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平成２５年１０月１１日
No.２５

立志祭を終えて

先週末に開催された立志祭前日祭，そして立志

， 「 ，祭は そのテーマである 西仙Ｍａｇｉｃ～輝け

」 ，僕らのＳｈｏｗ Ｔｉｍｅ！ に表されるように

一人一人がその役を果たしました。

10月5日(土)に行われた前日祭は，午後２時10

分に男装女装がスタートしました。昨年よりも可

愛い女装，背が高くかっこいい男装が見られまし

た。各部の出し物は，部活それぞれの工夫が見ら

れ，部活ごとの個性が現れて楽しかったです。

英雄伝説は，歌，歌＋ギター，楽器演奏，踊り

と様々な出し物があり，今年は，バラエティにと

んでいて，クオリティが高いという先生方の評価

。 。でした ３年生はもちろん２年生も頑張りました

最後は，５人の先生方の登場，最初は引き気味

の生徒も一生懸命のパフォーマンスに圧倒されて

大いに盛り上がりました。午後５時に終了。ふと

後ろを振り返るとすごい数の保護者の皆さんがい

て驚かされました。日ごろ見ることのできない生

徒の姿があちらこちらに見られた前日祭でした。

， ，翌日 10月6日(日)に行われた立志祭本番では

生徒会執行部がステージに整列，副会長の大沼拓

也さんから，立志祭スタートの挨拶が述べられま

した。続いて，今年から新たな演目として，阿部

倫己さん，阿部真己さん，佐藤拓真さんの３人に

よる空手演舞で始まりました。会場は空手演舞に

よる迫力に目を奪われ，静寂の中に腕を振る音，

気合いの声のみが反響しました。盛大な拍手をい

ただき，生徒有志による刈和野太鼓が演奏されま

した。立志祭の風物詩になった刈和野太鼓，はじ

めて見る人にとって，体中が震えてくる演奏でし

た。演奏に伴い，ばちを持って様々な形を見せて

くれる太鼓演奏は，刈和野の大綱引きとともに，

地域の宝として残したいものの一つだと思いまし

た。和太鼓の日本文化の後を引き継いだのは，3

年生の佐々木航平さんによる三味線演奏です。難

曲と言われている「津軽じょんがら節」では，ば

ちの音と聞き慣れたメロディー，そしてすばやい

左手の動きに，会場から拍手が起きました。

この後，いよいよ全校生徒によるＮＩＳＨＩＳ

ＥＮソーランが始まりました。

最初は，１年生。練習時間が短かったものの，

大きなかけ声，精一杯の演舞でした。次は，2年

生。間奏では，男子が櫓（やぐら）を，女子は自

分たちの創作演舞を，それぞれが行いました。ラ

ストは，3年生です。もう２度とこの仲間と踊る

ことは出来ないＮＩＳＨＩＳＥＮソーラン，かけ

声は，本校の顔にふさわしい大きなものでした。

そして，メインの櫓では，男子はもちろん，女子

も挑戦。会場のあちらこちらから盛大な拍手がわ

き上がっていました。

興奮が波が引くように静まりかえると，英語弁

論が始まりました。

鈴木里歩さん「 」I can do it !

