平 成 ２ ８ 年 ７月 １ ９ 日 (火 )

新
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九州合唱コンクール銀賞！！！！
名名名名のののの美美美美しいハーモニー

るなあと 強く感 じまし た。こ うして生 徒たち は限

られた時 間を集 中して 練習に 取り組み 、美し い合

日 金 の「合唱

日 日 とぎ つカナ リーホールにて、 九州合唱

護 者の皆 様、民 生児童 委員の 皆様、小 学校の 先生

披露会」 には小 学生も 聴きに 来てくれ ました 。保

)

コンク ール長 崎県予 選が行 われま した。平 成元年

方 なども来てい ただき本当に ありがと うござ いま

)

)

５月２日に 最初の唱総 の時間 合唱 開き があ り 、

ました。門外 漢の私に とっては 、
「合唱の練習 はこ

し、ど う表現 するか、など専 門的な 勉強も してい

習の中 では、 発声練 習に加 え、歌詞の意味 を理解

たりし て自分 のパー トを覚 えていま した。 全体練

生徒た ちは、 家で練 習した り、昼休みに練 習をし

途切れ 途切れ の練習 しかで きていま せん。 その分

大会・ 陸上競 技大会などの大きな行 事が続 く中、

間、ふ れあい 運動会 、市中 総体ソフ トテニ ス競技

そこか らのス タート でした。とはい っても、その

ていた だきました。ここ

前 小・中 学校に 勤められ ていた先生方 も応援 に来

さ らにす ばらし いできば えでし た。会 場には 、以

「 披露会」の歌 声も最高 でした が、本 番の歌 声は

ー モニー をホー ルいっぱ いに響 かせて いまし た。

徒 たちは落ち着 いて、 のびのび と歌い 、美し いハ

れ ている と思い ます。 緊張もし たでし ょうが、生

つ という経験が できる だけでも、生徒 たちは恵ま

ン サート ホール です。 こんな立 派なス テージ に立

そ して、 いよい よ本番 です。会 場は本 格的な コ

(

んなこ とをす るんだ」と驚き を覚え ること ばかり

でも生 徒たちのつながり

生徒 の皆さん、お疲れ

です。 私には 頑張っ て歌って いるな あと感 じられ
たとえ ば、素 人がレ ントゲン写真を 見ても 何もわ

様でし た。そして、おめ

の深 さを感じ ました。
からな いのに、医師 などわか る人が 見れば 異状が

でと うございま す！

も生ま れますが 、教師 とのつ ながり も生ま れてい

した。 合唱の練 習を通 して生 徒どう しのつ ながり

汗だく になり ながら一 生懸命 に練習 に励ん でいま

ました。しか し、生徒 たちは指導に 素直に 応え、

運動部の練習 を思わせ るよう な厳し い指導 もあり

を何回 も何回 もやり直 しをさ せられ ます。 まるで

るんだ ろうな あと思い ました 。時に は、同 じ箇所

うのか、何が まだ足り ないの か」明 確に感 じ取れ

すぐわ かるの と同じで 、山口 先生に は「ど こが違

ても、山口先生からは細かいチェックが入ります 。

の 言葉をいた だき、私もう れしくなり ました。

から続 いてい る大島 中の全 校合唱 団は今年 も、全

唱ができ あがっ ていき ました。
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し た。み なさん から「 よかった ですよ」とお 褒め

17
校生徒で参 加すること ができまし た。
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文責：校長 川内康範

