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仙北市教育研究会研究大会

総勢205名の参加者
生徒は授業で奮闘しました

10月23日(金)，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」協力校の自主公
開研究会が，多数のお客様をお迎えし，無事に終
了いたしました。
４校時の一般公開授業には，佐賀県，静岡県，

秋田市から見えられた先生方，仙北出張所長他指
導主事の皆さん，仙北市教育委員会の皆さん，角
館中学校職員ＯＢの皆さんなど，全学級を参観し
てくれました。
５校時は，特別公開授業で，国語，社会，数学，

理科，英語，美術，保健体育の７つの授業を，各
教科３０人ほどの参観者で，生徒の発表，思考風
景，学び合い風
景をご覧いただ
きました。
静かな教室の

中から挙手をし
て，確信を付く
発 言 が あ っ た
り，教材の面白
さについ，次の
授業を参観する
ことを忘れて見
入ってしまったり，角館中学校の生徒が活躍した
場面に遭遇した数々でありました。
先生方の協議会でもグループ協議を取り入れ，

参観者が思う存分自分の思いを語ってくれまし
た。
全体会では，本校研究主任(大河見一教諭)から

２３分間にわたる，この２年間の研究の歩みのプ
レゼンテーションがありました。その後，義務教
育課指導主事の先生から，講評をいただきました。
子どもたちも先生たちもやりきった一日という

達成感と，翌週から再び「生きる力」を付けるた
めに奮闘の日々が始まると感じた一日でありまし
た。
ご参加の皆様，貴重なご意見をありがとうござ

いました。

第６１回青少年読書感想文全国コンクール
大曲仙北審査 入選

標記コンクールに応募した生徒の作品が次のよ
うに，受賞しましたのでお知らせします。

○ 課題読書二席(県コンクールへ推薦）
・森田 晃弘 さん（3年生）
題名 「『夏の朝』を読んで」
本 「夏の朝」 本田昌子，木村彩子

○ 読書三席
・佐々木 茉祐 さん（3年生）

題名 「和幸さんから学んだこと」
本 「車いすバスケで夢を駆けろ～元 J リ

ーガー京谷和幸の挑戦」京谷和幸
・佐々木 蓮 さん（3年生）
題名 「この本を読んで変わったこと」
本 「君の膵臓が食べたい」 住野よる

・佐藤 愛 さん(2年生）
題名 「便せんで伝えるメッセージ」
本 「サクラ咲く」 辻村深月

○ 入選証(応募してくれた方たちです）
・鈴木 遥香 さん（３年生）
題名 「リアルな中学生の世界に入りこんで」
本 「オーダーメイド殺人クラブ」辻村深月

・柏谷真愛 さん（1年生）
題名 「あきらめなければ夢は叶う」
本 「ディズニーそうじの神様が教えてく

れたこと」 鎌田洋
・草彅 紗良 さん（１年生）
題名 「戦争のない世の中へ」
本 「アメリカひじき・火垂の墓」野坂昭如

・大石 花 さん（１年生）
題名 「友情の力」
本 「完全版 あらしのよるに」 きむら

ゆういち，あべ弘士
・能美勇樹さん（1年生）
題名 「物語から学んだこと」
本 「グラウンドの詩（うた）」あさのあつこ

県に推薦された森田さんの読書感想文を紹介し
ます。

題名 「『夏の朝』を読んで」
本 「夏の朝」 本田昌子，木村彩子

３年 森田 晃弘 さん
私はこの本を読んで，家族や親戚，先祖が教

えてくれる「想い」の大切さを知ることができ
た。
私には勿論，みんなにも家族はいる。遠い先

祖によって結ばれてきた一本の長い糸のように
数々の運命が入り交じり尊い命が芽吹き，そし
て，今ここに自分という存在がある。父と母が
どんな想いで出会い，結婚し，私を産んだのか，
計り知れない不安があったかもしれないし，こ
れから始まる生活に多大な希望を抱いていたの
かもしれない。そんな事が生まれたての赤ん坊
に分かるわけないし，幼かった私は興味をもつ
事も深く考えることもなかった。今までの私は
「想い」に対して浅く見ていたのかもしれない。
浅く見ているあまり，友だちの「想い」を気に
せず，ただ仲良く接しているつもりでも無意識
に誰かを傷つけていた可能性だってある。しか
し，私の「想い」に対する考え方はこの本を読
んで変わった。
主人公は私とちょうど同じくらいの年頃の女

の子。莉子は祖父の一周忌の法要に出席するた
めに，母の生まれ故郷に向かう。そこで莉子は
池のまわりに咲くたくさんの蓮（はす）の花を
目にし，小夜子おばさんに「つぼみの中には何
が入っているか」と尋ねる。小夜子おばさんは，
このつぼみの中には「想い」が詰まっていると
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教えるのだ。この後，莉子は蓮のつぼみに導か
れ，昔の祖父がまだ生きていた時代に飛ばされ
ることになる。そこで，たくさんの人と出会い，
そして昔祖父とした約束を守るために，莉子は
その記憶をたどる。
私はこの主人公はきっと，好奇心旺盛で，何

