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■「いわての復興教育」児童生徒実践発表会」発表校・内容一覧 
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■第1回「いわての復興教育」児童生徒実践発

表会を開催しました 

 平成31年１月30日、県民会館大ホールで、県内

８校の児童生徒による「いわての復興教育」児童生

徒実践発表会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いわての復興教育」児童生徒実践発表会は復興

教育を推進して以来、初めての開催となりましたが、

各学校がこれまで行ってきた震災津波の経験や教訓を

踏まえた取組の発表を行い、県民の皆様から好評を得

ることができました。 

参加した児童生徒からは、「ふるさと岩手を支える

一人として、これからもふるさとのために何ができ

るかを考えていきたい」という感想や「震災を知ら

ない方、記憶のない方が当時の教訓を共有すること

で地域のつながりを強める活動の大切さを痛感した」

などの感想が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 発表内容 

山田町立船越小学校 合唱「明日へ」等 

岩泉町立浅内小学校 
震災学習列車活用スク

ール、避難訓練等 

八幡平市立西根第一中学校 
避難所運営実習、被災地

訪問等 

大槌町立大槌学園 語り部発表等 

野田村立野田中学校 創作太鼓等 

盛岡視覚支援学校 
筝曲クラブ、音楽クラブ

の発表 

盛岡峰南高等支援学校 
災害時の「困った」への

対応、炊き出し体験等 

一戸高等学校 
震災学習列車等、被災地

訪問・交流等 

■岩手県生涯学習推進研究発表会（人づくり・

地域づくり推進フォーラム）を開催しました 

１月31日（木）から２月１日（金）の2日間、県

立生涯学習推進センターで岩手県生涯学習推進研究

発表会（人づくり・地域づくり推進フォーラム）を

開催し、県内外から各地域の社会教育関係者約 150

名が参加しました。 

研究発表会では、愛媛大学大学院教育学研究科 教

授 露口健司氏が学校と地域の連携・協働をテーマ

に講演を行ったほか、家庭教育支援のあり方に関す

る実践的研究や県内の各地域の取組み事例などの発

表が行われ、有意義な研究発表会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～教育委員会の平成31年１月から３月までの歩み～ 

Ⓡわんこきょうだい 

（野田村立野田中学校による創作太鼓） 

（大槌町立大槌学園による発表） 
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（岩手県はばたき賞を受賞した皆さん） 

（受賞者代表者あいさつ） 

■平成 30 年度第２回岩手県はばたき賞表彰式

を開催しました 

県教育委員会では、本県の児童生徒等の他の模範

となる行為や活動を表彰しています。 

２月５日(火)、盛岡地区合同庁舎において今年度

第２回目の表彰式を行い、奨励表彰18個人８団体、

努力表彰２個人の皆さんに高橋教育長から表彰状と

記念品を授与しました。 

 

 

 

 

 

 

  

