 11月26日（金）10：30～11：00

場 保健センター

絵本の読み聞かせなど。あそびにきてね♪

「おはなしの雫」が北日本図書館連盟
図書館事業功労者表彰受賞
読み聞かせボランティア「おはなしの雫」 の読書

推進の取組が表彰を受けました。
本に親しむきっかけ

づくりや読書の楽しさ

を伝える活 動を長 年
続けてきた実 績が、

今回の表彰に結び付

きました。

コミュニティ・スクールの取組～地域と学校が一緒になって～

地域と学校が一緒になってよりよい学校づくりを進めるコミュニティ・スクールの取組が始まっています。

雫石中学校 職業学習「虹色コンパス in 雫石中」
事業所の方からの話の一部をご紹介します。どの方の話も新鮮なものでした。地域で働く人の考えに触れ、
郷土の産業の活性化、社会貢献についても考えられる大人になって欲しいという願いが込められています。
これからはスマート農業という自
動運転ができるトラクターや田植
え機、 農業用ドローンを活用す
ることで少ない人手で効率よく
農業をすることができるんだよ。

農業経営

4
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生活できるくらいの収入さえあ
れば、 自分の好きなことをやっ
た方が幸せだなと思って生きて
来た。 どっちを取るかはその人
の生き方だと思うよ。

銀サケの養殖

滝沢

清さん

たくさんいる社員が自分と同じ
熱量で働いてくれるように、日々
感謝を伝え、コミュニケーション
をとるように意識しているよ。

エムズスポーツ

松村

俊介さん

生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

受け継がれる伝統 / 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16回·第17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。

炭焼き数え歌

上長山無形文化財振興会

かつては雫石にも多くあった炭焼き小屋。その炭焼き稼
業の苦労などがしみじみと織り交ぜられた数え歌で、10番
まであります。炭焼き職人に扮した歌い手が、当時の暮ら
しぶりをしのばせる歌詞を歌いあげます。

田植踊り太鼓

上長山無形文化財振興会
まくあい

「田植踊」の演目から派生したもので、幕間に太鼓を打つ
人が打ち始めたものが起源といわれています。両手を使っ
たばち捌きから「ばち絡み」とも言われる田植踊り太鼓。
現在町内では長山地区だけに残る民俗芸能です。
※今年度の無形文化財芸能祭は中止となりました。

演目の様子

盛岡白百合学園アーチェリー部 表敬訪問
9月24日に盛岡白百合学園アーチェリー部の生徒4人と監督・コー

チが町役場を訪れ、
インターハイの結果を猿子町長らに報告しました。
8月21日に福井県鯖江市で行われたインターハイでは、3年の関根

選手が個人3位、団体6位入賞を果たしました。

盛岡白百合学園アーチェリー部は旧南畑小学校で合宿を実施して

おり「風の無い良い環境でフォーム調整等ができ、今回の結果に繋
がった」と振り返りました。

猿子町長は「今後、屋内射場も整備予定であり、“アーチェリーの

まち”として競技力向上に協力していきたい。これからも頑張って
ほしい」と選手にエールを送りました。

案 内

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

24日（日）

10月 30日（土）
11月

左から、小澤選手、関根選手、
菊池選手、鎌田選手

大会名

場

所

雫石町サッカー協会会長杯雫石カップ戦

町営陸上競技場

第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 岩手県予選

町営体育館

30日（土）〜31日（日）

いわて国体記念第5回1年生野球交流大会

3日（水）

いわて国体記念第5回1年生野球交流大会

6日（土）〜7日（日）

第29回雫石町民バドミントン大会

町営野球場
町営体育館

※上記日程は、9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。
※次の大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止となりました。
・第27回雫石町民グラウンドゴルフ大会（10月23日）
・第16回雫石町民ゲートボール大会（11月28日）

・第47回雫石町内継走大会（11月21日）
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

大会結果

岩手地区新人大会結果（3位以上を掲載しています）
【サッカー】3位
団体
競 技 【軟式野球】優勝
【ソフトボール】優勝
【バレーボール（男子）】優勝
【バレーボール（女子）】優勝

