校

令和元年度メディア標語コンクール

情報が満載！
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入選作品…学校名・学年は令和元年度当時のものです。

やめようね

ネットを使った

※写真は、雫石謡曲同好会の皆さんによる舞台発表の様子
（詳細は、2ページに掲載しています）
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なかしま

しょう た ろう

★できごと紹介（11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

いやがらせ （中島 正太郎さん 雫石小５年）

第56回雫石町総合芸術祭開催

教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

できごと紹介

11/1〜3

2020.11 月

年に１度の芸術の祭典！
第56回町総合芸術祭

11/4

小学６年生が中学校生活へ希望を
膨らませる 小中連携交流会

町民のみなさんの芸術活動の成果を発表・展示する町
総合芸術祭が、３日間にわたり開催されました。
舞台部門では、
雫石小学校が青空太鼓を披露したほか、
洋舞、ピアノなどの発表で多くの児童生徒が出演しまし
た。展示部門では、絵画、写真、書道などに加え、岩手
芸術祭入選作品も展示され、多くの力作で会場が彩られ
ました。
コロナ禍の中、感染症対策を行った上で開催された今
年の総合芸術祭は、３日間で約900人の来場者が訪れ、
芸術の秋を堪能しました。

来年度、中学生になる児童が安心して進学できるよう、
他校児童や雫石中学校の生徒と交流する小・中連携交流
会が開催されました。
当日は、町立５小学校に通う６年生121人が参加し、
中学校の授業体験や部活動見学が行われました。開会式
げん き
では、生徒会長の藤本絃希さんが「中学校生活を体験し、
楽しんでいってください」と話し、ゲームを交えた自己
紹介など、和やかな雰囲気の中でスタートしました。
参加児童は、熱心に授業を受け、目を輝かせながら部
活動も見学し、中学校生活へ期待感を高めました。

雫石小学校の青空太鼓

授業体験をする６年生の児童

11/11

地域の学校連携を深める
中高授業研究会

11/12

児童生徒が音楽で交流
第67回町小・中学校音楽会

教員の相互交流と指導の充実、生徒の学力向上のため

日頃の音楽活動の成果を発表する小・中音楽会が今年

雫石中学校で雫石高校の先生3人による英語と数学の授

も野菊ホールで開催され、町内の児童生徒計284人の児

業と、研究会が行われました。

童生徒が参加しました。

当日は両校の先生方が3年生の授業を参観し、授業を

マスク着用の徹底や観客を児童生徒の家族に限定する

受けた雫中生は、高校の授業を意識する機会となりまし

など、感染症対策を図りながら開催された今回の音楽会

た。

は、アカペラや新しい曲の演奏に挑戦した学校もあり、

その後に行われた研究会では、授業について意見交換

各校は熱心に取り組んできた合唱や演奏を披露しました。
ほらぐちやす お

が行われ、両校の先生方は「積極性がありますね」「難

閉会式では、講師の洞口保雄先生が講評を行い、児童

しい課題にも粘り強く取り組みますね」など交流を深め

生徒は音楽の良さを改めて感じながら、音楽を通じて交

ました。

流を深めました。

亀山教諭（雫石高校）による英語の授業

2
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七ツ森小学校の金管演奏

しずくいしの教育

特

集 進む学校教育の情報化と変化する学習法

文部科学省が提唱する「GIGA スクール構想」。この構想は、全ての子どもたちに個別最適化された学び
の提供などを目的に、全国一律で学校現場の ICT 化を目指すものです。

ICT ってなに？
ICT とは Information and Communication Technology の略で、通信技術を利用した授業などがで
きる環境のことです。本構想では、校内通信ネットワークの整備と、児童生徒に１人１台の学習用パソコンを
配置することとしています。なお、GIGA は Global and Innovation Gateway for All の頭文字です。

町内小中学校における GIGA スクール構想の進捗状況は？
本町は、今年度内の整備完了を目標に次のことを進めています。
①校内通信ネットワークを全小中学校で整備中です。
②町内の全小中学生が使用するタブレット型パソコンを導入します。（新年度から利用予定）

校内通信ネットワークの整備とは？
①校内 LAN の整備
外部インターネットに接続するため、LAN ケー
ブルを校内に張り巡らせています。
②無線 LAN の整備
タブレットなどの端末を、校内 LAN に無線で
接続するためのアクセスポイントを各教室に設
置しています。

