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落語鑑賞会 大爆笑

11月11日(金)，神代中出身の落語家柳家さん若

さんをお呼びして落語鑑賞会が全校で開催されまし

た。

さん若さんは，紹介の後，落語についての知識，

成り立ちについて説明してくれました。

また，落語で使

用する，手ぬぐい，

扇子をどのように

使うのかも説明し
てくれました。扇

子では，蕎麦(そば)

を食べるシーンを

演じ，代表生徒３

名と一緒に演じま

した。代表生徒の

蕎麦を食べる仕草

はとてもユニーク

でなおかつ面白い

ものでした。
その後，いよい

よ落語の本番で

す。「子褒め（こ

ほめ）」というタ

イトルの落語を行

ってくれました。

会場からは爆笑の

連続でありまし

た。

「子褒め」は落
語の世界では取り

上げられる有名な

題目です。所々難

しい言い回しがあ

りましたが，さん

若さんの身振りに

引き込まれてしま

い，落語の面白み

を生徒は感じたよ

うです。
生徒代表３名が

感想発表を行い，

さん若さんからも

「角館中学校の生

徒に落語を行うの

は２回目です。神

代中出身なのですが，母校からはまだお呼びがかか

らないのですが。これからもよろしくお願いいたし

ます。」と感謝の言葉が述べられました。

日本文化の落語を間近に見ることができた充実の

時間でした。

学校視察

11月15日(火)，３年生が実力テストでしたが，

栃木県真岡市教育委員会の指導主事の皆さんが，学

校訪問をし，１・２年生の授業を参観しました。

なぜ本校に視察
に来たのか，それ

は，本校が平成2

6年～27年に国立

教育政策研究所指

定の「確かな学力

の育成に係る調査

実験協力校」だっ

たからです。その

研究成果と生徒た
ちの様子を実際に

見たい，というこ

とでした。

先生方は，各教

室に入ると，板書

を撮影したり，生

徒のノートを撮影したり，生徒に質問，などの場面

も見られました。この日の授業は，一生懸命に考え

る時間が多かったです。

院展画家 伊藤髟耳先生来校
ワークショップ

11月16日(水)，院展画家の伊藤髟耳（ほうじ）先

生が来校され，本校美術部員12名に日本画の描き
方を指導されました。

伊藤髟耳先生

は，以前平福美

術館で個展を開

かれたときにワ

ークショップを

行い，その縁で

今回も伊藤先生

を囲む「はんぽ

の会」の皆さん
のおかげでワー

クショップが開

催されました。

内容は，色紙に

「私を助けてく

れるだるま」と

いうテーマで，

その絵を完成させることでした。

完成した美術部員の作品は，平福美術館展示会の

際にお披露目する予定です。
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伊藤先生は「絵を描くことは，コミュニケーショ

