
山形県合唱連盟理事長・山形県芸術文化協

会専務理事：事務局長の鈴木義孝先生より、

今年度も各クラスに２回（9月と10月）の合唱

指導をしていただきました。

発声練習の仕方や歌詞の意味、一つ一つ

の言葉に込められた作詞家の思いをどのよう て、朝の時間に自主的にパート練習を積み上

に感情を込めて歌えばよいか、合唱に向かう げたり、各パートから半数の人数が集まって

姿勢、太い声帯や薄い声帯の使った声の出し 練習をしたりするなどの工夫も行ってきまし

方、声が響き合う並び方などを、各クラスの た。どのクラスも、９月初旬とは比べものに

実情や自由曲に応じて教えてくださいました。 ならないほど声量が大きくなり、重なり合う

そして、なによりも、指導中に鈴木先生の身 声の調和が整ってきています。先週の学年

体から放出される大きなエネルギーに感化さ 毎の中間発表会、昨日の軍別縦割り発表会

れ、生徒たちの歌声が確かに変容していく様 を経て、合唱コンクールへの機運もピークに

子がわかりました。鈴木先生はご自身の「気」 達しつつあります。

を生徒に送ることで、緊張感を高め、合唱に 明日の中山中祭・文化祭では、生徒同士

集中させていきます。見事な指導のあり方で の互いの「気」に呼応するまっすぐでしなや

した。 かな心を現す良い表情を見ることができるで

10月の衣替えとともに合唱コンクールに向け しょう。全校生が中山中祭･文化祭を「やりき

て、本格的にクラス毎の練習が始まりました。 った。」「創りあげた。」という清々しい気持ち

これまで、音楽の時間を柱に、清掃後に設け にきっとなれると信じています。（※合唱コン

た合唱練習の時間を活用してきました。今年 クールの課題曲･自由曲等は別頁参照。）

度は、新型コロナ感染症予防対策のため、教

室でクラス全員による合唱練習や廊下での練

習を制限し、その代わりに教室とは別の部屋

を割り当てました。学級全員で合唱をする場

は、体育館、武道場、音楽室、ひまわりフォ

ーラムのみです。そして基本的にマスクをつ なお、文化祭においては、参観者を合唱

け、前後左右の距離を保った練習になります。 等発表学年の保護者１名に限定させていただ

そのような中、クラスの合唱リーダーや各 きます。マスクの着用や検温、名簿確認等

パートリーダー、指揮者･伴奏者が中心となっ へのご理解とご協力をお願いいたします。

呼応する
校長 大津 俊則

中山中学校便り
令和２年１０月30日（金）No,７



避難所運営訓練
１０月８日避難所運営訓練を実施しました。今年度

は、コロナ感染症予防がキーワードになりました。生

徒たちは、避難所に入る際の検温、体育館や受付での

仕切り板の設置、方向を意識した椅子の並べ方、スム

ーズな情報伝達の仕方などに配慮し実行しました。

当日は、右のプロジェクトメンバーの他に、町教育

委員会教育長：浦山健一様はじめ教育委員会教育課、

健康福祉課、産業振興課、総務広報課から１１名。P

TA副会長：井上栄司様、赤十字青少年賛助奉仕団８

名の皆様から、運営訓練の様子を見ていただきました。

そして、勇気づけられる言葉や次年度へ向けて気づきとなる言葉をいただきました。

「支援する側、される側両方を体験することで、それぞれの役割、心情を深く考えた行動が見られ

た。」「受付から落ち着くスペースまで良く整理されている。開設の手際がよく、あるものを使って

いるのもすばらしい。」「生徒同士で設営・運営の際にしっかりコミュニケーションがとれていたか

らこそのスピーディな対応だったと思う。」「詳細な内容を聞かれると係の仕事でも答えられないよ

うな場面が見受けられたので、『自分で考えること』それらを『共有すること』を徹底していくこと

で改善していくこ

とが必要と感じ

た。」等々。

次年度へ繋げて

いきます。

　日本赤十字山形県支部 長谷部儀典　様

　　　　〃 佐藤　博明　様

　梅ヶ枝町町内会長 野口　俊悦　様

　　〃　　事務局長 折笠　　満　様

　町総務広報課統括 村山　直也　様

　中山町消防団団長 鈴木　喜章　様

　町健康福祉課代表統括 佐藤　隆一　様

　町教育委員会教育課長 野口　好一　様

　町総務課地域防災専門員 武田　光由　様

防災教育プロジェクトメンバー

いのちの講話
10月13日「ごっと助産院」院長：後藤敬子氏から、いのちの

大切さについて各学年に講話をしていただきました。1年生は「生

命の誕生」、2年生は「男女交際」、3年生は「男女交際：今を未来

につなぐ」という演題です。

1年女子：「…もちろん私はその頃のことは覚えていないけれど、

自分が生まれた時、初めて泣いた時、周りの人は喜んでく