校内LAN設置の様子

設置されたアクセス
ポイント

タブレット端末の導入で、これからの授業はどう変わるの？
例えば、授業中に教科書の QR コードを読み取ることや、
ノートに書いた自分の考えをカメラで撮影し、電子黒板に
写すことで、リアルタイムで考えを共有することができる
ようになります。
他にも、
「NHK for School」といった無料の教育用コ
ンテンツを利用するなど、児童生徒が ICT 機器の使い方
を習得し、授業中にタブレット端末を使うことが普通の
ことになることを目指しています。将来的には、カメラ機
能を用いたネットワーク上のコミュニケーションや、タブ
レット上での小テスト、さらには学習用ソフトを用いた自
主学習を想定しています。
町教育委員会は、ICT 活用検討委員会による検討を重ね、
実のある活用に向けて取組を進めているところです。

親子で体験！
「NHK for School」

導入予定のタブレットはキーボードの脱着が可能

「QR コードを読み取ってみましょう」
【問い合わせ】学校教育課（692-6412）

広報●教育しずくいし●2020●12●No.189●

3

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

『哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる』

聞いて楽しいおはなし会
乳幼児対象

岡本裕一朗/著 （KADOKAWA）
哲学の名著を解説した本はた
くさんありますが、本書は今ま
で紹介されなかったようなとび
きりの名著を紹介しています。
その哲学書にどのような批判や
議論が寄せられたのかも知るこ
とができ、斬新な切り口の一冊
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）
【12・1月の図書館休館日】
●毎週月曜日
は祝日開館し、12日
（火）
に休館し
※1月11日（月）
ます。
～１月４日
【年末年始休館】12月29日
（火）
（月）

企画展「惜別

2020」

2020年に亡くなった著名人の著作を展示・貸出
します。
【期間】12月27日
（日）
まで
【場所】図書館内企画展示コーナー

11/9

茅橋さんが県菊花大会で
最優秀賞受賞を報告

たんぽぽおはなし会 スペシャル
テーマ「サンタがくるよ」

日 12月17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！

幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 12月26日
（土）11：00〜11：30

日 1月9日
（土）14：00〜14：30
日 1月23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！

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」
年度内は中止とさせていただきます。

新春本の福袋2021
書名を隠した本を福袋に入れて貸し出します。
【期間】１月５日（火）～11日（月・祝）
【場所】図書館内企画展示コーナー
※一人一袋まで。一般・子ども向けがあります。
（無くなり次第終了）
問い合わせ
図書館（692–5959）
QRコードでHPへアクセス！

町立図書館で

お 知 ら せ 上原先生寄贈図書の企画展

岩手県菊花連盟が主催する「第48回岩手県菊花大会」
にて、出品数205点の中から雫石長山の茅橋雅昭さんが
最優秀賞を受賞し、茅橋さんが所属する雫石菊花会の皆
さんと共に町長へ受賞の報告をしました。
茅橋さんは、「菊の満開になる時期と大会日が合わず
大変だった。ストーブを焚くなどして開花時期を早め、
大会には満開の菊を出品できた。最優秀賞は今回で２回
目だが、丹精込めて育てた菊が評価されて嬉しい」と笑
顔で町長へ報告しました。

今年度、上原小児科医院院長の上原充郎先生から寄贈
された児童書52冊を、町立図書館で以下のとおり展示・
貸し出します。お立ち寄りの際は、ぜひお手に取ってご
覧ください。

茅橋さん（中央）と菊花会の皆さん

上原先生から寄贈された本
（一部）

4
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寄贈本紹介～上原先生からいただいた本～
～１月31日（日）
【期間】12月15日（火）
【場所】町立図書館内企画展示コーナー

生涯学習・文化芸術・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8回−

雫石よしゃれ

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。

雫石よしゃれ〈町指定無形民俗文化財〉
雫石よしゃれ保存会/上長山無形文化財振興会/安庭民踊省一会
よしゃれは、古くから老若男女問わず踊られ、祝いの席には、紋付
きに白足袋の踊り手が次々に出てくるという格式を持った格調高い芸
能として親しまれてきました。町の文化財には、唄い出しに「ハァー」
が付かない古い伝統のものを指定しています。雫石城主斯波久詮（注：
戸沢氏とする説もあります）と南部信直との戦いの中、南部方の隠密
と、雫石城へ繋がる水路の重要地を守る斯波方の茶屋女との駆け引き
が基と言われています。

