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本物の力
校長 福司 登志子

今月１０日に文化庁「文化芸術による子ども育

成総合事業」として、大蔵流狂言山本会の皆様を

招いての舞台を見ることができました。４日には、

事前ワークショップとして所作の意味を当てるク

イズや歩き方、発声などを子どもたちが体験し、

１０日の本公演を迎えました。プログラムは「柿

山伏」「附子」の鑑賞、「狂言と日本の文化」につ

いての話などおよそ２時間の内容で、成章中学校

の生徒、地域の方も一緒に鑑賞しました。「柿山

伏」は国語の教科書にも載っており、６年生や中学生は特に興味深く鑑賞していましたし、登

場人物がからすや猿のまねをする場面では、低学年からも笑い声があがりました。現代の会話

のリズムや言い回しと違うため、見る側には想像力が必要となりますが、子どもたちは演者の

仕草やせりふの端々を注意深く見ていました。

当日の演者は６名。中でも山本東次郎さんは人間国宝、山本則俊さん、山本泰太郎さん、山

本則重さんは重要無形文化財指定保持者という豪華な顔ぶれで、なかなか見られない舞台を鑑

賞でき、子どもにとっても大人にとっても貴重な機会となりました。室町時代から脈々と受け

継がれてきた狂言ですが、舞台装置が簡素なだけに観客はせりふや仕草から状況を想像するこ

と、その分集中して見なければならないことを教えていただきました。特に人間国宝の山本東

次郎さんからの「狂言は、言葉をとても大切にしており、選ばれた言葉を使っている。言霊と

いう言葉があるように、日本の人々は昔から言葉の力を信じてきた。だから、皆さんも言葉を

大切にしてほしい。」というお話は、心に残りました。

学校では、図書室の前に狂言コーナーをつくり、資料となる本を紹介しています。その歴史

や作品の数々がわかりやすく書かれている

本をそろえました。これを機に、日本の伝

統芸能に興味をもってくれるとうれしいで

す。能楽堂と違い、体育館のステージを使

った即席の舞台でしたが、朗々とした響き

の声、せりふの間や強弱、所作の磨かれた

美しさはその場の空気を変えました。凜と

した重みのある演技に、本物の力のすごさ

を感じた舞台でした。

学校教育目標
主体的に学び，挑戦する子ども
～つなげる 高める 広げる～
合言葉は「チャレンジ！」

「学び」「心」「行動」をつなぎ・高め・広げ
ていく子ども

１1月の行事予定
10月２６日（土）大北社会科研究発表会(桂城小)