個人
競技

【バスケットボール（男子）】準優勝
【バスケットボール（女子）】優勝
【卓球（女子団体）】3位

【バドミントン（男子個人）】
3位 小泉蒼波

3位 嘉門凌玖
【バドミントン（男子ダブルス）】
3位 千葉煌騎・中島正太郎
【バドミントン（女子個人）】
3位 横森亜子
【バドミントン（女子ダブルス）】

【ソフトテニス（男子団体）】3位
【バドミントン（男子団体）
】準優勝
【バドミントン（女子団体）
】準優勝

3位 杉下佳蓮・細川智代
3位 上川原胡桃・福崎愛華

【剣道（男子団体）】3位
【剣道（女子団体）】準優勝
陸上
競技

陸上競技は、盛岡市新人大会にオープン参加した下記の選手が

標準記録を突破し、県新人大会への出場権を獲得しました。

【共通男子 3000ｍ】今野太郎
【1年男子 1500ｍ】
【2年男子 1500ｍ】鈴木緑葉
葛根田晴人、高橋吟嘉、長洞遼大、古舘航太朗
【共通男子 110ｍハードル】川崎晴輝
【共通女子 200ｍ】佐藤萌唯
【共通男子 400ｍ】中川梨央
【共通女子 100ｍハードル】増谷心奏
【共通男子走幅跳】伊藤和飛
【2年女子 1500ｍ】吉田夢望
【1年 100ｍハードル】坂上大晟
【1年女子 100ｍ】横手光華、天瀬心結
【共通男子 200ｍ】山崎恵汰
【共通女子 800ｍ】大坊花綾
【共通男子 4×100ｍリレー】
【共通女子 4×100ｍリレー】
（川崎晴輝、中川梨央、伊藤和飛、坂上大晟、（佐藤萌唯、増谷心奏、吉田夢望、横手光華、
山崎恵汰、古川俊介）
天瀬心結、大坊花綾）

SNSは便利
だけど…
き

か わ だ やすゆき

学校教育課指導主事 黄川田泰幸が送る情報モラルのハナシ
私たちの生活は、たくさんの情報を手に入れたり、自分から情報を出したりすること
が簡単になり、とても便利になりました。しかし、情報を正しく扱うことができないと、
問題になったり、時には元に戻せない大失敗につながったりすることがあります。例え
ば、SNS をめぐるトラブルを考えてみましょう。いくつ思い浮かびますか？
◆悪口・ひやかし（そのつもりはなくても） ◆知らない人（犯罪者）との出会い

◆詐欺

◆悪ふざけ、嘘、誤った情報の発信（そのつもりはなくても） ◆健康（身体や精神）被害

◆情報の流出

…………いやいや、わが家（自分）は大丈夫！と思っていませんか？家族で「こんな場合は問題になる？」
など少しだけ話をしてみましょう。

【問い合わせ先】学校教育課（692-6412）
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教育行政・学校のページ

定例会レポート / 学校教育

〜教育委員会定例会レポート〜
―9/27 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
・教職員の働き方改革（留守番電話の設置）について
・アーチェリーの普及推進について など
次回の教育委員会議は、10月18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）

9/5

御明神小 防災訓練

御明神小学校で防災訓練が行われました。
児童は、盛岡地方気象台の方から「大雨や気象災害から身を守

ろう！」というテーマで水害に関する話を聞き、終了後は、災害
発生を想定した保護者への引き渡し訓練が行われました。児童は、
先生の指示に従って真剣な姿で訓練に取り組みました。
気象台の方が防災について教えてくれました

9/8

御所小 防災学習

御所小学校で防災学習が行われました。避難訓練をはじめ、地元消
防団による消防操法の実演や消防署による放水体験が行われました。
消防団の操法を間近に見た児童は「どの人も、きびきびした動きで
とてもすごかった」と、迫力ある実演に驚きの表情。校長先生も操法
実演に参加し、児童の応援の中、3番員として的確な動きで活躍しま
した。

9/14

がんばる校長先生を応援

いじめ防止等対策連絡協議会

町教育委員会は、関係機関や団体で構成する「雫石町いじめ防止

等対策連絡協議会」を設置し、児童生徒間のいじめの防止や早期発
見、対策について協議を行っています。
今年度1回目の本協議会では、SNS の活用が増えたことによる
影響や、問題点なども議題にあがり、参加者の情報交換を中心に、
いじめの見逃しのない教育現場について話し合われました。

9月

西山小 トイレ増設工事

協議会の様子

before

西山小学校では、上長山小学校、下長山小学校、西根小
学校の3校が統合したことで児童数が増加し、トイレ（便
器）が不足していました。
そのため、1階と2階のトイレに、合計小便器4基、洋