演目の様子

東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう！ ver. 5
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ます！今回は、来年の大会を盛り上げるため、町
内で行う関連イベントを紹介します。

第１回、第２回ドイツ料理教室の受講者を募集！
ドイツ人シェフによる本格的なドイツ料理教室を、今年度は計４回、オンラインで行います。ぜひご参加くだ
さい！（第３回、第４回は１月号で募集します）
日

（日）13時から
時 《第１回》令和２年12月20日

所 ご自宅で♪（Zoomでのオンライン教室）

場

《第２回》令和３年１月16日
（土）時間は調整中

参加料 無料（食材は各自で用意していただきます）

メニュー 《第１回》

グリューワイン、ノンアルコールグリューワイン
ドイツのクリスマスクッキー２種（バニラキプフェル、サンドグベック）
《第２回》パン団子のきのこソース
プレッツェルとドイツのチーズスプレッド（オバツダ）
その他 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。

世界アルペン記念公園モニュメントがライトアップされます！
役場庁舎隣接の世界アルペン記念公園のモニュメント（塔）を下記の期間ライトアップします！雫石町の「復
興ありがとうホストタウン」相手国であるドイツ国旗の色など、さまざまな色に変化するモニュメントをお楽し
みください。
期

間 令和２年12月19日
（土）～25日
（金）17時～21時

場

ライトアップパターン ①ハートフル（復興）

③青色（医療従事者エール）

②虹色（虹の似合うまち雫石町）

案 内

④ドイツ国旗色（ホストタウン）

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

12月 14日（月）〜15日（火）
1月

所 世界アルペン記念公園

９日
（土）
～10日
（日）
16日
（土）～17日
（日）

大会名
第６８回高校新人バレーボール大会
全日本少年フットサル大会

場

所

盛岡地区予選

盛岡予選

町営体育館

※上記日程は、11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 / 防犯部会 / 不登校対策講習会 / 未来パスポート / がん教育講演会

〜教育委員会定例会レポート（11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の受賞者に関し議決を求めることについて
・雫石町スポーツ推進審議会委員の委嘱の臨時専決処理に関し議決を求めることについて

など

＊次回の教育委員会議は、12月23日
（水）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）

10/27

町通学路等安全推進連絡協議会で
防犯部会を初開催

11/25

子どもや家庭に寄り添う
不登校対策研修会

国が作成した「登下校防犯プラン」に基づいた防犯対
策を推進するため、町教委はこれまで交通安全対策を検
討していた「町通学路等安全推進連絡協議会」に防犯部
会を設置し、
同部会を町総合福祉センターで開催しました。
今回は、警察関係者やスクールガードリーダーなど25
人が参加し、登下校防犯プランの確認を行いました。ま
た、日頃感じている危険個所や町内の見守り活動のあり
方などについて、熱心な意見交換を行いました。

町内の教員を対象とした不登校対策研修会が、中央公
民館で開催されました。
研修会では、昨年に引き続き、開善塾教育相談研究所
の藤崎育子所長を講師としてお招きしました。先生は、
不登校やひきこもりのことで全国を対象に学校訪問など
をしている経験から、昨今の教育課題や実践的な関わり
方をお話しされました。参加した教員は、子どもや家庭
への寄り添い方の理解を深めました。

初開催された防犯部会の様子

子どもへの関わり方について話す藤崎氏

11/30

大人から社会を学ぶ
雫石中で未来パスポート

12/1

がんについて正しい知識を
雫石高でがん教育講演会

盛岡市の NPO 法人未来図書館によるキャリア教育支
援活動「未来パスポート」が、雫石中学校で行われまし
た。県内の社会人や学生など講師11人が、２年生126人
に仕事のやりがいや学生生活について伝えました。
会場では、グループに分かれた生徒が、講師の構える
ブースを回りながら話しを聞きました。生徒は真剣な表
情で耳を傾け、時には笑い合いながら、好奇心や挑戦す
ることの大切さなどを感じ取っていました。

がんへの理解を深め、適切な健康管理ができる生徒を育
成するため、雫石高校でがん教育講演会が開催されました。
講師には、岩手医科大学附属病院准教授の柳川直樹先
生を招き、日本人に多いがんや予防法、検診の重要性な
どについて講演しました。
生徒を代表し、保健委員長の坂下悠叶さん（３年）は
「がんについて考えるきっかけになった。家族と話題に
したい」と話し、柳川先生に感謝の気持ちを伝えました。

