
 

  

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度・令和元年度秋季号（保護者･地域版） 

 

２学期が始まり、今年度も折り返し点を過ぎました。始業式で
は、運動会や総合体育大会・コンクールでの取組を賞賛し、山中
生のますますの成長を願って、次のような話をしました。２学期
は１年の中で最も長い学期です。目標を見失わず、継続して努力
することで、相当な力を身に付けられる学期と言えます。キーワ
ードは『継続は力なり』です。すでに、このことを１学期から実
践して夏の総体やコンクールで素晴らしい成績を収め、令和最初
に山中旋風を巻き起こしてくれた人たちがいます。この人たちの
取組や姿勢を模範とし、一人一人が充実した生活をおくることで
個人としても、学級や学年としても、そして山田中学校としても
実り多い学期になるように取り組んでいきましょうと。 
１０月２９日（火）にレクザムホールで、テーマ『灯火～胸に

広がるあたたかい歌声～』のもと盛大に開催されたYamada Music
 Festival（YMF）に向けての取組は、まさしく『継続は力なり』
を学校全体で共有できた実りある行事となりました。各学級・学
年では、すでに夏休み前から始めていた合唱にさらなる磨きをか
けるべく、早朝・昼休み・放課後と本番を迎えるまでに数多くの
チャレンジとサポートを重ね、「Beautiful Harmony」(美しい調
和)を完成形に近づけていました。そして、当日は練習の成果を
精一杯発揮し、会場いっぱいに素晴らしい歌声を響かせていまし
た。どの学年、学級もレベルが高く、聴き応えがありました。ご
来賓・保護者を含めて５００名を超える皆さんに鑑賞していただ
き、ご来賓からはご高評を賜りました。後半には今年惜しくも全
国大会出場を逃したものの、四国大会で金賞を受賞した合唱部の
合唱を鑑賞する機会もありました。３年生と一緒の今年最後の合
唱部の合唱はまたひと味違う、情感溢れる合唱で聴衆を魅了しま
した。山中の特色の一つである「歌声」の伝統を、力を合わせて
守ろうとする山中生の意気込みがひしひしと伝わってくるテー
マにふさわしく、胸がほっこりあたたかくなる思い出に残る合唱
コンクールでした。 
秋真っ盛り。山田中学校は実りの秋を迎えています。様々な分

野で、山中生の一生懸命の取組が多くの実りをもたらしてくれて
います。これも、生徒の粘り強く頑張る姿勢のみならず、保護者
・地域の皆様のご理解とご協力のお陰と感謝しております。今年
度後半もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

灯火～胸に広がるあたたかい歌声～ 

 

 

１  Yamada Music Festival（YMF）が盛大に開催さ れまし た 

（文責：校長 小西一郎） 



 

（１）１年団 

 団合唱 

  
 １年６組 

  
 １年１組（銀賞）  

 
 １年２組（最優秀伴奏者賞）  

  
  

 

私たち１年団が歌う歌は「世界で１つのハーモニ
ー」です。この曲は、１年団が奏でる世界で１つの
ハーモニーです。私たちはこの日のために、日々練
習をしてきました。最初は各クラスで練習し、昼休
みに各パートで練習を重ねました。全員で最初に合
わせたときは、なかなかハーモニーがそろいません
でしたが、練習を積み重ねるうちに、１８２人の心
も１つになり、美しいハーモニーが生まれるように
なりました。中学校に入学して、不安もありました
が、今は友達の支えもあり、学校生活も楽しくなり
ました。今日は、１年団全員の世界で１つの歌声、
ハーモニーをお聴きください。 

私たちは「まっすぐ未来へ」という曲を歌います
。特に聴いてほしいと思うところは、曲名にもある
「まっすぐ未来へ」という歌詞です。ソプラノ、ア
ルト、男声、それぞれのすばらしい歌声をメロディ
ーにのせて、皆さんの心にまっすぐ届けるという気
持ちで歌います。今日まで私たちは、朝、昼休み、
放課後を使って練習してきました。はじめはみんな
の意見が合わず、なかなか上手くいきませんでした
。しかし、練習を積み重ねていくことで、だんだん
心が１つになり、１年６組のハーモニーが生まれま
した。努力をしたからこそできたハーモニーで皆さ
んに感動を伝えるので、ぜひお聴きください。 