便器5基を増設する工事を行いました。内装の改修や照明
の LED 化、電気暖房の更新、手洗い場の新設工事も行い、
児童が安心して学校生活を送れる環境を整えました。

after

【問い合わせ先】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」№194

七ツ森保育園

シリーズ「輝」
＋しずくいしギャラリー

未来のむこうへ

主任保育士

川口 利香

今年度七ツ森保育園では、
「心と身体の健やかな発達を育む」
をもとに外部講師による、さまざまな教室を実施しています。
体操教室では、コロナ禍で戸外での遊びや経験が減り、体力
の低下が危惧される中、キッズコーディネーショントレーナー
の三上健太先生から指導を頂き、さまざまな体験を低年齢から
行うことにより、基礎体力を養い、体幹づくりに取り組んでい
ます。先生の軽やかなバク転を目の当たりにし、子どもたちの
目はキラキラ輝き、体力だけでなく、集中力も培ってきている
ように実感しています。

体操教室「手押し車」

虫の教室では絵本作家の澤口たまみ先生に依頼し、3・4・5歳児の年齢別に教室を行いました。保育園
の目の前にある畑は虫の宝庫で、さまざまな虫たちに出会うことが出来ます。まずは「こんにちは」の挨拶
から・・・。不思議なことに虫たちは、子どもたちの手の平から逃げることなく、じっと待っていてくれま
す。
「かわいいね」と声をかけながらじっくり観察することが出来ました。「虫に優しく出来る子どもは、人
にも優しく出来る」そんな先生の言葉が体感として感じられます。自然での体験が子どもたちの心情を豊か
にしてくれると信じ、欠かせない取り組みとなっています。

虫の教室「虫さん逃げないね」

虫の教室「ぼくも触れるよ」

子どもたちの力作を紹介します
作品「あき」
だい の

ゆ

い

3 歳児 臺野 結唯

〇キノコにシールをたくさんはること
がたのしかった。キツネのおりがみは
けっこうかんたんだった。

しずくいしギャラリー
作品「ぶどうとすずむし」
よこ て

おうすけ

4 歳児 横手 旺介

〇ぶどうとすずむしはすこしむずかし
かったけど、 かぶとむしたちはじょう
ずにかけました。
◆折り紙でキツネとキノコ、型紙にアルミ ◆折り紙でぶどうとすずむしを作りました。
ぶどうは袋折りをする工程がありました
ホイルを巻いてサンマを表現できました。
が、丁寧に作り上げていました。

8

広報 教育しずくいし

2021.10

No.199

－本人
（〇）
と先生
（◆）
からのコメント－

作品 にじいろのさかな「こはなちゃん」
やま だ

5 歳児 山田 しおり

〇ちぎった色がようしをかさねたりあ
わせたりしてきれいにはりました。 た
のしかったです。
◆ちぎった色画用紙を線に合わせてじっ
くり丁寧に貼っていました。 海の色にも
濃淡をつけ、工夫して可愛い魚が出来
ました。

心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

第57回雫石町総合芸術祭中止のお知らせ
11月2日（火）～4日（木）に開催を予定していた町総
合芸術祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、中止となりました。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692-4181）

小中学校作品展・菊花展
日頃、児童生徒が取り組んでいる習字や絵などを展示し
ます。併せて、雫石菊花会の菊花展も行います。
日

時 11月2日
（火）
～11月7日
（日） 8：30～17：00

場

所 中央公民館 野菊ホールロビー

問合せ 生涯学習スポーツ課（692-4181）

第64回雫石町無形文化財芸能祭
中止のお知らせ
11月23日（火）に開催を予定していた町無形文化財芸能
祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中
止となりました。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692-4181）

大人のためのおはなし会

雫石町ジュニア・アスレティック教室
陸上、サッカー、バトミントン、ティーボール、バスケッ
トボールなど、いろいろなスポーツ体験をします。
日

時 11月2日
（火）
～12月14日
（火）
※11/23は休講

場

所 雫石町営体育館ほか 定

16：30～18：00
（毎週火曜日・全6回）

申

に興味のある方、お話をお聞きになりたい方はご参加くだ

申込先 雫石町営体育館（692-5030）

さい。
時 12月12日
（日）13：00～15：00

場

所 中央公民館 視聴覚室

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室

参加料 無料

対

象 どなたでも（語り手と観覧者を募集します）

申

込 語り手は11月21日までに町立図書館へ（読む本の
タイトルもお伝えください）
観覧する方は当日まで募集しています

マシントレーニング、バランスボールなど、体力や年齢
に応じたプログラムの作成、実践をします。
日

※11/23は休講
【6期午前】11月4日
（木）
～12月9日
（木）
10：00～11：30
（毎週木曜日・全6回）

厨房レッスン
（令和３年度６回目）
日

時 11月10日
（水）10：00～13：00

場

所 中央公民館 調理実習室

定

員 15人

講

師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん

申

込 10月15日
（金）
8：30から

参加料 500円

【6期夜間】11月4日
（木）
～12月9日
（木）
19：00～20：30
（毎週木曜日・全6回）
場

日

時 11月7日
（日）9：30～11：30

場

所 網張ビジターセンター

定

員 10人

参加料 500円（材料費込）
申

込 電話またはメールにて申し込みください。
申込先 網張ビジターセンター
（693-3777、amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