講師と対談する生徒

がんについて学ぶ雫石高校の生徒たち

6
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教育行政・学校のページ

報 告

大会結果 / 授業実践研究会 / ケッパレランド冬季営業

スポーツの秋に大活躍！各種スポーツ大会結果（敬称略）
11/22

岩手県中学校新人大会（後期）結果
【新体操（男子個人）
】

《リング》 １ 位 《ロープ》 １ 位 《総合》１ 位

11/29

安達

ひろ と

大翔

町民ゲートボール大会結果

町屋内ゲートボール場にて、町民ゲートボール大会が開催されました。感染症対策のため、例年行
われている開会式は中止になりましたが、6チーム30人が出場し日頃の練習の成果を競い合いました。

報 告

【優

勝】下町三チーム

【2

位】御

所チーム

【3

位】駅

前チーム

よりよい授業づくりを目指して

御明神小と雫石中で授業実践研究会

授業内容を充実させ児童生徒の確かな学力を育むため、10月30日に雫石中学校、11月19日に御明神小学校で町授
業実践研究会が開催されました。
雫石中学校では１～３年生のクラスで国語や数学など６教科が、御明神小学校では１年生と６年生のクラスで道
徳の授業が行われました。児童生徒は大勢の先生方に見守られる中、一生懸命授業に取り組んでいました。
授業後は先生方が各教科に分かれ、授業のねらいや課題解決のアプローチ方法など、よりよい授業づくりに向け
て、活発で大変有意義な研究会が行われました。

雫石中学校１年生の理科の授業

御明神小学校１年生の道徳の授業

お 知 ら せ 「ケッパレランド」冬季営業を開始します！
12月20日
（日）
から以下のとおり冬季営業を開始します。
※積雪状況によりオープンが遅れる場合がありますので、ご了承ください。
使 用 料 一般（町内）120円 / 小中高生 60円
一般（町外）240円 / 小中高生120円
※貸し切り利用の場合はお問合せください。
営業時間 ９：00～17：00
※積雪状況によっては休場する場合があります。
（水）
以降の毎週水曜日
休 場 日 １月20日
レンタル料 クロスカントリー用スキー（一式）1,250円
【問い合わせ】ケッパレランド（695-2211）
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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」

№185

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 西根保育所

食育活動を通して

西根保育所では、毎年地域の方に畑をお借りして野
菜を育て、収穫の喜びを感じ、給食でおいしくいただ
いています。今年は、枝豆・オクラ・ジャガイモ・調
理用トマト・ナス・パプリカ・黒千石（大豆）を育て
ました。
平成30年度から、オーガニック雫石の方のお誘いを
受け、黒千石を使った味噌作りを行っています。植え
た黒千石を秋に収穫し、豆を選別します。選別作業は
指先を使いながら、子どもたちが遊びの中で取り組み
ます。1月、4～5歳児はゆでてつぶした黒千石と麹
を混ぜる作業を行います。手の平全体を使って柔らか

秋の大運動会

主任保育士

澤口

理子

な感触を楽しみながらダイナミックに混ぜ、拳大の味
噌玉を作って樽の中へ何個も入れ、発酵を待ちます。
夏には、空気を含ませ発酵を促す「味噌の切り返し」
を行い、子どもたちは独特の香りを感じながら、両手
を樽の中に入れ混ぜる作業を楽しみます。触れること
に抵抗を示す子も、味見はみんな大好きで、
「おいし
い！」「しょっぱい！」と喜んでいます。
地域の方に協力をいただきながら、様々な体験を通
して食に関心を持ち、食べることを楽しむ子どもたち
に育ってもらいたいと思っています。

秋の大運動会

味噌の切り返し

味噌の味見

子どもたちの力作を紹介します

黒千石（大豆）の苗植え

しずくいしギャラリー

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－

作品『モチモチの木』

５歳児

ふるだて

古舘

う

ら

羽良

さん

５歳児

すぎした

杉下

はる と

温大

さん

○絵の具を塗るのが楽しかったです。
木の光をきれいに塗れました。

○絵の具を塗るのが難しかったです。
絵の具ではじき絵をして楽しかったで
す。

◆モチモチの木についた灯を隙間
なく丁寧に色付けしていたところ
が良かったです。「たくさんつける
と濃くなっちゃうね」と、濃淡を
上手に調整しながら絵の具を塗り
ました。

