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第 1学年 学年通信 11月 号

11月 の予定
*生活目標 「文化祭を成功させようJ「規則を守ろう」

☆ 12月 の主な行事予定
。2日 (土)月 曜①②③ 午後 :資源回収  ・ 4日 (月 )2日 の振替休 日  ・ 5日 (火)生徒朝会
・ 6日 (水)～ 8日 (金)個別懇談会  ・H日 (月 )学校朝会
。14日 (本)第 3回ふれあい会議、生徒委員会  。15日 (金)美化の日  。18日 (月 )生徒議会
。21日 (本)給食終了  ・22日 (金)終業式  。25日 (月 )冬休み (～ 1/10)

「いき」

朝夕と寒さを感 じる季節 となつてきま

したが、合唱コンクールに向け、どのクラ

スからも熱気を帯びた歌声が響いていま

す。

さて、大きな声で歌うためには、呼吸=
息が大切です。そこで、「息」という漢字

のつく言葉を辞書で探しました。「息苦し

いJ「息籠る」「息急切る」「息づかい」「息

糸区ぎ」「息言吉まり」「息抜き」「息巻く」「息

体め」など、たくさんの言葉があります。
「息」を含む文もたくさんありました。

「息が合 う」「息が切れる」「息が続く」「息

が詰まる」「息がはずむJ「′息を殺す」「′自、

をつく」「息を継ぐ」「息を詰める」「息を

のむJ「息を吹き返す」。
「息が合 う」という言葉。意味はわかり

ますか。互いの気持ちがぴったリーつにな

る、という意味です。今、みなさんは合唱
コンクールに向けて練習をしています。み

なさんの合唱で息継ぎがぴたっと合わさ

つた時、まさに全員の「息が合い」ます。

その時、まさにクラスの「息が合 う」、す

なわち気持ちがぴたりと一つになるので

す。

クラスみんなで一生懸命練習し、本番で
「息のぴったり合つた」合唱を聴かせても

らえることを、楽しみにしています。

1組担任 神本 悠治
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1 水

2 木 ⑤合唱コンリハーサル ⑥文化祭準備
3 金 文化祭 弁当の 日
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1城,人‐崎文イヒ祭ぶランティア
一６ 月 3 Ll (金)|の振替体日
7 火 生徒委員会

8 水 月曜 日課

9 木 現職教育訪問 特別 日課

10 金
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14 火 生徒朝会
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16 木 雨 :金曜 日課 2年生長距離歩行
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20 月 生徒議会 期末テス ト範囲発表

21 火 PTAあ いさつ運動 学校朝会

22 水 PTAあ いさつ運動

23 本 澤動螂積郡射のロ
24 金 PTAあいさつ運動

25 一土
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27 月 期末テス ト

28 火 期末テスト
29 水

30 木 ⑤⑥人権ライブ (講演会)晰骰当



含唱コンクーrLへの意気込み
僕はテノールです。テノールは 7人 しかいない

けれど、ソプラノやアル トに負けないように合唱

をがんばつています。テノールには仲間にア ドバ

イスをしたり、とても大きな声で歌つたりしてい

る人がいるので、自分も大きな声で歌つて、しつ

かりとア ドバイスを聞いて、最高の合唱にしてい

きたいです。そして、みんなの心を一つにして最

優秀賞をとりたいです。

1組 将希

僕は歌うことがとつても好きです。なぜかとい

うと歌つていると楽しい気分になぅからです。

僕は、|き みにとどけよう」を 2組のみんなと楽

しく歌いたいです。そして家族にこの歌をとどけ

たいです。歌詞の意味を考えて優 しく歌つたり、

サビでは盛り上げたりして気持ちをこめて歌いま

す。そして最優秀賞をとつて、最高の合唱コンク

ールにしたいです。
2組 横山 歓多

1年 4組の合唱コンク~ルの練習では、クフスの

全員と歌声がそろうように、大きな声でゆつくりと

歌いたいです。本番では練習のときよりももつとき

れいな声で、動かずにみんなの声とそろうようにし

たいです。

1年 7・ 8組では「BELIEⅥ助 を歌います。マ

ラカスを使 うところでは、みんなが演奏する楽器の

音を良く聞きながら、音を外さないように演奏 した

いです。
7・ 8組 子安一輝

私は、このクラスのみんなが迷いなく、心を 一

つにして歌えるように伴奏をがんばつています。

不安な気持ちを捨てて、自分自身が自信をもつて

みんなを先導できるように弾きたいと思つていま

す。みんなで作 り上げてきたこの歌は、私たちに

しか作 り出せない一つの歌です。一音一音に心を

こめて、思いっきりこれまでやつてきたことを出

し切 りたいです。精一杯演奏し、絶対に最優秀賞

をとりたいです。

1組 荻矢 一華

私はこの合唱コンクールで初めて指揮者に挑戦

することにしました。クラスのリーダーとしてみ

ノυなを引っ張 り、最優秀賞をとれるようにみんな

でがんばりますc

本番は、一人一人が笑顔で、大きい口を開けて

大きな声で歌つて、体育館中に響きわたるような

合唱にしたいです。また、強弱をはつきりとつけ

られるように意識 しながら指揮をして、みんなを

リー ドします。
2組 畔柳 星奈

初めての合唱コンクールで、指揮者の経験もな

くて不安だけど、みんなと力を合わせてがんばり

たいです。歌うときもみんなが見ているので、し

っかり表情を作ることと、手の振りも強弱をつけ

てぃくことがまだまだできていないのでがんばり

たいです。体育大会でとても悔しい思いをしたの

で、合唱コンクールでは、たくさん練習して、最

高の3組の歌声が体育館に響きわたるようにした

いです。
3組 石川 莉緒

朧

みんな最初は、あまり声を出していなくて、これ

で優勝できるのかと思うほどでした。でも、合唱交

流で先輩の歌を聞いて、みんなは変わりました。一

人ひとりがやる気を出して、勝つことを目標にがん

ばり始めました。ソプラノとアル トはきれいな歌声

になり、テノールは声量が出てきています。けれど、

3組ならもつとできると僕は思います。もつと練習

をして、みんなを感動させる歌にしたいです。

3組 鈴木 建斗

初めての合唱コンクニル、一致団結 して、一人一

人が全力を出し切 り、絶対に優勝 したいです。その

ために、僕は指揮をたくさん練習しています。ピア

ノ伴奏の音色をよく聴いて、みんなと心を一つに

し、最高の合唱を作り上げられるよう、しつかりと

指揮を振りたいです。 1年 4組が絶対優勝します。

4組 ネ申谷 龍寿

合唱コンクールに向けて、練習を重ねて、常に

本番を意識 しなが ら歌 うことを心がけてきまし

た。パー トリーダーとして、声の大きさや姿勢、

細かいところまで、一人一人を見てサポー トする

ことができ、大きく変化しました。

また、初めての合唱コンクールで緊張するけれ

ど、自分の限界を超えていきたいです。

クラス全員で心と力を合わせて、いい結果を掴

みたいです。
|  夕 ^ .'7  ●  1組 捻原 望冬