私たちのクラスではこれまで、YMFに向けて練習
を欠かさず頑張ってきました。音楽の授業で９月の
中旬から、パートごとに分かれ、みんなが集中して
練習に取り組んできました。そして、授業での練習
に加え、毎日の朝、昼休み、さらに放課後にも練習
を欠かしませんでした。 

私たちはただ歌って覚えるだけでなく、それぞれ
の良い点や改善点を挙げ、パートリーダーを中心に
練習に励んできました。みんなで頑張って作った美
しい歌声が、ホール中に響き、１年１組の合唱曲「
遠くまで」が最高の歌声になるように一生懸命心を
込めて歌います。私たちの歌声をお聴きください。 

１年２組は「心の中にきらめいて」を歌います。
２組は４月にみんなと出会って約７ヶ月一緒に過
ごしてきました みんなで計画をし練習しました。
男子は普段からパワフルで、息が合うと誰にも負け
ません。女子は普段はおしとやかで、男子よりも人
数は少ないですが、同じくらい歌声を響かせられま
す。１年２組の松岡先生と眞砂団長先生の指導は熱
血でした。全員が集まらなかったり、音程が分から
なくなったりしました。それらを乗りこえて、１回
１回の練習を楽しんで積み重ねました。１年２組３
０人と先生２人の本気を生徒の皆さん、先生方聴い
てください。そして、これまで支えてくれた家族の
みんな、一生懸命に歌うので中学生になった私たち
の成長した姿を見てください。  



 

１年５組 

 
 １年３組 

 

 １年４組（金賞・最優秀指揮者賞）  

 

（２）２年団 

 団合唱 

 

私たち２年団は「生命（いのち）が羽ばたくとき
」という曲を歌います。普段は明るくて元気な私た
ちですが、「やるときは全力でやれる！」そんな素
敵な学年です。クラス曲の練習もある中、団合唱の
練習も頑張ってきました。そのため、最初はハモリ
がうまくいきませんでしたが、練習をするうちにだ
んだん女子と男子の声がきれいに混ざり合うよう
になりました。この曲は、とてもゆったりとした雰
囲気で始まります。ですが、この歌詞にはとても力
強い思いが込められています。その作詞者の思いが
伝わるように、ひとつひとつの言葉を大切に歌い、
皆さんに届けたいと思います。和たちの練習の成果
を聴いてください。 

１年３組は「君と歩こう」という曲を歌います。
この曲は、とても前向きな曲で、勇気が出る曲です
。また、混声三部合唱で男声パートと女声パートが
追いかける部分もあります。朝早く来て練習したり
、昼休みにパートごとで練習したりと、今日までた
くさんの練習を重ねてきました。メロディーやリズ
ムが難しく、パートの中でも音がうまく合わないこ
ともありました。時には上手にハーモニーが作れず
、落ち込むこともありました。しかし金賞をとるた
めに日々練習に打ち込んできました。 
今日は、みんなで心を合わせて歌うので、ぜひ聴

いてください。 

私たち１年５組が歌う歌は「変わらないもの」で
す。学級で朝早くから来て歌ったり、昼休みの時間
を使って練習したり、放課後に残ったりして、一生
懸命練習しました。この曲には、あなたへの思いが
書かれています。私の近くにいつもいてくれたあな
た、私を支えてくれたあなた、私にとってあなたが
かけがえのない大切な存在であることが歌詞に表
現されています。 
私たち１年５組にとってはこのクラスの仲間が

大切な存在です。心を１つにして、その思いをこの
曲に込めて歌いたいと思います。皆さんに私たちの
思いが届きますように。どうぞ、お聴きください。 

私たち１年４組は、「 My Own Road ～僕が
創る明日」を歌います。 

私たち１年４組は男女ともに仲の良い、笑顔い
っぱいのクラスです。私たちのクラスでは、練習
が始まったときは、朝遅れてくる人が多く、協力
できていなかったけれど、だんだんとみんなが声
を掛け合い、全員で集中して練習できるようにな
りました。バラバラだった合唱もパートごとにお
互いがアドバイスを出し合ってきれいなハーモニ
ーが出せるようになりました。 

