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明日は仙北市教育研究会研究大会

10月23日(金)は，仙北市教育研究会研究大会

並びに平成26～27年度文部科学省委託「確かな

学力の育成に係る実践的調査研究」協力校として

の自主公開研究会です。

出席者は，仙北市の教職員全員と県内・県外か

らの参加者で，およそ200名となっています。

県外の遠くは佐賀県，静岡県から来校される方も

おります。

本校では，昨年度，文部科学省から委託されて

から，研究体制・研究方針を整えて，今日まで研

究してまいりました。特に，今年度は，教育目標

を「学び合い 高め合い」にし，研究主題を「生

徒の『学習力』を伸ばす授業づくり～『聴く，つ

なぐ，学び合う』授業の追究～」として，研究に

取り組んできました。

この研究の一端を，生徒の学習活動を通して，

来校者の皆さんに見ていただくこととなります。

職員生徒がともに迎える気持ちで明日一日を過

ごしたいと思っております。

明日の研究授業は次のようになっております。

○４校時 11:40～12:30一般公開授業（協議
会はありません）

教科 組 単元名 授業者 教室

数学 １Ａ 一次方程式 畠山 １Ａ

家庭 １Ｂ 調理と食文化 照井 料理室

基礎技能の確認

技術 １Ｃ 材料取り・部品加 鈴木 技術室

工

社会 ２Ａ 近畿地方 赤上 ２Ａ

国語 ２Ｂ 敬語 髙橋里 ２Ｂ

特活 ２Ｃ 自分らしさ 高橋智 ２Ｃ

友だちらしさ

英語 ２Ｄ Speeaking ＋２ 広瀬 ２Ｄ

電話での応答

国語 ３Ａ 故郷 佐々木充 ３Ａ

英語 ３Ｂ Unit５ EIectronic 出町 ３Ｂ

Dictionaries-For or
Against

理科 ３Ｃ 仕事とエネルギー 佐々木克 第１理

音楽 ３Ｄ 合唱「流浪の民」 奈良 音楽室

・「春に」

特支 けやきＢ 比例と反比例 藤原 けやきＢ

○５校時 13:30～14:20
教科 組 単元名 授業者 教室

国語 １Ｃ いにしえの心にふれる 山口 １Ｃ

社会 ３Ｃ 地方の政治と自治 大河 ３Ｃ

数学 ３Ｄ 関数 赤川 ３Ｄ

山崎

理科 １Ａ 光の世界 福田 第２理

英語 １Ｂ Ｕｎｉｔ６ ベッキ 佐藤 １Ｂ

ーのおばあちゃん

美術 ２Ｃ おもてなしのデザ

インｉｎ角館 ～心 長澤 美術室

をともすあかり～

保体 ３ＡＢ バスケットボール 藤倉 体育館

井合

第２０回平福百穂顕彰短歌大会

中学校・高等学校の部 賞受賞

標記大会の総応募数は全部で３９７首でした。

このうち，予選通過作品は４２首でした。

本校生徒が標記大会で入賞しましたので，受賞

者と短歌を紹介します。

○講師選一位（仙北市教育長賞）

佐藤 愛 さん （２年生）

「やりきった」「でももう少しできたのに」

終わった瞬間よぎる気持ちは

○奨励賞（仙北市教育長賞） 講師選佳作

浅利 しほ さん （２年生）

目が覚めて耳をすませば どこからか

みんなの大きな笑い合う声

菊地 芹佳 さん （２年生）

大空に笑顔を向けて咲いている

明るさいっぱい向日葵の花

船木 詩乃 さん（２年生）

休み明け足の日焼けが気になった

ぬいでもぬげない白いくつした

上記授賞作品の他に，予選通過した本校生徒の

作品を紹介します。
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鈴木 天 さん（２年生）

夏休み分厚いドリル倒そうと

集中する時せみなきはじめ

青山 加奈 さん（２年生）

ホグワーツグリフィンドール勇敢で

イメージカラーは赤で決まりだ

青山 澪 さん（２年生）

練習中蝉の鳴き声木霊して

夏と感じる夕やけの空

戸村 ほのか さん（２年生）

試合中同点ゴールきめたとき

あの瞬間が忘れられない

伊藤 拓翔 さん（２年生）

カキーンカキーン快音響く球場で

球児たちの夏が始まる

蓮沼 千怜 さん（２年生）

つるりんと真夏にすする風の糸

私の心に風吹きぬける

能美 江之介 さん（２年生）

美しい桜トンネル見歩けば

心落ちつき我は満開

髙橋 太陽 さん（２年生）

国語辞典時代を感じるものですなー

上から譲られ今僕の手に

ＪＲＣ委員会 車いす贈呈

ＪＲＣ委員会で，空き缶回収等の収益金で，角

館町にある養護施設に「フルリクライニング車い

す」を贈ることとしました。実物は写真のように，

とても豪華で，座り心地も良いです。贈呈式の日

取りはまだ未定で

すが，このほど実

物が届きましたの

で紹介します。学

校の生徒玄関前に

展示したいと思い

ます。

◎ 角館中学校招待バレーボール大会

10月17日(土)，本校体育館で標記大会が開

催されました。

試合は，予選リーグＡ，Ｂで各リーグ４校

総当たり戦で，上位２校が順位決定戦を行いま

した。

Ａリーグ 大曲，大曲西，南外，神代

Ｂリーグ 角館，太田豊成，協和平和，山内

◇予選リーグ試合結果

Ａリーグ

大曲○２（25-9,25-5）０●大曲西
南外○２(25-5,25-11)０●神代
大曲○２(25-19,25-22)０●南外
大曲西○２（25-19,26-24)０●神代
大曲○２（25-11,25-7)０●神代
大曲西●０（14-25,25-27)２○南外
大曲３勝，南外２勝１敗，大曲西１勝２敗，神

代３敗

Ｂリーグ

太田豊成○2(25-15,25-12)０●山内
協和平和●１(16-25,25-17,21-25)２○角館
太田豊成○２(25-10,25-14)０●協和平和
山内○２(25-23,25-21)０●角館
太田豊成○２(25-11,25-16)０●角館
山内●0(15-25,13-23)２○協和平和
太田豊成３勝，協和平和１勝２敗，角館１勝２

敗，山内１勝２敗

◇順位決定戦

決勝戦 大曲○２(25-18,25-18)０●太田豊成
３位決定戦南外○２(25-21,25-10)０●協和平和
優 勝 大曲中学校

準優勝 太田豊成中学校(合同チーム）

第３位 南外中学校

本校は，予選リーグで勝率は同じでしたが，

協和平和戦で１セットとられたのでセット率でリ

ーグ３位となりました。

◎ 秋田東中学校招待野球大会 優勝

10月17日(土)秋田東中学校グラウンドで開催

された標記大会で本校野球部は優勝しました。

おめでとうございます。結果をお知らせします。

１回戦 角館中○２－０●城東中

決 勝 勝平中●１－３○角館中

◎ 第６３回少年健全育成防犯柔道大会

女子個人優勝，男子個人３位

10月17日(土）に仙北ふれあい体育館で行わ

れた標記大会で女子個人優勝，男子個人３位の栄

光に輝きましたので紹介します。

・女子 個人 優勝 松本唯さん

準決勝

松本さん(角館）○1本(払い腰)●松本さん(大曲）

決 勝 松本さん(角館)○１本(押さえ込み)●

高橋さん(仙北)

・男子 個人 ３位 鈴木京さん

５人によるトーナメントで，１人欠場のため，

準決勝敗退で３位。