れていたんだなと分かります。そんな親たちには感謝しか

ありません。それが今日改めて知ることができました。…」

2年女子：「…『あの人の良い所はどこだろう？』と探してみることで、自分を伸ばすきっかけに

なることがわかったし、それによって自分の長所が見つかって、自分に自信が持てそうだ

なと思いました。…」

3年女子：「…小さな小さないのちを大切にしていくべきだと思うし、私は親の愛情を受けてここ

まで成長できたことをうれしく思う。目に見えないくらい小さな命から10ヶ月間母のお腹

で育ち生まれてくる。その命の重みをすごく感じた。…」



山形県中学校新人体育大会南ブロック大会の結果（個人）

第１位 柔道 女子 70kg超級 1年 細谷怜未 （決勝大会へ）

第２位 剣道 男子 1年 西堀颯人 （決勝大会へ）

第３位 柔道 女子 57kg級 2年 橋間あずみ（決勝大会へ）

ベスト 16 剣道 女子 2年 齋藤 葵 1年 奥山陽葵 （決勝大会へ）

山形県中学校新人体育大会南ブロック大会10／17の結果（団体）

ソフト 一回戦 対 中 ３-０勝 松田佳菜、金澤詩衣楽、森谷朱莉、佐藤愛奈、
テニス女子 準決勝 対長井南中 ２-１勝 森谷早妃、工藤愛可、今野成実、 鳥取苑子、
＜優 勝＞ 決勝 対長井北中 ２-０勝 11／14の決勝大会へ

剣道男子 リーグ戦１位で通過 岸 輝空、近松将太、
＜準優勝＞ 一回戦対山形十中 ２-１勝 齋藤礼一、西堀颯人

準決勝対長井南中 ３-２勝 11／21の決勝大会へ
決 勝体河北中 ２-２惜敗（本数負け）

柔道女子 リーグ戦対陵南中 １-１代表戦で勝 橋間あずみ、細谷怜未
＜第３位＞ 対山形六中 １-１代表戦で勝 11／14の決勝大会へ

対高畠中 ０-２惜敗
三位決定戦 対山形十中 ２-０ 勝

剣道女子 リーグ戦２位で通過 齋藤 葵、秋葉桃香、
ベスト８ 一回戦対山形附属中 ０-２惜敗 奥山陽葵、高橋 萌

バスケット 一回戦 対飯豊中 53-36勝 バスケット 一回戦 対宮内中 50-62惜敗
ボール女子 準決勝 対米沢四中 35-63惜敗 ボール男子

柔道男子 一回戦対山形六中 ０-４惜敗

入場や観戦が制限された南ブロック大会でした。保護者の皆様のご理解・ご協力に感謝申し上げます。

躍動☆中山中生!
第73回山形県中学校陸上競技選手権大会（10／10）

女子共通 800ｍ 第１位 2年 柏倉 四季（大会新記録 ２’16”88）
女子共通 1500ｍ 第１位 2年 柏倉 四季
女子共通 100ｍハードル 第５位 2年 黒沼 瑚子
男子共通 1１0ｍハードル 第５位 2年 板垣昂志郎
女子共通 走幅跳 第10位 2年 庄司 彩音

山形県中学生新人テニス大会（10／17）
シングルス 第１位 ２年 齊藤 和伽（東北大会出場）
ダブルス 第３位 １年 今田 寛花 齋藤 優衣

2020年度山形大学陸上競技会（10／24）
中学女子 1500ｍ 第１位 2年 柏倉 四季
中学女子 走幅跳 第３位 2年 庄司 彩音



上段：課題曲名 指揮者 伴奏者 ソプラノ アルト

下段：自由曲名 指揮者 伴奏者 テノール バ ス
校 歌 大津 結菜 今野 成実 佐藤 禀夏 鈴木 紗弥
空は今 東海林優菜 渡邉  光 西塔 光希 千葉 大輔
校 歌 高橋  萌 髙橋 咲希 佐東 真帆 東  優那
COSMOS 髙橋 咲希 髙橋 芽愛 加納 祥道 鈴木 尊嵐
校 歌 松橋 彩音 堀田美希子 石川 美咲 齋藤 優衣 澁谷 美保

大切なもの 武田 美羽 柴田 沙羅 渡邊 璃子 澁谷 悠雅
時の旅人 渡邉 青碧 大谷こはる 齋藤 葵・五十嵐穂南 鈴木沙奈・齊藤理歩

生きている証 松田 佳菜 大谷こはる 板垣昂志郎・佐藤一雲 髙橋 悠・小野遙人

時の旅人 河南 純平 髙橋 絢美 森谷 吏沙 佐々木愛結美
輝くために 加藤  澪 佐々木愛結美 浦山優人・石川十韻

時の旅人 阿部 葉月 服部 花奈 穂積 陽愛 阿部 葉月
ほらね 工藤 遥翔 元木 珠鈴 髙橋  煌 武田 悠希
大地讃頌 安達 七美 庄司 晴人 佐藤 瑠菜 五十嵐 凜
サクラ色 大津 奈南 今田 悠未 青戸翔汰朗 浦山 大晟
大地讃頌 石川 來威 井上 凜子 佐藤 一花 小野 花純
結ーゆいー 鈴木 瑚春 佐竹 希皆 渡邉 元希 小山 煌平
大地讃頌 多田 結音 鎌上 陽菜 髙橋りい・細谷佳蓮 鈴木唯乃・多田結音

決 意 多田 結音 鈴木 唯乃 白田有真・豊川零惟 大津東哉・白田玲音

安食 勇翔

渡邉 楓野

井上 凜子

多田 結音

３年１組

３年２組

３年３組

２年３組

クラス合唱曲・各担当

後藤 希羽

河南 純平

１年１組

１年２組

１年３組

２年１組

２年２組

クラス 合唱リーダー

鈴木 紗弥

鎌上 美羽