今日は、４組全員の大きな声を生かして、一生
懸命歌います。聴いてください。 



 

 ２年３組 

 
 ２年５組（銀賞・最優秀伴奏者賞） 

 
 ２年２組 

 
 ２年１組（最優秀指揮者賞） 

 
  

 

 

 

私たち２年３組は「旅立ちの時～Asian Dream S
ong～」を歌います。私たちのクラスはとてもにぎ
やかで、楽しいクラスです。ですが、この曲はとて
も落ち着いた雰囲気の曲です。音取りはすぐにでき
ましたが、声量を大きくすることが一番難しかった
です。朝の時間、昼休み、放課後に練習していくう
ちに少しずつですが、うまくなっていくのが分かり
ました。練習でやったことを発揮できるのが、２年
３組です。この歌の歌詞にもある「君だけの花を咲
かせよう」のとおりに、１人ひとりが協力し、２年
３組だけの歌の花を咲かせることができるように、
全力で歌いたいと思います。 

私たち２年５組は、みんなで団結し、歌声を響か
せるために日々練習してきました。最初のころの練
習では、中にはふざけて居る人もいましたが、誰に
も負けない美しい歌声をホール全体に響かせよう
と、クラスのみんなや戦士が一丸となって頑張って
きました。 

途中、うまくいかずにバラバラになる日もありま
したが、YMF本番が近くなると、みんな真剣になり
、お互いに声を掛け合うようになりました。そして
、先生もみんなにアドバイスや色々な声かけをして
くれて、今はクラス全体がやる気に満ちています。
そんな５組の歌声を最後までお聴きください。 

私たち２年２組は、「 地球星歌～笑顔のために～

 」を歌います。この曲は、目立つ高音などがなく、

テンポが八分の六拍子と、とても難しい曲です。はじ

めは、各パートの音取りが難しくて、うまくできませ

んでした。また、声が小さいことも何度も注意されて

いました。しかし、朝や昼休み、放課後には自分たち

で計画を立てて練習に取り組み、はじめの課題だった

音取りや、強弱の変化をつけることができるようにな

っていきました。この曲の題名にもなっている「笑顔

のために」という歌詞を大切に歌いたいと思います。

心を１つにして歌いますので、聴いてください。 

私たち２年１組は、「未来へ」を歌います。この曲
は休みがなくアルトがメロディーを多く担当します。
ですが、私たちのクラスはアルトの人数が少ないので
ソプラノを少し混ぜて歌います。私たちのクラスの男
声はけっこう声が出ているので音をとっていく練習
をしました。朝起きるのが苦手な人も居て、なかなか
全員が集まることができなかったのですが、練習も後
半になってきて、だんだんと一人ひとりが意識して練
習に参加して歌い、美しいハーモニーができてきまし
た。私たち２年１組、元気だけで一見ふざけているよ
うにも見えますが、やるときはやるクラスです。今日
はいつもと違って、大まじめに２―１スペシャルの歌
声を響かせます。 



 

２年４組（金賞） 

 
（３）３年団 

 団合唱 

  
 ３年２組 

 
 ３年３組 

 
  

 

私たち３年生は、明るく、友達のことを思いあえる学年
です。真剣なときはしっかりと、楽しむときには全力で笑
い合える集団です。私たちは、今年の運動会での団演技ソ
ーラン節で、団結力を高めることができました。そして、
今回のYMFに向けての取り組みで、クラスや学年の絆がよ
りいっそう深まりました。今から歌う曲は、そんな３年生
にふさわしい曲「時を越えて」です。この曲は、私たち生
徒一人ひとりが夢に向かって精一杯努力してきた姿を、家
族や支えてくださった先生方に伝える曲です。３年生全員
で心を１つにして全力で歌います。３年生にとっては、こ
の仲間と一緒に歌える最後のYMFになります。これまでで
最高の歌声をみなさまにお届けします。どうぞお聴きくだ
さい。 

