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文化発表会の作文を紹介します！ 
 先月１０／２３（金）に文化発表会（合唱コンクールを含む）が終わりました。全号では、先生方から

３学年のみなさんへのメッセージを紹介させていただきました。今回は、みなさんがどのように思って

合唱に取り組み、どう振り返ったのかみなさんと共有したいと思います。今年の合唱コンクールで大変

だったこと、気がついたこと、苦労したこと、感謝したいこと・・・など思いの詰まった作文を是非お読

みください。 

 

「ほらね、」  ３年１組 生徒１ さん 

 「最優秀賞は・・・」 

このあとに聞こえてきた曲名は私たちが歌ったものではなかった。「わー」とか「きゃー」とか周りが

ザワついているなかで、私はただ心にぽっかりと大きな穴が開いていくような感覚をあじわっていた。

心も頭もスッカラカンになったような、体内の空気が全て抜けていったような、あのなんとも言い表せ

ない感覚を私は忘れることができないだろう。運動会がおわってから文化発表会当日まで、1組は「ほら

ね、」をつくりあげてきた。短い練習時間のなかでも、上手くいかないことの方が多かった。でも時間は

私たちを待ってくれるはずもなく、進んでいき、まだ何もできていない状態で挑んだリハーサルは歌だ

けでなく、行動や態度なども含めボロボロだった。「今年はコロナだったから」という言い訳を作って、

頑張ろうともしない。歌に向き合おうともしない。そういう雰囲気がすごく嫌だった。精一杯頑張って、

みんなで作り上げたい。けれど、歌うことが苦手な人。嫌いな人も居て、気持ちもバラバラだった。でも、

音楽の授業を受ける度に歌が上達していき、みんなの気持ちも最初よりはまとまりはじめた。だんだん

出来上がっていき、当日の朝、最終確認をして迎えた本番。今までやってきたことをすべて出しきった。

楽しかった。そして、結果発表。嬉しいけど悔しかった。優秀じゃなくて‘最’優秀が良かった。色々な

思い出が出来たけど、1番は「あー。おわってしまった。」という感情が大きかった。これからはやはり

個人での戦いになってしまって、自分のことでいっぱいいっぱいになってしまいそうだけど、そんな時

こそ周りを見て、仲間と協力して、日々の‘あたりまえ’を大切にしていきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『二位』 ３年１組 生徒２ さん 

約一か月前、新しいいぶきを受けてそびえたつ我らの学び舎。ここは、つきみ野中学校多目的室。何人

もの人が鍵盤楽器から出される音に合わせて声を出す。いわゆる合唱練習が始まった。一組のバラバラ

の声がそこには響いた。いや、響いていなかった。自分を含めたほとんどの人が、あまり気持ちが入って

いなかった。練習の時間になってもなかなか始まらなかった。まだ、2 年生の時の方が、動きが良かっ

た。音楽の授業でもそういった意識の低さを指摘されてしまった。さすがにまずいと思い、限られた練習

の時間内では気持ちを作って練習をしようと僕は思った。そのように思う人も少しずつ増えていったよ

うに思えたが、やはりクラス全体としてはバラバラのままであった。そして迎えた合唱コンクール約 1

週間前のリハーサル。良い合唱ができそうには思わなかったが、２・３週間練習したのがだからそんなに

悪いものにはならないだろうと思っていた。しかし、実際にステージに立った瞬間、緊張感のある静寂に

包まれた。ピアノの伴奏が始まり、それに合わせて歌詞を口にするとほとんど反響がなかった。その状態

で歌い続け、声が小さいまま力を出し切れずに終わってしまった。そして、それは他のクラスも同じよう

で、感動する合唱とは言われるものでは無かった。そこから 1 週間。とうとう合唱コンクール当日。結

果は優秀賞。実質 2 位であった。リハーサルからの 1 週間は一所懸命練習できた。クオリティーも良い

ものになっていると思った。 

 

 

 