◆枝を自由に伸ばして描き、表現
していたところが良かったです。
絵の具の仕上がりを見て、「もっと
暗くして夜に見えるようにしても
よかった」という感想も話してい
ました。
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５歳児

さくら こ う じ

櫻小路

あや

彩

さん

○白いクレヨンで塗って、上から絵の
具を塗ったら雪みたいに出てきて楽し
かったです。木に光がいっぱいついて
いるように描けてよかったです。

◆物語への関心が強く、家庭でも
描いていたというモチモチの木。画
用紙いっぱいに大小さまざまな枝
を伸ばして描き、力強く表現されて
います。光と雪を丁寧に色付けし、
はじき絵の良さが活きた作品とな
りました。

心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

せ

募 集

お知ら

第６回しずくいし少年少女合唱団発表会
教育しずくいし11月号でお知らせした12月20日（日）
開催
予定の「しずくいし少年少女合唱団発表会」は、関係者の
みで開催することになりました。
一般の方はご入場いただけませんので、ご了承ください。

各施設年末年始の休館予定
各施設の年末年始休館予定は次のとおりです。
◎中央公民館・各地区公民館・町営体育館・
屋内ゲートボール場・青少年ホーム
………………………………12月29日（火）～１月３日
（日）
（月）
◎歴史民俗資料館……………12月28日（月）～１月４日
◎町立図書館…………………12月29日（火）～１月４日
（月）
◎ケッパレランド……………12月31日（木）～１月２日
（土）
※詳しくは、各施設へお問合せください。

子ども冬休み企画
冬休みの自由研究にぴったり！参加者募集中です。
（１）和かんじきで冬の森を散策しよう！
日 時 １月13日（水）９：00～12：00
開催場所 網張ビジターセンター
対 象 小学１～６年生 参加費 無料
集合場所 西山公民館（各公民館への送迎あり※要申込み）
（２）ダンボールの秘密がたっぷりの工場を見学しよう！
日 時 １月15日（金）９：00～12：00
開催場所 東北紙器株式会社
対 象 小学４～６年生 参加費 無料
集合場所 御所公民館（各公民館への送迎あり※要申込み）
申込期限 （１）
（２）とも12月21日（月）まで
※送迎を希望する方の集合時間は、後日お知ら
せします。
申 込 雫石公民館へ（692-3458）

～かんたん中華をマスターしよう～

厨房レッスン

今回は「マーボー豆腐」などを作ります。
日 時 1月13日（水）10：00～13：00
場 所 中央公民館 調理室
講 師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん
定 員 12人 受講料 １人500円
申 込 12月17日（木）8：30から中央公民館（692-4181）

町芸術文化協会主催・県芸術文化協会共催

第５回町民芸術文化講座「尺八」

尺八の響きを体験してみませんか？参加料無料です。
日 時 ２月14日（日）13：00～15：30
場 所 雫石公民館
講 師 琴古琉 盛岡竹友普門の会 会長 玉山 竹乗 氏
定 員 10人 申込締切 １月15日（金）
申 込 町芸術文化協会 事務局 小田（090-7665-8538）
その他 前後左右の間隔を開け、つい立を設置します。

ト

イベン

イケてるおやじ＆マダム学園「朗読鑑賞会」

～一般参加者募集～

読み手 IBC 岩手放送アナウンサー 大塚富夫さん
フリーアナウンサー 後藤のりこさん
作

品 重
 松清「その日のまえに」より「ヒア・カムズ・
ザ・サン」
日 時 1月15日
（金）14：30開演（14：00開場）
場 所 野菊ホール
鑑賞料 500円（当日、受付でお支払いいただきます）
※鑑賞には事前にお申込みが必要です。
申 込 中央公民館（692-4181）

令和2年度子ども読書活動支援事業

たのしいわらべ歌と手遊び

わらべ歌や手遊びなどの実技講習会です！
（金）10：00～12：00
時 １月29日
所 中央公民館 ２階 大会議室
講 師 県立図書館ボランティア 野坂 純子 氏
定 員 先着10人 参加料 無料
（金）10：00～受付。図書館カウンターか
申 込 １月８日
電話にてお申し込みください。
問合せ 町立図書館（692-5959）
日
場