私たち２年４組は、個性あふれる元気なクラスです。中
学生になって初めてのクラス替えでなれないこともありま
したが、全員で協力して練習することができました。クラ
ス曲の練習では、きれいなハーモニーが奏でられるよう、
全員が一生懸命声を出し、パートリーダーを中心にパート
練習に励みました。 
今回、私たち２年４組が歌う曲は「あなたへ」です。こ

の曲に出てくる歌詞の「はりさけるような憎しみの行き場
」はかっこいい歌詞になっています。私たちが練習してき
た時間は私たちにとってとてもかけがえのない宝物です。
先ほど紹介した歌詞にも注目して、ぜひ私たちの歌声を聴
いてください。 

私たち３年２組は、今日まで日々全力で練習に取り組ん
できました。しかし、最初の練習では、音程が合っていな
かったり、まじめに歌わない人がいたりして、練習になり
ませんでした。運動会では、気合いは全クラスの中で一番
入っていたのですが、結果にはつながりませんでした。そ
の悔しい経験が私たちのクラスの絆をよりいっそう強く
してくれました。 

まず、練習の改善点を話し合い、パート練習で個々のレ
ベルを上げることにしました。すると、最初のころよりも
一体感が増し、自分たちでも納得のいく合唱になりました
。クラスのみんなと創り上げた３年２組の合唱をホールい
っぱいに響かせますので、聴いてください。 

私たち３年３組は、毎日時間がある限り、精一杯練習

を続けてきました。朝の早い時間から練習し、始めはな

かなか音がとれずに悩んでいましたが、回数を重ねるご

とにそれぞれのパートで音がとれるようになってきまし

た。ハーモニーも美しくなると徐々にクラスみんなのや

る気も上がってきました。私たちが歌う「友～旅立ちの

時～」は、友との強い絆を歌った曲です。これまでの日

々を通して強まった絆を信じて、それぞれの未来に向か

って進んでいこうという前向きな歌詞が今の私たちにぴ

ったりです。中学校最後のＹＭＦ、最高の仲間とともに

最高の合唱をお届けします。 



 

３年４組（金賞・最優秀指揮者賞） 

 
 ３年１組（銀賞） 

 

 ３年５組（最優秀伴奏者賞）  

 

（４）合唱部 

  

 

私たちの歌う「ヒカリ」という曲には、孤独や絶望
の中にいても希望を捨てず、このぬくもりと光あふれ
る地球を守っていこうという思いがあふれています。
今日は私たちにとって３度目のＹＭＦであり、中学校
最後の合唱コンクールです。今日だからこそ、伝えた
いことがあります。常に正しい道へと導いてくださる
先生方、つらいときも一緒に乗りこえてきた仲間たち
、そしてどんなときもそばにいて支えてくれた家族。
いつもありがとう。今日は皆さんへの感謝の気持ちを
込めて、この曲を歌います。 

力強い音から始まり、終わりに向かって華やかな音
色に変わっていくのが、この曲の特徴です。私たちの
歌声で、皆さんの胸にあたたかく美しい「ヒカリ」を
灯します。 

私たち３年１組は「証」を歌います。この曲は、仲

間の大切さや未来に進んでいこうという前向きな気落

ちになれる曲です。「証」という題名の意味は、悲し

いときもうれしいときもケンカをしたときも、ともに

過ごした時間すべてが私たちの絆を示す「証」になる

という意味だと思います。 
私たちのクラスが他に誇れることは団結力です。最

初の朝練習から、全員がそろっていて、みんなが同じ

目標に向かって努力してきました。上手く歌えなかっ

たときは、一緒に悩んで、共に乗りこえてきました。

私たちの努力の「証」を聴いてください。 

私たち３年５組が歌う「YELL（エール）」は、未
来へと飛び立とうとしている私たちの背中を押して
くれるような曲です。この曲は、皆さんがご存じのい
きものがかりの曲です。始めのころの練習では、なか
なか音程がとれず、みんなの心もバラバラでした。し
かし、話し合いを通して、互いの意見を言えるように
なり、団結力も一気に高まりました。５組はいつもに
ぎやかで、練習中にも騒がしくなることもありました
が、歌うときはみんな真剣に取り組むことができまし
た。運動会のように、本番での強さを発揮し、２冠を
とります。このクラスで歌う最初で最後のＹＭＦ。一
年間ともに頑張る仲間と心をひとつにし、皆さんに精
一杯のＹＥＬＬを届けます。 