「語り継がれる文化発表会」  ３年２組 生徒３ さん  

 僕が文化発表会で楽しかったことは、合唱コンクールの 

「練習」です。なぜかというと二週間も練習に取り組んで 

いたからです。二週間ときくと長いような気がしますが、 

僕はこの二週間の中でおこられたり、ほめられたりいろいろ 

な刺激があったので、短いと思えるくらいでした。二週間の 

中で自分たちの合唱が成長していると思ったので、歌ってい 

て楽しかったです。 

そして本番で僕が印象に残ったことはやっぱり合唱コンクールです。リハーサルが散々だっただけに

自分のクラスだけでなく他のクラスもとんでもないくらい成長していて、聞いていてすごく楽しかった

です。 

合唱コンクールの他にも弁論や英語劇がありました。弁論は、むずかしいテーマをわかりやすく説明

していて、すごいなと思う一方、僕の弁論をふり返ってみると悲しい気持ちになりました。英語劇では英

語が苦手でも面白かったのでよかったです。でも主人公の人の話し方が流暢すぎて onigashima しか聞

き取れなかったので、もっとリスニングに力を入れた方がいいなーと思いました。 

そして合唱コンクールの結果発表の時間がやってきました。今年の優秀賞…そして最優秀賞は……！！ 

優秀賞が一組と五組！！最優秀賞が五組!!!!!という結果になりました。優秀賞にはなれませんでしたが、

三年二組のメンバーが同じ向きを向いて同じ目標を目指して練習したという事はすごく楽しかったし、

思い出にもなったと思うのでよかったです。 

 あとは今回の文化発表会のことを数年後もしくは数十年後数百年後にもしかしたら 

あるかもしれない同窓会で話せるように忘れないようにしたいなーと思いました。 

 

 

 



「中学最後の合唱コンクール」  ３年２組 生徒４ さん  

 結果発表の時間に、私たちのクラスが呼ばれることはなかった。悔しいという思いが胸の内いっぱい

に広がった。だけど優秀賞をとれなかったことだけが悔しいという訳ではなかった。納得してしまった

ことが、悔しかった。その結果に納得できるような演奏だったことが、悔しかった。先生に直訴して、何

が足りなかったのか、それが聞けるほど努力していれば、どれほどよかっただろう。そんな後悔がただ残

った。 

 自分には何ができただろうと考えた。１つはやる気を上げることだ。学校の中にはその行事が好きな

人もいれば苦手な人もいる。その苦手な人たちにどうやって、やってもらうかを考えることが大切だと

思った。また、それを言えるような人間関係を築くことが大切だと思った。高校生になったら行事、勉強、

それ以外のことも私たち主体でやっていくことが多くなるだろう。その中で、皆が楽しめるように、周り

を見て、声をかけて、少しでもやる気を出してもらえるような行動をとることが大切だと思った。 

 

『合唱コンクール』  ３年３組 生徒５ さん 

 私は重大な役目になった。伴奏はみんなの合唱に合わせてメロディーになる大切な役割 

の一つだ。だから、誰よりも前ら一生懸命練習しないと絶対に合唱コンクールは成功に終 

わらないと思っていた。そして合唱コンの練習が始まった。 

最初はみんなあんまりやる気もなかったし、何よりも行動一つひとつが遅くてこのままではどうなっ

てしまうのかと心配だった。でも思ったよりみんなすぐに気合いが入ってとても楽しくなってきた。み

んなの歌は上手くなる一方、私のピアノ演奏は未だに上達していなかった。テスト期間と重なっていた

のもあったが、もっと練習することができたと思う。そして何日か過ぎて合唱コンクールリハーサルの

日が来た。私はみんなの前で極度に緊張してしまうのでリハーサルも緊張して上手く弾けてないとと思

っていた。予想は見事に的中して、途中で止まってしまったりミスが目立ってしまった。でも私はみんな

とこの最後の合唱コンクールを成功させるためにあきらめなかった。そしていよいよ合唱コンクール本

番。自分たちの番にくるまで意外と長くて緊張で焦っていた。でも「時の中で」と言われて一気に緊張が

解けてきてそれからすらすらと伴奏することができてとても気持ちよかった。残念ながら賞などは取れ

なかったけど、勝ち負けよりも最後の行事をみんなで楽しめたことが、一番得られてよかったことだ。ほ

んとにこのクラス、学年での行事を通して笑顔で終われることが重要だと思った。これからは一人ひと

り道は違うけど合唱コンクールで学んだことを大切にしていきたいです。１１月にある校歌３部合唱や

卒業式の合唱も頑張っていきたいです。 

 