事にも取り組める子ではないかと思った。私は
夏と冬に親戚のいる実家に帰る。しかし，この
とき，つい気まずくなってしまう。もう何年も
同じ事を繰り返しているが，苦手なのか，怖い
のか，わからないまま，無意識にそうなってし
まう。莉子は私とは逆で，積極的に話しかけて
いく。この様子から，莉子の前向きな姿勢が読
み取れる。また，この物語では，時間を飛ぶと
いう現象が起きるが，このとき莉子は「怖くな
い」と言い切る。もし，私が別の時代に飛んだ
ら，弱気な性格が出て，その場で慌てショック
のあまり，動揺するだろう。慌てない莉子の冷
静さと動揺しない強さが伝わってきた。私は最
初，女の子だからというのもあって，こんな一
面が読み取れた時は，すごく意外性を感じてい
た。私の身近にももしかしたら，かっこいいと
感じるほどの女の子がいるのかもしれない。私
も以前，親戚の一周忌があって出席した時，会
ったこともない人がたくさん来て，何を話した
らいいかも分からず，ただ早く帰りたいとだけ
思っていた。だから莉子が，なぜあんなに久し
ぶりに会ったような人と気軽に話せるのか，人
を想う優しさとその温かい気持ち，私にはある
ようでないものを兼ね備える莉子が少し羨まし
いと思った。
莉子は，遠い記憶をたどっていくうちに，祖

父の過去を知っていく。絵を描くことが好きな
祖父の描いた蓮の絵を，大切にして現在に届く
ように，あの日交わした約束を忘れないように，
またいつの日か，思い出せるように，心に誓う。
この物語では，周囲の人たちが，莉子に気を

寄せるという場面がいくつか見られる。やはり
莉子には，そういった特別な何か見えない不思
議なオーラのようなものが，あったのだろう。
おそらく友だちをすぐにつくれたり，会話の中
に気軽に入っていけたり，できるような人だと
思う。臆病な私には，到底見習うべき箇所の一
つでもある。いろいろな経験をして変わってい
く主人公の姿と熱い前向きな姿勢が，中学生と
は思えないほど，立派で同じ中学生なのに，尊
敬してしまう。
私はこの本を読んだことで，「想い」に対する

考え方が変わったのと同時に，興味がわくよう
にもなった。遠い先祖がその昔，何を想い，何
をしたのか，今ではもっともっと知りたい衝動
にかられている。父と母が結婚し，産まれてき
たのが私であり，その父と母も私にあたる祖父
と祖母が産んだのだ。そのようにして，すべて
の事に意味があり，つながっては結ばれてきた。
数々の「想い」と言われる糸が年月を重ねては
長くなっていく。時には絡み合うことだってあ
る。「記憶」という意味のもたない白い布を今，
糸の一番先に立っている僕たちが新しい記憶を
つくっていかなければならない。この世界には
ありとあらゆる「記憶」という名の布が存在し，
今もなお，つくられ続けている。布同士が合わ
さり，大きな布へ変わり，それはまるで何かを
つくろうとしているかのように，しかしそのど
れもが，完成することは決してない。なぜなら，

人の「想い」は，永遠と受け継がれ，その「想
い」が消えることはないのだから。たとえ忘れ
られても，紡がれてきた糸を解くことはできな
い。それほどにも，硬く結ばれてきた大切なも
のだから。いつまでもいつまでも遠く続くこの
「想い」を，私は子孫に語り継いでいきたい。

サッカー第３位，卓球第３位
おめでとうございます

10月25日に行われたそれぞれの大会で，サッ
カー部が第３位，卓球部が第３位の栄光に輝きま
した。おめでとうございます。結果をお知らせい
たします。
◎ 第２１回サッカー東北電力杯 第３位
角館・生保内(合同チーム）●０－４○大曲
角館・生保内(合同チーム）○１－０●美郷

◎ 第１２回 田沢湖スポーツセンター中学校卓
球大会 第３位 10月24日～25日

・Ｘゾーン予選Ｂリーグ １勝１敗 ２位
角館○－●能代二
角館●－○湯沢南

・Ｘゾーン上位リーグ ２勝１敗 ２位
角館●１－３○大曲西
角館○３－２●能代二
角館○３－０●鳥海

・１位２位リーグ ２勝３敗 第３位
角館●１－３○大曲西
角館○３－１●神代
角館○３－２●天王
角館●１－３○秋田北
角館●１－３○中仙

の行事

01(日)部活動休止日
02(月)生徒会役員選挙立候補者公示
03(火)文化の日
04(水)選挙運動期間～11日，木曜日課
05(木)大曲仙北小中音楽祭，水曜日課
06(金)校内授業研究会(３年生総合的な学習の時間)
07(土)全県秋季剣道大会
08(日)平和中学校招待バレーボール大会
09(月)由紀さおり，安田祥子コンサート(14:30)
11(水)３年実力テスト
12(木)生徒会役員選挙立会演説会・投票
13(金)基礎学力テスト英語，ＰＴＡ環境部花壇作業
14(土)オーケストラ部定期演奏会(ドンパル14:00)

全県秋季柔道，卓球大会(～15日)，全県
新人駅伝競走大会，数検

15(日)部活動休止日
17(火)２年生修学旅行(東京)～19日
18(水)3年生宿泊研修(秋田市)～19日
20(金)基礎学力テスト数学
21(土)草彅杯バレーボール大会～22日
23(月)勤労感謝の日
24(火)担任による読み聞かせ
25(水)教育相談日①
26(木)３年後学期中間テスト，職員会議
27(金)教育相談日②，大曲仙北地区中学校特別

支援学級合同体験学習ボランティア・進
路体験学習(大曲交流センター)

28(土)歴史能力検定
30(月)教育相談日③


