
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１番番番番    大曲南中大曲南中大曲南中大曲南中 2222 年年年年    「「「「瑠璃色瑠璃色瑠璃色瑠璃色のののの地球地球地球地球」」」」    

指揮：粟津さん 伴奏：高橋さん 

「この曲の歌詞は自分を愛し支えてくれる人，そしてそれらを全て包み込んでいる地球への愛を歌ったもので，

とても心に響きます。2 年生魁翔（さきがけ）学年は，この曲の良さを引き出すために，強弱やブレスに気をつ

けて練習してきました。最後には 5 部合唱もあります。ハーモニーの重なりをお楽しみください。」 

２２２２番番番番    大曲西中大曲西中大曲西中大曲西中 2222 年年年年    「「「「大切大切大切大切なものなものなものなもの」」」」    

指揮：○○さん 伴奏：○○さん 

「虹彩（にじいろ）学年は，元気がよく個性豊かな学年です。今年歌う「大切なもの」はしっとりとしたメロデ

ィーの曲です。サビ前からサビにかけてだんだん盛り上がっていくところの強弱に気をつけて，繰り返し練習し

てきました。今日も皆で息を合わせ，聞いている人たちが感動するような合唱をしたいです。」 

３３３３番番番番    大曲西中大曲西中大曲西中大曲西中１１１１年年年年    「ＣＯＳＭＯＳ」「ＣＯＳＭＯＳ」「ＣＯＳＭＯＳ」「ＣＯＳＭＯＳ」    

指揮：○○さん 伴奏：○○さん 

「1 年生は個性があふれる楽しい学年です。普段はそれぞれの個性を生かして活動していますが，今日は『一致

団結』という言葉を胸に歌います。“COSMOS”の聴き所は，ソプラノから始まる『時の流れに生まれたものな

ら』の部分です。ソプラノからアルト，そして男子とどんどん重なってひとつになり，サビが始まります。輝煌

学年らしく精一杯頑張ります。」 

４４４４番番番番    大曲南中大曲南中大曲南中大曲南中１１１１年年年年    「「「「行行行行きききき先先先先」」」」    

指揮：小場さん 伴奏：中野さん 

「男女ともに元気ハツラツな私たち叶
か

空
なた

学年！自分たちらしい元気な曲『行き先』を歌います。学校祭前の練習

では，まとまらないこともありましたが，今では一致団結してきれいなハーモニーを奏でることができるように

なりました。女子と男子のかけ合いやソプラノのソロにも注目ください。音と心を合わせて，皆さんの心まで届

く合唱をしたいと思います。」 

５５５５番番番番    大曲西中大曲西中大曲西中大曲西中３３３３年年年年    自由曲自由曲自由曲自由曲「「「「信信信信じるじるじるじる」」」」    

指揮：○○さん  
「私たちのクラスは一人一人が色々な個性をもっていて，仲のよいクラスで 

す。今回の曲でも，曲の中で『信じる』という言葉が何度も出てくるので， 

そこを表現できるよう，全員で力を合わせて頑張ります。どうぞお聴ききく 

ださい。」 

６６６６番番番番    大曲南中大曲南中大曲南中大曲南中３３３３年年年年    「「「「心心心心のののの瞳瞳瞳瞳」」」」    

指揮：小場さん ｈｈ 
「友奏学年は，今までやったことのないアカペラの合唱に挑戦します。伴奏 

がない分，音程が取りづらかったりリズムが合わせづらかったりして難しさ 

を感じました。練習では，盛り上げ方やハーモニーの重なり方をみんなで考 

え，聴き合いながら不安を取り除いてきました。アカペラでしか感じることのできない声の響き，そしてハーモ

ニーに注目してください。友奏学年の集大成をお聞かせできるように頑張ります。」 
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大 曲大 曲大 曲大 曲 南南南南 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校 

大規大規大規大規模校のように，同じ学年の学級集団と刺激し合う“学級対抗”のよ模校のように，同じ学年の学級集団と刺激し合う“学級対抗”のよ模校のように，同じ学年の学級集団と刺激し合う“学級対抗”のよ模校のように，同じ学年の学級集団と刺激し合う“学級対抗”のよ

うな行事を生徒に体験させたいと考えうな行事を生徒に体験させたいと考えうな行事を生徒に体験させたいと考えうな行事を生徒に体験させたいと考え，昨年度から始まった交流事業です，昨年度から始まった交流事業です，昨年度から始まった交流事業です，昨年度から始まった交流事業です

が，今年もが，今年もが，今年もが，今年も大曲西中学校の大曲西中学校の大曲西中学校の大曲西中学校のご協力をいただきご協力をいただきご協力をいただきご協力をいただき，，，，開催することができました。開催することができました。開催することができました。開催することができました。

両校における音楽文化の振興と学年集団の両校における音楽文化の振興と学年集団の両校における音楽文化の振興と学年集団の両校における音楽文化の振興と学年集団の絆をより確かなものにする機絆をより確かなものにする機絆をより確かなものにする機絆をより確かなものにする機

会となれば幸いです。会となれば幸いです。会となれば幸いです。会となれば幸いです。【【【【10101010月月月月 22222222日（月）日（月）日（月）日（月）14141414：：：：15151515～～～～大曲南中体育館】大曲南中体育館】大曲南中体育館】大曲南中体育館】 

♪♪♪♪今回今回今回今回ももももコンペティションコンペティションコンペティションコンペティション形式形式形式形式はははは取取取取りませんがりませんがりませんがりませんが，，，，前音研会長前音研会長前音研会長前音研会長のののの田村忍田村忍田村忍田村忍

先生先生先生先生をおをおをおをお招招招招きしてきしてきしてきして，，，，講評講評講評講評をいただくことになっていますをいただくことになっていますをいただくことになっていますをいただくことになっています。。。。体育館体育館体育館体育館にににに保保保保

護者護者護者護者席席席席をををを用意用意用意用意しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので，，，，どうぞどうぞどうぞどうぞおいでくださいおいでくださいおいでくださいおいでください。。。。両小学校両小学校両小学校両小学校のののの

5555････6666 年生年生年生年生もももも来来来来てくれるそうですてくれるそうですてくれるそうですてくれるそうです。。。。            （写真は昨年度のフィナーレ→） 

♪次 第♪ 
１ 開会の言葉 

２ 会場校校長あいさつ 

３ 講師紹介 

４ 諸連絡 

５ 発 表 

６ 講 評 

７ 感想発表 

８ フィナーレ（秋田県民歌） 



 

 

 