『合唱コンクール』  ３年３組 生徒６ さん 

 今年の合唱コンクールは例年とは違い沢山のことに配慮 

した形で行いました。マスクをつけて歌う、となりの間隔 

があいている、親は見に来ることができないなどです。 

 合唱練習を振り返ってみると今では想像できないくらい 

声量が小さく不安な事だらけでした。そんな状態がいつの 

まにか、クラスみんなが合唱に向ける姿勢が変わっていくのを感じました。やる気になった理由はクラ

スみんなの雰囲気がよくいつも笑顔が絶えなかったからだと思います。また音楽の先生や赤松先生、パ

ートリーダーの支えがあったからこそ、ここまで３組が成長できたと思います。 

 私は合唱コンクールを通して３組の良さに改めて気づき合唱コンクールの素晴らしさを感じました。

私は歌う時、端の列にいたので周りを見渡せる景色でした。みんなが１つの事に一致団結していること

姿にうれしい反面、このクラスでの最後の行事だと思うと悲しい気持ちになりました。 

 卒業まであと４ヶ月です。この短い期間を私は悔いの残らないよう毎日大切にして過ごしたいと思い

ます。 



 『感謝の文化発表会』  ３年４組 生徒７ さん 

 今年の文化発表会は私にとって中学三年間の中で最も印象 

深いものでした。 

 コロナウイルスが流行りだした頃に、学校にも行けなくなっ 

てしまい、正直今年は合唱コンクールはないかなと思ってい 

ました。二年間実行委員をやらせてもらっていたので、最後 

の文化発表会も実行委員として仕事をしたかったという思いが最初は大きかったです。次があると思っ

ていた昨年のものが、最後になると思うと少し悔しい思いもありました。気持ちが落ちていたところで

「行うことができる」という話を聞きとても嬉しかったです。実行委員長に立候補させてもらい、受かっ

たときはテストで九十点を取った時と同じくらいうれしかったです。実行委員長として、最後の文化発

表会を行う身としての約一ヶ月間はいろいろなことを知る時間でした。実行委員長からの言葉であった

り、国語力のない私にとって難しい仕事がとても多かったです。暗記も苦手なので、覚えるのが大変でし

た。それでもやり遂げられたのは友達が助けてくれたからです。一緒に文を考えてくれたり練習に付き

合ってくれたりしました。本当にありがとう。周りの人がとても大切だなと感じました。そして何よりも

私たちは大人に支えれられていることをさらに実感しました。先生方の思いがなければ「今年はやりま

せん」で終わっていたのかもしれません。本当に感謝しかありません。ありがとうございました。 

 何度も同じことを言っている自覚はあります。それでも私が一番感じたことで、大切なことだと思う

ので、何度でも文化発表会を成功させるのに携わった三年生全員と先生方に感謝の気持ちを伝えたいで

す。 

 

『合唱コンクール』  ３年４組 生徒８ さん 

「指揮者は久保田さんに決定しました。」帰り学活で先生から指揮者、伴奏者、パートリーダーが発表さ

れた。指揮者をやるということは、自分がものすごく苦手なみんなの前で意見を言ったり、全体を仕切ら

なければならない。でも自分は少しでもそれを克服したかったし、指揮も興味があったのでやることに

した。みんなを仕切るのはとても大変で自分の言うことが上手く言えず、時々先生に怒られたりした。無

理をしすぎて倒れたりして、みんなに迷惑をかけたけど、自分は最高の合唱をつくれたと思っている。 

優秀賞はとることが出来なかったけれど、みんなが最高の天の川をつくれたのならそれでいい。 

自分の下手な指揮に合わせて伴奏を弾いてくれて、歌ってくれてありがとう。3 年生最後の合唱コン 

クールで最高の思い出が作れたと思った。 

 