町民スキー大会アルペン競技
町民スキー大会アルペン競技の参加者を募集しています。
日にち １月23日
（土）
場 所 岩手高原スノーパーク
※積雪、コース状態などにより変更となる場合が
あります。
参加資格 町内在住または通勤・通学する小学生以上の方
※スポーツ傷害保険への加入が必要です。
参加料 無料
申 込 １月18日（月）午後５時までに指定の申込用紙に
必要事項を記入の上、町営体育館事務室に提出し
てください。
※申込用紙は、町営体育館・ケッパレランド・町
体育協会ホームページで入手できます。
その他 町民スキー大会クロスカントリー競技は、2月27
日
（土）開催予定です。募集の詳細は、教育しずく
いし１月号に掲載する予定です。
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
マスクの着用や手指消毒など、感染症対策の徹底にご協
力をお願いします。
また、感染状況によっては、イベントが中止や延期とな
る場合があるので、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69回〉 I 編第8回

御所湖の清流を守るポスターで最優秀賞を受賞！

七ツ森小学校

３年

米倉

いっしん

一心さん

今回は、今年で20回目を迎える「御所湖の清流を守るポスター」
で、盛岡市繋地区と雫石町内の小学生が応募した131点の中から、
最優秀賞に輝いた米倉一心さんにお話を伺いました！
（Ｉ）「御所湖の清流を守るポスター」に応募したのは
初めてですか？
（米倉さん：以下
（米）
）はい、そうです。七ツ森小学校
では、３年生と４年生が図工の授業などでポスターを
描いて応募します。僕は授業の時間だけではなく、休
み時間も使ってだいたい10時間くらいかけて描きまし
た。ポスターが完成したのはクラスの中でも遅い方で
したが、とても時間をかけて丁寧に描くことができま
した。

最優秀賞に輝いた米倉さん

別しながら細かいところまで塗るのがとても大変でし
た。でも、手は上手く描けたので良かったです。双子
の弟がいるので、弟に手を見せてもらいながら、手の
ひらや指のしわを丁寧に描きました。特に手のひらの
しわは、カーブが上手く描けたので気に入っています。
（Ｉ）最優秀賞に
選ばれたときの気
持ちを教えてくだ
さい。
（米）ポスターの
結果が出た日は、
たまたま学校を休
んでいたので、結
果を知らずにいま
した。次の日、学
校に行ったときに
僕が最優秀賞に
なったことを友達
が教えてくれまし
た。家族や先生も
最優秀賞になった
ことを喜んでくれ
て、
「すごいね！」
中央公民館に展示された
と褒めてもらえて
米倉さんのポスター
嬉しかったです。
（Ｉ）
最後に読者の皆さんへメッセージをお願いします。
（米）御所湖を綺麗にするには、みんなで協力するこ
とが大切です。誰か一人でもポイ捨てをしたり御所湖
の環境を悪くすることは、絶対にしてはいけないと思
います。誰かに自慢できるくらい綺麗な御所湖をみん
なで守っていきましょう！

インタビューの様子

（Ｉ）このポスターではどんな場面を描いていますか？
（米）御所湖に両手を差し出して、蛍が集まってくる
ところを描きました。蛍は綺麗な水辺にしかいないと
聞いたので、
「蛍が集まるくらい綺麗な御所湖にして、
いろんな人に自慢しよう」という思いを込めました。
夏に尾入野湿生植物園で見た蛍がすごく綺麗だったの
で、その風景を思い出しながら、御所湖でも蛍が見ら
れるといいなと思って描きました。
（Ｉ）難しかったところや上手く描けたところはどこ
ですか？
（米）文字の色と文字の中の背景の色が違うので、区

あとがき
先日、りんごをたくさんいただきました。そのまま食べてもとっ

先月まで開催していた県立博物館「個性派役者勢揃い～岩手の

ても美味しいのですが、りんごたっぷりのタルトタタンにしてみ

操り人形～」展で行われたイチ押し役者総選挙。なんと、雫石町

ました。バターと砂糖でりんごを煮詰めると、甘い香りが広がっ

指定文化財「安庭あやつり人形芝居」の三番叟が数ある中から第

て幸せな気分に。次回はりんごジャムに挑戦しようと思います！

２位（１位と一票差）に‼一年の終わりに、嬉しいニュースです。





（I）

（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2020（令和2）年12月号 （12月10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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