阿部倫己さん「 」Heart and skill together

鈴木さんは，バレーボールの部活動で，3年生

になってから怪我をしてしまい，練習に参加でき

なくなってどうしたらいいのだろう，悩む自分の

姿，そしてそこから新たな道を見つけていく姿を

私たちに示してくれました。

阿部さんは，先に披露してくれた「空手」につ

いて，自分がなぜ空手をやろうとしたのか，空手

から学んだことは何か，についてお話ししてくれ

ました。

どちらの英語も，聞き取りやすい気迫のこもっ

たスピーチでした。私の隣に座っていたＡＬＴの

ベンジャミン先生は，二人の指導を英語科の先生

方と夏休み中に一手に引き受けてくださり，スピ

ーチする二人の姿に満足そうでした。

続いた科学部による理科研究発表では，科学部

１・2年生が 「混合液からどのような結晶ができ，

るか 「フィラメントの代用となるものはどういう」

」「 」 ， ，ものか カビの生えにくい条件 の３本を 仮説

実験方法，実験，考察の順でわかりやすいように

プレゼンテーションを行いました。最後は，本年

度の理科研究発表会最優秀賞を受賞した３年生が

「過冷却水でできる氷筍（ひょうじゅん）の形や

高さの条件」をテーマに発表，実験まで披露して

くれました。過冷却水とは，０度以下になっても

凍らない水のことで，どうすればこれができるか

の実験が最初の関門でした。最初は冷凍庫や冷蔵

庫を使ったそうですが，うまくいかず，クーラー

ボックスに氷と塩を入れて，そこにペットボトル

， ，に入った水を入れておく という方法に変えたら

見事な過冷却水ができました。その過冷却水をロ

ートに通して，氷の上に流し込むと，氷の柱ー氷

筍ができあがります。この氷筍ができるのは，過

冷却水を何度まで冷やしたときか，そして，どれ

くらいの高さから落としたらうまくできるのか，

そして，水以外に，コーラ，カルピス，コーヒー

など不純物の入った物質だとどうか，などを私た

ちに提示してくれ

ました。実際に，

体育館でこの実験

を見せてくれたの

で，普段の実験の

様子がとてもよく

わかりました。11

月の全県大会も期
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待したいと思います。

午前中最後のステージは，３年生有志による演

劇「盗まれた王子」でした。

ある国の王様に赤ちゃんができました。その国

では男の子が生まれると育てて，女の子が生まれ

ると殺してしまいます。生まれた赤ちゃんは，男

女の双子でした。困った乳母は，ある日森にその

双子を置いたまま姿を消してしまいます。そこを

通った漁師が，金の首飾りをした片方の赤ちゃん

(男児でした ）を女児と勘違いして盗みます。そ。

， 。 ，して その子どもを育てます 成長した男の子は

ある日お城の池から，金の魚を盗んで両親に食べ

させようとします。その金の魚がお城の池にあっ

たものだと村に知れ渡ります。そして，お城の警

備員二人がその男の子を逮捕しに来ます。逮捕さ

れた男の子は，死刑の判決を受け，公開処刑され

。 ， ，ることになりました 公開処刑の日 いままさに

斧が男の子の首に振り下ろされるその瞬間，逃げ

た乳母が 「ちょっと待って，その子の首飾りには，

見覚えがある。その子は王子に違いない 」といっ。

て，処刑を止めさせます。そして王子は王様の元

に帰り，二人の養父母を引き取ります。

今田智子さんのナレーター，大道具の田口星輝

さんの出ずっぱりの熱演，また，他の役の人たち

も，短い時間に自分たちの個性を十分に発揮し，

演劇の面白さを伝えてくれました。

昼休みの食堂は満杯，語らいの広場での屋台に

も野球の試合から帰った小学生が多数いました。

チャリティーバザーも列ができるほど人が並び，

多目的ホールの教科展示もテレビ放映(普段の西仙

北中生の活動ビデオ）があったせいか，人の山が

できていました。他の会場でも，地域の方々の多

数の参観をいただきました。