「地球の鼓動」 ３年５組 生徒９ さん 

「最優秀賞は 5 組。」言われた瞬間飛び跳ねた。二十二日前、自分たちはまだまだあんまりだった。 

自分たちは、最初の音楽の授業では、「気持ちが足りない」と言われていました。けどここまでやってき

た行事の中で一番頑張ってきた 5 組ならちゃんとできると信じていました。時は飛んで合唱コンクール

リハーサルの日が来ました。5 組の歌う順番は 5 番目でした。思っているより順番が早かったように感

じました。最初は全然声が出ていなかったが、こうして歌ってみても皆、声は出るなと分かった。 

また時を飛ばし、ついに合唱コンクール当日！クラス合唱の前に実行委員からのクラス紹介がありま

した。その時は、頭真っ白になって混乱していました。けど 3 年 5組の皆がここまで支えてくれたから

自分も頑張らないといけないと思ってクラス紹介をしました。ついに 3年 5 組、最後の合唱が始まりま

した。ちゃんと強弱や表現をしていて、ここまで練習についてきてくれてありがとう、と歌っている最中

に思った。そして、3 年 5 組の最後の合唱が終わった。そしてついに、結果発表の時が来た。「それでは、

第五十回合唱コンクール結果発表を始めます。」優秀賞 1 クラス目は、1 組だった。続いて 2 クラス目

は、5 組でした。その優秀賞をとったクラスから最優秀賞が選ばれ、そのクラスは 5組だった。この時、

本当に皆に感謝している。ここまでついてきてくれて本当にありがとう。本当にこのクラスで良かった

と思っています。 



「クラスが成長した日」   ３年５組 生徒１０ さん 

「五組はまず気持ちが足りないかな。」と言われたことが 

今でも記憶されているし、クラス皆もドキッとした瞬間 

だったと思う。正直私はそんなこと言われるなんて思って 

なかったし、パートリーダーとしてパート、そしてクラス 

の皆にとても申し訳なくなった瞬間だった。 

 それからある体育館練習の初日の日、初めて本番と同じ感覚で歌った。私のその時の予想としては、あ

の衝撃的な言葉をかけられた後だったから「少しはましだろう」と思ったら信じられないほど声が小さ

かった。合唱で声が小さいなんて・・・。 

 次の日から女子のパートが自然と引っ張っていくようになった。まずは声が出るように発声をしてか

ら歌うようにしたら、どんどん声が出るようになり、男子達も女子達についてくる感じでどんどんクラ

ス全体が毎日少しずつ成長していくなと感じていた。そしたら、あっという間に本番だ。皆のステージへ

と上がっていく時の緊張感は一生忘れないと思う。私はとてつもなく緊張していたから歌いきることが

精一杯だった。とうとう結果発表。クラス全体が自然に手を繋ぎ、五組の名前が呼ばれるのを待ってい

た。「地球の鼓動、五組」と言われた瞬間、自然と今まで耐えてきたパートリーダーとしてのプレッシャ

ーや今までの皆の練習での頑張っていた姿が蘇り、涙が溢れ出た。 

 三〇五の皆が十月二十三日、金曜日を目標に頑張れたのも、一人だけの力ではなく先生を始めとする

クラス皆の努力が実った瞬間だったし、それぞれ目標として書いたあの言葉を達成できた日だった。あ

とは受験だけど、クラス皆でそれも乗り越えられれば本当に自分達が成長したと思えるでしょう。 

 

 

「３０６の合唱コンクール」   ３年６組 生徒１１ さん 

１０月２３日は雨で、１時間目に予定していた体育のリフティングテストは延期となった。そのおか

げで、落ち込むことなく（結局悪い結果ではなかったが）コンクールに挑めると安心したが、指揮者であ

ることの緊張感は消えることがなかった。給食こそ食べられたものの、最初のクラスが歌い始めたころ

からとてつもないドキドキ感が襲ってきた。 

 気付けば指揮台に立っていた。足が細かく震えている。５組の「地球鼓動」は本当に素晴らしかったが、

その時の自分の鼓動もかなりのものだったはずだ。こういう時に２年生の時の経験があると強い。みん

なの前で「スマイル」をして、足を開いた。 

 ６組は非常によく頑張ったと思う。途中のミスもなんなく切り替え、実力を思う存分見せつけること

ができた。指揮者としてはこれ以上のことはできないと思える合唱になった。賞を獲ることを目標とす

る合唱コンクールとしては残念だったが、クラスとして成長する合唱コンクールとしては６組が一番だ

と思っている。 

 最後に、指揮者としてみんなを引っ張っていく中で、まとめるのを手伝ってくれたパートリーダーた

ちと、この素人に文句一つ言わずついてきてくれた３０６のみんなに、本当に感謝している。合唱コンク

ールが直接関わることはないけれども、この行事を境に、またみんなで受験に向けて頑張っていきたい

と願っている。 

 