２８日（月）学校納金口座振替日

２９日（火）成章中体験入学（６年）

３０日（水）職員会議 種苗交換会～11/5

11月 １日（金）あきた教育の日

全校集会 ミニバス激励会

３日（日）文化の日

４日（月）振替休日

５日（火）新１年生体験入学

１３日（水）授業研究会（国語 １年 ６年）

１６日（土）秋田県理科研究発表会

青少年育成シンポジウム

１９日（火）小・中連携部会

２３日（土）勤労感謝の日

２８日（木）学校納金口座振替日

２９日（金）全校集会

※予定ですので，変更になる場合があります。

わらべ見守り隊 今年度の活動終了

４月から毎週水曜日に行われてきたわらべ見

守り隊活動ですが、１６日をもって今年度の活

動終了となりました。子どもたちの安全のため

に毎週道路についてくださったおかげで、今年

も事故に遭う子どもがいませんでした。いつも

子どもたちを見守ってくださった交通安全協会

の皆様、防犯協会の皆様、寿壮会の皆様、婦人

会の皆様、保護者の皆様にこの場を借りて感謝

申し上げます。ありがとうございました。

成章だより



成章っ子のがんばり ～高める～

2019年度秋田県読書感想文 市民駅伝大会（10/14）

大館北秋田地区コンクール 成章ランナーズＡ11位

課題図書の部 （木次谷涼雅 奈良歩実 芳賀司 松原もえ 千葉実来）

特 選 ６年 髙橋 輩実 成章ランナーズＢ23位

入 選 ４年 髙橋めぐる （千葉凪 佐々木紫 畠山来歩 佐々木茜 本間晴陽）

自由図書の部 大北社会科研究発表会(10/26)
特 選 ３年 畠山 樹乃 ２年 田村優空

入 選 ４年 佐々木心希 前田 晃生 ３年 芳賀一磨

佳 作 ２年 田村 優空 ５年 田村凜斗

６年 松中 晴希 ６年 松中晴希

奨励賞 ２年 奈良 歩 秋田県理科研究発表会（11/16）
３年 伊澤 天悠 松中 悠希 ４年 本間晴陽

４年 畠山 桃 「10円玉ピカピカ大作戦」

５年 秋元 結愛 櫻庭にゐな ※花岡小児童との共同研究

野口 希歩 青少年育成シンポジウム（11/16）
６年 菅原 龍基 芳賀 司 ６年 芳賀 司さんが代表で発表します。

ふれあい花壇作業終了

御礼申し上げます ～つなげる～

今年度の三

世代ふれあい

花壇作業が、

１１日に終了

しました。多

数の皆様のご

協力で無事作

業を終えるこ

とができました。今年度は雨で中止になった日

を除いて６月から３回、のべ６０名近くの方々

にご協力いただきました。また、ふれあい給食

へも多数ご参加いただきました。十二所婦人会

の皆様、祖父母の皆様、保護者の皆様、ご協力

ありがとうございました。

前期学校評価委員会 ～高める～

４日（金）に前期の学校評価委員会が行われま

した。当日は、全学級の授業参観、児童や保護者の

ヒアリング等が行われました。今年度前半の本校の

取組について４名の評価委員からは、好評価ととも

に後期へ向けてのご意見もいただきました。評価結

果については、後ほどホームページ等で紹介いたし

ます。当日、ヒアリングにご協力くださった保護者

の皆様、お忙しい中ありがとうございました。

９～１０月の児童の様子

収穫の秋 稲刈り（５年） ～つなげる～
５月末に植えた稲を５年生が刈り取りしました。ＪＡ青年部の皆さん、浅野さんの協力でいろい

ろなことを教わりながら稲を刈り、はさがけをしました。天日干しの後、脱穀、精米する予定です。



学習発表会（9/29）～高める・広げる～

「みんなへとどけ 笑顔のスポットライト！！」
ご来場くださった皆様の温かい拍手が子ど

もたちの力になりました。ありがとうござい

ました。

１年 はじめのあいさつ

全校群読・全校合唱

４年 １/２成人式 ５年 枝豆ふるさとへ帰る １年 オオカミと７ひきの

子やぎ

５・６年 成章ソーラン

スクールバンド部

６年 雲の上の三武将

３年 Let's ABC!

２年 スイミー

感謝状贈呈式

野林 毬子 様

近藤 勇悦 様

６年 終わりのあいさつ

６年生にとって

は 小 学 校 生 活 最

後 の 学 習 発 表 会

でした 。 また一つ

い い 思 い 出 が で

きました。



文化芸術による子供育成総合事業 大蔵流狂言山本会 ～つなげる・高める～

【４日 ワークショップの様子】

山本会の皆さんによるワーク

ショップや人間国宝山本東次郎

さんを迎えての本公演が行われ

ました。当時は、成章中学校の

生徒・職員の皆さんや地域の皆

さんも観劇しました。

（本公演演目：柿山伏 附子 他）

【１０日 本公演の様子】

Ｉ♥ kyogen !

授業でのがんばり ～高める～

【10/3 市教委訪問・世田谷区教育委員会訪問】

みんな生き生きとした表情で授業に臨んでいました。参観した先

生方からもお褒めの言葉をいただきました。

学習発表会

軽食・バザー売上

軽食コーナー利益

￥２９，９９０

バザー売上

￥１２，４３０

合計

￥４２，４２０

ご協力ありがとうござ

いました。売上はＰＴＡ

会計に繰り入れさせてい

ただきます。

十二所地区文化祭11/2（土）～11/3（日）

十二所公民館
本校児童全員の作品が展示されます。

また、地域の皆様の作品や農産品も展

示される予定です。

種苗交換会（10/30-11/5）
タクミアリーナ

本校の児童が取り組んだ枝豆

栽培や米作りについてまとめたも

のを学校農園展に展示していま

す。ぜひご覧ください。