午後のステージは校長挨拶の後，文化部の雄，

吹奏楽部による演奏です。なんと言ってもスペシ

ャルゲスト藤澤和弘先生によるアルトサックスの

演奏「ど演歌エキスプレス」は，1950年代から

70年代までを一気に披露してくれ，会場からたく

さんの拍手がわき起こりました。そして，最後の

アンコール曲「あまちゃん」では，手拍子が起こ

りました。

いよいよ最後は全校生徒と地域の皆様のご協力

による「大いなる秋田」の演奏です。本校の「大

いなる秋田」は，石井歓先生が作曲したとおり，

全曲省略せずに演奏します。およそ40分程度の演

奏時間です。この間，吹奏楽演奏と合唱を最後ま

で，今年もやり終えることができました。

アンコールに「校歌」を歌い，生徒会長三浦拓

実さんから，地域の皆様への感謝の言葉，そして

， ，これからもよろしくお願いします の言葉があり

今年度の立志祭が終わりました。

「西仙Ｍａｇｉｃ～輝け，僕らの ！Show Time

～」実現のために，取り組んだこの３週間。やり

切った全校生徒に拍手を送るとともに，支えてい

ただいた地域の皆さんに感謝申し上げます。

マラソン・駅伝大会，なべっこ
前期最後にふさわしい，台風２４号の去った翌

日，見事に晴れ上がった天気の中で，マラソン・

駅伝大会を行いました。それぞれの結果をお知ら

。 ， 。 。せします 男子５６名 女子59名 ○は学年です

◎◎◎◎ 男女男女男女男女マラソンマラソンマラソンマラソン 入賞各入賞各入賞各入賞各6666名名名名

１位 吉田諒佑さん③ 後藤早葵さん③

２位 本間蒼さん ② 田村美伊さん①

３位 佐藤圭祐さん② 伊藤日和さん①

４位 鈴木理公さん③ 田村愛美さん①

５位 齊藤勇士さん③ 齋藤巴瑠圭さん①

６位 星宮魁人さん③ 田名部要さん③

◎◎◎◎ 駅伝大会駅伝大会駅伝大会駅伝大会 １１１１１１１１区間区間区間区間 ７７７７チームチームチームチーム対抗対抗対抗対抗

１位 ３Ａ ２位 ２Ｃ ３位 １Ａ

４位 ２Ｂ ５位 ３Ｂ ６位 １Ｂ

７位 ２Ａ

３Ａ ２Ｃ １Ａ

１区 今野隼希さん 三浦直樹さん 佐藤汰一さん

２区 伊藤春菜さん 小笠原未久さん 佐々木舞央さん

３区 斎藤剛士さん 加藤健斗さん 髙橋和博さん

４区 今田智子さん 佐々木優希さん 熊谷未羽さん

５区 佐藤択哉さん 佐藤瑞樹さん 佐藤尚哉さん

６区 小松瑠香さん 進藤恵実香さん 佐藤萌さん

７区 小山田海都さん 本間紗斗さん 太田翔平さん

８区 髙橋その実さん 後藤爽華さん 髙橋奏子さん

９区 三浦拓実さん 嵯峨俊樹さん 豊巻辰也さん

10区 鈴木菜々さん 齊藤愛さん 佐藤こころさん

11区 菅原健也さん 小笠原一志さん 髙橋大晴さん

駅伝大会はドラマの連続でした。１区，2区，

３区までが２Ｂが１位，４区から８区までが１Ｂ

が１位，そして９区から１１区までが３Ａが１位

という展開でした。各学級の応援合戦も盛り上が

りました。

引き続き行われたなべっこは，計画通りに満腹

になるまで，自分たちの料理を味わいました。走

って食べた充実の一日となりました。

前期を終えて

「 『 』 」創立の 思い をつなげる更なる伝統つくり

でスタートした西仙北中学校２年目の前期も，本

日で無事に終えることができました。

前期は，学校生活で最大の行事である運動部の

， ，中学校総合体育大会 特設部で奮闘した駅伝大会

， ，文化部では吹奏楽コンクールに 理科研究発表会

統計コンクール，そして先週行われた全校生徒が

一丸となった立志祭，それに続く駅伝マラソン大

会が行われました。これらに取り組んだ過程と結

果は，それぞれ地域の皆さんに感動を与えるもの

でした。自分が何であるのか，自分が今何をしな

ければいけないのか，そのことを仲間と一緒に成

し遂げた前期の活動だったと思います。

後期も前期に続いて，生徒一人一人の自己実現

に向かって教職員が一致団結して支援していく所

存でありますので，今後とも皆さんのご協力をよ

ろしくお願いいたします。