 

 

 

 



「文化発表会」  ３年６組 生徒１２ さん 

 最後の行事。運動会が終わってすぐに練習は始まった。６組は「予感」という曲。武田先生が思い出の

つまった曲と言っていた。なおさら頑張らなければいけなかったが、運動会が終わってすぐの事だった

から、最初は練習に身が入らなかった。本番まであと一ヶ月と少し。だが、みるみる頑張る気持ちが高ま

ってきていた。 

 まずは、パート練習。パート練習ではたくさん大事な所を話し合ったり楽譜に書き込んだりして、みん

なが完璧に歌おうという気持ちが雰囲気から出ていた。運動会と同じように、練習場所に駆け足で向か

うなど１分１秒たりとも歌の練習をたくさんした。その中でも、学んだことはたくさんあった。例えば、

友達との関係がより深まったこと。ぶつかり合った時こそ上手くやろうと反省し、次にいかすところな

どたくさんのことをこの合唱コンクールで学ぶことができた。 

 本番当日。みんな緊張していたけれど、スーハが「みんなスマイルだよ」と笑顔で呼びかけてくれた。

場の雰囲気が和んだ気がした。６組は３番目。すぐに順番が来た。みんな不安と緊張でこわばっていたけ

ど、一生懸命歌った。歌うのはこれで最後と思えば思うほど寂しかった。６組が一つになれた瞬間を実感

できた。また、誰かが失敗しても何事もなかったように歌えた６組、しっかり反省を活かせる６組だった

からこそ、最高なクラスがある。本当に合唱コンクールという大きな行事ができたことに、身のまわりの

人、先生方に感謝したいと強く思った。あとはそれぞれの進路に突き進もうと前向きに 

思った。 

 

 

『合唱コンクール』  ３年７組 生徒１３ さん 

 私たちが歌うこの曲で出てくる「ポプラの葉」とは、一人ひとりの個性のことだ。それが一つに団結し

たものが「ポプラの木」である。合唱の練習では、人ひとりが個性を発揮しながらも協力し、一つの歌を

創り上げようとしていった。誰か一人だけが目立ってうまければいいというわけでなく、みんなが参加

し、楽しめる歌を。 

 正直、７組は他のクラスに比べて歌が得意な人や、好きな人が少なく、努力で頑張ってきた。音楽の時

間にいかに吸収するか、意欲や態度は負けてはいなかったと思う。強弱のつけ方、歌詞の伝え方が日ごと

に上達しているのがわかった。給食を早く済ませ、練習時間を多く確保させようという思いが、このよう

にして結果に表れていったのだ。 

 本番の日。みんなと最後の練習を体育館で終えた。何だか寂しい気もしたが、「いけるぞ。」という気持

ちはあった。今までの努力があったからだと思う。 

 結論からいうと賞はとれなかったのだが、とても楽しめた瞬間だったので、十分満足している。「ポプ

ラの木」のようにのびのびとした、７組らしい合唱を届けることができた。 

 また、練習課程で、とてもうれしかったことがある。ピアノを武道場や教室の後ろに運ぶとき、私から

お願いしたわけでもなく、男女も関係なしに率先して手伝ってくれる人が多かったのだ。合唱を通して

学ぶことは他にもあり、どれも大切なものだ。受験期が迫ってくる中で、この大切なものを糧に、みんな

で乗り越えればいいなと思う。 

 

 

 

 

 

 