所 雫石町営体育館

定

員 町民 先着8人

受講料 1,700円（施設使用料、保険料含む）
申

込 10月23日
（土）
～10月27日
（水）
8
：30から受付開始
（電話のみ）
申込先 雫石町営体育館（692-5030）

申込先 中央公民館（692-4181）

森のクラフト体験
「クリスマス飾りを作ろう」

時 【5期午前】11月2日
（火）
～12月14日
（火）
10：00～11：30
（毎週火曜日・全6回）

申込先 町立図書館（692-5959）

お正月に向けて、おせち料理を一品学びます。

込 10月23日
（土）
～10月27日
（水）
8
：30から受付開始
（電話のみ）

語り、ストーリーテリング、朗読など、お話を語ること

日

員 町内小学生 先着8人

受講料 1,100円（施設使用料、保険料含む）

中学3年生スポーツ教室
ラージボール卓球やスポンジテニスなどを行います。
日

時 11月4日
（木）
～12月9日
（木）

場

所 雫石町営体育館

16：30～18：00
（毎週木曜日・全6回）
定

員 町内中学3年生・先着8人

参加料 1,400円
（施設使用料、
保険料含む）
申

込 10月23日
（土）
～10月27日
（水）
8
：30から受付開始
（電話のみ）
申込先 雫石町営体育館（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。
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聞いてきたよ

しずくいしの魅力再発見

しずくちゃん探検隊

～夏休み自由研究を深掘り～

京太郎

【研究者】七ツ森小学校 6年 高木 大知（たかぎ たいち）くん
【テーマ】ヒョウモントカゲモドキの生態
【高木くん家のヒョウモントカゲモドキ】
名前：ブイブイ 性別：メス 体長：15 cm くらい 性格：おとなしい

高木くんとブイブイと私

中央公民館で行われていた夏休み自由研究展で気
になる研究を見つけました。
「ヒョウモントカゲモ
ドキの生態」
。成長の様子や日々の世話について詳
しく書いてありました。トカゲの名は「ブイブイ」
というらしい。しずくちゃん探検隊は、その「ブイ
ブイ」が気になり、研究を行った七ツ森小学校の高
木くんを訪ねました。
ブイブイはスーパーハイポタンジェリン
という品種だそうです

記録や飼育方法まで詳しく
書かれてある研究

研究者の高木くんが小学校にブイブイを連れてき
てくれました。体長15 cm、黄色い体表がキレイな
大人しいヒョウモントカゲモドキです。

「水やりや霧吹き、ヒーターの調節に特に気を付
けています。病気にならないようにエサも安全なも
のを与えるようにしています」と、日々の世話も徹
底しています。飼育方法やトカゲの種類にも詳しい
高木くん。「ブイブイは目がぱっちりしていて、柄
や歩き方もとても可愛い。寿命が長いので、これか
らも観察していきたい」と、今後の目標も語ってく
れました。

目が可愛い！

みんなに人気のブイブイ

2020年から飼い始めた「ブイブイ」。誕生日プレ
ゼントで買ってもらったということで、初めは首に
アルファベットの「V」の模様があったので「ブイ
ブイ」という名前にしたそうです。脱皮した都度、
体長を計って記録を残しています。

自由研究として取り組んだことに加え、家族のよ
うに大事に育てていることが伝わってきました。
自由研究展では他にもユニークな自由研究がたく
さんありました。冬休みも自由研究展を開催します
ので、子どもたちの力作をぜひご覧ください。

あとがき

短時間の取材でしたが、高木くんの動物愛が伝わってきました。 みなさんにとって、今年の紅葉は何色でしょうか？ちなみに私
観察力も素晴らしく、
とても感心しました。
ありがとう！高木くん！ は、オレンジです。黄色やオレンジ、茶色、緑、ときどき赤が混ざっ
次号は「しずくちゃん探検隊 雫中生徒会選挙に密着（仮）」です。 た山の風景が本当に綺麗で、目に焼き付けようと必死になってい
お楽しみに。
（S） 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10月号 （10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 → 広報教育しずくいし をクリック！
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