私たち合唱部は正部員６名、兼部１９人の計２５人で夏
のコンクールに出場しました。大変なこともありましたが
、四国大会で金賞を受賞することができました。今日は約
１ヶ月ぶりにこのメンバーで歌います。３年生と一緒に歌
える喜びと、今日が最後である寂しい気持ちで複雑な思い
ですが、楽しんで歌いたいと思います。１曲目は「朝に」
です。ピアノ伴奏の爽やかなメロディーにのせて、主人公
の心の変化を表現します。歌声やピアノ伴奏の雰囲気の変
化に注目してください。２曲目は「カメラとペン」です。
この曲は女性ジャーナリスト山本美香さんの記録です。山
本さんは2012年８月、取材中にシリアで銃撃に遭いお亡く
なりになられました。死と常に隣り合わせという緊張感の
中でも、誰かが伝えなければならないという山本さんの想
いを少しでも伝えることができればいいなと思います。２
年生の宮地七瀬さんと３年生の笠井勇翔さんがこの曲の中
でソロを歌うので、ソロにも注目して聴いてください。 



 

 

今年の高松地区総合体育大会のテーマは「巻き起こせ、令和はじめの大旋風」でした。多く

の会場で山中旋風が巻き起こり、山田中生徒の皆さんと学校生活を共にしていることを誇らし

く感じました。特に、剣道部女子１名・柔道部女子１名が全国大会出場、男子バレーボール部

団体・女子卓球部団体・陸上部男子１名女子２名がそれぞれ四国総体出場を果たしました。部

活動ではありませんが、テニスでも男子１名が全国大会に出場しています。また、合唱部は惜

しくも全国大会出場を逃したものの四国大会で金賞を獲得し、家庭科部は裁縫の技術を競う県

大会で団体優勝を果たしています。さらに、１０月上旬に行われた県で３名のみが全国大会に

出場できる英語弁論大会で女子１名が出場を果たしています。これまで積み重ねてきた練習を

信じて、なかまを信じて、持てる力を精一杯発揮した成果だと思います。勝ち進むことができ

なかった他の部の山中生も、最後までベストを尽くす姿は山中魂をしっかりと後輩に伝えてく

れたと確信しています。保護者・ご家族の皆さん、応援ありがとうございました。 

８月末から順次、新人大会が始まっています。また、地域の行事に貢献してくれている部活

動もあります。文化・芸術の秋を迎え、作文や図画等でも多くの入賞者のお知らせもいただい

ています。保護者・ご家族・地域の皆様、伝統を受け継ぎ、さらに発展させていこうとしてい

る山中生徒に、今後ともご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

（文責：校長 小西一郎） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  総合体育大会・コンクール等がんばり まし た 

 



 

 

１０月１５日(月)生徒会本部役員交代式が行われました。前期生徒会長からは、全校生徒へ

これまでの協力に対してのお礼と後期生徒会への期待が述べられ、新生徒会役員からは、これ

からの生徒会活動への意気込みが述べられました。特に「あいさつ」をさらに活性化させたい

という言葉どおり、１０月１５日(月)から１８日(金)に行われた第３回やまグリでは、新たな

企画で、あいさつ運動に率先して取り組んでくれていました。 

努力の甲斐あって、今回のやまグリは３９チームが友達や先輩とチームを組んで参加してく

れていまいた。さらに昼の定時放送で、新生徒会役員が「一番元気よくあいさつができたチー

ム」「旗やたすきを積極的にもってくれたチーム」などを発表したり、マスコットキャラクタ

ー「グリ太郎」にふんして呼びかけたりと、工夫した取組もありました。今後も新たに選ばれ

た生徒会役員１１名が山田中学校をさらにすばらしい学校に発展できるように、協力して日常

の学校生活や様々な行事でリーダーシップを発揮してくれることを期待しています。    

                             （文責：校長 小西一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 学校行事等、生徒の活動の様子はホームページの「校長室から」をご覧ください。 

  
 

３  後期生徒会が活動を始めています 