『合唱コンクール』  ３年７組 生徒１４ さん 

 運動会が終わった後、私たちの合唱コンへの練習が始まった。最後の合唱コンクール。今年はコロナの

関係があり、学年ごとの開催となった。それでも私はうれしかった。三年七組のみんなと一緒に合唱がで

きるのがとてもうれしかった。 

 私たちが歌う歌は「名付けられた葉」だ。私はアルトパートとパートリーダーを務めた。初めてのパー

トリーダーで不安だったが、アルトの人たちが支えてくれて、とても心強かった。 

 私たちにはたくさんの課題があった。一番大きかったのが「声量」だった。最初の体育館練習のときは

みんなほとんど歌えていなかった。「こんな状態で大丈夫なのか。」私はそう思ってしまった。 

 声量をあげるためにパート練習を重点的に練習した。「名付けられた葉」はどのパートも難しい歌だ。

テノールは低い音があったり音程がとりにくいところがあった。アルトは女声パートの中でも低めの音

なので、裏声できれいな声で歌うのが難しかった。ソプラノはいきなり高い音があったり、正確に歌うこ

とができなかったりなど、どのパートもたくさんの壁があった。また、青学年は男女の人数差がある学年

だ。でも私は声量の問題を人数のせいにしたくなかった。絶対声量をあげる。そう思った。毎日毎日練習

を積み重ねていった。私たちは一歩ずつ着実に成長していった。ある日、合わせ練習のときに、アルトが

ハモっていてきれいだったと言われた。私はその言葉がたまらなくうれしかった。アルトだけではない。

他のパートも一人ひとりが自信を持って歌えていたのだ。 

 声量がついた私たちに待っていたのは表現の壁だった。この歌はｍｆからｆｆｆまでとても強弱があ

る歌だ。まず私たちは楽譜に大事な所を記入することから始めた。そのことを意識して歌った。また、国

語の時間に詩の意味を教えてもらったおかげで表現の部分も乗り越えられた。このころには最初の不安

なんてなくなっていた。 

 そして、本番。私たちは全力を出し切った。渡邉先生も一番良かったと言ってくれた。結果・・・賞は

とれなかった。とても悔しかった。でもこの合唱コンで私たちはとても成長することができた。この３０

７のみんなで「受験」という大きな壁も乗り越えていきたい。 

 

 

 

保護者のみなさまへお知らせ 

〈文化発表会ＤＶＤ販売のお知らせ〉 

 本日、お子様を通じて３年文化発表会（合唱コンクールを含む）のＤＶＤ販売のお知らせのお手紙 

と申し込み用封筒を配布させていただきました。ＤＶＤは２０００円、Ｂｌｕ－ｒａｙは２５００円 

となっております。お申し込み希望の方は封筒にお金を入れて担任までご提出ください。締め切りは 

１１月２０日（金）までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１月４日（水）ＳＤＧｓ講演会を開催しました！ 
先週１１／４（水）５，６時間目を使って、「ＳＤＧｓって何だろう？」という題目で講演会を開きま

した。講師は、手島
て じ ま

利夫
と し お

先生(元江東区立八名川小学校元校長、日本持続発展教育推進フォーラム理事)で

した。この学習の目的は、次の２つです。 

【学習の目的】 

① 2030年までに達成すべき目標として、注目を集める SDGsを学び、将来活躍できる人材の 

育成を目指すことを目的とする。 

② 「身の回りで起こっている問題や課題を自分ごととして捉え、社会に貢献しようとする姿勢を 

育てる。」ことを達成するための活動の一環とする。 

修学旅行で、達成できなかった②の目標と最近注目を浴びているＳＤＧｓについて学んでいきます。

１１月の道徳、総合的な学習の時間を使って、『SDGsについて学び、世界のためにできることを自分ご

ととして考えて、持続可能な取り組みを始めようとする姿勢を身につける』というテーマで活動してい

きます。みなさんはどの程度このＳＤＧｓについてご存じでしょうか。 

 

ＳＤＧｓ
ｴ ｽ ﾃ ﾞ ｨ ｰ ｼ ﾞ ｰ ｽ ﾞ

「サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ] (持続可能な開発目標)といって、 

ずっと続く、豊かな未来を創るために、2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもので、国

連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標です。 

わかりやすく言い換えると･･･ 

ＳＤＧｓとは、(地球が抱える問題を解決するための)世界共通の目標 

キーワードは No one will be left behind ➔「誰ひとり取り残さない」ということです。 

具体的な目標は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※随時、学習の様子を紹介していきます。ご家庭でも話題にしてほしいです。ご協力よろしくお願いします。 