表彰式では、受賞した皆さんに高橋教育長から未

来に向けて、これからの社会に大きくはばたき、一

層活躍し、ふるさと岩手の発展にも力を発揮してほ

しいと激励がありました。 

 また、全日本吹奏楽コンクール中学校の部におい

て本県初となる金賞を受賞した北上市立上野中学校

吹奏楽部部長の出川穂乃香さん（３年）が受賞者を

代表してあいさつをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 項目 

盛岡市立桜城小学校（個人） 

３年 山田 結心さん 
奨励（文化活動） 

一関市立藤沢小学校（個人） 

 ４年 武藤 史茉さん 
奨励（文化活動） 

岩泉町立釜津田小学校（個人） 

 ５年 中田 飛羽雅さん 
奨励（文化活動） 

宮古市立山口小学校（個人） 

 ６年 坂下 幸音さん 
奨励（文化活動） 

久慈市立夏井小学校（個人） 

 ６年 播磨 愛和さん 
奨励（文化活動） 

受賞者 項目 

一関市立興田中学校（個人） 

 １年 佐藤 瑞実さん 
奨励（文化活動） 

北上市立上野中学校（団体） 

 吹奏楽部 
奨励（文化活動） 

盛岡第四高等学校（個人） 

 ２年 角掛 杏美さん 
奨励（文化活動） 

水沢高等学校（個人） 

 ２年 菅原 わかばさん 
奨励（文化活動） 

盛岡第三高等学校（個人） 

 ３年 田鎖 寛都さん 
奨励（文化活動） 

一関工業高等専門学校（団体） 

 一角 
奨励（文化活動） 

盛岡第四高等学校（団体） 

 文芸部 
奨励（文化活動） 

岩手高等学校（団体） 

 囲碁将棋部 
奨励（文化活動） 

滝沢市立篠木小学校（個人） 

 ５年 齊藤 夏未さん 
奨励（スポーツ活動） 

盛岡カーリングスポーツ少年団（団体） 
５年 瀬川 力さん 

 ６年 澤口 恭典さん 
 ５年 松原 理桜さん 
 ６年 佐々木 美桜さん 

奨励（スポーツ活動） 

一戸町立一戸中学校（個人） 

２年 南舘 日奈太さん 
奨励（スポーツ活動） 

盛岡となん支援学校（中学部）（個人） 

 ３年 大矢 泰生さん 
奨励（スポーツ活動） 

岩手選抜中学校（団体） 

 男子ホッケーチーム 
奨励（スポーツ活動） 

盛岡中央高等学校（個人） 

 １年 伊藤 ふたばさん 
奨励（スポーツ活動） 

専修大学北上高等学校（個人） 

 １年 住吉 こゆきさん 
奨励（スポーツ活動） 

盛岡峰南高等支援学校（個人） 

 ２年 中里 巴さん 
奨励（スポーツ活動） 

盛岡みたけ支援学校（高等部）（個人） 

 ２年 松山 慶紀さん 
奨励（スポーツ活動） 

花巻清風支援学校（高等部）（個人） 

 ３年 川崎 祐希さん 
奨励（スポーツ活動） 

盛岡白百合学園高等学校（個人） 

 ３年 小野寺 みずきさん 
奨励（スポーツ活動） 

不来方高等学校（団体） 

 カヌー部女子 
奨励（スポーツ活動） 

弓道岩手県少年女子（団体） 

 ３年 菅原 佑美さん 

 ３年 玉川 龍桂さん 

 ３年 土門 幸音さん 

 ３年 佐藤 奈那さん 

奨励（スポーツ活動） 

盛岡となん支援学校（中学部）（個人） 

 ２年 大矢 康生さん 
努力（スポーツ活動） 

盛岡となん支援学校（高等部）（個人） 

 ２年 安倍 百香 
努力（スポーツ活動） 
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■平成30年度（第62回）岩手県教育研究発表

会を開催しました 

２月７日（木）から８日（金）の２日間、花巻温

泉や県立総合教育センター、県立生涯学習推進セン

ターを会場に、県内外からのべ2,500名を超える参

加者を迎えて、第62回岩手県教育研究発表会を開催

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月７日の全体会では、矢巾町立矢巾中学校の第

１学年生徒の協力をいただき、総合教育センターに

よる中学校国語の提案授業を行ったほか、「資質・

能力を育むカリキュラム・マネジメントの実現」と

題して、千葉大学教育学部 特任教授 天笠 茂 

氏による講演会を行いました。 

この２日間を通して、５つの特設分科会と17の教

科等分科会において、約100主題の授業実践、研究

成果が発表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 33 回全国高等学校文芸コンクールで最優
秀賞を受賞した３校の文芸部のみなさんが、高

橋教育長を訪問しました 
２月１日（金）、第33回全国高等学校文芸コンク

ールにおいて最優秀賞を受賞した３校の文芸部の生

徒４名が、高橋教育長を訪問し、全国頂点に立った

喜びを報告しました。 

 訪問したのは最優秀賞と文部科学大臣賞に輝いた、

小説部門の田鎖寛都さん（盛岡三高３年）、詩部門

の角掛杏美さん（盛岡四高２年）、文芸部誌部門の

盛岡四高文芸部代表の千葉海斗さん（同）、最優秀

賞と読売新聞社賞に輝いた俳句部門の菅原わかばさ

ん（水沢高２年）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「第 91 回選抜高等学校野球大会」に出場す
る盛岡大学附属高校が高橋教育長を表敬訪問
しました 

 ３月23日(土)から開催される第91回選抜高等学

校野球大会に東北地区代表として出場する盛岡大学

附属高等学校野球部が高橋教育長を表敬訪問しまし

た。 

 盛岡大学附属高等学校は本年度９月に行われた秋

季東北地区高校野球県大会で優勝し、10月の東北地

区大会では準優勝を収めました。同校が選抜高校野

球大会の代表として出場するのは２年ぶり５回目と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「岩手県教育委員会ＷＥＢフォトニュース」に関する御意見・お問い合わせはこちらまで 

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県教育委員会事務局教育企画室 

TEL：019-629-6106  FAX：019-629-6119  E-mail：DB0001＠pref.iwate.jp 

（中学校国語の提案授業の様子） 

（全体会の様子） 

（記念撮影の様子） 

（記念撮影の様子） 