ンだ。明るい絵を描かねば世界に通用しない。一本

の線を大事にしよう。パラレルではなく互い違いに。
絵に動きを。」な

ど含蓄（がんちく）

のある実際の描

き方を示してく

れました。伊藤

先生，はんぽの

会の皆様，あり

がとうございま

した。 後藤杏奈さん(2年生)の作品

第３４回 ウインドミルオーケストラ
定期演奏会

明日11月19日(土)，午後２時より「第３４回ウ

インドミルオーケストラ定期演奏会」が，大仙市「ド
ンパル」にて開催されます。

3年生部員にとっては，これが最後の演奏会とな

ります。お時間ある方は，お誘いあわせの上，来場

いただければ幸いです。

第４８回 大曲仙北児童生徒美術展

標記美術展が明日とあさって，次のように開催さ

れます。本校からは２年生全員の「Ｄｒｅａｍ Ｅ

ｇｇ」そして，その他各学年から多数の作品が展示

されます。多数のご来場をお待ちしております。

日時 11月19日(土)~20日(日)
午前９時～午後４時４５分

場所 大仙市大曲交流センター

栄光
◎平成２８年度中学生「税についての作文」
・秋田県納税貯蓄組合連合会長賞 ３年 佐藤愛さん

・大仙仙北地租区税教育推進協議会長賞
２年 加賀谷志津さん

◎第５１回秋田県秋季柔道大会 男子団体３位

11月12日男鹿市総合運動公園体育館
◇団体戦

・２回戦 角館〇４－１●井川
・３回戦 角館〇３－２●二ツ井

・準決勝 角館●１－４〇御野場
・敗者復活戦 角館〇３－１●土崎 ３位
・シード決定戦 角館〇２－１●羽後

監督のお話では，準決勝進出を果たして負けると
３位ではなく，そこから敗者復活戦に回って勝ち上

がっていく方式だそうです。
◇個人戦

・女子 ５７ｋｇ級 優勝 松本唯さん
・男子 ５５ｋｇ級 優勝 児玉文汰さん

６０ｋｇ級 優勝 後藤善春さん

７３ｋｇ級 準優勝 黒澤太雅さん
９０ｋｇ級 準優勝 黒澤翔さん

◎第６回秋田県中学校新人駅伝競走大会
11月12日 県立中央公園内周回コース

○は学年，（ ）は最初が全体順位，次が区間順位

です。出場者の記録を紹介します。
◇男子 51チーム参加

１区3.1km２区～5区は3.0km 計15.1km
・角館Ａ ３位
１区 能美力也さん ②10分28秒(2,2)

２区 草彅魁さん ②10分12秒(8,4)
３区 平澤秀太郎さん ② 10分26秒(6,6)

４区 千葉洸之介さ ②10分17秒(5,3)
５区 能美勇樹さん ②09分54秒(3,2)

51分17秒
・角館Ｂ ８位
１区 竹内胤人さん ①10分32秒(15,15)

２区 渡邊大成さん ①10分25秒(13,14)
３区 古郡愛斗さん ①10分25秒(9,5)

４区 赤坂虹葵さん ②10分50秒(8,12)
５区 藤邑諒さん ②10分37秒(8,11)

52分49秒
・角館Ｃ 31位
１区 渋谷樹さん ②10分49秒(25,25)

２区 加藤陸さん ②11分00秒(32,35)
３区 高橋匠一さん ②11分07秒(31,30)

４区 荒川青空さん ②11分45秒(32,36)
５区 黒澤輝さん ②10分58秒(31,21)

55分39秒
・角館Ｄ 32位
１区 戸嶋友哉さん ①11分10秒(34,34)

２区 猪本海さん ②10分35秒(30,19)
３区 千葉航太さん ①11分14秒(34,37)

４区 後藤晴樹さん ①11分47秒(33,37)
５区 鈴木大吾さん ①11分19秒(32,28)

56分05秒
・角館Ｅ 34位
１区 伊藤廉さん ①11分02秒(33,33)

２区 戸澤翔さん ①10分59秒(36,34)
３区 泉田晴さん ①10分57秒(32,25)

４区 山口隆真さん ①11分42秒(31,35)
５区 藤原裕己さん ①11分38秒(34,39)

56分18秒

◇女子 ４０チーム参加
１区3.1km２区～４区は2.1km 計9.4km

・角館Ａ 優勝
１区 佐藤里緒さん ②11分14秒(4,4)

２区 戸澤実侑さん ①07分58秒(2,10)
３区 田中璃桜さん ②07分57秒(2,2)
４区 大澤ゆき乃さん ②0７分40秒(2,2)

34分49秒
・角館Ｂ 14位

１区 三浦葵さん ①12分46秒(29,29)
２区 鈴木香菜さん ①08分03秒(20,12)

３区 佐々木美祐さん①08分30秒(17,10)
４区 米澤美紅さん ①08分24秒(14,11)

37分43秒

・角館Ｃ 32位
１区 伊澤遥佳さん ①12分29秒(22,22)

２区 加賀谷愛美さん②08分31秒(28,24)
３区 草彅紗良さん ②08分22秒(19,9)

４区 佐々木稚那さん①10分18秒(32,39)
39分40秒

◎秋田県中学校新人卓球大会 11月12日秋田県民

体育館 浅利天夢さん３回戦惜敗


